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ボロン酸置換ポルフィリンの糖認識特性 
 

松本 仁 a)・鈴木 巧 b)・松本 朋子 c)・保田 昌秀 d) 

 
Sugar-Recognition of Boronyl-Substituted Porphyrin  

 
Jin MATSUMOTO, Kou SUZUKI, Tomoko MATSUMOTO, Masahide YASUDA 

 
Abstract 

 
Porphyrins have received substantial attention in developing singlet oxygen (1O2) sensitizers for the photo- 

inactivation of bacteria and for the photodynamic therapy (PDT) of tumor cells. Binding affinity of 1O2-sensitizer 
towards biomolecules such as DNA, protein, and saccharides is important for these biological applications. 
Especially, since cancer cells have a tendency to accumulate saccharides, the binding affinity of 1O2-sensitizer to 
tumor cells can be often enhanced by endowing the affinity towards saccharides. Here, we designed Sb-porphyrins 
(1a) incorporated axially with phenylboronic acid group, which can usually interact with cis-diol of saccharides. 
Actually the presence of glucose (3a), fructose (3b), and galactose (3c) caused to the spectral changes in absorption 
and fluorescence spectra as well as mass spectrometry of 1a due to the formation of an aggregate between 1a and 3. 
The binding constant (K) for the 1a–3b adduct were measured to be 1.39 105, 3.1 103, and 1.7 103 M−1 by 
analysis of the absorption and the fluorescence spectral changes and the mass spectrometry, respectively. It was 
thought that the difference of these K values is dependent on the structure of the aggregates. Thus, it was found that 
1a can highly associate with saccharides. 

 

Keywords: Boronic acid, Sb-porphyrins, Saccharides, Absorption spectra, Fluorescence spectra, 
Mass spectra 

 
1. はじめに 

 
ポルフィリン錯体は可視光領域での強い吸収と高い一

重項酸素（1O2）発生効率を持つことから、光線力学療法

薬剤として多用されている。光線力学療法（PDT）は、
ガン細胞に注入した薬剤にレーザーを照射することによ

って発生させた 1O2 でガン細胞のアポトーシスを引き起

こす治療法である 1)。現在、低濃度で高い活性を持つ PDT
薬剤の開発のために、タンパク質 2)、DNA3–5)、および糖

脂質への親和性を高めた増感剤の開発が進められている。

なかでも、糖は、エネルギー源や生体構成物質として生

物に共通する不可欠物質であり、糖との親和性を有する

PDT 薬剤の開発が重要となっている 6)。ボロン酸は cis-
ジオール構造を持つ糖と強く結合して、環状エステルを

形成する。特に、フェニルボロン酸を有する色素分子は、

糖との結合によって吸収や蛍光スペクトルを変化させる

ことから、糖認識部位としての多くの研究例がある 7)。 
本研究では、糖親和性を持つ PDT薬剤の開発を目的と

して、励起状態の電子受容性が高い Sbポルフィリン錯体
の軸配位子にフェニルボロン酸部位を有する錯体（1aお
よび 1b, Scheme 1）を合成し、その糖認識性について、 
________________________________________________ 
a) 工学基礎研究センター准教授 

b) 工学専攻環境系コース大学院生 

c) 産学・地域連携センター助教 

d) 環境応用化学科教授 

吸収スペクトル、蛍光スペクトル、質量スペクトルによ

る解析を行ったので報告する。 

 

Scheme 1. Axially phenylboronyl-substituted antimony- 
porphyrin (1). 

 

2. 実験 

 

2.1 分析装置 
1H NMR （400 MHz）および 13C NMR（100 MHz）ス
ペクトルは、Bruker AV 400Mにおいて、内部標準に Me4Si
を用いて CDCl3中で測定した。質量分析計は、宮崎大学

産学・地域連携センター保有のサーモフィッシャー社製

（米国）の電場型フーリエ変換質量分析計 Q Exative  

を用いた。Q Exativeの質量分離部には、イオン化された
試料を紡錘形の曲面をもつ電極内に閉じ込めることで分

析を行うイオントラップ型の Orbtrap が用いられてい

る。Orbitrapの質量範囲は m/z ～であり、質量精度

は外部標準法で 3 ppm以内、内部標準法で 1 ppm以内で
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あることから、非常に高い質量分解能と質量精度を持つ

特徴がある 8)。 

可視吸収スペクトルは、紫外可視分光光度計 （日本分

光 V-550）において測定し、蛍光スペクトルは、分光蛍
光光度計（島津 RF-5300PC）で測定した。還元電位の測
定は、支持電解質（Et4NBF4, 0.1 M）および2a（1.0×10−3 M）
を含む脱水アセトニトリル溶液を調製し、測定セルに入

れ 10分間アルゴンバブリングを行って、溶存酸素を取り

除き、サイクリックボルタンメトリー（BAS CV-50W）
を用いて行った。作用電極には白金、対電極に白金、参

照電極に Ag/AgNO3を用いて走査速度 100 mV sec−1にて

測定を行った。 

 

2.2 ポルフィリン錯体の合成 

2.2.1 [MeNH (CH2)3O Sb(OMe)(tpp)]Br (2a) の合成 
軸配位子にボロン酸が置換したアンチモンポルフィリ

ン錯体（1a および 1b）は、既報 9) にしたがって合成し

た[MeO(Br)Sb(tpp)]Br（tpp = テトラフェニルポルフィリ
ナト基）を出発原料として Scheme 2にしたがって行った。  

Scheme 2. Synthetic routes of 1a and 1b. 

 
[MeO(Br)Sb(tpp)]Br（100.2 mg）を 3-(メチルアミノ)- 1-
プロパノール（130 L）とともに還流装置に入れ、脱水
MeCN（5.0 mL）とピリジン（1.0 mL）の混合溶媒に溶解
し、窒素雰囲気下で 100 °Cにて 24時間還流した。放冷
後、ヘキサン再沈を行い、沈殿物をクロロホルムで抽出

し、溶媒を留去した。展開溶媒にクロロホルム－メタノ

ールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィーによ

って単離精製し、減圧乾燥した。収率 71%（72 mg）で目
的物（2a）を得た。 

 

2a; Yield 72 mg (71 %). 1H NMR (400 MHz, CDCl3)   / 
ppm  = −2.55 (t, J = 6.2 Hz, 2H), −2.21 (s,3H), −1.10 – −1.03 
(m, 2H), 0.16 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.69 (s, 3H), 7.85–7.90 (m, 
4H), 7.94–8.00 (m, 8H), 8.25–8.27 (m, 4H), 8.56–8.59 (m, 
4H), 9.55 (s, 8H). 

 
2.2.2 [(HO)2 BC6H4CH2NH (Me)(CH2)3OSb(OMe)(tpp)]Br 
(1a) の合成 

 窒素雰囲気下にある還流装置に、2a (52 mg)、2-(ブロモ
メチル)フェニルボロン酸（18 mg）、K2CO3（50 mg）を入
れ、脱水MeCN（5 mL）中 50 °Cにて 12時間還流した。
放冷後、沈殿物を濾別し、濾液から溶媒を留去し、展開

溶媒にクロロホルム－メタノールを用いるシリカゲルカ

ラムクロマトグラフィーによって単離精製し、さらに減

圧乾燥した。収率 39%（23 mg）で目的物(1a)を得た。 
 
1a; Yield 23 mg (39%).  1H NMR (400 MHz, CDCl3)  / 

ppm = −2.64 (t, J = 6.1 Hz, 2H), −2.22 (s, 3H), −1.58 – −1.51 
(m, 2H), −0.22 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.16 (s, 3H), 2.82 (s, 2H), 
6.76 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.09–7.13 (m, 1H), 7.16–7.19 (m, 
1H), 7.66 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 7.89–7.99 (m, 12H), 8.28 (d, J = 
7.3 Hz, 1H), 8.34-8.35 (m, 4H), 9.52 (s, 8H); 13C NMR (100 
MHz, CDCl3) /ppm  = 24.65, 38.83, 45.72, 49.99, 55.99, 
61.59, 123.06, 127.45, 127.92, 128.17, 129.74, 130.03, 130.03, 
133.97, 134.73, 134.90, 135.08, 135.67, 137.99, 138.14, 
145.96; HRMS Calcd. for C56H48BN5O4Sb+ 986.2832 [M+]. 
Found m/z 986.2836. UV (MeCN) max/nm (/M−1cm−1) = 420 
(27.6 × 104), 513 (0.23 × 104), 551 (1.49 × 104), 591 (0.88 × 
104) 

 
2-2-3 [(HO)2 BC6H4CH2OSb (OMe)(tpp)]Br (1b)の合成 
 窒素雰囲気下にある還流装置に、[MeO(Br)Sb(tpp)]Br 
(50 mg)、4-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸（164 
mg）、アセトニトリル（5.0 mL）、ピリジン（1.0 mL）を
入れ、95 °Cで還流を開始した。24時間還流後、Soret帯
が 424 nmから 419 nmになったのを確認して、還流を終
了した。エバポレーターで溶媒を留去し、展開溶媒にク

ロロホルム－メタノールを用いるシリカゲルカラムクロ

マトグラフィーによって単離精製し、減圧乾燥した。収

率 59%（32 mg）で目的物（1b）を得た。 
 

1b; Yield 32 mg (59%). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 
 /ppm = −2.26 (s, 3H), −0.95 (s, 2H), 3.75 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 
6.98 (d, J = 7.7 Hz), 7.04 (brs, 2H), 7.85–7.90 (m, 4H), 7.9–
8.01 (m, 8H), 8.19–8.21 (m, 4H), 8.26–8.28 (m, 4H), 9.48 (s, 
8H); HRMS Calcd. for C52H39BN4O4Sb+ 915.2103 [M+]. 
Found m/z 915.2102. UV (MeCN) max/nm (/M−1 cm−1) = 420 
(17.3 ×104), 513 (0.139×104), 552 (0.815×104 1), 592 (0.486 × 
104), E1/2red/ V vs Ag/Ag+ = −0.67. 
 
3. 結果と考察 

 

3.1フェニルボロン酸置換アンチモンポルフィ

リン錯体（1aおよび 1b） 

当研究グループにおいて、既にアンチモンテトラフェ

ニルポルフィリン環（Sb(tpp)）への軸配位子の導入は、
アルコールやハロゲン化アルキルを用いて簡便に行える

ことを見出している 10)。本研究では、[MeO(Br)Sb(tpp)]Br
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
Fig. 1. Spectral change of absorption spectra of an aqueous solution of 1a by the addition of 3a (A), 3b (B), and 3c (C). 
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と種々のアルコールとの反応によって、簡便に 1aおよび
1bを合成した。 

最初に、ポルフィリン環に対するフェニルボロン酸の

電子的影響について蛍光スペクトルおよび還元電位

（E1/2red）によって調べた。ボロン酸が導入されていない

参照基質として、ジメトキソ（テトラフェニルポルフィ

リナト）アンチモン錯体(1c, Scheme 3)9)を用いた。1bの
蛍光量子収率（）は 0.0256と求められ、1cの 0.0328と
同程度の値を示している。このことから、ボロン酸の導

入が、ポルフィリン環の電子的性質に影響していないこ

とが分かる。 

一方、1aの （0.0050）は、1cよりはかなり小さな値
となっている。これは 1a の軸配位子上のアミノ基から
Sb-ポルフィリン環への光電子移動が起こり、蛍光が消光
されるためだと思われる。1a の還元電位（E1/2red/V vs 
Ag/Ag+）は−0.67 Vと求められ、1cの−0.52 Vと同程度の
値を示し、基底状態では電子的相互作用がないことを示

している。 

Scheme 3. Sb-porphyrin (1c) without boronic acid moiety. 

 

 
Scheme 4. Saccharides (3a–3c) used for the present 

experiments. 
 

ポルフィリン環と糖の相互作用は、一般に、糖添加に

よるポルフィリンの吸収スペクトルの最大吸収波長のシ

フトおよび吸光度の変化、またはポルフィリンの蛍光ス

ペクトル変化によって解析される。今回、新たに質量ス

ペクトルによる解析も試みた。解析には Scheme 4に示す
グルコース (3a)、フルクトース (3b)、ガラクトース 

(3c)を用いた。 

 

3.2 糖添加による吸収スペクトル変化 

1aのリン酸緩衝溶液（2 M, pH 7.6）に種々の濃度の 3 
(0–107 M) を添加し、1aの吸収スペクトルを測定した。
1aの Soret帯の吸収が 420 nmに現れ、Fig. 1に示すよう
に、3 の添加量の増加に伴い、吸収が広域化して吸光度
（A）が減少した。このことから、水中において複数の 1a
が 3 を介して会合体を形成していると考えられる。A の
変化は(1)式によって結合定数（K）と関係づけることが
できる。(1)式において、A0は 3の無添加時の吸光度を表
し、Aはの添加時の Aと 3の無添加時の A0との差を示

す。また、A∞は無限大濃度の 3を添加した場合の Aの値
を示す。 

 
Equation 1. Equation was used for determining the binding 

constant (K) using absorbance (A). In the case of 
analysis of fluorescence spectral change, letter A should 
be substituted by F. Also in the case of analysis using 
mass spectra, letter A should be substituted by f. 

 

そこで、Table １に示す 3の低濃度添加時の Aの値を
用いてA/(A−A∞) および [3]−[1a]A/(A0−A∞) を算出し、
これらのプロット（Fig. 2）を行った。Fig. 2に示すよう
に良好な直線関係が得られ、その直線の傾きから Kを見 
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Table 1. Absorbance (A) in absorption spectra of aqueous 
solution of 1a in the addition of 3a, 3b, and 3c  

[3]/M a) 
Absorbance (A)  

3a 3b 3c 
0.0  0.537b)  0.527 b)  0.450 b)  

4.0  0.445  0.426  0.350  

7.9  0.396  0.367  0.305  

11.9  0.367  0.334  0.271  

15.7  0.344  0.309  0.246  

19.6  0.324  0.291  0.227  

[3]∞ c) 0.230d) 0.199d) 0.168d) 

K/105 M−1 1.20  1.39 1.91 

a) Concentration of 3. b) The absorbance (A0) in the absence 
of [3]. c) Infinite concentration. d) Absorbance (A∞) at the 
infinite concentration of 3 ([3]∞). 
 

 

Fig. 2. Determination of K values from the pots of A/(A−A∞) 
against [3] − [1a]A/(A0−A∞) in the absorption spectra of 
1a (2.0 M) in additions of various concentrations of 3a 
(○), 3b (△), and 3c (□). 

積ることに成功した。K値は、3aでは 1.20×105 M−1、3b
では 1.39×105 M−1、3cでは 1.91×105 M−1となり、いずれ

の糖に対しても 105 M−1程度の大きな値となった。 
 

3.3 3b添加による蛍光スペクトル変化 

 1a（2.0 M）および 3b（0–107 M）を含むリン酸緩衝
溶液（1.0 M, pH 7.6）－メタノール混合溶液（1 : 9, v/v）
の蛍光スペクトルを、420 nm光励起によって測定した。
その結果、595 nmに蛍光が現れ、3bの添加量の増加に伴
って蛍光強度（F）が増加した（Fig. 3）。これは、軸配位
子のアミノ基とボロン酸基に糖が配位することで、アミ

ノ基からポルフィリン環への電子移動が抑制されたため

だと思われる。 
Kの見積もりは、(1)式の Aを Fに置き換えた式を用い
て行った。Table 2に記載の Fの値を用いてF/(F−F∞) お
よび [3b] − [1a]F/(F0−F∞) を算出し、これらをプロット
した直線の傾きから Kを 3.2×103 M−1と求めた（Fig. 4A）。 

 
Fig. 3. Spectral change of fluorescence spectra of a MeOH–

buffer solution of 1a in the addition of 3b (B). 
 

Table 2. Fluorescence intensity (F) of fluorescence spectra of 
aqueous solution of 1a and the peak fraction (f) of mass 
spectra in the addition of 3b  

Fluorescence spectra Mass spectra 

[3b]/mM a) F b) [3b]/M a) f c) 

0 F0 =140  0 f0 = 0 
0.25 151  3 0.021  
0.50 160  30 0.013  

0.75 165  100 0.083  
1.00 168  200 0.172  

2.00 170  300 0.156  
  600 0.230  

  900 0.266  

[3b]∞ d) F∞ =175e) [3b]∞ d) f∞ =0.430 e) 

K/103 M−1 3.2  K/103 M−1 1.7 

a) Concentration of 3. b) Fluorescence intensity (F) of 
aqueous solution of 1a. c) The peak fraction (f) that was 
determined by (I2/(I1 + I2)), where I1 and I2 denote peak 
intensities at m/z = 986 and m/z = 1130, respectively, in mass 
spectra in the addition of 3b. d) At infinite concentration. 
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(A) 

 

(B) 

 

Fig. 4. Determination of K values between 1a (2.0 M) and 3b by the pots according to the equation (1) in the fluorescence spectra 
(A) and the mass spectra (B). K = 3.2 103 M−1 from the fluorescence spectra and 1.7 103 M−1 from the mass spectra. 
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付加体の構造は質量スペクトルより Scheme 5の付加
体 Aの構造が推定される。しかし、吸収スペクトルから
求めた Kの値は、蛍光スペクトルから求めた Kの値に比
べて大きな値を示すことから、吸収スペクトルを広域化

させた付加体は、複数の 1aが 3bとの間の弱い相互作用
によって形成した付加体 Bのような構造をしていると思
われる。 

 
Scheme 5. Adduct formation of 1a with fructose (3b). 

 
3.4 3b添加による質量スペクトル変化 

1a（3 M）および 3b（1 mM）を含むメタノール－水
（1 : 1, v/v）混合溶液を調製した。Q Exativeへの試料導入
は、シリンジを用いて試料溶液を大気圧イオン源に直接

導入（7.5 L/min）することで行った。試料のイオン化は、
エレクトロンスプレー（ESI）法を用いて高電圧（3.5 kV）
に印加されたスプレーノズルから試料溶液を噴霧して行

い、正イオンモードで質量スペクトルを測定した。その

結果、1aの質量数に相当する m/z 986と 1a–3bの付加体
（付加体 A）の質量数に相当する m/z 1130にピークが現れ
た。Fig. 5に、例として 1（3 M）および 3a（1 mM）を
含むメタノール－水（1 : 1, v/v）混合溶液の質量スペクト
ルを示す。3a 濃度を変化させ、各濃度で m/z 986 と m/z 
1130のピーク強度比を測定した。その結果を Table 2に
示す。ここで f値は、m/z 986と m/z 1130のピーク強度、
I1 および I2の分率を示し、f = I2/(I1 + I2) となる。 

 
Fig. 5. MS-spectra of 1a (3 M) in the addition of 3b (1.0 

mM). The peaks appeared at m/z = 986.2826 and 
1130.3250 due to 1a and a 1a–3b adduct, respectively. 
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K の見積もりは、(1)式の A を f に置き換えた式を用い

て行った。Table 2 に記載の f の値を用いてf/(f − f∞) およ

び [3b] − [1a]f/(f0 − f∞) を算出し、これらをプロットし

た直線の傾きからKを1.7×103 M−1と求められた（Fig. 4B）。
この値は、蛍光スペクトルで求めたKの値 3.2×103 M−1 に
近い値となっている。これらの結果から、1a と 3b の相

互作用には、二つの型の相互作用があり、初めに 3b とボ

ロン酸部との弱い相互作用による付加体（付加体 B）が

形成され、続いてアミノ基とボロン酸部の両方に 3b が配

位した付加体（付加体 A）が形成すると思われる。付加

体 A は、質量スペクトルのイオン化過程でも崩壊しない

安定な構造を有している。 
 

4. 結論 

 

当研究グループでは、アンチモンポルフィリンおよび

リンポルフィリンを用いる大腸菌、酵母菌、胆管癌細胞

を使った PDT の研究を精力的に行っている 11–14)。その中

で、親和性の高い官能基を有する増感剤の開発は、PDT
における薬剤量の低減の観点から重要である。今回、ボ

ロン酸を Sb-ポルフィリンの軸配位子に導入した錯体を

合成し、糖類との親和性を検討した。糖類は生体内にお

いて、糖たんぱくや糖脂質などとして細胞膜などを構成

している。また、エネルギー源としても重要である。癌

細胞は正常細胞に比べて糖の蓄積量が多いことが知られ

ており、糖親和性を有する増感剤の開発は重要である。

今回開発したボロン酸置換 Sb-ポルフィリンは、新規の

PDT 増感剤としての利用が期待される。 
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リン酸・Mg 溶液を用いた飛灰溶出液中の Cs 不溶化 
 

土手 裕 a)・岩切 啓太 b)・関戸 知雄 c) 

 
Insolubilization of cesium in fly ash eluate by adding phosphate 

and magnesium solution 
 

Yutaka DOTE, Keita IWAKIRI, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

     The purpose of this research was to obtain basic knowledge for preventing elution of cesium from fly ash as 
MgCsPO4 by adding phosphate and magnesium solution. Removal experiment was carried out using fly ash or 
simulated eluate including stable cesium. Cesium removal rate was 40% at pH11 under almost all conditions. But, 
when pH exceeded a certain value, cesium removal rate was decreased. Cesium removal rate was increased with 
increase in added magnesium. Cesium removal rate was increased with increase in added phosphate until P/Ca=5, 
and then decreased. Existence of calcium increased cesium removal rate although existence of potassium did not. 
Solubility product constant of MgCsPO4 was obtained. Because radioactive cesium in real fly ash eluate is very 
small, a large quantity of phosphate would be necessary for preventing elution of cesium. This suggested that 
prevention of elution of radioactive cesium as MgCsPO4 could be difficult. 

 
Keywords: Cesium, Fly ash, Phosphate, Magnesium, Precipitation  

 
1. はじめに 

 

日本大震災に伴う原子力発電所の事故が発生し、それに

伴い放射性セシウムが飛散した．放射性セシウムは人体に

悪影響を及ぼすため、除染活動が行われている。除染活動

に伴い発生する除染廃棄物 (除染特別地域内又は除染実

施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生

じた廃棄物 1))のなかでも可燃性のものについては、焼却

等の処理により減容化されている 2)。その際、放射性セシ

ウムの多くは焼却飛灰（ばいじん）に移行する。そのため

焼却飛灰のうち 8000Bq/kg を超えるものは特定廃棄物に、

8000Bq/kg以下のものは基準適合特定廃棄物に分類される
3)。この分類により、埋立方法が変更される。 

特定廃棄物に指定された焼却飛灰の埋立は、セメント等

により固型化を行い、埋立物の上下及び側面に遮水の効力

を有する不透水性土壌層を設ける必要がある 3)。基準適合

特定廃棄物に指定された焼却飛灰の埋立は、セメント等に

より固型化を行い、上面を不透水層で覆う等の措置が必要

である 3)。いずれもこのように飛灰と雨水の接触を避ける

ための措置であるが、それは飛灰中の放射性セシウムの溶

出率が 64~89%と高く、水と接触すると溶出しやすいため

である 4)。しかし、長期間雨水等との接触を避けられるか

は不確実であり、放射性セシウムが漏出する可能性がある。

そのため、焼却飛灰中のセシウムの溶出抑制が必要である。

なお、焼却主灰からのセシウム溶出率は 5.6%4)であるが、

焼却飛灰と同様にセメント等により固型化を行った後に

埋立が行われる。 
放射性セシウムの除去については、吸着剤に吸着させる

方法（以下、吸着法と記述する）や、薬品を添加し放射性

セシウムを沈殿させる方法（以下、沈殿法と記述する）が

ある。吸着法としては、市川らによるフェロシアン化ニッ

ケルを用いた研究 5)があり、焼却飛灰を対象に検討が行わ

れている。一方、沈殿法としては、Lebedev によるリン酸

およびマグネシウムを添加し、MgCsPO4 を生成させる研

究 6)がある。フェロシアン化ニッケルはセシウムに対して

吸着性を示すが、その他の重金属に対しては吸着しない。

だが、リン酸は鉛等の重金属の不溶化に対して効果がある

ことが分かっており 7,8)、リン酸を用いることでセシウム

と重金属を同時に不溶化できる可能性がある。 
Lebedev の場合、模擬液体放射性廃棄物及び実液体放射

性廃棄物を対象に pH=10，P/Mg モル比＝1 の条件で検討

が行われている。しかし飛灰の pH は 11~12 であり、飛灰

中に多量に含まれるカリウム、カルシウムといった共存物

質に関しての検討はされていない。また、飛灰にリン酸及

びマグネシウムを加えて不溶化を検討した事例がない。 
よって、本研究では飛灰にリン酸および Mg 溶液を加え

てCsをMgCsPO4として溶出抑制するための基本的知見を

得ることを目的とした。そのために、飛灰溶出液にセシウ

ム溶液を加えた処理原水を用いてセシウム溶出抑制に対

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) 社会環境システム工学科准教授 
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する Mg，pH，共存物質の影響を明らかにした。また、セ

シウム溶液及び模擬溶出液を作成し、飛灰溶出液と同様の

実験を行い再現性を確認すると共に、MgCsPO4 の溶解度

定数を実験的に求め、セシウム残存濃度予測式を提案した。 
 

 実験方法

飛灰 
実験で用いた焼却飛灰は、2015 年 5 月に 市の一般廃

棄物焼却施設から消石灰と活性炭の吹き込みにより排ガ

ス処理を行われたものを採取した。飛灰溶出液の作成方法

は、蒸留水を用いて L/S 比 10 で 200rpm で 2 時間振とう

を行った後、5C のろ紙、0.45μ のメンブレンフィルター

の順にろ過を行い、最終的に得られたろ液を飛灰溶出液と

した。 
また、ろ液の pH，EC を測定し、Na，K，Mg，Ca，Cs，

P，Pb，Cl 分析用試料として一部を採取した。 
溶出操作は 2 回に分けて行い、得られたろ液をそれぞれ

A-1，A-2 と表記する。また A-2 はろ過から一ヶ月程度保

管した後で実験に用いたが、若干の析出が見られたので、

再度 0.45μmのメンブレンフィルターでろ過した。析出し

たまま用いた用いた溶出液を A-2-1、ろ過後に用いた溶出

液を A-2-2 と表記する。 
表 に得られた溶出液の性状を示す。ただし、A-2-1 は

ろ過直後に採水した試料の分析結果である。三つの試料に

は大きな差は無かった。飛灰溶出液中には Mg，P，Al，
Cs はほとんど含まれていなかった。一方、P と反応する

ことが予想される Ca，Cs と同族元素である K、そのほか

に Na や Cl が多量に含まれていた。また鉛も含まれてい

ることがわかった。 

反応時間決定実験 
処理原水は、蒸留水にセシウム溶液（CsCl，1000mg-Cs/L）、

リン酸溶液（H3PO4，3100mg-P/L）、マグネシウム溶液

（MgCl2・6H2O，1000mg-Mg/L）をこの順番に加えて、

P/Cs=1，Mg/P=1 となるように調整した。 
除去実験は、以下の通り行った。スターラーの入った

200ml のビーカーに処理原水を 100ml 取り、pH の測定を

した。pH 測定後、自動滴定機（Metrohm）を用いて 5M の

NaOH で pH12，13 で一定に保ちながら 3，4.5，6，7.5 時

間攪拌後、pH と滴定量を記録した。10 分間以上静置後、

上澄みから Na，Mg，Cs，P 分析用に 0.45μm のメンブレ

ンフィルターでろ液を 50ml 採取し、濃硝酸 0.25mL を加

えて保存した。 

飛灰溶出系におけるセシウム不溶化実験

各実験条件を表 に示す。処理原水は、飛灰溶出液にセ

シウム溶液(CsCl，1000mg-Cs/L)を加えて、セシウム濃度

10mg/L となるように調整した。 
除去実験は、以下の通り行った。スターラーの入った

200ml のビーカーに処理原水を 100ml 取り、pH の測定を

した。その後、濃リン酸 (14.6M)、マグネシウム溶液

(MgCl2・6H2O、1000 あるいは 5000mg-Mg/L )の順で所定

の P/Cs および Mg/Cs、あるいは P/Ca および Mg/P となる

表 溶出液性状

溶出液

名称 

pH EC(s/m) 溶出液濃度(mg/L) 

Na Mg K Ca P Al Cl Cs Pb 

A-1 12.18 5.28 3070 0.04 3460 5830 0.5 2.0 20300 0.1 26.6 

A-2-1 12.26 5.37 3570 0.04 3810 6470 - - 19100 0.1 35.6 

A-2-2 - - 3670 0.02 3560 5910 0.006 - 19000 - 28.8 

 
表 実験条件

 飛灰溶出系 

模擬溶出系 

セシウム溶液 
模擬溶出液 

A B C 

初期 Cs 濃度(mg/L) 10 10 100 10 10 10 

設定 Ca 濃度(mg/L) - - - 6000 3000 6000 

設定 K 濃度(mg/L) - - - 0 0 3500 

pH 11，12，13 11，12，13 11，12，13 12 12 12 

P/Cs(P/Ca) 0，5，2130(1)，3880(2) 2，5，10 5 3880(2) 3880(4) 3880(2) 

Mg/P 0，0.1，0.25，0.5，0.75，1 1 1 0.5 0.5 0.5 
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ように添加し、pH 測定した。pH 測定後、自動滴定機

（Metrohm）を用いて 5M の NaOH で pH を所定の値で一

定に保ちながら 5 時間攪拌後、pH と滴定量を記録し、

5000G で 5 分間遠心分離を行った。上澄みから Na，K，

Mg，Ca，Cs，P，Pb 分析用に 0.45μm のメンブレンフィル

ターでろ液を 50ml 採取し、濃硝酸 0.25mL を加えて保存

した。Cl 分析用に 0.45μmのメンブレンフィルターでろ液

を 10ml 採取した。また、残りの反応溶液をガラス繊維ろ

紙(GF/B)を用いて吸引ろ過を行い、沈殿物を採取した。沈

殿物をろ紙に付着させたまま 105℃で 24 時間以上乾燥さ

せ、沈殿物重量を求めた。 

模擬溶出液系におけるセシウム不溶化実験 
各実験条件を表 に示す。セシウム溶液は、反応時間決

定実験の処理原水と同様に調整した。模擬溶出液は、蒸留

水にセシウム溶液（CsCl，1000mg-Cs/L）、塩化カルシウム

（CaCl2.･2H2O）、塩化カリウム（KCl）をこの順番に加え、

飛灰溶出液と同じ濃度の Caを含むが Kを含まない模擬溶

出液 A、飛灰溶出液の半分の濃度の Ca を含むが K を含ま

ない模擬溶出液 B、飛灰溶出液と同じ濃度の Ca，K を含

む模擬溶出液 C を調整した。これらを処理原水とした。 
除去実験は、飛灰溶出系における不溶化実験と同様に行

った。ただし、添加するマグネシウム溶液は 5000mg-Mg/L
とした。また分析用試料はセシウム溶液については反応時

間決定実験、模擬溶出液については飛灰溶出系と同様の操

作を行い採取した。 
 

分析方法

Na，K，Mg，Ca，Cs，Pb の分析には、フレーム原

子吸光光度法 日立 Z2000 を用いた。ただし、Cs の分析

にはサンプルに 2%硝酸カリウムをサンプルの体積の 1/10
の量を加えた。P、Cl の分析はイオンクロマトグラフィー

日 本 ダ イ オ ネ ク ス 株 、 ICS-1100 、 カ ラ ム ：

IonPacAS4ASC 4mm×250mm，溶離液：Na2CO31.8mmol/L，
NaHCO31.7mmol/L，溶離液流量 1.5L/min を用い、分析を

行った。また、P は濃度に応じて、島津シーケンシャル形

プラズマ誘導発光分析法（ICP-8100）、モリブデン青吸光

光度法を用いても分析を行った。 

 結果と考察
反応時間の検討 

実際に用いた処理原水の Cs 濃度は 1,000mg/L、P 濃度は

2,990mg/L、Mg濃度は 983mg/Lであった。またP/Csは 1.0、
Mg/P は 1.0~1.1 であった。図 に反応後の Cs 除去率と反

応時間の変化を示す。Cs 除去率は pH12 のときで反応時間

は 3 時間では 26%であり、4.5 時間では 79%に増加し、6
時間では 77%とほぼ一定であったが、7.5 時間では 21%に

低下した。pH13 の条件では、3 時間から 6 時間の間では、

除去率は 2%以下であったが、7.5 時間では 4%に増加した。

このように pH13 のときでは反応時間による Cs 除去率の

差はほとんど見られなかった。Cs、は 4.5～6 時間で除去

率が一定になり、6 時間以降では除去率が減少したことか

ら反応時間は 5 時間が適切と考えられた。 
図 に pH12 での Cs と P および Mg の除去率の関係を

示す。図中の実線は Cs 除去率と P もしくは Mg 除去率が

等しい場合を表す。すなわち、処理原水中の P/Cs および

Mg/Cs モル比はそれぞれ 1 であるので、Cs 除去量(モル)
と P あるいは Mg 除去量が等しい場合を表す。図 よ

り Cs と P の除去率はほぼ等しいことから、Cs と P は 1:1
で除去されていると言えた。図 より Cs 除去率 80%程

度の場合は Cs 除去率と Mg 除去率はほぼ等しい(Mg 除去

率/Cs 除去率=1.2)が、Cs 除去率が低い場合でも Mg 除去率

は高かった。以上より、セシウムはリン酸とマグネシウム

が共存すると MgCsPO4 として除去されていると考えられ

た。また、マグネシウムは MgCsPO4 以外の化合物として

 
図 の除去率と反応時間の関係 □ ，○
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も除去されていると考えられた。 

飛灰溶出液での 薬剤添加量の影響

図 に飛灰溶出液を用いた場合の P/Ca=2 の条件での Cs，
P，K 除去率を示す。この条件では P/Cs は 3880 であった。

Mg，Ca については、どの条件でも除去率が 100%であっ

たため図には示していない。また、P/Cs=0，5 および P/Ca=1
の条件で調整したものについては、Cs が除去されていな

かったため示していない。Cs 除去率は pH11，12 ではほぼ

同じであったが、pH13では除去率は大きく低下した。pH11，
12では添加したMgが増加するとCs除去率が増加したが、

pH13 では Mg/Ca=0.5 での除去率よりも除去率は低下した。

P 除去率は Cs 除去率と同様の挙動を示した。しかし、

Mg/Ca=0.5 の条件において、pH13 での除去率はあまり低

下しなかった。K 除去率の pH の変化に伴う挙動は Cs，P
除去率と同様であった。しかし、Mg の添加量の変化で見

ると Mg/Ca=1 のときに除去率が最も高く、Cs，P 除去率

とは異なっていた。

K は P，Mg と反応し MgKPO4を生成することが知られ

ている 9 。そのため、K は MgKPO4を生成することで除去

されたと考えられた。また、この反応は MgCsPO4 生成反

応と類似していることから、K は MgCsPO4の生成を阻害

する可能性がある。

 
模擬溶出系での 、薬剤添加量の影響 

図 にセシウム溶液で Cs=10mg/L，Mg/P=1 のときの

Cs P Mg 除去率を示す。図 より pH11 では P/Cs=2 の

場合はほとんど Cs は除去されていないが、P を増やすと

除去率が上がった。しかし、P/Cs=5 のときに除去率が最

も高く、P/Cs=10 では P/Cs=5 の条件よりも除去率は低か

った。また、pH12 以上ではほとんど除去されなかった。

図 より P 除去率は Cs と似た挙動を示した。しかし

Cs とは異なり、P の増加に伴い除去率も増加した。図

より pH11では P/Cs=2の場合はほとんど Mgは除去されて

いないが、P の増加に伴い除去率も増加した。また、pH=12
以上ではすべての条件で 90%以上の除去率を示した。 

図 に pH=11 での Mg 除去量もしくは P 除去量と Cs
除去量のモル比を示す。ただし P/Cs=2 の条件については

セシウムの除去率が非常に低いため無視した。何れの条件

でも ΔP/ΔCsおよび ΔMg/ΔCs が 1 以上の値を示している

ため、MgCsPO4が生成されていると考えられる。しかし、

1 以上の値であるため、MgCsPO4 だけでなく、リンとマグ

ネシウムもしくはマグネシウム単体で反応が起こってい

ると考えられる。また、図 にセシウム溶液で P/Cs=5，
Mg/P=1 のときの残存濃度を示す。ただし、Cs=10mg/L，
pH12 以上の条件については、除去率が非常に低いため無

視する。pH11 での Cs 残存濃度は、初期 Cs 濃度に関係な

くほぼ同じ値まで減少したことが分かった。 
図 に pH12，P:Mg:Ca=2:1:1 の条件での模擬溶出液 C(Ca，

K 共存)と飛灰溶出液を用いた場合の除去率の比較を示す。

図 中の実線は模擬溶出液 C の除去率と飛灰溶出液の除

去率が等しい点を示す。いずれの元素も模擬溶出液 C と

飛灰溶出液での除去率がほぼ等しいことから、飛灰溶出液

で起こる反応を模擬溶出液でも再現できていると考えら

れる。 
図 に模擬溶出液での Cs 除去率を示す。Ca 濃度が

6000mg/L のときでは Cs 除去率は 80%程度であったが、

3000mg/L では Cs 除去率は 50%程度まで減少した。K の有

除去率

除去率

除去率 
図 飛灰溶出液を用いた場合の での ， ，
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無にかかわらず、Cs 除去率は 80%程度であった。K につ

いては溶液中での有無にかかわらず、Cs の除去率には差

が見られなかった。そのため、MgCsPO4 の生成の阻害要

因ではないと考えられた。また、Ca については Ca 濃度が

減少すると Cs 除去率が減少するため、Ca が存在すること

で Cs の除去が促進された可能性がある。 

飛灰溶出液濃度と薬剤添加量からのセシウ

ム濃度の予測

想定した反応

Cs，Pb，P，K，Ca，Mg について想定した反応と、平

衡数の定義を以下に示す。 
H3PO4 ⇄H+ + H2PO4-   ＫP1=[H]*[H2PO4]/[H3PO4] …(1) 
H2PO4- ⇄H+ + HPO42-  ＫP2=[H]*[HPO4]/[H2PO4] …(2) 
HPO42- ⇄H+ + PO43-  ＫP3=[H]*[PO4]/[HPO4] …(3) 

MgCsPO4(s)⇄Mg2+ + Cs+ + PO43- 
KSP,MCP=[Mg]*[Cs]*[PO4] …(4) 

MgKPO4(s)⇄Mg2+ + K+ + PO43-   

除去率

除去率

除去率

図 セシウム溶液で ， のときの
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KSP,MPP=[Mg]*[K]*[PO4] …(5) 
Pb3(PO4)2(s)⇄3Pb2+ + 2PO43-   KSP,LP=[Pb]3*[PO4]2 …(6) 
Mg3(PO4)2(s)⇄3Mg2+ + 2PO43-  KSP,MP=[Mg]3*[PO4]2 …(7) 
Ca3(PO4)2(s)⇄3Ca2+ + 2PO43-  KSP,CP=[Ca]3*[PO4]2 …(8) 
Mg2+ + OH- ⇄[MgOH]+   

βMg,H,1= [[MgOH]]/([Mg]*[OH]) …(9) 
Mg2++HPO42-⇄[MgHPO4]+ 

βMg,P,1= [[MgHPO4]]/([Mg]*[HPO4]) …(10) 
Pb2+ + OH- ⇄[PbOH]+   

βPb,H,1=[[PbOH]]/([Pb]*[OH]) …(11) 
Pb2+ + 2OH- ⇄[Pb(OH)2] 

βPb,H,2=[[Pb(OH)2]]/([Pb]*[OH]2) …(12) 
Pb2+ + 3OH- ⇄[Pb(OH)3]-  

βPb,H,3=[[Pb(OH)3]]/( [Pb]*[OH]3) …(13) 
Pb2+ + HPO42-⇄[PbHPO4] 

βPb,HP,1=[[PbHPO4]]/([Pb]*[HPO4]) …(14) 
Pb2+ + H2PO4- ⇄[PbH2PO4]+ 

βPb,H2P,1=[[PbH2PO4]]/([Pb]*[H2PO4]) …(15) 
Pb2+ + Cl- ⇄[PbCl]+  βPb,Cl,1=[[PbCL]]/([Pb]*[CL]) …(16) 
Pb2+ + 2Cl- ⇄[Pb(Cl)2]   

βPb,Cl,2=[[Pb(CL)2]]/([Pb]*[CL]2) …(17) 
Pb2+ + 3Cl- ⇄Pb(Cl)3]-   

βPb,Cl,3=[[Pb(CL)3]]/ ([Pb]*[CL]3)  …(18) 
Pb2+ + 4Cl- ⇄[Pb(Cl)4]2-   

βPb,Cl,4=[[Pb(CL)4]]/ ([Pb]*[CL]4)  …(19) 
Ca2+ + OH- ⇄[CaOH]+   

βCa,H,1= [[CaOH]]/([Ca]*[OH]) …(20) 
Ca2++HPO42-⇄[CaHPO4]+ 

βCa,HP,1= [[CaHPO4]]/([Ca]*[HPO4]) …(21) 
Ca2++H2PO4- ⇄[CaH2PO4]+ 

βCa,H2P,1=[[CaH2PO4]]/([Ca]*[H2PO4]) …(22) 
P の反応後の沈殿を含む溶液中の濃度[t-P]は次式で表現

できる。 
 [t-P]= [PO4] + [HPO4] + [H2PO4] + [H3PO4] + [[MgHPO4]] 

+ [[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + [[CaHPO4]] + 
[[CaH2PO4]] + [MgKPO4(s)] + 2[Pb3(PO4)2(s)] +  
2[Mg3(PO4)2(s)] + 2[Ca3(PO4)2(s)] + [MgCsPO4(s)] 

=[t-P]sol + [MgKPO4(s)] + 2[Pb3(PO4)2(s)] + 
2[Mg3(PO4)2(s)] + 2[Ca3(PO4)2(s)] + [MgCsPO4(s)] 
…(22) 

ただし、 

  [t-P]sol= [PO4] + [HPO4] + [H2PO4] + [H3PO4] + 

[[MgHPO4]] + [[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + 

[[CaHPO4]] + [[CaH2PO4]] 

 =[PO4]*{1 + [H]/ＫP3 + [H]2/(ＫP3*ＫP2) + [H]3/(ＫP3*

ＫP2*ＫP1) + [Mg]*([H]/ＫP3)*βMg,P,1 +  

[Pb]*([H]/ＫP3)*βPb,HP,1 + [Pb]*[H]2/(ＫP3*ＫP2)* 

βPb,H2P,1 + [Ca]*([H]/ＫP3)*βCa,HP,1 +  

[Ca]*[H]2/(ＫP3*ＫP2)*βCa,H2P,1}…(23) 

同様に、Cs，Pb，K，Ca，Mg については次式で表現で

きる。 

[t-Cs]= [Cs] +[MgCsPO4(s)]  

=[t-Cs]sol +[MgCsPO4(s)] …(24)  

ただし、 
   [t-Cs]sol=[Cs] 
[t-Pb]=[Pb] + [[PbOH]] + [[Pb(OH)2]] + [[Pb(OH)3]] + 

[[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + [PbCl] + [Pb(Cl)2] + 
[Pb(Cl)3] + [Pb(Cl)4] + 3[Pb3(PO4)2(s)] 

= [t-Pb]sol + 3[Pb3(PO4)2(s)] …(25) 

ただし、 
   [t-Pb]sol=  [Pb] + [[PbOH]] + [[Pb(OH)2]] + [[Pb(OH)3]] 

+ [[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + [PbCl] + 
[Pb(Cl)2] + [Pb(Cl)3] + [Pb(Cl)4] 

=[Pb]*{1 +βPb,H,1*[OH] +βPb,H,2*[OH]2 + 
βPb,H,3*[OH]3 +βPb,HP,1*[PO4]*([H]/ＫP3) + 
βPb,H2P,1*[PO4]*[H]2/(ＫP3*ＫP2) + 
βPb,Cl,1*[CL] +βPb,Cl,2*[CL]2 +βPb,Cl,3*[CL]3 +
βPb,Cl,4*[CL]4}…(26) 

[t-Mg]= [Mg] + [[MgOH]] + [[MgHPO4]] + [MgKPO4(s)] +  

3[Mg3(PO4)2(s)] + [MgCsPO4(s)] 

 ＝ [t-Mg]sol + [MgKPO4(s)] + 3[Mg3(PO4)2(s)] 

+[MgCsPO4(s)] …(27) 

ただし、 
   [t-Mg]sol= [Mg] + [[MgOH]] + [[MgHPO4]] 
         ＝[Mg]*{1+βMg,H,1*[OH] + 
          βMg,P,1*[PO4]*([H]/ＫP3)} …(28) 
[t-Ca]= [Ca] + [[CaOH]] + [[CaHPO4]] + [[CaH2PO4]] +  

 3[Ca3(PO4)2(s)] 
= [t-Ca]sol + 3[Ca3(PO4)2(s)] …(29) 

ただし、 
   [t-Ca]sol= [Ca] + [[CaOH]] + [[CaHPO4]] + [[CaH2PO4]] 

=[Ca]*{1+βCa,H,1*[OH] +βCa,HP,1*[PO4]* 
([H]/ＫP3) + βCa,H2P,1*[PO4]*[H]2/(ＫP3*ＫP2)} 
…(30) 

[t-K]= [K] + [MgKPO4(s)] 
    =[t-K]sol  + [MgKPO4(s)] …(31)         
ただし，[t-K]sol=[K] 
[t-Cl]= [Cl] + [PbCl] + 2[Pb(Cl)2] + 3[Pb(Cl)3] + 4[Pb(Cl)4] 

 =[t-Cl]sol…(32) 

ただし、 
  [t-Cl]sol=[Cl] + [PbCl] + 2[Pb(Cl)2] + 3[Pb(Cl)3] + 

4[Pb(Cl)4] 
=[Cl]*{1 + [Pb]*(βPb,Cl,1 + 2βPb,Cl,2 [Cl]2 + 

   3βPb,Cl,3 [Cl]3 + 4βPb,Cl,4 [Cl]4)} …(33) 

ところで、[t-Cl]sol の最大は 36,000mg/L 程度≒1mol/L
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なので、[Cl]は最大で 1 mol/L となる。よって、βPb,Cl,1 +2
βPb,Cl,2 [Cl]2+3βPb,Cl,3 [Cl]3+4βPb,Cl,4 [Cl]4)<117 となる。ま

た、[t-Pb]solは最大で 50mg/L=0.24 mmol/L なので、[Pb]の
最大濃度は 0.24mmol であることから、{1+[Pb]*(βPb,Cl,1 
+2βPb,Cl,2 [Cl]2+3βPb,Cl,3 [Cl]3+4βPb,Cl,4 [Cl]4)}の最大値は 1.03
である。よって、以降では[t-Cl]sol=[Cl]と見なす。 

 
平衡定数の決定

MgCsPO4, MPP の溶解度積定数を実験結果を用いて計

算により求めた。ただし、沈殿が生成している条件として、

除去率 10%以上の結果を用いた。計算に際して用いた平衡

定数を表 に示す。pH と実測値（処理水濃度）である[Cl]，
[t-Pb]sol を与えると、式(26)から[Pb]が得られる。さらに 
[Mg]と[Ca]および実測値[t-P]sol を与えると式(23)から[P]
が得られる。よって、 [t-Ca]sol，[t-Mg]sol の実測値と計算

値の相対誤差の二乗の合計が最小となるように[Ca]，[Mg]
をエクセルのソルバーを用いて探索した。 

求めた溶解度積を図 に示す。図中の点線は MPP の溶

解度積定数 2×10-12 14)を示す。MgCsPO4についてはほぼ一

定の値であることから、実験により得られた pKsp の平均

値を用いることにした。MPP の pKsp については実験で得

られた 10.12 を用いた。実験で得られた Ksp も表 に示す。 

予測式の評価 
表 にまとめた平衡定数を用いて、実験結果の原水濃度

から反応後の濃度を予測した。原水濃度は、加えた量を反

応終了後の容積で除することで求めた。MgCsPO4 MPP
リン酸鉛、リン酸マグネシウム、リン酸カルシウムが生成

していることから、[Cs]， [Pb]，[Mg]，[Ca]，[K]はそれ

ぞれ、次式で得られる。 
[Cs]=KSP,MCP/([Mg]* [PO4]) …(34) 
[Pb]=(KSP,LP/[PO4]2)1/3…(35) 
[Mg]=(KSP,MP/[PO4]2)1/3…(36) 
[Ca]=(KSP,CP/[PO4]2)1/3…(37) 
[K]= KSP,MPP/([Mg]*[PO4]) …(38) 

また、MgCsPO4 MPP リン酸鉛、リン酸マグネシウム、

リン酸カルシウム沈殿濃度は次式で与えられる。 
[MgCsPO4(s)]] =([t-Cs]-[t-Cs]sol) …(39) 
[Pb3(PO4)2(s)]=([t-Pb]-[t-Pb]sol)/3…(40) 
[MgKPO4(s)]= ([t-K]-[t-K]sol) …(41) 
[Mg3(PO4)2(s)]=(1/3)([t-Mg]-[t-Mg]sol-[MgKPO4(s)]) 

…(42) 
[Ca3(PO4)2(s)]= (1/3)([t-Ca]-[t-Ca]sol) …(43) 

表 平衡定数の文献値

記号 数値 出典

Ｋ 文献

Ｋ 文献

Ｋ 文献

× 本研究で得られた値

本研究で得られた値

× 文献

× 文献

× 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献
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よって、反応後の pH, [PO4]，[Cl]を与えることで[t-Cs]， 
[t-P]，[t-Pb]，[t-Mg]，[t-Ca]，[t-K]が計算できる。そこで、 
[t-P]の実測値と計算値の相対誤差の二乗が最小になるよ

うに[PO4]をエクセルのソルバーを用いて求めた。なお、

原水中に存在しない元素を含む沈殿の濃度は０とした。 
模擬溶出液について、溶存濃度（[t-x]sol）の実測値と計

算値を図 に示す。ただし、Pb については、模擬溶出液

中に存在しないため図に示していない。図中の実線は実測

値と計算値が一致する点を示し、点線は実測値に対して

1/2, 2 倍の範囲を示す。 Cs については、概ね 1/2，2 の範

囲に入ったもしくは近い値を示したが、pH11 の条件で範

囲外であった。P については、概ね 1/2，2 の範囲に入った。

Mg については、pH11，12 の条件では 1/2，2 に近い値を

示したが、pH13 については、大きく外れていた。Ca につ

いては、実測値が全て定量限界以下であったため示してい

ない。K については、1/2 に近い値を示した。 
以上より、Cs，P については、ではおおむね実測値と計

算値が一致したので、提案した予測式、平衡定数を用いて、

処理原水から Cs 処理濃度を計算できると考えられた。  

飛灰溶出液を用いた濃度予測結果 
図 に、飛灰溶出液を用いた実測値と計算値も示す。

ただし、Pb については、実測値が全て定量限界以下であ

ったため図に示していない。 Cs については、概ね 1/2，2
の範囲に入った。しかし、pH13 もしくは、pH11，Mg/Ca=1.5
の条件で外れた。P については、pH13 では 1/2，2 の範囲

または、少し外れる程度であったが、pH11，12 の条件で

はほぼ外れた。Mg については、pH12 では 1/2，2 の範囲

または、少し外れる程度であったが、pH11，13 の条件で

はほぼ外れた。Ca については、実測値が定量限界以下の

条件については示していない。pH11，Mg/Ca=1.5 の条件ま

たは、pH12 の条件で外れた。pH12 の条件については、溶

液中に含まれている濃度が低いため大きく外れたと考え

られた。K については、全体的に 1/2 に近い値を示した。 

    

図 模擬溶出，飛灰溶出液を用いた実測値と計算値の比較 ○ 模擬溶出液 ，□ 模擬溶出液 ，△ 模

擬溶出液 ，● 飛灰溶出液 ，■ 飛灰溶出液 ，▲ 飛灰溶出液
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以上より、Cs についてはおおむね実測値と計算値が一

致したため、提案した予測式、平衡定数を用いて、処理原

水から Cs 処理濃度を計算できると考えられた。 
 

考察 
提案した予測式を用いて、Mg，pH，共存物質の影響

に関する検討を行った。K については、もともと MgCsPO4

の生成に使われる P，Mg の割合が少ないため、K を増加

しても Mg3(PO4)2の生成に使われていた P，Mg が K と反

応するため、Cs 除去率に影響しないと考えられた。しか

し、K 以外の Mg，pH，Ca の影響については実際の現象

と計算による結果を比較すると差が見られた。そのため、

今回の予測式では Mg，pH，Ca の影響はうまく反映され

なかったと考えられ、十分な検討ができなかった。また、

図 中で実測値と計算値で差が見られたのは、予測式に

Mg，pH，Ca の影響をうまく反映できなかったからだと考

えられた。今後の課題として予測式の改善を行う必要があ

ると考えられた。

図 にCs原水濃度を変えた場合の提案した予測式を用

いた Cs 濃度予測を示す。 P/Ca が増加するにつれて Cs 濃
度が減少することが分かった。しかし、Cs 原水濃度が減

少するにつれ、Csを除去するために必要な P/Caは上昇し、

Cs 原水濃度 0.001mg/L では Cs除去率 40%を超えるために

は P/Ca=1010以上と膨大な量の P が必要であることがわか

った。また、Mg/Ca による差は P/Ca=1 のときに見られた

が、その他の P/Ca についてはほぼ同じ値を示した。この

差は Mg/Ca=1.5 に対し、P/Ca=1 では、Mg3(PO4)2沈殿を生

成するために消費される PO4が増加するために、MgCsPO4

沈殿を作るための PO4が不足するためであった。

実際の飛灰からの Cs 溶出量は半減期の長い Cs137 で考

えると 1200Bq/kg4)であり、L/S=10 で溶出試験を行ったと

仮定するとその濃度は 120Bq/L となる。また、Cs137 は

1Bq 当たり 3.12×10-13g であることから、Cs137 の溶出濃

度は 3.7×10-8mg/L となる。この値は図 で行った濃度予

測の Cs 原水濃度 0.001mg/L よりも低いため、予測で用い

た P/Ca よりも高く設定する必要があると考えられた。し

かし、これほどまでに P が必要となると、P と Mg を用い

て飛灰からの Cs の溶出抑制を行うのは困難であると考え

られた。

 おわりに

飛灰にリン酸および Mg 溶液を加えて Cs を MgCsPO4

として溶出抑制するための基本的知見を得ることを目的

とした。得られた知見を以下に示す。 
Cs 除去率は、P/Cs=2 の条件を除いた pH11 では 40%以

上であったが、実溶出液では pH13、模擬溶出液では

pH12 以上で除去率が低下した。 
Cs 除去率は Mg 添加量を増やすと増加した。 
Cs 除去率は P 添加量を増やすと増加したが、P/Cs=5
を超えると逆に低下した。 

）Ca が存在することで Cs の除去率は増加した。  
Cs の除去率は K の存在に影響されなかった。K は

MgCsPO4の生成に使われる P，Mg ではなく、Mg3(PO4)2

の生成に使われる P，Mg と反応するため、Cs 除去率

に影響しないと考えられた。 
MgCsPO4の溶解度積定数を得ることができた。  
提案した予測式を用いることで Cs の濃度を実測値の

1/2-2 倍の範囲で予測可能であったが、Mg，pH，Ca の

影響を反映させることはできなかった。 
提案した予測式を用いて濃度予測をした結果、Cs 原水

濃度が低くなるにつれ、必要となる P の添加量が膨大

になることが分かった。

以上より、実際の飛灰溶出液中の放射性セシウムは微量

であるため、リン酸および Mg 溶液を加えてセシウムを

MgCsPO4 として溶出抑制するためには多量のリンを必要

とする可能性があり、放射性セシウムを MgCsPO4 として

溶出抑制することは、困難であると考えられた。また、

Mg，pH，Ca の影響を明らかにするために、予測式の改善

が必要であると考えられた。 
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リン酸マグネシウム溶液を用いた鉛除去 
 

土手 裕 a)・中園 小百合 b)・関戸 知雄 c) 

 
Removal of lead from fly ash using soluble phosphate and 

magnesium 
 

Yutaka DOTE, Sayuri NAKAZONO, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

     Supposing the prevention of the elution of lead from incineration fly ash by adding soluble phosphate and 
magnesium, the purpose of this study was to obtain basic knowledge of the effect of magnesium on the prevention 
of the elution of lead. The removal rate of lead at a pH of 13 was lower than that at a pH of 12. It would be caused 
by the increase in residual concentration of lead by forming [Pb(OH)3]- complex at a pH of 13. The removal rate of 
lead was increased with addition of magnesium. The removal rate of lead was also increased with the addition of 
phosphate, but decreased when phosphate more than a certain value was added. Concentrations of lead, phosphate, 
magnesium and calcium in treated solution could be almost predicted by assumed reactions and equilibrium 
constants. However, the effect of magnesium and phosphate on the removal rate of lead could not be explained by 
the reactions and equilibrium constants. Therefore, the improvement of reaction system would be necessary. 

 
Keywords: Lead, Fly ash, Phosphate, Magnesium, Removal  

 
1. はじめに 

 

ごみ焼却によって発生する飛灰については、鉛などの重

金属を含んでいることから、「廃棄物処理及び清掃に関す

る法律」で「特別管理一般廃棄物」に指定され、環境省に

よって定められた 4 つの方法(溶融固化、セメント固化、

薬剤処理、酸その他の溶媒による安定化)のいずれかによ

る中間処理が義務付けられる。特に鉛については、溶出試

験による鉛の溶出量は、特別管理一般廃棄物の埋立判定基

準 0.3mg/L を超過する場合が多い 1）。よって、鉛について

の不溶化処理が重要である。不溶化処理方法の中で全体の

約 4 割を占めているのが薬剤処理であり、特に処理方法が

簡便であって、かつ少量添加で中間処理が簡潔するキレー

ト剤による処理が主流となっている 2)。しかし、重金属処

理用の薬剤キレート剤は、非常に高価であり、またキレー

ト剤から COD は長期間にわたり高濃度で溶出してくると

いう問題がある 3)。また、キレート剤により処理された飛

灰の埋立処分後に鉛再溶出の可能性がある 4)。このように、

キレート剤のような有機系の処理剤には問題点がいくつ

かあることから、無機系不溶化剤の利用を再検討する必要

がある。 
一方で、2011 年の東日本大震災による福島第一原子力

発電所の事故により、放射性セシウムが拡散した。広域に

拡散した放射性セシウムを含む一般廃棄物を焼却すると、

大部分の放射性セシウムは飛灰に移行･濃縮される。また、

飛灰に含まれる放射性セシウムは水への溶出率は 64～
88％と極めて高い 5）。そのため、セシウムが溶出しないよ

う焼却飛灰中のセシウムを固定化し、処理することが望ま

しい。現在、リン酸とマグネシウムを加えて溶液中のセシ

ウムをリン酸マグネシウムセシウムとしての不溶化が検

討されている 6)。同時に焼却飛灰中に含まれる鉛も不溶化

することが可能であれば効率的である。 
現在、無機系の鉛不溶化剤のひとつとして、リン酸やリ

ン酸化合物が検討されている。これまでに鉛汚染された土

壌や各種排水、焼却飛灰などにリン酸やリン酸化合物を添

加することにより鉛を不溶化した事例が報告されている 7

〜9)。添加リン酸化合物としては、リン酸二カリウム、リ

ン酸アルミニウム、リン酸ナトリウムなどが検討されてい

る 8, 10)。飛灰にリン酸を添加することで飛灰中の重金属と

反応し、鉱物を生成して不溶化反応が起こる。特に

Pb10(PO4)6X2(X=Cl,OH)のアパタイト系の難溶性化合物を

生成する。Pb10(PO4)6X2(X=Cl,OH)は難溶性の化合物であり、

Pb10(PO4)6(OH)2 の平衡定数 10-153.6、Pb10(PO4)6(Cl)2 の平衡

定数 10-168.86である 11)。リン酸は、コストも安く幅広い pH
値で鉛不溶化ができるため、鉛処理剤としての化学添加剤

の中でも最も優れた処理剤と言われている 12)。しかしな

がら、これまでにマグネシウム共存下での鉛についての

不溶化を検討した事例はない。 
本研究では、焼却飛灰中にリン酸およびマグネシウム溶

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) 社会環境システム工学科准教授 
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液を添加して鉛の溶出を抑制する場合に、過剰に添加され

るマグネシウムの鉛溶出抑制に与える影響の基礎的知見

を得ることを目的とする。そのために、飛灰溶出液および

模擬溶出液を用いて鉛除去実験を行い、マグネシウム、リ

ン、カルシウム、pH の影響を明らかにする。 
 

 実験方法

飛灰 
本実験で使用した飛灰は、A 市の一般廃棄物焼却施設か

ら 2015 年 5 月に採取したものである。この飛灰は、排ガ

ス処理(消石灰･活性炭吹き込み)された飛灰であった。

反応時間決定実験 
鉛10mg/Lを含むMg/P=0(モル比)とMg/P=1(モル比)用の

処理原水を作成した。蒸留水に所定量の鉛保存溶液(塩化

鉛、1000mg/L)、マグネシウム保存溶液(MgCl2・6H2O、

1000mg/L)を加え、完全に溶かした。Mg/P=0 の場合は、

Mg は加えなかった。スターラーの入った 200mL のビーカ

ーに処理原水を 100mL メスシリンダーで加えた。処理原

水に 10mMのリン酸(濃リン酸を希釈して作成)を 0.7mL添

加し、撹拌を開始した。自動滴定機(Metrohm)により、5M
の NaOH を滴定溶液として用い、pH を 12 あるいは 13 で

一定に保った。反応時間は、3, 4.5, 6, 7.5 時間とした。所

定の時間がきたら、pH と滴定量を記録した後、反応後の

処理水を 0.45μm のメンブレンフィルターで濾過して、濾

液を 50mL のポリ瓶に取り、保存用に濾液 50mL につき濃

硝酸 0.25mL を加えた。

飛灰溶出液系における鉛不溶化実験

飛灰溶出液は、1L ポリ瓶に飛灰 90ｇ、蒸留水 900mL を

加え、200rpm で 2 時間振とう後、5C のろ紙とブフナーロ

ートを用いて粗ろ液を回収した後、粗ろ液を 0.45μm メン

ブレンフィルターでろ過した。ろ液の pH を測定した後、

重金属分析用として、ろ液を 100mL 採取し、試料 100mL
に対して pH=12 の場合 0.25mL、pH=13 の場合 0.5mL の濃

硝酸を加え保存した。塩素の分析用として、10mL 採取し

た。

不溶化実験は、自動滴定機(Metrohm)により、5M の

NaOH を滴定溶液として用い、pH を 12 あるいは 13 で 5
時間一定に保つことで行った。反応時間は 5 時間とした。

所定の時間がきたら、pH と滴定量を記録した後、5000G
で 5 分間遠心分離を行ない、上澄み液を採取した。採取し

た試料は、0.45μm のメンブレンフィルターでろ過した。

また、遠心分離の残渣物を GF/B のガラスフィルターを用

いて吸引ろ過を行い、沈殿物を回収した。

模擬溶出液からの鉛不溶化 
飛灰溶出液を再現するため、蒸留水に CaCl2、 PbCl2を

加え模擬溶出液を作成した。模擬溶出液は、飛灰溶出液の

組成と同様になるように初期 Ca 濃度 6000mg/L、初期 Pb
濃度 30mg/L と設定した。これを模擬溶出液 1 と呼ぶこと

にする。また、Ca を加えない条件も検討し、この Ca を加

えない条件を模擬溶出液 2 とした。鉛不溶化実験としては、

飛灰溶出液と同様の実験を行った。鉛濃度測定可能な条件

から P/Ca=0.02, 0.2、Mg/Ca=0, 1、pH=12, 13 の条件で行っ

た。

分析方法

Pb, Mg, Na, Ca, K については、フレーム原子吸光光度法

(Hitachi、 Z-2000)で分析を行った。低濃度の Pb について

は、フレームレス原子吸光光度法を用いて測定した。マト

リックスモディファイアーとしてマグネシウムパナジウ

ムモディファイアー溶液を用いた。また、P については、

ICP-AES(SHIMADZU、 ICP-8100)により分析した。Cl に

ついては、イオンクロマトグラフィー(日本ダイオネクス

(株)、ICS-1100、カラム：IonPacAS4ASC(4mm×250mm、

溶離液：Na2CO31.8mmol/L、NaHCO31.7mmol/L、溶離液流

量 1.5L/min)を用いて分析した。

 結果と考察

反応時間の検討 
図 に鉛の除去率と反応時間の関係を示す。Mg を加え

ない場合、pH=12 での鉛除去率は、反応時間 3 時間では除

去率 0%であったが、4.5 時間では 79%と増加し、それ以

降ほぼ一定となった。4.5, 6, 7.5時間での平均除去率は78%
であった。pH=13 での鉛除去率は、反応時間 3 時間では

鉛除去率は 0%であり、それ以降も平均除去率 4%と低い

 

図 除去率と反応時間の関係 □ ○
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値となった。Mg/P=1 の場合(実測 Mg/P=0.85)、pH=12 の鉛

除去率は、反応時間 3 時間では除去率 78%であり、それ以

降もほぼ一定となった。4.5, 6, 7.5 時間での平均除去率は

77％であり、Mg 未添加と同程度の除去率であった。pH=13
の鉛除去率は、反応時間 3 時間では除去率 2%であり、そ

れ以降もほぼ一定となった。4.5, 5, 7.5 時間での平均除去

率は 3%であった。鉛を除去するための反応時間は、4.5
時間以上で除去率が一定の値を示すため、5 時間が最適で

あると言えた。

飛灰溶出液を用いた場合の鉛濃度に対する

、薬剤添加量の影響

溶出液性状 
表 に飛灰溶出液の組成を示す。飛灰溶出液の の値

は と高い値であった。鉛濃度は、埋立判定基準

の約 倍であった。 も 以上

の高濃度であった。 も約 程度の高濃度で溶

出した。一方、 はほとんど溶出しなかった。

 
処理条件の影響 

図 に飛灰溶出液を用いた場合の 除去率を示

す。 を加えない場合、P/Ca=0.02 での鉛除去率は、pH=12
では 57%、pH=13 では 25%であった。P/Ca=0.2 以上では

pH によらず鉛除去率は 98％以上になった。一方、Mg/Ca=1
の場合、P/Ca=0.02での鉛除去率は、pH=12では87%、pH=13
では 79%で、Mg を加えない場合よりも高い除去率となっ

た。P/Ca=0.2 以上ではいずれの pH でも、除去率は 98％以

上であった。 
また、 除去率は を加えると、いずれの でも

では除去率は低下したが では逆に除

去率は増加した。Ca 除去率は、Mg を加えない場合 pH=13
では、Ca 除去率はほぼ 100%であった。pH=12 では、

P/Ca=0.02 での除去率は 3%であったが、P 添加量を増やす

につれて除去率は増加し、P/Ca=2 で 100%となった。

Mg/Ca=1 の場合、pH=13 では Ca 除去率はほぼ 100%であ

った。pH=12 では Mg を増やすことで Ca 除去率は増加し

た。Mg については、図には示さないが pH=12, 13 で除去

率は 100％であった。以上から、Mg を添加することで Pb, 
P, Ca の除去率は P/Ca=0.02 の P 除去率を除いて増加する

ことがわかった。

純水系での鉛濃度に対する 、薬剤添加量

の影響 
図 に模擬溶出液 2(Pb, Mg, P のみを含む)からの除去実

験の結果を示す。Mg を加えない場合、pH=12 では Pb 除

去率は約 90%で一定であった。一方で、pH=13 では P/Pb=1, 
2 で Pb 除去率 0％であったが、P/Pb=5 と P 添加量を増加

すると Pb 除去率は 26%に増加した。しかし、さらに P 添

加量を増加させると Pb 除去率は低下した。Mg/Pb=1 では、

pH=12 で Pb 除去率はでほぼ 100%であった。pH=13 では、

P/Pb=2, 5 で Pb 除去率は 3%であったが、P/Pb=5 を越える

と除去率は増加し、P/Pb=50 で 81%であった。しかし、さ

らに P/Pb=100 と P 添加量を増加すると、Pb 除去率 63%に

低下した。Mg/Pb=2 では、Mg/Pb=1 の結果と同様に pH=12
で Pb 除去率はほぼ 100%であった。pH=13 では、P/Pb=2
で 57%であり、P/Pb の増加と共に除去率は増加し、P/Pb=50
で 83%であった。しかし、P/Pb=100 では Pb 除去率は 44%
へ低下した。Mg/Pb=5 では、P/Pb=10 までは Pb 除去率は

ほぼ 0%であったが、P/Pb=10を越えると除去率は増加し、

P/Pb=100 で 93％であった。以上より、pH=13 より pH=12
の鉛除去率が高かった。また、pH12 では Mg を増やすと

Pb 除去率も増加した。pH=13 では、P/Pb が 10 を越えると

Mg を加えることで Pb 除去率は増加したが、P/Pb が 10 以

下では Mg/Pb=2 までは Mg を加えると鉛除去率は増加し、

Mg/Pb=2 を超えると鉛除去率はほとんど 0 まで低下した。

また P 除去率は、Mgを加えない場合、pH=12では P/Pb=1
で 49%であったが、P/Pb=10 で 4%に低下した。一方で、

pH=13 では 5％前後の除去率であったが、P/Pb=100 で 2％
に増加した。Mg/Pb=1 の場合も同様に pH=12 では P 除去

率は低下し、pH=13 では増加した。Mg/Pb=2 の場合、pH=12
では P/Pb=2 で 53%であったが、P/Pb=10 で 10%に低下し

た。pH=13 では P/Pb=2 で 29%であり、P/Pb=10 で 5%に低

下したが、P/Pb=100 で 19%に増加した。Mg/Pb=5 の場合、

P/Pb=2 で 3%であったが、P/Pb=100 で 21%に増加した。 
また、Mg 除去率は、Mg/Pb=1 の場合、pH=13 では 100%

であった。pH=12 では、P/Pb=2 で 91%であったが、P/Pb=10
で 69%に低下した。Mg/Pb=2 の場合、pH=13 では 100%で

あった。pH=12 では 90%前後であった。図には示さない

が、Mg/Pb=5 の場合 P の添加量によらず除去率は 100%で

あった。 
図 に pH=12 での模擬溶出液 1(Pb, P, Mg, Ca, Cl 含む)

においての除去実験の関係を示す。飛灰溶出液を用いた場

合よりも鉛除去率は高かった。P 除去率は、Mg 添加によ

らず 100%であった。Ca 除去率は、飛灰溶出液の除去率よ

りわずかに高いが、ほぼ同じ値となった。Mg 除去率は、

100%であった。

飛灰溶出液濃度と薬剤添加量からの鉛濃度

表 飛灰溶出液の組成 以外の単位は ．ただし，括弧内

pH Pb Mg K Na Ca P Cl 
12.30 28.8 

(0.139) 
0.02 
(0.0008) 

3580 
(91.7) 

3670 
(160) 

5910 
(147) 

0.01 
(0.003) 

19100 
(538) 
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の予測 
想定した反応

Pb, P, K, Ca, Mg について想定した反応と、平衡数の定義

を以下に示す。 
H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4-  ＫP1=[H]*[H2PO4]/[H3PO4] …(1) 
H2PO4- ⇄ H+ + HPO42-  ＫP2=[H]*[HPO4]/[H2PO4] …(2) 
HPO42- ⇄ H+ + PO43-   ＫP3=[H]*[PO4]/[HPO4] …(3) 
MgKPO4(s) ⇄ Mg2+ + K+ + PO43-  
   KSP,MPP=[Mg]*[K]*[PO4] …(4) 
Pb3(PO4)2(s) ⇄ 3Pb2+ + 2PO43-  
   KSP,LP=[Pb]3*[PO4]2 …(5) 
Mg3(PO4)2(s) ⇄ 3Mg2+   2PO43-   
   KSP,MP=[Mg]3*[PO4]2 …(6)  
Ca(OH)2(s) ⇄ Ca2+ + 2OH-   KSP,CH=[Ca]*[OH]2 …(7) 
Mg2+ + OH- ⇄ [MgOH]+ 

   βMg,H,1= [[MgOH]]/([Mg]*[OH]) …(8) 
Mg2+ + HPO42- ⇄[MgHPO4]+ 
   βMg,P,1= [[MgHPO4]]/([Mg]*[HPO4]) …(9) 
Pb2+ + OH- ⇄ [PbOH]+    
   βPb,H,1=[[PbOH]]/([Pb]*[OH]) …(10) 
Pb2+ + 2OH- ⇄ [Pb(OH)2]     
   βPb,H,2=[[Pb(OH)2]]/([Pb]*[OH]2) …(11) 
Pb2+ + 3OH- ⇄ [Pb(OH)3]-   
   βPb,H,3=[[Pb(OH)3]]/( [Pb]*[OH]３) …(12) 
Pb2+ + HPO42- ⇄ [PbHPO4]  
   βPb,HP,1=[[PbHPO4]]/([Pb]*[HPO4]) …(13) 
Pb2++H2PO4- ⇄[PbH2PO4]+  
   βPb,H2P,1=[[PbH2PO4]]/([Pb]*[H2PO4]) …(14) 
Pb2+ + Cl- ⇄ [PbCl]+    
   βPb,Cl,1=[[PbCl]]/([Pb]*[Cl]) …(15) 

除去率 除去率

除去率 除去率

除去率 除去率

図 飛灰溶出液および溶出液 からの 除去の結果 □ 飛灰溶出液 ○ 飛灰溶出液

■： 模擬溶出液
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図 模擬溶出液 からの 除去実験結果 □ ○
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Pb2+ + 2Cl- ⇄ [Pb(Cl)2] 
   βPb,Cl,2=[[Pb(Cl)2]]/([Pb]*[Cl]2) …(16) 
Pb2+ + 3Cl- ⇄ [Pb(Cl)3]-   
   βPb,Cl,3=[[Pb(Cl)3]]/ ([Pb]*[Cl]3)  …(17) 
Pb2+ + 4Cl- ⇄ [Pb(Cl)4]2-  
   βPb,Cl,4=[[Pb(Cl)4]]/ ([Pb]*[Cl]4)  …(18) 
Ca2+ + OH- ⇄ [CaOH]+  
   βCa,H,1= [[CaOH]]/([Ca]*[OH]) …(19) 
Ca2+ + HPO42- ⇄ [CaHPO4]+  
   βCa,HP,1= [[CaHPO4]]/([Ca]*[HPO4]) …(20) 
Ca2+ + H2PO4- ⇄[CaH2PO4]+  
   βCa,H2P,1=[[CaH2PO4]]/([Ca]*[H2PO4]) …(21) 
の反応後の沈殿を含む溶液中の濃度[t-P]は次式で表現

できる。

[t-P]= [PO4] + [HPO4] + [H2PO4] + [H3PO4] + [[MgHPO4]] 
+ [[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + [[CaHPO4]]+ 
[[CaH2PO4]] + [MgKPO4(s)] + 2[Pb3(PO4)2(s)] + 
2[Mg3(PO4)2(s)]  

=[t-P]sol + [MgKPO4(s)] + 2[Pb3(PO4)2(s)] + 
2[Mg3(PO4)2(s)]…(22) 

[t-P]sol=[PO4]+ [HPO4] + [H2PO4] + [H3PO4]+ [[MgHPO4]] 
+ [[PbHPO4]]+ [[PbH2PO4]] + [[CaHPO4]]+ 
[[CaH2PO4]] 

=[PO4]*{1+[H]/ＫP3 + [H]2/(ＫP3*ＫP2) + [H]3/(ＫP3*
ＫP2*ＫP1) + [Mg]*([H]/ＫP3)*βMg,P,1+ [Pb]*([H]/
Ｋ P3)*βPb,HP,1 + [Pb]*[H]2/(Ｋ P3*Ｋ P2)*βPb,H2P,1 + 
[Ca]*([H]/ＫP3)*βCa,HP,1 +  

 [Ca]*[H]2/(ＫP3*ＫP2)*Ca,H2P,1}…(23)  
同様に、Pb, K, Ca, Mg については次式で表現できる。 

[t-Pb]=[Pb] + [[PbOH]] + [[Pb(OH)2]] + [[Pb(OH)3]] + 
[[PbHPO4]] + [[PbH2PO4]] + [PbCl]+ [Pb(Cl)2] + 
[Pb(Cl)3] + [Pb(Cl)4] + 3[Pb3(PO4)2(s)] 

= [t-Pb]sol + 3[Pb3(PO4)2(s)]…(24)  
[t-Pb]sol=[Pb] + [[PbOH]] + [[Pb(OH)2]] + [[Pb(OH)3]] + 

[[PbHPO4]]+[[PbH2PO4]] + [PbCl]+ [Pb(Cl)2]+ 
[Pb(Cl)3]+ [Pb(Cl)4] 

=[Pb]*{1+βPb,H,1*[OH] +βPb,H,2*[OH]2 + 
βPb,H,3*[OH]3 + βPb,HP,1*[PO4]*([H]/ Ｋ P3) + 
βPb,H2P,1*[PO4]*[H]2/(Ｋ P3*Ｋ P2)+βPb,Cl,1*[Cl] + 
βPb,Cl,2*[Cl]2+ βPb,Cl,3*[Cl]3+ βPb,Cl,4*[Cl]4} …

(25) 
[t-Mg]= [Mg] + [[MgOH]] + [[MgHPO4]] + [MgKPO4(s)] 

+ 3[Mg3(PO4)2(s)] 
=[t-Mg]sol + [MgKPO4(s)] + 3[Mg3(PO4)2(s)]…(26) 

[t-Mg]sol= [Mg] + [[MgOH]] + [[MgHPO4]] 
= [Mg] * {1 + βMg,H,1*[OH] + βMg,P,1*[PO4]*([H]/Ｋ

P3)}…(27) 
[t-Ca]=[Ca] + [[CaOH]] + [[CaHPO4]] + [[CaH2PO4]] + 

[Ca(OH)2(s)] 
= [t-Ca]sol + [Ca(OH)2(s)]…(28)  

[t-Ca]sol= [Ca] + [[CaOH]] + [[CaHPO4]] + [[CaH2PO4]] 
=[Ca]*{1 + βCa,H,1*[OH] +βCa,HP,1*[PO4]*([H]/KP3) 

+ βCa,H2P,1*[PO4]*[H]2/(ＫP3*ＫP2)}…(29) 
[t-K]= [K] + [MgKPO4(s)]=[t-K]sol + [MgKPO4(s)]…(30) 
[t-K]sol=[K]…(31) 
[t-Cl]=[Cl] + [PbCl] + 2[Pb(Cl)2] + 3[Pb(Cl)3] + 4[Pb(Cl)4] 

=[t-Cl]sol…(32)  
[t-Cl]sol=[Cl] + [PbCl] + 2[Pb(Cl)2] + 3[Pb(Cl)3] + 

4[Pb(Cl)4] 
=[Cl]*{1 + [Pb]*(βPb, Cl, 1 + 2βPb, Cl, 2 *  

[Cl]2 + 3βPb, Cl,3 * [Cl]3 + 4βPb, Cl, 4 * [Cl]4)}…(33) 
ところで、[t-Cl]solの最大は 32,000mg/L 程度≒1mol/L な

ので、[Cl]は最大で 1 mol/L である。よって、βPb, Cl, 1 + 2βPb, 

Cl, 2 * [Cl]2 + 3βPb, Cl, 3 * [Cl]3 + 4βPb, Cl, 4 * [Cl]4)<117 である。

また、[t-Pb]solは最大で 50mg/L=0.24 mmol/L なので、[Pb]
の最大濃度は 0.24mmol であることから、{1+[Pb]*(βPb, Cl, 1 
+2βPb, Cl, 2*[Cl]2+3βPb, Cl, 3 *[Cl]3+4βPb, Cl, 4 *[Cl]4)}の最大値は

1.03 である。よって、以降では[t-Cl]sol=[Cl]と見なす。 
 

平衡定数の決定

リン酸鉛、リン酸マグネシウム、水酸化カルシウムの溶

解度積定数を実験結果を用いて計算により求めた。ただし、

沈殿が生成している条件として、除去率 10%以上の結果を

用いた。計算に際して用いた平衡定数を表 に示す。pH
と実測値（処理水濃度）である[Cl]、 [t-Pb]solを与えると、

式(25)から[Pb]が得られる。さらに [Mg]と[Ca]および実測

値[t-P]sol を与えると式(23)から[P]が得られる。よって、 
[t-Ca]sol, [t-Mg]sol の実測値と計算値の相対誤差の二乗の合

計が最小となるように[Ca], [Mg]をエクセルのソルバーを

用いて探索した。

求めた溶解度積を図 に示す。図中の点線は溶解度積定

数の文献値 11), 13), 14)を示す。リン酸鉛については、pKsp は

文献値よりも大きかったが、ほぼ一定の値であることから、

実験により得られた pKsp の平均値を用いることにした。

リン酸マグネシウムについては、多少ばらつきがあるが、

文献値と近い値が得られた。実験により得られた pKsp の

平均値を用いることにした。水酸化カルシウムについては、

文献値と近い値が得られた。実験により得られた pKsp の

平均値を用いることにした。実験で得られた Ksp も表

に示す。

予測式の評価 
表 にまとめた平衡定数を用いて、実験結果の原水濃度

から反応後の濃度を予測した。原水濃度は、加えた量を反

応終了後の容積で除することで求めた。リン酸鉛、リン酸

マグネシウム、水酸化カルシウム、リン酸マグネシウムカ

リウムが生成していることから、[Pb]，[Mg], [Ca], [K]はそ

れぞれ、次式で得られる。 
[Pb]=(KSP,LP/[PO4]2)1/3…(34)
[Mg]=(KSP,MP/[PO4]2)1/3…(35)
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[Ca]= KSP,CH/[OH]2…(36)
[K]= KSP,MPP/([Mg]*[PO4])…(37)

また、リン酸鉛、リン酸マグネシウム、水酸化カルシウ

ム、リン酸マグネシウムカリウム沈殿濃度は次式で与えら

れる。

[Pb3(PO4)2(s)]=([t-Pb]-[t-Pb]sol)/3…(38)
[MgKPO4(s)]= ([t-K]-[t-K]sol)…(39)
[Mg3(PO4)2(s)]=([t-Mg]-[t-Mg]sol-[MgKPO4(s)] )/3…(40)
[Ca(OH)2(s)] =([t-Ca]-[t-Ca]sol)…(41)

よって、反応後の pH, [PO4], [Cl]を与えることで[t-P],
[t-Pb], [t-Mg], [t-Ca], [t-K]が計算できる。そこで、 [t-P]の
実測値と計算値の相対誤差の二乗が最小になるように

[PO4]をエクセルのソルバーを用いて求めた。なお、原水

中に存在しない元素を含む沈殿の濃度は０とした。 
模擬溶出液 1, 2 について、溶存濃度（[t-x]sol）の実測値

と計算値を図 に示す。図中の実線は実測値と計算値が一

致する点を示し、点線は実測値に対して 0.1，10 倍の範囲

を示す。Pb, P, Mg, Ca, K の計算値は概ね点線の範囲内にあ

り、想定した反応系および用いた平衡定数により、原液濃

度から残存濃度を計算することができたと言えた。ただし、

Pb については、P, Mg を加えない場合と Mg を加えず P の

添加量が多い条件で計算値が実測値と大きく異なった。 
平衡定数を用いた濃度予測の計算により、 よりも

で 除去率が低くなる原因は、 よりも

での溶出液中の 錯体が溶存態として多く存在ため

に、 で残存 濃度が高いためと考えられた。

また、 で述べたように、 が増加により 除去

率も増加する実験結果が得られた。 、原水鉛濃度

での 除去率を計算した結果を図 に示す。

いずれの条件でも が増加するにつれ

沈殿を作るため、 濃度が減少し、式 にし

たがって残存鉛濃度が増加したため、 除去率が低下し

 

 

 

図 溶解度積定数 ○ □
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表 平衡定数の文献値

記号 数値 出典

Ｋ 文献

Ｋ 文献

Ｋ 文献

× 文献

× 本研究で得られた値

× 本研究で得られた値

× 本研究で得られた値

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献

β 文献
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た。今回想定した反応系では、 添加による 除去率増

加は説明できなかった。

同様に が増加すると 除去率に最大値が見られ

た実験結果が得られたが、その減少についても、今回想定

した反応系では説明できなかった。そのため、反応系の修

正が必要である。

飛灰溶出液を用いた濃度予測結果 
図 に、飛灰溶出液を用いた実測値と計算値も示す。Pb, 

P, Mg, Ca, K の計算値は概ね点線の範囲内にあり、飛灰溶

出液に対しても想定した反応系および用いた平衡定数に

より、原水濃度から残存濃度を計算することができたと言

えた。ただし、Pb については P の添加量が多い条件で計

算値が実測値と大きく異なった。

 おわりに

焼却飛灰中にリン酸及びマグネシウム溶液を添加して

飛灰から溶出する鉛が溶出抑制することを想定し、Mg の

鉛溶出抑制に与える影響の基礎的知見を得るために、Pb
除去実験を行った。得られた知見を以下に示す。 

1) pH=13 より pH=12 の方が Pb 除去率が高かった。その原

因は、pH を高くすることにより、[Pb(OH)3]-錯体が増

加することで、pH=13 での溶出液中の Pb 濃度が増加す

るためであると考えられた。 
2) Mg を添加することで Pb 除去率は増加した。  
3) P を増加することで Pb 除去率は増加したが、ある一定

以上 P を添加することにより Pb 除去率は減少した。 
4) 想定した反応および用いた平衡定数で原水濃度から処
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理水濃度を1/10~10倍の範囲で予測することができた。

しかし、Mg, P の Pb 除去率への影響については説明す

ることができず、反応系については改善が必要であっ

た。 
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牛舎から発生するアンモニアガスの消臭剤による消臭効果の 

検証 
 

土手 裕 a)・濱田 京平 b)・伊藤 健一 c)・関戸 知雄 d) 

 
Estimation of the effect of deodorant on deodorization of 

ammonia gas generated form cow barn 
 

Yutaka DOTE, Kyohei HAMADA, Kenichi ITO, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 

 
     The purpose of this research was to confirm the deodorizing effect of Deodorant-A on ammonia gas generated 

from a cow barn and to clarify its deodorizing mechanism. A survey of this research was conducted in Cow barn A. 
As a deodorizing mechanism of Deodorant-A, physicochemical absorption and decomposition, biological 
decomposition of ammonia were also examined. In Cow barn A, the concentration of ammonia gas just above the 
bedding in the deodorant spraying area was higher than that in the unsprayed area. The difference in the ammonia gas 
concentration could be caused by the difference in bedding temperature due to sunlight conditions of each area. Since 
no difference in the number of ammonia oxidizing bacteria between both area was observed, the effect of Deodorant-
A on deodorization of ammonia gas could not be confirmed in Cow barn A. One of the reason why the deodorizing 
effect could not be confirmed in Cow barn A might be a survey period in winter when the activity of the 
microorganisms was low. Deodorant-A would have no effect on absorption and physicochemical decomposition of 
ammonia gas. The result of biological decomposition experiments showed that no effect of Deodorant-A on increase 
the number of ammonia oxidizing bacteria was recognized.  

 
 
Keywords: Cow barn, Ammonia gas, Deodorant, Ammonia-oxidizing bacteria, Chamber 

 
1. はじめに 

 

畜産業における主要な環境問題の一つに悪臭問題があ

る。農林水産省の調査によると、平成 28 年における畜産

経営に起因する苦情 1532 戸の内、50.6%は悪臭関連であ

った 1)。悪臭の苦情発生割合を畜種別に見ると、牛 46。4%
（乳用と肉用の合計）、豚 30.4%、鶏 20.7%、馬 0.4%、そ

の他 2.1%となっており、牛舎がおよそ半数を占める。牛

舎から発生する悪臭成分としては、アンモニアがその多く

を占める 2)。アンモニアは悪臭の原因物質である共に牛の

代謝に異常を起こし 3)、人間に対しても有害であるため 4)、

牛舎から発生するアンモニアへの対策が必要となる。 

日本では、悪臭防止法によって規制地域の悪臭排出基準

が定められている 5)。規制地域や規制方法は、都道府県知

事、市及び特別区の長が決める。規制方法には特定悪臭物

質の濃度による規制と、臭気指数（嗅覚測定法による基準）

による規制があり、いずれかの規制手法を選択することが

できる。特定悪臭物質とは、アンモニア、メチルメルカプ

タンその他 22 物質の不快なにおいの原因となり、生活環

境を損なうおそれのある物質であり、政令で定めるものを

いう。都道府県知事、市及び特別区の長が当該区域の実情

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。アンモニアの場合、1ppm～5ppm が範囲とな

る。一方、臭気指数とは人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を

数値化したものであり、試料を臭気が感じられなくなるま

で無臭空気で希釈したときの希釈倍率の対数値に 10 を乗

じた値である。臭気指数の 10～21 が臭気強度の 2.5～3.5
に匹敵する。宮崎県では、9 市 22 町が規制地域に指定さ

れている 6)。畜産農家はこれらの基準を遵守する必要があ

るが、完全な対策は未だに見つかっておらず、またコスト

や手間も掛かるため、長期に渡って畜産農家を悩ませてい

る。 

畜産業における脱臭処理方法を大きく分けると、物理的

な脱臭、化学的な脱臭、生物脱臭という 3 つの方法に分類

される 7)。物理的な脱臭は、活性炭や水といった資材に吸

着や吸収させることによって臭気を捕らえて脱臭する方

法であり、化学的な脱臭は、酸・アルカリの中和反応を利

用して臭気を捕捉するものや、薬剤の酸化力により臭気を

酸化分解する方法である。また、生物脱臭は微生物を使っ

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 

牛舎から発生するアンモニアガスの消臭剤による消臭効果の検証 27



  

て臭気を体内に取り込ませるか、あるいは分解させること

によって脱臭する方法である。 市販されている脱臭剤の

例を挙げると、日本デオドール社では活性炭にヨウ素を染

み込ませることで吸着、酸化分解ができる物理化学的な脱

臭メカニズムを有する脱臭剤（ヨウ素炭）を使用している
8)。エフテック社ではアンモニアを中和分解できる脱臭剤

（畜産用 二価鉄消臭剤ニオイ KC）を開発しており、これ

は化学的な脱臭メカニズムと言える 9)。トヨタルーフガー

デン社では、アンモニアの他、酪酸やプロピオン酸など悪

臭のもととなる低級脂肪酸を強力分解する微生物を含ん

だ脱臭剤（豚レスキュ―）を開発しており 10)これは生物学

的な脱臭メカニズムを利用した脱臭剤である。	

一方で、消臭剤 A は消臭効果は認められているものの
11)、消臭メカニズムは不明である。微生物は含まれていな

いが、床替えの頻度が減少したという報告があることから
11)、消臭剤 A によって牛舎での微生物反応が促進され、微

生物によりアンモニアが分解された可能性がある。このよ

うな、微生物を含まない薬剤の散布によるアンモニア分解

という消臭メカニズムは前例がない。	

本研究では、牛舎における主要な臭気ガスであるアンモ

ニアに対して消臭剤 A の消臭効果を確認し、その消臭メ

カニズムを明らかにすることを目的とした。そのために、

牛舎で消臭剤 A 散布区と未散布区を設定し、アンモニア

ガス濃度を測定することで消臭効果の確認実験を行った。

また、消臭メカニズムとして、物理化学的吸収および分解、

生物学的分解の 3 通りを検討した。		

 
2. 実験方法 

 

2.1 消臭剤 Aの成分分析 
消臭剤 A の成分を明らかにするための分析をおこなっ

た。まず ICP-AES(SHIMADZU、ICPS-8100)による定性分析を

行ない、その結果を参考に分析項目を決定した。ICPS-8100

では、重金属元素 11種類（Al、Pb、Fe、Zn、Mn、Ni、Cu、

Cr、B、Cd、Mo）、金属以外の元素 3種類(Si、T-P、T-S)を

測定した。フレーム原子吸光測定方法（日立、Z-2000）に

より、Na、K、Ca、Mgを測定した。イオンクロマトグラフ

ィー（日本ダイオネクス(株)、	 ICS-1100、カラムは

IonPacAS4ASC(4mm×250mm、	溶離液：Na2CO31.8mol/L、	

NaOHCO31.7mol/L、	溶離液流量 1.5L/min)）により、Cl、	

NO3-N、	PO4-P、	SO4-Sを測定した。NH4-Nはインドフェノ

ール青吸光光度法により測定した。全窒素及びTOC は TOC

アナライザー(SHIMADZU、TNM-1、TOC-VCPH)で測定した。

また、pH、EC はガラス電極法（HORIBA、D-55）を用いて測

定した。蒸発残留物は、消臭剤 A を約 80℃に設定したホ

ットプレートで乾固させ、105℃で 5 時間乾燥後の重量を

測定して求めた。	

	

2.2 牛舎での消臭剤 Aの消臭効果確認実験 
2.2.1 チャンバーについて 

牛舎で悪臭を測定するためのチャンバーの概要を図 1

に示す。チャンバーには内径 100mm、長さ 200mm のアクリ

ルカラムを用いた。カラムの上部に、金網を接着剤で固定

した。チャンバー内の臭気を吸引するため、アクリルパイ

プの一方に T字管を装着し、他方にはガス検知管を装着す

るために、シリコンチューブを繋いだ。T字管の位置をカ

ラム中央で固定させるため、カラム内壁に接する長さに十

字型に折った針金を T字管上部に取り付けた。また、金網

直上でアクリルパイプをクリップで挟むことで、自由に高

さの調節が行えるようにした。	

	

2.2.2 予備実験 
測定条件を決定するため、2017 年 10 月 31 日に宮崎大

学農学部住吉フィールドで予備実験を行った。当時の天候

は晴れ、地温は16.8℃であった。検討項目は、濃度測定時

の放置時間と測定高さである。放置時間は、1、5、10、15

分の 4 種類とし、測定高さは敷床表面を基準に、0、2.5、

5cm の 3種類で実験を行った。測定の手順は、まずカラム

を敷床に押し付けて埋没させ、カラム下部 1cm程度と敷床

の隙間を敷床で覆った。次に敷床表面を基準に、ガス吸引

部分が所定の高さになるように設置した。以上の作業が終

了した時刻を 0 として、所定時間放置後に T 字管、パイ

プ、チューブ内の空気を排除するために 20mL/分で 1分間

吸引し、チューブをピンチコックで留めた。その後、ガス

検知管(株式会社ガステック、No.3Lc)をパイプに繋ぎ、自

動ガス採取装置（株式会社ガステック、GSP-300FT-2）を

用いて 100mL/分で 1 分間吸引してガス濃度を測定した。

測定後、チャンバー内の空気を入れ替えるためにチャンバ

ーを敷床から取り外して、次の測定を行った。	

	

2.2.3 牛舎でのアンモニアガス濃度測定および

敷床採取 
消臭剤Aの効果を測定するため、小林市の牛舎A（肉牛、

敷料としておが屑ともみ殻を使用）でアンモニアガス濃度

 
図 1.	 チャンバーの概略.	
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の分析と、敷床試料のサンプリングを 2017 年 12 月 20 日

に行った。当時の天候は晴れ、風はほとんど無かった。対

象とする区域は消臭剤 A散布区と未散布区とし、散布区は

消臭剤 Aの 1500 倍希釈を 4カ月間、1m2当たり約 0.2mlを

4回に分けて散布していた。図 2にガス測定場所とサンプ

リングを行った場所を示す。測定は、消臭剤 A未散布区と

消臭剤 A 散布区とも A～F の 6か所でアンモニアガスを測

定し、S1、S2 の 2 か所から敷床試料を回収した。未散布

区は通路をはさんで牛舎 Aの北東側、散布区は南西側に位

置していた。調査時刻は未散布区で 11時～12時、散布区

で 12時～13時であった。未散布区は日光は当たらなかっ

たが、散布区では測定箇所 E、F で日光が当たっていた。

また、未散布区では測定箇所中央で高さ 1.5m の位置で気

温が 5.3℃、散布区で 7.0℃であった。アンモニアガス測

定用チャンバーを所定の位置に配置させ、測定高さを 0cm

に設定した。最後のチャンバーをセットしてから 10 分経

過後、設置順にアンモニア濃度を測定した。測定方法は予

備実験と同様とした。ただし、散布区ではガス濃度が低か

ったため吸引時間は 2分とした。測定終了後、チャンバー

を撤去し、設置場所の表面温度を非接触赤外線温度計（株

式会社マザーツール、MT-10）で、敷床内温度として深さ

約 3cm の位置に棒状温度計（シンワ測定株式会社、H-1S）

を刺して測定した。	

採取した敷床試料は実験室に持ち帰り、9.5mmの篩で篩

った後、分析用試料とし、2.3.3と同様に含水率、溶出量、

アンモニア酸化菌数を測定した。	

	

2.3 消臭剤 Aの消臭メカニズム 

2.3.1 物理化学的吸収の検討 

消臭剤 Aのアンモニア吸収能を明らかにするため、図 3

に示す実験装置を用いた。アンモニア溶液は NH4-N	

1000mg/L を塩化アンモニウムを用いて調整し、500mL のガ

ス洗浄瓶（ポリカーボネート製）に 250mL 加えた。吸収液

は、消臭剤 A濃度 0、	1、	10%の 3種類を用意し、500mL

のガス洗浄瓶（ガラス製）に250mL加えた。アンモニア溶

液に 1M の水酸化ナトリウム溶液 20mL をシリンジで通気

パイプから加えた後、すぐにアルゴンガスのチューブをア

ンモニア溶液の瓶に繋ぎ、3L/minの流量で 60分間通気し

た。通気前後のアンモニア溶液と吸収液をそれぞれ 50mL

採取し、濃硫酸を 0.5%加えて保存し、アンモニア分析用

のサンプルとした。また残った溶液で、それぞれの pH を

測定した。	 	

	

2.3.2 物理化学的分解の検討 
消臭剤 A によるアンモニアの物理化学的分解能を明ら

かにするための実験を行った。500mL のビーカー3 つに、

アンモニア溶液に消臭剤 Aの濃度が、0、	1、	10%となる

ように消臭剤 A を加えて最終体積を 500mL とした。NH4-N

濃度は最終的に 100mg/L となるように調整した。	 2 分間

撹拌後、25mL を採取し濃硫酸を 0.5%加えて保存した。こ

のときを 0 分として、1、2、3、時間目に同様に試料を採

取した。3時間目の採取終了後、ビーカーに残った溶液の

pHを測定し、採取した試料のアンモニア濃度を分析した。	

	

2.3.3 生物学的分解の検討 
消臭剤 A にアンモニアの生物学的分解の促進効果があ

るか検討するため、生物分解評価実験を行った。住吉フィ

ールドから敷床（敷料としておが粉、わらを使用）を採取

し、目開き 9.5mm の篩で粗大物を取り除いた後、約 500g

ずつ 3分割した試料に蒸留水、1%および 10%に希釈した消

臭剤 A をそれぞれ 50mL 加え、よく混合した。次に重量を

計測した 500mL の三角フラスコに試料を 100g ずつ加え、

通気性能のあるかぶせ式シリコン栓（信越ポリマー株式会

社、C-40）をして 28℃のインキュベーターに入れ、3週間

養生させた。養生中、1週間毎に金属製のさじを用いて切

り返しを行った。その際、さじに付着した試料の乾燥重量

 

図 2.		牛舎 Aのガス測定，サンプリングポイント.	

 

図 3.	 アンモニアガス吸収実験装置.	

牛舎から発生するアンモニアガスの消臭剤による消臭効果の検証 29



  

を測定した。養生終了後、蓋をゆるめてガス検知管(株式

会社ガステック、No.3Lc)を用いてアンモニアガス濃度を

測定した。その後、フラスコ全体の重量を測定し、内部を

よく撹拌し分析試料を採取した。	

生物分解評価実験前後の試料の含水率、VS、溶出量、ア

ンモニア酸化菌数の測定を行った。含水率は、105℃の乾

燥機で 24 時間乾燥させた試料の乾燥前重量と乾燥後重量

を測定して求めた。VSは、乾燥後の試料を580℃の電気マ

ッフル炉で 2時間強熱減量後の重量を測定して求めた。溶

出試験は、500mL のポリ瓶に試料を 30g 試料重量の 10 倍

の蒸留水を加え、200rpm で 4 時間振とうさせた。振とう

終了後に pH を測定し、500mL の遠心管に試料水を移し

5000G で 10 分間遠心分離を行った。遠心分離終了後、定

量ろ紙（アドバンテック製、No.5C）を用いて吸引濾過し

てろ液を 100mL 採取した。それを 100mL のポリ瓶 2 つに

50mL ずつ入れ、金属系の分析に用いる試料には濃硝酸を

窒素系の分析に用いる試料には濃硫酸をそれぞれ 0.5%加

えて冷蔵庫で保管した。	

アンモニア酸化菌数測定は、土壌微生物実験法 12)に従

った。ただし、培養期間は21日とした。培養終了後、MPN

法に従って菌数を計算した。	

	

3. 結果と考察 

3.1 消臭剤 Aの成分分析結果 
消臭剤 A の成分分析結果を表 1 に示す。消臭剤 A は pH

が 1.77 と低く、酸性の溶液であった。Ca、	Al、	Si、	SO4-

S が特に多く含まれていた。T-S よりも SO4-S の方が多く

なっているが、これは分析上の誤差であり、消臭剤 Aに含

まれる T-S 中のほとんどが SO4-S であると考えられた。

PO4-Pは検出されず、T-N、TOCは微量であった。	

	

3.2 牛舎での消臭剤 Aの消臭効果確認実験結果 

3.2.1 予備実験結果 
高さ毎に測定したアンモニア濃度の経時変化を図 4 に

示す。計算線は、式(1)の微分方程式を t=0 で C=0 の初期

条件で解いて得られた式(2)によって計算した値である。

k 及び C∞は、実測値と計算値の残差自乗和が最小になる

ように Excelのソルバーを用いて求めた。	

!"
!#
= −𝑘𝑘(𝐶𝐶) − 𝐶𝐶)																	(1)	

ただし、C:アンモニア濃度(ppm)、t:時間(min)、k:定数

(1/min)、C∞:定数(ppm)である。	

𝐶𝐶 = (1 − 𝑒𝑒-.#)𝐶𝐶)																	(2)	
どの条件においても経過時間と共に濃度は増加し、5分

以降は、ほぼ一定の濃度を示すことが分かった。また、一

定となる濃度は高さ 0cm が最も大きく、高さが上昇するほ

ど濃度は低下した。以上より、アンモニア濃度測定時の測

定高さは 0cm、放置時間は 5分以上が適当であると考えら

れた。		

 
3.2.2 消臭剤効果確認結果 
チャンバーによりアンモニアガス濃度を測定した結果

を表 2に示す。アンモニアガス濃度の平均値は、未散布区

より散布区の方が低かった。	

敷床表面温度・敷床内部温度ともに散布区の方が高かっ

た。また、未散布区では設置地点の温度分布は小さかった

が散布区では大きかった。未散布区で温度が低く温度分布

が小さかった理由は、未散布区には日光が当たらない構造

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

pH	 DM	 Na	 Ca	 Al	 Fe	 Zn	

1.765	 3,098	 12	 86	 22	 16	 6.7	

Cu	 B	 Cl	 T-P	 T-S	 NH4-N	 NO3-N	

0.23	 0.18	 0.06	 10	 0.0	 1.1	 746	 699	 4.5	 0.12	 7.1	 1.9	

	

	 	  

a)	 採取高さ 0cm	 	 	 	 	 	 	 	 	 b)	 採取高さ 2.5cm	 	 	 	 	 	 	 	 	c)		採取高さ	5cm	

図 4.	 採取高さ毎のアンモニア濃度経時変化（〇：実濃度，－：計算値）.	
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になっていたためである。一方、散布区は日光が当たり、

日向は A から E 方向に時間と共に移動していた。そのた

め、敷床表面・内部温度の平均は未散布区よりも高くなり、

散布区では測定時点で日陰になっていた地点 A、	 B より

も日向になっていた地点 E、	Fの敷床表面・内部温度が高

くなった。	

散布区では敷床表面温度・敷床内部温度の高い設置地点

でアンモニアガス濃度が低かった。散布区の地点 A、B の

敷床表面・内部温度は未散布区平均温度よりも 3～6℃程

度高かったが、アンモニアガス濃度は未散布区のガス濃度

ど同程度であった。なお、敷床から高さ 1.5m 地点でのア

ンモニアガス濃度は 0ppm であった。	敷床試料の溶出試験

結果およびアンモニア酸化菌数測定結果、VS 測定結果を

表 3に示す。溶出量については未散布区溶出量に対する散

布区溶出量の比も表中に示した。pH に差はなく約 7.9 と

弱アルカリ性を示した。VS は未散布区は 52%、	散布区は

83%で散布区の方が多く、散布区は有機物が多く含まれて

いた。測定したほとんどの成分が、未散布区よりも散布区

の方が溶出量が多く、その成分の内 PO4-P 以外は消臭剤 A

に含まれている成分であり、溶出量の比はほとんどが 1.5

～2程度であった。消臭剤 Aに含まれていない PO4-P に着

目すると、溶出量比は 1.67 であることから、溶出量比 1.7

程度までは消臭剤 Aの添加の影響ではなく、実験区のふん

尿の違いと考えられる。含水率も未散布区が 64%、	散布

区が 70%であり、大きな違いはなかった。T-S は消臭剤 A

に最も多く含まれ、溶出量比も 2.2 と高いことから T-Sに

ついては散布区で溶出量が多い理由は消臭剤 A の散布が

原因と考えられた。一方で Al、Fe は消臭剤 Aに含まれて

いる成分であるが散布区の方が少く、溶出量の比はそれぞ

れ 0.38、	0.75であった。また、窒素成分に着目すると、

表 2.		牛舎 Aでの測定箇所ごとのアンモニアガス濃度と敷床温度.	

設置地点	

未散布区	 散布区	

アンモニア濃

度(ppm)	

敷床表面温

度(℃)	

敷床内部温

度(℃)	

アンモニア濃度

(ppm)	

敷床表面温度

(℃)	

敷床内部温

度(℃)	

A	 2.0	 3.8	 3.0	 2.0	 7.6	 6.0	

B	 3.0	 3.8	 3.0	 2.0	 9.6	 8.0	

C	 2.0	 3.8	 3.0	 1.5	 8.3	 7.0	

D	 3.0	 3.8	 3.0	 1.0	 9.9	 7.0	

E	 2.0	 3.8	 3.0	 1.0	 10.0	 8.0	

F	 3.0	 3.1	 3.0	 0.5	 12.2	 9.0	

平均	 2.5	 3.7	 3.0	 1.3	 9.6	 7.5	

標準偏差	 0.5	 0.3	 0.0	 0.6	 1.6	 1.0	

 
表 3.		牛舎 A敷床試料の溶出量，アンモニア酸化菌数，VS（（）内は標準偏差）※pH,アンモニア酸化菌数,VS,溶出量

比以外の単位は全て mg/kg-dry).	

	 	 pH	 Na	 K	 Ca	 Mg	 Al	 Si	
	

未散布	 7.87(0.26)	 	854(96.6)	 12200(1650)	 	539(154)	 	775(85.5)	 278(39.5)	 509(48.9)	 	

散布	 7.90(0.03)	 1660(82.6)	 18000(	474)	 1340(	33)	 1400(39.7)	 106(	4.2)	 748(44.6)	 	

溶出量比	 	 	 1.94	 1.47	 2.49	 1.80	 0.38	 1.47	 	

	 	 Fe	 Zn	 Mn	 Cu	 Cl	 PO4-P	 T-P	
	

未散布	 8.7(1.5)	 4.6(0.0)	 16.6(0.5)	 0.7(0.1)	 6120(738)	 	617(37.6)	 578(72.6)	
	

散布	 6.5(0.2)	 7.7(0.5)	 17.1(1.0)	 1.0(0.1)	 9120(295)	 1030(11.1)	 920(	9.3)	 	 	

溶出量比	 0.75	 1.67	 1.03	 1.43	 1.49	 1.67	 1.59	 	 	

	 	 SO4-S	 T-S	 T-N	 NH4-N	 NO3-N	 TOC	 アンモニア酸化菌数

(MPN/g-dry)	

VS(%)	

未散布	 12.8(2.5)	 159(28.4)	 820(349)	 380(71.3)	 191(17.8)	 3410(250)	 1.6×105(3.8×104)	 52(1.4)	

散布	 32.2(0.1)	 347(10.9)	 601(	10)	 134(23.7)	 339(47.6)	 4320(	70)	 1.4×105(2.7×104)	 83(0.8)	

溶出量比	 2.52	 2.18	 0.73	 0.35	 1.77	 1.27	 	 	 	 	
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T-N、	NH4-N は散布区の方が少なく、NO3-Nは散布区の方が

多かった。この結果から、散布区の方でより多くの NH4-N

が NO3-Nに分解されていると考えられた。アンモニア酸化

菌数は未散布区、散布区の差はなく、1×105	であった。こ

の値は報告されている牛舎内敷床中の菌数（9×104～1×

106）13),	14)の範囲にあった。	

未散布区と散布区では、アンモニア酸化菌数が同じであ

るにもかかわらず散布区の方が NH4-N が少なく、NO3-N が

多かった。未散布区の方が敷床表面・内部温度が低かった

ことから、両実験区でアンモニア酸化菌数は同程度で存在

したが、温度の低い未散布区でアンモニア酸化菌の活性が

弱く、温度の高い散布区でアンモニア酸化菌の活性が高か

ったために散布区でアンモニア酸化が進み、NH4-N の減少

と NO3-Nの増加が生じたと考えられた。また、アンモニア

ガス濃度が低いことも同様の理由と考えられた。	

以上より、消臭剤 A散布区、未散布区でアンモニア酸化

菌数に差はなかったので牛舎 A での消臭剤 A によるアン

モニアガスの消臭効果は確認できなかった。アンモニアガ

ス濃度の低下は確認したが、それは日光が当たり敷床の温

度が上がった影響で菌が活性化されたからであると考え

られた。	

	

3.3 消臭剤 Aの消臭メカニズム 

3.3.1 物理化学的吸収の検討 
消臭剤 A濃度とアンモニア吸収量の関係を図 5に示す。

消臭剤 A濃度が 0%の場合、アンモニア吸収量は 55mg であ

り、消臭剤 A濃度が 10%まで増加しても吸収量はほぼ一定

であった。また、アンモニア通気前後の吸収液の pH を表

4に示すが、消臭剤 Aは酸性であるため、通気前の吸収液

pH は吸収剤濃度が増加すると低くなった。通気後の吸収

溶液 pH は、通気前と比べて高くなった。これは、吸収さ

れたアンモニアがアルカリ性であるためである。また、通

気後の吸収溶液 pH は消臭剤 A 濃度が 10%で他の濃度より

も pHが低かった。今回の条件では、濃度 0%条件で発生し

たアンモニアのほぼ全てが吸収されたことから、消臭剤A

のアンモニア吸収量向上効果は確認できなかった。消臭剤

A の pH が低いことから、物理化学的にアンモニアの吸収

量が増加する可能性はあると考えられるが、牛舎 Aの敷床

pH が消臭剤散布区でも弱アルカリ性であり、消臭剤 A を

散布しても酸性にはならないので、消臭剤 Aによる NH4-N

吸収の効果は小さいと考えられた。		

	

3.3.2 物理化学的分解の検討 
消臭剤の濃度別に測定したNH4-N残存濃度の経時変化を

図 6に示す。残存濃度は、それぞれの 0時間目の NH4-N残

存濃度で除すことで無次元濃度として示した。これらを比

較すると、消臭剤 A 濃度 0%は僅かに NH4-N 量が減少して

いるが、溶液は蒸留水であるため物理化学分解が行われた

とは考えにくい。したがってほぼ一定であったとみなせる。

一方で、消臭剤 A 濃度 1%では NH4-N 量が僅かに増加して

いるが、撹拌中に NH4-N が生成されたとは考えられないた

め、ほぼ一定とみなせる。また、消臭剤 A濃度10%では若

干の変動は見られるが、ほぼ一定濃度であったとみなせる。

したがって、消臭剤 Aによる物理化学的分解は行われてい

ないと考えられた。	

	

3.3.3 生物学的分解の検討 
養生開始時の試料の溶出試験結果およびアンモニア酸

化菌数測定結果を表 5に示す。測定したすべての成分にお

いて、消臭剤 Aの添加濃度を増やしても溶出量に大きな違

いは見られなかった。その理由として、敷床試料の重量に

対し添加した消臭剤 Aの量が少なかったため、溶出成分に

大きな影響を与えなかったと考えられた。例えば、Si に

 
図 5.		物理化学的吸収実験結果.	
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表 4.		アンモニア通気前後の吸収液pH.	

消臭剤 A濃度(%)	 通気前	 通気後	

	0	 7.8	 11.2	

	1	 3.6	 11.1	

10	 	 2.3	 10.2	

 

 
図 6.		NH4-N残存濃度経時変化(〇：消臭剤 A濃度

0%，□：消臭剤 A濃度 1%，△：消臭剤 A濃度10%).	
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ついては、消臭剤 A濃度 10%の場合、乾燥敷床重量当たり

の添加量は 4.9mg/kg-dry であり、蒸留水添加時の溶出量

の 1%にしかならない。pHについても消臭剤 A濃度による

大きな差は見られず、pH7.5 程度であった。その理由は、

添加した消臭剤 Aの量が少なかったことや、敷床の pH緩

衝能によると考えられた。NH4-N 溶出量は 7mg/kg とわず

かであったが、NO3-Nの溶出量は高くT-Nの40%を占めた。

アンモニア酸化菌数はどの濃度条件でも 2×105(MPN/g-

dry)で一定であった。この値は、表 3で示した牛舎 Aの未

散布区の値と同程度であった。また、表には載せないが、

VSも消臭剤 A濃度0、	1、	10%でそれぞれ84、	86、	84%

であり消臭剤 A濃度によらず一定であった。以上から、養

生開始時において消臭剤 A 濃度による試料性状に違いは

見られなかった。		

固形物とVSの養生終了時の減少率を図7、	図 8に示す。

どの消臭剤 A濃度においても、固形物が 10～25%程度、VS

は、5～8%程度減少していた。このことから、培養期間中

に微生物による有機物の分解が行われていると考えられ

た。しかし、消臭剤 Aの添加濃度の増加に伴う固形物およ

び VS の減少率の増加は見られなかったことから、消臭剤

Aにより生物分解が促進されたとは考えられなかった。	

養生終了時にアンモニアガス濃度を測定したが、どの消

臭剤 A濃度の条件においても、アンモニアガスは検出され

なかった。		

養生後のアンモニア酸化菌数(MPN/g-dry)は、消臭剤 A

濃度 0、	1、	10%でそれぞれ1.2×107以上、	1.0×107以

上、1.1×107以上であり、希釈倍率が足りず菌数を確定で

きなかった。そのため、消臭剤 Aによってアンモニア酸化

菌数の増加が促進されたかどうかは判断できなかった。消

臭剤 Aの濃度によらず、養生前の菌数と比べると 100 倍以

表 5.		養生開始時の溶出量，アンモニア酸化菌数（（）内は標準偏差）※pH，アンモニア酸化菌数以外の単位は全て

mg/kg-dry).	

消臭剤 A

濃度(%)	

pH	 Na	 K	 Ca	 Mg	 Al	 Si	

	0	 7.47(0.01)	 3340(12)	 16000(904)	 1630(104)	 1620(137)	 106(26)	 489(15)	

	1	 7.51(0.01)	 3090(58)	 15100(824)	 1480(		3)	 1480(53)	 	87(	2)	 468(	6)	

10	 7.54(0.02)	 3180(60)	 15900(155)	 1520(		4)	 1550(18)	 	89(	2)	 458(	4)	
	

Fe	 Zn	 Mn	 Cu	 Cl	 PO4-P	 T-P	

	0	 38(5)	 8(2)	 12(2)	 0.2(0.2)	 8200(1610)	 905(	1)	 1150(65)	

	1	 34(0)	 6(0)	 11(0)	 0.1(0.0)	 7260(1460)	 823(54)	 1100(	5)	

10	 36(1)	 7(0)	 11(0)	 0.1(0.0)	 8040(1340)	 865(46)	 1070(14)	
	

SO4-S	 T-S	 T-N	 NH4-N	 NO3-N	 TOC	 アンモニア酸化菌数

(MPN/g-dry)	

	0	 118(	6)	 243(5)	 591(21)	 7(2)	 234(20)	 6960(167)	 1.8×105(4.1×104)	

	1	 106(16)	 236(9)	 575(10)	 6(1)	 226(	2)	 6620(	61)	 1.9×105(1.1×105)	

10	 102(	2)	 236(4)	 573(16)	 6(1)	 211(10)	 6830(128)	 2.8×105(7.2×104)	

 

 
図 7.		固形物の減少率.	
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図 8.	 VSの減少率.	
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上増加したことから養生によるアンモニア酸化菌数の増

加は確認できた。		

養生終了後の試料の溶出試験結果を表 6 に示す。pH は

消臭剤 A濃度に関わらず 8.0 程度で、養生開始時よりも上

昇した。理由は、アルカリであるNH4-N が増加したためと

考えられた。また、養生開始時と同様に測定したすべての

成分において、消臭剤 Aの添加濃度を増やしても溶出量に

大きな違いは見られなかった。窒素成分に着目しても、T-

N、	NH4-N、	NO3-N 共に消臭剤 A濃度の違いによる大きな

差は見られなかった。もし消臭剤 Aの添加によってアンモ

ニア酸化菌が増殖していたとしたら、消臭剤 A濃度の増加

に伴い NH4-N が減少し NO3-N が増加すると考えられるが、

そのような現象は見られなかったことから消臭剤 A の添

加によるアンモニア酸化菌の増加はなかったと考えられ

た。今回 100g 当たり 10mL の添加率は消臭剤 Aのメーカー

からの聞きとりによる結果であるが、消臭剤 Aの効果を評

価するためには添加量が少なかった可能性がある。	

養生開始時の溶出量と比較すると、TOC の量は半分以下

に減少していた。また、NH4-N が増加した原因は、有機態

窒素が分解されて NH4-N になっているからと考えられた。

また、T-N や NO3-N が減少している原因は、試料内部に嫌

気的な領域があり、そこで脱窒が生じているからと考えら

れた。	

以上より、今回の養生条件では消臭剤 Aの添加量が少な

かったため、消臭剤 A 濃度の増加に伴う NH4-N の減少や

NO3-N の増加は見られなかった。このことから消臭剤 A濃

度の増加に伴うアンモニア酸化菌数の違いはなかったと

推定でき、消臭剤 Aの効果はなかったと考えられた。		

 

4. おわりに 

	

本研究では、牛舎から発生するアンモニアに対して消臭

剤 A の消臭効果を確認し、その消臭メカニズムを明らか

にすることを目的として、牛舎での消臭効果の確認実験を

行った。また、消臭メカニズムとして、物理化学的吸収お

よび分解、生物学的分解を検討した。得られた主な知見を

以下に示す。	

1)	消臭剤 A散布区、未散布区でアンモニア酸化菌数に差

はなかったので牛舎 A での消臭剤 Aによるアンモニア

ガスの消臭効果は確認できなかった。アンモニアガス

濃度の低下は確認したが、それは日光が当たり敷床の

温度が上がった影響で菌が活性化されたからであると

考えられた。	

2)	消臭剤 Aによる NH4-N 吸収の効果は小さいと考えられ

た。	

3)	消臭剤Aによる物理化学的分解は行われていないと考

えられた。	

4)	生物学的分解実験の結果、消臭剤 A濃度の増加に伴う

アンモニア酸化菌数の違いはなかったと推定でき、消

臭剤 Aの効果はなかったと考えられた。	

実際の牛舎での消臭剤 A の効果が確認できなかった理

由の 1 つとして、実験が冬期であり微生物の活性が落ちて

いたことが考えられるので、夏期で実験を行う必要がある。

また、生物学的分解実験において消臭剤 A の効果を確認

できなかった理由の 1 つに、消臭剤 A の添加量が少なか

ったことが考えられ、添加量を増やした実験を行う必要が

ある。	
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An Automatic Pressure Control Method to Measurement of 
Hydrogen Generation System 

Yu Cherry Aunga), Ichijo Hodakab) 

Abstract 

The hydrogen production from water is one of the hottest topics in renewable energy world. There are 
three basic methods for producing hydrogen. They are electrolysis, photo-electrolysis and photo-biological. 
Among them, the research is based on the electrolysis method using PEM electrolyzer. The zero greenhouse 
gas emissions can result depending on the type of electricity used when producing hydrogen by electrolysis. 
The solar energy, one of the popular clean energy, is used as the electricity to generate hydrogen in the 
research. The purpose of the research is to know how much of the hydrogen stably generated by using the 
solar cell power. There are various methods to know the volume of generated hydrogen. In this work, pressure 
sensor, motor and load cell are used to measure the amount of hydrogen. This simple idea can help how much 
of hydrogen generated accurately in the cheapest way. 

        Keywords: Hydrogen, Pressure sensor, Motor, Load cell, Measurement of gas volume 

1.   INTRODUCTION 

 Electrolysis is a reliable option for hydrogen 
generation from renewable energy. It is a 
technique used to separate a compound or 
molecule into its component parts. By adding 
electricity to water and providing a path for the 
different particles to follow, the water can be 
separated into hydrogen and oxygen. Hydrogen 
production by water electrolysis can be 
economically viable by using electrical energy 
from renewable sources such as photovoltaic solar 
energy. Solar energy is a clean and never ending 
energy. It can be used as an energy source to 
produce hydrogen via electrolysis. Hydrogen is a 
colorless, highly flammable gaseous element, the 
lightest of all gases and the most abundant 
element in the universe, which makes it very 
difficult to measure by volume. So, it’s needed to 
know how much hydrogen is generated. In order 
to know the volume of hydrogen generated, 
people do research for measuring hydrogen 
volume in many ways. 

     Many researchers tried to discover the simple 
and low cost ways to measure the volume of 
hydrogen. Some researchers used the simple and 
robust method to measure the volume of hydrogen 

a) Master Student, Department of Environmental Robotics                                                               
b)   Professor, Department of Environmental Robotics 

 

from the reaction of solids with aqueous 
solutions.1) This method is mostly related with 
chemistry and it is made by chemical reactions. 
There are also many methods to know the volume 
of hydrogen.  

     Pressure sensor is a digital electronic device 
that can be used to measure absolute atmospheric 
pressure. In this research, BMP085 pressure 
sensor is used to measure atmospheric pressure. It 
can help to measure hydrogen volume in a simple 
way. It is very active sensor and its output 
pressure changes every 7.5ms. Its absolute 
accuracy can reach 0.03hPa and power 
consumption is extremely low with current of 
only 1μA when operating in standard mode. 2) 

 
2.  EVALUATION METHOD 

    When the solar energy is supplied to PEM 
reversible fuel cells, it can create a voltage and 
current to separate the hydrogen and oxygen from 
water by driving the water electrolysis cells. So, 
the hydrogen gas comes out from the water 
electrolysis cells and then it is collected in the 
hydrogen tank by water replacement method. The 
pressure sensor can be used to compare the room 
pressure with a pressure in the hydrogen tank. By 
comparing these two pressures, we can generate 
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the motor pump until the pressure in the hydrogen 
tank and room pressure are not very different. In 
this way, we can drop out the excess water from 

the outside tank and make the water level of two 
tanks in the same side.  

 

 

Fig 1. The hydrogen production system overall diagram 

When hydrogen is generated in the tank, the 
volume above water in the tank tries to increase. 
But water surface tries to resist to the pressure by 
hydrogen. To solve this problem, the pressure 
sensor can be used to measure the atmospheric 
pressure and make the motor drives to drop out 
the excess water. Then we can find the volume of 
hydrogen pressure by weighting the dropping out 
water with load cells. The volume of hydrogen 
gas is the same as the weight of water transferred 
with load cells. 

 

Fig 2. Pressure and altitude show diagram 

P = P0+S1×L1×1000kg/m3×9.8m/s2 /S1 

P = P0+9800L1 

Where, L = altitude 

    P0 = room pressure 

 P2 = pressure inside the hydrogen tank 

Then, the pressure P2 can be calculated as the 
pressure P0, 

P = P2+9800L2 

To get the pressure inside the small tank,  

P2 = P0+9800(L1-L2) 

Let assume, L1-L2=L 

Then,           P2 = P0+9800L         (1) 

So the pressure at sea water level is assumed, 

 P0 = 100000(Pa) 

At the water level inside the hydrogen tank is 
down to 1cm, 

P2 = 100000+9800×0.01 = 100098[Pa] 

By using equation (1), the pressure can be 
calculated with the changing altitudes. When the 
water level down, the pressure must be high 
because pressure and altitude are inversely related. 
The pressure at any level in the atmosphere may 
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be interpreted as the total weight of the air above 
a unit area at any elevation. At higher elevations, 
there are fewer air molecules above a given 
surface than a similar surface at lower levels. If 
the pressure is known, the altitude can be obtained 
vice versa.  

With the measured pressure and pressure at 
sea level, the altitude in meters can be calculated 
with the international barometric formula2): 

    Altitude = 44330 × (1-( 𝑃𝑃
𝑃𝑃0

)
1

5.255 )         (2) 

Where, P = measured pressure 

     P0 = sea level pressure 
 

3.   ANALYSIS AND RESULT 

The pressure sensor senses the data in every 
7.5ms and it is very fast time. And there is a lot of 
noise in the atmosphere, so don't expect a smooth 
output from any pressure sensor unless it's in a 
sealed, insulated chamber. For the same reason, 
discussions about sensors measuring a few 
centimeters of altitude change are meaningless.2) 

 

Fig 3. Room pressure sensor data 

By using the equation (2), the following data 
can be obtained by changing altitudes. 

 

 

Table 1. Increasing altitude with the decreasing      
pressure 

At sea level 
0cm 

101325 

3cm 101324.63 
5cm 101324.39 
7cm 101324.16 
9cm 101323.91 
11cm 101323.67 

 
As can be seen in Fig 4, the pressure 

decreases as the increasing altitude.  
 

 

Fig 4. Altitude Vs. Pressure 

When the hydrogen is generated, the water 
level in the hydrogen tank is lower because of the 
water is replaced by the hydrogen gas. In this 
situation, the pressure inside the hydrogen tank is 
higher than the room pressure. But at first, the 
pressure sensor is tested by putting some air 
instead of hydrogen. In order to know the volume 
of air inside the tank, the height of water level 
down must be known. This is because the air is 
collected by water replacement method. 

 

Fig 5. The moving average pressure at 0cm, 3cm, 
5cm, 7cm, 9cm and 11cm down 
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The pressure at 0cm is the room pressure 
above the sea level. When the water level down, 
the pressure inside the tank is increased but it is 
not very different between 0cm and 5cm. This is 
because of a few centimeters change. The 
pressure sensor works from 7cm to 11cm. So, the 
minimum altitude that the pressure sensor can 
work is from 7cm to higher. When the water level 
down to 7cm, the pressure sensor reads the higher 
pressure than room pressure at 0cm. 

 

Fig 6. The volume of hydrogen tank 

At 1cm water level down, volume of air 
inside the tank: 

 
   Volume (cm3) = width(W)×length(L)×height(H) 
                         = 13×20×1= 260cm3 

Table 2. The volume of air with respective water  level 
down 

Water level 
down(cm) 

Volume of air 
(cm3) 

1 260 
3 780 
5 1300 
7 1820 
9 2340 
11 2860 

 
The density of a substance (mainly gases) 

depends on temperature and pressure. Gases are 
usually compared at a standard temperature and 
standard pressure. These are the freezing point 
(0 °C) and normal air pressure at sea level 
(101325Pa), respectively. The density of dry air at 
sea level is 1.293 kg/m3 or about 1/800th the 
density of water. But as altitude increases, the 
density drops dramatically. This is because the 

density of air is proportional to the pressure and 
inversely proportional to temperature.3) 

 
                    1m3 = 1.293kg of air         (3) 
 

The density of air can be calculated by using 
the volume of air from the above equation (3). 
The following table shows that the more water 
level down, the more density of air gets.  

 
Table 3. The density of air with respective water level 

down 
Water level 

down 
(cm) 

Density of air 
(g) 

1 0.336 
3 1.01 
5 1.68 
7 2.35 
9 3.14 
11 3.69 

 
4.   CONCLUSION 
 

The goal of this study is to get the volume of 
hydrogen accurately. In order to get this, the 
pressure sensor must be worked properly. By 
testing with the air instead of hydrogen gas, the 
pressure sensor cannot operate properly in a small 
range. And also it must be placed in a flexible 
sealed chamber so that its volume can’t expand 
when the air is increasing.  

In this way, we can get the correct pressure 
when the situation inside the hydrogen tank 
changes. We have investigated that the pressure 
change and the volume of gas with the air instead 
of hydrogen. So, the goal of this research can be 
achieved by analyzing these situations. 
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A Numerical Investigation of Flow Rate Effect  
on Vortices in Intake Sump  

 
B. SHINa) 

 

Abstract 

The effect of the flow rate on free surface vortices in pump sump was investigated by numerical approach. Free 
surface flow in an intake channel was solved by using finite volume method for RANS equations with k-ω SST 
turbulence model. A VOF multiphase model and the open channel model were used to solve the multiphase flow in the 
sump. Minimum level of air-water interface and iso-surfaces of vortices were used to identify the location and shape of 
the free surface as well as surface vortices. By monitoring the air-water interface with varying flow rate, it was found 
that when the flow rate increased, more free surface vortices appeared. The formation mechanism of free surface 
vortices and the pulling air bubbles as well as the development process of vortices were clarified by using the volume 
rendering method and air volume fraction contours. The locations of the center core of air-entrained vortices on the free 
surface were in good agreement with those of experiments.  
 
Keywords: Numerical analysis, VOF multiphase model, Minimum level of air-water interface,  

Vortex behavior 
 

1. INTRODUCTION 
 

When a vortex enters a pump, the impeller blade 
encounters the abnormal fluctuating pressure and load, 
resulting in mechanical unbalance, vibration, noises 
and acceleration of mechanical wear1). Moreover, the 
low pressure can be decreased enough to generate 
cavitation and damage the impeller blades. 
Consequently, they lead to a clear reduction in pump 
performance, loss of efficiency, and increased 
operating costs. These problems are related to certain 
undesirable flow characteristics in the pump sump, 
and are caused mainly by poor design of the intake 
structure layout or insufficient pump inlet bell 
submergence. Particularly, in situations which 
continuously require to consider lower construction 
costs and more compact size, the chances of 
geometrical problems arising increases2)-3). 

Therefore, in order to make an advanced design 
of the pump sump preventing adverse flow conditions 
and to get detailed flow information, a great deal of 
experimental work has been carried out4)-5). Such 
model test by experimental approaches, however, 
involves many limitations on the modification of the 
geometry and the variation of test options. Fortunately, 
with the progress in computational environment and 
rapid propagation of computational fluid dynamics 
(CFD), many numerical approaches to predict the flow 
in pump sumps recently have been attempted1),6)-7). 
CFD is being regarded as a suitable alternative for 
evaluating sump performance and contributed to 
improve the flow condition for the optimum design of 
pump sump.  Nevertheless, the behavior of free 

surface vortices has not been satisfactorily clarified in 
most CFD studies because they computed the free 
surface flow under the assumptions such as the flat free 
surface or fixed slip wall without friction and a single 
phase problem. In the simulation of the sump flow, 
therefore, it has to pay attention to the treatment of the 
free surface because due to the mutual interactions 
between gas and liquid phases, the free surface flow 
strongly influences the generation and decay of 
surface vortices in a real sump construction. The 
consideration of multiphase flow models also needs to 
simulate multiphase flows associated with air 
entrainment. 

In this paper, a numerical simulation of 3-D free 
surface flows in pump intake sump is carried out to 
investigate the behavior of surface vortices with 
respect to the flow rate. A finite volume method is 
used to solve RANS equations with k-ω SST 
turbulence model. A volume of fluid (VOF) 
multiphase model and an open channel model are 
applied to analyze the free surface flow problem with 
accurate. By using the iso-surface contour of air-water 
interfaces and air-entrained vortices, velocity vectors 
and streamlines, the behavior of the free surface and 
surface vortices is investigated and discussed. 

 

2. COMOUTATIONAL MODEL  
 

The sump model for computation is a single pum
p-intake configuration as shown in Fig.1. It was desig
ned based on the recommendation of HI-9.8 Standard
8) for a single rectangular intake channel. In this figur
e, the inlet bell mouth diameter D was used as the basi
c design parameter. The intake pipe with the inside dia) Professor, Dept. of Mechanical Design Systems Engineering. 
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ameter d of 0.6D is located in the middle of intake cha
nnel width W (=2D) at a distance B of 0.75D from the 
back wall to the pump inlet bell center. Thickness of t
he intake pipe and bell was taken by 0.04D. E denotes 
intake channel height adjustable according to the wate
r level H. A fixed value of the bottom clearance C fro
m floor is equal to 0.4D. The length L of rectangular i
ntake channel is 7.32D. The submergence S is defined 
by H-C. The origin of coordinates was located at the c
enter of the bell mouth on the floor. 

 

 
Fig. 1. Schematic illustration of sump model  

and dimensions. 
 
   

3. COMPUTATIONAL METHOD 
 

Numerical analysis of 3-D multiphase flow in a 
pump suction sump was done by using the finite 
volume method incorporated in a CFD code Fluent9). 
k-ω SST turbulence model which seems to be an 
appropriate model to compute the real flow field10), 
and VOF multiphase model were used to solve the 
problem of multiphase turbulence flow in the open 
channel. The fundamental equations are the continuity 
equation and the RANS equations expressed as 

 
                        
(1) 
  

 
 
      
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                         (2) 
where , u  and p  refer to fluid density, velocity and 
static pressure, respectively. t  is the time and  is 
the effective viscosity considered molecular viscosity 
and turbulent viscosity. b

if  is the body force (gravity 
in this case), and v

if  is the volumetric tension force to 
consider the effects of surface tension at fluid-fluid 

interface. A conservation equation of air volume 
fraction is solved to capture the air-water interface, 
and the second order discretization was used in all 
derivatives.   

In this computation, the Dirichlet boundary 
condition of pressure was imposed on the inlet 
boundary with the law of hydrostatics. The boundary 
condition of mass flow rate was used for the outlet 
with its respective values referred to Table 1. The top 
plane of air phase was set to a pressure boundary 
condition with zero atmospheric gauge pressure. On 
the boundary between the air and water interface, an 
open channel model which is combined with the VOF 
model in the Fluent and suitable for the free surface 
flow problem was applied so that it can accurately 
capture the air-water interface and flow interactions 
between phases. The remaining parts of the present 
sump model were set to no-slip walls in the turbulent 
flow problem. For the cells near the interface between 
air and water phases, the geometric reconstruction 
scheme was utilized to capture the interface sharply. 
The working liquid is city water at 20C.  

The computational grid was generated by ICEM 
CFD11). A multi-block structured hexahedral grid with 
high density at the free surface region was generated 
to capture the sensitive behaviors of the fluid-fluid 
interface as shown in Fig.2(a). An O-type structured 
fine mesh near bell mouth and intake pipe (Fig.2(b)) 
was used to capture the boundary layer with accurate. 
As a result of the GCI12) estimation, the grid had 
851,000 hexahedral elements was used in all 
simulations of this study. 

 
 

 
(a) High density mesh near free surface (side view) 
 
 

 
(b) O-grid structure around bell mouth and intake pipe  

(bottom view) 
 

Fig. 2. Computational grid near intake pipe. 
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4. NUMERICAL RESULTS 
 

Figure 3 shows a time evolution of the 
air-entrained vortex she and the air-water interface 
indicated by z-coordinate near the intake pipe at water 
level of 1.0D and flow rate of 190.35m3/h. At early 
stage of operation, T = t0, almost symmetric a pair of 
free surface vortices occurred behind the suction pipe 
(Fig.3 (b)), and then the shape of vortices was changed 
to an asymmetric pattern due to the flow instability and 
mutual interaction of two vortices. The vortex greater in 
depth and strength moved gradually to the right hand 
side of the channel with time as illustrated in Fig.3 (c), 
and the vortices slightly shrank due to the break-off of 
the free surface vortices in Fig.3 (d). In addition, 
because the narrow space between the intake pipe and 
the back wall influences the normal development of 
these vortices as shown in Fig.3 (a), the shape of vortex 
is shown somewhat differently from the conventional 
vortex occurring behind the cylinder. Relatively weak 
corner vortices were observed at the both corners of 
sump channel as well.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) T = t0 (top view) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) T = t0 (front view) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) T = t0 + 20s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) T = t0 + 40s 
 

Fig. 3. Time evolution of vortex shape and air-water  
interface indicated by z-elevation at H=1.0D and  
Q = 190.35m3/h. 

 
In order to investigate the effect of flow rate on the 

free surface vortex, numerical simulations with different 
flow rates at water level of 1.2D was performed. Figure 
4(a) shows an instantaneous location of air-water 
interface with free surface vortices near intake pipe at 
flow rate of 126.90m3/h. At relatively low flow rates, 
two nearly symmetrical free surface vortices appeared. 
Compared to the previous case in Fig.3, the time 
variation of vortices was rather stable and symmetric 
pattern remained for a long time. The vortex core of 
the vortices was mostly located at around Dy /2.0
behind the intake pipe as illustrated in Fig.4(b), and the 
location qualitatively agreed well with the experimental 
data represented by symbol “○” and other existing 
results by solid symbol “▲” 13) in Fig.4(c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Air-water interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Present prediction 
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(c) Experimental data 

 
Fig. 4. Instantaneous location of air-water interface  

presented by z-coordinate and vortex core. 
 
 Figure 8 shows time averaged minimum level of 

the air-water interface. As mentioned above, the 
minimum level was decreased with the flow rate. That 
is, when flow rate was increased gradually from 
126.9m3/h to 237.94m3/h, the minimum level of the 
free surface decreased correspondingly, for all the 
water levels examined in this study.  

 

 
Fig. 5. Time averaged minimum level of the air-water  

interface. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
A numerical study of 3-D free surface vortices 

formed around the intake pipe in pump sump was 
performed by using RANS equations and k-ω SST 
turbulence model. A VOF multiphase model and a 
multi-block structured grid were used. The open 

channel boundary conditions were imposed to solve a 
free surface flow problem with accurate. A single 
intake channel flow with variation of flow rate was 
computed and investigated. Conclusions are 
summarized as follows. 

From the measurement of the minimum level of 
air-water interface and the minimum position of air 
bubbles, the behavior and shape of free surface vortex 
corresponding to each case of given flow rates were 
clearly identified. By monitoring the air-water 
interface with variation of flow rates, it was confirmed 
that the flow rate has a significant effect on the 
occurrence of free surface vortex. It showed that the 
larger flow rate increased the appearance of the 
surface vortices. The predicted locations of the 
air-entrained vortex core on the free surface were in a 
good agreement with those of experiments. 
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A Numerical Investigation of Water Level Effect on 
the Vortex in Intake Sump 

 
B. SHINa) 

 

Abstract 

The effect of the water level on free surface vortices in intake sump was investigated by numerical approach. A 
finite volume method with a RANS turbulence model and a VOF multiphase model was applied to solve the sump flow 
with a single intake channel. Multi-blocked structured grids and the open channel model were used to capture the flow 
behavior and their mutual interactions between air and water phases with higher accuracy. Air-water interface level, 
air-entrained vortex length, and air volume fraction contours and iso-surfaces were used to visually identify the location 
and shape of the free surface as well as surface vortices. By monitoring the vortex length with varying water level, it 
was found that that lower water levels induced stronger free surface vortices. The behavior of surface vortices and air 
bubbles caused by breaking off air-entrained vortices was explained well by using the volume rendering method and air 
volume fraction contours. The predicted velocity distributions at the entrance of bell mouth were in a good agreement 
with those of experiments.   

 
Keywords: Numerical analysis, VOF multiphase model, Free surface vortex, Vortex length,  

Intake sump 
 

1. INTRODUCTION 
 

One of the most important systems in fluid 
engineering is the pump system with the intake 
devices designed in accordance with their purpose. 
The intake devices in sumps play specially an 
important role to keep stability and uniformity of flow 
before entering into the pump for improvement of 
efficiency of pump system. Therefore, the applications 
of intake devices such as a sump type with better 
models need to be implemented as far as possible. 
During operating pump system, the unexpected 
phenomena such as cavitation, head and pressure loss, 
vibration and noise need to be considered especially in 
which air-entrained free and submerged vortices 
appearing in sump pumps will damage seriously to 
pump system.  

Therefore, in order to make an advanced design 
of the pump sump preventing the occurrence of 
undesirable vortices, a great deal of research to get 
detailed flow information in the sump has been carried 
out. For instance, Rajendran and Patel1) made detailed 
measurements of vortices in a physical model 
pump-intake bay using particle image velocimetry 
(PIV) to improve the understanding of vortices formed 
in the bay. The experiments obtained the quantitative 
information such as the number, location and size of 
the vortices. In recent years, Kawakita, et al.2) 
constructed three scaled model sumps with different 
diameters of the suction bell, and investigated the 
similarity law in the flow of these scaled sumps 
through the model test. Comparing the occurrence 

limits of air entraining vortex and submerged vortex, a 
kinetic similarity was obtained only at the same 
velocity condition. Such experimental works, 
however, involve many limitations on the 
modification of the geometry and the variation of test 
options, and require a lot of manufacturing time. In 
addition, the similarity in the model testing is not clear 
yet.  

A CFD benchmark test was performed by Matsui, 
et al.3) to examine the characteristics of various CFD 
codes and to make a comparative analysis of the 
prediction accuracy for the flow in a simplified sump 
configuration. Single phase flows in the sump with a 
boundary condition of a fixed slip wall without 
friction for the free surface was computed, and 
predictions such as local velocity distributions, the 
intensity of vortices and flow patterns were then 
compared with experimental data. By applying the 
CFD codes and turbulence models, the predictions 
were somewhat different in the distribution of 
vorticity, but they showed that some CFD codes could 
predict the visible vortex occurrence and its location 
with enough accuracy for industrial use. Recently, 
Kang, et al.4) carried out a numerical investigation of 
surface vortices in a realistic model sump with a 
multi-intake by using the CFX. A k-ω Shear Stress 
Transport (SST) turbulence model and a cavitation 
model were used. By the turbulence cavitating flow 
analysis, the surface vortices and their structures, 
formation, growing and discharge were well simulated. 
As can be seen above, there is a trend toward CFD 
simulation for solving fluid flow problems, and CFD 
is being regarded as a suitable alternative for 
evaluating sump performance and has contributed to 
improving the flow condition for the optimum design 

a) Professor, Dept. of  Mechanical Design Systems Engineering 
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of pump sumps. However, since most simulations treat 
the free surface flow as a single phase flow with a flat 
free surface or fixed slip wall without friction, the 
behavior of free surface vortices has not been 
satisfactorily clarified yet. The computation of the 
sump flow, therefore, has to give attention to dealing 
with the free surface because the free surface flow has 
significant influence on the occurrence of surface 
vortices in a real sump construction. For the accurate 
prediction of gas-liquid multiphase flows, the solution 
method of the multiphase flow is also required. 

In this paper, a numerical simulation of 3-D free 
surface flows in pump suction sump is performed to 
investigate the behavior of surface vortices with 
respect to the water level. A RANS model with the 
k-ω SST turbulence model is solved by finite volume 
method. A volume of fluid (VOF) multiphase model 
and an open channel model considering the effect of 
friction and surface tension are applied to analyze the 
free surface flow problem with accurate. By using the 
volume rendering and iso-surface contour of air-water 
interfaces, velocity profiles and pressure distributions, 
the behavior of the free surface and surface vortices at 
different water levels is investigated and discussed.  

 

2. NUMERICAL METHOD AND BOUNDARY 
CONDITION  

 
The computational flow model with a single 

pump-intake is the same as that used in the previous 
work5) as shown in Fig.1. In this model, the inlet bell 
mouth diameter D was used as the basic design 
parameter. The intake pipe with the inside diameter d 
of 0.6D is located in the middle of intake channel 
width W (=2D) at a distance B of 0.75D from the back 
wall to the pump inlet bell center. The thickness of the 
intake pipe and bell is set to 0.04D. The bottom 
clearance C from floor is equal to 0.4D. The length L 
of rectangular intake channel is 7.32D. The origin of 
coordinates was located at the center of the bell mouth 
on the floor. 

 

(a) top view 

(b) side view 
Fig. 1. Schematic illustration of computational domain. 

Numerical simulation of 3-D multiphase flow in 
a pump intake sump was performed by solving the 
RANS equations with k-ω SST turbulence model 
discretized by finite volume method as done in the 
previous work5). The VOF multiphase model and an 
open channel model were applied to analyze the free 
surface flow problem with accurate. Furthermore, the 
body force by the gravitation and the volumetric 
tension force to consider the effects of surface tension 
at fluid-fluid interface were introduced. 

For the boundary conditions, the Dirichlet 
boundary condition of pressure and mass flow rate 
were imposed on the inlet and outlet boundary 
respectively with the flow rates. On the boundary  
between the air and water interface, an open channel 
model combined with the VOF model in the 
FLUENT6) was applied to accurately capture the 
air-water interface and flow interactions between gas 
and liquid phases. A multi-block structured 
computational grid with 851,000 hexahedral elements 
was used. This grid was generated with high density at 
the free surface region and near the bell mouth as well 
as intake pipe to capture the sensitive behaviors of the 
fluid-fluid interface. The grid dependency and 
convergence were also confirmed. Details for the 
numerical method, boundary conditions and 
computational grid will be referred to the previous 
paper5). 

 
3. NUMERICAL RESULTS 
 

Figure 2 shows a computational result of an 
instantaneous elevation of air-water interface near 
intake pipe at different water levels and a fixed flow rate 
of 190.35m3/h. It was captured in the front side of the 
channel. The position of free surface and free surface 
vortices were specified by the z-coordinate, so that the 
scale, distribution and overall shape of free surface 
vortices and the wavy pattern of the interface are easy to 
visually identify and understand. In this investigation, 
the scale of free surface vortices and their length were 
inversely proportional to the water level. At high water 
level of H=1.6D in Fig.2(a), a very calm and shallow 
free surface vortex resembling a surface swirl7) 
appeared relatively steadily behind the suction pipe. 
When the water level was gradually decreased, 
however, the appearance of free surface vortex and its 
scale were increased accordingly. At water level of 
H=1.2D in Fig.2(b), a pair of almost symmetric 
vortices occurred in the early stage of computation, 
and then gradually changed into the asymmetric pattern 
mainly due to the flow instability and the surface wave 
derived from the water intake structures with low 
water level5),7). The larger vortex on the left hand side 
seems to be strong but it could not induce the dye core 
and pulling air bubbles. In the case of low water level 
of H=1.0D in Fig.2(c), significantly large surface 
vortices appeared and then they showed very dynamic 
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behaviors including the appearance of pulling air 
bubble as investigated in detail in the previous work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) H=1.6D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) H=1.2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) H=1.0D 
 
Fig. 2. Instantaneous elevation of free surface and free surface  

vortices at different water levels and Q=190.35m3/h. 
 

Figure 3 shows a time averaged vortex length 
with different water levels. It is easy to see that the 
vortex length and its slope decreased with the water 
level, while it was increased with the flow rate.  

Figure 4 shows predicted velocity profiles along 
the y direction at the bell mouth center and z of 0.38D 
from the sump floor (just below the bell mouth) at the 
flow rate of 237.94 m3/h. u, v and w represent the 
velocity components in the x, y, and z direction 
respectively. Vm denotes the mean velocity of the bell 
mouth for given flow rate. It can be observed that with 
the water level the amplitude of velocity fluctuation is 
decreased, and from the change of the velocity 

direction of u, v the existence of a pair of vortices and 
their strength is figured out. In the vicinity of the bell 
mouth, axial velocity, w was predominant compared 
with the other velocities and formed a small velocity 
valley between the two vortices as well. The overall 
tendency of the predicted velocity distributions 
qualitatively agreed well with the PIV measurements8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Time averaged vortex length. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Instantaneous velocity u, v and w profiles along the 

 y  direction at bell mouth center and  Q=237.94 m3/h. 
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Figure 5 shows the computational results of 
instantaneous velocity vectors and pressure contours 
at z =1.0D cross section of intake pipe at flow rate of 
237.94 m3/h. It can be seen that the intake flow entered 
through the bell mouth is discharged accompanying 
secondary flows with several vortices, and the counter 
rotating pair vortices caused by the free surface vortex 
are significantly stronger than the others. In general, 
the pressure is increased in proportion to the water 
level due to the hydrostatic relations and relatively 
high at impinging area of velocity. In addition, it 
indicated that lower water level made stronger 
vortices with low pressure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) H=1.0D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) H=1.2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) H=1.6D 
 
Fig. 5. Instantaneous velocity vectors and pressure contours  

at z=1.0D and Q=237.94 m3/h. 
 

4. CONCLUSION 
 
A numerical study of 3-D free surface vortices 

occurred around the intake pipe in pump sump was 
carried out by using finite volume method for RANS 
equations and k-ω SST turbulence model. A 
multi-block structured grid and a VOF multiphase 
model as well as the open channel model were used to 
accurately solve the multiphase flow problem in the 
pump sump. A single intake channel flow with 
variation of water level was simulated and 
investigated. Conclusions are summarized as follows. 

From the investigation of the location of 
air-water interface and the air-entrained surface vortex 
length, the variation of form and shape and the 
behavior of free surface vortex corresponding to each 
cases of given flow rates and water levels were 
clarified. By using the volume rendering method and 
air volume fraction contours, the formation process of 
pulling air bubbles and the structure of free surface 
vortices became clear. By monitoring the air-water 
interface with variation of water levels, it was 
confirmed that the water level has a significant effect 
on the occurrence of free surface vortex. The lower 
water levels induced higher surface vortex generation. 
The overall structure and strength of swirling flow 
caused by the free surface vortices are known through 
the predicted velocity and pressure distributions at the 
entrance of bell mouth, and the predicted velocity 
distributions qualitatively agreed well with 
experiments. 
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ビームダウン式太陽集光装置のための固体攪拌型蓄熱装置の改良 
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Improvement of a Particle Receiver for a Beam-down Solar Concentrator 

 
 

Naoto MAEDA, Yoshinori NAGASE, 
Shigeki TOMOMATSU, Shintaro ANZAI, Masatoshi KIMURA 

 
Abstract 

 
In 2012, a beam-down solar concentrator was installed in the University of Miyazaki. A particle receiver for the 

beam-down solar concentrator was developed in this laboratory. This study aims to increase temperature and improve 
the heat storage efficiency of the developed receiver. In general, a receiver heats heat mediums such as steam, molten 
salt, or air. The heated mediums are sent to generation systems such as steam turbines and/or heat storage systems. 
Alumina balls are used as heat mediums for the receiver; they are heated directly by sun light, and they store this 
thermal energy as sensible heat. Experiments were conducted using the beam-down solar concentrator with the 
compound parabolic concentrator (CPC) and the particle receiver. This study revealed that the heating medium was 
heated up to 1570°C using the receiver. It was found that the quartz glass was effective in reducing heat loss, but the 
enclosure proved to be less effective. The temperature distribution depended on the distance from the CPC. It was also 
observed that the distance between the CPC and the receiver does not affect the heat storage efficiency significantly. 

 
Keywords: Solar receiver, Heat storage, Beam-down solar concentrator, CPC 
 
 

1. 緒論 
 

 現代社会において，エネルギーは日常生活に必要不可

欠な存在であり，産業技術が進歩し，より豊かな生活を

行うためには，エネルギーの安定供給への取り組みが必

要である．現在のエネルギー供給の大部分が化石燃料に

頼ったものであり，化石燃料は有限であるとともに，地

球温暖化や環境汚染などの原因となっている．したがっ

て，化石燃料に頼った現状からの転換が求められている．

化石燃料につぐエネルギー源として原子力があげられる．

しかし，東北沖地震による原子力発電所の事故をきっか

けに原子力発電のあり方が見直され，安全かつ安定した

エネルギー供給に対する注目が高まってきた．現在，再

生可能エネルギーの一般的なものとして水力発電や風力

発電，太陽光発電があげられる．しかし，ダムを建設す

ることによる環境の破壊や大規模な発電が困難なこと，

天候や時間による変化に強く影響されるなどのデメリッ

トも多く，世界の発電方法の大部分を占める火力発電や

原子力発電の代替エネルギーとなることは難しいと考え

られ，再生可能エネルギーによる天候や時間に左右され

ない安定的なエネルギー供給を実現させることが課題と

なっている．そこで，再生可能エネルギーの中でも，安

定的なエネルギー供給の可能性を秘めているのが蓄熱可

能な太陽熱発電であり，単位面積当たりの集光率が高く，

太陽集光装置の中でも中規模から大規模のエネルギー供

給に適しているビームダウン式タワー型太陽集光装置に

注目が高まっている 1-2)． 
 本研究室では，ビームダウン式タワー型太陽集光装置

のための固体攪拌型蓄熱装置の研究がおこなわれている
3)．ビームダウン式タワー型太陽集光装置の一般的なレシ

ーバでは空気や溶融塩，蒸気などの熱媒体を高温に加熱

し，蒸気タービンなどの発電システムや蓄熱システムに

送ることが主流である．しかし，熱交換の際に熱損失が

生じることや，最高温度があまり高くならないことなど

の問題点がある．そこで，本研究室で開発した固体攪拌

型蓄熱装置は，蓄熱材となる固体粒子を直接加熱するこ

とによって，熱交換の際の熱損失を低減し，より高温で

の蓄熱を可能とした．本研究室で開発した固体攪拌型蓄

熱装置での発電のためにはまだデータ数が少なく，より

高温で，蓄熱効率を向上させるための方法を確立させる

必要がある． そこで本研究では，ビームダウン式タワー

型太陽集光装置のための固体攪拌型蓄熱装置において，

蓄熱槽の温度の向上と蓄熱効率の改善に向け使用条件を

検討することを目的とする． 
 
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教授 

c) 機械設計システム工学科助教 

d) 工学専攻（機械・情報系コース）大学院生 

e) 教育研究支援技術センター技術専門員 
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2． 実験装置 
 
2.1 ビームダウン式タワー型太陽集光装置 
 平成 24 年 8 月に宮崎大学に建設された三鷹光器製ビ

ームダウン式タワー型太陽集光装置を図 1 に示す．ビー

ムダウン式タワー型集光装置は，地上に配置された複数

のヘリオスタット，タワー，そして タワー上部に設置さ

れている楕円鏡で構成されている．ビームダウン式タワ

ー型太陽集光装置の集光原理を図 2 に示す．太陽光はま

ず，地上のへリオスタットによってタワー上部楕円鏡の

第一焦点に集光される．楕円鏡は 2 つの焦点を持ち，一 
方を通過して入射した光を他方に集光するため，太陽光

は楕円鏡の第二焦点に最終的に集光される． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ビームダウン式タワー型太陽集光装置 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 集光原理 
 

2.2  CPC(Compound Parabolic Concentrator) 
 CPC を図 3 に示す．CPC はビームダウン式タワー型太

陽集光装置楕円鏡第二焦点付近に設置され，内部が多数

の鏡によって放物線形状に構成されており，ビームダウ

ン式タワー型太陽集光装置楕円鏡によって集光された光

が CPC を通過することでさらに集光が行われる．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 CPC 
 

2.3  固体攪拌型蓄熱装置 
本研究室で開発された固体攪拌型蓄熱装置は，光を受

ける受光部と，光により加熱された熱を蓄熱する蓄熱槽

とが一体となった装置である．固体攪拌型蓄熱装置は，

上部の蓄熱槽と下部の駆動部から構成される．図 4 に固

体攪拌型蓄熱装置を示す．受光部，駆動部の説明を以下

に示す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 固体攪拌型蓄熱装置 
 

2.3.1  駆動部 
駆動部は 3 台のステッピングモーターの回転を 4 つの

平歯車に伝える．平歯車に伝わった回転は平歯車の中心

に取り付けてある台形ネジへと伝わりピストンの上下運

動へと変わる．中心の平歯車と外側の 3 つの平歯車が逆

回転することで，ピストンが上下逆方向に運動する．図 5
に歯車の回転と上下運動の様子を示す． 
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図 5 駆動部 
 

2.3.2  受光部 
図 6 に受光部・蓄熱槽の概略図を示す．受光部・蓄熱

槽は二つの円筒と，二つのピストンから構成されている．

外側の円筒の大きさは直径 398mm，高さ 450mm であり，

内側の円筒の大きさは直径 276mm，高さ 320mm である．

受光部・蓄熱槽では，内，外のピストンがそれぞれ上下

逆方向に運動することにより，固体粒子のアルミナ球を

攪拌することができる．今回の実験では，内ピストンを

下方向に，外ピストンを上方向に運動させた状態で実験

を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 受光部概略図 
 

2.3.3  蓄熱材料 
蓄熱材料にはアルミナ球を使用した．アルミナ球は融

点が 2015℃4)と高く，種々の粒径のものを入手しやすい

という理由から蓄熱材料として使用した．また，粒径に

ついては粒径が小さいほど，アルミナ球の中心まで速く

加熱されるため，小さい方が良いと考えられるが，ピス

トンと円筒との隙間を考慮して直径 5mm のものを使用

した．図 7 にアルミナ球を示す．表 1 にアルミナの物性

値を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 アルミナ球 
 

表 1 物性値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4  温度測定位置 
図 8，図 9 に温度測定位置を示す．温度測定は 4 本の

熱電対で行う．熱電対の先端部は中心から 50mm 間隔で

取り付けられている．熱電対の高さは，内円筒上端から

20mm の位置である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 熱電対取付位置 
 

 
 
 
 
 
 

図 9 熱電対取付高さ 

蓄熱材料 アルミナ
粒径 5 mm
融点 2015 ℃

密度 (300K) 3.89 kg/m3

⽐熱 (300K) 0.779 kJ/kg・K
熱伝導率 (300K) 36.0 W/m・K

熱電対

外円筒

内円筒

① ②

③
④

50

100
150
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表 3 実験結果 

3． 固体攪拌型蓄熱装置加熱実験 
 
3.1 実験条件 
 ビームダウン式タワー型太陽集光装置，CPC，固体攪拌

型蓄熱装置を用いて蓄熱材料の加熱実験を行った．表 2
に実験条件を示す．実験は，実験時間 50min，サンプリン

グ間隔 1s，蓄熱材質量 50kg，ストローク 150mm の条件

は統一し，4 つの実験条件で行った． 
 実験条件 1 と 2 を比較することで，石英ガラスを載せ

ることによる対流損失の低減の影響の調査を，実験条件

1 と 3 を比較することで 囲いをつけることによる対流損 
  

表 2 実験条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 温度変化 実験条件 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 温度変化 実験条件 3 

失の低減の調査を，実験条件 3 と 4 を比較することで，

CPC との距離を変えることによる影響の調査を行った． 
3.2 実験結果 

各実験条件の実験結果を表 3 に示す．図 10~13 に各実

験条件の温度変化の様子を，図 14~17 に各実験条件の実

験終了後の受光部内槽の温度分布を示す．図 10~13 のグ

ラフの縦軸は温度を，横軸は集光開始からの時間を表し

ており，図 14~17 のグラフは，縦軸が熱電対からの距離

を，横軸が受光部内円筒の中心からの距離を表している．

また，図 18 に各実験条件の最高温度と平均温度の比較の

グラフを示し，図 19 に各実験条件の蓄熱効率と定常状態

の蓄熱効率の比較のグラフを示す．図 18 のグラフは縦軸

が温度，横軸が実験条件の番号を，図 19 のグラフは縦軸

が蓄熱効率，横軸が実験条件の番号を示している． 
ここで，蓄熱効率とは，レシーバ受光部内槽の蓄熱量

を実験中の入射エネルギーで除した値であり，定常状態

の蓄熱量とは，ch1，ch2，ch3 で計測した温度の時間的

変化が 10％以内となった状態を定常状態とし，1 秒当た

りの蓄熱量を 1 秒当たりの入射エネルギーで除した値で

ある． 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 11 温度変化 実験条件 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 13 温度変化 実験条件 4 

実験条件 1 2 3 4

開始時刻 11:30 11:30 11:35 11:35
実験時間 [min] 50 50 50 50

サンプリング間隔 [s] 1 1 1 1
蓄熱材質量 [kg] 50 50 50 50

CPCとの距離 [mm] 250 250 250 150
ストローク [mm] 150 150 150 150

石英ガラス あり なし あり あり
受光部囲い なし なし あり あり

実験条件 1 2 3 4

最高温度  [℃] 1190 911 998 1570
平均温度  [℃] 468 398 268 483

理論平均温度  [℃] 1839 1835 1096 2006
蓄熱量  [MJ] 11.9 9.7 6.9 13.1

入射エネルギー[MJ] 75.2 83.5 53.4 94.0
蓄熱効率  [%] 15.8 11.6 12.9 13.9

定常状態の蓄熱効率  [%] 18.1 12.9 14.1 15.7
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図 14 温度分布 実験条件 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 16 温度分布 実験条件 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 温度の比較 
3.3 考察 
 図 10~13 の温度変化のグラフから，実験開始から約 10
分間温度が上昇していないことが分かる．この理由とし

て，熱電対が取り付けられた位置では，はじめの 10 分間

は加熱されていないアルミナ球が上から順に降り，その

後加熱されたアルミナ球が降りてくること，蓄熱媒体で

あるアルミナの熱伝導率が低いことが考えられる． 
 図 14~17 の温度分布の図から，レシーバ受光部内槽の

中心部分で集中的に加熱されていることが分かる．これ

は CPC の熱流束分布の影響によるものだと考えられる．

図 20 に CPC との距離 250mm と 150mm の位置の熱流束

分布を示す 5)．図 20 に示すように熱流束は中心部分が高 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 温度分布 実験条件 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 温度分布 実験条件 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 19 蓄熱効率の比較 

 
く，外に行くほど熱流束の値が減少していく．そのため

レシーバ受光部の中心で温度が高くなり，中心から外へ

行くほど温度が低くなることが分かる． 
 表 3 の実験結果，図 18 の温度の比較のグラフ，図 19
の蓄熱効率の比較のグラフから，実験条件 1 と 2 を比較

すると，石英ガラスを載せることで最高温度，蓄熱効率

ともに向上することが分かる．これは，石英ガラスを載

せることで，対流による熱損失を低減できたことによる

ものだと考えられる． 
 実験条件 1 と 3 を比較すると，受光部囲いによる影響

はあまり見られないことが分かる．これは，石英ガラス
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により，対流による熱損失は低減されているため，それ

以上の低減の効果が見られなかったこと，レシーバは内

槽と外槽の間が空気の断熱層となっているため，側面か

らの熱の逃げが少ないことによるものだと考えられる． 
 実験条件 3 と 4 を比較すると，最高温度が大幅に向上

していることが分かる．これは，図 20 に示すように CPC
との距離を 250mm から 150mm に変更したことにより，

より集光倍率の高い位置で加熱ができたためであると考

えられる． 
4 つの実験を比較すると，最高温度は，実験条件 4 で

1570℃となり，蓄熱効率は，実験条件 1 で 15.8%と最も

高くなった．実験条件 4 で最も温度が高くなったにもか

かわらず，蓄熱効率があまり上昇していない理由として

は，CPC との距離を 150mm の位置に変更したことによ

り集光倍率の高い位置で加熱されたが，中心部分のみ加

熱され，外側の温度があまり上昇しなかったことが原因

と考えられる．高温となった中心部の体積は，内槽全体

の体積と比較するととても小さいため，最高温度の差ほ

どの蓄熱量の上昇が見られなかった．また，図 21 に示す

アルミナの吸収率のグラフ 6)から，蓄熱材料として使用

しているアルミナ球は，高温になるほど吸収率が減少す

る傾向がみられる．このことから，最高温度が上昇する

ほど蓄熱効率は低下するのではないかと考えられる．  
今回の実験結果から蓄熱効率を向上させる有効な実験

条件は判明しなかった．蓄熱効率が向上しなかった原因

として，中心部分のみ加熱され外側の温度が上昇してい

なかったことが考えられる．そのため，全体が均一に加

熱されるように受光部内円筒の径を小さくすること，受

光部内円筒に蓋をつけることによりアルミナ球の通る位

置を制限することで全体を均一に加熱するなどの対策が

必要であると考えられる． 
 また，今回蓄熱材料としてアルミナ球を使用したが，

蓄熱材料にアルミナとは別の吸収率が高く，高温にも耐

えることができる材料を使用することで，蓄熱効率が向

上するのではないかと考えられる． 
 
4． 結論 
 
ビームダウン式タワー型太陽集光装置のための固体攪

拌型蓄熱装置で加熱実験を行うことで以下の結論を得た． 
 

1． 実験条件4のCPC下端から受光部内槽上端までの距

離が150mmの位置での加熱実験で，最高1570℃まで

加熱することができることが分かった． 
2． 石英ガラスは，熱損失の低減に効果があるが，囲い

はあまり効果がないことが分かった． 
3． 温度変化はCPCとレシーバ上端の距離に依存するこ

とが分かった． 
4． CPCとレシーバとの距離を変えることは，蓄熱効率

にあまり影響しないことが分かった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図20 CPCの熱流束分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図21 アルミナ球の吸収率 
 

謝辞 

 本研究を進めるにあたり適切な助言・サポートをして

いただいた森暢彦氏，三宅琢磨氏，濱畑貴之氏に感謝の

意を示します． 
 

参考文献 
1） 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機

構：NEDO再生可能エネルギー技術白書 第2版 －

第 5 章 太陽熱発電・太陽熱利用－，2014． 
2） 伊藤義康，大規模化を指向する再生可能エネルギー

発電の現状（9）－最新の集光型太陽熱発電システム

の技術開発動向 その 2－，機械の研究 第 63 巻 

第 3 号，2011． 
3） Y.Nagase, N.Mori ， S.Tomomatu ， K.Matubara: 

Development of Mechanical Mixing System of Sensible 
Heat Storage Equipment for Beam-Down Solar 
Concentrator’’，The21st National Symposium on Power 
and Energy systems, 2016. 

4） 国立天文台：理科年表 机上版，p.485, 1991． 
5） 菊永拓馬：ビームダウン太陽集光装置集光部の二次

元放射流束計測に関する研究，平成 27 年度 宮崎大

学修士論文，2016． 
6） 日本機械学会：伝熱工学資料 改訂第 5 版，p.287，

2009． 

-400 -200 0 200 400
0

100

200

300

Distance from the center [mm]
150mm from the CPC exit
250mm from the CPC exit

H
ea

t f
lu

x 
[k

W
/㎡

]

0 200 400 600 8000

0.2

0.4

0.6

0.8

1

A
bs

or
pt

io
n 

ra
te

Temperature [℃]

54 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

レシプロ圧縮機の振動抑制技術に関する研究 
（基本モデルに対する検討） 

 
盆子原 康博 a)・池 美慧 b)・稲垣 耕 c)・近藤 孝広 d)・濵畑 貴之 e) 

 
Vibration Suppression of a Reciprocating Compressor 

(Investigation Using Fundamental Model) 
 

Yasuhiro BONKOBARA, Mie IKE, Ko INAGAKI, Takahiro KONDOU,  
Takayuki HAMAHATA 

 
Abstract 

 
     The self-standing support method using the theory of the center of percussion is newly proposed in order to 

achieve the vibration reduction of a reciprocating compressor for refrigerators. In a typical compressor, the drive 
unit corresponding to the compressor body is flexibly supported inside the shell by four coil springs. Because the 
natural frequencies of the drive unit are relatively-low, the increase in vibration is inevitable while driving the 
compressor in a low rotation region. In contrast, in the proposed method, the drive unit of which the spherical 
element is attached on the bottom is placed directly on the shell. The self-standing state can be stably-maintained by 
the effect of the tangential component of the gravity. This restoring force is smaller than that of the coil springs, so 
the natural frequencies of the drive unit become lower compared with spring supports. In addition, the drive unit is 
optimally designed so that the contact point between the drive unit and the shell coincides with the center of rotation. 
It is possible to suppress the vibration transmission from the drive unit to the shell. In this study, the fundamental 
model whit an unbalance motor was developed in order to investigate the effective of the proposed method. The 
results of the numerical analyses and experiments confirm that the present method is very effective to suppress the 
vibration of the compressor. 

 
Keywords:  Vibration reduction, Natural frequency, Center of percussion, Compressor 

 

1. はじめに 

 

 一般的な家庭用冷蔵庫には容積式のレシプロ圧縮機 1)

が搭載されている。この圧縮機は、密閉容器（以下、シェ

ルと呼ぶ）の中にピストン・クランク機構やモータなどか

ら構成される圧縮機本体（以下、駆動ユニットと呼ぶ）が

収納されている。モータを駆動してピストンを往復運動さ

せると、シリンダー内に吸入した冷媒ガスが圧縮され、そ

の後、冷凍サイクルの凝縮行程と膨張行程を経て庫内の空

気と熱交換が行われる。冷蔵庫の消費電力はこのような圧

縮機の運転にかかる割合が大きいため、省エネルギーの観

点からは、圧縮機をなるべく低回転数域で運転する必要が

ある 2)。このため、近年では、真空断熱材を利用して冷蔵

庫本体の断熱性能を向上させることで、低回転数域での運

転に対応した製品も開発されている 3)。しかしながら、現 
a)機械設計システム工学科准教授 

b)工学専攻大学院生（現 株式会社オーレック技術員） 

c)パナソニック株式会社アプライアンス社技術員 

d)九州大学大学院工学研究院機械工学部門教授 

e)教育研究支援センター技術職員 

在使用されている圧縮機では、固有振動数が比較的低い周

波数領域に多く存在しており、運転回転数が固有振動数に

近づくとピストンの質量に起因した不釣り合い力によっ

て大きな振動が発生する。その振動が冷蔵庫本体に伝達す

ると、騒音等を発生させる原因となり得るため、圧縮機を

低回転数領域で運転することが困難な状況となっている。 
 そこで、本研究では、レシプロ圧縮機の低振動化を実現

するとともに、運転領域の拡大を図るために、駆動ユニッ

トの支持方式として自立支持方式を新たに提案する。この

方式では、底面が球面形状のブロックを駆動ユニットの下

面に取り付けてシェルに直接設置する。そして、重力に基

づく復元モーメントを利用して駆動ユニットを自立 4)さ

せることで、固有振動数の低減化を図る。さらに、この方

式では、駆動ユニットに対して打撃の中心 5)を利用する。

これにより、球面とシェルとの接地点に作用する周期的な

摩擦力が最小化され、駆動ユニットからシェルへ伝達する

振動を抑制することができる。 
 本報では、不釣り合いモータを加振源として搭載した基

本モデルを対象として、自立支持方式の有効性について、

実験と数値計算の両面から検討する。 
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2. 自立支持方式の提案 

 

 従来の圧縮機では、図 1(a)に示すように、駆動ユニット

は比較的剛性の小さい 4 個のコイルばねによってシェル

内に支持されている。この系の固有振動数を低減して運転

領域から除外するには、コイルばねの剛性を小さくすれば

良い。しかしながら、コイルばねの剛性はすでに圧縮機本

体の自重を支え得る必要最低限の大きさとなっており、こ

れ以上に小さくすることは難しい。これに対して、本研究

では、以下のような自立支持方式を提案する。 
 自立支持方式では、図 1(b)に示すように、支持要素とし

てコイルばねを設置する代わりに球面形状のブロック（以

下、球面支持要素と呼ぶ）を駆動ユニットの下面に設置す

る。このとき、球面の曲率中心 O が駆動ユニットの重心 G
よりも上に位置すれば、駆動ユニットが安定な平衡状態と

なり、重力による復元モーメントによって駆動ユニットは

自立した状態を維持することができる。また、重力による

復元モーメントはコイルばねの反力による復元モーメン

トに比べて小さいので、従来のばね支持方式よりも駆動ユ

ニットに対する支持剛性が低くなる。さらに、接地点 Q
まわりの慣性モーメントは重心 G と接地点 Q 間の距離に

応じて大きくなる。自立支持方式では、これらの効果によ

って低回転数域に存在する駆動ユニットの固有振動数を

低減することが可能となる。 
 一方、駆動ユニットには、ピストンの往復運動によって

生じる不釣り合い力が水平方向に作用することによって、

接地点 Q を瞬間中心として転がり振動が発生する。この

とき、接地点 Q には周期的な摩擦力が作用するため、駆

動ユニットからシェルへ振動が伝達することになる。とく

に、不釣り合い力は回転数に応じて増大するので、高回転

数域では接地点 Q に作用する摩擦力が増大して伝達する

振動も大きくなってしまう。そこで、この振動伝達を抑制

するために、球面の接地点 Q に対して不釣り合い力の作

用点 P が打撃の中心となるように駆動ユニットを設計す

る。これにより、原理的には不釣り合い力が作用点 P に働

いても接地点 Q には摩擦力が発生しなくなるので、シェ

ルへ伝達される振動を最小限に抑えることができる。 
 以上のように、自立支持方式によれば、駆動ユニットの

固有振動数の低減化とシェルへの振動伝達の抑制とを同

時に実現することができる。以下では、単純な基本モデル

を対象として、自立支持方式の有効性について検証する。 
 
3. 基本モデル 

 

3.1 実験装置 
 図 2、3 に製作した基本モデルと実験装置を示す。まず、

駆動ユニットは、底面が球面体となっている球状ブロック

に支柱が立てられ、その支柱に 2 個の真鍮ブロック（ブロ

ック 1、ブロック 2）が取り付けられた構造となっている。

ブロック 1 には振動子として、不釣り合いモータを搭載し 
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(a) 圧縮機の構造（ばね支持方式） 
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(b) 自立支持方式 

図 1. 駆動ユニットの支持方法. 

 

図 2. 基本モデル. 
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図 3. 実験装置. 
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ており、不釣り合いおもりは水平面内で回転する。2 個の

ブロックは、それぞれ設置位置を変更することが可能であ

り、これにより不釣り合い力の作用点、重心の高さおよび

慣性モーメントの大きさを調整することができる。 
 また、基本モデルでは、シェルの代わりとして水平台（以

下，プレートと呼ぶ）を用い、その上に駆動ユニットを設

置している。プレートは、スライドガイドにより水平方向

のみ移動可能であり、両端はコイルばねで支持されている。

なお、駆動ユニットが鉛直軸まわりに回転することを防ぐ

ために、球面体とプレート間を板ばねで結合している。  
 
3.2 駆動ユニットの設計条件 
 図 4 に示す解析モデルを対象として、打撃の中心に基づ

く駆動ユニットの設計条件を導出する。図 4 に示すように、

駆動ユニットは一つの剛体として考え、プレートは質点と

して考える。駆動ユニットおよびプレートともに、鉛直水

平面で運動するものとし、この間に滑りは生じないものと

する。駆動ユニットの任意の位置に水平方向に作用する遠

心力タイプの加振源が存在するものとする。駆動ユニット

の質量を M 、駆動ユニットの重心回りの慣性モーメント

を GI とし、プレートの質量を m 、プレートを支持するば

ね定数（両側の合計）を k 、プレートの水平方向の変位を

x とする。さらに球面体の半径を a 、曲率中心 O と剛体

の重心 G 間の距離を s 、曲率中心 O と加振点 P 間の距離

を b とする。加振力の振幅は 2( )F U 、不釣合い量はU 、

加振角振動数は 、駆動ユニットの角変位は として取

り扱う。 
 角変位 を微小として駆動ユニットとプレートの運動

方程式を求めると、次式を得る。 

  2

( ) ( ) cos
( ) { ( ) }

( )cos

     


      
  


 G

M m x M a s kx F t
M a s x I M a s Mgs

F a b t

 

 


 (1) 

式(1)の右辺を零とした同次方程式を解くと、1 次および 2
次の固有振動数 1 2,n nf f が次のように求められる。 
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 式(2)からわかるように、固有振動数 1 2,n nf f の大きさは

1 2,  に依存する。このうち、 2 は駆動ユニットを置く

プレートを固定した場合（ 0x とした場合）の固有角振 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動数である。式(3)から分かるように、 2 の大きさは曲率

中心 O と重心 G 間の距離 s に依存する。このように、駆

動ユニットの重心の位置によって固有振動数の大きさを

変更できることが自立支持方式の特長である。 
 次に、式(1)の特解の加速度 x および角加速度は、次

式のように求められる。 

  cos , cos    xx A t A t  (4) 

ここに、 
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ここで、プレートに着目すると、式(5)より加速度振幅 xA の

右辺第 1 項の 1


xA は、分母分子ともに 4 のオーダーであ

る。そこで、固有振動数 1 2,n nf f を十分に低減した上で、

曲率中心 O と重心 G 間の距離 s を小さくすれば、 の増

加とともに 1


xA も小さくすることができる。一方、右辺の

第 2 項の 2


xA は、分母が 4 のオーダーに対して分子は 6
のオーダーであるため、 が大きくなると値（振幅）が

増大することになる。これを避けるためには、 2


xA の分子

の係数を零とすればよく、 2


xA を恒等的に零とすることが

できる。その条件式は次式となる。 

  ( )( ) 0 ( )( )       G GM a s b s I M a s b s I   (8) 

 接地点 Q に対して不釣り合い力の作用点 P が打撃の中

O

G

O¢

2
k

2
k

, GM I

x
b

s

a

m x

z  
図 4. 解析モデル. 

cosF t  
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心となるための条件式と同一である。作用点 P が打撃の中

心であれば、不釣り合い力が作用しても接地点 Q に摩擦

力が発生しなくなるので、駆動ユニットからプレートへの

振動伝達を抑えることができる。これも、自立支持方式の

特長である。 
 以上のように、プレートの振動を抑制するためには、接

地点が回転の中心となるように、式(4)を用いて駆動ユニ

ットの重心位置や慣性モーメント、および加振点の位置を

決定すれば良いことがわかる。 
 
4. 実験結果および数値計算結果 

 

4.1 打撃の中心による振動抑制効果 
 本実験では、図 3 に示すように、加振点の位置が

120 mmL となるようにブロック 1 を固定し、ブロック 2
の位置を調節することで重心位置を変更した。また、駆動

ユニットの下部ブロックの左端とプレートの左端に加

速度センサーを設置した。そして、振動子に印加電圧 2.0 
V または 3.0 V を与えて駆動させ、駆動ユニットとプレー

トの水平方向（ x 方向）の振動加速度を測定し、FFT アナ

ライザを用いて加速度を測定し、発生振動数を調べた。な

お、表 1 に系パラメータを示す。 
 図 5 に、駆動ユニットとプレートの振動加速度を測定し

た結果を示す。ここに、図中の横軸は曲率中心 O と重心 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

間の距離 s をとり、縦軸は加速度信号に対して周波数分析

を行って求めたパワースペクトルのオーバーオール値を

とっている。図中の矢印は、打撃の中心に関する条件式(4)
を満足する距離 s の位置を示している(左側：41.7 mm、右

側：56.7 mm)。また、実線は式(3)を用いて加速度振幅を数

値的に求めた結果である。 
 図 5 の駆動ユニットの結果を見ると、距離 s を変化させ

ても、振動加速度があまり変化していないことが分かる。

一方、プレートの結果を見ると、加速度振幅は距離 s の変

化に応じて大きく変化しており、とくに、加振点が接地点

に対する打撃の中心となるように距離 s を調節した場合

には、プレートの振動加速度が大きく減小しており、計算

結果とも良く一致している。 
 以上の結果から、打撃の中心を利用すれば、駆動ユニッ

トに生じる振動がプレートに伝達することを抑制できる

ことが分かる。 
 
4.2 ばね支持方式との比較 
 基本モデルに従来のばね支持方式を適用した場合と自

立支持方式を適用した場合とで振動応答の比較を行った。

図 6 にそれぞれの実験装置を示す。本実験では、実際の圧

縮機で使用されているゴム脚で支持された平板の上に 2
種類の支持方式によって基本モデルを設置した。表 2 は、

打撃試験によりそれぞれの固有振動数を測定した結果で

ある。この結果から自立支持方式では、ばね支持方式に比

べると固有振動数が大幅に低減されていることがわかる。 
 次に、与える印加電圧により振動子の回転数を 5 Hz か

ら 40 Hz の範囲で調整して、駆動ユニットとプレートの振

動加速度のオーバーオール値を測定した。得られた結果を

それぞれ図 7 および図 8 に示す。図中の破線は実験により

求めた固有振動数の位置を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1  System parameters 

M  [kg] 1.62 a  [m] 0.12 

m  [kg] 0.74 b  [m] 0.0 

k  [N / m] 144   

表2. 固有振動数の測定結果 [Hz] 

Order 1st 2nd 

Spring support 17.2 33.6 

Self-standing  0.9 2.1 
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図 5. 振動加速度の測定結果. 

 

(a) ばね支持方式 

 

(b) 自立支持方式 
図 6. 支持方式の違いによる比較. 
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 まず、駆動ユニットの結果を見ると、両者の結果に大き

な違いは無く、回転数が大きくなるにつれて振動加速度が

大きくなっている。一方、平板の結果を見ると、ばね支持

方式の場合では、固有振動数に対応する点で振幅が大きく

なっており、駆動ユニットが共振することによって平板の

振動が大きくなることがわかる。これに対して、自立型支

持方式の場合では、表 2 で示したように固有振動数が非常

に低いので実験を行った範囲では共振によるピークは現

れていない。また、全領域にわたって振動加速度が 0.1 m/s2

以下まで小さくなっている。 
 以上の結果から、自立支持方式では、固有振動数の低減

できるだけでなく、駆動ユニットから平板への振動伝達を

大域的に抑制可能であることが確認された。 
 
5. 結論 

 

 レシプロ圧縮機の低振動化を実現する目的として、駆動

ユニットの新たな支持方式である自立支持方式を提案す

るとともに、その有効性について検討した。その結果、自

立支持方式では、駆動ユニットの固有振動数を大幅に低減

することが可能であり、共振の発生を防止できることがわ

かった。さらに、打撃の中心を利用することによって、駆

動ユニットから平板への振動伝達を大域的に抑制できる

ことが確認された。 
 なお、本報では、簡単化のため、不釣り合いモータを用

いた基本モデルを対象としたが、レシプロ圧縮機のように、

ピストン・クランク機構を搭載した駆動ユニットに対して

も、自立支持方式の適用が可能であると考えられる。この

点については、今後の課題としたい。 
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図 7. 振動加速度の測定結果. 
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廃シリカゲルを再利用した 
セラミック基盤を持つコケ緑化基盤材の開発 

 
田中 絢子 a)・安井 賢太郎 b)・伊藤 健一 c) 

藤崎 稔 d)・木之下 広幸 e)

 
Development of Greening Material Composed of Moss and Porous 

Ceramic Containing Waste Silica 
 

Ayako TANAKA, Kentaro YASUI, Kenichi ITO,  
Minoru FUJISAKI and Hiroyuki KINOSHITA 

 
Abstract 

 
    To recycle silica byproducts and to moderate the heat-island phenomenon, a porous ceramic was prepared by 

mixing waste silica powder with clay and then firing the resultant mixture. The high water-absorption capacity of the 
ceramic was used to produce a greening material: a moss-covered porous ceramic. To examine the restraining ability 
of the temperature increase caused by solar-radiant heat on the moss-covered ceramic, the surface-temperature change 
of a moss-covered sample during solar-radiant-heat reception and the amount of water evaporated from the sample 
were measured simultaneously. To quantitatively investigate the influence of the water-evaporation heat on the 
temperature change of the moss-covered sample, the sample temperature change was simulated by performing a 
thermal-conductivity analysis and by considering the heat of evaporation using finite-element-methods analysis. The 
experimental results confirmed that the moss-covered sample that could absorb sufficient water could constrain the 
temperature increase caused by solar-radiant heat for a longer duration than the ceramic sample. The finite-element-
simulation results indicated that the restraining effect on the temperature increase by the moss-covered sample resulted 
from heat of water evaporation.  

 
Keywords:  Waste silica, Recycling, Moss-greening material, Radiant heat reducing effect 
 

 はじめに

シリカゲルは乾燥剤など様々な製品に用いられている。

しかし、製品の製造過程において副産物が生じており、そ

の有効利用が望まれている。一方、日本ではヒートアイラ

ンド現象の緩和が重要な課題となっている。 
現在、ヒートアイランド現象の緩和策として、建築物の

屋上緑化が推進されているが、緑化プラントの重量に制限

があること、設置コストが高いこと、植物の保守管理に手

間がかかること、さらに建築物の腐食防止対策を施す必要

があることなどの課題があり、その普及率は低い。 
このような状況から、著者らは、粘土と廃シリカゲルを

混合・焼成した高吸水性セラミックにコケを貼り付けた緑

化基盤材の開発を行った。コケによる緑化材は軽量である。

また、セラミック基盤にコケを貼り付けることで、屋上に

接着工法での設置が可能となると共に、コケによる建物の

腐食を防止できると考えられる。 
本報ではコケ緑化基盤材の特徴と課題、及び日射熱低減

効果について報告する。 
 
２．コケ緑化基盤材及び屋上緑化模擬試験設備

コケ緑化基盤材の作製

図 1はコケ緑化基盤材の作製方法を示す。粘土には緑泥
石を主要鉱物とする宮崎県産の粘土を用い、廃シリカゲル

には製品の製造過程で生じた副産物を用いた。 
まず、粘土に 0.2 mm以下の廃シリカゲルを 20%（mass %）
混合し、金型で圧縮成形した後、1000℃で焼成することに
よりセラミック板を作製した。次に、セラミック板の表面

に生分解性接着剤（クリコート C710）を塗布し、5 mm程
度の大きさのコケ粒を 1 m2当たり 500 g 貼り付けること
でコケ緑化基盤材を作製した。 
図 2は粘土と廃シリカゲルを混合・焼成したセラミック
の気孔率および吸水率を示す。粘土に廃シリカゲルを混合

a) 大学院工学研究科機械・情報系コース 
b) 工学部教育研究支援技術センター技術職員 
c) 国際連携センター准教授 
d) 富士シリシア化学（株） 
e) 工学教育研究部准教授 
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したセラミックは、廃シリカゲルの混合率が高くなるにつ

れて、気孔率ならびに吸水率が高くなる。この理由として

は、シリカゲル粒子が焼成・冷却過程において母材（粘土）

よりも収縮したことで、母材との間に空隙が生じたことが

考えられる。  
図 3は粘土と廃シリカゲルを混合・焼成したセラミック
の熱伝導率を示す。粘土と廃シリカゲルを混合・焼成した

セラミックはモルタルや粘土のみから作製したセラミッ

クよりも熱を通しにくい材料であることがわかる。このセ

ラミックをビルの屋上に設置した場合、その断熱性により

日射熱を屋内に通しにくくなる利点がある。 
 
セラミック成型用金型

コケ緑化基盤材には耐風雨性が求められる。すなわち、

多少の風雨があってもセラミック基盤材からコケが脱落

しないようにする必要がある。しかし、コケは明確な根を

持たないので、セラミック基盤材から剥がれやすいという

欠点がある。そこで、セラミック基盤材の表面形状につい

て検討した。

試行錯誤の結果、セラミック基盤材の表面に細かい凹凸

を設けると共に、周囲に縁を設けることで耐風雨性の向上

を図ることとした。しかし、まだ十分とは言えない状況に

あり、さらなる工夫が必要である。

また、凹凸のある金型を用いたことにより、型の転写性

や離型性の悪化、成型時間の増加等の新たな課題が生じた。

そのため、離型剤の効果や金型コーティングの効果、生産

性の高いセラミック基盤材のサイズについても検討する

必要があった。

接着剤の選定及び使用条件

本研究では、生分解性接着剤を用いてセラミック基盤材

にコケを貼り付けている。生分解性接着剤の役割は、コケ

緑化基盤材の作製当初において、コケを強制的にセラミッ

ク基盤材に接着することである。コケ緑化基盤材を作製後、

コケが成長しだしてからは、コケ自身がセラミック基盤材

に活着することを期待している。 
接着剤の選定とその使用条件が非常に重要である。コケ

が容易に剥がれないようにするためには接着力が強いほ
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Fig. 1 Manufacture of a moss-greening material 
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うが良いが、接着力が強すぎるとコケが枯れてしまう、或

いは成長しない等の不具合が生じる。本研究では、4種類
の接着剤について、接着剤の水溶液の濃度を数通り変えて

コケの接着試験を行い、比較的コケの生育状態が良かった

ものを選定した。しかし、接着剤の最適な使用条件を見出

すまでには至っておらず、今後の課題として残っている。

また、コケを貼り付ける作業の省力化も今後の課題である。 
  
屋上緑化模擬試験設備の作製

試作したコケ緑化基盤材の日射による温度上昇抑制効

果を確かめるため、また、先に述べたコケ緑化基盤材の課

題について検討するために、建築物の屋上緑化模擬試験設

備を作製した。図 4はその外観を示す。 
図 4(a)に示すように、同構造物は 4つの小部屋からなる。
各部屋の隔壁には断熱材を貼り、部屋間及び周囲との熱移

動ができるだけないようにしている。図 4(b)は屋上緑化模
擬試験設備が完成した状態の写真を示している。構造物の

上部（天板）は厚さ 30 mmのモルタル材である。 
天板の 4 つの区画にコケ緑化基盤材などの試料を設置
して、試料の表面や裏面の温度、構造物内部の温度、試料

から構造物内部への熱流などを測定する。図 4(c)の写真で
は、コケの種類が異なる緑化基盤材を構造物の 3区画に設
置している。 
なお、コケ緑化基盤材を屋上に設置した場合の日射によ

る温度上昇抑制効果を確かめるために、コケ緑化基盤材を

設置しない場合と比較する必要があるので、一区画にはコ

ケ緑化基盤材を設置していない。 
屋上緑化模擬設備には、日射計（LP PYRA02、デルタオ
ーム社製）及び自動散水を取り付けている。日射計により、

全天日射量と気温を常時測定できる。また、自動散水装置

により、任意の時刻に設定水量を無人で散水できる。 

３．実験方法及び有限要素解析の方法

実験及び有限要素解析の概要

コケ緑化材の日射による温度上昇抑制効果は、コケ緑化

材が乾燥している時と水分を含んでいる時では異なる ）。

この効果の違いは、コケ緑化材が水分を含むことで、比熱

や熱伝導率などの物理特性が変わること、及びコケ緑化材

に水分の蒸発熱が作用することが原因として考えられる。 
そこで本研究では、まず、水分を含ませた試料と乾燥さ

せた数種類の試料について、日射熱を受けている間の表面

と裏面の温度、及び裏面と床面間の熱流束の測定を行った。

また、試料温度に及ぼす水分の蒸発熱の影響について検討

するため、試料からの水分の蒸発量を同時に測定し、さら

に水分の蒸発率から蒸発熱を概算した ）～ ）。 
次に、水分を含んでいる試料の温度変化と蒸発熱との関

係について検討するため、実験から得られた蒸発熱に相当

する熱量が試料から熱交換により奪われるものと仮定し

て、有限要素計算により試料の温度をシミュレートし、水

分の蒸発熱による試料温度の低下幅について検討した。 
 
試料の表面温度及び水分の蒸発量の測定

実験には、吸水させたコケ緑化基盤材及びセラミック板、

乾燥状態のセラミック板及びモルタル板の 4 種類の試料
を用いた。試料の寸法はいずれも 150×150 mm、厚さ約 10 
mmである（コケ緑化基盤材については、コケの厚さは含
んでいない）。 
吸水させた試料は、屋外でほぼ飽和吸水させて実験に用

いた。コケ緑化基盤材とセラミック板の吸水量は、コケ緑

化基盤材が 150 g以上、セラミック板が約 60 gである。セ
ラミック板にコケを貼り付けることにより、吸水容量が大

幅に増加する。 
図 5は日射熱を受けている試料の表面と裏面の温度、裏
面と床面間の熱流束、及び水分の蒸発量の測定方法を示す。

試料の表面と裏面に被覆熱電対（DG-K-5m-Y 端子、アズ
ワン社製）を取り付けることによりその温度変化を測定し

た。また、試料直下の床面に熱流束センサー（HIOKI, Z2017）
を取り付けることにより、試料の裏面と床面間の熱流束を

測定した。なお、試料を設置した床面は厚さ 30 mm のモ
ルタル材で、その下は高さ約 800 mmの空間である。 
日射を受けている間の試料からの水分の蒸発量の測定

は、質量計（電子天秤 EK-6100i-K、エー・アンド・アイ社
製）の上に断熱材および遮熱シート（アルミ遮熱シート、

250×250 mm、厚さ 4 mm、アドホック社製）を敷いた上
で試料を置き、その質量変化を測定することで行った。測

Fig. 5 Measurement of sample temperature, heat flux 
between the sample and floor, and mass changes 

 
 

Sample

ThermocoupleHeat flux sensor

Mortar floor

Fig. 4 Rooftop greening model 
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定間隔は 10分である。その他に、日射計を用いて全天日
射量と気温を測定した。なお、試料周辺にアルミ遮熱シー

トを敷くことにより、試料以外の温度上昇をできるだけ抑

えている。  
 

有限要素解析の方法

図 6 は有限要素解析モデルを示す。また、表 1 は計算
条件を示す。有限要素解析には汎用有限要素法コード

Marc-Mentat を用いた。解析モデルは実験に用いた試料の
断面に相当する。AB 間に日射による一様熱流束 Q1を、

AB、BC、DA 間に試料と空気との熱伝達による一様熱流
束Q2、及び水分の蒸発により吸収される熱流束Q3を分布

させている。水分の蒸発による熱流束 Q3は、まず単位質

量当たりの水の蒸発熱を 2400 kJ/kg と近似し、実験から
得られた水分の蒸発率と単位質量当たりの蒸発熱を掛け

合わせることにより単位時間当たりの蒸発熱を求め、さ

らに、試料の底面を除く面積で単位時間当たりの蒸発熱

を割ることにより求めた。 
 
４ 結果及び考察

コケ緑化基盤材の日射熱低減効果

図 、 は試料の表面と裏面の温度変化を示してい

る。図中には、外気温ならびに日射強度（ ）を併せて

示している。この日の午前中は晴れで、午後は曇り時々晴

れであった。各試料の表面温度変化を比較すると、乾燥状

態のセラミック板とモルタル板の表面温度は全期間同等

である。一方、吸水状態のセラミック板は、 時間程はコ

ケ緑化基盤材と同等の温度であるが、その後はコケ緑化基

盤材よりも高い温度になっている。試料の裏面温度は概ね

表面温度と同じように変化しているが、コケ緑化基盤材と

他の試料との温度差は相対的に大きくなっている。以上の
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Fig. 7 (a) Front and (b) rear surface-temperature changes of samples, (c) amount of water evaporated from samples and 
(d) water evaporation rate 

 
Table 1 Computational conditions 

 Mortar Ceramic 

Density (kg m -3) 2238 1800 
Specific heat (J kg−1 K−1) 900 620 

Thermal conductivity (W m−1 K−1) 0.86 0.38 
Coefficient of heat transfer between a 

sample and air (W m−2 K−1) 55 

Solar radiation (W m−2) measured values 
Air temperature (K) measured values 
Thermal emissivity  0.9 

 

Fig. 6 FEM model 

Solar radiation Q 1

Heat of water evaporation Q 3

Q 3 Q 3

Heat transfer between the sample and air Q 2

 Q 2  Q 2SiO2/clay ceramic base

Moss

Reflected light

Heat conduction

A B

(Mortar floor) 10 mm
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結果から、コケ緑化基盤材の日射による温度上昇抑制効果

を確認できた。

図 、 は、コケ緑化基盤材及びセラミック板の水

分の累積蒸発量及び蒸発率を示す。コケ緑化基盤材では日

中を通して水分の蒸発が起こっているが、セラミック板で

は 時間程度で水分の蒸発が止まったことがわかる。これ

は試料の吸水容量の違いによる。この結果から、吸水させ

たセラミック板の表面温度が途中から急激に上昇し、乾燥

状態のセラミック板とほぼ同じ温度になった原因は、試料

の水分が蒸発してしまい、蒸発熱が作用しなくなったこと

が考えられる。

図 8 は試料の裏面と床面間の熱流束の測定結果を示す。
乾燥状態のセラミック板とモルタル板は日射強度に依存

して裏面と床面間に比較的大きな熱流が生じている。一

方、吸水状態のセラミック板は 5 時間程度、コケ緑化基
盤材は全期間を通して裏面と床面間にはほとんど熱移動

がないことがわかる。この結果から、コケ緑化基盤材を

ビルの屋上に設置することで、屋内温度の低減を図るこ

とができるものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コケ緑化基盤材の蒸発熱による温度低減効果 
図 9(a)は吸水させたコケ緑化基盤材とセラミック板に
ついての単位時間、単位面積当たりの水分の蒸発熱を示

す。先に述べたように、水分の蒸発熱は、まず単位質量当

たりの水の蒸発熱を 2400 kJ/kg と近似し、実験から得ら
れた水分の蒸発率と単位質量当たりの蒸発熱を掛け合わ

せることにより単位時間当たりの蒸発熱を求め、次に、試

験片の底面を除く表面積で単位時間当たりの蒸発熱を割

ることにより求めている。 
この水分の蒸発熱が試験片から奪われるものと仮定し

て、FEM 計算により試料温度をシミュレートした。その

結果を図 9(b)に示す。FEM 計算結果は実験結果と概ね一

致していることがわかる。この結果から、コケ緑化基盤

材の表面温度が他の試料よりも低くなった原因は、蒸発

熱の作用であると考えられる。また、試料からの水分の蒸

発率を測定することにより水分の蒸発熱を概算し、その

蒸発熱に相当する熱量が熱交換により試料から奪われる

ものと仮定して FEM計算により試料の温度変化をシミュ

レートすることで、水分を含んでいる試料の蒸発熱によ

る温度低減効果を定量的に明らかにすることができるも

のと考えられる。 
 
５ おわりに

粘土と廃シリカゲルを混合・焼成したセラミックにコケ

を貼り付けた緑化基盤材の日射による温度上昇抑制効果

を明らかにした。 
本研究の一部は公益財団法人宮崎県産業振興機構によ

る平成 27年度「環境リサイクル技術開発・事業化支援事
業」によることを記して感謝の意を表します。 
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Fig.9 (a) Heat of water evaporation on samples and  
(b) sample-surface-temperature simulated by 
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太陽熱発電用レシプロエンジンの改良 
（水蒸気駆動時のコントローラビリティの改善） 

 
安在 晋太郎 ・友松 重樹 ・長瀬 慶紀 ・林 則行

前田 順登 ・楠原 厚志

 
Improvement of reciprocating engine for solar thermal power generation 

(Improvement of controllability under steam driven condition) 
 

Shintaro ANZAI, Shigeki TOMOMATSU, Yoshinori NAGASE, Noriyuki HAYASHI, 
Naoto MAEDA, Atsushi KUSUHARA 

 
Abstract 

 
Solar thermal energy attracts attention as one of renewable energy source. In the previous study, a reciprocating 

engine was modified to a compressed air engine for solar thermal power generation. The purposes of this study are an 
improvement of engine performance and controllability under superheated steam driven condition. In order to improve the 
engine performance, cam profile for intake and exhaust valve was redesigned. After modifying superheated steam 
generator for improvement of controllability, engine performance test was done. From the results of the test, the maximum 
lift of the intake valve was increased from 1.50 mm to 4.67 mm, however, the engine speed in no -load condition did not 
increase. Increasing the working angle of the intake and exhaust cam caused the increase of indicated work. In experiments 
under the superheated steam driven condition, the controllability of the engine was improved by improvement of the 
superheated steam generator, and the brake power was larger than the power consumption of the pump as the drive energy 
of the engine. As a result, it is found that the improved reciprocating engine can be applied to the solar thermal power 
generation. 

 
Keywords:  Solar thermal power generation, Compressed air engine, Valve timing 

 

 緒論

現在、我々の生活に電力は必要不可欠になっており、

発電の過程で化石燃料の枯渇、温室効果ガスによる大気

汚染、原発問題などの環境問題がある。これらの環境問

題解決のために、再生可能かつ環境に悪影響を与えない

新しいエネルギの研究が世界的に行われている。再生可

能なエネルギの中でも安定的なエネルギ供給の可能性を

秘めているのが太陽熱発電である。 
太陽熱は太陽より得られるエネルギであり、半永久的

なエネルギの供給が可能で、環境に与える影響も少なく

することができる。太陽熱発電は、太陽光より得られる

熱エネルギで蒸気を生成させ、生成した蒸気によってタ

ービンを回し、発電するシステムである。蓄熱システム

を太陽熱発電に組み込むことで、雨天時や夜間で日射が

得られない場合でも安定した発電供給が可能になる。 
太陽熱発電に使用するための原動機として、圧縮空気

エンジンを適用する。圧縮空気エンジンの最大の利点は 
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・助教 

c) 機械設計システム工学科・教授 

d) 電気システム工学科・教授 

e) 中越パルプ工業株式会社 

排出ガスが空気のみであることや、構造が単純かつ小型

であるため、製造、維持、メンテナンスにかかるコスト

が低いなどの利点がある。 
圧縮空気エンジンについてはこれまでにいくつかの研

究 1-7)がなされているが、昨年度まで本研究室で行われて

いた研究として、圧縮空気エンジンに加熱した空気を供

給した場合の効果を調査した研究 8)がある。そこでは、供

給圧力 0.3 MPaG 全負荷で圧縮空気エンジンの性能実験
を行っており、加熱空気供給時の図示効率は約 14.0 %で、
総合効率は 4.0 %という結果が得られている。供給する空
気を加熱することで、空気を圧縮するコンプレッサが単

位時間あたりに行う仕事を減らすことができ、コンプレ

ッサの消費電力に対する軸出力の割合は非加熱の場合

3.2 %から空気を加熱することで 6.5 %に向上できること
が分かっている。 

また、供給する作動流体を加熱空気と過熱蒸気で比較

を行った研究 9)がある。研究結果としては、圧縮空気を供

給するコンプレッサ、または水を供給するポンプの消費

電力に対する、エンジンの軸出力との比は過熱蒸気を供

給した方が良いという結果が得られた。 
太陽熱発電は蒸気タービンを用いて発電するのが一般

的である。蒸気タービンは熱効率が高いことで知られ、

火力発電や原子力発電においても積極的に利用されてい
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る。しかし、高効率化のためには設備を大規模なものに

する必要がある。規模の大きな蒸気タービンを駆動する

にはそれ相応の蒸気供給量が必要となり、十分な敷地面

積が得られるような状況でしか使用できず、比較的小規

模な太陽光集光装置を用いて発電を行う場合には適さな

い。また、タービンシステムは高価である上に構造が複

雑であり、設備保守にも高いコストがかかるなど、課題

も多い。 
そこで、本研究の目的は、圧縮空気エンジンの高回転

化、高効率化を目指した改良をすること、圧縮空気エン

ジンに過熱蒸気を供給する蒸気発生装置を設計・製作し、

過熱蒸気駆動時でのコントローラビリティを改善するこ

と、および過熱水蒸気駆動時での出力や効率を検討し、

太陽熱発電への水蒸気駆動時の太陽熱発電用レシプロエ

ンジン適用の検討を行うことである。 

 圧縮空気エンジン

圧縮空気エンジンの原理 
本研究で使用したエンジンは、小型発電機用の 4サイ

クルガソリンエンジンを圧縮空気で駆動するために改造

されたものである。4サイクルガソリンエンジンは、給気、
圧縮、燃焼、排気の 4行程で駆動されるが、圧縮空気エ
ンジンではシリンダ内で燃料を燃焼させないため、圧縮

と燃焼の行程が省かれている。圧縮空気エンジンはシリ

ンダ内の燃焼ガスの圧力ではなく、給気される高圧の新

気によってピストンを押し下げる。図 1に実線でレシプ
ロ蒸気機関の理想的な P-V線図を示す。レシプロ蒸気機
関は、1で給気バルブが開き、2まで等容変化する。2か
ら給気を行い、3で給気バルブを閉じる。その後 3から 4
まで断熱膨張し、4で排気バルブが開くと 5まで等容変化
する。最後に 5から排気を行い、1で排気バルブを閉じる。
このサイクルの連続でエンジンは駆動する。 

圧縮空気エンジンの理論熱効率 
実験装置と同じ排気量80 cm3の発電機のエンジンを

参考に蒸気エンジンの出力および理論熱効率を算出し

た。表 1にエンジンの主要諸言を示す。断熱の式やボ
イル・シャルルの法則等を用いて図 1の 1から 5まで
の各行程における過熱水蒸気の状態を求めた。エンジ

ンの理論熱効率 ηthは 1行程あたりの仕事 L [kJ]、流入
エンタルピ hinから以下の式で示される。 

(2－1) 

  

 
 
式(2－1)において、各値は以下のようになっている。
添え字は図 1における各状態の数字に対応している。 
質量流量[g/s]：m3 = 0.13 定圧比熱[kJ/(kg・K)]：cp = 2.09 

圧力[MPa]  ：P1 = 0.1、P2 = 0.42、P3 = 0.42、P4 = 0.25 
容積[cm3]   ：V1 =V2=11.40、V3 = 49.00、V4 = 91.00 
温度[K]    ：T1 = 300、T3 = 706、T4 = 598 
計算の結果、このエンジンでの理論熱効率は 22.8 %とな
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 実験装置および実験方法

実験装置全体の構成 
実験装置全体の概略図を図 2に示す。コンプレッサか
ら圧縮空気を送り、冷却部にて空気を冷やす。この冷却

部は、長時間駆動した場合にコンプレッサから供給され

る空気の温度が上昇し、流量計の最高使用温度である

60 ℃を超えないようにするために設けてある。レギュレ
ータで供給する空気の圧力を設定し、流量計で測定した

質量流量を 0 ℃、1 atm に換算した体積流量を表示する。  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 図 2.  実験装置概略図. 

図 1.  レシプロ蒸気機関の理論的な P-V線図 
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表 1.  エンジンの仕様 

Engine type 2 stroke
Bore × Stroke　[mm] 48.6×43.0
Connecting rod length　[mm] 76.3
Stroke volume　[cm3] 79.77
Clearance volume　[cm3] 11.4
Compression rate 8
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サージタンクは、エンジンの圧力変動が流量計にまで達

して、流量計の測定値が変動しないように取り付けてあ

る。ポンプから送られた水は、気化過熱部で過熱蒸気に

なりエンジンに送られる。エンジンの給気ポート前に蒸

気の温度が目標温度に上昇するまで蒸気を大気開放する

ためのゲートバルブが設けてある。このゲートバルブを

締めることによってエンジンが駆動し始める。 
 
カムの改良 

圧縮空気エンジンの高回転化を目的としてカムの改良

を行った。以下は(1)昨年度まで使用していた改良前のカ
ムと(2)最大リフト量を可能な限り大きくしたカムと(3)今
年度最終的に設計製作した改良後のカムについてである。

それぞれのカムの仕様は表 2 に示し、カムプロフィール
の比較を図 3に示す。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1)改良前のカム 
改良前の給気カムの実効作用角は 80 deg.で最大リフト

量は 1.5 mm、排気カムの実効作用角は 180 deg.で最大リ
フト量はオリジナルの排気カムと同じ 4.3 mmある。給気
バルブが閉じるときに、バルブがバルブシートに当たる

衝撃が振動として圧力波形に出てしまうことの対策とし

て、バルブ開閉時の加速度が小さくなるようにカムプロ

フィールに緩衝曲線が付加してある。  
(2)カム山高さが作図できる最大の給気カム 
給気カムの最大リフト量を設計できる範囲で最大にし、

シリンダ内に入る空気を増加させることで、回転数にど

のような影響が出るのかを目的として改良を行った。最

大リフト量は 4.67 mmとなった。 
この給気カムの改良により圧縮空気エンジンの回転数

にどのような影響を与えるのかを、供給圧力 0.3 MPaGで
改良前と比較した。(1)のカムの場合の回転数が 3050 rpm
なのに対し、(2)の場合は 2700 rpmとなった。このことか
ら、リフト量を大きくしても回転数は上がらないことが

分かった。回転数が減少した理由としては、リフト量が

大きすぎるとバルブを押す力も大きくなり、これが機械

的なロスになっていることが考えられる。 
(3)改良後のカム 
最終的な改良後のカムを用いた P-θ線図、P-V線図を図

4、図 5に示す。(2)カム山高さが作図できる最大の給気カ
ムの結果から給気カムの最大リフト量は改良前と同様に

1.5 mmにした。 
図 4の P-θ線図中の①部分の TDC後の圧力上昇を早く

するために改良前より 7 deg.早く開くように設計した。ま
た、図 5 の P-V 線図中の②部分の断熱膨張後に負圧とな
る区間をなくすために改良前より 3 deg.遅く閉じ終わる
ように設計した。その結果、実効作用角は 90 deg.となり
改良前より 10 deg.広くなった。 
改良前の排気カムは TDC前に実行作用角分の排気が終
了しており、ピストンの上昇によって空気が圧縮されて

圧力が上昇している。この改良点としては、閉じ終わり

を 10 deg.遅くすることによって図 5の P-V線図中の③部
分のように理論 P-V線図に近づけることができた。この
改良により、排気カムの実効作用角は 170 deg.となった。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 2.  カムの仕様. 

Before Lift max After

Intake φ 20 φ 16.8 φ 20.8

Exhaust φ 17.2 φ 17.2 φ 17.4

Intake 1.5 4.67 1.5

Exhaust 4.3 4.3 4.3

Intake 80 80 90

Exhaust 160 160 170

Base circle
[mm]

Lift [mm]

Effective
working angle

[deg.]

図 3.  カムプロフィール. 
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図 4.  P-θ線図とバルブリフト曲線. 
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Superheating 
 part 

蒸気発生装置 
昨年度までの問題点を改善するために今回新たに設計

した蒸気発生装置の写真を図 6に、蒸気発生装置の展開
図を図 7に示す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
水を予熱するための予熱部、水を飽和蒸気にするため

の気化部、飽和蒸気を過熱蒸気にするためのつづら折り

状の過熱部からなる。飽和蒸気が流れる気化部と過熱蒸

気にするための過熱部を分けることにより、昨年度の問

題点であった水が連続的に沸騰しないことへの改善を図

った。予熱部は、2基のラバーヒータによりペール缶に入
っている水の温度を 75 ℃程度に保ち、この温水に外径
16.1 mm、全長が 10 mのステンレスフレキパイプを螺旋
状に曲げて入れた。これにより、ポンプから供給された

水は約 65 ℃の温水で気化部へ供給できる。 
気化部は、ステンレスの 1B の長ニップル、ソケット、

エルボで製作した。気化部の長さは約 4 mである。温水
は気化部上部に取り付けられた銅パイプから放出する。

この銅パイプは先端を塞ぎ、水平方向に 0.5 mmの穴が 6 

箇所空いている。銅パイプから噴射された水は気化部壁

面に当たることで霧状になる。また壁面を伝って水が流

れることで瞬時に飽和蒸気になるようにした。 
気化部を出た飽和蒸気は過熱部へ送られる。過熱部は

昨年度同様、ステンレスの 1/4Bの長ニップル、丸ニップ
ル、ソケットで製作した。過熱部の長さは約 7.4 mである。
水は以上のような全長約 11.4 mの蒸気発生装置を通って
加熱される。蒸気発生装置とエンジンはフレキ管で接続

されており、フレキ管はイソウールブランケットを用い

て断熱してある。 
 
実験方法 

実験方法は、はじめにポンプから送られる水を予熱す

るためのペール缶にお湯を入れる。給水装置の管路の圧

力が 0.5 MPaG になるようにバルブを絞りながらブルド
ン管圧力計を調節する。蒸気発生装置に空気のみを流し

てエンジンポートの温度が目標温度になるまで空気を加

熱する。空気が目標温度に達したら、エンジン暖機のた

め一度蒸気抜きのバルブを閉じて加熱空気のみの供給で

エンジンを駆動する。排気温度が 100 ℃以上になったら
エンジンの駆動を止めてバルブクリアランスが 0.04 mm
以下になるように調節する。暖機後のバルブクリアラン

スを調整したら、一度空気の供給を止め、給水部の流量

計が 300 cc/min を示すように調節して蒸気発生装置への
給水を開始する。過熱蒸気の温度が 500 ℃程度に達した
ら、蒸気抜き用のバルブを閉じてエンジンの駆動を開始

する。発電機によって全負荷を与え、ポート圧力、給気

温度、回転数を実験条件と合わせたらデータの収録を開

始する。 
 
実験条件 

実験条件は負荷実験の際にポート圧力が実験条件の

0.32 MPaG、給気温度が 500 ℃、回転数は 4000 rpmにな
るように負荷をかけてデータの収録を行った。回転数が

2000 rpm程度まで下がるとオルタネータが発電しなくな
り、負荷をかけられなくなるため、余裕を持って回転数

を 4000 rpmに設定した。試運転を水の供給量を 300 cc/cm3

で行った際に回転数が 4000 rpm に達し、給気温度は

500 ℃に達したためこれを設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaporizing part (4 m) 

Superheating 
part 

（7.4 m） 

Superheated 
steam exitWater injection port 

図 7.  蒸気発生装置の展開図. 

表 3.  実験条件. 

 

図 6.  蒸気発生装置の写真. 

 

Vaporizing 
part 

Preheating part 

Working fluid Heated air Superheated
steam

Port pressure [MPaG]

Temperature [˚C]

Sampling interval [μs]
Number of sampling

cycles

0.32

500

500
20
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 実験結果および考察

実験結果を表 4に、500サイクルをアンサンブル平均し
た P-θ線図、P-V線図をそれぞれ図 8、図 9に示す。 
実験の結果、加熱空気を流した場合よりも過熱蒸気を

流した場合の方が出力は大きいことが分かった。その理

由として以下のようなことが考えられる。 
断熱変化の式より、断熱膨張前の圧力、体積を P1、V1、

断熱膨張後を P2、V2とすると 
 
 
 
となる。作動流体はシリンダ内で断熱膨張を行うため、

V1 ＜V2となる。これにより式(4－1）は κ の値が大きく
なるほど P2の値は小さくなる。過熱蒸気は κ = 1.27(10)、

空気は κ = 1.4(11)であるため、同じ体積を断熱膨張した場

合、圧力の低下は過熱蒸気の方が小さくなる。この結果、

図 9 に示すように断熱膨張の曲線の傾きが過熱蒸気の方
が緩やかになり、P-V線図の面積が大きくなり、図示仕事
が増加することで出力が大きくなったと考えられる。ま

た、加熱空気の場合は BDC付近で給・排気バルブ共に閉
じている状態で断熱膨張が行われるため、圧力が負圧に

なっている。しかし、過熱蒸気の場合は断熱膨張の曲線

の傾きが緩やかなため負圧になることはなかった。 
質量流量[kg/s]は 0 ℃、1 atm における体積流量[m3/s]

と密度の積として求めた。充填効率は計算の結果、加熱

空気の場合 0.8、過熱蒸気の場合 1.1となった。過熱蒸気
の場合に 1 を超えているが、これは一般的なガソリンエ
ンジンとは異なり、圧縮された過熱蒸気を供給している

ため、過給機を使用していることと同じであるからであ

ると考えられる。 
軸出力[W]は、過熱蒸気を供給した方が大きくなってい

るが、これは過熱蒸気の方が回転数が大きいからである

と考える。負荷を上げる際に 4000 rpmになる前にオルタ 

ネータでかけることのできる負荷が最大に達したため、

回転数を 4000 rpmに合わせることができなかった。 
図示仕事は図 9 の P-V 線図の面積であり、加熱空気の

場合 9.1 J、過熱蒸気の場合 13.8 Jとなった。過熱蒸気の
方が 66 %上回った。これは式（4－1）の比熱比の違いに
より断熱膨張の傾きが緩やかになったことによる影響で

あると考える。 
図示仕事率は、図示仕事と回転数の積として求めた。

加熱空気よりも過熱蒸気の方が図示仕事、回転数ともに

大きいため、図示仕事率も過熱蒸気の方が 379 W上回っ
た。 
図示効率は図示仕事をエンジンへの単位時間あたりの

流入エンタルピで除して求めた。流入エンタルピは加熱

空気の場合は 2770 W、過熱蒸気の場合は 8510 Wとなっ
た。その結果、図示効率は加熱空気の場合が 22 %、過熱
蒸気の場合が 12 %となった。 
機械効率は軸出力を図示仕事率で除して求めた。加熱

空気の場合は 18.7 %、過熱蒸気の場合は 23.8 %となった。  
作動流体を供給するために消費した電力をエンジンの

軸出力で割ることで総合効率を求めた。総合効率の計算

結果を表 5 に示す。本実験で使用したコンプレッサは、
圧力の変化に伴い間欠的に運転されるため、駆動と休止

を合わせて 1サイクルとして、4サイクルの平均を実験時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4－1） 

表 4. 実験結果一覧. 

 Working fuild Heated air
Superheated

steam

Volume flow rate 255 NL/min 300 cm3/min
(Water)

Mass flow rate [kg/s] 5.50×10-3 5.00×10-3

Chaging efficiency [%] 0.8 1.1
Engine speed [rpm] 4000 4300

Torpue [N・m] 0.27 0.52
Brake power [W] 113 234
Indicated work [J] 9.1 13.8

Indicated power [W] 607 986
Inflow enthalpy [W] 2770 8510

Indicated efficiency [%] 21.9 11.6
Mechanical efficiency [%] 18.7 23.8 図 9. P-V線図. 
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表 5.  総合効率. 

 

の消費電力とした。コンプレッサの消費電力は 2530 Wで
あった。ポンプの消費電力はほぼ一定であるため安定し

て動作している状態で 4 分間の平均として消費電力を求
めた。ポンプの消費電力は 220 Wとなった。 
計算の結果、過熱蒸気の場合に軸出力に対する消費電

力の比が 1 を超えたため消費した電力よりも多くの電力
を発電できていることになる。すなわち発電機としての

役割を果たせていることになる。水の過熱蒸気化が太陽

熱を利用して行うことができれば、太陽熱発電用レシプ

ロエンジンは有効であるといえる。 
 

 
 結論

 
圧縮空気エンジンの高回転化、高効率化を目指した改

良を行い、圧縮空気エンジンに過熱蒸気を供給するため

の蒸気発生装置を設計製作し、過熱蒸気駆動時でのコン

トローラビリティを改善すること、および過熱水蒸気駆

動時での出力や効率を検討し、以下のような結論を得た。  
 
1) 給気カムの最大リフト量を大きくしても回転数の向上
に効果はなく、かえって機械的な抵抗になり回転数は小

さくなることが分かった。また、給・排気カムの作用角

を広げたことで P-V線図を理論的な P-V線図に近づける
ことができた。 

2) 気化・過熱装置を予熱部と気化部とつづら折り状の過
熱部と分けることで水を連続的に沸騰させることがで

き、過熱蒸気を安定した圧力で供給することができた。

これにより過熱蒸気駆動時でのコントローラビリティ

を改善することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 加熱空気と過熱蒸気による駆動実験を行った結果、過
熱蒸気での駆動の場合に空気と水蒸気の比熱比の違い

により断熱膨張曲線の傾きが緩やかになり、図示仕事が

大きくなることが分かった。また、過熱蒸気駆動時に軸

出力が太陽熱発電用レシプロエンジンの入力であるポ

ンプの消費電力よりも大きくなったことから，太陽熱発

電のために利用できる可能性があることが分かった。 
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n-および p-Si基板のライフタイムと 
光照射時のキャリアタイプの反転による 

太陽電池特性への影響 
 

髙内 健二郎 a)・立神 秀弥 a)・松田 真輝 a)・碇 哲雄 b)・西岡 賢祐 c)・福山 敦彦 d) 

 
Lifetimes of n- and p-Si substrates  

and effect of carrier type inversion under light irradiation  
on solar cell characteristics 

 
Kenjiro TAKAUCHI, Shuya TATEGAMI, Naoki MATSUDA, Tetsuo IKARI, 

 Kensuke NISHIOKA, Atsuhiko FUKUYAMA 
 

Abstract 
 

We carried out the Hall measurements of n- and p-Si wafer under the concentrated sunlight irradiation to discuss 
the effect of large amount of carrier generation. The Hall mobility decreased linearly with increasing the sunlight 
concentration, and this decrease in mobility was caused by an increase of simultaneously-formed carriers (electron and 
hole). In this analysis, two additional points was found; one was that carrier type inversion was occurred only in p-Si 
sample even at low sunlight concentration, and the other was an amount of generated electron was 10 times larger than 
that of hole. This was explained by the numerical analysis by considering the difference in mobility of electron and 
hole when a large amount of carrier generated. To investigate the difference in the amount of generated electron and 
hole, we carried out the lifetime measurement of n- and p-Si wafer. We found that n-Si has extremely longer lifetime 
than that of p-Si. These experimental results will explain the fact that an amount of generated electron was 10 times 
larger than that of hole. 

 

Keyword: Hall measurement, Lifetime measurement, Si wafer, Photo-generated carrier, inverted 
 

1. はじめに 

 

近年、再生可能エネルギーを利用した電源として高効

率な集光多接合型太陽電池が注目されているが 1)、集光

時の変換効率が理論効率に比べて低いことが課題である

2)。これは、集光動作時に太陽電池の温度上昇に伴う半導

体材料のバンドギャップ減少に起因する開放端電圧の減

少が原因と一般的に考えられており、実験的報告もある

3)。しかしながら、近年の集光多接合型太陽電池のセル温

度制御の精度は高く、実際の変換効率が理論効率より低

い要因としては十分ではない。これに対して我々は、太

陽光吸収によって形成された光励起キャリアに着目し、

その後のキャリア回収過程に劣化の原因があるのではと

考えている。そこで、これまでに物性値が既知である n-
および p-Si基板に集光された疑似太陽光を照射しながら
Hall測定を行い、集光照射時の Hall移動度について議論
した。その結果、集光量増加に従い、Hall 移動度が減少
することが分かり、この原因を 2種類の光励起キャリア 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生  

b) 電子物理工学科特任教授 

c) 環境・エネルギー工学研究センター教授 

d) 電子物理工学科教授 

の増加によるものと結論付けた 4)。しかしながら、その中

で説明出来なかった点が二つ明確になった。一つ目は、

不純物濃度が低い試料では集光量を増加させると Hall測
定ができなくなることである。これは太陽電池構造にお

いても低不純物濃度の材料を用いると不具合を生じる可

能性があり、太陽電池への応用を考える上で明らかにす

る必要があると考えられる。二つ目は、算出された光励

起キャリア濃度 (Δ𝑛𝑛とΔ𝑝𝑝) が n型と p型で異なり、Δ𝑛𝑛が
Δ𝑝𝑝よりも約 10倍大きい値となったことである。一般に、

光照射によって形成されるキャリア数は同じであると予

想され、導電性の違いによる反射率や光吸収係数に大き

な差はない。つまり、光励起キャリアが形成された後の

緩和過程、特にキャリア再結合の速さに違いがあること

が考えられる。本研究では一つ目の課題の不純物濃度が

低い試料は集光量を増加させると測定ができなくなるこ

とについても、Hall 移動度を減少させた 2 種類の光励起

キャリアが増加することが関係していると考え、集光照

射可能な Hall 効果測定システムを n-および p-Si に適用

し、その際のキャリア濃度変化を解析し議論した。また、

二つ目の光励起キャリア濃度が n型と p型で異なったこ

とについて、n-および p-Si のライフタイムを測定し議論
を行った。 
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2. 実験方法 

 

本研究で用いた試料は前回報告 4)と同様に CZ 法で成
長させた n型及び p型単結晶 Siで、表 1に示すようにド
ーピング濃度の異なる計 4 種類の試料を用意した。Hall

効果測定には前述した、集光量を増加すると測定不能と

なった低不純物濃度試料である n-Si-1および p-Si-1を用
いた。またライフタイム測定には、光励起キャリア濃度

の値が異なって算出された n-Si-2および p-Si-2を用いた。
Hall 効果測定を行うために必要な電極として真空蒸着法
により試料表面の四隅に Al電極を作製した。光源は光量
調節可能なソーラーシミュレーターを使用し、照射光量

範囲は 0から 16 sunsとした。光照射による試料の温度上
昇を防ぐために、冷凍機を作動させて温度制御を行った。

さらに熱の蓄積を防ぐため測定ごとに 15 分間のインタ
ーバルを設定した。 
ラ イ フタ イ ム測 定に は μ-PCD (microwave photo 

conductivity decay) 法を採用した。この方法は試料へのレ
ーザ照射によって生じたキャリアによる導電率の変化を

マイクロ波の反射波を用いて検出するもので、その反射

強度の時間変化からライフタイムを求めることができる。

励起光の波長は904 nmであり、測定は室温で行った。1つ
の試料について2カ所でデータ取得を行い、測定データの
妥当性を確認した。 
 
3. 研究結果と考察 

 
3.1 キャリアタイプ反転 

図 1および 2に n-Si-1および p-Si-1の集光照射下での
キャリア濃度測定結果を示す。p-Si-1は 4 suns照射以降
に p型から n型に導電型が反転する結果が得られた。一
方、n-Si-1では 9 suns以上の集光照射下で装置の検出限
界により Hall電圧の取得が出来なかったが、p-Si-1で見
られたような導電型の反転は起こらなかった。Hall効果
測定の導電型の判定は Hall係数の符号に起因するた
め、Hall係数に着目して議論した。Hall係数は式(1)に
示す 2種類のキャリアが存在する場合の式に対して、光
励起キャリア発生を考慮したものを用いた。 

𝑅𝑅H =
(𝑝𝑝0 + Δ𝑝𝑝)𝜇𝜇h2 − (𝑛𝑛0 + Δ𝑛𝑛)𝜇𝜇e2

𝑒𝑒{(𝑝𝑝0 + Δ𝑝𝑝)𝜇𝜇h + (𝑛𝑛0 + Δ𝑛𝑛)𝜇𝜇e}2
 ⋯ (1) 

ここで、𝑝𝑝0および𝑛𝑛0は不純物濃度、Δ𝑝𝑝およびΔ𝑛𝑛は光励起
キャリア濃度、𝜇𝜇hおよび𝜇𝜇eはそれぞれ正孔および電子の
移動度、𝑒𝑒は電気素量である。この式(1)を用いて、不純物
濃度に対して光励起キャリアがどれだけ生成されると反

転するかを算出した。まず、n型については𝑁𝑁を不純物濃
度に対する光励起キャリアの生成割合と定義し、  

Δ𝑛𝑛
𝑛𝑛0

= 𝑁𝑁 ⋯ (2) 

とする。この式(2)を式(1)に代入し、同一試料内では生成
される電子と正孔の濃度は等しく(Δ𝑝𝑝 = Δ𝑛𝑛)、n 型におい
て少数キャリアである正孔は非照射時にはほぼ 0 なので、
𝑝𝑝0 = 0とすると、次の関係式を得ることができる。 

𝑅𝑅H𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜇𝜇h2 − (1 +𝑁𝑁)𝜇𝜇e2

𝑒𝑒{𝑁𝑁𝜇𝜇h + (1 + 𝑁𝑁)𝜇𝜇e}2
 ⋯ (3) 

p型も同様に、𝑃𝑃を不純物濃度に対する光励起キャリア
の生成割合と定義し、 

Δ𝑝𝑝
𝑝𝑝0

= 𝑃𝑃 ⋯ (4) 

とする。この式(4)を式(1) に代入し、p 型基板において

図 1  300 Kでの n-Si-1におけるキャリア濃度 
の照射光量依存性. 
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図 2  300 Kでの p-Si-1におけるキャリア濃度 
の照射光量依存性. 

 

0.0

5.0

10.0

0 4 8 12 16C
ar

rie
r C

on
ce

nt
ra

tio
n 

[x
10

15
 c

m
-3

]

Sunlight Concentration [suns]

p-Si-1 (6.0 x1014)
300 K

p-type
region

n-type
region

表 1 試料詳細. 

試料名 
比抵抗 

[Ω∙cm] 

不純物濃度 

[cm-3] 

n-Si-1 22.6 0.20×1015 

n-Si-2 1.1 4.20×1015 

p-Si-1 21.2 0.61×1015 

p-Si-2 3.8 3.62×1015 
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少数キャリアである電子は非照射時にはほぼ 0 なので、
𝑛𝑛0 = 0とすると、次のように表される。 

𝑅𝑅H
𝑝𝑝 =

(1 + 𝑃𝑃)𝜇𝜇h2 − 𝑃𝑃𝜇𝜇e2
𝑒𝑒{(1 + 𝑃𝑃)𝜇𝜇h + 𝑃𝑃𝜇𝜇e}2

 ⋯ (5) 

式(3)および(5)より、不純物濃度ごとに光励起キャリ
アの生成割合𝑁𝑁および𝑃𝑃を変化させて算出を行った。その
算出結果を図 3 および 4 に示す (ただし、n-Si について
は対数表示のため絶対値を取った値である) 。n-Si では
どれだけ生成割合を増やしてもキャリアタイプが反転す

ることはなかったが、生成割合が増加すると Hall係数は
小さくなるため、これに伴い Hall電圧が小さくなる。そ
の結果、𝑁𝑁が非常に大きくなると Hall 電圧値が装置の測
定限界以下になり、測定が不可能になることが解析的に

示された。また、p-Si ではすべての不純物濃度で反転す
ることが確認できた。その反転する際の生成割合を表 2
にまとめる。 
次に、この p-Siの反転条件を基に集光照射時の太陽電
池構造を考える。p 型領域のキャリア判定が反転するこ
とから n 型の特性に近づくことが考えられる。これは、
集光照射時に p 型領域のフェルミ準位が上昇することを

示しているため、空乏層の傾きが緩やかになり、内部電

界が小さくなることが考えられる。つまり、外部に取り

出せるキャリアが減少する可能性があることが示唆され

た。 

 
3.2 ライフタイム測定結果 

次に、光励起キャリア濃度 (Δ𝑛𝑛およびΔ𝑝𝑝) とライフタ
イムの関係性について議論を行った。n-Si-2と p-Si-2の
ライフタイム測定を行い、それぞれΔ𝑝𝑝とΔ𝑛𝑛の寿命の大
小を比較することで、光励起によって形成される濃度の

違いを説明することを試みた。n-Si-2および p-Si-2の測
定結果を図 5および 6に白丸で示す。減衰曲線のフィッ
ティングには、1つのキャリアトラップを想定し、キャ
リアが再結合して消失する際のキャリア数の時間変化を

表した SRH (Shockley-Read-Hall) 理論 5)を解析的に解く

ことで得られる指数関数的減衰の式(6)を用いた。 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 × exp (− 𝑡𝑡
𝜏𝜏)⋯ (6) 

ここで、𝐴𝐴と𝜏𝜏はそれぞれレーザ照射直後のキャリア密
度を反映した値とライフタイムである。ただし、p型は
一つの指数関数的減衰でフィッティングすることが出来

なかった。図 6から明らかなように、二つの減衰過程が
含まれていると予想できることから、次の式(7)を用い
てフィッティングを行った 6)。 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵 × exp (− 𝑡𝑡
𝜏𝜏f
) + 𝐶𝐶 × exp (− 𝑡𝑡

𝜏𝜏s
)⋯ (7) 

ここで、第1項は速い減衰過程を表す関数で、第2項の関
数は遅い減衰過程を表す関数である。ここで、𝐵𝐵と𝐶𝐶はそ
れぞれレーザ照射直後における速い減衰と遅い減衰のキ

ャリア密度を反映した値であり、𝜏𝜏fと𝜏𝜏sはそれぞれ速い減
衰と遅い減衰のライフタイムである。 

n-Si-2では一つの減衰過程でフィッティングできたが、
キャリアトラップ形成の要因はシリコンウェハ加工やデ

バイス作製プロセスにおける鉄汚染が影響しているので

はないかと考えられる7)。n-Siでは、Fe (鉄) がドーパント
のP (リン) と結合せず格子間に存在しているため、イオ
ン化せず捕獲準位を形成しない。よって、ライフタイム図 4 p-Siにおける Hall係数の算出結果. 

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

104

105

0.01 0.1 1

H
al

l c
oe

ffi
ci

en
t [

cm
3 /C

]

P (=p/p)

p=1014 cm-3

p=1020 cm-3

p-Si

図 3  n-Siにおける Hall係数の算出結果. 
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表 2 p-Siでキャリアタイプが反転する 
光励起キャリア生成割合の条件. 

不純物濃度 [cm-3] 光励起キャリア生成割合 [%] 

1.0×1014 15.1 

1.0×1015 14.4 

1.0×1016 11.9 

1.0×1017 9.2 

1.0×1018 15.5 

1.0×1019 31.9 

1.0×1020 37.0 
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はドナー準位における再結合のみに起因するため、一つ

の減衰曲線で表すことができたと考えられる。 
p-Si-2では二つの減衰過程でフィッティングした。一般

に、半導体バルク材料では二つの減衰過程が現れること

が多く、一つはライフタイムが短い表面再結合損失で、

もう一つはライフタイムが長いバルク内部での再結合損

失である。ただし、本研究ではn型とp型試料で測定前の
表面処理工程は全く同じであったため、p型のみに表面再
結合過程が支配的に現れることはないと判断できる。従

って、n-Siの場合と同様にプロセス中の鉄汚染の影響であ
ると思われる。p-SiではドーパントのB (ホウ素) はFe-Bペ
アとなり、アクセプター準位 (EV+0.045 eV8)) とFe-B準位 
(EC-0.29 eVおよびEV+0.1 eV8)) が形成されることが報告
されている。このことから、三つの減衰過程が予想され

るが、アクセプター準位に近いFe-B準位 (EV+0.1 eV) の
信号が埋もれてしまうため二つの減衰過程が支配的とな

り、さらにEC-0.29 eV のFe-B準位 (浅い準位) よりも添加
したアクセプター準位 (深い準位) の不純物密度の方が
多いと考えられるため、ライフタイムは速い減衰が支配

的になった考えられる。以上を踏まえると、n-Siのライフ

タイムは𝜏𝜏の平均値2.44 ms、p-Siのライフタイムは𝜏𝜏fの平
均値0.136 msであり、n-Siのライフタイムはp-Siよりも長
いことがわかる。つまり、n-Siのライフタイムがp-Siより
も大きいため、Δ𝑛𝑛がΔ𝑝𝑝よりも約10倍大きい値となったこ
とに関係する可能性があると示唆された。ただし、詳し

い関係については今後議論する必要がある。 
 
4. まとめ 

 

低不純物濃度の p-及び n-Siに対して集光照射下で
Hall効果測定を行った結果、p-Siでは照射光量の増加に
よりキャリアタイプが反転した。2種類のキャリアが存
在する場合の Hall係数の式を用いて、p-Siではキャリア
タイプが反転し、n-Siでは反転しないことを理論的に説
明できた。また、太陽電池構造に適用すると、集光照射

量を大きくしすぎた際に内部で発生したキャリアを外部

に取り出しにくくなる可能性が示唆された。 
また、n-Siは p-Siよりも光励起キャリア濃度が一桁ほ
ど大きい原因についてライフタイム測定を実施し議論し

た。その結果、n-Siのライフタイムは p-Siのライフタイ
ムより一桁ほど大きいことがわかったため、このライフ

タイムの差が光励起キャリア濃度の差に関係しているこ

とが示唆された。 
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図 6 p-Si-2のキャリアライフタイム. 
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図 5 n-Si-2のキャリアライフタイム. 
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集光照射による Si および GaAs 基板の Hall 移動度変化 
と太陽電池特性への影響 

 
松田 真輝 a)・立神 秀弥 a)・髙内 健二郎 a)・碇 哲雄 b)・西岡 賢祐 c)・福山 敦彦 d) 

 
Effect of Concentrated Light Irradiation on Hall Mobility of  

Si and GaAs Substrates for solar cell application 
 

Naoki MATSUDA, Shuya TATEGAMI, Kenjiro TAKAUCHI, Tetsuo IKARI, 
 Kensuke NISHIOKA, Atsuhiko FUKUYAMA 

 
Abstract 

 
We carried out the Hall measurement of Si and GaAs samples under the concentrated light irradiation to discuss the 

effect of large amount of carrier generation. The Hall mobility of all Si samples decreased linearly with increasing the 
sunlight concentration. It was also found that these decrease could prevent by using a sample with high doping 
concentration. From the comparison with the numerical calculation, we concluded that the reduction of Hall mobility 
was due to increase of the two kinds of photo-generated carriers (electron and hole). Calculation of Hall mobility as a 
function of impurity doping concentration demonstrated that a suitable doping concentration for Si solar cell use was 
considered to be 1016 cm-3 in both n- and p-type Si substrate from viewpoint of Hall mobility under 16-suns concentrated 
irradiation. On the other hand, the Hall mobility of n- and p-GaAs did not change even a 16-suns concentration 
irradiation. It can be explained that the Hall mobility was not affected by large amount of carrier generation due to its 
high electron mobility of GaAs. 

 
Keyword:  Hall measurement, Si, GaAs, Concentrated light irradiation, Hall Mobility 
 

1. はじめに 

 

近年の日本のエネルギー事情は、その安全保障、化石

燃料への依存、温室効果ガスの排出増加など様々な課題

を抱えている。特に東日本大震災以降のエネルギー自給

率は 6%程度と非常に低いのが現状である。これらの問題

の解決策として再生可能エネルギーの一つである太陽光

の利用が挙げられ、特に高効率な多接合型太陽電池が注

目されている 1)。これは、バンドギャップエネルギーの

異なる太陽電池を複数積み重ねることで広範囲の太陽光

エネルギーを有効的に吸収できるためである。また、レ

ンズや反射鏡などを用いて太陽光を集光しエネルギー密

度を増加させる集光技術の登場で、高コストの問題も解

決可能である。しかしながら、集光型多接合太陽電池の

変換効率は現状で理論計算値よりも低い。図 1 に太陽電

池の積層数と変換効率の理論値および実測値の関係を示

す 2)。図 1 から明らかなように、理論的には 3 接合型太

陽電池は集光時に 50%を超えると予想されているが、実

測値は約 40%にとどまっている。この原因について太陽

電池動作中の温度上昇によるバンドギャップエネルギー

縮小に起因すると一般的に考えられているが、詳細な議 
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生  
b) 電子物理工学科特任教授 
c) 環境・エネルギー工学研究センター教授 

d) 電子物理工学科教授 

論は未だ行われていない。 
これに対して我々は、集光型多接合太陽電池の実測値

が理論値よりも低い原因として集光照射によって発生し

たキャリアが効率よく収集できていない可能性を考慮し、

集光照射下での Hall 測定を実施している 3)。これまでの

研究で、疑似太陽光の集光量に比例して Hall 移動度が減

少する結果が得られ、これは電子と正孔の 2 種の光励起

キャリアが大量に発生するために見かけ上 Hall 移動度が

低下するためであることを明らかにした。しかしながら、

前回の報告は 1 倍集光 (1-sun) から 4 倍集光 (4-suns) の
範囲で行ったため、一般的な集光多接合太陽電池の集光
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図 1. 太陽電池の積層数と変換効率の関係 2). 
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条件 (数十から数百 suns) よりも低く、集光型多接合太陽

電池の変換効率が低い理由を十分に説明出来なかった。

そこで本研究では、光学レンズを追加して集光量を増加

させた測定環境を構築し、集光照射による Hall 移動度の

変化を測定した。得られた実験結果と数値解析から、Hall
移動度の低下とキャリア濃度の関係性について議論した。

更に、多接合型太陽電池の材料としてよく用いられてい

る GaAs 試料に対しても同様の測定を実施し、集光照射

下での Hall 移動度の変化について議論した。 
 

2. 実験 

 

2.1 試料詳細 

本研究で用いた試料は、物性値が既知である

Czochralski (CZ) 成長 Si と多接合型太陽電池材料として

用いられている Vertical Gradient Freezing (VGF) 成長

GaAs である。表 1 に各試料の詳細を示すように、Si は 4
種類、GaAs は 2 種類の異なるキャリア濃度をもつ試料を

用意した。Hall 測定を行うためのオーミック電極は、試

料の四隅に以下のように作製した。まず、アセトンに 10
分間浸すことで脱脂し、Si に関しては脱脂後に 10%に希

釈したフッ酸に 40 秒間浸してエッチングすることで試

料表面の自然酸化膜を除去した。次に試料にマスクを被

せて Si と GaAs 基板に Al と Ag をそれぞれ真空蒸着さ

せ、n-Si は 300℃ 4)で 20 分間、p-Si は 600℃ 5)で 5 分間の

熱処理を実施し、GaAs に関しても 400℃で 30 分間の熱

処理を実施した。 

 
2.2 Hall 測定システムの構築 

本研究では、光照射光源として朝日分光株式会社製の

ソーラーシミュレーターHAL-320 を採用した。同機は高

出力キセノンランプを用いており Air Mass (AM) 1.5G の

スペクトルを再現できる。また、連続可変 ND フィルタ

ーを内蔵しており照射強度を 30 ~ 100%の範囲で連続的

に調節することが可能である。本研究で用いた Hall 測定

装置 (東陽テクニカ社製 ResiTest 8310) の電磁石部分に

は光照射用の穴が設けてあり、その穴に挿入可能な特注

の光ファイバーを用意し、挿入した。今回は試料上部に

平凸レンズを設置して集光することで集光度を上げるこ

とを試みた。光量チェッカー (朝日分光株式会社製 CS-
20) で照射光量を確認しながら出力を調整したところ、

ファイバー出射口から試料表面までの距離が 61.5 mm か

つキセノンランプ出力 57%、透過フィルター10%の条件

で 1.0 sun (= 100 mW/cm2, AM1.5G) を実現できた。照射

距離、出力および透過フィルターを変化させることで 1 ~ 
16 suns までの集光照射が可能な条件を確立した。 
 集光照射により試料温度が上昇する 3)ため、16 suns の
光を試料に照射した場合の試料温度変化を測定した。そ

の結果、1 時間の集光照射で試料温度が 9.8 K 上昇した。

試料は冷凍機のコールドフィンガー上に設置しているた

め、冷凍機による温度制御が可能である。その状態では

試料温度を 0.8 K に抑えることができた。試料温度が上

昇すると、それに伴って格子散乱因子も増加し、測定さ

れる移動度は減少するため 6)、試料温度を一定に保って

測定を行うことは不可欠である。そこで、本研究では冷

凍機を作動させて温度制御を行った状態で集光照射によ

る Hall 測定を実施した。また、光を照射し続けると熱が

蓄積する恐れがあるため、測定ごとに 15 分間のインター

バルを設定した。 

 
2.3 実験方法 

 本研究では van der Pauw 法 7, 8)を用いて Hall 測定を行

った。試料の端部にオーミック電極を 4 つ形成する必要

があるため、前述した手法により、直径 1 mm のオーミ

ック電極を試料の四隅に作製した。測定は印加電流と印

加磁場を別々に正負反転させながら行い、Hall 起電圧を

測定した。その時の印加磁場は 0.43 T であった。Hall 測
定は照射光量を 0 ~ 16 suns まで変化させながら行い、そ

の際の Hall 移動度とキャリア濃度の測定を行った。また、

熱の蓄積を防ぐため測定ごとに 15 分間のインターバル

を設け、測定はすべて 300 K でおこなった。 
 

3. 実験結果および考察 

 

図 2 に 300 K における各 Si 試料の Hall 移動度の照射

光量依存性を示す。すべての Si 試料において照射光量の

増加に伴って Hall 移動度が単調に減少した。n-Si-1 と p-
Si-1 に関しては照射光量が増加するにつれて Hall 電圧が

減少し、装置のノイズレベルまで低下してしまったため、

16 suns までのデータを取得することができなかった。そ

のため今回の議論は主に n-Si-2 と p-Si-2 について議論す

る。図から、16 suns まで照射可能であった n-Si-2 と p-Si-
2 の 16 suns 照射による Hall 移動度の減少率はそれぞれ

24.6 と 35.7%であった。Si の移動度に影響する主要な散

乱は格子散乱とイオン化不純物散乱である 9)。Hall 移動

度が減少した原因を明らかにするためにこれらの影響に

ついて検討した。まずは試料温度の上昇に伴う格子散乱

因子の増加を考える。前述したように本研究では冷凍機

Sample 面方位 膜厚 
[μm] 

比抵抗 
[Ω･cm] 

不純物濃度 
[cm-3] 

n-Si-1 

(100) 

634 22.6 0.20×1015 
n-Si2 310 1.1 4.20×1015 
p-Si-1 635 21.2 0.61×1015 
p-Si-2 629 3.8 3.62×1015 

n-GaAs 358 0.0024 0.95×1018 
p-GaAs 356 0.0073 8.80×1018 

 

表 1. 試料詳細. 
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を作動させ、温度制御をおこなった状態で Hall 測定を実

施した。しかしながら、温度センサーは試料を設置する

コールドフィンガーの裏に位置しているため、光が照射

される試料側は温度が上昇している可能性がある。前述

したように、温度制御を行わずに試料に 16 suns の光を 1
時間照射した際の温度上昇は 9.8 K であった。そこで、測

定誤差を考慮して試料温度が 10 K 上昇した際の格子散

乱増加による移動度減少率を以下の式(1) 3, 10)と(2)から算

出した。 

ここで、��は格子散乱因子により変化した移動度、�は物

質に依存する定数、�∗は有効質量、�は絶対温度である。

計算の結果、試料温度が 10 K 上昇したと仮定した場合の

移動度減少率は 4.8%と算出された。これに対して n-Si-2
と p-Si-2 の Hall 移動度の減少率はそれぞれ 24.6 および

35.7%であったため、今回の Hall 移動度の減少は格子散

乱の影響増加では説明できないことがわかった。次にイ

オン化不純物散乱因子の影響増加について考える。この

影響を確認するために電荷中性条件 6)から 300 K の暗状

態における各 Si試料中不純物準位のイオン化率を算出し

た。その結果、すべての Si 試料においてイオン化率がほ

ぼ 100%と算出されたため、光照射を行っても不純物準位

のイオン化率はほとんど変化しないことが分かった。つ

まり、照射光量の変化によるイオン化不純物散乱の影響

はほぼ一定であるということである。 
 以上より、Si の Hall 移動度減少の原因は格子散乱とイ

オン化不純物散乱のどちらでもないことが分かった。そ

こで我々は、前回報告と同様に光照射によって 2 種類の

光励起キャリアが発生することに注目した 3)。つまり、光

照射によって電子と正孔が同時に生成され、支配的な多

数キャリアの Hall 移動度に影響を及ぼした可能性である。

まず、光励起キャリア濃度 (��および��) を Hall 係数に

基づく以下の式(3)から算出した。 

ここで、���と���は光照射時と暗状態時の測定値の差か

ら得られる見かけの光励起キャリア濃度である。一方、2
種類のキャリアが存在する場合の Hall係数��は、光励起

キャリア濃度増加を考慮して以下の式(4)で与えられる。 

ただし、��と��は暗状態時の p および n 型半導体中のキ

ャリア濃度、��と��は暗状態時の正孔と電子のキャリア

移動度、�は電荷素量をそれぞれ示している。n 型では暗

状態時の正孔濃度��は�� � 0となり、p 型では暗状態時の

電子濃度��は�� � 0となる。また、光照射によって生成さ

れる正孔と電子の濃度は等しいため、n および p 型とも

に�� � ��となる。これらの条件を式(4)に適用し、式(3)
に代入すると以下の式(5)と式(6)を得る。 

最終的に式(5)および(6)を��および��についてそれぞれ

解くことで算出をおこなった。算出された結果を、照射

光量の関数として図 3 に示す。算出された��と��はどち

らも照射光量の増加に伴い増加した。しかし、算出され

た値は��が��に比べて一桁ほど大きいものとなった。n-
Si-2 と p-Si-2 は不純物濃度が同程度であり、照射光量も

同じであるため、算出される光励起キャリア濃度も同等

����� � ���∗�������� (1) 

 �減少率� � ���300� � ���310�
���300� � 100 (2) 

���� ��� � � 1
����光照射時

� � 1
����暗状態時

 (3) 

�� �
��� � ������ � ��� � ������

����� � ����� � ��� � ������� (4) 

��� � � ����� � ��� � �������
����� � ��� � ������ � �� (5) 

��� � ���� � ����� � ������
��� � ������ � ����� � �� (6) 

図 2. 各 Si 試料の Hall 移動度の照射光量依存性. 
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量であることが期待されたが、異なる値となった。この

原因として光励起キャリアが再結合によって消失する割

合が異なることが考えられるが、詳細については別途報

告する。 
 次に光励起キャリア濃度とHall移動度��の関係を求め

た。光照射下での Hall 移動度は導電率�を用いて式(7)の
ように表される。 

暗状態の場合、n 型では電子のみが存在し、p 型では正孔

のみが存在するとそれぞれ仮定すると、n 型では�� �
�� �� � ��となり、一方の p 型では�� � �� �� � ��となる

ため、結果として式(7)の Hall 移動度は式(8)および(9)と
なる。 

導出した式(8)および(9)より、不純物濃度をどちらも

1.0×1015 cm-3 として���と���をそれぞれ算出した。図 4 に

n-Si の算出結果を示す。これより、光励起キャリア濃度

の増加に伴って Hall 移動度が減少することを確認できた。

p-Si についても同様の傾向が確かめられたため、16 suns
に至る高集光照射においても Hall 移動度の減少原因は 2
種類の光励起キャリアの増加によるものと結論付けた。 

 本研究において見いだされた集光照射による影響のも

う一つの点として不純物濃度依存性がある。図 2 の 300 

K における各 Si 試料の Hall 移動度の照射光量依存性に

注目したところ、不純物濃度の高い試料の方が Hall 移動

度減少の傾きが小さいことがわかる。つまり、不純物濃

度が高いほど Hall 移動度は光照射の影響を受けにくいこ

とが示唆された。そこで、式(8)および(9)を用いて不純物

濃度ごとに集光照射による Hall 移動度への影響を確認し

た。算出結果を図 5 に示す。ただし、0 sun における各不

純物濃度の Hall 移動度は本研究の実測値ではなく文献値 
11)を用いた。算出の結果、不純物濃度が高いほど集光照射

による影響は小さくなることが確認できた。ただし、不

純物濃度が高すぎると光を照射しない暗状態での移動度

そのものが小さくなることを考慮すると、Si 太陽電池に

適した不純物濃度は n および p 型ともに 1016 cm-3である

と考えられる。 

最後に集光照射による GaAs の Hall 移動度変化につい

て述べる。図 6 および 7 に 300 K における n-GaAs および

p-GaAs の Hall 移動度の照射光量依存性を示す。Si では

Hall 移動度が単調に減少するという結果が得られたが、

GaAs 試料に関してはそのような傾向は無く、ほとんど変

化しなかった。Si では図 5 より不純物濃度が 1016 cm-3 付

近から光照射の影響を受けにくくなることがわかる。こ

のことから、今回本研究で用いた GaAs の不純物濃度が

高いため、集光照射の影響を受けにくかったことが考え

られる。そこで、Si の結果から算出した光励起キャリア

濃度と式(7)を用いて、300 K における GaAs の Hall 移動

度減少予想を不純物濃度ごとに算出した。図 8 にその算

出結果を示す。図 8 から、本研究で用いた GaAs の不純

物濃度 (1016 ～1017 cm-3) では集光照射による影響をほ

とんど受けないことが説明できた。特に n-GaAs ではどの

不純物濃度においても集光照射の影響が少なく、これは

GaAs の電子移動度が正孔移動度の 20 倍程度大きいため

に見かけの Hall 移動度が変化しないためであると理解で

きる。図 8 から GaAs 太陽電池に適した不純物濃度は n
型では 1016 cm-3、p 型では 1017 cm-3 であると示唆される

 � � ����� � ����� � ��� � ������  

 �� � ��� �
��� � ������ � ��� � ������
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が、今後光照射によって変化すると考えられる不純物濃

度の低い試料に対して Hall 測定を行い議論する必要があ

る。 

4. 結論 

 

本研究では、集光度 16 sums までの集光照射が可能な

Hall 測定システムを構築し、物性値が既知である Si 基板

および多接合型太陽電池の材料としてよく用いられてい

る GaAs 基板に対して Hall 測定を適用し、集光照射下で

の Hall 移動度の変化について議論した。 
 Hall 測定の結果、すべての Si 試料で Hall 移動度が単調

に減少するという結果が得られ、この減少は格子散乱と

イオン化不純物散乱の影響では説明出来なかった。解析

の結果、光照射によって発生する 2 種類の光励起キャリ

アの濃度増加によって Hall 移動度が減少することを確認

できた。以上のことから、集光度 16 suns に至る集光照射

による Hall 移動度減少の原因は 2 種類の光励起キャリア

の増加であると結論づけることができ、前回報告を裏付

ける結果となった。また、算出された各照射光量の光励

起キャリア濃度を用いて不純物濃度ごとに Hall 移動度を

算出したところ、不純物濃度が高いほど集光照射による

影響は小さくなることがわかり、Si 太陽電池に適した不

純物濃度は n および p 型ともに 1016 cm-3であることが示

唆された。 
 GaAs 試料では集光照射下で Hall 移動度は変化しなか

った。Si の結果から算出した光励起キャリア濃度を用い

てGaAsのHall移動度を不純物濃度ごとに算出した結果、

本研究で用いた GaAs 試料は不純物濃度が高いため Hall
移動度が集光照射により変化しないことを説明できた。

さらに、GaAs 太陽電池に適した不純物濃度は n 型で 1016 
cm-3、p 型で 1017 cm-3であると考えられるが、光照射によ

る変化が得られると考えられるより低不純物濃度の試料

に対して Hall 測定を行う必要がある。 
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法で作製した 超格子の

中赤外域の光学特性の周期厚依存性
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Thickness of Period Dependence in Optical Characterization in 
Mid-Infrared Region in InAs / GaAsSb Superlattice Grown by 

MOVPE 
 

Yuki INOUE, Ryosuke WAKAKI, Tatsuya NAGAHAMA, Kakeru TAKAHASHI,  
Masakazu ARAI, Kouji MAEDA 

 
Abstract 

 
The lattice matched InAs / GaAsSb superlattices (SLs) with periodical layer thicknesses of 5-9 nm were fabricated 

on n-InAs substrates by metal organic vaper epitaxy (MOVPE) toward mid-infrared opto devices. The SLs had good 
lattice macthing to the substrate. These SLs were successfully demonstrated a photoluminescence peak centered at 3.3 
to 5 μm depended on layer thickness. The emission wavelength could be controlled by the layer thickness of SLs. The 
SLs with clad layer emited in the mid-infrared region at room temperature. 
 
Keywords: MOVPE, InAs/GaAsSb, Superlattice, Mid-Infrared, Photoluminescence

はじめに

 
波長 2～10 μm の中赤外波長領域は分子特有の吸収遷

移を持ち、赤外吸収分光法による分子構造の解析などに

利用されてきた。特定の物質のみに選択的に光を吸収さ

せることができるので、大気分析や医療分野での呼気中

のガス成分の検出などの微量物質の瞬時測定や連続的監

視への応用が期待されている 1)。 
しかし、中赤外域で発振可能なレーザーの種類が限ら

れており、応用側の求める波長での高出力の狭帯域光源

がないことが多い 2)。そこで中赤外の光学素子として、

InAs/GaAsSb 超格子が注目されている。この材料は暗電

流が低いことに加え 3)、超格子の周期厚を 10 nm 程度ま

で薄くすることでミニバンドを形成し、母材よりも狭い

バンドギャップでさえ得ることができるといった利点を

持つ。 
この研究では、量産性に優れた有機金属気相成長

(MOVPE)法を用いて、中赤外領域の高性能なレーザーや

受光素子の実現を目標としている。本研究では n-InAs 基
板上に長周期を変化させて成長させたいくつかの

InAs/GaAsSb のタイプⅡ型超格子について、格子不整合

度を X 線回折法(XRD)で、発光特性をフォトルミネッセ

ンス(PL)法を用いて評価を行った。 

実験

 
試料作製条件

試料は、MOVPE 法を用いて、n-InAs 基板上に

AlGaAsSb クラッド層 500 nm を成長後に InAs と
GaAsxSb1-xを 30 組積層した試料とクラッド層のない 2
種類用いた。超格子の周期厚は 5～9 nm になるように制

御した。Fig.1 にクラッド層ありの InAs/GaAsxSb1-x超格

子試料の構造図を示す。GaAsSb 層は AsH3 を 0.2 sccm
加えて供給することで成膜した。As 組成は X 線回折法

(XRD)より x=0.055 と見積もった。 

a) 工学専攻大学院生 

b) 電子物理工学科学生 

c) 電子物理工学科准教授 

d) 電子物理工学科教授 

Fig.1 Structure of the superlattice sample with 
clad layer 
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実験方法 
光学特性評価は PL 測定にて行った。本研究で用いた

PL 測定装置の概略図を Fig.2 に示す。光源は Nd:YAG レ

ーザ(波長 532 nm)を用いた。レーザーから放出された光

は周波数 210 Hz 前後に設定したチョッパーで断続さ

れ、レーザー径を絞るための集光レンズを通し、試料に

照射される。試料はクライオスタット(岩谷瓦斯、冷凍

機：D105、コンプレッサ：CA112)内に設置されてお

り、温度は 20 K から 300 K まで変化させた。クライオ

スタットの窓部は CaF2を使用した。PL 発光は、2 つの

平凸レンズ(CaF2、焦点距離 f =7.5, 10 cm)で集光されて

分光器(CT-10、f =10 cm)へ入射させた。ブレーズ波長 3 
μm, 150 本の回折格子を用いた。分光器の入出射スリッ

ト幅はともに 1 mm、もしくは 3 mm に開き測定した。

分光器の後にはレーザーからの散乱光や高次回折光を除

くための高次数カットフィルタが設置されている。赤外

光は、液体窒素冷却 InSb 検出器で検出した。 
 

 
 
 
 
Fig.2 Schematic drawing of mid-infrared PL experimental 
apparatus 
 

結果と考察

格子不整合度

に周期厚 のクラッド層ありの

超格子試料の 測定結果を示す。強度が一番高いピー

クが 基板、 ピークの低角側にあるものが超格

子 層 からのピーク、 クラッド層のピ

ー

クは両ピークに埋まっていると思われる。グラフの高角

側と低角側に 個ある強度の低いピークは超格子

のサテライトピークである。

ブラッグの条件 θ λから本研究で作製、評

価した全試料の基板と超格子の格子不整合度を求めた結

果、 つの試料を除き ％以内で格子整合していた。

クラッド層あり超格子試料の周期厚依存性

Fig.4 に 22～25 K における周期厚 5～9 nm のクラッド

層ありの InAs/GaAsSb 超格子試料の PL スペクトルを示

す。0.25～0.38 eV(3.3～4.9 μm)の間で PL ピークが見ら

れた。また、周期厚が厚くなるにつれてピークが低エネ

ルギー側へ移動する傾向が見られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 に各周期厚の PL 測定によるピークエネルギーと

有限の単一量子井戸内ポテンシャルの計算値の比較結果

を示す。ただし伝導帯と価電子帯の重なりは 140 meV と

した 4)。両者の傾向と値が類似していることから試料の

PL は超格子由来の発光であると考えられる。今後さら

に超格子のミニバンドからの発光波長の計算値と比較し

てみる必要がある。また、超格子の周期厚を変えること

によって発光エネルギーを制御できることが認められ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 PL spectra (22 to 25 K) of the superlattice 
samples with periodic thickness of 5 to 9 nm with  
a clad layer 
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Fig.3 XRD measurement result of the superlattice 
of 7 nm periodic thickness with a clad layer  
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クラッド層あり超格子試料の温度依存性

Fig.6 に周期厚 7 nm のクラッド層ありの InAs/GaAsSb
超格子試料の PL スペクトルの 25～300 K における PL
温度依存性を示す。約 0.29 eV(4.2 μm)に見られる凹み

は CO2の吸収によるものだと考えられる。ピーク強度は

温度上昇に伴い上昇後、減少し複雑な動きが見られ、90 
K 以上では単調に減少した。また、発光は 300 K まで見

られた。室温での発光が見られたので、常温での発光受

光素子への応用が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピークエネルギーの温度依存性

Fig.7 に周期厚 5～9 nm のクラッド層あり InAs/GaAsSb
超格子試料の PL ピークエネルギーの 22～300 K におけ

る 
温度依存性と、比較のための InAs バルクの Varshni 式に

よるバンドギャップの変化を y 軸方向に平行移動したも

のを示す。ピークエネルギーはどの試料も 22～90 K に

かけて増加した。いわゆる S シェイプと呼ばれている変

化 5)が見られた。これは超格子の発光メカニズムが複数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あるためだと考えられている。低温側で Varshni の曲線

より低いエネルギー値で発光した原因として、組成や層

厚幅の不均一によりミニバンドより低いエネルギーに電

子が局在化し、その電子から発光が見られたからと考え

られる。90 K 以上では熱により局在化が解け、ミニバ

ンドに電子が存在し、Varshni 式に近い温度変化が見ら

れたと考えられる。 

超格子試料のクラッド層有無の比較

Fig.8 に周期厚 9 nm のクラッド層ありとなしの超格子

の PL ピークエネルギーの 22～300 K における温度依存

性の比較を示す。ピークエネルギーの温度依存はどちら

も S シェイプを示しており、両試料で似たような挙動が

見られた。クラッド層ありの試料の方がわずかに(約
0.01 eV)高エネルギー側で発光が見られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 に同じく周期厚 9 nm のクラッド層ありとなしの

超格子の PL ピーク強度の 22～300 K における温度依存

性の比較を示す。クラッド層ありの試料は 24～60 K に

かけて減少し、60 ～150 K にかけて増加後、150K 以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
では減少した。一方、クラッド層なしの試料は温度が 

Fig.5 Comparison of PL peak energy between 
observed value and calculated value in finite 
quantum well potential model 

Fig.6 PL spectra at 25 to 300 K observed from 
the superlattice with periodic thickness of 7 nm 
with clad layer 

Fig.7 Temperature dependence of PL peak 
energy of superlattice sample with clad layer 

Fig.9 Temperature dependence of PL peak 
intensity observed from superlattice with periodic 
thickness 9 nm with and without clad layer 
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observed from periodic thickness 9 nm superlattice 
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では上昇するにしたがって強度が単調減少した。また、

クラッド層ありの超格子試料は室温まで発光したが、ク

ラッド層なしの試料は 90 K までしか発光しなかった。 
Fig.8 と 9 より、これらの発光は InAs のバンドギャッ

プ(0.414 eV)より小さいので明らかに超格子からの発光

と思われるが、クラッド層の有無で発光エネルギーにわ

ずかな差が出た原因として、クラッド層によって超格子

に掛かる応力が異なったことなどが考えられる。

また、クラッド層ありの試料のみが室温まで発光した

原因として、クラッド層を挿入したことにより、InAs 基
板より大きな屈折率差(Δn=0.039)が生じ、励起光、PL
光ともに反射が増加する影響と、クラッド層のバンドギ

ャップが大きいのでキャリアが基板側へ拡散することを

抑える効果により、クラッド層ありの試料の方が発光強

度が強くなったためだと考えられる。 
90 K 以下での低温での温度上昇に伴う急激な PL 強度

の減少は、局在化した電子が熱的に励起されて減少する

ことを示していると思われるが、まだ詳細は分かってい

ない。 
 
結論

 
MOVPE 法を用いて、中赤外領域でのレーザーや受光

素子の実現を目的とし、n-InAs 基板上に格子整合した

InAs/GaAsSb 超格子を作製し、光学的評価を行った。 
測定による評価では約 0.25～0.38 eV 3.3～4.9 μm

で室温まで発光が見られた。また、周期厚を変化させた

ことで発光波長が計算値と類似の変化することから、

は超格子からの発光であり、発光波長を制御できること

が確認できた。超格子層の下地のクラッド層の有無の比

較では、クラッド層ありの試料では室温まで発光が見ら

れた。理由としてクラッド層と超格子層の屈折率の差に

よる反射率の増加や、キャリアの基板への拡散が抑えら

れたことが考えられる。
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Effect of Mechanoluminescence and long-lasting Phosphoresence 
properties in SrAl2O4:Eu, Dy on Fluorine Doping  
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Abstract 

SrAl2O4: Eu, Dy addied with fluorine was prepared by solid state reaction method. The X-Ray diffraction (XRD) 
results showed that all of the prepared samples exhibits single-phase SrAl2O4, but slight different phase was observed 
with increasing fluorine content. The activation energy of the trap level measured by thermoluminescence increased 
with addition of fluorine. We found that addition of small amount of fluorine had effects of increasing 
mechanoluminescence and long-lasting phosphoresence intensities. These results were explained by the increased 
activation energy and the increasing crystalline size. 
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1. はじめに 
 
蛍光体は、省エネルギー、低コストなどの観点から興

味が持たれ、多色化や高輝度化が図られている。その蛍

光体の作製において、希土類イオンの添加は長い歴史を

持っている[1]。その中でもよく使われる Eu2+の発光の特

徴は 4f 65d1→4f7遷移に基づくブロードな発光を示し、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が破壊されない程度の力学的刺激

に対して光を放射する材料を応力発光(Mechano- 

luminescence: ML) 材料と呼ぶ[3]。この材料によって応力

を可視化できるため、構造物に塗布することで目視でき

ない亀裂の進行を検出したり、表面の異常を検知するセ

ンサシステムとして利用可能であることが実証されてい

る[4]。 

一方、残光(Long-Lasting Phosphoresence :LLP)材料は暗

中で 10 時間後も視認できるほどの残光を示し、長残光

蛍光体として利用されている。残光には励起されたキャ

リアをトラップするトラップ準位が重要である。Eu2+を

発光中心とするアルカリ土類アルミン酸塩結晶は、最も

強い応力発光体として知られている[5]。 

これらの発光のメカニズムを図 1に示す。応力発光プ

ロセスは、励起された電子が伝導帯近傍のトラップ準位

(酸素空孔 Voなど)に捕獲され、ホールは正孔捕獲準位に

捕獲される。そこに力学的刺激を与えることで解放さ

れ、発光中心で再結合することにより発光すると言われ

ている[6]。一方、残光発光は応力発光における力学的刺

激の代わりに室温における熱的なエネルギーによって、

トラップ準位から解放されて発光する。このように基本

的なメカニズムは同じと言われている。応力発光や残光

発光ではトラップ準位が重要な役割を果たすことから、

トラップ準位の数や状態を変化させることができれば応

力発光や残光発光の強度の増大が期待できる。 
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図 1 応力発光のメカニズム 
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我々はこれまでの研究で不純物添加により、ML発光

強度が増加することを見いだした[7]。しかし、そのメカ

ニズムは不明であった。そこで本研究では、SrAl2O4 : Eu, 

Dy に酸素と価数が異なり、イオン半径の近いフッ素を

添加し、応力及び残光への効果を調べた。それらの光学

物性と、トラップ準位の活性化エネルギーのフッ素添加

量依存との関係を知ることを目的とした。 

 

 実験

2.1 実験方法 
バルク試料は純度がそれぞれ 99.9%の炭酸ストロンチ

ウム(SrCO3)と酸化アルミニウム(Al2O3)に、Eu原料として

酸化ユーロピウム(Eu2O3)、フッ化ユーロピウム(EuF3)の 2

種類、Dy原料として酸化ジスプロシウム(Dy2O3)、フッ化

ジスプロシウム(DyF3)の 2種類を用い、モル濃度比が 

Sr1-y-z Al2 O4 : Euy, Dyz(y = 0.01, z = 0.02)となるように秤量

した。フラックスとしてホウ酸(H3BO3)を外モルで 1 mol%

加え、原料を十分に混合し 1000℃、5時間焼成を行った。

その後、H2/Arガス中で 1150℃、5時間焼成した。バルク

試料を厚さ 2mm程度に切り出し光学測定試料とした。ま

た、焼成した試料を粉末状にし、エポキシ接着剤(Hysol)と

重量比が 1：1の割合で十分に混ぜ、その後、ガラス板上

に塗布し厚さ約 0.2mm の ML 測定用の塗布試料を作製し

た。 

 
2.2 評価方法

評価は X線回折(XRD)測定、フォトルミネッセンス(PL)

測定、熱ルミネッセンス(TL)測定、応力発光(ML)測定を行

った。XRD測定は PANalytical X’Pert XRDを用いて粉末回

折法で測定を行った。PL測定は He-Cdレーザー(波長 405 

nm, 24 mW)を励起光源とし、室温で発光スペクトルの測定

を行った。TL 測定は自作した装置を用いた。室温で試料

に殺菌ランプ(波長：253nm)を 60秒間照射し、ランプ遮断

後 60 秒後に、一定の昇温速度 32～206 K / min で試料を

加熱しながら測定を行った。測定温度は室温から 150℃の

範囲で測定を行った。また、励起光照射後から昇温までの

60秒間の発光を長残光測定結果として使用した。ML測定

[8]は、ファンクションジェネレータ(3.0 Hz)に接続したピ

エゾアクチュエータ(メステック社製：MPA-UA2)の先にロ

ッド(直径 2 mm)を取り付け、固定した塗布試料に周期的

な力学的刺激を加えた。発光はカメラで 4秒間撮影し、そ

の間のすべての応力発光強度を測定した. 

 実験結果および考察

3.1 線回折測定

今回作製した SrAl2O4 : Eu,Dy のフッ素濃度を変化させ

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。フッ素濃度を変化させた試料では、フッ素濃度が増

加するに従って 32°付近にリファレンスパターンには見

られないピークが増加していった。このピークは α-F2 と

同定した。XRD 測定より最大の強度の(2̅ 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を算出した。そ

の結果、フッ素無添加の粒径は 45nm 、フッ素添加の粒径

は 56nmとなりフッ素の添加により粒径は増加したが、フ

ッ素の添加量が 0.26(at.%)以降は粒径がほぼ一定の値を取

った。 

図 2 フッ素添加 SrAl2O4の XRDパターン 

 

3.2 フォトルミルミネッセンス

図 3にフッ素を添加した SrAl2O4 : Eu, Dyの PL強度を

示す。PL強度は、フッ素 0.13at.%添加時に無添加の 1.3倍

増加し、それ以降フッ素の添加量が増加するに従って徐々

に減少した。これはフッ素添加で試料の粒径が大きくなる

ことにより粒界面の欠陥でエネルギーを失う機会が減っ

て、PL 強度が増加したと思われる。その後さらにフッ素

添加量が増加しても、XRD で見られたようにフッ素が結

晶中で欠陥となり非発光緩和が増加し、PL 強度が減少し

たと思われる。 
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3.3 熱ルミネッセンス 

応力発光を示す蛍光体はトラップ準位に捕獲されたキャ

リアが外部からの熱的刺激によって解放され、発光中心で

あるユーロピウムイオンが発光する。そこで熱ルミネッセ

ンス(TL)測定により、トラップ準位の深さに関する情報を

知ることは重要である。図 4にフッ素を 1.3at. %添加した

SrAl2O4: Eu, Dyの異なる昇温速度における TL測定結果を

示す。フッ素を添加した SrAl2O4: Eu, Dy のそれぞれのピ

ーク温度(TL 強度が最大となった時のサンプル温度)は

50℃～75℃付近であった。また昇温速度が増加するに従い、

TL強度も増加し、ピーク温度も増加する傾向が見られた。 

図 5 に図 4 から Hoogenstraaten 法[9]を用いてトラップ準

位の活性化エネルギーを算出した結果を示す。フッ素無添

加の活性化エネルギーは 0.23eV に対し、フッ素添加試料

の活性化エネルギーの平均値は 0.62±0.06eVと増加し、 

 

 

ほぼ一定だった。この結果からトラップ準位の活性化エネ

ルギーがフッ素添加により増加したと言える。 

 
3.4 ML強度と残光強度
図 6に SrAl2O4 : Eu, Dyの ML強度のフッ素濃度依存性

を示す。ML 強度はフッ素無添加試料に比べフッ素を約

0.13at.%添加した時にフッ素無添加の 1.41 倍増加し最大
となり、その後フッ素添加量を増加すると減少した。この

変化は図 3の PL変化と類似した結果となった。 
次に図 7に SrAl2O4 : Eu, Dyの残光発光(LLP)強度のフッ

素濃度依存性を示す。無添加の試料に対してフッ素を

0.13at. %添加した試料は LLP 強度が最大となりその後、

フッ素添加試料では強度がほぼ一定となり、粒径の変化と

類似した変化となった。 

これらの結果からフッ素添加効果について 2 点考察す
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図 フッ素添加 SrAl2O4 : Eu ,Dyの TLグローカーブ 図 6 フッ素添加 SrAl2O4 : Eu ,Dyの応力発光強度 

図 3 フッ素添加 SrAl2O4 : Eu ,Dyの PL強度 図 5 フッ素添加 SrAl2O4 : Eu ,Dyの活性化エネルギー 
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る。まず、(1)フッ素の添加で結晶粒径が大きくなり無輻射

遷移となる粒界の表面の欠陥が減少し、フォトルミネッセ

ンス(PL)強度が増加した。ML 強度はトラップから解放さ

れた電子により希土類が励起状態となり、その後の発光は

PL と同じ経路を取ると考えられるので、PL の変化と ML

のフッ素濃度依存性の変化が類似したと思われる。 

次に(2)フッ素の添加によりトラップ準位が深くなった

ことにより、残光消滅後にもトラップに捕獲されたキャリ

アが増加していると考えられる。このキャリアのうち一部

が力学的刺激で発光すると考えると、トラップ準位のエネ

ルギーの増加は ML 強度の増加につながる。これら 2 つの

効果により、ML の強度が増加したと思われる。 

一方、図 7 の残光のフッ素添加 0.13at. %の増加は(1)の

原因だけでは説明できない程大きいので、フッ素の添加は

トラップの数、又はキャリアの数を増加させたと思われる。

この効果は、(2)の効果を通じて、ML の増加にも寄与する。

このように考えると、フッ素の添加により、トラップ準位

の活性化エネルギーが増加し、しかもトラップに捕らえら

れたキャリアの数が増加したと考えると ML、PL、LLP の

変化をすべてうまく説明できる。 

 

4. まとめ
SrAl2O4にフッ素を含む Eu と Dy を添加した応力発光体

を固相反応法により作製した。フッ素濃度を変化させた

SrAl2O4 : Eu, Dy のフォトルミネッセンス、応力発光、残光

発光強度は、フッ素の少量添加で増加後、減少した。これ

らはフッ素添加による粒径の増加による欠陥の減少と、ト

ラップ準位のエネルギーの増加を考えると説明できる。 
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by Polariged Raman Spectroscopy 
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Abstract 
We investigated the influence of annealing treatment of GaAsN thin film fabricated by atomic layer epitaxy 

(ALE) method using polarized Raman measurement. Raman spectrum was fited with LO, TO and disorder-activated 
TO (DATO) mode using Lorentzian function. Disorder on orientation of the crystal in the film was not improved by 
the annealing at 700℃ for 1 min. LO-phonon plasmon coupling (LOPC) mode appeared after the annealing due to 
increasing hole concentration. The full width at half maximum of the LO mode peak decreased because of 
improvement of the crystallinity. Polarized Raman measurements are effective for analysis of the crystallinity  
because they can quench the LOPC mode which depended on the carrier concentration. 

 
Keywords: ALE, Polarised Raman, GaAsN, Crystallinity, Raman selection rule. 
 

 はじめに
 

GaAsN は閃亜鉛構造を持つⅢ-Ⅴ-N 半導体である。
Ⅲ-Ⅴ-N 半導体のバンド構造は、巨大バンドギャップボウ
イングという特異的な性質をもち、N低濃度領域において、
N 組成増加に伴いバンドギャップが減少する。そのため、
GaAsに Nを添加することで GaAs基板に格子整合した長
波長の光デバイスの作製が可能になり、半導体レーザーや、

高効率な多重接合型の太陽電池などへの応用が期待され

ている。しかし、より N 濃度が高い組成域を利用しよう
とすれば、強い非混和性により結晶性が悪化する。 
そこで我々は原子層エピタキシー(ALE)法[1]によって

GaAsN 薄膜を作製し、結晶性の改善のために 700℃で 1
分間アニール処理を行った。その結果、ホール効果測定に

よりキャリア濃度の増加や比抵抗の減少による結晶性の

改善が確認された。しかし XRD測定によりフリンジを評
価したところ、膜の平坦性に関して、結晶性の改善は見ら

れなかった。本研究では結晶性の変化に関する知見を得る

ために、偏光ラマン測定を用いて、この GaAsN薄膜のア
ニール処理の影響を調査した。 

 
 

 実験方法
 
試料は ALE 法により GaAs(100)面に成長させた GaAsN
薄膜を用いており、詳細は表 1 に記載する[2]。本研究で
用いた偏光ラマン測定装置の概略図を図 1に示す。分光器
は SPEX社製 Raman Spectrometer 1877 Triple-Spectrometer
を用い、回折格子は 1800本、検出器に Roper Scientific社
製 1340×400背面照射型CCDを液体窒素で-115 ℃に冷却
して用いた。励起光光源として、He-Cdレーザー(波長 441.6 
nm)を用いて、室温で後方散乱配置により測定した。ラマ
ン分光法における評価深さは、GaAs において、He-Cd レ
ーザーの侵入長は約 33 nmと計算されている。Xeランプ
による波長校正により、ラマンシフトの誤差は±1 cm-1以

内とした。図 2に本論文で用いた偏光方位と結晶方位の関
係を示す。各フォノンモードの偏光配置と選択則の関係を

表 2に示す。TOモード禁制、LOモード許容の x(z－)x̅、
x(zy)x̅、x(ZZ)x̅配置と TO、LOモード共に禁制の x(zz)x̅、
x(ZY)x̅配置で偏光測定を行った[3]。 

表 1 試料詳細 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 電気電子工学専攻大学院生 

c) 農学工学総合博士課程学生 

d) 電子物理工学科教授 

e) 電子物理工学科准教授 

 

基板 半絶縁性 GaAs(100) 

成長温度 500℃ 

シーケンス Ga-N-As 

原料ガス  

供給時間 

Ga 6s 

As 10s 

N 10s 

ホール濃度アニール前 p=6.7×1018 [1/cm3] 

ホール濃度アニール後 p=3.8×1019[1/cm3] 

N組成 1.9% 
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図 1 偏光ラマン測定装置 

 

図 2 偏光方位と結晶方位の関係 
 

表 2 偏光配置と選択則の関係 
 
 
 
 
 

 
 解析

 
図 3に GaAsNのラマンスペクトルの一例をを示す。ロ

ーレンツ関数を用いて LOモード(~292 cm-1)と TOモード
(~268 cm-1)、disorder-activated TO(DATO)モード(~255 cm-1)
に対してピークフィッティングし、LOモードの半値幅を
求めた。DATOモードは原子配列の乱れによって出現する
といわれている[4]。LOピークの半値幅は様々な原因で変
化するが、ここでは Ga-Asおよび Ga-N距離のばらつきを
表していると考える。 
図 4 に p 型半導体のキャリア濃度と LO フォノン-プラ

ズモン結合(LOPC)モードのラマンシフトの関係を示す。
破線はプラズモンのエネルギーを表す。図 4から、高キャ
リア濃度試料のラマンスペクトルでは、LOフォノンとプ
ラズモンの縦分極相互作用により結合モードが形成され、

LOPCモード(L-)が TOモードの位置に出現する[5][6]。図
4には Damped LOPCモード(Ld)の挙動も示した。このよう
に、キャリア濃度が高い場合、TO位置に LOPCモードが
出現することが考えられるため、LOPCモードが消光する
偏光配置の測定より、解析を行った。 

図 3  GaAsN(100)のラマンスペクトルの一例 
 

図 4 p型半導体のキャリア濃度と LOPCモード(L+,L-,Ld)
のラマンシフトの関係の一例 
 

 結果と考察
 

偏光ラマンスペクトル

図 5に as-grownの GaAsNの偏光ラマンスペクトルを示
す。x(zz)x̅配置では、LO、TOモードの位置にピークが確
認された。この偏光配置ではどちらも禁制モードのため、

ピークは出現しないはずである。これらのことから、x(zz)x̅
から x(ZY)x̅の成分を差し引いた量が結晶方位の乱れが原
因で出現したと考えられる。また、LOモードの位置のピ
ークが他の偏光配置より低波数側にシフトした。x(ZY)x̅配
置では、すべてのピークがほぼ消失した。これは集光系に

よる偏光の乱れを表している。x(ZZ)x̅配置では LOモード
位置に強いピーク、TOモード位置に弱いピークが確認さ
れた。この偏光配置ではTOモードのみ禁制モードのため、
このTOモードの位置のピークは結晶方位の乱れが原因で
出現したと考えられる。x(zy)x̅配置では x(ZZ)x̅配置に比べ
て TO位置のピーク強度が減少した。x(ZY)x̅を除き、すべ
ての偏光配置で DATOモードが確認された。 

 TO LO LOPC 
x(zy)�̅�𝐱 
x(ZZ)�̅�𝐱 

禁制 
許容 

x(zz)�̅�𝐱 
x(ZY)�̅�𝐱 

禁制 
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図 5 GaAsNの偏光ラマンスペクトル 
 

アニール前後の比較

 
図 6にアニール後の GaAsNの偏光ラマンスペクトルを

示す。これと、アニール前の同じ方位のラマンスペクトル

（図 5）を比較する。x(zz)x̅配置では TO、LOモードの形
状が一致した。これはアニールによって、エピ層中の方位

の異なるモザイク結晶などの乱れは改善されないとこと

を表している。またこれは、XRD で結晶性が変化しない
という測定結果と一致した。 

x(ZZ)x̅配置ではアニール前に比べて、TO モード位置の
ピークが増大した。これは先に述べたアニールによって結

晶の方位などの乱れは改善されない結果と含めて考察す

ると、TO モードが出現したのではなく、LOPC モードの
ピークが出現したと考えるのが適当と思われる。LOPCモ
ードのピークは図 4に示したように、ホール密度が大きい
場合に TOピーク付近に出現するので、アニールによって
ホール密度が増加したと考えられる。この結果はホール効

果測定の結果を支持している。 

図 6 アニール後の GaAsNの偏光ラマンスペクトル 

モードの半値幅

 
LOモードの半値幅のアニール前後の比較の精度を上げ

るために、x(ZZ)x̅配置のラマンピーク強度から x(zz)x̅配置
のラマンピーク強度を引き、LOピーク位置のラマン選択
則を満足する成分のみを残すことを考えた。その処理をし

た結果のアニール前後のスペクトルを図 7,8に示す。各図
のスペクトルをピークフィッティングしてLOモードの半
値幅を求めた。その結果アニール前では 6.7cm-1、アニー

ル後では 5.7cm-1となり、LOモードの半値幅が減少した。
これはアニールによってGa-AsおよびGa-Nの距離のばら
つきが減少したためと考えられ、原子間距離の乱れが小さ

くなるという結晶性の向上が観測された。 

図 7 アニール前の x(ZZ)x̅配置のラマンピーク 
強度から x(zz)x̅配置のラマンピーク強度を引い 
たスペクトル。及びそのローレンツ関数による 
フィッティング結果 

 

図 8 アニール後の x(ZZ)x̅配置のラマンピーク 
強度から x(zz)x̅配置のラマンピーク強度を引い 
たスペクトル。及びそのローレンツ関数による 
フィッティング結果 
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 結論
 
本研究では、偏光ラマン測定を用いて ALE 法で作製さ

れた GaAsN薄膜のアニール処理の影響を調査した。その
結果、結晶性の変化に関する 2 つの知見が得られた。(1)
薄膜のモザイク状の結晶方位などの乱れは改善されなか

った。これは XRDの測定結果に対応した。(2) LOモード
の半値幅が減少し、Ga-Ⅴ族結合の距離に関する乱れが減
少し、結晶性が向上した。一方、TO位置のピークは LOPC
モードの出現と考えられ、ホール密度の増加が示唆された。

これはホール測定の結果に対応した結果となった。 
このように偏光ラマン測定を用いて、ラマン選択則を利

用することにより、その選択則に関する結晶性を分けて評

価することができた。その結果、XRD やホール測定の結
果を全体として理解することができた。 
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超高真空走査型トンネル顕微鏡による Si清浄表面上の 
Au吸着粒子の観察 

 
新原 一希 a)・野中 光太郎 b)・亀山 晃弘 c)・甲藤 正人 d)・横谷 篤至 e)

 
Observation of Au particle on Si clean surface  

by UHV-Scanning Tunneling Microscopy 
 

Kazuki Nihara, Kotaro Nonaka, Akihiro Kameyama, Masahito Katto, Atsushi Yokotani   
 

Abstract 
 

In order to know growth process of atomic-level Au thin films, we have observed Au particles deposited by the 
pulsed laser deposition(PLD) method on Si clean surface by an ultra high vacuum scanning tunneling 
microscope(UHV-STM). As the result of examination for forming the Si(111) cleaned surface, it was found that 
temperature of flushing should be controlled within 5℃. Besides, we have successfully estimated that the strucuture 
of the film-like cluster of Au is almost monoatomic layer based on the face-centered cubic(fcc) sturucture. 
 
Keywords:  Au thin films, UHV-STM, PLD method, Films-like cluster of Au  

 

 はじめに

近年、原子スケールの金属薄膜の技術はさまざまな分

野で応用されており、例えば、表面プラズモン共鳴分光

法を用いたバイオセンサーといった装置においても重要

な技術として使われている。この方法では、金属薄膜の

表面プラズモンを共鳴させるために基板に極薄薄膜を形

成したものが使用されている。バイオセンサーに用いら

れる Au薄膜は数 10 nm前後のものが使用されており、そ
のために 1～2 nm の凹凸ですら測定精度のばらつきにつ
ながってしまう。高精度な測定を行うためには原子レベ

ルで平坦な Au薄膜が必要とされている 1)。本研究室では、

極薄Au薄膜作製の基礎研究として、簡単な装置でありな
がら原子レベルでの材料供給が可能な PLD(Pulsed Laser 
Deposition)法を用いて Si(111)基板上に Au粒子を吸着させ、
吸着の様子を STM(Scanning Tunneling Microscope)を用い
て観察し原子レベルでの薄膜の形成過程を知ることを目

的に実験を行ってきた。これまでに観察されたAu粒子は
単原子状のものと、クラスター状のものとに分類するこ

とが出来ている。またクラスター状のものは、粒状クラ

スター、膜状クラスターへと大別することができ、単原

子状 Au粒子については Si清浄表面のアドアトムに吸着
a)工学専攻エネルギー系コース大学院生

b)電子物理工学科学部生

c)電子物理工学科助教

d)産学・地域連携センター産学連携部門准教授

e)電子物理工学科教授

しやすいこと、および粒状クラスターについては、面心

立方構造を基本とする配置でクラスター化することがす

でに報告されている。2) 
本研究は、このうち、薄膜形成の初期段階と考えられ

る膜状クラスターに注目し、極薄Au薄膜を作製するため
に役立つ情報として、その厚さや構造等を知ることを目的

に行った。

 
 実験装置及び方法

実験装置

図 1 に実験装置構成図を示す。サンプル導入室、測定
準備室、STM 測定室の 3 体のステンレス製超高真空チャ
ンバーで構成されおり、それぞれ、10-4 Pa、10-9 Pa、10-9 Pa
に真空引き可能なチャンバーを用いた。測定準備室では、

サンプルホルダーに通電加熱用端子を取り付けサンプル

ベーキング及びフラッシングを行えるようにした。PLD
法には Nd:YAGレーザーの 2ω光を用いた。
 

 

 

 

 

 

図 1. UHV-STM実験装置構成図
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実験方法

測定条件が画質に及ぼす影響の検討

 本実験で使用する STM のパラメータのうち、直接画質
に関係する Tip Biasとスキャン速度、スキャン時のサンプ
ルの傾きの補正値の 3種類のパラメータをそれぞれ-1.0～
-2.0 V、144～360 ms、±4 mradと±40 μradで変化させ、画
像を取り出し、比較を行った。

 
清浄表面形成条件の検討

通電加熱用電源を測定準備室に接続して約 600 ℃で 10
時間程度のサンプルベーキングを行った後、フラッシング

加熱を行い 3時間程度放置し常温に戻した。フラッシング
の温度を 1040～1080 ℃まで、5 ℃間隔で変化させ、清浄
表面形成に及ぼす影響を検討した。

 

Au吸着粒子の観察
清浄化後、PLD 法で、ターゲット(Au)をレーザーアブ

レーションさせ、基板の Si(111)清浄表面上に吸着させた。
レーザー強度を 0.20～0.40 mJ/Pulseに変化させ、ショット
数を 20 shotsで Au粒子を吸着させた Si表面を STMで観
察を行った。

図２. それぞれTip Biasが-1.0 V(左)、-1.5 V(中)、-2.0 V(右) 
の時の STM画像

実験結果と考察

測定条件が画質に及ぼす影響

図 2に Tip Biasを-1.0 V、-1.5 V、-2.0 Vの STM画像を
示す。Tip Biasが-1.0 Vの画像では少し低いところが黒く
つぶれ、構造が観察できない部分も見られた。-1.5 Vは全
体に小さい球状のものが観察できた。-2.0 Vの画像は球状
のものが繋がって楕円形状に観察された。一般に Tip Bias
は小さいほどサンプルと探針間距離が近づき、分解能が高

い画像が得られる傾向が見らるが、サンプル表面の凹凸が

激しいと探針とサンプルが接触してしまう可能性がある

ため、本実験では、-1.5 Vが適切と判断した。 
次に、スキャン時に探針が一往復するのに必要とする時

間を 144～360 msまで変化させた。250×250 nmスケール
の STM画像を取り出す際はスキャン速度を遅くすること
でしっかりとフィードバックがかかり鮮明な画像を得る

ことが出来た。しかし、あまりに遅いとドリフトが起こる

等の不都合がでる。そこで 360 msを最適とした。40×40 nm
スケールの STM画像を取り出す際は、24 0msで原子一個
を鮮明にとらえることが出来た。それ以上遅くした場合、

機械的ノイズにより、原子がぼけてしまった。傾斜補正は

最適な値から40 mradずれると画像化が不可になってしま
い、±4 mradで左右白黒の明暗がはっきりとした画像が得
られ、±40 μradで調整することで全体がはっきりとした画
像を得ることが出来た。以上のことから本研究では Tip 
Bias:-1.5 V、スキャン速度は 40×40 nm画像では 240 ms、
250×250 nm画像では 360 ms、傾斜補正は±40 μradで調節
することが最適と考え、以下この条件でデータを取得した。

清浄表面形成条件の検討

図 3に本実験で得られた STM画像を示す。広い清浄表
面が得られた温度を最適なフラッシング温度とし、最適な

 

 

 

 

 

 

 

図 3. それぞれのフラッシング温度での STM画像
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温度を挟んで温度が高すぎる場合は大きな粒状、温度が低

すぎる場合は、不鮮明な画像が得られた。しかし、図に示

した STM画像は特徴ごとに左から並べているがこの時の
サーモメータの表示が左から、1080 ℃、1060 ℃、1050℃、
再び 1060 ℃、1040 ℃と高い順になっていない。我々はフ
ラッシング温度を相対温度 1 ℃のサーモメータで、超高真
空用チャンバー内のサンプルをチャンバー外から計測し

ているので、多少室温が影響してしまう可能性があること

から我々はサーモメータ表示が高い順になっていない原

因を室温が一定になっていないからではないかと考えた。 
図 4 にフラッシングを行った一連の実験の清浄表面の

でき方を表すグラフを示す。グラフは、サーモメータの表

示温度を縦軸にとり、Si表面の状態を記号で表したもので
ある。図 3から清浄表面が出来ておらず大きな粒状を▲、
清浄表面が微小にできており、大きな粒状を△、清浄表面

が広範囲にできている画像を○、清浄表面が微小にできて

おり、不鮮明な画像を□、清浄表面が出来ておらず不鮮明

な画像を■とそれぞれ記号化し、図 4に用いた。なお、相
対的に温度が異なると考えられるものは横にずらして表

記した。このグラフからも、清浄表面が出来る温度は室温

によってばらつきが見られていると思われる。初期の室温

が一定でない実験では清浄表面が形成される温度に

±15 ℃の幅があったのに対し、青線を挟んだ右側の室温一
定の時を見ると、清浄表面が形成される温度は±5 ℃の範
囲に収まっていることが分かった。よって、室温を考慮す

ることで±5 ℃の狭い温度範囲でのみ清浄表面を形成させ
ることが可能であると考えられる。

また、最適温度からのずれと 40×40 nmの STM画像中に
見られた、清浄表面の面積との関係を表したグラフを図 5
に示す。室温一定の時は 5 ℃の誤差があり、室温が一定で
なかった実験では温度に約 10 ℃幅があると考えられるた
め、それぞれ、5℃の幅は実線のエラーバー、10 ℃の幅は
破線のエラーバーで補正した。このグラフから、最適温度

は±1～2 ℃の幅であり、最適温度に近づくにつれて、清浄
表面の面積は漸近線的に大きくなっていくと考えられる。

図 4. フラッシング温度が清浄表面形成に及ぼす影響

図 5. 最適温度からのずれと清浄表面面積の関係

Au吸着粒子の観察 
図 6に Si清浄表面上に PLD法によって Auを吸着させ

た STM画像を示す。清浄表面に対して明るく映っている
ものが Au吸着粒子である。吸着粒子の中に、前述の膜状
クラスターに分類できるものが見られた。バイオセンサー

に用いられている極薄 Au薄膜は、この膜状クラスターが
広範囲に広がり形成されているものと考えることができ

るので、本研究では膜状クラスターに注目した。

図 6. PLD法により吸着させた Au粒子

観察された膜状クラスターの STM画像を図 7に示す。
画像から吸着粒子の粒子直径と粒子間距離を計測した。そ

の際、STM 画像にはピエゾの非線形性やノイズが原因で

歪みが生じるので、それらを考慮し、補正し計測すると、

粒子直径が 0.864 nm、粒子間距離が 0.864 nmであり、赤
破線で描くように、大まかに正三角形のような構造をとっ

ていることが分かった。固体の Auは面心立方構造をとる
ので、Au の面心立方格子(111)面との比較を行った。Au
粒子の原子直径は 0.288 nmであるが、STMでは原子が 2
倍程度に大きく観察されることから、黄色で示した 3つの
Au 原子のそれぞれが 2倍大きく観察されその結果、分解
能の限界により一つの粒子として観察されている可能性

がある。さらに、その 3つセットの粒子が、各々0.864 nm
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図 . 膜状クラスターSTM画像(左)と面心立方格子(111)
面との比較(右)

間隔で並んでいることから、Au(111)面から原子が周期的
に抜けた構造であることを示唆する観察結果となった。 
これらを踏まえて 3 次元的に推察したモデルを図 8 に

示す。面心立方構造から底面に(111)面が来るように不要
な原子は抜き取って作製した。このモデルは高さが原子 1
個分と 2個直列に上下に重なった高さの間の高さとなる。  
このモデルの妥当性を評価する為に、膜状クラスター

の厚さを画像から画像解析ソフトを用いて実測し、比較し

た。今回我々が得た STM画像は、トンネル電流を一定に
して見積もられた試料表面の高さ情報を測定したので、明

暗は高さを示している。しかし、ピエゾの印加電圧の生デ

ータはノイズや歪みを含み直接解析が難しい。そこで、一

旦画像にしたものから画像の状態を確認しながら画像解

析ソフトを用いることで選んだ断面における吸着粒子の

高さ情報に再度変換した。また、必要に応じて画像上でス

ムージング処理をした。 
曲線(A)は Si 清浄表面の高さ分布を示し、曲線(B)は、

Au の高さ分布を示している。曲線(A)に沿うように DAS
モデルの断面図を図示した。更に曲線(B)に合うように
DAS モデルの最上表面であるアドアトム上に Au 粒子を
図示した。破線は STMでは原子が 2倍程度に大きく観察
される事から、図示したものである。今回計測された膜状

クラスターの高さは 0.73±0.01 nmであった。これは図より
原子 1個分より高く、原子 2個分よりも低い。これにより
我々が作製したモデルと STM像から実測した高さと矛盾
しないことが分かった。原子レベルでの極薄 Au薄膜はこ
の構造が広く広がったものであると考えられる。

図 8. 作製したモデル図

図 9. 高さ測定結果

 結論

バイオセンサーで必要とされる極薄 Au 薄膜の重要な
情報として、Au吸着粒子の厚さや構造を知るために STM
と PLD法を組み合わせて Si清浄表面上に Au粒子を吸着
させ観察を行った。その結果清浄表面形成のためのフラッ

シングは、室温に配慮しながら、サーモメーターで 5℃以
下の非常に狭い温度条件で行うことが必要であることが

分かった。また面心立方構造を基本としたモデルで膜状ク

ラスターの構造を明らかにすることができ、膜状クラスタ

ーの厚さは単原子膜に近いと思われる。このことから、原

子レベルで平坦な金属薄膜のものとなり得るものが PLD
法によって作製できたことが分かった。 
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CuSbS2結晶中の Cu/Sb比がキャリア濃度へ及ぼす影響 
 

竹内 麻奈人 a) ・富永 姫香 a) ・永岡 章 b)・池田 茂 c)・吉野 賢二 d) 

 
Effect of Cu/Sb ratio on carrier concentration of CuSbS2 crystal 

 

Manato TAKEUCHI, Himeka TOMINGA, Akira NAGAOKA,  
Shigeru IKEDA, Kenji YOSHINO 

 
Abstract 

 
   CuSbS2 bulk crystals were fabricated in vertical furanace from 600 to 1000 ºC. CuSbS2 single phase could be 

evaluated above 900 ºC by means of X-Ray diffraction and raman spectroscopy, respectively. The carrier 
concentration of CusbS2 single phase decreased with increasing growth tempertature. It was asuumed that the lattice 
defect of Sb atoms in Cu site is decreased in CuSbS2 bulk crystal.  

 
Keywords:  Compound semiconductor, CuSbS2, Bulk Crystal 

 
1. はじめに 

現在、Cu(In, Ga)Se2 (CIGS)太陽電池を用いた薄膜多結晶太

陽電池が実用化されており最大変換効率がSi太陽電池

(=25.3 %)に匹敵する22.6 %を達成している 1)。また、Inを
Zn, Snに置換したCu2ZnSnS4 (CZTS)太陽電池でも低コスト

の製造であるにも関わらず、最大変換効率12.6 ％が報告

されている 2)。しかし、CIGS太陽電池では多結晶を用い

たデバイスであるためTrappingである欠陥がキャリアの

再結合を促進させ粒界を形成し、電流を妨げるため、さら

なる高効率化が困難である 3, 4)。また、原料にInやGaのク

ラーク数(In=1×10-5, Ga=1×10-3)が低い元素を使用するため、

資源枯渇の可能性が大きい 5)。CZTSでも、原料のCuとZn
が周期律表で隣接しているため各々のイオン半径や電気

陰性度が類似し、結晶構造中の欠陥の制御が困難である 6)。

そのため、CZTS太陽電池の変換効率はいまだに従来の

CIGSには及ばない。このような背景から、従来のCIGSを
ベースにした材料ではなく、別の新たな化合物半導体を模

索する必要がある。 
そこで、注目したのがCuSbS2の材料である。この材料

の原料として使われているSbのクラーク数がInよりも大

きいことから資源的に安定している 5)。また、高い光吸収 
係数係数(>104 cm-1)を持つP型半導体であることからCIGS
と物性が似ている 7)。この材料のバンドギャップは太陽電

池に最も適している1.4～1.5 eVに近い1.52 eVであること

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 
b) 京都大学 日本学術振興会特別研究員PD 
c) 甲南大学理工学部教授 
d) 電子物理工学科教授 

が報告されており 8)、Sb化合物の中で最も太陽電池に適し 
た材料である。したがってCuSbS2でCIGSに匹敵する物性

値を実現できれば、安価で高効率な太陽電池を実現できる

可能性がある。現在、CuSbS2太陽電池は熱蒸着法 9)や電

着法 10)、溶液成長法 11)、スピンコート法 12)によって吸

収層を成膜する報告がある。しかし、この得られた薄膜に

おいて膜内での組成の不均一性や、膜表面の不均一性など

の要因により詳細にCuSbS2の化合物としての測定を行う

ことが困難であるため、CuSbS2の物性値が未知である。

固体物性、電気的特性などに関する報告がないためこの材

料としての詳細な物性が知られていない。そこで、本研究

では薄膜多結晶を用いた物性評価ではなく、単一相の

CuSbS2の特徴を調査する基礎研究を目的に実験を行った。 
 

 実験 

石英管(内径10 mm、厚さ1.5 mm)を王水(硝酸:硫酸=3:1)
で1時間洗浄した後、フッ化水素で再度1時間洗浄を行った。

この石英管にアセトンを熱分解してカーボンコートした

後、Cu (99.999 %、高純度科学株式会社)、Sb (99.999 %、

高純度科学株式会社)、S (99.999 %、高純度科学株式会社)
を化学量論比で加え、真空度∼10-6 Torrにおいて真空封入を

行った。これを600 ºCで24時間保持して元素同士を反応、

均一に混合させ、600~1000 ºCで再度24時間加熱した後、

炉内で冷却してバルク結晶成長させた 13)。得られたサン

プルの構造特性と結晶化度を粉末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

ル効果測定により分析した。 
XRD 測定は加速電圧を 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、
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格子定数、半値幅の算出も行った。EDXでは S-5500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 Auをスパッタリングし、磁束密度を 0.5 T、測定温度
を 300 Kとして測定を行った。ラマン分光分析には日本分
光 NRS-3100Tを用いて励起波長レーザー532 nm、出力を
7 mWで測定した。ピーク位置のキャリブレーションには
Si単結晶を使用した。測定方法は、同一試料で 3箇所測定
した。 
 
結果

結晶成長

作製したCuSbS2バルク結晶の結晶画像とラマン顕微鏡

による顕微画像をFig. 1に示す。バルク結晶の大きさは25 
mmである。1000 °Cで作製した試料は劈開しやすく結晶断
面に鏡面が存在した。また、700, 800 °Cで作製した試料の
結晶表面上には不純物が混在し、600, 900, 1000 °Cでは不
純物が混在していないことを確認した。 

Fig. 1 (左) CuSbS2の結晶画像, 
 (右) ラマン顕微画像によるCuSbS2の表面拡大画像 

 
結晶構造と異相

作製したCuSbS2の結晶構造や結晶中に混在する異相を

調べるためにX線回折やラマン分光分析による評価を行
った。Figs. 2, 3に成長温度を変化した際のXRD測定結果と
XRD測定より算出した半値幅の結果を示す。Figs. 1, 4にラ
マン分光分析のラマン顕微画像、ラマン分光分光測定結果

を示す。Fig. 2より、作製した試料がICDDと良く一致した
ことから斜方晶のChalcostibite構造を持つことを確認した 
14)。Figs. 2, 3, 4より900 °C以上から、半値幅が減少し、141 

cm-1、335 cm-1のピークから異相を含まない単一相の

CuSbS2が得られたことを確認した 15)。600 °Cの試料は、
XRDでは異相が確認できなかったが、Fig. 4より156 cm-1、

247 cm-1のピークから異相のCu3SbS4が混在していること

を確認した 15)。700, 800 °Cの試料ではFig. 2よりSb2S3の異

相が混在し 16)、Fig. 3では316 cm-1、355 cm-1でCu12Sb4S13

のピークを確認した 17)。 
それゆえ、Figs. 2, 4より、成長温度800 °C以下は異相と

してSb2S3, Cu3SbS4, Cu12Sb4S13が混在し、成長温度を900 °C
以上にすることで結晶中の反応性が向上して、単一相の

CuSbS2が得られる。 

Fig. 2 X-ray diffraction patterns 
 

Fig. 3 XRDより算出した(008), (111)面の半値幅  
 

Fig. 4 各成長温度におけるラマン分光分析結果 
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組成分析と点欠陥 
作製した CuSbS2 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よ
る評価を行った結果を Figs. 5, 6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。また、Fig. 5の組成
分析結果より成長温度 600～1000 °Cの構成元素をまとめ
たものを Table 1とする。Fig. 5より成長温度 800°C以下
の試料はすべての箇所において Cu-rich、S-poor 組成を示
した。成長温度 900°C以上で作製した試料はすべての測定
箇所において化学的量論比に近い測定結果が得られた。こ

のことから 800 °C 以下の試料には点欠陥として S 空孔
(VS)、Sbサイトに置換した Cu(CuSb)が考えられる。しかし、
ホール効果測定より P型を示したため、アクセプター欠陥
であるCuSbが多く含まれていることが考えられる。また、

密度汎関数理論(DFT)シミュレーションにより、CuSbS2の

点欠陥の生成エネルギーを計算すると、CuSbは VSよりも

生成エネルギーが小さい 18)。このことから、本研究にお

いて作製したすべての試料では CuSbが支配的になってい

ると考えられる。 
Fig. 6では、800 °C以下は異相を含む CuSbS2、900 °C

以上は単一相の CuSbS2のキャリア濃度を示している。こ

の結果から、900 °C以上の単一相の CuSbS2で成長温度を

大きくすることでキャリア濃度が減少していることを示

した。そこで、XRD、EDX、ラマン分光分析より単一相
の CuSbS2で最も結晶品質が良い 1000 °Cの試料を用いて
Cu/Sbの組成制御を行い、そのキャリア濃度を測定した結
果を Fig. 7に示す。Fig. 7では Cuの含有率が減少するにし
たがってホール濃度が減少することを確認した。これは、

Sbサイトの Cu（CuSb）が減少したと考えられる。 
それゆえ、成長温度を大きくしたことでキャリア濃度が

減少したのは、結晶中の CuSbの含有率が影響しているこ

とが考えられる。 
 
結論

 
高純度の Cu、Sb、Sを用いて、バルク結晶の作製を試

みた。成長温度 600 °C～1000 °Cと変化させた。 
XRDやラマン分光の結果より、成長温度 900 °C以上で
反応性が向上し、単一相の CuSbS2が得られ、格子定数が

ICDD カードの値と良く一致したことから、斜方晶の
Chalcostibite構造を持つこと確認した。また、ラマン分光
より、成長温度 600 °C では Cu3SbS4、700, 800 °C では
Cu12Sb4S13の異相が混在した CuSbS2であることを確認し

た。 
EDX組成分析の結果より、800 °C以下の試料は封入量

に比べ Cu-rich、S-poor組成を示した。一方、900 °C以上
の試料は成長温度を大きくしたことにより、結晶中の反応

性が向上し、仕込み組成比に近付くことを示した。ホール

効果測定ではすべての試料において金の電極でオーミッ

ク特性が得られ、伝導型は P 型を示したので、DFT シミ

Fig. 5 EDX組成分析結果 

Table 1 各成長温度における構成元素の組成分析結果 

Fig. 6 キャリア濃度の温度依存性 

Fig. 7 Cu/Sb比の組成変化のキャリア濃度 
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ュレーションの結果にしたがい、アクセプター性欠陥であ

る CuSbが豊富に含まれていることが考えられる。単一相

の CuSbS2を持つ試料のキャリア濃度は成長温度を大きく

することで、減少傾向を示したのは、成長温度を大きくし

たことで、結晶中の CuSbが減少したことが要因と考えら

れる。 
 

 
参考文献

1) M. A. Green, Y. Hishikawa, E. D. Dunlop, D. H. Levi, J. 
Hohl-Ebinger, A. W. Y. Ho-Baillie: ‘‘Solar cell efficiency 
tables’’,  Plog. Photovolt Res, Vol.26, 3-12, 2018. 
2) W. Wang, M. T. Winkler, O. Gunawan, T. Gokmen, T. K. 
Todorov, Y. Zhu, D. B. Mitzi: ‘‘Device Characteristics of 
CZTSSe Thin-Film Solar Cells with 12.6% Efficiency’’, Adv. 
Energy Mater., Vol.4, 1301465, 2014. 
3) J. B. Li, V. Chawla, B. M. Clemens: ‘‘Investigating the Role 
of Grain Boundaries in CZTS and CZTSSe Thin Film Solar 
Cells with Scanning Probe Microscopy’’, Adv. Mater., Vol.24, 
720-723, 2012. 
4) J. Eid, A. Usman, I. Gereige, J. V. Duren, V. Lyssenko, K. 
Leo, O. F. Mohammed: ‘‘Ultrafast pump-probe reflectance 
spectroscopy:Why sodium makes Cu(In,Ga)Se2 solar cells 
better’’, Solar Energy Mater. & Solar Cells, Vol.140, 33-37, 
2015. 
5) 元素を知る事典：先端材料への入門, 海鳴社, 村上 雅

人 著, P57. 
6) S. K. Wallace, D. B. Mitzi, A. Walsh: ‘‘The Steady Rise of 
Kesterite Solar Cells’’, ACS Energy Lett., 2 (2017) 776-779. 
7) L. Yu, R. S. Kokenyesi, D. A. Zunger: ‘‘Inverse Design of 
High Absorption Thin-Film Photovoltaic Materials’’, Adv. 
Energy Mater., Vol.3, 43-48, 2013. 
8) D. J. Temple, A. B. Kehoe, J. P. Allen, G. W. Watson, D. O. 
Scanlon: ‘‘Geometry, Electronic Structure, and Bonding in 
CuMCh2(M=Sb, Bi; Ch=S, Se): Alternative Solar Cell 
Absorbaer Materials?’’, J. Phys. Chem., Vol.116, 7334-7340, 
2012. 
9) A. D. Saragih, D. H. Kuo, T. T. A. Tuan: ‘‘Thin film solar 
cell based on p-CuSbS2 together with Cd-free GaN/InGaN 
bilayer’’, J. Mater. Sci. Mater. Electron., Vol.28, 2996-3003, 
2017. 
10) W. Septina, S. Ikeda, Y. Iga, T. Harada, M. Matsumura: 
‘‘CuSbS2 as a Promising Earth-Abundant Photovoltaic 
Absorber Material: A Combined Theoretical and Experimental 
Study’’, Thin SolidFims., Vol.550, 700-704, 2014. 
11) C. Macias, S. Lugo, Á. Benitez, I. Lόpez, B. Kharissov, A. 
Vázquez, Y. Peña: ‘‘Thin film solar cell based on CuSbS2 

absorber prepared by chemical bath deposition (CBD)’’,  
Materials Research Bulletin., Vol.87, 161-166, 2017. 

12) Y. C. Choi, E. J. Yeom, T. K. Ahu, S. I. Seol: 
‘‘CuSbS2-sensitized inorganic heterojunction solar cells 
fabricated using a metal-thiourea complex solution.’’,  
Angewandte Chemie., Vol.54, 4005-4009, 2015. 
13) A. Nagaoka, K. B. Han, S. Misra, T. Wilenski, T. D. Sparks, 
M. A. Scarpulla: ‘‘Growth and characterization of Arsenic 
doped CdTe single crystals grown by Cd-solvent 
traveling-heater method’’, Journal of Crystal Growth, Vol.467, 
6-11, 2017. 
14) ICDD No. 01-088-0822. 
15) B. John, G. G. Silvena, A. L. Rajesh: ‘‘Temperature 
dependent solvothermal synthesis of Cu-Sb-S nanoparticles 
with tunable structural and optical properties’’, Mater. 
Research Bulletin, Vol.95, 267-276, 2017. 
16) ICDD No. 01-070-9256. 
17) T. Rath, A. J. MacLachlan, M. D. Brown, S. A. Haque: 
‘‘Structural, optical and charge generation prpperties of 
chalcostibite and tetrahedrite copper antimony sulfide thin 
films prepared from metal xanthates’’, J. Mater. Chem. A., 
Vol.3, 24155-24162, 2015. 
18) B. Yang, L. Wang, J. Han, Y. Zhou, H. Song, S. Chen, J. 
Zhong, L. Lv, D. Niu, J. Tang: ‘‘CuSbS2 as a Promising 
Earth-Abundant Photovoltaic Absorber Material: A Combined 
Theoretical and Experimental Study’’, Chem. Mater., Vol.26, 
3135-3143, 2014. 
 

102 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

ジエチル亜鉛原料を用いて作製した ZnMgO膜の電気特性 
 

富永 姫香 a)・吉野賢二 b)

 
 Electrical characterization of ZnMgO films grown  
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Abstract 
 

  Non-doped ZnMgO thin film on white glass was grown at room temperature by spin-coated using 
di-butylmagnesium diethylzinc - based solution under nitrogen atmosphere. And obtained samples were annealed 
450 ˚C for 5 min. The di-butylmagnesium was used as magnesium dopant (0~40 mol %) for ZnO materials. The 
carrier concentration decreased, resistivity increased with increasing magnesium dopant by Hall measurement. This 
carrier scattering of the results were similar to the Book-Herring-Dingle formula. And the diffusion length was 
smaller than the grain size from the XRD. This results were similar to the screening potential of the Thomas-Fermi. 
Therefore, the electron resistivity was related to the ionized impurity scattering of ZnMgO films grown by using 
diethylzinc solution . 

 
Keywords:  ZnMgO, Spin-coated 

  

 はじめに

近年、世の中に必要不可欠となっている液晶ディスプレ

イやタッチパネル、自動車窓ガラスの防曇防氷部品、熱線

反射膜、再生エネルギーのための太陽電池などには透明導

電膜が使用されている。 
透明導電膜とは、可視域（380～780 nm）の波長領域で

透過率が高く、かつ電気伝導率が大きな薄膜であり、具体

的には、光透過率がおよそ 80％以上で、抵抗率（ρ）が約
1.0×10-3 Ω・cm以下の薄膜のことである 1)。現在、最も広

く利用されている透明導電膜は ITO（Sn-doped In2O3）で、

高コストやレアメタルの問題点がある。一方、FTO
（F-doped SnO2）は比較的安価な材料であるが低温での薄

膜成長が困難であり、低抵抗な膜が得られにくいため用途

が大幅に限定される。そこで、低コストでかつ埋蔵量など

が豊富な Znを用いた ZnO（Zinc Oxide）が代替材料とし
て注目され、技術開発によって透明導電膜としての特性が

著しく向上している 2)。 
ZnOは、直接遷移半導体であり可視光領域において透明
であるという特性をもっており、不純物添加によって導電

性の制御が可能な材料である。しかし、ZnOは ITOや FTO
に比べて、バンドギャップが室温で約 3.3 eV と小さいと
いう問題点がある。さらなる太陽電池の高効率化や透明導

電膜の使用用途を広げるためには、ZnOのバンドギャップ
を大きくし、短波長の光を取り込むことを可能にすること 

a)工学専攻エネルギー系コース大学院生

b)電子物理工学科教授

が重要である。 
ZnO に Mg を添加することでバンドギャップを変化さ
せることが可能である。MgはMgOとして添加するので、
MgOは立方晶構造をもちバンドギャップ 7.8 eVであり、
Mg2＋はイオン半径 0.57Åと Zn2+のイオン半径 0.60Åに近
い。そのため Mg2+が Zn2+と置換されバンドギャップが広

がると考えられており Mg の添加量を調整することで
ZnMgO 膜のバンドギャップ制御成功したことが報告され
ている 3)。また、実際に ZnMgOを太陽電池のバッファ層
に使用したソーラーフロンティアの Cu(In, Ga)S2薄膜太陽

電池では世界最高の変換効率 12.9%が得られている 4)。さ

らに峯元らはスーパーストレート型 Cu(In, Ga)Se2太陽電

池で 9.3% 5)の変換効率を記録しており注目されている。 
ZnMgO の作製方法は、MOCVD 法 6)やスパッタリング

法 5)、スプレー法 7)、スピンコート法 8) が報告されている

が、基板温度あるいはアニール温度が高温という現状があ

る。また、スピンコート法において ZnMgOの成膜報告数
は他の製法に比べて少なく、使用されている原料は酢酸系

という報告がほとんどである 8,9)。これまでに、スプレー

法により酢酸系の原料を用いて、基板温度 500℃で ZnMgO
膜の作製に成功している 7)。また、希釈したジエチル亜鉛

（DEZ）を用いてスピンコート法により、150℃で ZnMgO
の作製に成功している 10)。本研究では、DEZ 原料を用い
てスピンコート法により初めて ZnMgO薄膜を作製し電気
特性を評価した。 
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 実験

実験方法 
スピンコート法は、基板の上に溶液を供給して基板を回

転させ、遠心力により溶液を基板全体に広げて膜にする方

法である。スピンコート法の利点は、コーティング操作が

単純、原料の選択性が広範、低温プロセスが可能、光学特

性に優れた膜が生成できる。さらに膜厚の可変が可能など

があげられる。今回用いたスピンコート成膜のパラメータ

は、回転時間：15 s、回転数：1000 rpm、熱処理温度：450℃、
マグネシウムの濃度：0、5、20、25、40 mol%、成膜回数
2回とした。原料は、本研究室で ZnOにおいて低温成膜に
成功した希釈した DEZ にジブチルマグネシウムを添加し
たものを用いた（東ソーファインケム株式会社提供）。成

膜プロセスは原料をガラス基板上に塗布し、スピンコート

により成膜後、各温度で 5分間アニールを行うというプロ
セスを 2回行った。また得られた ZnMgO膜を XRD（X線
回折）、ホール測定、四短針測定等において評価を行った。 
 

 実験結果および考察

X 線回折測定により ZnMgO 膜の結晶化度を決定した
（図１）。全てのサンプル測定において、ウルツ鉱構造の

結晶性 ZnMgO が確認された。Mg が高濃度になるにした
がって低角側にシフトしていることが確認された。これは、

Mg2+(0.57Å)と Zn2+(0.6Å)が置換したことによるものと考
えられる。また、Mgが高濃度になるにしたがって格子定
数 c軸がベガード則にしたがって減少傾向を示した。この
値をスパッタリング法 5)とスプレー法 7)と比較すると、c
軸が縮小する傾向を示した。 
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ホール測定で得られた抵抗率とキャリア濃度をぞれぞ

れ図 2 と図 3 に示す。Mg が高濃度になるにしたがって、
抵抗率は増加傾向、キャリア濃度が減少傾向を示した。さ

らに、XPS 測定結果より、Zn/(Zn+Mg+O)が Mg 濃度が増
加するにしたがって減少傾向を示した（図 4）。また、
O/(Zn+Mg+O)の割合は増加傾向を示したことから、キャリ
アである格子間 Zn (Zni)または酸素空孔（Vo）の減少が原
因であると推測される。 
この結果から、キャリア散乱を考えるために、キャリア

濃度と移動度の関係を図5に示す。Book-Herring-Dingle式11)

のキャリア濃度の傾きn-3/2と同じ傾向を示すため、イオン

化不純物散乱が影響していると考えられる。また、図6に
示すように、平均自由行程は粒径よりも小さいため、粒界

散乱の影響は小さいと考えられる。 
さらに、イオン化不純物散乱が支配的な場合、電気抵抗 

図 1. X線回折スペクトル 

図 2. 抵抗率とMg添加濃度の関係 

図 3. キャリア濃度とMg添加濃度の関係 
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率をBorn近似とThomas-Felmi形の遮へいポテンシャルを
用いて表すことができる（式１）12)。本研究のZnMgO膜
のサンプルと比較すると同様の傾きが観察された。これは、

電気抵抗にイオン化不純物散乱が大きく起因していると

考えられる。 
 
（式１） 
 

 

 結論

ジエチル亜鉛を原料とした溶液を用いてスピンコート

法によりZnMgO薄膜の窒素雰囲気下での作製を行った。
サンプルは回転時間15秒、回転数1000回転、熱処理時間5
分、成膜回数2回で作製し、マグネシウムの濃度：0、5、 
20、25、40 mol%と変化させた。作製したサンプルはZnMgO
のICDDカードと比較し、X線回折ピーク位置の一致から、
全てのサンプルで結晶性ZnMgOが形成されていることが
確認された。また、Mg濃度が増加するにしたがって低角
側にシフトしていることが確認された。これは、Mg2+(0.57
Å)とZn2+(0.6Å)が置換したと考えられる。ホール測定より、
抵抗率は増加傾向、キャリア濃度が減少傾向を示した。

Book-Herring-Dingle式の傾きn-3/2と比較すると同じ傾向を

示した。また、平均自由行程は粒径よりも小さい結果とな

った。さらに、イオン化不純物散乱が支配的なBorn近似と
Thomas-Felmi形の遮へいポテンシャルの傾きと比較した
ところ同様の傾向を示した。よって、ジエチル亜鉛原料を

使用し、スピンコート法で作製したZnMgO膜はイオン化
不純物散乱が影響していると考えられる。なお、ジエチル

亜鉛原料を使用して、スピンコート法でZnMgO膜を作製
し電気特性を観察したのは初めてである。 

図5. キャリア濃度と移動度 

図 6. Mg濃度変化における自由行程 
図 7. キャリア濃度と抵抗率 

図 4. XPS値とMg濃度の関係 

図 6.  平均自由行程とMg濃度の関係 

図 7. キャリア濃度と抵抗率 
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スピンコート法による ZnMgO膜の作製と 
ペロブスカイト系太陽電池バッファ層への応用 

 
富永 姫香 a)・吉野 賢二 b)

 
Application of ZnMgO buffer layer by spin coating method 

for perovskite-type solar cell  
 

Himeka Tominaga, Kenji Yoshino 
 

Abstract 
 

   Non-doped ZnMgO thin film on white glass was grown at room temperature by spin-coated using di-
butylmagnesium diethylzinc - based solution under nitrogen atmosphere. And obtained samples were annealed 450 
˚C for 5 min. The di-butylmagnesium was used as magnesium dopant (0~40 mol %) for ZnO materials.Optical 
absorption edge of ZnMgO was shifted to high energy region and bandgap became large increasing magnesium from 
the optical transmittance.Mg atoms could be successfully substituted in Zn site. The highest perovskite-type solar cell 
was efficiency of 7.86 % with Zn0.8Mg0.2O buffer layer. This was first application of ZnMgO buffer layer for 
perovskite-type solar cell by spin-coated using a DEZ based solution . 

 
Keywords:  ZnMgO, Spin-coated, Solar cell 

  

 はじめに

人類は地球もしくは自然から石炭や石油などという恩

恵をうけ生産活動を行い富を生み出してきた一方、近年地

球環境問題が発生しているため省エネが叫ばれている。地

球環境問題のカテゴリーは９つ存在するといわれている。

①地球温暖化②オゾン層破壊③酸性化（酸性雨）④海洋汚

染⑤有害廃棄物の越境移動⑥生物多様性の喪失⑦砂漠化

⑧熱帯雨林の減少⑨発展途上国に広がる公害である 1)。そ

の中でも地球温暖化は顕著に進んでいるため研究が盛ん

に行われている。太陽電池は、シリコン太陽電池や

CuInGaSe2（CIGS）太陽電池が主に市場に出回っている。
さらに、高効率で低コストな太陽電池を作製するために研

究が進められている。中でも注目されているのが有機太陽

電池である。中でも、ペロブスカイト太陽電池は 2009年
に宮坂ら 2)が報告した後に急激に変換効率が増加した期

待されている太陽電池であり現在 22.1%の変換効率が報
告されている 3)。 
また、太陽電池の透明導電極やバッファ層に使用されて

いる酸化物も研究が活発に行われており、中でも酸化亜鉛

（ZnO）が注目されている。ZnOは、直接遷移半導体であ
り可視光領域において透明であるという特性をもってお

り不純物添加によって導電性の制御が可能な材料である。

しかし、ZnOは ITOや FTOに比べて、バンドギャップが  
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

b) 電子物理工学科教授

室温で約 3.3 eV と小さいという問題点がある。さらなる
太陽電池の高効率化や透明導電膜の使用用途を広げるた

めには、ZnOのバンドギャップを大きくし、短波長の光を
取り込むことを可能にすることが重要である。ZnOに Mg
を添加することでバンドギャップを変化させることが可

能である。MgOとして添加するが、MgOは立方晶構造を
もちバンドギャップ7.8 eVであり、Mg2＋はイオン半径0.57
ÅとZn2+のイオン半径 0.60Åに近い。そのためMg2+がZn2+

と置換されバンドギャップが広がると考えられている 4)。

実際に ZnMgOを有機太陽電池であるポリマー太陽電池の
バッファ層に使用した Yin らは 8.3%5)の変換効率を記録、

Song らはペロブスカイト系太陽電池のバッファ層に使用
し 13.7%6)を記録しており注目されている。 

ZnMgO の作製方法は、MOCVD 法 7)やスパッタリング

法 8)、スプレー法 9)、スピンコート法 10) が報告されている

が、基板温度あるいはアニール温度が高温という現状があ

る。スピンコート法は、非真空プロセスであり、コーティ

ング操作が単純、低温プロセスが可能など低コスト化が可

能である。また、スピンコート法による ZnMgOの成膜の
報告数は他の製法に比べて少なく、使用されている原料は

酢酸系の報告がほとんどである 10, 11)。これまでに、希釈し

たジエチル亜鉛を用いてスピンコート法により室温で

ZnO の作製に成功している 12)。以上のことから、ZnMgO
膜を低温で作製するために本研究ではジエチル亜鉛を原

料として用いスピンコート法により低温で ZnMgO薄膜を
作製し、太陽電池へ応用した。 
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 実験

実験方法 
スピンコート法は、基板の上に溶液を供給して基板を回

転させ、遠心力により溶液を基板全体に広げて膜にする方

法である（図 1）。基板の形は可能であれば円形がよい。角
型の場合、膜厚のコントロールに工夫が必要であり、角の

部分の膜厚が他の部分と異なる可能性がある 11)。今回用

いたスピンコート成膜のパラメータは、回転時間：15 s、
回転数：1000 rpm、熱処理温度：450℃、マグネシウムの濃
度：0、5、20、25、40 mol%、成膜回数 2回とした。原料
は、本研究室で ZnO において低温成膜に成功した希釈し
たジエチル亜鉛にジブチルマグネシウムを添加したもの

を用いた（東ソーファインケム株式会社提供）。成膜プロ

セスは原料をガラス基板上に塗布し、スピンコートにより

成膜後、各温度で 5分間アニールを行うというプロセスを
2 回行い、得られた ZnMgO膜を XRD（X 線回折）、原子
間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)、透過測定、四
短針測定等において評価を行った。なお、ペロブスカイト

太陽電池の作製は 2ステップである。 
 

図 1. スピンコート装置外略図 

 

 実験結果および考察

図 2のサンプル写真より、すべてのサンプルにおいて白
濁することなく、高透過率の無色透明のサンプルが観察さ

れた。 
次に、透過率測定の結果を図 3に示す。作製した 0 mol%、

5 mol%、20 mol%、25 mol%、40 mol%サンプルの透過率・
吸収端を調べるために 200 ～500 nmの範囲で透過率測定
を室温で行った。全てのサンプルにおいて透過率が 80%を
超えており、透過性に優れた薄膜であると考えられる。ま

た、Mg濃度が 0 mol%（ZnO）にくらべると ZnMgOの吸
収端は Mg 濃度が増加するほど短波長側にシフトしてい
た。（図 4）これは ZnOにMgを添加したことにより Znと
Mg が置換して、ZnMgO が作製され光学バンドギャップ
が広がったと考えられる。 
透過率測定の結果からバンドギャップを式（1）を用い

て求めた（図 5）。Mgの濃度が増加するにしたがってバン

ドギャップが増加する傾向を示した。αは吸収係数、hν
は光子エネルギー、Eg は光学バンドギャップ、B は定数
を表す。 

αhν＝B(hν-Eg)1/2  (1) 
 

また、他の作製法とバンドギャップを比較したところ、酢

酸系原料に比べバンドギャップは大きい傾向を示したが、

スパッタ法に比べると小さい傾向を示した。これは、Mg2+

と Zn2+が十分に置換していないことが考えられる。 
図 5 に X 線回折の結果を示す。全てのサンプルでウル
ツ鉱構造の ZnMgO 構造が確認された。Mg が高濃度にな
るにしたがって、格子定数の c軸がベガード則にしたがっ
て減少傾向を示した。Mg2+と Zn2+が置換することで格子

定数が減小したと推測される。また、他の製法と比べたも

のを図 6に示す。高濃度の Mgの ZnMgO膜は他のスパッ
タリング法やスプレー法に比べ c 軸が減少する傾向が観
察された。 

図 2. サンプル写真 
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図 3. 平均透過率とMg濃度の関係 
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次に、表面のラフネスを調べるために AFM測定を行っ
た。図 8に測定した RMSの結果を示す。スパッタ膜と比
較するとスピンコート膜で作製した膜は RMS値が大きく
変化が大きい。これは、スパッタ膜が c軸配向しているの
に対し、スピンコート膜は a軸、c軸ともに観察され多結
晶であり粒径が異なると考えられる。また、RMSはMgが
高濃度になるにしたがって増加傾向を示した。バンドギャ

ップも ZnO に比べ大きく光閉じ込め効果も期待できると
考える。 
このような特性を持ったスピンコート法における

ZnMgO 膜をペロブスカイト太陽電池のバッファ層に応用
した 13)。表 1に太陽電池の各値の結果を示す。ジエチル亜
鉛原料を用いて作製した ZnMgO膜をペロブスカイト太陽
電池のバッファ層に用いたことは初めての報告である。

Zn0.8Mg0.2Oのサンプルが 7.86%の変換効率を記録した。 

図 4. 透過率スペクトル 

.. 

図 5. 作製法別バンドギャップ 

図 6. X線回折スペクトル 

図 7. X線回折による格子定数 

図 8. AFMにおける RMS値 

図 8. AFM測定における RMS値 

図 7. X線回折による格子定数 

スピンコート法による ZnMgO 膜の作製とペロブスカイト系太陽電池バッファ層への応用 109



  

Mgが高濃度になるにしたがって開放端電圧はほとんど変
化はないが、短絡電流が減少することで変換効率の減少に

つながっていると考えられる。 
 

表１ ペロブスカイト太陽電池の結果 

 結論

本研究では、スピンコート法によりジエチル亜鉛を原料

とした溶液を用いて 薄膜の窒素雰囲気下での作製

を行った。サンプルは回転時間 秒、回転数 回転、

熱処理時間 分、成膜回数 回で作製し、熱処理温度を

℃、マグネシウム濃度を 、 、 、

、 と変化させた。全体透過率は を超えて

おり、透過性に優れた薄膜であると考えられる。また、

濃度が増加するほど短波長側にシフトしていた。これは

と が置換して、 が作製され光学バンドギャ

ップが広がったと考えられる。実際に計算してみると光学

バンドギャップが広がっていることが確認された。作製し

たサンプルを の カードと比較したところ、全

てのサンプルで の結晶が形成されていることが確

認された。また、他の製法と格子定数を比較すると高濃度

の の 膜は他のスパッタリング法やスプレー法に

比べ 軸が減少する傾向が観察された。以上のような特性

を持った 膜をペロブスカイト太陽電池のバッファ

層に応用した。結果は、 が高濃度になるほど変換効率

は減少傾向を示した。最高変換効率が の薄膜で

でジエチル亜鉛原料を使用した 膜をペロブス

カイト太陽電池に応用したのは初めてである。
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Numerical Examination on Propagation of Electromagnetic Wave 
in 2 Dimensional Cylindrical Human Head Model 

Zin Mar Lwina), Mitsuhiro YOKOTA b) 

 

Abstract 

The propagation characteristic of the electromagnetic wave to the human head is examined in frequency 3.35 
GHz. Human head is designed as the layered structures such as skin, fat, bone, Dura, CSF (Cerebrospinal fluid) and 
brain. EM wave Radiation and Electric filed propagation are numerically examined by FDTD (finite different time 
domain) method of two dimensional Maxwell’s equation. For 2D FDTD, E polarization case of Transverse magnetic 
(TM) mode are implemented with Matlab programming. The electric field point source is kept near cylindrical human 
head and then analyze the nature of wave propagation to the tissue layer by layer using the impedance mismatch and 
specific absorption rate (SAR). Only some part of head that located near the source has the high level of E field 
absorption rate and then it sharply decreases. The electric field absorption rate reach peak in Skin and CSF layer. This 
paper also mentions the relationship between the rising of SAR rate and the reflection rate at each tissue layer interface. 

 
Keywords: FDTD, Human Head, SAR.

1. INTRODUCTION 

The environment of people is overwhelming with 
radio wave and most of the people cannot stand 
without the modernize luxurious device. Every day, 
people use computer, cell phone, microwave and other 
different kinds of devices. Even if we don’t use these 
things, there are so many wireless transmissions tower 
or antenna station in our surrounding. And also, 
modern society should be counted not only in physical 
world but also in imaginary world. People spend their 
spare time in daily life interconnection with the social 
media communication device. So they use the cell 
phone for internet browsing, conversation, playing 
game, reading, etc. It may have some unwanted effects 
by using the phone for long time for every day. 
Generally, Human body are radiated in many ways 
from various source. According to the nature of 
Human body, it can be able for absorbing the 
electromagnetic field. In this way, it can be heating the 
cells and tissue of human body. Heating effects or 
thermal effects able to destroy the human metabolism 
of cells and tissue. So studying the effects of electric 
field propagation is important. 

Nishizawa et al. [1] studied the propagation of 
electromagnetic plane wave to the 2D elliptic shape 
human body in 300 MHz and 1300 MHz using Method 
of Moment. Human body is considered as three-layers 
structured such as Skin, Fat and Muscle. Local SAR 
and whole body average SAR value is mentioned as a 
result. The rectangular shape three-layer human tissue 
with air interface is examined using 2D FDTD in TM 

mode by Alisoy et al. [2]. It is intended to simulate as 
the biomedical device. So point source is kept not only 
near body but also inside of the human skin and fat. 
The propagation characterize is presented using the 
reflection properties of electromagnetic wave in 
human tissue layers. 

In this paper, the radiation and propagation of 
electromagnetic wave to human head is numerically 
examined using the well-known method called Finite 
different time domain (FDTD) method. FDTD is one 
of the most usable method for electromagnetic 
problem [3]. The thickness of Tissue layer and 
dielectric properties of human tissues are varied from 
one person to other. It is difficult to get the stable result 
of computing the exposure in numerical way. But 
FDTD has ability to be adaptable in computing 
efficiently in heterogeneous of human body. So it is a 
popular method to implement in biomedical 
electromagnetic filed. The propagation characteristic 
of the electromagnetic wave to the human head model 
is examined in frequency 3.35 GHz, which is one of 
the 5G frequencies assuming. Human head is designed 
as the layered structures such as skin, fat, bone, Dura, 
CSF tissue and brain. EM wave Radiation and Electric 
field propagation are numerically examined by FDTD 
method of two dimensional Maxwell’s equation. E 
polarization is assumed and FDTD codes are 
implemented with Matlab programming. The electric 
field point source is located at near cylindrical human 
head and wave propagation to the tissue layer by layer 
using impedance mismatch and SAR are studied. 

2. MODELING AND METHOD 

Human Head are designed as six different layers 
namely, Skin, Fat, Bone, Dura, CSF and Brain. Each 
layer has different dielectric properties and these value 
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depend on the frequency. Table 1 mentions the 
dielectric permittivity and conductivity of human 
tissues at frequency of 3.35 GHz. The dielectric 
properties of tissue are from online dielectric 
properties database [4]. These dielectric properties, 
density and thickness of tissue layers of human head is 
present in Table 1.  Calculation area is 30 cm square 
and the cylindrical human head is place inside that 
square. Point source is added 2 cm apart from the 
human head. The radius of human head is 9 cm.  

Table 1. Dielectric Properties of Human Head at 3.35 GHz

layer σ � �������� Thickness(cm)

Skin 1.9363 37.135 1010 0.1 

Fat 0.14767 5.1888 920 0.14 

Bone 0.58152 10.874 1810 0.41 

Dura 2.2569 40.903 1010 0.05 

CSF 4.3952 64.825 1010 0.2 

Brain 2.11205 41.344 1040 16.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (a) 
Fig. 1. (a)Cylindrical Human Head Model and Point Source 
           (b) 2D TM Mode in Yee Grids (Ez, Hy, Hx) 

The geometrical presentation of the system is as 
shown in Fig. 1. The wide Blue Area is free space and 
then is small point source. And then, Circle with 
Colorful layers indicated each tissue layer. The 
outermost cyan color layer mean skin, Blue for Fat, 
light blue for Bone, green for Dura, yellow for CSF 
and the innermost green layer for brain. In simulation, 
FDTD cell size is 0.22 mm, time resolution is 0.47 ps 
and wavelength is 89.6 mm with point 50 grid 
resolution. 

 
2.1 FDTD and SAR Equations 

Using 2D FDTD method, the intensity of Electric 
field is determined using E polarization (TM mode) in 
the case of (Ez, Hx, Hy) as in Equation (1) to (3).  

���
�� � �μ �����                                     (1) 

���
�� � μ �����                  (2) 

���
�� �

���
�� � � ����� � σ��                 (3) 

where  μ , �  and σ  are permeability, permittivity and 
conductivity of dielectric tissue layer’s properties. 

For the absorbing boundary of FDTD calculation, 
Mur 2nd ABC is used to absorb the electromagnetic 
wave at the border of the studied area. SAR is 
calculated using the following equation 

��� � ���
�� 	������             (4) 

where E is the average of Electric field getting from 
FDTD method  and ρ is the density of tissue [5]. 

2.2 Impedance (�)
When the electromagnetic wave is incident to the 
surface of dielectric medium, the intrinsic impedance 
is occurred at that interface where the incidence waves 
partly transmitted and partly reflected [6]. The 
reflection coefficient (R) for each layer interface is 
calculated from impedance  (�) .  

� � �������
�������	               (5) 

The impedance is computed from the dielectric 
properties of that layer.  

η� � ���
��       

where i=0,1,2,3,4,5,6 (layers)              (6) 
 In this study, it has six layers of human head and 

air or free space is also counted. It can be clearly seen 
in Fig. 2. 
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Fig. 2. Layered Structure of System 
 

3. ANALYSIS AND RESULTS 

In simulation, the absolute electric field 
distribution is recorded in running time as in Fig. 3. 
The Local SAR effected to the head can be seen in Fig. 
4. SAR rate can be seen highly in near of electric field 
source and other part of head has not much absorption 
rate. For more clear presentation, the logarithmic 
Local SAR distribution in color map is in Fig. 5 and 
the area of near the electric source is the highest 
absorption rate and it is gradually decrease to the other 
side of head.  

Electric field intensity increase at the interface of 
human head and provide the highest level up to about 
1cm deep that is the thickness of skin to CSF layer in 
Fig. 6. After CSF layer, it decreases significantly 
because of the dielectric value difference of CSF layer 
and Brain. 

Ez 

Hy                 Hx 

(b) 
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Fig. 3. E filed Distribution from Point to Head 

 
 

Fig. 4. Local SAR Distribution in Head 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Logarithmic SAR Distribution in Head 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Logarithmic E Field in Cross Sessional View 

The logarithmic Local SAR in human head is 
presented in cross sectional view in Fig. 7 and it shows 
only 2cm deep inside the head for clear presentation. 
It highlights the changes of absorption rate in each 
tissue layer interface. SAR value is sharp rise in Skin 
and CSF layer because of the nature of permittivity 
and conductivity of that tissue. The absorption rate in 
Fat and Bone Layer is not much compared with other 
layers. The direction of the arrow in that figure means 
the increasing and decreasing of SAR rate at that 
interface.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 7. Logarithmic SAR in Cross Sessional View  
 
The Reflection rate (Rx) of layer x (as in Fig. 2 

and Fig. 7) has the relation with increasing and 
decreasing of absorption rate. Table 2 shows the Rx 
value of each interface from R0 to R5.  

Table 2. Reflection R at Each Layer (Fig. 2) 
R0 R1 R2 R3 R4 R5 
-0.99 0.46 -0.18 -0.32 -0.11   0.11

According to Fig. 7 and Table 2, it can be 
concluded that if R is less than zero, SAR rate 
increment occurs at that interface. Otherwise, the 
absorption rate decrease. 

 
5. CONCLUSION 

Multi-layer based human head model is 
examined with numerical approach using FDTD 2D 
TM method including with the antenna configuration 
of near field. As the dielectric properties form layer by 
layer are not same, the absorption and propagation of 
E field have many changes. These changes are 
validated with impedance and reflection properties of 
layer interface. It can be seen the agreement with other 
previous researches, CSF and Skin is the highest SAR 
rate. 
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Numerical Examination of Radio Wave Penetration Loss for
Three-Dimensional Building Model Using FDTD Method

Yusei Kawabata, Mitsuhiro YOKOTA

Abstract

In recent years, due to the exponential increase of mobile communication devices such as smart-
phones, the number of customers has increased and enormous data transmission / reception is carried
out. As a result, it is pointed out that the frequency range gradually increase in future cellular mo-
bile communications. As the frequency range increases, it becomes more susceptible to shielding
buildings, the human body. Therefore, it is very important to know the radio wave fluctuation under
various environments. Currently, various studies on building penetration losses have been conducted,
but most of them are experiments by actual experiments and simulations using ray tracing method. In
this study, we numerically calculate the propagation characteristics when various shielding objects are
placed between transmitter and receiver using the FDTD method. We construct a three-dimensional
building model and investigate the shadowing characteristics. Assuming various environments,the
scattered power by objects is calculated for various conditions, and the influence of the penetration
loss is considered.

Keywords: penetration loss, FDTD method, Propagation loss, three-dimensional

building model
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Numerical Examination on Resonance Characteristics
in Photonic Crystal Structure with Micro Cavity

Kazuki Nagao, Mitsuhiro YOKOTA

Abstract

Currently, the researches for photonic crystal structure have been conducted, and the resonance
characteristics of various types of the photonic crystal structure such as WDM (Wavelength Division
Multiplexing) communication system are examined numerically. A wavelength demultiplexer used
in WDM communication system is an element that divides a plurality of the signals as originally. By
using a resonator called a width change type resonator, it is possible to extract eight signals.In this
way, it is very important to numerically investigate the photonic crystal structure.

In this research, the pillar type two-dimensional photonic crystal structure is investigated by
FDTD (Finite Difference Time Domain) method. A photonic crystal waveguide with a resonator is
modeled and its propagation and separation properties are examined using the FDTD method, and

the resonator characteristics and the frequency separation performance are examined. We use the 2nd

order Mur’s Absorbing Boundary Condition (ABC) at the analytical boundary.

Keywords: Numerical techniques, FDTD method, Photonic crystal, Frequency separa-

tion
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3.35GHz 4.5GHz

1) 2)

Numerical Study on Radio Wave Shadowing by
Human Bodies Model at 3.35GHz and 4.5GHz

Shota MARUSHITA, Mitsuhiro YOKOTA

Abstract

Currently, wireless communication is necessary in our daily lives through various products and
facilities such as mobile phones, smart watches, PCs, etc. Many examinations have been reported
about the outdoor propagation loss characteristic, and the propagation model and the presuming
method are standardized. On the other hand, although the presumed type based on an experiment
has been proposed about the propagation loss characteristic, examination of the physical channel
model which can take into consideration the size of a passage and the number of passersby (passerby
density) in detail is carried out.So far, the propagation loss properties for one or two persons from the
experimental and numerical points of view have been studied in our laboratry. In this study, the shad-
owing properties are examined for the 5th Generation frequency range by using the FDTD method
when people exist between the transmitter and receiver. In this memoir, the two dimensional indoor
model is built and the wave propagation for the specific condition such as the position of Tx and Rx
is calculated numerically. The electric field distribution in indoor is examined for various kind of
condition.

Keywords: Numerical techniques,g FDTD method, Propagation loss, Mobile commu-

nication terminal
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Numerical Simulation of Influence of Partial Shadow on 
Electrical Characteristics of Photovoltaic Modules 

 
Cheikh Ibra WADEa), Ryo TORIHARAb), Yu Mar LWINc),  

Tastuya SAKODAd), Noriyuki HAYASHId) 
 

Abstract 
 
Influences of a partial shadow reflected on PV modules on their electrical characteristics are numerically 

investigated by using the LT Spice simulation and the results are discussed. Not only the change in I-V and P-V 
characteristics but also the change in current and voltage distribution for every cell component are demonstrated and 
discussed based on the numerical results. It is illustrated that the output current from a PV module is directly 
determined by the photo-current of the solar cell which has the lowest transmission ratio of solar irradiation under 
various shadow conditions, and the maximum power significantly depends on the shadow condition. It is also pointed 
out that the cell with the lowest transmission level among the cells concerned dominates the output characteristics of the 
PV module, and the diode currents concentrate to the cells which have the highest transmission level. The reverse 
current flows toward the modules that have a short-circuited BLDs; namely, those modules are charged from the 
normal modules. Those results imply the high risk of damage attributed to those reverse currents could be happened in 
the given PV modules. It is also indicated that the double peaks take place in the P-V characteristics, depending in the 
shadow transmission levels. Based on this result, it is pointed out that the voltage that corresponds to the maximum 
power point dynamically changes, depending on the shadow transmission levels. 
 
Keywords: Solar power plant, Output characteristics, Partial shadow, Blocking and Bypass diodes, 

Numerical simulation 
 

1. INTRODUCTION 
 

Output power gained from a photovoltaic power 
plant (a PV plant) strongly depends on uncontrollable 
weather condition1). Hence, it is important to 
investigate and know changes in their electrical 
characteristics with weather conditions2,3). Today’s 
grid-connected PV systems are frequently mounted on 
building roofs, facades, or generally in urban 
environments, where partial shading environment can 
frequently occur4). Effects of partial shadow on PV 
modules are one of the important factors which 
provoke the change of power generation within PV 
system. 

Wide attention has been paid with regard to 
predicting the behavior of output characteristics of PV 
systems under various shadow conditions. For 
example, some reports indicated that the PV module 
produces output current and voltage that depends on 
shadow’s transmittance level5, 6, 7). A Light-generated 
current increases linearly with the solar irradiation. 
The smaller the diode current ID, the more current is 
delivered by the solar cell8).  

This contribution shows the natures of voltage 
and current behavior for each devices composing the 
cell, as well as the whole behavior of I-V and P-V 

characteristics, both under different shadow 
conditions and under different conditions of output 
operation of the open-circuit, short-circuit, and 
maximum power point.  Furthermore, the rolls of the 
bypass diodes and blocking diodes are demonstrated, 
which are obtained under various shadow conditions.  
 
2. INFLUENCE OF PARTIAL SHADOW  
 
2.1 Methodology  

In the present simulation, a single PV module 
that is composed of three solar cells connected in 
series is employed as shown in Fig. 1. A battery that 
simulates the e.m.f. of the load is connected to the 
output terminal.  
 

 
Fig. 1. A single PV module which is composed of three 

solar cells connected in series. 

 
The output voltage V is given by: 

V = V1 + V2 + V3                                               (1) 
 
where V1, V2, and V3 are the output voltages of Cell 1, 
Cell2, and Cell 3, respectively. 
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Each solar cell in the PV module is represented 
by a one-diode equivalent circuit shown in Fig. 2. The 
components in the single solar cell are a photo-current
source Iph, a diode D that represents the p-n junction of 
a solar cell, a lumped shunt resistance Rsh, and a 
lumped series resistance Rs.  
 

 
Fig. 2. Equivalent circuit of a single solar cell built in 

LTspice. 
 

The current-voltage relation of a single solar cell 
based on this model can be written as:  
 

 ,           (2) 

 
where I is the output current of a solar cell, V the 
terminal voltage, Iph the photo-current, IS the reverse 
saturation current, q the electronic charge 1.6×10-19 C, 
n the constant of diode ideality factor, k the Boltzmann 
constant 1.38×10-23 J/K, and T the cell temperature. 

Figure 3 shows the diode current ID as a function 
of the diode voltage VD; i.e., ID-VD characteristics of 
the PV cell involved in this simulation.  

The LTspice IV software was used in this 
simulation, provided that the shunt resistance current
Ish was negligibly small. 
 

 
Fig.3. ID-VD characteristics of the diode shown in Fig. 2. 

 
2.2 Numerical conditions  

Influence of the shadow conditions on the PV 
module was investigated and the saturation current 
flowing through the diode was taken into 
consideration. 

Two variables, α and β, are introduced to give the 
different level of the shadow transmission for Cell 2 

and Cell 3, respectively. The transmission level of Cell 
1 is set to be a unity in all cases of simulation. In this 
simulation, three cases of the shadow conditions were 
estimated as follows: 

Case A) α = β = 1; i.e., no shadow, resulting in 
uniform irradiation to all cells. 

Case B) β = 1, and α < β; i.e., α is the lowest 
shadow transmission level, resulting in 
partial irradiation.  

Case C) β < α < 1; i.e., β is the lowest shadow 
transmission level l, resulting in partial 
irradiation. 

Values of photo-current Iph of each cell for all 
cases are given in Table 1, and parameters of a solar 
cell used in the simulation are shown in Table 2. The 
value of IS, n, Rsh, and Rs are derived from Ref. 9. 
 

Table 1. Photo current of each cell. 

Shadow Conditions 
Photo Current Iph  

Cell 1 Cell 2 Cell 3 
Case A I0 I0 I0

Case B I0 α I0 I0

Case C I0 α I0 β I0 
 

Table 2. Parameters of a solar cell used in the simulation. 

Parameter Iph Voc IS n

Value 7  A 0.65 V 10-11 A/cm2 1.1 

Parameter Rsh Rs T Rsh

Value 105 Ω 10-4 Ω 298.15 K 105 Ω 

 
2.3 Results and discussions  

Numerical results obtained for I0 =7 A, α = 0.5 
and β = 0.2 are demonstrated in this Section; i.e., α I0 = 
3.5 A and β I0 = 1.4 A in Table 1. White circle ( ), 
black circle ( ) and white square ( ) are used in 
figures hereafter so as to indicate the operation points 
for the short-circuit operation, the open-circuit 
operation, and the maximum power point (MPP) 
operation, respectively. 
 
2.3.1 Output characteristics  

Figure 4 shows the relationship between the 
output current I and voltage V obtained for the three 
cases. Figure 5 shows the relationship between the 
output power P (= V x I) and voltage V obtained for the 
three cases. It is clear from Figs. 4 and 5 that the I-V 
and P-V characteristics depend on the shadow 
condition to a large extent. In particular, the shadow 
conditions have remarkable influence on the MPP 
currents Impp and accordingly maximum power Pm; 
namely, Pm = 9.2 W (at V = 1.5 V), 5.2 W (at V = 1.6 
V) and 2 W (at V = 1.62 V) for Case A, B, and C, 
respectively. 
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Fig. 4.  P-V characteristics for three cases of shadow 

conditions. 
 

 
Fig. 5.  P-V characteristics for three cases of shadow 

conditions. 
 
2.3.2 Short-circuit current  

It is clear from Fig. 4 that the shadow conditions 
have remarkable influence on the short-circuit 
currents ISC of 7 A, 3.5 A and 1.4 A for Cases A, B and 
C, respectively, and these ISC are clearly equivalent to 
the lowest value of Iph among the three values of Iph 
given to the three cells. Therefore, according to the 
numerical results, it is concluded that the short-circuit 
current from the module is predominantly determined 
by the photo-current of the cell that has the lowest 
transmission level under the given shadow condition. 

 
2.3.3 Open-circuit voltage 

Figures 4 and 5 indicate that the open-circuit 
voltage VOC is also affected by the shadow conditions, 
and that VOC decreases with the transmission level. 

All amount of the photo-current of each cell 
flows the diode of the given cell in the open-circuit 
operation, and accordingly VD of each cell can be 
determined by the ID-VD characteristics shown in Fig. 
3. The white triangles in Fig. 3 indicate the data 
corresponding to (ID, VD) = (7 A, 0.65 V), (3.5 A, 0.61 
V), and (1.4 A, 0.56 V).  

The diode voltages of Cell 1, Cell 2, and Cell 3 
(i.e., VD1 , VD2 , VD3, respectively) equal to V1, V2, and 
V3, respectively, as no voltage drop at the series 
resistance Rs takes place in the case of open-circuit 
operation, resulting in no output current. Therefore, 
the open circuit voltage Voc can be calculated by: 
 
               Voc = VD1 + VD2 + VD3 .                            (3) 
 
By using Eqn. (3), VOC for Case A, Case B, and Case C 
are obtained as follows: 

Case A) Voc = 0.65 + 0.65 + 0.65= 1.95 V 
Case B) Voc = 0.65 + 0.61 + 0.65= 1.91 V 
Case C) Voc = 0.65 + 0.61 + 0.56= 1.82 V 

The values of Voc mentioned above reasonably agree 
with those shown in Figs. 4 and 5. 
 
2.3.4 Diode voltage 

The relationships between the voltage of each 
diode VD and output voltage V are shown in Fig. 6 for 
Case B and Case C. Figure 6 indicates that the diode 
voltage VD of the cell that has the lowest transmission 
level is negative for the lower output voltage.   
 
2.3.5 Diode current 

The relationships between the current of each 
diode ID and output voltage V are shown in Fig. 7 for 
three Cases A, B, and C. Figure 7 indicates that the 
diode currents on each cell are balanced in the case of 

 
(a) Case B. 

 
(b) Case C. 

Fig. 6. Relationship between the diode voltage and output voltage. 
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Case A, while they are significantly unbalanced in the 
cases of Case B and Case C. ID of the cell on the 
highest transmission level is the largest among the 
three cells; e.g. the diode currents concentrate to the 
cells which have the highest transmission level. 
 

 
(a) In the case of Cases A and B. 

 
(b) In the case of Cases A and C. 

Fig. 7. Relationship between the diode current and output 
voltage. 

 
3. ROLLS OF BYPASS DIODES AND 

BLOCKING DIODES 

 White circle ( ), black circle ( ) and white 
square ( ) are used in figures hereafter so as to 
indicate the operation points for the short-circuit 
operation, the open-circuit operation, and the 
maximum power point (MPP) operation, respectively. 
 
3.1 Roll of bypass diodes 

In this part of the simulation, a PV module 
composed of three clusters that have the bypass diodes 
(BPD1, BPD2, and BPD3) is shown in Fig. 8, and 
employed in order to demonstrate the rolls of bypass 
diodes.  
 

 
Fig. 8. A PV module employed in the simulation. 

 
Three cases of shadow conditions were estimated 

as follows: 
Case A) No shadow, resulting in uniform 

irradiation to all cells. 
Case B) A single solar cell in the Cluster 1 is 

completely shaded.  
Case C) A single solar cell of each cluster in the 

two Clusters 1 and 2 are completely 
shaded. 

Figures 9 shows the I-V characteristics and P-V 
characteristics obtained for Cases A, B, and C. It is 
obvious from Fig. 9 that no current flows under Cases 
B and C if no BPDs is installed in the PV module. 
However, the installation of BPDs results in the 
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(b) P-V characteristics. 
Fig. 9 Advantage of the bypass diodes under various shadow conditions. 
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drop-out of the cluster(s) that has(have) the shaded 
cell(s), and the output from the rest cluster(s) is hold. 
 
3.2 Roll of blocking diodes 

A PV array composed of three PV modules that 
are connected in parallel across the blocking diode 
(BLD1, BLD2 and BLD3) is shown in Fig. 10, and 
employed in this simulation in order to investigate the 
advantage and disadvantage of the blocking diode. 
The PV modules shown in Fig. 8 are used in this array. 
Here, the output current I is given by a summation of 
all module currents (I1 , I 2  and I 3) as follows: 

I = I1 + I 2 + I 3                                               (4) 
 

 
Fig. 10.  A PV array employed in the simulation. 

 
Three cases of shadow conditions were estimated 

as follows: 
Case D) No shadow, resulting in uniform 

irradiation to all cells. 
Case E) A single Module 3 is completely shaded. 
Case F) Two Modules 2 and 3 is completely 

shaded. 
 The blocking diodes are usually installed to 
prevent the reverse current flow (i.e., charging of a 
cell) toward the cluster in the case that, under a certain 
circumstance, an unbalance of output voltages 
between the clusters takes place. For example, Fig.11 
shows the current flows from/to each module (module 
current), which are obtained under the shadow 
conditions of Cases E and F. It is clearly shown in Fig. 

11 that the current of the shaded module is equals to 
zero for both Cases E and F; namely, I3 = 0 for Case E, 
and I2 = 0 and I3 = 0 for Case F, and hence no reverse 
current flows toward the given module. 

 On the other hand, Fig. 12 shows the modules 
currents as a function of the output voltage when the 
blocking diodes are short-circuited under a certain 
reason, which are obtained under the shadow 
conditions of Cases E and F. It is clearly demonstrated 
in Fig. 12 that the negative current flows through the 
module that has a short-circuited BLD is; namely, 
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(b) Case F. 

Fig. 11.   Module currents under diffferent shadow 
conditios when all BLDs are under normal 
operation.  
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(b) Case F. 

Fig. 12. Module currents under diffferent shadow conditios when all BLDs are under normal operation. 
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those module(s) is(are) charged from the normal 
module. Those results imply the existence of high risk 
of damage attributed to those reverse currents could be 
happened in the given PV modules. 
  
4. INFLUENCE OF SHADOW TRANSMISSION 

LEVEL 
 

Figure 13 shows the I-V characteristics and 
P-V characteristics obtained under various 
transmission levels of 100%, 80%, 50%, 20 and 0%, 
when one of the solar cells in Fig.8 (i.e., no.3 in the 
cluster 1) is shaded. It is obvious from Fig. 13(b) that 
the double peaks take place in the P-V characteristics 
when the shadow transmission level is between 20 to 
80 %. The peak on the left-hand side is fixed to be 
constant, while the peak on the right-hand side 
decreases with the shadow transmission level. This 
result clearly points out that the voltage that 
corresponds to the maximum power point dynamically 
changes, depending on the shadow transmission level. 
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            (b) P-V characteristics. 

Fig. 13.  Influence of transmission levels of shade. 
 
5. CONCLUSION 
 

The numerical results obtained from the current 
numerical analysis can be summarized as follows:    

1) The output current from a PV module is directly 
determined by the photo-current of the solar cell 
which has the lowest transmission ratio of solar 
irradiation under various shadow conditions, and 
accordingly, the maximum power significantly 
depends on the shadow condition. 

2) The diode currents on each cell are balanced in 
case of the uniform irradiation to all cells, while 
they are significantly unbalanced in case of 
non-uniform irradiation to the cells. 

3) The cell with the lowest transmission level among 
the cells concerned dominates the output 
characteristics of the PV module, and the diode 
currents concentrate to the cells which have the 
highest transmission level. 

4) The reverse current flows toward the modules that 
have a short-circuited BLDs; namely, those 
modules are charged from the normal modules. 
Those results imply the high risk of damage 
attributed to those reverse currents could be 
happened in the given PV modules.  

5) The double peaks take place in the P-V 
characteristics when the shadow transmission 
level is between 20 to 80 %. Based on this result, 
it is pointed out that the voltage that corresponds 
to the maximum power point dynamically 
changes, depending on the shadow transmission 
level. 
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デシカント空調システムにおける 
運転条件と除湿性能の関係 

 
藤澤 一平 a)・土屋 佑太 b)・迫田 達也 c)・林 則行 c) 

 
Relationships between Operating Conditions and Quantity of 

Dehumidification of Desiccant Air Conditioning System 
 

Ippei FUJISAWA, Yuta TSUCHIYA, Tatsuya SAKODA, Noriyuki HAYASHI 
 

Abstract 

 
Co-generation system has become an effective method to solve the global warming and energy problem. 

The system can achieve high efficiency both by using electric generation and by exhaust heat recovery. On the other 
hand, the development of the environmental improvement technology in a greenhouse is demanded agricultural sector. 
It is thought that desiccant air conditioning system can solve these problems. In this paper, it was purpose to establish 
system operating conditions according to the outside air and the environment in the greenhouse. For this purpose, 
dehumidification tests in the greenhouse were conducted at different amount of air to establish system operating 
conditions according to the outside air and the environment in the greenhouse, and characteristics of the 
dehumidification quantity on different amount of air and temperature of reproduction air was requested by numerical 
simulation. Finally, it was conducted whether the environment in the greenhouse could be controlled to the target 
temperature and humidity in various conditions. As the result, it was confirmed increase in amount of air and rise in 
reproduction temperature was effective for increasing the dehumidification amount. Moreover, conditions of OA to be 
controlled was confirmed. 
 
Keywords:  Co-generation, Dessicant air conditioning system, Greenhouse, Operating conditions 

 

1. はじめに 

 

分散型電源を用いてエネルギーを供給するシステムと

してコージェネレーションシステムの利用に注目が集ま

っている。コージェネレーションシステムの特徴は、発電

の際に発生した排熱を回収することで電気と熱を同時に

得ることができ、大量の熱需要があれば総合熱効率 70 ~ 
80 %以上と非常に高い効率が得られることである 1)。しか

し、コージェネレーションシステムから発生する熱の温度

は低く、使用用途が限られている 2)。図 1に温水排熱量と
その利用量を示す 3)。図 1より、低温の温水排熱は利用量
が少ないということが分かる。 
現在、日本の農業経営における課題として「農業所得の

安定」が挙げられる。そのため、農業資材コストを低減さ

せ、収量を安定・向上させることが求められている。中で

も、温室内で農作物を栽培する際は、温室内は一日中高い

相対湿度であるため農作物が病気になりやすく収量の安

定・向上が難しい。さらに、温室内の相対湿度の調整は温  

室内の温度の調整と比べて格段に難しいため、まだ効果的 

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学部生 

c)電気システム工学科教授 

 

図 1. 温水排熱量と利用量 3). 
 

かつ経済的調整方法は開発されていない。そこで、コージ

ェネレーションシステムからの低温排熱を利用した省エ

ネルギーなデシカント空調システムを用いて温室内の環

境改善をすることで、収量の安定・向上が可能ではないか

と考えた。 
そのため、我々は、コージェネレーションシステムから

の低温排熱をデシカント空調システムに利用し、温室内の

相対湿度を 60 ~ 80 %、温度を 18 ~ 25 ℃に制御することを
目的とした研究を行っている。 
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本稿では、温室内外の環境に応じた運転条件の確立を目

的として以下の 3 つの研究を行ったので、結果を報告す
る。 
(1) 異なる送風機風量における温室内の除湿試験 
(2) 数値シミュレーションを用いた風量変化と再生空気

温度変化における除湿量特性の調査 
(3) 様々な外気条件下における温室内の温湿度制御 
 
2. 異なる送風機風量における温室内の除湿実
験 

 
これまでに図 2（a）に示すようなデシカント空調システ

ムの循環方式 4)と図 2（b）に示すような換気方式 4)を用い

て温室内の除湿実験を行ってきたが、OAの絶対湿度が 11 
g/kg未満の場合は循環方式、11 g/kg ~ 17 g/kgの場合は換
気方式を用いると目標としている温室内の温湿度に制御

できるということが分かっている 4)。しかし、宮崎県では

7月と 8月に OAの絶対湿度は 17 g/kgを超えることがあ
るため、OA の絶対湿度が 17 g/kg 以上の場合でも温室内
の環境改善が求められる。 
先行研究で、デシカント空調システムの送風機の風量が

除湿性能に影響することが分かっている 2)。そこで本章で

は、OA の絶対湿度が 17 g/kg 以上の場合にデシカント空
調システムの換気方式を用いて、異なる 2つの送風機風量
の場合に温室内の除湿実験を行った。 

 

（a）循環方式 

 
（b）換気方式 

図 2. デシカント空調システムの運転方式 4). 
 

2.1 実験方法 

 
実験回路は図 2（b）に示す換気方式 4)を使用した。送風

機の風量及び実験開始時の OAと温室内の条件を表 1、ロ

ータの回転数と温水温度条件を表 2にそれぞれ示す。表 1
に示すように、送風機の風量は 180 m3/h と 210 m3/hの 2
つの異なる条件で行った。また、どの条件においても実験

開始時の温室内の相対湿度と温室内の温度は目標として

いる範囲を超えている。表 2に示すように、ロータの回転
数と温水温度はそれぞれ等しい条件で行った。実験方法を

以下に示す（採用した運転方式は図 2（b）を参照）。 
① 除湿過程では、除湿側の送風機を用いて、デシカン

トローター（以後 DW と略す）、顕熱交換機（以後

SHEと略す）、温室の順に空気が流されていく。はじ
めに、除湿側の送風機を用いて OAを DWに送り、
DW 内の吸着材を用いて PA に含まれる水分を吸着
する。吸着材は水分を吸着すると熱を発生させる。

その際、発生した熱は SHEで奪われる。 
② ①で除湿、熱交換された SAを温室内に送り込み、温

室内の除湿を行う。 
③ 再生過程では、再生側の送風機を用いて SHE、Heating 

Coil、DWの順に空気が流されていく。はじめに、再
生側の送風機を用いて OAを SHE に送り、RAは吸
着材から発生した吸着熱によって温められる。さら

に、RAは排熱を模擬した温水によって再度温められ
る。 

④ DW 内の水分を含んだ吸着材を再度使用できるよう

に、③で温められた高温の RA によって吸着材に含
まれる水分の除去を行う。そして、吸着材の水分除

去を行った RAは EAとして OAに排気される。 
⑤ ① ~ ④の工程を繰り返し、温室内の除湿を行う。そ

の際、温室内、OA、PA、SA、RA、EAのそれぞれの
温湿度の測定を行う。 

以上の方法でデシカント空調システムを運転させ温室

内の除湿処理を行った。また、温室内、OA、PA、SA、RA、
EAのそれぞれの温湿度を用いて絶対湿度（以後 AHと略
す）を計算した。 
 

表 1. 実験条件. 

Blower OA Inside the 
Greenhouse 

Air 
Volume 
[m3/h]  

Absolute 
Humidity[g/kg] 

Temperatu
re [℃] RH [%] 

180 19.3 33.9 97.6 
210 18.3 28.0 98.8 

 
表 2. 運転条件. 

Experiment-1 
DW、SHE Rotational Speed[rph] 21.0 
Hot Water Temperature[℃] 40.0(±2) 

Experiment-2 
DW、SHE Rotational Speed[rph] 21.0 
Hot Water Temperature[℃] 40.0(±2) 
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2.2 実験結果 

 

 図 3（a）、図 3（b）にデシカント空調システムの除湿側
と再生側の送風機の風量が 180 m3/h、210 m3/hの実験開始
時から実験終了後までの温室内の除湿処理の結果をそれ

ぞれ示す。 図 3（a）には実験開始時の温室内の相対湿度、
温度、絶対湿度が示されていない。これは、実験開始時の

絶対湿度が 30 g/kgを超えており、空気線図上でプロット
できなかったためである。また、それぞれの図には目標と

している温室内の相対湿度 60 ~ 80 %、温室内の温度 18 ~ 
25 ℃の範囲がそれぞれ示されている。 
図 3（a）より、送風機の風量が 180 m3/hの場合、実験

終了後の温室内の温湿度を目標としている範囲に制御す

ることができなかったことが分かる。図 3（b）より、送風
機の風量が 210 m3/h の場合、実験終了後の温室内の温度
は目標としている範囲に制御することができなかったが、

温室内の相対湿度は目標としている範囲に制御すること

ができたことが分かる。 
次に、図 4（a）、図 4（b）に送風機の風量が 180 m3/h、

210 m3/hの場合の測定時間に対する温室内、OA、SAの絶
対湿度をそれぞれ示す。また、図 5に送風機の風量が 180 
m3/h、 210 m3/hの実験開始時から実験終了後までの SAと
OAの平均絶対湿度とその差の割合をそれぞれ示す。SAと
OAの平均絶対湿度の差の割合は、除湿性能を示す指標と
なる。SAと OAの平均絶対湿度の差の割合は以下に示し
ている式(1)を用いて計算した。 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆と𝑂𝑂𝑆𝑆の平均絶対湿度の差の割合[%] = 

 𝑂𝑂𝑂𝑂の平均絶対湿度−𝑆𝑆𝑂𝑂の平均絶対湿度𝑂𝑂𝑂𝑂の平均絶対湿度 ・・・(1) 

 
図 4（a）より、送風機の風量が 180 m3/hの場合、測定

を開始してから 2000 sまでは、SAの絶対湿度は OAの絶
対湿度よりも低くなっていることが分かる。しかし、2000 
s以降は SAの絶対湿度は OAの絶対湿度よりも大きくな
っている。その結果、図 5より、OAと SAの絶対湿度の
差の割合は+2.60 %となったことが分かる。 
図 4（b）より、送風機の風量が 210 m3/hの場合、測定

を開始してから終了後まで SAの絶対湿度は OAの絶対湿
度よりも低くなっていることが分かる。その結果、図 5よ
り、OAと SAの絶対湿度の差の割合は-8.54 %となったこ
とが分かる。 
送風機の風量が 210 m3/h の場合、送風機の風量が 180 

m3/hの場合よりOAと SAの絶対湿度の差は大きくなって
いることから、送風機の風量増加により除湿性能が向上し

たことが分かる。 
 

 
（a）送風機の風量が 180 m3/hの場合 

 
（b）送風機の風量が 210 m3/hの場合 
図 3. 温室内除湿処理の結果. 

 

 
（a）送風機の風量が 180 m3/hの場合 

 
（b）送風機の風量が 210 m3/hの場合 

図 4. 測定時間に対する温室内、OA、SAの絶対湿度. 
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図 5. 送風機の風量が 180 m3/hと 210 m3/hの場合の 

SAと OAの平均絶対湿度. 
 
3. 数値シミュレーションを用いた風量変化と

再生空気温度変化における除湿量特性の調

査 

 
第 2章で行った除湿実験の結果から、送風機の風量増加

により除湿性能が向上することを確認した。本章では、数

値シミュレーションにより、送風機の風量を含めた運転条

件を変化させた時、除湿量にどのような影響が現れるか調

査した。 

 

3.1 シミュレーション方法 

 

図 6にシミュレーションモデルを示す。本シミュレー
ションにおける入力値は処理側処理空気（OA）の温湿
度、温水コイル通過後の再生側再生空気（RA）の温湿
度、デシカントロータ回転数と処理側・再生側の風速で

ある。処理過程，及び再生過程における熱と物質の移動

は次の偏微分方程式（2） ~ （5）により表現できる 5)。 
 

(1) 空気流路の水蒸気収支 

・・・（2）                   

(2) 吸着材層の水蒸気収支 

・・・（3） 

(3) 空気の熱収支 

・・・（4） 

(4) 吸着材層の熱収支 
 

 

・・・（5） 

ただし、a : 厚さ、Cp : 比熱、h : 熱伝達係数、k : 総括
物質移動係数、q : 吸着量、q* : 平衡吸着量、qh : 吸着発

熱量、T : 温度、t : 時間、u : 空気流量、x : 絶対湿度、
z : ロータ軸方向距離、ρ : 密度。また、添字は g : 空
気、d : 吸着材、dd : 乾燥吸着材、p : 吸着側、r : 再生
側、w : 水である。 
以上 4つの偏微分方程式を差分法にて解くことによ
り、処理側供給空気（SA）の温湿度、再生側排出空気
（EA）の温湿度を算出する。 
シミュレーションの入力条件を表 3、表 4に示す. 表

3、表 4に示す 5つの条件をシミュレーションに入力し、
シミュレーションで得られた結果と実験で得られた結果

をそれぞれ比較した。また、風量、再生空気温度を変化

させ、除湿量の変化を調査した。 
 

表3. シミュレーション条件1. 

 OA RA 

Condition Temp[℃] 
Absolute 
Humidity 

[g/kg] 
Temp[℃] 

Absolute 
Humidity 

[g/kg] 
1 17.0 5.74 35.0 6.03 
2 18.0 5.38 37.6 5.59 
3 25.9 8.29 42.7 8.69 
4 19.7 9.23 40.2 9.07 
5 23.9 17.1 41.2 16.6 

 

表4. シミュレーション運転条件1. 

Condition 
Amount of 
air[m3/h] 

Rotational 
speed[rph] 

1 180 36 
2 180 18 
3 180 21 
4 180 21 
5 180 21 

 

 

図 6. シミュレーションモデル. 
 

3.2 シミュレーション結果及び実験値との比較 
 

 図7にシミュレーションと実験で得られた除湿量とその
差異をそれぞれ示す。図7より、条件1~5にかけて実験値と
シミュレーション値は増加しており、どちらも似た傾向を

示していると考えられる。それぞれの条件で除湿量の値に

差があり、差異は平均-21.8 %となった。 
図8（a）にシミュレーションで計算した各条件の風量変
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化による除湿量の変化を示す。図8（a）より、全体的な傾
向として、30 m3/hから風量が増加するにつれ除湿量は急
激に増加し、一定の風量で最大除湿量に達していることが

分かる。その後、除湿量は緩やかに減少していることが分

かる。しかし、最大除湿量を示す風量は条件毎に異なって

いる。 
図8（b）にシミュレーションで計算した各条件の再生空

気温度変化による除湿量の変化を示す。図8（b）より、ど
の条件においても再生空気温度が増加するにつれ除湿量

は増加したことが分かる。また、風量を変化させた場合の

シミュレーション結果と比べると除湿量の変化量がかな

り大きくなっている。 
以上の2つのシミュレーションの結果から風量変化と再

生空気温度を変化させることで除湿量の調整が可能なこ

とが分かった。 
 

 
図 7. 除湿量のシミュレーション値と実験値の比較. 
 

  

（a）風量変化    （b）再生空気温変化 
図8. シミュレーションによる各条件における 

除湿量変化 
 
4. 様々な外気や温室内条件下における温室内

の温湿度制御 

 
 第3章では風量変化と再生空気温度を変化させることで
除湿量の調整が可能なことが分かった。本章では、数値シ

ミュレーションにより様々な外気条件下で運転条件を変

化させることにより、温室内を目標領域内に制御すること

が可能な外気条件を推定することを目的とする。 

4.1 シミュレーション条件 

 
 宮崎の夏季には表3に示した条件より更に厳しい天候が
予想される。また、OAの温度が高い程、多くの除湿量が
必要になり、除湿が難しくなると考えられる。そこで、OA
温度が15 ℃、20 ℃、34 ℃、35 ℃の場合に運転条件の変化
により温室内を目標領域に制御可能であるか検討する。 
シミュレーション条件を表5、表6に示す。OAと温室内

の相対湿度は95 %とした。風量は30 ~210 m3/h、再生空気
温度は80 ℃の温水排熱を想定し60 ℃とした。再生空気温
度は温水排熱温度より約20 ℃低い温度になるためである。
ただし、OAの温度が15 ℃、20 ℃の場合は、再生空気温度
60 ℃と40 ℃でシミュレーションを行った。 
 

表5. シミュレーション条件2. 

Outside air 
Reproduct

ion air 
In the 

Greenhouse 

Temp 
[℃] 

Relative 
Humidity 

[%] 

Absolute 
Humidity 

[g/kg] 

Absolute 
Humidity 

[g/kg] 
Temp [℃] 

35 95 34.6 34.6 35 
34 95 32.7 32.7 34 
20 95 13.9 13.9 20 
15 95 10.1 10.1 15 

 
表6. シミュレーション運転条件2. 

 

4.2 シミュレーション結果 

 

図9（a）にOA温度35 ℃の場合のシミュレーション結果
を示す。図中の2本の線は温室内の相対湿度を目標領域に
制御可能な除湿量の範囲を示している。図9（a）より、ど
の風量においても、除湿量は温室内を制御可能な5.7 ~ 13.2 
g/kgの範囲内にないことが分かる。従って、OAの温度が
35 ℃の場合、温室内の相対湿度を目標領域に制御するの
は難しいと考えられる。 
図9（b）にOA温度34 ℃の場合のシミュレーション結果

を示す。図9（b）より、風量約60 ~ 170 m3/hにおいて除湿
量は温室内を制御可能な5.4 ~ 12.5 g/kgの範囲内にあるこ
とが分かる。従って、OAの温度が34 ℃の場合、送風機の
風量を約60 ~ 170 m3/hに設定すれば、温室内の相対湿度を
目標領域に制御することができると推定できる。 

OA温度35 ℃の場合は除湿量を温室内制御可能範囲に
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制御できなかったが、OA温度34 ℃の場合は除湿量を温室
内制御可能範囲に制御できた。そのため、温室内の相対湿

度を目標範囲に制御可能なOA温度の上限は34 ℃である
と考えられる。 
図9（c）にOA温度20 ℃の場合のシミュレーション結果

を示す。図9（c）より、再生空気温度が60 ℃の場合、風量
30 ~ 60 m3/hにおいて除湿量は温室内を制御可能な2.2 ~ 5.2 
g/kgの範囲内にあることが分かる。再生空気温度が40 ℃
の場合、風量50 ~ 210 m3/hにおいて除湿量は温室内を制御
可能な2.2 ~ 5.2 g/kgの範囲内にあることが分かる。従って、
OAの温度が20 ℃の場合、再生空気温度が60 ℃の場合は
風量を30 ~ 60 m3/hに、再生空気温度が40 ℃の場合は風量
を50 ~ 210 m3/hに設定することで温室内の相対湿度を目標
領域に制御することができると推定できる。 
図9（d）にOA温度15 ℃の場合のシミュレーション結果

を示す。図9（d）より、再生空気温度が60 ℃の場合、風量
約30 ~ 50 m3/hにおいて除湿量は温室内を制御可能な1.6 ~ 
3.7 g/kgの範囲内にあることが分かる。再生空気温度が
40 ℃の場合、風量約40 ~ 100 m3/hにおいて温室内を制御可
能な1.6 ~ 3.7 g/kgの範囲内にあることが分かる。従って、
OAの温度が15 ℃の場合、再生空気温度が60 ℃の場合は風
量を約30 ~ 50 m3/hに、再生空気温度が40 ℃の場合は風量
を約40 ~ 100 m3/hに設定することで温室内の相対湿度を目
標領域に制御することができると推定できる。 

OA温度が15 ℃の場合にも除湿量を温室内制御可能範
囲に制御できたことから、低いOA温度でも温室内の相対
湿度の制御ができると考えられる。また、OA温度が15 ℃、 

 

  

（a）OA温度 35 ℃    （b）OA温度 34 ℃ 

  

（c）OA温度 20 ℃    （d）OA温度 15 ℃ 
図9. 各OA温度における除湿量の風量変化. 

 

20 ℃の場合、再生空気温度が低くなると温室内の相対湿
度を制御可能な風量範囲が拡大することが分かった。なお、

外気の温度が15 ℃以下の場合は、OAの絶対湿度は11 g/kg
以下になるため、温室内の空気を取り込み除湿する循環方

式を用いることで、温室内の制御ができると考えられる。 
 
5. 結論 
 
本稿では、温室内外の環境に応じた運転条件の確立を目

的として 3つの実験を行った。以下にその結果を示す。 
(1) 異なる送風機風量における除湿試験の結果、送風機 
の風量が低い場合は温室内を目標領域に制御できなかっ

たが、風量が高い場合は温室内を目標領域に制御すること

ができた。その結果、風量増加により除湿性能が向上する

ことが分かった。 
(2) 数値シミュレーションを用いた風量変化と再生空気 
温度変化における除湿量特性の調査の結果、風量と再生空

気温度を変化させると除湿量に変化が現れた。その結果、

風量と再生空気温度を変化させることにより除湿量の調

整が可能なことが分かった。 
(3) 様々な外気条件下における温室内の温湿度制御の結 
果、温室内の相対湿度が制御可能な外気の温度上限は

34 ℃であることが推定された。また、外気の温度が15 ℃
と低い場合も温室内の相対湿度を制御できることが推定

された。なお、外気の温度が15 ℃より低い場合は、OAの
絶対湿度は11 g/kg以下になるため、温室内の空気を取り込
み除湿する循環方式を用いることで、温室内の制御ができ

ると考えられる。 
 

参考文献 
 
1) 中塚勉, 土本信考, 毛利邦彦: 環境にやさしい新エネ
ルギーの基礎, 森北出版株式会社, pp.128-129, 2007. 

2) 財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター低温排熱利用機
器調査研究会: デシカント空調システム究極の調湿シ
ステムを目指して, 日本工業出版, p.9, pp.12-17, pp.36-43, 
pp.70-71, p.134, p.176, pp.187-190, 2006. 

3) 株式会社三菱総合研究所: 平成 24年度新エネルギー等
導入促進基礎調査(省エネルギー・再生可能エネルギー
に関連する熱の有効利用促進施策に関する調査)報告書, 
pp.8-10, 2013. 

4) 石川敏嗣: “デシカント空調システムにおける外気の
絶対湿度とシステム運転方式との関係”, 宮崎大学工学
部紀要第 46号, pp.179-184, 2017. 

5) 辻口拓也, 児玉昭雄: “吸着材デシカントロータの水蒸
気吸脱着挙動 －第 3報: 吸着等温線形状と粒子内拡散
係数の影響－”, 日本冷凍空調学会論文集 Vol.24, No.3, 
pp.205-216, 2007. 

0 30 60 90 120 150 180 210 240

4

6

8

10

12

14

Amount of air [m3/h]

A
m

ou
nt

 o
f D

eh
um

id
ifi

ca
tio

n 
[g

/k
g]

5.7 g/kg

13.2 g/kg

0

60 ℃

0 30 60 90 120 150 180 210 240

4

6

8

10

12

14

5.4 g/kg

12.5 g/kg

Amount of air [m3/h]

A
m

ou
nt

 o
f D

eh
um

id
ifi

ca
tio

n 
[g

/k
g]

0

60 ℃

0 30 60 90 120 150 180 210 240
0

1

2

3

4

5

6

7

2.2 g/kg

5.2 g/kg
60 ℃

40 ℃

Amount of air [m3/h]

A
m

ou
nt

 o
f D

eh
um

id
ifi

ca
tio

n 
[g

/k
g]

0 30 60 90 120 150 180 210 240
0

1

2

3

4

5

6

7

1.6 g/kg

3.7 g/kg

60 ℃

40 ℃

Amount of air [m3/h]

A
m

ou
nt

 o
f D

eh
um

id
ifi

ca
tio

n 
[g

/k
g]

142 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

 
CVTケーブルの劣化位置標定に関する基礎研究 

 
池田 佑允 a)・迫田 達也 b)

佐藤 英章 c)・春山 浩 c)・宮崎 和則 c) 
Fundamental Study on Locating Water Tree in CVT cable 

 

Yusuke IKEDA, Tatsuya SAKODA 
Hideaki SATOH, Hiroshi HARUYAMA, Kazunori MIYAZAKI 

 
Abstract 

 
    XLPE( Crosslinked polyethylene insulated PVC sheathed cable )is expected that the water tree will decrease 

greatly by changing the crosslinking method of cross-linked polyethylene from a wet crosslinking method (E-T) to a 
dry crosslinking method (E-E). However, bow-tie tree caused by the presence of minute moisture and foreign matter 
in the cross-linked polyethylene, and the occurrence of the vented tree similar to the E-T type cable are concerned in 
the case where the water barrier measures are not applied to the cable. E-E cables with such water trees can be found 
by the residual charge method. However, it is impossible to grasp the cable section where the water tree occurs . Since 
similar events will increase due to aging in the future, research focusing on locating the weak insulation part is useful. 
In this report, we describe the propagation characteristics of tree charges in cables of E - E type CV cable which 28 
years have passed. 

 
Keywords:  XLPE cable, Water tree, Residual charge method, Pulse voltage 

 

 はじめに

近年架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(1)(CV
ケーブル)においては，絶縁体である架橋ポリエチレンの
架橋方式を湿式架橋方式(以下, E-T と表記)から乾式架橋
方式(以下, E-E と表記)に変えたことで架橋ポリエチレン
中の水トリーの発生確率が大幅に減少すると考えられて

いる。ただし，架橋ポリエチレン中の微小な水分や異物の

存在に起因したボウタイトリー，ケーブルに遮水対策が施

されていない場合には E-T タイプのケーブルと同様な外
導トリーの発生が懸念されている。現に，E-Eタイプの CV
ケーブルは敷設から 30年近くが経過し，水トリーケーブ
ルが散見されはじめたようである。このような水トリーを

有する E-E ケーブルは残留電荷法(2)により見つけること

ができるが，接続により数 kmにも及ぶケーブルを対象と
した水トリー検出においては，水トリーが発生しているケ

ーブル区間を把握できない。今後，高経年化によって同様

な事象が増加することが懸念されることから，絶縁劣化部

の位置標定に主眼を置いた研究は有用である。 
本報告では，位置標定手法確立のための基礎研究として， 

敷設から 28年が経過した E-Eタイプの CVケーブルを用 
いてケーブル内のパルスの伝搬特性及び水トリー電荷の 

a)工学研究科エネルギー系コース

b)電気システム工学科教授

c)東京電力パワーグリッド株式会社

挙動を確認した結果を述べる。 

 ケーブル中のパルスの伝搬過程

実験概要 
  CVケーブルの劣化診断手法は様々なものがあるが，位
置標定に関する手法は確立されていない。本研究提案手法

においては，電気パルスの伝搬速度を必要とせず，時間の

重畳するパルス電圧に依存した水トリー電荷が検出され

始める時間∆tを測定することで水トリー蓄積電荷の放出
箇所を導出することが可能となる。本章では，インジェク

ションコイルを用いて，電力ケーブルに電流パルスを誘導

させて電流パルスの伝搬特性を検討した結果について述

べる。 
 

電力ケーブルで閉回路を形成した場合の伝

搬特性 
図 1に実験システムを示す。使用した CVケーブルは，
東京管内で撤去された 22kV用の E-Eケーブルである。ケ
ーブルの両端で導体と遮蔽層を接続したもので，ケーブル

長は 150m である。左側を A 地点，右側を B 地点と表現
し，A地点には CTセンサとインジェクションコイルを配
した。B地点には CTセンサのみを配した。インジェクシ
ョン信号は，ファンクションジェネレータから周波数 1 
MHzで Vp-p=10V の 1パルスを電流アンプに入力し，10  
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図 1. 電力ケーブルで閉回路を形成した場合の伝搬特性 
実験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) CT A 及び CT B で観測された電流パルス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)信号の立ち上がり部分 
図 2. 電力ケーブルで閉回路を形成した場合に得られ

た電流パルス 
 

dB 増幅して導体に注入した。A 地点及び B 地点に配した

CTセンサらの受信信号はサンプリングレート 100 MS/sで 
オシロスコープにより検出した。使用した同軸ケーブル 
 (RG-8U)の 40m である。 

図 2 に得られた結果を示す。電流立ち上がり部において

CT A と CT B の検出時間差は 850ns であり，ピーク値での

検出時間差は約 900ns である。ケーブル長は 150 m である

ので，これを到達時間で除することにより電流パルスの伝

搬速度が算出できる。850ns 及び 900ns の場合で，それぞ

れ 1.76×10⁸ m/s 及び 1.66×10⁸ m/s となる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
図 3. 電力ケーブルの片端が変圧器に接続された状態で接

地線からインジェクションする場合の伝搬特性伝搬特性

実験 
 
片端が変圧器に接続された状態で接地線から

インジェクションする場合の伝搬特性 
  図 3 に実験システムを示す。使用した CV ケーブルは，

東京管内で撤去された 22kV 用の E-E ケーブルで前項と同 
じであるが，150m から 40m 切り出したものを使用してい 
る。B 点は反射波の影響を抑制するために変圧器の 1 次側 
に接続した。インジェクションコイルは左側の A 地点の

接地線に配した。また，インジェクション信号は，ファン

クションジェネレータから周波数 1 MHz で Vp-p=10V の
1 パルスを電流アンプに入力し，10 dB 増幅して接地線か

ら注入した。A 地点及び B 地点に配した CT センサらの受

信信号はサンプリングレート 100 MS/s でオシロスコープ

により検出した。使用した同軸ケーブル(RG-8U)の 40m で

ある。 
図 4 に得られた結果を示す。電流立ち上がり部において

CT A と CT B の検出時間差は 200ns であり，ピーク値での

検出時間差は約 240ns である。ケーブル長は 40 m である

ので，前項で求めた伝搬速度から伝搬時間を見積もると

218 – 232 ns となる。得られた検出時間差はほぼ一致して

おり 3% - 9%の誤差である。なお，18ns のずれは，伝搬速

度を 1.7×10⁸ m/s とした場合に 3m に相当する。 
 
片端が変圧器に接続された状態で導体からイ

ンジェクションする場合の伝搬特性 
図 5 に実験システムを示す。使用した CV ケーブルは，

前項で使用したものと同じで 150m から 40m に切り出し

たものを使用している。また，前項と同様に，B 点は反射

波の影響を抑制するために変圧器の 1 次側に接続した。イ

ンジェクションコイルは左側の A 地点の導体に配した。

また，インジェクション信号は，ファンクションジェネレ

ータから周波数 1 MHz で Vp-p=10V の 1 パルスを電流ア

ンプに入力し，10 dB 増幅して導体から注入した。A 地点

及び B 地点に配した CT センサらの受信信号はサンプリ

ングレート 100 MS/s でオシロスコープにより検出した。

使用した同軸ケーブル(RG-8U)の 40m である。 
図 6 に得られた結果を示す。接地線からインジェクショ

ン信号を導入した図 3 に比べて，CT A 及び CT B で検出

した信号強度は大きく減衰している。A 地点側の接地線か

らの電流分岐の影響を受けているものと思われる。電流立 
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(a) CT A 及び CT B で観測された電流パルス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)インジェクション信号を含む信号の立ち上がり部分 

図 4. 片端が変圧器に接続された状態で接地線からインジ

ェクションする場合に得られた電流パルス 
 
ち上がり部において CT A と CT B の検出時間差は 180 ns
であり，ピーク値での検出時間差も約 180 ns である。ケー 
ブル長は 40 m であるので，前項で求めた伝搬速度から伝 
搬時間を見積もると 218 – 232 ns となる。得られた検出 
時間差の誤差は 15% - 22%となり，導体からのインジェク

ションよりも大きな誤差となる。（40ns のずれは，伝搬速

度を 1.7×10⁸ m/s とした場合に 6.8m に相当）これは，導

体と遮蔽層の伝搬速度の差が影響しているものと思われ

る。この視点から，導体の伝搬速度を算出すると

40m/(180ns)=2.2×10⁸ m/s となる。一方，前項の遮蔽層の

伝搬速度は，1.7～1.88×10⁸ m/s となる。 
 
 パルス電圧による残留電荷の応答特性

実験概要 
本研究では，水トリーケーブルと健全なケーブルが混在

する配電線網において，水トリー劣化部（区間）を特定す

る手法の開発を目的としている。加えて，低コストの装置

を実現するために既存の残留電荷測定装置に一部装置を

追加・改良することで位置標定が可能となるシステムの構

築を目指す。なお，位置標定は点標定式を基本とするもの 

 
 

 
 
 
 
図 5. 電力ケーブルの片端が変圧器に接続された状態で

導体からインジェクションする場合の伝搬特性伝搬特性

実験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (a) CT A 及び CT B で観測された電流パルス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) インジェクション信号を含む信号の立ち上がり部分 
（CT B の波形は反転表示させている） 

図 6. 片端が変圧器に接続された状態で接地線からインジ

ェクションする場合に得られた電流パルス 
 
の，高経年ケーブル等のように遮蔽層が酸化劣化した場合

には接地層にインダクタンスが形成されるようになりパ 
ルス伝搬特性が変化するような場合においても対応でき 
るように位置標定時にケーブルの伝搬速度を考慮する必 
要のない方式を開発する。 
本章では，まず，撤去した E-E ケーブルで水トリーによ

る残留電圧をパルス電圧(3)の印加によっても計測できる

ことを示した上で残留電荷の挙動を明らかにした結果を

示す。 
 

パルス電圧による残留電荷の測定方法 

図 電力ケーブルの片端が変圧器に接続された状態で
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図 7. パルス電圧源を組み込んだ残留電荷計測用実験回路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8. ケーブルに印加した電圧パルスの波形 
 
本研究では，低コストの装置を実現するために既存の残留

電荷測定装置に一部装置を追加・改良することで位置標定

が可能となるシステムの構築を目指す。位置標定を可能 
とするためには，点標定方式に従い，残留電荷のパルス応 
答特性に着目する必要がある。そのため，既存の残留電荷 
測定方式に，パルス電圧を印加できる装置を組み込んだ。 
図 7に，パルス電圧を印加して残留電圧の放出及び計測

を行う実健装置の概要を示す。パルス電圧は，ファンクシ

ョンジェネレータからの出力をパワーアンプにより増幅

し，さらに 6.6 kV用柱上変圧器を用いて昇圧した。なお，
50 Hzや 60 Hzでは問題ないが，周波数を高くするとパワ
ーアンプの出力インピーダンスと変圧器とのインピーダ

ンスの不整合から入力波形が変化すると共に出力電圧も

高くなりにくくなる。しかしながら，本章では残留電荷の

パルス状の電圧入力に対する時間応答特性を明らかにす

ることを目的としているため問題ないと考えた。 
図 7において，本試験の最初に CVケーブルに対して残

留電荷放出用パルスと同様のパルスをケーブルに対して

印加しその際にコンデンサにかかった電圧波形を取得し

た(参照波形)。次に，直流電圧 20 kVを 5 min間印加し，
ケーブル内部の水トリーに電荷を蓄積した。その後，2 min
間ケーブルを接地して水トリー電荷以外の余分な電荷を

放出させた。次に，パルス電圧源を用いて 60Hzの正弦波
状パルスを１パルスのみ印加した。E-Eケーブルに印加し
た電圧パルスの波形を図 8に示す。同パルスの波高値は 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a)参照信号波形 (b)劣化信号波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)参照信号と劣化信号の差信号波形 
図 9. パルスを用いた残留電荷法による取得波形 

 
5.2 kVであり，これは本研究で使用するパルス電圧源の
最大出力値である。柱上変圧器の接地端子と直列に配した

コンデンサにより電圧を取得した(劣化波形)。100 µFのコ
ンデンサの両端の電圧はオシロスコープで計測して，AD
コンバータを介して PCに保存した。オシロスコープのサ
ンプリングレートは 2.5 MS/s ～ 5 MS/sとした。 
図 9に実験結果を示す。(a)の参照波形と(b)の劣化波形 
を比較すると同じ波形に見えるが差信号をとることによ

り(c)に示すような微小な残留電荷の信号成分が確認でき
る。同信号は，電圧の立ち上がり時点で負の短時間ピーク

を取った後，印加電圧が 1.5 kV以上では約 8 ms間は残留
電荷の信号は飽和している。 
 

残留電荷信号の周波数依存性 
残留電荷の応答特性の周波数依存性を明らかにするた

めに，入力電圧の周波数を 60 Hzから 120 Hz，500 kHz，
1 kHzと変化させた時の残留電荷の時間応答特性を評価し
た。図 10に，入力した電圧波形を示す。インピーダンス
の不整合のため，120 Hz 以上の周波数では正弦波からの
ずれも大きくなるばかりでなく，出力電圧も高くなりにく

くなる。しかし，前述したように，本章では残留電荷のパ

ルス状の電圧入力に対する時間応答特性を明らかにする

ことを目的としているため問題ないと考えた。 
図 11(b)に，120Hz の擬似正弦波の 1 パルスで得られた
残留電荷の時間変化を示す。60 Hzの場合と比べて，入力
電圧波は低いものの残留電荷は確認でき，正負にまたがる

パルス幅の間に残留電荷が検出されている。すなわち，残

留電荷が観測される時間は周波数が高くなることで短く 
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(a)60Hz の放出パルス波形 (b)120Hz の放出パルス波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)500Hz の放出パルス波形 (d)1kHz の放出パルス波形 

図 10. 入力電圧波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 放出パルス 120Hz 時        (b) 放出パルス 500H 時 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 放出パルス 1kHz 時 
図 11. 各周波数における残留電荷波形とその時の放出パ

ルス波形 
 
なる。また，残留電圧は約 700 mV で飽和傾向にある。60 
Hz の場合は 1.5 kV であるので，飽和に至らしめる電圧は

半減している。 
また，図 11(c)及び図 12(d)に，500 Hz 及び 1 kHZ の擬似

正弦波の 1 パルスで得られた残留電荷の時間変化をそれ

ぞ 
れ示す。同図から明らかなように，印加電圧は低下してい

るものの，明確な残留電荷による信号を確認することがで 
きる。加えて，残留電荷が計測され続ける継続時間が短く

なっていることが分かる。 
 

結論 
 
本研究では残留電荷法を用いて CV ケーブル内の水ト

リー劣化位置標定技術開発のための基礎研究として CV
ケーブル内の電流パルスの伝搬特性を明らかにするため

にインジェクションコイルを用いて，22kV 級 E-E ケーブ

ルに電流パルスを誘導させて電流パルスの伝搬特性を検

討した。また，同ケーブルにパルス電圧を用いた残留電荷

法を適用し残留電荷の検出を行った。さらに，残留電荷の

周波数依存性についての調査を行った。以下にその結果を

まとめる。 
(1)導体からの電流インジェクション，接地線からの電

流インジェクション，ともに問題なく行えることを明らか

にした。ただし，伝搬経路において分岐点が存在するとイ

ンジェクション電流も分流されるために，検出点でのイン

ジェクション電流値が低下することが確認された。これに

ついては，今後，さらなる現象の解析が必要である。また，

導体からのインジェクション行った場合の伝搬速度は 2.2
×10⁸ m/s，遮蔽層からの伝搬速度は 1.7～1.88×10⁸ m/s
となることを明らかにした。 

(2) 入力電圧をパルス状にすることで既存の残留電荷

法よりもより低い電圧で残留電荷を検出できることが明

らかとなった。さらに，残留電荷の放出における周波数依

存性は，周波数を 60 Hz から高くした場合においても入力

電圧の正負にまたがるパルス幅の間に残留電荷が検出さ

れ，残留電荷が観測される時間は周波数が高くなることで

短くなることを明らかにした。 
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塩分濃度を変化させた場合のポリマー材料の耐電圧評価
 

川口 翔大 a)・迫田 達也 b)・阿嘉 良昌 c)・安食 富和 c)・深野 孝人 c) 

 
Withstand Voltage Characteristics of Polluted Polymeric Material  
 

Shota KAWAGUCHI, Tatsuya SAKODA, Yoshiaki AKA, Tomikazu ANJIKI, Takato FUKANO 
 

Abstract 
 

To widely promote the application of polymer housed electric power equipment from the distribution class to 
the high voltage class in Japan, details of deterioration owing to pollution deposits and the long-term reliability 
should be investigated. In this study, to grasp influence of salt pollution deposits and difference of AC/DC voltage 
application on insulation performance, AC/DC flashover test and observations of corona or dry-band arc discharge 
and flashover channel were carried out against silicone rubber samples polluted by salt damage. The results showed 
that salt pollution deposits influenced on discharge processes and formation of flashover channel. Such characteristics 
also influenced on flashover voltage, and the difference of flashover voltage for unpolluted and polluted SiR samples. 

 
Keywords :  polymer, silicone rubber, discharge 

 
 はじめに

電気絶縁機器は、電力エネルギーを安全且つ確実に送り

届けるという重要な役割を担っており、塩害等の厳しい使

用条件においても耐え得る絶縁耐力と、風・雪等の外力に

耐え得る機械的強度が要求される。従来、電気絶縁機器の

外被材料には主に磁器やガラスが使われてきたが、近年で

はポリマー材料の適用が拡大している。磁器等の無機材料

は、絶縁特性が良く、耐候性も優れている等の長所を持つ

反面、重量物であり耐衝撃性が悪い。また、汚損湿潤時に

耐電圧が大きく低下する等の短所がある。一方、ポリマー

材料は軽量で機械的強度が高く、耐汚損特性にも優れてい

る。しかし欧米に比べて、国内でのポリマー機器の適用は

限定的である 1-2)。長期屋外使用における紫外線や酸性雨

等の環境因子や材料表面で発生する放電等の電気的因子

による劣化、汚損物質の堆積による特性変化や絶縁性能の

低下が危惧されているためである 1)。従って、日本国内で

のポリマー機器の適用を拡大するためには、劣化機構の解

明と長期信頼性の把握が最重要課題である 2)。 
ところで、屋外環境で用いられる電気絶縁機器に与えら

れるストレス要因は様々である。そのため、長期的なポリ

マー材料の劣化評価として、実フィールドでの長期間曝露

が行われている。 
 

a)工学専攻大学院生 

b)電気システム工学科教授 

c)東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

 

本報では、塩害がポリマー材料の絶縁性能に与える影響

を評価することを目的とし、ポリマー材料にフラッシオー

バ(flashover：F.O.)試験を複数回行い、耐電圧特性評価を
行うとともに F.O.に至るまでの過程を観測し、比較・検討
した結果について述べる。 
 

 実験
図 1に試験装置の概要、図 2に試験試料と課電電極、接
地電極からなるステンレス製金属電極の配置をそれぞれ

示す。試験条件を表 に示す。試験は降雨や霧など多湿な

環境を模擬するため、試料表面を湿潤させた状態でも行っ

た。交流電圧として商用周波電圧(60Hz)、直流電圧は正極
性電圧を使用した。試験試料には SiRを用い、試料の片面
に図 3に示すような金属電極 組を配した。試料表面の湿

潤は、試料設置後、超音波加湿器を用いて試験容器内に常

時噴霧し整えた。課電前の事前噴霧は、1時間行い水分が
同量付着するようにした。湿潤後、電圧を印加、昇圧し、

F.O.に至った時の電圧を記録し、F.O.に至る過程を高速度
カメラを用いて撮影した。F.O.電圧の確認はデジタル・オ
シロスコープを用いて行い、F.O.は、5 mA 以上の電流パ
ルスが確認されるとともに電圧が 0 V 近傍まで低下した
時と定義した。試験の手順は、試料の湿潤完了後 1回目の
試験を行い、その後試料を再湿潤し、再湿潤完了後 2回目
の試験を行った。さらに再湿潤を行い、3回目の試験を行
った。これを 5回目まで繰り返した。
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表 試験条件

Sample size 
[mm×mm×mm] 

75×50×t4 

Gap length [mm] 50 
Arranged angle [°] 0 
Test liquid[mS/cm] 1,10,16,45 

Chamber size [m×m×m] 1.2×1.2×1.2 
Spray quantity [ℓ/h] 1.2 
Voltage increase rate 

[kV/sec] 
0.5 

Series resistor [MΩ] 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 実験装置の概要. 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 試験試料と電極の配置. 
 

 実験結果および考察
 

交流課電時 
導電率の違いによる F.O.に至る過程に違いは見られな

かったため導電率 16ｍS/cm の F.O.に至る過程を図 3 に示

している。同図(a)に示すように電圧印加前は小さな無数

の水滴が付着しており、撥水性は STRI 法で HC1 である。 
そこから昇圧していくと、同図(b)に示すように部分放電

が発生し、試料表面の撥水性が低下し図(c)に示すように

F.O.が発生する。試験後、霧吹きでイオン交換水を吹きか

け撥水性を調べると、同図(d)に示すように放電の経路と

なった部分の撥水性が HC6~7 程度まで低下していた。こ

のF.O.に至る過程は連続試験5回を通して同様の過程であ

った。 
図 4 に各条件における試験終了後の試料表面の様相を

示す。F.O.に至る過程は導電率の影響なく同様であったが、

試験終了のダメージについては異なる結果となった。同図

(a)(b)に示すように、導電率 45mS/cn、16mS/cm では試験

終了後、試料表面にエロージョンの形成が確認された。そ

れに加えて、F.O.試験を重ねるごとにエロージョンの形成

範囲の増大が確認された。一方、同図(c)(d)に示すように

導電率 10mS/cn、1mS/cm では試験終了後、試料表面にエ

ロージョンの形成が確認されず5回のF.O.試験を通して放

電による試料表面へのダメージは確認されなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 に各条件における交流課電時の F.O.電圧を示す。同

図より、1 回目の試験では試料表面の導電率の差の影響を

受け導電率の高い条件下で F.O.電圧が低くなった。2 回目

以降の F.O.電圧は、16mS/cm、45mS/cm の条件で 1 回目の

F.O.電圧と比較して回数を重ねることによりさらなる耐

電圧特性の低下が確認された。それに対して、1mS/cm、

(a)電圧印加前 

(c)F.O. 

(b)昇圧中 

(d)試験後撥水性確認 
図 3 交流課電時の F.O.に至るまでの過程 

(a) 45mS/cm (b) 16mS/cm 

(c) 10mS/cm (d) 1mS/cm (c)
図 4 各条件における試験終了後の試料表面の様相 
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10mS/cm、では 2回目以降の耐電圧特性の低下は確認され
なかった。これは、図 4に示すように放電によるエロージ
ョンの形成の有無が関係していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直流課電時 
図 6 に導電率 16mS/cm時の直流課電時の F.O.に至るま

での過程を示し、図 7に導電率 1mS/cm時の直流課電時の
F.O.に至るまでの過程を示す。10ｍS/cm、16mS/cm、
45mS/cm の FO に至る過程に違いが見られなかったため、
ここでは導電率 16mS/cm の F.O.に至る過程を説明する。
図 6(a)に示すように電圧印加前は小さな無数の水滴が付
着しており、撥水性は STRI法で HC1である。 そこから
昇圧していくと、同図(b)に示すように部分放電が発生し、
試料表面の撥水性が低下させ同図(c)に示すように F.O.が
発生する。試験後、霧吹きでイオン交換水を吹きかけ撥水

性を調べると、同図(d)に示すように放電の経路となった
部分の撥水性が HC6~7 程度まで低下していた。この F.O.
に至る過程は連続試験 5回を通して同様の過程であった。
1mS/cm の F.O.に至るまでの過程に関しては、1 回目の試
験において他の導電率の結果と異なり、F.O.発生前に部分
放電の発生が確認されず、突発的な F.O.が確認された。ま
た発生した F.O.は、図 7に示すように試料表面と空中を波
打つような形で発生した。しかし、2回目以降は先述した
10ｍS/cm、16mS/cm、45mS/cmと同様に部分放電により撥
水性を低下させながら F.O.へと至った。 
図 8 に各条件における試験終了後の試料表面の様相を

示す。同図(a)(b)(c)に示すように、導電率 45mS/cn、16mS/cm、
10mS/cmでは試験終了後、試料表面にエロージョンの形成
が確認された。それに加えて、F.O.試験を重ねるごとにエ
ロージョンの形成範囲、ダメージ量の増大が確認された。

しかし、同図(d)に示すように導電率 1mS/cmでは試験終了
後、試料表面にエロージョンの形成が確認されず 5 回の
F.O.試験を通して放電による試料表面へのダメージは確
認されなかった。 
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図 5各条件における交流課電時の F.O.電圧 

(a)電圧印加前 (b)昇圧中 

(c) F.O. (d)試験後撥水性確認 
図 6導電率 16mS/cm時の直流課電時の F.O.に至るまでの過程 

(a) 真上から撮影した F.O. 

(c) 側面から撮影した F.O. 

(b) 試験後撥水性確

認 

図 7導電率 1mS/cm時の直流課電時の F.O.に至るまでの過程 

(a) 45mS/cm (b) 16mS/cm 

(c) 10mS/cm (d) 1mS/cm 

図 8各条件における試験終了後の試料表面の様相 
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図 9に各条件における直流課電時の F.O.電圧を示す。同
図より 1 回目の試験では 10mS/cm までは導電率の影響を
受けずに耐電圧特性の低下は確認されなかった。このこと

から、1 回目の放電では 10mS/cm～16mS/cm 間でポリ
マー材料の耐電圧特性を急激に低下させる閾値が存在

すると考えられる。また，2 回目以降は塩分濃度の影
響を大きく受け，塩分濃度の差が F.O.電圧の低下率に
影響を与える結果となった。しかし，エロージョンが

表面で発生すると試料上の導電率の差はあまり影響し

なくなり導電率に関係なく一定の値となった。このこ

とから、試料表面に塩分を付着させることによる導電

率上昇よりもエロージョンの発生は、電気的特性に与

える影響が支配的であるのではないかと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 交流課電時と直流課電時の比較
図 10に直流課電時の導電率 0.01mS/cmの F.O.の起こり

方を示す。F.O.に至る過程に関しては、交流課電時におい
ては導電率の影響に関係なく同様の結果であったが、直流

課電時においては一部異なる結果となった。直流課電時

1mS/cmの 1回目の放電の起こり方は図 7、図 10に示すよ
うに、一部イオン交換水(0.01mS/cm)の放電の起こり方と
類似しており低濃度の場合、直流課電の方が交流課電に比

べ塩分付着の影響を受けにくいことが示唆された。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.O.電圧に関しては、交流・直流課電共通して、試料表
面の導電率上昇による耐電圧特性の低下が確認確認され

た。しかし、交流課電と直流課電では低下の度合いに違い

が見られた。直流課電時では、ある一定までは塩分付着に

よる導電率上昇の影響を受けにくく、ポリマー材料の耐電

圧特性への影響を受けにくい。交流課電時では、塩分付着

による導電率上昇の影響を受けやすく、ポリマー材料の耐

電圧特性に対する影響を受けやすいことが確認された。し

かし、交流、直流課電ともに、放電の影響により試料表面

にエロージョンが発生すると、導電率の差はあまり関係な

くなり、近似したような F.O.電圧を示す。 
 

 まとめ 
 
同一の試料を用いて複数回連続F.O.試験を行い, 塩害に

よるポリマー材料の絶縁性能への影響を検討した。塩分付

着の影響によって交流・直流ともに耐電圧特性低下という

同様の特徴が確認されたが、導電率上昇にによる F.O.電圧
の低下率に関しては違いが確認された。ある程度低い濃度

(低汚損)であれば 1回の耐電圧特性は交流に比べ直流の方
が高いことが確認された。しかし，高い塩分濃度で、直流・

交流ともに複数回放電が発生することでエロージョンが

発生し，耐電圧特性に大きく寄与した。また、交流に比べ

直流の方が低い導電率でエロージョンが発生しやすいこ

とが確認された。 
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図 9各条件における直流課電時の F.O.電圧 

(a) 真上から撮影した F.O. (b) 側面から撮影した F.O. 

図 10導電率 0.01mS/cmの場合の F.O.の起こり方 
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変成器内部で生じる部分放電放射電磁波の周波数特性 
 

川小根 光輝 a)・白浜 優吾 a)・中村 友哉 a)・迫田 達也 b)  
 
 

Frequency Characteristics of Electromagnetic Wave Emitted by 
Partial Discharges in Transformer 

 
Mitsuki KAWAKONE, Yugo SHIRAHAMA, Tomoya NAKAMURA, Tatsuya SAKODA 

 
Abstract 

 
To diagnose electric power apparatus under system in operation, to detect partial discharge (PD) which refers 

predictive phenomenon on insulation deterioration of the power apparatus is useful. An electromagnetic (EM) wave 
sensor technique is widely accepted for the detection of PDs. We installed a PD source in a 6.6 kV mold transformer 
tank.EM waves owing to the PDs were measured from the outside of the tank by an EM sensor. As the result, 
Detected electromagnetic wave spectra have a frequency range of about 20-40 MHz. 

 
Keywords:  Electromagnetic wave sensor, Mold transformer, Partial discharge 
 

 はじめに

高度情報化社会には、高品質の安定した電源が強く求

められている 1)。一方、限界まで電力機器を使用し、維持

費を削減することが望まれる。このような観点から、運転

中の電力機器や配電系統に適用可能な診断・監視技術を

確立すべきである 2)。なお、モールド変圧器も安定した電

力供給に重要な役割を果たしている。モールド変圧器の

絶縁材料として用いられているエポキシ樹脂は、樹脂内部

や導体との界面にボイドやクラックなどの欠陥が存在す

ると、そこで部分放電（PD：Partial Discharge）が発生し、
ボイド放電劣化やトリー成長に伴う絶縁破壊に至る。この

ような電気的故障を防止するために、放電のオンライン

検出は絶縁状態を評価するのに有用である。 
PD によって生じた広い周波数帯域を有する電磁

(EM:Electromagnetic)波は、EM 波センサーを用いて検出

可能である 3)4)。特に、HF（3 MHz~30 MHz）、VHF（30 
MHz~300 MHz）、UHF（300 MHz~3 GHz）の EM波セン
サーの感度は高いことが一般的に理解されている 5)。し

かし、電磁波ノイズ除去は EM 波センサ技術の欠点の 1
つである。 すなわち、無線通信による様々な EM周波数
帯域と、オンライン監視のための電気的ノイズとが測定

され、感度が効果的に低くなる。従って、PD信号から電
気的ノイズを除去する信号処理や、ノイズとの干渉を回

避すべき周波数帯域の設定が強く求められている。 
ところで、電力機器を適切な時期に交換するためには、

絶縁体の監視を傾向管理を行えることが望ましい。この

ような管理処理を低コストで実現するためには、計測デ  
a)宮崎大学工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)宮崎大学電気システム工学科教授

ータを数値データ、すなわちデジタルデータとしてノート

PCに格納する必要がある。 
すなわち、 実際の現場計測においては、前回のデータ
と比較して劣化の進行状況を把握することができること

が望ましい。ここで、検出された EM波信号は、アナログ
デジタル変換器（ADC）を介してデジタルデータに変換
される。サンプリングレートが 100 MHz未満の場合、低
価格でコンパクトな ADC が利用できる。ADC は監視シ
ステムの価格の大部分を占めるため、低コストで監視シ

ステムを実現する観点から、HF や VHF の有効利用が望
ましい。 
本研究では、高感度信号判別技術を確立するために不

可欠な、PDによるHFおよびVHF帯の周波数特性を調べ
た。ここでは、PD源を 6.6kVのモールドトランスに配置
した。PDによる EM波信号は、変圧器から約 200 mmか
ら 2000 mm離れた EM波センサを用いて検出した。さら
に、EM波センサによる PDの検出位置を変更し周波数成
分に変化があるか調べた。また、低コストでスマートなト

レンド管理システムを実現するという観点から、ここで

は 100 MHz未満の低周波帯域に着目した。その結果をも
とに、注目すべき周波数、信号検出の判断の手法につい

て検討した。 
 

 実験方法および実験条件

図 1に、EM波信号測定のための実験装置を示す。長さ
1780 mmのEM波センサにより検出されたEM波信号は増
幅せず、デジタルオシロスコープにより保存した。その

後、高速フーリエ変換（FFT）による解析を行った。FFT
を有効活用することにより、正確な周波数特性と強度を

評価することができる。CT（Current Transformer）センサ
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を用いて、数十 ns のパルス幅を有する PD 電流を検出し、
デジタルオシロスコープでサンプリング速度 62.5 GS / s
で記録した。印加電圧は商用周波数 60 Hz の交流電圧を
0.5 kV〜2.0 kVの範囲で設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 実験装置の構成 
 
図 2に、実験で用いた計器用変成器の外観を示す。図 3

には変成器容器内部に配置したPD源である電極とその寸
法図を示す。 電極は、真鍮製で直径10 mmの針状電極と、
直径 10 mm の平面電極からなり、平面電極は厚さ 2 mm
の石英ガラスで覆われている。電極のギャップ長は、0.1 
– 0.2 mmに設定した。針状電極に制限抵抗を介して交流
電圧を印加し、出力電圧を高電圧プローブで測定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図 2. 計器用変成器の概観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 模擬放電電極 (b) 寸法図 
図 3. 模擬放電電極 

図 4に、変成器容器内部における PD源の配置上面図を
示す。変成器筐体と EM波センサの先端との距離は 200 - 
2000  mm である。PD 源の高さは容器底面から 400 mm
とし、EM波センサも同様とした。また、EM波センサは
二次端子箱、ブッシング部に対向するように配置した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 電極配置上面 
 
図 5に今回用いた EM波センサを、表 1にアンテナの特
性を示す。 

 
 

 
 
 

 
図 5. 実験に使用した EM波センサ（RHM8B） 

 

表 1 アンテナの特性 

 RHM8B 

製造元 第一電波工業

帯域 7～50 MHz 

長さ 0.5～1.78 m 

重さ 285 g 

 実験結果および考察

図 6（a）に、EM波センサにより取得したノイズ信号及
びその周波数解析結果を示す。図 6（b）より、周波数成
分は 100 MHz まで様々に分布しているが、10-16 MHz、
50 MHz、90 MHz に顕著な成分を確認できた。一般的に、
ノイズは特定の周波数成分を持たないため、このような

結果となった。 
図 7（a）に EM 波センサを変成器正面に配置した場合
に取得した PDの信号波形を示す。さらに、信号波形を FFT
処理したものを図 7（b）に示す。図 7（b）より、周波数
成分は、約 20-40 MHzに周波数ピークが現れた。26.5 MHz
に最大周波数成分が得られている。図 8（a）に EM 波セ

図 1 実験装置の構成
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ンサをブッシング正面に配置した場合に取得したPDの信
号波形を示す。さらに、信号波形を FFT 処理したものを
図 8（b）に示す。図 7（b）同様に周波数成分は、約 20-40 
MHzに周波数ピークが現れた。29.5 MHzに最大周波数成
分が得られている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ノイズ波形            (b) FFT解析結果 
図 6. ノイズ波形及び FFT解析結果 

(a) 信号波形             (b) FFT解析結果 
図 7. 放電信号波形及び FFT解析結果(変成器正面方向) 
 

 

 

 

 

(a) 信号波形            (b) FFT解析結果 
図 8. 放電信号波形及び FFT解析結果(ブッシング方向) 
 
図 8に、EM波センサを変成器筐体正面とブッシング部

に対抗するように配置した場合の最大スペクトルピーク

値の周波数比較を行った結果について示す。なお、PDの
周波数解析結果を、それぞれの箇所において 110個取得し
た結果を示している。その結果、筐体正面より取得した最

大スペクトルピーク値は約30 MHzにおいて最も多い結果
が得られた。また、ブッシング部では約 25 MHzにおいて
最も多い結果が得られた。 

 

図 9. 最大スペクトルピーク値の周波数比較 
 

図 10（a）に、EM波センサを二次端子箱より 50 mmの
位置に配置した場合に取得した PDの信号波形を示す。さ
らに、信号波形を FFT処理したものを図 10（b）に示す。
図 10（b）より、周波数成分は約 20 MHz、40 MHz、75 MHz
にピークが現れた。 
図 11（a）に、EM波センサをブッシング部より 50 mm

の位置に配置した場合に取得した PD の信号波形を示す。
さらに、信号波形を FFT処理したものを図 11（b）に示す。
周波数成分は約 20 MHz、40 MHzにピークが現れた。し
かし、図 10（b）とは異なり約 75 MHzの周波数成分は減
衰している。図 12（a）に、EM波センサをふた部より 50 
mmの位置に配置した場合に取得した PDの信号波形を示
す。信号波形を FFT処理したものを図 12（b）に示す。図
11（b）と同様に、周波数成分は約 20 MHz、40 MHzにピ
ークが現れた。ブッシング部とふた部において 75 MHz成
分が減衰する結果となった。これは、磁器製のブッシング

部を通したためであると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 信号波形             (b) FFT解析結果 

図 10. 放電信号波形及び FFT解析結果(二次端子箱部) 
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(a) 信号波形             (b) FFT解析結果 

図 11. 放電信号波形及び FFT解析結果(ブッシング部) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 信号波形             (b) FFT解析結果 
図 12. 放電信号波形及び FFT解析結果(ふた部) 

 
 結論

本報では、電力機器の劣化診断装置の開発として、変成

器容器内部で模擬電極を用いて発生させた部分放電の周

波数領域特性について調べた。EM波センサを用いた測定
の結果、部分放電の最大スペクトルピークは、EM波セン
サの検出方向によって異なることが分かった。変成器筐体

正面方向における最大スペクトルピークは約 30 MHz、ブ
ッシング部方向における最大スペクトルピークは約 25 
MHz において多く検出された。また、二次端子箱部、ブ
ッシング部、ふた部より 50 mmの位置から放射電磁波を
検出した結果、二次端子箱部における特徴的な周波数成分

は約 20 MHz、40 MHz、75 MHzであったのに対し、ブッ
シング部とふた部より検出された周波数成分は約 20 MHz、
40 MHzが顕著に見られ、75 MHzの成分は減衰する結果
となった。これは、ブッシング部を通して放射電磁波を検

出したためであると考えられる。これらの結果より、EM
波センサを用いて変成器内部で生じる部分放電の放射電

磁波を取得する際、周波数成分約 20 – 40 MHzに着目した
劣化診断が有用であることが示唆された。 
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界面活性剤添加時における水中プラズマ源の特性の検討 
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Investigation of Characterization of Underwater Plasma 

 with Surfactant 
 

Hiroki GOTO, Takeshi NISHIMURA, Junichiro TSUCHIDA, Tatsuya SAKODA，  
 

Abstract 
 

 
  Advanced oxidation process (AOP) with hydroxyl radicals (OH) is considered to be useful for water purification 

through oxidation; therefore, we proposed an underwater plasma source with a porous glass membrane which 
functioned in bubble supply and the formation of micro-discharges.We also examined the effect of surfactant 
Yasaikirei and LAS(Linear Alkylbenzene Sulfonate) on underwater plasma. Additionally, we investigated the 
decomposition characteristics of LAS by underwater plasma source. Next, we examined whether B.subtilis spores 
could be sterilized by the underwater plasma source with surfactant Yasaikirei and LAS.It was found that the existence 
of Yasaikirei made the sterilization effect higher and that B.subtilis spores could be effectively sterilized. However, a 
surfactant containing a benzene such as LAS contributed only to decomposition, not to sterilization. 

 
Keywords:  Ozone， OH radical， Plasma， Surfactant 
 

 はじめに
現在，我国の排水処理場では，主に標準活性汚泥法と呼

ばれる処理方法が採用されており，ごみや砂を取り除く作

業，活性汚泥による有機物の分解，塩素による細菌類やウ

イルス等の消毒が行われている。そのなかでも，高濃度の

有機物が混入した排水の処理は活性汚泥の機能障害を誘

起することが知られており，処理に比較的長時間を必要と

することが問題となっている(1)。近年，このような有機化

合物を含む一般排水や生活排水の処理法として，生物的な

処理法以外に物理・化学的な処理法として O3（酸化電位

2.07 V）よりも高い酸化電位を持つOHラジカル（以下OH：
酸化電位 2.81 V）を有効利用した促進酸化処理法
(Advanced Oxidation Processes : AOP’s)が注目されている。
AOP’sは，何らかの方法で発生させたラジカル種により
対象物質を酸化，分解，除去するといったものが主であり，

オゾン酸化，過酸化水素，過酸化水素-紫外線照射，または
これらの組み合わせなどの方法が検討されている。特に，

工業廃水に含まれるジオキサン，ダイオキシン類，クロロ

フェノール類，エチレングリコール，農薬・医薬品といっ

た難分解性有機物質の分解が可能である。これらに対して，

著者等は，多孔質膜を誘電体兼気泡生成素子として用いた

水中プラズマ装置を提案している(2) (3)。本研究提案の手法

では，水中にパルスパワー等の特殊電源を用いて高電界の

形成によるアーク放電を用いる手法と異なり，水中で誘電 
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

b) 電気電子工学科教授

体バリア放電を形成しているため液相及びリアクタの冷

却装置は不要である。さらに，原料ガスに酸素を用いた場

合，OHラジカルに加えてO3やOラジカルが生成される。
前述したように，活性汚泥の負担軽減が切望されており，

高効率な水処理技術の確立が求められている。実際の排水

には，有機物や細菌類，ウイルスなども含まれているため，

同一処理空間において有機物の分解と細菌等の不活化を

目指し，標準活性汚泥法と併用して利用することで活性汚

泥法にかかる負担の軽減と塩素による残留物質の削減を

図る。この時，オゾンを含む気相空間が水中を上昇するこ

とにより，処理溶液との接触面積を大きくできる条件下で

不活化処理を行うことの有用性を既に示している(4)。一方

で，処理溶液の多孔質膜近傍が OHラジカルの生成箇所で
あり反応域となるため，半減期の短さゆえに局所的な処理

に留まり，処理に与える影響がそれほど大きくないことが

確認されている。 
また，処理溶液に界面活性剤を添加することで，界面活

性剤の持つ作用により処理能力が変化すると予想される。

界面活性剤は表面自由エネルギーを低下させることから

気泡同士の結合を抑制し，気泡の安定剤として機能するこ

とが知られている(5)。水中プラズマ装置は，処理溶液の多

孔質膜近傍が OH ラジカルの生成箇所であり反応域とな
るため，界面活性剤が気泡の安定剤として機能することに

より，OHラジカルの生成量増加を促すことが予想される。 
本研究では，実際の排水を想定し，処理溶液に界面活性

剤が混入した場合の水中プラズマ源の基礎特性と殺菌・分
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解特性を検討した結果について述べる。 
 
 界面活性剤添加時の水中プラズマ源の
基礎特性

実験装置
図 1に水中プラズマ源の装置構成を示す。実験装置は，

反応容器，電力測定用コンデンサ，制限抵抗，高電圧電源

から成る。高電圧電源（ハイデン研究所， PHF-2K）は，
半値全幅 3.2 μs の正負パルスを繰り返し周波数 6 kHz で
出力可能である。多孔質ガラス膜を介して液相側で気泡を

生成し，そこで高電圧電極に電圧を印加することで気泡の

気液界面で放電を生成して O3や OH ラジカル等の活性種
を生成する。また，液相側から排出される排オゾンは，オ

ゾンモニター（EBARA， EG-2001）を用いて測定した。
本研究では界面活性剤として，ライオンハイジーン株式会

社のMB野菜キレイ A (以下，野菜キレイと表記)と和光純
薬の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(以下，
LASと表記)を使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 水中プラズマ源の装置構成 
 

界面活性剤添加時における気泡の直径と上

昇速度の変化

実験方法
液相側多孔質膜表面に生じる気泡を反応容器の側面よ

り高速度カメラで撮影した。O2 の供給圧力は 136 kPa と
し，界面活性無添加・野菜キレイ・LAS添加の 3通りで行
なった。各条件において，生成された気泡から結合しない

個体を任意に 20個選択し，気泡径と上昇速度を測定した。
上昇速度は，気泡が液相を通過し終わるまでの気泡の水中

での滞在時間と処理溶液の水深 34 mm から求めた。野菜
キレイを添加する場合は，滅菌水 300 mlに 450 μlを添加
し，LAS添加時は，5 mg/Lとした。 

 
実験結果

図 2 に界面活性剤の添加による気泡径と上昇速度の変
化を示している。また，表 1に算出した各条件における気
泡径と上昇速度の平均を示す。同表より，気泡径は，界面

活性剤無添加に比べて野菜キレイ添加時は 54 %となり，
LAS添加時は 64 %縮小されてされることが分かった。ま
た，反応容器内に滞在する時間が野菜キレイの場合は 1.21
倍，LASの場合は 1.19倍増加する。従って界面活性剤は，
気泡の安定剤として機能することが示唆された。反応容器

に送り込まれる放電生成用ガスの流量は界面活性剤の有

無によらず一定であるため，界面活性剤の添加により，気

泡径の縮小と同時に気液界面も増加していることが分か

った。以上のことから，処理溶液と気液界面の接触確率が

増加することが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 界面活性剤添加時における 
気泡径と上昇速度の変化 

 
表 1 気泡径と上昇速度の平均 

気泡内放電の観測

実験方法

本実験では，水槽に水中プラズマ源を配し，多孔質膜か

ら押し出される気泡が膜上の放電の観測を妨げないよう

に，反応容器を傾けて行った。放電生成ガスは O2よりも
放電を視認しやすい Arとした。界面活性剤を添加しない
場合は，被処理水には導電率 16.8 mS/mの滅菌水 22 lを使
用し，Vp-p= 9.4 kVを印加した。Arの供給圧力は，多孔質
膜上で気泡結合が比較的確認されにくい 132 kpa とした。
野菜キレイを添加して水中プラズマを生成する場合は，導

電率 15.2 mS/mの滅菌水 22 lに界面活性剤を 30 ml添加し
た状態で Vp-p= 8.0 kVを印加し，Arの供給圧力は 136 kPa
とした。LASを添加して水中プラズマを生成する場合は，
導電率 17.2 mS/mの滅菌水に 5 mg/L添加した状態で Vp-
p= 7.0 kVを印加し，Arの供給圧力は 136 kPaとした。 

 無添加 野菜キレイ LAS 

気泡径の平均 2.69 mm 1.46 mm 1.73 mm 

上昇速度の平均 567 mm/s 465 mm/s 498 mm/s 

Oscilloscope

Gas flow

Water phase

Porous glass
membrane

CT sensor 

C

R 
6 kHz 

High voltage
probe

Bubble

16 mm

Side view of needle electrodesTop view of needle electrodes

図 2 界面活性剤添加時における

気泡径と上昇速度の変化
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実験結果

図 3に観測された気泡内放電の様子を示す。図中の〇印
は，界面活性剤無添加，野菜キレイ・LAS添加の場合にお
ける代表的な気泡の状態を示している。同図より，野菜キ

レイ・LASを添加時は，気泡同士の結合が抑制されるため
に 2.2項で示したように無添加時に比べて小さな気泡が生
成されていることがわかる。また，界面活性剤の有無に関

係なく，個々の小さな気泡において放電を観測することが

可能である。従って，野菜キレイ・LASの添加により小さ
な気泡及び気泡数を増加させることで，気液界面で起こる

放電と液相との接触面積が増加する。すなわち，界面活性

剤を添加した水中プラズマでは，活性種が増加することか

ら，同一処理空間における有機物の分解と細菌等の不活化

の処理能力の向上が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 気泡内放電の様子 
 

OHラジカルの検出
実験方法

本実験では，反応容器の側面からファイバー分光器

（Ocean Optics，USB-4000）を用いて発光スペクトルの観
測し，OH ラジカルの検出を行った。界面活性剤無添加，
野菜キレイ，LAS添加時の 3通りで行い，野菜キレイを添
加する場合は，滅菌水 300 mlに 450 μlを添加し，LASは，
5 mg/L添加した。各条件において露光時間を 5 sとした。
印加電圧は Vp-p＝7 kVとし，放電生成ガスは O2ガスを用

い，ガス供給圧力は 136 kPaに設定した。 
 

実験結果
図 4 に各条件における観測された発光スペクトルを示

す。同図より，界面活性剤の有無に関係なく，309 nm付近
に OH ラジカルの発光スペクトル（A2Σ→X2Π），O(777.4 
nm，844.6 nm)，Hα(656.3 nm),Hβ（486.1 nm）が観測された。
従って本装置において，Oラジカルと OHラジカルの生成
が可能であることが確認された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)界面活性剤無添加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)野菜キレイ添加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) LAS添加 
図 4 各条件における観測された発光スペクトル 

 
 界面活性剤添加時における水中プラズマ源
の分解・殺菌特性

水中プラズマ源を用いた の分解試験

実験方法
本実験に用いる実験装置は，図 5に示す。処理溶液は，

LASの濃度 5 mg/Lの水道水を使用した。気泡生成ガスは
O2，供給圧力は 136 kPaとした。オゾン濃度は，処理溶液
中を通過した排オゾンをオゾンモニタにて測定し，50 ppm
になるように印加電圧を調整して行った。処理時間は 0～
120 minとし，10 min毎に各 2 mLをサンプル管に採取し
た。採取したサンプル管を LC-MS(高速液体クロマトグラ
フィー)を用いて分析を行った。LAS濃度 0，3，5 mg/Lで
検量線を作成し，ピーク高さ法により作成した検量線を用

いて LAS濃度の定量化を行った。また，LASはアルキル
基の炭素数が 10~14の混合物であり，測定対象とした LAS
は，表 2のように対応している。 

 

(c) LAS添加 

(b) 野菜キレイ添加 (a) 界面活性剤無添加 
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図 5 LAS の分解試験の装置構成図 
 

表 2 測定対象とした LAS 
C10 デシルベンゼンスルホン酸 （C16H26O3S） 
C11 ウンデシルベンゼンスルホン酸 （C17H28O3S） 
C12 ドデシルベンゼンスルホン酸 （C18H30O3S） 
C13 トリデシルベンゼンスルホン酸 （C19H32O3S） 
C14 テトラデシルベンゼンスルホン酸 （C20H34O3S） 

 
実験結果 

図 6 に処理時間 0，60，120 分の LC-MS による LAS の

クロマトグラフを示す。同図より C10~C13 のそれぞれの

ピークを確認できるが，C14 は，確認されなかった。また

処理時間の増加に伴い C10~C13 のピークが減少しており，

120 分処理時では C10~C13 のピークは確認できなかった。

このことより 120 分処理時では LAS が完全に分解されて

いることが明らかとなった。図 7 にクロマトグラフより算

出した LAS の濃度変化を示す。同図より LAS の濃度は指

数関数的に減少していることがわかる。処理時間経過に伴

い分解率が飽和する原因として，分解が進むと共に気泡径

が大きくなり，OH ラジカルの生成量が減少し，分解速度

が遅くなったのではないかと考えられる。従って，水中プ

ラズマ源により LAS のような難分解性有機物を分解可能

であることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 LC-MS による LAS のクロマトグラフ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 7 LAS の濃度の経時変化 
 

界面活性剤添加時の水中プラズマ源による

芽胞菌の不活化

実験方法 
芽胞菌の不活化試験に用いる実験装置は，図 5 と同様で

ある。被処理水は滅菌水 200 ml に，枯草菌芽胞液（Mesa 
Laboratories Inc，B.Subtilis ATCC6633）を 150 μl 供試した

ものを使用した。ガス供給圧力は 136 kPa に設定した。界

面活性剤添加時は，処理溶液の導電率が界面活性剤無添加

の場合と同程度になるように，野菜キレイ添加時は 250 
mL，LAS 添加時の濃度は 5 mg/L とした。処理時間 10 min
毎に採取した被処理水を寒天平板表面塗抹法により普通

培地に塗布し，培養温度 30 ℃で 48 時間培養した。なお，

排出される O3濃度を O3モニタで測定し，界面活性剤無添

加時の水中プラズマでは 200 ppm，野菜キレイ・LAS 添加

時の水中プラズマでは 50 ppm となるように印加電圧を調

整した。なお，(1)式に示すように，殺菌剤が O3に限られ

る場合は，O3 濃度と処理時間の積により不活化のために

使用される O3 の総量が求められる。CT 値が同等であれ

ば，得られる不活化効果も同等になる(6)と理解されている。 
 
CT 値(ppm･min)＝O3 濃度(ppm)×処理時間(min)   (1) 

 
まず，外部オゾナイザで生成した O3 による殺菌(以下，

O3 バブリング)試験，OH ラジカルのスカベンジャーであ

るマンニトールを被処理水に添加して OH ラジカル並び

に H2O2 による影響を除外した殺菌試験を行った。なお，

被処理水に添加したマンニトールの濃度は 5 g/L とした。

以上 2 つの試験結果と，従来の水中プラズマによる試験結

果を比較することで OH ラジカルが芽胞菌に与える影響

を検討した。殺菌効果は，コロニーカウント法により評価

した。菌を培養することで 1 つの生菌からはコロニーが 1
つ形成されることから，培養後のコロニーを計数し，基準

液 1 ml あたりの菌数を算出した値で殺菌効果を評価する

ことができる。また，コロニー数から，微生物の耐性を示

す指標となる D 値(decimal reduction time）を計算した。D
値は生菌数を 1/10 低下させるのに必要な抗菌処理時間の

ことであり(7)，次式で与えられる(8)。 
 

D = －log(m/N) = kCT    (2) 
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mはプラズマ照射後の生菌数，Nは未照射サンプルの生菌
数，k は速度定数，C は O3やラジカルなどの密度あるい

は紫外線の照射量を表し，Tは照射時間を表している。 
以上の試験結果と，従来の水中プラズマによる試験結果

を比較することで界面活性剤添加による影響を検討した。 
 

実験結果 
図 8に各条件における芽胞菌の残存菌数と CT値の変化

を示す。まず，O3バブリングでは D値=6240 ppm・minと
なり，野菜キレイを添加することで D値=1770 ppm・min
で殺菌可能だと確認された。野菜キレイ添加により 3.53倍
の殺菌力が伴った。これは，野菜キレイ添加により，2.2項
の結果から予想されたように O3と被処理物の接触確率の

増加によものだと考えられる。次に，殺菌要因に O ラジ
カルが加わるマンニトール添加の水中プラズマによる殺

菌試験では，D値＝4500 ppm・minで殺菌可能であり，野
菜キレイを添加することで，D 値＝975 ppm・min となっ
た。これは，O3バブリングの時と同様に，Oラジカルとの
接触確率の増加によって 4.63 倍の処理能力が伴ったと考
えられる。最後に，殺菌要因に OHが加わる水中プラズマ
による殺菌は，D 値＝4080 ppm・min で殺菌可能であり，
野菜キレイを添加することで，D 値＝890 ppm・min とな
った。OHラジカルの生成は気液界面で行われるため，気
液界面の増加により OHラジカルの生成量も増加し，界面
活性剤を添加していない場合の 4.58 倍の処理能力が伴っ
たと考えられる。一方，LAS添加時では，どの条件におい
ても生菌数の変化は確認できなかった。O3と OH ラジカ
ルの反応において，ベンゼン環を持つ有機物は急速に分解

されると報告されている(6)。従って LASは，ベンゼン環を
含むため，O3と OHラジカルにより LASは，優先的に分
解され，芽胞菌の殺菌に寄与できなかった可能性が示唆さ

れた。 
以上から，処理溶液と気泡内の気相空間の接触確率が

増加すること，気液界面の増加を図ることが可能となる

酢酸由来である野菜キレイ添加時の水中プラズマ装置に

おいては，従来の水中プラズマ装置よりも促進酸化処理

の有用性が示された。特に，短寿命である Oラジカルと
OHラジカルを用いた殺菌処理において，顕著に処理能
力の向上が確認された。一方，LASのようにベンゼン環
を持つような界面活性剤では，分解にのみ寄与し，殺菌

にほとんど寄与しない場合があると明らかになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 芽胞菌の残存菌数と CT値の変化 

 まとめ
本報では，細菌・界面活性剤等が含まれる排水を模擬し

た際の水中プラズマ源によって得られる基礎特性及び処

理能力の変化を検討した。結果を以下に示す。 
1. 界面活性剤添加により，気泡径が縮小と同時に浮遊時間
が増加し，処理溶液との接触確率が増加し，OHラジカ
ルの生成量が増加すると示唆された。 

2. 野菜キレイ・LAS 添加時のいずれにおいても個々の小
さな気泡においても放電が発生していることが確認さ

れ，界面活性剤添加により小気泡を増加させることは気

液界面で起こる OHラジカルの生成量が増加し，殺菌・
分解効果が向上すると示唆された。 

3. OHラジカルの発光スペクトルが観測され，水中プラズ
マ源において，OHラジカルの生成が可能であることが
確認された。 

4. 水中プラズマ源により LAS のような難分解性有機物を
分解可能であることが明らかとなった。 

5. 酢酸由来である野菜キレイ添加時の水中プラズマ源に
おいては，従来の水中プラズマ源よりも顕著な処理能

力の向上が確認できた。一方，LASのようにベンゼン
環を持つような界面活性剤では，分解にのみ寄与し，

殺菌にほとんど寄与しないと明らかになった。 
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配電機器内部で生じた部分放電による放射電磁波特性 
 

白浜 優吾 a)・中村 友哉 a)・川小根 光輝 a)・迫田 達也 b)  
 

Characteristics of Electromagnetic Wave Emitted by Partial 
Discharges in Electric Power Distribution Equipment  

 
Yugo SHIRAHAMA, Tomoya NAKAMURA, Mitsuki KAWAKONE, Tatsuya SAKODA 

 
Abstract 

 
To diagnose electric power apparatus under system in operation, to detect partial discharge (PD) which refers 

predictive phenomenon on insulation deterioration of the power apparatus is useful. An electromagnetic (EM) wave 
sensor technique is widely accepted for the detection of PDs. We installed a PD source in a 6.6 kV mold transformer 
tank, and we evaluated influence of the aperture size on secondary terminal box. EM waves owing to the PDs were 
measured from the outside of the tank by an EM sensor. It was possible to discriminate between discharge and noise 
by focusing on the frequency peak ratio between 20 - 45 MHz band and 50 MHz although the intensity decreases. 

Keywords:  Electromagnetic wave sensor, Mold transformer, Partial discharge 
 

 はじめに

高度情報化社会には、高品質の安定した電源が強く求

められている 1)。一方、寿命限界まで電力機器を使用し、

メンテナンスコストを削減することが望まれる。このよう

な観点から、運転中の電力機器や配電系統に適用可能な

劣化診断・監視技術の確立が急務である 2)。変圧器も安定

した電力供給に重要な役割を果たしている。しかし、設置

され 30年以上経過しているものも存在し、機器の絶縁劣
化が懸念されている。変圧器の劣化は過電圧、吸湿、過負

荷、および PD (Partial Discharge) によって引き起こされる。
PDは絶縁破壊の前駆現象といわれ、PDの活線診断によっ
て絶縁状態を評価することで電気的故障を未然に防止す

ることが可能である。 
PD によって生じた広帯域の周波数を有する電磁波

(EM:Electromagnetic wave)は、EM センサを用いて検出可

能である 3)4)。周波数帯域の中でも、HF（3 MHz~30 MHz）、
VHF（30 MHz~300 MHz）、UHF（300 MHz~3 GHz）の EM
センサのノイズ対信号比は高いことが一般的に理解され

ている 5)。しかし、電磁波ノイズ除去は EMセンサ技術の
欠点の 1 つである。すなわち、無線通信による様々ノイ
ズが測定され、感度が低くなる。従って、PD信号からノ
イズを除去する信号処理や、ノイズとの干渉を回避すべ

き周波数帯域の設定が強く求められている。 
ところで、電力機器を適切な時期に交換するためには、

絶縁体の劣化状態を傾向管理できることが望ましい。こ

のような管理処理を低コストで実現するためには、計測

データを数値データ、すなわちデジタルデータとしてノ

ート PCに格納する必要がある。 
すなわち、 実際の現場計測においては、前回のデータ 
a)宮崎大学工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)宮崎大学電気システム工学科教授

と比較して劣化の進行状況を把握することができるこ

とが望ましい。そのために、検出された EM信号は、アナ
ログデジタル変換器（ADC）を介してデジタルデータに変
換される。サンプリングレートが 100 MHz 未満の場合、
低価格でコンパクトな ADC が利用できる。ADC は監視
システムの価格の大部分を占めるため、低コストの監視

システムを実現する観点から、HF や VHF の利用が望ま
しい。そして、日常点検においては誰しもが使用でき可搬

型の診断システムが求められている。 
本研究では、低価格かつ可搬型の劣化診断装置を開発

するために、電磁波の漏洩箇所の一つである二次端子箱の

開口面積を変化させた際の EM特性について評価した。こ
こでは、PD源を 6.6 kVのモールドトランスに配置した。
PDによる EM信号は、変圧器から約 1060 mm離れた EM
センサを用いて検出した。その結果をもとに、注目すべ

き周波数、信号検出の判断の手法について検討した。 
 

 実験方法および実験条件

図 1に、EM信号と PD電流測定のための実験装置概要
を示す。長さ 1780 mmの EMセンサにより検出された EM
信号は増幅せず、デジタルオシロスコープにより保存し

た。その後、高速フーリエ変換（FFT）による解析を行っ
た。FFT を有効活用することにより、正確な周波数特性
と強度を評価することができる。CT（Current Transformer）
センサを用いて、数十 ns のパルス幅を有する PD 電流を
検出し、デジタルオシロスコープでサンプリング速度

62.5 GS / sで記録した。印加電圧は商用周波数 60 Hzの交
流電圧を 0.5 kV〜5.0 kVの範囲で設定した。 
図 2に、実験で用いた計器用変成器の外観を示す。図 3

に使用した電極とその寸法を示す。電極は、真鍮製で直

径 10 mmの針状電極と、直径 10 mmの平面電極からなり、
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平面電極は厚さ 2 mmの石英ガラスで覆われている。電極
のギャップ長は、0.1 mm 未満に設定した。針状電極に制
限抵抗を介して交流電圧を印加し、出力電圧を高電圧プ

ローブで測定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 実験装置の概要. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図 2. 計器用変成器の概観. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a) 模擬放電電極 (b) 寸法図 
図 3. 模擬放電電極. 

 
図 4に、変成器容器内部における PD源の配置上面図を

示す。PD源と EM波センサの先端との距離は 1060 mmで

ある。PD 源の高さは容器底面から 400 mm とし、EM 波
センサも同様とした。また、EM 波センサは二次端子箱

に対向するように配置した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 電極配置上面. 
 
図 5に本報で用いた EMセンサの外観を示す。また、表

1に EMセンサの特性を示す。 
 
 

 
 
 
 

図 5. 実験に使用した EMセンサ（RHM8B）. 
 

表 1. EMセンサの特性. 

 RHM8B 

製造元 第一電波工業

帯域 7 - 50 MHz 

長さ 0.5 - 1.78 m 

重さ 285 g 

 実験結果および考察

まず、変成器外に放電源を配し 150 pC程度の放電を発
生させた際の放電電流及び EMを CTセンサ、EMセンサ
を用いて検出した。EM センサと放電源との距離は 1060 
mm である。CT センサによって取得された電流波形を図
6に示す。また、EMセンサによって取得された EM波形
を図 7(a)に示し、図 7(b)に図 7(a)の FFT解析結果について
示す。図 7(b)から、20.5 MHz、27 MHz、30 MHz、42 MHz、
50 MHzに周波数ピークが現れる。 明白な周波数特性を示
すために、ここでは、電荷量の大きな PDから得られた FFT
スペクトルを示す。 しかし、電荷量が 50 pC未満であっ
ても、おおよその周波数特性は同じであった。 

 

10 mm 

50 mm 

164 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

 

図 6. 放電電流波形

(a) EM波形. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) FFT解析結果. 
図 7. 変成器容器外で取得した 

EM波形及びその FFT解析結果. 
 
図 8に、PD源を変成器内に配し、電荷量が 80 pCの放

電を発生させた場合に検出された典型的な EM 信号とそ

の FFT スペクトルを示す。明らかな EM 信号が検出され
た。ノイズと比較すると、EM波信号の強度はノイズの強
度の 10倍である。図 8(b)から、20 MHz - 45 MHzにおい
て、図 7(b)と同様の明瞭な周波数ピークが確認されている。 
次に、EM漏洩箇所のひとつである二次端子箱の開口サ

イズの影響を評価した。最初に誘電体板を取り除いて、そ

の半分を厚さ 1.5 mmの鉄板で覆った。図 9は、2次端子
箱の内側の写真であり、電線の引き出し口の半分が幅 60 
mm、高さ 45 mmの鉄板で覆われている。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) EM波形. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) FFT解析結果 
図 8. EM波形およびその FFT解析結果(60 pC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 9. 開口部が鉄板によって半分覆われた二次端子箱. 

 
図 10に、PDによる電荷量が 60 pCの場合に検出された
典型的な EM 信号とその FFT スペクトルを示す。図 8(a)
に示す 60 pCの強度と比較して強度は小さい。回折および
干渉の変化は、強度の減少に反映される。さらに、FFTス
ペクトルの分布は図 7(b)の分布とは異なり、明らかな周波
数ピークが 20 MHzで現れる。実用的な場合には、変成器
の配線用誘電体材料からなる開口面積の差はそれほど大

きくないと思われる。我々が調べたように、開口面積を半

分にしても周波数変化は大きかったが 20 - 45 MHzのバン
ドパスフィルタを使用し、20 – 45 MHzと 50 MHzの範囲
のピーク付近の周波数ピーク比に着目することは、広く有

用である。  
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(a) 半分開口した際の EM波形. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) FFT解析結果. 
 
 
 

 
 
 

(c) 図 10(a)のバンドパス処理後波形. 
図 10. EM波形とその FFT解析結果. 

 
 結論

本報では、電力機器の劣化診断装置の開発として、変成

器容器内部、外部で模擬電極を用いて発生させた放電の検

知を行った。また、EM漏洩箇所の一つである二次端子箱
の開口面積を変化させた場合の EM 特性について評価し

た。測定の結果、容器の内外において EMの周波数分布は
変わらず、20 – 45 MHzに現れる。開口面積を変化させる
と EM は回折等の影響により強度が減少し周波数分布は

変化するが、20 – 45 MHz帯と 50 MHzとの周波数ピーク
比に注目することで放電とノイズとの区別が可能である

ことが分かった。 
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シリコーンゴムの塩害に対する耐汚損特性の検討
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Study on Resistance of Fouling Silicone Rubber  

Against Salt Pollution 
 

 Kousei TABIRA, Tatsuya SAKODA, Yoshiaki AKA, Tomikazu ANJIKI, Takato FUKANO 
 

Abstract 
 

Polymeric material has attracted much attention because of lightweight, high-insulation performance, and 
anti-weather aging performance. In recent years, salt damage has been reported in the electric power field. In order to 
alleviate these damage, application of polymer material has attracted attention. However, there are many unexplained 
phenomena of the degradation mechanism even against salt pollution. In order to evaluate the influence of polymer 
damage due to salt pollution, we conducted a salt fog aging test with using  silicone rubber samples. Thereafter, a 
flashover test was conducted to evaluate the resistance of SiR. As a result, it was shown that the polymer material can 
also be expected to have fouling resistance even in heavy salt pollution areas.    
 

Keywords :  polymer, silicone rubber, salt fog aging test 

 
 はじめに

電気絶縁機器は、電力エネルギーを安全且つ確実に送り

届けるという重要な役割を担っている。特に屋外で用いら

れるものにおいては、塩害等の厳しい使用条件に耐え得る

絶縁耐力と、風・雪などの外力に耐え得る機械的強度が要

求される 1)。従来、電気絶縁機器の外被材として、日本国

内では磁器、海外では磁器やガラスなどの無機材料が主流

として使われてきたが、近年、電気絶縁機器の外被材とし

て有機高分子材料であるポリマー材料が注目されている
2) 3)。磁器等の無機材料は絶縁特性が良く、耐候性も優れ

ているなどの長所がある反面、重量物であり、耐衝撃性が

悪く、汚損時の耐電圧特性が大きく低下するなどの短所も

ある。一方、ポリマー材料は軽量で、機械的強度、耐汚損

特性にも優れており、撥水性という特殊な性質も併せ持っ

ている 2)。また、ポリマー材料は加工性がよく、形状の自

由度が大きく、構造の合理化と低コスト化が可能であると

共に、軽量で作業性に優れている 2)。これらのことから、

欧米を中心に使用範囲が広がっている。 
一方、ポリマーの日本国内での使用は限定的である。紫

外線やバードアタック等の環境因子や放電現象による経

年劣化が懸念されているためである。また、使用環境によ

って様々な汚損物質の付着が確認されており、経年使用に 
伴う汚損物質の堆積によるポリマー材料の変質や絶縁性

能の低下も懸念されている 4) 5)。さらに、日本の気候は高 
a)工学研究科工学専攻大学院生 
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伴う汚損物質の堆積によるポリマー材料の変質や絶縁性

能の低下も懸念されている 4) 5)。さらに、日本の気候は高

温多湿であり、台風や積雪などの自然災害も頻繁に発生す

る。そのため、ポリマー材料を用いる上で、その劣化機構

の解明と長期信頼性の把握は最重要課題である 2)。 
ところで、海沿岸地域に施設された電力機器において、

塩害による被害が報告されている 6)。これらの被害を軽減

するためには洗浄が有効であることから、場所によっては

毎年複数回の洗浄が余儀なくされているが、この対策とし

てポリマー材料の適用が注目されている。しかしながら、

塩害に対するポリマー材料への劣化機構や、長期信頼性の

把握など、未だ未解明な部分が多く存在する。 
本論文では、ポリマー材料が塩害により受ける影響を評

価することを目的として、重塩害地域を模擬した過酷試験

を行うため、ポリマー材料の一種であるシリコーンゴム

(SiR: Silicone Rubber)製試料を用いて、直流課電下のもと
導電率非常に高い塩霧で霧試験を行った。加えてその後、

フラッシュオーバー(FO)試験を行い、取得した積算電気量、
FO 電圧(FOV)及び、撥水性の観点から、塩を混合せずに
試験を行ったものと比較し、SiRの塩害に対する耐性を評
価した結果について述べる。 
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実験方法 
 

表 1に試験条件、図 1に試験装置の概要、図 2に試験試
料と課電電極、接地電極からなるステンレス製金属電極の

配置をそれぞれ示す。試験試料には幅 50 mm、長さがそれ
ぞれ 30 mm、50 mm、70 mm、厚み 4 mmの板状に形成さ
れた SiRを用い、試料の片面に図 2に示すような金属電極
組を配した。対向電極間距離は 30 mmとし、地面に対し
て図 3のように角度を 15 °傾けて設置した。図 4に試料
を設置した様子を示す。同試料に対し、イオン交換水に塩

を混合し、導電率を調整したものと、塩を混合していない

イオン交換水の 3種類を、それぞれ超音波加湿器により試
験容器内に常時噴霧した。塩霧試験中の電圧は直流正極性

の 1.5 kVとし、3 時間及び 5 時間課電し、積算電気量と
撥水性の評価を行った。 
塩霧試験終了後、一定時間を置くと、試料表面の撥水性

が回復する可能性があるため、直ちに FO試験を行い、FOV
を測定した。試験は一条件に付き 3回行った。試験中の積
算電気量は、National Instruments社製の A/D変換ボードを
介して PCで記録し、FOVの確認はデジタル・オシロスコ
ープを用いて行い、FOは、5 mA以上の電流パルスが確認
されるとともに電圧が 0 V 近傍まで低下した時と定義し
た。

 
表 1 試験条件. 

Series resistor [MΩ] 1 

Sample 
HC (Hydrophobicity 

Classification) 1 
SiR Sample 

Chamber size [m] 1.5×1.5×1.5 
Spray quantity[ℓ/h] 0.9 

Conductivity [mS/cm] 160, 80, 0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 1 実験装置の概要. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 試験試料と電極の配置. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 試料設置の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 試料設置の様子 
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実験結果および考察

積算電気量

図 5に、3時間課電した漏れ電流の積算電気量を、図 6
に、5時間課電した積算電荷量をそれぞれ示す。縦軸は積
算電気量、横軸は導電率である。図 5、図 6より、導電率
0.1mS/cmの場合では、3時間課電時の積算電気量の平均値
は 4.5C程度であるのに対して、5時間課電の場合は 7C程
度となっている。同様に、導電率 80mS/cm及び 160mS/cm
の積算電気量に関しても、課電時間が長くなる程、積算電

気量は増加している。ただし、これらの結果と比較して分

かるように、導電率の差による積算電気量の変化はほとん

ど見られない。以上より、ポリマー材料の漏れ電流による

積算電気量は、課電時間に比例して増加するが、導電率に

よって依存性はないことが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 5 積算電気量(3時間課電試料) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 積算電気量(5時間課電試料) 

 

撥水性評価

図 7、図 8 に、3 時間、5 時間課電した試料表面の撥水
性の状態をそれぞれ示す。撥水性の評価方法には、STRI
（Swedish Transmission Research Institute）法を採用した。
図 7、図 8より、塩霧試験終了後の試料の撥水性レベルは
どの条件においても HC1 程度であり、導電率の影響を受
けていないことが分かる。また、課電時間が長い試料程、

試料表面の電気抵抗が低下して、撥水性も低下していくこ

とが報告されているが 7)、本試験では、印加電圧を低く設

定している（印加電圧 1.5kV）ため、3時間課電と 5時間
課電で撥水性に差は表れなかったと考える。 
 
 

 

 

 

 

(a) 導電率 0.1mS/cm 

 

 

 

 
 

(b) 導電率 80mS/cm       (c) 導電率 160mS/cm 

図 7 撥水性(3時間課電試料) 

 

 

 

 

 

(a) 導電率 0.1mS/cm 

 

 

 

 

(b) 導電率 80mS/cm       (c) 導電率 160mS/cm 

図 8 撥水性(5時間課電試料) 
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フラッシュオーバー電圧

図 9、図 10 に、3 時間、5 時間課電したものの FOV を

それぞれ示す。図 9 より、3 時間課電試料における、導電

率 0.1mS/cm、80mS/cm、160mS/cm の FOV 平均は、それ

ぞれ 10.4kV、11.7kV、11.3kV であり、導電率の違いによ

る顕著な差は確認できない。また図 10 より、5 時間課電

試料においても、導電率 0.1mS/cm、80mS/cm、160mS/cm
の FOV 平均は、それぞれ 10.5kV、10.8kV、10.7kV と、導

電率の違いによる顕著な差は確認できない。これは、試料

表面に付着した水滴によって FOV は大きく影響するため

である。通常、コロナ放電などによって表面の撥水性が低

下し、撥水性が低下している箇所を橋絡する形で FO に至

るが、3.2 節から確認できるように、どの試料も表面の撥

水性レベルが同程度(HC1)であるので、殆ど FOV にも変化

が見られなかったと考える。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 9 FOV(3 時間課電試料) 

 

図 10 FOV(5 時間課電試料) 

まとめ

重塩害地域を模擬した過酷試験を行うため、SiR 製試料

を用いて、直流課電下で導電率を非常に高い値に設定し塩

霧試験を行った。加えてその後、フラッシュオーバー(FO)
試験を行い、試験で取得した積算電気量、FO 電圧(FOV)、
及び撥水性の観点から、塩を混合せずに試験を行ったもの

と比較し、ポリマー材料の塩害に対する耐性を評価した。

その結果、漏れ電流の積算電気量に関しては、課電時間が

長くなる程積算電気量が増加することが確認できたが、導

電率の差による変化は見られなかった。また、撥水性につ

いては、どの試料も撥水性レベルは HC1 程度であり、導

電率の差による影響は確認できなかった。FOV について

も、どの試料でも導電率の差による顕著な差は確認できな

かった。以上より、ポリマー材料は重塩害地域での耐汚損

特性も期待できることが示唆された。 
 

参考文献

 
1) 関根泰次: 「送配電工学」, オーム社, pp.93-118, 1989. 
2) R. Hackam: “Outdoor HV Composite Polymeric Insulators“, 

IEEE Trans.DEI, Vol.6, No.5, pp.557-585, 1999. 
3) 本間宏也: 「ポリマー材料の電気絶縁機器への適用」, 
電気学会誌, Vol.120, No.3, pp.152-155, 2000. 

4) 押川, 徳永, 本田, 三宅, 迫田, 安食: 「複合汚損試験に

よるシリコーンゴム表面上の放電開始時間の評価,電学

論 A, Vol.133, No.4, pp.205-210, 2013. 
5) 本田, 押川, 三宅, 迫田, 吉田, 古河: 「微細藻類がポリ

マーがいし外被材の絶縁特性に与える影響の評価」,電
学論 A, Vol.132, No.11, pp.944-950, 2012. 

6) 本田秀樹: ｢配電用高分子がいしの実用化に向けた取

り組み｣ , 東北電力株式会社 , AEW 第 38 号 
7) 吉村,熊谷 ｢ポリマー碍子における撥水性と複合劣化現

象｣,特集 ゴムの電気的特性,最近の進歩,pp119-126,2003 

0 40 80 120 160
0

3

6

9

12

15

Fl
as

ho
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Conductivity[mS/cm]

0 40 80 120 160
0

3

6

9

12

15

Fl
as

ho
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Conductivity[mS/cm]

170 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

Heガスを利用したプラズマ装置における 
遷移発光強度の測定と芽胞菌の殺菌 

 
土田	 潤一郎 a)・西村	 豪志 a)・後藤	 弘輝 a)・迫田	 達也 b) 

 
 

Sterilization of Bacillus Subtilis and measurement of 
 optical emission intensity in He plasma 

 
 

Junichiro TSUCHIDA, Takeshi NISHIMURA, Hiroki GOTO, 
Tatsuya SAKODA 

 
 

Abstract 
 

   	  Apple Mango has been a representative product in Miyazaki. However, fruit rot disease such as Stem - end 
Rot and Anthrax Pathogen is serious. Therefore, it is necessary to perform sterilization. So, we fabricated a plasma 
sterilization device using He and O2 gas at atmospheric pressure. In order to confirm the usefulness of the source, 
we measured optical emission intensity of plasma and we performed sterilization for Bacillus Subtilis. As a result, it 
was confirmed the sterilization effect and a best mixing rate of O2 gas. 

 
Keywords:  Apple Mango, Plasma, Sterilization, Optical emission intensity, Bacillus Subtilis 

 

1. はじめに 

 

宮崎県は，新たな需要創出のための”フードビジネス”
を推進し，マーケットインの観点の一つから，農畜産物の

輸出促進を図っている。しかし，大消費地である東京都，

大阪府といった地域から遠隔なため，農畜産物の鮮度保持

が困難であり，出荷後の品質保持が課題となっている。特

に，宮崎県の特産果樹「完熟マンゴー」においては，出荷

後に発生する炭疽病，軸腐病による腐敗が消費者への信頼

を損ねており，その対策が課題となっている。沖縄県農業

研究センターでは，収穫直後のマンゴーを対象に，軸腐病

に対してハンダゴテを利用した果梗部熱処理試験，炭疽病

に対して温湯処理試験を行い，病害抑制の報告を挙げてい

る(1)。しかし，前述した処理方法は直接マンゴーに熱を加

えるため，処理した個体がダメージを受ける故に，試験的

な手法と言える。低濃度(0.041～0.125 ppm) O3を放出した

ビニールハウス内でマンゴー栽培を行い，病害抑制効果を

確認した報告もあるが，O3 の長時間暴露は，ホワイトス

ポットと呼ばれる果面障害の誘発も確認され，更に，O3  
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	

 

 
は農薬取締法の区分 C-③：54 資材に該当するため(2)，栽

培条件化での利用が規制され，実利用不可な試験的手法で

ある。 
以上を背景に，著者等は原料ガスに Heを用いて発生さ
せたプラズマを応用することによって，マンゴー鮮度保持

技術として応用を目指している。気体放電を利用したプラ

ズマは，熱平衡プラズマと非熱平衡プラズマに大別される。

非熱平衡プラズマでは，高エネルギー電子が周囲の中性分

子を励起/解離することでラジカル(化学的活性種)を生成
し，これらラジカルを起点とした高い化学反応性を様々な

技術へと応用している。特に 大気圧非熱平衡プラズマな
らではの特徴として，(1) 真空容器を必要とせず，プラズ
マ発生も容易であること， (2) プラズマ密度が高く
(1010~1015 cm-3程度)，原材料のガス密度も高いために反
応速度が速いことが挙げられる。これらの特徴は，オゾン

生成や有害ガス処理などの環境浄化技術，表面改質や薄膜

堆積などの表面処理，プラズマディスプレイやエキシマラ

ンプ等の光源等へと幅広く応用されている。また，非照射

物に熱的負荷をかけずに大気圧中で安定したプラズマプ

ロセスを行うためには，低温かつ空間的に一様な大気圧グ

ロープラズマが適している。大気圧プラズマプロセッシン

He ガスを利用したプラズマ装置における遷移発光強度の測定と芽胞菌の殺菌 171



  

グでは，プラズマ生成部とプロセス部が離れているリモー

トプラズマ方式であるプラズマジェットが数多く採用さ

れており，それらのほとんどは，誘電体パイプ内で生成さ

れた高温のプラズマを，ガス流によって大気中へ押し流す

ことにより冷却されたラジカルを利用するアフターグロ

ー方式を採用している。この大気圧非熱平衡プラズマジェ

ットは，材料の表面加工，口腔病原菌の殺菌，止血や鼻炎

治療等の産業・医療応用へ向けた研究が数多くなされてい

る(3)。 
本研究において, Heガスを原料としたプラズマ装置（以

下, プラズマジェット装置）を使用することで, プラズマ
によって生成される準安定状態 He原子（19.8 eV）や O2

ガスを混合させることによって生成される O ラジカル
（2.42 V）といった物質を直接照射して用いる。 
本報告では，作製したプラズマジェット装置の有用性を

確認するために，一定の放電電力下によって発生させたプ

ラズマの遷移発光強度を測定した。次に, 一般に殺菌の指
標として利用される枯草菌芽胞液（Mesa Laboratories Inc，
B.Subtilis ATCC6633）を用いて，O2ガスの導入がない場合

（以下，He のみ）と，O2 ガスの導入がある場合（以下，

He＋O2）との比較検討を行った。 
 
2. 実験 

2.1. プラズマジェット装置の遷移発光強度測定 

2.1.1. 実験方法 

 
図 1 及び図 2 にプラズマジェット装置の遷移発光強度
測定時の構成を示す。図 1の Heのみの場合は Heガス 20 
L/minを, 図 2の He＋O2の場合は Heガス 20 L/minと O2

ガス 0.2 L/minの混合気体を，デジタル流量計に流入させ, 
流量を調整し, 内径 3 mm，外径 6 mmの放電源へ導いた。
なお，放電は 6.25 kHz の高周波電源で駆動した。印加電
圧は放電電力が 140 mWとなるよう, Heのみの場合は 3.8 
kV, He＋O2の場合は 4.9 kVにスライダックで調整した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 
 
 
 
図 1	 Heのみの場合の遷移発光強度測定時の 

プラズマジェット装置の構成 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 2	  He＋O2の場合の遷移発光強度測定時の 

プラズマジェット装置の構成 
 

He＋O2 の場合において印加電圧が高い理由として, O2

分子を解離し, Oラジカルを生成する際にエネルギーを使
用するためだと考えられる。発生した放電光をガラス管の

下端から下部 1 mm，水平距離 20 mmの位置された光ファ
イバケーブルを用いて遷移発光強度の測定を行った。露光

時間は 5 sとし, それぞれ比較を行った。 
 

2.1.2. 実験結果及び考察 

  

図 3に 320~400 nm付近の遷移発光強度の分布を示す。
同図より, N2由来である 337 nm付近の発光スペクトルの
ピークはほぼ同等となっていることが分かった。また, 図
4に 750~790 nm付近の遷移発光強度の分布を示す。同図
より, O由来である 777 nm付近の発光スペクトルのピー
クは He のみの場合と比較して, He＋O2 の場合の方が約

3.5 倍の強度を有していることが分かり, O2ガスを供給す

ることによって O ラジカルが生成されていることが確認
され, 殺菌に寄与すると示唆される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3	 320~400 nm付近の遷移発光強度の分布  
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のみの場合は 11.9 min, He＋O2の場合は 13.1 minとなり, 
O2ガスを混合させた場合でも D 値は変化しないことが確
認された。この原因として, O2ガスを 0.06 %混合させた場
合最も殺菌効果が高くなるという報告(4)より, 0.2 L/minで
は, 混合比率が適切でなかったため, 顕著な殺菌効果の違
いが確認されなかったことが考えられる。今後は, O2ガス

の最適な混合比率を検討し, 殺菌試験を行う必要がある。 
 

表 1	 Heのみの場合のコロニー数 
処理時間[min] コロニー数 生存率[%] 

0 384 473 548 100 
6 145 352  53.1 
12 30 159  20.2 
18 10 28  4.1 
24 3 4  0.8 
30 1 1  0.2 

 
表 2	 He＋O2の場合のコロニー数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 8	 各条件における芽胞菌の生存率の処理時間依存 

 
3. 結論 

本報告では，プラズマジェット装置の有用性を確認する

ために，遷移発光強度の測定を行った。次に, 芽胞菌を用
いて，Heのみ，He＋O2との比較検討を行った。 
その結果，遷移発光強度の測定実験では，He＋O2 の場

合, O由来である 777 nm付近の発光強度のピークが, Heの
みの場合と比較して約 3.5倍であることが確認され, Oラ

ジカルの生成によって殺菌効率の向上が示唆された。芽胞

菌を使用した殺菌試験では, He のみ，He＋O2のどちらの

条件においても処理時間の増加とともに生存率は指数関

数的に減少したが, D値に大きな差は確認されなかった。
この原因として, 0.2 L/minのO2ガス混合では, 混合比率が
適切でなかったため, 顕著な殺菌効果の違いが確認され
なかったことが考えられる。 
今後，O2ガスの最適な混合比率を検討し, 殺菌試験を行
い, 作製した装置の有用性を確認すると共に，本来の目的
である軸腐病菌に対する殺菌試験及びマンゴー果実に対

する防除試験を行う予定である。 
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プラグインエルボで発生する沿面放電特性 
 

中村 友哉 a)・川小根 光輝 a)・白浜 優吾 a)・迫田 達也 b)

 
Creeping Discharge Characteristics in Plug-in Elbo 

 

Tomoya NAKAMURA， Mistuki KAWAKONE， Yugo SHIRAHAMA， Tatuya SAKODA 

 
Abstract 

 
    Measurement of partial discharges (PDs) at joint and terminal sections in cross-linked polyethylene 
(XLPE) cables is useful for stable power supply because defects at joint and terminal sections occupy 30% of 
electric failures in Japan. The purpose of this study is establishment of an insulation deterioration diagnostic 
technique based on detection of PDs using acoustic emission (AE) sensors. We here evaluated temporal 
variation in AE signal intensity, characteristics of frequency spectra and phase of the AE signal for tracking 
deterioration.  

 
Keywords: Partial discharge，XLPE，Tracking，Acoustic emission，Creeping discharge 
 

 はじめに

電力の安定供給の根幹をなす一つに電力ケーブルが挙

げられるが，電力ケーブルの大部分は架橋ポリエチレン絶

縁ビニルシースケーブル (CV ケーブル：Cross Linked 
Polyethylene Insulated Vinyl Sheath Cable)で占められている。
CV ケーブルの寿命は，当初，30～50 年と言われており，
1960 年代に導入された CV ケーブルの多くが更新の時期
を迎えている。電力会社には常に良質な電気の安定供給が

求められており，稼働している電気設備の円滑な運用と信

頼性の確保が重要であるが，高度経済成長期に大量導入さ

れた設備の老朽化が近年危惧されている(1)。国内で運用さ

れている電力ケーブルの状態は様々であり，表面上は問題

が無いように見えてもその使用年数に応じて劣化が進行

しているもの，逆に想定寿命を超えたケーブルでも実用に

十分耐え得る絶縁強度を保持しているもの，さらには，寿

命年数以前に絶縁強度が極端に低下して絶縁破壊等の事

故が生じてしまうもの等である(2)。具体的に，CV ケーブ
ル本体の不具合として，絶縁体中の水トリーや絶縁体中の

ボイドによる部分放電を介した電気トリーが挙げられる。

加えて，中間・終端接続部では，上記に加えて界面での異

物や傷に起因した沿面放電がある。界面でのトラッキング
(2)は，ケーブル接続部での絶縁性能を低下させる現象の一

つである。トラッキング劣化の初期段階は，部分放電によ

り絶縁材料の抵抗が減少し，漏れ電流が流れ始める。その

後，局部的な放電により材料表面が劣化し，炭化導電路が 
形成される。従って，トラッキングによる事故を減らすた 

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 

 

めには，初期の部分放電の検出が重要である。部分放電の

検出方法にはいくつかあるが，本研究では圧電

AE(Acoustic Emitssion)センサを用いている。AEセンサは
絶縁物質内での部分放電によりもたらされる弾性波を容

易に検出できる機器である(3)-(7)。AE センサのノイズレベ
ルは比較的低く，低ノイズを処理後，FFT解析を介したデ
ジタルフィルタの活用で，AE信号の取得に関する S/N比
を容易に向上できる。 
本研究では，実際に使用され撤去されたプラグインエル

ボ及び絶縁ゴムシートを用いて電力ケーブル接続部で生

じるトラッキング劣化を模擬し，AE センサ及び CT セン
サを用いて，劣化に伴う特性について検討を行った。ま

た，過去の研究で，同じ電界強度下でのテストピース試験

も行っているため，整合性の結果を合わせて述べる。  
 

 実験

6.6kV用プラグインエルボの電界強度計算 
本試験で用いているプラグインエルボは，実際に現場で

使用されていた撤去品のため，接続部絶縁層表面の抵抗が

低下していることが考えられる。そこで，電界計算を行う

際に，ケーブル絶縁層表面の抵抗を低下させることとし，

電界計算には COMSOLを用いた。絶縁層表面の抵抗の低
下の割合は，EP ゴムシートにアーク放電を与えた際，ゴ
ムシートの表面抵抗が 35％低下(2000 MΩ⇒1300MΩ)した
ので，その低下率を参考とした。図 1にプラグインエルボ
の電界強度(パターン 1)の算出結果を示す。プラグインエ
ルボのモデルにおいて，プラグインエルボ及びテストピー
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スの絶縁層の導電率は 1.64×10-18S/m，比誘電率は 2.8，加
えてプラグインエルボの表面部は抵抗が下がるため，導電

率を 2.52×10-18S/mとした。印加電圧は 6.6 kVの対地電圧
である 3.81 kVとし，電極間距離は 16 mmとした。その時
の最大電界強度は 5.13 kV/mmとなる。この場合の試験条
件をパターン 1とする。この電界強度と同等となるように
テストピースの電界強度を設定し，その時のテストピース

への印加電圧は 3.6 kV，電極間距離は 3 mmと決定した。 
加えて，プラグインエルボを用いた実験において，異なる

試験条件において試験を実施した。以降，パターン 2とす
る。その場合の電界分布を図 2に示す。実験条件として，
印加電圧を 3.0 kV，電極間距離を 16 mmとし，その時の
電界強度は 4.04 kV/mmであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1 プラグインエルボの電界分布(パターン 1) 

図 2 プラグインエルボの電界分布(パターン 2) 
 
実験方法 

図 3に実験装置の概要を示す。ここでは，水の浸入を銅
線を用いて模擬し，接地電極として扱った。銅線を部材内

部に差し込み，銅線先端と導体間で発生させた部分放電を

AEセンサで検出した。また，銅線と導体間の距離を 16 mm
として実験を実施した。部材内部に差し込んだ銅線は直

径 1.2 mmで，導体内壁部分と絶縁栓との間に挟んだ状態
で固定した。印加電圧は 6.6kV用プラグインエルボの対地
電圧である 3.8 kV(パターン①)及び 3.0 kV(パターン②)で
実施し，劣化を加速させるために電源周波数を 1 kHzとし
た。検出した AE信号は，プリアンプ及びディスクリミネ
ータで増幅しており，パターン①において 100 dB増幅，
パターン②において 90 dB増幅し，PCで取得した。また，
AE信号を取得する際，ディスクリミネータによりフィル
タ処理(HPF：50 kHz，LPF:500 kHz)を施している。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
図 3 実験装置の概要 

 
 実験結果および考察

図4(a)(b)に典型的なAE信号波形及び周波数スペクトル
を，図 4(c)(d)に AE信号拡大波形及び周波数スペクトルを
示す。図 4.6において，パルスが 0.5 ms間隔(1kHzの半周
期毎)で検出されており，且つ図 4.7(d)において，スペクト
ルのピークが 63 kHzとなっている。この結果から，本試
験において部分放電信号を検出していると考える。さらに，

図 4.8(d)よりスペクトルのピークが 30 MHzで検出されて
いることからも部分放電電流を検出していると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3(a) AE信号波形 (b) バンドパス処理後の波形 
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(c) AE信号拡大波形  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) 周波数スペクトル(⊿f=3.3 kHz) 
図 4 典型的な AE信号波形と解析結果 
 

次に，図 5に各パターンの最大 AE信号強度の時間変化
を示す。本試験においてパターン 1 では課電開始から約
126 分で絶縁破壊に至っており，パターン 2 においては，
課電開始から約 128分で絶縁破壊に至っている。図6より，
いずれのパターンにおいても信号強度は時間経過ととも

に増減を繰り返していることを確認した。 

(a) パターン 1 (b) パターン 2 
図 5 最大 AE信号強度の時間変化 

 
次に，図 6 及び図 7 に各パターンの 10 分当たりの AE

信号の検出数及び累積数を示す。図 6より，AE信号の検
出数は時間経過につれ，増減を繰り返していることが分か

る。特に，図 6(b)においては，破壊直前に急激に信号が
増加していることが確認でき，信号の変化が顕著に表れて

いる。また，パターン 1に比べて電界強度の低いパターン
2 の方が 10 分当たりの検出数が高い要因についてはセッ
ティング誤差が考えられる。接地電極を部材内部壁面に配

置する時，空気層が出来てしまうと，部分的に電界が高く

なり放電が起きやすくなる。本試験において，AE信号の
増幅をパターン 1では 100 dB，パターン 2では 90 dBと設
定していたことからも，パターン 2においては，セッティ
ング誤差の影響が起因したのではないかと考える。図 7
より， パターン 1と 2で時間経過に伴う発生レートの変
化に違いが見られた。全体の発生レートで見た時，パター

ン 1の場合，4.7 count/minであり，パターン 2の場合，6.36 
count/min という結果となった。また，商用周波で換算し
た場合，パターン 1の場合 0.29 count/minとなり，パター
ン 2の場合は，0.40 count/minとなった。 

 
(a) パターン 1 (b) パターン 2 
図 6 10分当たりの AE信号の検出数 

 
(a) パターン 1 (b) パターン 2 

図 7 AE信号の累積数 
 
また，著者らは，パターン 1との同電界強度で，テスト

ピースの試験も行っている。(8)そこで今回，同電界強度で

実施した実機(パターン 1とテストピース)を用いた結果と
比較する。まず，図 8にテストピースで試験を行った時の
AE信号強度の時間変化，図 9に AE信号検出回数の時間
変化を示す。絶縁破壊に至るまでの時間から見た場合，プ

ラグインエルボでの試験とテストピースでの試験におい

て，破壊に至るまでの時間差は約 87分であった。これは，
誤差の範囲内であると考える。次に，AE信号強度の時間
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変化について，どちらの場合でも信号強度は増減を繰り返

す傾向が見られた。AE信号の検出数においても，時間経
過とともに検出数増減している傾向が見られた。検出数に

おいて，10 分当たりの検出数に違いは見られるものの，
劣化進展に伴う信号の変化には同様の傾向が見られた。こ

の結果から，実機とテストピース間で整合性が取れたと考

える。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
図 8 10分当たりの AE信号強度(テストピース)(8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 9 10分当たりの AE信号検出回数(テストピース)(8) 

 
 結論

 
本研究では，実際に使用され撤去されたプラグインエル

ボを用いて電力ケーブル接続部で生じるトラッキング劣

化を模擬し，取得した信号から劣化に伴う特性について検

討を行った。プラグインエルボを用いた実験において，電

界強度に関係なくAE信号強度及び検出数は，時間経過と
ともに増減する傾向が見られ，電界が低い方がより顕著に

見られた。テストピースを用いた実験においても同様であ

り，変化量は実機と比べると小さいもののAE信号強度及
び放電電荷量，AE信号の検出数，いずれも時間経過とと
もに増減を繰り返す傾向が見られた。また，プラグインエ

ルボ及びテストピースを用いた実験において，同電界強度

下で実験を実施したところ，絶縁破壊時間，AE信号の強

度及び検出数の時間変化より，劣化の進展に伴う信号の変

化について同様の傾向が見られ，整合性を図ることが出来

たと考える。実機を用いた実験を行う場合，サンプル数の

取得が困難，コスト面で不安がある等，実験において懸念

事項があるが，上記の結果より，電界強度を正確に算出す

ることで，簡易的なテストピースにより模擬できることが

分かった。 
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誘電体バリア放電を利用した殺菌装置における芽胞菌の殺菌 
 

西村 豪志 a)・土田 潤一郎 a)・迫田 達也 b) 

 
 

Sterilization of Bacillus atrophaeus 
Using Dielectric Barrier Discharge 

 

 

Takeshi NISHIMURA, Junichiro TSUCHIDA, Tatsuya SAKODA 
 
 

Abstract 
 

    Apple Mango has been a representative product in Miyazaki. However, fruit rot disease such as Stem - end Rot 
and Anthrax Pathogen is serious. Therefore, it is necessary to perform sterilization. So we made sterilization devices 
using dielectric barrier discharge. In order to confirm the usefulness of this device, we performed sterilization test 
with Bacillus atrophaeus. As a result, it was possible to obtain sterilization effect. Therefore, the usefulness of the 
device we made was confirmed. 

 
Keywords:  Apple Mango, Plasma, Dielectric Barrier Discharge, Sterilization, Bacillus atrophaeus 

 

 はじめに

現在,  宮崎県では「儲かる農業の実現」を目的の一つに, 
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 1400 km, 大阪府
へは約 600 kmである。また, 海外への輸出も行っている。
そのため, 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ビの発
生や腐敗, その他の菌による病害の症状が現れる。この解
決策として, 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。 
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b) 電気システム工学科教授

 
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 1126 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, 
食べごろといわれる収穫後 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できず, 
クレームや信頼性を損ねる原因になっている。 
以上を背景に，著者等は誘電体バリア放電を用いること

で，マンゴー鮮度保持技術として応用を目指している。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って発生させた O3

（2.07 V）や，更に高い酸化電位を持つ OH ラジカル（2.81 
V）や O ラジカル（2.42 V）といった物質を殺菌剤として
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殺菌を試みている。特に OH ラジカルは，フッ素（2.89 V）
に次ぐ高い酸化電位を有しており，O3 では分解できない

フミンや酢酸などの難分解性有機物の分解も可能とされ

ている(8)(9)。また著者等は，誘電体バリア放電によるプラ

ズマを直接照射することでも殺菌を試みている。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(10)。 
著者等は，誘電体バリア放電を用いた殺菌装置を二つ提

案し，マンゴーに発生する軸腐病の防除を目指している。

一つ目は，高湿度環境下で誘電体バリア放電を発生させる

ことで O3のみならず高い酸化電位を有する OHラジカル
の生成が可能である装置（以下，プラズマミスト装置）で

ある。二つ目は，誘電体バリア放電で発生した柱上のプラ

ズマを直接照射することで殺菌を目指す装置（以下，バリ

ア放電殺菌装置）である。 
本報告では，作製したプラズマミスト装置の有用性を確

認するために，一般に殺菌の指標として利用される枯草菌

芽胞液（Mesa Laboratories Inc，B.Subtilis ATCC6633）を用
いて，ミストの導入がない場合（以下，ミスト無し）とミ

ストの導入がある場合（以下，ミスト有り）との比較検討

を行った。次に，作製したバリア放電殺菌装置の有用性を

確認するために，同様の枯草菌芽胞液を用いて殺菌試験を

行い，プラズマミスト装置の実験結果との比較検討を行っ

た。 
 
実験

プラズマミスト装置による殺菌試験

実験方法

図 1及び図 2にプラズマミスト装置の概要を示す。酸素
ガスをデジタル流量計に流入させ, 流量を調整し, 放電源
へ導いた。ミスト有りの場合は, 混合容器内においてミス
ト発生装置により発生させたミストと酸素ガスを混合さ

せた。放電源は, スライダック, 高周波電源によって電圧
を印加し, 活性種を生成する。その後, ポンプで吸引しな
がら, 紫外線吸光式のオゾンモニターによってオゾン濃
度を測定した。濃度が安定するまでスライダックにより印

加電圧を調整し, 濃度が安定したら高周波電源を停止す
る。その後, 実験開始と同時に高周波電源を稼働し, 生成
した活性種を処理部へ曝露する。  
芽胞菌の希釈液作製手順を図 3 に示す。枯草菌芽胞液

10 μlを滅菌水 1 mlに希釈し, 直径 6 mmの寒天培地上に
10 μl 塗布後処理を行った。処理時間毎に処理を行った寒
天培地を 100 μlの滅菌水で希釈し, 直径 85 mmの寒天培
地上に広げ，35 ℃に設定したインキュベーター内で 48時
間培養してコロニーを十分に視認できるようにした。処理

後の菌数はコロニーカウント法より求めた。コロニーカウ

ント法とは，シャーレ上に培養されたコロニーの数を数え，

菌数を算出する方法である。ここで，1つのコロニーは 1

つの菌体が増殖して形成されると考えることができるの

で，コロニーの数を菌数として算出している。 
オゾン濃度は, 被処理部のオゾン濃度を基準とし, ミス

ト有り, 無しそれぞれの場合おいて 750 ppmになるように
電圧を印加した。 ミスト有りの場合は相対湿度を 80 %に
調整した。また,処理時間においては, 基準液を CT 値=0 
ppm・minのものとし, 3000 ppm・min間隔で 15000 ppm・
min まで行った。ここで, CT 値とはオゾン濃度[ppm]と処
理時間[min]の積であり単位は [ppm・min]となる。よって
理論上 CT値はオゾンの絶対量を表すことになる。酸素は
3.0 L/minの流量とし, 被処理部の 30 cm上方で測定し, 安
定した値をもとに絶対湿度を算出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. プラズマミスト装置の概要（ミスト無し） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. プラズマミスト装置の概要（ミスト有り） 
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滅菌水1 ml 寒天培地
(直径6 mm)枯草菌芽胞液

10 µl滴下10 µl滴下

殺菌処理

滅菌水
100 µl滴下

寒天培地
(直径85 mm)

滴下

滅菌水1 ml 寒天培地
(直径6 mm)枯草菌芽胞液

7 µl滴下30 µl滴下

殺菌処理

滅菌水
70 µl滴下

寒天培地
(直径85 mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. 芽胞菌の希釈液作製手順 
 

実験結果及び考察

表 1に基準液を 100 %とした各条件における生存率の値
を，図 4に生存率の CT値変化を示す。同図より, CT値が
大きくなるにつれて生存率が減少していることがわかる。

従って, 本実験装置において殺菌が可能であることが確
認された。また, 生存率 100 %から指数関数的に減少する
ことが予想されたが, ある一定の CT値までは顕著な殺菌
効果が表れない期間（以下誘導期とする）があることが確

認された。そのため , 顕著な殺菌効果が表れない 3000 
ppm・minまでを誘導期とし, より正確な近似を行うため, 
これ以降の生存率の値から指数関数で回帰曲線を描いた。 
殺菌効果の比較には, CT 値が 3000 ppm・min における生
存率から, その 10分の 1の生存率にするために必要な CT
値である値（Decimal Value:以下 D値）を算出し, D値が小
さいほど殺菌効果が高いとした。ミスト無し, 有りの場合
の D 値を求めるとそれぞれ 9732, 7164 ppm・min となっ
た。この結果より, 殺菌効果はミスト有り＞ミスト無しと
なったことがわかった。 
この要因として, ミストを添加したとことにより, OH

ラジカルなどの酸化電位の高い活性種を多量に生成でき

たためと考えられる。また, 誘導期が存在した原因は菌糸
のもつ隔壁が原因であり, CT値=3000 ppm・min未満のオ
ゾンに耐性があることで破壊に至るまで指数関数的な殺

菌効果が表れなかったと考えられる。 

表 1. 各条件における生存率 

CT値 [ppm·min] ミスト無し [%] ミスト有り [%] 

0（基準液） 100 100 

3000 94.7 97.7 

6000 51.7 18.9 

9000 3.7 0.8 

12000 6.2 1.0 

15000 2.3 0.2 

 

 
 

図 4. 各条件における生存率の CT値変化

バリア放電殺菌装置による殺菌試験

実験方法

図 5にバリア放電殺菌装置の概要を示す。下端を密閉し
たガラス管内部に設置した針電極へ, 周波数 10 kHz, 15 
kVp-pの電圧を印加し, ガラス管下端 1 mmに設置した処
理対象の寒天培地に曝露した。処理時間においては, 0.5 
min間隔で最大 3 min処理し, N数は無処理で 3, 処理した
もので 2とした。 
芽胞菌の希釈液作製手順を図 6 に示す。枯草菌芽胞液

30 μlを滅菌水 1 mlに希釈し, 直径 6 mmの寒天培地上に
7 μl滴下後処理を行った。処理時間毎に処理を行った寒天
培地を 70 μlの滅菌水で希釈し, 直径 85 mmの寒天培地上
に広げ，35 ℃に設定したインキュベーター内で 48時間培
養してコロニーを十分に視認できるようにした。処理後の

菌数はコロニーカウント法より求めた。 
 
 
 
 
 
 

図 5. バリア放電殺菌装置の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 6. 芽胞菌の希釈液作製手順  
 

図 5 バリア放電殺菌装置の概要
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表 2 に各処理条件におけるコロニー数及び，無処理を
100 %とした生存率の値を示す。また，図 7に各処理条件
における生存率の CT値変化を示す。同図より時間の経過
とともに生存率が指数関数的に減少していることが分か

った。また, D値を求めると, 2.13 minとなることや，2 min
以降の全ての条件において D値である生存率 10 %以下を
実現できていることなどから，本実験装置が高い殺菌能力

を有することが確認された。 
また，2.1 項で述べたプラズマミスト装置による殺菌試

験結果と比較すると，同装置のミスト有りを用いて，バリ

ア放電殺菌装置の D値である 2.13 min で殺菌を実現する
ためには，ミスト有りの D値が 7164 ppm・min であるこ
とから，3363 ppm のオゾン濃度が必要となる。しかし，
3363 ppm もの高濃度オゾンは人体への影響を考慮すると
実現は難しいため，短時間処理を目指す上では，バリア放

電殺菌装置の方がより効果的な装置であると考えられる。 
 
表 2. 各処理条件におけるコロニー数及び生存率 

処理時間[min] コロニー数 生存率[%] 
0 235 285 363 100 

0.5 122 114  40.1 
1 110 243  60 

1.5 145 188  56.6 
2 17 0  2.9 

2.5 21 23  7.5 
3 23 4  4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 7. 各処理条件における生存率の経時変化 

 
結論

 
本報告では，作製したプラズマミスト装置の有用性を確

認するために，枯草菌芽胞液を用いた殺菌試験を行った。

次に，作製したバリア放電殺菌装置の有用性を確認するた

めに，同様の枯草菌芽胞液を用いて殺菌試験を行った。 

その結果，プラズマミスト装置による殺菌試験では，CT
値が大きくなるにつれて生存率が減少していることから, 
本実験装置が殺菌可能であることが示唆され，ミスト無し, 
有りの場合の D 値を求めるとそれぞれ 9732, 7164 ppm・
minとなったことから, 殺菌効果はミスト有り＞ミスト無
しとなったことが分かった。この要因として, ミストを添
加したとことにより, OH ラジカルなどの酸化電位の高い
活性種を多量に生成できたためと考えられる。また，バリ

ア放電殺菌装置による殺菌試験では，D値が 2.13 minとな
ることや，2 min以降の全ての条件において D値である生
存率 10 %以下を実現できていることなどから，本実験装
置が高い殺菌能力を有することが確認された。また，プラ

ズマミスト装置を用いて，バリア放電殺菌装置の D 値で
ある 2.13 minで殺菌を実現するためには，3363 ppmのオ
ゾン濃度が必要となるが，3363 ppm もの高濃度オゾンは
人体への影響を考慮すると実現は難しいため，短時間処理

を目指す上では，バリア放電殺菌装置の方がより効果的な

装置であることが示唆された。 
今後，再現性をとるために，N数を増やして同様の実験
を行い，作製した装置の有用性を確認すると共に，本来の

目的である軸腐病菌の殺菌試験を行う予定である。 
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表 2 に各処理条件におけるコロニー数及び，無処理を
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本報告では，作製したプラズマミスト装置の有用性を確

認するために，枯草菌芽胞液を用いた殺菌試験を行った。

次に，作製したバリア放電殺菌装置の有用性を確認するた

めに，同様の枯草菌芽胞液を用いて殺菌試験を行った。 

その結果，プラズマミスト装置による殺菌試験では，CT
値が大きくなるにつれて生存率が減少していることから, 
本実験装置が殺菌可能であることが示唆され，ミスト無し, 
有りの場合の D 値を求めるとそれぞれ 9732, 7164 ppm・
minとなったことから, 殺菌効果はミスト有り＞ミスト無
しとなったことが分かった。この要因として, ミストを添
加したとことにより, OH ラジカルなどの酸化電位の高い
活性種を多量に生成できたためと考えられる。また，バリ

ア放電殺菌装置による殺菌試験では，D値が 2.13 minとな
ることや，2 min以降の全ての条件において D値である生
存率 10 %以下を実現できていることなどから，本実験装
置が高い殺菌能力を有することが確認された。また，プラ

ズマミスト装置を用いて，バリア放電殺菌装置の D 値で
ある 2.13 minで殺菌を実現するためには，3363 ppmのオ
ゾン濃度が必要となるが，3363 ppm もの高濃度オゾンは
人体への影響を考慮すると実現は難しいため，短時間処理

を目指す上では，バリア放電殺菌装置の方がより効果的な

装置であることが示唆された。 
今後，再現性をとるために，N数を増やして同様の実験
を行い，作製した装置の有用性を確認すると共に，本来の

目的である軸腐病菌の殺菌試験を行う予定である。 
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塩霧試験におけるポリマー材料の撥水性特性の評価
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Evaluation of Hydrophobicity of Polymer Material on Salt Fog 
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Abstract 
 

To evaluate the long-term reliability of polymeric material used for electric power equipment in the coastal area 
and to establish its insulation testing technique, we evaluated influence of conductivity change on hydrophobicity and 
relationship between hydrophobicity and electrical property of silicone rubber (SiR) by performing a salt fog aging 
test. As the result, hydrophobicity of SiR recovered even at very high conductivity. In addition, the required times for 
recovery between the hydrophobicity and the electrical property are different. The time when the leakage current 
begins to be detectable might be a good index of the degradiation diagnosis. 
 

Keywords :  silicone rubber, hydrophobicity, salt deposit density 

 
 はじめに
 
ブッシングや避雷器などの電力機器は、電力エネルギー

を安全且つ確実に送り届けるという重要な役割を担って

おり、塩害等の厳しい使用条件においても耐え得る絶縁耐

力や機械的強度が求められる。これまで電気絶縁機器の外

被材料には主に磁器が使われてきたが、近年では新たにポ

リマー材料を外被材とした電力機器が注目されている。ポ

リマー材料は磁器材料と比較して耐汚損特性や撥水性に

優れ、且つ軽量であるため施工性が良い。しかしこれらの

長所を持つ反面、有機物であるため重汚損下における環境

ストレスや、表面で発生した放電による劣化が危惧されて

いる。米国ではポリマー機器の適用拡大が進んでいるが、

日本では劣化機構の詳細な把握と長期信頼性の獲得が不

十分であることから導入は鉄道分野などの一部に限定さ

れている。 
このような背景の下、著者らはポリマー材料の一種であ

るシリコーンゴム(SiR:Silicone Rubber)特有の性質である
撥水性の低下・回復特性に着目した。SiRは表面で発生し
た放電の影響などによって一時的に撥水性が低下しても

時間経過とともに撥水性が再び回復するという性質を持

つことが報告されている。しかし現状として使用環境ごと

の撥水性の低下の度合いや回復時間などの定量的な評価

は未だ達成されていない。ポリマー機器の絶縁耐力は主に 

a)工学研究科エネルギー系コース  

b)電気システム工学科教授 

c)東芝エネルギーシステムズ株式会社 

優れた撥水性によって保たれると考えられており、撥水性

特性の詳細な把握は、日本におけるポリマー機器の適用拡

大を実現する上で欠かすことのできない要素であると言

える。 
そこで本論文では、沿岸地域の重汚損地区におけるポリ

マー材料の劣化機構の把握と長期信頼性の獲得を目的と

して SiRに対して塩霧試験を実施し、塩霧の導電率の差が
撥水性の回復に与える影響と、撥水性の回復に伴う電気的

特性の変化を検証した結果について述べる。

実験概要 

導電率が表面撥水性に与える影響評価方法

表 1に試験条件、図 1に試験装置の概要をそれぞれ示す。
SiRを塩霧試験容器の中心の一組の対向電極に設置し、試
料の傾斜角度を水平面に対して 15ºとした。塩霧容器内に
は直径約 10 µm の塩霧を常時噴霧し、前述の電極に直流
正極性の電圧を印加した。同電圧は、単相変圧器からの出

力を高電圧整流ダイオードで半波整流し平滑コンデンサ

により得た。電圧のリップルは、 0.5 %以下になるように
した。ここで直流電圧を用いたのは、予備実験において、

交流電圧を印加する場合よりもエロ―ジョンや漏れ電流

が大きく、短時間で大きな表面ダメージを SiRに付与でき
ることを確認できたためである。塩霧の導電率は 16 
mS/cm、113mS/cm、184mS/cm とした。184mS/cm を塩分
濃度に換算すると約 190g/L であり、日本国内の平均的な
塩分濃度は 35g/Lであるため、今回の導電率は 5倍以上の
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過酷試験となる。塩霧試験後は直ちに表面の撥水性を

STRI法 1) STRI:Swedish Transmission Research Institute) に
よって評価した。図 2に STRI法によるポリマー材料の分
類例を示す。本法は試料表面に霧吹きを行い、水滴の輪郭

形状や分布形状によって撥水性クラス HC (Hydrophobicity 
Classification）を評価するものである。クラスは 7段階で
評価され、撥水性が最も良い状態（新品試料と同様の撥水

性）を HC1、撥水性を失い試料表面が完全に水膜に覆わ
れた状態を HC7 と定めている。これにより簡易的に撥水
性が評価できるが、その反面、目視での判断となるため分

類が困難な場合がある。しかし著者らは本研究を最終的に

ポリマー機器の現場での劣化診断手法に適用する予定で

あるため、簡易的に撥水性を評価できる本法を採用してい

る。また、試験終了から 5日後に再度撥水性を確認し、回
復特性を評価した。5日という期間を設定した理由は、こ
れまで様々な条件で塩霧試験を実施した試料において、そ

の中の多くの SiRが 5日後に HC1まで撥水性が回復した
ことが確認されたためである。

加えて、撥水性の回復の前後において SiR表面の微細な
変化がないか確認するために、16mS/cmで実施した塩霧試
験終了直後の撥水性が低下した試料と、そこから 日が経

過し、撥水性が回復した試料の表面を走査電子顕微鏡

(SEM: Scanning Electron Microscope)によって評価した。倍
率は 200倍に統一した。 

表 1 試験条件

 

図 1実験装置の概要 

(a) HC1          (b) HC2            (c) HC3  

(d) HC4           (e) HC5            (f) HC6 
図 2  STRI法による撥水性レベルの分類例

撥水性回復前後の電気的特性の評価方法

2.1項における直流塩霧試験直後と試験終了から 5日毎
に 50日間に亘って電気的特性を評価した。この試験では、
交流 6 kVを試料に 3時間印加し、その間の漏れ電流の変
化を観測した。本試験は直流塩霧試験から漏れ電流を測定

する交流塩霧試験を通して同一の SiRを用いている。図 3
に試験の流れを示す。塩霧の導電率は 16 mS/cmとした。
試験回路と試験の手順については 2.1項と同様である。電
気的特性の評価のために交流電圧を用いた理由は、今後の

発展研究において、微分法 2)により放電成分の評価を検討

しているためである。 

図 3 試験の流れ 
 

 実験結果および考察
 
導電率が表面撥水性に与える影響 

図 4に 16mS/cm、図 5に 113mS/cm、図 6に 184mS/cm
で行った塩霧試験直後と終了から 5 日後の撥水性を評価
した結果を示す。また図 7に、直流課電中に塩霧試験容器
内に設置したポリマー試料表面を観察した結果を示す。直

流課電の塩霧試験終了直後には、ポリマー試料表面の水滴

を発端とした図 7(b)の微小放電に起因 3)した HC3 程度の
やや大きい水滴が確認できた。16mS/cm と 113mS/cm は

Series resistor [kΩ] 100 

Applied voltage [kV] DC+3.0kV 

Sample 
SiR sample, 

HC (Hydrophobicity Classification) 1 
Sample size [mm] 50×50×t 5 
Gap length [mm] 30 
Chamber size [m] 1.5×1.5×1.5 

Spray quantity [L/h] 0.9 
Conductivity [mS/cm] 16, 113, 184 
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72 時間経過時まで顕著な回復傾向は見られなかったが、
それ以降 96 時間経過までの間で回復が加速した。5 日目
では一部 HC2 程度の水滴が残っているものの、その他の
大部分で HC1まで回復することが確認された。184mS/cm
の試料に関しても回復の兆候が見られたのは 96時間経過
時であったが、5日経過時には他の試料と同様に大部分で
HC1 であることが確認された。導電率を高くした場合に
は、試料表面の漏れ電流が増加し撥水性も大きく低下する

と予想されたが 16mS/cm と 184mS/cm の撥水性は同程度
である。また、5日経過後の撥水性の回復度も同程度であ
る。これはポリマー材料の優れた撥水性回復特性に加えて、

高い耐汚損性によって表面抵抗率の低下が進まず、試料表

面の劣化が進行しなかったと考えられる。 
次に撥水性の回復前後の SiRを SEMによって評価した

結果を図 8に示す。図 8(a)に示している新品試料の表面は
凹凸のない滑らかな状態である。これに対し、図 8(b) の
直流塩霧試験終了直後に撥水性が一部 HC5 程度まで低下
した部分では、全体的に筋張ったような形態の凹凸が確認

された。そして図 8(c)に撥水性が HC1 まで回復した部分
を示す。図 8(c)の試料は 5日経過後に新品試料と同様の撥
水性を示したにも関わらず、SEM 画像では新品試料のよ

うな滑らかな表面状態ではなく、塩霧試験直後と同様の凹

凸が確認された。この結果より、確認された凹凸は SiRの
撥水性の回復特性を損なう程度のものではないと判断し

た。しかし、凹凸が増加し、SiR表面が粗くなることで各
所の電界が高くなり、微小放電の増加に繋がる可能性など

が十分考えられるため、今後も考察が必要である。 
 

(a) 塩霧試験終了直後     (b) 5日後 
図 4 16mS/cmで実施した試験の SiR表面状態 

 

(a) 塩霧試験終了直後                (b) 5日後 
図 5 113mS/cmで実施した試験の SiR表面状態 

 
 

(a) 塩霧試験終了直後      (b) 5日後
図 6 184mS/cmで実施した試験の SiR表面状態 

(a) 試験前         (b) 放電時
図 7 直流塩霧試験時に確認された放電の様子  

 
(a) 新品試料(HC1)

(b)塩霧試験直後(HC5)     (c 撥水性回復後(HC1) 
図 8 撥水性回復前後の SiRの表面状態

撥水性回復前後での電気的特性 
交流課電の連続試験時の撥水性に関しても、試験直後は

HC5程度までの低下が見られるが次の試験時（5日後）に
は HC1まで回復することが確認されている。 
図 9に、塩霧試験の直後と試験終了から 5日後の試料に

交流 6 kVを 3時間印加する間に得られた漏れ電流の時間
変化を示す。また、直流課電の塩霧試験を未実施で交流課

電塩霧試験により得られた漏れ電流の変化も併せて示す。

直流課電の塩霧試験を行っていない試料の場合、漏れ電流

の平均値は約 5 mAで、漏れ電流が観測され始める時間は
約 70分であった。直流課電を行った試料では漏れ電流の
最大値は撥水性回復とともに小さくなると予測していた

が変化はなく、塩霧試験を未実施のものよりも約 12倍大

塩霧試験におけるポリマー材料の撥水性特性の評価 185



 

きい。一方で、漏れ電流が検出され始める時間は、塩霧試

験直後と試験終了から 5 日経過した試料では著しい差が
見られた。塩霧試験直後の試料では観測開始と同時に漏れ

電流が検出されるが、5日経過後の試料で漏れ電流が観測
され始める時間は新品試料と同様とまではいかないもの

の平均 40分である。この結果より、放電に起因する漏れ
電流値が連続的に取得される時間を新品試料と比較する

ことで、SiRの絶縁耐力を評価する指標の一つになり得る
ことが示唆された。 
次に、塩霧試験から 25日及び 50日経過後に、交流 6 kV

を 3時間課電する間に得られた漏れ電流の変化を図 10に
示す。25 日後には継続して流れる漏れ電流が 5 日後より
若干小さくなるのみである。しかし、漏れ電流が検出され

始める時間は確実に遅くなり 50日で新品試料と同程度ま
で回復している。このように、撥水性と電気的特性の回復

時間は大きく異なり、漏れ電流が流れ始めた後の漏れ電流

最大値は変化しないことが明らかとなった。外被材が設備

の絶縁特性を主に担い、ポリマー材料の劣化診断が有用な

場合、撥水性回復特性だけで劣化の程度を評価することは

不十分であり、漏れ電流が検出され始める時間が有用な指

標になり得ることが明らかとなった。 

 

(a) 直流課電未実施の試料 

 

(b) 直流課電直後の試料 

 
(c) 5日後の試料 

図 9 撥水性の回復前後での漏れ電流の時間変化 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) 25日目の試料 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 50日目の試料 
図 10  25日及び 50日経過後の試料の漏れ電流の時間変化 
 

 まとめ
 
ポリマー表面の撥水性の導電率依存性と、撥水性回復前

後の電気的特性の変化を検証した。STRI 法によって確認
したポリマー試料の撥水性は、日本国内の海水の塩分濃度

の平均よりも 5 倍程高い場合でも高い回復特性を維持し
た。これにより、国内での塩害に十分耐えうる撥水性と耐

汚損性を示すと考えられる。一方、漏れ電流は新品試料程

度までには戻らなかったが、撥水性の回復と並行して放電

開始時間は顕著に遅くなることが確認できた。従来ポリマ

ー材料の絶縁性能に関しては撥水性ありきのものとされ、

撥水性が保たれている期間は電気的特性も保たれている

というような解釈が行われていたが、今回の研究によって、

放電によって一時的に撥水性が失われて一定の時間が経

過した後に新品試料と同様の撥水性が示されるにもかか

わらず、新品状態の電気的特性よりも回復が遅れることが

分かった。 
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配電用直列ギャップ付酸化亜鉛形避雷器の 
V-t特性の改善に関する研究 

 
堀江 響 a)・迫田 達也 b)・久保 克隆 c)・水谷 学 c) ・深野 孝人 c)

 
Study on Improvement of V-t Characteristic of ZnO Surge 

Arrester with a Series Gap in distribution systems 

Hibiki HORIE, Tatsuya SAKODA,  
Katsutaka KUBO, Manabu MIZUTANI, Takato FUKANO 

 
Abstract 

 
  Surge arrester with a spark gap has been installed for reducing the electrical failures in Japanese distribution 

systems. The top and the bottom of a ceramic spacer for sustaining an electrode gap in a surge arrester contact with 
electrodes, in which there are triple junction points formed among the ceramic spacer, the gap electrodes, and the 
atmosphere. Electric field at the triple-junction point becomes large; therefore, the triple junction point may influence 
on the discharge characteristics.  

In this study, we made some electrodes with a small step edge on an inclined plane of an electrode. The electric 
field around the small step edge became high, and we aimed that the small step edge functioned as if it were a triple 
junction points for a conventional spark gap. The results will contribute on a further stabilization of discharge and 
raising design tolerance. 

 
Keywords:  V-t characteristics, Spacer, Surge arrester, Series gap 

 

 はじめに

高度情報化社会の発展に伴い、電力の安定供給が強く

求められている。しかし、配電系統において、自然災害

による事故停電を完全に避けることは困難である。その

中でも、落雷による停電は、依然として事故件数に占め

る割合が比較的高い。そのため、配電系統においては、

雷から電力機器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。これらの電力機器は、動作

目的に合わせて、放電を精度良く制御できることが望ま

しい。しかしながら、大気圧中の放電は電極形状、印加

電圧、電界といった諸要因により影響を受ける。ギャッ

プ付避雷器においては、放電ギャップを形成するために、

ギャップを保持するためのスペーサ(絶縁管)が利用され
ている。このスペーサにより、大気、スペーサ、ギャップ

電極が接する箇所においては局所的に電界が高くなる三

重点が形成される。1),2)このような高電界部は部分放電の

発生箇所となり、放電特性にどのような影響を与えるか

詳細に把握しておくことが望ましい。著者らは、ギャッ

プ電極とスペーサから成る放電ギャップにおいて形成さ

れる高電界部がギャップ間の放電特性に与える影響およ 
a)工学研究科工学専攻エネルギー系コース大学院生

b)工学教育研究部教授

c)東芝エネルギーシステムズ株式会社 

び放電特性の改善に関しての検討を行っている。3) 
本論文では、ギャップ電極の形状の変更によって、初期

電子生成に影響を与えるであろう電界強度や初期電子生

成部から電極頂点までの距離の短縮化が、雷インパルス

放電の V-t特性に与える影響を測定し、放電遅れを定量的
に評価するためのラウエプロットの測定を行った結果に

ついて述べる。 
 

 実験方法と電界解析

作製電極の形状および電界計算条件 
図 1 に示すような 4 種類の放電電極を作製し、実機と

同様に、スペーサを用いて同じ形状の電極を対向配置して

8mm の放電ギャップを形成した。また、全ての電極の頂
上部にはアーク圧力を解放できるような孔を設けた。電極

A 及び B の孔径は、電極の斜面に設けた高電界部と電極
頂点部までの距離を短くするために既製品(3mm)よりも
大きな 7 mmとした。更に、電極 Bについては、電極斜面
に、電界が高くなり、初期電子の生成率に影響を与えると

考えられる図 1(b)に示す高さ 4.5 mmのエッジを設けた。
電極 Cの孔径は更に広げて 8 mmとし、電極斜面のエッジ
は電極 Bと同様とした。電極 Dの凸部の孔径は 9 mmに
広げ、凸部斜面のエッジは電極 Bと同様とした。なお、ギ
ャップ電極頂点の曲率半径は全ての電極で 2.5 mmとした。 
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図 2 に、解析モデルの一例として、ギャップ電極 A と
ギャップ長を保持する円筒型スペーサから構成されるギ

ャップ電極を示す。円筒型スペーサは内径が 20 mm、高さ
26 mmとなっており、ギャップ電極のギャップ長は 8 mm
となっている。ギャップ電極と円筒型スペーサにはそれぞ

れ、銅は導電率、セラミックスは誘電率を与え、上部電極

に 30 kV の電位を与えた時の条件で電界強度分布を計算
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 電極 A                  (b) 電極 B 
 

 
 
 
 
 
 
 

(c) 電極 C                  (d) 電極 D 

図 1. 作製電極. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 2次元解析モデルの例. 
 

 

電界解析結果

図 3から図 6に電極 A~Dの電界解析結果を示す。これ
らの図において白い部分は電界強度が 5 kV/mm を超えた
箇所を示す。 
初期電子生成部から電極頂点部までの最短距離と、最大

電界強度を表 1 に示す。電極斜面にエッジが無い電極 A

の三重点近傍の電界強度が 2.4 kV/mmであるのに対し、エ
ッジ有りの電極 Bではエッジ部の電界強度が 16.5 kV/mm
と著しく高くなり、電極頂点部よりも高い電界領域が形成

される。また、電極 C、電極 Dでも同じ傾向がある。この
ことからエッジを設けることによって電界強度が高くな

り、放電が起こるための電子の供給量が多くなるため放電

特性が安定すると考えられる。 
以上のような電界計算によって得られた効果を V-t特性
試験で明らかにすることとした。つまり、電極 Aと電極 B
の結果を比較することで三重点もしくはエッジ部の電界

強度が与える影響を明らかにでき、電極 B と電極 C と電
極 D を比較することで初期電子生成部から頂点までの距
離が放電特性に与える影響を明らかにすることが出来る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 電極 Aを用いた場合の電界強度分布. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 電極 Bを用いた場合の電界強度分布. 
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図 5. 電極 Cを用いた場合の電界強度分布. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 電極 Dを用いた場合の電界強度分布. 

 

 

表 1. 初期電子生成部の最大電界強度及び 
電極頂点までの最短距離 

Type Shortest distance (mm) Maximum E. (kV/mm) 
A 7.06 2.46 
B 4.03 16.5 
C 3.51 15.6 
D 3.05 12.2 

 

 

雷インパルス放電試験条件 
A から D の 4 種類のギャップ電極とスペーサを用いて

構成した放電ギャップを碍管容器無しの避雷器内部要素

を湿度制御が可能な容器内に配置し、湿度が放電特性に与

える影響を小さくするために、容器内の絶対湿度を約

5[g/m3]に調整した。雷インパルス電圧は、図 7に示す 1.2/50 
μs の標準雷インパルス電圧発生回路において、充電電圧
を 25 kVから最大 40 kVの範囲で出力することとし、3分
間隔で 1 kVずつ昇圧して印加した。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記録した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 7. 実験回路. 

 

ラウエプロットによる放電遅れの評価 
ラウエプロット法により、形状の異なる 4種類の電極を

用いた実験用避雷器における放電遅れ時間の測定及び単

位時間当たりのギャップ間の電子数を求めた。電圧印加か

ら火花放電が発生するまでに時間を要する現象を火花遅

れといい，静的絶縁破壊電圧よりも急峻な電圧を印加する

と顕著に現れる。火花遅れ tは，統計遅れ tsと形成遅れ tf
の和として考えられている 4),5)。また，火花を形成する初

期電子のギャップ中における単位時間当たりの生成率 λL

を用いて(1)式のようになる。なお，λLは時間に依存せず一

定と仮定している。同一波形のパルス電圧を n回印加して
放電遅れが t 以上である回数が ntである場合，(2)式のよ
うな関係が成り立ち，nt/n = 1の時に t は tf であり, nt/n = 
0.368で t = ts+tf と定義されている。 

λL = 1 / ts                  (1) 
nt / n = exp{-λL (t - tf)}        (2) 

ここでは，まず，放電ギャップの静的絶縁破壊電圧を事前

に求め，過電圧率 40 %，30 %に相当する両極性の雷イン
パルス電圧を実験用避雷器に 30回印加して，放電時間を
測定した。その後，ラウエプロットから統計遅れ tsと形成

遅れ tf，単位時間当たりの初期電子の生成率 λL を求めた。 
 

 実験結果

放電ギャップの放電特性試験の結果 
図8から図11に、電極Aから電極Dで得られたV-t特性を示
す。表2に、火花放電開始電圧、火花放電電圧の範囲、火
花放電の時間、標準偏差を示す。図8及び表2より、電極A
においては火花放電時間(放電遅れ)が顕著であり、放電時
間の標準偏差が大きくなっていることが分かる。電極Bは、
電極Aの結果と比較すると、火花放電電圧の範囲は比較的
狭く、放電に至る時間も短いため、標準偏差も小さい。以

初期電子 

生成部 

初期電子 

生成部 
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上のことから、電極斜面にエッジを設けることで放電特性

が改善されることが分かる。また、電極C、電極Dにおい
ても、より放電特性が改善しており、特に電極Dでは火花
放電電圧が低く、放電に至る時間も短くなっており、放電

特性が大きく改善している。以上のように、ギャップ電極

の孔径を広げ、初期電子生成部(エッジ部)から電極頂点ま
での距離を短くすることによって、放電特性を安定させる

ことができる。 
 
 

表 2. 電極 A-Dにおける V -t 特性 

 

Type 

Ignition 

voltage of 

sparkover 

(kV) 

Range of 

sparkover 

voltage  

(kV) 

Range of time 

to sparkover 

(µs) 

Standard 

deviation 

A 30 25~35 1.0~10 1.37 
B 25 25~30 0.7~2.2 0.34 
C 25 25~30 0.6~1.8 0.40 
D 25 20~25 0.4~1.5 0.21 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8. 電極 Aにおける V-t 特性  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9. 電極 Bにおける V-t 特性  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10. 電極 Cにおける V-t 特性  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11. 電極 Dにおける V-t 特性  
 
 
 
ラウエプロットの結果 

図12から図15にラウエプロットを示す。また，表3及び
表4には過電圧率40%及び30%時の，放電遅れt,統計遅れ時
間tsと形成遅れ時間tfの測定結果を示す。これらの結果より，
電極の形状によって統計遅れ時間tsと形成遅れ時間tf共に
差が見られ，特に，統計遅れ時間tsに大きな差が確認でき

る。 
ラウエプロットの直線部分の勾配からギャップ中にお

ける単位時間当たりの初期電子の生成率λLを算出した結

果を表5に示す。電極Aと電極Dを比較すると生成される電
子数には14倍以上の差がある。以上の結果から，電極の形
状によってギャップ中の電子生成率が異なり，放電遅れ時

間に影響すると考えられる。具体的にはエッジで発生する

コロナ放電のUV光によるギャップ中の光電離、あるいは
コロナ放電によって生成された荷電粒子の一部がギャッ

プ部に供給されることでギャップ部の電子が増え、放電の

統計遅れが減少すると思われる。 
 
 
 

0.1 1 10
0

10

20

30

40

Sp
ar

ko
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Time to Sparkover[μs]

1st
2nd

3rd

0.1 1 10
0

10

20

30

40

Sp
ar

ko
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Time to Sparkover[μs]

1st
2nd

3rd

0.1 1 10
0

10

20

30

40

Sp
ar

ko
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Time to Sparkover[μs]

1st
2nd

3rd

0.1 1 10
0

10

20

30

40

Sp
ar

ko
ve

r V
ol

ta
ge

[k
V

]

Time to Sparkover[μs]

1st
2nd

3rd

190 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12. 電極 Aにおけるラウエプロット.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13. 電極 Bにおけるラウエプロット. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14. 電極 Cにおけるラウエプロット.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15. 電極 Dにおけるラウエプロット.   

表 3 放電遅れ時間 tの測定結果(40%) 

 

表 4 放電遅れ時間 tの測定結果(30%) 

 

表 5 単位時間当たりの初期電子の生成率 λL 

 
 結論

 
電極の形状が放電遅れにどのような影響を与えるか明

らかにするために、形状の異なる4種類の電極を用いて、
放電特性試験、電極周辺の電界計算及びラウエプロットに

よる電子数の測定を行った。その結果、電極の斜面にエッ

ジを設けることによりエッジ部の電界強度は、スペーサ、

大気、電極の間に形成される三重点近傍の電界強度より高

くなることを示した。すなわち，エッジを設けた電極を使

用した場合には，電極周りの電界が高いこと，また、電極

頂点の曲部とエッジとの距離を短いことによりコロナ放

電のUV光によるギャップ中の光電離、あるいはコロナ放
電によって生成された荷電粒子の一部がギャップ部に供

給されることでギャップ部の電子が増え、放電の統計遅れ

が減少する。これによって放電開始電圧・時間が安定する

ことが明らかとなった。 
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Image Classification by Using Multi-Layer Neural Network 
 

Swe Zar Mawa), Ei Phyo Minb), Mitsuhiro YOKOTAc), Thi Thi Zinc) 

 

Abstract 

We perform a scalable approach for automatically classifying shape, color and size of the images using a multi-
layer neural network (deep learning) in order to demonstrate the interesting application that aims for kindergarten. 
Our process makes use of the state-of-the-art methodology of extracting deep features using convolutional neural 
network. The main idea of our system is a deep convolutional neural network that trained to classify different shapes 
and colors of the grayscale images. To implement our approach, we used BabyAIImageandQuestion Dataset which 
consists of different shape, color, size and location sub datasets. Among these sub datasets, we mainly applied shape, 
color and size datasets to present our proposed method. We have achieved a good performance accuracy (average 
95%) in classification of shape color and size with fast processing time. The objective of our approach is to develop 
the visual ability of children which includes visual acuity, tracking, color perception, depth perception, and object 
recognition by effectively applying the deep learning algorithm. We also hope that our proposed method will be 
effectively useful for real world application. 

Keywords: Multi-Layer Neural Network, Deep Learning, Deep Convolutional Neural Network, 
Shape Image Classification, Color Image Classification, Size Image Classification

1. INTRODUCTION 
 

We have ever wondered why most early 
childhood programs teach children their colors and 
shapes early in the year. Why not letters and 
numbers? Why not cats and dogs? It is because color 
and shape are two very noticeable attributes of the 
world around us. Color and shape are ways children 
observe and categorize what they see. These very 
recognizable characteristics encourage children to 
define and organize the diverse world around them. 
Understanding color and shape is a tool for learning 
many skills in all curriculum areas, from math and 
science to language and reading. Sorting by color and 
shape prepares children for the future application of 
these skills in making graphs or searching for a book 
at the library. Children can use color as a means for 
defining, organizing the world, creative thinking and 
language. They can use shape as a way of identifying, 
organizing visual information, observing, comparing 
and discussing all they sees and encounters. 

The aim for this work is to identify from an 
image, its shape, color and size, as well as ask the 
question to the children and give the answer to verify 

that it corrects or not. To work out this, we 
preprocessed the raw images using K-means 
clustering algorithm, to get the binary images from 
the grayscale images and then we transformed these 
images using convolutional neural networks to 
extract the deep features of images which are used for 
classification. We have gained good classification 
performance in both training and testing of the shape, 
color and size images.  

Our research is constructed as follows: Section 2 
expresses the present day methods and our own 
methods to approach this problem. Section 3 explains 
a detailed process of our work and section 4 gives our 
experimental results and performance accuracy. In 
section 5, we conclude our approach with suggestion 
on future works and improvements. 

 
2. SOME RELATED WORKS 
 

Image classification is the task of taking an input 
image and outputting a class or a probability of 
classes that best describes the image. It is one of the 
popular practical applications in deep learning. Many 
algorithms are able to carry out the image 
classification, but deep learning is up to date and 
popular approach in the present time. Deep Learning 
is a particular kind of machine learning that achieves 
great power and flexibility by learning to represent 
the world as nested hierarchy of concepts. It is a part 
of Machine Learning. It uses some Machine Learning 
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b) Lecturer, Dept. of  Hardware, Faculty of Computer Technology, 
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techniques to solve real-world problems by tapping 
into neural networks that simulate human decision-
making. Deep convolutional neural networks can 
effectively detect, classify and describe objects better 
than hand crafted feature extractors like Histogram of 
Oriented Gradients (HOG), Scale Invariant Feature 
Transforms (SIFT) and Speeded-Up Robust Features 
(SURF).  

ImageNet Classification with Deep Convolutional 
Neural Networks [2] used AlexNet, a standard 
architecture known in the deep learning community 
and is used for bench-marking. ImageNet LSVRC-
2010 contest was trained a large, deep convolutional 
neural network to classify 1.2 million high-resolution 
images into 1000 different classes. The neural 
networks has 60 million parameters and 650,000 
neurons, consists of five convolutional layers, max 
pooling layers and three fully connected layers with a 
final 1000-way softmax. Non-saturating neurons and 
GPU implementation of the convolution operation 
are used for faster training. A regularization method 
called “dropout” is applied to reduce overfitting in 
the fully connected layers. They achieved top-1 and 
top-5 error rates of 37.5% and 17.0% that is better 
than the previous works.  

Multi-column deep neural networks for image 
classification [3] shows that how to combine several 
deep convolutional neural network (DNN) columns 
into a multi-column DNN (MCDNN). To train wide 
and deep DNN in hours or days, fast parallel neural 
net code for graphics cards (GPUs) are used. The 
training algorithm is fully online, i.e. weight updates 
occur after each error back-propagation step. Trained 
huge DNNs can outperform all previous methods. It 
improved the state-of-art on MNIST, Latin letters, 
Chinese characters, traffic signs, NORB and 
CIFAR10 benchmarks.   

Enhanced image classification with a fast-
learning shallow convolution neural network [4] 
presents a very rapid training and low 
implementation complexity neural network 
architecture. The approach is represented by (1) 
convolutional filters based on biologically inspired 
visual processing filters, (2) randomly-valued 
classifier-stage input weights, (3) use of least squares 
regression to train the classifier output weights in a 
single batch, and (4) linear classifier-stage output 
units. Its results match existing state-of-the-art results 
on the MNIST (0.37% error) and NORB-small (2.2% 

error) and the Google Street View House Number 
(SVHN) (4% error). 

In our work, we firstly apply K-means clustering 
for image preprocessing because there are many 
variation in input images. K-means clustering can 
upgrade the achievement of accuracy. After 
preprocessing, we get the binary images which are 
trained in two dimensional deep convolutional neural 
networks. The neural network is formed by three 
convolutional layers which are followed by max-
pooling layers and one fully connected layer with a 
final softmax. We trained 10,000 shape images that 
can properly classify near 100% and tested 5,000 
images that can deliver outstanding performance. For 
color classification, we also trained 10,000 images 
and 5,000 images were used as testing. We achieved 
the great accuracy of average 95% which is 
competitive with the previous work. We can train our 
network with very fast training times compared to 
standard deep network approaches without using 
graphics cards (GPUs). 

 
3. PROPOSED A MARKOV DEEP LEARNING 
MODEL FOR IMAGE CLASSIFICATION 

 
We emphasis on classifying the shape and color 

of images using deep learning. This requires the use 
of pre-trained deep convolutional neural network to 
extract the deep features from the input image which 
are then fed to two different classifiers for identifying 
shape, color and size. 
 
3.1 Image Preprocessing and Feature Extraction 

 
Firstly, we preprocess the input images because 

there are many variation such as intensity value, size, 
rotation and translation in images. Before performing 
the classification, we implement the clustering on the 
intensity level of input images to distinguish 
background and shape object. In this paper, we use 
K-mean clustering by using K value as 2(2 class).  

In our process, we used K-means clustering 
algorithm in order to gather binary images according 
to their content. K-means is one of the simplest 
unsupervised learning algorithms that solves the 
clustering problem. This algorithm is used to group 
objects into k number of classes based on a set of 
their features. The fundamental idea of this algorithm 
is: it starts by randomly picking k objects defining 
them as the centroids of the clusters, and then, 
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repeatedly does, for each object, place the object 
inside the cluster to whose centroid it is closest, 
calculating again the centroids for the cluster which 
has gain the object and also for the cluster which has 
lost the object. After that, the algorithm repeats this 
last step until there is no change in clusters’ 
composition between two consecutive iterations. The 
most common and perhaps the best use of this 
algorithm requires the previous knowledge of the 
number of classes to split the initial set of objects, 
which is the k number.  

The k-means clustering algorithm is as follows:  
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2
ji )vx(  J(V)  

where, ‘ ji vx  ’ is the Euclidean distance between 

ix and jv . 

ic : the number of data points in thi  cluster.  
c : the number of cluster centers. 

 
Algorithmic steps for k-means clustering:   
Let X = { n321 x,...,x,x,x } be the set of data points 
and V = { c321 v,...,v,v,v } be the set of centers. 
1. Randomly select ‘c’ cluster centers. 
2. Calculate the distance between each data point and 

cluster centers. 
3. Assign the data point to the cluster center whose 

distance from the cluster center is minimum of all 
the cluster centers. 

4. Recalculate the new cluster center using: 
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where,  represents the number of data points in 
ith cluster. 

5. Recalculate the distance between each data point 
and new obtained cluster centers. 

6. If no data point was reassigned then stop, 
otherwise repeat from step 3. 
The overall system flow is shown in Fig. 1. The 

size of input images is 32x32 pixels. By applying k-
means clustering, we get binary shape images that are 
trained and tested by 2 dimensional deep 
convolutional neural network to classify different 
classes of shape, color and size.  

In shape and size classification, we can directly 
use binary images to train in 2D-DCNN but for color 
classification, we need to prepare again the binary 

images. The binary images are used to divide the 
background and foreground of the images. After 
knowing the foreground part of the images, we 
cropped the original images to achieve the 
foreground (color) part. The sizes of cropping images 
are varied, therefore we need to resize all image sizes 
to become 32x32 size. Fig. 2 illustrates preprocessing 
steps for color classification.  
 
3.2 Image Classification 

 
After acquiring binary images, we implement the 

classification tasks using deep learning. We develop 
two dimensional deep convolutional neural network. 
In our architecture, there are 3 Convolution and Max 
Pooling Layer, 1 fully connected layer and 1 output 
layer. Rectified Linear Unit is used as activation 
function for convolutional layers. Weights are 
randomly initialized and weight updating by 
stochastic gradient descent is performed until 1st 
convolution layer. Table.1 expresses the layers that 
involved in the 2D-DCNN architecture and Fig. 3 
demonstrates the detailed construction of the 
convolutional neural network.  

 

 
Fig. 1 Overall System Flow 

 

 
Fig. 2 Preprocessing steps for color classification 

 

 
Fig. 3 Two Dimensional Deep Convolutional Neural 
Network 
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Table.1 2D DCNN Architecture 
Layer Type Feature 

Maps 
Kernel Size 
(Spatial) 

1 Convolution 6 5x5 
2 Max Pooling 6 2x2 
3 Convolution 12 5x5 
4 Max Pooling 12 2x2 
5 Convolution 18 2x2 
6 Max Pooling 18 2x2 

 
In hidden layer 1, we use six (5x5 Kernel) matrics 

for convolution and then six (2x2 Kernel) strides are 
used for max-pooling. Each size of feature map for 
hidden layer 1 is 14x14 pixels.In hidden layer 2, 
twelve (5x5 Kernel) matrics and (2x2 Kernel) strides 
are applied again. Each size of feature map is 5x5 
pixels. In hidden layer 3, we use 18 (2x2 Kernel) 
Matrics are used for convolution and then 18 (2x2 
Kernel ) strides are used for max-pooling. Each size 
of output images is 2x2 pixels. In evey hidden layer, 
we operate the rectified linear unit (ReLU) activation 
function after convolution layer.  

The convolution layer is the first layer of the 
convolutional neural network. It shares the same 
parameters across different locations and learns by 
using multiple filters. The convolution algorithm can 
be described as follows:  

)w*hmax(0,h n
k

K

1k

1n
1k

i
j j




  

where,  i
jh   : output feature map 

  1n
kh    : input feature map 
n
kw  : kernel 

In neural networks, a now commonly used activation 
function is the rectified linear unit (ReLU). ReLU is 
defined as: 

f(x)=max(0,x) 

Basically, it sets anything less than or equal to 0 
(negative numbers) to be 0 and keeps all the same 
values for any values > 0. Fig.4 demonstrates that 
how the ReLU function works.  

The pooling layer is usually placed after the 
convolutional layer. Its primary utility lies in 
reducing the spatial dimensions (Width x Height) of 
the Input Volume for the next Convolutional Layer. It 
does not affect the depth dimension of the volume. 
The operation performed by this layer is also called 
‘down-sampling’, as the reduction of size leads to 

loss of information as well. However, such a loss is 
beneficial for the network for two reasons: 
(i) the decrease in size leads to less computational 

overhead for the upcoming layers of the 
network; 

(ii) it works against over-fitting. 

Much like the convolution operation performed 
above, the pooling layer takes a sliding window or a 
certain region that is moved in stride across the input 
transforming the values into representative values. 
The transformation is either performed by taking the 
maximum value from the values observable in the 
window (called ‘max pooling’), or by taking the 
average of the values. Max pooling has been 
favoured over others due to its better performance 
characteristics. 

After several stages of convolution-pooling, the 
spatial resolution is greatly reduced and the number 
of feature maps is large. It would not make sense to 
convolve again. Everything is vectorized and fed into 
the fully connected layer. Fully-connected layer is 
typically used in the last stages of the DCNN to 
connect to the output layer and construct the desired 
number of outputs. 

All layers are differentiable. Therefore, We use a 
training process callled back-propagation. It can be 
able to adjust the filter values (weights). Before the 
BP can be used, it requires target patterns or signals 
as it a supervised learning algorithm. Training 
patterns are obtained from the samples of the types of 
inputs to be given to the multilayer neural network 
and their answers are identified by the researcher. 
Examples of training patterns are samples of 
handwritten characters, process data, etc. following 
the tasks to be solved. The configuration for training 
a neural network using the BP algorithm is shown in 
the figure below in which the training is done offline. 

 
Fig. 4 Rectified Linear Unit (ReLU) function 
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The objective is to minimize the error between 
the target and actual output and to find Δw. The error 
is calculated at every iteration and is backpropagated 
through the layers of the ANN to adapt the weights. 
The weights are adapted such that the error is 
minimized. Once the error has reached a justified 
minimum value, the training is stopped, and the neural 
network is reconfigured in the recall mode to solve the 
task. BP algorithm can be summarized as follows: 

Adaptation of the weights between output (k) 
and hidden (j) layers: 

1)(tΔW(t) W 1)(tW kjkjkj   

where, (t)αΔWOηδ1)(tΔW kjjkkj   
  )O)(tO(1Oδ kkkkk   
and between the hidden (j) and input (i) layers: 
 1)(tΔW(t)W1)(tW jijiji   

where, (t)αΔWOηδ1)(tΔW jiijji   

  
kik kjjj Wδ)O(1Oδ   

After that, we spread all output results into 5184 
neurons for fully connected layer. We multiply these 
neurons by 100x5184 random affine matrix. The 
result of two matrices multiplicaition becomes 100 
nodes. Then, 100 nodes are multiplied by 10x100 
random matrix again. We put the final result 10 
nodes into the Soft Max Operation for classification. 

The soft max operation is as follows: 

   




 K
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z

z
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e

eσ(z)     for j= 1, …, k. 

where,  z: values of each node and   
k: number of nodes 

The output results from soft max operation can 
provide us to consider the shape, color and size of the 
input images. 
 
3.3 The Dataset  
 

We used BabyAIImageAndQuestion Dataset [1] 
to implement our proposed method. There are five 
sub datasets in BabyAIImageandQuestion dataset. 
They are color, shape, size, horizontal location and 
vertical location. In this paper, we applied only three 
datasets (shape, color and size) to implement our 
progress. Fig. 5 illustrates some sample images of the 
BabyAIImageandQuestion Datasets.  

 
Fig. 5 Sample images included in 
“BabyAIImageandQuestion Shape Training Dataset”.   

 
For each dataset, 10,000 images are used for 

training and 5,000 images are used for testing. All 
images are 32x32 size and grayscale images. Dataset 
types and their classes that we used are as follows: 

 
Table. 2 Dataset Types and Their Classes 

Dataset Types Color Shape Size 
Classes Black 

White 
Light 
Gray 
Dark Gray 

Triangle 
Rectangle 
Ellipse 

Small 
Large 

 
BabyAIImageandQuestion dataset contains 

images with different colors of backgrounds, shapes, 
angles and orientations. For example, light gray 
shape with white background, dark gray shape with 
black background, white shape with light gray 
background and black shape with dark gray 
background can decline our performance accuracy. 
We needed to operate the preprocessing step to get 
the binary images before applying the convolutional 
neural networks for the task of image classification. 
We handle K-means clustering algorithm for image 
preprocessing step. Using K-means clustering 
algorithm can progress the achievement of our 
accuracy. In this work, we used only shape, color and 
size datasets to present our proposed method.  
 
4. ANALYSIS AND EXPERIMENTAL RESULTS 
 
4.1 Shape Image Classification 
 

The 10,000 shape images are performed by using 
K-means clustering to achieve binary images. 
However, 9747 images are correctly extracted. The 
accuracy of preprocessing for training dataset is 
97.47%. As testing images, we handle 5,000 images 
and correctly extract 4858 images. The accuracy is 
97.16%. The original images and binary images are 
shown in Fig. 6. 
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     (a)          (b) 
Fig. 6 (a) Some original images from training dataset, 
(b) binary images after applying k-means clustering 
 

For shape classification, we implement 9747 
clustered training images to classify three categories 
(triangle, rectangle and ellipse). We get 98.5% as the 
accuracy. And, 4861 clustered testing images are 
employed and the accuracy of testing images is 97.5%. 
Finally, we can consider the overall accuracy is 98%. 
Table. 3 expresses the experimental results of shape 
image classification. Table. 3 (a) and (b) are for 
background extraction and classification results and 
Table.3 (c) and (d) show the overall accuracy for each 
class in training dataset and testing dataset, respectively. 
 

Table. 3 The Experimental results for Shape Image 
Classification 

(a)Background Extraction Results 
Training Dataset 

(# image) 
Testing Dataset 

(# images) 
Data - 10000 Data - 5000 
Correctly Extracted - 9747 Correctly Extracted - 4858 
Accuracy – 97.47% Accuracy – 97.16% 

 
(b)Classification Results 

Training Dataset Testing Dataset 
Data - 9747 Data - 4858 
Accuracy – 98.5% Accuracy – 97.5% 

 
(c)Overall Accuracy Classification for Training 

Datasets Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 Class 3 
Class 1  
(#image, %) 

3363 
97.68% 

89 
2.58% 

0 
0.0% 

Class 2 
(#image, %) 

79 
2.43% 

3178 
97.57% 

0 
0.0% 

Class 3 
(#image, %) 

0 
0.0% 

85 
2.58% 

3215 
97.42% 

 
(d)Overall Accuracy Classification for Testing Datasets 

Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 Class 3 
Class 1 
(#image, %) 

1559 
97.19% 

45 
2.81% 

0 
0.0% 

Class 2 
(#image, %) 

47 
2.86% 

1641 
97.14% 

0 
0.0% 

Class 3 
(#image, %) 

0 
0.0% 

50 
2.85% 

1705 
97.15% 

4.2 Color Image Classification 
 

Before doing the color classification, the 10,000 
color training are extracted to get binary image by 
using K-means clustering. 9671 images are correctly 
extracted. The training accuracy is 96.71%. For 
testing images, we can extracted correctly 4630 
images over 5000 images. We get 83.54% as the 
accuracy. To implement color classification, 9671 
clustered training images are identified into four 
classes (black, white, light gray and dark gray). We 
get 96.85% as the accuracy. And, 4630 clustered 
testing images are employed and the accuracy of 
testing images is 96.79%. Finally, we can consider 
the overall accuracy is 97%. The experimental results 
of color image classification are shown in Table 4. 
Table. 4 (a) and (B) are for background extraction 
and classification results. The overall accuracy for 
each class in training dataset and testing date are 
described in Table 4 (c) and (d), respectively. 

Table. 4 The Experimental results for Color Image 
Classification 

(a)Background Extraction Results 
Training Dataset Testing Dataset 
Data - 10000 Data - 5000 
Correctly Extracted- 9671 Correctly Extracted - 4630 
Accuracy – 96.71% Accuracy – 92.6% 

    
(b)Classification Results 

Training Dataset Testing Dataset 
Data - 9671 Data - 4630 
Accuracy – 96.85% Accuracy – 96.79% 

     
(c)Overall Classification Accuracy for Training 

Datasets Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 
Class 1 2493 

96.44% 
0 
0.0% 

0 
0.0% 

90 
3.48% 

Class 2 0 
0.0% 

2394 
96.67% 

42 
1.70% 

30 
1.21% 

Class 3 0 
0.0% 

78 
3.15% 

2397 
96.85 

0 
0.0% 

Class 4 50 
2.03% 

0 
0.0% 

29 
1.18% 

2385 
96.79% 

     
(d)Overall Classification Accuracy for Testing Datasets 

Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 
Class 1 1143 

93.1% 
0 
0.0% 

0 
0.0% 

85 
6.92% 

Class 2 0 
0.0% 

1167 
92.91% 

49 
4% 

40 
3.18% 

Class 3 0 
0.0% 

98 
7.65% 

1183 
92.35% 

0 
0.0% 

Class 4 53 
4.29% 

0 
0.0% 

45 
3.64% 

1137 
92.06% 
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4.3 Size Image Classification 
 

In size classification, we can correctly extracted 
9853 binary images for training images and 4911 
binary images for testing using K-means clustering 
algorithm. The accuracy for background extraction 
for training dataset is 98.53% and for testing dataset 
is 98.22%. After getting binary images, we classify 
9853 images into two classes (large and small). We 
achieve 99.5% as the accuracy. As testing images, we 
used 4911 images and the accuracy is 98.5%. The 
overall accuracy is 99% for size classification. Table. 
5 illustrates the experimental results of size image 
classification. Table. 5 (a) and (b) are for background 
extraction and classification results. Table. 5 (c) and 
(d) show the overall accuracy for each class in 
training dataset and testing dataset, respectively. 

Table. 5 The Experimental results for Size Image 
Classification 

(a)Background Extraction Results for Size Images 

Training Dataset Testing Dataset 
Data - 10000 Data - 5000 
Correctly Extracted- 9853 Correctly Extracted- 4911 
Accuracy – 98.53% Accuracy – 98.22% 

    
(b)Classification Results for Size Images 

Training Dataset Testing Dataset 
Data - 9853 Data - 4911 
Accuracy – 99.5% Accuracy – 98.5% 

    
(c)Overall Classification Accuracy for Training 

Datasets Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 
Class 1 4271 

98.59% 
61 
1.41% 

Class 2 86 
99.5% 

5582 
98.48% 

    
(d)Overall Classification Accuracy for Testing Datasets 

Using Confusion Matrix 
 Class 1 Class 2 
Class 1 2127 

98.2% 
39 
1.8% 

Class 2 50 
1.76% 

2834 
98.24% 

  
 
5. CONCLUSION 
 

In this paper, we implemented the k-means 
clustering for image preprocessing and it can provide 
to get high accuracy for image classification. As well 
as deep learning can support to train huge amount of 

data at the same time. Moreover, it can also do to 
achieve the satisfied results for classification. In 
future, we would like to apply our proposed method 
to location dataset from BabyAIImageandQuestion 
dataset. We hope that we can receive high accuracy 
for these datasets. 
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トラフィック特性による正当なユーザとDDoS攻撃の識別手法の提案

臼崎　翔太郎 a)・有川　佑樹 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

Introduction of Traffic Characteristics to Distinguish Legitimate User

Traffic from DDoS Attack Traffic

Shotaro USUZAKI, Yuki ARIKAWA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

DDoS attack is a serious threat in the current information society where the Internet plays an important
role as social infrastructure. Since this attack transmits data so that there is no difference in behaviors from
legitimate users, it is difficult to distinguish the user from the attack traffic. Therefore, legitimate users cannot
receive the service when their traffic are erroneously detected as the attack. We had previously proposed a
system that guarantees continuous service use of legitimate users by introducing a quarantine server apart
from the web server that performs ordinary web services. The quarantine server has a function of identifying
legitimate users and attacks from the access detected as the attack by the IDS or the firewall. Our previous
method finds the legitimate user by extracting feature from the access log after the communication is finished.
In other words, this method performs the analyzing after the service is over. Therefore, the previous method
is not suitable for continuous service of legitimate users. In this study, we propose a new method that can
distinguish between legitimate users and attacks even if the services running. As a result of the experiment,
we confirmed that the proposed method can distinguish between legitimate users from attacks.

Keywords: DDoS attack, distinction between human and attack, traffic characteristic

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. 研究背景・目的

DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃は標的のサーバ
に対して、数百から数千、ときには数万台のホストからサーバ
の処理能力を上回る大量のパケットを送信し、サービスを機
能不全に陥らせるサイバー攻撃の一種である。この攻撃は正
当なユーザと挙動差がないようにデータを送信するため、正
当なユーザのトラフィックと識別するのが難しい。そのため
ファイアウォールや IDS(Intrusion Detection System)1) を
用いてトラフィック量で判定を行う場合、正当なユーザも攻撃
であると誤検知されてサービスを利用できなくなってしまう。
この攻撃を防ぐために様々な研究が行われている 2)3)4) が解
決には至っていない。Webサービスが社会基盤としての重要
な役割を担う現代において、この攻撃は大きな脅威である。
そこで我々は以前、DDoS攻撃の中でもHTTP-GET Flood

攻撃を対象に DDoS攻撃緩和システムを提案した 5)6)。この
システムは通常のWebサービスを行うWebサーバとは別に、
検疫サーバを導入することで正当なユーザの継続的なサービス
利用を担保することを目的としている。検疫サーバは IDSや
ファイアウォールが攻撃だと検知したアクセスに対してサー
ビスを提供しつつサービス利用時の一連のアクセスの特徴か
ら正当なユーザと攻撃を識別する機能を持つ。

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助教
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

しかし、以前の検疫サーバの識別手法はサービス運用中に
識別を行うことができない。以前の識別手法はセッションと
呼ばれるユーザがサービスを利用し始めてから終了するまで
の一連のアクセスを利用する。識別の際は通信終了後のアク
セスログからセッションを抜き出し、セッションごとにその
特徴から正当なユーザと攻撃の識別を行う。つまり、この識
別手法はユーザのサービス利用終了後に事後解析を行うこと
しかできない。そのため以前の手法は正当なユーザの継続的
なサービス利用の実現に適切ではない。
そこで本研究では、検疫サーバにアクセスが行われる度に

ユーザに対して点数を加減算することでサービス運用中に識
別を行える以前の手法より即応性の高い手法を提案する。ま
た、提案手法がサービス運用中に識別を行うことが可能な以
前の手法より即応性の高い手法であり、正当なユーザの継続
的なサービス利用の実現に適切であるか検証する。

2. DDoS攻撃

DDoS攻撃は、ネットワーク上の大量のコンピュータが標
的のサーバに一斉にデータを送信することで大きな負荷をか
け、機能停止などに追い込む攻撃である。掲示板などで参加
者を募って攻撃が実行される場合と、攻撃者がボットウイル
スに感染しているネットワーク (ボットネットワーク)上のコ
ンピュータに命令を出すことで攻撃が実行される場合 (図 1)

がある。
現在、この DDoS攻撃による被害を防ぐため様々な研究や

対策が行われているが解決するには至っていない。主な理由
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図 1. ボットネットワークによる DDoS攻撃実行の例

として DDoS攻撃と通常アクセスの見分けがつきにくいこと
が挙げられる。例えばサービス利用者が webページを更新す
る際には HTTP-GETリクエストをサーバに送信するが、こ
れが攻撃を行うために送信されている HTTP-GETリクエス
トだったとしてもそれを見破ることは難しい。このため攻撃
者のパケットを破棄することができずにサーバの機能が停止
したり、誤って正当なユーザのパケットを破棄してしまうと
いうことが起こる。
以上のように、防御が難しくサーバを機能停止に追い込む

可能性のある DDoS攻撃はインターネットが社会基盤を担う
現代において大きな脅威といえる。

2.1 DDoS攻撃の種類
DDoS攻撃には多くの種類が存在する 7) が、攻撃対象に着

目すると以下の種類に分類できる 8)。

• 回線帯域への攻撃
大量のトラフィックを発生させて回線帯域を埋め尽く
す攻撃。Smurf 攻撃や TCP SYN Flood 攻撃、DNS

Amp攻撃などがある。

• Webサーバへの攻撃
サーバの資源を大量に使用することで資源の枯渇を誘
発する攻撃。TCP Connection Flood攻撃や HTTP-

Get Flood攻撃、Slow HTTP DoS攻撃 9)10)11) など
がある。

• ルータやサーバの脆弱性への攻撃
ルータやサーバの脆弱性を利用してネットワーク通信
機能の停止や再起動を引き起こす攻撃。Teardrop攻撃
や Ping of Death攻撃、Land攻撃などがある。

本研究ではWebサーバへの攻撃の一種である HTTP-Get

Flood攻撃を対象に防御策を提案する。

2.2 HTTP-Flood攻撃
HTTP-GET Flood攻撃は、HTTP-GETリクエストを標

的のサーバへ大量に送りつける攻撃である。図 2 に HTTP-

GET Flood攻撃の概要を示す。攻撃を受けたサーバには大量
の応答処理が発生し、パフォーマンスが低下したり、機能が
停止したりする。HTTP-GET Flood攻撃の個々のアクセス
は HTTPプロトコルに準拠しているため、正当なユーザのア
クセスと区別するのが難しい。そのため様々な対策の研究が
行われているが、解決には至っていない。

図 2. HTTP-GET Flood攻撃の概要図

図 3. OpenFlowを用いた攻撃者遮断システムの構成図

3. 既存の緩和策と問題点

3.1 OpenFlowを用いた攻撃者遮断システム
OpenFlow を用いた攻撃者遮断手法 12) は IDS と Open-

Flowコントローラを連携させ、動的なフローエントリをOpen-

Flowスイッチに登録することで攻撃者の通信を遮断する緩和
策であり、実験によりサーバの応答率や応答時間の改善に有
効であることが確認されている。この既存手法の処理手順を
図 3に示す。

(1) IDSが攻撃者を検知する。
(2) IDSが攻撃者 IPアドレスを OpenFlowコントローラ
に通知する。

(3) OpenFlowコントローラが、通知された攻撃者 IPアド
レスのフローを破棄するフローエントリを作成する。

(4) OpenFlow コントローラが OpenFlow スイッチにフ
ローエントリを挿入する。

(5) 攻撃者が攻撃パケットを送信する。
(6) OpenFlowスイッチが攻撃者からのフローを破棄する。

既存手法は DDoS攻撃と判定された IPアドレスのパケッ
トを破棄するフローエントリを作成して攻撃パケットを排除す
る方法である。しかし DDoS攻撃を IDSによってトラフィッ
ク量で判定を行う場合、正規ユーザの IPアドレスもパケット
破棄の対象となってしまい、正規ユーザがサービスを利用で
きなくなる恐れがある。この問題を改善するためには、判定
技術の向上ももちろんあるが、IDSが攻撃者と正当なユーザ
を正確に判定できない場合でもサービスのパフォーマンスが
劣化せず、誤検知率が下がるような検討が必要である。

3.2 DNSを用いたDDoS攻撃回避システム
DNSを用いた DDoS攻撃回避システム 13) はWebサーバ

の IPアドレスを変更する方法を用いて、正規ユーザに影響を
与えず DDoS攻撃による被害を緩和するシステムである。攻
撃ホストによる DDoS攻撃を行い、同時に正規ユーザを模し
てWebサーバにアクセスし、その際のアクセス成功率でシス
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図 4. DNSを用いた DDoS攻撃回避システムの構成図

テムの有効性を評価した結果、DDoS 攻撃に対しシステムで
有効であることが確認されている。この既存手法の処理手順
を図 4を用いて説明する。

(1) IDSサーバが攻撃を検知する。
(2) DNS サーバ及びWeb サーバに回避先 IP アドレスを
報告し、回避要請をする。

(3) 要請を受けたサーバは IPアドレスの変更を行いDDoS

攻撃を回避する。
(4) IDSサーバからの要請に従い DNSサーバは Aレコー
ドに書かれているWebサーバの IPアドレスの値を変
更する。

攻撃ホストは攻撃を開始する前に攻撃先Webサーバの IP

アドレスを取得するためにWebサーバに接続し、URLから
IPアドレスを取得する。そして取得した IPアドレスをもと
に DDoS攻撃を開始する。しかし攻撃を IDSが検知し、Web

サーバと DNSサーバに DDoS攻撃回避を要請するためWeb

サーバの IPアドレスが変わり攻撃は失敗する。攻撃ホストに
よっては変更された IPアドレスを再度取得して攻撃を再開す
ることもあるが、IPアドレスが再び変更されることで攻撃が
失敗する。これに対し正規ユーザは毎回DNSサーバに接続し
て IPアドレスを取得するため、Webサーバへのアクセスが成
功する。以上のように正規のユーザと攻撃ホストの動作の違
いを利用することで、DDoS 攻撃を緩和しつつ正規ユーザに
サービスを提供できる。しかし、この手法では変更された IP

アドレスを追跡し続ける DDoS攻撃は緩和することはできな
い。また、IDSの検知ルールに当てはまる攻撃パケットが一
度でも通過すると具体的被害が発生していない時点で IPアド
レスが変更されるため、IPアドレスの切り替え時間が全体的
に増加して正規ユーザがサーバにアクセスできなくなる時間
が増加してしまう。よってサービスを行うサーバの IPアドレ
スを変更せずに DDoS攻撃を緩和できる対策が必要となる。

4. DDoS攻撃緩和システムの概要

既存の緩和策の問題点を解決するために我々が提案したのが
DDoS攻撃緩和システムである。このシステムは通常のWeb

サービスを行うWebサーバとは別に、検疫サーバを導入する。
既存の手法では IDSで DDoS攻撃を検知すると正当なユーザ

図 5. DDoS攻撃緩和システム

までWebサービスを利用できなくなる問題がある。しかし、
DDoS 攻撃緩和システムでは一度攻撃と判定されたユーザに
対して検疫サーバでサービスを行いながら正当なユーザを識
別し、再度Webサーバと通信を行わせることで正当なユーザ
の継続的なサービス利用を担保することができる。

4.1 システムの構成
システムの構成を図 5に示す。

• メインサーバ
通常のWebサービスを行うサーバ。攻撃者ではないと
判断されたユーザとのみ通信を行う。正当なユーザへ
正常なパフォーマンスのサービスを提供することを目
的としている。

• 検疫サーバ
メインサーバと同じサービスを行うサーバ。IDS が攻
撃を検知したとき、判定期間にアクセスしたユーザに
サービスを提供する。一連のアクセスの特徴から正当
なユーザと攻撃を識別する機能を持つ。

• 経路制御装置
経路制御とパケット転送を行う装置。OpenFlowコン
トローラ、OpenFlowスイッチから構成される。

• IDS

侵入検知システム。LAN へのパケットを監視し、攻
撃を検知する。攻撃を検出すると、OpenFlowコント
ローラにアラートを送信する。

4.2 動作
システムの動作を図 5を用いて説明する。

(1) パケット受信
経路制御装置がパケットを受信してから、IDSによっ
て攻撃が発生しているか判定が行われる。

(2) フローエントリ挿入
攻撃が発生していないと判定された場合は攻撃を行っ
ているユーザはいないと考え、判定期間中にアクセスし
てきたユーザはメインサーバと通信できるようにフロー
エントリを登録する。またアクセスが Time Limit秒
なければ正当なユーザがサービスの利用を終了したと考
えるとき、フローエントリの保有時間には Time Limit

秒を設定する。既に送信元 IPアドレスがフローテーブ
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ルに登録されている場合はフローテーブルに従ってパ
ケットの転送や破棄を行う。
攻撃が発生したと判定された場合、IDSは判定期間中に
アクセスしてきた送信元 IPアドレスをOpenFlowコン
トローラに通知する。経路制御装置は通知された送信元
IPアドレスを検疫サーバへ転送するフローエントリを
登録する。フローエントリの保有時間にはTime Limit

秒を設定する。
検疫サーバへ転送するフローエントリの優先度は、メ
インサーバへ転送もしくは破棄するときよりも小さい
値が設定される。この設定により、既に正当なユーザ
もしくは攻撃と判定されているユーザが検疫サーバへ
送信されることを防ぐ。

(3) 検疫サーバによる識別
検疫サーバはユーザからの一連のアクセスを観察して
正当なユーザと攻撃を識別する。

(4) 識別後の経路制御
検疫サーバは経路制御装置に識別した IPアドレスと識
別結果を送信する。経路制御装置は正当と判定された
IPアドレスはメインサーバへ転送し、攻撃と判定され
た IPは破棄するフローエントリを登録する。

5. 実装のための関連技術

我々は DDoS攻撃緩和システムの機能の一部を実現してい
る。この節では DDoS攻撃緩和システムの機能の実現に使用
した関連技術について説明する。

5.1 Ryu

Ryu14) は SDNアプリケーション作成に必要なライブラリ
やツールを提供するフレームワークであり Python で記述さ
れる。本研究では Ryu を使用して OpenFlow コントローラ
の機能の一部を作成した。

5.2 Snort

Snort15) は IDS の一種である。本研究では IDS に Snort

を採用して DDoS攻撃を検知する機能を実装した。

5.3 Open vSwitch

Ryu16) は SDNアプリケーション作成に必要なライブラリ
やツールを提供するフレームワークであり Python で記述さ
れる。本研究では Ryu を使用して OpenFlow コントローラ
の機能を作成した。

5.4 Mininet

Mininet14)はOpenFlowコントローラやOpenFlowスイッ
チ、複数のホスト、ルー タなどを組み合わせて、仮想ネット
ワークを 1つの LinuxOS上で作成できるネットワークエミュ
レータである。仮想ネットワークは Python でスクリプトを
書くことで作成することができる。このMininetを利用する
ことで簡単にネットワークを作成し OpenFlow の動作確認を
行うことができる。本研究でも OpenFlowコントローラのプ
ログラムを作成する際、プログラムの動作確認を行うために
このMininetを活用した。

図 6. セッションの概要図

図 7. 以前の手法の識別の流れ

6. 以前の識別手法

6.1 概要
第 2章でも述べたように、HTTP-GET Flood攻撃の個々

のアクセスは正式な HTTPプロトコルに準拠したものである
ため正当なアクセスと区別することが難しい。そこで以前の研
究では、人がWebサイトにアクセスして欲しい情報を得よう
とする場合と、HTTP-GET Flood攻撃を起こしてWebサー
バに高負荷を与えようとする場合の一連のアクセスの挙動差
を利用して識別を行う。
以前の手法では一連のアクセスをセッションと呼ぶ。セッ

ションの概要を図 6に示す。セッションはあるユーザがWeb

サイトを訪問してから離脱するまでのアクセスのまとまりで
ある。本研究では同じページに留まる時間は長くても 30分程
度と仮定し、最後のアクセスから 30 分以上間隔があいた後の
アクセスは新たな別のセッションとする。
正当なセッションの特徴はメインサーバが過去に受けた正

当なユーザからのアクセスログから取得する。攻撃のセッショ
ンの特徴は、攻撃ツールによって擬似的にWebサーバを攻撃
してそのサーバのログから取得する。判定を行いたいセッショ
ンから抽出した特徴を上記の特徴と比較することで、判定対
象のセッションが正当なユーザか攻撃か識別を行う。
判定対象のセッションが正当なセッションと攻撃のセッショ

ンのどちらに近いかは機械学習を用いることで判断する。ま
ず正当なセッションと攻撃セッションの特徴を識別器に学習
させ、そのあと検疫サーバのログを識別器に読み込ませるこ
とで識別を行う。識別の流れを図 7に示す。

6.2 識別に利用する挙動差
以前の研究では、Web ページへアクセスする際に正当な

ユーザと攻撃ではいくつかの挙動差があると仮定した。以下
にその挙動差とそれぞれの挙動差が存在すると仮定した根拠
を述べる。

• 正当なユーザによるアクセスは攻撃に比べてアクセス
間の間隔が長い
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攻撃の場合はWebサーバに負荷をかけるために短い間
に大量のアクセスをする必要があるためアクセスの間
隔は短くなりやすいが、正当なユーザは目的の情報や
ファイルを探したり取得するための時間が必要となる
ためアクセス間の間隔が攻撃より長くなりやすいと考
えた。

• 正当なユーザはWebページ内にあるリンクを辿って
ページを遷移することが多い
正当なユーザは興味のある内容に関連したページを閲
覧するためリンクを辿ってアクセスを行うことが考え
られるが、攻撃ではリンクを辿るようなアクセスは行わ
れないと考えた。例えばボットネットを用いてHTTP-

GET Flood 攻撃を行うことができる有名なツールに
Dirt Jumpeer17)があるが、Dirt Jumperでボットネッ
トを操作し攻撃を起こす際、ボットがアクセスするペー
ジは URIを入力することで指定するためリンクの有無
に関係なく次にアクセスされるページが決定される。

• 正当なユーザはよく閲覧されるページへアクセスしや
すい
攻撃はページの閲覧される度合いに関係なくランダム
にアクセスするが、正当なユーザはページの用途を考
慮してアクセスするため閲覧される度合いが高いペー
ジにアクセスしやすいと考えた。

6.3 使用した特徴量
以前の研究では 6.2節で仮定した挙動差を表すことができ

る特徴量を選択した。識別はセッション単位で行うため、セッ
ションごとに以下の特徴量の抽出を行う。

• アクセス回数
アクセスログの行数を数えることで取得する。

• アクセス間隔の平均時間・標準偏差
アクセスログの「時刻」項目から各アクセス間の間隔
を計算し、それらの平均と標準偏差を計算する。

• リンクのないページヘ遷移した割合
アクセスログからどのページへアクセスしたかという
情報を取得して、Webサイトのリンク構造情報からリ
ンクのないページへ遷移している回数を計測し、セッ
ション内の遷移した合計回数で割ることで算出する。

6.4 識別の流れ
まず正当なアクセスと攻撃の特徴量を識別器に学習させる。

正当なユーザの特徴量はメインサーバの過去の運用によって
記録されたアクセスログから取得し、攻撃の特徴量は攻撃ツー
ルによって Web サーバを攻撃することによって得たアクセ
スログから取得する。特徴量を識別器に学習させる識別器学
習フェーズの詳細を図 8に示す。このフェーズには「攻撃」、
「セッション分割」、「特徴量抽出」、「学習」の 4段階がある。
「攻撃」では、攻撃が記録されたアクセスログを得るために攻
撃ツールでWebサーバに攻撃を行う。「セッション分割」で
は用意したアクセスログのアクセス群をセッション単位に分
割したデータを作成する。「特徴量抽出」ではセッション単位

図 8. 識別器学習フェーズ

図 9. 正当なセッションを判別するフェーズ

に分割したデータから特徴量を抽出する。「学習」では抽出し
た特徴量を識別器に読み込ませて学習させる。
識別器に特徴量を学習させると次に正当なユーザと攻撃の

識別を行う。IDSによって DDoS攻撃が発生したと判定され
ると、判定期間中にアクセスしてきたユーザのアクセスは経
路制御装置によって検疫サーバに転送され、アクセスログが
記録される。記録されたアクセスをセッション分割したもの
から特徴量を抽出し、識別器に読み込ませることで判別を行
う。正当なセッションを判別するフェーズの詳細を図 9に示
す。このフェーズには「セッション分割」「特徴量抽出」「判
別」の 3段階がある。「セッション分割」と「特徴量抽出」に
関しては識別器学習フェーズと同様である。「判別」では、抽
出された特徴量を識別器学習フェーズで学習を行った識別器
に読み込ませることで、正当なセッションか判別する。

6.5 アクセス回数 1のセッション判別
アクセス回数 1のセッションは 6.4節で述べた手法では識

別することができない。これはアクセス回数 1のセッション
ではアクセス間の間隔やページ遷移が存在せず、仮定した挙
動差を得ることができないためである。そこでアクセス回数 1

のセッションはエントロピーを用いた別の手法で識別を行う。
あるページ iへのアクセスという事象が持つ情報量を I、ペー
ジ iにアクセスされる確率を Pi とする。

I = − log2 Pi

Pi =
ページ iへアクセスがあった回数

アクセス総数
このときページアクセスのエントロピーH は以下のように表
すことができる。

H = −
n∑

i=1

Pi log2 Pi

6.2節で述べたように正当なユーザはよく閲覧されるページへ
アクセスすることが多く、攻撃はランダムにアクセスしやすい
と仮定している。IDSが攻撃だと判定したユーザの中であま
り閲覧されていないページへアクセスしているユーザは、よく
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閲覧されているページへアクセスしているユーザに比べ、より
攻撃である可能性が高いと判断する。このとき閲覧される度
合いとしてページアクセスのエントロピーを利用する。ペー
ジ iへのアクセスを識別する際は「ページ iへのアクセス」と
いう事象が持っている情報量がエントロピーよりも低い場合
はよく閲覧されるページへのアクセスであるため正当なユー
ザと判定する。逆に情報量がエントロピーより高い場合はあ
まり閲覧されないページへのアクセスであるため攻撃と判定
する。通常時の閲覧される度合いを判定に使うため、メイン
サーバの過去の運用で得られたアクセスログからエントロピー
を計算する。

6.6 以前の識別手法の問題点
DDoS攻撃緩和システムは正当なユーザの継続的なサービ

ス利用を目的としている。この目的を達成するためにシステム
にはサービスの運用中に識別が行える手法が必要である。し
かし以前の識別手法はユーザのサービス利用終了後にログを
解析して識別することしかできないため、目的の実現に適切
でない。

7. 提案手法

この節では以前の手法の問題を解決するための新たな識別
手法について説明する。

7.1 提案手法の概要
6.6節で述べたように DDoS攻撃緩和システムにはサービ

スの運用中に識別が行える手法が必要である。そこで我々は
ユーザからアクセスがある度に一連のアクセスの特性に対して
評価を行い、サービス運用中に識別が行える手法を提案する。
提案手法は検疫サーバにアクセスがある度に送信元のユー

ザに対してポイントを加減算する。リクエストに正当なユー
ザーと思われる特性がある場合は送信元のユーザにポイント
を追加する。逆にリクエストに攻撃と思われる特性がある場
合は送信元のユーザからポイントを差し引く。ポイントが正
の閾値に達した場合はユーザは正当なユーザであると判定さ
れる。負の閾値に達した場合は攻撃と判定される。本研究で
は正の閾値を 10点、負の閾値を −10点とした。閾値に達す
る前に Time Limit 秒経過して通信が終了した場合、ポイン
トが 0点以上なら人間、0点未満なら攻撃と判定する。
以上のように一連のアクセスの評価と判別を行うことでサー

ビス運用中に識別を行うことができる。

7.2 使用する特性
使用する特性は 6.2節で述べている以前の手法で利用した

挙動差を基に定めている。詳細は以降の節で説明する。

7.3 加算を行う特性
ユーザから検疫サーバへアクセスがあった際、正当なユー

ザである可能性が高いと考えポイントを加算するのは、アク
セスに以下の特性がある場合である。

• リンクを辿った
連続でリンクを辿った場合は連続で辿った回数を考慮し
て点数を加算する。１回リンクを辿ったときの点数を

Link point、連続でリンクを辿った回数をLink number

とするとき以下の点数を加算する。

Link pointLink number

• 人気のあるページにアクセスした
アクセスしたページが人気であるか否かは 6.5節で述
べたエントロピーを用いた手法によって判定する。

• 平均送信間隔のwelchの t検定により人間であると判
定された
判定したいユーザの現在の平均送信間隔と攻撃の平均
送信間隔を使って welchの t検定を行う。検定の結果、
判定したいユーザの平均送信間隔が攻撃の平均送信間
隔より長いと判定された場合、人間と判定する。本研
究では有意水準は 0.05とした。攻撃の平均送信間隔は
以前の識別手法と同じく攻撃ツールを使用して擬似的
に作成した攻撃ログから学習しておく。

7.4 減点を行う特性
ユーザから検疫サーバへアクセスがあった際、攻撃である

可能性が高いと考えポイントを減点するのは、アクセスに以
下の特性がある場合である。

• リンクを辿っていない
連続でリンクを辿っていない場合は連続で辿らなかっ
た回数を考慮して点数を減点する。１回リンクを辿ら
なかったときの点数を Not link point、連続でリンク
を辿らなかった回数を Not link number とするとき
以下の点数を減点する。

Not link pointNot link number

• 人気のないページにアクセスした
アクセスしたページが人気であるか否かは 6.5節で述
べたエントロピーを用いた手法によって判定する。

• 平均送信間隔のwelchの t検定により攻撃であると判
定された
判定したいユーザの現在の平均送信間隔と正当なユー
ザの平均送信間隔を使って welchの t検定を行う。検
定の結果、判定したいユーザの平均送信間隔が正当な
ユーザの平均送信間隔より短いと判定された場合、攻
撃と判定する。本研究では有意水準は 0.05とした。正
当なユーザの平均送信間隔は以前の識別手法と同じく
過去のメインサーバのログから学習しておく。

7.5 加減算する点数の決定法
それぞれの特性に割り当てる点数の決め方について説明す

る。点数決定までの流れを図 10に示す。まず、正当なユーザ
のアクセスログと攻撃ログを学習用と判定用に 2 分割する。
正当なユーザのアクセスログにはメインサーバの過去の運用
によって記録されたアクセスログを用いる。攻撃のログには
攻撃ツールによってWebサーバを攻撃することによって得た
アクセスログを用いる。提案手法ではあらかじめ正当なユー
ザと攻撃の平均送信間隔および各ページの情報量を学習して
おく必要がる。よって学習用ログは上記の情報を学習するた
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図 10. 点数最適化の流れ

図 11. 点数最適化の例

めに使用する。判定用ログは検疫サーバへのアクセスの代用
として判定に用いる。次にそれらのログを点数最適化プログ
ラムに読み込ませて点数を決定する。点数最適化プログラム
は提案手法のロジックであらゆる点数パターンの識別を擬似
的に行えるプログラムである。加点を行う特性の場合は 1点
から正の閾値まで、減点を行う特性の場合は-1点から負の閾
値までの全ての点数のパターンを試し、Precisionと Recall

の合計値が最も高い点数パターンを最適な点数として採用す
る。Precisionは正当だと判定した IPアドレスのうち実際に
正当だった割合である。Recall は正当な IP アドレスのうち
判定結果が正しかった割合である。点数最適化の例を図 11に
示す。

7.6 識別方法
識別の流れを図 12に示す。まず 7.5節で説明した方法で各

特性の点数を決定する。
次に検疫サーバの識別を行うプログラムである識別プログ

ラムに正当なログと攻撃ログを読み込ませて、正当なユーザ
と攻撃の平均送信間隔、各ページのエントロピーを学習する。
正当なユーザのアクセスログにはメインサーバの過去の運用
によって記録されたアクセスログを用いる。攻撃のログには
攻撃ツールによってWebサーバを攻撃することによって得た
アクセスログを用いる。
以上の準備が完了すると識別が行える。IDSによってDDoS

攻撃が発生したと判定されると、判定期間中にアクセスして
きたユーザのアクセスは経路制御装置によって検疫サーバに
転送される。検疫サーバへのユーザのアクセスが発生する度
に一連のアクセスの特性に応じてユーザに対してポイントを
加減算し、ポイントが正の閾値に達したユーザは正当なユー
ザ、ポイントが負の閾値に達したユーザは攻撃と識別する。

8. 実験概要

DDoS攻撃緩和システムにはサービスの運用中に正当なユー
ザか攻撃か識別できる手法が必要である。そこで実験により、

図 12. 識別の流れ

提案手法がサービス運用中に正当なユーザと攻撃を識別できて
いるか検証する。実験は宮崎大学で取得したログと攻撃ツー
ルによって作成したログを提案手法のロジックを実装したプ
ログラムに読み込ませる擬似的な方法で行った。

8.1 実験環境
8.2 使用したプログラム
本研究の実験では２つのプログラムを使用した。

• 点数最適化プログラム
設定した範囲内の全ての点数パターンで実験を行い最
適な点数を求めるプログラム。

• 識別プログラム
最適化した点数パターンを利用して正当なユーザと攻
撃の識別を行うプログラム。

8.3 使用したログ
本研究では以下の２つの Apache18) ログを使用した。

• 正当なユーザのアクセスを記録したログ
宮崎大学情報システム工学科Webサーバから取得した
約１年間分のログ。

• HTTP-GET Flood攻撃を記録したログ
BoNeSi19) という攻撃ツールでWeb サーバに攻撃し
作成したログ。

9. 実験方法

9.1 k-分割交差検証
本研究では図 13 で示すように k-分割交差検証によって実

験を行う。データセットをいくつかに分割し、ま ず 1つをテ
ストデータ、その他を訓練用データとして精度の算出を行う。
次に別のデータをテストデータとして選択し、残りをデータを
訓練用データとして再度精度の算出を行う。この処理を分割
した回数行う。それぞれの結果の平均が実験結果となる。本
研究では 4分割で実験を行った。

9.2 実験手順
1. ログの分割
正当なログと攻撃のログをそれぞれ 4分割して１つを
判定用ログ、それ以外を学習用ログとする。
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図 13. k-分割交差検証

図 14. プログラムに読み込ませるログ

2. 判定に使用する点数パターンの決定
学習用ログを点数最適化プログラムに読み込ませて、判
定に使用する点数パターンを決定する。

3. 学習
識別プログラムに学習用ログを読み込ませて正当なユー
ザと攻撃の平均送信間隔および各ページの情報量を学
習させる。

4. 識別
テスト用のログと点数パターンを識別プログラムに読
み込ませて判定精度の算出を行う。

以上の手順を 4分割交差検証で行う。また今回は各プログ
ラムに図 14のようにログを読み込ませて実験を行った。

9.3 パラメータ
実験ではパラメータを以下のように設定した。
• セッション終了とする送信間隔
以前の手法と同じく送信間隔が 1800 秒以上空いた場
合はセッション終了とした。

• 正負の閾値
正の閾値を+10点、負の閾値を-10点とした。

9.4 評価指標
評価指標を図 15と数式を使って説明する。

• Accuracy

全 IPアドレスのうち判定結果が正しかった割合。

Accuracy =
TP + FP

TP + FP + FN + FP

図 15. 評価指標の説明補助
表 1. 実験結果

Accuracy Precision Recall 検知時間 正当なユーザの検知時間
１回目 72% 53% 73% 1395秒 551秒
２回目 73% 54% 74% 1381秒 525秒
３回目 72% 55% 70% 1400秒 629秒
４回目 72% 58% 68% 1386秒 594秒
平均 72% 55% 71% 1391秒 594秒

図 16. 正当と判定される正当なユーザの推移

• Precision

正当だと判定した IPのうち実際に正当であった割合。

Precision =
TP

TP + FP

• Recall

正当な IPのうち判定結果が正しかった割合。

Recall =
TP

TP + FN

• 平均検知時間
1IPアドレスあたりの検知時間の平均

10. 実験結果と考察

実験結果を表 1 と図 16 に示す。提案手法の正当なユーザ
の平均判定時間は 594秒となり、検疫サーバで最低 30分以上
かけて取得したログを解析することしかできない以前の手法
より即応性が高いことが分かる。また、以前の手法はログの
事後解析しか行えないため、図 16に示すように提案手法の方
が以前の手法より即応性が高くなる。以上より提案手法は以
前の手法より即応性が高く、正当なユーザの継続的なサービ
ス利用の実現に適切であるといえる。
判定精度に関しては、Precisionが 51%、Recallが 71%と

なった。我々はこの判定精度は実用的なレベルに達していな
いと考えている。よって、今後はさらに判定精度を向上させ
る判定方法や特性を考える必要がある。
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11. まとめ

DDoS攻撃は大きな脅威である。我々はこの攻撃の対策と
して DDoS攻撃緩和システムの研究を行なっていた。DDoS

攻撃緩和システムにはサービス運用中に正当なユーザと攻撃
を一連のアクセスの特性を利用して識別できる即応性の高い
識別方法が必要である。しかし、以前の識別手法はサービス運
用中に識別を行えない即応性の低いものだった。そこで、本
研究ではサービス運用中に正当なユーザと攻撃を識別できる
新しい方法を提案した。実験によって、提案手法はサービス
運用中に識別が行える以前の手法より即応性の高い手法であ
ることを確認した。今後は判定精度を上げるために識別手法
や利用する特性について検討していきたい。
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Color CAPTCHAのための
色妨害画像に対する色恒常性の成立度合いの検討

臼崎　翔太郎 a)・中原　裕介 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Investigation of the Color Constancy of Color Obstruction Images for

CAPTCHA

Shotaro USUZAKI, Yusuke NAKAHARA, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Currently, the text-based CAPTCHA which makes the user answer the original characters from the
distorted those is standardly used. In addition, reCAPTCHA has recently used as image-based CAPTCHA
which is easy for humans to understand. However, these standard CAPTCHAs are broken with high success
rate because of the progressing of machine learning and image processing technology. Although obstacles that
make it impossible to read the machine are necessary, it causes the owing to the success rate of the human
decrease. Therefore, the requirement for CAPTCHA is not only more to be difficult for the machine but also
to be easy for humans. On the other hand, Color-based CAPTCHA has a high human success rate, but it is
likely to be solved mechanically. This CAPTCHA does not add disturbance unlike the conventional ones can
be easily solved by humans, however, it has a vulnerable in terms of security. In this paper, we propose a color
CAPTCHA that uses color obstruction images has higher tolerance to machines. Due to the influence of color
constancy, it is considered that high human success rate can be guaranteed even if there is color obstruction.
We evaluated how much color constancy is functioned for color obstruction images, and confirmed that color
recognition almost matches as in normal state.

Keywords: CAPTCHA, color constancy, gray world assumption

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

今ではコンピュータは教育や販売、仕事、コミュニケーショ
ンなどあらゆる場面で利用され便利な時代になっている。とこ
ろが、便利に使っている反面、ボットウイルスに感染した機器に
よる不正行為などが多発している。そこで、導入されたシステ
ムが CATPCHAである。現在、導入されている CAPTCHA

の中で最もスタンダードなものが text CAPTCHAであり、ゆ
がんだ文字列を読み取って入力する CAPTCHA である。開
発された当時のコンピュータは文字を歪ませると読み取ること
ができなかったので、解答は困難だったが、最近のコンピュー
タではこれらも読み取られてしまう事例も発生しており、安全
性と信頼性が疑問視されている。そこで、機械にとって text

CAPTCHAより困難な CATPCHAを開発することが求めら
れるが、それだけでなく人間にとってより容易に解答できるこ
とも重要視される。color CAPTCHA は従来の CAPTCHA

とは異なり、妨害を加える必要がないので、人間にとって容

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

易に解くことが可能になる。その反面、セキュリティ面にお
いて非常に弱いところが欠点である。
そこで、本論文では、よりセキュリティ面の高い color

CAPTCHA を検討する。色恒常性を利用することで、色妨
害を加えた画像を使った color CAPTCHAにおいても人間の
認識率を保証することができる。実験においては色の妨害を
加えた画像についてどれだけその色恒常性が成立するかを確
認した。具体的にはグラデーション型、シェイプ型の色妨害
を加えた画像を 1枚ずつ表示し、実験者が指した部分の色を
基本色の 11色から選択させ、色妨害を加えていない画像を見
た人と色妨害を加えた画像を見た人の選択色を比較して、κ
係数を使って色恒常性の成立度合いを調べた。

2. 関連研究

2.1 EZ-Gimpy CAPTCHA

EZ-Gimpy CAPTCHA とは text CAPTCHA の一種で、
辞書に載っているものの中から 1つ選んだ単語について、妨害
を加え歪ませた文字を表示画像として提示し、ユーザに何が書
かれているかを入力させるシステム (図 1)のことである。妨害
が加えられた文字について一字ごとに分割して認識することは
機械には困難であったため、人間と機械を区別することが可能
であった。しかし、文献 1)によれば、EZ-Gimpy CAPTCHA
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図 1. EZ-gimpy CAPTCHA

図 2. 画像型 CAPTCHA

は 97 ％以上の精度で読み取られてしまうため、CAPTCHA

のセキュリティが高いとは言えない。

2.2 Google reCAPTCHA

text CAPTCHAでは機械に読み取られてしまうため、様々
な CAPTCHA が開発されている。その中の一つが画像型
CAPTCHAである。最も代表的な例でいえば、Google社が
開発した Google reCAPTCHA というシステム (図 2) であ
る。reCAPTCHAは、画像を選択させるだけで人間とボット
を識別する。具体的には、CAPTCHA の画面上部には見本
の画像あるいは画像に関する説明文が表示され、画面下部に
出題された 9つの画像から上の画像か説明文に沿った画像を
すべて選択させる CAPTCHAである。このシステムは text

CAPTCHAのように今までの歪んだ文字列を読み取って入力
する作業はないため、text CAPTCHA よりも人間にとって
非常に容易であるが、機械にとっては多様な映り方をしてい
る物体を網羅的に認識することが困難なのでその性質を利用
して人間と機械を区別しようとしている。しかし、文献 2) に
よれば、Facebookの image CAPTCHAは機械に 83.5％の
精度で解かれてしまうことが報告されている。

2.3 color CAPTCHA

これまで紹介した CAPTCHA はいずれもセキュリティ面
が脆弱であった。これらの手法のセキュリティを高めるため
には、文字や画像にさらなる妨害を加えることが考えられる
が、その分人間の CAPTCHA 成功率が下がってしまうおそ
れがある。Kumarらは、コンピュータは色の名前を認識する
ことが困難で、人間は容易に色の名前を認識できることを利
用した color CAPTCHAを提案した 3)。

Kumarらの手法では、CAPTCHAの出題としてランダム
で選択されたカラー画像から、指定された部分の色、画像に
あるオブジェクトの色をユーザに答えさせる。
評価実験では、職種問わずに 5 歳以上の 1,000 人に color

CAPTCHAを解かせているが、その結果、color CAPTCHA

は従来の text CAPTCHAや image CAPTCHAよりも、「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解率の高い 100％である
ことが分かった。Kumarらの手法では、機械が色から名前を
認識できないことを前提に提案されているため、これまでの
text CAPTCHA や image CAPTCHA のように妨害が必要
なく、これによって正解率が高くなったとしている。ただし、
機械への耐性は実験の評価の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、将来的に色から名前を認識でき
る可能性が非常に高いため、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。そこで本研究では、色恒常性
という人間の高度な知覚能力を利用することで、従来の color

CAPTCHA と同程度の人間の正解率を保証しつつセキュリ
ティを向上させる、新たな color CAPTCHAを検討する。

3. 提案手法

3.1 提案 CAPTCHA

提案する CAPTCHAは、色妨害を使った画像から、解答
エリアに示された領域の色を答えさせる CAPTCHAである。
図 4,図 5のように、画面上部には色妨害がされてある画像と
解答エリアである四角の枠、画面下部には色の選択バーが表示
されている。解答方法は、まずその画像の範囲内でランダムに
四角の枠が一つ表示される。次に、その指示されてある四角
の枠内の色の色について、ユーザに色の選択バーで自分が一
番近いと思う色を選んでもらい、送信することで CAPTCHA

を解くことができる。
この提案 CAPTCHAの利点として、色妨害が含まれてい

るため、従来の color CAPTCHAよりもセキュリティが強く
なることがあげられる。また、画像に色妨害フィルターをか
ぶせても、人間は色の恒常性が働くことにより、元の画像の
色を保持しようとするため、人間における正解率が従来と同
程度を保つ可能性が高いことが考えられる。

3.2 色の恒常性
色の恒常性とは周りの環境の照明光の色彩や明度がどんな

に変化しても表面の色が変わらないように見せる色覚特性の
ことを指す。
人間が色を認識するメカニズムを説明すると、光源からの

照明光が物体の表面に反射して反射光となり、観察者の眼に
入射する。その反射光は眼球内を通り、網膜の 3錐体により
3種の応答に変換され脳へと送られる (図 3)。脳がこの応答を
認識することで、人間は今見ている色を感じることができる。
人間の眼に到達する反射光には、物体の色を表現する表面反
射率成分と、照明光成分が混じり合っている（図 3）。 普通の
環境内では、照明光の強度や分光特性、表面反射光の輝度が
さまざまに変化していくので、反射光に含まれる表面反射率
成分と照明光成分は一般的に未知である。よって数学的にこ
れらを分離することは不可能であるが、人間は視覚系が表面
反射率成分と照明光を分離し、物体の色を不変に見せている。

3.3 灰色仮説
灰色仮説とは、色の恒常性を説明するための 1つの仮説で、

物体表面の反射光を平均すると灰色になることを指す。これ
によって物体反射率成分を無視することができ、照明光成分
のみを抽出することができる。色の恒常性を、こうして抽出
された照明光成分を除去することによって色を不変に見せて
いる現象と説明するのが、この灰色仮説である。この仮説は、
照明光に偏りのある画像を補正するホワイトバランスの手法
としてビデオカメラなどの光源色の調整に用いられているこ
とが多い 4)。例えば文献 5) では、反対色の関係になるように
各色相カテゴリから色を選択する手法を提案し、灰色仮説成
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図 3. 色の恒常性 (文献 4) 参照)

図 4. グラデーション型 図 5. シェイプ型

立可否を判定することで照明光推定を行い、画像の色を補正
している。
青い空や緑の草原などのようなほぼ単色のみで構成された

風景などでは、灰色仮説が成立しないが、通常の風景におい
てこの仮説はほとんど成立していることが知られている。つ
まり、ほとんどの画像は灰色仮説を利用した画像補正手法で
照明光の影響をキャンセルすることができるため、機械的に
CAPTCHAが解答されないためには、灰色仮説にそぐわない
色妨害を行う必要がある。

3.4 色妨害の検討
灰色仮説の説明文にもあったように、ほとんどの画像はこ

の灰色仮説を利用して、色恒常性を再現することができる。そ
こで、その色補正手法に耐性を持たせるために妨害を加える
必要がある。本研究では、灰色仮説に耐性を持たせるために、
画像中に複数色のフィルタを加える。これにより、灰色仮説
においての色補正に必要な画素値の平均値が歪められるので、
色補正がより困難になり、照明光成分を除去することが難し
いと考えられる。
複数色のフィルタの作成にあたって、次の 2つのタイプを

検討した。1 つ目のグラデーション型 (図 4) は複数色の色が
混ざり合って構成されており、複数色が混ざることで画素値
が単色フィルタのときよりも乱れやすいため、色補正が困難
になる。2 つ目のシェイプ型 (図 5) は、複数の色付きの図形
で構成されており、それらがランダムに配置されることで画
素値に乱れが生じ、色の補正がより困難になる。

4. 評価実験

画像に色の妨害を加えているが、CAPTCHA として成立
するためには、色妨害画像に対しても色の恒常性が働く必要
がある。よって、本研究で検討した非現実的な妨害フィルタ

を加えても色の恒常性が働くかを確かめるのが本実験の目的
である。もし、色の恒常性が働くのであれば、どのような色
妨害に対しても色妨害のない状況と同じ判断ができると考え
られる。したがって評価実験では、被験者を色妨害のある画
像を見るグループと、色妨害のない画像を見るグループに分
け、グループ間で色の判断がどのくらい一致しているかを確
認する。判断の一致度を測る指標として、本研究ではκ係数
を利用することにした。
また、実験を行う際、出題画像f)の候補として、画像を以下

の 4種類に大別した。

1. 物体と色の対応関係が既知である現実の画像

2. 物体と色の対応関係が既知である幾何学的な画像

3. 物体と色の対応関係が未知である現実の画像

4. 物体と色の対応関係が未知である幾何学的な画像

物体と色の対応関係が未知であるものは解答にばらつきが生
じてしまう可能性があるため、CAPTCHAに向かないと考え
た。よって、CAPTCHAとして有利となると思われる、1.と
2.にあてはまる画像で実験を行った。

4.1 実験方法
物体と色の対応関係が既知である現実の画像のうち、動物、

食べ物、国旗、キャラクターの画像を各 10枚計 40枚用意し
た。被験者は工学部の 20代男女計 15人で、オリジナル画像、
グラデーション型の画像、シェイプ型の画像の 3グループに
分けた。被験者には 1枚ずつ画像を見せ、実験者が指定した
エリアについて、基本色 11色から一番近いと思う色を被験者
に答えさせた。指定したエリアについては、1 枚の画像につ
き 2か所から 5か所で決定した。これを 40枚すべての画像に
対して行い、解答エリアは合計で 140か所となった。オリジ
ナル画像を見たグループとグラデーション型の画像を見たグ
ループ、オリジナル画像を見たグループとシェイプ型の画像
を見たグループの間で、選択した色を比較しκ係数を求める。
これを求めることによって、グループ間の判定一致率を測る
ことができるからである。

4.2 Cohenのκ係数
２者間の符号化、評定などがどれだけ一致しているかを示

す指標である。これは、名義尺度や順序尺度の問題に利用で
きる。計算式を (5)式に示す。

P0 =
解答一致数
全評定数 (1)

=
分割表の対角成分の和 (トレース)

分割表の全成分の和 (2)

Pe =各解答カテゴリの期待一致率 (3)

=分割表の対角成分毎の周辺確率の積の和 (4)

とすると、κ係数は

κ =
P0 − Pe

1− Pe
(5)

f)ただし、画像はそれぞれ３色以上使っていてかつ、色のエ
リアがある程度大きいことを条件とする
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表 1. : Landis and Koch (1977)によるκ係数の目安 6)

κ係数の範囲 一致率
0.0～0.2 わずかに一致

0.21～0.40 まずまずの一致
0.41～0.60 中等度の一致
0.61～0.80 かなりの一致
0.81～1.0 ほぼ完全 or 完全一致

となる。
表 1のようにκ係数が 0.2以下の場合、評者間の一致率は非

常に低く、0.81以上の場合は一致率は十分に高いと判定でき
る。ただし、κ係数を求めるには 1者につき 100個以上の値
が必要であり、今回の実験では全部で 40枚の画像しかないの
で、1枚の画像につき平均 2.5か所以上指し示す必要があった。

4.3 カテゴリカル基本色
色の基本的なカテゴリーとして、黒、白、赤、緑、黄、青、

茶、紫、ピンク、オレンジ、灰の 11色が提唱されている。こ
れらを基本色名 (Basic Color Terms)と呼ぶ。基本色名の定
義 4つを以下に示す。

1. 全ての人の語彙に含まれること

2. 人によらず、使用時によらず、安定して用いられるよ
うにすること

3. その語彙が他の単語に含まれないこと

4. 特定の対象物にしか使われない色でないこと

本研究では、「すべての人の語彙に含まれる」という性質か
ら、この基本色を色の判定実験で用いることにした。基本色
のうち、どの色に見えるかを答えさせることで、疑似的に色
の判定問題を名義尺度の問題としている。

5. 結果・考察

実験の結果、表 2に示す通り、色妨害を加えていない画像
を見たグループとグラデーション型の色妨害を加えた画像を
見たグループとの平均κ係数は 0.875、色妨害を加えていない
画像を見たグループとシェイプ型の色妨害を加えた画像を見
たグループとの平均κ係数は 0.865 となった。それぞれ「両
者の判定がほとんど一致している」という目安である 0.81を
超えていることが確認できたため、色妨害を加えても選択し
た色の一致率が高く、妨害を加えていない color CAPTCHA

と同程度に人間の認識率が高いことが考えられる。出題画像
に対して色妨害を加えていることを考えると、人間の認識率
を損ねることなく、従来の color CAPTCHAよりもセキュリ
ティを高められる可能性が示せた。
今回の実験において被験者に解答させた部分の大半はそれ

らの色が基本色 11色の中に含まれていたが、中には青と緑が
混ざった色や、ピンクとオレンジが混ざった色、肌色など感
覚的に基本色 11色にはない色も存在し、そのような場合では
妨害の加えられていないグループの被験者同士でも解答が分
かれた。このとから、解答エリアを決定する際、曖昧な色の
領域を選ばないようにすることが必要となる。

表 2. 色妨害の無いグループとの間の平均κ係数
画像タイプ グラデーション型 シェイプ型
平均κ係数 0.875 0.865

また、妨害フィルタのグループにおいて、例えば本来はナ
スの色である紫か黒を選ぶと予想される箇所において、別の
野菜と間違えて緑と答えるといったことも確認された。以上
のことから、映っている物体を認識することも、色の恒常性
に影響があると考えられる。

6. まとめ

本研究では、人間の持っている色恒常性に注目し、色妨害
を加えた出題画像の色をユーザに答えさせることで，従来と同
程度の人間正解率を保ちつつ、従来手法よりもセキュリティ
耐性の高い color CAPTCHAを検討した。評価実験では、非
現実的な色妨害画像にも CAPTCHA に必要な程度の色恒常
性が働くかどうか調査した。具体的には、色妨害がない画像
を見た人と 2種類の色妨害を加えた画像を見た人をそれぞれ
5 人ずつの 3 グループに分け、1 ジャンル 10 枚で合計 40 枚
の画像を 1枚ずつ見せ、実験者が指した部分の色を基本色 11

色の中から選択させ、色妨害なしの画像を見た人と色妨害あ
りの画像を見た人の間で選択した色を比較してからκ係数を
求めた。
その結果、κ係数が 0.81を超えていたことから、色妨害が

ない状態とある状態での色の判定がほとんど一致しているこ
とが分かった。よって、人間における色の恒常性が働いたと
考えられるため、このシステムにおいて人間の認識率が従来
と同程度を保ち、従来にはなかった色妨害が加えられている
ことにより、セキュリティ面での耐性も高いことが考えられ
る。今後の課題として、紛らわしい色や妨害ありの画像を見
た人の物体の勘違いなどを考慮する必要がある。
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青島地区における災害時の避難行動に関するシミュレーション

臼崎　翔太郎 a)・藤井　貴大 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Simulation on Evacuation Behavior

During Disaster in Aoshima District

Shotaro USUZAKI, Takahiro FUJII, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The area that forms the groove-like topography of the sea floor which the Philippine Sea plate and
the Eurasian plate meet from Suruga Bay to the offing of the Hyuga Nada is called the Nankai Trough.
The earthquake with the epicentral boundary along this area is called the Nankai Trough Earthquake. The
Nankai Trough Earthquake, which is predicted to occur within the next 30 years, is assumed to be magnitude
from 8 to 9. In particular, Miyazaki prefecture is predicted that it has great impacts of this earthquake
because of high maximum forecasts for both seismic intensity and tsunami.Therefore, it is important to
investigate evacuation behavior in Miyazaki. Since a lot of residents are sacrificed during the evacuation by
the tsunami, we consider that evacuation can be carried out more safely by perceiving information about
evacuation. Therefore, in order to investigate the importance of obtaining information about evacuation spot,
we performed simulation on evacuation behaviors during disaster in Miyazaki and compared the case which
the agents share the information by communication and the case which they don’t. As the result of this
simulation, sharing evacuation information increased the number of evacuable people and the taken time for
evacuation also decreased in the case of the number of evacuees was large.

Keywords: disaster, earthquake, simulation, multi agent, evacuation

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
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
震は、おおむね 100～150年間隔で繰り返し発生しているが、
その発生間隔にはばらつきがあり、震源域の広がり方には多
様性があることが知られている 2)。また、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

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

による多大な影響が想定されている。
これまで日本で起きた地震では、津波により避難途中の住

民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、などの情報を住民
全てが把握していれば、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。避難者に見立てたエージェ
ントモデルが通信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. 関連研究

関連研究として、災害時に避難者の意思決定を援助する地
図の作成を行うシステムについての研究 3) と、エージェント
モデルによる災害時の避難行動シミュレーションについての
研究 4) を紹介する。

2.1 DTNとアドホック通信による災害地域の歩行
者用地図の生成

災害時の応急対策に不可欠な技術の 1つに災害地域のマッ
ピングがある。これは災害時に災害発生地域を地図上にマッ
ピングする技術で、その地図データはクラウドベースで共有
される。この地図は避難者の意思決定を援助し、避難者を避
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図 1. 災害時のデジタル歩行者用地図生成システムの流れ　 3)

p.133による図表を一部加筆

難所へ導くルートを示す。しかし、災害によって通信インフ
ラが損なわれる可能性があり、クラウドベースのマッピング
サービスにアクセスできなくなる可能性がある。その場合、避
難者は、共有することが難しく、最適な避難ルートを参照で
きない紙の地図に頼ることになる。この研究 3) では、災害時
のデジタル歩行者用地図生成システム (図 1)を紹介する。シ
ステムを実現するために、以下に示す課題に取り組んだ。

1. クラウドベースのコンピューティングリソースを使用
せずに必要なデータを収集してマップを生成する方法。

2. エンドツーエンドの連続したネットワークがなくても
システム内でメッセージを共有する方法。

3. マップ推論タスク (収集したデータを処理し、マップの
推測、出力を行う)の負荷のバランスをとる方法。

1.については、災害時の経路情報を統括・管理するレスポン
ダにGPSのトレース情報を集め、その後収集したデータを各
地のコンピューティングノードに送信することで解決した。2.

のために、システムは Epidemic Routing(感染型経路制御モ
デルの一種であり、送信ノード、感染ノードは出会ったすべて
の非感染ノード、受信ノードにパケットを複製する。)を使用
して短距離間で通信する DTN(Delay Tolerant Networking)

を確立し、データフェリーとしてレスポンスビークル (無線通
信機器を備えた車両) を使用して長距離通信を行った。3. で
は、フェリー経路時間表と計算ノードの負荷に関する統計情報
を用いてマップ推論タスクの負荷軽減方法を決定する、負荷
分散ヒューリスティックを提案した。実験とシミュレーショ
ンによってシステムを評価し、大量のデータを処理しなけれ
ばならない極端な場合において、地図の生成と配信に要する
時間を約 2時間短縮することができた。
この研究では、地図の生成と配信に要する時間を約 2時間

短縮することができたが、それでも 2時間近く時間がかかっ
ているため、リアルタイムでの使用にはあまり適さないと考
えられる。

2.2 エージェントモデルによる災害時避難行動シ
ミュレーション

津波警報が発令された場合、避難する手段や場所を住民全
てが知っていれば、より安全に避難できる。避難指示を出す行
政は防災計画を立案しているが、どの経路を通って避難をす
るのか、避難経路毎の道路容量は混雑することなく避難する

ことが可能なのか、などの点が反映されているとは言い難い。
津波避難計画立案に際しては、津波警報発令以降の避難対象
となる住民の行動予測が必要であるが、津波警報発令後、経過
時間毎に住民毎の行動をシミュレートすることは不可能であ
る。そこで、この研究 4) では、津波避難という条件の下での
避難行動を、避難者の情報受発信に着目し、マルチエージェ
ントモデルによってモデル化を行った。このモデルを適用し、
避難者の行動をシミュレートするとともに、避難建物への避
難制限時間を設けることで避難完了者数の変化をシミュレー
ションによって予測した。その結果、避難制限を設けること
によって、避難能力の高い避難者を海岸線より遠くへ避難さ
せる一方、避難能力が低い避難者を海岸線近くに設置されて
いる避難建物への避難を容易にすることが可能となり、避難
完了者を増加させるためには、避難建物への避難制限を設け
ることが有効であると明らかにした。
この研究では、シミュレーションの結果、避難建物への避

難制限を設けることが有効であることが分かったが、情報受発
信システムなどを用いた広範囲の情報共有は行われていない。

3. シミュレータ

本研究では、マルチエージェントモデルを用いたシミュレー
タを比較し、本研究の目的である、実地図データを用いた災害
時の避難行動シミュレーションに最も適したものを実験に利用
することにした。マルチエージェントシステム (Multi-Agent

System、MAS)とは、複数のエージェント (人や生物など)に
同時進行的に各々のルールをもとに、互いに相互作用を受けな
がら実行させるシミュレーションを行うシステムであり、本論
文では artisoc5)、LEGION6)7)、Scenargie8) の 3つのMAS

を備えたシミュレータを比較する。

3.1 artisoc

artisocは、MASコミュニティで開発されたマルチエージェ
ントシミュレータである。人間同士の相互作用を再現するこ
とができ、ダイナミックに変化する社会現象を生きたまま分
析することが可能である。artisocの特徴として以下のものが
挙げられる。

• エージェントの空間移動、エージェント集合を操作す
る組み込み関数が存在する。

• ネットワーク図や関係図を容易に出力することが可能
である。

• 複数モデルによる同時実行、分散実行が可能である。

• マルチエージェントシミュレーションのためのモデル
を容易に作成することが可能である。

• シミュレーションの実行の過程をリアルタイムで観察
することが可能である。

3.2 LEGION

LEGIONは、LEGION社で開発されたマルチエージェン
ト型の歩行者シミュレータである。駅やスタジアムなど多く
の歩行者が集散する施設において、歩行者の流動をシミュレー
トすることで、施設の安全性や快適性、経済性を具体的な数
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値で評価することが可能である。LEGIONの特徴として以下
のものが挙げられる。

• 緊急避難だけでなく、平常ピークの状態をシミュレー
ションすることが可能である。

• シミュレーションの様子を 3Dアニメーションとして
観察することが可能である。

• 3DCADデータの取り込みが可能である。

3.3 Scenargie

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。Scenargieの特徴として以下のものが挙げられる。

• GIS(地理情報システム)との連携が可能である。
• ノードの移動など GISをシミュレータ内でも利用可能
である。

• 並列計算エンジンによって 1つのシナリオを並列化し
て計算することが可能である。

• 外部のシミュレータとの連携 APIを持っており、交通
流シミュレータと連携してシミュレーションを行うこ
とが可能である。

• コーディングが標準 C++に従って統一されており、比
較的容易に新しいプロトコルの実装を行うことが可能
である。

3.4 シミュレータ評価
以上の 3 つのシミュレータを比較した結果、本研究では

Scenargieを用いてシミュレーションを行うことにした。理由
としては、シミュレーションを行う上で実地図を扱いたいた
め、GIS標準の shapeファイルの読み込みが可能である点や、
GUI環境上でほとんどの操作を行うことができるため比較的
容易に扱える点、コーディングが読みやすく機能の実装がし
やすい点が挙げられる。

4. Scenargie

Scenargie は、Windows と Linux で動作する離散事象シ
ミュレータであり、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を可能とする、複雑な
システム解析・評価のためのシナリオ生成・管理フレームワー
クである 8)。Space-Time Engineering(STE)の製品であり、
様々なシミュレーションツールを提供している。データ通信
におけるアプリケーションから電波伝搬までを模擬しており、
パケットレベルでのシミュレーションや、GISデータとの連
携、電波伝搬解析ツールとして使用することが可能であり、統
計情報解析機能等を実装している。また、シミュレーション
速度が速く、大規模なネットワークシミュレーション評価が
可能である。
画面上に表示された地図や建物を見ながら通信ノードの配

置や通信パラメータの設定、移動パターンの設定など、シミュ

レーションを行う上で必要な情報を容易に設定できる GUI環
境を提供する Scenargie Visual Labと、通信システムやノー
ドの移動のシミュレーションを行うシミュレーションエンジ
ンである Scenargie Base Simulatorから構成されている。

5. シミュレーション

避難者が、避難所が満員であるという情報の共有を通信機
を用いて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
を調べる為、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。情報の共有は、通信規格 IEEE802.11acの通信機を
用いて行われる。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
情報がアドホック通信によって送信され、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。
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。

5.1 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
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。
実装内容としては、目的地に到達不可であった場合に、到

達不可である場所の位置情報を他のエージェントに送信する
UnreachableDestinationNotification関数と、到達不可である
場所の位置情報を受け取り、到達不可の場所として受け取っ
た位置情報を保存する ReceivePacket関数を実装した。

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情報を
送信するよう実態定義を行った。

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し保存するよう実態定
義を行った。

5.2 実地図に基づくシミュレーション
5.2.1 シナリオ
今回のシミュレーションでは、平常時を想定したシナリオ

と、観光シーズンを想定したシナリオの 2パターンのシナリ
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
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図 2. 実地図に基づくシミュレーション

客数と仮定し、それぞれ、客数最少である 6月のものと、客
数最多である 8月のものを参考に設定した。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。避難者を
示すエージェントは、複数の目的地の内、自らの初期位置に
最も近い目的地を目指して移動を始める。シミュレーション
はそれぞれのシナリオで通信機を持っている場合と、通信機
を持たない場合で 5回ずつ行い、時間毎の避難完了人数の平
均値を求めた。通信機を持っている場合では、通信機を通じ
てエージェント同士で情報の共有が行われる。
シナリオ設定を表 1に、シミュレーションの様子を図 2に

示す。
表 1. シナリオ設定

平常時 観光シーズン
対象人数 [人] 350 1,000

初期配置 住宅街中心 観光地中心
目的地 複数設置された避難所

シミュレーション時間 [s] 600

5.2.2 結果
シミュレーションの結果を、図 3、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の経過
時間、青線と赤線はそれぞれ通信機を持たせた場合と持たせ
ない場合を示す。平常時を想定したシナリオでは、ほとんど
違いがみられなかったが、観光シーズンを想定したシナリオ
では、通信機を持たせた場合、シミュレーション時間が 460 s

の時点で、通信機を持たない場合と比較し、140人多く避難を
完了することができた。また、シミュレーションのケースに
よっては、通信機を持たせた場合に、通信機を持たない場合と
比較し、70～100s早く全員が避難を完了することができた。

6. まとめ

本論文では、マルチエージェントモデルを用いて、青島地区
における災害時の避難行動に関する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、MASを
備えた 3種類のシミュレータを比較し、本研究では Scenargie

を用いることした。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
共有できるようにした。シミュレーションの結果、平常時を

図 3. 平常時の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、青線は通信機を持たせた場合、赤
線は通信機を持たせない場合)

図 4. 観光シーズンの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、青線は通信機を持たせた
場合、赤線は通信機を持たせない場合)

想定したシナリオでは通信機の有無による大きな変化はみら
れなかったが、観光シーズンを想定したシナリオの場合、通
信機がある場合に避難者数が 1割以上増加し、避難完了まで
の時間も最大で 100 s短縮された。
今回のシミュレーションでは、対象者が少ない平常時を想

定したシナリオにおいて効果が得られなかったが、これは、青
島地区における避難所の収容人数が十分設けられているから
ではないかと考えられる。しかし、観光シーズンを想定した
シナリオでは、1割ではあるが避難完了人数を増加させること
ができ、避難時間も短縮できたため、避難人数が多ければ多
いほど、災害時における避難状況や、避難所の空き情報を共
有する機能があれば、より大きな効果を得られると考えられ、
情報を把握することの重要性が高いと言える。
今後の課題として、ホップバイホップ方式のような方法で

より広い範囲で情報の共有を可能にすることや、感染型経路
制御のように、避難者同士がすれ違った際に情報を共有する
状況をシミュレートすることが挙げられる。
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リアルタイムバースト検出手法による即応性を考慮したDDoS攻撃検知手法

臼崎　翔太郎 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

Highly Responsive Detection Method of Distributed Denial-of-Service

Attacks Using Data Mining Technique

Shotaro USUZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The damage caused by DDoS (Distributed Denial-of-Service) attack is a big threat for modern society.
It is expected that the damage will become bigger, therefore effective attack detection system is desired. In
general, DDoS attack detection methods are roughly divided into signature type and anomaly type. The
signature type has signature database that stores a pattern of an attack packet. This method detects the
attack by comparing its characteristics with the signature every time a packet arrives. However, the more
the pattern of registered attack increases, the more the responsiveness decreases because of computational
complexity of pattern matching. On the other hand, the anomaly type detects the attack by using statistical
information. This method detects attack by comparing statistical information of the current packet series
and those of normal case for each window size. However, it has the trade-off relationship between detection
accuracy and responsiveness. This is because it is necessary to widen the window size in order to improve the
detection accuracy. The detection process is not performed until the window size is exceeded. In order to solve
the problem, we propose the anomaly-based DDoS attack detection method using a data mining technique
that can process when event occurs, while maintaining sufficient data necessary for detection processing. In
this research, we evaluate the detection accuracy and the processing efficiency of the proposed method.

Keywords: network security, DDoS attack detection, data mining

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

インターネットが社会基盤となっている現代社会では
DDoS(Distributed Denial-of-Service)攻撃による被害は大き
な脅威となっている。最近では IoT機器からの DDoS攻撃も
確認されていることから 1)、被害がますます大きくなっていく
ことが予想され、効果的な攻撃検知システムが望まれている。

DDoS攻撃の検知システムは、シグネチャ型とアノマリ型
の二つに大別される。シグネチャ型は、攻撃パケットのパター
ンをあらかじめ署名と呼ばれるデータベースに保存しておき、
パケットが到着するたびに、その特徴を署名と比較すること
で攻撃を検知する手法である。しかし、このタイプのシステ
ムでは登録した攻撃のパターンが増加するとパターンマッチ
ングの計算量が多くなり、即応性が低下する。また、未知の
攻撃にも対応できない問題点がある。それに対して、アノマ
リ型は統計情報を用いて検知する手法である。アノマリ型で
は、あるパケット系列の統計情報を、正常時のものと比較す
ることで攻撃か否かを判定する。比較対象となるパケットの
系列（以降、窓幅と呼ぶ）は通常、時間かパケット数を単位と
する。この手法では、窓幅を大きくすることで検知精度を向
上させる。しかし、決定した窓幅を超えるまで検知ができな

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助教
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

いことから、窓幅を大きくするとその分即応性に欠けてしま
うという問題点がある。
そこで我々は蛯名らのデータストリームのバーストを検出

する手法 2) をDDoS攻撃検知に利用することを考えた。本研
究では、リアルタイムな解析を可能とし、大量のイベント発
生に強いリアルタイムなバースト検出手法を利用し、即応性
の高い DDoS攻撃検知手法について検討する。本手法の有効
性を確認するために評価実験を行い、検知精度と処理性能に
ついて議論する。

2. リアルタイムバースト検出手法

リアルタイムバースト検出手法 2) はオンラインニュース、
ブログといったデータストリームのバーストを解析する手法
である。この手法ではデータストリームの特徴となるバース
トを検出することを目的としている。バーストとは、イベン
トの集中発生状態を指す。この手法の利点はイベントの発生
ごとに処理を行うことによりリアルタイムな解析を可能にし
ている点と、ある期間に集中したイベントデータを圧縮する
ことにより大量のデータにも対応できる点である。

2.1 Aggregation Pyramid

本手法で重要なAggregation Pyramidと呼ばれるデータ構
造を説明する。このデータ構造は図 1のように複数のセルで
構成されており、nの階層を持っている。レベル hには n−h

個のセルが存在しており、新たにセルが生成されるたびに各
階層の右側に追加されていく。ここでセルの終了時刻を t と
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図 1. n = 5の場合の Aggregation Pyramid

図 2. 上位レベルセルの特徴と生成方法

図 3. Wmin = 1.0の場合の圧縮処理

すると、レベル hのセルは c(h, t)と表現され、それぞれイベ
ントの合計到着間隔 G、到着時刻 T、間隔個数N の 3つのイ
ベント情報を保持する。

イベントが発生するたびに、生のイベント情報を保持する
レベル 0のセル c(0, t)を生成する。続いて図 2上段のように
c(0, t − h)から c(0, t)までのセルデータを保持するレベル h

のセル c(h, t)を、c(h− 1, t− 1)と c(0, t)のセルデータを集
約することで生成する (図 2下段)。

2.2 圧縮処理

本手法ではイベントが発生するたびに処理を行うが、短時
間に大量のイベントが発生した場合に負荷が大きいため、パ
ラメータWmin を設定し、この間に到着したイベントの情報
をひとつのセルに圧縮する（図 3）。このようにイベントの情
報を圧縮することで、大量のイベントが発生しても効率よく
処理を行うことができる。

図 4. バースト判定処理における比較対象のセル (tgcell)

2.3 バースト判定処理
バースト判定処理ではセル c(h, t)が生成されるたびに、セ

ル c(h, t)のイベント平均到着間隔と、集約している期間が重
複していない直前のセル c(N − 1, t− 1− h)(以降、tgcellと呼
ぶ)のイベント平均到着間隔を比較する (図 4)。イベント平均
到着間隔とはセルで集約しているイベントの到着間隔の平均
値である。イベントが発生した時に判定処理を行うため、一
定時間ごとに解析を行う手法に比べて無駄な計算が削減され、
バーストのリアルタイムな解析が可能となる。
ここで、各セルを同じ状況で比較するためのイベント平均

到着間隔関数を式 (1)として、バーストの強さを表現するバー
スト性 3) を式 (2)と定義する。

avg(c(h, t)) =
G(c(h, t))

N(c(h, t))
(1)

brt(c(h, t)) =
avg(c(h, t))

avg(tgcell)
(2)

そして、バーストを判定するパラメータ β(0 < β < 1) を
設定し、閾値として式 (3) が満たされる時、バーストと判断
する。

brt(c(h, t)) ≤ β (3)

次にパラメータ Amin を設定する。バースト判定処理は
N(c(h, t)) ≥ Amin を満たした場合に行う。これによって、過
剰なバースト検出を抑制する。

3. 提案手法

本研究では、リアルタイムバースト検出手法の利点に着目
し、監視イベントをパケットの到着とすることで DDoS攻撃
の検知に利用する。これによって、即応性と処理効率の高い
攻撃検知が可能となる。以前の研究 4) では、式 (3)によって
バーストと判定される時に攻撃としていた。しかしリアルタ
イムバースト検出手法を単に利用するだけでは、長時間継続
する攻撃に対応できない、過剰に攻撃判定処理をしてしまう
という問題点がある。ここからは本研究が追加あるいは変更
した箇所について説明する。

3.1 攻撃の開始判定と継続判定
式 (3)を用いた攻撃検知手法は短時間に発生する攻撃の検

知には向いているが、長時間継続する攻撃の検知には向いてい
ない。なぜならば、攻撃が継続した際には直前のセルと現在の
セルのパケット平均到着間隔の差が次第に小さくなってしま
い、結果的に検知できなくなってしまうからである。そこで、
本研究では最初に式 (3) によって攻撃の開始を判定したのち
に、攻撃継続判定処理に遷移するようにした。攻撃継続判定処
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図 5. 提案手法の攻撃検知処理の流れ

理では式 (4)を満たした際に攻撃が継続していると判定する。
満たさない場合は攻撃が終了したと判断し、T (c(0, t− 1))を
攻撃終了時刻として出力した後、攻撃開始判定処理に遷移す
る。提案手法の攻撃検知の流れを図 5に示す。

avg(c(0, t))

avg(c(0, t− 1))
≤ 1

brt(begin)
(4)

brt(begin)は攻撃開始を検知した際のバースト性を示してい
る。比較対象のセルは n個前までのセル情報を集約した tgcell

ではなく、直前のレベル 0セルである。これは継続を判定す
る場合には遠い過去の情報を必要としないためである。本研
究では、攻撃開始を検知した時刻と攻撃継続が終了した時刻
までを攻撃判定期間とする。なお、攻撃開始と判定した直後
の次のセルで攻撃終了と判定したために攻撃開始時刻と終了
時刻が等しくなった場合は攻撃と判定しなかった。

3.2 Aminの調整
過剰な攻撃判定を防ぐため、攻撃の疑いがある間隔個数で

ある時のみに攻撃検知と判定するように、本研究ではパラメー
タAminを非攻撃時における 1s当たりの間隔個数と定義する。
元々の手法では、全てのセルにおいて合計到着間隔 Gを考

慮せずに間隔個数 N と Amin の値とを比較していた。しかし
高いレベルのセルになれば集約しているセル数が多くなること
から間隔個数が増加し、異常時でなくともN(c(h, t)) ≥ Amin

の式を満たしてしまう。そこで Gを考慮して Amin の調整を
行うようにした。本研究では、N(c(h, t)) ≥ G(c(h, t))×Amin

を満たすときに攻撃開始判定処理を行う。

4. 評価

検知精度と処理性能を比較して提案手法の有効性を確認す
る。実験結果は本研究と同じく即応性に着目した小島らの手
法 7)と比較する。実験環境を表 1に示す。Ubuntu 16.04.1が
稼働する PC上に、Ubuntu 12.04.5が動作する仮想環境を構
築し、ゲスト OS上で実験を行った。このようにした理由は、
小島らの手法と環境が極力同じになるようにするためである。
ゲスト OSはメモリ 1GB、CPU1コアで稼働している。
実験データとしてMIT Lincoln Laboratoryが人為的に作

成した、DDoS攻撃のデータセットである DARPA20005) を
用いた。DARPA2000では DDoS攻撃を行うシナリオとして
次の 5段階を想定している。

図 6. DARPA2000の環境の模式図
表 1. 実験環境

CPU Intel(R) Core i7-4770 @ 3.40GHz

メモリ 8GB

OS ホスト OS: Ubuntu 16.04.1 LTS, ゲスト OS:

Ubuntu 12.04.5 LTS(メモリ 1GB 1コア)

開発環境 C++

Phase1 ターゲット組織に対して IPスキャンを行い、稼働
しているホストを調査。

Phase2 稼働しているホストに対して sadmind デーモンの
有無を調査。

Phase3 sadmindの脆弱性を利用しシステムに侵入。
Phase4 3台のホストに DoS攻撃ツールの mstreamをイン

ストールしボット化。
Phase5 ボットに、外部組織に対する DDoS 攻撃の開始を

指示。

DARPA2000では組織のファイアウォールの内部で観測さ
れた insideデータと外部で観測されたDMZデータが提供され
ている (図 6)。本研究では、総パケット量の多い insideデータ
を利用し、DDoS攻撃部分のみを攻撃とみなして実験を行う。
パラメータは全ての実験において、n = 50, β =

0.01,Wmin = 1.0, Amin = 490 に設定している。Amin の
値は、通常時の特徴を抽出する王らの手法 6) を用いて通常時
の間隔個数を求めたものである。具体的には、DARPA2000

と同程度の規模のバックグラウンドトラフィックが流れるデー
タセット DARPA19995) を利用し、攻撃が含まれない火曜日
のキャプチャデータを学習させて計算を行った。火曜日のデー
タを利用しているのは、DARPA2000が火曜日に観測された
データであるためである。

4.1 提案手法の検知精度
攻撃検知システムにおいて、誤検知であるFalse-Posive(FP)

と False-Negative(FN)は、一般的に一方を少なくするともう
一方が増加する傾向にある。そこで、本研究では FPと FNを
総合的に評価する F尺度を検知精度の評価に利用する。F尺
度の計算式を式 (5) に示す。F 尺度は値が大きいほど良いと
される。
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図 7. True-Positive、False-Negative、False-Positiveの求め方
表 2. F尺度の結果

適合率 再現率 F尺度 既存手法の F尺度 7)

0.895 0.917 0.906 0.993

F =
2PR

P +R
(5)

ここでの P と R はそれぞれ適合率 (Precision)、再現率
(Recall)と呼ばれる値でそれぞれ式 (6)、式 (7)によって定義
される。

P =
tp

tp+ fp
(6)

R =
tp

tp+ fn
(7)

F尺度は、提案手法によって出力された攻撃検知期間と実
際の攻撃観測期間を比較し図 7のように TP(True-Positive)、
FP、FNを計算することで求まる。
実験の結果、攻撃パケット観測期間と攻撃判定期間とを図

示したものが図 8である。縦軸はパケット数、横軸はキャプ
チャデータのうちパケットが最初に観測された時刻からの経
過した時間（秒）である。赤く網掛けされている箇所が実際
に攻撃が観測されている期間で、青く網掛けされている箇所
が提案手法によって攻撃だと判定した期間である。F 尺度の
結果を表 2に示す。提案手法の F尺度は 0.906となっており、
既存手法に比べて低い値となっていることから検知精度が下
がってしまっていることが分かる。しかし、提案手法におい
ても適合率、再現率がともに 0.9 付近の値になっていること
から十分な精度は持っていると考える。また、本研究ではパ
ケットの到着情報のみを利用して検知を行っているため、他の
統計情報を利用することで検知精度が向上すると考えられる。

4.2 提案手法の処理性能
処理性能は、DARPA2000 の inside データの総パケット

(649,787 個) の処理に要した時間で評価を行う。提案手法の
値は、実験を 10 回行った際の平均値となっている。結果は
表 3に示す通りである。結果から提案手法は既存手法よりも
60.873s速く処理を終えており、既存手法時点とのCPUクロッ
ク周波数の違いを考慮しても、処理性能は提案手法の方が高
いことが分かる。また、1パケット当たりの処理時間を計算す
ると 0.195µs となっているため、即応性は十分に高いと考え
られる。

表 3. 総処理時間の結果
提案手法 既存手法

0.127s 61s

図 8. 攻撃観測期間と提案手法による攻撃検知期間

5. まとめ
本研究では、リアルタイムバースト検出手法を利用した

DDoS 攻撃の検知手法を検討した。パケットが到着するごと
に攻撃検知処理を行うことによりリアルタイムな解析が可能
となる。データ圧縮処理によって大量のパケットが到着して
も効率的に対応できる。評価実験の結果、検知精度は既存手法
と比較すると低いものの、十分な検知性能を持っていた。現
在は攻撃検知にパケット到着の情報のみを利用しているため、
他の統計情報を利用することで検知精度が向上すると考えら
れる。また、既存手法よりも処理性能が高く、1パケット当た
りの処理時間が 0.195µs となっていることから、圧縮処理に
よって複数のパケットを処理することを考慮しても即応性が
高いと分かる。今回 Amin 以外のパラメータ値は経験的に設
定したものであるため、今後の課題としてパラメータ値の有効
な値を自動的に獲得する仕組みが望まれる。特に β は通常時
と攻撃時のパケット流入量によって大きく変動するので、検
討が必要である。また、今回は全てのパケットを監視対象と
しているが、ある攻撃に特有なパケットを監視することで多
様な攻撃に対応できると考えている。
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表面筋電位を用いた認証システム実現のための個人識別手法の提案

黒木　聡舜 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

A Proposal of a User Identification Method

for Realizing an Authentication System Using s-EMG

Tokiyoshi KUROGI, Hisaaki YAMABA, 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 this paper, we propose two methods to compare two s-EMG signals and
judge whether the two were made by the same gesture or not. One uses Support Vector Machines and the
other uses Dynamic Time Warping method. We also introduced the appropriate method to select validate
data to train SVMs using correlation coefficients and cross-correlation functions. A series of experiments was
carried out to confirm the performance of the proposed methods. From the results of the experiment, we
confirmed that the effectiveness of the two methods.

Keywords: user authentication, s-EMG, correlation coefficient, cross-corelation, SVM, dy-

namic time warping

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

モバイル端末の既存のユーザ認証手法は覗き見耐性が十分
であるとは言えない。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、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てし
まうという問題が起きてきている 1)。通常、他人にモバイル
端末を使用されてしまうことがないように画面ロックをかけ、
その解除にあたっては個人認証が必要となるようにしている。
特に、モバイル端末には電話帳やメールといった個人情報が
格納されており、そのような情報の漏洩を防ぐためにも、個
人認証を行うための認証情報の安全性の重要性は増してきて
いる。しかし、既存の認証方式、例えば PINや Android端末
に採用されているパターン認証などでは、覗き見により認証
状が容易に取得されてしまう 2)。
覗き見に対する耐性を与えるための接近法としては、指紋

などの生体情報を用いた生体認証手法が注目されている 3)4)。
覗き見されても安全な認証を実現するには、覗き見されても
ユーザ以外が認証を突破できないようにする、または、そも

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助教
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

そも覗き見されない形で認証ができる手法が考えられる。生
体認証手法を用いることにより、それらを実現とすることが
期待できる。
筆者らはこれまで、このような生体情報の一つである表面

筋電位に注目し、これを用いた認証が実現可能かどうかの検
討を行ってきた 6) − 13) 。この手法では、手首から先の手の
動き（以下、ジェスチャーと呼ぶ）に応じて、前腕部の筋電
位が異なる波形を示す 6, 7) ことを利用し、いくつかのジェス
チャーの組み合わせをパスワードとして用いている 8, 9)。す
なわち、パスワードとして用いるジェスチャの筋電位の波形
を登録しておき、それと同じ波形が入力されれば本人として
認証する。
その実現には、得られた筋電位の波形同士を比較し、それら

が類似しているか否かによって二つのジェスチャが同じものか
どうかを計算機で自動判定することが必要である。以前の研究
では、サポートベクターマシン（Support Vector Machine、以
下 SVM）を用いることにより、ユーザ毎に一つのジェスチャ
判別器を用意して、ジェスチャを分類する手法について検討
を行った 10, 11)。しかし、精度の点で改善が必要であった。
そこで本研究では、新たに SVM を用いて、各ユーザのそ

れぞれのジェスチャ毎に判別器を用意する手法 12) と、動的
時間伸縮法（Dynamic Time Warping、以下 DTW）を用い
て識別を行う手法 13) の 2つを共に検討した。
以下、第 2節ではモバイル端末の個人認証の課題、第 3節
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では筋電位を用いた個人認証手法について説明する。第 4節
では筋電位の波形からジェスチャーを SVM、および、DTW

を用いて識別する提案手法について述べ、第 5節ではその性
能評価実験の結果について述べる。

2. モバイル端末の個人認証の課題と対抗策

本節では、モバイル端末の従来の認証方式と、それへの脅
威としての覗き見攻撃、及び、対策として期待される生体認
証について、説明する。

2.1 従来の認証方式
現在、モバイル端末の個人認証としては、PIN認証やパター

ン認証等が広く用いられている。モバイル端末の普及以前よ
り、数字やアルファベットの組み合わせ認証情報として用い
るパスワード認証や PIN 認証が用いられてきた。これらは、
モバイル端末でも主要な認証方式の一つとして使用されてい
る。その後、モバイル端末の普及に伴い、画面上の 9つの点
を結んだパターンを認証情報に用いるパターン認証が使われ
るようになってきている。ユーザは、画面上に表示された点
と点の間を指でなぞることによって、登録したパターンを入
力する。これは、Android 端末に標準搭載されている認証方
式である。
ただしこれらの認証方法は、第三者に覗き見られた場合に、

認証情報が容易に盗まれてしまい、覗き見攻撃への耐性が十
分であるとは言えない。

2.2 覗き見による認証情報の窃取
正規ユーザの認証行為を覗き見することによって、暗証番

号やパスワードといった秘密情報を不正に取得する行為を、覗
き見攻撃と呼ぶ。覗き見による攻撃方法は大きく 2つに分け
ることができる。1つは「第三者が認証画面を直接覗き見する
ことによる攻撃」（目視による攻撃）であり、もう 1つは「ビ
デオカメラ等を利用した、認証画面の録画画像を用いた攻撃」
（録画攻撃）である。
目視による攻撃の場合、特に機材を必要としないので、被

攻撃者のそばによるだけで攻撃を実行できるため、端末の利
用者は周りにその様な者がいないか、常に注意を払う必要が
ある。だだし、人間の記憶力や処理能力に限界があるため、認
証手順を複雑にしたり、パスワードの桁数を増やすことで、攻
撃者が認証情報をすべて記憶することを困難にすることがで
きる。しかしながら、認証方法を複雑にしすぎると、正規の
ユーザにとっても使いにくいものになってしまうことに注意
が必要である。
録画攻撃とは認証画面と認証操作の様子を撮影し、その

後、録画した映像記録を解析して個人情報を取得するという
方法である。目視による攻撃とは異なり、認証方法を複雑に
しても対応が困難であり、録画攻撃への対策は容易ではない。
14, 15, 16, 17, 18)。録画攻撃への対策としては他人に覗き見ら
れることのない環境で認証動作を行うという事が挙げられる。
しかし、我々の生活環境にはいたる所に監視カメラが設けら
れており、意図的でなくとも認証動作が録画されてしまい、個
人情報が漏洩される可能性が否めなくなっているため、どの
ような対策を用いるかが問題となっている 5)。
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図 1. 筋電図.

録画攻撃も含めた覗き見攻撃への対策手段としては、覗き
見を困難にさせることばかりでなく、覗き見をされた場合に
も安全性の確保ができるようにする対策が必要不可欠である。

2.3 生体認証
生体認証（バイオメトリクス認証）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
技術である。PIN認証やパターン認証などの現在の主流の認
証手法と比較して、なりすましが困難であることから、より
強固なセキュリティを有することが期待されている 3)19)20)。
生体認証への利用に適した生体情報の条件としては、全ての人
が持つ特徴であること、同じ特徴を持つ人がいないこと、時間
によって特徴が変化することないといった条件が挙げられる。
具体的な認証情報としては、身体的特徴としては、指紋、掌
形、虹彩等、行動的特徴として筆跡、リズム等があげられる。

3. 表面筋電位を用いた個人認証手法の提案

ここでは、生体情報の一つとして、筋電位を用いて個人認
証を行う手法の基本的な考え方を説明する。

3.1 筋電位
筋電位とは脳から送られた信号が筋線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
事で測定する事が可能である。観測された電位の変化は図 1

のような筋電図として記録できる。皮膚表面で計測された筋
電位を表面筋電位、または s-EMG (surface electromyogram)

signal という 21)。
計測される筋電位は、どの筋肉をどのように動かすかによっ

て異なる。この性質を利用して、筋電位を様々な機器への入
力情報として活用する研究が、多方面で行われている。例え
ば田村等は、顔の皮膚表面から得られる筋電位を表面筋電計
を用いて測定・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 23)。また、指文字や手話といった医療研
究でも表面筋電位は幅広く用いられている 24, 25, 26, 27, 28)。

3.2 筋電位を用いた個人認証の基本的な考え方
筆者らが提案する手法では、計測される筋電位の波形がジェ

スチャー毎に異なる事、および、同じジェスチャーであって
も、人によって波形が異なること利用する。すなわち、図 2 に
示すような一連のジェスチャーをパスワード（認証情報）と
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図 2. 登録をしたパスワード（ジェスチャー列）.

図 3. 対応する筋電図.

図 4. 所有者が入力した認証動作を測定した波形.

図 5. 攻撃者が入力した認証動作を測定した波形.

して用いる。
その基本的な考え方は次の様なものである。まず、それぞ

れのジェスチャーの波形（図 3）をモバイル端末上に登録して
おく。所有者がそのモバイル端末を使用する時には、図 2の
ジェスチャーを再現する。すると、図 4に示すような、登録
されている（一連のジェスチャーの）筋電位の波形と似た波形
が測定されるはずであり、認証は成功する。一方、認証動作を
覗き見した攻撃者が同じジェスチャーを行ったとしても、測
定される筋電位の波形には個人差があるため（図 5）、認証を
成功させる事ができない。すなわち、たとえ認証情報が攻撃
者に知られてしまっていても、安全を確保できる手法となっ
ている。
さらにこの手法では、ポケットの中のような人目にふれな

いといった環境でジェスチャを行うことができるため、パス
ワード認証や PIN認証とは異なり、タッチパネルを目視して
確認しながら認証動作を行う必要がない。すなわち、認証に
筋電位を用いることには、覗き見されずに認証動作を行う事
ができる利点もある。これを活かせば、覗き見攻撃に対する
安全性を更に確保する事ができると考えられる。

3.3 提案手法の運用形態
提案する筋電位を用いた個人認証システムを実際に利用す

る局面は、

1. ユーザの皮膚に接触させた電極で感知した表面筋電位を、

2. その電極と接続されている筋電位計を用いて記録し、

3. その記録された表面筋電位のデータを携帯端末に転送し、

4. 事前に端末上に登録しておいたパスワード（ジェスチ
ャー：筋電図の列）と比較、照合し、認証を行う、

というステップになる。
そのために必要なハードウェア構成としては、腕時計状の

ウェアラブルデバイスの表面筋電計の機能を搭載したもので
携帯端末と通信させ、認証動作（ジェスチャー）を行い、個
人認証を行う事が考えられる。実際に腕時計のバンドの裏に
電極を搭載し、その電極から表面筋電位を測定し、測定結果
は Bluetooth等を用いて携帯端末に送信する、という形が考
えられる 29, 30, 31)。

4. 筋電位の比較によるジェスチャの判別法

4.1 筋電位によるジェスチャの判別とその課題
筋電位計で測定して得られた波形を用いた個人認証システ

ムを実現するには、筋電位の波形からジェスチャーの特徴を
的確に捉えた特徴量の抽出することと、その特徴量同士を比
較し、2つの筋電波形が同一か否かの判定を行う適切な手法が
必要である。既存の研究としては、高速フーリエ変換を用い
て表面筋電位の特徴抽出を行い、抽出された特徴量同士の比
較から、登録されている波形と新たな入力波形が類似してい
るか否か、すなわち同一のジェスチャーであるか否かの判定
を行う方法などが報告されている。例えば Tamura 等は、波
形が取る最大値と最小値との差を筋電位の特徴として用いる
手法が、高い識別率を示すことを報告している 23)。
我々は以前の研究で、波形の最大値と最小値を筋電位の特

徴として採用し、判別手法として SVM を用いる手法を報告
している 12)。この時は、ユーザ毎にただ一つの判別器を用意
し、複数のジェスチャのうち、入力された波形がどれである
のかをクラス分けするものであった。しかし、この方法での
個人認証の精度は、十分なものではなかった。
そこで本研究では、ユーザ毎に、パスジェスチャを構成す

るジェスチャそれぞれの判別器を用意しておく方法を検討す
る。被験者ごとに、それぞれのジェスチャの筋電位を繰り返
し計測し、それらを用いて SVMを訓練し、各ジェスチャ毎の
判別器を生成する。そのような判別器を生成する方法として、
SVMを用いた識別手法と、動的時間伸縮法を用いた識別手法
をともに検討する。
また、それらの手法で必要となる学習用のデータの選択に

も注意が必要であり、適切な選択方法についても合わせて検
討を行う。実際に表面筋電位を計測する際には、波形に稀に
ノイズや波形の乱れが含まれてしまう事がある。判別器の生
成にこのような波形データを採用してしまうと、得られる判
別器の性能が不十分なものとなってしまうことが懸念される。
そこで、適切な学習が行われる様に、学習に適したデータを
選出する方法についても提案を行う。

4.2 提案手法の基本的な考え方
本研究では、ある被験者の判別器の生成には、その被験者

のデータのみを用いることとする。この様な方法を取ったわ
けは、正規の所有者以外の人全てについての波形データを用
意し、それらを負例として学習させることは原理的に不可能
であること、また、この手法が実用化された場合においても、
それぞれのユーザが自分のパスワードを登録する局面におい
て、判別器の訓練に利用できるのは、本人のデータだけだか
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らである。

ただし、この学習方法で得られた判別器群は、基本的には
当該のジェスチャの特徴を捉えたものになっているはずであ
り、他人の筋電位の値を入力して与えた時に、それを拒否す
ることが期待できる。しかし、他のユーザの筋電位の波形が
入力された時、それを間違った入力であると判定する様には
訓練されているわけではない。すなわち、他人を本人として
受け入れてしまう割合（False Acceptance Rate）は、本人を
誤って拒否してしまう割合（False Rejecting Rate）よりも大
きくなると考えられる。

そこで、複数のジェスチャを組み合わせたパスジェスチャ
を用いて認証を行う際には、パスジェスチャを構成する全て
のジェスチャが正しいと判定された時に認証が成功、一つで
も間違っていると判定されたら、認証は失敗するという方針
を採用することとした

また、この方針から、本手法では、図 2のような一連のジェ
スチャー列（n桁）を作成するにあたり、本人拒否率が最も低
かったジェスチャー上位 n個を選択するものとする。予備的
実験の結果から、本人拒否率の良いジェスチャ、悪いジェス
チャが存在し、それらは被験者によって異なることがわかっ
ている。このことを受け、前述の判別器生成方針のもとでは、
生成される判別器を用いた時の他人受入率の性能が予測困難
であることをも合わせて考え、本人拒否率の良いジェスチャ
であることを優先して用いることとしたわけである。

4.3 学習用データの選択

4.3.1 標準波形の考え方と類似度の導入
既に述べた様に、表面筋電位を計測した際、波形に稀にノ

イズや波形の乱れが含まれてしまう事がある。この理由とし
ては、計測時の電極の大幅なズレや筋痙攣、静電気など、様々
なものが考えられる。判別器の生成にこのような波形データ
を採用してしまうと、得られる判別器の性能が不十分なもの
となってしまうことが懸念される。

そこで本研究では、測定した波形データ数（n0 個）の中か
ら、判別器の訓練に適したデータだけを選出する方法として、
標準波形と呼ぶものを利用する方法を採用する。具体的には、
当該のジェスチャの特徴を最も反映されていると期待できる
データを標準波形として選んでおき、それと類似していると
みなせるものだけを学習用データとして採用する。

標準波形の選出には、相関係数を用いる。相互係数は −1

から１の値をとり、類似度を測る指標となる。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言うことが
できる。測定した波形データ群から 2つを取り出した全ての
組み合わせについて相関係数を求め、他との相関係数の平均
が最も大きい波形のデータを標準波形とすることとした。そ
の上で、この標準波形に類似しているデータを選んで、学習
に用いる。その類似度の指標としても、相関係数を利用する。
すなわち、標準波形との間の相関係数の値がより大きい波形の
データ群を学習に用いるわけである。例えば、後述する SVM

の性能評価実験では、n0 個のデータから、相関係数の値の大
きい上位 n個のデータで SVMを学習させるものとしている。
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図 6. 相互相関関数を用いた例.

4.3.2 ジェスチャの開始タイミングの揺れへの対策

2 つの波形の相関係数を求めるに際して、それぞれのデー
タの中での、ジェスチャの開始時刻にズレがあると、得られた
相関係数の値が不適切なものとなる恐れがある。例えば、図
6の Aと Bのように、同じ被験者の同じジェスチャの筋電波
形が 2 つあった時、それぞれの測定開始時刻を基準として 2

つの波形を重ね合わせると Cのようになり、このまま相関係
数を求めても、それほど高い相関はないという結果になって
しまう。この例の場合、B を横軸の正方向にシフトして重ね
ると Dの様になり、Aと Bはかなり一致した組み合わせであ
るという結果を得ることができる。測定開始時刻からジェス
チャの開始時刻までの間隔が異なってることにより、このよ
うなズレが生じてしまう。

そこでこの問題を改善するため、相互相関関数を利用する
こととした。相互相関関数は、2つの信号・配列の類似性を確
認するために用いられる手法の 1 つである。2 つの信号の畳
み込みの式を以下に示す。

(f ∗ g)(m) =
∑
n

f(n)g(m− n) (1)

この相互相関関数を最大とする m を求め、m だけずらし
た時の f と g の相関係数を 2つの信号の類似度として採用す
るようにする。
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4.4 SVMを用いる識別手法
4.4.1 Support Vector Machine

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、分類や回帰等に適応が可能である。カーネルトリッ
クと呼ばれる方法を用いて、非線形の識別関数を構成できる
ように拡張したサポートベクターマシンは、現在知られてい
る多くの手法の中でも最も認識性能の優れた学習モデルの一
つであり、線形入力素子を利用して 2クラスのパターン識別
器を構成する手法である。訓練サンプルから、各データ点と
の距離が最大となるマージン最大化超平面を求めるという基
準（超平面分離定理）で線形入力素子のパラメータを学習す
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。

4.4.2 使用する特徴量
本研究では、SVMに学習させる特徴量として、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）の計 11種類を導入した。
ただし、波形全体からこれらの値を得ても不十分と考えられ
たので、図 7に示す様に筋電波形を 10分割し、その分割した
部分それぞれからこれらの 11種のデータを取り出すこととし
た。すなわち、1 回の計測データを、総計 110 個の値で表現
することとした。

4.4.3 学習の手順
被験者 iのジェスチャ j の判別器をトレーニングする際に

は、被害者 iのジェスチャ j のデータを正例、被験者 iの j 以
外のジェスチャを負例として SVM に与える。この時、被験
者 i のジェスチャ j の計測データそれぞれから、前述の特徴
量を算出する。それら 110のデータを用いて、SVMを学習さ
せる。

1. 被験者 iのジェスチャ j の計測データから、前述の方
法で標準波形を選ぶ。

2. 標準波形を用いて、学習に利用するデータ（n 個）を
選ぶ。具体的な選び方は、実験の節を参照。

3. 被験者 iのジェスチャ jの計測データそれぞれから、前
述の特徴量を算出する。

4. 被験者 i のジェスチャ j の判別器 Di
j は、被験者 i の

ジェスチャ jのデータを正例、被験者 iの j以外のジェ
スチャのデータを負例として、SVMを訓練することに
よって生成する。

4.5 動的時間伸縮法を用いた識別手法
4.5.1 動的時間伸縮法
動的時間伸縮法（Dynamic Time Warping、以下 DTW）

は、速度が異なる 2つの時系列間の類似度を測定するための
時系列解析アルゴリズムの 1つである。2つのシーケンス（例
えば時系列）間の最適な一致を特定の制限で計算する。この
手法の特徴は時間次元における特定の非線形変化とは無関係
に類似性の尺度を決定することである。DTW では 2つの時
系列の各点の距離を総当りで比較した上で、系列同士の距離
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図 7. 選択した特徴量.

が最短となるパスを見つける。これが DTW 距離になる。そ
のため、2つの系列の周期性 / 長さが違っても DTW 距離を
定義することができる。DTW 距離の値が小さければ小さい
ほど類似度が高いことを意味する。

DTWは、データマイニングに加えて、ジェスチャ認識、ロ
ボット、音声処理、製造で用いられている 32, 33, 34, 35, 36, 37)。

4.5.2 動的時間伸縮法による判別器

基本的には、SVMを用いる手法と同様、相関係数と相互相
関関数を用いて標準波形を選出した上で、入力されてきた波
形と、この標準波形との DTW距離が、ある閾値よりも近い
場合には同じジェスチャー、遠い場合は異なるジェスチャで
あると判定する。

閾値の決め方は、本人拒否率（false rejection rate) を小さ
くする方向を指向し、各ユーザの各ジェスチャ毎に、計測さ
れた n個の波形データであれば、すべてが当該ジェスチャで
あると判定される様に決めることとする。すなわち、具体的
には、標準波形以外の n − 1個の波形と、標準波形との間の
DTW距離をそれぞれ算出し、最大の DTW距離の値を閾値
とする。

ただし、閾値を大きく取ることによって、他のユーザのジェ
スチャの波形を受け入れる可能性が高くなってしまう。そこ
で後述する実験では、この他人受け入れの割合を小さく抑え
られる様、本人拒否の割合とのバランスで、閾値の値を調整
する試みもあわせて行う。

表面筋電位を用いた認証システム実現のための個人識別手法の提案 231
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図 8. 筋電計 m-BioLog計測の様子.

表 1. 識別実験のデータ取得に用いた機器とソフトウェア.

電極 筋電センサー（DL-141）
データロガー バイオログ（DL-3100）
計測ソフトウェア m-BioLog

5. 提案識別手法の性能評価実験

5.1 ジェスチャと筋電位の計測

5.1.1 使用した筋電位計
ジェスチャーの識別に使用する表面筋電位の測定は、以前の

研究でも用いた S&ME 社の筋電位計（データロガーDL-2000

と筋電位センサ DL-141の組み合わせ）で行なった 31)。測定
の様子を図 8、機器情報を表 4.1に示す。筋電位の測定は、筋
電計を机の上に置き、計測者が椅子に座り、手のひらを上に
向けた状態で行った。電極の貼り付け位置は、前腕部の手の
ひら側で、手首から肘に向かって数 cmの位置とした。詳細な
位置は、どの位置に電極を装着すると波形が表れやすいのか、
各被験者毎に予備実験に行い、その結果に基づいて決定した。
また皮膚と電極間の接触抵抗を小さくするために、電極を貼
る前に専用のクリームで皮膚の皮脂を除去し、アルコールを
含まない綿でクリームをふき取ってから貼り付けた。

5.1.2 ジェスチャー候補とその計測
本研究で用いるジェスチャー候補として、図 9に示す A～

Lの 12パターン（チョキ、親指、小指、パー、手の甲側に向
けてひねる（伸展）、手の平側に向けてひねる（屈曲）、中指と
薬指と親指を 2回合わせる（ダブルタップ）、クラップ、前腕
を下方向に 90度回転させる（内外）、前腕を上方向に 90度回
転させる（回外）、手首を親指側に横に曲げる（橈屈）、手首を
小指側に横に曲げる（尺屈））を用意した。
ジェスチャーの測定は拳を軽く握った状態を初期状態とし、

そこからそれぞれのジェスチャーを行った。被験者が右手で
この動作を 10回ずつ繰り返した時の筋電位を測定し、それを
1セットとして、計 3セット、30個のデータを取得する（た
だし、実験者の判断により、ノイズや波形の乱れがあると認
められた波形は除外しておく）。
実際にここで得られた波形を人間が目視し、それがどのジェ
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図 9. 予備実験で用いたジェスチャー候補.

スチャーによるものかを識別できるかどうか予備的に実験を
行ったところ、識別は可能であることを確認した。

5.2 実験の目的
提案手法の有効性を示すために、SVMまたは DTWを用

いて作成したジェスチャの判別器のそれぞれについて、(1) 各
判別器の性能評価と (2) 提案手法に基づくパスワードの安全
性の評価を行なった。
まず、各判別器の性能評価は、各判別器の対象ジェスチャ

の波形データ（訓練には使われなかったデータ）が入力され
た時、それを正しく当該のジェスチャと判定できるかどうか
を評価した（実験 1）。なお、以下では、「本人拒否率」という
言葉を、当該のジェスチャであるにもかかわらず、誤った（当
該のジェスチャではないという）判断を下した割合の意味で
用いる。
一方、提案手法に基づくパスワードの安全性の評価は、前

述した考え方に基づき、本人拒否率の小さいジェスチャを選
んでパスワードを構成した時に、それらジェスチャの判別器
に対して、別の被験者のジェスチャの波形を与え、それを当該
の被験者でないと判定できるか否かで行う。つまり、当該の
被験者以外の被験者を仮想攻撃者に見立てるわけである。な
お認証が成功するのは、前述した様に、パスジェスチャを構
成する全てのジェスチャが正しいと判定された場合である。
なお、パスジェスチャと同じジェスチャ列だけを与えた場

合（実験 2）と、全てのジェスチャの組み合わせを与えた場合
（実験 3）の 2通りの評価を行う。前者はパスワードに対する
他人受入率、後者は偶然突破確率に対応する。本来であれば
パスワードにどのジェスチャーが設定されてあるかわからな
いため、総当たり攻撃に対してどの程度の耐性を持つのかは、
非常に重要である。
被験者毎に、それぞれのジェスチャの波形データを 30ずつ
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表 2. SVMを用いた場合の誤答数.

被験者 B C D E F G H I J

1 0 2 0 0 3 2 0 1 0

2 0 10 0 0 1 5 5 4 6

3 0 0 0 2 1 1 0 0 0

4 1 0 0 1 1 0 2 0 4

5 0 0 1 3 0 0 6 4 0

6 0 0 2 0 0 0 0 0 0

測定してあるので、それらの組み合わせで仮想的に攻撃とし
ての入力を生成する。後述する実験では、パスワードを構成
するジェスチャ数を 4としているので、実験 2で使用できる
入力データは、仮想攻撃者一人あたり 304 = 810, 000通り作
成できる（実験者の判断で、明らかな測定失敗やノイズを多
く含むデータは取り除いているので、実際にはこの数よりも
やや少なくなることがある）。実験 3の場合、パスジェスチャ
として使用できるジェスチャ候補数を nとすると、仮想攻撃
者一人 nP4 × 304 通り作成できる。
以下、SVMで訓練した判別器に対する実験を実験 1A、実

験 2A、実験 3A、DTWを用いて生成した判別器に対する実
験を実験 1B、実験 2B、実験 3Bとする。

5.3 SVMを用いた識別手法の性能評価実験

5.3.1 実験方法
ここでは予備実験の結果から、図 9に示す 12のジェスチャ

の内の、B～J の 9 パターンを用いた。被験者は、健康な 20

代の学生（宮崎大学工学部所属）6 名であり、計測前に前腕
を用いた激しい運動は行っていないことを確認して実験を行
なった。
各被験者の筋電位 270データ（30データ× 9ジェスチャー）

の内、各ジェスチャーの標準波形を基準として相関係数が高
い上位 20データ（標準波形も含む）、計 180データ（20デー
タ× 9ジェスチャー）の特徴量を用いて SVM で機械学習を
行い、各ジェスチャーの判別器を作成した（被験者 1名あた
りジェスチャー種分、9つの判別器を作成した）。

5.3.2 実験 1Aの結果
各被験者の各ジェスチャーの判別器に、それと同じジェス

チャの波形データのうち、訓練に用いなかった残り 10データ
を与え、正しく当該のジェスチャであると判定されるか否か
を調べた。
その結果、当該のジェスチャーではないと間違った判定を

行なってしまった回数を表 2に示す。
この結果から、各被験者毎に識別率が高いジェスチャーと

そうでないものがあることが確認できた。

5.3.3 実験 2Aの結果
本手法では、前述した様に、本人拒否率が最も低かったジェ

スチャー上位 4つを選択して、パスジェスチャを構成する。選
択したジェスチャは、表 2で下線を引いたものである。例え
ば被験者 1であれば、B、D、H、Jである。なお、今回の実
験手法の元では、パスワードを構成するジェスチャの順序は、
判定性能に影響しない。

表 3. 4桁のパスワードに対する他人受入率.

被験者 平均 FAR

1 0%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

表 4. 4桁のパスワードに対する偶然突破確率.

被験者 偶然突破確率
1 0.00000000%

2 0.00000102%

3 0.00000000%

4 0.00000174%

5 0.00003196%

6 0.00000007%

その選択された 4つのジェスチャーを 4桁のパスワードと
して用いた際の他人受入率を調べた。この 4桁のパスワード
が全て一致した時のみ認証は成功する。4桁のパスワードに対
し、他の被験者 5名の同じジェスチャー 30データの組み合わ
せ（30 × 30 × 30 × 30 × 5）計 4,050,000 データを用いて
識別を行った。その各被験者の識別結果を表 3に示す。結果
として、すべての被験者において、他人が受け入れられるこ
とは一度もないという良い結果となった。

5.3.4 実験 3Aの結果
次に偶然突破確率を調べた。4 桁のパスワードに対し、自

分以外の被験者 5名のジェスチャー 30データの組み合わせ

304×9P4× 5

を用いて識別を行った。その各被験者の識別率を表 4に示す。
すべての被験者について、本人拒否率非常に小さく、良い結
果となった。

5.4 動的時間伸縮法を用いた識別手法の性能評価
実験

5.4.1 実験方法
筋電位の計測は、SVMを用いた手法の実験と基本的に同じ

であるが、実験で用いたジェスチャと被験者数が異なってい
る。この識別実験では、図 9 のジェスチャーの内、D～H の
5つのジェスチャを対象に行った。被験者は、健康な 20代の
学生（宮崎大学工学部所属）11名である。
本実験では、まず以下の様な閾値の決定方法をとった。す

なわち、まず各ジェスチャーにつき 30回分の計測データの中
から、相互相関関数と相関係数を用いて標準波形を選出した
のち、残り 29個の波形とのDTW距離を算出した。その比較
の中で、DTW 距離の値が最も高かったものとの間の DTW

距離を閾値として採用した。ただし、計測した 30回の中で、
ノイズや波形の乱れがある波形は予め除外している。
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表 5. 各識別器の閾値.

被験者 D E F G H

1 49.75 31.76 39.86 29.89 30.85

2 33.87 25.58 62.69 39.14 48.81

3 20.17 6.99 22.36 13.45 19.81

4 39.75 10.38 24.91 45.11 37.12

5 74.77 30.12 48.75 39.36 44.72

6 54.41 26.71 62.95 31.87 30.88

7 35.65 43.11 17.62 35.55 138.01

8 24.58 14.52 15.07 39.68 33.39

9 31.51 31.13 17.78 35.57 48.33

10 33.91 23.68 47.07 28.36 77.14

11 65.91 48.86 73.66 49.61 44.04

表 6. DTWを用いた手法での誤答数.

被験者 D E F G H

1 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 2

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 2 1 1 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 1 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 2

11 0 2 0 1 0

5.4.2 実験 1Bの結果

本人識別を行った各被験者の各ジェスチャーの閾値を表 5

に、29データの試行のうち、誤って同じジェスチャの入力を
異なるジェスチャと判定した回数を表 6に示す。当然のこと
ながら、ノイズや波形の乱れのあったデータ以外は、全て正し
く受け入れられているため、全体的に良い結果となっている。

5.4.3 実験 2Bの結果

次に、DTW 距離の値が最も低かったジェスチャー上位 4

つを選択した。選択したジェスチャは、表 6で下線を引いた
ものである。例えば被験者 1であれば、E、F、G、Hである。

その上で、選択された 4つのジェスチャーを 4桁のパスワー
ドとして用いた際の他人受入率を調べた。4 桁のパスワード
に対し、他の被験者 10名の同じジェスチャー 30データの組
み合わせ（30× 30× 30× 30× 10）計 8,100,000データを
用いて識別を行った。その各被験者の識別結果を表 7に示す。
被験者 #9 を除き、良い結果となっている。

被験者#9 の平均他人受入率は 3.634%と他より悪くなっ
ているが、被験者#8に対しての受入率がが 33.77%、被験者
#3に対しての受入率が 2.57%であり、残りの 8人の被験者は
0%であった。

5.4.4 実験 3Bの結果
次に、偶然突破確率を調べた。4桁のパスワードに対し、他

の被験者 10名の異なるジェスチャー 30データの組み合わせ

304×5P4× 10

を用いて識別を行った。その各被験者の識別率を表 8に示す。
結果、すべての被験者においてよい結果となった。
セキュリティの観点からは、他人受入率を低く抑えること

が好ましい。そこで各被験者のジェスチャそれぞれについて、
他人受入率が 0%になるように閾値の値を調整した。その場合
の本人拒否率と他人受入率を表 9に示す。
なお今回の実験は、被験者が 11 名と少人数であり、また

ジェスチャー種も 5種と少ない条件で行なっている。今後、よ
り多くの被験者、及びジェスチャー種で実験を行うことが必
要である。

6. 考察

SVM を用いた手法については、全体の結果としてはすべ
ての被験者に対して良好な結果となった。しかし、今回対象
となった被験者 6名という少人数であったので、今後はより
多くの被験者を対象に実験を重ねることが必要である。また、
今回の実験で用いた 11個の特徴量よりもさらに性能の良い特
徴量を探索し、認識手法の性能改善を行うことが考えられる。

DTWを用いた手法でも、識別可能という結果が得られた。
しかし、適した閾値の設定が必要不可欠である。また今回は、
5種のジェスチャー中から 4種のジェスチャーを選んで 4桁
のパスワードを構成した。ジェスチャー候補の種類を増やす
ことでパスワードの選択の幅が広がり、精度向上につながる
ことが期待できる。

7. 終わりに

本研究では、表面筋電位を用いた認証システムの実現のた
めの個人識別手法として、筋電位の波形から抽出したいくつ
かの特徴量を用いて SVM を訓練する手法と、筋電位の値を
直接比較して判定に用いる手法の２つの検討を行った。
実験の結果、どちらの手法も有望なものであることがわかっ

た。しかし、どちらの手法でも精度の向上のためにさらなる
検討が必要である。
将来的には、本研究で行った手法を用いてシステムを構築

し、ポケットから携帯端末を取り出す動作の間に認証が完了
し、すぐさま携帯端末を使用できるようにすることも視野に
入れた上で検討を行っていきたい。

参考文献

1) “インターネットの普及状況,” http://www.soumu.

go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/

nc253110.html, (accessed 2018-1-24).

2) 西坂健太郎、寺田真敏、土居範久: “携帯電話を対象とし
た PIN認証向け日本語パスワードの提案,” 情報処理学会
研究報告 IPSJ マルチメディア通信と分散処理研究会報
告, pp.1-8, 2010.

234 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



表 7. 4桁のパスワードに対する他人受入率.

被験者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 平均 FAR

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.82% 0.082%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.36% 0% 0% 0.236%

6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 0% 0% 2.57% 0% 0% 0% 0% 33.77% 0% 0% 3.634%

10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

表 8. 4桁のパスワードに対する偶然突破確率.

被験者 偶然突破確率
1 0.49%

2 0.606%

3 0%

4 0.001%

5 0.708%

6 0%

7 0.215%

8 0.002%

9 0.217%

10 0%

11 0.207%

表 9. 適した閾値にした際の本人拒否率と他人受入率.

被験者 FRR FAR

1 0% 0%

2 10.71% 0%

3 0% 0%

4 0% 0%

5 10.34% 0%

6 0% 0%

7 0% 0%

8 0% 0%

9 10.1% 0%

10 0% 0%

11 3.44% 0%

3) 妹尾尚一郎、厚井裕司、貞包哲男、中谷直司、馬場義昌、
鹿間敏弘: “生体認証によるネットワーク個人認証システ
ム,” 情報処理学会論文誌, pp.1111-1120, 2003.

4) 辻 敏夫、福田 修: “生体信号解析の新展開,” 日本 AEM

学会誌, vol.13, No.3, 2005.

5) Hiroki Tamura, Takafumi Gotoh, Dai Okumura,

Hisashi Tanaka, Koichi Tanno: “A Study of the s-EMG

Pattern Recognition Using Neural Network,” Interna-

tional Journal of Innovative Computing, Information

and Control, pp.4877-4884, 2009.

6) Hisaaki Yamaba, So Nagatomo, Kentaro Aburada,

Shinichiro Kubota, Tetsuro Katayama, Mirang Park,

Naonobu Okazaki: “An Authentication Method for

Mobile Devices that is Independent of Tap-Operation

on a Touchscreen,” Journal of Robottics, Networking

and Artifcial Life. Vol.1, pp.60-63, 2015.

7) 山場久昭、長友　想、油田健太郎、久保田真一郎、片山
徹郎、朴　美娘、岡崎直宣: “表面筋電位を用いた個人認
証手法の実現に向けた基礎研究,” 情報処理学会研究報告,

Vol.2015-CSEC-69、No.32、pp.1-6、2015.

8) 黒木聡舜、山場久昭、久保田真一郎、片山徹郎、朴美娘、岡
崎 直宣: “表面筋電位を用いた個人認証システムの実現に
向けた検討.” 情報処理学会研究報告、Vol.2015-SPT-15、
No.5、pp.1-6、2015.

9) H. Yamaba, T. Kurogi, S. Kubota, et al.: “Evaluation

of feature values of surface electromyograms for user

authentication on mobile devices,” Artificial Life and

Robotics, Vol.22, pp.108-112, 2017.

10) H. Yamaba, T. Kurogi, T. Aburada, et al.: “On apply-

ing support vector machines to a user authentication

method using surface electromyogram signals,” Artifi-

cial Life and Robotics, Vol.23, pp.87-93, 2018.

11) 黒木聡舜、山場久昭、油田健太郎、朴　美娘、岡崎直宣:

“表面筋電位を用いた個人認証システム実現の相互相関係
数を用いた個人識別手法の検討,” 情報処理学会研究報告,

Vol.2017-SPT-24, No.12, pp.1-6, 2017.

12) Tokiyoshi Kurogi, Hisaaki Yamaba, Kentaro Aburada,

Shinichiro Kubota, Tetsuro Katayama, Mirang Park,

Naonobu Okazaki: “A study on user identification

method using cross-correlation and SVM to realize

an authentication system by s-EMG,” Proceedings of

23th International Symposium on Artificial Life and

Robotics, pp.462-467, 2018.

13) Tokiyoshi Kurogi, Hisaaki Yamaba, Kentaro Aburada,

Tetsuro Katayama, Mirang Park, Naonobu Okazaki:

表面筋電位を用いた認証システム実現のための個人識別手法の提案 235



“A study on a user identification method using dy-

namic time warping to realize an authentication sys-

tem by s-EMG,” Lecture Notes on Data Engineering

and Communications Technologies, Springer, Vol.17,

pp.889-900, 2018.

14) TETSUJI TAKADA: “fakePointer: A User Authen-

tication Scheme that Makes Peeping Attack with a

Video Camera Hard,” Information Processing Society

of Japan, 2008.

15) 東山侑真、岡村真吾、矢内直人、藤原融: “タッチパネ
ル端末の特性を利用した覗き見攻撃耐性をもつ個人認証
手法,” 情報処理学会 Computer Security, Symposium

2014, pp.1023-1028, 2014.

16) 和斉 薫: “モバイル端末向け個人認証方式における柔軟
な安全性強度の実現手法に関する研究,” 宮崎大学大学院
修士論文, 2015.

17) 日隈光基: “録画画像を用いた攻撃に耐性を持つパズル型
認証方式の提案,” 宮崎大学卒業論文, 2016.

18) Mohamed Khamis, Regina Hasholzner, Andreas

Bulling, Florian: “Two-factor Authentication on

Public Displays Using Gaze-Touch passwords and

Personal Mobile Devices,” ISBN 978-1-4503-5045-

7/17/06, 2017.

19) Anil K. Jain, Karthik Nandakumar, Arun Ross,

“50years of biometric research: Accomplishments,

challenges, and opportunities,” Pattern Recognition

Letters 79, pp.80-105, 2016.

20) Blair C.Armstrong, MariaV.Ruiz-Blondet, “Brain-

print : Assessing the uniqueness, collectability, and

permanence of a novel method for ERP biometrics,”

Neurocomputing166, pp.59-67, 2015.

21) “筋電図の種類と役割,” http://www.sakaimed.co.jp/

special/kinden/kinden02.html, (accessed 2018-1-

24).

22) “神経細胞と静止膜電位,” http://noucobi.com/neuro/

neurophysiology/S1.html, (accessed 2018-1-24).

23) 田村宏樹、奥村　大、淡野公一: “表面筋電位を FFT処
理しないで動作識別する方法の検討,” 電子情報通信学会
論文誌 D, Vol.J90-D, No.9, pp.2652-2655, 2007.

24) 石川圭佑、戸田真志、櫻沢　繁: “表面筋電信号を用いた
実時間指運動認識インタフェースとその応用,” 情報処理
学会シンポジウム論文集 3号, pp.871-874, 2011.

25) Nobutaka TSUJIUCHI, Takayuki KOIZUMI: “Tech-

nique for Discriminatio bnetween Seven Motions Using

Real-Time EMG Signals,” The Japan Society of Me-

chanical Engineer, ISSN Vol.12, pp.2424-3000, 2014.

26) 井部鮎子、郷古　学、伊藤宏司: “表面筋電位を用いた前
腕義手の複合動作識別,” 計測自動制御学会論文集Vol.45,

No.12, pp.717‐ 723, 2009.

27) JieLiu: “Adaptive myoelectric pattern recognition to-

ward improved multifunctional prosthesis control,”

Medical Engineering and Physics, Vol.37, pp.424-430,

2015.

28) Marie Chan, Daniel Esteve, Jean-Yves Fourniols, Eric

Campo: “Smart wearable systems: Current status and

future challenges,” Artificial Intelligence in Medicine,

Vol.56, pp.137-156, 2012.

29) 斎藤良介、吉村博幸: “ECG 心伯波形の特徴量抽出と認
証精度について,” ISSN 2432-6380, pp.21-26, 2016.

30) Thalmic Labs Inc.: https://www.myo.com/, (accessed

2018-1-24).

31) “筋電計 S&M Biolog,” http://www.sandme.co.jp/

supportbl.html#dl4000, (accessed 2018-1-24).

32) Eamonn J.Keogh, Michael J.Pazzani: “Scaling up dy-

namic time warping for datamining applications,” 6th

ACM SIGKDD International Conference on Knowl-

edge Discovery and Data Mining, pp.285-289, 2000.

33) Byoung-Kee Yi, H.V.Jagadish, Christos Faloutsos:

“Efficient retrieval of similar time sequences under

time warping,” International Conference of Data En-

gineering, Vol.14, pp.201-208, 1998.

34) Donald J.Bemdt, James Clifford: “Using dynamic

time warping to find patterns in time series,” AAAI-

94 Workshop on Knowledge Discovery in Databases

(KDD-94), pp.359-370, 1994.

35) D.M.Gavrila, L.S.Davis: “Towards 3-d model-based

tracking and recognition of human movement: a multi-

view approach. International Workshop on Automatic

Face and Gesture-Recognition,” IEEE Computer So-

ciety, 1995.

36) Matthew D.Schmill, Tim Oates, Paul R.Cohen:

“Learned models for continuous planning,” The Sev-

enth International Workshop on Artificial Intelligence

and Statistics, 1999.

37) Klaus Gollmer, Clemens Posten: “Detection of dis-

torted pattern using dynamic time warping algorithm

and application for supervision of bioprocesses,” On-

Line Fault Detection and Supervision in the Chemical

Process Industries, pp.101-106, 1995.

236 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



プロジェクトのスケジュール・ネットワークの
遅延リスク耐性の評価について

富田　旋 a)・門川　真樹 b)・高塚　佳代子 c)・山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)・岡崎　直宣 f )

Evaluation of Delay Risk Tolerance of Project Schedule Network

Meguru TOMITA, Naoki KADOGAWA, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In the schedule management of large-scale and complicated projects, the problem of uncertainty due
to required time fluctuation is remarkable, and the location of the longest work path (critical path) that
determines the whole period of the project changes irregularly. Therefore, even with a margin of non-critical
activity that need not be managed in the conventional project, it is necessary to manage it in recent projects.
In this research, when the project is represented by the schedule network of Activity, we propose a method
to evaluate the tolerance of the project to the delay risk of the whole project. In this paper, we propose a
method to use the number of delay patterns of Activity level that does not change the duration of the whole
project as an indicator of delay risk tolerance. Furthermore, the effectiveness of the proposed method was
experimentally verified. As a result, the validity of the proposed method was confirmed.

Keywords: project management, critical path, PERT, float, DRAG

a)b)c)d)e)f)　　　　　　　　　　
1. はじめに

近年大規模・複雑化したプロジェクトのスケジュール管理
では、所要時間変動による不確定性の問題が顕著であり、プ
ロジェクトの全体の期間を決める最長作業経路 (クリティカル
パス)の所在が不規則に移り変わる。このため、たとえある時
点においてプロジェクト全体期間に影響しない Non-critical

な作業項目 (以降 “Activity” と同義) の余裕であっても、一
たびフロート日数 (即ち、全体期間に影響を及ぼさないで個
別の Activityに使える最大の余裕日数)を消費してしまうと、
それがクリティカルな Activity(即ち、クリティカルパス上の
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。したがって、所要時間の不確定性の問題が
比較的少なかった従来のプロジェクトでは管理する必要のな
かった Non-criticalな Activityの余裕であっても、近年のプ
ロジェクトでは管理する必要がある。
以上のような所要時間変動による不確定性の問題を考慮し

ながら良いプロジェクト計画を立案しマネジメントするため
には、プロジェクトがスケジュール・ネットワーク (Activity

間の順序関係を表すネットワーク図)で表されるとき、その作
成段階或いは運用段階でのスケジュール・ネットワークの評

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助教
e)情報システム工学科准教授
f)情報システム工学科教授

価と改善が可能でなければならない。しかし、スケジュール・
ネットワークの評価には、従来はクリティカルパスの長さで
決まる「プロジェクト全体期間の長さ」という一指標しかな
かった。これでは、クリティカルパスの所在が移り変わるケー
スへの対応が難しい 1)。
本研究では、プロジェクトがActivityのスケジュール・ネッ

トワークで表されるとき、これが持つプロジェクト全体の遅
延リスクへの耐性を評価する方法を提案する。「プロジェクト
全体の遅延リスクへの耐性」(以降 “遅延リスク耐性”) とは、
任意の Activityが予期せぬ遅延をきたした際にプロジェクト
の全体期間が影響されずに済む可能性と定義できる。長期に
渡るプロジェクトでは、このような遅延リスク耐性を維持管
理し続けることが、後々の破綻、即ち、修復不可能な時間超
過が招くプロジェクトの失敗を回避する鍵となる。したがっ
て、遅延リスク耐性の指標化は、不確定性の大きいプロジェ
クトのスケジュール管理上大きな意味を持つ。そこで本稿で
は、遅延リスク耐性の大きさを、プロジェクトの全体期間を
変えない Activityレベルでの遅延のパターンの数として指標
化する方法を提案する。更に、本提案方法の妥当性を実験的
に検証する。つまり、提案する遅延リスク耐性を表す指標が、
確かに目的に適った指標と成り得るかどうかを確認する。具
体的には、個々の Activityを一定期間短縮した時の遅延リス
ク耐性の増分を比較する。もしこの増分が、プロジェクトの
全体期間に影響を及ぼす Activity、即ちクリティカル性の高
い Activityほど大きくなる傾向にあるならば、提案指標の定
義は妥当と考えられる。本研究では、以上のような実証実験
を、簡単なプロジェクトの例題と、現実的なプロジェクトの 2
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図 1. フロート解空間生成の流れのイメージ

種類で行った。その結果、提案方法の妥当性が確認された。

2. 先行研究

2.1 フロートのベクトル空間表現
本研究室の先行研究 2, 3) では、プロジェクトの個々の Ac-

tivity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 (“

フロートの解空間”と呼ぶ)を求める問題に帰着させる方法を
考案した。フロートの解空間は、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 (“フロートの解空間”と同義)として表される。
個々の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。

2.2 ベクトル空間表現モデルの生成方法
フロートの解空間は、所与のスケジュール・ネットワークか

ら、各 Activityの生起順序と作業時間を抽出し、各 Activity

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代数を使用し、以下の式に基
づく所定の手順で各 Activityの開始・終了時刻を順に求めて
いく。

作業 p の開始時刻 ≥ max{ pj の終了時刻 | pj は p の先行作業全て }

作業 p の終了時刻 = p の開始時刻+所要時間+余裕パラメータ

個々の Activity の開始・終了時刻は余裕パラメータによ
る多変数の一次式で表される。ただし、スケジュール・ネッ
トワーク上、各 Activity へ至る経路は一通りとは限らない。
個々の時刻は着目作業に至る経路の数だけ得られる。従って、
最終 Activityの終了時刻は、初期 Activityから最終項目へ至
る経路の数だけ得られ、所望のモデルはその式全体として得
られる。

2.3 フロートの解空間の例
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は直列に繋が
り、B//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、本例のフロートの解空間
が以下のように得られる (図 1-(3))。

{ a+ b ≤ 5、a+ c ≤ 10、0 ≤ a、b、c }

図 2. フロートの解空間の図的表現

3. 提案方法

3.1 遅延リスク耐性の評価方法
冒頭で述べたように、遅延リスク耐性を評価する指標の大

きさを、プロジェクトの全体期間を変えない Activityレベル
での遅延のパターン (以降 “不変パターン”)の数として定量化
することを提案する。このような不変パターンは、その数も
内容もフロートの解空間から得られる。具体的には、フロー
トの解空間に含まれる各点は、その境界上の点も含め、各々、
不変パターンに対応付けられる。

3.2 不変パターンの例
プロジェクトの全体期間を変えない遅延のパターン、即ち、

不変パターンの例を示す。図 2の凸多面体は、2.3節の例で得
られたフロートの解空間の図的表現である。この凸多面体の境
界及び内部の点は全て不変パターンに対応付けられる。例え
ば、点 (5、0、5)は不変パターンであり、「Activity A と C が
共に 5日遅延すること (即ち、a = 5、c = 5)は、プロジェクト
全体期間を変えない」となる。逆に、点 (6、0、5)は解空間か
らはみ出ているため不変パターンではない。従って、Activity

A が 6日遅延すること (即ち a = 6 )はプロジェクト全体期
間に影響を及ぼすことを意味する。

3.3 遅延リスク耐性の算出の例
遅延リスク耐性は、不変パターンの数で評価する。遅延リ

スク耐性算出の例を示す。A, B, Cの 3つの activityがあり、
期間がそれぞれ 5日、3日、2日とする。A-B-Cが直列につな
がる場合 (図 3-例 1)、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
ため、解空間は 1次元の凸多面体となり遅延リスク耐性の大
きさは 0となる。一方、A//B//Cとすべてが並行の場合 (図
3-例 2)、解空間は 3次元の凸多面体となり、図で示すように
格子幅を 1日とすると遅延リスク耐性の大きさは 11となる。
従って、遅延リスク耐性は後者の方が大きいと言える。なお、
格子幅を 0.5日に変えると、例 2の評価値は 34になる。つま
り、遅延リスク耐性の大きさを比較する場合、評価に使う格
子幅は同じにしなくてはならない。

3.4 遅延リスク耐性の算出プロセス
遅延リスク耐性は、フロートの解空間に含まれる不変パター

ンの数で評価するとし、簡単な算出例を示した。ここでは、フ
ロートの解空間が 4次元以上でも適用可能な一般的な算出プ
ロセスについて示す。
フロートの解空間は係数１の連立一次不等式で表されるた

め、凸多面体を成す。従って、本問題は、「n次元凸多面体に
含まれる格子点の数を求める問題 (1 ≤ n) 」に帰着され、そ
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図 3. 遅延リスク耐性の算出

図 4. 簡単なスケジュール・ネットワークの例

の算出プロセスは以下で構成される。

• フロートの解空間に相当する凸多面体の端点を求める。
• 端点を手掛かりに、凸多面体に含まれる可能性のある
点の絞り込みを行う。

• 絞り込まれた各点が凸多面体に含まれるか否かを、解空
間を表す連立不等式を満たすか否かでチェックし、含
まれる点をカウントしていく。

4. 検証実験

冒頭で述べたように、提案方法の妥当性を確認する。具体
的には、個々の Activityを一定期間短縮した時の遅延リスク
耐性の増分を比較し、この増分が、プロジェクトの全体期間
に影響を及ぼすクリティカル性の高い Activityほど大きい傾
向にあることを確認する。

4.1 簡単なプロジェクトによる検証実験
図 4は簡単なスケジュール・ネットワークの例である。こ

れに 2 日分のプロジェクトバッファ (即ち、契約納期に対し
全体期間に与える余裕) を付与したものを対象プロジェクト
とする。Activity A～Jがあり、各々の直列・並列関係はネッ
トワーク図の通りである。( ) 内は Activity の標準的所要時
間を表す。余裕パラメータの表記方法は 2.3 節の例と同じと
すると、本例のフロートの解空間は以下の連立不等式で表さ
れる。

{ 1⃝ a+ b+ e+ g + h+ j ≤ 2、 2⃝ a+ b+ e+ g + i ≤ 5、
3⃝ a+ c+ g + h+ j ≤ 8、 4⃝ a+ d+ f + g + h+ j ≤ 10、
5⃝ a+ c+ g + i ≤ 11、 6⃝ a+ d+ f + g + i ≤ 13、
0 ≤ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j }

以下での説明の都合上、 1⃝～ 6⃝は制約の厳しいものから緩い
ものの順に並べてある。即ち、制約式 1⃝はクリティカルパス

表 1. 遅延リスク耐性に及ぼす影響の分析

表 2. フロートの解空間の大きさの増分

(以降 “パス 1⃝” と書く) に対応付けられ、 2⃝は準クリティカ
ルパス、 3⃝は準々クリティカルパス、以降 4⃝～ 6⃝の順に対応
付けられるパスのクリティカル性は下がっていく。ここで、a

と g、 b と e、 d と f、 h と j は一致する。各 Activity の
所要時間を所定の時間幅短縮し、フロートの解空間の大きさ
の増分を求め、その大きい順に並べ、増分の大きい Activity

の特徴について考察した。その結果、フロート解空間の増分
(Activityの短縮効果) の大きい Activityの特徴は以下の通り
と分かった。
(K1) 同じパスに乗るActivityが多く、それらActivityのク

リティカル性が高いほど短縮効果は大きい。
(K2) 当該 Activityが乗るパスの数が多く、それらパスのク

リティカル性が高いほど、短縮効果は大きい。
本特徴は表 1から見出した。表 1は、フロートの解空間の

増分を大きくする影響因子を見出すための分析表である。言
い換えると、遅延リスク耐性に及ぼす影響の強い因子を見出す
ために作成した表である。表 1の左半分 (表 1-1)は Activity

レベルでの分析結果であり (K1)の根拠となっている。右半分
(表 1-2)はパスレベルでの分析結果であり (K2)の根拠となっ
ている。表 1-1,2双方に基づくと、増分の大小関係の全てが説
明可能である。
(K1)について
例えば、表 1の行 r3(つまり Activity B,E の行)を見ると、

列 c1,c2,c3,c4(Activity A,G,H,J,B,E,I ) に ✓が付いている。
これはActivity B,Eと同一パスに乗るのは A,G,H,J,B,E,I で
あることを表している。また、そのうち赤 ✓の A,G,H,J,B,E

はクリティカルな Activityの存在を表す。黒 ✓の I は non-

critical な Activity である。以上の見方で表 1-1 全体を見る
と、フロートの解空間の大きさの増分に関して次のことが言
える。
K1-1) 赤 ✓(クリティカル性の大きいActivityに対するチェ

ック)の数が多いほど増分は大きい。
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図 5. 建築プロジェクトのスケジュール・ネットワーク

K1-2) 赤 ✓の数が同じならば、✓総数が多いほど増分は大
きい。

しかし、行 r5 (C) と r6 (D,F) の増分の大小関係は K1-1)、
K1-2)では説明できない。しかし、(K2)の根拠となる表 1-2

に基づくと説明できる。
(K2)について
表 1の行 r3(Activity B,E の行)を見ると、列 c1),c2) (パ

ス 1⃝とパス 2⃝) に ✓ が付いている。これは Activity B,E は
クリティカルパスと準クリティカルパスに乗っていることを
意味する。このような見方で表 1-2 全体を見ると、フロート
の解空間の大きさの増分に関し次のことが言える。

K2-1) 表の左方寄り (クリティカル性の高いパス)に ✓が多
いほど増分は大きい。

K2-2) ✓総数も増分に影響する。

上述の行 r5 (C) と r6 (D,F)の増分の大小関係は、K2-1)で
説明できる。逆に r2 (H,J) と r3(B,E)の大小関係は表 1-1に
基づく方が明確に説明できた。表 2は格子幅を１日とした場
合の増分の実数を表す。このことに関し、表 2を使って説明
する。表 2 は増分の実の数値データである。表 2 を見ると、
増分の大小関係が表 1-1,2双方で明確に説明できる部分 (r5と
r6、r2と r3 以外)は、実際の遅延リスク耐性の増分が大きい
ことが数値データとしてとしてわかる。一方、明確な説明が
片方でしかできない部分 (r5と r6、r2と r3)は、増分が小さ
いことが数値としてわかる。

4.2 現実的なプロジェクトによる検証実験
図 5は、本県で近年実施された住宅建築プロジェクトのス

ケジュール・ネットワークである。Activity は A1(遣り方)、
A2(土間配管)、A3(砕石敷き)、… であり、各々の直列・並列
関係はネットワーク図の通りである。( ) 内はActivityの標準
的所要時間を表す。また、本例では式や表の見易さのため、フ
ロートが一致する Activityの余裕パラメータは同一パラメー
タに以下のように置換える。

d1 = (a1, a2, a4, a11, a23)、d3 = (a3)、d6 = (a6, a37, a25)、
d10 = (a10)、d13 = (a13)、d15 = (a15)、
d16 = (a16, a19, a22, a24, a20)、d29 = (a29, a39, a32)、
d33 = (a33, a26)、d40 = (a40)

余裕パラメータの表記方法は 2.3節の例と同じとし、3日分
のプロジェクトバッファを付与すると、本例のフロートの解
空間は以下の連立不等式で表される。

表 3. 遅延リスク耐性に及ぼす影響の分析（建築プロジェクト）

{ 1⃝ d1 + d10 + d16 + d6 + d29 ≤ 3、 2⃝ d1 + d3 + d16 + d6 + d29 ≤ 4、
3⃝ d1 + d10 + d16 + d6 + d40 ≤ 8、 4⃝ d1 + d3 + d16 + d6 + d40 ≤ 9、
5⃝ d1 + d10 + d13 + d6 + d29 ≤ 14、 6⃝ d1 + d3 + d13 + d6 + d29 ≤ 15、
7⃝ d1 + d10 + d13 + d6 + d40 ≤ 19、 8⃝ d1 + d3 + d13 + d6 + d40 ≤ 20、
9⃝ d1 + d10 + d13 + d15 ≤ 36、10⃝ d1 + d3 + d13 + d15 ≤ 37、
11⃝ d1 + d10 + d33 + d29 ≤ 43、12⃝ d1 + d3 + d33 + d29 ≤ 44、
0 ≤ d1, d3, d6, d10, d13, d15, d16, d29, d33, d40 }

前例と同様、 1⃝～12⃝は制約の厳しいものから順に並べてある。
即ち、番号が大きくなるにつれ、対応付けられるパスのクリ
ティカル性は下がっていく。また前例と同様に、各 Activity

の所要時間を所定の時間幅短縮し、解空間の大きさの増分を算
出し、フロートの解空間の増分を大きくする影響因子を見出す
ための分析表 (表 3)を作成した。その結果、同様に (K1),(K2)

の特徴が確認された。表 3の左半分 (表 3-1)は Activityレベ
ルでの分析結果であり (K1)の根拠となっている。右半分 (表
3-2) はパスレベルでの分析結果であり (K2) の根拠となって
いる。

4.3 実験の考察
以上 2つの実験結果より、プロジェクトの早期完了の可能

性を左右するクリティカル性の高いActivityの時間短縮ほど、
遅延リスク耐性の増分が大きい傾向にあることが確認された。
従来の唯一のスケジュール管理指標であったプロジェクト全
体期間では、クリティカルパスの変動を考慮できなかったのに
対し、本指標を用いると、各パスのクリティカル性 (クリティ
カルパスへの成り易さ)を統合的に考慮した評価が可能となる
ことから、提案する遅延リスク耐性は所要時間の不確定性の
顕著な近年の大規模プロジェクトのスケジュール管理上有用
な指標となり得ると考えられる。

5. まとめ

所要時間変動による不確定性の問題が大きい近年のプロジェ
クトのスケジュール管理に有用な指標「遅延リスク耐性」を定
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義し導入した。また、本指標の算出プロセスを実装した。更に、
実証実験を通し、提案する指標定義の妥当性を確認した。具
体的には、プロジェクトの全体期間に影響を及ぼす Activity、
即ち、クリティカル性の高い Activityほど遅延リスク耐性に
及ぼす影響が大きくなる傾向を定量的に示した。
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画像認識では識別困難な指文字の
筋電位による識別の検討

富田　旋 a)・黒木　誠 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Consideration of Discrimination by Myoelectric Potential of Finger

Character Which is Hard to Distinguish in Image Recognition

Meguru TOMITA, Makoto KUROGI, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

One of the communication means used by hearing impaired persons is a finger character. Finger
characters are used to convey proper names and the like that can not be expressed in sign language to the
other party. However, there are still few people who can understand finger letters yet, and in many situations
sign language interpreters are needed. For this reason, an automatic recognition system for finger letters is
required as a means to support communication with the hearing impaired. As a main method of recognizing
a finger character by a computer, image recognition using an image photographed with a digital camera or
the like is available. In these previous studies, although recognition accuracy is high, there are many cases
where recognition was attempted only for finger characters whose hands were stationary. However, because
there are expressions accompanying motions such as voiced sounds and semi-voiced sounds in Japanese finger
letters, complete finger character automatic recognition system can not be done unless there is a recognition
method targeting moving finger characters. Therefore, in this research, we examined a method of identifying
finger letters which are not good for image recognition by myoelectric potential.

Keywords: biometrics, myoelectric potential, finger character, s-EMG

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

聴覚障害者が用いるコミュニケーション手段の 1つに指文
字がある。指文字は、手話で表現することのできない固有名
詞等を相手に伝える際に用いられる。指文字には各清音（「あ
～ん」までの 46文字）に対応した手型があり、このうち静止
した手型で表現するものが 41文字、手型そのものを動的に変
化させて表現するものが 5文字ある（の、も、り、を、ん）。
また、濁音、半濁音の文字、拗音と促音に用いる小さい文字と
長音の文字については、清音の手型を維持したまま決まった
方向に平行移動させて表現する。例えば濁音の「が」を表現す
る場合、清音の「か」の指文字をしたままに手を右に動かす。
これらの指文字は合計で 36文字ある。
ただし、指文字を理解することのできる人はまだ少ないの

が現状であり、多くの場面で手話通訳者が必要とされている。
このため、聴覚障害者とのコミュニケーションを支援する手
段として指文字の自動認識システムが求められている。
コンピュータによって指文字を認識する主な方法としては、
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

輝度画像や距離画像を用いた画像認識がある。輝度画像を用
いた指文字認識の研究には、デジタルカメラなどで撮影した画
像を用いたものがある 1)2)。これらの先行研究は認識精度は
高いが、手型が静止した指文字のみを対象として認識を試みた
例が多い。しかし、日本語指文字には濁音や半濁音といった
動きを伴う表現が存在するため、動きのある指文字も対象と
した認識方法がなければ完全な指文字自動認識システムはで
きない。動きのある指文字も対象とした認識方法には赤外線
TOFカメラで撮影した距離画像を用いたものがある 3)。この
研究では、長音と促音を除いた動きのある指文字 75文字につ
いて認識を行っており、平均して 80%程度の精度で認識でき
ているが、図 1のような似通った形の指文字では誤認識を起
こして認識率が低くなっている。
そこで、本研究では画像認識が不得意な指文字の識別を筋

電位で行う方法を検討した。具体的には、距離画像を用いた
画像認識で識別精度の低い指文字を対象として、指文字動作
を行った際の筋電位を測定し、得られた筋電波形を見比べて
目視で識別が可能かの検証を行った。

2. 指文字認識の既存研究

指文字の認識を行う方法としては輝度画像や距離画像を用
いた画像認識が主流である。
輝度画像を用いて指文字の認識を行う方法としては、輝度
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図 1. 誤認識するジェスチャー

画像を 2値化して手の領域を抽出し、手型を認識する方法が
提案されている 1)。また、手領域をより認識率良く抽出する
ためにカラーグローブを装着した手を撮影してカラー情報か
ら手領域の抽出を行い、認識を試みた方法も提案されている
2)。しかし、これらの方法の多くは照明や背景の条件がそろっ
ていなければ、手領域のロバストな抽出や手型の認識率を向上
させることができないため、使用場面が限られ汎用性が低い。
一方、距離画像を用いた方法では、輝度画像をもちいた方

法に比べ、照明や背景の制約が小さい。この方法には、画像
の撮影に 3Dスキャナや kinect、赤外線 TOFカメラを使用し
たものがある。

3D スキャナを用いて取得した距離画像を用いて画像処理
で認識する方法では、清音の静止指文字を識別することが可
能である 4)。また、距離画像では各画素の距離によって背景
と手の領域を容易に分離しやすく、認識対象の指文字を抽出
しやすい。しかし、3Dスキャナは解像度と認識率が高い距離
画像を取得できる反面、フレームレートが著しく低いため動
きを含む指文字への対応が難しい。一般ユーザにとって非常

図 2. 筋電図

に高価であり、かつ、手指形状特徴の取得に非常の多くの時
間を要するのも問題である。
一方、kinect では毎秒 30fps 程度で距離画像を取得でき、

動きのある指文字を含めた場合でも 70%程度の精度で認識す
ることができる 5)。しかし、kinect を使用する際には 0.8～
4.0mの大きなスペースが必要となり、認識する場所、場面が
限られてしまう。
赤外線 TOFカメラを用いた研究では、動きのある指文字

を 80%程度で認識可能であり、撮影する場所や状況に制限を
受けにくい。その一方で、3Dスキャナと比べると解像度が下
がっており、静止指文字の中でも図 1のような形の似通った
ものに関しては誤認識を起こしやすくなっている。

3. 筋電位を用いた指文字認識

3.1 筋電位
筋電位とは脳から送られた信号が筋線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
事により発生する。これは皮膚表面上で測定する事が可能で
あり、観測された電位の変化は図 2のような筋電図として記
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：
s-EMG(surface electromyogram) という。用途としては、不
随意運動の補助診断や、義手の動きと表面筋電位の発生方法
に一定のルールを設けることで操作を行う筋電義手の開発な
どに用いられる。筋電義手では、手首の掌屈（掌側へ手首を
曲げること）する時に発生する表面筋電位を「ものを掴む」、
背屈（手の甲側へ手首を曲げること）する時に発生する表面
筋電位を「ものを離す」といったように、筋電位とアクション
を対応させて利用する。

3.2 筋電位を用いる利点
ある人の表面筋電位を計測すると、その波形は図 3に示すよ

うに、同じジェスチャーでは似た波形が、異なるジェスチャー
では異なる波形が得られる 6, 7, 8, 9)。指文字においても、指
文字ごとに異なる筋電波形がえられることが期待できる。す
なわち、画像認識では識別しずらい指文字であっても筋電位
の波形を利用することによりその識別ができるのではないか
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図 3. ジェスチャーと対応する筋電図

と考えられる。
ただし、適切な筋肉部位から筋電位を測定しないと、異な

る指文字同士の筋電図の波形が似通ったものになってしまう
ことが懸念される。ここでは、指文字ごとの特徴がはっきり
とわかるような波形の違いを「特徴差」と呼ぶこととし、特徴
差の現れるような位置で筋電位を測定することを目指す。

3.3 測定する指文字
画像認識で識別しずらい指文字は図 1に示すように、「ひ」

と「ら」、「い」と「ち」、「そ」と「は」、「ぬ」と「ろ」、「ま」
と「ね」の 5ペアである 3)。例えば「ぬ」と「ろ」の指文字
では、指の境目を検出することが難しいことから、指が 1本
なのか 2本なのかがわからないため誤認識を起こす。
本研究ではこの 5ペアの指文字を測定し比較した。

4. 筋電位による指文字識別性の検証

画像認識では識別しずらい指文字について、筋電計によっ
て筋電位を測定し、実験者が波形を見比べて識別が可能かの
検証を行った。

4.1 特徴差のある波形の取り方
特徴差のある筋電波形を取得するためには、指文字の形をす

るときに使用する筋肉付近に電極を設置しなければならない。
指を動かす筋肉は手の甲と前腕に存在し、指の開閉には虫

様筋、浅指屈筋、深指屈筋、指伸筋の 4つが使われ、指を広
げる動作には骨間筋が使われる。浅指屈筋、深指屈筋、指伸
筋の 3つについては各手指の動作に対応する筋肉の部位が先
行研究によって特定されている 10)。しかし、前腕は多数の筋
が密集しているうえ、各手指に対応する部位は表層に露出し
ている範囲が狭いためクロストークの影響が大きく、指文字
のわずかな動きの差を識別するためには多数の電極を使用し
て筋電位を測定する必要がある.

そこで、本研究では、手の甲に電極を設置し、骨間筋など
手の筋肉を対象に筋電位を測定することで、はっきりとした
特徴差のある筋電波形の取得を試みた。筋電位は 2か所から
測定し、得られた波形の再現性が 2つとも十分である場合は
より特徴差のある方を比較に用い、1つだけ再現性が十分な場
合はそれを用いる。2つとも再現性がない場合は比較には用い
ない。

表 1. 比較結果

4.2 測定方法
筋電計として S&ME 社が販売しているデータロガーであ

る DL-2000を使用し、サンプリングレートは 1000Hzで測定
を行った。筋電図センサには電極が 2つ備わっているDL-141

を用いた。被験者は健康な 20代男性 5名（A、B、C、D、E）
を対象とした。測定を行う前に特殊なジェルを用いて、静電
気や皮脂を取り除いた。測定は右腕で行い、椅子に座った状
態で顔の高さで挙手を行うような状態を初期状態として指文
字動作を行った。1つの指文字について、2秒間隔で連続して
10回動作を行うのを 1セットとし、それを計 3セット分測定
した。

4.3 筋電位の比較
測定された筋電位の波形には、被験者によっては同じ指文

字でも再現性が不十分であり、比較に用いるには適さないも
のも存在した。2 つの電極を使って 2 か所の筋電位を測定し
ているが、一方の電極では再現性の高い波形が、もう一方の
電極では再現性の低い波形が得られた例を図 4 に示す（上 2

つが再現性のある波形で、下の 2つが再現性の低い波形）。こ
のように、どちらかが再現性がある場合はそれを用いる。図 5

は両方とも再現性のある波形である。どちらも再現性がある
場合はより特徴差のあるほうを用いる。図 6は両方とも再現
性のない波形である。どちらも再現性がない場合は、その指
文字は比較に用いない。
指文字のペアのどちらか一方でも再現性が低くければ、そ

のペアを実験に用いることはできない。被験者 5名の 5ペア
の指文字計 25 組のうち、比較に用いることができたのは 20

組であった。「ひ」と「ら」は 2名分、「い」と「ち」、「そ」と
「は」は 5名分、「ぬ」と「ろ」、「ま」と「ね」は 4名分の筋電
位を比較に用いることができた。
比較に用いることのできた筋電位 20組分を目視で比較した

結果、図 1のような結果となった。◎は、再現性があり判別
も可能であったことを示す。×は、再現性はあるが判別はで
きなかったことを示す。斜線は、再現性がなく比較を行うこ
とができないことを示す。被験者 Eの「そ」と「は」以外識
別することができた。図 7は被験者 Aの指文字「ひ」と「ら」
の筋電位を測定して得られた波形である。画像をもちいた方
法では判別できていなかったが、筋電位ではその違いが大き
く出ている。

5. 考察

指文字の筋電位を測定し、目視判定によって識別すること
ができるかを検証した。その結果、指文字のペア 25組の中で
比較に用いることできる筋電位は 20 組であり、19 組が識別
可能であった。
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図 4. 片方のみ再現性のある筋電位

図 5. 両方とも再現性のある筋電位

残りの 6組についても条件を整えておけばよい結果が得ら
れていたものと考えられる。5組の筋電位の再現性が低い（測
定された波形の間の違いが大きい）結果となった原因は、被
験者が指文字動作に慣れておらず、同じ指文字でも筋肉の動

図 6. 再現性のない波形

図 7. 被験者 Aの指文字「ひ」「ら」

かし方にぶれがあったことが考えられる。事前に十分に指文
字動作の練習をさせた被験者に対して測定を行えば、再現性
の高い波形が取得できるのではないかと考えられる。判別が
できなかった筋電位が 1組あった理由としては、電極の設置
箇所が、指文字に対応する筋肉からずれていた可能性が考え
られる。より特徴差のある波形を測定するために、手の甲へ
設置する電極の位置をずらすと、筋電位の波形にどれだけの
差が出るかを調べていく必要がある。

6. まとめ

本研究では、画像認識で認識率の良くない指文字を対象と
して筋電位を測定し、得られた筋電波形を目視判定によって
識別することができるかを検証した。結果、一部識別の難し
い指文字があるものの、おおむね識別できるということが分
かった。今後の課題としては、目視判定だけでなく SVM な
ど機械によっても識別可能かの検証、より再現性の高い波形
を測定するための工夫などが求められる。
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時間とコストの一元管理のためのプロジェクト管理
システムの大規模プロジェクトへの適用に関する検討

富田　旋 a)・高塚　佳代子 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Consideration of Application of Unified Management System of Time

and Cost to Large Scale Project

Meguru TOMITA, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In project management of large-scale, complex and diversified recent large-scale systems, the problem of
the time change due to various factors is remarkable, and the aspect of the target project has been transformed
into a direction with large uncertainty. Meanwhile, the current project progress management method is based
on the idea at the beginning of development which required less consideration of uncertainty, that is, the idea
that guides the longest work path (critical path) of the project. Thereafter, studies on functional expansion
such as critical chain and project buffer are being conducted, but when applying it in practice, it is currently
left to the experience rule of object dependence and experience and intuition of expert. Therefore, this
laboratory has been conducting research aiming at newly developing a rational decision support method on
project management which does not require experienced persons’ intuition and intuition. Specifically, first, we
have newly constructed a model and method for process control of projects using vector space representation
with higher analytical power and computational power as compared with the conventional project management
method PERT. Furthermore, we devised a method to visualize the interrelationship between projects’ tasks
which is important in executing rescheduling of projects but only obtained by experienced knowledge of experts
and the dynamics of their relationships, developed as process control system. It is under implementation.

Keywords: project management, critical path, PERT, float, DRAG

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

大規模・複雑・多様化した近年の大規模システムのプロジェ
クト管理においては、様々な要因による所要時間変動の問題
が顕著であり、対象プロジェクトの様態は大きな不確定変動
を持つ方向に変貌している。一方、現状のプロジェクト進捗
管理手法は、不確定性を考慮する必要性の低かった開発当初
の考え方、即ちプロジェクトの最長作業経路 (クリティカルパ
ス) を指針とする考え方が基本となっている 1)。その後、ク
リティカルチェーンやプロジェクトバッファといった機能拡
張に関する研究が行われているが、実際に応用するときには、
対象依存の経験則や熟練者の経験や勘にゆだねられているの
が現状である 2)。したがって、近年の現実の問題に対応する
ためには、既存の枠組みに囚われない自由な発想でプロジェ
クト管理問題を再構築する必要がある。

そこで、本研究室では、熟練者の経験や勘を必要としない
プロジェクト管理上の合理的な意思決定支援法を新たに開発
することを目的とし研究を行ってきた。具体的には、まず、従

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

来のプロジェクト管理手法 PERT と比べ、より高い分析力と
計算力を持つベクトル空間表現を用いたプロジェクトの工程
管理のためのモデル及び手法を新たに構築した 3)(2.2 節)。更
に、プロジェクトの再スケジューリングを実行する上で重要
だが熟練者の経験知によってしか得られなかったプロジェク
トの作業間の相互関係やその関係性のダイナミクスを可視化
する方法を考案し、工程管理システムとして開発・実装中で
ある (2.3 節)。

ところで、大規模かつ所要時間変動の問題が顕著な近年の
プロジェクトの再スケジューリングの実施に大きく貢献する
可能性のある新たな管理指標 “DRA” がプロジェクト管理の
実務家の間で注目されはじめている 4)5)。3.1 節で後述する
DRAG の概念や定義は必ずしも分り易いものではない。しか
し、DRAG で出来る事やその使い方は非常にシンプルで分り
易い。具体的には、例えば、DRAG を使うと、プロジェクト
の時間短縮をしたい時、短縮可能な作業と可能な短縮幅をピ
ンポイントに知ることができる。更に上手く使うと、コスト
効率の良い短縮方法を特定できる可能性がある。従来手法に、
各作業の着手上の余裕時間を表す管理指標 Total Float(以降
“Float”と記す ) があり、この Float を技巧的に繰り返し用い
ることでDRAGの機能を実現できないわけではない。しかし
計算量の問題が著しく現実的ではない。DRAG は上述のよう
な管理上知るべき情報を最低限の計算量で知ることができ、近
年大規模化するプロジェクトの管理には欠かせない強力な指
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標と言える。
しかし、DRAG の算出ルールを完全に一般化し自動化する

ことは従来の PERT法の枠組みでは出来なかった。このため、
一部の実務家が経験と直感で DRAG の値を見積もって試しに
使ってみるに留まっていた。これに対し、本手法を用いると、
この DRAG 算出の手順化が容易に行えるため (3.2 節)、これ
まで出来なかったDRAG の実践的活用に向けた取り組みが可
能と考えられる。

そこで、本研究室では現在、提案手法に基づき開発中の工
程管理システムの大規模プロジェクトへの対応力の強化、及び
機能拡充を目的とし、本システムに DRAG 算出機能を追加実
装し、DRAG の実践的活用方法について検討を進めている。
この研究の一環として、本論文では以下のことを行った。

(1) 工程管理モデル生成プロセスの自動化

(2) 本研究室で開発された DRAG 算出手順の妥当性検証

(3) コスト効率を考慮したプロジェクト時間短縮方法の特定
に DRAG 使用が有用であることを実証する実験

(4) 拡張・拡充された工程管理システムの大規模プロジェク
ト管理への適応可能性検証と問題点の抽出

2. 工程管理システムの開発

2.1 諸概念
本論文では、納期とは、プロジェクト開始から完遂日までの

期間とし、契約された納期 (契約納期) と区別する。クリティ
カルパスとはプロジェクトの納期に直接影響を及ぼす最長作
業経路、安全余裕とは納期契約違反を防ぐ為にプロジェクト
に予め与えられる時間的余裕を表す。

2.2 工程管理モデル
本研究室の先の研究 3) で、プロジェクトの作業全体の遅延

をパラメータベクトルで表し、納期制約問題をベクトルの存
在可能領域 (“遅延許容領域”と呼ぶ ) を求める問題に帰着さ
せる方法が考案され、この遅延許容領域が工程管理上有用な
モデルになり得ると分った。これを工程管理モデルと呼ぶ。

遅延許容領域は、各作業の所要時間と遅延を考慮しながら
作業間の先行関係を不等式制約で表し、その制約全体を納期
制約と併せて簡略化して得られる不等式制約の集まりである。
また、遅延許容領域を成す制約式各々は、プロジェクトの最長
作業経路となり得る経路長各々に対する制約に相当し、タス
ク分析能力としては従来手法の PERT と同等の能力を持つ。
更に、実数ベクトルで処理できる利点として高い分析力と計
算力を特長として持つ。この特長により、グラフ理論ベース
の PERT より深い分析ができる可能性を持つ。例えば、冒頭
で述べた DRAG の計算可能性はその一例である。また、各作
業の遅延そのものに着目したモデルであるため、余裕時間に
関する分析は従来法よりも直接的かつ簡潔に行える。具体的
には、各作業の着手上の余裕時間を表す指標 Float は、遅延
許容領域を制約条件とし、着目作業の Float を目的関数とし、
これを最大化する制約充足問題として扱える。

2.3 工程管理システム
本研究室で開発中の工程管理システムの特徴は、従来は重

点管理項目 (クリティカルパスの所在や安全余裕残量) を見出
す計算過程で使用していた指標 Float を、これら重点管理項
目の可視化に直接利用するという点である。

2.3.1 システム準備段階
工程管理モデル、即ち遅延許容領域を生成する。具体的に

は、作業の前後関係と各作業の所要時間及び作業遅延を表す
遅延パラメータに基づき、最長と成り得る作業経路の全ての
経路長を算出するが、これらは遅延パラメータから成る線形
多項式となる。これらに納期制約を与えて得られる線形不等
式の集まりが遅延許容領域となる。

2.3.2 システム運用段階
目標スケジュールが示す作業間の順序関係に従ってプロジェ

クトを実行し、実行中変化していく Float と DRAG を遅延許
容領域に基づき次々と算出し、実行中の重点管理項目の変化
していく様子を、指標 Float の並びから直感的に認識できる
ように可視化する (可視化のイメージは 4.3 節の図 4 参照のこ
と)。なお、具体的な可視化の方法は以下の通りである。

• クリティカルパスは、Float の最小値（或いは 0 でな
い DRAG）を持つ作業列をハイライト表示させること
で所在を可視化できる。

• 安全余裕残量は、各時点での Floatの最小値をハイライ
ト表示させることでその変遷を可視化できる。 なお、
Float の最小値が負となるタイミングが契約納期逸脱
のタイミングとなる

• 納期短縮可能な作業項目は 0 でない DRAG を持つ作
業項目、可能な短縮幅は DRAG の大きさとして検出
できる。

2.4 工程管理モデル (遅延許容領域)生成手順の自
動化

実装したシステムでは、作業間の前後関係と各作業の所要
時間及び作業遅延を表す遅延パラメータを与えると、以下の
式で表される各作業の開始時刻と終了時刻を順に求める計算
を作業間の前後関係に従って順に繰り返し行わせる。

作業 p の開始時刻 ≥ Max[ pj の終了時刻｜ pj は p の先行作業
全て]

作業 p の終了時刻 = p の開始時刻+所要時間+遅延パラメータ
最終作業の終了時刻 (複数通り) が得られると、即ちそれらが
最長と成り得る作業経路の経路長に各々相当する式となって
いる。

3. DRAG算出手順について

3.1 DRAGの概念定義
DRAG とは、プロジェクトを構成する作業項目ごとに測

ることができ、その作業項目がどれだけ納期に影響を及ぼし
ているか (納期を押しているか) を直接表す指標である。最も
オーソドックスな使い方は、納期を出来る限り早めたい場合
はDRAGが最も大きな作業に着目するということである。ま
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図 1: ネットワーク・ダイアグラムの例

た、DRAGの値に納期遅れに対して課せられる違約金の額を
掛けたものを DRAG Costと呼び、これを使うと作業時間短
縮に掛かるコストと納期遅れによる損失のトレードオフの問
題を簡潔に扱える。

3.2 遅延許容領域に基づくDRAGの算出手順
図 1は、6つの作業を持つ簡単なプロジェクトの Activity

on Arc 型のネットワーク・ダイアグラムの例である。( ) 内
は各作業の標準的所要時間である。同じアルファベットの大
文字と小文字は、ある作業の名称と、同作業の遅延パラメー
タを表す。本プロジェクトの納期を 50とすると、本例の遅延
許容領域は以下の不等式制約の集まりとして表せる。各作業
の Float と DRAG は図 1 の通りである。着手上の余裕時間
(Float)が 0ではない作業 (C,E)、つまり非クリティカルパス
上の作業の DRAGは 0になる。一方、Floatを持たない作業
(A,B,D,F)、つまりクリティカルパス上の作業は、いずれも 1

以上のDRAGを持つ。ここで、もしDRAG=20 の作業 Aを
これより小さい 18だけ短縮すると、プロジェクトの工期もそ
のまま 18短縮される。一方、 DRAG = 10 の作業 Bをこの
DRAGを越す大きさの 18短縮しても、プロジェクトの工期
は 10までしか短縮されず、残り 8の短縮分は短縮コストの無
駄となる。なお、遅延許容領域を用いると、DRAGは以下の
ルールで求められる。
(R1) クリティカルパス上にない作業要素のDRAGは全て 0

　
(R2) クリティカルパス上にあり、かつ他に平行作業がない

作業は、それ自体の所要期間が DRAGとなる
(R3) クリティカルパス上にあり、平行作業のある作業は、ク

リティカルパスの経路長制約の定数項 (X)と、クリティ
カルパスの次に制約の厳しいパスの経路長制約の定数
項 (Y)との差 Y −X が DRAG値となる。

(R4) ただし、その作業の所要時間が Y − X より小さい時
は、それ自体の所要期間が DRAGとなる。

なお、ある作業に平行作業があるか否かは、各制約条件式の
アルファベットの並びの比較で機械的に判断できる。

4. 検証実験

近年実際に実施され成功裏に終了したプロジェクトの工程
表 (ガントチャート)の実データ一式を使用し、以下の 3種類
(4.1∼4.3)の検証実験を行った。

4.1 DRAG算出手順の妥当性検証
比較的小規模の住宅建築プロジェクト (作業項目数 30程度)

を適用例とし、開発された DRAG 算出手順の妥当性を確認
した。

表 1 DRAGを持つ作業の短縮が及ぼす影響の解析

実験の流れと結果
目標スケジュールを表すガントチャートから抽出した順序制

約に納期制約を加えて簡約化し、都合 12個の制約条件式から
成る遅延許容領域を得た。そして、工程表に従ってシミュレー
ション実行し、実行中変化していくFloatを算出し、Floatの最
小値 (図中青字)を観測し、これが負となる納期制約逸脱のタイ
ミングを検出し、その時のDRAGを算出した。表 1- 1⃝はその
時の Floatと DRAGである。更に、この納期制約逸脱を回避
するための作業時間短縮箇所を作業 P40(DRAG = 10)と仮
定し、P40短縮幅と余裕残量との関係を調べた (表 1- 2⃝∼ 7⃝)。
その結果、P40の持つ DRAGを越さない短縮幅 ( 2⃝∼ 5⃝)で
は短縮幅分の最小 Float の増加 (つまり納期短縮) が見られ、
DRAG を越す短縮幅 ( 6⃝、 7⃝) ではそれ以上の短縮が見られ
ない。このことから、本実験で求められた DRAGは正しいこ
とが確認された。以上のような検証実験を十分な回数行った
結果、考案した算出手順は妥当と判断した。

4.2 コスト効率を考慮し時間短縮方法を特定する
実験

同じく住宅建築プロジェクトを適用例とし、コスト効率を
考慮したプロジェクト時間短縮方法の特定にDRAGが有用で
あることを実験的に確認した。

4.2.1 実験の流れと結果
プロジェクトのシミュレーション実行中 (図 2のネットワー

ク図参照)、契約納期を 10 日超過することが確定し、この時
点で計画見直しを行うこととし、納期短縮のための作業短縮
コストと契約納期違約金の和で決まる損失コストが最小とな
る短縮方法を見出すこととした。
表 2は、着目時点でクリティカルパス上に在る作業各々に

関する情報である。各作業に掛かる標準的なコスト及び短縮
コストは、この種のプロジェクトに関する一般的見解に基づ
き設定した。即ち、標準的なコストに関しては総工費に対す
る標準的なパーセンテージ等で算出した。また、時間短縮コ
ストに関しては、この種の作業の場合一般に、標準的所要時
間に対する短縮幅の占める割合が小さいほど人員等の追加に

図 2: 建築プロジェクトのネットワーク図
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表 2計画見直し時にクリティカルパス上に在る作業の情報

表 3 短縮日数ごとのコスト最小の短縮方法と損失

図 3: 短縮日数と損失の関係

よる時間短縮の余地が大きく（短縮し易く）、逆にその割合が
大きいほど短縮は困難となり、ある大きさ以上になると物理
的に短縮不可能となる。表 2の斜線は「短縮不可能」を意味
する。
表 3には、表 2に基づき短縮日数ごとのコスト最小の短縮

方法を求めた結果を示している。ただし、表 3-(1)は一作業の
みでの短縮と限定した場合の結果であり、表 3-(2) は複数作
業に跨っての短縮も可とした場合の結果を示している。一作
業限定での短縮の場合、可能な短縮の上限は各作業の DRAG

の値がそのまま上限となる。このため、コスト最小の短縮方
法は、各作業の DRAGと短縮コストが分れば簡単に求められ
る。一方、複数作業に跨った短縮も可とする場合、短縮幅の
上限は単純に当該作業のDRAGの値とはならない。並行作業
系列を持つ作業の場合、その作業の DRAGのみならず並行作
業列の Float の大きさにも依存して上限が決まる。今回の実
験では、この上限は論理的に考えながら求めた。

4.2.2 結果の考察
表 3、図 3より、短縮幅が長い時ほど、複数作業に跨った

短縮まで考えた方が、損失の小さい短縮方法が得られる可能

図 4: 比較的大規模なプロジェクトへの本手法の適用結果

性が大きいことが分かった。従って、今回の実験では論理的
思考に従って求めたが、「複数作業を組み合わせた短縮での各
作業の短縮幅の上限」を見出す方法の手順化には意義がある
と考えられる。

4.3 大規模プロジェクトへの適応可能性検証と問
題抽出

比較的大きな規模のプロジェクトとして、水力発電設備の
定期修理管理 (オーバーホール)の作業項目数 130程度のプロ
ジェクトを適用例とし、提案する工程管理手法が、近年の大
規模プロジェクト管理に資する技術足り得るかを検証する為
の実験を行った。また、実データを使用する場合、実験デー
タとしての不完全さをどのように補うかの問題があるが、こ
の種の問題点の抽出を行った。

実験の流れと抽出された問題点及び結果
目標スケジュールを表すガントチャートから抽出した順序

制約に納期制約を加えて簡約化し、項数 30～69の都合 30個
の制約条件式から成る遅延許容領域を得た。
ここまでの問題点として、プロジェクトの初期作業ではな

いが、先行作業を明確に持たない、つまり開始タイミングが
明確でない作業が本例では 6個程確認された。そこで、その
様な作業の先行作業は全て初期作業とした。同様に、後続状
態を明確に持たない作業が本例では 19個確認されたが、その
全ての作業の後続作業はプロジェクトの最終作業とすること
とした。この方法は、本手法を適用する上で便宜上与える順
序関係の数を最小限に抑え、引いては生成される遅延許容領
域の制約条件式の数 (つまり最長作業経路の候補数)を最小限
に抑えられる方法である。
次に、工程表に従ってシミュレーション実行し、実行中変化

していく Floatと DRAGを算出し、Floatに基づくクリティ
カルパスと安全余裕残量の変化の可視化の可能性を確認した
(図 4)。以上のことから、作業数 150程度のプロジェクトへの
適用は可能と判断した。

5. まとめ

本研究室で開発中の工程管理システムの大規模プロジェク
トへの適用に向けた整備拡充を行い、作業数 150程度のプロ
ジェクトへの適用可能性を確認した。また、本システムに追加
実装された DRAG算出機能の妥当性を確認した。更に、コス
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ト効率を考慮したプロジェクト時間短縮方法の特定に DRAG

が有用であることを実証すると共に、DRAGと Floatの併用
による効果を示唆した。
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リレーアタック耐性とBOT耐性の両立を目指した
インタラクティブな動画CAPTCHA方式に関する研究

富田　旋 a)・立田　怜平 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

A Consideration of Interactive Motion Picture CAPTCHA System

Aiming at Compatibility between Relay Attack Tolerance and BOT

Tolerance

Meguru TOMITA, Ryohei TATSUDA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

CAPTCHA is a type of challenge response test used to distinguish human users from malicious computer
programs such as bots, and is used to protect email, blogs, and other web services from bot attacks. So far,
research on enhance of CAPTCHA’ s resitance to bot attacks has been proceeded to counter advanced
automated attacks method. However, an attack technique known as a relay attack has been devised to
circumvent CAPTCHA. In this attack, since human solves CAPTCHA, the existing measures assuming bots
have no effect on this attack. We designed a new CAPTCHA scheme for relay attacks tolerance and automated
attacks tolerance. In this paper, we tested the robustness of the proposed method against several types of
automated attacks. We constructed an experimental environment in which a relay attack can be simulated,
and designed a series of experiments to evaluate the performance of the proposed method. As a result, we
found that the proposed CAPTCHA scheme offers some of level of resistance to automated attacks and relay
attacks.

Keywords: CAPTCHA, relay attacks, BOT, challenge response

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

Web サービスの普及により、誰でも様々なサービスを利用
することが可能となっている。それらの Web サービスに対し
て、ボットと呼ばれる自動プログラムを用いた不正行為が行わ
れている。例えば、メールサービスのアカウントをボットを用
いて自動的に大量取得し、スパムメールの送信に利用するな
どの事例が挙げられる。このような、不正行為を防止するた
めに、CAPTCHA (Completely Automated Public Turing

test to tell Computers and Humans Apart) と呼ばれる反転
チューリングテストによる判別手法が広く利用されている 1)。
CAPTCHA は、チャレンジ/レスポンス型テストの一種であ
り、人間には容易に解答できるがコンピューターには困難な
問題を出題し、正しい解答をした者を人間と判断するシステ
ムである。

一般的に利用されている手法には、Web ページ上に歪みや
ノイズを加えた文字列画像を提示し、Web サイトの閲覧者が
その文字列を判読できるか否かを試す文字列 CAPTCHA が
ある。しかし、OCR 技術の進歩や、解読アルゴリズムの向上
により、文字列 CAPTCHA は容易に突破されるようになっ

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助教
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

てきている。そのため、動物や物などの画像を識別する人間の
高度な能力を利用する画像 CAPTCHA や文字列 CAPTCHA

を動画へ応用した動画 CAPTCHA など数多くの方式が提案
されてきた。このように、人間には判読しやすく、かつ、ボッ
トには解読が難しい CAPTCHA を実現するために数多くの
研究が行われてきたが、CAPTCHA を回避する手法として、
リレーアタックと呼ばれる攻撃手法が用いられることがある
2)。リレーアタックは、インターネット上の一般ユーザーや報
酬に誘引された人間を利用して CAPTCHA を解読させ, その
解答を利用する手法である。 本稿では、リレーアタックに加
担する人間を「幇助ユーザー」と呼ぶことにする。リレーア
タックでは、人間が CAPTCHA の解読を行うのでコンピュー
ターを想定した対策では効果がなく、新たな対策が求められて
いる。そこで、本稿ではリレーアタックを行った際に生じる遅
延時間に着目し、リレーアタックでの CAPTCHA の解答を
困難にすることを目指した CAPTCHA 方式を提案する。提
案方式は、表示される動画に対してマウスカーソルを移動させ
るアクションを行う動画型 CAPTCHA である。 ランダムな
位置に出現する複数の妨害オブジェクトの中から連続的に移
動してその位置を変化させる移動オブジェクトを認識し、マウ
スカーソルで追跡できるか否かで人間かボットかを判別する。
リレーアタックでは、攻撃者が幇助ユーザーに CAPTCHA の
出題画像を転送する通信の遅延時間が発生するため、提案方
式 CAPTCHA の場合、攻撃者に提示されている動画と幇助
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ユーザーに中継されている動画には、ずれが生じ、リレーア
タックによる移動オブジェクトの追跡が困難になると考えた。
本稿では、リレーアタックを再現し、CAPTCHA の転送で生
じる遅延時間で提案方式 CAPTCHA の解答が困難になるか
を検証し、リレーアタック耐性を確認した。また、画像処理に
基づいた自動的な攻撃を実装し、ボットへの耐性を確認した。

2. 関連研究

2.1 CAPTCHAとは
CAPTCHA（Completely Automated Public Turing test

to tell Computers and Humans Apart) は、2000 年にカー
ネギーメロン大学の Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas

Hopper, John Langford によって開発された、人間とコン
ピュータを区別するための反転チューリングテストである 1)。

CAPTCHAは、自動化されたWebクライアントによって、
大量のリクエストを投入されては困る案件において、相手が
コンピュータではないことを確かめる目的で用いられる。例
えば、無料メールサービスのアカウント登録フォームやブロ
グのコメント投稿フォームのようなケースでの利用が挙げら
れる。
オリジナルのチューリングテストは、アラン・チューリン

グによって考案された。あるコンピュータが知的かどうか（人
工知能かどうか）を判定するためのテストである。このテス
トには、人間、コンピュータ、判定者（人間）がいる。判定者
（人間）は、人間とコンピュータに対して、通常の言語で一連
の質問をする。この時、人間とコンピュータは「人間」であ
るかのように振る舞う。これらの参加者は、それぞれ隔離さ
れている。判定者（人間）は、コンンピュータの言葉を音声
に変換する機能に左右されることなく、その知性を判定する
ために、会話はディスプレイやキーボードといった、文字の
みでの更新に限定する。判定者の仕事は、参加者のどれが人
間であり、コンピュータであるかを判定することである。判
定者がコンピュータと人間の正確な区別ができなかった場合、
このコンピュータはテストに合格したと言える。

CAPTCHAは、名前に “Turing test”が含まれているが、オ
リジナルのチューリングテストと唯一の違いがある。それは、
対象者やそれぞれの役目、目的における「コンピュータ」・「人
間」を反転させているという点である。つまり、CAPTCHA

の場合は関わっている相手が人間か別のコンピュータかをコ
ンピュータ自身が判定することになる。これが、反転チュー
リングテストと呼ばれる理由である。

2.2 CAPTCHAの定義
ここで、CAPTCHAの定義について述べる。Cを起こりう

る事象とすると、その事象Cが起こる確率を [C]と表す。また、
P が確率的プログラムである場合、ランダムな値 r を使用する
時に生じる決定論的プログラムを Pr で表す。(P, V )を確率的
相互作用のプログラムのペアとする。ランダムな値 u1 と u2

を用いて、P と V の相互作用が終了したと仮定した時の V の
出力を ⟨Pu1 , Vu2⟩と表す。全ての P と u1、u2 について、Pu1

と Vu2 との相互作用が終了し、⟨Pu1 , Vu2⟩ ∈ {accept, reject}
の場合、プログラムはテストと呼ばれる。V を検証者及びテ

スターと呼び、V と相互作用する P を証明者と呼ぶ。テスト
V を介するエンティティ A の成功は、

SuccVA = Pr,r′ [⟨Ar, Vr′⟩ = accept] (1)

と定義できる 3)。A は、V の仕組みを正確に知ることが
でき、 Aが知ることのできない唯一の情報は、V の隠れたラ
ンダム性 r′ と仮定する。CAPTCHAは、ほとんどの人間が
“1” に近い成功率を収めるテスト V であり、人間を超える成
功率を持つコンピュータを書くのは難しい。ただし、人間の
成功は、視覚的なハンデなどに依存する場合がある。例えば、
色盲を抱えている人は、色の区別が必要なテストでは、成功
率が低い可能性がある。
また、CAPTCHA は自動化されており、テストを管理運

用するにあたって人間の介在をあるいはほとんど必要としな
い。これは、テストにおける人間の管理や介入の必要性を避け
ることができ、コストや信頼性において明らかに有益である。
CAPTCHAに、使用されているアルゴリズムは多くの場合、
公開される。アルゴリズムの公開は、CAPTCHAのセキュリ
ティ的に問題にはならない。CAPTCHAの突破には、リバー
スエンジニアリングなどの手法を用いて達成できるような秘
密のアルゴリズムの発見よりも、人工知能の分野における難
問を解決することが必要なためである。

2.3 CAPTCHAの利用
一般的な CAPTCHAは、Webサイトの登録フォームの下

部などに表示されるいくつかの歪んだ文字を含む画像である。
ユーザーは、人間であることを証明するために、歪んだ文字を入
力することを求められる。例として、図 1には、Microsoft社の
Webサービスのアカウント登録時に提示される CAPTCHA

を示し、図 2には、Yahoo Japanのメールアカウントの登録
時に提示される CAPTCHAを示す。

図 1. Microsoft社のサイトで利用されている CAPTCHA4)

2.4 CAPTCHAの分類
CAPTCHAは、文字や画像などの難読化（歪みやノイズの

追加）の対象に基づいて分類される。また、近年の研究では、
コンピュータでの模倣が難しい人間の高度な認知能力を問う
ものがある。

2.4.1 文字列 CAPTCHA

最も広く利用されてきた CAPTCHA方式であり、人間に
は認識できるが、自動化されたコンピュータ（以下、ボットと
する）には認識することが困難な歪みやノイズを含んだ文字
を出題する。図 3に例を示す。
この CAPTCHA方式のメリットは、システムが単純であ

り、Webシステムへの導入が簡単である点と、総当たり攻撃に
強い耐性があるという点である。一般的な文字列 CAPTCHA

は、英字 52字（大文字と小文字を含む）と数字 10字の合計
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図 2. Yahoo Japan のアカウント登録時の CAPTCHA?)

図 3. Wikipediaのアカウント登録時の CAPTCHA6)

62 字の英数字が用いられるので、CAPTCHA の文字数が a

だとすると、文字列の画像のパターン数は 62a 通りというこ
とになる。ボットがこの文字列 CAPTCHA を総当たりで突
破する場合、62a 通りの答えを試さなければならない。
表 1. 入力文字数 aにおける文字列画像のパターン数
文字数 a 4 5 6

総当たり数 1.48× 107 9.16× 108 5.68× 1010

文字列 CAPTCHAのデメリットは、OCR（光学文字認識）
攻撃への耐性が弱いことである。技術の発達に伴い、OCRの
文字列の認識精度が向上したことにより、難読化を施した文
字であっても、ボットによって突破されてしまうという事態
が発生するようになってしまった 7)8)。この事態に対応する
ために様々な文字列 CAPTCHAが開発されてきた。

2.4.2 Gimpy

Gimpy9)は、2つの単語が重複して表示されているものを 1

セットとし、画像の中にそれが 5セット表示されている。ユー
ザーには、表示された 10個の単語の中から、3つ答えさせる

CAPTCHAである。ボットに対しては、文字列の歪みや重複
による難読化で認識を困難にしている。Gimpyで使用されて
いる全ての単語は、Ogden’s Basic English word List10) に
ある 850単語から取得される。

図 4. Gimpy9)

2.4.3 EZ-Gimpy

EZ-Gimpy11) は、Gimpyよりも単純な方式である。ボッ
トを防ぐために Yahoo のページに実装された。この方式は、
1 つの単語、あるいは、アルファベットと数字をランダムに
並べた文字列の画像を歪ませて表示し、その解答を入力させ
る。EZ-Gimpyでは、Gimpyと同様にOgden’s Basic English

word Listから単語を選び、それに難読化を施した。また、ボッ
トを混乱させるために、複雑な背景を追加している。

図 5. EZ-Gimpy9)

2.4.4 Gimpy、EZ-Gimpyの突破
Gimpy、EZ-Gimpy は、バークリー校が 2002 年に

CAPTCHA のコンピュータによる解読に取り組み、「EZ-

Gimpy」の成功率が 83%、EZ-Gimpyよりも困難な「Gimpy」
の成功率が 30%で突破されてしまった 11)。例え、30%の成功
率であっても、攻撃者はボットを使って、スパムメールなど
に利用するアカウントを大量発行するので、10万件のうち 3

万件でも CAPTCHA を突破できれば、攻撃者は十分に元が
取れてしまう。

2.4.5 reCAPTCHA

reCAPTCHAは、ボットのWebサイトの不正利用を防ぐた
めにCAPTCHAを利用するのと同時に、そのCAPTCHAに
対する返答を書籍のデジタル化に活かすシステムである 12)13)。
オリジナルは、2007年にカーネギーメロン大学・ピッツバー
グ本校にて開発された。2009年 9月 16日にGoogleはこのテ
クノロジーを買い取っている。reCAPTCHAは、ニューヨー
クタイムズが持つ記事アーカイブの電子化及び、Googleブッ
クスの書籍電子化に利用され、前者は、2009年の時点で 130

年分を超える全記事のうち約 20年分のデジタル化を、2、3ヶ
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月で完了した。
reCAPTCHAは、デジタル化した書籍データの中から、OCR

で正しく識別されなかった単語を切り取り、CAPTCHAとし
て出題する。しかし、CAPTCHAはコンピュータと人間を区
別することが主な目的であり、正しく入力されたか判定する
ための「正解」が必要となる。そこで、OCRで正しく識別さ
れなかった単語に加え、正しく識別された単語を用いる。出
題される文字列の画像には、2つの単語が含まれており、一方
は正しく識別されており、正解が存在する。もう一方は、正
しく識別されなかった人間に認識してもらう必要があるもの
である。
具体的な仕組みについて述べる。スキャンされた文字列を

2 つの OCR で各々解析する。両 OCR の結果が異なった場
合、疑わしい文字として、CAPTCHAに変換する。ただし、
この時、既に OCR で認識できている文字を「対照文字」と
して、この CAPTCHA に追加する。2 つの単語は、ボット
による CAPTCHAの突破を困難にするため、難読化を施す。
文字を読み取った人間が「対照文字」を正しく認識していた
場合、OCR で正確に読み取れていなかった文字に対する解
答も正しいものであるとシステムは仮定する。各 OCR プロ
グラムによる文字認識結果には、0.5点を与え、人間の文字認
識結果には、1.0点が与えられる。特典が 2.5点に達した時、
スキャンされた文字の認識結果が決定する。例えば、あるス
キャンされた 1つのテキストに対し、2つのOCRプログラム
の認識結果がそれぞれ、“dog”と “cog”だったとする。これ
を reCAPTCHAを通じて人間に見せた場合、出題 syutudai

開始から 2人が “dog”と解答した時点でこのスキャン結果は
“dog” だったとみなす。また、2 人が “cog” と解答した時点
でも同様である。そして、3人が “bog”と解答した時点で両
OCR のスキャン結果を破棄し “bog” だったとみなす。人間
の判断により単一の認識結果が一貫して与えられた文字は対
照文字として再利用される。

図 6. reCAPTCHA12)13)

2.4.6 文字列 CAPTCHAの限界
2017 年、米国の AI 企業 Vicarious の研究者らが、

CAPTCHA で表示される文字を認識できる新たな学習モデ
ルの結果を発表した 14)。発表された手法では、CAPTCHA

の文字を認識するために必要となる訓練データは従来のディー
プラーニング手法に比べて、約 300倍効率的であるという。彼
らは、少数の例から学習して、一般化できる能力を持つ人間
の脳を参考に、神経科学の知見を導入した「再帰的皮質ネッ
トワーク」を作成した。結果として、1文字あたり 5つの訓練
サンプルを用意するだけで、reCAPTCHAの文字画像を文字
単位で見ると「94.3%」、単語単位で見ると「66.6%」の精度で

正答することができた。少ない訓練データで CAPTCHA を
突破できることから、研究者らは、より強固なメカニズムに
移行すべきだと述べている。

2.5 画像 CAPTCHA

文字列 CAPTCHA方式における脆弱性が多くの研究者に
指摘され、文字列に加える変形やノイズを大きくすることで、
ボットへの耐性を向上させようとしたが、そのような文字は、人
間にとっても難しくなってしまい、人間の正答率まで低下させ
てしまう事態になった。そこで、文字認識以外の人工知能にお
ける難問の提示が必要になった。その 1つが画像 CAPTCHA

方式である。画像 CAPTCHA 方式は、具体物の画像を用い
ることで、人間とコンピュータを判別する。出題する問題の
種類は様々あり、用いる画像の枚数や解答方式に違いがある。

2.5.1 PIX

PIX15)16) は、共通した色や行動、形を認識できる画像を
複数枚表示し、ユーザーに共通する分類を 1つ答えさせる方
式をとっている。その答えが正しかった場合には、解答した
ユーザーを「人間」とみなす。例えば、図 7のような画像が提
示された場合は、ユーザーは画像に共通する分類として「赤
ちゃん・baby」を入力する。この手法は、画像が表す情報の
共通点を人間ならば容易に見いだすことができる能力に基づ
き選択させるユーザーを判別する。画像の内容を理解するこ
とは、人工知能における難問であるため有効であると考えら
れた。

図 7. PIX15)

しかし、PIXはデータベース攻撃に弱いことが分かっている。
データベース攻撃とは、出題される画像とその解を記録した
データベースを構築し、このデータベースを用いてCAPTCHA

を突破する方法である。PIXでは、画像に対してその特徴別
に分類がされている。攻撃者は、何度も CAPTCHA による
認証を繰り返すことで、画像データを取得していく。取得し
た画像データに対して、特徴別に分類を行い、データベース
の構築を行う。出題者は、画像データに対して、人間が認識で
きる特徴から分類を行わなくてはならないため、無作為に選
択した画像を用いて出題することができない。従って、問題
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として構築されるデータベースの情報量は、人間が手入力で
行える範囲である。このことから、攻撃者がデータベースを
構築するのは比較的容易であることが推測され、PIXがデー
タベース攻撃に対して脆弱であると考えられる。
また、画像検索攻撃に対しても脆弱であると考えられる。画

像検索攻撃とは、CAPTCHAの問題として提示された画像を
Web状の画像検索エンジンで検索することで、正答または、正
答に直結するキーワードを取得し、CAPTCHAを自動的に通
過する手法である。PIXは、複数の画像に共通しているキー
ワードを入力する形式であるため、画像検索の結果次第では、
共通したキーワードを得ることは容易であると考えられる。

2.5.2 Asirra

Asirra17) では、複数の動物の画像を表示し、その中から特
定の動物の画像を選択させる。具体的には、ユーザーは提示
された 12枚のイヌまたは、ネコの画像のうち、ネコの画像を
選択することを要求される。ネコの画像を全て選択すること
ができれば、「人間」だと判定される。Asirraも PIXと同様
に、画像の内容を理解するという、人工知能における難問を
利用している。

図 8. Asirra17)

PIX は、データベース攻撃に対する脆弱性が指摘された
が、Asirra は、この攻撃に対する耐性を備えている。Assira

では、出題用の画像データベースを常に更新することでデー
タベース攻撃を避けている。Assiraで用いられている画像は、
Petfinder。com18)というペットの里親募集サイトと提携して
取得している。その数は、およそ 300万枚であり、全ての画像
に対してイヌとネコのラベル付けがされている。そのため、ス
クリプトによって Asirraから画像を取得してデータベースを
構築するためには、1秒で 1枚追加すると仮定すると、1ヶ月
以上を要する。さらに、Petfinder.comに登録されているペッ
トは半年で完全に入れ替わることが予想されており、そのこと
から、1日に約 10000枚というペースで画像データベースが
更新されることが考えられる。また、Petfinder.com上で表示
されている画像は、実際に蓄積している画像の 10%にも満た
ない。従って、登録されている全ての画像を即座に取得する
方法がなく、常に新しい画像が登録され続けているため、Web

スクレイピングによって自動的にデータベースを構築するこ
とも不可能である。以上のことから、Asirraを突破するため
のデータベースを構築することは、現実的ではない。
しかし、SVM を用いた機械学習により、10.3%の確率で

Asirraによる判別テストが破られたと報告されている 19)。

2.5.3 画像 CAPTCHAのメリット・デメリット
画像 CAPTCHA 方式のメリットは、文字列 CAPTCHA

方式の脅威であった OCR 機能を持ったボットが通用しない

ことや、人間が直感的な画像認識を行うことができ、Asirraに
おいては画像を選択するだけで良い点が挙げられる。
デメリットは、誤って CAPTCHAの判定テストを通過す

る確率（偽陽率）が高い点である。例えば、1回のCAPTCHA

画像を 12枚、そのうち選択すべき正答の画像が a枚である場
合、偽陽率は、次式となる。

1

12Ca
(2)

正答画像の枚数 aが明らかでない場合、攻撃者は正答画像
の枚数 aを知らないため、 1∑12

a=1 12Ca
= 1

4095
の確率でテスト

を通過する可能性がある。この確率は、表 1 にある文字数 4

つの場合と比較しても非常に高い。偽陽性を下げるためには、
出題する画像の選択肢を増やす方法が考えられるが、大きな
表示スペースの必要性や、各画像の一覧性が悪くなり、使い
勝手が悪くなってしまう。また、Asirraが機械学習によって
突破されたことから、「画像の内容を理解する」という人工知
能における難問が解決されることは時間の問題である。その
ため、CAPTCHAのテストをより高度化していく必要がある
と考えられる。

2.6 動画 CAPTCHA

動画 CAPTCHA 方式は、文字列 CAPTCHA や画像
CAPTCHA の拡張方式となっており、静的な画像の出題形
式の後継として開発された。代表的な動画 CAPTCHA 方式
には、NuCAPTCHAが挙げられる。

2.6.1 NuCAPTCHA

NuCAPTCHA20)21) は、カナダのソフトウェア企業 Leap

Marketing Thechnologiesが開発した。この CAPTCHAは、
複数のフォントを用いたランダムな文字列が動画で表示され、
ユーザーは動画上部に表示される色指定などを読み取り、動
画中に流れる文字列の中から該当文字列をテキストボックス
に入力する。この CAPTCHA 方式は、動的な背景や文字列
の複雑な動き・歪みがあったとしても、文字を正しく認識で
きる人間の高度な能力を利用したものである。

図 9. NuCAPTCHA21)

動画 CAPTCHAのメリットとして、動画を用いることに
より、文字列の色の変化や動きなど、歪みやノイズなどの従
来の文字列 CAPTCHA の難読化に新しい要素を追加するこ
とができることである。このような、難読化のバリエーショ
ンの増加は、過度な歪みやノイズによって、人間にも文字列
CAPTCHA が読めなくなるという事態をある程度抑えるこ
とができ、ボットにとってもより難しい問題になると考えら
れる。
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しかし、スタンフォード大学のセキュリティ研究者が、90%の
確率で NuCAPTCHAを破ることに成功したとブログで発表
した 22)。突破は、5段階の攻撃アルゴリズムを利用しており、
まず背景を取り除き、文字列を白黒化した上で、フレーム解
析を行って、各フレーム内のオブジェクトを特定。クロスフ
レーム解析とセグメンテーションを通じて文字列を抜き出し、
個々の文字を判別する。この行程は、市販のソフトウェアを
利用して実行できるとされている。

2.7 人間の高度な認知能力を利用したCAPTCHA

2.7.1 アモーダル補完を利用した動画CAPTCHA

この CAPTCHAは、従来型の文字列 CAPTCHAをベー
スにした動画 CAPTCHA で、人間の視覚補完を利用するこ
とでユーザビリティを確保しつつ、ボットの突破率を低下さ
せるものである 23)。人間には、物体が遮蔽された状態であっ
ても内容を認知することができるアモーダル補完と呼ばれる
視覚補完能力がある。アモーダル補完が起こると、遮蔽され
た文字であったとしても人間は瞬時にその文字が何であるか
を知覚することが可能である。対して、ボットは認識率が大
幅に低下する。また、知覚神学の側面から文字の見易さに着
目し、これを動画に応用することでボットは一意に解答が出
せないよう曖昧さを持たせることで解析コストを高めている。
欠点としては、文献 23) で挙げられているとおり、最終的には
ボットであっても動画中の文字を認識できるため、人間と機
械の認識にかかる時間の差異を用いているが、その差が 20秒
と十分ではない。今後、コンピュータの性能が向上すると、人
間と機械の認識にかかる時間の差が逆転することもあり得る。

図 10. アモーダル補完を利用した CAPTCHA23)

2.7.2 メンタルローテーションを利用した画像
CAPTCHA

人間の高度な認知処理を利用した CAPTCHAの一つとし
て、メンタルローテーションを利用したCAPTCHAが知られ
ている 24)。メンタルローテーションは、1つの視点から写さ
れた 2次元物体や 3次元物体を頭の中で回転させ、異なる視
点から写された形・姿を認識する能力である。「メンタルロー
テーション」の能力を利用した CAPTCHA には、複数ある
が、最初に提案されてのは、YUNiTi’s CAPTCHA である。
この CAPTCHAでは、3Dオブジェクトが 3個、写された画
像が出題され、それと共に、3Dオブジェクトが 18個、写さ
れた解答候補画像が提示される。解答候補画像の中には、出
題画像の中の 3D オブジェクトが向きを変えた状態の画像が
含まれており、ユーザーは、同一の 3Dオブジェクトを選択し
なければならない。3次元の空間認識は、コンピューターが苦
手とする分野の 1つであり、YuNiTi’s CAPTCHAは、ボッ
トが正解困難である理想的な CAPTCHAの 1つとして注目
を集めたが、テンプレートマッチングを用いた攻撃に脆弱性
が存在することが報告された。これに対し、セキュリティを

強化したメンタルローテーションを利用した CAPTCHA 方
式は、いくつか報告されている 25)26)27)28)。

図 11. YuNiTi’s CAPTCHA24)

2.8 リレーアタックとは
2.9 リレーアタックの概要
リレーアタックは、攻撃者が正規サイトからCAPTCHAの

問題画像を取得し、第三者の人間にCAPTCHAの問題画像を中
継して解答してもらい、その解答を利用することでCAPTCHA

を突破する手法である 2)。問題画像の取得や第三者への問題
の中継などは、攻撃者の作成したプログラムで自動的に行わ
れる。ボットを使って CAPTCHA を解読するのではなく、
ネット上の一般ユーザーの労力を活用し CAPTCHA を解く
攻撃ともいえる。以降の説明では、リレーアタックに際して、
CAPTCHA の解答を提供する者を幇助ユーザと呼ぶことに
する。

2.10 リレーアタックの種類
この節では、リレーアタックの種類について述べる。

2.10.1 リレーサイトを利用する手法
不正者が運営するサイト（以下、リレーサイトと呼ぶ。）に

インターネット上の一般ユーザーが訪問して来たら、正規サイ
トから取得してきたCAPTCHAの問題画像を提示し、リレー
サイトのコンテンツを閲覧することと引き換えに CAPTCHA

を解読させ、解答を送信させる。この時の、リレーサイトの
訪問者である幇助ユーザーは、リレーアタックに加担してい
ると知らずに CAPCHAを解いていることが多い 30)31)。

2.10.2 報酬に誘引された人間を利用する手法
不正者は、賃金などの報酬と引き換えに人間を雇い、解読し

たい CAPTCHAを大量に雇用した人間に送り、解答させる。
リレーアタックに加担した人間が受け取る賃金は、CAPTCHA

の解読 1000個あたり US$0.5～US$3程度である 32)。ちなみ
に、インドでは 1000個の CAPTCHAの解決につき、約 2$の
報酬が与えられている 33)。この時の幇助ユーザーは、報酬の
ためにリレーアタックだと知っていて CAPTCHA を解く場
合が多い。

2.10.3 トロイの木馬を利用する手法
表向きは無害なアプリケーションを装っているが、ユーザー

がこのアプリケーションを実行すると、リレーサイトにアクセ
スを行い、プログラム実行のためには CAPTCHA を解かな

260 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第47号



ければならないなどの表示をし、CAPTCHAの解答を得る。
CAPTCHAの解答を入力しなければ強制的に PCをシャット
ダウンするなどの脅迫を行いユーザーに CAPTCHA を解か
せるものも存在する。

2.10.4 マルウェア感染PCの利用者にCAPTCHA

解読を肩代わりさせる手法
ユーザーの PCに感染したマルウェアは、リレーサイトへの

アクセスを行い、Webブラウザが送信するリクエスト等を遮
断して、正規サイトの CAPTCHAを割り込ませて提示する。
ユーザーが正しく CAPTCHA を解くことができたら、ボッ
トはリクエストを再送信し、その後のWebアクセスを継続す
る。このリレーアタックでは、ユーザーには閲覧先のWebサ
イトのCAPTCHAが表示されたように見えるため、ユーザー
にリレーアタックと気づかれることなく、ユーザーがネット
サーフィンをするたびに CAPTCHA を解かせることが可能
である。

2.11 リレーアタックの手順
この節では、図 12を用いて 2.10節で述べたリレーサイト

を用いたリレーアタックの手順を示す。

(1) 不正者は、リレーサイトを開設する。リレーサイトは、
webコンテンツの閲覧や賃金がもらえるなどの報酬に
よって幇助ユーザーを誘引する。

(2) インターネット上の幇助ユーザーがリレーサイトに訪
問した瞬間に、リレーサイトは自動的に正規サイトにア
クセスするように作成されている。正規サイトは、リ
レーサイトからのアクセスに対して CAPTCHAを提
示する。

(3) リレーサイトは、正規サイトの CAPTCHA画像を取
得してリレーサイト上のその画像を表示したWebペー
ジを生成する。

(4) リレーサイトを訪れた幇助ユーザーに、(3)で生成した
Webページを提示し、問題を解いたら報酬を与える旨
を説明する。ただし、一般には、不正者が CAPTCHA

を不正に解こうとしていること、また、幇助ユーザー
がその CAPTCHAを解くことで不正行為の幇助にな
ることは説明しない。

(5) 幇助ユーザーは報酬を得るために、Web ページの
CAPTCHAを解き、リレーサイトに解答を入力する。

(6) CAPTCHAの解答を得たリレーサイトは、その解答を
利用して正規サイトCAPTCHAを突破する。幇助ユー
ザーの解答が正解だった場合、正規サイトのCAPTCHA

を突破することができ、目的に応じた不正を働くこと
ができる。

(7) (2) ～ (6) をリレーサイトへの訪問者である幇助ユー
ザーに繰り返す。この一連の動作は全て自動プログラ
ムによって行われる。

図 12. リレーアタックの手順

2.12 既存のリレーアタック対策
2.12.1 IPアドレスの違いを用いたリレーアタッ

ク検知
鈴木らはリレーアタックの特徴、すなわち、正規サイトにア

クセスする PC とリレーサイトで中継された CAPTCHA を
解く PCが異なっていることを利用し、リレーアタックが行
われていることを検知する手法を提案している 29)。
まず、この手法を実現させるための手法について以下に示す。

• 正規サイトごとに CAPTCHAに含めるランダムな文
字列 (以下、キーワードとする。)を決定する。

• webブラウザがデータを送信する際にキーワードが含
まれていた場合は、そのキーワードに対応する正規サ
イトのサーバーにキーワードを検出したことを知らせ
る CAPTCHAコンファームを送信する機能を webブ
ラウザに追加する。

CAPTCHAコンファームの内容は、キーワードを含んだ文字
列である。CAPTCHAの解答にはキーワードが含まれている
ので、webブラウザから CAPTCHAの解答が送信されると
正規サーバーに CAPTCHA コンファームが送信されること
になる。
これらのことを踏まえると、正規アクセスでは、正規ユー

ザーのPCからCAPTCHAの解答とCAPTCHAコンファー
ムが送信され、この 2 つの送信元の IP アドレスの一致が確
認できる。リレーアタックでは、幇助ユーザーがリレーサイ
トで CAPTCHA を解いた時と正規サイトに直接アクセスし
ている PC が幇助ユーザーの解答を利用して CAPTCHA の
解答入力をする時の 2回、CAPTCHAコンファームが送信さ
れることになる。正規サーバーは、幇助ユーザーから届いた
CAPTCHAコンファームと正規サーバーにアクセスしている
PCからの CAPTCHAの解答の送信元の IPアドレスが一致
しないためリレーアタックを検知することができる。
この手法のデメリットは、CAPTCHAの解答にキーワード

を含めることができるCAPTCHAでなければならないことで
ある。例えば、Assiraのような出題される画像に文字列が割り
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図 13. IPアドレスを用いたリレーアタックの検知 29)

当てられており、解答となる画像に割り当てられている文字列
がCAPTCHAレスポンスとなるようなCAPTCHAは、不適
格である。具体的には、正規サイトから取得した CAPTCHA

チャレンジの画像を用いて、リレーサイトで「解答となる画像
の番号を答えよ。」という形式で CAPTCHA を提示すれば、
キーワードを含むことは無いため、幇助ユーザーの PCから
CAPTCHAコンファームを発信させずに、CAPTCHAの解
答を得ることができる。また今回の提案手法を実現するにあ
たって、webブラウザにキーワードを検知し CAPTCHA コ
ンファームを送信する機能を追加する必要がある。しかし、報
酬に誘引された人間を利用したリレーアタックのような幇助
ユーザーが不正を知った上でリレーサイトにアクセスしてく
る場合には、本方式の機能をオフにすることで、検知を回避
することが可能である。

2.12.2 リレーアタックのパフォーマンス低減手法
この対策では、動画像中に複数の CAPTCHAを挿入する

ことで単位時間あたりに解読できる数を減らし、報酬により
誘引した人間を利用するリレーアタックを金銭コストの面か
ら抑制することを狙っている 34)。CAPTCHA は、図 14 の
ような、複数の文字列 CAPTCHA 画像を埋め込んだ動画像
を用いて認証する。ユーザーは動画像を再生し、表示された
CAPTCHA画像を解読して入力を行う。時間経過と共に表示
される CAPTCHA 画像が変化するので、その都度解読した
内容を入力する。動画像が終わると入力した文字列を送信す
ることで認証を行う。この CAPTCHA で正しく解答するた
めには、CAPTCHAの動画像を最初から最後まで解読する必
要があるため、動画像の再生時間を調節することで幇助ユー
ザーの単位時間あたりに解く CAPTCHA の数を低減するこ
とができる。具体的な例を示す。幇助ユーザーを雇用する企
業のWebページによると、幇助ユーザーのテキストベースの
CAPTCHAの解読時間は平均 9秒であり、受け取る賃金は、
CAPTCHAの解読 1000個あたりUS$0.5～US$3程度である
32)。1 日の労働時間を 8 時間としたとき、解読時間が 40 秒
になると解読 1000個あたりの賃金を US$3としても日給は、
US$2.16 になる。これは、CAPTCHA 解読を行う人間の存
在が確認されているインドにおける最低賃金水準、日額 115

ルピー（US$2.3) を下回っている。このことから、リレーア
タックを金銭的な面から抑制できると考えられている。しか
し、CAPTCHAの解答にかかる時間を増加させることで正規
ユーザーの負担が大きくなり、ユーザビリティの低下につな

図 14. リレーアタックのパフォーマンス低減のための
CAPTCHA34)

図 15. iCAPTCHA35)

がる問題点がある。

2.12.3 iCAPTCHA:遅延時間を用いたリレーアタ
ック検知手法

iCAPTCHAは、CAPTCHAの問題画像を中継することで
生じる遅延時間を利用してリレーアタックを検知している 35)。
この CAPTCHAは、図 15に示すように CAPTCHAチャレ
ンジの下に文字ボタンがあり、まずCAPTCHAチャレンジの
最初の文字に対応する文字ボタンをクリックする。クリック
すると文字ボタンが更新されるので、CAPTCHAチャレンジ
の各文字に対して実行されるまで、この操作を繰り返し、すべ
て対応する文字ボタンを選択できていたら人間とみなし認証
する。リレーアタックでは、正規アクセスに CAPTCHA の
問題画像、幇助ユーザーの解答を中継する通信時間が付加さ
れる。この付加された時間を利用して iCAPTCHAでは、リ
レーアタックの検知を行っている。筆者らは、iCAPTCHAに
対してリレーアタックを行うツールを実装し、iCAPTCHAの
サーバーに文字ごとの解答が送信されてくるまでの時間を正
規アクセスとリレーアタック、それぞれ測定した。その結果か
らリレーアタックを検知するための閾値を設定し、リレーア
タックを検知することに成功している。しかし、iCAPTCHA

自体は文字列ベースの CAPTCHA であるため OCR（光学
文字認識）によって突破される可能性がある。また、近年の
OCR機能の発達は目覚ましいものがあるため文字列ベースの
CAPTCHAを利用することは、得策ではないといえる。

2.12.4 DCG-CAPTCHA

DCG-CAPTCHAは、簡単なミニゲーム形式のCAPTCHA

である。このCAPTCHAは、ユーザーが与えられた指示に適
するオブジェクトをマウスなどで選択し、その選択が正しけれ
ば人間とみなすものである 36)。例えば、図 16では、複数の異
なる形状のオブジェクトの中から、青いエリアのオブジェクト
と同じ形状のものを選択し、青いエリアのその形状のオブジェ
クトの位置にドラッグ＆ドロップで配置できれば、ユーザーを
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図 16. DCG-CAPTCHA36)37)38)

人間とみなす。また、DCG-CAPTCHAは常にオブジェクト
が移動する動的な CAPTCHA である。この CAPTCHA を
リレーアタックで突破するには、CAPTCHA のフレーム画
像を幇助ユーザーに送信し続けなければならない。このとき、
幇助ユーザーが目視している DCG-CAPTCHA は、通信の
遅延などにより中継元に表示されているものとずれが生じる。
DCG-CAPTCHAを解く場合、オブジェクトの移動などにリ
アルタイムで対応しなければならない。そのため、幇助ユー
ザーの解答を利用したとしても、生じる通信の遅延により、リ
レーアタックでの解答が困難になる。この点に着目し、ユー
ザーと CAPTCHA とのインタラクションのタイミングを検
査することでリレーアタックの検出を実現している 37)。
しかし、同形状のオブジェクトを認識することや移動オブ

ジェクトをフレーム画像を解析してプログラムで追跡するこ
とは容易にできるため、自動プログラムによる攻撃への耐性
は低いといえる 38)。

3. 提案方式の設計とセキュリティ

3.1 提案手法の設計に至った経緯
既存の CAPTCHAの多くは、文字・静止画などの有意味

な情報を難読化し、ユーザーに出題している 39)40)。例えば、
文字列 CAPTCHAは、OCRによる認識の結果を悪くするた
めに歪みやノイズを加えている。この難読化は、コンピュー
タによる有意味な情報の認識（文字認識や画像に写っている
具体物の認識）を困難にする目的がある。しかし、難読化さ
れた有意味な情報を認識できるか否かで、人間であることを
確認する方式は、難読化する前の情報にできるだけ近づけて
認識する手法によって破られている 41)42)。これを解決する
ために、有意味な情報と人間の高度な認知能力を組み合わせ
た方式が提案された。人間の高度な認知能力の模倣は、ボッ
トにとっては困難であり、近年、提案される CAPTCHA 方
式は、人間の高度な認知能力を問うものが多い（アモーダル
補完 23)、メンタルローテーション 24)）。
このように、様々なアプローチの CAPTCHA方式が考案

されてきたが、攻撃手法も、技術の向上に伴い、多様化してい
る。現在、最も利用されている google reCAPTCHAの画像
選択型の CAPTCHA は、ディープラーニングを用いて突破
できるという報告がある 43)。また、異なるアプローチの攻撃
手法には、「リレーアタック」と呼ばれるものがある。この攻
撃手法は、ボットではなく、人間を利用して CAPTCHA の
解読を行うため、これまでのボットを想定した対策では効果
がない。そのため、人間の高度な認知能力を問う CAPTCHA

であっても、突破されてしまう可能性がある。CAPTCHAの
セキュリティを確保するためには、ボットだけでなく、リレー

アタックの脅威にも対抗できる CAPTCHA 方式を考えるこ
とが必要となる。
リレーアタック耐性を備えた CAPTCHA 方式に DCG-

CAPTCHAがあるが、DCG-CAPTCHAは、第 2.章でも触
れたが、機械学習と画像処理技術を利用した攻撃によって、突
破が可能とされているため、ボットに対して脆弱である。だが、
DCG-CAPTCHAのようなミニゲーム形式の CAPTCHAで
は、ユーザはオブジェクトの移動などの変化にリアルタイムに対
応しなければならない。リレーアタックで DCG-CAPTCHA

を解こうとすると攻撃者側からのCAPTCHAチャレンジの転
送と幇助ユーザ側からの解答の転送の 2つの通信による遅延時
間が発生するため、幇助ユーザの解答を利用して CAPTCHA

の解答タスクを正確に実行することを困難にできる。このこ
とから、リレーアタックに耐性を持たせるためには、DCG-

CAPTCHAのようにオブジェクトが移動するような動画形式
で、ユーザーがリアルタイムに動画の変化に対応しながら解
答を行う方式が有効であると考えられる。また、この方式に
加えてボットへの耐性を持たせるために工夫を施さなければ
ならない。

DCG-CAPTCHAは、複数あるオブジェクトの中から答え
となるオブジェクトを選択するタスクが設定されている。し
かし、解答を選択する CAPTCHA のほとんどは選択肢が少
ないため、偶然突破確率が高くなってしまう。そのため、解答
を選択する形式の CAPTCHAは避けるべきだと考えられる。
また、DCG-CAPTCHA がボットに突破された原因として、
有意味な情報の難読化ができていないことが挙げられる。選
択するオブジェクトは、視覚的特徴（色、形状、大きさ）で容
易に識別可能であり、ボットでも容易に正解となるオブジェ
クトを特定できる。これを防ぐためには、視覚的特徴の難読
化が有効であると考えられるが、前述したように歪みやノイ
ズなどを加える難読化は、難読化する前の情報にできるだけ
戻すことで突破されるため、歪みやノイズを加える方法以外
で、難読化を加える方法を考えなければならない。
これらのことを踏まえて、我々は、リレーアタック対策と

して移動オブジェクトをマウスカーソルで一定時間、追跡する
方式を提案した。リレーアタックで発生する遅延時間によっ
て、幇助ユーザの解答（例えば、マウスカーソル座標）を利用
して移動オブジェクトを追跡することが困難になるはずであ
る。ただ、オブジェクトを追跡するだけであれば、ボットで
も容易に実現できるため、この方式にボット耐性を持たせる。
それは、フレーム画像ごとにランダムに位置を変える複数の
妨害用のオブジェクトを追加することである。このオブジェ
クトを追加することで、ボットによる自動的な追跡を防げる
と考えた。移動するオブジェクトと妨害用のオブジェクトは、
同形状、同色、同じ大きさに設定する。これは、視覚的特徴に
よって移動するオブジェクトを特定されるのを防ぐためであ
る。ボットが自動的に移動オブジェクトを追跡しようとする
場合、フレーム画像を解析して追跡対象のオブジェクトを見
つけようとするはずである。しかし、提案手法のフレーム画
像には、同じ形・色・大きさのオブジェクトが散らばっている
ようにしか見えないため、特定することは難しくなる。人間
には、フレーム画像に同じオブジェクトが散らばっているだ
けだとしても、動画で見た際に、移動オブジェクトを見つけ
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図 17. 提案方式の CAPTCHA

図 18. 追跡成功と判定するときの位置関係

ることは容易にできる高度な認知能力があるため CAPTCHA

として成立すると考えた。

3.2 提案手法の概要
本提案手法は、ランダムに位置を変える複数のオブジェク

ト（以降、妨害オブジェクトとする）の中から、連続的に移動
するオブジェクト（以降、移動オブジェクトとする）を見つけ
出し、それをマウスカーソルで一定時間以上、追跡できるか
否かで、人間かボットかを確認する動画型の CAPTCHA 方
式になっている。
具体的には、ユーザーが移動オブジェクト上にマウスカーソ

ルを移動させてから、10秒間追跡してもらい、その 10秒の間
に何秒間追跡できるかで、ボットか人間かを判断する。移動オ
ブジェクトの追跡判定は、移動オブジェクトの座標 (Ox, Oy)

と マウスカーソルの座標 (Mx,My) の距離 d を用いる。距
離 dは、

d =
√

(Ox −Mx)2 + (Oy −My)2 (3)

で求める。この距離 d が移動オブジェクトの半径 r より小さ
ければ、追跡できているとみなす。つまり、追跡成功の判定
の条件は、

d < r (4)

となり、この条件を満たさなければ、追跡できていないと判
定する。
提案する CAPTCHA のオブジェクト表示領域の右には、

ユーザーが時間を直感的に把握するための時間メーターを配
置している。このメーターでは、ユーザーが移動オブジェク
トの追跡を開始してからの 10秒間を緑色で表す。また、移動

図 19. 追跡失敗と判定するときの位置関係

図 20. 提案 CAPTCHAの時間メーター

オブジェクトの追跡に成功している時間（以下、追跡成功時
間とする）を赤色で表す。時間メーターは、解答時間（10秒）
の経過や追跡成功時間がリアルタイムに反映される。
図 20に、CAPTCHAの解答が終わった後の時間メーター

を示す。赤色のメーターは、追跡成功時間 Tsuccess を表して
おり、緑色のメーターは、追跡不成功時間 Tunsuccess を表し
ている。(Tsuucess と Tunsuccess の合計は、10秒になる。)

提案手法では、次の条件式を満たした場合「人間」である
と判定する。

Th < Tsuccess (5)

この条件式を満たさない場合、「ボット」であると判定する。
図 20の例であれば、「人間」だと判定されることになる。こ
の閾値 Th の設定は、ボットとリレーアタックによる攻撃で
達成することが難しい値に設定すべきであり、十分な検証が
必要である。この設定については、後に記述する。この節の
最後に、提案 CAPTCHAの認証手順を図 21に示す。

3.3 リレーアタックへの耐性について
提案方式の CAPTCHAをリレーアタックで突破するには、

CAPTCHA のフレーム画像を幇助ユーザーに送信し、幇助
ユーザーから解答情報（マウスカーソルの座標）を得る必要が
あると考えられる。図 22に提案 CAPTCHAに対してリレー
アタックを行った時の通信についてのシーケンス図を示す。な
お、図 22の提案 CAPTCHAの妨害オブジェクトは省略して
いるものとする。
図 22で用いている記号の意味を以下に示す。

Oxt, Oyt: 時間 tの移動オブジェクトの座標。

Mxt,Myt: 幇助ユーザーが転送されたフレーム画像 t に対
応した時のマウスカーソル座標

∆t1: 中継 PCから幇助ユーザーに CAPCHAのフレーム画
像が送信されてくるまでの時間。
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図 21. 提案 CAPTCHAの認証手順

∆t2: 幇助ユーザーから中継 PCに解答に用いるマウスカー
ソルの座標が送信されてくるまでの時間。

3.3.1 提案手法に対するリレーアタックの流れ
提案方式の CAPTCHAにリレーアタックを行ったときの

振る舞いを以下に示す。

(1) 時刻 t0、移動オブジェクトの位置 (Oxt0, Oyt0) のフ
レーム画像を取得し、幇助ユーザーに送信する。(図 22

の 1⃝)

(2) (1)から∆t1経った時に幇助ユーザーには、(Oxt0, Oyt0)

に移動オブジェクトがあるように見える。
(3) 幇助ユーザーは、移動オブジェクト上にマウスカー

ソルを移動させる。この時のマウスカーソルの座標を
(Mxt0,Myt0) とする。この座標は、中継 PC に送信
される。(図 22の 2⃝)

(4) マウスカーソルの座標 (Mxt0,Myt0)は、(3)から∆t2

経った時に、中継 PC に到着する。この時、中継 PC

上の移動オブジェクトの位置は、
座標 (Oxt0+∆t1+∆t2, Oyt0+∆t1+∆t2) まで移動してい
る。

以上より、幇助ユーザーが目視している移動オブジェク
トに対して、中継 PC 上の移動オブジェクトの位置座標は、
CAPTCHA のフレーム画像の送信時間である ∆t1 の分だけ
移動している。さらに、幇助ユーザーがマウスカーソルの位
置座標を中継 PCに送信する時間である∆t2も発生するので、
結果的に、幇助ユーザーが目視しているオブジェクトの座標
の位置から、∆t1 + ∆t2の分だけ位置がずれるためリレーア
タックでの追跡が困難になるはずである。
このように、オブジェクトの移動にリアルタイムで対応し

なければならない方式の提案手法をリレーアタックで解くこ
とは難しい。リレーアタックで発生する通信の遅延時間の大
きさによっては、より困難になると考えられる。この遅延時
間を利用してリレーアタックによる CAPTCHA 突破を防ご

図 22. リレーアタックのシーケンス図

うというのが、提案手法のリレーアタック耐性の基本的な考
え方となっている。

3.4 ボットへの耐性について
提案方式のCAPTCHAでは、基本的には、移動する円形オ

ブジェクトをマウスカーソルで追跡する解答方法をとってい
る。その点に着目すると、物体追跡技術を用いて移動オブジェ
クトを自動的に追跡する攻撃が考えられる。移動オブジェク
トを自動的に追跡するためには、フレーム画像中からリアルタ
イムで移動オブジェクトを検出する必要がある。コンピュー
タによる物体追跡技術では、動画像中に映る追跡対象となる
物体の特徴を捉えて、時々刻々と変化する物体の位置を推定
している。
提案する CAPTCHA方式では、妨害オブジェクトと移動

オブジェクトとの間に視覚的特徴の違いがないため、追跡対
象のパターンを用いて、フレーム画像中から移動オブジェク
トを検出することは困難である。例えば、テンプレートマッ
チングのような追跡対象のパターンを用いる手法では、移動
オブジェクトを追跡することは不可能である。

3.4.1 テンプレートマッチング
入力画像の中から、テンプレート（原型：template）となる

画像と一致（matching）する位置を探索する処理である。一
致する度合いを類似度と呼び、さまざまな類似度の計算方法
が提案されている。単純な方法としては、入力画像の左上か
ら右下に向かって走査して探索すればよい。Is(x, y), It(x, y)

をそれぞれ座標 (i, j)における入力画像とテンプレート画像の
画像値とする。また、xs, ys は入力画像における走査の開始位
置とし、Ws、Hs は、それぞれ入力画像の幅（width）と高さ
（height）とする。

0 ≤ xs ≤ Ws − 1 , 0 ≤ ys ≤ Hs − 1 の全範囲で類似度を
算出し、最大もしくは最小となる位置を求めることで、検出
したい対象（テンプレート画像）を探索できる。この流れを、
動画のフレーム画像ごとに行うことで物体追跡が可能になる。
代表的な類似度の計算方法としては、以下の 3つがある。

差分絶対値和（sum of absolute differences, SAD）
入力画像とテンプレート画像の差の絶対値を計算して
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図 23. テンプレートマッチングによる移動オブジェクト追跡
の試み

総和する。値が小さいほど類似度が高い。

SSAD(xs, ys) =

Ht−1∑
yt=0

Wt−1∑
xt=0

|Is(xs+xt, ys+yt)−It(xt, yt)|

(6)

差分 2乗和（sum of squared difference, SSD）
SADの絶対値の計算は、計算コストが高いため、2乗
で代用して高速化する。SADと同様に、値が小さいほ
ど類似度が高い。

SSSD(xs, ys) =

Ht−1∑
yt=0

Wt−1∑
xt=0

{Is(xs+xt, ys+yt)−It(xt, yt)}2

(7)

正規化差分 2乗和（normalized sum of squared difference, NSSD）

SSDの単純な差分計算では入力画像の明度変化により
類似度が変化してしまうという問題がある。そこで、
入力画像とテンプレート画像をベクトルと見なして、
それらのベクトルのなす角の余弦（最大値は 1）を類
似度とすることで明度変化に影響されない類似度を計
算できる。

SNSSD(xs, ys) =

∑Ht−1
yt=0

∑Wt−1
xt=0 {Is(xs + xt, ys + yt) − It(xt, yt)}2√∑Ht−1

yt=0

∑Wt−1
xt=0 Is(xs + xt, ys + yt)2

√∑Ht−1
yt=0

∑Wt−1
xt=0 It(xt, yt)2

(8)

このように、テンプレートマッチングを行うには、追跡対
象の画像（テンプレート画像）が必要になる。提案手法におい
ては、追跡対象となる移動オブジェクトと妨害オブジェクト
の視覚的特徴は同じである。図 23のように、オブジェクトの
テンプレート画像を用意し、テンプレートマッチングを試み
たとしても、妨害オブジェクトを誤検出することになる。つ
まり、オブジェクトの視覚的特徴を用いてフレーム画像ごと
に移動オブジェクトを検出し追跡することは、不可能である。

3.4.2 差分攻撃
移動オブジェクトと妨害オブジェクトの視覚的特徴を同じ

にするだけでは、ボットへの耐性は十分ではない。動画中か
ら数フレームを取り出し、取り出したフレーム画像の差分を
利用して移動オブジェクトの位置を把握する攻撃が考えられ
る。画像の差分をとることで、異なる 2つの時刻において撮
影された 2枚の画像内で発生している変化情報を得ることが
できる。そのため、画像の差分は移動物体の検出に用いられ、
手法として「背景差分法」や「フレーム間差分法」などが挙げ
られる。

図 24. フレーム間差分法による移動物体抽出（サンプ
ル 動 画 像：入 手 元（http://www.murase.m.is.nagoya-

u.ac.jp/alcon2010/?page=download44)）

3.4.3 背景差分法
背景差分法は、入力画像と背景画像の差分を計算すること

で移動物体を抽出する。背景差分を行うには、背景画像を事
前に用意する必要がある。入力画像 Ii と背景画像 Ib があっ
た場合、2枚の画像の差分の絶対値を計算し、差分画像 Id を
求める。

Id(x, y) = |Ii(x, y)− Ib(x, y)| (9)

差分画像とは、2 枚の画像において同じ位置にある画素の
画素値の差の絶対値を計算する画像間演算を行って得られる
出力画像のことである。次に、差分画像 Id に対して二値化処
理を行い、背景（黒色）と前景（白色）に分けたマスク画像
Im を作成する。

Im(x, y) =



255 if Id(x, y) > thresh

0 if Id(x, y) ≤ thresh
(10)

このマスク画像 Im を利用して、移動物体が入った画像か
ら移動物体領域だけが切り出された画像を得ることができる。
このような処理を背景差分という。

3.4.4 フレーム間差分
移動物体がない理想的な背景画像を得られないことがあっ

た場合、移動物体を異なる 3つの時刻において撮影した 3枚
の画像をそれぞれ、画像 A（時刻 t0）、画像 B（時刻 t0 + 1）、
画像 C（時刻 t0 + 2）とする。画像 Aと画像 B、画像 Bと画
像 Cの差分画像を生成して閾値処理を行い、2枚の二値画像
AB、AC を得る。このように得られた二値画像 AB、AC の
論理演算（AND演算）を行い、これらの 2枚の共通領域を抽
出することで、時刻 t0 + 1における移動物体の領域を得るこ
とができる。

3.4.5 考えられる攻撃と対策
視覚的特徴に違いが無い提案手法において、移動オブジェ

クトと妨害オブジェクトを区別するには、以下の 2点の特徴
が利用されると考えれる。

• 移動オブジェクトは連続的に移動するため連続したフ
レーム間での位置の変化が小さい
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図 25. AND演算による二値画像の共通領域の抽出

図 26. 提案手法に対する差分攻撃

• 妨害オブジェクトは 1フレームごとにランダムな位置
に出現するため、連続したフレーム間での位置の変化
が大きい

上記の 2点を考慮した場合、連続したフレーム画像を二値
化した画像の論理演算（AND演算）を繰り返すと、妨害オブ
ジェクトを除外できるのではないかと考えられる。
ここで、画像処理のおける論理演算（AND演算）について述

べる。図 25に示すように、2枚の二値画像の論理演算（AND

演算）を行うと、これら 2枚の共通領域を抽出することがで
きる。
提案手法の特徴より、連続したフレーム間画像での論理演

算を行なった場合、位置の変化が小さい移動オブジェクトは
面積の大きい共通領域が取り出される。逆に妨害オブジェク
トの場合、前後のフレーム画像で妨害オブジェクトの出現位
置がほぼ同じにならない限り、抽出される共通面積の面積が
小さい、もしくは、存在しないという結果が得られる。この
ように、AND演算を行うと妨害オブジェクトを除外すること
ができる。ただ、連続するフレーム間で 1度、AND演算を行
うだけでは、妨害オブジェクトを完全に除外することはでき
ない。何度か、AND演算を繰り返すことで、妨害オブジェク
トを完全に除外することができる。具体的な攻撃方法を図 26

に示す。
3つの時系列順のフレーム画像 It0、It1、Tt2 があった場合、

It0 と It1 の AND演算結果 It0andt1 と It1 と It2 の AND演
算結果 It1andt2を得たとする。この時点で、妨害オブジェクト
は完全に除外されていないため、It0andt1 と It1andt2 の AND

演算を行うことで、移動オブジェクトのみの共通領域が取り
出される。取り出された共通領域付近に移動オブジェクトが

図 27. 変更したオブジェクトの設計

図 28. オブジェクト設計変更後の提案手法に対する差分攻撃

存在することは明確なので、位置さえ分かれば、マウスカー
ソルによる自動追跡は可能になる。
画像の差分を利用した攻撃によって、移動オブジェクトの

位置を推定することを防ぐためには、AND演算と行った際、
妨害オブジェクトと同じように移動オブジェクトも除外される
ことが望ましい。これまでの円の内側を塗りつぶすオブジェ
クトのままでは、差分攻撃に対して脆弱であるため、連続し
たフレーム間での移動オブジェクトの共通領域が無くなるよ
うに設計する必要がある。
そこで、対策としてオブジェクトを図 27 のように設計し

た。図 27のオブジェクトは、1フレームごとにオブジェクト
の構成要素が位置を変え、人間には回転しているように見え
る。各構成要素は、連続したフレーム間で位置が重ならない
ように位置を変えるため、共通領域が発生せず、AND演算で
移動オブジェクトの位置を推測することが困難になる。例と
して、設計変更後の提案手法に対する AND 演算の結果を図
28に示す。

3.5 meanShift法を利用した追跡手法による攻撃
物体追跡技術について、調査していたところ、meanShift法

を利用した追跡手法 47)48) で移動オブジェクトの追跡がある
程度、可能であることが分かった。meanShift 法を利用した
追跡手法は、外観がカラーヒストグラムで定義されたオブジェ
クトを追跡する効率的なアプローチである。まず、追跡手法
の前に meanShift法について述べる。meanShift法は、カー
ネル密度推定を用いるロバストなデータ解析手法である。こ
の手法の応用としては、画像のセグメンテーションやエッジ
保存の画像の平滑化、動画中の物体のトラッキングなどへの
応用例が報告される。meanShift 法は、最頻値探索問題の効
率的な解法として提案された。
最頻値探索問題は、データ解析における重要な定式化手法

の 1つで、画像処理や機械学習における多くの問題にも適用さ
れている。d次元空間 X ⊂ Rd 上におけるベクトル点の集合
S = {xi|i = 1 · · ·n} が観測や実験結果のデータまたは統計的
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サンプルとして与えられたとする。これらの点の集まりがど
のように分布しているかを示す関数 f(x ∈ X)は、一般に密度
関数と呼ばれる。この密度関数は、空間上の任意の位置 xに
おけるサンプル点の密度を表し、関数値が高いところの周辺
にはサンプル点が多く集まり、低いところにはサンプル点が
あまりないことを示す。ここでいう最頻値は、この密度関数
の極大値（局所的な最大値）として定義され、対応する極大値
点は、空間上で点の密度が局所的に最も高いところ、つまり、
点が最も凝集している位置を指し、偏微分方程式 ∇xf(x) = 0

の解に対応する。統計学的には、密度関数を離散化したもの
は度数分布として、密度関数の極大値と極大値点は、この度
数分布のピークにおける度数と対応する事象として解釈でき
る。また与えられた密度関数を確率分布のモデルとみなせば、
密度関数の極大値点は、最も確率の高い事象と理解できるこ
とから、この極大値が最頻値と呼ばれる。最頻値探索は、この
ような密度関数の極大値探索の問題で、任意の初期値 x0 ∈ X

の近傍における密度関数の極大値を求める。この問題の解法
に用いられるのが meanShift法である。

meanShift法を最初に提案した福永らによる定義は、mean-

Shift法を直感的に理解するのに適した例であるため、二次元
の場合について説明する。サンプル点の集合の集合 S = {xi}
が与えられたとする。次に任意の点 µ を中心として半径 h の
円領域 Th(µ) を考え、この円領域内にあるサンプル点の平均
値（重心） m(µ)を計算する。まず、円領域内で平均（重心）
を計算し、そこに現在位置を更新する手続きを繰り返し行うこ
とで、初期値近傍の最頻値点に収束させる。福永のmeanShit

法での平均値（重心）m(xj)は、次式のように定義される。

m(xj) =
1

|Th(xj)|
∑

x∈Th(xj)

xi (11)

ここで、|Th(x)|は xを中心とする円領域内にあるサンプル
点の数を示す。
次に、円領域 Th(µ)を次のような関数 Kf (x;µ, h) として

数式で表す。

Kf (x;µ, h) =




1 if ||x− µ|| ≤ h

0 if ||x− µ|| > h
(12)

これは、カーネルと呼ばれる関数であり、上式以外の関数
に拡張することができる。上式は、閉領域内の均一分布を表
すフラットカーネルと呼ばれる。定数 h は、一般的にカーネ
ル幅と呼ばれる。式 (11)は、このカーネルによる重み付き平
均を使って、次のように再定義できる。

m(x) =

∑n
i=1 Kf (xi;x, h)xi∑n
i=1 Kf (xi;x, h)

(13)

ここでは、数列和の範囲がサンプル S 全体に及ぶ事に注意
する。任意のパラメーターは円領域の半径 hのみとなり、高次
元の場合でも、同じ半径の球体を考えれば容易に拡張できる。
この福永らの提唱したmeanShift法は、Chengらによって

拡張され、動画像におけるトラッキングへの応用について重
要な役割を果たすようになった。Chengらは、福永の定義に
よる meanShift法を次の 3点について拡張した。

1. 一般的なカーネル関数への拡張

図 29. meanShift法の概略図

2. サンプル集合に対する重み関数の導入

3. サンプル集合を固定し任意の初期値からの探索

フラットカーネル以外のガウス関数なども含む一般的カー
ネルを K(x;µ, h) で、また非負値の重み関数を w(x) : S →
(0,∞) で表すと、サンプル xi の重み付き平均が次のように
定義できる。

m(x) =

∑n
i=1 Kf (xi;x, h)w(xi)xi∑n
i=1 Kf (xi;x, h)w(xi)

(14)

式 (14)は、導入された重み関数以外は、式 (13)と同じ式
となる。この重み関数が、動画像におけるトラッキングへの
応用に重要な役割を果たす。
ここで、meanShift法を利用した物体追跡手法の流れを説

明する。

3.5.1 追跡の開始
最初に追跡対象のカラーヒストグラムを計算する。

1. 追跡ウィンドウの位置とサイズを設定（追跡ウィンド
ウは、図 29での半径 hの円)

2. 追跡ウィンドウ内のカラーヒストグラムを計算

3.5.2 追跡ウィンドウの更新
動画のフレーム画像ごとに以下の処理を行う。

1. 追跡対象の 2次元確率分布を計算する。

2. 追跡ウィンドウ内の確率分布の重心を求める。

3. 追跡ウィンドウの中心が重心の位置に来るように追跡
ウィンドウを更新。

4. 収束するまで 2、3を繰り返す。

2 次元確率分布は、追跡対象のカラーヒストグラムを動画
のフレーム画像に逆投影（back projecion）する事で求めるこ
とができる。逆投影法は、各画素が対象物体に属している確
率を表す画像を作成することである。画像の領域分割や画像
中の対象物体の検出に用いられる。図??に逆投影法の概略図
を示す。対象物体に属している確率は、0∼255に正規化して
いる。（逆投影画像は、グレースケール）
逆投影画像を作成した後、meanShit法のアルゴリズムを適

用する。追跡ウィンドウ内の確率分布の重心を計算し、その
重心に、追跡ウィンドウの中心が来るようにウィンドウの位
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図 30. 逆投影法 44)

図 31. meanShift法の実行例

置を更新する。この処理を動画の 1枚のフレーム画像に対し
て繰り返し行う。この反復処理は、既定回数に達するか、追
跡ウィンドウの移動量が小さくなるまで繰り返す。図 31に、
meanShift 法の実行例を示す。これは、OpenCV（オープン
ソースのコンピュータビジョン向けライブラリ）を用いて実
装した。図 31の実行例では、既定回数を 10回、もしくは、追
跡ウィンドウの移動量が 1px以下になれば反復処理を終了す
るように設定している。このように、各フレームごとに追跡
ウィンドウの中心を確率分布の重心に移動させることで、対
象物体の追跡を行う。

3.5.3 提案手法への攻撃と対策
図 32に提案手法の逆投影画像と追跡ウィンドウの移動を示

す。それぞれ連続するフレーム画像であり、追跡ウィンドウ
が移動オブジェクトを捉えた時のものである。逆投影画像は、
オブジェクトのカラーヒストグラムを元に作成する。移動オ
ブジェクトも妨害オブジェクトも全く同じ色をしているため、
図 32のようになり、逆投影画像（グレースケール）において、
両オブジェクトは画素値が 255（白）になる。従って、逆投影
画像の作成時点では、移動オブジェクトの特定には至ってい
ない。つまり、追跡ウィンドウは妨害オブジェクトによって
妨害が可能であり、追跡ウィンドウを騙すことができると考
えられる。
しかし、移動オブジェクトが追跡ウィンドウの範囲内に入っ

てしまうと、移動オブジェクトの特徴（フレーム間での移動量
が小さい）から、次フレームにおいても追跡ウィンドウの範
囲内に移動オブジェクトが存在している可能性が高い。反対
に、妨害オブジェクトはフレームごとにランダムに位置を変
えるため、追跡ウィンドウの領域内に妨害オブジェクトが入
ることはあるが、次フレームで妨害オブジェクトが必ず入る
とは限らない。これらのことは meanShift法による移動オブ

図 32. 提案手法の逆投影画像と追跡ウィンドウの移動

ジェクトの追跡の精度を高め、ある程度の追跡が可能になっ
てしまう。図 33に、自動追跡を行なった際のフレーム画像を
示している。追跡成功時間を表す赤色のメーターが徐々に伸
びており、自動的に追跡できていることが分かる。検証の結
果、この攻撃は 3.4.2節で差分攻撃への対策を施した設計に対
しても有効であることを確認した。
攻撃の対策として、移動オブジェクトが追跡ウィンドウの

領域から出るほど移動量を大きくして追跡を困難にすること
も考えられるが、人間に追跡が難しくなってしまうので、そ
れは避けたい。そこで、移動領域内に妨害オブジェクトが入
る頻度を多くすることで、移動オブジェクトを捕捉した追跡
ウィンドウが、誤って妨害オブジェクトを捉えてしまうよう
に仕向けて、追跡精度を低くできないかと考えた。妨害オブ
ジェクトが移動領域内に入る頻度を増やすには、単純に妨害オ
ブジェクトを増やすことが考えられる。だが、妨害オブジェ
クトを増やすことは、人間にとって見づらいものになる可能
性があるため、CAPTCHA実用化のためには、妨害オブジェ
クトを増加させた時の「ボットの追跡精度」と「人間の追跡
精度」を確認しなければならない。この検証実験については、
次章で述べる。

4. 評価実験と考察

本章では、提案手法の CAPTCHA方式に対する攻撃を実
行し、安全性に関する評価・考察を行う。第??章で、実行さ
れる可能性のある攻撃について述べたが、「テンプレートマッ
チング」や「差分攻撃」については、耐性がある、もしくは、
対策を施したことで耐性を得たことが分かっているため、こ
こでは評価しない。以下、4.1節と 4.2節でリレーアタック耐
性とボット耐性について述べる。

4.1 リレーアタック耐性の検証実験
4.1.1 実験目的
提案手法の CAPTCHAに対して、リレーアタックを行い、

リレーアタックで生じる遅延時間によって、CAPTCHAの解
答が困難になるかを検証する。

4.1.2 実験方法
実験は、10名の実験参加者（21歳～25歳）に、正規アク

セスで提示された CAPTCHA とリレーアタックで提示され
た CAPTCHAをそれぞれ 5回ずつ解いてもらい、移動オブ
ジェクトの追跡成功時間を計測した。なお、補助ユーザーと
中継 PC 間の CAPTCHA のフレーム画像の転送と幇助ユー
ザーの解答の送信に掛かる時間は、両者間の通信環境に依存す
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図 33. 提案手法への meanShift法による攻撃

るため、CAPTCHAを中継する中継 PCとリレーアタックで
CAPTCHAの解答を行う幇助ユーザー PCの通信に異なる遅
延時間を発生させて、リレーアタックを行い、それぞれの遅延
時間が発生した時の幇助ユーザーの追跡成功時間を計測した。
その結果から、幇助ユーザにとって提案手法のCAPTCHAが
困難なものになり得るか検証する。

4.1.3 実験環境
リレーアタックは、VirtualBoxを利用し、仮装環境上で再

現した。VirtualBoxは、既存のオペレーティング・システム
（ホスト OS）上にアプリケーションの一つとしてインストー
ルされ、この中で追加のオペレーティング・システム（ゲス
ト OS）を実行することができる。実験では、中継 PCと幇助
ユーザー用の PC をゲスト OS として用意し、2 つのゲスト
OS間で CAPTCHAの中継を行った。CAPTCHAの中継に
は文献 37) でリレーアタックを再現するためのソフトウェア
として利用されていた VNC（Virtual Network Computing）
を用いた。VNCは、ネットワークを通じて接続された他のコ
ンピュータの画面を遠隔操作できるソフトウェアである。遅
延時間の発生には、VyOS45) を用いた。VyOSは、オープン
ソースで開発されているネットワーク OS であり、主にソフ
トウェアルータとして運用される。中継 PCと幇助ユーザ PC

間の RTT（Round - Trip Time）を約 50ms、100ms、200ms

になるように設定し、これらに加え、遅延の設定を無しの状

図 34. 実験環境

図 35. 正規アクセスとリレーアタック（遅延の設定無し）の
追跡成功時間

態での実験を行った。計 4パターンの通信環境でのリレーア
タックを行い、追跡成功時間のデータを収集した。実験環境
の詳細は、以下の通りである。

中継 PC、幇助ユーザー PC（ゲスト OS） ： Ubuntu

16.04 LTS

VNCサーバー ： Vino

VNCクライアント ：Remmina（色数は「256色」、品質は
「最高」に設定）

CAPTCHAのパラメータ ：妨害オブジェクトの数（20個）、
移動オブジェクトの速さ（毎フレーム、0.2ピクセル ～
7.0ピクセルの移動量）、フレームレート（60fps）

4.1.4 実験結果と考察
本実験で、観測された「正規アクセスでの追跡成功時間」と

「4 パターンの通信環下でのリレーアタックの追跡成功時間」
の結果を図 35、図 36、図 37、図 38に示す。
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図 36. 正規アクセスとリレーアタック（50msの遅延）の追跡
成功時間

図 37. 正規アクセスとリレーアタック（100msの遅延）の追
跡成功時間

図 38. 正規アクセスとリレーアタック（200msの遅延）の追
跡成功時間

得られた追跡成功時間のデーターから、幇助ユーザーにとっ
て達成が難しい追跡成功時間の閾値を検討する。まず、観測
されたデータを元に、確率分布を推定することにした。今回
は、正規アクセスと遅延設定なし、遅延時間 50msの追跡成功

図 39. 正規アクセスと遅延時間 50ms のリレーアタックでの
追跡成功時間の正規分布

図 40. 幇助ユーザー受容率（FAR：False Acceptance Rate）
と正規ユーザー拒否率（FRR：False Rejection Rate）

時間をを正規分布であると仮定し、正規性の検定を行なった。
遅延時間 100ms、200msのリレーアタックの観測データに関
しては、ヒストグラムから正規性は見られないと判断したた
め、検定は行わなかった。

正規性の検定は、シャピロウィルク検定 46) を用いる。こ
の手法では、「標本分布は、正規分布に従う」という帰無仮説
を検定する。検定結果の指標は、p値（有意確率）を用い、有
意水準 5%で検定を行うため、p > 0.05となれば、正規分布に
従うと判断できる。検定結果を表 2に示す。

表 2. 追跡成功時間の正規性の検定の結果
　 p値

正規アクセス 0.2728

遅延設定無し 0.0667

遅延時間 50ms 0.0626

検定の結果、正規アクセスの追跡成功時間と遅延無し、遅延時
間 50msのリレーアタックの追跡成功時間は、正規分布に従う
ことが分かった。今回は、正規アクセスと遅延時間 50msのリ
レーアタックの追跡成功時間のデータを正規分布で近似し、そ
の正規分布から、幇助ユーザー受容率（FAR：False Acceptance

Rate）と正規ユーザー拒否率（FRR：False Rejection Rate）
を算出して、閾値を検討する。

正規アクセスと遅延時間 50msのリレーアタックの追跡成
功時間の正規分布は、図 39に示す。この正規分布から、算出
した FARと FRRについは、図 40のような結果が得られた。
この結果によると、FARと FRRが等しくなる等価エラー率
（EER：Equal Error Rate）は、約 4%であり、その時の追跡
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図 41. 実験の概略図（人間のデータ収集）

成功時間は、5.63秒であった。ここで、CAPTCHAとして実
用的な閾値を考える。文献 49)によれば、一般的に利用されて
いる googleの re-CAPTCHAの平均成功率は、97%である。
今回の提案手法の CAPTCHA に同程度の正規ユーザーの成
功率を持たせたい場合は、FARが 3%になるように閾値を設定
する。この時の追跡成功時間の閾値は、約 5.5秒であり、FAR

は、約 5%になる。幇助ユーザーは、CAPTCHA1000個の解
読につき報酬を得ているが、FARが 5%であれば、1000個解
いたとしても、このうち成功するのは、50個程度となるため、
リレーアタックは経済的に成り立たなくなる。
また、100ms、200msと遅延が大きくなるにつれて、幇助

ユーザーの追跡成功時間が短くなっていることから、ここで
設定した閾値は、50ms より大きい遅延が発生するリレーア
タックに対しても有効であると考えられる。しかしながら、
CAPTCHAの中継に用いたソフトウェアの性能を無視するこ
とはできない。利用するソフトウェアの性能によっては、遅
延時間の影響が少なくなる可能性があるため、今回用いたソ
フトウェア（VNC）より優れた性能のソフトウェアを利用し
たリレーアタックの検証実験を行う必要がある。

4.2 ボット耐性の検証実験

4.2.1 実験目的
ボットが提案手法を自動的に突破しようとする場合、現段

階で、最も有効な手法が「meanShift法を用いた物体追跡」だ
と考えられる。第??章でも述べたが、この攻撃への対抗策と
して、妨害オブジェクトの数を増やすことにした。
本実験では、妨害オブジェクトの数の増加による難読化が

「ボット」と「人間」に与える影響を調査し、「ボット」と「人
間」を分ける適切な追跡成功時間の閾値について考察、実行
した攻撃に対する安全性を評価する。

4.2.2 実験方法

4.2.3 人間のデータの収集
20名の実験参加者 (21歳～24歳)に提案手法のCAPTCHA

を解いてもらい、移動オブジェクトの「追跡成功時間」を測定
する。CAPTCHAは、「差分対策」を施したもので、妨害オ
ブジェクトの数が 10個、20個、30個、40個、50個の 5パ
ターンを、それぞれ 10回ずつ解いてもらった。最終的には、
各パターンにつき 200個の「人間の追跡成功時間」のデータ
が集められた。

図 42. 実験の概略図（ボットのデータ収集）

図 43. meanShiftの関数仕様

図 44. 探索窓の位置更新のプログラム

4.2.4 ボットのデータ収集
「meanShift法を用いた物体追跡」のプログラムを実装し、

自動的にマウスカーソルで移動オブジェクトを追跡するボッ
トを作成した。ボットの詳細は、4.2.5節で述べる。実装した
ボットを使用して、5パターンの CAPTCHAに対し、200回
ずつ攻撃を行い、「追跡成功時間」を測定した。最終的には、
各パターンにつき 200個の「ボットの追跡成功時間」のデー
タが集められた。

4.2.5 ボットの実装について
ボットのプログラムは、画像処理ライブラリのOpenCV50)

を用いて実装した。OpenCVには、meanShift法のアルゴリ
ズムが実装されているため、それを利用する。

OpenCVでのmeanShift法の関数仕様は、図 43のように
なっている。移動オブジェクトの追跡精度の影響を与えるの
は、引数 2と引数 3であるため、この 2つを攻撃者に最も有利
なパラメーターで設定する。引数 2で設定する探索窓は、大
きすぎると妨害オブジェクトの影響も大きくなってしまうた
め、移動オブジェクトがちょうど入る程度の大きさの正方形
に設定した。（縦：70px、横 70px）探索窓の初期位置に関して
は、CAPTCHA開始時点の移動オブジェクトの位置がランダ
ムになっており、推測が難しいため、CAPTCHAのオブジェ
クト描画領域の中央に設定しておくことにした。
引数 3 では、探索窓の位置の更新の停止基準を設定する。

探索窓の位置の更新は、反復回数が既定回数に達するか、移
動量が小さくなるまで繰り返される。具体的なプログラムの
例を図 44に示す。
第??章でも述べたが、meanShift法では、探索窓の領域内

の確率分布の重心を計算し、その位置に探索窓の中心が来る
ように位置を更新する。これをフレーム画像ごとに繰り返す
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図 45. 反復回数：10回、移動量：1px以下

図 46. 反復回数：1回、移動量：1px以下

ことで、物体の追跡を行う。確率分布を求めるため作成され
る逆投影画像では、追跡対象である可能性が高い領域ほど白
色で表示される。これは、カラーヒストグラムに基づいて作
成されるが、提案手法において、追跡対象である移動オブジェ
クトの色と妨害オブジェクトの色は同じであるため、逆投影
画像を作成した際、妨害オブジェクトも追跡対象である可能
性が高いと判定される。

探索窓が移動オブジェクトを補足していた状況を考えると、
移動オブジェクトの周囲に妨害オブジェクトが複数、出現し
た場合、探索窓内の重心の計算は、周囲の妨害オブジェクト
に影響を受け、補足している移動オブジェクトから離れてし
まう可能性がある。探索窓の位置の更新が多いほど、移動オ
ブジェクトから離れる恐れがあるため、攻撃者にとって、1フ
レームごとの探索窓の位置の更新は、少ない方が良い。

図 45 に引数 3 のパラメータを変えた際の探索窓の位置更
新の例を示している。図 45、46の移動オブジェクトには、6

個の構成要素の中央に黒点を描いている。

反復回数を多めに設定した、図 45の方が、移動オブジェク
トから探索窓が離れていく様子が分かる。よって、今回の実
験では、攻撃者に最も有利なパラメータで攻撃を行うために、
引数 3の反復回数を 1回に設定することにした。反復回数が
1回であるため、図 44から分かるように、探索窓の移動量の
設定は、考慮する必要はない。

図 47. 人間の追跡成功時間

図 48. ボットの追跡成功時間

4.3 実験結果
本実験で、収集した追跡成功時間のデータを図 47と図 48

に示す。まず、図 47と図 48では、妨害オブジェクトの数を
変化させた時の追跡成功時間の箱ひげ図を示している。第 1

四分位点（中央値より小さい値に限定したデータの中央値）
から第 3 四分位点（中央値より大きい値に限定したデータ
の中央値）までの高さに箱を描き、箱から上下に伸びている
黒線（ひげ）は、それぞれ最大値、最小値を示している。白
丸で描画しているのは、外れ値とみなされたデータであり、
ここでは、第 3四分位数 + 1.5 ×四分位範囲 を超えた値と
第 1四分位数− 1.5×四分位範囲を下回る値を外れ値とみな
している。
図 47 と図 48 を見ると、妨害オブジェクトの増加に伴い、

ボットの追跡成功時間は低下していき、人間の追跡成功時間
は、変化がほとんどない。このことから、妨害オブジェクト
の増加によるボットへの影響は大きく、人間への影響は少な
いことが分かった。

4.4 ボットに対する安全性の評価・考察
この節では、4.3節で得られたデータに基づいて安全性を評

価し、考察を行う。CAPTCHAは、コンピュータ（ボット）に
とって達成が難しいタスクであることが望ましいため、「ボッ
ト」にとって達成が難しい追跡成功時間の閾値を検討する必要
がある。観測されたデータを元に確率分布を推定し、ボット受
容率（FAR：False Acceptance Rate）と人間拒否率（FRR：
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図 49. 人間とボットの追跡成功時間（妨害オブジェクト 10個）

図 50. 人間とボットの追跡成功時間（妨害オブジェクト 20個）

図 51. 人間とボットの追跡成功時間（妨害オブジェクト 30個）

False Rejection Rate)を算出した。確率分布の推定には、カー
ネル密度推定を用いた。4.1節と同じように、シャピロ・ウィ
ルク検定で正規性の検定を行ったが、人間のデータ、ボット
のデータの両方とも正規分布に従うとはいえないという結果
だったため、カーネル密度推定を用いて、確率分布を算出し
た。結果を、図 49、図 50、図 51、図 52、図 53、図 54に示
す。図には、収集したデータのヒストグラムと、算出した確
率密度曲線を描画している。
妨害オブジェクト 50個の場合の、追跡成功時間の閾値を考

える。CAPTCHAのセキュリティ目標として、ボットの突破
率は、0.01%を超えてはいけないとされている 51)52)。図 54

図 52. 人間とボットの追跡成功時間（妨害オブジェクト 40個）

図 53. 人間とボットの追跡成功時間（妨害オブジェクト 50個）

図 54. FAR：ボット受容率と FRR：人間拒否率（妨害オブ
ジェクト 50個）

の FAR（ボット受容率）が 0.01%になるように閾値を設定し
た場合、追跡成功時間の閾値は、約 6.2 秒となる。この閾値
に設定した場合、CAPTCHAのセキュリティ目標は達成でき
るが、この時の FRR（人間拒否率）は、約 30%になるため、
ユーザビリティが低下する可能性がある。

CAPTCHAのセキュリティ目標を達成しつつ、ユーザビリ
ティを低下させないためには、妨害オブジェクトをもう少し
増やすことが考えられる。図 47と図 48で示したように、妨
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害オブジェクトの増加に伴う追跡精度の低下は、ボットには
見られたが、人間にはあまり見られなかった。ただ、妨害オ
ブジェクト 50個ともなると、移動オブジェクトを見つけるの
に、少し時間のかかる人もいたため、全く人間に影響がないわ
けでない。セキュリティを保ちつつ、人間のユーザビリティ
を低下させないような CAPTCHA のパラメータの設定が要
求され、今後の課題と言える。

5. まとめ

本稿では、現在のCAPTCHAのセキュリティ問題を取り上
げ、CAPTCHAに対する攻撃の代表例である「リレーアタッ
ク」と「ボットによる CAPTCHAの脆弱性を突いた自動的な
攻撃」への耐性を両立するための CAPTCHA 方式について
の研究に取り組んだ。「リレーアタック」と「ボット」への耐
性を持たせるために必要な要件について論じ、その要件を満
たす CAPTCHA 方式を提案した。提案手法は、連続的に移
動するオブジェクトをマウスカーソルで追跡し、その追跡が
成功していた時間で「人間」か「ボット」かを判別する。この
手法は、2つの脅威に対抗するために必要な要件、「リレーア
タックを実行した際に生じる通信の遅延時間の利用」と「ボッ
トが出題されたタスクを簡単にこなすことができないような
難読化を施す」を満たせるように設計した。
さらに、リレーアタックをシミュレートするための実験環

境を構築し、提案手法に対してリレーアタックを行なった。そ
の結果、リレーアタックに対して、ある程度の耐性を持つこと
を確認した。また、提案手法に対して現在最も有効だと考え
られる、画像処理に基づいた攻撃を実装し、その攻撃への耐性
を評価した。この評価から、難読化の度合いを強めることで
実装した攻撃への耐性は強化されることが分かったが、ユー
ザビリティを低下させる恐れがある。
今後の課題として、提案手法のユーザビリティ評価や難読

化の強化によるユーザビリティへの影響を調査していく必要
がある。また、様々な年齢層や身体的にハンデのある人々の
ユーザビリティ評価も行い、提案手法の適切なパラメータ決
定が必要だと考えられる。
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モバイルデバイスの利用に適した
CAPTCHA方式の検討

富田　旋 a)・初　蕾 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Consideration of CAPTCHA System Suitable for

Use of Mobile Device

Meguru TOMITA, Tsubomi HATSU, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

CAPTCHA is one of the most widely used Turing tests to prevent unauthorized use of online services,
and it is a technology to distinguish whether the subject is a human being or a machine. With the advent
of mobile devices, smartphones, tablets, etc. are the most commonly used devices to access the Internet
and online services. Most existing CAPTCHA methods are not for use on mobile devices, but for use in
conventional desktop PC environments. Since existing CAPTCHA can not fit well with mobile devices and it
causes the conversion rate of Web site registration form etc. to drop, it is necessary to design CAPTCHA which
is easy to use in mobile devices. Therefore, in this paper, we will consider a new CAPTCHA method that
maintains convenience in mobile devices and has sufficient robustness. The proposed method is a dynamic
CAPTCHA, it can recognize moving objects that move continuously from among a plurality of disturbing
objects appearing at random positions and change their positions, and can trace for more than a certain
period of time Whether it is a human being or a machine is judged by whether or not.

Keywords: CAPTCHA, mobile device, PIX, reCAPTCHA

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

CAPTCHAは、オンラインサービスの不正使用を防ぐため
に最も広く使われているチューリングテストの一種であり、対
象者が人間であるか機械であるかを判別する技術である。モ
バイルデバイスの登場により、スマートフォンやタブレット
などは、インターネットやオンラインサービスにアクセスす
るために最もよく使用されるデバイスとなっている。既存の
CAPTCHA方式のほとんどはモバイルデバイスでの使用では
なく、従来のデスクトップ PC環境での利用を対象としてい
る。既存の CAPTCHA はモバイルデバイスにうまく適合で
きず、Webサイトの登録フォームなどのコンバージョン率の
低下の原因となっているので、モバイルデバイスで利用しやす
い CAPTCHA の設計が必要である。そこで本論文ではモバ
イルデバイスでの利便性を保ち、十分な堅牢性を持つ新たな
CAPTCHA方式を検討する。提案方式は、動的なCAPTCHA

であり、ランダムな位置に出現する複数の妨害オブジェクトの
中から連続的に移動してその位置を変化させる移動オブジェ
クトを認識し、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。

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

2. 既存 CAPTCHA

この節では、既存の代表的な CAPTCHAについて述べる。

2.1 文字 CAPTCHA

文字列 CAPTCHA は現在最も広く利用されている
CAPTCHA である。文字列 CAPTCHA の多くは、英字 52

文字（大文字、小文字を含む）と数字 10字の合計 62字の半
角英数字を歪ませ、ノイズを付加して表示し、表示された文
字列をテキストボックスに正しく入力できていたら、解答者
を人間と判断する。
文字列 CAPTCHAのメリットは、システムが単純であり、

Webシステムへの導入が簡単である点と、総当たり攻撃に強
い耐性があるという点である。CAPTCHAの文字数を aとす
ると、CAPTCHAに使用される文字列画像のパターン数は、
62a 通りであるため、ボットがこの文字列を総当たりで突破す
る場合、62a 通りの答えを試さなければならない。例えば、文
字数が 4であった場合、1.48 × 107 のパターン数となる。し
かし、光学文字認識（OCR）の技術向上により、機械でも歪
みやノイズを含んだ文字列を認識できるボットが出現し、問
題となっている。
また、モバイルデバイスでの利用を考慮すると、大文字、小

文字が混ざったランダムな文字列を入力しなければならない
文字列 CAPTCHA 方式は、画面の大きさや入力方式の違い
により、利用しにくいものとなっている。
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図 1: Googleで利用されるReCAPTCHA1)

2.2 画像 CAPTCHA

画像 CAPTCHAは、具体物の画像を用いることで、人間
と機械を判別する方式である。出題する問題の種類は、様々
であり、用いる画像の枚数や解答方式に違いがある。主な画
像 CAPTCHA方式には、Asirra、PIX、reCAPTCHAなど
がある。画像 CAPTCHAの多くは、複数ある画像の中から、
特定の画像を選択することを要求する。図 1 は、画像型の
reCAPTCHAを示している。この例では、“橋の画像をすべ
て選択してください”という指示に従い、9枚の画像の中から、
橋の画像を選択する。画像に写っている具体物が何かを理解
して、指定された具体物が写る画像を選択することは、機械
にとって難しいため、文字列 CAPTCHA に代わる新たな方
式として提案された。
しかし、画像 CAPTCHAは、誤って CAPTCHAの判定

テストを偶然通過する確率（偽陽性率）が高いというデメリッ
トがある。例えば、出題される CAPTCHAの画像が 9枚、そ
のうち選択すべき正答の画像が a枚である場合、偽陽性率は、
式 1となる。

FP =
1

9Ca
(1)

正答画像の攻撃 aが明らかになっていない場合、攻撃者は式
2のような確率で誤って判別テストを通過する可能性がある。

FP =
1∑9

a=1 9Ca

=
1

511
≈ 0.001956 (2)

この確率は、文字列CAPTCHAの文字数が 4つの場合と比

較して非常に高く、画像CAPTCHAは偶然突破する確率が高
いことが分かる。このように、偶然突破確率が高くCAPTCHA

として堅牢性に欠けるが、文字列 CAPTCHAと比較すると、
モバイルデバイスでの利用に適した方式になっている。モバ
イルデバイスにおいて、画像 CAPTCHAの解答タスクは、選
択する画像をタップするだけで良いため、文字列 CAPTCHA

と比べると利用しやすい。そのため、モバイルデバイスでの利
便性を考慮したCAPTCHAは、ほとんど画像CAPTCHAと
同じ解答タスクになっている。例えば、VisualCAPTCHA2)

や sweetCAPTCHA3) などが挙げられる。

3. 提案手法

本研究では、モバイルデバイスでの利便性を保ち、十分な
堅牢性を持つ新たな CAPTCHA 方式を作成することを目的
とする。

2 章で述べたように、モバイルデバイスでの利便性を考慮
した既存の CAPTCHA は、画像 CAPTCHA のような出題
形式のものが多く、偶然突破する確率が高い問題点があった。
CAPTCHAとしての十分な堅牢性とモバイルデバイスでの利
便性を両立するためには、新たな方式の CAPTCHAを考えな
ければならない。モバイルデバイスでの利便性を考慮すると、
「仮想キーボードで文字を打つ」といったことよりも、「タッ
プ」や「タッチパネル上で指を滑らせる」などといった単純
な動作を要求するものが望ましい。そこで、画像 CAPTCHA

のように、偶然突破確率が高い出題形式とならずに、モバイ
ルデバイスにおいて、単純な操作を要求する CAPTCHA 方
式を提案する。

3.1 提案する CAPTCHA方式
提案方式のCAPTCHAでは、ランダムに出現し、消失する

オブジェクトの中から、スムーズに移動するオブジェクト（以
下、移動オブジェクトとする。）を発見し一定時間、追跡できる
か否かでユーザが人間か機械かを判断する。この CAPTCHA

方式では、物体追跡技術などを用いて自動的に移動するオブ
ジェクトの追跡を困難にするために、1フレームごとにランダ
ムに位置を変える妨害オブジェクトを複数、設置することで
機械への耐性を持たせた。

3.2 認証手順
提案する CAPTCHAの認証手順を図 2に示す。まず、図

3に示す (a)初期画面が表示される。
CAPTCHA を開始するボタンをタップすると、図 3 に示

す (b) 追跡開始画面に移行し、移動オブジェクトと妨害オブ
ジェクトが表示される。この段階で、モバイルデバイスの画
面では、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。オブジェクトの表示領域には、追跡
用のサークルが設置してあり、ユーザは、“touch zone”で指
をスライドさせて、その追跡用サークルを動かすことで移動
オブジェクトを追跡する。追跡成功の判断基準は、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。入っていれば、追跡に成功しているとみ
なし、入っていなければ、追跡に失敗しているとみなす。
最初に、移動オブジェクトの円の中心座標が、追跡用サー
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図 2: 提案手法のフローチャート

図 3: 提案する CAPTCHAの構成

クルの円内に入ってから 10秒計測し、その 10秒の解答時間
の間に何秒間、追跡に成功していたか（以下、追跡成功時間と
する。）を人間か機械かの判断基準とする。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。

3.3 モバイルデバイスでの利便性
移動オブジェクトの追跡は、タッチパネル上で指を滑らせ

る動作で実現可能である。文献 4) における、モバイルデバイ
スでの 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。今回の提案手法は、文献 4) のガイドライ
ンを満たす、モバイルデバイスでの単純な動作による解答方
式が可能なため、利便性を損なわないと考えられる。
しかし、移動オブジェクトを直接指で追跡する方式にした

場合、指に隠れて移動オブジェクトが見えなくなるなどの問
題点があった。そこで、オブジェクトの表示領域と、指での
操作領域の 2つを設置し、指で直接、移動オブジェクトを追
跡しないように設計した。

3.4 提案手法のセキュリティについて
モバイルデバイスでの利便性を考慮した既存のCAPTCHA

は、画像 CAPTCHA のような出題形式のため、偶然突破す

る確率が高いという問題点があった。提案手法の CAPTCHA

は、ランダムな動きで移動するオブジェクトを追跡するとい
う形式である。攻撃者が偶然突破を狙って、追跡用サークル
をランダムに動かした場合、一定時間の追跡は不可能である。
そのため、提案手法の偶然突破確率は、限りなく低い。
しかし、何らかの方法で移動オブジェクトの位置を特定さ

れた場合、機械による移動オブジェクトの自動的な追跡は、容
易に実現できる。提案手法では、移動オブジェクトの位置の
特定を困難にするために、移動オブジェクトと妨害オブジェ
クトの視覚的特徴（色、形、大きさ）は全く同じに設定してい
る。そのため、攻撃者がフレーム画像を取得し、解析しよう
としても、各フレーム画像は、視覚的特徴が同じオブジェク
トがランダムに配置されているようにしか見えないため、移
動オブジェクトを検出することは困難になると考えられる。

4. 実験と考察

提案 CAPTCHAの実用性について実験を行い、ユーザビ
リティ評価を調査する。

4.1 実験目的
3.章で、提案した CAPTCHA方式が、ユーザ（人間）によ

る解答が可能なものか確認する。また、実験参加者に対して、
アンケート調査を行い、提案手法の有用性について検証する。

4.2 実験方法
実験は、宮崎大学工学部生 10名に参加してもらった。実験

参加者には、各自が所有しているモバイルデバイス（Xperia

Z5、iphone 8など）を利用して、提案 CAPTCHAを 5回ず
つ解いてもらい、追跡成功時間と所要時間の計測を行った。ま
た、現在、最も用いられている reCAPTCHAとの比較を行う
ため、reCAPTCHAも同様に解いてもらった。reCAPTCHA

は、5) のデモを利用した。
この実験の後に、それぞれの CAPTCHAについて、ユー

ザビリティに関するアンケートを記入してもらう。

4.3 実験結果と考察
4.3.1 成功率
成功率は、各実験を 5回ずつ行ったうち、被験者が正常に

CAPTCHAを完了した回数の割合である。reCAPTCHAは、
実験参加者が解答を提出した後に、画面に「もう一度お試し
ください」というメッセージが提示された場合、失敗（機械と
みなされる。）と判断する。
提案 CAPTCHA の追跡成功時間の閾値を 7 秒に設定（7

秒以上の追跡成功時間であれば、人間であると判定する。）す
ると、reCAPTCHAより提案 CAPTCHAは、成功率が高く
なる。図 4に各 CAPTCHAの成功率の結果を示す。

4.3.2 所要時間
所要時間は、実験参加者がCAPTCHAを開始してから完了

するまで掛かった時間のことである。各CAPTCHAの所要時
間について、表??にまとめた。この結果から、提案CAPTCHA

の所要時間は、ほぼ 10 秒～13 秒以内に収まっていることが
分かる。それ対して、reCAPTCHAは、最短で 6秒で終了し
ているが、最長で約 22秒掛かっており、人によっては、所要
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図 4: 成功率

表 1: 実験結果
最長時間 最短時間 平均時間

提案 CAPTCHA 12.79 10.49 11.43

ReCAPTCHA 22.86 6.11 13.71

時間が長くなっている。reCAPTCHAは、選択しなければな
らない画像の捉え方が人によって異なるという意見があった
ため、画像選択する際に時間が掛かってしまった人がいたと
考えられる。
提案手法は、reCAPTCHAよりも安定した所要時間になっ

ており、reCAPTCHAよりも利便性が優れていることが示唆
される。

4.4 ユーザビリティに関するアンケート調査
実験参加者には本実験の後に、システムユーザビリティス

ケール（System Usability Scale Facts : SUS）6) によるアン
ケートを回答してもらった。このアンケート結果に基づいて、
提案 CAPTCHA の実用性を確認する。システムユーザビリ
ティスケールは、ジョン・ブルック（John Brooke）により、
1986年に開発され、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。質問は 10項目で成り立っており、
奇数項目がポジティブな質問、偶数項目がネガティブな質問
となっている。評価する回答番号は、1（強く反対する）から
5（強く賛成する）の 5評価から成り立っている。評価値の集
計方法は、奇数項目に関しては回答番号から１を引く、偶数項
目に関しては５から回答番号を引いた後、すべての項目を足
し合わせた合計値を 2.5 倍した値がシステムユーザビリティ
スケールの評価値となる。システムユーザビリティスケール
の平均点数は 68点と定められているので、本実験で得られた
SUSの得点が 68点を超えていたら、最低限のユーザビリティ
が確保できたと考えられる。
今回提案した CAPTCHAのユーザビリティを評価するた

めのアンケートを以下に記載する。

1. この CAPTCHAをしばしば利用したいと思う
2. この CAPTCHAを利用するには説明が必要となるほ
ど複雑であると感じた

3. この CAPTCHAは容易に使いこなす事ができると思

図 5: SUSアンケート調査結果

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にあるコンテンツやナビゲーション
は十分に統一感があると感じた

6. この CAPTCHAでは一貫性のないところが多々あっ
たと感じた

7. たいていの人は、この CAPTCHAの利用方法をすぐ
に理解すると思う

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を利用し始める前に知っておくべき
ことが多くあると思う

本研究でのシステムユーザビリティスケールの評価項目ご
との平均スコア結果を図 5に示す。各 10項目の平均スコアで
は、提案 CAPTCHAは ReCAPTCHAよりいずれも評価が
高く、アンケート結果により、システムユーザビリティスケー
ルの平均点数 68点と比較すると、提案 CAPTCHAの平均ス
コアは 84点であり、ReCAPTCHAの平均スコアは 54点で
あることから、本研究での提案CAPTCHAはReCAPTCHA

よりユーザに大きな負担を強いることもなく、解答のしやす
い CAPTCHAであることがいえる。

5. まとめ

本研究では、従来の CAPTCHA方式は PC環境の利用を
対象となっているため、モバイルデバイスの画面にうまく適合
できない一覧性の悪さとモバイルデバイスで利用した際のコ
ンバージョン率の低下などの問題に着目し、インターネットや
オンラインサービスを安全に利用するために、モバイルデバ
イスに適する使いやすい動的な CAPTCHA を提案した。ま
た、提案 CAPTCHA方式は、ReCAPTCHA方式と比較し、
モバイルデバイスでの対照実験を行った。実験の結果、提案
CAPTCHAはモバイルデバイスでの利用の成功率が高く、所
要時間についての安定性を保つことが可能であることを示し
た。システムユーザビリティスケールアンケート調査を行っ
た結果、提案 CAPTCHA方式は ReCAPTCHA方式をすべ
ての質問項目で上回り、提案 CAPTCHA の実用性を確認し
た。今後の課題として、ボットに対する耐性を保持している
かを検証していかなければならない。
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口蹄疫の防疫判断をサポートするシステムの開発

平田　木乃美 a)・岩満　海人 b)・高塚　佳代子 c)・山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)・岡崎　直宣 f )

Development of Decision Support System for Prevention of

Foot-and-mouth Disease

Konomi HIRATA, Kaito IWAMITSU, Kayoko TAKATSUKA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA,

Naonobu OKAZAKI

Abstract

Foot-and-mouth disease(FMD), one of the important domestic animal infectious diseases, has strong
propagation power and epidemic measures at the early stage of development are important, however there is a
problem that infection can not be confirmed at an early stage because of a latent period. Therefore, in order
to formulate an appropriate quarantine strategy, it is necessary to determine the infection status on a daily
basis or on a farm-by-farm basis. However, existing research was only predicting the trend of the infection
period and the total number of infectious diseases throughout the infected area, and the daily assessment
of the situation during the infection period in Miyazaki prefecture in 2010 depended on the intuition of the
staff in charge. In the past, we defined and introduced the concept of infection index, which is a numerical
value of infection-diffusion situation, based on existing epidemiological model(Keeling model). In this paper,
we devise a method to quantitatively handle the trade-off between the prevention pedestal budget and the
infection risk which could not be done by using the infection index and infection presumption model developed
earlier. Then, we develop an epidemic judgment system that supports the narrowing down of targeted areas.
In addition, we show case studies that objective discussion on the epidemic budget which was difficult when
infected in 2010 can be made by using the proposed method.

Keywords: foot-and-mouth disease, domestic animal indectious diseases, Keeling model

a)b)c)d)e)f)　　　　　　　　　　
1. はじめに

重要家畜伝染病の一つである口蹄疫は伝搬力が強く、発生
の早い段階での防疫措置が重要であるが、潜伏期間があるため
に感染を初期段階で確認できない問題がある。そのため、適
切な防疫戦略の策定の為には、日単位・農場単位で感染状況を
判断する手立てが必要である。しかし、既存の研究では、感
染地域全体にわたる感染期間と総感染頭数の傾向予測に留ま
り、2010年の宮崎県での感染期間中の日々の状況判断は担当
職員の勘に依存していた.先行研究では感染拡散状況の数値化
である「感染指数」の概念を既存の疫学モデル (Keelingモデ
ル)に基づき定義・導入した。そして、感染指数を「判別の閾
値」とし、各農場の感染の有・無を推定するモデルを開発し、
感染推定手法を提案した。また、モデルの精度向上に寄与す
る要因も明らかにした。
しかし、実際に殺処分対象領域を絞り込む防疫上の判断で

は、推定精度のみならず、人手・物資・予算といった防疫活

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助教
e)情報システム工学科准教授
f)情報システム工学科教授

動上の制約の問題が大きくなる。特に今後は予算の制約が防
疫活動上のボトルネックとなる可能性が言われている (3.1節
参照)。
そこで本研究では、先に開発した感染指数と感染推定モデ

ルを用いることにより、従来はできなかった防疫予算と感染
リスクとのトレードオフを定量的に扱うための手法を考案す
る。そして、殺処分対象領域の絞り込みをサポートする防疫
判断システムを開発する。更に、提案手法を用いることによ
り、2010年の感染時には困難であった防疫予算に関する客観
的な議論が可能となることをケーススタディで示す。

2. 句読点

2.1 Keelingモデル
Keelingモデルは以下の通りである。

Pinf,i(t) = 1− exp(−λi(t)) (1)

λi(t) =
∑

j∈infections

cijNiNjh(rij) (2)

h(rij) = h0(1 + r/r0)
−α (3)

Pinf,i(t)は着目農場 iが感染初日から t日目に感染する確
率を表す。ここで、λの構成要素である Ni は着目農場 iの保
有動物数、Nj は農場 iに影響をおよぼす感染農場 j の感染動
物数を表す。また、h(rij)は農場 i, j 間の物理的な距離 rij が
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近いほど大きい値を取るように定式化された「感染し易さ」を
表し、cij は農場 i, j 双方の保有動物種の組合せによって決ま
る農場間での感染率を表す。なお、パラメータ h0, r0,α は、
一感染事例で得られる一まとまりの感染データを用い、各農
場の感染日での感染確率が最大となるように最尤推定で求め
られる。

2.2 感染指数と感染推定手法
未感染農場がどの程度感染し易い状況におかれているかを

表す指標として“感染指数 ”という概念を導入した。これは、
より多くの動物を保有する感染農場が、より近くに、よりたく
さんあるほど大きな値を取る指標と捉えられる。Keelingモデ
ルのパラメータ λ を求める式 2 は、上記指数の概念そのまま
の式構成となっていることから、この Keeling モデルの λ を
求める計算式 (2) を感染指数の値を求める定義式とし、λ を感
染指数と呼ぶこととした。また、このような感染指数 λ に基
づく感染推定モデル、及び本モデルに基づく感染推定手法を
考案した。具体的には、過去の感染事例データから、個々の農
場が感染した日の感染指数を実データから算出し、感染指数
の分布のヒストグラム (図 1-(1) 参照) を作成し、その累積相
対度数分布を作成し、これを感染推定モデルとする (図 1-(2)

参照)。本手法では、この感染推定モデルの分布に基づき、未
感染／感染を立分ける感染指数の閾値 λ を統計的に見出すと
いう方法を取る。先行研究では、推定失敗率が最小となる閾
値 λ の検出を、感染事例データを使って実際に行った。

2.3 推定精度の評価
推定精度は、未感染／感染を立て分ける感染指数 λ の閾値

をどこに設定するかで異なる。そこで本研究では、閾値ごと
の推定成功率を、横軸を閾値 IT、縦軸を推定成功率 SR とす
るグラフ (“推定成功率グラフ” と呼ぶ) にプロットし、推定精
度を視覚的に分かりやすくする方法を考案した。感染推定成
功率 SR は、臨床検査の性格を決める指標である偽陽性と偽
陰性の発生率 FP、FN を使って次のように定義した。

SR = 1− (FP + FN ) (4)

偽陽性率 FP、偽陰性率 FN の定義では、まず、各農場の感染
日を含む連続した 5～10 日程度の任意に指定する期間を“感
染日付近”として定義し、これを使って感度 SE、特異度 SP と
併せ、以下のように定義した。

FN = 1− SE、SE = (p+ q)/(p+ q + r) (5)

FP = 1− SP、SP = (q + r)/(p+ q + r) (6)

図 1. (1) 各農場の感染日の感染指数の分布
(2) 感染指数の累積相対度数分布

q ： 感染日付近で正しく感染推定される農場の数
p ： 最終的に感染しないか、或いは感染日付近よ

り早過ぎる時期に誤って感染推定される農
場の数

r ： 感染が見逃されるか、或いは感染日より遅過
ぎる時期でしか感染推定されない農場の数

2.4 推定精度を向上させる要因
サンプル全体を、何らかの要因によってグループ分けし、

個々のグループの特徴付けをし易くする層別という方法があ
る。本手法では、推定精度を向上させる方法として、対象農
場全体を然るべき要因に基づき層別し、層別の結果得られる
サンプル集団各々に対し感染推定モデルを別々に作成し感染
推定する方法を、推定精度を向上させる方法として取り入れ
た。各要因の層別効果の評価・比較は、推定成功率グラフを
生成し行った。層別する場合の推定成功率の評価は、着目要
因での層別の結果得られる複数の感染推定モデル各々に対し
感染推定成功率グラフを作成し、その成功率グラフ全体を一
つのグラフの統合し評価するという方法を取った。また要因
毎の層別効果の比較は、成功率グラフの最大値同士で比較す
るようにした。2010 年の宮崎県の口蹄疫発症事例データを使
用し評価実験を行った結果、感染農場全体の重心からの距離
(以降“重心からの距離 ”と書く) を考慮したケースの推定成功
率が総じて良く、次いで農場規模を考慮したケースの結果が
良いということがわかった。

3. 提案手法

3.1 問題の所在と基本方針
冒頭で述べたように、適切な防疫判断をするためには、感

染状況を推測しながら、感染地域の制約の範囲内で殺処分を
行う対象農場の絞込みを行う必要がある。感染地域の制約と
しては、人手、物資、埋却地等が考えられるが、人手と物資に
関しては 2010 年の段階で既に国レベルでの対応が取られてお
り、大きな問題は起きなかったg)。一方、埋却地に関しては、
これの不足と準備遅延の問題が大きく、このことが防疫活動
進捗を妨げるボトルネックとなった。しかし、その後の有識
者による検討と対策により、問題は解消される見込みである。
そこで、将来発生する感染での防疫活動のボトルネックは「予
算」と言われている。

一般に予算編成の方式には、トップダウン方式とボトムアッ
プ方式がある。前者は全体管理を行う管理者 (部門) が予算を
設定し、それを現場に伝えて遂行させる方法である。スピー
ド感を持った計画立案が可能である反面、現場感覚の欠如に
よる現実性のない計画に注意が必要である。後者は逆の考え
方で、現場が予算の原案を決め、予算を積み上げていき、最終

g)人手に関しては、人の数が足りないという問題はなかっ
た。しかし、防疫活動グループの編成等、人・コミュニケー
ションの問題はあり、現在議論されている。
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的に管理部門などでまとめあげる予算設定方法であるh)。より
現状に沿った予算設定ができるが、失敗を避けたいがゆえの
ゆとり予算になりやすいというデメリットがある。防疫予算
立案は、スピードが要求されるため、トップダウンで決めら
れることが多い。2010年に宮崎県で発生した口蹄疫の際もそ
うであった。その結果、トップダウン方式特有の問題が多発
し、予算立案担当 (国)と現場 (宮崎県)との間での軋轢を生ん
だ。しかし、ボトムアップ方式での防疫予算編成には原理的
に無理がある。予算積み上げの前提条件のパターンが無数に
存在するためである。このことは、2010年の宮崎県での口蹄
疫災害による経済的損失の試算を現地で実際に行った経済学
者の見解である。
以上を踏まえ、本研究では、防疫予算はトップダウンで設

定されることを前提とし、その与えられた額の適否の判断を
サポートする方法を検討することとした。

3.2 提案手法の考え方
前節を踏まえ、次期感染時の防疫活動のボトルネックは予

算であること、また、予算はトップダウンで与えられること
を前提とする。提案手法では、(1)まず所与の予算の範囲内で
実施可能な殺処分頭数を算出し、(2)過去の感染データに基づ
き作成された感染推定モデルに基づき、(ある感染状況下での)

各農場の感染指数を評価し、殺処分対象農場を特定する。こ
の時の上限が (1)で求められた頭数となる。次に、(3)感染し
ているにもかかわらず殺処分対象から外れた (以降 “取りこぼ
し”と呼ぶ)農場の分布を推定する。そして、(4)その取りこ
ぼし農場の分布を初期感染状況とし、感染拡大シミュレーショ
ンを行い、一定期間後の感染拡大状況を明らかにする。
以上の手順で得られる感染拡大状況の規模は、推定精度の

みならず、与えられた予算に依存する。したがって、(3)で明
らかにされる感染拡大の規模は与えられた予算の額の適否を
議論する一根拠となり得る。この議論とは、簡単には、感染
頭数より経済的損失の概算ができるということである。更に、
前提条件の与え方によっては、感染動物そのものの損失 (直接
的被害)のみならず、その損失の経済波及効果による損失 (間
接的被害)も考慮した議論が可能である。しかし前節で述べた
ように、損失算出の前提条件は一意には設定できない。この
ため、一般性を考慮し、本研究でターゲットとするのは、直接
的被害を示す感染頭数とその分布を明らかにするところまで
とする。以下、3.3, 3.4, 3.5 節にて提案方法 (1)～(4) の詳細
を順に示す。

3.3 殺処分対象農場の絞込み
まず、予算 (B)に対し、殺処分可能な頭数 (SB)が決まる

(図 2-(1)参照)。次に、殺処分対象動物の総数が高々その頭数
(SB)となるような感染指数の閾値 (λSB )を特定する (図 2-(2)

参照)。具体的には、感染指数がある値 (λ′)を越す全ての農場
の家畜の総数 (Nλ′) が殺処分可能な頭数 (SB) を越さない最
大の感染指数 λSB を特定する。

λSB = max.{λ′|Nλ′ ≤ SB} (7)

h)損失試算と予算積み上げの間には、与えるべき前提条件
に共通する項目が多い。

λSB が求まれば、感染指数が閾値 λSB を越す農場の全てが、当
該予算の範囲で実施可能な殺処分対象農場として特定される。

3.4 取りこぼし農場の分布の推定
上述の λSB を越さない農場全て、つまり当該予算の下で殺

処分対象から外れた農場全て (図 2-(4)の青と赤で示す農場全
て)の動物総数をMλSB とする。一方、感染指数 λSB の下で
感染推定した場合の偽陰性率を、過去の感染事例データに基づ
く統計的手法で求められる感染推定モデルより算出し 1)2)、こ
れを F

N
λSB

とする (図 2-(3)参照)。このとき、実際は感染し
ているにもかかわらず殺処分されない取りこぼしの頭数MX

は以下のようになる。

MX = MλSB ∗ F
N

λSB
(8)

ここで、当該予算の下で殺処分対象から外れた農場のうち、感
染指数が最も大きい農場 F 1 の動物頭数を m

λS
B1、2番目に

大きい農場 F 2 の動物頭数をm
λS

B2、…、j 番目をm
λS

Bj と
する。

k′∑
i=1

mλ
S
Bi

≤ MX (9)

を満たす最大の k′ を k とすると、取りこぼし農場は、F 1 か
ら F k (図 2-(4) の赤で示す農場) と推定される。以上が本稿
で提案する取りこぼし農場の分布の推定方法である。

3.5 感染拡大状況の算出
取りこぼし農場 F 1～F k を初期感染状況とし、所定の期間

に関する感染拡大シミュレーションを実施する。その結果得
られる感染拡大状況は、当該予算で実施可能な防疫措置の効果
の程度を知る目安となる。また、予算の額を変えてシミュレー
ションした結果を相互に比較することにより、予算と損失のト
レードオフの議論が可能になる。なお、感染シミュレーショ
ンは従来手法に従う 3)。即ち、農場が感染する確率をKeeling

モデルの (1) 式を使って毎回決め、そのベルヌーイ過程のモ
ンテカルロシミュレーションで行う。

4. ケーススタディ

2010年の宮崎県の感染事例データ 4) を使用し、提案手法
を用いて予算と感染リスク (以降 “損失” と同義とする) のト
レードオフの関係の定量化の一例を示す (4.2)。また、この定
量化の考え方により、防疫予算の額に関する客観的な議論が
可能となることを示す (4.3)。

4.1 使用する感染推定モデルについて
取りこぼし農場の分布推定結果は、使用する感染推定モデ

ルによって決まる。本実験では、推定精度向上に有用な “重心
からの距離”および “農場規模”の双方を考慮した層別のモデ
ル (2.4節参照)を使用する。

4.2 予算に対する損失の定量化実験
前提条件として、動物 1頭の殺処分に掛かる諸経費を 1万

と仮定する。また、着目日を地域感染発生から 10日目とする。
以下では、式 (7)～(9)中の (図 2中の)各記号に関連付けなが
ら説明する。
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(1)殺処分対象農場の絞込み 予算 1億 2千万円 (= B)

が与えられたとする。この時殺処分可能な頭数は 12000 頭
(= SB) となる。殺処分対象動物の総数が高々 12000 頭とな
るような感染指数、即ち 12,000 頭を越さない判断上の閾値は
(7) 式より 20(= λSB ) となる。従って、感染指数 (閾値) の 0

～100 で正規化された値が 20 を越す農場の全てというのが、
当該予算で最大限実施可能な殺処分対象農場となる。
(2)取りこぼし農場の分布の推定 着目日において、上
述の閾値 20(= λSB ) を越さない農場全て、つまり当該予算
の下で殺処分対象から外れた農場全て (図 3-(B)-“直後” の青
と赤で示す農場全て) の動物総数は 180,952 頭 (= MλSB ) と
なった。一方、感染指数 = λSB の下での偽陰性率を算出する
と 21 ％ (= F

N
λSB

) となる (図 3-(B) 参照)。このとき、実際

図 2. 提案手法の流れのイメージ
(1),(2) 殺処分対象農場の絞込み
(3),(4) 取りこぼし農場の分布の推定

図 3. 異なる予算設定での損失比較 (イメージ)

は感染しているにもかかわらず殺処分されない取りこぼしの
推定頭数は (8) 式より 23,338 頭 (MX) となる。ここで、当
該予算の下で殺処分対象から外れた農場のうち、取りこぼし
農場は、(9) 式を使って求められ、図 3-(B)-“直後 ”の赤で示
す 53 農場と推定される。

(3)感染拡大状況の算出 上述の取りこぼし農場分布を
初期の感染農場分布とし、所定の期間に関する感染拡大シミュ
レーションを試行回数 100回で実施した結果、本実験では、10

日後の被害総数の平均値は 78,806頭となった。図 3-(B)-“3日
後”、“10 日後” は、100 回の試行中のある 1 ケースの結果を
図示したものであり、赤丸は感染農場を表す。

4.3 異なる予算設定での損失比較実験

5 億 5 千万、1 億 2 千万、9 千 5 百万、6 千 4 百万の 4 パ
ターンの予算を設定し、前節と同じ方法で、殺処分農場の絞
込みから感染拡大シミュレーションまで行った。その結果を
表 1 と図 3 で示す。以下は実験の考察である。
・与えられる予算が大きいほど閾値は厳しく設定され、偽陰
性率は小さくなり、取りこぼし農場 (動物) の数は減り、感染
拡大による被害頭数も少ないという結果が得られた。このこ
とから、予算と損失の関係の傾向分析のための一手段として、
本方法の一定の妥当性は確認できた。
・表 1 に基づき、予算百万増当りでの被害頭数減少量の比較
分析を行った。その結果、予算 A-B 間では 34 頭減、B-C 間
では 120 頭減、C-D 間では 148 頭減となり、予算の増分と損
失の減り方は比例しないことが分った。このことから、本方
法を用いると、上述のような傾向分析のみならず、予算の少
しの積み増しで損失を大きく引き下げる可能性を探る調整手
段としても利用可能と考えられる。

表 1. 異なる予算設定での損失比較 (数値データ)

5. まとめ

本研究では、防疫予算の適否の客観的な議論を助けるための
手法を考案した。具体的には、予算と感染リスクとのトレード
オフの関係を定量化する一方法を提案した。本提案方法は、先
行研究の成果である口蹄疫の感染指数の概念と、それを用いた
感染推定のためのモデルを用いることにより実現した。2010

年の宮崎県の感染データに本手法を適用し、防疫予算に関す
る客観的な議論が可能となることをケーススタディで示した。
農場データの数や分布状況のパターンを変えながら傾向分析
し、今後の防疫活動に役立つ知見を幅広く見出すことが今後
の課題である。
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眼位異常のスクリーニングのための定性的な眼位検査システムに関する研究

平田　木乃美 a)・日隈　光基 a)・高塚　佳代子 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Research on the Qualitative Automated Cover-uncover Test System

for the Ocular Malalignment Detection

Konomi HIRATA, Koki HINOKUMA, Kayoko TAKATSUKA, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The diagnosis of ocular malalignment is difficult and need examinations from ophthalmologists and
orthoptists which are chronically insufficient. Part of the process of eye position check is systemized. With
this check system, not only the symptom but also the angle and the extent of strabismus is detected. However,
this method only useful for detecting one kind of strabismus which is divergent strabismus. The purpose of this
study is to develop a simplied check system to screen at least the presence of strabismus apart from the type of
strabismus or amount of ocular deviation. Digitalization of the check process and the diagnostic process was
conducted. Specifically, the digitalization of element technology, “Cover-uncover function”, was conducted
necessary for the automation of the typical “Cover Test” for eye position check. And we also implemented
function to detect movement indicating an ocular malalignment from eyeball videos durign Cover test.

Keywords: cover-uncover test, ocular malalignment, eyeball video

a)b)c)d)e)　　　　　
　　　　　

1. はじめに

一般に、眼疾患に関する目（見え方）の異常には、早期発
見と早期訓練が必要であると言われている。中でも、斜視・斜
位のような眼位異常は、立体視不良や眼精疲労を引き起こす
要因となる。特に斜視は弱視を引き起こす危険因子でもあり、
斜視をいかに低年齢で発見し、治療を開始できるかということ
は、小児眼科学の大きな研究テーマである 1)。しかし、眼位
異常の診断は難しく、眼科医や視能訓練士による検査が必要
であるが、この種の有資格者は慢性的に不足している 2)。以
上のことから、暫定的ではあっても有資格者不在で眼位検査
が行える簡易システムの開発には大きな意義がある。
眼位検査は、大きく定性検査と定量検査の 2種類からなる。

定性検査の代表的な検査方法として「Cover-test 1)」がある。
この検査方法は、主に斜視・斜位の有無を調べる検査方法で
ある。一方、定量検査は、斜視・斜位の程度を測定する検査
である。現在の眼位検査を含む視覚機能検査では、デジタル
化・システム化がほとんど行われていない 1)3)4)。定量検査
の一部がデジタル化されているが 5)、この研究で用いられて
いる眼球測定装置の適用可能範囲は、外斜視に関する診断に
限定されている。その理由は、外斜視以外は測定中の眼位が

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

定まりにくく、眼球偏位量を一意に特定することが難しいか
らである。ただし、眼位異常を知らせる「測定中の眼球の動
き」自体が検出不能な程小さいわけではない。このため、斜
視の有無のスクリーニングだけでもデジタル化・システム化
を行い、自動化することの意義は大きい。そこで、本研究で
は、眼位異常のスクリーニングを助ける簡易な検査サポートシ
ステムを開発することを目的としている。そのために、まず、
眼位検査法として代表的な Cover-testのデジタル化を行った
6)7)8)。次に、異常の有無を判別するための診断プロセスのシ
ステム化を行った。

Cover-testのデジタル化に必要なカバー・アンカバーの機
能を持つ研究開発用の視覚遮断/遮へい装置がある 9)10)。し
かし、この既存の装置を使用するにはコストの問題がある。ま
た、眼球の動きの検出において既開発の視線追跡技術 1) を用
いるには、本研究目的にとって望ましい使用環境を整えるこ
とが難しいといった問題があった。本研究では微小な眼の動
きを検出する必要があり、このような検出を既存の視線追跡
技術を使って行うためには、検出を行う場所や照明に関する
多様で詳細な条件が整わないと難しいということであった。
そこで、本研究では、近年の 3D テレビ需要の高まりに伴

い、3D 関連機器が身近になり、入手し易くなった 3Dグラス
（Nvidia 3D Vision2 11)）を用いてカバー・アンカバー機能の
実装を行った。また、眼球の動きの検出は、検査中の眼球画像
を連続的に撮影し、その画像データから眼位異常を示す動き
の検出を行うというオーソドックスな方法を取ることとした。
診断プロセスのシステム化として、画像処理技術を活用し、

さまざまな撮影画像を診断目的や症例内容に応じて最適化す
ることで、X線やMRIの画像診断をサポートする医用画像シ

眼位異常のスクリーニングのための定性的な眼位検査システムに関する研究 291



ステムの開発が行われている。現在の医用画像システム開発
では、膨大な検査画像データを学習データとし、統計的な手
法で異常の有無を判別させる判別機能を設計することが一般
的である 12)13)14)。しかし、眼位検査では、画像から異常の
有無を客観的に読み取る診断方式は取られてこなかった。専
ら、検査者の目視や、被験者の自覚と申告による他覚的・自覚
的検査方式がとられていた。そのため、診断プロセスのシス
テム化を助ける画像データは全く存在しない。

本研究では、データが少なく統計的手法が使えないケース
に有効な手法であるオプティカルフローを用いることとした。
オプティカルフローとは、画像中の物体の動きを、定められた
代表点の移動元と移動先に根元と先端が対応付けられる「ベク
トル」で表す手法である 15)16)17)。診断プロセスのシステム
化を行うにあたり、異常検出時の着目領域設定の一候補とし
て黒目輪郭内部の妥当性を検討した。理由は、視線追跡技術
の要素技術として多数研究されているため 18)19)20)、そのま
ま流用できる可能性を考えたためである。しかし、まぶたの
形状は個人差が大きく、安定した輪郭形状検出には未だ至っ
ていないのが現状である 21)。視線追跡手法の場合、視線位置
を算出するプロセスとして、黒目輪郭切り出しは必須である
のに対し、本研究の目的（黒目の動きの有無の検出）では、輪
郭切り出しは必ずしも必要なプロセスではない。以上を考慮
し、本研究では、目的達成にとってもっと合理的かつ確実に
検出できるような着目領域形状について検討することとした。

2. 研究の目的

本研究の目的は、有資格者不在で眼位異常のスクリーニン
グが暫定的に行える、簡易で安価な眼位検査サポートシステム
を開発することである。具体的な研究課題は次の通りである。

• 眼位の定性検査法として代表的な Cover-test のデジタ
ル化を行うこと

• 検査中の眼球動画像から眼位異常を示す動きを検出し、
眼位異常の有無を判定するまでの一連の診断プロセス
を開発し、自動化すること

3. 眼位検査の現状

眼の疾患の中で、早期発見や早期治療が求められているも
のに、斜視や斜位などの眼位異常（もしくは眼球運動障害）が
ある。これらの眼位異常を調べる眼位検査には、大きく分け
て、定性検査と定量検査の 2 種類から成る。定性検査法とし
て代表的な「Cover-test」では、遮眼子で片目ずつカバー・ア
ンカバーした時の眼球の動きにより、斜視・斜位であるかな
いか、どのような性質の斜視かの見極め、及び、融像と立体
視に関わる両眼視能力の異常はないかのチェックが可能であ
り、検査の結果は、斜視 ‐/＋（陰性/陽性）で表される。一
方、定量検査は、斜視・斜位の程度を測定する検査であり、結
果は数値で表される。具体的には、正常な眼の位置と斜視の
眼の位置との角度を表す“斜視角”で表される。

以下に、基本概念として、斜視・斜位、検査方法であるCover-

test、Maddox 小桿を用いた定量的眼位検査、及び、今回提案
するシステムの必要性について説明する。

図 1. CUT による斜視・斜位の判定例

3.1 斜視・斜位
斜視とは、両眼の視線が一点に向かわず、片方の眼は目標

とする方向に正しく向いているが、もう片方の眼が目標とす
る方向からずれている、両眼視ができない状態をいう 22)。眼
のずれる方向によって、内側に向いている内斜視、外を向い
ている外斜視、上を向いている上斜視、下を向いている下斜
視、にわけられる。また、先天性/後天性、或いは恒常的な斜
視とそうでない斜視（間欠性斜視）などに分類される。原因
には様々なものがあり、極端な屈折異常や、眼球を動かす筋
肉や神経の異常、外相や脳の病気によるもの、視力不良があ
げられる。

斜位も、片方の眼のずれがある状態だが、ずれが小さく両
眼視は可能であり、原因も、筋肉の弱い異常に限定される。普
段両眼で同じ目標を見ているが、片方の眼を遮蔽すると、遮
蔽した方の眼が斜視のようにずれるといった症状がある。

3.2 Cover-test

Cover-test とは、遠見 (5m)、もしくは近見 (30cm) に視標
を提示し注視させ、片眼をカバー (遮蔽) した時に、遮蔽して
いない反対側の片眼が動くか動かないかを見て斜視かどうか
を、また、遮蔽した方の片眼が遮蔽を取ったとき動くか動か
ないかを見て斜位かどうかをそれぞれ判断可能なテストであ
る。一回の遮蔽時間は 2～3 秒程度である。

テスト方式として、片眼を遮蔽し、次いで遮蔽を除去したと
きの眼の動き、およびもう片眼の動きを観察することで斜視／
斜位／正位の鑑別が可能な CUT(cover-uncover test) と、両
眼を開放せずに交互に遮蔽することによって確実な除去を行
い、顕性と潜伏性を含めた全偏位量を (融像努力分の大きさ)の
検出を行う ACT(alternating cover test)1)23) とがある。着
目すべき点として、斜視 (斜位) を表す同じ眼球の動きであっ
ても、CUT で検出される動きと ACT の動きとでは ACT の
方が大きい（潜在性を含めたすべての眼位のずれを検出する）
ということが示されている 24)。しかし、CUT からは、単に
斜視・斜位の有無のみならず、融像能力等の両眼視能力の程
度の鑑別も可能である。臨床的には、CUT、ACT の順に行わ
れることが一般的である 25)。

今回実験で用いた CUT の検査方法について図を用いて説
明する。図 1 は参考サイト 25) を基に作成した図である。

図 1 の a は、左目が外に向いている外斜視の場合である。
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図 2. Maddox小桿から見た光の見え方
まず、遠見または近見に視標を置き被検者に視標を注視するよ
うに促す (a-1)。通常、斜視の場合この時点でわかる場合が多
く、検査者は次の操作で視線がずれていない右眼を遮蔽する。
この際、遮蔽しなかった方の左眼が意識的に視標を見ようと
することで、外に向いていた眼が内側に動く。この動きを見
て、検査者は外斜視であると判定する (a-2)。a-3は、遮蔽す
るのをやめた後の眼の動きで、元の状態に戻る様子がわかる。
図 1の bは、外斜位の例である。斜視と違い、注視を促し

た時には、視線のずれはわからない (b-1)。右眼を遮蔽した際、
両眼で視標物を集中して見るという働きができないため、遮蔽
した方の眼は外側にずれる (b-2)。次に、遮蔽をやめると再び
右眼の視線は視標物に向く動きがあるため (b-3)、検査者は右
眼が右にずれた動きを見て、被検者は斜位であると判定する。

3.3 Maddox小桿を用いた定量的眼位検査
Maddox小桿を用いた定量的眼位検査とは、斜位・周辺融

像のある微小角斜視や間歇性斜視など両眼視がある場合の自
覚的な斜視角の測定方法である 25)。事前に Cover-test(3.2)

により、斜位であることを確認し、被験者の左右どちらかの
眼前にMaddox小桿を装用させる。眼前にMaddox小桿を装
用させた状態で、半暗室にて 5m の距離にて明るい光源を眼
の高さで見せると、Maddox 小桿を装用させた眼には、赤い
光（線）が見える（図 2）。正位の場合、Maddox小桿を装用
させた方の眼で見ている赤い光（線）と、Maddox 小桿を装
用していない、逆の眼で見えている電球（光源）の像が一致す
る（同図 A)。対して、斜視・斜位の場合、Maddox小桿を装
用させた方の眼で見ている赤い光（線）と、Maddox 小桿を
装用していない、逆の眼で見えている電球（光源）の像が一致
しない（同図 B)。
電球（光源）の像と赤い光（線）が一致しない場合、Maddox

小桿を装用している眼上に、プリズムを装用する（図 3）。図
3は参考サイト 26) を元に作成した図である。プリズムは弱い
度数から強い度数に徐々に変更していき、電球（光源）の像と
赤い光（線）が一致したら、被験者に答えてもらう。一致した
時点のプリズムの度数が、被験者の自覚的な斜視・斜位量と
なる。
プリズムに関して、プリズムの光偏向力はプリズムジオプト

リー△で表し、1mあたり 1cmの偏角を与えるものを 1プリ
ズムジオプトリーという 26)。また、1△=4/7度約 (0.57度)

で表される 27)。

3.4 三歳児健診における専門家の関与
Cover-testによる検査方法は、一見簡単そうだが、カバー・

アンカバーの動作や検査中の眼の速い動きの見極めには、検査
者の技量が問われる。この検査は、眼科医や視能訓練士など

図 3. プリズムを用いた補正
の医療技術者によって行われる。しかし、このような国家資
格を持った医療技術者は慢性的に不足している。さらに、視
覚視能の感受性期に行われる三歳児健診ですら、全国半数異
常の検査会場では有資格者不在で行われているという現状で
ある 2)。
通常、斜視の疑いがある患者の多くは、この幼い子供のう

ちに症状があらわれ、家族などの周囲の人に連れられ眼科医
のもとを訪れるが、周りが眼の異常に気付かなかったり、あ
まり大したことではないと考え、眼科医への受診または検査
を行わないままになっている患者も存在する。
以上のことから、暫定的ではあっても有資格者不在で眼位

検査が行える簡易システムの開発には大きな意義がある。

3.5 関連研究
現在、定量検査の一部のデジタル化が行われている 5)。視

線位置を測定する既存技術を利用し、眼球の偏位量を定量的
に求めるシステムである。しかし、このシステムでは、外斜視
以外の斜視（内斜視/上斜視/下斜視）の偏位量の検出は困難
であり、適用可能範囲は極めて限定される。その理由は、外
斜視以外は測定中の眼位が定まりにくく、眼球偏位量を一意
に特定することは難しいからである。ただし、眼位異常を知
らせる「測定中の眼球の動き」自体が検出可能な程小さいわ
けではない。このため、眼球の動きの有無といった定性的な
情報から斜視の有無のみ検出する眼位検査システムの実現可
能性は十分あり得ると考えられる。また、既存研究における、
視線解析装置を使った眼位検査に関する研究 28) では、遮蔽
動作を人の手によって行われているので、斜視の有無のスク
リーニングだけでも自動化されることの意義は大きい。

以上のことを踏まえ、本研究では、斜視の種類に関わらず、
全ての斜視の検出が網羅的に可能な定性的な眼位検査システム
の開発を目指す。ここでは、Cover-testの手法を参考に行う。

4. 提案する眼位検査システムの構成

前述したように、本研究では Cover-testの手法に基づく眼
位検査システムを提案する。提案システムの全体構成を、図 4

に示す。同図は、システムの全体像であり、検査部（Cover-test
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図 4. 眼位検査システムの構成

図 5. 遮蔽部とシャッター部の拡大図
システム）と診断部（眼位異常判定システム）の 2 部で構成
されている。

[検査部 (Cover-testシステム) ]

検査部（Cover-testシステム）は、大きくA遮蔽部、Bシャッ
ター制御部、C カメラ部の 3 つの装置によって構成されてい
る。それぞれの機能について説明する。A は被検者が装着す
るゴーグル型液晶ディスプレイ（以降、3D グラス）、B は赤
外光による信号を制御するマイコン Arduino、C は小型カメ
ラによる撮影を行う PC である。

図 5 は、図 4 の遮蔽部A とシャッター制御部 B を拡大した
ものである。3D グラスには小型カメラの設置部（図 5A-2）、
を取り付け、3D グラスの左右のレンズの下部にあたる位置の
小型カメラの設置部に、小型カメラを 1 台ずつ設置した（同
図 A-3）。小型カメラには、「USB フラット WEB カメラ（型
番：KP-CAM3229)）」を使用した。中心部にある赤外線受光
部に赤外線 LED を設置した（同図 A-4）。赤外線 LED には、
太陽や室内灯の外部の影響を受けないようにビニールテープ
のカバーを装着させている。3D グラスの上部には、上部から
の光を遮光する黒い布を接着するためのマジックテープ（同
図 A-5）を取り付けている。また、小型カメラによって撮影さ
れた検査中の連続画像を取得するシステムを PC（図 4E）上
に搭載している。

[診断部 (眼位異常判定システム) ]

診断部（眼位異常判定システム）は、F（判定領域の切り出
し）、G（フローの検出）、H(設定された判定基準に基づく判
定) の 3 つの要素から成る。

まず F の目的は、眼位異常を表す黒目の動きの検出を合理
的に行えるようにすることである。そのための判定領域とし
て、眉毛や眼瞼痙攣のような眼球以外の動きを極力除去しな
がら、着目すべき眼球の縁を十分に含む領域切り出しが、シ

ステマティックな手順でできるような領域を独自に見出した
(6.1)。

G は、連続画像の 1 フレーム目と 2 フレーム目、2 フレー
ム目と 3 フレーム目のように、隣り合う画像のペア全てに対
し、先行画像から後続画像への各画素のフローベクトルを求
めることとした。

H は、眼球の動きが水平方向となる眼位異常 (内/外斜視、
斜位) の判定をする場合の判定基準を設定した。具体的には、
水平方向のフローベクトルのスカラー量が全ペアの平均を超
えるかどうかで、判定するというのが基本的な考え方である。
しかし、この基準だけでは異常の有無を正しく判定できない
ケースが複数存在した。そこで、この基本的判定基準を補う
別な判定基準も導入し、併せて使用することにより、正しい
判定ができるようにした (6.1)。

以下、5. 節では検査部（Cover-test システム）の詳細を示
す。さらに 6. 節では、診断部（眼位異常判定システム）の詳
細を示す。

5. Cover-testの自動化

既開発の眼球測定装置の適用可能範囲は、外斜視に関する
診断に限定されるということは 3.5 節において述べた通りで
あるが、視線追跡技術を用いる本装置 9)10) にはコストの問題
もある。従って、ほとんど普及していないのが現状である 1)。

本研究では、コストの問題を考慮し、近年の 3D テレビ需要
の高まりに伴い、3D 関連機器が身近になり、入手し易くなっ
た 3D グラス（Nvidia 3D Vision211)）を用いてカバー・ア
ンカバー機能 (以降“遮蔽機能”と同義 ) の実装を行った。本
節ではまず、4. 章で説明したシステムを開発するにあたり実
装した 2 つの機能について示す。具体的には、任意に指定す
るタイミングで片眼ずつカバー・アンカバーする機能 (5.1 節)

と、眼球の動きの連続画像を撮影し取得する機能 (5.2節)であ
る。次に、一連の検査手順を 2 つの機能を組み合わせて実現
する方法を示す (5.3 節)。また、5.4 節では、取得した連続画
像から眼球の動きを検出する方法について示し、5.5 節では、
3D グラスの性能確認のための検証実験を行った結果を示す。

5.1 遮蔽機能の実装
3.2 節で説明したように、Cover-test を行うには、被検者

が両眼で視標物を見ている状態から、片眼ずつを遮蔽する機
能が必要である。今回使用する 3D グラスの液晶シャッター
機能は、3D 対応ディスプレイから発せられる赤外光によるシ
グナルを受けて左右のレンズが高速に自動開閉する方式であ
る。通常、このシグナルの ON/OFF はユーザからはコント
ロールできないため、そのままでは Cover-test の遮蔽機能と
しては使えない。そこで、本研究では、対応ディスプレイか
ら発せられる赤外光パルスの仕様 30) に基づき、4 種類のシグ
ナル（左右の開・閉）を実装し、これらをマイコン Arduino

に組み込むことにより、3D グラスに送る赤外光シグナルをエ
ミュレートし、3D グラスのシャッター開閉のコントロールを
可能にした。
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図 6. 右側のシャッターを開くパルスを表す波形

図 7. 赤外光シグナルによるシャッターの開閉

5.1.1 4種の信号（左右眼の開・閉）の実装
赤外光パルスの仕様 30) を基に右眼シャッター開・閉、左

眼シャッター開・閉の都合 4 種類の信号を実装した。図 6 は、
実装した右眼シャッターを開く信号を波形グラフで表したも
のである。具体的には、赤外光の点灯を 23µs、消灯を 46µs、
点灯を 31µs、消灯を 400µs というパターンを、プログラム内
で複数回繰り返している。他の 3 種類の信号も同様に、仕様
に基づいて実装した。

しかし、実際に実行してみると、与えられた信号に対して
意図しない振る舞いをするケースがいくつか検出された。例
えば、右眼シャッターを閉じる信号に対し、右シャッターは
その通りの反応をしなかった。この問題に対する試行錯誤の
結果、左シャッター開、右シャッター閉の信号をこの順序で
送ることで「右シャッター閉」の動作は実現できることが分
かった。

図 7 は、通常状態（b）の 3D グラスの様子と、3D グラス
に送られた赤外光シグナルに液晶シャッターが反応し、それ
ぞれ左右片方のみ開閉動作を行っている時のシャッターの状
態である (右眼：(a)、左眼：(c))。同図により、左右眼の開閉
のコントロールが自在にできることが確認できた。

5.1.2 4種の信号のコントロール
さらに、Cover-test を行うための一連の開閉動作の自動実

行パターンを用意し、基板上のスイッチにより切換えを可能
とした。基板上にはスイッチ 1 とスイッチ 2 が用意されてお
り、スイッチ 1 を長押しすることにより、基板上に設置した
ライトが一定間隔で点滅を始め、長押しをやめた時点で止め
る。ライトの点灯した回数によってシャッターの開閉パター
ン 1～4 を決定することができる。その後、スイッチ 2 を押す
ことで、先に決めたパターンでのシャッターの開閉動作が開
始する。

シャッター開閉のバリエーションは、図 8 内の表に示す 4

図 8. 液晶シャッター開閉のバリエーション
種類である。すべてのパターンの動作は図 7 に示す通りであ
るが、どのパターンも図 8 で示す“両眼開”の状態が初期状
態である。なお、開閉パターン 1～3 は、検査方法 CUT の実
現上最低限必要な基本操作であり、開閉パターン 4 は検査方
法 ACT の実現にとって最低限必要な基本操作である。

また、本提案システムでは検査を行う際、図 8で示す開閉パ
ターンをそれぞれ 2回繰り返している。理由は、従来のCover-

test でも同図の開閉パターンを複数回繰り返し、眼位の異常
を見つけるためである。

5.2 検査中の眼球の動きの取得
斜視・斜位またはそうでないかを判定するには、検査の際

に、眼が動いたかどうかを調べる必要がある。そこで、まず眼
の動きの連続した画像を取得するため、USB フラット WEB

カメラ（型番：KP-CAM3229)）を、3D グラスのレンズの内
側に設置し、下から眼を撮影するようにした。また、約 0.2(s)

の間隔で連続して画像を取得する機能をプログラミング言語
C++で実装した。取得する画像数は自由に決めることができ
るようにした。実際の検査で斜視・斜位の症状を表す動きが見
られる時間はシャッターが閉じた（開いた）直後の約 1 秒間で
ある。従って、本提案システムで斜視・斜位の症状を表す動き
の画像を取得する場合は、3D グラスのシャッターのカバー/

アンカバー後の 4 フレームとなる。ACT の時には約 8 秒間、
画像数にして 40 枚の画像を連続して取得することとした。画
像を取り始めるタイミングは、はじめ 3D グラスのシャッター
が両眼開の状態から、右シャッターが閉じたすぐ後からであ
る。理由は、ACT の場合だと、前述したタイミングからは、
右眼、左眼と斜視、斜位の組み合わせ 4 通り全てで、斜視・斜
位の症状を表す動きが見られるためである。

5.3 一連の検査手順の実現方法
Arduino 上の 3D グラスの液晶シャッター開閉のプログラ

ム（シャッター部）と PC 上の小型カメラで連続画像を取得
するプログラム（撮影部）を一連の検査手順に沿って動かす
ためにシリアル通信による実装を行った。検査・操作手順を
合わせて順番に説明する。

(1) 被検者に３Dグラスをかけてもらい、遠見（5ｍ）また
は近見（30cm）の視標を見てもらうように指示する。

(2) 撮影部を実行すると、シリアルポートに接続し、シャッ
ター部からのデータの受信待ち状態にする。

(3) 被検者が視標を見ていることを確認したら、スイッチ
1 でシャッターの動作パターンを決定する。
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(4) スイッチ 2 を押すことにより、シリアル通信により
シャッター部から撮影開始指示が送られ、撮影部のカ
メラによる撮影を開始する。画像取得後は、自動的に
接続中のシリアルポートの切断が行われる。

取得した画像は指定したファイルに保存され、それらの画
像を用いて眼球の動きの検討を行う。

5.4 眼球の動きの検出方法
本研究では、眼球の動きの有無を検出する方法は、従来の定

量化された視線位置を利用する方法ではなく、“オプティカル
フロー 15)16)”を活用した手法を独自に開発した。オプティ
カルフローとは、画像中の物体の動きを、定められた代表点
の移動元と移動先に根元と先端が対応付けられる「ベクトル」
で表す手法であり、データが少なく統計的手法が使えないケー
スに有効な手法である 17)。

この手法を、5.2 節で述べた方法で取得した検査画像に適用
することにより、眼球の動きの向きと大きさを検出し、斜視
の有無を判定するために必要な情報を取得する。

OpenCV 31) ではオプティカルフローのためのいくつかの
アルゴリズムが実装されている。今回は一般に実装方法が提
供されている Gunner Farneback 法 32) を用いた。オプティ
カルフローの計算は、先行関係のある 2 つの画像の間で、先
行する画像の各画素が、後続の画像のどの画素に移動したの
かを推定する。

推定する手法には大きく分けて 2 つ存在し、それは特徴点
ベースの sparse 型の手法と変分法ベースの dense 型の手法で
ある。特徴点ベースの手法では、各画素とその周辺領域の輝
度値の対応スコアを計算し、その対応度が最も高い画素を移
動先として移動ベクトルを計算する。一方、変分法ベースの
手法では、画像全体の各画素の移動ベクトルを推定する。今
回使用した手法は、画素全体の動きを解析する変分法ベース
の手法である。

また、オプティカルフローは可視化することができ、移動
方向に応じたオプティカルフローの可視化も可能である。本
研究では、まず取得した画像から目視による斜視の判定をわ
かりやすいものにするために、移動する方向に応じて色相を
変化させ、グラデーションでその方向を表示したヒートマッ
プの作成を行うプログラムの実装を行った。OpenCV では 0

～180 で色相を表すため、0・180 が赤、30 が黄色、60 が緑、
90 がシアン、120 が青、150 がマゼンタを表すおよその色相
となる。図 9 は、OpenCV での色相と値の対応を示したもの
である 33)。

なお、本研究においてノイズとなる小さな動きを無視した
ヒートマップの作成を行うために、ベクトルの長さが一定以
上ものに対してのみ色をつけるようにした。

5.5 3Dグラスの性能確認のための検証実験
本検証実験の目的は、実装した検査部 (Cover-test システ

ム) が、Cover-test で要求される機能を実現可能かどうか確認
することである。5.5.1 節では、液晶シャッターの遮蔽性能の
確認を行っており、5.5.2 節では、取得画像から眼位異常の有
無の検出が可能かの確認を行っている。

本節では、考察した手法による斜視・斜位の検出可能性を
調べた。検証用のデータとして、眼科医により内斜視と診断

図 9. 色相と値の対応図
されている被験者一名の CUT の検査画像を用いた。

5.5.1 液晶シャッターの遮蔽機能の検証
液晶シャッターの開閉の動作ついては、実装した 4種の信号

（5.1.1節）で左右眼の開閉のコントロールが自在にできること
を確認した。また、検査に必要な基本開閉パターン（5.1.2 節）
の動作確認も行った。更に、液晶シャッターは、従来 Cover-

test で視線を遮るために用いるもの（手のひらや黒色の厚紙
もしくは半透明の用紙）よりも透明度が高く色が薄いため、遮
蔽器具として有効かどうかの確認が必要であり、これに関す
る確認も視能訓練士により実施された。その結果、使用する
3D グラスの液晶シャッターは、斜視の検出にとって十分な遮
蔽性能を持つことが確認できた。

5.5.2 眼球の動きの検出可能性に関する検証
シャッター開閉パターンや小型カメラの位置（右眼と左眼）

を変えながら、5.3 節に沿って CUT の検査手順を実行した。
そして、取得した画像から選び取った 2 枚の画像の動きの描
画を見て比較し、斜視を持つ人の眼の動きを検出できる可能
性があることを目視で確認した。

実例を示す。開閉パターン 3 の下で、右眼の動きの検出し、
検出可能性の検討を行った。この時、左眼のシャッターが閉ま
ると同時にカメラで画像を取得し始めた。図 10 は、取得した
画像の内、シャッターが動作し始めた直後（両眼開の時と同じ
眼の位置）とシャッターが閉じてから約 2 秒後の 30 フレーム
目の右眼の画像を 5.4 節の手法で可視化したものである。図
を見ると明らかに黒目の位置付近は、シアン・青・緑の色の
割合が多いことがわかる。色相と値の対応した図 (図 9) を見
ると、左閉後は耳側に移動していると考えられる。被検者は
内斜視であるので、通常内側（鼻側）に向いている状態から、
左眼側のシャッターが閉じたことにより、普段見ている方の
眼の視線が遮蔽され、右眼が外側（耳側）に向かう動きは、通
常の視能訓練士が行う Cover-test で見られる動きと同様であ
る。また、図 10 において、耳側に黄色を中心とした、眼球の
動きと反対方向のベクトルが見られる。これは瞼や目の周り
の皺などによるもであると考えられるので、眼球の動きと混
同しないように十分な対策が必要である。

6. 眼位異常判定システムの開発

本節では、6.1 項で、検出した眼球の動きを用いて斜視・斜
位を判定する方法を示し、6.2 項で、眼位異常判定システムの
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図 10. 左閉直後と約 2 秒後の右眼の画像の比較
実装事項について示す。

6.1 斜視・斜位の判定方法
開発した眼位異常判定プロセスは以下の (1)～(3) の 3 つの

要素から成る。
(1) 判定領域の切り出し
(2) フローの検出
(3) 設定した判定基準に基づく異常判定
(1) の目的は、眼位異常を表す黒目の動きの検出を合理的

に行えるようにすることであり、そのための判定領域として
(図 11) のような三角形領域を設定した。具体的な設定方法は
次の通りである。

まず、前処理として黒目内に映る、蛍光灯等の白色の映り
込み（“ハイライト”と同義）を除去する。ハイライトの除去
には、Opening と呼ばれる処理を用いた。Opening とは、収
縮→膨張の順に処理を複数回、同じ回数分だけ繰り返すこと
である。膨張・収縮処理は、一般的に二値化処理を行った白
黒画像に対して用いられるが、本手法では、二値化処理をす
る前の RGB のカラー画像に対して膨張・収縮処理を行って
いる。RGB のカラー画像に対して膨張・収縮処理を行う理由
は、判定領域の切り出しは RGB のカラー画像に対して行うた
め、RGB のカラー画像の状態で、ハイライトを除去したかっ
たためである。

次に、黒目の中心座標を用いて、三角形領域を設定する。黒
目の中心座標は、本提案システムを用いて検査を行う際、シス
テムを操作する人間が、PC 画面に表示された小型カメラの映
像を見ながら、入力を行う仕様にしている。中心座標 (x0、y0)
の上下左右に画素の色が大きく変化する 4 点を見出す。そし
て、眼球中心 (x0、y0) の上の点 (x0、y0 − a) を頂点とし、下
の点 (x0、y0+ c)を通る x軸に平行な直線を底辺とし、頂点か
ら左右の点 (x0 − d、y0)、(x0 + b、y0) を通る直線を底辺に向
かって引く。以上の方法で判定領域は得られる。なお、図 11

のような三角形領域を判定領域として設定した理由は、眉毛や
眼瞼痙攣のような眼球以外の動きを極力除去しながら、着目
すべき眼球の縁を十分に含む領域切り出しがシステマティッ
クな手順でできるということである。

次に (2) は、連続画像の 1 フレーム目と 2 フレーム目、2 フ
レーム目と 3 フレーム目のように、隣り合う画像のペア全て

図 11. 判定領域の切り出し

図 12. 同一座標系での任意の点 i の対応
に対し、先行画像から後続画像への各画素のフローベクトル
を求めることとした。フローベクトルを求めるにあたり、前
提条件として、フレーム間の座標系は、同じ座標系上で考え
るとする (図 12)。画像中の判定領域内の任意の 1 点は以下の
数式によって求められる。

(xi、yi)
f1

−→ (f1
x(xi)、f1

y (yi))
f2

−→ (f2
x(f

1
x(xi))、f2

y (f
1
y (yi))) · · ·

· · · fl

−→ (f l
x · f l−1

x · · · f1
x(xi)、f l

y · f l−1
y · · · f1

y (yi)) (1)

式 (1) の (xi、yi) は、画像中の任意の点 i の座標を表す。ま
た、l は何番目のフレームかを表す。また、式 (1)より (F l

x(xi)

、F l
y(yi)) = (f l

x · f l−1
x · · · f1

x(xi)、f l
y · f l−1

y · · · f1
y (yi)) とおく

と、(F l−1
x (xi)、F l−1

y (yi)) から (F l
x(xi)、F l

y(yi)) へのフロー
ベクトル

−→
bli は式 (2) のように表せる。

−→
bli = (F l

x(xi)− F l−1
x (xi)、F l

y(yi)− F l−1
y (yi)) (2)

そして (3) は、眼球の動きが水平方向となる眼位異常 (内/

外斜視、斜位) の判定をする場合として次のように設定した。
即ち、水平方向のフローベクトルのスカラー量が全ペアの平
均を超えることが、カバー/アンカバー後の 4 フレーム目 (画
像ペアの 3 組目) までに一度でも起こるか否かで判定すること
とした。ただし、上記条件を満たす場合でも、逆方向のフロー
ベクトルのスカラー量も同時に平均を超える場合、つまり互
いに逆向きのフローベクトルの大きさが共に平均を超す場合、
眼位異常とは見なさないこととした。この場合の動きは、眼
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位異常以外の原因に因る動きである可能性が否定できないた
めである。
フローベクトルのスカラー量および平均を求める数式を

以下に示す。式 (2) より、(elix、eliy) = (F l
x(xi) − F l−1

x (xi)

、F l
y(yi)−F l−1

y (yi)) とおくと、フローベクトルのスカラー量
bli は式 (3)のように表せる。

bli =
√

(elix)
2 + (eliy)

2 (3)

式 (3) より、三角形領域上の全ての座標のフローベクトルの
スカラー量の和は式 (4)のように表せる。

∑
(x、y)

Dbli (4)

ただし、D = {(x、y)|(x、y)は三角形領域上の任意の点 }

式 (4) より、全画像セットの三角形領域上の全ての座標のフ
ローベクトルのスカラー量の和の平均は式 (5)のように表せる。

(

N∑
(l=1)

∑
(x、y)

Dbli)/N (5)

式 (5)の N は全フレーム数を表す。
また、フローベクトルの角度について示す。フローベクト

ルの角度は、HSV色空間の色相値を 2倍した値を使用してい
る。OpenCVでは HSV色空間の色相値を 0～180で表す (図
9)。HSV色空間の色相値 dli を求める式を以下に示す。

dli =
atan2(eliy、elix) + π

360π
(6)

(0 ≦ dli ≦ 180)

式 (6)の atan2()関数は、y/xの逆正接を [−π、π]の範囲で返
す関数である（単位はラジアン）。
具体的な判定基準の設定について以下に示す。まず、水平

方向とみなす角度の範囲（図 13の青色、赤色の領域）を設定
し、22.5度ごとに角度を 4分割する。次に、分割したそれぞ
れの角度帯に属するフローベクトルのスカラー量 bli(式 3) を
足して平均を出す。三角形領域上の全ての座標のフローベク
トルのスカラー量の和 (式 4)の平均を超える角度帯の数で眼
位異常の判定を行う。同図の青色、赤色の領域のどちらか一
方で、平均を超える角度帯の数が [青色、赤色]=[4、0]か [青
色、赤色]=[0、4]のとき、内/外斜視・斜位と判定をする。同
図の青色、赤色の領域のどちらか一方で、平均を超える角度
帯の数が [青色、赤色]=[0～3、0] や [青色、赤色]=[0～3、4]

のとき、眼位異常とは見なさないこととした。この場合の動
きは、前述した通り、眼位異常以外の原因に因る動きである
可能性が否定できないためである。

6.2 眼位異常判定システムの実装
本節では、6.1 節で提案した眼位異常判定プロセスについ

て、提案手法の評価を行うために実装した眼位異常判定シス
テムについて説明する。

図 13. 判定基準の設定に用いる角度領域

図 14. 眼位異常判定システムのフローチャート

6.2.1 開発環境
開発言語は C++を、画像処理ライブラリは Open CV を

用い、マイクロソフトが提供する、統合開発環境のMicrosoft

Visual Studio 2015にて眼位異常判定システムの実装を行った。

6.2.2 眼位異常判定システムにおける実装事項
本節では、眼位異常判定システムの実装事項について説明

する。フローチャートを図 14に示す。

(1) 黒目の中心座標読み込み：5.2節で画像を取得する際に
取得した黒目の中心座標を読み込む。黒目の中心座標
は、本提案システムを用いて検査を行う際、システム
を操作する人間が、PC 画面に表示された小型カメラ
の映像を見ながら、入力を行う仕様にしている。黒目
の中心座標は、後の「(4)判定領域の切り出し」にて使
用する。

(2) 検査画像読み込み：画像を 2枚読み込む。読み込む画
像は、5.2節で取得した連続画像の、1フレーム目と 2

フレーム目、2フレーム目と 3フレーム目のように、隣
り合う画像のペアの画像を読み込む。

(3) ハイライトの除去：6.1節で述べた通り、Openingを使
用して、黒目内に映る、蛍光灯等の白色の映り込みを
除去する。Openingの回数を増やせば増やすほど、画
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像が荒くなってしまうため、Openingの回数は、後の
「(5)フローの検出」で影響が出ないこと確認できた 7

回としている。
(4) 判定領域の切り出し：6.1節で述べた通り、(1)の黒目
の中心座標を用いて、三角形の判定領域を設定する。
この処理は、フローチャート（図 14）に示してある通
り、本提案システムを開始して、最初の 1組目の画像
ペアでのみ行う。また、判定領域の切り出しには、1組
目の画像ペアの右眼の 1フレーム目の先行画像を用い
る。判定領域の切り出しに使用する画像は、黒目内の
映り込みが少ないものが望ましいため、3D グラスの
シャッターが閉じている状態の右眼の先行画像を使用
した。3Dグラスのシャッターが閉じている状態の画像
ならば他の画像でも問題ないが、5.2節で述べた通り、
画像を取り始めるタイミングの右シャッターは閉じて
いる状態のため、1 組目の画像ペアの右眼の先行画像
は、必ず右シャッターが閉じている画像になっている。

(5) フローの検出：オプティカルフローを用いて、2 枚 1

組の画像ペアから、フローを検出する。5.4 節で述べ
た通り、Gunner Farneback法 32) を用いた。Gunner

Farneback法は、画像間の明るさの変化に強い特徴が
ある。そのため、この手法を選択した。

(6) シャッター開閉検知：画像間の黒目内の輝度値の変化
によって、シャッター開閉を検知する。具体的には、画
像ペアごとの黒目内の輝度値の差が平均を超えている
場合に、シャッターの開閉があったと判定している。こ
れは、シャッター開閉時に、黒目内の輝度値が大きく
変化するのを利用している。斜視・斜位による動きは、
シャッター開閉後に見られるため、シャッター開閉を
検知することで、斜視・斜位の動きがみられる画像を
40枚の連続画像の中から絞ることができる。

(7) まばたき検知：(6)のシャッター開閉検知の回数によっ
て、暫定的なまばたき検知を行う。まばたきが起きた
後は、黒目が動くことがある。これは、一瞬見失った
視標を再度探すためだと考えられる。また、まばたき
時のフローが、斜視・斜位の動きと似てしまうケース
も確認している。したがって、まばたきによる動きや、
まばたき後の黒目の動きを斜視・斜位の動きと誤検知
しないために、まばたきの検知は必要である。まばた
きが発生すると、画像間の輝度値の変化が大きくなり、
シャッターが開閉した時と同じような輝度値の変化が
起きる。これを利用する。本提案システムの ACT の
検査中の 3Dグラスのシャッター開閉の回数は、図 8の
開閉パターンを 2回繰り返すため、4回である。その
うち、画像を 40枚取得する間の右シャッター開閉の回
数は 3回である。そのため、シャッター開閉検知の回
数が 4回以上になると、まばたきが発生していると判
定できる。しかし、このまばたき判定には欠点があり、
シャッター開閉のタイミングと同じタイミングでまば
たきが起きると、まばたきが発生したことを検知する
ことができない。現在は、この方法以外の代案を見つ
けることができていないため、この方法でまばたき検

知を行っている。まばたきを検知した場合には、検査
のやり直しを要求する文言を出力するような仕様にし
ている。

(8) 斜視・斜位の判定処理：6.1節で述べた通りである。本
提案システムでは、眼球の動きが水平方向となる眼位
異常 (内/外斜視、斜位)の判定ができるような設計を
している。内/外の区別は、画像の取得を始めて最初の
シャッター開閉後の眼球の動きで判別している。例を
示すと、右眼の内斜視（斜位）の場合は、被験者の眼
を正面から見て左方向に動く。対して、右眼の外斜視
（斜位）の場合は、被験者の眼を正面から見て右方向に
動く。このようにして、内/外の区別を行っている。

(9) 判定結果出力：判定結果を CSVファイルに出力する。
判定結果は、以下に示す情報を出力する。眼位異常の
有無 (内/外斜視・斜位、正位)、眼位異常の判定回数、
まばたきの有無の 3種類である。

7. 検証実験

本節では、実装した眼位検査システムを用いて検証実験を
行った結果を示し、得られた判定結果の評価を行う。7.1節で、
本実験の目的について説明し、7.2節で、実験環境について示
す。7.2.1節で、環境設定の違いによる性能比較を行うための
評価実験を行い実験結果を評価し、7.3節で、提案システムと
従来の Cover-testとの性能比較を行うための評価実験を行い
実験結果を評価した。

7.1 実験の目的
本検証実験の目的は、実装した眼位検査システムの性能確

認をすることである。検証実験では、検査時の条件・環境設
定の違いによる性能比較と、眼位検査システムと従来の人に
よる Cover-testとの性能の比較を行う。

7.2 実験環境
検証実験は、提案手法を実装した眼位検査システムを用い、

照度の閾値を 2種類設定し、24人の被験者に対し評価実験を
行った。また、24人の被験者には、本検査システムとは別に、
従来の Cover-testによる検査と、精密検査機器Maddox小桿
を用いた定量的眼位検査（以降、Maddox 検査と同義）を行
い、判定結果を記録した。なお、Cover-test と、Maddox検
査は、視能訓練士により実施された。
本節では、実験に参加してもらった、24人の被験者のうち、

ある 3名の検査データを除いた 21名分のデータを評価に用い
ている。3名の検査データを除いた理由を以下に示す。一人目
(被検者 O)は、従来の Cover-testをしておらず、データ不足
によるものである。二人目 (被検者W)は、検査中にまばたき
があったためである。三人目 (被検者 S)は、Cover-textで検
出できない（カバー・アンカバーで眼球の動きを検出できな
い）タイプの斜位であることが視能訓練士により判定された。
従って、Cover-test ベースの開発システムでの評価の対象外
であることから、除外した。具体的には、Cover-test では陰
性、Maddox検査では陽性 (10△相当の内斜位)、取得した画
像中の動きは僅かに見られる（10△相当の動きは見られない）
という結果を示した。この被検者 Sの所見とし、視能訓練士
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は以下のように述べている。「被験者 S は Cover-test では陰
性、Maddox 検査では陽性で、症状として立体視が出来てい
ないが、視方向は正常のため、眼球の運動的要素に異常は無
く、感覚的要素に問題がある可能性がある。」
画像データの取得環境について示す。照度の閾値を 2種類

ずつ設定した 2部屋にて、画像データの収集を行った。部屋
の照度はそれぞれ、約 663[lx]と約 896[lx]である。また、部
屋に外光が入らないように、窓は黒いブラインドを用いて遮
光している。

7.2.1 実験 1（環境設定の違いによる性能比較）
本節では、環境設定の違いによる性能比較を行い評価する

ことを目的とする。

[3Dグラス上部の黒い布による遮光の有無 ]

3Dグラス上部の黒い布による遮光の有無により、検査部で取
得する画像にどのような違いが出るか確かめた。3Dグラス上
部を遮光する黒い布は、5.1.1節の図 7に映っているものを使
用している。

3Dグラス上部を遮光した場合、遮光しない場合と比べて、
シャッター開閉時の、取得画像間の黒目内の輝度値の差が大
きくなった。また、3Dグラスの上部からの光が入ってこない
ため、3Dグラスのシャッターが閉じているときの黒目内への
映り込みが少ないことを確認した。

[検査を行う部屋 (照度)の違い ]

検査を行う部屋を変えて、部屋の照度が変化した場合の提案
システムの判定結果に違いが出るか確かめた。ここでの提案
システムの判定結果とは、取得した画像から斜視・斜位によ
る動きをどの程度判定できているかを指す。調査した結果を
以下に示す。
取得した画像中に、実際に斜視・斜位による動きがあるか

どうかは、人間の眼によって判定した。提案システムの混同
行列を表 1に示し、評価指標を用いた提案システムの評価を
表 2に示す。
表 1の混同行列の要素を以下に示す。

• TP(True Positive)：斜視・斜位による動きがある画像
を、提案システムでは斜視・斜位と判定した回数。

• TN(True Negative)：斜視・斜位による動きが無い画
像を、提案システムでは正位と判定した回数。

• FP(False Positive)：斜視・斜位による動きが無い画像
を、提案システムでは斜視・斜位と判定した回数（誤
判定）。

• FN(False Negative)：斜視・斜位による動きがある画像
を、提案システムでは正位と判定した回数（判定漏れ）。

表 1より、照度が 663[lx]の部屋では、21件中 FN（判定
漏れ）は 0件で、FP(誤判定)は 1件となっており、高い精度
で判定が出来ている。一方、照度が 896[lx]の部屋では、21件
中 FN（判定漏れ）は 3件で、FP(誤判定)は 0件となってお
り、FN（判定漏れ）の件数が増加している。
表 2 より、照度が 663[lx] の部屋では、正解率 (Accuacy)

は 98%と高く、斜視・斜位の動きの判定精度に関する評価指

表 1. 提案システムの混同行列
照度 TP TN FP FN

663[lx] 21/21 20/21 1/21 0/21

896[lx] 18/21 21/21 0/21 3/21

表 2. 評価指標を用いた提案システムの評価
照度 Accuracy Precision TPR TNR

663[lx] 98% 95% 100% 95%

896[lx] 93% 100% 86% 100%

表 3. 提案システムと従来の検査手法との比較
照度 663[lx] 896[lx]

正位 (SY/CT) 4/13∗1 6/13

SYの真の失敗率 1/13∗2 1/13

斜視・斜位 (SY/CT) 7/8 7/8

SYの真の失敗率 0/8 0/8

SYの失敗率 (total) 1/21 1/21

SY:提案システム、CT:Cover-test

標を見ると、斜視・斜位と判定したものの中で、実際に斜視・
斜位だった割合 (Precision)が 95%、斜視・斜位と判定すべき
ものの中で、実際に斜視・斜位と判定された割合 (TPR:True

positive rate)が 100% となっており、斜視・斜位の動きに関
しては、高い検出率を示している。また、正位と判定すべきも
のの中で、実際に正位と判定された割合 (TNR:True negative

rate)は 95%となっている。照度が 896[lx]の部屋では、663[lx]
の部屋と比べて、Precision と TNR が増加し、Accuracy と
TPR減少している。特に、TPRは 14ポイントも減少してお
り、判定漏れの件数が増加している。

7.3 実験 2（従来の Cover-testとの性能比較）
本項では、提案システムの判定結果が従来の Cover-testに

よる判定結果と、どの程度一致するのか評価することを目的
とする。
表 3より、例えば ∗1 は「従来の Cover-testにより正位と

判定された 13件のうち本提案システムでも正位と判定された
件数は 4件」ということを意味する。ここで Cover-testによ
る判定と結果が食い違った 9 件について Maddox 検査（3.3

項）で更に確かめたところ、この 9件のうち 1件以外からは
軽微な斜視・斜位の存在が確認された。このことはシステム
の真の判定失敗は 13件中 1件のみということを意味する (表
3-∗2)。今回の評価実験では本提案システムは従来の人による
Cover-testより高い検出能力を示した。

8. 実験の考察

7.3項の実験 2（従来の Cover-testとの性能比較）では、本
提案システムは従来の人による Cover-testより高い検出能力
を示した。これは、従来の人による Cover-testでは見つける
ことが出来ない、微小な眼球の動きを検出することが出来た
ことを示している。ここで検出できなかった 1件は、照度が
663[lx]、896[lx]の部屋共に、同じ被験者だった。この被験者
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は、Cover-test と Maddox 検査で陰性の結果が出ているが、
取得した画像は実際に水平方向の眼球の動きがあり、提案シ
ステムは陽性の結果を出していた。原因は 3通り考えられる。
従来の検査手法の結果と、取得した画像の動きに差異がある
ことから、取得した画像の動きが、斜視・斜位による動きで
はなく、シャッターが開閉したタイミングで偶然に眼球が左
右に動いた場合が 1 つ目。2 つ目は、従来の検査手法の結果
が間違っている場合である。3つ目は、画像の動きが 0～1△
相当の微小な動きだった場合である。原因が 1つ目にある場
合、現在の判定ロジックでは、区別することが出来ないため、
区別するには別の判定方法を考える必要がある。代案として、
複数回検査を行うことが挙げられる。複数回検査を行うこと
で、偶然に眼球が左右に動いていた場合には、動いたのは偶
然だったと確認できるだろう。原因が 2つ目にある場合、こ
れも時間や日を改めて検査を複数回行うことで改善できる可
能性はある。3つ目の、0～1△相当の微小な動きが原因だっ
た場合、Maddox検査でも検出できない 1△より小さい微小
な動きを、提案システムが検出できる可能性があることを示
している。誤判定の原因は特定できていないため、今後被験
者数が増えた時に同様のエラーが起きた場合は対策を考える
必要がある。

7.2.1 項の実験 1（環境設定の違いによる性能比較）では、
「3Dグラス上部の黒い布による遮光の有無」と「検査を行う部
屋 (照度)の違い」について性能比較を行った。「3Dグラス上
部の黒い布による遮光の有無」では、3Dグラス上部を遮光し
た場合、遮光しない場合と比べて、シャッター開閉時の、取得
画像間の黒目内の輝度値の差が大きくなったことを確認した。
この黒目内の輝度値の差を利用することで、シャッター開閉
の検知ができるようになった (6.2.2項)。斜視・斜位による動
きは、シャッター開閉後に見られるため、シャッター開閉を
検知することで、斜視・斜位の動きがみられる画像を全取得画
像の中から絞ることができるようになった。3Dグラス上部を
遮光しない場合だと、環境によって、シャッター開閉時の取
得画像間の黒目内の輝度値の差が小さいこともあり、シャッ
ター開閉を安定して検知できなくなってしまう。シャッター
開閉の検知ができないと、全取得画像が斜視・斜位判定の候補
になる。その際、オプティカルフローが苦手とする、画像間
に輝度値の差があるシャッター開閉時の画像ペアも斜視・斜
位判定の候補となり、誤判定が増える原因になってしまう。
「検査を行う部屋 (照度) の違い」では、照度が 663[lx]、

896[lx]の部屋共に、Accuracy 93%以上の高い判定精度を示し
た（表 2）。表 1より、照度が 663[lx]の部屋では誤判定 (FP)

が 1件あり、照度が 896[lx]の部屋では、判定漏れ (FN)が 3

件ある。照度が 663[lx]の部屋の誤判定 (FP)が 1件は、前述
した提案システムと従来の検査手法の比較の評価で検出でき
なかった 1件と同様の被験者であるため、説明は省く。照度が
896[lx]の部屋の、判定漏れ (FN)の 3件は、3件ともMaddox

検査の結果が 2△以下の外斜位であった。2△以下の眼球の動
きは、画像で確認してもかなり小さいが、オプティカルフロー
により眼球の動きは検出できている (図 15)。図 15は、判定
漏れした 3件の取得画像のヒートマップである。動きがあっ
た座標付近には、HSV色空間の色相値に対応した色がついて
いる。眼球の動きは検出できているのに、判定漏れをしてい

図 15. 判定漏れした取得画像のヒートマップ

る原因は、眼位異常の判定基準の設定時の閾値の設定にある。
6.1節の判定基準の設定で述べた通り、図 13の青色、赤色の
領域のどちらか一方で、平均を超える角度帯の数が [青色, 赤
色]=[4, 0]か [青色, 赤色]=[0, 4]のとき、内/外斜視・斜位と
判定をしており, それ以外の場合は眼位異常と見なさないよう
にしている。この閾値を満たしていないため判定漏れが起き
ている。図 15の (A)は、[青色, 赤色]=[0, 3]で判定漏れして
おり、同図 (B)は、[青色, 赤色]=[3, 1]、同図 (C)は、[青色,

赤色]=[4、1]で判定漏れしている。判定漏れした青色、赤色の
領域の数を許容した閾値設定をした場合、誤判定 (FP)が増加
することを確認している。そのため、安易な閾値の変更だけ
では解決できない問題である。この問題を解決するには、別
の判定基準の設定を設ける等、対策が必要である。また、照度
が 896[lx]の部屋で判定漏れが増えた原因として、シャッター
が開いている場合画像が明るくなり、瞳孔が見えるようにな
ることが挙げられる。この瞳孔の動きをオプティカルフロー
が検出してしまうことで、逆方向の動きが大きくなり判定漏
れの原因となっている。同図 (B)を見ると、瞳孔の右側だけ
赤く色がついていることがわかる。

9. まとめ

本論文では、眼位異常のスクリーニングを助ける簡易な検
査サポートシステムの提案を行った。赤外光に反応してシャッ
ターの開閉を行う 3DVision 対応ワイヤレスメガネのシャッ
ター機能を利用して、これまで検査者の手によって行われてき
た Cover-testの自動化を行った。また、そこで取得した画像
を用いて眼球の動きを検出するために、オプティカルフローを
用いた判定手法を考案した。その際判定領域を切り出し、判
定基準を設定することで、まばたき等の検査に不要な動きを
除去することを可能にした。さらに検証実験により、異なる
環境の中で提案手法の有効性を確認した。今後は、あらゆる
種類の斜視・斜位の判定の実現、定量的な検査の実現とさら
なる判定制度の向上を目指していきたい。
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眼位異常スクリーニングのための定性的な眼位検査システムの開発

平田　木乃美 a)・日隈　光基 a)・高塚　佳代子 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Development of the Automated Cover-uncover Test System for Ocular

Malalignment Detection

Konomi HIRATA, Koki HINOKUMA, Kayoko TAKATSUKA, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The diagnosis of ocular malalignment is difficult and need examinations from ophthalmologists and
orthoptists which are chronically insufficient. Part of the process of eye position check is systemized. With
this check system, not only the symptom but also the angle and the extent of strabismus is detected. However,
this method only useful for detecting one kind of strabismus which is divergent strabismus. The purpose of
this study is to develop a simplified check system to screen at least the presence of strabismus apart from the
type of strabismus or amount of ocular deviation. Therefore, digitalization of the check process was conducted.
Specifically, “Cover-Uncover function” which is the elemental technology necessary for the automation of the
typical “ Cover Test” for eye position check was digitalized.

Keywords: cover-uncover test, 3d-glass, ocular malaligunment

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

斜視・斜位のような眼位異常は立体視不良や眼精疲労を引
き起こす要因となる。特に斜視は弱視を引き起こす危険因子
でもあり、斜視をいかに低年齢で発見し、治療を開始できるか
ということは、小児眼科学の大きな研究テーマである 1)。し
かし、眼位異常の診断は難しく、眼科医や視能訓練士による
検査が必要であるが、この種の有資格者は慢性的に不足して
いる。このことは、視覚視能の感受性期に行われる 3 歳児検
診ですら、全国半数以上の検査会場では有資格者不在で行わ
れている現状から見て取れる 2)。以上のことから、暫定的で
はあっても有資格者不在で眼位検査が行える簡易システムの
開発には大きな意義がある。

眼位検査は、大きく分けて、定性検査と定量検査の 2 種類
から成る。定性検査法として代表的な「カバーテスト」では、
遮眼子で片目ずつカバー・アンカバーした時の眼球の動きに
より、斜視・斜位が有るか無いか、どのような性質の斜視か

（内斜視/外斜視/上斜視/下斜視 等）の見極め、及び、融像と
立体視に関わる両眼視能力の異常はないかのチェックが可能
であり、検査結果は −/+（陰性/陽性）で表される。一方、定
量検査は、斜視・斜位の程度を測定する検査であり、結果は数
値で表される。具体的には、正常な目の位置と斜視の目の位
置との角度を表す “斜視角” で表される。

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

定量検査の一部がデジタル化されている 3)。視線位置を測
定する既存技術を利用し、眼球の偏位量を定量的に求めるシ
ステムである。しかし、このシステムでは外斜視以外の斜視
(内/上/下斜視) の偏位量の検出は困難であり、適用可能範囲
は極めて限定される。その理由は、外斜視以外は測定中の眼
位が定まりにくく、眼球偏位量を一意に特定することが難し
いということである。ただし、眼位異常を知らせる「測定中
の眼球の動き」自体が検出不能な程小さいわけではない。こ
のため、眼球の動きの有無といった定性的な情報から斜視の
有無のみ検出する眼位検査システムの実現可能性は十分あり
得ると考えられる。なお、斜視の有無のスクリーニングだけ
でも自動化されることの意義は冒頭で述べた通り大きい。

以上を踏まえ、本研究では、斜視の種類に関わらず、全て
の斜視の検出が網羅的に可能な定性的な眼位検査システムの
開発を目指す。ここで、使用する検査手法はカバーテストの
手法を参考にする。また、眼球の動きの有無を検出する方法
は、従来の定量化された視線位置を利用する方法ではなく、“

オプティカルフロー” の手法を活用した手法を独自に開発す
る。オプティカルフローとは、画像中の物体の動きを、定めら
れた代表点の移動元と移動先に根元と先端が対応付けられる

「ベクトル」で表す手法である。検査中の着目すべき期間にお
ける眼球の動きの向きと大きさを上述のようなベクトルの形
式で連続的に検出し、それらベクトル全体に適切な演算を施
し正規化することにより、動きの有無を示唆する指標的な数
値が得られないかと考えている。

本卒業研究では、以下の研究課題に取り組んだ。

1. カバーテストの基本機能、即ち、任意のタイミングで
片眼ずつ視線をカバー・アンカバーする機能の実装
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2. オプティカルフローの可視化による眼球の動きの検出
可能性の検討

2. 基本概念

2.1 斜視・斜位
斜視とは両眼の視線が一点に向かわず、片方の眼は目標と

する方向に正しく向いているが、もう片方の眼が目標とする
方向からずれている、両眼視ができない状態を言う。眼のず
れる方向によって内斜視、外斜視、上下斜視がある。先天性／
後天性、或いは恒常的な斜視とそうでない斜視 (間欠性斜視)

などに分類され、原因は極端な屈折異常や、筋肉や神経の異
常、外傷や脳の病気に因るものなど様々である。斜位も片方
の眼のずれのある状態だが、ずれが小さく両眼視は可能であ
り、原因も筋肉の弱い異常に限定される。

2.2 カバーテスト
カバーテストとは、遠見 (5m)、もしくは近見 (30cm)に視

標を提示し注視させ、片眼をカバー (遮蔽)した時に、遮蔽し
ていない反対側の片眼が動くか動かないかを見て斜視かどう
かを、また、遮蔽した方の片眼が遮蔽を取ったとき動くか動
かないかを見て斜位かどうかをそれぞれ判断可能なテストで
ある。一回の遮蔽時間は 2～3秒程度である。テスト方式とし
て、片眼ずつカバー・アンカバーを行うことで斜視／斜位／
正位の鑑別が可能な CUT(cover-uncover test)と、両眼交互
にカバー・アンカバーを繰り返し全偏位量 (融像努力分の大き
さ)の検出を行う ACT(alternating cover test)とがある。着
目すべき点として、斜視 (斜位)を表す同じ眼球の動きであっ
ても、CUTで検出される動きと ACTの動きとでは ACTの
方が大きいということがある。しかし、CUTからは、単に斜
視・斜位の有無のみならず、融像能力等の両眼視能力の程度
の鑑別も可能である。臨床的には、CUT、ACTの順に行われ
ることが一般的である 4)。

3. 提案するシステムの構成

前述したように、本研究ではカバーテストの手法に基づく
検査システムを提案する。
図 1は提案システムの構成である。同図 (a)は、システム

の全体像である。大きく 3つの装置によって構成されており、
それらは、被検者が装着するゴーグル型液晶ディスプレイ（以
降 “3Dグラス”）の遮蔽部A、赤外光による信号を制御するマ
イコン Arduinoのシャッター制御部 B、小型カメラによる撮
影を行う PCのカメラ部 Cである。シャッター制御部とカメ
ラ部は USBで接続されており (D)、シリアル通信を行うこと
で、PC上に実装したプログラムを動作させる。同図 (b)は、
同図 (a)の遮蔽部とシャッター制御部を拡大したものである。
3Dグラスには小型カメラの設置部（A-2）を取り付け、中心
部にある赤外線受光部に赤外線 LED を設置した（A-3）。赤
外線 LEDには、太陽や室内灯などの影響を受けないようにカ
バーを装着させている。
以上の構成で、以下に示す 1～3の項目を実現することが本

研究の目的である。

図 1. 眼位検査システムの構成

図 2. 右側のシャッターを開くパルスを表す波形

1. 遮眼子によるカバー・アンカバーの模倣の為、被検者
は 3Dグラス（A-1)を装着し、赤外光シグナルと組合
せて、液晶シャッターの開閉を行う。

2. 検査中の眼球の動きの有無の検出の為、3Dグラスにア
イカメラを設置し、撮影された検査中の連続画像を取
得するシステムを PC（E）上に搭載する。

3. 取得した画像を用いて画像解析を行い、斜視の疑いの
有無を判別する。

以下、4章では上記 1の詳細を示し、5章では、上記 3に関
する検討事項を示す。

4. カバーテストの実現方法

既開発の眼球測定装置の適用可能範囲は、外斜視に関する
診断に限定されるということは冒頭で述べたとおりであるが、
視線追跡技術を用いる本装置にはコストの問題もある。従っ
て、ほとんど普及していないのが現状である 1)。本研究では、
コストの問題を考慮し、近年の 3D テレビ需要の高まりに伴
い、3D 関連機器が身近になり、入手し易くなった 3Dグラス
（Nvidia 3D Vision2）を用いてカバー・アンカバー機能 (以降
“遮蔽機能” と同義) の実装を行った。本節ではまず、3 章で
説明したシステムを開発するにあたり実装した 2 つの機能に
ついて示す。具体的には、任意に指定するタイミングで片眼
ずつカバー・アンカバーする機能 (4.1)と、眼球の動きの連続
画像を撮影し取得する機能 (4.2)である。次に、一連の検査手
順を 2つの機能を組み合わせて実現する方法を示す (4.3)。

4.1 遮蔽機能の実装
2.章で説明したように、カバーテストを行うには、被検者

が両眼で視標物を見ている状態から、片眼ずつを遮蔽する機能
が必要である。今回使用する 3D グラスの液晶シャッター機
能は、3D対応ディスプレイから発せられる赤外光によるシグ
ナルを受けて左右のレンズが高速に自動開閉する方式である。
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図 3. 赤外光シグナルによるシャッターの開閉

通常、このシグナルの ON/OFF はユーザからはコントロー
ルできないため、そのままではシャッターの開閉を自在にコ
ントロールする必要があるカバーテストの遮蔽機能としては
使えない。そこで、本研究では、対応ディスプレイから発せら
れる赤外光パルスの仕様 5) に基づき、4種類のシグナル（左
右の開・閉）を実装し、これらをマイコン Arduinoに組み込
むことにより、3Dグラスに送る赤外光シグナルをエミュレー
トできるように、3Dグラスのシャッター開閉のコントロール
を可能にした。

4.1.1 4種類の信号 (左右眼の開・閉)の実装
赤外光パルスの仕様 5) を基に右眼シャッター開・閉、左眼

シャッター開・閉の都合 4種類の信号を実装した。図 2は、実
装した右眼シャッターを開く信号を波形グラフで表したもの
である。具体的には、赤外光の点灯を 23 μ s、消灯を 46 μ
s、点灯を 31 μ s、消灯を 400 μ s というパターンを、プロ
グラム内で複数回繰り返している。他の 3種類の信号も同様
に、仕様に基づいて実装した。しかし、実際に実行してみる
と、与えられた信号に対して意図しない振る舞いをするケース
がいくつか検出された。例えば、右眼シャッターを閉じる信
号に対し、右シャッターはその通りの反応をしなかった。こ
の問題に対する試行錯誤の結果、左シャッター開、右シャッ
ター閉の信号をこの順序で送ることで「右シャッター閉」の
動作は実現できることが分かった。
図 3は、通常状態（b）の 3Dグラスと 3Dグラスに送られ

た赤外光シグナルに液晶シャッターが反応し、それぞれ左右
片方のみ開閉動作を行っている時のシャッターの状態である
(右眼：(a)、左眼：(c))。

4.1.2 4種の信号のコントロール
さらに、カバーテスト CUTを行うための一連の開閉動作

の自動実行パターンを用意し、基板上のスイッチにより切換
えを可能とした。基板上にはスイッチ 1とスイッチ 2が用意
されており、スイッチ 1を長押しすることにより、基板上に
設置したライトが一定間隔で点滅を始め、長押しをやめた時
点で止める。ライトの点灯した回数によってシャッターの開
閉パターン 1～4を決定することができる。その後、スイッチ
2を押すことで、先に決めたパターンでのシャッターの開閉動
作が開始する。
シャッター開閉のバリエーションは、表 1に示す 4種類で

ある。すべてのパターンの動作は図 3に示す通りであるが、ど
のパターンも図 3で示す “(b)両眼開”の状態が初期状態であ
る。なお、開閉パターン 1～3は、検査方法 CUT の実現上最
低限必要な基本操作であり、開閉パターン 4は検査方法 ACT

の実現にとって最低限必要な基本操作である。

表 1. 液晶シャッター開閉のバリエーション
パターン 液晶シャッター開閉動作

1 右閉 ⇒ 右開 ⇒（1秒）⇒ 左閉 ⇒ 左開
2 右閉 ⇒ 右開
3 左閉 ⇒ 左開
4 右閉 ⇒ 右開/左閉 ⇒ 左開

4.2 検査中の眼球の動きの取得
斜視・斜位またはそうでないかを判定するには、検査の際

に、眼が動いたかどうかを調べる必要がある。そこで、まず
眼の動きの連続した画像を取得するため、小型カメラ（De-

lock USB 2.0 Kameramodul 1, 92 Megapixel 55° Fixfokus,

Art.-Nr.95950）を、3D グラスのレンズの内側に設置し、下
から眼を撮影するようにした。また、約 63(ms)の間隔で連続
して画像を取得する機能をプログラミング言語 C++で実装し
た。取得する画像数は自由に決めることができるようにした。
実際の検査で斜視・斜位の症状を表す動きが見られる時間は
シャッターが閉じた（開いた）直後の 1～2秒である。従って、
画像を取得するタイミングは 3D グラスのシャッターが閉ま
る（開く）タイミングとし、眼球の動きが安定するまでの時間
を考慮し、CUTの時には約 6秒間、画像数にして 100枚の画
像を連続して取得することとした。

4.3 一連の検査手順の実現方法
Arduino上の 3Dグラスの液晶シャッター開閉のプログラ

ム（シャッター部）と PC上の小型カメラで連続画像を取得
するプログラム（撮影部）を一連の検査手順に沿って動かす
ためにシリアル通信による実装を行った。検査・操作手順を
合わせて順番に説明する。

(1) 被検者に３Dグラスをかけてもらい、遠見（5ｍ）また
は近見（30cm）の視標を見てもらうように指示する。

(2) 撮影部を実行すると、シリアルポートを接続し、シャッ
ター部からのデータの受信待ち状態にする。

(3) 被検者が視標を見ていることを確認したら、スイッチ
1でシャッターの動作パターンを決定する。

(4) スイッチ 2 を押すことにより、シリアル通信により
シャッター部から撮影開始指示が送られ、撮影部のカ
メラによる撮影を開始する。画像取得後は、自動的に
接続中のシリアルポートの切断が行われる。

取得した画像は指定したファイルに保存され、それらの画
像を用いて眼球の動きの検討を行う。

5. 眼球の動きの検出可能性の検討

5.1 眼球の動きの検出方法
オプティカルフローとは、画像中の物体の動きを冒頭で述

べたような「ベクトル」を使って表す手法である。この手法
を、4.2で述べた方法で取得した検査画像に適用することによ
り、眼球の動きの向きと大きさを検出し、斜視の有無を判定
するために必要な情報が得られないかと考えている。今回は、
一連の検査画像の中から「眼球の動き」の有無の検出に適し
た 2枚を人が見て選び出し、その 2枚の画像から動きの向き
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と大きさを実際にオプティカルフローで検出できるかどうか
を検討した。
オプティカルフローの計算は、先行関係のある 2つの画像

の間で、先行する画像の各画素が、後続の画像のどの画素に
移動したのかを推定する。今回はOpenCVで実装方法が提供
されている Gunner Farneback法 6) を用いた。
また、オプティカルフローは可視化することができ、移動

方向に応じたオプティカルフローの可視化も可能である。本
研究では、まず取得した画像から目視による斜視の判定をわ
かりやすいものにするために、移動する方向に応じて色相を
変化させ、グラデーションでその方向を表示したヒートマッ
プの作成を行うプログラムの実装を行った。OpenCVでは 0

～180で色相を表すため、0・180が赤、30が黄色、60が緑、
90がシアン、120が青、150がマゼンタを表すおよその色相
となる。なお、本研究においてノイズとなる小さな動きを無
視したヒートマップの作成を行うために、ベクトルの長さが
一定以上ものに対してのみ色をつけるようにした。

5.2 検証実験
考察した手法による斜視の検出可能性を調べた。検証用の

データとして、眼科医により内斜視と診断されている被験者
一名の CUTの検査画像を用いた。

5.2.1 液晶シャッターの遮蔽機能の検証
液晶シャッターの開閉の動作ついては、実装した 4種の信

号（4.1.1）で左右眼の開閉のコントロールが自在にできるこ
とを確認した。また、検査に必要な基本開閉パターン（4.1.2）
の動作確認も行った。更に、液晶シャッターは、従来カバー
テストで視線を遮るために用いるもの（手のひらや黒色の厚
紙もしくは半透明の用紙）よりも透明度が高く色が薄いため、
遮蔽器具として有効かどうかの確認が必要であり、これに関
する確認も視能訓練士により実施された。その結果、使用す
る 3D グラスの液晶シャッターは、斜視の検出にとって十分
な遮蔽性能を持つことが確認できた。

5.2.2 眼球の動きの検出可能性に関する検証
シャッター開閉パターンや小型カメラの位置（右眼と左眼）

を変えながら、4.3に沿って CUTの検査手順を実行した。そ
して、取得した画像から選び取った 2枚の画像の動きの描画
を見て比較し、斜視を持つ人の眼の動きを検出できる可能性
があることを目視で確認した。
実例を示す。開閉パターン 3の下で、右眼の動きの検出し、

検出可能性の検討を行った。この時、左眼のシャッターが閉
まると同時にカメラで画像を取得し始めた。図 4は、取得し
た画像の内、シャッターが動作し始めた直後（両眼開の時と同
じ眼の位置）とシャッターが閉じてから約 2秒後の 30枚目の
右眼の画像を 5.1 の手法で可視化したものである。図を見る
と明らかに黒目の位置付近は、シアン・青・緑の色の割合が多
いことがわかる。色相と値の対応した図を見ると、左閉後は
耳側に移動していると考えられる。被検者は内斜視であるの
で、通常内側（鼻側）に向いている状態から、左眼側のシャッ
ターが閉じたことにより、普段見ている方の眼の視線が遮蔽
され、右眼が外側（耳側）に向かう動きは、通常の視能訓練士
が行うカバーテストで見られる動きと同様である。また、図

図 4. 左閉直後と約 2秒後の右眼の画像の比較

4において、耳側に黄色を中心とした、眼球の動きと反対方向
のベクトルが見られる。これは瞼や目の周りの皺などによる
もであると考えられるので、提案する自動検査の実現に向け
て、眼球の動きと混同しないように十分な対策が必要である。
また、オプティカルフローは物体の動きを表すベクトルで

あるので、線分による描画を行ったところ、黒目付近の線は、
ある一定方向（図 4の耳側）に向いている様子が見られた。今
回はある一定の長さ以上のベクトルのみを表示させたが、そ
れらの設定を小さい値にすることで、斜視だけでなくより小
さい眼球の動きの斜位に関しての検出の可能性も窺える。

6. まとめ

本研究では、3DVision対応ワイヤレスメガネの赤外線に反
応してシャッターの開閉を行う液晶シャッター機能を用いて、
斜視の有無を暫定的に判定する眼位検査システムの考案を行っ
た。3Dグラスの赤外線受光部に赤外線 LEDを設置して、マ
イコン Arduinoを使って赤外線の信号をプログラムしたとこ
ろ、赤外線 LEDを光らせることでシャッターの開閉を制御す
ることに成功した。また、3Dグラスの遮蔽性能が検査器具と
して有用かどうかの確認を、視能訓練士の目視により行った
ところ、求められるレベルの遮蔽性能を持つことがわかった。
さらに、3Dグラスに小型カメラを設置し、撮影された検査中
の連続画像にオプティカルフローの可視化を適用したところ、
提案手法の妥当性を見出すことができた。なお、現在は、3D

グラスでの遮蔽動作と小型カメラによる検査中の眼球の連続
画像の取得、及び、取得した画像からの眼球の動きの確認を、
各々分けた実装になっている。今後は、画像解析の精度の向
上及び、検査中の眼球の動きから斜視を判定する機能の実現
は勿論のこと、検査情報取得から判定までの一連の処理を連
続して行える検査システムの実現を目指したい。
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ユーザの視線経路を用いたPIN入力手法の提案

平田　木乃美 a)・山口　翔太 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Proposal of a PIN Authentication Method Using User’s Sight Line

Path

Konomi HIRATA, Syota YAMAGUCHI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Traditional knowledge-based authentication techniques such as inputting a password with a keyboard are
vulnerable to malicious observers. They can grab password information by shoulder surfing attack. To prevent
such attacks, the gazing-based authentication method without touching a keyboard was proposed. The method
has a shoulder surfing resistance, however most gazing-based method needs a high-precision calibration. It is
troublesome for users and causes decline of usability. In this paper, we focus on the calibration. Our proposal
is the method by user’s sight-line path, not sight-line position. We implemented the method and evaluate the
performance.

Keywords: user authentication, shoulder surfing, sight-line path

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

PIN（個人識別番号）は、個人認証のためのパスワードと
して広く利用されている。偶然に認証を突破する確率（偶然
認証突破確率）を低くするため、PINは通常、0～9の数字の
4桁の組み合わせから成っている。4桁の数字というのは人間
にとって記憶しやすく、また入力にかかる時間も非常に短い
ため様々な場面で利用されている。身近なところでは銀行の
ATMの個人認証や、スマートフォンなどのモバイル機器にお
けるロック解除などがある。しかし、PIN入力による認証は
正当なユーザが PINを入力しているところを肩越しから盗み
見る覗き見攻撃に対して非常に脆弱である。この問題を解決
するために様々な手法が提案されている 1)2)3)4)。覗き見攻撃
に耐性を持つ手法の中に、ユーザの手ではなく視線で PIN入
力を行う手法がある 1)2)。視線によって PIN入力を行う手法
は、第三者が PIN入力画面を見たとしてもどの数字が入力さ
れたか推測出来ないため、覗き見攻撃や入力画面の録画画像を
用いた攻撃である録画攻撃に耐性を持っている。しかし、視
線による PIN入力手法はユーザごとにキャリブレーションを
行わなければならず、キャリブレーションの精度次第では認
証成功率が低下する可能性がある。また、一度入力が終了し、
入力画面の前を離れ、再び入力を行うといった場合、以前の
入力時と比べ、ユーザの頭の位置や姿勢にずれが生じ、キャ
リブレーションの効果が弱まる傾向にある。PIN入力のたび
にキャリブレーションを行えば常に高い効果を維持できるが、

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

それはユーザにとって煩雑であり、ユーザビリティの低下につ
ながる。本研究では、このキャリブレーションに着目し、ユー
ザが行うキャリブレーションの回数を減らすことを大きな目
的とする。そこで、ユーザの視線位置情報を用いた入力手法
ではなく、ユーザの視線経路情報を用いた入力手法を提案す
る。提案手法では、各数字タイルが移動し、ユーザは移動す
るタイルを視線で追跡することによりその数字を入力するこ
とができる。また、ユーザの視線によって入力を行うため覗
き見攻撃、録画攻撃に耐性を持ち、パスワードを数字 4桁に
することで、偶然認証突破確率を低下させることが出来た。

2. 関連研究

2.1 注視による PIN入力手法
この手法 1) は、スクリーン上に表示された数字のキーパッ

ドの中から自分が入力したい数字を見ることで PINを入力す
る手法である。この手法の PIN入力画面を図 1に示す。注視
による PIN入力手法は、見たものがすべて入力とされてしま
うミダスタッチ問題が大きな問題点として挙げられるが、こ
の手法では、1 秒以上注視していたと判定された数字を PIN

として入力することでミダスタッチ問題の発生を抑えている。
しかし、この手法はキャリブレーションの精度により認証成
功率が低下する可能性があることが指摘されている。

2.2 注視と視線のジェスチャによるPIN入力手法
この手法 2) は、中央の点と入力したい数字を交互に見て数

字の入力を行う手法である。この手法は、入力したい数字を
見た後に中央の点を見なければ入力数字の判定が行われない
というアルゴリズムと、数字をロータリー型の配置にするこ
とで、ミダスタッチ問題の発生を抑えている。この手法も 1)

と同様に、注視による入力判定部分が存在するため、キャリブ
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図 1. 注視による PIN入力手法

レーションの精度により認証成功率が低下する可能性がある。

2.3 人間の眼球の動きについて
人間が物を見るときの眼球の動きにはいくつか種類がある

が 5)、視線による PIN入力と特に関係が深いのは、固視、衝
動性眼球運動、滑動性追従眼球運動の 3 つである。固視は、
ある一箇所を見続けるときの眼球の動きである。普段私たち
は視線が止まった状態である固視と、視線を瞬間的に移動さ
せる衝動性眼球運動 (後述)を繰り返すことで視覚情報を取り
入れている。衝動性眼球運動は、ある視線位置から離れた別
の位置へ視線を移動させるときの瞬間的な眼球の運きである。
サッカード、サッケードとも呼ばれる。滑動性追従眼球運動
は、ゆっくり動く物体を目で追従するときの滑らかな眼球の運
動である。パスートとも呼ばれる。本稿の提案手法では、こ
の運動が主に用いられる。

3. 提案手法

3.1 研究方針と目標
既存の研究では、スクリーン上に表示された数字を注視し

て PINを入力する手法が提案されているが、数字を注視する
という性質上、ユーザが見ている位置と検出したユーザの視
線位置にずれが生じると認証成功率が低下する可能性がある。
そのため、ユーザが PIN入力を行うたびにキャリブレーショ
ンを行わなければならず、その精度も高いものが要求される。
そこで本研究では、ユーザの視線位置ではなく、ユーザの視
線経路を用いた PIN入力手法を提案する。提案手法の設計目
標を以下にまとめる。

• キャリブレーション回数低減と認証成功率の維持
ユーザが手法を初めて使うときはキャリブレーション
を行うが、以降はキャリブレーションを行わなくても
PIN入力成功率が低下しない設計を目指す。

• ユーザビリティ
ユーザが直感的に理解しやすい操作で PIN入力を行う
ことができる設計を目指す。

3.2 前提条件
3.2.1 視線追跡デバイスの使用
本研究では、視線追跡デバイスの使用を前提として提案手法

の設計を行った。使用したデバイスは Tobii EyeX Controller

図 2. Tobii EyeX Controller

図 3. 提案手法の PIN入力画面と数字の配置

（以下 Tobii EyeX）である。デバイスの外観を図 2 に示す。
このデバイスを用いてユーザの視線位置を検出する。

3.2.2 PINの入力桁数
提案手法では、数字 4桁のパスワードを PINとして入力す

ることで認証を行う。PINは、1桁につき 0～9のいずれかの
数字で構成されている。4桁入力時の偶然認証突破確率は、

1

104
=

1

10000

となり、従来の PIN認証と同じ偶然認証突破確率を達成して
いる。また、4桁の PINは、スマートフォンなどのモバイル
機器におけるネットワーク認証や銀行の ATM における個人
認証などに用いられているため、ユーザにとって馴染みやす
い桁数である。

3.3 提案手法
既存手法では、ユーザが見ているものがすべて選択されて

しまうこと（ミダスタッチ問題）と、キャリブレーションの精
度が低い場合、認証成功率が低下する可能性があることが主
な問題点として挙げられていた。これらの問題点を改善する
ために、注視によって PIN入力を行うのではなく、ユーザの
視線経路によって PIN入力を行う手法を提案する。
提案手法の入力画面には、0～9 の数字が設定されたタイ

ルが表示され、入力を開始すると各タイルは移動を開始する。
ユーザは、移動するタイルを視線で追跡することで PIN入力
を行う。
提案手法の PIN入力画面と各数字の配置を図 3に示す。提

案手法は画面上部の入力開始ボタンと画面中央付近の数字タ
イルで構成されており、ユーザが入力開始ボタンをクリック
することで認証が開始される。
次に各タイルの動きについて説明する。各タイルは動的な

オブジェクトである。ユーザが画面上部の入力開始ボタンを
クリックすると、各タイルが移動を開始する。各タイルはそ
れぞれが離れていくように広がり、一定の場所まで広がった
ら（図 4）、元の位置（図 3）へ戻っていく。ユーザは、広がっ
ていくタイルを視線で追跡することで、そのタイルの数字を
入力することができる。この、広がって戻る、という動作 1回
が PIN入力 1桁に相当しており、提案手法では、この動作を
4回繰り返すことで 4桁の PIN入力を行う。
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図 4. 移動後のタイル

4. 評価実験

4.1 実験概要
評価実験では、提案手法の認証成功率、ユーザの離席による

認証成功率への影響、また、他人のキャリブレーション設定を
用いて入力した場合の認証成功率を検証した。被験者は宮崎
大学工学部の学生 10人、視線追跡デバイスは Tobii EyeXを
使用した。実験の前に提案手法における PIN入力方法を説明
して、その後、PIN入力習熟のための練習を行う。そして実
験 1、実験 2、実験 3の順に実験を行った。また、本実験にお
ける認証成否の定義は、提示された PINと被験者が入力した
PINが完全に一致した場合を認証成功とし、提示された PIN

と被験者が入力した PINが 1桁でも異なっていた場合を認証
失敗とする。3種類の実験の詳細を以下に示す。
実験の際のキャリブレーションは、使用デバイスのキャリ

ブレーション機能を用いる。
被験者が実験 1、実験 2、実験 3で入力する 4桁の PINは、

0000～9999の範囲でランダムに作成した 4桁の数字である。

4.2 実験 1（キャリブレーション後の入力成功率）
実験 1は、被験者のキャリブレーションを行った状態での

認証成功率を検証する実験である。被験者のキャリブレーショ
ン設定は練習前に行ったキャリブレーション設定をそのまま
使用し、提案手法を用いて 4桁の PINを被験者 1人当たり 10

回入力してもらった。

4.3 実験 2（離席後の入力成功率）
実験 2は、離席によりユーザの姿勢や頭の位置にずれが生

じた場合でも、キャリブレーション後の認証成功率を維持で
きるかを検証する実験である。実験 2ではキャリブレーショ
ン設定は変更せず、被験者には一度離席し再び着席した後、実
験 1と同様に 4桁の PINを 10回入力してもらった。

4.4 実験3（他人の設定を用いた場合の入力成功率）
本研究では、視線追跡デバイスの使用を前提として提案手

法の設計を行ったが、本研究で使用したデバイスでは、初回使
用時でも必ずゲスト、もしくはユーザとしてキャリブレーショ
ンを行わなければ視線検出が開始されないため、完全にキャ
リブレーションが行われていない状態で PIN入力を行うこと
は出来ない。そのため、代案としてユーザが他人のキャリブ
レーション設定を用いて PIN入力を行い、キャリブレーショ
ンを行わずに高い認証成功率を得られるかを検証する。被験
者には著者のキャリブレーション設定を他人のキャリブレー
ション設定として用いたうえで 4桁の PINを 10回入力して
もらった。

表 1. 実験 1と実験 2の結果
認証成功率

実験 1
74%（キャリブレーション後）

実験 2
85%（離席後）

5. 実験結果と考察

5.1 実験 1と実験 2の結果と考察

実験 1 と実験 2 は、ランダムに作成された 4 桁の PIN を
被験者 1 人当たり 10 回入力してもらい、それぞれ 100 回の
4桁 PIN入力結果が得られた。実験 1及び実験 2により得ら
れた、提案手法におけるキャリブレーション後の認証成功率、
離席後の認証成功率を表 1に示す。

表 1 より、実験 1 の認証成功率は 74%、実験 2 の認証成
功率は 85%である。実験 2は一度被験者に離席してもらった
後に PIN入力を行うため、実験 2の認証成功率は低下すると
予想していたが、実験 1よりも実験 2の方が 11%高い結果と
なった。実験 1と比べて実験 2の認証成功率が低下した被験
者は 2人、同じ認証成功率だった被験者は 3人、認証成功率が
向上した被験者は 5人であった。しかし、実験 1と比べて実
験 2の認証成功率が低下した 2人の被験者も大幅に低下した
わけではなく、それぞれ 10%低下した（入力が成功した PIN

の個数が 1個減少した）程度であった。これらの実験結果は、
提案手法は離席によるキャリブレーション効果の減少の影響
をほぼ受けないということを示している。

また、実験 1よりも実験 2の認証成功率が高くなった要因
は、実験 1、実験 2 という順で実験を行ったことにあると考
えられる。4.1で述べたように、被験者は、実験を行う前に提
案手法における PIN入力の習熟を図るための練習を行ってい
る。そのうえで実験へ移ったが、実験 1で 4桁の PIN を 10

回入力することで、さらに習熟が図られたのではないかと考
えられる。

5.2 実験 3の結果と考察

実験 3は、被験者のキャリブレーション設定を著者のキャ
リブレーション設定に変更し、そのうえで実験 1、実験 2 と
同様に 4桁の PINを被験者 1人当たり 10回入力してもらい、
計 100回の 4桁 PIN入力結果が得られた。実験 3より得られ
た認証成功率を表 2に示す。

表 2より、提案手法で他人のキャリブレーション設定を用
いて PIN入力を行った場合の認証成功率は 63%である。実験
3の結果から、提案手法は、他人のキャリブレーション設定を
用いて PIN入力を行った場合でも 50%を超える認証成功率を
達成できることが分かった。しかし、被験者毎の認証成功率
にはばらつきがあり、入力成功率が 0%の被験者は 1人、約 50

～60%の被験者は 5人、90～100%の被験者は 4人であった。
他人のキャリブレーション設定には著者の設定を用いたこと
を考慮すると、著者との体格の差によってばらつきが発生し
たと考えられる。
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表 2. 実験 3の結果
認証成功率

実験 3
63%（他人のキャリブレーション設定）

図 5. アンケート結果

5.3 提案手法の PIN入力時間
ここでは、提案手法の PIN入力時間に関する考察を行う。

PIN入力手法において、PIN入力時間は重要な評価項目の一
つである。提案手法では、移動するオブジェクトを視線で追跡
して PIN入力を行う。そのため、PIN入力時間にはオブジェ
クトの移動時間も含まれることになる。しかし、提案手法の
オブジェクト移動時間、入力間のインターバル時間は一定で
あり、また、入力する PINの桁数も 4桁と固定されているた
め、ユーザによって PIN入力時間が変動することはない。
提案手法の PIN入力時間は、入力画面上部の入力開始ボタ

ンを押してから入力した 4桁の PINが表示されるまでの時間
とする。著者が PIN入力時間を 10回計測し、その平均を求
めたところ、12.04秒という入力時間が求められた。このこと
から、提案手法を用いて 4桁の PINを 1つ入力する場合、約
12秒かかることが分かった。

6. ユーザビリティに関するアンケート調査

提案手法のユーザビリティを評価するため、実験に参加した
被験者 10名にアンケートを実施した。アンケート調査では、
各質問に対し 1（高評価）～5（低評価）の 5段階評価で回答
してもらい、最後に自由記入欄を設けた。質問内容を以下に
示す。

問 1 当 PIN入力手法は使いやすかったか
問 2 視線で移動するタイルを追いかけるという操

作は直感的に理解しやすいか
問 3 視線で移動するタイルを追いかけて入力する

という操作に慣れは必要か
問 4 1桁の PIN入力ごとのインターバル時間はユー

ザにとって適切なものであったか
問 5 タイルの移動速度はユーザにとって適切なも

のであったか

5段階評価のアンケート結果を図 5に示す。図 5より、問
1 で 80%の被験者が 1、2 の高評価をつけたため、提案手法
はユーザにとって使いやすい手法であるといえる。問 2では、
90%の被験者が、視線で移動するタイルを追跡するという操作
を理解しやすいと回答したが、問 3では、80%の被験者が視線

で移動するタイルを追跡するという操作に慣れが「必要」、「や
や必要」と回答していることから、この操作はユーザが理解
しやすい操作だが、慣れも必要な操作であることが分かった。
問 4、問 5では、1桁の入力間のインターバル時間とタイルの
移動速度に関して、全ての被験者が 1、2の高評価をつけたた
め、提案手法における入力間のインターバル時間とタイルの
移動速度は、多くのユーザにとって好ましい時間、速度であ
ることが分かった。そのほか、入力の慣れ次第でタイルの移
動速度を変更したいという意見もあり、このことから、ユー
ザが自分で入力間のインターバル時間やタイルの移動速度を
調整できる機能を追加することで、更なるユーザビリティの
向上につながると考えられる。

7. まとめ

本研究では、ユーザのキャリブレーション回数を減らすこと
を大きな目的として、ユーザの視線経路を用いた PIN入力手
法の提案を行った。そして、提案手法の実装と評価を行った。
提案手法のキャリブレーション後の認証成功率は 74%、離席
後の認証成功率は 85%となり、これらの結果から、提案手法
は離席などによるユーザのキャリブレーション効果の減少の
影響をほぼ受けないということが分かった。さらに、他人の
キャリブレーション設定を用いた場合の認証成功率は 63%で
あり、本研究は、キャリブレーションフリーの PIN入力手法
の実現に寄与できたと考えられる。
今後の課題として、設計の改善による PIN 入力時間の短

縮を含むユーザビリティの向上、認証成功率の向上が挙げら
れる。
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表面筋電位を用いた認証システム実装のための筋電波形の特徴量の選出

平田　木乃美 a)・横山　美波 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Selection of Features for User Authentication System Using Surface

Electromyogram Signals

Konomi HIRATA, Minami YOKOYAMA, Hisaaki YAMABA, 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. Therefore, an authentication method that prevents shoulder surfing is needed. We are investigating
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, are detected over the skin surface. Muscle movement can be differentiated by analyzing the
s-EMG. We carried out a series of experiments to investigate the prospect of an authentication method
using s-EMGs in the past. We also proposed the authentication method using the combination of gesture as
password. The method compares the myoelectric waveforms generated and to judge whether both are the
same by Support Vector Machine(SVM). The judge needs more suitable extraction of features of myoelectric
waveforms. In this paper, we investigate the selection of the most appropriate features for user authentication
system using surface electromyogram signals.

Keywords: mobile device, user authentication, shoulder surfing, electromyogram

a)b)c)d)e)　　　　　
　　　　　

1. はじめに

モバイル端末の既存の認証方式は覗き見耐性が十分である
とは言いがたいのが現状である。そのため、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、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
に認証を突破されてしまうという問題が起きてきている。
この問題を解決する技術として、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
伸ばしたりした形（以下、ジェスチャーと呼ぶ）を取った時の
上腕部の筋電位を計測し、その波形を認証情報として用いる。
このとき、同一の被験者の同一のジェスチャーの筋電図を複
数回測定しても毎回類似した筋電波形が得られること、同じ

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

ジェスチャーであっても異なる被験者から取得される筋電波
形は互いに類似しないことを確認している。
先行研究 3)4)5) ではそのジェスチャーの組み合わせをパス

ワードとして用いる方法を提案している。このとき、測定した
筋電波形同士を比較し、その筋電波形が同一のものであるか否
かの判定を機械である計算機で行わなければならないが、その
判定はサポートベクタマシン（SVM）で行っている 10)11)12)。
ただし、より適した筋電波形の特徴量の抽出が課題に挙げら
れている 6)。
そこで本研究では、SVMを用いた個人識別手法に用いる最

適な特徴量の検討を行った。

2. モバイル端末の個人認証の課題と対策

この節では、モバイル端末の個人認証で覗き見攻撃や録画
攻撃が脅威になっている事とその対策として生体認証が有望
視されていることを説明する。
正規ユーザの認証行為を覗き見することにより暗証番号や

パスワードといった秘密情報を不正に取得する行為を覗き見
攻撃と呼ぶ。モバイル端末の個人認証として現在広く用いら
れている PIN認証やパターン認証等は第三者に覗き見られた
場合パスワードなどの認証情報を盗まれやすい。その結果、容
易にロックを解除されてしまう。
また、ビデオカメラを用いて秘密情報を録画により取得し、

それらの情報を計算機で解析する攻撃を録画攻撃と呼び、近
年、大きな脅威になりつつある。録画攻撃への最も基本的な
対策としては、他人に覗き見られることのない環境で認証動
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作を行うという事が挙げられる。しかし、我々の生活環境に
はいたる所に監視カメラが設けられており、意図的でなくと
も認証動作を録画されてしまい、個人情報が漏洩される可能
性が否めなくなっている。覗き見を困難にさせること、覗き
見された場合にも安全性の確保ができるようにする対策が必
要であるが容易ではない 7)。
これらの攻撃への対策として、生体認証情報を用いる事が

有望視されている 8)。生体認証とは、指紋や虹彩、掌形、筋
電位といった人間の生体の特徴をパスワードとして用いる認
証方法である。生体情報は個人に特有のものであり、偽るこ
とが困難であるため個人認証の手法として有効である。

3. 筋電位を用いた個人認証手法

本研究では、生体情報の一つである筋電位を用いた認証手
法を扱う。

3.1 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：s-EMG (surface electronmyogram)

という 9)。

3.2 筋電位を用いた個人認証手法の概要
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
法が提案されている。この手法は、筋電計で計測された表面
筋電位の波形はジェスチャー毎に異なり、また、同一のジェ
スチャー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ー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、認証が成功できないと期待される。
この手法では、図 2 のような一連のジェスチャーを認証情

報（パスワード）として用いる。まず、そのジェスチャー毎に
得られる波形（図 3）をモバイル端末に登録しておく。ジェス
チャーを登録した所有者が認証操作を行う時に、図 2のジェ
スチャーを行うと、図 4 に示すような、登録されている一連
のジェスチャーの筋電位の波形と似た波形が測定される。こ
れらが類似している事によって、認証は成功する。しかし、第
三者が同じジェスチャーで認証動作を行った場合は、筋電計
で測定して得られた波形には個人差があるので，図 5 のよう
な異なる波形が測定され、認証が成功できないことが期待で
きるわけである。

6)では、４つのジェスチャーの組み合わせを４桁のパスワー
ドとして用いた。パスワードには、本人拒否率の最も低い上
位 4つのジェスチャーを使用し、

4 つのジェスチャー全てが「十分似ている」と判定された
ときに、本人と判定され、認証は成功する。

3.3 サポートベクタマシンを用いた筋電波形の比
較

ジェスチャーの波形が「十分似ている」か否かの判定に SVM

を導入した 10)11)12)。6) では、登録するジェスチャーそれぞ
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図 1. 筋電図

図 2. 登録をしたパスワード（ジェスチャー列）
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図 3. 対応する筋電図
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図 4. 所有者が入力した認証動作を測定した波形
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図 5. 攻撃者が入力した認証動作を測定した波形

れに対して SVMで訓練した判別器を用意した。SVMに学習
させる特徴量は次のものを用いた。

1. まず、筋電波形を時間方向に 10分割する。これは、特
徴量を SVMに学ばせるには元のデータでは大きく、特
徴が出にくいためである。

2. その分割した各部分それぞれについての、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）の計 11個（総
計 110個）を用いた。

結果としては全体的によい性能の判別器が得られたが、特徴
量の改善でよりよい識別結果が得られるのではないかと考え
られた。
そこで、本研究では、筋電波形のより良い特徴量の選択を

試みた。分割数と特徴量を減らしても良い識別結果が得られ
れば、データ処理量が減り、本認証方法がより実用的なもの
に近づくことが期待できる。具体的には次の 2点に着目した。
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1. 6) では、総和、平方和、下側ヒンジ、中央値、上側ヒン
ジの５つは被験者ごとの値の差が小さかったため、識別
率対する貢献度が低いと考えられていた。そこで貢献
度の低い特徴量を除くことで、より良い識別結果が得
られるのではないかと考え、平均、標準偏差、歪度、尖
度、最小値、最大値の 6つに特徴量を絞ることとした。

2. 13) の記述から、歪度や尖度などは、分割数を減らす
ことで抽出される特徴量の差が出やすいのではないか
と考えられたので、本研究では分割数５にすることと
した。

これらを踏まえて、以下の 3つの組み合わせと 6) で用いら
れた特徴量とを比較した。

1. 筋電波形の分割数：10

特徴量：平均、標準偏差、歪度、尖度、最小値、最大
値の計 6種
データ数総計：60個

2. 筋電波形の分割数：5

特徴量：平均、標準偏差、歪度、尖度、最小値、最大
値の計 6種
データ数総計：30個

3. 筋電波形の分割数：5

特徴量：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）の計 11種
データ数総計：55個

◌◌◌◌ ≧≧≧≧

G G

E F

A B

C D

図 6. 実験で用いたジェスチャー 9種類

4. サポートベクタマシンに学ばせる特徴量による
識別結果の比較

4.1 実験の目的
実験では、ジェスチャーの識別が可能か SVMを用いて以

下の２つの指標に対して、6)

の特徴量（10分割で特徴量が 11種）の時より良い結果が
得られるか、比較を行った。

1. 個々のジェスチャーの本人拒否率（同一人物が同じジェ
スチャーを行ったときに得られる各筋電位が、似てい
ない波形と識別されてしまう割合）

2. 4桁のパスワードに対する他人受入率（登録されている
４つのジェスチャー列に対して、他の人物が同じジェ
スチャー列を行ったとき得られる各筋電位が、全て同
じ波形と識別されてしまう割合）

4.2 実験の条件
今回は以下のような条件で実験を行った。
• 筋電位の測定機器：S&M社の筋電計 m-BioLog

• 使用したジェスチャー：図 6の 9種類
• 被験者：宮崎大学の 20代の工学部生 6名
• 測定手順：右手で図 6の動作を 10回ずつ繰り返しても
らい、それを１セットとして、計 3セット回行う（被
験者１名あたり 30データ× 9ジェスチャー（総計 270

データ））。
• SVMの訓練データの選択：270データ（30データ× 9

ジェスチャー）から、各ジェスチャーにつき、20データ
ずつ、計 180データ（20データ× 9ジェスチャー）を訓
練用データとして選んだ。その選び方は 6) に従った。

• 本人拒否率の算出：残りのデータをテストデータとし
て用いて、似ていない波形とされたものを数え挙げる

• パスワードの生成：基本的にはランダムにジェスチャー
を選択した多くのパスワードを生成して実験を行うべき
だが、今回は各被験者ごとに本人拒否率の最も低かった
ジェスチャーの上位４つをパスワードとして選択した。

• 他人受入率の算出：6) と同じく、各被験者 i の 4 桁
のパスワードに対し、被験者 i 以外の 5 名それぞれ
について i のパスワードと同じジェスチャー 30 デー
タの組み合わせ (304 = 810, 00 通り) のパスワー入力
のデータを作成し、認証が成功するか否かを調べた。
（810, 000× 5名 = 4, 050, 000データ）。

4.3 結果
初めに求めた、被験者 6名の各ジェスチャーごと本人拒否

率は、今回は分量の都合上省略し、表 1、2には、各被験者に
対する、本人拒否率の低かった上位４つのジェスチャーの本
人拒否率だけを示す。全体的に特徴量が 11種の場合は識別率
がよいという結果になっている。つまり、分割数によらず、特
徴量を減らすと本人拒否率が大きくなってしまうのが分かる。
また、分割数の点でみると、同じ特徴量 11種同士では、5分割
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表 1. (左)10分割特徴量 11種 (右)10分割特徴量 6種
被験者 ジェスチャー 本人拒否率 被験者 ジェスチャー 本人拒否率

B 0% B 0%
D 0% E 90%
H 0% G 30%
J 0% I 60%
B 0% D 20%
D 0% E 40%
E 0% I 40%
F 10% J 10%
C 0% B 20%
D 0% C 20%
I 0% I 10%
J 0% J 0%
C 0% B 40%
D 0% C 40%
G 0% D 20%
I 0% I 80%
B 0% D 30%
F 0% E 20%
G 0% G 0%
J 0% I 20%
B 0% D 40%
C 0% E 40%
F 0% G 60%
J 0% I 50%

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

表 2. (左)5分割特徴量 11種 (右)5分割特徴量 6種
被験者 ジェスチャー 本人拒否率 被験者 ジェスチャー 本人拒否率

B 0% B 0%
G 20% F 20%
H 20% H 10%
I 0% I 20%
B 0% B 0%
G 10% G 10%
I 0% I 40%
J 20% J 20%
C 0% C 0%
D 0% D 0%
I 0% I 0%
J 0% J 0%
C 0% C 0%
D 0% D 0%
G 10% G 0%
I 0% I 0%
B 0% C 0%
C 0% G 10%
I 0% I 0%
J 0% J 0%
C 0% C 0%
D 0% D 0%
E 0% E 0%
F 0% F 0%

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

より 10分割の方が良い結果である。つまり、分割数は増やし
た方が性能のよい特徴量が得られやすいということが分かっ
た。4桁のパスワードでの他人受け入れ率の結果を、表 3と表
4に表す。全体的にほぼ 0%である。つまり、筋電波形の分割
数や特徴量を減らしても、他人に認証成功されることはほぼ
ないということが分かった。ただし、10分割の特徴量 6種の
場合と 5分割の特徴量 11の場合ではごくまれに他人に認証を
成功されてしまうことがあった。

表 3. (左)10分割特徴量 11種 (右)10分割特徴量 6種
被験者 他人受入率 被験者 他人受入率
1 0% 1 0%
2 0% 2 0.0001%
3 0% 3 0%
4 0% 4 0%
5 0% 5 0%
6 0% 6 0%

表 4. (左)5分割特徴量 11種 (右)5分割特徴量 6種

被験者 他人受入率 被験者 他人受入率
1 0.0019% 1 0%
2 0% 2 0%
3 0% 3 0%
4 0% 4 0%
5 0% 5 0%
6 0% 6 0%

5. まとめ

本研究では、表面筋電位による認証システムの特徴量の変
化による識別率を実験した。測定した筋電波形から特徴量を
抽出し、SVMに機械学習させ、識別を行った。
結果的には既存研究の 10分割で 11種類の特徴量を用いた

ものが一番識別率がよかった。しかし、分割数や特徴量によっ
て確かに識別率に大きく変化が出ることが分かった。
今後の課題としては、分割数や特徴量を増やすことが挙げ

られる。また、より実用的なものに近づけるためには、デー
タ処理の観点からみると、より少ない分割数と特徴量で識別
できるようにしなければならない。よって、分割数に合わせ
た新たな特徴量の追加も今後の課題として挙げられる。
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Abstract 
 

    Internet is a convenient and an essential technology for contemporary life, but we are simultaneously confronted 
with cyber attack. Especially attacks via systems’ vulnerability can not be prevented unless countermeasures are taken. 
However,system administrator for household use PC is usually the user himself/herself, computer skill and the 
knowledge for administration are sometimes not enough.Even if an administrator will have enough skill, the number 
of administrable computers is limited. In this research,We propose a correspondence order decision support tool using 
public vulnerability database.Our tool scans the software in the computers, and recoreds the vendor names, versions 
and so on.Then our tool inquires the vulnerabilities to the public database, and shows them in the critical order. 

 
 
Keywords:  Security, Vulnerability, Database, CVE, CVSS value   

1. はじめに 
 
近年、コンピュータやスマートフォンなどの情報通信

機器の普及や、無料のアクセスポイントの整備などでイ

ンターネットへのアクセスが身近になった1)。インターネ

ットは日常生活には欠かせないが、不特定多数のユーザ

が利用しているため、悪意あるユーザが一定数存在する。

悪意あるユーザがサイバー攻撃を行い、個人情報などの

情報資産に損害を与えることもある。例えば、2018年1月
26日に仮想通貨取引所「コインチェック」がサイバー攻
撃を受け、同社が保有していた仮想通貨「NEM」が不正
送金された事件は記憶に新しい。詳しい原因は究明中で

あるが、セキュリティ対策が不十分であったことが原因

であると言われている。こうしたサイバー攻撃から情報

資産を守るためには、セキュリティ対策が重要である。 
セキュリティ対策には多種多様な方法2)があるが、ファ

イアウォールや権限の制限によるアクセス制限により、

不正アクセスなどに関しては防御することが可能である。

しかし、いくらセキュリティ対策をしていても、未知の

脆弱性を悪用した攻撃は防ぐことができない。未知の脆

弱性は、発見されなければ対策が行われない。セキュリ

ティホールは、発見報告されてから対策パッチの制作が

行われるため、対策パッチが提供されるまでにはタイム

ラグが存在する。この間は、ソフトウェアを使うユーザ

側で対策を行う必要がある。 
脆弱性の情報を入手するためには、個人、またはセキ

ュリティ担当者が各種脆弱性情報を調査したり、IPAが提
供するリアルタイム配信型のサイバーセキュリティ注意

喚起サービスicatなどを用い入手する必要がある。 
コンピュータに脆弱性が存在するかを調べるためには、

導入されているソフトウェアのバージョンの把握が必要

となる。だが、セキュリティに対する知識やコンピュー

タスキルには個人差があり、ユーザが脆弱性の調査を行

えるとは限らない3)。さらに、セキュリティ担当者が自身

の管理下のコンピュータの脆弱性の有無を調べる場合、

データセンターなど数千台のサーバに導入されているソ

フトウェアを網羅することは困難である。脆弱性の中に

は早急な対応が必要なものもあり、危険性の高い脆弱性

への対応を後回しにすると、対応するまでの間に悪用さ

れる可能性がある。 
本研究では、システム内のソフトウェアに潜在する脆

弱性を検知警告し、対応順位の決定支援を行うシステム

を提案する。脆弱性の検知には公開されている脆弱性情

報を用い、順位決定には当該脆弱性の危険度を示す基準

値を用いる。 
 a) 情報システム工学科教授 

b) 情報システム工学科 

c) 宮崎大学工学部教育研究支援技術センター技術職員 
d) 情報システム工学科助教 
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2. 脆弱性情報 
 
2.1. CVE 

CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）4)は MITRE
社 5)が採番をしており、個々の製品の脆弱性に対し、ベン

ダー非依存の業界標準名を「CVE-西暦年-4 桁以上通番」
の形式で付与している。本研究ではこれを CVE番号と呼
ぶ。 
 
2.2. NVD 

NVD（National Vulnerability Database）6)は NIST（National 
Institute of Standards and Technology）7)が管理している脆

弱性データベースであり、各 CVE番号に対応した詳細情
報を提供している。NVD は、3.2 節で説明する CVSS
（Common Vulnerability Scoring System）8)により脆弱性の

危険度評価を行っており、個々の脆弱性に対する深刻度

の把握が可能となっている。 
 

2.3. CVSS 
 
2.3.1. 概要 

CVSSは FIRST(Forum of Incident Response and Security 
Teams)が管理母体となり、適用推進や仕様改善を行って
いる。CVSSは脆弱性に対する汎用的な評価手法であり、
ンダーに依存しない共通の評価方法を提供し、脆弱性の

深刻度を同一の基準で定量的に比較することができる。

2007年 6月には CVSSv2が公開されている。その後、仮
想化やサンドボックス化が進んできたことから、コンポ

ーネント単位で評価する手法として、2015 年 6 月に
CVSSv3が公開された。CVSSv3が公開される以前のNVD
の脆弱性情報については、特別なものをのぞき再計算は

されていない。そのため、過去の脆弱性については

CVSSv2による基本値が必要となる。 
 
2.3.2. CVSSv2 

CVSSv2 の基本値は、表１に示したパラメータを用い
て式(1)で計算される。 

表 1 CVSSv2パラメータ名と評価値 

表 2 CVSSv2 深刻度レベル分け 

 
式(1)で導き出された基本値に基づき、当該ソフトウェア
の脆弱性は表 2の深刻度に分類される。 
 
2.3.3. CVSSv3 
 CVSSv3 の基本値は、表 3 に示したパラメータを用い
て式(2)で計算される。なお基本値の最大値は 10 となっ
ている。 

 
基本値 =
((0.6 × 𝐼𝐼𝐼𝐼) + (0.4 × 𝐸𝐸𝐸𝐸) − 1.5) × 𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼) 

(1)  

 
𝐼𝐼𝐼𝐼 =

10.41 × (1 − (1 − 𝐶𝐶) × (1 − 𝐼𝐼) × (1 − 𝐸𝐸)) 
 

 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 20 × 𝐸𝐸𝐴𝐴 × 𝐸𝐸𝐶𝐶 × 𝐸𝐸𝐴𝐴  

 𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼) = { 0, (𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0)
1.176, (𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0)  

基本評価基準 評価結果 値 

攻撃区分(AV) 
ローカル(L) 0.395 
隣接 0.646 
ネットワーク 1.0 

攻撃条件の複雑さ(AC) 
高(H) 0.35 
中(M) 0.61 
低(L) 0.71 

攻撃前の認証要否(Au) 
複数(M) 0.45 
単一(S) 0.56 
不要(N) 0.704 

機密性への影響(C) 
なし(N) 0.0 
部分的(P) 0.275 
全面的(C) 0.660 

完全性への影響(I) 
なし(N) 0.0 
部分的(P) 0.275 
全面的(C) 0.660 

可用性への 
影響(A) 

なし(N) 0.0 
部分的(P) 0.275 
全面的(C) 0.660 

深刻度 CVSS基本値 
危険 7.0~10.0 
警告 4.0~6.9 
注意 0.0~3.9 

 

基本値 =

{
0                           , (IM = 0)
{𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸         , (𝑆𝑆 = 𝑈𝑈)

1.08 × (𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸) , (𝑆𝑆 = 𝐶𝐶)    , (IM > 0) 
(2)  

 𝐵𝐵𝐼𝐼 = 1 − (1 − 𝐶𝐶) × (1 − 𝐼𝐼) × (1 − 𝐸𝐸)  

 IM = {
6.42 × BM , (S = U)

7.52 × (BM − 0.029)             
−3.25 × (BM − 0.02)15,   (S = C) 

  

 EA = 8.22 × AV × AC × PR × UI  
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表 3 CVSSv3パラメータ名と評価値 

評価項目 評価結果 値 
スコープ 
変更あり 

攻撃元区分 
(AV) 

ネットワーク(N) 10.85 
隣接(A) 0.62 
ローカル(L) 0.55 
物理(P) 0.2 

攻撃条件の 
複雑さ(AC) 

低(L) 0.77 
高(H) 0.44 

必要な特権 
レベル(PR) 

不要(N) 0.85 
低(L) 0.62 0.68 
高(H) 0.27 0.5 

ユーザ関与 
レベル(UI) 

不要(N) 0.85 

要(R) 0.62 

スコープ(S) 
変更なし(U) － 

変更あり(C) － 

機密性への 
影響(C) 

高(H) 0.56 
低(L) 0.22 
なし(N) 0 

完全性への 
影響(I) 

高(H) 0.56 
低(L) 0.22 
なし(N) 0 

可用性への 
影響(A) 

高(H) 0.56 
低(L) 0.22 
なし(N) 0 

表 4 CVSSv3 深刻度レベル分け 

 
式(2)で導き出された基本値に基づき、当該ソフトウェア
の脆弱性は表 4 の深刻度に分類される。CVSSv3 の深刻
度は CVSSv2の深刻度よりも詳細に分類される。 
 
3. 提案手法と評価 
 
3.1. 要件定義 
本研究で提案する手法では、システム内の脆弱性を走

査し、脆弱性への対応順位を決定するために、深刻度の

高い順に脆弱性を表示する。提案するツールの要件を以

下に示す。 

 3.2 節で説明するソフトウェア情報を基に脆弱性
を特定できる 

 特定された脆弱性に対応するCVSSの評価値が得
られる 

 評価値をもとに、深刻度が高い順に脆弱性のある

ソフトウェアを示すことができる 
 管理するコンピュータが多い場合、サブネットご

とに表示できる 
 

3.2. ツール概要 
本研究で提案するツールの動作概要を図 1 に示す。管
理するシステム内のコンピュータに対し、ソフトウェア

の情報を収集するエージェントを配置する。エージェン

トはソフトウェア情報を収集後、本システムのサーバに

対し情報を送信する。エージェントから送信される情報

は以下の通りとする。 
 
 ホスト名 
 IPv4アドレス/プリフイックス長 
 ソフトウェア情報 
 
ここでソフトウェア情報とは、ベンダー名、プロダクト

名、バージョンのセットを指す。 
エージェントからデータを受け取ったサーバは、ソフ

トウェア情報をもとに、当該ソフトウェアの脆弱性の有

無について脆弱性情報 DB に問い合わせを行う。脆弱性
を有していた場合、該当する脆弱性の CVE番号とソフト
ウェア情報、ホスト名、IP アドレスを脆弱性管理 DBに
格納する。ソフトウェアに脆弱性が存在しなかった場合、

CVE番号以外を脆弱性管理 DBに格納する。これは、将
来脆弱性が見つかった場合の検知漏れを防ぐためである。 
提案システムは定期的に、NVDのサーバに脆弱性情報
の更新を確認し、更新があった場合は脆弱性情報 DB を
更新する。 

深刻度 CVSS基本値 
緊急 9.0~10.0 
重要 7.0~8.9 
警告 4.0~6.9 
注意 0.1~3.9 
なし 0.0 

図 1 提案手法のブロック図 
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表 5 検証用の脆弱なソフトウェア 

表 6 ホスト一覧 

 
脆弱性管理 DB に格納したデータは、ツールの一部で

あるクライアントソフトによって確認できる。クライア

ントソフトは、脆弱性管理DBに対し問い合わせを行い、
格納されたデータを取得する。脆弱性管理 DB は問い合
わせ時に、脆弱性情報 DBに対し CVE番号を基に CVSS
の基本値を問い合わせ、基本値に基づき対応順位を決定、

表示する。 
 
3.3. 利用する脆弱性データ 

NVD の脆弱性情報は、JSON 形式、または XML 形式
で提供されている。本研究では、JSON形式のファイルを
利用する。具体的には、NVDの脆弱性情報から以下を取
得する。   

 
 CVE番号 
 ベンダー名 プロダクト名 バージョン情報 
 概要 
 リファレンス群 
 CVSSv2基本値 
 CVSSv3基本値 
 

3.4. テストデータ 
実装したツールの動作の検証にあたり、表 5、及び表 6
に示す環境を用意した。表 5 のソフトウェアは、すべ
て脆弱性を含んでいる。 

 
3.5. 検証と評価 
図 2にクライアントの動作の様子を示す。図 2より、

準備した 4 つのソフトウェアに対し、CVSS の基準値を
もとに色分けした警告、およびそれらの警告が深刻度順

に表示できていることがわかる。また、図 2 の左側に、
サブネットまたはホストを選択する欄を設けることで、

それらにかかる脆弱性を抽出できている。これにより、

大規模なコンピュータシステムを管理する上で、脆弱性

が潜在するホストの特定が容易になる。 
 
4. おわりに 
 
本研究では、システム内に潜在する脆弱性を検知し、

脆弱性への対応順位を決定するために深刻度の高い順に

表示するツールの開発を目的とした。公開された脆弱性

情報を用いて脆弱性の検知を行い、CVSS 評価値により
深刻度順に脆弱性を抱えるソフトウェアを表示するツー

ルを実装し、動作を確認した。 
今後の課題として、調査エージェントの開発、脆弱性

の詳しい情報の表示などが挙げられる。 
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図 2 クライアント動作の様子 
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Enhanced Home Surveillance Robot System
by using Raspberry Pi and Arduino

Win Su Sana), Kunihito YAMAMORIb),
Masayuki MUKUNOKIb), Than New Aungc)

Abstract

                    Modern home security systems endorse monitoring and control functions in a remote fashion via devices 
such as laptops, PDAs, or cell phones1). This work represents a design and implementation of Wi-Fi enabled 
home surveillance robotic car which detects smoke, flame and intrusions discarding false positives. The robot’s 
movement is controlled manually by the user through the developed GUI over the global internet. The 
communication between the robot and the user is established via the standard TCP/IP protocol and in case of 
emergency, the notification will be sent to the user via email. In any case, all sensory data (updated every 500 
milliseconds) will be uploaded to the web site and available to the user all the time. Live feed from the camera 
will be viewable from any web browser. 

 
         Keywords: Wi-Fi, Home surveillance, Robotic car, Internet, TCP/IP

1. INTRODUCTION
 

      Today many homeowners utilize a home 
surveillance/monitoring system. Traditionally these 
systems have been built in an ad hoc fashion with 
direct wired connections between the control center 
and all of the sensors. This is changing due to the use 
of local area network technology for the 
interconnections (be they wired or wireless) and the 
fact that the control system is increasingly connected 
to the Internet. The connection to the Internet enables 
home owners (and potentially others) to access 
information collected by the home security and 
monitoring system from any place.

Surveillance systems based on IP networks 
have become mainstream products in recent years. 
Large numbers of images and other forms of data can 
be transmitted in real time through the intranet or 
Internet. Moreover, the surveillance system has 
gradually evolved from only the traditional security 
monitoring functions to become an intelligent 
management system. Compared to analog surveillance 
system, a networked digital surveillance system is 
more flexible, reliable, and lower in cost. Because of 
the application-centric design of these networked 
surveillance systems, new software and hardware can 
easily be added according to the user’s specific needs2).
Dixit and Dhayagonde3) explained in their paper how 

to design and implement wireless robot which can be 
controlled via internet and that can provide detection 
of the living bodies with the help of Passive Infra-red 
(PIR) sensor. Their overall system contains mobile 
robot which has a camera and PIR sensor mounted on 
it. Information regarding the detection of living bodies 
is being provided on the webpage as well as the live 
streaming from the camera. The camera mounted on 
the robot is able to move horizontally around its 
vertical axis and vertically along its horizontal axis. 
Camera controls are also provided in the webpage 
interface. Khan et al.4) implemented a Wi-Fi based 
robot, the control of which is performed by the 
webpage UI. Their project basically comprise three 
parts: Wi-Fi module for communication, PIC 
microcontroller for handling all basic functionalities 
of the robot and web-based interface for controls and 
viewing live feed from the mounted camera.   Prasad 
et al.5) proposed a smart surveillance monitoring 
system using Raspberry PI and PIR sensor. Their 
system captures information and transmits it via a 3G 
Dongle to a smart phone using web application. 
Raspberry PI operates and controls motion detectors 
and video cameras for remote sensing and surveillance, 
streams live video and records it for future playback.
Kumar et al.6) proposed a smart surveillance 
monitoring system using Raspberry PI and PIR sensor. 
Shaikh et al.7) described in their paper the 
implementation of the application for the mobile
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devices that run on Android operating system; which 
manually controls the Arduino based robot using 
wireless Bluetooth technology.

The previous work designed only local video 
streaming from web browser providing the Raspberry 
PI’s address and used only PIR sensor for intruder 
detection. In this research, we develop web-based 
systems, and live streaming is viewed from global 
network and use PIR, flame, MQ-2 smoke sensors for 
intruder, fire and smoke detection.

2. PROPOSED SYSTEM

The work presented in this paper realizes an 
intelligent surveillance system for home security that 
receives intrusion attempts, smoke and flame level of
the monitored environment detected by sensors and 
cameras which are connected through a Wi-Fi 
network and sends email alert to the user in case of 
emergency.

2.1. Overview system design

                 The proposed surveillance system is mainly 
based on a mobile robot with a camera and three
sensors (PIR, Flame and Smoke detection) mounted 
on it. The robot is to be controlled by means of 
wireless communication through the Internet. All 
three sensory values are uploaded to the web server 
continuously at every 500 milliseconds. The user will 
be notified by means of sending mail to his/her phone 
or laptop in case of emergency. Live feed from the 
camera is also viewable from any web browser at any 
time. The diagram of the overall system design is 
shown in Figure 1.

The overall system mainly comprises of five 
modules: graphical user interface program, motor 
control, sensory devices control, sensory data 
manipulation and a communication medium.

Arduino fetches real-time sensory values and 
sends to the Raspberry PI through serial 
communication. Raspberry PI then uploads these 
values to the web server’s database. User interface
program periodically fetches these values and displays 
them to the user by means of graphical indicators. 
While uploading sensory values to the database,
Raspberry PI also sends email alert to the user in case 
of emergency.

                                                                    Fig.1. Overall system design.
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The user sends high level commands for robot 
control and camera angle changes by activating 
corresponding command buttons in the user interface 
program to the web server through wired or wireless 
internet.

The Raspberry PI’s client program periodically 
fetches high level commands from the web server’s 
database and decodes them into actual control signals 
that the motor driver can operate. Both camera and car 
movement control are achieved directly through the 
Raspberry PI.

2.2. Hardware components

2.2.1. Raspberry PI 3 Model B
Raspberry PI 3 model B is the main control board, 

which does the majority of the operations6). The USB 
camera is mounted to it. Its built-in Wi-Fi module is
used to connect to the Internet. The DC motors are 
attached to the wheels and are controlled through the 
GPIO pins of Raspberry PI. The Raspberry PI 3 packs 
a 1.2 GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU, 1GB of 
RAM, four USB devices, HDMI port and micro SD 
slot. The 40-pin GPIO enables multiple sensors, 
connectors, and expansion boards to be added. Figure 
2 shows the Raspberry PI 3 model B board.

                                              

              Fig.2. Raspberry PI 3 model B.

2.2.2. Arduino Mega 2560         
The Arduino Mega 2560 is a microcontroller 

board based on the ATmega2560. Arduino is an 
open-source, prototyping platform and its simplicity 
makes it ideal for hobbyists to use as well as 
professionals. The ability of the Arduino Mega to 
communicate with the Raspberry PI gives the 
flexibility in the types of devices that can be added. 
The Arduino Mega has 54 digital input/output pins (of 
which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog 
inputs, a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, 
a power jack, an ICSP header, and a reset button. It 
contains everything needed to support the 

microcontroller; simply connect it to a computer with 
a USB cable or power it with an AC-to-DC adapter or 
battery to get started. Arduino Mega 2560 board is 
shown in Figure 3.

 
                      Fig.3. Arduino Mega 2560.
 
2.2.3. PIR Sensor

PIR sensor can view in Figure 4. PIR sensor
allows us to sense motion, almost always used to 
detect whether a human has moved in or out of the 
sensors range. They are small, inexpensive, 
low-power, easy to use and don’t wear out. For that 
reason they are commonly found in appliances and 
gadgets used in homes or businesses. They are often 
referred to as PIR, "Passive Infrared", "Pyroelectric", 
or "IR motion" sensors.
• Output: Digital pulse high (3V) when triggered 

(motion detected).
• Sensitivity range: up to 20 feet (6 meters) 110° ×

70° detection range.
• Power supply: 5V-12V input voltage.
             

                 
                           Fig.4. PIR sensor.

2.2.4. Flame sensor
        The flame sensor shown in Figure 5, is used for 
short range fire detection and can be used to monitor 
projects or as a safety precaution to cut devices off/on. 
This unit is mostly accurate up to about 3 feet. The 
flame sensor is very sensitive to IR wavelength at 760 
nm ~ 1100 nm light.
• Analog output (A0): Real-time output voltage 

signal on the thermal resistance. 
• Digital output (D0): When the temperature reaches 

a certain threshold, the output high and low signal
threshold adjustable via potentiometer.
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• Positive voltage input: 5V for analog 3.3V for 
Digital. 

                       Fig.5. Flame sensor.

2.2.5. MQ-2 smoke sensor
The smoke sensor can be viewed in Figure 6. This 

sensor is not only sensitive to smoke, but also to 
flammable gas. The MQ-2 smoke sensor reports 
smoke by the voltage level that it outputs. The more 
smoke there is, the greater the voltage that it outputs. 
Conversely, the less smoke that it is exposed to, the 
less voltage it outputs. The MQ-2 also has a built-in 
potentiometer to adjust the sensitivity to smoke. 
• Detection range: 300 to 10,000ppm
• The characteristics gas: 1,000ppm, isobutene (ppm

= part per million)

                   Fig.6. MQ-2 smoke sensor.

2.2.6. USB camera
The camera is mounted in such a way to 

optimize the viewing angle. USB Camera captures the 
image and sends it to the USB port of the Raspberry PI
board. The camera model used here is USB Camera 
model 2.0. Figure 7 shows the USB camera.

                         
                           Fig.7. USB camera.

3. SOFTWARE TESTING AND EXPERIMENTAL
RESULTS                   

The system has been implemented and the 
following results have been observed.

              

              Fig.8. Prototype of the proposed system.

Figure 8 shows the prototype of the proposed 
system. We connect three sensors on the moving robot 
car to detect home security.

The robot and camera angle are controlled from 
the developed windows GUI program and real- time 
sensory values are indicated by means of indicators. 
The captured window of the GUI program is shown in 
Figure 9. An example of streaming video is also 
viewed in Figure 9.

Fig.9. Window GUI and video streaming.

In Figure 9, the user can control the robot 
movement and camera direction such as forward, 
backward etc. from window GUI, and also see three 
sensory values. Live streaming is viewed from a web 
browser providing the PI’s address for local network 
and the address of dataplicity8) for global network.

All three sensors are tested and tuned to be able to 
recognize and distinguish the potential of true identity. 
Sending notification email is achieved using gmail’s 
SMTP service.

           

Fig.10. Email notification and three sensory         
                     values.

Figure 10 shows the result of sensor values on 
window GUI and email notifications to indicate fire, 
smoke, and intrusion in emergency cases.
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4. ADVANTAGES AND LIMITATIONS

The existing surveillance systems are stationary 
and cannot be used for various critical applications.

Some advantages are as follows:
• It is cost-effective, easy to operate and user 

friendly.
• It has low energy consumption and memory 

usage.
• It can be controlled remotely.

Some limitations of this research are observed as 
follows:

• Developed software and user interfaces are 
not platform independent.

• It’s heavily relied on the internet connection.

5. CONCLUSIONS

We have designed a smart surveillance system 
capable of streaming live feed from the camera, 
intrusion detection, flame and smoke status 
recognition and finally sending email notification to 
the user in case of suspicious circumstances.

In particular, a smart surveillance system for 
home security was presented in this research. One 
major advantage of the design lies in the integration of 
the nodes of wireless sensor network, database server, 
and web server into one single compact, low-power, 
small size computer Raspberry PI, which can be easily 
configured to run. Such a design is useful in many 
monitoring and data collection applications. 

The proposed smart surveillance system 
exploits the standard TCP/IP protocol. It can detect 
intrusions, monitor flame and smoke status of the 
environment and also provide remote control 
functions and cameras live streaming to allow users to 
analyze why the alarm is triggered.

As future works, the proposed smart 
surveillance system can be extended in a number of 
different aspects:

• A web-based user interface can be developed 
to get more functionalities in data 
visualization, management and analysis as 

well as to provide better interface and 
experience to the user.

• More areas can be covered by embedding the 
mechanism which will allow the robot to 
patrol along the predefined routes.

• Intrusion detection can be enhanced by 
integrating advanced motion detection 
algorithm to process live feed from the 
camera.
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Eye Region Detection by Likelihood Combination  
for Improving Iris Authentication 
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Abstract 

In this research, we propose a likelihood combination method to detect the eye region to improve iris 
authentication. For face images with noises, iris has more possibility to be wrongly segmented in the segmentation 
stage. In order to avoid wrong segmentation on other organs from the face, the accurate eye region is detected firstly 
by our proposed method before iris segmentation. The input face image is divided into left and right half face images 
in order to detect the individual eyes. The likelihood images are created by AKAZE feature matching and template 
matching for each half input image. The feature points obtained from AKAZE feature matching are used to create first 
likelihood image and the matched points from template matching are used to create second likelihood image. Then, 
these two likelihood images are combined and the eye region is detected based on the highest peak from combined 
likelihood image. Giving a cut eye region image as input for the iris segmentation stage has more possibility to be 
correctly segmented by OSIRIS, that is a reference iris authentication system, as it contains iris area. Experimental 
results show that our likelihood combination method has good performance to detect eye region accurately and detected 
eye region images can authenticate better than giving face images as input.   
 
Keywords: Eye region detection, AKAZE, Template matching, OSIRIS 
 

1. INTRODUCTION 
 

There are a lot of traditional methods for person 
identification. Among them, biometric recognition is 
more useful for person identification than other 
methods as biometric features cannot be lost, forgot 
and difficult to duplicate. Iris recognition is considered 
to be one of the most accurate methods in all 
biometrics authentication methods as iris has unique 
features and even irises of identical twins are not same. 
Furthermore, iris recognition is a safe, reliable and 
convenient technology for personal recognition. It is 
reliable as iris is an inner organ in our eyes and 
protected by eyelid and eyelash. It is rarely hurt and 
the error caused by the scar will rarely occur like 
fingerprint, palm and face. Moreover, our irises are 
stable from one year old until the end of life. 

Iris recognition is widely used in many 
application areas such as secure financial transactions, 
national border control, driving licenses, credit card 
authentication, internet security, computer login, room 
access control, ticketless travel, cell phone and other 
wireless-device-based authentication. As it doesn’t 
need too much difficult for data acquisition like retina 
and input iris image is easy to capture, iris recognition 
is easy to implement than other biometrics.  

The performance of an iris recognition system 
mainly depends on the quality of iris images captured. 
Iris images are captured usually under constrained or 

less constrained environment. Iris images captured in 
constrained environment are clear since they have 
proper illumination and they are taken from less than 
one-meter distance from camera. Iris images captured 
in less constrained environment are affected by 
various kind of noise such as illumination, iris 
occlusion by eyelash or eyelid, and specular reflection. 
The performance of  an iris recognition system 
degrades due to the presence of the noise in the input 
image.  

The possible solution to this performance 
degradation is to detect the eye region before 
proceeding other steps as segmentation, normalization, 
encoding and matching. In this research, we introduce 
eye region detection step before iris segmentation. Iris 
segmentation finds the best eye candidate and 
segments the iris region. If the eye region is detected 
firstly and giving this eye region as input, it doesn’t 
need to search the eye region all over the face for 
segment and it is less possibility to wrongly segment 
other organs or glasses as the iris for noisy images. So, 
the segmentation accuracy can be improved by giving 
the accurate eye region.   

 There are several methods for eye region 
detection such as eigenspace [1] method, template 
matching [2, 3] and hough-transfom [4] method. We 
propose a new eye region detection method using 
likelihood combination for iris authentication. In our 
proposed method, likelihoods are created by feature 
points detected by AKAZE [5] feature matching and 
template matching using a number of templates 
respectively. As AKAZE feature matching and 
template matching methods have different 
characteristics, eye regions are able to detect more 
accurately by combining these two methods. 
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2. Eye Region Detection for Iris Authentication 
 
2.1 Iris authentication 
 

A general iris recognition system consists of five 
main steps as image acquisition, iris segmentation, 
image normalization, feature encoding and matching. 
In the image acquisition step, an iris image is captured 
using cameras or other sensors with high resolution. 
The iris segmentation step isolates the iris and pupil 
region with two circles. The image normalization step 
transforms the segmented iris region into size invariant 
fixed dimension. In the feature encoding step, the 
features are extracted from the normalized iris image. 
The matching step performs some distance calculation 
between two iris templates. 

Among the five main steps, iris segmentation is 
an important step for iris recognition system’s 
performance. Iris segmentation is generally 
identifying the ellipses corresponding to the iris and 
pupil, and detecting the region between these ellipses 
that are not occluded by eyelashes, eyelids and 
specular reflection. 

Daugman’s Integro-differential operator [6] is 
one of the most classical algorithms for iris 
segmentation under near infrared (NIR) illumination. 
The circle of iris is located based on the maximum 
response of an Integro-differential operator. This 
traditional approach cannot perform well under less 
constrained environments where quality of images 
drops [7]. In Tan’s proposed method [8], a clustering 
based coarse localization scheme is firstly performed 
and uses an improved integro-differential operator to 
locate the iris and pupil circle coarsely. Since it relies 
highly on the coarse clustering result, the final 
accuracy will be heavily affected if the first step is not 
accurate. In [9], the segmentation is performed based 
on the color features that measure the possibility of 
sclera and iris region, and pupil pixels are classified 
using neural network. Since color features are not 
stable for images taken under less constrained 
environment, it will lead to low reliability. In an 
approach by [10], a Gaussian Mixture Model (GMM) 
is used to model the probabilistic distributions of both 
valid and invalid regions on iris images. Although it 
has shown very high segmentation accuracy and 
reliability, localization of iris and pupil circles is 
performed manually. 

John Daugman[6] developed an iris recognition 
system under constraint environment in 1993 and the 
recognition accuracy was about 100%. Although great 
progress has been achieved, there are some problems 
until now to be solved. These problems in iris 
recognition are due to the presence of noise in input 
images such as lighting condition, specular reflection, 
pupil size variation and shadows. The earliest works 
on iris recognition use iris images taken from a short 
distance.  

2.2 OSIRIS (Open Source Iris Recognition 
System) 
 

As an example of iris authentication systems, we 
describe the procedure of OSIRIS [11] in more detail. 
In OSIRIS, eye images are given and four major stages 
are performed to identify person using iris. 

 The segmentation stage aims at finding accurate 
contours of iris, that is inner boundary (pupil/iris) and 
outer boundary (iris/sclera). The pupil is localized by 
two criteria. These two criteria are “pupil is the disk 
shape black area” and “iris has circular edge contours”. 
The first criterion corresponds to finding the minimum 
value in the image filtered by a disk shaped kernel of 
size r-by-r by summing all the pixels in a disk-shaped 
mask. A normalization is applied in order to range the 
resulting values between 0 and 1, and the result is 
inverted so that 0 corresponds to a good pupil 
candidate, and 1 to a bad pupil candidate. The second 
criterion is achieved by four main steps. (1)  
Horizontal and vertical gradient maps of the image are 
computed using the Sobel operator and (2) two ring-
shaped gradient kernels of size r-by-r is built (3) 
Filtering each map by each kernel respectively and (4) 
find the location of the maximum values in the sum of 
both filtering. This second criterion leads to values 
between 0 (bad pupil candidate) and 1 (good pupil 
candidate). These two values are added and the 
position which has the maximum value is found as the 
pupil center.  

In the normalization stage, Daugman’s rubber-
sheet model [6] is used. It transforms the area of the 
iris delimited by the two iris and pupil contours into a 
scale-invariant and pupil dilation invariant band. 

In the encoding stage, features such as iris 
textures are extracted by a bank of the Gabor filters 
which is customizable in orientation and resolution. 
The normalized image is filtered by each Gabor filter 
which has two independent real filters, real part and 
imaginary part, and the result is thresholded relative to 
zero in order to form binary images. So, the result of 
each pixel for Gabor filter is encoded on two bits (real 
part and imaginary part as positive and negative). The 
whole binary images are saved as the iris code, even if 
not all the pixels will be considered during the 
matching. 

In the matching stage, two eyes are compared 
using the Hamming distance between their iris codes. 
The pixels which are needed to be considered during 
the matching are indicated by the matrix of application 
points. Firstly, a total mask is built to ignore noisy 
pixel, that is the result of logical and between the 
matrix of application points and the masks. Then 
logical xor between both iris codes is computed for the 
application points that are not masked. 

One of the most common characteristic for 
images taken under less constraint environments are 
noisy and not clear due to the reflection and 
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illumination. The traditional methods like circular 
hough transform, integro-differential operator cannot 
work well because of these factors. OSIRIS also 
cannot accurately segment iris regions for those 
images because all above methods require clear 
images that have least interfere with noise. So, the eye 
region is firstly detected and giving a detected eye 
image as input image for OSIRIS can get better results 
than simple face input images. 

 
2.3 Eye region detection 
 

We introduce a new eye region detection method 
for iris authentication. As the segmentation stage of 
OSIRIS depends on the pupil center and coarse 
contours, it is possible to cause error if it detects the 
location of pupil center wrongly. So, we add an eye 
region detection stage before segmentation. The 
segmentation methods generally find one best iris 
candidate and segment the iris region. Thus, giving an 
eye region image as input can improve the 
segmentation accuracy as it doesn’t need to search all 
other organs on the face. 

Zhu et al. [12] broadly classified existing eye 
detection methods into two categories: the active 
infrared (IR)-based approaches and the traditional 
image-based passive approaches. In the active 
infrared-based approaches, the eye regions are 
effectively detected and tracked by utilizing the 
principle of red-eye effect in flash photograph with 
special IR illuminator for image acquisition. Although 
it is relatively simple and effective, it requires a stable 
lighting condition and a camera close to the subject. 

 The image-based passive approaches such as 
eigenspace [1] method, template matching [2, 3], and 
hough-transfom [4] method utilizes specific properties 
of eye such as intensity and shape. Pentland et al. [1] 
proposed an eigenspace method for eye and face 
detection. Eigenspace method requires a training data 
set for various appearance, orientation and 
illumination to perform well. As an example, if we 
want to detect the eye of a person who wear eyeglasses, 
we have to train with eyeglasses images. The template 
matching method compares the given template image 
with an input image and finds the most similar sub-
region in the input image. It cannot work well on 
images in rotation and illumination. So, multiple 
templates are used to find the eye region. The hough 
transform method is based on the shape of iris and is 
often applied to binary edge maps. The drawback of 
this approach is that the performance depends on 
threshold values used for binary conversion.  

 
3. Eye Region Detection by Likelihood 
Combination 
 

In our proposed method, likelihood combination 
is applied to detect an eye region from a given input 

face image. For each image, feature points from the 
half face image are extracted by AKAZE [5] feature 
matching and likelihood is created using these feature 
points. At the same time, the matched points are 
extracted by template matching from the same half 
face image and likelihood is created using these 
matched points. Each likelihood from AKAZE and 
template matching are combined and the location of 
eye is determined. 

AKAZE feature matching and template matching 
tend to find different position on the face image. 
AKAZE feature matching tends to find feature points 
on nostrils, nose pad and pad arm of eyeglasses, near 
lip line and iris, while template matching tends to find 
matching points on the forehead, nose, near rim of 
eyeglasses, eyebrows and iris. So, these two methods 
are incorporated to get better performance for eye 
region detection. 

We introduce likelihood images to determine the 
location of eye region. The pixel value of the 
likelihood image indicates the likelihood at that 
position. The highest pixel value in the likelihood 
image means the region of eye exists in that location. 
For most images, these two methods can locate the 
actual eye position as the first or the second peak in 
the likelihood images. Even when both likelihood 
images from these two methods indicate the actual eye 
as the second peak, combining these two second 
highest peaks can be the highest peak in the combined 
likelihood image. Thus, the combined likelihood peak 
can indicate the accurate eye location. Based on the 
highest peak location of the combined likelihood 
image, the input face image is cut only around the eye 
area to be processed in OSIRIS. 

 
3.1 Likelihood creation by AKAZE feature 
matching 
 

In this research, we apply AKAZE [5] feature 
matching to create likelihood image. AKAZE 
(Accelerated-KAZE) is an improved version of KAZE 
[13] feature detection algorithm. AKAZE feature 
detection contains three major stages: building non-
linear scale space, feature detection and binary 
descriptor generation. Firstly, fast explicit 
diffusion(FED) scheme is used to build non-linear 
scale space to detect and describe features. The key 
points are located in the second stage. The determinant 
of the normalized Hessian matrix for each of the 
filtered images is computed in the nonlinear scale 
space, and the local maxima at each sublevel are 
picked out as candidate key points. In the third stage, 
AKAZE introduces a modified-local difference binary 
(M-LDB) descriptor that exploits gradient and 
intensity information from the nonlinear scale space. 
M-LDB estimates the main orientation of the key 
points based on the histogram. The grid of LDB is 
rotated according to the direction of the key point. 
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Finally, the binary descriptors are generated through 
comparison among the grids. So, AKAZE features are 
highly robust to rotation and shows good performance 
on low-texture objects and people. AKAZE feature 
matching is now popular in a wide range of 
applications in computer vision such as real time 
feature extraction for object recognition and 3D 
reconstruction. 

 An eye image is given as a sample image and a 
half face image is given as an input image to detect the 
eye region. AKAZE features are extracted from the 
input and sample image, and descriptors for each 
features are computed. The descriptors from each 
image are checked bi-directionally to extract 
correlated feature points. Brute force matching which 
compares a single feature in one image with all other 
feature descriptors in other image is used to find the 
corresponding features between each image and 
returns a pair of features with minimum difference. 
These final correlated features are used to create a 
likelihood image.  

An example of the matched feature points by 
AKAZE feature matching are shown in Fig. 1. The 
final correlated matched features are shown in Fig 2. 
Plural feature points are extracted as the matched 
feature points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Feature points detection by AKAZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 AKAZE matched         Fig. 3 The likelihood  
feature points                         image by AKAZE  

 
The feature points obtained from AKAZE feature 

matching are used to create the likelihood image. 
Based on the correlated feature points, the likelihood 
of eye is calculated at each position of the likelihood 
image. It is high possibility where many feature points 
exist is the location of the eye. In order to increase the 
likelihood of the eye location where many feature 
points exist, the likelihoods are calculated by voting 
around the feature points. To create a likelihood image, 
an image having the same size as the input image is 
prepared firstly, and the pixel values are initialized to 
0. The pixel value in the likelihood image is voted 
using the Gaussian distribution weight around feature 
points. Let F = {𝒇𝒇𝒊𝒊} be the set of matched feature 
points. For each feature point, we vote the value 
calculated by equation (1) to the neighbor pixels at 𝒙𝒙 
in the likelihood image. 

 
𝐿𝐿(𝒙𝒙) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒[(𝒙𝒙−𝒇𝒇𝒊𝒊)

2

2𝜎𝜎2 ]                                          (1) 
 
where σ is the standard deviation, 𝒇𝒇𝒊𝒊  is matched 
feature points and 𝒙𝒙  is the pixel coordinate 
respectively. After voting for all feature points, the 
image is normalized so that the maximum pixel value 
becomes 1. Then, the likelihood increases at positions 
where many feature points gather. An example 
likelihood image is shown in Fig.3, the white pixels 
show the higher likelihood of the eye location. The 
black spot within the white pixel region indicates the 
highest peak in the likelihood image. 

 
3.2 Likelihood creation by template matching 
 

In this research, we also use template matching to 
create likelihood image. Template matching is widely 
used in many computer vision and image processing 
applications. Template matching finds the sub-image 
from a target image which is most simular to the 
template image in an input image. In this research, 
template matching is used to find the location of eye 
region from a face image. The position of eye is 
determined by a pixel-wise comparison of the face 
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image with a given eye template image. The template 
is moved to x-direction for u times and y-direction for 
v times in a large input image and compared how 
similar the template and input images for each (u, v) 
position. 

The similarity value at each position is computed 
by Normalized Correlation Coefficient (Normalized 
Cross - Correlation) which is robust for lighting 
condition changes, as in equation (2).  

 
𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

= 
∑ (𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑡𝑡′)(𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑢𝑢, 𝑦𝑦 + 𝑣𝑣) − 𝑓𝑓′)𝑥𝑥,𝑦𝑦

√∑ (𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑡𝑡′)2 ∑ (𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑢𝑢, 𝑦𝑦 + 𝑣𝑣) − 𝑓𝑓′)2𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑥𝑥,𝑦𝑦

 

                 (2) 

𝑡𝑡′ =  ∑ 𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)/𝑘𝑘2
(𝑥𝑥,𝑦𝑦)

 
 
 

𝑓𝑓′ =  ∑ 𝑓𝑓(𝑢𝑢 + 𝑥𝑥, 𝑣𝑣 + 𝑦𝑦)/𝑘𝑘2
(𝒙𝒙,𝒚𝒚)

 
 
 

where 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) and 𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) are the pixel values at (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)in 
the input image and in the template image  respectively, 
and 𝑘𝑘2 is the size of template image. 𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)returns the 
maximum similarity value as ‘1’. Correlation is the 
measure of agreement between two corresponding 
pixel values of template and input images. The more 
correlated, the higher value will be. 
        The matched location of the eye template image 
is the position which has largest similarity value in the 
input image. A number of template images(𝑁𝑁𝑇𝑇)  are 
used to find the corresponding eye region for each face 
image, and only one matched point from each template 
image is extracted by template matching as shown in 
Fig 4. The number of matched key points is same as 
the number of template images. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Template                     Fig.5. The likelihood 
matching matched                  by template matching  
points 
                    

 

The likelihood image is created by all matched 
points in the same manner as AKAZE feature points. 
There is a high possibility where many matched points 
exist in the likelihood image is the location of our eye 
region. Fig.5 shows an example of likelihood image 
created by template matching matched points.  
 
3.3 Likelihood combination 
 

The likelihood images generated from AKAZE 
feature matching and template matching are simply 
added and a combined likelihood image is obtained. 
The combined likelihood image is normalized so that 
the maximum pixel value will be 1. The advantage of 
adding likelihoods is that the sum of two second peaks 
can generate the highest peak in the combined 
likelihood image. 

Fig. 6 shows an example result of combined 
likelihood image.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) AKAZE           (b) Template           (c) Combined 
                                     matching  
 

Fig. 6 Likelihood images 
 
3.4 Cutting eye region image 
 

The eye region is cut based on the maximum 
location in the combined likelihood image. The 
maximum location is set as the center point and a 
rectangle area of the fixed size (r) is cut as the eye 
region. We assume iris size is almost same in the given 
input images. A sample cut image is shown in Fig. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Cut image from likelihood combination 
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4. EXPERIMENTAL RESULTS 
 
4.1 Eye region detection results 
 

The performance of the proposed approach has 
been evaluated on the public data set of CASIA-v4-
Distance [14]. The images have lower quality as they 
are captured at about 3-meters distance under NIR 
wavelength.  There are 2567 face images of 142 
persons that are not rotated and iris size is almost the 
same for all images. Eye glasses, specular reflection 
on the eye glasses, and blurred images are included in 
these face images. As the left and right irises are not 
the same for each person, the face images are cut into 
left and right images before testing with OSIRIS. For 
these 2567 left and 2567 right images, the eye image 
including the iris region are detected and cut by our 
proposed method and used as input images for OSIRIS. 

For AKAZE feature matching, one eye image 
from 2567 left and 2567 right images respectively is 
selected randomly as a sample image. For template 
matching, 𝑁𝑁𝑇𝑇 =40 eye images for left and 𝑁𝑁𝑇𝑇 =30 
images for right are chosen as template images. Some 
blurred images are chosen as template images. For 
likelihood creation, the value of σ is set σ = 200 in 
Gaussian distribution function to vote each position in 
the likelihood image. The eye regions are cut into the 
size r = 400. The result for detected eye region images 
are counted manually as correct if the iris region is 
fully included in the cut image and as wrong if any part 
of iris region is not included in the cut image. 
        Table 1 and Fig.8 show eye region detection 
results by OSIRIS, AKAZE, template matching and 
likelihood combination methods. Although original 
OSIRIS doesn’t detect eye region, to be more 
prominent we calculate the eye region detection for 
OSIRIS. As OSIRIS firstly locate pupil area to 
segment the iris region, we check manually whether 
the detected pupil circle is within the eye region which 
is the same size of the eye region cut by other methods. 
If the pupil circle is within the size of eye region, it is 
noted as correct one and otherwise as wrong one.  
         AKAZE can detect eye region for blurred images 
and for some images with pupil is dilated or 

constricted due to lighting condition. Template 
matching can detect eye region for images with normal 
pupil and iris sizes and clear images. But both methods 
cannot work well for images with severe illumination 
caused by specular reflection especially on the eye 
surface. OSIRIS can work for clear images and it 
cannot work well for blurred images and images with 
noise such as illumination. Likelihood combination 
can detect eye region more correctly than other two 
methods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fig. 8. Correct eye region detection results 
 

 
 
 

Table 1. Eye region detection results by OSIRIS, 
AKAZE, template matching and likelihood 
combination. 

 
 Correct 

OSIRIS only 
 

4867(94.7%) 

AKAZE  4991(97.2%) 

Template  4939(96.2%) 

Combined 5054(98.4%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Location of key points at different 
regions detected by AKAZE and 
template matching 

 
Regions AKAZE 

feature 
points 

Template 
matched 
points 

Near rim - 3 

Nose pad 4 - 

Pad arm 5 - 

Nostril 4 - 

Nose - 12 

Vertical lip 
lines 

6 - 

Eyebrows - 4 

Forehead - 13 

Eyeglasses - 3 

Iris 13 5 

Total 31 40 
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The proposed likelihood combination method 
outperforms AKAZE and template matching methods.  
It is because each method finds the different locations 
of matched points. As an example, a half face image is 
given as an input image and the eye region is detected 
by AKAZE and template matching. The detected 
feature points by each method are shown in Table 2. 
We can see that the feature points detected by AKAZE 
and template matching are located at different 
positions. Therefore, the combined likelihood can 
generate the correct eye location since matched feature 
points locations from AKAZE and template matching 
are same in iris. So, likelihood combination can output 
the accurate eye region for regions that are not 
detected accurately by each method. An example 
likelihood combination and cut image is shown in Fig. 
9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (a) AKAZE           (b) Template          (c) Combined 
            matching 

Fig. 9. Feature points and likelihood images 
 
4.2 Iris segmentation result 

 
Next, we continue iris segmentation for half face 

images and eye region images detected by likelihood 
combination. Table 3 shows the manually checked iris 
segmentation results for detected eye images by 
likelihood combination, and iris segmentation by 
OSIRIS.  

The segmented iris images are regarded as 
correct if the iris and pupil are accurately segmented 

as two circles; the inner circle between pupil and iris 
contour and the outer circle between iris and sclera 
contour. If the segmented iris circle contains 
inaccurate iris contour or a little bigger circle contour 
than normal iris contours and the pupil contour circle 
is segmented inaccurately, it is regarded as wrong. 
Giving images cut by likelihood combination as input 
to OSIRIS can get better segmentation results than 
simple face input images as it can avoid to segment 
wrongly other portions on the face. 

 
4.3 Iris authentication result 

 
We conduct an iris authentication experiment and 

calculate the overall accuracy for OSIRIS only and 
giving eye region detected by likelihood combination 
method for OSIRIS. Firstly, 2567 face images are cut 
into two half faces in order to detect left and right eyes 
respectively. After that, a half face image is given as 
an input image and cut eye region by likelihood 
combination. All input images are segmented, 
normalized, encoded at first and then matched the iris 
codes in matching stage in OSIRIS. We check the 
correct count by preparing query and gallery images. 
We choose correctly segmented four images by both 
methods for one person as gallery images (568 
images) that are not taken as query images when 
matching. Other images that are not used as gallery 
images are set as query images. The minimum 
hamming distance is calculated in the OSIRIS 
matching stage from all query left and right images. If 
the minimum distance from the same person’s eye 
image is found, it is regarded as correct, else it is 
wrong. We take only query images correct count for 
calculation of overall accuracy, not take for gallery 
images. The overall system accuracy is calculated as 
the fraction of the number of correct images divided 
by total number of query images shown in equation (3). 

 
Overall accuracy = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖     (3) 
 
Table 4. Shows the authentication results for 

OSIRIS for giving a full half face image and giving an 
eye region image cut by likelihood combination. 
Giving an eye region image as an input have better 
performance than giving a half face input image. 
Therefore, eye region detection is important for iris 
authentication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3. Iris segmentation results 
 

 Correct 

OSIRIS  
 

4389(85.5%) 

Combined  4502(87.7%) 

 

Table 4. Iris authentication results 
 

 Correct 

OSIRIS 3098(77.9%) 

Combined 3189(80.2%) 
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4.4 Discussion 
 

Table 5 shows the iris authentication results for 
correctly detected images by both OSIRIS and 
likelihood combination methods. Both methods show 
almost same performance in this case. 

Fig.10 shows the authentication results for 
images wrongly detected by OSIRS. Out of 247 
images wrongly detected by OSIRIS images, 
likelihood combination method can detect correct eye 
region for 195 images (78.9%) and segment iris area 
for 88 images (35.6%) and authenticate 83 images 
(32.8%) correctly. So, our proposed method can detect 
eye region very well for images that include noises. In 
such a way, detection of eye region before iris 
segmentation can avoid wrongly segmentation on 
other organs of the face. Furthermore, once we can 
segment iris correctly, the authentication results are 
very well (83/88= 94.3%). However, iris segmentation 
result by OSIRIS is not so good. If we can segment all 
detected images accurately, the performance of the 
system will be higher. The improvement of iris 
segmentation method is left as a future work.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Iris authentication results for images wrongly 
detected by OSIRIS 

 
5. CONCLUSION 
 

In this paper, we propose a likelihood 
combination method to detect an eye region from a 
face image acquired under less-constrained imaging 
environment. The proposed approach introduces two 
likelihoods, one for AKAZE feature matching and one 

for template matching, and these two likelihoods are 
combined. The maximum pixel value location is 
searched from the combined likelihood image and the 
eye region image is cut based on this highest location. 
Giving the cut eye image has greater possibility to 
correctly segment irises as it can avoid wrong 
segmentation on other organs from the face. So, 
detecting eye region before applying OSIRIS can 
enhance the accuracy of iris authentication on noisy 
images acquired under less-constrained environment 
and at-a-distance. The improvement of iris 
segmentation method itself is left as a future work. 
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コンピュータアニメーションの中割りアルゴリズムに関する一考察Ⅱ 

坂本 眞人 a)・黒木 脩平 b) 

 
A Study on Inbetweening Algorithm for Computer Animation Ⅱ 

Makoto SAKAMOTO, Shuhei KUROKI 

Abstract 

Computer animation is now applied widely in the entertainment, and is also being used in education, industry, scientific research, 
and so on. By the way, it is important for animation to think about shape, color, position, structure, quality, and so on. Especially, it is 
of very importance to outline an object. However, the animator must draw a lot of frames of the object and spend much time and 
labor, so computerized inbetweening methods for animation have been proposed. Above all, the Miura inbetweening algorithm is 
very famous, but this algorithm has a problem which appropriate frames are not produced from two keyframes in the case of reducing 
data. In this paper, we propose a revised algorithm in order to improve such a weak point, especially rotation part. The algorithm is 
implemented in Java on a personal computer. 

Keywords: algorithm, computer animation, inbetweening, Java, keyframe, moving point 
 

1．はじめに 

近年における日本のアニメ市場規模は年々大きくなっており、

2015年には初めてアニメ市場全体で約2兆円に達している 1)。主

な要因として深夜アニメ数の増加や劇場アニメの好調、アニメの

グッズや関連商品の売り上げ、海外売り上げが大きく伸長したこ

とが挙げられる。中でも深夜アニメは地方を舞台とする作品も多

く、「聖地巡礼」と呼ばれるアニメのファンがアニメの舞台にな

った場所に訪れることにより、地方の観光や経済にも良い影響を

与えている 2)。 

しかし、アニメ市場が好調で成長を続けているのに対し、実際

にアニメを制作するアニメーション制作者の実態はあまり良い

とは言えない。アニメーション制作者の1日あたりの平均作業時

間は約 11時間、年収は約 333万円となっていて、労働時間は長

く、年収も日本の民間事業所に勤務している給与所得者の平均を

下回っている 3)。原因として、劇場アニメに比べて深夜アニメな

どに割り当てられる資金は少ないこと、またアニメ業界の競争が

年々大きくなっており、アニメ制作会社は少ない資金で多くの数

のアニメを作らなければならないことが挙げられる。さらにはア

ニメの作画のクオリティも求められているので、作業時間も長く

なってしまう。 

 
a) 工学教育研究部 情報システム工学科 准教授 
b) 情報システム工学科 学部４年生 

そこで、アニメ制作において最も時間のかかる中割りの工程を

コンピュータにより支援する中割り法の研究を行った。今回の

研究では代表的な中割りのアルゴリズムであるMiuraのアルゴ

リズムをもとに作成されたアルゴリズムを修正、改良した。修

正前と修正後のアルゴリズムに対し様々な画像データの中割り

を行い、結果を比較して修正後の中割りアルゴリズムの有効性

を調べた。また、なめらかな中間画像を生成する方法を考察し

た 4-7)。 

 

2．中割り法 

 従来の手書きアニメーションにおける中割り法

（inbetweening)としては、大量の絵を多人数の協同作業者が描

く“キーフレーム法”が採用されてきた。すなわち、アニメーシ

ョンの流れの中で特に重要な絵を１人の“キーアニメーター”が

描き、これらの絵を参考にしながら中間の多数の絵を複数の“補

助アニメーター”が描き、全体を統合して１本のアニメーション

を効果的に完成していく。キーアニメーターの描く絵を、“キー

フレーム（key frame)”と呼ぶ。図１にキーフレームアニメーシ

ョン制作の概略を示す。 
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図1：キーフレームアニメーションの概略図 7)． 

 

 中割り作業は経験を必要とする作業である。キーアニメーター

の描いた絵から指示に沿って多数の絵を描いていくが、なめらか

な動きやキャラクターの表情を描くのには様々な技術が要求さ

れるため時間と多数の補助アニメーターが必要になっていた。し

かし、コンピュータを用いた中割り法が実用段階に達してきた。

いわゆるコンピュータキーフレーム法の登場である。キーフレー

ムは時間軸に沿って並べられ、その間のフレームはソフトウェア

によって自動補間される。アニメーターは生成された各フレーム

を編集し、細かい部分を調整していく。 

 コンピュータを使ったキーフレーム法には以下のように利点

がある。 

 中間画像の自動生成と高速モニタリングが可能になる。 

 コンピュータを用いて制作したフレーム画像は中割りの次

の処理の彩色が容易になる。 

 精密な動きを表現できる。 

 三次元的な動きの表現が可能になる。 

 

3. アルゴリズム 

3.1. 中割りアルゴリズムについて 

 

 
図2：中割りアルゴリズム 8)． 

 

図2における端点D,Eについて、以下の式(1)で計算する。 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = (1 − 𝑡𝑡)𝑥𝑥0 + 𝑡𝑡𝑥𝑥1 

         yt = (1− 𝑡𝑡)𝑦𝑦0 + 𝑡𝑡𝑦𝑦1    (1) 
次にKF0を基準と考え、AD、ABを二辺とする平行四辺形を考える。

これによって得られる第 4点をT0(𝑥𝑥𝑇𝑇0,𝑦𝑦𝑇𝑇0)とする。また、CB、

CEを二辺とし同様にB0(𝑥𝑥𝐵𝐵0,𝑦𝑦𝐵𝐵0)を求める。この2点を用いて次

式よりM0(𝑥𝑥𝑀𝑀0,𝑦𝑦𝑀𝑀0) を求める。 

xM0 = (1− K0)xT0 + K0𝑥𝑥𝐵𝐵0  

  yM0 = (1− K0)yT0 + 𝐾𝐾0𝑦𝑦𝐵𝐵0  (2) 

ただし、 K0 =
√(𝑥𝑥𝑢𝑢0−𝑥𝑥10)2+(𝑦𝑦𝑢𝑢0−𝑦𝑦10)2

√(𝑥𝑥00−𝑥𝑥10)2+(𝑦𝑦00−𝑦𝑦10)2
 

次にKF1基準とし、同様にDF、FGよりT1(𝑥𝑥𝑇𝑇1,𝑦𝑦𝑇𝑇1)を、GH、HE

よりB1(𝑥𝑥𝐵𝐵1,𝑦𝑦𝐵𝐵1)を求め、式（3）より、M1(𝑥𝑥𝑀𝑀1,𝑦𝑦𝑀𝑀1)を求め
る。 

xM1 = (1 − K1)xT1 + 𝐾𝐾1𝑥𝑥𝐵𝐵1  

    yM1 = (1 − 𝐾𝐾1)𝑦𝑦𝑇𝑇1 + 𝐾𝐾1𝑦𝑦𝐵𝐵1  (3) 

 ただし、K1 = √(𝑥𝑥𝑢𝑢1−𝑥𝑥11)2+(𝑦𝑦𝑢𝑢1−𝑦𝑦11)2

√(𝑥𝑥01−𝑥𝑥11)2+(𝑦𝑦01−𝑦𝑦11)2
 

式（2）、（3）より求めたM0、M1より中間画像の座標M(xM, yM)
を式（4）より求める。 

xM = (1 − 𝐿𝐿)𝑥𝑥𝑀𝑀0 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑀𝑀1 

     yM = (1 − L)yM0 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑀𝑀1  (4) 

 ただし、L =
√(𝑥𝑥1𝑡𝑡−𝑥𝑥10)

2+(𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑦𝑦10)
2

√(𝑥𝑥11−𝑥𝑥10)2+(𝑦𝑦11−𝑦𝑦10)2
 

式（4）を用いて、時間パラメータｔを一定にしたときの座標Mを

直線で接続することにより、時間ｔにおける中間画像が得られる。

ここで、実際のLの値は、ｔの値と等しくなる。 

ところで、KF0、KF1において極端に関連がない場合、中間画
像が歪んでしまう。そこで、KF0自身に位置パラメータと回転
パラメータθを入力することにより並進及び回転を施し、最後

の画像KF1に幅を持たす工夫をした。 

まず、KF0とKF1の2つの画像データより前述のアルゴリズム

から中間画像を求め、座標を𝑀𝑀𝑝𝑝0(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0)とする。そして式(5)

より時間ｔにおいてθtだけ回転した座標𝑀𝑀𝑝𝑝1(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1)が得られ
る。 

𝑥𝑥1 =  𝑥𝑥0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡 

      𝑦𝑦1 =  −𝑥𝑥0 sin𝑐𝑐𝑡𝑡  +  𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡  (5) 
本研究では先行研究の中割りアルゴリズムを元に(4)、(5)の

式を実装した 9)。 

 
3.2. 今回の研究 

 本研究で修正した中割りアルゴリズムの有効性を確かめるた

めに、修正前の中割りアルゴリズムと比較しながらいくつかの画

像データの中間画像を生成する。先行研究より、この中割りアル

ゴリズムは拡大縮小、平行移動、変形の中割りはなめらかな中間

画像が生成できたが、回転を含む画像の中割りになると中間画像

が歪んでしまうことが確認されているので、今回は回転を含む

様々な画像の中割りに絞ってシミュレーションを行う。 
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 回転を含む画像として、 

 画像の一部分を回転させたとき 

 画像全体を回転させたとき 

この2パターンについてシミュレーションを行い、なめらかな中

間画像が生成できる方法の考察、アルゴリズムの修正を行ってい

きたい。 

 
4. シミュレーション結果 

 修正前と修正後のアルゴリズムを比較しながらシミュレーシ

ョン結果の一部の中間画像(図 3～図 8)を表示する。今回使用し

た言語はJavaである。 

 

 足を90度曲げるアニメーション(節点数13) 

 

図3：足(90度)修正前． 

 

 
図4：足(90度)修正後． 

 

 手を90度曲げるアニメーション(節点数38) 

 

 
図5：手(90度)修正前． 

 

 

 
図6：手(90度)修正後． 

 
 長方形の90度の回転アニメーション 

 
図7：長方形(90度)、節点数7． 

 
図8：長方形(90度)、節点数31． 

 
5. 考察と今後の課題 

 生成した中間画像の結果から、修正後の中割りアルゴリズムの

方がなめらかな中割りができることが確認できた。特に図 3～6

のように腕や足のアニメーションについては、回転の途中で線が

交差して歪んでしまい幅が小さくなっていたのが改善された。手

のような細かい部分もきれいに中割りできている。 

 次に、図 7、8のように同じ画像で修正後アルゴリズムを使用

して節点数を増やしてシミュレーションしたところ、よりなめら

かな中間画像が生成できた。2枚の画像間での変化が大きい部分、 

特に注目して中割りを行いたい部分には節点数を増やすことに

よってなめらかな中間画像が生成できることが分かった。 

 また、今回のシミュレーションで画像の中の端点に当たる始点

と終点の部分が歪んでしまうことが確認できた。これは中間画像

を求める計算上、端点として始点と終点を先に計算しているため

に歪みが発生していた。そこで始点と終点を再度設定することで

歪みを小さくすることができた。 

 今後の課題として、生成された中間画像のサイズが小さくなっ

てしまう場合があると確認できたのでその点について改善が必

要である。 

 また、本研究では2次元の回転の中間画像を生成について研究

したが、今後の課題として奥行きを考慮した3次元の動きや回転
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についての検証が必要になる。 

 
6. おわりに 

 本研究では、アニメ制作において最も時間のかかる中割りの工

程をコンピュータにより支援する中割り法を用いた中間画像生

成について行った。先行研究で作成されたアルゴリズムではでき

なかった画像の回転を含む動きの中割りについて検証とアルゴ

リズムの修正を行い、修正前よりなめらかな中間画像を生成する

ことができたが、まだまだ2次元、3次元の動きや回転について

の研究が必要になる 10)。 
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UMLとソースコードの間でトレーサビリティを 
リアルタイムに維持するツール RETUSSの現状と課題 

 
森 敬介 a)・片山 徹郎 b)

 
Current Status and Issues of RETUSS to Ensure Traceability 

between UML and Java Source Code in Real Time 
 

Keisuke MORI, Tetsuro KATAYAMA 
 

Abstract 
 

    It’s increasing the importance of software in society, and it’s becoming more important to secure the quality of 
software. Ensuring of the traceability of deliverables is one of effective methods to secure the quality of software. It 
can verify that the requirements are reflected in the programs, and close the gap between the documents and the 
source code. But it has two problems: taking labor and time, and causing mistakes by human handling. This paper 
has implemented RETUSS (Real-time Ensure Traceability between UML and Source-code System) in order to solve 
the above two problems. RETUSS can ensure the traceability between Class diagram in UML and Java source code 
in real time. 

 
Keywords:  Software Quality, Traceability, UML, Java 

 

 はじめに

社会におけるソフトウェアの重要性はますます高まっ

ており、システム、およびソフトウェアの品質確保がより

重要視されてきている。ソフトウェアの品質確保のための

方法の 1つに、成果物のトレーサビリティの維持が存在す
る 1)。トレーサビリティの維持により、要求がプログラム

へと反映されていることの検証、要求変更による影響範囲

の特定、ドキュメントとソースコードのズレの解消などが

可能になる。しかし、成果物のトレーサビリティの維持に

は、以下の 2つの課題が存在する。 
 
 成果物の一部の変更によって、他の関連している

成果物も同じように変更する必要があり、手間と

時間がかかること 
 人手に起因するトレーサビリティの維持にはミス

の入り込む余地があり、トレーサビリティを維持

できなくなる恐れがあること 
 
そこで本研究では、上記 2つの課題の解決を目的として、

UML とソースコード間のトレーサビリティをリアルタイ
ムに維持するツール RETUSS (Real-time Ensure Traceability 
between UML and Source-code System) の試作を行う。
RETUSSは、トレーサビリティの維持を自動化することで、 

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准教授

手間と時間を削減でき、人手に起因するミスを除去できる。 
なお、UML (Unified Modeling Language)2, 3)とは、ソフト

ウェアの設計とパターンを表現するための視覚的な言語

であり、要求仕様書やシステム設計書などに用いられてい

る 4)。RETUSSでは、複数存在する UMLダイアグラムの
うち、システムの静的な構造を表す重要なダイアグラムで

ある、クラス図を対象とする。また、ソースコードは Java
言語を対象とする。 
 

 の外観と機能

本研究で試作したツール RETUSS の外観を、図 1 に示
す。RETUSSは、メニューバー、ファイル一覧エリア、描
画アイテム選択エリア、UML 記述エリア、ソースコード
記述エリアからなる。

また、本研究で試作した RETUSS は、以下の 3 つの機
能を持つ。

 javaファイルの展開
 クラス図の記述

 Javaソースコードの記述

以降、各機能についてそれぞれ説明する。
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ファイルの展開 

ユーザがメニューバーの「ファイル」メニューアイテム

の「Java」メニューを選択し、「java ファイルを開く」メ
ニューアイテムを選択すると、ファイルオープンダイアロ

グを表示する。ファイルオープンダイアログから任意の

ファイルを指定すると、そのファイル内のテキストデータ

をソースコード記述エリアに表示する。

「javaファイルの展開」機能を用いると、ソースコード
記述エリアにファイル内のテキストデータを表示する。そ

して、テキストデータを解析し、ファイル一覧エリアに

ファイル名として、クラス名に文字列「.java」を後ろに追
加した文字列を表示し、UML 記述エリアにそのテキスト
データに対応するクラスを描画する。更に、Java ソース
コードにおける継承がテキストデータに含まれており、か

つ継承クラス名に該当するクラスがUML記述エリアに既
に描画済みの場合、その 2つのクラス間に汎化関係を描画
する。

クラス図の記述 

UML 記述エリアにおいて、ユーザはクラス図を記述で
きる。クラス図を記述すると、その内容に対応した Java
ソースコードをソースコード記述エリアにリアルタイム

で表示する。記述できる項目および機能を、以下に示す。

 クラスおよびノートの記述

 クラスおよびノートの移動

 クラスの名前およびノートの内容の変更

 クラスおよびノートの削除

 クラスの属性および操作の追加

 クラスの属性および操作の変更

 クラスの属性および操作の削除

 クラスの属性および操作の非表示

 クラス間のコンポジションおよび汎化の記述

図 の外観
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ソースコードの記述 

ソースコード記述エリアにおいて、ユーザは Java ソー
スコードを記述できる。Java ソースコードを記述すると、
その内容に対応したクラス図のクラスをUML記述エリア
にリアルタイムで描画する。

ソースコード記述エリアには、複数のクラスに対応した

Javaソースコードを表示する。1つのタブが 1つのクラス
に対応し、各タブのテキストエリアに、対応するクラスの

Javaソースコードを表示する。

 の実装

RETUSSの機能の一部である「クラス図の記述」機能の
実装、およびクラス図と Java ソースコードの対応につい
て説明する。

クラス図の記述 

「クラス図の記述」機能の実装について説明する。

 要素の描画

UML記述エリアをクリックすることで、クラスお
よびノートに相当するイメージを描画する。また、

描画済みの要素をドラッグすることで、その要素

を移動する。描画済みの要素を右クリックすると、

変更または削除を選択するメニューを表示する。

 クラスの属性および操作の描画

UML記述エリアに記述済みのクラスを右クリック
すると、属性および操作の追加、変更、削除、表

示を選択するメニューを表示する。追加メニュー

は、属性および操作を追加する。変更および削除

メニューは、クラスに追加済みの属性および操作

の一覧を表示し、選択した属性および操作を変更

または削除する。表示メニューは、クラスに追加

済みの属性および操作のチェックボックスメ

ニューの一覧を表示し、チェックを外した属性お

よび操作を非表示にする。

 クラス間のコンポジションおよび汎化の描画

UML記述エリアのクラスを2つ選択することで、そ
のクラス間のコンポジションまたは汎化を描画す

る。

クラス図と ソースコードの対応 

クラス図およびJavaソースコードにおける各項目の対
応関係を、表1に示す。
表1における各項目の対応関係の多くは、UML2.0の仕様

書2)で既に定義されている。定義されていない一部の対応

関係については、今回独自に定義している。

 適用例

本研究で試作したRETUSSの機能が正しく動作するこ
とを検証するために、RETUSS自体の構造の一部を用いた
クラス図を適用する。適用例を実行した際のRETUSSの画
面を図1に、クラス図とJavaソースコードとの対応を図2に、
それぞれ示す。

図2を見ると、UML記述エリアのクラス図とソースコー
ド記述エリアのJavaソースコード間のトレーサビリティ
を維持していることが確認できる。よって、RETUSSの機
能が正しく動作していることがわかる。

 の有用性の評価

本研究で試作した RETUSSの有用性を評価するため、
被験者を用いた実験を行う。実験方法として、トレーサビ

リティを維持している状態のクラス図とソースコードそ

れぞれの修正を、被験者が行う。クラス図と Javaソース
コードを修正する方法として、RETUSSを用いてクラス図
と Javaソースコードを修正するケース A. と、RETUSSを
用いずにクラス図と Javaソースコードを修正するケース
B. の、2つのケースを用意する。それぞれのケースにつ
いて、被験者が修正後のクラス図と Javaソースコード間
のトレーサビリティを維持した状態になるまでに要する

時間を測定し、比較する。それぞれのケースにおける、ク

ラス図とソースコード間のトレーサビリティ維持に、3人
の被験者が要した時間を、表 2に示す。

RETUSSを用いてクラス図および Javaソースコードの
修正に要した時間の平均は、106秒である。一方、RETUSS
を用いずにクラス図および Javaソースコードの修正に要
した時間の平均は、223秒である。つまり、RETUSSを用
いてクラス図および Javaソースコードを修正することで、
用いなかった場合と比べてトレーサビリティの維持にか

かる時間を、52.46%短縮できた。
また、RETUSSを用いないケース B. では、トレーサビ

リティの維持を人手で行ったため、修正途中に、クラスの

可視性と Javaソースコードのアクセス修飾子の不一致、
Javaソースコードのメソッドボディの中括弧の削除、など
のミスが発生した。一方、RETUSSを用いるケース A. で
は、トレーサビリティの維持を自動で行うため、上記のよ

うなミスは発生しなかった。

以上のことから、RETUSSを利用することによって、手
間と時間を削減でき、人手に起因するミスを無くすことが

できる。

 の課題

RETUSSの実装および考察を行った上で、明らかになっ
た課題を次に示す。
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 同じ属性および同じ操作に未対応

RETUSSは、UML記述エリアにおいて、同じ属性
および同じ操作に対応できない。これにより、同

じ属性および同じ操作が2つ表示されてしまうた
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、属性および操作を追加する際に、

既に追加済みの属性および操作を調べ、同じもの

が存在する場合は入力できないように実装しなけ

ればならない。

 Javaソースコードにおける一部の構文に未対応
RETUSSには、Javaソースコードにおける未対応の
構文が存在する。これにより、未対応の構文をク

ラス図に反映できず、トレーサビリティの維持が

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、RETUSSの解析結果
から未対応の構文内容を抽出し、クラス図との対

応規則を実装し、クラス図に反映しなければなら

ない。

 クラス図のクラスの属性および操作の一部の構文

に未対応

RETUSSには、クラス図のクラスの属性および操作
における未対応の構文が存在する。これにより、

未対応の構文をJavaソースコードに反映できず、
トレーサビリティの維持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、クラス図のクラスの属性および操作の

構文解析を行い、各項目を抽出してJavaソース
コードに反映しなければならない。

 クラス図の記述機能が一部未対応

RETUSSのUML記述エリアには、「関係を削除」
「関連端名の変更」など、未実装の機能が存在す

る。これにより、RETUSSのUML記述エリアにお
ける描画能力は十分であるとはいえないため、対

応する必要があると考える。

 おわりに

本研究では、トレーサビリティの維持における2つの課
題の解決を目的として、UMLとソースコード間のトレー
サビリティをリアルタイムに維持するツールRETUSSの
試作を行った。トレーサビリティの維持における2つの課
題を以下に示す。

 成果物の一部の変更によって、他の関連している

成果物も同じように変更する必要があり、手間と

時間がかかること

 人手によるトレーサビリティの維持にはミスの入

り込む余地があり、トレーサビリティを維持でき

なくなる恐れがあること

試作したRETUSSは、以下の3つの機能を持つ。

表 クラス図および ソースコードにおける各項目の対応関係
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 javaファイルの展開
 クラス図の記述

 Javaソースコードの記述

適用例として、本研究で試作したRETUSSに、RETUSS
自体の構造の一部を用いたクラス図を適用することで、

RETUSSが正しく動作することを確認できた。
更に、被験者を用いた実験として、修正後のクラス図と

ソースコード間のトレーサビリティの維持について2種類
のケースを用意し、それぞれのケースにおける、クラス図

とソースコード間のトレーサビリティを維持するまでに

かかる時間を計測し、比較した。クラス図とソースコード

間のトレーサビリティを維持するまでにかかる時間は、

RETUSSの機能を用いた場合、他の手段を用いた場合と比
べて、52.46%短縮できた。また、RETUSSを用いることに
より、トレーサビリティの維持を自動で行うため、人手に

起因するミスを無くすことができた。

以上のことから、本研究で試作したRETUSSは、トレー
サビリティの維持における2つの課題を解決でき、ひいて
は、ソフトウェアの品質確保の支援ができると考えられる。

今後の課題を以下に示す。

 同じ属性および同じ操作への対応

 Javaソースコードにおける未対応の構文への対応
 クラス図のクラスの属性および操作の未対応の構

文への対応

 クラス図の記述機能の拡張
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ランダムドットを用いた文字列CAPTCHAの提案

山場　久昭 a)・市元　祐弥 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

A Proposal of a Reading Text CAPTCHA

Using Random Dot Patterns

Hisaaki YAMABA, Yuya ICHIMOTO, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

According to the a growth of troubles caused by malicios programs called bots, CAPTCHA (Comletely
Automated Public Turing test to tell Coputers and Humans Apart) comes to be an important roll in the current
information society. CAPTCHA identifies bots from legitimate human users by requiring some questions that
are easy for humans to solve but difficult for bots. However, the progress of computing technology such
as OCR, bots come to be able to solve present CAPTCHAs. In order to outcome such troublesome bots,
more sophisticated CAPTCHA that equips high cognitive ability like human is desired. In this paper, we
propose a new CAPTCHA scheme that uses random dot patterns. Human can recognize a moving cluster
filled by random dot patterns from a background filled by random dot patterns; however, loses the cluster in
the background when the cluster pauses. Since image recognition by computer programs is usually carried
out frame by frame, it is hard for bots to recognize a moving cluster filled by random dot patterns from a
random dot pattern background. The proposed CAPTCHA requires users to answer a text that is filled by
a random dot pattern and moves on a background that is also filled by another random dot pattern. Several
experiments were carried out to confirm that the proposed CAPTCHA scheme has enough resistance against
bots attacks using representative image recognition methods. Other experiments were also carried out to
evaluate the usability of the proposed CAPTCHA scheme. The system usability scheme (SUS) was adopted
in the experiments. The results of the experiments showed that the CAPTCHA scheme is usable enouth and
has enoungh resistance against bots attacks.

Keywords: CAPTCHA, bot, random dot pattern

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

近年、ボットと呼ばれる自動プログラムを用いたウェブサー
ビスの不正利用が問題視されるようになってきている。これ
は例えば、無料メールサービスなどのWeb サービスにボット
と呼ばれる自動プログラムでアクセスさせ、用いてアカウン
トを大量取得した上で、それらを SPAM メールの送信に利用
する、というものである。
このような問題を防止するために、CAPTCHA (Completely

Automated Public Turing test to tell Computers and Hu-

mans Apart)と呼ばれる手法を活用して、人間とボットの識別
が図られている 1)。CAPTCHA はチャレンジ/レスポンス型
テストの一種であり、人間には容易に解答できるがコンピュー
タには判別が困難である問題を出題し、正解できた場合にそ
の回答者を人間である、と判断する。現在、Web サービスを
提供するサイトの多くが、マルウェアによる攻撃を防ぐ手段
として、文字列 CAPTCHA や画像 CAPTCHA （図 1）を
採用している。

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

しかし昨今、CAPTCHA をより高度化していくことが求め
られるようになってきている。というのも、近年の文字認識技術
や機械学習の発達により、現在の主流である文字列 CAPTCHA

や画像 CAPTCHA は、容易に突破されるようになってきて
いるからである。

高度化へのアプローチの一つが、人間の高度な認知能力を
必要とする CAPTCHA の導入である。高度な認知能力の模
倣は、マルウェアにとって攻略が困難な課題の一つであると
期待されており、近年提案される CAPTCHA には、このよ
うな高度な認知能力を利用するものが多くなっている。

そこで本論文では、人間の高度な認知能力を必要とする新た
な CAPTCHA 方式として、ランダムドットパターンを用い
た CAPTCHA を提案する。基本的には文字列 CAPTCHA

をベースとした動的な CATPCHA であるが、ランダムドッ
トパターンの背景の上を、やはりランダムドットパターンで
描かれた、移動する文字列を判読できるか否かによって、人
間かボットかを判断する。さらに、OCR 機能を備えたボット
の突破率を低下させるために、画像解析を阻害するような工
夫も追加している。具体的には、透過性を持ったた別のラン
ダムドットパターンを、背景・文字列上に表示することによっ
て、文字を抽出・判読されることへの耐性を高めている。
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図 1. 文字列 CAPTCHA(reCAPTCHA V1) と画像
CAPTCHA(reCAPTCHA V2) の例

2. 先行研究

2.1 文字列 CAPTCHA

文字列 CAPTCHA は現在最も広く利用されている
CAPTCHA である。良く知られた文字列 CAPTCHA とし
ては Gimpy2)、EZ-Gimpy2)、r-Gimpy3) などがある。これ
らは、アルファベットと数字をランダムに並べた文字列の画
像を歪ませて表示する。回答者は元の文字列を推定してテキ
ストボックスに入力し、その入力が正しければ回答者を人間
と判断する。
文字列 CAPTCHA の長所として、Web サイトに簡単に取

り入れることが可能である単純さと、総当たり攻撃に高い耐
性を持つことが挙げられる。短所としては、近年の OCR（光
学文字認識）技術の発達により、ボットが簡単に文字を認識で
きてしまう可能性が高くなってしまっていること挙げられる。

2.2 ランダムドットパターン
ランダムドットパターンとは、領域内を黒か白点で埋め尽

くしたものであり、黒・白いずれであるかは無作為に決めら
れている。
渡邊はランダムドットパターンの背景上を、別のランダム

ドットパターンの塊が移動する時には、人間がその輪郭を知
覚できるに対して、それが静止した時には識別できなくなる
ことを示している 4)。ゲシュタルト心理学における「共通運
命の法則」によれば、人間の脳には、同時に発生し、同じよ
うに変化している複数のものをひとまりに認識する機能が備
わっていることが知られている 5)。

2.3 SNOW NOISE CAPTCHA

SNOW NOISE CAPTCHA6) は、ランダムドットパター
ンを利用した CAPTCHAである。ランダムドットという「意
味をもたない情報の中から生成された意味」を利用する、と
いうアプローチに基づいた動画 CAPTCHA である。この
CAPTCHA では、ランダムドットパターンの背景の上で、や
はりランダムドットパターンが描かれた「正解パターン」を 1

フレーム毎に移動させながら表示する (図 2)。回答者はこの
動画の中で「正解パターン」の領域の座標を入力し、それが正
しい座標であれば人間とみなされる。人間であれば、複数の
ランダムドットを一つのまとまりとして認識可能であるので、
ランダムドットパターンの中から正解パターンを認識・選択

図 2. SNOW NOISE CAPTCHA のコンセプト図

図 3. 提案 CAPTCHA のコンセプト図

可能である。一方ボットは、1フレーム毎の静止画像から回答
を探すこととなり、正解パターンの発見は困難である。これ
を利用して人間とボットの区別が可能となる。
ただし、SNOW NOISE CAPTCHA では、正解パターン

の領域がウィンドウ中に必ず存在するため、総当たり攻撃を
受けると偶然突破されてしまう懸念がある。また、動画から
数フレームを抽出し、それらの差分を利用して正解パターン
の位置や形を把握する攻撃も考えられる。

3. 提案手法

3.1 目的と提案 CAPTCHA

本研究では、ランダムドットパターンの性質を活用し、プ
ログラムによる自動化攻撃に耐性のある CAPTCHA を提案
する。提案する CAPTCHA は文字列 CAPTCHAをベース
としたものであり、ランダムドットパターンの背景の上を、別
のランダムドットパターンで描かれた文字列を 1フレーム毎
に移動させながら表示する。この文字列を判読できるか否か
で回答者が人間かボットかを判断するものである。
図 3は、作成した CAPTCHA から 1フレームを抜き出し

たものである。表示される文字列は、図中のスタート位置か
らウィンドウ内に進入し、白線に沿って移動する（実際の画
面には、白線は表示されない）。この図では、現在位置として
示された位置に文字列が表示されているが、実際にランダム
ドットパターンで表示すると識別できないので、白抜きの文
字で表示している。

3.2 物体追跡技術への対処
提案する CAPTCHA を自動プログラムで解答する方法と

して、2フレームを抽出し、その差分を利用することで表示さ
れている文字列を発見する方法や、オプティカルフロー（図
4）と呼ばれる、画素単位の物体の動きをベクトルで表し、表
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図 4. オプティカルフローの例

図 5. オプティカルフローへの耐性検証

示される文字列の動きを追跡することで文字の形を抽出する
方法が考えられる。これらの方法により抽出した文字の形に
OCRを適用することで、自動プログラムによる文字の判読が
可能となる。
そこで提案手法では、まず、文字列だけでなく、背景も文

字列とは異なる方向に移動させることとした。なぜなら、ラ
ンダムドットパターンの背景上が静止しており、文字列だけ
を動いていると、フレームの差分を利用することによって、回
答すべき文字列が容易に判読可能となるからある。
次に、オプティカルフローを利用した攻撃への対策として、

背景と文字列の上に、透過度を持つランダムドット前景（透
過度 0.4）を 2枚表示し、文字列のランダムドットパターンの
動きをカモフラージュさせることにより、正解文字列の難読
化を図った。
妨害用の前景を加える前と加えた後の CAPTCHA に対し

て、実際にオプティカルフローを適用したものが図 5である。
図 5上段では前景を加えていないのでオプティカルフローに
よって文字の位置が分かってしまい、文字を判読されてしま
う可能性がある。一方、図 5下段では前景を加えたことによ
り、文字の位置が分からなくなっている。
以上の結果より、提案 CAPTCHA はオプティカルフロー

を用いた攻撃に対しての耐性が示された。

4. 評価実験

4.1 実験目的
今回は、提案 CAPTCHA が人間のユーザーにとって解答

可能なものであることの確認と、ユーザビリティ評価による
CATPCHA としての実用性について調べる。

図 6. レイヤー構造と各レイヤーでのランダムドットの動き

図 7. 認証手順のフローチャート

4.2 実験用システムの実装

提案 CAPTCHA のユーザビリティ評価のための実験環境
を JavaScript で実装した。背景や正解文字列を満たすランダ
ムドットパターンを構成するドットの色は、明色時 (R, G, B)

= (255, 255, 255)、暗色時 (R, G, B) = (0, 0, 0) の 2色のど
ちらかが無作為に選ばれる。実験環境では、提案 CAPTCHA

の実現に、HTML5 の canvas 要素を利用している。背景とな
るランダムドットのレイヤーを最背面として、正解文字列の
レイヤー、妨害用の透過したランダムドットのレイヤー 2枚
の計 4 枚を重ねて描画する (図 6)。また各レイヤーは、それ
ぞれ異なる方向に移動するようにした。

システムの動作の流れを図 7に示す。CAPTCHA プログ
ラムが動作を始めると、背景用のランダムドットパターン、表
示される文字列用のランダムドットパターン、妨害用の 2つ
のランダムドットパターンの計 4つが生成され、それぞれが
互いに異なる方向に移動しながら表示される。ランダムドッ
トパターンは、毎回全て新たに自動生成される。表示される
文字列も、毎回異なったものとなるように、A～Zの 26文字
からランダムに文字を選択して文字列を構成する。

ユーザーは表示されている文字列を指定のテキストボック
スに入力し、回答用のボタンをクリックすると、それがサー
バに送られる。それに基づき、ユーザーが入力した文字列と
表示されている文字列が完全に一致しているか否かの判定が
行われる。
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表 1. 実験環境
OS Windows 10(64bit)

CPU Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz

メモリ 8GB

解像度 1,920× 1,200

4.3 実験方法
実験の被験者は宮崎大学に所属する学生 20名である。
実験は、以下の手順で行なった。まず被験者には、提案

CAPTCHA を解いてもらう前に一通りの操作手順を説明し、
その後、10回の解答を行ってもらった。被験者は、出題動画
中に表示される文字列を判読し、指定のテキストボックスに
入力し、解答送信ボタンをクリックする。その際、被験者が
入力した回答の正否、および、ページ表示から解答までの所
要時間を記録した。
実験で使用した計算機環境を表 1に示す。
各被験者の正答率や所要時間の記録を完了した後、アン

ケート調査により、ユーザビリティ評価を行った。ユーザビリ
ティの数値的な評価を実現するため、ここでは、SUS (System

Usability Scale)7) を用いた。またこのアンケートでは、現在
の主流である文字列 CAPTCHA と提案 CAPTCHA の比較
も行った。

SUS は、ユーザビリティについての主観的な評価の指標で
あり、John Brooke が 1986 年に開発したものである。当初
は、当時の文字ベースの PCの評価に使われていたが、その
後、携帯電話やハードウェア、IVRなどの評価軸としても利
用されてきている。
以下に、本研究用に変換した 10 項目のアンケート内容を

示す。

1. この CAPTCHA をしばしば利用したいと思う。

2. この CAPTCHA を利用するには説明が必要となるほ
ど複雑であると感じた。

3. この CAPTCHA は容易に使いこなす事ができると
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 にあるコンテンツやナビゲーション
は十分に統一感があると感じた。

6. この CAPTCHA では一貫性のないところが多々あっ
たと感じた。

7. たいていの人は、この CAPTCHA の利用方法をすぐ
に理解すると思う。

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 を利用し始める前に知っておくべき
ことが多くあると思う。

SUS の集計方法は、次の様に行う。まず、すべての項目は
0 から 4 の 5 段階で評価する。その上で、奇数番目の質問項
目のスコアは回答番号から 1を引いたもの、偶数番目の質問
項目のスコアは 5から回答番号を引いたものとし、その結果

表 2. 実験・アンケート結果
　 平均正答率 [%] 97.5

平均所要時間 [秒] 8.06

最小所要時間 [秒] 18.0

最大所要時間 [秒] 3.7

平均 SUS スコア 89

を足しあわせた合計数値を 2.5倍たのち、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 7) か
ら平均スコアが 68とされており、ユーザビリティに優れた上
位 10%に入るには、80.3を超えるスコアが必要とされている。

4.4 実験結果
被験者 20名が提案 CAPTCHA を 10回ずつ解いて得られ

た 200件のデータから、このデータ群の平均正答率、平均所
要時間、最大所要時間、最小所要時間を算出した。これらの
値と、SUS によるユーザビリティ評価の平均スコアを表 2に
示す。
表 2に示す様に、被験者 20名の平均正答率は、97.5%、解

答における平均所要時間は、8.06秒であった。
被験者 20名、計 200回の解答に対して、不正解と判定され

たは 5回であった。その主な理由は、表示された文字を、そ
れに似た文字に読み間違えたものであった。

4.5 考察
実験結果から、平均正答率は 97.5%であり、高い水準となっ

ている。所要時間においては、一般的な文字列 CAPTCHAの
平均所要時間は約 12秒であるのに対して、提案 CAPTCHA

は約 8.06秒であり、文字列 CAPTCHA より若干短い時間で
解ける CAPTCHA となっていると考えられる。ただし、今
回の実験は、一般的な文字列 CAPTCHAよりも少ない文字
数で実施したため、提案 CAPTCHA での文字列識別に要す
る時間が、文字を歪ませる形式の文字列 CAPTCHA よりも
短くて済む、と判断することはできない。
次に、表 2 より、今回の SUS に基づいたアンケート調査

のスコアは 89 であり、優れたユーザビリティを示すスコア
80.3を超える結果となった。また、提案 CAPTCHA と一般
的な文字列 CAPTCHA のどちらを使いたいか、アンケート
で尋ねたところ、1 名を除き、提案 CAPTCHA を選択して
いた。これらのことから、提案 CAPTCHA は実用的である
といえる。
その一方、被験者のコメントとして、似たような文字が判

別しづらいことや、見続けると目が疲れるといったことが挙
げられた。そのため今後は、文字の大きさやフォントなど、人
間にとって見やすい表示方法を検討する必要がある。
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5. まとめ

本研究では、人間の高度な認識能力に着目し、自動プログ
ラムによる攻撃への耐性を持たせた CAPTCHA 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 スコアも高い数値となった。これらのこと
から、提案 CAPTCHA が実用的であることが確認できた。
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、ユーザビリティ
面での問題点の解決に向けて検討していきたい。
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for Sustainable Development of Outermost Small Islands 
(Case Study for Marore and Kawio Island in Indonesia) 
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Abstract 
 

This study evaluates the potentiality of skipjack tuna and marine tourism as a sustainable development item to activate 
the economy of two remote islands, Marore and Kawio which have been left behind in terms of economic development. 
High resolution satellite image data of sea surface temperature (SST), chlorophyll-a concentration (SSC) and net primary 
production (NPP) from 1998 to 2015 were used to assess the potential fishing zone, fish biomass and their changes in future. 
Furthermore, the data of coral reef ecosystem were used to appraise the diving activity as a marine tourism. This study 
reveals that the sea areas surrounding these two islands are the promising fishing zone, and the fish catch of skipjack tuna 
is estimated as 323.42 ton/year. From the current market price of skipjack tuna, this volume brings fishermen’s income 158 
USD per month. It is estimated that the fish catch of skipjack tuna will decrease 10.91 % in 30 years after, but this trend 
has few influences on the maintenance cost of fishery at these two remote islands. Marine tourism also contributes to the 
sustainable development of two islands, and this study estimates the potential diving capacities on them are 128 visitors/day 
and 147 visitors/day, respectively. These are the acceptable numbers within the appropriate preservation of natural 
environments. 

 
Keywords: Remote Islands, Skipjack tuna and Marine Tourism, Sustainable Development  

 
1. INTRODUCTION 

 
There are many outermost small islands in Indonesia. 

They are located far from main islands and have been 
experienced the lack of development. Their geographical 
conditions and small population cause an inefficient huge 
cost to their development1). Furthermore, the 
development of those islands has been considered less tax 
revenue for government.  

Marore and Kawio islands are the typical outermost 
small islands in Kepulauan Sangihe Regency, North 
Sulawesi. These islands locate more close to Philippines 
than Manado on North Sulawesi. Outermost small islands 
in Indonesia have been having some similar conditions. 
Most of the people in those islands are fishermen, and 
more than 50% of households are less than poverty line2),3).  

Development of those remote islands is the 
government’s important policy. National government has 
been striving to reduce the disparity of living standard 
between mainland and remote islands to promote National 
Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. 
Both skipjack tuna fishery and marine tourism such as 
diving have been proposed along RPJMN to develop the 
remote area, because skipjack tuna is one of the major 
valuable fish in Indonesia4). The marine tourism is also 

considered as an economic activity item on remote small 
islands5).  

Skipjack tuna is one of the migratory species, and the 
determination of its potential fishing zone is an important 
item for assessing the applicability of this development 
idea. In addition to this, the estimation of skipjack tuna 
catch in future is also important, because the fish catch is 
affected by environmental changes6),7). Furthermore, an 
excess development of marine tourism may lead 
environmental degradation8),9). In order to realize the 
sustainable development by employing skipjack tuna 
fishery and marine tourism, it is important to assess their 
applicability in future regarding the environmental 
capacity of these islands. 

This study assesses the applicability of skipjack tuna 
fishery around Marore and Kawio as the sustainable 
development of outermost small islands by estimating its 
potential fishing zone and fish catch in future. This study 
also examines the applicability of diving as the marine 
tourism to activate the economy of these islands. 
Furthermore, this study discusses the feasibility of 
skipjack tuna production based on the cost and benefit 
analysis to increase the total income of fishermen. 

 
2. RESEARCH METHOD 

 
The study area is Marore and Kawio islands, which are 

two outermost small islands located in remote border area 
between Indonesia and Philippines. Two islands belong to 
Kepulauan Sangihe Regency in North Sulawesi Province. 
As illustrated in Fig. 1, Marore island locates on 4º42’49” 
- 4º44’42” N and 125º28’16” - 125º28’48” E, while 
Kawio island is on 4º39’51” - 4º40’37” N and 125º25’38” 
- 125º26’21” E. The areas of these islands are 3.12 km2 
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and 0.9 km2, respectively. 
Sea surface temperature, SST, Chlorophyll-a 

concentration, SSC, and net primary production, NPP, in 
2015, which were the high resolution composite satellite 
image of 1/50° by © INDESO10), were used in this study. 
In order to calculate the trend of above parameters, lower 
resolution data of SST, SSC and NPP from 1998 to 2015, 
which were provided by NOAA11) and Oregon State 
University12), were also used in this study.   

Bathymetry data, sea current velocity data, and coral 
reef data such as coverage, species, and life form were 
obtained from Indonesian Ministry of Marine Affairs and 
Fisheries13). Socio-economic data such as population and 
economic condition of residents were collected from 
statistical data2)3). 

 
2.1 Potential Fishing Zone of Skipjack Tuna 

SST and SSC were compiled to generate monthly data. 
Skipjack tuna prefers the condition of SST from 27.5 to 
32.5 0C, and SSC from 0.05 to 0.65 mg/m2. In order to 
evaluate the potential fishing zone of skipjack tuna, this 
study set the range of SSC as 29.5- 31.5 0C and SSC as 
0.15-0.35 mg/m2 14).  

 
2.2 Estimation of Biomass of Skipjack Tuna 

Net primary production data on the spatial resolution 
of 1/12° was used to estimate the production of skipjack 
tuna. The fish production was estimated with using a 
model shown in Eq.115). This model is based on the 
relation between the primary production and the value of 
transfer efficiency which relate to a trophic level.  
 
              𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑇𝑇𝑇𝑇−1)              (1) 
 
where FP is a fish production (mg C/m2), PP is a primary 

production (mg C/m2), TE is a transfer efficiency, 15% for 
coastal area, and TL is a trophic level , TL= 3 for skipjack 
tuna. 

A fish biomass, FB, was estimated from Eq.2, where 
the conversion ratio of carbon to weight was set as 9:116): 

 FB = FP × 9  (ton)               (2) 
 

2.3 Projection of Fishing Zone and Fish Abundance 
Potency  

In order to evaluate the fishing zone of skipjack tuna 
and its fish catch in future, the trend of SST, SSC and NPP 
for 18 years were obtained by following formula; 

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥) (𝑦𝑦−�̅�𝑦)
∑(𝑥𝑥− �̅�𝑥)2                (3) 

 
The values of SST, SSC and NPP in 10, 20, 30 years 

after were calculated by assuming a linear trend as follow;  
 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏0                  (4) 
 

The fish production and the fish biomass of skipjack 
tuna in 10, 20, 30 years after were calculated with using 
Eq.1 and Eq.2, where the parameters in each equation 
were obtained from Eq.4.  

 
2.4 Marine Tourism 

The diving activity was chosen as the item of marine 
tourism for two islands since the coral reefs around them 
are attracting worldwide tourists and the number of tourist 
is increasing steadily 17),18).  

This study applied a spatial analysis to determine a 
prospective area for diving by setting the criteria of 
parameters that relate to the sustainable development for 
diving activities. Table 1 shows the criteria of parameters, 

 
Fig. 1. Location of study area, Marore and Kawio islands 

 

Marore

Kawio

Sangihe
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such as water clarity, coral reef coverage, life form of reef, 
reef fishes, current velocity, and depth19).  

 
2.5 Carrying Capacity Analysis 

This study utilized Eq.5 to calculate the carrying 
capacity which is the maximum number of visitors who 
can be accepted in a particular area over a certain time 19). 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐾𝐾 . 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐿𝐿𝐿𝐿 . 𝑊𝑊𝐿𝐿
𝑊𝑊𝐿𝐿                    (5) 

where PCC is a carrying capacity for diving, K is a 
constant value, Lp is a suitable area for diving (m2), Lt is 
a required area for diving visitor (m2), Wt is an available 
time provided for diving (hours/day), and Wp is a required 
time for diving visitor (hours/day). 

 A real carrying capacity, RCC, can be corrected by 
maximum acceptable number of visitors on particular site. 
Correction factors, Cfi, are determined by the 
characteristics of the site 20),21) . 

 
RCC = PCC × (Cf1× Cf2× - - -× Cfn)   (6) 
 

where RCC is a real carrying capacity and Cfi is a 
correction factors. 

The correction factor was calculated from Eq.7 which 
includes a wind speed as a main factor relates to the diving 
activities and divers’ satisfaction. The wind speed is one 
of the important factors which influence the safety diving. 
Diving could not be permitted under the strong wind 
because it leads extreme current. Therefore, this study 
choses only the wind speed as the correction factor.    

 
Cf1 = 1 – Lm1/Tm1                 (7) 

 
where Cf1 is the correction factor for diving, Lm1 is the 
number of month which exceeds the wind velocity for 
safety diving, and Tm1 is the total number of month 
through a year,. This study employed Lm1= 2 and Tm1= 
12, respectively. 

An effective carrying capacity, ECC, which means a 
maximum number that could be an acceptable to sustain 
the island environments, was calculated by Eq. 8 with 
introducing a management capacity, MC 20),21). MC is the 
sum of the conditions that a marine tourism could be 
managed with surrounding environments. This study 
employed MC as 0.2521). 

 
ECC = RCC × Mc                 (8) 
 

2.6 Cost Benefit Analysis 
Fishermen’s profit was estimated by Eq. 9. The total 

revenue comes from the production of skipjack tuna, and 
the total cost comes from the investments for fishery ports 
construction and their management.  

 
   Profit = Total Revenue - Total Cost        (9) 

                         
This study conducted cost and benefit analysis with 

using Eq. 10 and Eq. 11, where NPV means a difference 
between benefits and costs through payback period and 
Net BCR means a net benefit cost ratio. This study 
considered ten years payback period, n= 10. 
 
      𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁 =  ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡 −𝐶𝐶𝑡𝑡

(1+𝑖𝑖)
𝑛𝑛
𝐿𝐿=1                     (10) 

 
     𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵 =  ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑡𝑡

∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡

                     (11) 

 
where Bt is a final value of benefit, Ct is a final value of 
cost, and i is an interest.  
   
3. RESULTS OF FEASIBILITY STUDY 

 
3.1 Potential Fishing Zone and Abundance of 

Skipjack Tuna 
Fig. 2 shows the estimated potential fishing zone of 

skipjack tuna. It is clear that the water areas surrounding 
two islands could be a potential fishing zone of skipjack 
tuna through a year. Some parts of the surrounding water 
areas become highly suitable area for fishing especially 
from January to March and from June to July. The highly 
suitable area occurs in January with 3.29 km2, and become 
larger in February with 38.45 km2 and in March with 

97.22 km2. The area is also found in June with 3.74 km2 
and becomes the largest in July with 577.82 km2. 

 
 Fig. 3 (a) shows the estimated production of 

skipjack tuna through a year. The water areas surrounding 
two islands have the potency of producing 323.42 ton of 
skipjack tuna in a year. July is the highest production 
season, and its 37.95 ton/month production accounts for 
11.73 % of total production.  April is the lowest 

Table 1. Criteria of parameters for suitable diving activity

 

Highly
Suitable

Suitable
Marginally
 Suitable

Unsuitable

1 Water clarity (%) > 80 50-80 20-<50 < 20
2 Coral reef cover (%) > 75 > 50- 75 25-50 < 25
3 number of life form > 12 >7-12 4-7 < 4

4
number of reef fish
species

> 100 50-100 220 - <50 < 20

5 current velocity (cm/s) 0-15 >15-30 >30 - 50 > 50
6 depth of coral reef (m) 6-15 >15-20 >20 - 30 > 30

class
ParameterNo

 
Fig. 2. Estimated potential fishing zone of skipjack tuna in 2015 
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Highly Suitable

Legend

APR, MAY, 
AUG, SEP, 
OCT, NOV, 

DEC
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production season, and its production is 20.31 ton/month.  
The highest production in July is due to the suitable 

condition for skipjack tuna migration. Fig. 3 (b) shows the 
change of SST and SSC in 2015. The high production of 
skipjack tuna in July corresponds to the extreme 
chlorophyll-a and a significant decrease of SST. This 
phenomenon relates to an upwelling of seawater on this 
sea area, and constitutes a productive fishing season. 
Southeast monsoon generates the upwelling of seawater 
around these two small islands,  and this upwelling 
phenomenon causes the significant rise of phytoplankton 
which attracts skipjack tuna22). 

 
3.2 Projection of Skipjack Tuna Fishing Zone and 

Its Abundance  
Based on the trend analysis of SST and SSC for 18 

years, the production of skipjack tuna in future was
estimated as shown in Fig. 4. Fig. 5 also shows the change 
of skipjack tuna fishing zone that are in 2025, 2035 and 
2045, respectively.  

As shown in Fig. 4, the production of skipjack tuna 
changes depending on the seasons in future, because the 
suitable fishing zone around two islands changes as 
shown in Fig. 5. Total production of skipjack tuna through 

a year seems gradually decrease 313.26 ton/year in 10 
years, and this is 3.14% lower than the production in 2015. 
In 20 years after, the production becomes 303.32 ton/year, 
6.21% reduction, and 288.14 ton/year, 10.91% reduction 

 
Fig. 3. Estimated net primary production of skipjack tuna and 

Characteristics of SST and SSC in 2015, (a) Net primary 
Production, (b) SST and SSC 

(a)

(b)

 
Fig. 5. Projected potential fishing zone of skipjack tuna in future, 

(a) 10 years after, (b) 20 years after, (c) 30 years after 
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Fig. 4. Projected net primary production of skipjack tuna in 10, 20, 

and 30 years after 
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in 30 years after.  
This study employed only the change of SST and SSC 

for 18 years to estimate the future production of skipjack 
tuna, though marine environment consists of many factors. 
More factors will be included in further study to predict 
the skipjack tuna biomass in future precisely.  

 
3.3 Potential Marine Tourism Area and Its Carrying 

Capacity 
The coral reef around Marore and Kawio islands are 

123.56 ha and 141.87 ha. Those coral reef ecosystem have 
been kept very good condition. Fig. 6 shows the potential 
area for diving activity, where they are obtained by 
regarding current velocity, clarity of water, the life form 
of coral reef, and reef fish19).  

Coral reefs of these two islands are attractive for diving 
activity. Suitable areas for diving around two islands were 
estimated 113.53 ha, 91.9 % of coral reef around Marore 
Island, and 96.24 ha, 32.2 % of coral reef around Kawio 
Island. Highly suitable areas for diving were also 
estimated 10.03 ha around Marore Island and 45.63 ha 
around Kawio Island, respectively.  

By using Eq. 5, the carrying capacity for diving 
activity on Marore and Kawio islands are calculated 617 

tourists/day and 709 tourists/day as shown in Table 2. 
Marore and Kawio islands locate on open sea area, 

and higher wind velocity sometimes disturb safety diving. 
This study considered the higher wind seasons in July and 
August 2), and calculates the real carrying capacity, RCC, 
with Eq. 6. RCC was calculated 514 tourists/day on 
Marore Island, and 591 tourists/day on Kawio Island.  

This study applied the management capacity, Mc, as 
0.25 on both islands. The effective carrying capacity, ECC, 
was obtained 128 tourists/day on Marore Island, and 147 
tourists/day on Kawio Island, respectively.  

 

3.4 Feasibility of Skipjack Tuna development 
Table 3 shows the estimated fisherman’s income by 

producing skipjack tuna. Monthly averaged income is 
expected 159.59 USD, where the highest in July is 270.17 
USD. In July, the total revenue from selling the skipjack 
tuna is 414 USD, while the total cost is 143.83 USD.  

 Table 4 shows the comparison of the cost of fishing 
port construction with the benefit of skipjack tuna 
development. In this feasibility study, the cost of fishing 
port construction is estimated 233,333.33 USD along the 
present scheme of a fishing port construction, while the 
benefit is generated from the remuneration of skipjack 
tuna production at the fishing port. Regarding 10% 
discount rate in 10 years, the net present value, NPV, of 
fishing port construction is estimated 169,406.79 USD, 
and the net benefit cost ratio, Net BCR, becomes 1.21.  

Table 5 also shows the comparison of the cost of 
providing a fleet with the benefit of skipjack tuna 
development. The scheme of providing the fleet supports 

 
Fig. 6. Potential diving area of Marore Island (a) and Kawio 

Island (b) 

 

Marore

Kawio

a) 

b)

Table 2. Carrying capacity for diving 
Island PCC    

(visitors/day) 
RCC 

(visitors/day) 
ECC  

(visitors/day) 
Marore 617 514 128 

Kawio 709 591 147 
 

Table 3. Cost and benefit analysis of skipjack tuna development 
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the fish catch at the fishing areas far from two islands. 
Regarding 10% discount rate in 10 years, the net present 
value, NPV, of this scheme is estimated 151,432.53 USD, 
and the net benefit cost ratio, Net BCR, becomes 1.19. 
From these cost and benefit analysis, the skipjack tuna 
development is considered as a feasible project on both 
islands. 

 
3.5 Feasibility of Marine Tourism Development 

Diving is an important economic resource on Marore 
and Kawio islands. Table 6 shows the results of cost and 
benefit analysis for the scheme of diving resource 
development. In this scheme, required facilities for diving 
such as the building of diving station, boats, diving 
equipment, piers, and others were included in the costs. 
On the other hand, economic benefits were entry fee with 
guide, rental fee for diving equipment and boat.  

  As shown in Table 6, NPV on both islands are 
positive, and Net BCRs are more than 1.0 in 4 years’ 
payback period. In addition to these beneficial results, this 
scheme is expected to produce new job opportunities in 
two islands.  

In the use of natural environment for marine activities, 
a conservation cost must be allocated in the cost to 
preserve the coral reef ecosystem, and this cost is 
estimated of 110 USD/ha/year23) in this study. The 
development of marine tourism may improve the sense of 
preserving ecosystem17), and the development should 
include a conservation fee as the cost 25),26).  

 

4. CONCLUSIONS 
 
This study revealed that two islands, Marore and 

Kawio, are surrounded by highly suitable area for 
skipjack tuna fishing, and their fish catch could be one of 
the important resources for sustainable development. 
Especially, July is the most productive season because of 
the upwelling phenomenon around both islands.  

Based on the trend analysis of SST, SSC, and NPP, 
the sea areas around two islands will be kept as highly 
suitable area for skipjack tuna production, though the total 
production through a year tends to decrease slightly. 

This study also revealed that the scheme of skipjack 
tuna development increases the fishermen’s income. 
Based on the cost and benefit analysis, the net benefit cost 
ratio was more than 1.0, and this scheme could be one of 
the feasible projects for the economic development of 
outermost small islands.  

 Two islands are surrounded by coral reef, and the 
reef could also be one of the important resources for 
sustainable development. This study focused on the 
diving activity because of their suitable marine 
environment for diving. Spatial analysis led that two 
islands are surrounded by highly suitable area for diving. 
Based on the cost and benefit analysis for the scheme of 
the diving development, the net benefit cost ratio was 
more than 1.0, and this scheme could also be a feasible 
projects for the development of outermost small islands.  
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愛 甲　 尚 正 （環境系コース(A)専攻） キチン・キトサンを基材とした有害金属（As, Sb, Se）の高選択的吸着材
の開発とその応用

今 村　 匡 貴 （環境系コース(A)専攻） Saccharomyces cerevisiae とClostridium beijerinckii の共培養によるデ
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寺 原　 瞭 （環境系コース(A)専攻） 酸化チタン表面におけるポルフィリン分子の吸着状態の計算化学による解
明
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橋 本　 怜 奈 （環境系コース(B)専攻） 下水処理水の流入する都市小河川における大腸菌の動態に関する調査研究
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B a t k h u y a g 

Enkh-Uchral

（環境系コース(B)専攻） Leachate characteristics from MSW with coal ash and effect of 
sewage water recirculation
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（環境系コース(B)専攻） A study on removal and recovery of heavy metals from industrial 
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影響
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加効果

酒 井　 琢 伍（エネルギー系コース（C）専攻）両面受光型太陽電池の垂直設置における受光日射量の評価
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武 田　 秀 明（エネルギー系コース（C）専攻）歪緩和層を挿入した超格子太陽電池におけるキャリア緩和過程の評価

武 林　 伸 明（エネルギー系コース（C）専攻）Ｘ線 SOI-CMOS 素子のＸ線 TID 効果の評価

立 神　 秀 弥（エネルギー系コース（C）専攻）集光照射による Si と GaAs の Hall 移動度変化と太陽電池特性への影響

出 口　 智 史（エネルギー系コース（C）専攻）牧草中のタンパク質含有量評価のための光センシング技術の検討

富 永　 姫 香（エネルギー系コース（C）専攻）ジエチル亜鉛原料を用いて低温成膜した結晶性 ZnMgO 膜の特性

新 原　 一 希（エネルギー系コース（C）専攻）超高真空走査型トンネル顕微鏡による Si 清浄表面上の Au 吸着粒子の観察

羽 生　 智 文（エネルギー系コース（C）専攻）MAXI/GSC 視野の太陽電池パドルによる遮蔽を判定するソフトウェアの精度
検証と改訂

日 髙　 剛 秀（エネルギー系コース（C）専攻）気象庁データを用いた太陽光発電システム発電量予測と学習機能に基づい
た予測の最適化

安 田　 賢 杜（エネルギー系コース（C）専攻）Ｘ線天文衛星すざくを用いた小マゼラン星雲中のＸ線連星パルサー AX 
J0051.6-7311 の観測的研究

山 香　 陽 平（エネルギー系コース（C）専攻）スプレー熱分解法による SnO2 薄膜の低温成膜

山 本　 大 貴（エネルギー系コース（C）専攻）マイクロラマン分光法による InP 基板デバイスの応力分布

横 山　 聖 真（エネルギー系コース（C）専攻）Ｘ線 SOI-CMOS 素子のサブピクセル応答測定実験環境の構築

吉 元　 圭 太（エネルギー系コース（C）専攻）有機金属気相成長法による中赤外帯域 InAsSb 量子井戸の成長検討 

石 川　 達 也（エネルギー系コース（D）専攻）インテリジェント映像監視における不審者検知に関する研究

馬 原　 遼（エネルギー系コース（D）専攻）光導波路における光波の伝搬・放射に関する数値的検討

大久保　照二（エネルギー系コース（D）専攻）変圧器の油中ガス分析による異常診断技術の高度化に関する基礎研究

上 戸　 望（エネルギー系コース（D）専攻）チャージポンプを用いた完全差動パイプライン型 A/D 変換器の設計と解析

川 畑　 侑 生（エネルギー系コース（D）専攻）3 次元建物モデルにおける電波侵入損失に関する数値的検討

岸 本　 惠 修（エネルギー系コース（D）専攻）部分放電検知法を用いた電力機器の絶縁劣化診断技術の開発

後 藤　 弘 輝（エネルギー系コース（D）専攻）界面活性剤添加時における水中プラズマ源の特性評価

小 平　 涼 太（エネルギー系コース（D）専攻）ディジタルスタンダートセルを用いた計装アンプの設計に関する研究
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谷 口　 滋（エネルギー系コース（D）専攻）ネステッドチョッパー技術を用いた低ノイズ計装アンプの設計手法に関す
る研究

田 平　 耕 成（エネルギー系コース（D）専攻）導電率及び汚損物がポリマー材料の電気的特性に与える影響の評価

津 下　 大 晃（エネルギー系コース（D）専攻）監視カメラ映像による異常行動検知に関する研究

長 尾　 和 樹（エネルギー系コース（D）専攻）フォトニック結晶構造における共振特性の数値的検討

中 村　 友 哉（エネルギー系コース（D）専攻）架橋ポリエチレンケーブルの接続用材料の劣化特性評価に関する研究

西 村　 豪 志（エネルギー系コース（D）専攻）放電プラズマを用いたマンゴー軸腐病の防除に関する研究

東 　 勇（エネルギー系コース（D）専攻）並列有限要素法に基づく大規模高周波電磁界解析手法に関する研究

日 髙　 大 樹（エネルギー系コース（D）専攻）完全平衡差動差分増幅器における同相電圧抑圧手法に関する研究

藤 澤　 一 平（エネルギー系コース（D）専攻）デシカント空調システムにおける運転条件と除湿性能の関係

堀 江　 響（エネルギー系コース（D）専攻）配電用ギャップ付避雷器の雷インパルス放電における放電の不安定性の改
善に関する研究

丸 下　 翔 大（エネルギー系コース（D）専攻）第 5 世代移動通信で用いられる周波数に対する人体モデルにおける遮蔽特
性の数値的検討

村 田　 宏 仁（エネルギー系コース（D）専攻）雷光の発光特性とパルス照射による太陽光パネルの短絡電流特性

薬師寺　勇健（エネルギー系コース（D）専攻）時間領域増幅器を用いた計装アンプの低消費電力化に関する研究

山 本　 広 太（エネルギー系コース（D）専攻）領域分割法に基づく高精度音響解析手法の開発

青 木　 良 太（機械・情報系コース（E）専攻）パターン投光によるドアミラーのピッキングシステムに関する研究

有 馬　 和 也（機械・情報系コース（E）専攻）RGB-D センサを用いたロコモ推定方法の研究 - 自己組織化マップを用いて -

生 田　 知 弘（機械・情報系コース（E）専攻）ワイヤレス給電システムの負荷側マッチングについて
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井戸川　拓馬（機械・情報系コース（E）専攻）測域センサを用いた起立着座の動作認識手法と非操作型下肢動作支援機へ
の応用

井 上　 泰 輔（機械・情報系コース（E）専攻）カラー画像における特徴点抽出アルゴリズムに関する研究

大 石　 達 也（機械・情報系コース（E）専攻）AR 技術による双方向性を考慮した中学理科実験支援システムの開発

加 藤　 省 吾（機械・情報系コース（E）専攻）Ln-In 系ペロブスカイト酸化物のプロトン伝導への Ln カチオンサイズ効果

河 野　 騰 隆（機械・情報系コース（E）専攻）カメラとレーザスキャナを組み合わせた農業用車両における視界性の数値
化に関する研究

菊池　恵利加（機械・情報系コース（E）専攻）セルロースのグルコースへの高効率転化と有機物との複合化および電気化
学的手法による燃料製造

小 谷　 一 磨（機械・情報系コース（E）専攻）水電解セルによる水素生成システムの動作解析

清 水　 翔 大（機械・情報系コース（E）専攻）ロボット搭載用単数のアクチュエーターによる多自由度のセンサー機構

下宮園　翔吾（機械・情報系コース（E）専攻）歩行中の転倒リスク算出に関する研究

徐　 継 康（機械・情報系コース（E）専攻）カメラを搭載したドローンによる領域被覆に関する研究

正市園　美咲（機械・情報系コース（E）専攻）目線運動と頭部運動を用いた自動車運転評価システムの開発

白 石　 聖 稀（機械・情報系コース（E）専攻）段差乗り越え力負担軽減を目的とした車輪機構の開発及び車いすへの応用

末 田　 拓 真（機械・情報系コース（E）専攻）Ti-Sn 複合酸化物の特異的結晶成長と電極触媒担体への応用

豊 田　 彬 敏（機械・情報系コース（E）専攻）災害現場における水運びを目的とした多自由度移動ロボットの研究開発

林　 雅 俊（機械・情報系コース（E）専攻）水電解セルをスイッチング回路でドライブするためのモデリングについて

藤元　かとり（機械・情報系コース（E）専攻）小型 UAV 搭載用 visual SLAM システムに関する研究

盛 田　 穣 文（機械・情報系コース（E）専攻）ワイヤレス給電システムの効率と電力の最適化について

八 木　 紀 樹（機械・情報系コース（E）専攻）フレキシブル要素をもつマニピュレータの振動抑制に関する研究

山 下　 雄 大（機械・情報系コース（E）専攻）回転行列を用いた Quadrotor の入出力線形化と機体位置のトラッキング制
御則の設計

浅 倉　 嵩 雅（機械・情報系コース（F）専攻）亜酸化窒素 /ジメチルエーテルを用いた宇宙機用小型二液式推進機の研究

池　 美 慧（機械・情報系コース（F）専攻）レシプロ圧縮機への応用に向けた振動抑制技術の開発

池 田　 尚 史（機械・情報系コース（F）専攻）Fe-W 電着工具の製作に関する研究―砥粒の電着状態に関する評価―

石 坂　 一 起（機械・情報系コース（F）専攻）粒状体ダンパの性能評価および制振メカニズムの解明

岩 切　 翔 平（機械・情報系コース（F）専攻）スラグを再利用した固体顕熱蓄熱ブロックの蓄熱特性

梅村　飛友歌（機械・情報系コース（F）専攻）自己同期現象を利用した電動ハンマの開発

王　 迪 柯（機械・情報系コース（F）専攻）廃シリカゲルを再利用したコケ緑化基盤材の日射熱低減性能

大 谷　 健 太（機械・情報系コース（F）専攻）豚舎外皮への遮熱塗装による分娩豚舎内温熱環境の改善

加 藤　 準 人（機械・情報系コース（F）専攻）Ni-W 電着工具の製作に関する研究―砥粒の電着状態に関する評価―

金 丸　 大 夢（機械・情報系コース（F）専攻）内表面で周期的加熱を受ける不均質中空円柱の平面軸対称非定常熱応力

近 藤　 正 崇（機械・情報系コース（F）専攻）並列２平板後方の流れ特性に関する研究

才 田　 裕（機械・情報系コース（F）専攻）防潮堤観察窓の強度評価に関する研究

常　 少 政（機械・情報系コース（F）専攻）汎用的曲げ疲労強度の推定に関する研究

白 石　 政 義（機械・情報系コース（F）専攻）低振動型レシプロ圧縮機の実用化に関する研究

富 澤　 大 輔（機械・情報系コース（F）専攻）Ni-W 電鋳工具の開発に関する研究―電鋳条件および台金の電鋳膜への影響
―

中 川　 皓 貴（機械・情報系コース（F）専攻）火花点火機関燃焼室壁面における燃焼ガスからの熱伝達に関する研究

中 武　 佑 太（機械・情報系コース（F）専攻）液体推進剤を用いた Magneto Plasma Dynamics 推進機の研究

花 内　 勇 也（機械・情報系コース（F）専攻）ランキング形式による構造損傷評価法に関する研究

向 井　 洋 貴（機械・情報系コース（F）専攻）自己同期現象を利用した振動ランマの開発

山下　柊太郎（機械・情報系コース（F）専攻）寛骨臼上脆弱性骨折の生体力学的評価

劉　 文 斌（機械・情報系コース（F）専攻）多自由度非線形振動系に対する楕円型平均法の開発

青 島　 大 河（機械・情報系コース（G）専攻）音楽の基本要素に基づいた類似楽曲検索用オーディオ指紋の設計と評価

有 川　 佑 樹（機械・情報系コース（G）専攻）トラフィック特性による正当なユーザと DDoS 攻撃の識別手法の提案

奥 村　 季 央（機械・情報系コース（G）専攻）構成性システムにおける結びつけ関数の設計について

黒 木　 聡 舜（機械・情報系コース（G）専攻）表面筋電位を用いた認証システム実現のための個人識別手法の提案

黄　 一 諾（機械・情報系コース（G）専攻）VDM++ 仕様を用いたデシジョンテーブル自動生成ツール VDTable における複
合条件式への対応と選択表示機能の実装

佐 藤　 拓 弥（機械・情報系コース（G）専攻）データ遷移可視化ツール TFVIS におけるオブジェクトへの対応のための機
能拡張
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篠 岡　 祐 太（機械・情報系コース（G）専攻）IoT デバイス向けサーバレス軽量プロトコル LVNP の提案と評価

立 山　 博 基（機械・情報系コース（G）専攻）形式仕様を対象とした境界値分析と記号実行の適用によるテストケース生
成手法の提案

立 田　 怜 平（機械・情報系コース（G）専攻）リレーアタック耐性と BOT 耐性の両立を目指したインタラクティブな動画
CAPTCHA 方式に関する研究

田 上　 諭（機械・情報系コース（G）専攻）ソースコードの品質向上を目的としたコメント解析ツール SCCA の実装と評
価

日 隈　 光 基（機械・情報系コース（G）専攻）眼位異常のスクリーニングのための定性的な眼位検査システムに関する研
究

渡 部　 将 人（機械・情報系コース（G）専攻）階層型強化学習を用いた航空交通管制サポートシステムの提案と評価

黒 木　 憂 輔 （情報システム工学専攻） CGA を用いた剛体運動のモデル化と制御則設計に関する研究
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博士論文題目一覧

大 堀  大 介 ( 物質・情報工学専攻 ) ナノディスク半導体の面内方向量子閉じ込め効果による発光再結合

Z a i n u l  A b i d i n ( 物質・情報工学専攻 ) S t u d y  o n  H i g h  P e r f o r m a n c e  I n s t r u m e n t a t i o n 
A m p l i f i e r  f o r  B i o l o g i c a l  S i g n a l  P r o c e s s i n g 
（ 生 体 信 号 処 理 の た め の 高 性 能 計 装 ア ン プ に 関 す る 研 究 ) 

A n g g e r 　

A b d u l 　 R a z a k

( 物質・情報工学専攻 ) Study on Transmission Properties of Fiber Bragg Grating with GPU Support  
（GPU を用いたファイバーブラッググレーティングの透過特性に関する研
究）

大 内　 宏 輝 ( 物質・情報工学専攻 ) 跛行姿勢を呈する変形性股関節症患者を対象とした股関節の力学的特性に
関する研究

吉 田　 久 美 子 ( 物質・情報工学専攻 ) ランダムドットを組み合わせたマルチスリットの投光による配管計測に関
する研究

NAWWAR AHMAD ( 物質・情報工学専攻 ) Development of Solar Concentrators and Solar Cells to Generate Electrical Energy 
( 電気エネルギー生成のための集光系および太陽電池の開発 )

Nov Irmawati Inda ( 資源環境科学専攻 ) Extraction behaviors, complex structure and kinetics study on copper(II) 
extraction using polymeric particles impregnating phenolic oxime extractant  
( オ キ シ ム フ ェ ノ ー ル 抽 出 剤 を 内 包 し た 高 分 子 微 粒 子
に よ る Cu(II) イ オ ン の 抽 出 特 性 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ) 

奥 　 将 俊 ( 物質・情報工学専攻 ) 電気的特性が互いに異なるストリングで構成された熱電発電システムの最
大電力探索法に関する研究

杜 　 一 飛 ( 物質・情報工学専攻 ) 進化的アルゴリズムにおける突然変異に対するマルコフ連鎖解析に関する
研究

櫻 井　 啓 子    ( 物質・情報工学専攻 ) S t u d y  o n  G a z e  E s t i m a t i o n  M e t h o d  u s i n g  A n a l y s i s  o f 
t h e  E l e c t r o o c u l o g r a m  S i g n a l s  a n d  t h e  R G B - D  S e n s o r 
( 眼 電 位 と RGB-D セ ン サ を 用 い た 視 線 推 定 に 関 す る 研 究 ) 
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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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