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Pb adsorption by air-cooled blast furnace slag as an intermediate 
cover soil after termination of post-closure care 

 
Yutaka DOTEa), Tomoo SEKITOb) 

 

Abstract 

To utilize air-cooled blast furnace slag (ABFS) as an intermediate soil for trapping Pb dissolved by 
the degradation of chelated Pb compounds after the termination of PCC, batch adsorption experiments were 
performed to clarify the Pb adsorption characteristics of ABFS at two pH levels (8 and 12), and the effect 
of Na, K, and Ca on these characteristics was investigated. The Henry model could be applied at the both 
pH with and without the addition of a cation at the total Pb concentration (Ce,total) as well as the available 
Pb concentration (Ce,av), which comprised Pb2+ and [Pb(OH)]+ at the equilibrium concentration. Na, K, and 
Ca had no effect on the Pb adsorption characteristics of ABFS within the investigated concentration range. 
The distribution coefficient Kd,total at pH 12 was 1/50 of the Kd,total at pH 8 when Ce,total, whereas the Kd,av at 
pH 12 was 120 times higher than the Kd,av at pH 8 when Ce,av was used. Therefore, the decrease in Kd,total 
with pH indicates that the influence of the formation of Pb–OH complexes on Pb adsorption by ABFS is 
higher than that of an increase in the negative charge density of ABFS. 
 
Keywords: Pb adsorption, air-cooled blast furnace slag, intermediate cover soil, terminated 
landfill 
 

1. INTRODUCTION 
 

Because fly ash generated from municipal solid 
waste incineration (MSWI) contains a large amount of 
heavy metals, the Japanese Waste Management and 
Public Cleansing Law stipulates specific pre-treatment 
methods before landfilling can be done in order to 
prevent the leaching of heavy metals form MSWI fly 
ash1). Although chemical treatment with a liquid 
chelating agent is a common method for the pre-
treatment of MSWI fly ash in Japan, Tujimoto et al. 
pointed out that chelated Pb compounds might degrade 
after landfilling 2). After post-closure care (PCC) is 
terminated at landfill sites, the leachate from landfill is 
not treated further. Therefore, if chelated Pb 
compounds are degraded after the termination of PCC, 
the dissolved Pb might be discharged into the 
environment. The discharging of Pb from leachate can 
be prevented by trapping it using an intermediate soil. 

Blast furnace slag (BFS) is a by-product obtained 
during the production of iron and steel and is primarily 
used in cement production and road construction. 
Some researchers have reported that BFS can be 
utilized as an adsorbent for purification of water 
containing heavy metal ions3-8). Therefore, the use of 
BFS as an intermediate soil for trapping Pb discharged 
after the degradation of chelated compounds is 
reasonable. The majority of research on Pb removal 
using BFS has been conducted at pH levels lower than 
6 because at a pH greater than 6, which is expected 
during PCC9), Pb removal is affected by the formation 

of Pb(OH)2 precipitate in addition to adsorption10); 
thus, it is difficult to determine the dominant reaction 
mechanism responsible for the removal of Pb. In 
addition, although Na and K ions are present in the 
leachate during PCC11) and ion-exchange reactions 
have been reported as a mechanism of metal-ion 
adsorption using BFS12), research on the effect of such 
cations on Pb adsorption has been limited5). 

The purpose of this study was to investigate the 
Pb adsorption characteristics of air-cooled BFS 
(ABFS) at pH 8 and 12 in the presence of Na, K, and 
Ca cations. This was done to utilize ABFS as an 
intermediate cover soil for trapping Pb dissolved by 
the degradation of chelated Pb compounds after PCC 
termination; pH values of 8 and 12 were used because 
the pH of the leachate after PCC termination is greater 
than 8. Additionally, the concentration of Pb in the pH 
range of 9–11 is less than 0.1 mg/L13). Since this value 
conforms to the Japanese effluent standard, hence no 
Pb-trapping mechanism is required. 
 
2. EXPERIMENTAL 
 
2.1  ABFS  

The ABFS used in this study was a commercial 
product obtained from the JFE Steel Corporation in 
Japan. ABFS was sieved to separate out grains with a 
size of 4.75–19 mm. It was then rinsed with distilled 
water to remove the remaining fine particles and 
impurities and was dried at 105 °C. In the final step, it 
was sieved again and stored in a pail. Figure 1 shows 
the particle-size distribution of the ABFS used in this 
study. Most particles are smaller than 15 mm and 
constituted 60% of the sample. 

a) Professor, Dept. of  Civil and Environmental Engineering 
b)Associate Professor, Dept. of  Civil and Environmental Engineering 
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2.2  Adsorption studies 

Stock solutions of Pb, Na, K, and Ca were 
prepared as chlorides at concentrations of 1000 mg-
Pb/L, 100000 mg-Na/L, 100000 mg-K/L, and 50000 
mg-Ca/L, respectively. For the experiment conducted 
at pH 8, 10 g of ABSF was introduced into a plastic 
bottle with 0.5 L, 2 L, or 4 L of raw water (Pb 
concentration = 0.1 mg/L), whereas for the experiment 
conducted at pH 12, 10 g ABSF was introduced into a 
plastic bottle with 0.5 L raw water (Pb concentration = 
10 or 20 mg/L). These Pb concentrations do not form 
precipitates at the desired pH. To evaluate the effect of 
cations on the Pb adsorption characteristics of ABFS, 
raw water was prepared at concentrations of 3500 mg-
Na/L, 2000 mg-K/L, or 650 mg-Ca/L using the stock 
solutions. Although these concentrations were higher 
than those found in leachate during PCC11), they were 
chosen to clearly determine the effect of cation 
addition. Raw water was prepared with 1M HCl or 
NaOH to obtain pH 8 or 12 after the batch adsorption 
experiment. Batch adsorption studies were performed 
at a shaking rate of 200 rpm for 6 h at room 
temperature (25 °C). After adsorption, the pH of the 
mixtures was measured, and the mixtures were 
separated via filtration using a membrane filter with a 
pore size of 0.45 μm. Concentrated nitric acid was then 
added to the filtrates in 0.5 %(v/v). The concentrations 
of Pb, Na, K, and Ca were then determined using 
atomic adsorption spectrometry (Hitachi, Z-2000). 

 
3. RESULTS AND DISUCUSSION 
 
3.1  Adsorption isotherm  

Figure 2 shows Pb adsorption isotherms at pH 8 
and 12 with or without the addition of a cation.  The 
observed concentration of Pb ([t-Pb]) was adopted as 
the equilibrium concentration. Straight lines in the 
figure show the Henry isotherm equation (Eq. 1) for 
the following condition: 

 
q=Kd,total*Ce,total                             (1) 
 

where q (mg/kg) is the amount of adsorbed Pb, Ce,total 
(mg/L) is the equilibrium concentration of observed 
Pb ([t-Pb]), and Kd,total (L/kg) is a distribution 
coefficient for Ce,total. Table 1 shows the correlation 
coefficient (R2) obtained. Since the R2 values obtained 
are higher than 0.5, the Henry model is applicable at 
pH 8 and 12 with or without the addition of a cation. 
However, at a pH less than 6, the Langmuir and/or 
Freundlich model for BFS have been shown to be 
applicable within the equilibrium concentrations of 
500-800 mg/L10), 14). This difference would be caused 
by the difference in the equilibrium concentration 
range between this study and their works. 
 
3.2  Effect of cations on Pb adsorption  

 
Figure 3 shows the effect of cations on Kd,total. In 

this figure, the total cation concentration was observed 
in equilibrium and expressed in meq/L. The observed 
concentrations of Na, K, and Ca were 120-140 meq/L 
(2800-3300 mg/L), 43-45 meq/L (1700-1900 mg/L), 
and 13-16 meq/L (560-630 mg/L), respectively.  The 
values of Kd,total with cation addition were almost the 
same as those obtained without cation addition at both 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 1. Particle-size distribution of ABFS. 
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a) pH 8            

 

 

 

 

 

 

 

       

  b) pH 12 
Fig. 2. Adsorption isotherms of Pb using Ce,total 

(○―: without addition, □− ･ −: Na addition, 
△−  − : K addition, ◇ - -: Ca addition). 
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Table 1. Obtained R2 using Ce,total 

pH No addition Na K Ca 

8 0.90 0.59 0.95 1.00 

12 0.99 0.64 0.89 0.67 
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pH 8 and 12. This result indicates that the cations have 
no effect on Kd,total; however, Dimitrova reported the 
influence of Na (230 mg/L) and Ca (52 mg/L) on Pb 
adsorption at pH 4 [5]. 

 
3.3  Evaluation of the effect of Pb complexes on 

Pb adsorption 
 
As shown in Figure 3, without cation addition, 

the Kd,total obtained at pH 12 decreased to 1/50 of the 
Kd,total at pH 8. An increase in pH leads to the 
formation of Pb hydroxyl complexes15), and this 
implies that an increase in the amount of hydroxyl 
complexes could lead to a decrease in the number of 
positively charged Pb ions; thus, Kd,total would 
decrease with pH. The effect of Pb complexes with 
OH− on Pb adsorption was estimated. The Pb–OH 
complex reactions are given in Table 2. The total 
concentration of Pb is expressed as follows: 
 
[t-Pb] = [Pb] + [[PbOH]] + [[Pb(OH)2]] + 

[[Pb(OH)3]] 
= [Pb]{1 + βOH, 1[OH] + βOH, 2[OH]2  

+ βOH, 3[OH]3}                                        (2)       
  
The concentrations of Pb2+ and [PbOH]+, which 

are expected to be adsorbed onto ABFS, were 
calculated from the measured pH and [t-Pb]. Figure 4 
shows the isotherm for the available Pb concentration 
Ce,av calculated using Eq.3 (where the concentrations 
of Pb2+ and [PbOH]+ are used as equilibrium 
concentrations). 

 
Ce,av= [Pb] + 0.5[[PbOH]]                 (3) 

  
In Eq.3, it is assumed that the electrical charge of 
[PbOH]+ is half of that of Pb2+. 

Table 3 shows the R2 values obtained using the 
Henry isotherm equation. Since the R2 values obtained 
are higher than 0.5, the Henry model is applicable at 
pH 8 and 12 with or without the addition of a cation. 
Figure 5 shows the effect of cation addition on the Kd,av 
obtained using Ce,av. The cations have no effect on Kd 
when Ce,av is also used  as the equilibrium 

concentration. The Kd obtained at pH 12 was 120 times 
higher than that obtained at pH 8 when Ce.av was used. 

This increase in Kd,av with pH agrees with the 
result reported by Srivastava el al.17).  Therefore, the 
decrease in Kd,total with an increase in the pH indicates 
that at an increasing pH, the influence of the formation 
of Pb–OH complexes on Pb adsorption by ABFS is 

    
 
    
 
  
   
   
   

 

    

       

a) pH 8                                                 b) pH 12 
Fig. 3. Effect of cations on Kd,total obtained using Ce,total  (□: Na addition, △: K addition, ◇: Ca addition). 
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Table 2. Pb–OH complex reactions and equilibrium 
constants 

Reaction β 

Pb2+＋OH- ⇆ [Pb(OH)]+ 106.3       [16] 

Pb2+＋2OH- ⇆ [Pb(OH)2] 1010.90    [16] 

Pb2+＋3OH- ⇆ [Pb(OH)3]- 1013.66    [16] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a) pH 8            

 

 

 

 

 

 

 

       

  b) pH 12 
Fig. 4. Adsorption isotherms of Pb using Ce,av  

(○―: without addition, □− ･ −: Na addition, 
△−  − : K addition, ◇ - -: Ca addition). 
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greater than that of an increase in the negative charge 
density of ABFS. 

These results suggest that the adsorption capacity 
of ABFS under the conditions of high pH in leachate 
can be estimated by considering Pb–OH complexes, 
and the ability of ABSF as an intermediate cover soil 
for trapping Pb after PCC termination can be evaluated.  

 
4. CONCLUSION 
 

In order to utilize ABFS as an intermediate cover 
soil for trapping Pb discharged by the degradation of 
chelated Pb compounds after the termination of PCC, 
the Pb adsorption characteristics of ABFS were 
determined at pH 8 and 12 with or without the addition 
of Na, K, and Ca cations. 

The Henry model could be applied at both pH 8 
and 12 with or without the addition of cations when 
using both Ce,total and Ce,av as equilibrium 
concentrations. The addition of Na, K, and Ca cations 
had no effect on Pb adsorption by ABFS within the 
concentration range investigated in this study. When 
using Ce,total as the equilibrium concentration, the 
Kd,total at a pH of 12 was 1/50 of the Kd,total at a pH of 
8. When using Ce,av as the equilibrium concentration, 
the Kd,av at a pH of 12 was 120 times higher than that 
at a pH of 8. Therefore, the decrease in Kd,total with an 
increase in pH indicates that with increasing pH, the 
influence of the formation of Pb–OH complexes on Pb 
adsorption by ABFS is greater than that of the increase 
in the negative charge density of ABFS. These results 
suggest that the viability of ABFS as an intermediate 
cover soil for trapping Pb after PCC termination can 
be evaluated by considering the behavior of Pb–OH 
complexes. 
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Fig. 5. Effect of cations on Kd,av obtained using Ce,av (□: Na addition, △: K addition, ◇: Ca addition). 
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Table 3. Obtained R2 using Ce,av 

pH No addition Na K Ca 
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中間覆土に鉄鋼スラグを適用した場合の鉛漏出特性の評価 
 

土手 裕 a)・黒田 憲佑 b)・関戸 知雄 c) 

 
Evaluation of Lead Leakage Characteristics using Steel Slag for 

Intermediate Cover 
 

Yutaka DOTE, Kensuke KURODA, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

    The purpose of this study was to evaluate a leakage restraint effect of steel slag used for intermediate cover 
in a final disposal site. Advection diffusion parameters such as diffusion coefficient(D), volumetric water 
content(θ) and distribution coefficient (Kd) were determined by column experiments and batch adsorption 
experiments. Lead concentration leaked from slag layer was predicted based on the two lead elution scenarios 
in which a distribution of lead concentration eluted from fly ash was rectangle (Scenario 1) and triangle 
(Scenario 2). In Scenario 1, an inflow lead concentration was constant until available lead washed out, and then 
the inflow lead concentration became zero. In Scenario 2, an inflow lead concentration increased at a constant 
rate until reached the maximum concentration, and then the inflow lead concentration decreased at a constant 
rate. The observed lead concentration from a bottom of the column agreed with the calculated lead concentration 
using a Kd of 63.8 L/kg obtained from column experiments more than that using a Kd of 11.5 L/kg obtained 
from batch experiments. One of the reasons that the Kd obtained from column experiments was larger than the 
Kd obtained from batch experiments might be that the slag used in column experiments contacted continuously 
with lead solution for about 50 days. In the two lead elution scenarios, in the considered range of infiltration 
flow rate into landfill layer, inflow lead concentration in Scenario 1 and the maximum inflow lead concentration 
in Scenario 2, the slag used in this study could not be suppress leachate lead concentration below the Japanese 
effluent standard. In the two scenarios, it was found that setting Kd to 95,700L/kg could be suppressed leachate 
lead concentration below the Japanese effluent standard. 

 
Keywords:  Intermediate cover, Steel slag, Lead, Addictive diffusion, Adsorption 

 

1. はじめに 

 

焼却飛灰は主要な埋立物であり、鉛や亜鉛などの重金属

が含まれている 1)。その中でも鉛はバッテリーや鉛管、顔

料に用いられており、貧血や消化器疾患、末梢神経障害な

どを引き起こす人体に有害な重金属である 2)。 

焼却飛灰は特別管理一般廃棄物として扱われており、

重金属の溶出抑制のための薬剤等による中間処理を施し

埋立基準を満たすことにより最終処分場へ埋立られる 3)。

中間処理は、即効性が高く使用方法が簡単であることや、

混練処理による処理物の容量の増加が少ないという点か

ら液体キレート剤が多く適用されている 4)。しかしながら、

キレート処理された飛灰から鉛の再溶出の可能性が指摘

されている 5)。最終処分場は決められた廃止基準を満たす

ことで廃止することができる 6)。しかし、廃止と同時に浸

出水の処理も終了してしまうため、廃止後に埋立地から鉛

の再溶出が確認された場合、鉛が環境中に放出されること

が懸念される。再溶出した鉛の漏出防止法として鉛を埋立

層内の中間覆土で固定化する方法が考えられる。 

一方、鉄鋼スラグは鉄鋼を生産する際に発生する副産物

で、平成 27 年度には約 3700 万トン発生している 7)。ま

た、鉄鋼スラグはリサイクル材として注目されており道路

路盤材、コンクリート用混和材などに利用されている 8)。

加えて鉛などの重金属を吸着することが明らかにされて

いる 9)。このことから、鉄鋼スラグを中間覆土として使用

し鉛などの重金属を固定化できる可能性がある。 

鉄鋼スラグによる鉛吸着には、pH8 から pH13 の間では

ヘンリー型の吸着等温式が適応できることがわかってい

る 10)。pH2から pH5.5の間では鉄鋼スラグによる鉛の吸着

率は 70%以上であることが報告されている 11)。しかし、鉄

鋼スラグを覆土材として用いた研究は透水性を確保する

ための材料として用いられており 12 , 13)、吸着材としての

検討はされていない。山口 14)の研究ではカラム実験で求

めた拡散係数とバッチ式の吸着実験により求めた分配係

数を用いて、飛灰からの鉛溶出シナリオに基づき廃止後の

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（現 村本建設(株） 

c) 社会環境システム工学科准教授 
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最終処分場からの鉛漏出濃度予測を行っているが、実際に

鉛溶液を用いたカラム実験は実施されていない。このよう

に、中間覆土に鉄鋼スラグを用いた場合の鉛漏出特性は明

らかとなっていない。

よって本研究では、最終処分場層内の中間覆土に鉄鋼ス

ラグを用いた場合を想定し、スラグ層における鉛の漏出抑

制効果を評価することを目的とした。そのため、埋立層か

らの鉛漏出モデルには遅延係数 を用いた 次元移流拡

散方程式を用い、実際に鉛溶液を用いたカラム実験により

モデルの検証を行った。得られたパラメータを用いて飛灰

からの鉛溶出シナリオに基づいた鉛漏出濃度予測を行い、

排水基準を満たす期間の検証を行った。

 
 解析方法

移流拡散方程式

本実験では、式 と に示すように遅延係数 を用

いた 次元移流拡散方程式を用いた。

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = −

𝑉𝑉
𝜃𝜃⁄

𝑅𝑅𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑓𝑓

𝜕𝜕²𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕²

𝑅𝑅𝑓𝑓 = 1 + 𝜌𝜌𝑑𝑑×𝐾𝐾𝑑𝑑
𝜃𝜃

ここで、：浸出水の鉛濃度 、：ダルシー流速 、

θ：体積含水率 、 ：拡散係数 、ρ ：カラムに充

填したスラグの見かけ密度 、 ：分配係数 、

：経過時間 、 ：スラグ充填層表面からの鉛直距離

である。式 は初期条件を のとき 、境界条件を

のとき 充填層入口濃度 、 充填層出口 濃

度 として、クランク・ニコルソン法にて解いた。以下の

式 ～式 に得られた差分方程式を示す。 ：空間、：

時間、 ：空間の分割数

の時 充填層表面

(2α + 1)𝐶𝐶1,𝑗𝑗+1 + (−𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶2,𝑗𝑗+1 = (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶0,𝑗𝑗 

+(1 − 2𝛼𝛼)𝐶𝐶1,𝑗𝑗 + (α − β)𝐶𝐶2,𝑗𝑗 − (−α − β)𝐶𝐶0,𝑗𝑗+1 

(3) 

2≦i≦n-1の時 

(−α − β)𝐶𝐶𝑖𝑖−1,𝑗𝑗+1 + (2𝛼𝛼 + 1)𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗+1 + (−𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖+1,𝑗𝑗+1 

 = (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 + (1 − 2𝛼𝛼)𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 + (𝛼𝛼 − 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖+1,𝑗𝑗  
(4) 

i=nの時(充填層底面) 

(−α − β)𝐶𝐶𝑛𝑛−1,𝑗𝑗+1 + (α + β + 1)𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑗𝑗+1 

= (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑛𝑛−1,𝑗𝑗 + (−𝛼𝛼 − 𝛽𝛽 + 1)𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑗𝑗 
(5) 

ただし、α = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝑅𝑅𝑓𝑓(∆𝑥𝑥)2

，β = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡
4𝜃𝜃𝑅𝑅𝑓𝑓∆𝑥𝑥

で Δtは時間の刻み幅、Δx

は距離の刻み幅である。 

 
パラメータの決定法

ρd はカラム内に所定の高さまで充填したスラグの充填
体積と充填重量から求めた。また、Vはカラムの断面積と
カラムへの通水流量から求めた。θはカラム通水実験から
求めた。Dは NaCl溶液を用いたカラム実験で得られた浸
出水濃度の実測値と計算値の残差自乗和が最小となるよ
うに Simplex法により求めた。

溶出シナリオ

条件設定

最終処分場の埋立層面積 を とし、廃棄物埋立厚さ

を 、中間覆土層厚さを 、埋立物密度を

と設定した。埋立地への浸透水量 を浸透係数

と降雨強度 年 を用いて次式で求めた。

は代表値 と の パターンとした。

日 × × ×

焼却残渣の埋立割合は という報告があるので埋立物

中の焼却残渣重量を 焼却残渣 埋立物 とし

た。また、飛灰発生量は主灰の であり、飛灰には消

石灰が 倍量含まれる ことから焼却灰 に対する飛灰

の発生量は である。よって、焼却残渣中の飛灰重量は

飛灰 焼却残渣 となる。こ

れらより、埋立物中の飛灰重量は ×

飛灰 埋立物 となる。よって、飛灰の埋立重量は次式

で得られる。

× × × 飛灰

処理飛灰中の鉛含有量 は という報告があ

る。よって、埋立層内の鉛重量は ×

となる。焼却飛灰について 号溶出試験で溶出率

の報告があり、これを用いると溶出可能鉛 は

である。

鉛溶出シナリオ

溶出シナリオ として、時刻 で鉛が一定の溶解度

で飛灰から溶け出し、溶出可能鉛の全量が溶け出

した瞬間に溶出濃度が になると仮定した。溶出可能鉛の

全量が溶け出す時間を とし、 は

の ケース、 は の ケース計 ケ

ース検証した。 を次式から求めた。

×(Q×10 )×Tc

シナリオ として、 から一定速度で鉛溶出濃度が増

加し、最大溶出濃度 に達したら一定速度で溶出

濃度が減少し、溶出可能鉛の全量が溶出した瞬間に溶出濃

度 となると仮定した。 となる時間を とし、

は の ケース、 は

の ケース計 ケースを検証した。 を次式から求め

た。
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最終処分場からの鉛漏出濃度予測を行っているが、実際に

鉛溶液を用いたカラム実験は実施されていない。このよう

に、中間覆土に鉄鋼スラグを用いた場合の鉛漏出特性は明

らかとなっていない。

よって本研究では、最終処分場層内の中間覆土に鉄鋼ス

ラグを用いた場合を想定し、スラグ層における鉛の漏出抑

制効果を評価することを目的とした。そのため、埋立層か

らの鉛漏出モデルには遅延係数 を用いた 次元移流拡

散方程式を用い、実際に鉛溶液を用いたカラム実験により

モデルの検証を行った。得られたパラメータを用いて飛灰

からの鉛溶出シナリオに基づいた鉛漏出濃度予測を行い、

排水基準を満たす期間の検証を行った。

 
 解析方法

移流拡散方程式

本実験では、式 と に示すように遅延係数 を用

いた 次元移流拡散方程式を用いた。

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = −

𝑉𝑉
𝜃𝜃⁄

𝑅𝑅𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑓𝑓

𝜕𝜕²𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕²

𝑅𝑅𝑓𝑓 = 1 + 𝜌𝜌𝑑𝑑×𝐾𝐾𝑑𝑑
𝜃𝜃

ここで、：浸出水の鉛濃度 、：ダルシー流速 、

θ：体積含水率 、 ：拡散係数 、ρ ：カラムに充

填したスラグの見かけ密度 、 ：分配係数 、

：経過時間 、 ：スラグ充填層表面からの鉛直距離

である。式 は初期条件を のとき 、境界条件を

のとき 充填層入口濃度 、 充填層出口 濃

度 として、クランク・ニコルソン法にて解いた。以下の

式 ～式 に得られた差分方程式を示す。 ：空間、：

時間、 ：空間の分割数

の時 充填層表面

(2α + 1)𝐶𝐶1,𝑗𝑗+1 + (−𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶2,𝑗𝑗+1 = (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶0,𝑗𝑗 

+(1 − 2𝛼𝛼)𝐶𝐶1,𝑗𝑗 + (α − β)𝐶𝐶2,𝑗𝑗 − (−α − β)𝐶𝐶0,𝑗𝑗+1 

(3) 

2≦i≦n-1の時 

(−α − β)𝐶𝐶𝑖𝑖−1,𝑗𝑗+1 + (2𝛼𝛼 + 1)𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗+1 + (−𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖+1,𝑗𝑗+1 

 = (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 + (1 − 2𝛼𝛼)𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 + (𝛼𝛼 − 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑖𝑖+1,𝑗𝑗  
(4) 

i=nの時(充填層底面) 

(−α − β)𝐶𝐶𝑛𝑛−1,𝑗𝑗+1 + (α + β + 1)𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑗𝑗+1 

= (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)𝐶𝐶𝑛𝑛−1,𝑗𝑗 + (−𝛼𝛼 − 𝛽𝛽 + 1)𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑗𝑗 
(5) 

ただし、α = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡
2𝑅𝑅𝑓𝑓(∆𝑥𝑥)2

，β = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡
4𝜃𝜃𝑅𝑅𝑓𝑓∆𝑥𝑥

で Δtは時間の刻み幅、Δx

は距離の刻み幅である。 

 
パラメータの決定法

ρd はカラム内に所定の高さまで充填したスラグの充填
体積と充填重量から求めた。また、Vはカラムの断面積と
カラムへの通水流量から求めた。θはカラム通水実験から
求めた。Dは NaCl溶液を用いたカラム実験で得られた浸
出水濃度の実測値と計算値の残差自乗和が最小となるよ
うに Simplex法により求めた。

溶出シナリオ

条件設定

最終処分場の埋立層面積 を とし、廃棄物埋立厚さ

を 、中間覆土層厚さを 、埋立物密度を

と設定した。埋立地への浸透水量 を浸透係数

と降雨強度 年 を用いて次式で求めた。

は代表値 と の パターンとした。

日 × × ×

焼却残渣の埋立割合は という報告があるので埋立物

中の焼却残渣重量を 焼却残渣 埋立物 とし

た。また、飛灰発生量は主灰の であり、飛灰には消

石灰が 倍量含まれる ことから焼却灰 に対する飛灰

の発生量は である。よって、焼却残渣中の飛灰重量は

飛灰 焼却残渣 となる。こ

れらより、埋立物中の飛灰重量は ×

飛灰 埋立物 となる。よって、飛灰の埋立重量は次式

で得られる。

× × × 飛灰

処理飛灰中の鉛含有量 は という報告があ

る。よって、埋立層内の鉛重量は ×

となる。焼却飛灰について 号溶出試験で溶出率

の報告があり、これを用いると溶出可能鉛 は

である。

鉛溶出シナリオ

溶出シナリオ として、時刻 で鉛が一定の溶解度

で飛灰から溶け出し、溶出可能鉛の全量が溶け出

した瞬間に溶出濃度が になると仮定した。溶出可能鉛の

全量が溶け出す時間を とし、 は

の ケース、 は の ケース計 ケ

ース検証した。 を次式から求めた。

×(Q×10 )×Tc

シナリオ として、 から一定速度で鉛溶出濃度が増

加し、最大溶出濃度 に達したら一定速度で溶出

濃度が減少し、溶出可能鉛の全量が溶出した瞬間に溶出濃

度 となると仮定した。 となる時間を とし、

は の ケース、 は

の ケース計 ケースを検証した。 を次式から求め

た。

  

W = (1 / 2)×{C ×(Q× )}×(2×T

 実験方法

用いたスラグ

本実験で用いたスラグは、高炉徐冷スラグ を篩分け

し、 － に篩分けたものを洗浄後、 ℃で乾燥さ

せ、ぺイル缶に保存した。

吸着実験

吸着実験で終了 が になるような の添加量を

決定することを目的に行った。スラグは洗浄スラグを用い

た。 のポリ瓶に洗浄スラグを とメスシリンダー

で蒸留水を 加えた後、所定量の 濃度 をデジ

タルピペットで加え、 で 時間振とうした。振と

う終了後、 を測定した。加えた の量は ～

蒸留水 とした。

原水の 濃度は ， ， ， ， とした。原水は

のポリ瓶に蒸留水 を入れ、 調整のために

の を 加え良く撹拌した後、 で作成した

溶液を所定量加えて良く混合して作成した。

のポリ瓶に洗浄スラグを を入れ、作成した原水

を 加えた後、 で 時間振とうさせた。振と

う後、分析用サンプルとして を 0.45µm のメンブラン

フィルターでろ過し、濃硝酸を 加えて保存した。

また、 メータ で分析用サンプルを採取

後の残った溶液の を測定した。分析方法はフレーム原

子吸光光度法とフレームレス原子吸光光度法

を用いた。

カラム通水実験

カラム実験装置

カラム実験装置を図 に示す。流入水タンクには の

ポリ瓶を用い、直径 と の穴をあけた蓋をした。

号のシリコン栓に直径 の穴をあけ、タイゴンチュ

ーブ 本をシリコン栓下部から 出るように通し、

本のタイゴンチューブの端を結束バンドで束ね、タイゴン

チューブとシリコン栓の隙間をワセリンで塞いだ。また

号のシリコン栓に の穴をあけてアクリルパイプをシ

リコン栓下部から 出るように通し、シリコンチュー

ブでガス吸収容器とつないだ。通水タンクの蓋の穴に、上

記シリコン栓をつないだ。ガス吸収容器には を入

れた。 図

散水装置はアクリル板に中心から の場所に直径

の穴を合計 つ空け、穴の上面および下面にアクリ

ルパイプを接着させた。ポンプを経由したタイゴンチュー

ブをそれぞれに通し、アクリルパイプ下端からタイゴンチ

ューブが 出るように通した。この散水装置をカラム

上端に置き、カラムと散水装置を少量のアロンアルファで

固定して空隙をワセリンで塞いだ。 図

カラムはアクリル製の内径 、外径 、長さ

 

図 カラム実験装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 散水装置a) 流入水タンク

c) カラム d) 浸出水採取装置(大容量用) e) 浸出水採取装置(小容量用)
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のカラムを用いた。カラム下部には、

浸出水採取装置につながるシリコンチューブを取りつけ、

アクリルパイプを通したシリコン栓を取り付けた。 図

浸出水採取装置には大容量採水用と小容量採水用の

つを用意した。大容量採水用には直径 の穴を つ空

けた蓋をした のポリ瓶を用い、 号のシリコン栓に

の穴をあけてアクリルパイプをシリコン栓下部から

出るように通したものを つ用意した。一方のアクリルパ

イプにはシリコンチューブを用いてガス吸収容器へ導き、

もう一方はカラム下部のシリコンチューブをつないだ。こ

れらのシリコン栓を蓋に取り付け、隙間にワセリンを塗っ

た。 図

小容量採水用には のポリ瓶を用い、 を充

填したカラム内に置いた。カラムの上部と下部は 号の

シリコン栓を取り付け、上部のシリコン栓にはアクリルパ

イプを通してカラム下部のシリコンチューブを取り付け

た。下部のシリコン栓の上に を入れ、その上にダ

ンボールを 枚置き、その上に のポリ瓶を置いた

図 。ポンプは定量送液ポンプ ，

を二台用いた。

流入 と浸出水 の関係を調べる実験

ポンプ流量調整は水道水を用い、カラムに取り付ける前

の散水装置を用いて以下の通り行った。散水装置下部から

出ているタイゴンチューブ 本の下にそれぞれ の

ポリ瓶を置いて通水を開始して 時間後に通水を停止し、

ポリ瓶内の水の重量を測定した。その後、 本のタイゴン

チューブの下に の計量カップを置き、同様にして通水

を２時間行い、計量カップ内の水の重量を測定した。

スラグ充填方法は次の通りである。空のカラムの重量を

測定し、カラム内に ごとにスラグを充填して木槌で

、 回叩いて詰め、 充填後、カラムの重量、充填高

さを記録した。その後、カラム下部のシリコンチューブを

折り曲げてピンチコックで止め、カラム内に水道水をスラ

グ上端から約 まで加え、木槌でカラムを叩き気泡を抜

いた。その後、カラム下部のシリコンチューブを開放して

水を抜いた。シリコンチューブに溜まっている水も排出し

た。

流入水は中性 未調整水道水 、 ， ， とし、

の を表 に示すように加えた。流入水は実験ある

いは流入水交換の当日に作成した。

浸出水採水方法は以下の通り行った。大容量採水時は空

の蓋を除いた のポリタンクの重量を測定し、蓋をして

からアクリルパイプにカラムからのシリコンチューブを

つなぎ採水した。採水後はカラム下部のチューブを折り曲

げてピンチコックで止め、すぐに小容量用に置き換えた。

浸出水を含む のポリ瓶の重量を測定した。

小容量採水時は空の ポリ瓶の重量を測定して浸

出水採取装置 小容量用 に置き、カラム上部にシリコン栓

を付け、スラグ充填カラム下部からのシリコンチューブと

つないだ。約 時間経過後、カラム下部のチューブを折り

曲げてピンチコックで止め、すぐに大容量用に置き換えた。

浸出水を含む ポリ瓶の重量を測定した。

実験の順序と条件を表 に示す。 で流入水を交換

する時は散水装置を取り外し、カラム下部のシリコンチュ

ーブをピンチコックで留め、水道水をカラム内のスラグの

上端から約 まで入れてピンチコックを外し水を抜い

た。この一連の作業を 回繰り返した。その後、再び散水

装置をカラムに装着しワセリンで空隙を塞いだ。

が終わったらカラム内のスラグを詰め替えて を行っ

た。 は浸出水採取後直ちに測定した。

カラム通水実験方法

と同様にスラグを充填し、充填密度を測定した。

ポンプ流量を に設定して水道水の通水を開始し、

浸出水流量が一定となったら流入水を 溶液

に変更した。変更直後に流入水タンクから 溶

液 を採取し電気伝導度 を電気伝導度メータ

で測定した。これを通水前通水溶液 と

した。

溶液に変更する直前の浸出水を 採取し、 分

サンプルとした。 のポリ瓶を出口にセットして通水

を開始した。最初の 時間は 分おきに浸出水受けの

のポリ瓶を交換した。 時間目以降は のポリ

瓶を用い、 時間ごとに交換した。 時間目の試料採取後、

浸出水受けを のポリ瓶を用いて 時間放置し、その後、

のポリ瓶で 時間試料採取をした後、 のポリ瓶で

時間放置し、その後、 のポリ瓶で 時間試料採取

をした。最後に流入水タンクから を採取した。これ

を終了時通水溶液 とした。どの場合も、採取した浸出

水の重量を測定後に を測定した。その後、カラム内を

水道水を用いて と同様に 回洗浄した後、 に

調整した 溶液を通水した。浸出水 が になるま

で継続した後、 溶液 を通水した。 溶液は、

蒸留水に を用いて に調整した溶液 に対して

溶液を 加え、 を用いて に再

度調整して作成した。

溶液を交換する直前に浸出水受けから を採取し

表 水道水 に加える
の の量
設定

表 充填密度、 終了後の処理

実験

流入水種類 水道水

充填密度 Ｌ

終了後の処理 洗浄 洗浄 洗浄 洗浄 詰め替え 洗浄
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て 0.45µ のメンブレインフィルターでろ過し、濃硝酸を

加えて保存した。これを 分サンプルとした。通

水開始後は ～ 日に 回おおむね決まった時間に ｍ

のポリ瓶を用いてサンプリングをした。サンプリング後

は 0.45µ のメンブレインフィルターで ろ過したろ

液に濃硝酸を 加えて分析用サンプルとした。残っ

た浸出水で を測定した。また、流入水は 溶液を交換

するごとに分析用サンプルを採取した。鉛濃度の分析には

フレーム原子吸光光度法とフレームレス原子吸光光度法

を用いた。

鉛通水終了後、流入水を水道水に変更し、流量が一定に

なったことを確認したら、ポンプを止めて直ちに浸出水を

空のポリ瓶に受け、 時間放置後、ポリ瓶内の浸出水量を

測定した 。その後、カラム内のスラグ全量を金属製の

バットに移し、 ℃で 時間乾燥させて保有水分量を測

定した 。θ( を 充填体積 を用いて次式

で求めた。

θ = 𝑊𝑊1+𝑊𝑊2
𝑉𝑉

結果と考察

吸着実験結果

添加量と終了 の関係を図 に示す。 添加量

が 蒸留水 以上で終了 は を越えた。

蒸留水 の添加で は となり目標とし

た とほぼ同程度であったが、スラグの不均一性を考慮

して、より安全側である 蒸留水 終了

が適切と考えられた。

得られた結果を図 に示す。平衡濃度の増加とともに吸

着量が直線的に増加していると見なせたので、式 に示

すヘンリー型の吸着等温式を用いることとした。

q=Kd×Ce

ここで、 は吸着量 、 は分配係数 、 は平

衡濃度 である。本実験で得られた は で

あり、昨年の卒論で得られた値 ほぼ同じであ

った。

流入 と浸出水 の関係

流量測定結果を表 に示す。チューブ ， はポンプ

に、チューブ ， はポンプ にセットした。流量を

になるように設定して行った。 つのチューブ間での流量

のばらつきは、変動係数が と小さかった。個別流量測

定後に行った全体流量測定との変動係数は となり、時

間をおいても安定した流量が得られることを確認した。

浸出水 の経時変化を図 に示す。水道水を流した

場合 、最初の 時間での浸出水の は で時間

経過とともに上昇していき、 日目で に到達した。

その後、 9.0±0.1 で一定となった。 の溶液を流した

場合 、通水 時間で は となり、以降

pH9.1±0.1 でほぼ一定となった。 の溶液を流した場

合 、 日目で まで上昇したが、 には

届かなかった。

そこで、 の溶液通水後 に、再度 の溶

液を通水した 。しかし、通水開始直後から 時間

 

図 添加量と終了 の関係
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図 鉛吸着実験結果
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表 チューブの個別流量合計と全体流量測定結果

チューブ チューブ チューブ チューブ 合計 平均 標準偏差 変動係数

個別流量

全体流量 ※ ※ ※

※個別流量合計と全体流量によるもの
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の間、浸出水の は のままだった。このことから、

スラグを一度高い の水と接触させると、本実験で行っ

たような洗浄を行っても、スラグの塩基性物質を完全に洗

い流すことは困難であることが分かった。そこで、スラグ

を充填し直して、 の溶液を通水した 。通水開始

日目以降 は 10.6±0.1 で一定となった。 の溶液

を通水した場合 、 日目以降、 は 11.9±0.2 で

一定となった。

以上より、水道水通水の結果からスラグは塩基性であり、

以上の溶液を通水すると浸出水 も通水溶液と概ね

一致することが分かった。また、浸出水 は通水開始

週間を過ぎるとおおむね一定になることが分かった。

浸出水流量の測定結果を図 に示す。どの条件もお

よそ 時間経過後から流量が一定となった。表 に通水

開始 時間以降の流量の平均、変動係数を示す。変動係

数が ～ 程度であり、 回の 中の流量変動は小さか

った。また、平均流量は ～ であり設定流量であ

る の±10mL/h の範囲であった。

ポンプ流量測定結果より つのチューブ間での流量の

ばらつきは小さかった。 時間経過すると浸出水流量は

およそ一定になった。 回の 中の流量変動は小さかっ

た。スラグは塩基性であり、 以上の溶液を通水すると

浸出水 も流入 と概ね一致することが分かった。ま

た、浸出水 は通水開始 週間を過ぎるとおおむね一定

になることが分かった。

カラム通水実験結果

カラム通水実験における ρ は 、θ は

であった。 通水実験における浸出水濃度

の経時変化と探索で得られた を用いた計算結果を

図 に示す。実測値と計算値はよく一致していた。このこ

とから計算に用いた θ と は適切であったと言えた。よ

って、得られた D = 7.19×10 を用いることとした。

鉛通水実験で得られた浸出水鉛濃度の実測値を図 に

示す。通水開始約 日の間は浸出水の鉛濃度は であ

った。通水開始約 日目から徐々に浸出水の鉛濃度が増加

し始めた。通水開始約 日目で浸出水の鉛濃度が

程度まで増加した。時間の制約上浸出水の鉛濃度が流入水

の鉛濃度である になるまで実験を行うことができ

なかった。なお、実験期間中の浸出水 は平均 標

準偏差 で はおよそ で安定し変動も小さかっ

たと言えた。流量の平均は 標準偏差

であった。流量もおよそ で安定し変動も小さかっ

たと言えた。

バッチ実験によって得られた を用いた浸

出水鉛濃度の計算値を点線として図 中に示すが、実測値

と一致しなかった。そこで、浸出水中鉛濃度の実測値と計

算値の残差自乗和が最小となるように、 と同様の探索法

により を求めた。その結果を図中に実線で示すが、実

 

浸出水 の経時変化 流量の経時変化

図 カラム通水実験結果 ▲ ，◆ ，●:Run1 ，□ ，○:Run2)
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図 通水実験による浸出水実測値と計算
（○：実測値，実線：計算値）
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測値と計算値は良い一致を示した。得られた は

であった。バッチ実験で得られた よりもカラ

ム実験で得られた の方が大きくなった理由としてカラ

ム実験で用いたスラグは実験期間中 約 日 絶え間なく

鉛溶液と接触していたためより鉛を吸着したことが原因

の つだと考えられた。

鉛溶出シナリオによる鉛溶出予測

シナリオ における浸出水の鉛濃度の例として

で 、 の時の結果を流入水鉛濃度と共に

図 に示す。浸出水鉛濃度は時間とともに上昇し に達

した。時間が に達すると浸出水鉛濃度は急激に減少し

た。 が と の場合を比較すると浸出水鉛

濃度は同じような挙動を示した。

表 に と の各条件において浸出水中の鉛濃度が鉛

排水基準 を超えるまでの時間を示す。 、 が

どの条件でも浸出水鉛濃度は まで達し、排水基準

以下に保つことはできなかった。排水基準を超

える時間に は影響せず、 が小さいほど時間が長くなっ

た。以上より、使用したスラグでは と を変化させて

も排水基準以下に抑制することはできなかった。

シナリオ における浸出水の鉛濃度の例として

で 、 の時の結果を流入水鉛濃度と共

に図 に示す。浸出水鉛濃度は流入水濃度に遅れて上昇

し、 に達した後、流入水鉛濃度に少し遅れて浸出水鉛

濃度が減少し始めた。流入水鉛濃度が減少するにつれて浸

出水鉛濃度も同様に減少した。 が と の

時を比較すると、 が小さくなるにつれて流入水鉛濃度

と浸出水鉛濃度の差が小さくなった。

表 に と の各条件において浸出水中の鉛濃度が鉛

排水基準 を超えるまでの時間を示すが、 、

がどの条件でも浸出水鉛濃度は まで達し、排水基準

以下に保つことができなかった。 が大きいほ

ど、また が小さいほど、排水基準を超えるまでの時間

は長くなった。カッコで示すように流入水鉛濃度と浸出水

鉛濃度が に至った日の差を見ると、最長で 日

であった。最短で 日であったため最短と最長であまり

図 浸出水鉛濃度の実測値と計算値の比較 ○：
実測値，点線：バッチ実験で得られた を用いた
場合の計算値，実線：鉛通水実験で得られた を
用いた場合の計算値
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表 シナリオ で鉛の排水基準 を超えるまでの時間 日

シナリオ シナリオ

※カッコ内は流入濃度と浸出水濃度が に至った日の差

図 シナリオ での結果例 点線：流入濃度，実線：浸出水濃度
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差はなかった。以上より、シナリオ においても使用した

スラグでは と を変化させても排水基準以下に抑制す

ることはできなかった。

を とすると、図 に示すように つのシ

ナリオで排水基準以下に抑制できた 。

よって、鉄鋼スラグをリン酸で酸処理をして重金属を吸着

するゼオライトを生成させるような活性化処理 をして

を まで向上させることができれば浸出水中

の鉛濃度を排水基準以下にできることが期待された。また、

鉄鋼スラグの最大の は と報告されてお

り、これを用いて検証した場合はシナリオ で約 年、

シナリオ では約 年の間浸出水鉛濃度を排水基準以

下に抑制できた 。

。 おわりに

最終処分場層内の中間覆土に鉄鋼スラグを用いた場合

を想定し、スラグ層における鉛の漏出抑制効果を評価す

ることを目的として、パラメータを求めるためにバッチ

実験とカラム実験を行った。また つの鉛溶出シナリオ

を用いて最終処分場からの鉛漏出濃度予測を行った。得

られた主な知見を以下に示す。

バッチ実験で得られた より、鉛通水実

験から得られた を用いた方が浸出水中

の鉛濃度の実測値と計算値は良い一致を示した。

バッチ実験で得られた よりもカラム実験で得られ

た の方が大きくなった理由はカラム実験で用いた

スラグは実験期間中 約 日 絶え間なく鉛溶液と接

触していたため、より鉛を吸着したことが原因の つ

だと考えられた。

シナリオ 、 ともに使用したスラグでは と

を変化させても排水基準以下に抑制することはで

きなかった。

を とすると、 つのシナリオにおいて

の場合、浸出水鉛濃度を排水

基準以下に抑制できた。

報告されている鉄鋼スラグの最大の を用いて つ

のシナリオの を検証した場

 

図 シナリオ での結果例 点線：流入濃度，実線：浸出水濃度
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シナリオ シナリオ  
図 つのシナリオで排水基準以下に抑制できる分配係数 を用いた場合の結果

点線：流入濃度，実線：浸出水濃度  
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合、約 ～ 年の間浸出水鉛濃度を排水基準以下

に抑制することができた。
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太陽集光装置による軽焼ドロマイトの加熱特性調査 
 

赤坂 重尭 1)・長瀬 慶紀 2)・友松 重樹 3)・前田 順登 4)  
 

Investigation into Heating Characteristic of Light-burned Dolomite using 
Solar Concentrator 

 
Shigetaka AKASAKA, Yoshinori NAGASE, Shigeki TOMOMATSU, Naoto MAEDA 

 
Abstract 

 
Recently， the power generation using renewable energy such as solar light and wind power is noticed, but these 

power generation methods have a problem that they are strongly affected by weather and time. Then, the magnesium 
battery which solves these problems and can carry out the repeated power generation is noticed. While fossil fuels are 
used for refining magnesium. There are problems such as depletion of fossil fuel and air pollution. Solar heat is 
attracting attention as an alternative energy source to fossil fuels. In this study, it is considered that magnesium is refined 
by solar heat， and the research was carried out paying attention to light-burned dolomite. However, there is no heating 
experiment data of the light-burned dolomite, so the heating characteristics were unknown, when the light-burned 
dolomite was heated by a solar concentrator. From the experiments which the absorptance coefficient of light burning 
dolomite was calculated to be from 0.49 to 0.58. From this result， it is considered that the light-burned dolomite to 
be high temperature is difficult by direct heating. 

 
Keywords: Solar concentrator, Light-burned Dolomite, Magnesium, Solar furnace, Renewable energy  

 
1. はじめに 

 

近年、再生可能エネルギーによる発電が注目されてい

る。一般的には、太陽光発電や風力発電が再生可能エネ

ルギーを利用した発電として挙げられる。しかし、これ

らの発電方法には天候や時間による変化に強く影響され

てしまうという問題がある。これらの問題を解決し、最

近注目されているのがマグネシウムを利用した発電であ

る。 

マグネシウムを利用した発電の一例として、マグネシ

ウム空気電池がある。マグネシウム空気電池の負極活物

質は金属マグネシウム、正極活物質は空気中の酸素であ

る。負極のマグネシウムは、電子を放出してマグネシウ

ムイオンとなり、電解液の中に溶け出す。一方、正極で

は酸素と水が電子を受け取り、水酸化イオンとなる。全

体で見ると、マグネシウムと酸素、水から水酸化マグネ

シウムが生成される。水がなくなると、水酸化マグネシ

ウムは最終的に酸化マグネシウムになる。最終的に生成

された酸化マグネシウムを還元することで何度でも電池

の燃料として使用することができるのでクリーンな発電

方法として注目を集めている。 

現在、マグネシウムの精製には化石燃料が使用されて

いる。 化石燃料はエネルギー枯渇の問題があることや、

エネルギーを取り出す際に窒素酸化物や二酸化炭素など 

1) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

2) 機械設計システム工学科教授 

3) 機械設計システム工学科助教 

4) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

の温室効果ガスが発生し、地球温暖化や大気汚染の原因

となっている。よって、化石燃料に代わるようなエネル

ギー源が必要とされている。太陽熱はエネルギー枯渇の

問題がないことや温室効果ガスを出さないことなどから

化石燃料に代わるエネルギー源として注目を集めている。

宮崎大学には、ビームダウン式タワー型太陽集光装置が

設置されており、太陽光を集光しエネルギーを得ること

ができる。 

本研究室では、ビームダウン式タワー型太陽集光装置

のためのレシーバを開発した。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、空気や溶融塩な 

どの熱媒体を加熱するが、本研究室で開発した固体攪拌

型蓄熱装置では、蓄熱材となる固体粒子をビームダウン

式タワー型太陽集光装置で直接加熱することができる。

この固体攪拌型蓄熱装置は、受光部と蓄熱槽が一体とな

っている装置であり、この装置を使用することで 1000 ℃
以上の蓄熱が可能である。そこで、ビームダウン式タワ

ー型太陽集光装置のために開発されたレシーバを改良し、

発電に必要なマグネシウム精製のための太陽炉を設計し、

マグネシウムの原料となる物質を連続加熱することを検

討した。 

本研究では、マグネシウムの原料として軽焼ドロマイ

トに注目した。しかし、軽焼ドロマイトをビームダウン

式タワー型太陽集光装置での加熱実験のデータがなく、

加熱特性が不明である。よって、本研究では、ビームダ

ウン式タワー型太陽集光装置によって軽焼ドロマイトを

加熱し、軽焼ドロマイトの加熱特性および加熱方法の検

討を目的とする。 
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図 2．集光原理． 

第１焦点

第２焦点

CPC
レシーバ

楕円鏡
(二次反射鏡)

ヘリオスタット
(一次反射鏡)

2. 実験装置 

 

2.1 ビームダウン式タワー型太陽集光装置 

宮崎大学に建設されたビームダウン式タワー型太陽集

光装置を図 1 に示す。集光装置は、地上に配置されたヘ

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。タワー型の発電効率は

20~30 %1)と考えられている。図 2 にビームダウン式タワ

ー型太陽集光装置の集光原理を示す。太陽光は最初に地

上のへリオスタットによってタワーの上部にある楕円鏡

の第 1 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 2 焦点に最終的に集光される。宮崎大学

に設置されているビームダウン式タワー型太陽集光装置

は中央タワーの高さが 16 m で上部には楕円鏡が配置さ

れ、実験場が地上から 7 m の位置に設置されている。ヘ

リオスタットはタワーの周囲 60 m×60 m の範囲に 88 基

配置されている。ミラー構成はマルチミラー式と呼ばれ

るもので、直径 500 mm の凹面鏡 10 枚で 1 基のヘリオス

タットが構成されている。ヘリオスタットの配置方式は

南側の欠けたスリークォータ配置である。楕円鏡はタワ

ー上部、高さ 16 m の位置に配置されている。楕円鏡の第

1 焦点は地上から 14 m、第 2 焦点は地上から 10 m に形成

される。ビームダウン式タワー型太陽集光装置の集光度

は、ヘリオスタットの総受光面積が約 176 m2、楕円鏡第

2 焦点に形成される集光部は直径約 1000 mm、出力は約

100 kWth である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 CPC  

CPC を図 3 に、CPC の内部を図 4 に示す。CPC は、入

口がビームダウン太陽集光装置の楕円鏡第二焦点にくる

ように設置されている。 CPC 内部には多数の鏡があり、

その鏡によって第二焦点の太陽光がさらに集光がされる。

楕円鏡第二焦点の集光部 φ1000 mm、それに対し、CPC
焦点の集光部はφ400 mm程度となり、集光部である CPC
出口ではより高い放射流束が得ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 軽焼ドロマイト 

軽焼ドロマイトは、白色の物体で主に酸化カルシウム

と酸化マグネシウムから構成される鉱物である。表 1 に

軽焼ドロマイトに含まれている物質の含有率を図 5 に軽

焼ドロマイトを示す。今回の実験で使用した軽焼ドロマ

イトは大きさが 5 mm 未満で、形は不揃いであり、とが

ったような形になっている。この軽焼ドロマイトは、ド

ロマイトという鉱物が原料であり、ドロマイトは主に炭

酸カルシウムと炭酸マグネシウムで構成されている。こ

のドロマイトを約 1000 ℃まで加熱することによって式

(1)に示すような化学反応が起こり、軽焼ドロマイトとな

る 2)。 

MgCO3･CaCO3=MgO･CaO+CO2 (1) 

図 1．ビームダウン式タワー型太陽集光装置． 

図 3．CPC の外観． 

図 4．CPC 内部(上部より)． 
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また、軽焼ドロマイトには多くの酸化マグネシウムが

含まれており、酸化マグネシウムはアルミニウムと混合

させ 1100 ℃まで加熱することで、式(2)に示すような化学

反応が起こりマグネシウムが発生する 3)。このとき発生

するマグネシウムは気体である。 

 3MgO+2Al=3Mg+ Al2O3 (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 アルミナ球 

軽焼ドロマイトの加熱特性を評価するために比較対象

として本研究室で蓄熱材として研究を行っているアルミ

ナ球の加熱実験を行った。アルミナ球を使用した理由は、

本研究室での研究で、ビームダウン式タワー型太陽集光

装置で加熱する実験を行っており、加熱特性や物性値が

判明しているからである。図 6 に実験で使用したアルミ

ナ球を示す。アルミナ球は融点が 2015 ℃4)と高温である。

また、アルミナ球の粒径については小さいほど、今回の

加熱実験で使用している軽焼ドロマイトと同じくらいの

大きさにすることが出来、二つの実験を近い実験条件に

することができるので、粒径 3 mm のものを使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 固体攪拌型蓄熱装置の受光部 

本研究室では、太陽光を受ける受光部と、太陽光によ

り加熱された熱を蓄熱する蓄熱槽とが一体となった固体

攪拌型蓄熱装置が開発された。受光部・蓄熱槽は 2 つの

円筒と 2 つのピストンからできている。材質は SUS303
であり、内円筒の大きさは直径 276 mm、高さ 320 mm、

外円筒の大きさは直径 398 mm、高さ 450 mm である。

この装置を使用することでビームダウン太陽集光装置で

の 1000 ℃以上の加熱が可能となる。図 7 に受光部の概

略図を示す。 

3. 軽焼ドロマイト加熱実験 

 

3.1 実験方法 

今回の実験では、固体攪拌型蓄熱装置を用いて実験を

行った。また、固体攪拌型蓄熱装置を駆動させないので

外円筒は使用せずに内円筒のみでの実験を行った。図 8
に温度の測定方法を示す。熱電対は内円筒の中心まで入

れ、加熱部中心の温度を測定する。また、ビームダウン

式タワー型太陽集光装置で加熱する物質は、軽焼ドロマ

イトとアルミナ球である。 

図 5．軽焼ドロマイト． 

図 6．アルミナ球． 図 8．温度測定方法． 

太陽光

加熱物質
熱電対

石英ガラス

MgO MgO+CaO CO2
質量⽐ 30.0%以上 93.0％以上 2.0％以下

表 1．軽焼ドロマイトの成分の含有率． 

図 7．固体攪拌型蓄熱装置の受光部概略．

外円筒

内円筒

内ピストン

外ピストン

45
0

32
0

Φ276
Φ398
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3.2 実験結果 
軽焼ドロマイトの加熱実験とアルミナ球の加熱実験の

温度変化グラフを図 9 に示す。軽焼ドロマイト加熱実験

では、実験時間 50 分とし、アルミナ球加熱実験ではアル

ミナ球の最高使用温度が 1500 ℃となっているため、そ

の温度に達する前に実験を終了した。実験時間は 35 分で

ある。また、表 2 に直達日射量、ヘリオスタットの平均

集光台数、実験終了時の温度をまとめた実験結果を示す。 

 図 9 から、アルミナ球のほうが短時間で高温になるこ

とが分かった。これは、二つの物質の熱伝導率や比熱な

どの熱物性値にあまり差がないことから吸収率が大きく

関係しているのではないかと考えた。よって、実験デー

タからアルミナ球と軽焼ドロマイトの吸収率の算出する

方法を考察し計算を行った。 
 
3.3 考察 

 
3.3.1 吸収率の算出  

軽焼ドロマイトの加熱特性を考察するにあたり、物質

内の熱伝導は一次元であると仮定し、熱伝導による温度

上昇を計算し、実験の温度変化と比較することにより吸

収率を求めた。一次元熱伝導方程式は、 
 𝜕𝜕𝑇𝑇�𝜕𝜕、𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑎𝑎 � 𝜕𝜕�𝑇𝑇�𝜕𝜕、𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   

 

となり、左辺の 1 階微分を前進差分、右辺の 2 階微分

を 2 階中心差分により差分化すると、式(3)は、 

  𝑇𝑇�
��� � 𝑇𝑇�

�

∆𝜕𝜕 � 𝑎𝑎 � 𝑇𝑇���
� � 2𝑇𝑇�

� � 𝑇𝑇���
�

�∆𝜕𝜕��  
 

 となり、� � �∆�
�∆���とおくと、 

 𝑇𝑇�
��� � �𝑇𝑇���

� � �� � 2��𝑇𝑇�
� � �𝑇𝑇���

�
   

また、今回は ∆𝜕𝜕 � � � ���� [m]として計算を行った。

固体が初め周囲の温度と等しい温度で一定であり、𝜕𝜕 � �
にステップ状に温度変化を与えた時の温度分布の式は式

(6)のようになる。 

𝑇𝑇��、�� � 𝑇𝑇� � ��𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��erf � ∆𝜕𝜕
2√𝑎𝑎∆𝜕𝜕��  

式(6)を変形すると、 

∆𝜕𝜕 � ��∆𝜕𝜕��

� � � � �� �� � �𝑇𝑇��、�� � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� �

�
�
 

 

∆𝜕𝜕 ：時間の刻み幅[s]、𝑇𝑇�：ステップ状に与える温度[℃]、 
𝑇𝑇�：固体の初期温度[℃]、 𝑎𝑎：熱拡散率[m2/s]、 
𝑇𝑇�����：表面からの距離𝜕𝜕と時間𝜕𝜕における温度[℃]、 
∆𝜕𝜕：深さ方向の刻み幅(� � � ����)[m] 
 
また、加熱表面部から∆𝜕𝜕での温度と初期温度の差であ

る(𝑇𝑇�����－𝑇𝑇� )が加熱表面温度と初期温度の差(𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� )の
99 %以上の場合を温度変化の影響を受けていないとし、

一瞬で加熱されるものとして計算を行った。  
加熱実験では、熱電対が直接太陽光にあたらないよう

に熱電対上に加熱物質の層を作り、表面よりも少し下に

測定点のある状態になっている。よって、加熱部表面か

ら熱電対上までの厚さが 5 mm、熱電対の直径は 8 mm あ

るので、図 10 のように熱電対の測定位置は加熱部表面か

ら深さ 9 mm の位置にあるとし、計算を行った。また、物

体の深さ方向は、50 mm まで計算を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

加熱表面からの位置を𝜕𝜕�、加熱開始からの時間をt�とし、 
𝜕𝜕� � ∆𝜕𝜕 � �         i=0、1、2、…50  
𝜕𝜕� � ∆𝜕𝜕 � �     j=0、1、2、…n  

とし、計算を行う。 
また、表現を簡略化するために加熱表面からの位置𝜕𝜕�、

加熱開始からの時間t�の場合の温度𝑇𝑇�������を𝑇𝑇�
�
で表すこ

ととする。加熱部表面の温度を𝑇𝑇�
�
とすると、加熱部表面

の温度は式(8)で表すことができる。 
𝑇𝑇�

� � 𝑇𝑇�
� � 𝑇𝑇�

��� � ∆𝑇𝑇�  

(6)

50
m
m 9
m
m

5
m
m

図 10．計測位置． 

(8) 

表 2．実験結果． 

被加熱材料 軽焼ドロマイト アルミナ球
直達⽇射量[W/m2] 892 964
平均集光台数 75 75
最⾼温度[℃] 1246 1314

図 9．加熱実験結果． 
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ここで、∆𝑇𝑇�は、 
 ∆𝑇𝑇� � ∆𝑇𝑇 � ∆𝑇𝑇��  (9)

∆𝑇𝑇�：表面部の上昇温度 
∆𝑇𝑇 ：熱伝導がない時の加熱部表面の上昇温度 
∆𝑇𝑇��

：熱伝導によって変化する温度(∆𝑇𝑇��
＜0) 

 
また、式(9)の∆𝑇𝑇、∆𝑇𝑇��

は、 

 
∆𝑇𝑇 � 𝑄𝑄

� � � 
 

 
 � ��� � �� � 𝜎𝜎 � � � ∆�

∆𝑥𝑥 � 𝜌𝜌 � �   

 ∆𝑇𝑇�� � 𝑄𝑄�
� � �  

 
  � 𝜆𝜆 � �𝑇𝑇�

��� � 𝑇𝑇�
����

∆𝑥𝑥� � 𝜌𝜌 � �   
 

DNI：直達日射量 [W/ m 2 ]、Cm：集光倍率 (9 .0 ) 6 )、 
𝜎𝜎：透過率(0.9)、N：集光台数、𝜌𝜌：密度[kg/m3]、 
c：比熱[J/(kg･K)]、 𝜆𝜆：熱伝導率[W/(m･K)] 
 

以上の式を利用し、アルミナ球の物性値から計算した

結果を図 11 に示す。今回の計算では、吸収率のわかって

いる 227℃～527℃の範囲の実験データを使用して吸収率

の算出を行ったところ、アルミナ球の吸収率が 0.57 とい

う結果となった。文献値では、227℃～527℃で吸収率が

0.6~0.77)となっている。今回の計算では、熱損失を考慮し

ていないので文献値よりも低くなったものと考えられる。 

軽焼ドロマイトの吸収率算出もアルミナ球の吸収率算

出と同様の方法で行った。しかし、実験データが 227℃
～527℃間で単位時間当たりの温度上昇幅が変化してい

るので、0～50 s、50～100 s、100～150 s、150～190 s
と区間を分けて計算を行った。また、軽焼ドロマイトの

物性値は正確な値が不明であるので、主な含有物である

酸化マグネシウムと酸化カルシウムの物性値と表 1 に示

されるそれぞれの物質が含まれる含有率の値を利用して

予測した。計算結果のグラフを図 12 に示す。吸収率の値

は 0～50 s の区間では 0.58、50～100 s の区間では 0.55、
100～150 sの区間では 0.52、150～185 sの区間では 0.49
となった。 

 
3.3.2 加熱方法の検討 

今回、軽焼ドロマイトを直接加熱してみたが、50 分間

の加熱で 1245℃という結果になった。しかし、この温度

は熱電対上の部分の温度であり、熱電対下ではさらに温

度が低い状態になっていると考えられる。軽焼ドロマイ

トから、マグネシウムを完全に取り出すには最低でも

1390℃必要であるため、今回の加熱実験では必要温度に

達しないことが分かった。また、高温域になるにつれて

温度上昇幅が小さくなっていることから、高温になると

吸収率は低くなっていると考えられる。 
以上のことから、軽焼ドロマイトをビームダウン式タ

ワー型太陽集光装置で直接加熱してもマグネシウムの精

製することは難しいと考え、直接加熱以外の方法を考え

た。以下に加熱方法を示す。 
 

(1) 軽焼ドロマイトとほかの物質を混合 
 軽焼ドロマイトのみでは吸収率が低く温度が上昇しな

かった。よって、吸収率の高い物質を混合させることに

よって軽焼ドロマイトの温度が上昇すると考えられる。

混合させる物質の条件として、吸収率が高いということ

以外に、目的の化学反応以外が起こらないこと、分離し

やすいことが挙げられる。 
(2) 軽焼ドロマイトを間接加熱する 

軽焼ドロマイトのみの加熱では、目標温度まで上昇し

なかった。よって、加熱表面部に吸収率の高い物質を加

熱し、そこから熱を伝達することによって軽焼ドロマイ

トを加熱することが考えられる。間接加熱をする方法と

してレトルトを使用した実験が行われている。8) 

(10)5) 

(11)

図 12．軽焼ドロマイトの吸収率．
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図 11．アルミナ球の吸収率． 
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4. 結論 
 
軽焼ドロマイトをビームダウン式タワー型太陽集光装

置で直接加熱した場合の加熱実験データがなく、加熱特

性が不明であったので、軽焼ドロマイトの加熱特性およ

び加熱方法の検討を行った。以下に得られた結論を示す。 
1． 軽焼ドロマイト単体をビームダウン式タワー型太陽

集光装置で加熱した結果、50 分加熱で最高温度

1245℃まで加熱することができた。 
2． 軽焼ドロマイトの吸収率の算出を行った結果、軽焼

ドロマイトの吸収率は 0.49～0.58 となった。しかし、

これは熱損失を考慮していないので実際の吸収率の

値はこれよりも少し高いと考えられる。 
今回の実験では、軽焼ドロマイトを直接加熱しても目

標温度の 1390℃に達することができないことが分かった。

これは、軽焼ドロマイトの吸収率が低く、高温になれば

さらに吸収率が低下することが原因だと考えられる。こ

れ以上の温度に加熱するには間接加熱を検討する必要が

ある。  
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蓄熱粒子からの熱の取り出し方法の検討 
 

野村 文椰 1)・長瀬 慶紀 2)・前田 順登 1)・友松 重樹 3)・木村 正寿 4) ・安在 晋太郎 1) 

 
Study on Heat Transfer Method from Thermal Storage Particles 

 
Fumiya NOMURA, Yoshinori NAGASE, Naoto MAEDA 

Shigeki TOMOMATSU, Masatoshi KIMURA, Shintaro ANZAI 
 

Abstract 
 

In recent years, renewable energy has been focused because of global warming and depletion of fossil fuels. 
Especially solar thermal power generation has advantages, since the energy source is the sun that is possible to secure 
a semi-permanently clean energy source. Furthermore, electricity can be generated even night by stored heat. In this 
laboratory, study of solar thermal power generation using a beam-down solar concentrator has being conducted. Studies 
of solar thermal storage devices that stored heat in alumina particles as thermal storage materials have been conducted 
and their characteristics have gradually been known. Therefore, it is necessary to consider a method for extracting the 
stored thermal energy. In this study, we designed and fabricated a compact model of a steam generator that generates 
steam by contacting water and thermal storage materials that has stored heat, and investigated its characteristics. As a 
result, the increase generated steam per unit time in proportion to the increase in the cross-sectional area of the steam 
generator. 

 
Keywords: Solar thermal, Steam, Renewable energy, Solar concentrator 

 
1. はじめに 

 
現代社会において、人間は多くのエネルギを消費しな

がら生活を送っており、産業技術の進歩に伴いさらに多

くのエネルギが必要とされてきている。現在のエネルギ

供給の多くは火力発電や原子力発電などに頼っているが、

化石燃料などの資源が有限であることやエネルギ生産時

に有害物質を発生させ、地球温暖化や環境汚染などを進

める原因となっていることなどが問題になっている。そ

こで、エネルギ源が太陽であるため、半永久的にクリー

ンなエネルギ源を確保することができ、蓄熱を行うこと

で、太陽が出ていない夜間にも発電を行うことができる

太陽熱発電に注目が集まっている。太陽熱発電とは、太

陽熱によって生成した蒸気を用いてタービンを回し、発

電するシステムである 1)。 
本研究室では、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供給に適

しているビームダウン式太陽集光装置のための固体攪拌

型蓄熱装置の研究 2)が行われており、より高温でより高

効率な蓄熱が可能となってきている。現在もさらなる効

率向上のためにレシーバの研究が行われているが、固体

粒子への蓄熱後のエネルギを取り出す方法はまだ確立さ

れていない。ビームダウン式太陽集光装置と固体粒子を

用いた発電方法の確立のためにも、蓄熱材料へ蓄熱され 
1) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

2) 機械設計システム工学科教授 

3) 機械設計システム工学科助教 

4) 教育研究支援技術センター技術専門員 

たエネルギを取り出す方法の確立が必要となっている。

そこで、本研究の目的は宮崎大学に設置されているビー

ムダウン式太陽集光装置において、本研究室で開発され

た固体攪拌型粒子蓄熱装置によって蓄熱された蓄熱材料

から熱を取り出す装置の開発である。ビームダウン式太

陽集光装置と固体粒子を用いた発電プラントの研究はあ

まり行われておらず、その発電方法を確立するために、

本研究では、ビームダウン式太陽集光装置によって蓄熱

が行われた固体粒子と水を直接接触させ、熱交換するこ

とによって蒸気として蓄熱された熱エネルギを取り出し、

熱機関を駆動させ、発電を行うことを最終目標として、

装置の設計・製作を行う。しかし、装置の設計をするに

あたり、装置の形状など不確定な要素が多く、装置の設

計が困難であった。 
したがって、熱を取り出す装置の小型モデルを設計・

製作し、製作された装置で実際に実験を行い、その動作

を確認することとした。また、ビームダウン式太陽集光

装置を用いた固体粒子加熱実験では、晴天時以外の固体

粒子加熱は難しく、実験回数が限られてしまう可能性が

ある。このような事態を防ぐために、簡単に粒子を加熱

することができる装置を製作することとした。 よって、

本研究の目的は、ビームダウン式太陽集光装置によって

固体粒子に蓄熱された熱を取り出す装置の開発のために、

蓄熱された粒子と水を直接接触させることで、蒸気を発

生させる蒸気発生装置の小型モデルの設計・製作と、蓄

熱材料の加熱方法の検討、そして、製作された装置を用

いて実際に蒸気発生実験を行い、その動作の確認を行う

こととする。 

蓄熱粒子からの熱の取り出し方法の検討 23



2. 実験装置 
 
2.1 ビームダウン式太陽集光装置 
 2012 年 8 月に宮崎大学に建設された三鷹光器（株）製

ビームダウン式太陽集光装置を図 1 に示す。ビームダウ

ン式太陽集光装置は、タワー型に大別される集光装置で

あり、集光部が地上近くに形成されるため地上近くにレ

シーバを配置できるという利点がある。ビームダウン式

太陽集光装置は、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。宮崎大学に設置されているビーム

ダウン式太陽集光装置は、タワー高さが 16 m で、上部に

は楕円鏡が配置され、地上から 7 m の位置に実験用のス

ペースが用意されている。ビームダウン式太陽集光装置

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の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。楕円鏡第二焦点付近には

CPC と呼ばれる装置が設置されており、CPC の内部は多

数の鏡によって放物線形状となっている。そして、光が

CPC を通過することでさらに集光が行われ、集光された

光をレシーバなどを用いて蓄熱粒子に照射し、蓄熱を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. ビームダウン式太陽集光装置. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 集光原理. 

2.2 蓄熱材料  
蓄熱材料は、本実験室の粒子加熱実験で最も用いられ

ている直径 5 mm のアルミナ球を使用した。アルミナは

融点が 2015 ℃と高く、様々な粒径のものを入手しやすい

という理由から、本研究室の加熱実験に用いられている。

図 3 にアルミナ球を示し、表 1 にその諸元を示す。ただ

し、嵩密度は本研究室で計測した値である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. アルミナ球. 

表 1. アルミナの諸元 3). 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 蒸気発生装置  

図 4 に熱の取り出し実験に用いる蒸気発生装置の概略

図を示す。蒸気発生装置は、ガスボンベを半分に切り、

フランジを溶接で付けた外槽部と SUS304 製平板の底部

から構成されている。底部には蓄熱粒子を入れるための

円筒を溶接してある。円筒に関しては 2.3.1 にて説明をす

る。また、底部において円筒の溶接を行った面とは反対

側の面に管路用のチーズを溶接している。外槽部と底部

は M12 のボルトとナットで固定される。また、蒸気発生

装置は、供給する水の流量を設定するための流量計、デ

ータを収録するデータロガー、給水する水の温度を計測

するための熱電対①、円筒内のアルミナ球の温度を計測

するための熱電対②、発生した蒸気の温度を測定するた

めの熱電対③、発生した蒸気の圧力を計測するブルドン

管圧力計と圧力センサ、管路内の圧力が高くなり、蒸気

発生装置が破損するのを防ぐための逃し弁、蒸気発生装

置内への水の供給を制御するバルブ①、ドレン用のバル

ブ②、蒸気の放出を制御するバルブ③などから構成され

る。圧力計は、発生した蒸気の熱で壊れないように、蒸

気発生装置から銅パイプを延ばした先に取り付け、バケ

ツに水を貯めた冷却部の中に銅パイプを通すことで、高

温の蒸気に触れないようにしている。また、管路の格子

線の部分は外径 16 mm のフレキ管（SUS304）を使用して

いる。 

化学式 Al�O� 

融点 [℃] 2015 

密度 [kg/m�� 3890 

比熱 [kJ kg ∙ K⁄ ] 0.779 

嵩密度 [kg/m�� 2150 

楕円鏡 

タワー

ヘリオスタット

楕円鏡 

第一焦点 

第二焦点 

CPC 

レシーバ ヘリオスタット 
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円筒内のアルミナ球の
温度を測定する熱電対

エンジン
の排気

フレキ管円筒上端付近の温度を
測定する熱電対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 蒸気発生装置の概略図. 

 
2.3.1 アルミナ球収納用円筒 

アルミナ球を入れる円筒の諸元を表 2 に示す。円筒は

SUS304 製のシームレス管を使用した。シームレス管の内

部にアルミナ球を収納する。収納するアルミナ球の質量

を一定とし、円筒の直径を変更することで円筒内のアル

ミナ球の高さを変更する。円筒の直径に対するアルミナ

球の入る高さをアスペクト比としたとき、アスペクト比

を変更することによる、発生する蒸気に与える影響を調

査するために、3 種類の円筒を準備した。約 1.4 kg のア

ルミナ球を円筒に入れる時、アスペクト比が 1：5 となる

円筒を円筒 A、アスペクト比が 1：1 となる円筒を円筒 B、
アスペクト比が 2：1 となる円筒を円筒 C とする。また、

それぞれの円筒を使用した実験時の円筒内の様子を以下

の図 5 に示す。蒸気発生装置底部には装置の簡略化のた

めに円筒 C を溶接している。アルミナ球の加熱時にはど

の円筒を使用した実験の際にも、アルミナ球の加熱状況

をそろえるために、円筒 C に円筒 A を入れ、その中にア

ルミナ球を入れ、アルミナ球の加熱を行った。円筒 A を

使用した実験時には、円筒 C の中に円筒 A を入れ、円筒

B を使用した実験時には、円筒 C の中に円筒 B を入れて

実験を行った。 
 

表 2. アルミナ球収納用円筒諸元. 

円筒 A B C 
アスペクト比 1:5 1:1 2:1 
内径 [mm] 55 96 120 
外径 [mm] 61 102 130 
長さ [mm] 295 295 295 

アルミナ球高さ [mm] 275 91 60 
円筒質量 [g] 1277 2180 4588 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5. 蒸気発生実験時の円筒内の様子. 

 
3. 蒸気発生実験 

 

3.1 粒子加熱方法 
アルミナ球加熱時の概略図を以下の図 6 に示す。外槽

部を外し、円筒にアルミナ球を入れ、エンジンにつない

だフレキ管をアルミナ球の中まで差し込み、アルミナ球

の間にエンジンの排気を通すことで、アルミナ球の加熱

を行った。円筒上端付近の温度が目標温度である 480 ℃
よりも高い 500 ℃になるまで加熱を行った。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6. アルミナ球加熱方法. 

 
3.2 蒸気発生実験方法 

円筒上端付近のアルミナ球を 500 ℃まで加熱し、外槽

部を取り付け、実験条件をそろえるために円筒内のアル

ミナ球の温度を測定する熱電対の計測温度が 480 ℃にな

るまで待ち、バルブ③を閉じた状態で 4.7 g/s（280 mL/min）
の流量で水を供給した。蒸気を発生させ、蒸気発生装置

内の圧力が上昇し、圧力が上昇しなくなった後、バルブ

③を開き蒸気を大気に開放した。  
3.3 実験条件 

 実験条件を表 3 に示す。蒸気を発生させるために使

用するアルミナ球の温度は、480 ℃とする。蒸気発生実

験は、宮崎大学に設置されているビームダウン式太陽集

光装置を用いたアルミナ球加熱実験にて蓄熱されたアル

ミナ球を使用することを想定しているため、アルミナ球

円筒A 円筒C 円筒B 円筒C 円筒C

円筒Aの実験時 円筒Bの実験時 円筒Cの実験時

データロガー 

ブルドン管 

圧力計 

銅パイプ 

熱電対③ 

バルブ③ 

蒸気 

外槽部 

アルミナ球 

収納用円筒 

フレキ管 
バルブ② 

熱電対① 

流量計 

圧力センサ 

冷却部 

底部 

熱電対② 

バルブ① 

水 逃し弁 
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加熱実験において、最高温度を記録した 2017 年 1 月 24
日の実験ときの平均温度である 483 ℃ 2) をもとにアルミ

ナ球温度を決めた。また、アスペクト比を変化させたと

きに実験条件をそろえるために、円筒底から 30 mm の位

置のアルミナ球温度が 480 ℃になった時に水の供給を開

始する。円筒底からの位置は、アスペクト比を 2：1 とし

たときに円筒底から約 60 mm の位置までアルミナ球が詰

められることになるため、温度を測定する熱電対の先が

アルミナ球から突きださないようにするためと、円筒底

の温度の影響を受けにくくするため、アルミナ球高さの

60 mm の半分の 30 mm の位置を温度測定位置とした。ア

ルミナ球の質量は、円筒の直径を変化させたときに、ア

ルミナ球に蓄熱された熱量を一定とするため、どの円筒

を使用した実験の場合も同じ質量のアルミナ球を使用す

ることとした。円筒の直径を変更したときに、アルミナ

球のアスペクト比が 1：5、1：1、2：1 となるように、ア

ルミナ球の量の計算を行った結果、1.4 kg となった。ま

た、現在の装置で発生させることができる蒸気の最大の

圧力と、アルミナ球の量を変化させることで発生する蒸

気に与える影響を調査するために、現在の装置で最大量

のアルミナ球を入れることができる円筒 C を用い、円筒

上端まで約 7 kg のアルミナ球を詰め、同様の実験を行っ

た。 発生させる蒸気の体積流量の目標値を本研究室で設

計製作された太陽熱発電用レシプロエンジン 4)を駆動さ

せた実績のある蒸気の流量である 470 NL/min としたと

き、必要な水の供給量を算出すると 280 mL/min となった

ため、水の供給量は 280 mL/min とした。 
 

表 3. 実験条件. 

円筒 A B C 

アスペクト比 1:5 1:1 2:1 

アルミナ球質量 [kg] 1.4 7.0

アルミナ球温度 [℃] 480 

供給水流量 [mL/min] 280 

 
3.4 実験結果 
円筒 A を使用した実験の結果を図 7 に、円筒 B を使用

した実験の結果を図 8 に、円筒 C を使用した実験の結果

を図 9 に、円筒 C を使用し、アルミナ球質量を 7.0 kg と

した実験結果を図 10 に示す。実験結果のまとめを表 4 に

示す。グラフには縦軸に圧力センサで計測した圧力と熱

電対③で計測した温度を示し、横軸にアルミナ球温度が

480 ℃となった時を 0 としたときの経過時間を示してい

る。そして、点線の位置がバルブを開放した時間を表し

ている。最高圧力の値は、ブルドン管圧力計にて読み取

った値を用いている。表 4 に示す単位時間当たりの蒸気

発生量は、蒸気発生装置の容積と最高圧力の関係から蒸

気発生量を求め、蒸気発生量を蒸気発生時間で除するこ

とで求めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7. 円筒 A を用いた蒸気発生実験結果. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8. 円筒 B を用いた蒸気発生実験結果. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9. 円筒 C を用いた蒸気発生実験結果. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10. アルミナ球の量を増やした実験結果. 
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3.5 考察 

 それぞれの円筒を用いた実験において、最高圧力を比

較すると、円筒 A を使用した実験が最も低く、円筒 B を

使用した実験が最も高いことが分かる。これは、蒸気が

発生する時間が長い円筒 A を使用した実験の際には先に

発生した蒸気が蒸気発生装置内壁に触れ、蒸気が冷やさ

れることで蒸気が凝縮し、体積が減少したことによって

圧力が低くなっているのではないかと考えられる。発生

した蒸気が凝縮し圧力が低下したとすると、それぞれの

円筒による最高圧力の変化は少なく、同じ質量のアルミ

ナ球を用いた時、円筒を変更したことによる総蒸気量の

変化は少ないと考えられる。 
それぞれの円筒において、最高圧力まで上昇するのに

経過した時間を比較すると、円筒 A を使用した実験が最

も長く、円筒 C を使用した実験が最も短くなっている。

これは、円筒を変化させたことで、円筒の断面積が変化

し、単位時間あたりにアルミナ球と水が触れる量が変化

したためであると考えられる。その結果、単位時間あた

りに発生する蒸気の量が変化したため、蒸気発生時間が

変化したと考えられる。 
以上の実験結果より、短い時間で最高圧力に達してい

る円筒の直径が大きいものほど、単位時間あたりに発生

する蒸気量は多くなる傾向があると言える。円筒の直径

が大きくなると円筒の断面積もそれに伴って大きくなる。

よって、円筒の断面積と単位時間あたりに発生する蒸気

量の関係を求めることで、蒸気発生装置の特徴を知るこ

とができるのではないかと考えられる。そこで、単位時

間あたりの蒸気発生量と断面積との関係を図 11 に示す。

図 11 のグラフの縦軸に単位時間当たりの蒸気発生量を

示し、横軸に円筒の断面積を表している。 
図 11 から、単位時間当たりの蒸気発生量は円筒の断面

積に比例し、円筒断面積が増加すると単位時間当たりの

蒸気発生量も増加する傾向があるとわかる。この円筒断

面積と蒸気発生量の関係が直線的に変化しているのは、

以下の式（1）からもわかる。蒸気発生量𝑚𝑚�  �g s⁄ �に水 1 kg
当たりの加熱量 h [J/g]をかけたものを断面積𝐴𝐴 �m��で割

ることで、熱流束� ��/m��を求めることができるのでは

ないかと考えられる。加熱量 h [J/g]は、大気圧で 15 ℃の

水が 0.1 MPaG の飽和水蒸気に変化するまでに必要な水 1 
kg 当たりの熱量である。アルミナ球が均一に加熱されて

いるとすると、円筒内の熱流束� ��/m��はほぼ一定にな

ると考えられる。そのため、単位時間当たりの蒸気発生

量と円筒断面積には比例関係があるのではないかと考え

られる。 
 

� � 𝑚𝑚� ∙ ℎ/𝐴𝐴                      （1） 
 
次に、円筒 C を使用し、アルミナ球の量を約 7.0 kg に

増加させて行った実験結果である図 10 から、その他の条

件の実験と同様にして単位時間当たりの蒸気発生量を算

出した結果、0.11 g/s となった。この単位時間当たりの蒸

気発生量を 1.4 kg のアルミナ球と円筒 C を使用した実験

の単位時間当たりの蒸気発生量の平均である 0.12 g/s と

比較しても、ほぼ等しい値となっている。このことから、

アルミナ球の量を変化させても、単位時間当たりの蒸気

発生量は、変化しないと考えられる。したがって、アル

ミナ球の量を変化させたとしても、単位時間当たりの蒸

気発生量は円筒の断面積に比例するのではないかと考え

られる。単位時間当たりの蒸気発生量を𝑚𝑚�  [g/s]、円筒断

円筒

アスペクト比

円筒断面積 A [m2]
蒸気体積 V  [m3]

発生した蒸気量 m [g]
実験回数 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

最高圧力 [MPaG] 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11
蒸気発生時間 t  [s] 571 621 169 173 109 104
単位時間当たりの
蒸気発生量　 [g/s] 0.022 0.020 0.073 0.071 0.12 0.12

12.4 12.3 12.6

0.0024 0.0073 0.011
0.011 0.0109 0.0111

1：5 1：1 2：1
A B C

表 4. 実験結果. 

図 11. 単位当たりの蒸気発生量と円筒断面積の関係. 

)2 4 6 8 10 12

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0

円筒断面積 [m2]

単
位
時
間
当
た
り
の
蒸
気
発
生
量

 [g
/s]

蓄熱粒子からの熱の取り出し方法の検討 27



面積を A [m�]として図 11 の直線を式（2）に示す。 
 
𝑚𝑚� � ����� � ������           （2） 

 
式（2）より、本研究室で研究が行われている太陽熱発

電用レシプロエンジン 4)を駆動させるために必要な蒸気

発生装置の条件を求める。太陽熱発電用レシプロエンジ

ンを駆動させるためには過去の研究で太陽熱発電用レシ

プロエンジンを駆動させた実績のある 4.7 g/s（470 NL/min）
の過熱蒸気の流量が必要である。この流量と式（2）を用

いて、 必要な断面積 A を計算する。その結果、必要断面

積 A は 0.43 m�となった。また、今回の実験は装置の構

造上どの円筒を使用した実験においても、水位の上昇速

度がほぼ変わらなくなっている。これは、蒸気発生装置

底部には円筒 C のみが溶接されており、円筒 A や円筒 B
を用いた実験の際は、円筒 A や円筒 B のみに水が供給さ

れるのではなく、円筒底部の隙間から水が漏れる。その

結果、円筒 C 内全体に水が供給されることとなるため、

水位の上昇速度がほぼ変わらなくなっている。そのため、

計算結果の断面積は、今回の実験と同じ水位の上昇速度

にすることで、目標である太陽熱発電用レシプロエンジ

ンを駆動させることができる流量の蒸気を発生させられ

ると考えられる。そこで、断面積を 0.43 m�としたときの

水位の上昇速度を一定とするために必要な水の供給量を

求める。今回の計算は、代表して円筒 C の断面積を用い

て計算を行った。水の供給量は円筒断面積に比例するの

で、必要な円筒断面積は円筒 C の断面積の約 38 倍とな

っている。よって、今回の実験の供給量である 4.7 g/s（280 
mL/min）を 38 倍した 178 g/s で水を供給することで、断

面積を大きくした場合も水位の上昇速度が今回の実験の

水位の上昇速度と等しくなると考えらえる。したがって、

太陽用熱発電用レシプロエンジンを駆動させた実績のあ

る流量の蒸気を発生させるためには、断面積が 0.43 m�

である円筒の中に平均温度が 480 ℃に蓄熱が行われたア

ルミナ球を入れ、178 g/s で水を供給する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. おわりに 

 
エンジンの排気を用いたアルミナ球加熱装置の設計・

製作とアルミナ球と水を直接接触させることで蒸気を発

生させる蒸気発生装置の小型モデルの設計・製作を行い、

この装置を用いて、蒸気を発生させる実験を行うことで

以下の結論を得た。 
 
1. 設計・製作を行った装置を用いて、アルミナ球を目

標温度まで加熱することができ、アルミナ球と水を

直接接触させることで蒸気を発生させることがで

きた。 
2. 水位の上昇速度とアルミナ球の温度が等しい時、ア

ルミナ球が入っている円筒の断面積と単位時間当

たりの蒸気発生量は比例関係があることがわかっ

た。 
3. 太陽熱発電用レシプロエンジンを駆動させること

ができる流量の蒸気を発生させるためには、断面積

が 0.43 m�である円筒の中に平均温度が 480 ℃のア

ルミナ球を入れ、178 g/s で水を供給する必要がある

ことがわかった。 
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Numerical Analysis of Kaplan Turbine Runner for Micro-
hydropower  

Soe Pyae Aunga), B. SHINb) 

 

Abstract 

The row of renewable energy has been considered as the first priority for global environmental concerns. 
Hydropower is a good way of reducing environmental impacts. Low head power plants are expected to be 
implemented increasingly in the future for economic, geographical and environmental purposes. Axial flow turbines 
are well suited for these types of applications. The conventional method of turbine performance become costly and 
time-consuming for several designs testing for design optimization of hydro turbines. The advance in numerical 
methods for simulation, Computational Fluid Dynamics (CFD) has become an effective tool for prediction detailed 
flow information between the space of the turbine runner to obtain high-efficiency turbine design. In the present 
paper, the detailed design calculation of the runner of the Kaplan turbine and computational results of the turbine 
such as the runner exerted power, pressure coefficient, flow rate, and turbine characteristics curves are presented. 

 

Keywords: Computational Fluid Dynamics, Kaplan turbine, Blade design, Turbine characteristics  

1. INTRODUCTION 

Hydraulic turbines convert hydraulic energy of 
water into mechanical energy which is further 
converted into electrical energy. This energy obtained 
is known as hydro-electric power which is one of the 
cheapest forms of energy generation. The amount of 
production of the electricity from a hydropower 
installation depends on the quantity of water passing 
through a turbine and head of water available. The 
choice of turbines depends mainly on the head and 
the flow rate. There are basically two types of hydro 
turbines in hydropower systems such as impulse and 
reaction turbines.  In an Impulse turbine, water is 
stored in a reservoir at a high place as potential 
energy. This energy is changed into kinetic energy in 
water jet and struck the buckets to get power from 
water. For reaction turbine, combined the action of 
pressure and water flow are changed into mechanical 
energy. Between them, reaction turbines such as axial 
flow turbines are more suitable for low head 
operation 1). 

Axial flow turbines are available with both fixed 
blades called propeller turbines and variable pitch 
blades called Kaplan turbines which may be mounted 
either horizontally or vertically. It allows the fluid to 
enter the runner axially and discharge the fluid 
axially. In axial turbines, the runner is the most 
important component of the turbine. In the 
performance test, the experimental test of turbine 
models does not give detailed information about the 
flow behaviors and variation of local design 

parameters like circulation around the runner, lift 
force, the degree of reaction, the coefficient of 
pressure and so on. And it also involves a high cost 
due to construct test rigs and time-consuming.  

On the other hands, the development of the 
numerical methods and computational power lead to 
computational fluid dynamics. CFD can be used to 
understand flow phenomena and to check the turbine 
characteristics of alternate designs of turbines for 
optimization before final experimental testing. Also, 
numerical simulation by CFD can minimize the cost 
and reduce the time spent on optimizing the Kaplan 
turbine design. In addition, CFD becomes a cost-
effective tool to provide detailed flow information 
inside the complete turbine space as a whole so that 
interaction between different components could also 
be considered. Therefore, CFD has been widely used 
by designer and researchers to optimize its design. 
Sometimes, however, there are differences between 
the two results such as in the maximum value of the 
efficiency2) even though the validation of numerical 
simulation with experimental results are equally the 
same efficiency variation pattern. 

Ma Htoo Htoo Hlaing designed a 3kW Kaplan 
turbine for micro hydropower3), and constructed it 
and tested its performance. According to the test 
result, the runner was modified and the efficiency of 
the turbine was more improved than the existing one. 
The overall efficiency and mechanical efficiency was 
56% and 64%. Win Pa Pa Aye4) analyzed velocity 
variation on a runner by a numerical method in solid 
work software. In her paper, it was checked 
numerical and experimental data of velocity 
distribution on the runner. But she did not consider 
the effect of flows on turbine runner output. 

a) Master Student, Dept. of  Mechanical Design Systems Engineering
b) Professor, Dept. of  Mechanical Design Systems Engineering 
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Fig. 1. Blade divides into five sections 

In this paper, the detailed design of 3kW Kaplan 
turbine runner and 2-D simulation of a mid-span of 
the runner blade using CFX commercial software is 
presented. It also includes that computational results 
checked with calculated ones. 
 
2. DETAILED DESIGN CALCULATION OF 3KW

KAPLAN RUNNER

There are many essential parts in axial flow 
turbine such as guide vane, runner, casing and draft 
tube. Kaplan turbine was designed to have a 
minimum number of blades.  The runner is the most 
important component of the turbine and its blade 
profile is designed at the different section from the 
hub to the casing to get the best performance and 
efficiency. Runner blades have a slight curvature and 
cause relatively low flow losses. The water enters the 
blades in an axial direction from one side and leaves 
through the other side so that a large quantity of 
water flows through the runner. 

In this paper, the 1-D flow method 4) was chosen 
for designing the runner of propeller turbine and 
calculations were done as below: The design power 
was 3kW and available head on the turbine was 2m. 

The power developed by a turbine and the other 
parameters were calculated by the following formula.  

 
Power 
 �	 � 	������    (1) 

 
Specific speed of the turbine 
 �� � ��5.5��0.25   (2) 

 
Speed of the turbine runner 
 � � ���1.25��0.5   (3) 

 
Periphery coefficient 
 ∅=0.0233Ns

2/3    (4) 
 

Diameter of the runner  
 �=(84.5∅√�)/�    (5) 

 

Based on specific speed, values of flow coefficient, 
speed coefficient and hub to shroud diameter ratio 
(d/D) were selected.  
 
2.1 Radius for each blade section 

In the space of the runner, it can be divided into 
five sections as shown in Fig.1. 

Section I,  

�� � �
� � 0.0�5�    (6) 

Section III, 

�� � �
� �

��	������
�     (7) 

Section II, 

�� � �� � �����
�     (8) 

Section IV,  

�� � �� � �����
�     (9) 

Section V, 

��	 � �
� � 0.0�5�                  (10) 

2.2 Geometric selection of airfoil 

After having detailed parameters of the turbine 
runner, it is necessary to get the blade shape for the 
various chord length of each blade section. Therefore, 
the blade shapes of five cross sections were obtained 
by multiplying chord lengths into x, y coordinates of 
the unit chord length of the NACA wing. Figure 2 
shows an example of the third cross-section of the 
turbine blade. 

Equations for x, y coordinates of the unit chord 
length of the NACA wing are as follows. 

 

�� � �
0.2 �0.2���√� � 0.�2�� � 0.�5����

� 0.2����� � 0.�0�5��� 
�� � �

�� �2�� � ���  from x=0 to x=p 

�� � �
������ ��� � 2�� � 2�� � ��� from x=p 

to x=c 

���� � ���
��   

�� � �� � ������ 

�� � �� � ������ 
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2.3 Flow parameters of the turbine 

The inlet and outlet velocity diagram of the 
Kaplan turbine runner is shown Fig.3. 

Tangential velocity, 

 U=2                           (11) 

Whirl velocity, 

 =                               (12) 

Blade angles at inlet and outlet 

                             (13) 

                  (14) 

Blade spacing 

 =                                (15) 

Parameters of the runner are shown in Table1. 
Detailed parameters for five cross sections of the 
Kaplan Turbine runner were obtained by the above 
equations. 
 
3. BOUNDARY CONDITION 
 

This shape was obtained by drawing in Inventor 
software5). And then triangle meshes were used for 
computation. The number of nodes and elements are 
100,118 and 99,943. Inlet boundary was front of the 
leading edge and outlet boundary was back of trailing 

edge. Wall boundary was created at two NACA 
wings. Another two edges were periodic boundaries 
conditions. 
 

 
 
4. NUMERICAL SIMULATIONS 

The water flow rate and atmospheric pressure 
were imposed at the inlet and the outlet boundaries, 
respectively. No slip wall boundary condition was 
used on the blade. k-omega SST turbulence model 
which is suitable for this kind of flow was used. 
Numerical simulation was done by using CFX 
software6) with various flow rates at 843rpm and 2 m 
head of water. 

The average pressure at the blade inlet and 
outlet was calculated for the given flow rates. 
Pressure contour is presented in Fig.5. Maximum 

1 2 3 4 5
Radius 0.056 0.08 0.103 0.118 0.132
attack angle(deg) 14.89 5.305 2.4 1.83 1.62
latic angle(deg) 44 51 57 61 64
blade spacing(m) 0.088 0.125 0.162 0.184 0.207
chord length(m) 0.097 0.128 0.15 0.155 0.153
blade mean angle(deg) 61 45 35 31 28
U(m/s) 4.9 7.03 9.13 10.38 11.63
β1 76 52 39 34 30
β2 49 39 32 29 26

Section

Table 1. Detailed parameters of runner for 3 kW

Fig. 2. Blade shape of the third cross-section 

Fig. 3. Inlet and outlet velocity triangles of Kaplan turbine

Fig. 4. Two dimensional geometry meshing
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pressure was 58.95kPa at leading edges and 
minimum pressure occurred on  the  suction  side  of 
-17.57kPa.

The pressure difference between the suction 
side and pressure side leads to the lift force at the 
blade and produces mechanical power. The pressure 
coefficient on the runner blade surfaces from its 
leading edge to trailing edge at its mid-span at a 
discharge of 0.287 kg/s and speed of 843rpm is 
shown in Fig. 6. The pressure difference between 
pressure and suction surfaces firstly increases from 
leading edge as water strikes on the runner and after 
that, it decreases toward the trailing edge. 
 

An analytical solution was done to check the 
simulation results. The analytical solutions are 
obtained by turbine scaling laws.  

Figure 7 shows that the relation of mass flow 
rate and head of the turbine. Power and head relation 

is shown in Fig. 8 for two methods. Both results have 
the same trends except numerical results are slightly 
lower than theoretical ones. The power exerted by the 
runner is changed with variation in input flow rate as 
shown in Fig.9. According to Fig.9, although 
numerical analysis results are a bit greater than 
theoretical ones, they have the same trends also.  

The turbulence kinetic energy around the airfoil 
is shown in Fig.10. The maximum turbulence kinetic 

Fig. 10. Computational result of turbulence kinetic energy 
contour for Q=0.278(m3/s) 

Fig. 5. Computational result of pressure contour for 
Q=0.287(m3/s) 

Fig. 6.  Pressure coefficient of the blade at midspan 

Fig 7. Mass flow rate vs head 

Fig. 8. Power and head 

Fig. 9. Power and flow rates 
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energy occurs at the trailing edge of the airfoil with 
the value of 1.58828 (J/ kg). 

 
5. CONCLUSION 

 
It has been observed from a comparison of the 

numerical simulations and theoretical results of the 
turbine at various flows rates. All the simulation 
results have the same trends with theoretical ones. 
Hence, it is concluded that CFD approach can be 
used to study the flow pattern inside the turbine space 
and to optimize the design by different combinations 
of the design parameters and geometry at low cost in 
lesser time. The result of optimized design may need 
to be verified through model testing. This procedure 
will minimize time and the amount spent in the 
development and optimization of hydraulic turbines. 
It was confirmed that the higher the flow rate, the 
more output power can be obtained. 

 
Nomenclature  
 
P=output power of turbine(kW) 
U = tangential velocity (m/s)  
�� = whirl velocity (m/s)  
D = diameter of the turbine runner (m)  
r = radius of the turbine runner(m). 
g = gravitational acceleration (m/s2)  
H = net head (m)  
p = static pressure at any point on blade surface 

profile (Pa) 
Q = discharge through turbine (m3/s)  
W = relative velocity at any point of blade surface 

(m/s)  

β = relative flow angle (°)  
��= spacing between two runners (m) 
ρ = mass density of water (kg/m3)  
z = total number of blade 
��= over all efficiency of the turbine 
�� = specific speed of the turbine 
N = speed of the turbine (rpm) 
����� = flow velocity (m/s) 
�� = hydraulic efficiency 
�	� Periphery	coefficient	
Subscripts 1 and 2 denote values of parameters at 
inlet and outlet of runner respectively.  
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マルチファン型風洞による乱流圧力場の観察

若松 祐亮 a)・小園 茂平 b)・B. シン c) 

Observation of Turbulence Field using a Multi-fan Wind Tunnel 

Yusuke WAKAMATSU, Shigehira OZONO, B. SHIN 

Abstract 

 Easy control of turbulence intensity and scale is of basic importance for the experiments concerning effects of 
turbulence in a wind tunnel. Using a ‘multi-fan wind tunnel’, we devised ‘random-phase mode’, which makes use of 
shear layers generated between the outfows from adjacent ducts, and found that this driving mode realizes high 
intensity (12-16 %) and large integral scale (0.6-0.7 m). In the present paper, in order to determine which parameter 
facilitates the turbulence control, we conducted measurements of pressure field immediately downstream of the inlet 
of the test section. It was found that the pressure drop is characterized by the rms. value of the input velocity 
signal. Thus, it is expected that turbulence intensity might be controlled by . It was confirmed that the turbulence 
intensity increases with .

Keywords:  Multi-fan wind tunnel, Pressure field, Turbulence intensity, Flow control 

1. はじめに 

 

実験室で乱流を生成する時に，乱れ強度とスケールを簡

便に制御することは，乱れの効果を調べるときに基本的に

重要である．当研究室ではマルチファン型風洞を使用し，

“ランダム位相法”という運転方法によって強乱(12-16%)
かつ大スケール(0.6-0.7m)の近似的一様等方性乱流生成に

成功した 1)．ところがその乱れ強度や積分スケールが古典

的な格子乱流と比べてなぜ大きな値をとりうるかという

ことはよく分かっていない．

これまでに乱流生成では，大きく分けて静的な方法と動

的な方法が試みられてきた．格子乱流やフラクタル格子 2)

などの静的な方法では一様流を格子に通し後流に渦を放

出させこれを種として乱れを生成する．約 30 年前から動

的な方法 3)が試みられているがこれは格子による渦放出

と平板などによる攪拌を組み合わせたものである．いずれ

の乱流生成でも初期の渦形成を起点としているようであ

る．

これに対し，マルチファン型風洞におけるランダム位相

法の機構は趣を異にしている．ランダム位相法では隣り合

うダクトからの吹き出し速度間の差を利用するので当然

ながらせん断層が多数生じるはずだが，格子乱流のように

スケールとの関係は明瞭ではない．これらせん断層群は従

来の方法のように初期に渦形成を行うのであろうか，それ

とも違うメカニズムが作用するのであろうか，などの疑問

が生じる．

本研究では，渦形成と関わりの深い圧力特性に着目して

このプロセスを考察する．測定部へ気流が吹き出された直

後の乱流場の圧力降下の計測を行い，格子乱流の圧力の特

性と比較する．入力信号の変動振幅（rms 値）を変化させ

て吹き出し直後の圧力降下に支配的なパラメータを調べ

ることにする．

2. 実験 

 

2.1 実験装置 

2.1.1 マルチファン型風洞 

本実験で使用した宮崎大学工学部のマルチファン型風

洞は室内開放型押込式（エッフェル型）である．風洞は縦

11 個×横 9 個=合計 99 個のファン(外径 270mm)で気流

が起こされる（図 1）．それぞれ AC サーボモーター(出力

750W) に接続され，1 台のパソコンで互いに独立に回転

数制御することができる．測定部は 7 個の可搬洞を組み合

わせて構成することができ，本実験は測定部長さは 15.5m
に設定した．測定部断面サイズは横 2540mm×縦 1800mm
である．入力した信号値に比例した回転数でファンが回転

し，駆動された気流は四面を囲まれた短形断面のダクトを

通り縮流され，最終的にハニカム（外径 30mm，長さ 212mm）

で整流され吹き出される．座標軸は流れ方向に距離 X を

定義し，u は主流方向変動成分，v は水平方向変動成分で

ある．ダクト出口の寸法は，水平長さ = 282mm，鉛直a) 工学専攻 大学院生 
b) 機械設計システム工学科 名誉教授 

c) 機械設計システム工学科 教授
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長さ��= 164mm であり，測定点の位置は��=��� �
����/�=215mm を用いて無次元化された．

 

 

 

 

 

 

2.2 実験方法 

2.2.1 圧力測定方法

本実験は, ピトー管 2 本を用いて静圧分布（圧力降下）

の計測を行った．まず初めに 1 本のピトー管を十分下流に

(X = 10m)に固定し，他方のピトー管を吹き出し付近から

下流方向にトラバースした．二つのピトー管の干渉を避け

るためそれぞれのピトー管は 0.2m 水平にずらして設置し

た．得られた信号はロガー(KEYENCE NR-600)で AD 変換

しパソコンに収録した．サンプリング周波数 50 Hz で，1
ラン当たり 1500 個のデータを収録した．圧力降下係数��
は次の式で定義した．

�� � ������
�
�����

                  (1)

����は十分下流に固定されたピトー管の基準静圧，�はト

ラバースされるピトー管の静圧である．�は空気密度，��
は主流平均流速である．�� � ��（後述の入力信号）であ

るので��で計算したものもある．

 

2.2.2 変動流速計測方法

変動流速の計測には，熱線流速計 Kanomax Model 
7000Ser を用いた．センサーは X 型プローブ

(Kanomax0251R-T5)を使用し，風洞中心線上に沿ってトラ

バースし測定を行った．プローブの熱線の線径は 5.0�m，

受感部長は 1.0mm である．熱線流速計の信号はロガー

(Keyence NR-600)で AD 変換しパソコンに収録した．サン

プリング周波数は 5000 Hz とし，2 kHz 以下のローパスフ

ィルターを通した．よって 1 ラン当たり 1638400 個のデー

タを取得し，同じ条件で少なくとも 4 回の計測をおこなっ

た．

 

2.3 乱流生成方法 

2.3.1 格子法

格子法は流れの途中に設置された格子を通過させて乱

流を作る方法である．図 2 は使用された格子の概要を示す．

この格子はバイプレーン型の古典的な格子であり，木製の

正方角棒を用いて正方メッシュ状に組み立てられた．格子

のバーサイズ b =20mm，メッシュサイズ��=107mm，閉塞

率（＝格子の見付面積／風洞断面面積）= 0.34 である．格

子はマルチファン型風洞の吹き出し位置から 30cm離して

設置された．格子への近寄り流速は入力信号 Ue = 5, 8, 10 
m/s の 3 種類の定常信号を使用した．

2.3.2 ランダム位相法

ランダム位相法は次の二つのステップからなる．

ステップ 1：まず，入力スペクトル������を以下のように

仮定する．

������ � �������� � �� � ������� � � ���� � ��
����������s��     (2)

ここで C はスペクトル密度であり，1~ 20m�/sの範囲で変

えた．この C から入力信号��は以下のように定義される．

����� � �� � ������ � �� � ���
�� ∑ s�� ������ � ����

��� (3)

t は時間，��は平均流速，J は正弦波の個数，添え字 e は

外部入力であることを示す．本風洞では定義区間 [0,���] = 
[0 sec, 40.96 sec] をまず定義し，これを任意回数だけ繰り

返して運転する．��は信号の変動成分を構成する i 番目の

入力周波数である．��から���� � �/�� � �������であるの

で，�� � �������とし，�� � � � ��と定義される．本風洞

の応答性は 1Hz 以上で劣化することが分かっているので，

1/0.024�40=J とした．従って，��の範囲は次のようになる．

������ �������� � �� � ������ �������      (4)

位相は�/����� � �� � �/�����の範囲で組み込み関数を使

ってランダムに発生させた．時間平均速度��は 4.67 m/s
と 6.67 m/s を使用した．

ステップ 2：ステップ 1 で定義された信号��には 99 個の

位相�����が与えられファンに入力される．整数��は図

3(a)のようにランダムに与えられる．これらを形式的に書

くと次のようになる．

����� � ���� � ������             (5)

図 2. 格子概要

図 1. マルチファン型風洞の写真（気流取り入れ口）
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     (6)

図 3(b) に示すように，これら位相差は隣接するダクトか

らの吹き出し速度間に差を生み，せん断層を生じさせる．

せん断層は相互作用により色々なスケールの渦を形成し，

最終的に乱流に至ると思われる．

入力信号の変動成分の振幅を表すパラメータ を

定義する．ここに は入力信号 （式(3)）の rms 値

である．I が増加するにつれて入力信号の振幅が増加する．

本論文では I = 21~ 94% の範囲を調べた．

3. 実験結果および考察 

 

3.1 ランダム位相法と格子法の等方性 

本報告は風洞内で近似的な一様等方性乱流の生成を

めざしている．まず，使用されたランダム位相法(R-P 
mode) と格子法(Grid Turb.)により生成された乱流がど

の程度等方的かを調べておきたい．大スケール渦の等

方性の尺度として を用いた．図 4 に示すように，

格子法による乱流は  のほぼ一定値をと

り過去の格子乱流の実験と同様な等方性を示している．

乱れ幅の大きな I=94%のランダム位相法による乱流は，

最下流で格子法によりわずかに大きい値をとるがほぼ

格子乱流と同等である．乱れ幅が小さい I =36%の乱流

は，最下流で  の大きめの値をとる． 

 

3.2 ランダム位相法と格子法の乱流特性の無次

元化 

古典的な正方格子法では乱れ強度が格子吹き出し直

後の圧力降下に比例していることが指摘されている 4)．

図 5 は色々な平均流速に対する格子法による乱流場の

静圧係数の分布を示す． 

静圧は  で無次元化された．

格子乱流の静圧係数の分布では風速が変わってもデー

タは同じ曲線上にほぼ重なっている．一旦，格子形状

（格子の構成材の断面形状や閉塞率など）が決まり，

風洞内の同じ位置では が成り立つこと

を示している．右辺の は剥離点付近の速度に近似さ

れるので．右辺はブラフボディの剥離点から物体後流

へ供給される循環供給率に比例すると見ることができ，

圧力分布は渦放出と密接に関係している 5)． 

格子乱流の乱れ強度の変化を図 6 に示す．乱れ強度

は で無次元化されている．風速が変わっても乱れ強

度のデータは同じ曲線上にほぼ重なっている．すなわ

ち格子形状が決まり，同じ位置では次式が成り立つ． 

 

                   (7)
 

一方，図 7 は二つの異な平均流速に対するランダム

位相法による乱流場の静圧分布を示す．格子法の圧力

分布と異なり，ランダム位相法の圧力分布では平均速

度が異なると，データが一つの曲線にまとまらず，動

圧 では特徴付けられないことが分かる．よっ

て，ランダム位相法の乱流場は平均流速とは異なるパ

ラメータが支配していると予想される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. ランダム位相法の概念図

図 4. 等方性

図 5. 格子法による乱流場の静圧係数
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3.3 ランダム位相法の圧力分布と乱れ強度分布 

図 8 にランダム位相法による流れ場の圧力分布を示

す．吹き出し直後，圧力降下がおこり流下するにつれ

て十分遠方の静圧に回復して行く．ランダム位相法の

圧力降下は，せん断層の相互作用により形成された渦

の巻き込みと関わっていると思われるがなぜ I に依存

するかは明瞭ではない．

図 9 にランダム位相法による流れ場の主流方向成分

の乱れ強度の変化を示す．ランダム位相法では，乱れ

強度は流下とともに減衰するが，乱れ強度の順位は I
の大きさにより決定し全域で順位が維持されている．

図 10 に���を用いて無次元化した圧力分布を示す．圧

力降下係数はと以下の式で再定義された． 

��� � ������
�
�����

�                                   (8) 

すなわち通常の動圧ではなく，平均速度の代わりに入

力信号の rms 値��� �が使われた．わずかにばらつきが認

められるが，異なる I であるにもかかわらずデータが

ほぼ 1 本の曲線にまとまることは図 8 との対比により

明らかであろう．同じ測定位置では I によらず 

�� � �����/��/����� �� � ����� が成り立つので次が言

える． 

� � ���� � ��� �                (9) 
 

図 11 に��/��′の主流方向変化を示す．乱れ強度は通

常なら平均速度で無次元化されるが，ここでは入力信

号の rms 値���を使用した．��/��′のデータは依然，若干

のばらつきが見られるものの，I が異なるにもかかわら

ず���の無次元化により曲線の形状は相似となりまとま

る傾向を示す．静圧分布と速度変動 rms 値のいずれに

おいても���を使用した無次元化により，データの特徴

付けがなされることからランダム位相法では平均流速

に替わって変動���が乱れ強度の支配的パラメータにな

るものと思われる．

図 10. ランダム位相法による乱流圧力場の���の無次元

化(��=4.67m/s)

図 6. 格子法による乱流場の乱れ強度

図 7. ランダム位相法による乱流場の静圧係数

図 9. ランダム位相法による乱流場の乱れ強度

(��=4.67m/s)

図 8. ランダム位相法による乱流場の静圧係数

(��=4.67m/s)
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図 12 は測定位置を固定して， とともに乱れ強度が

どのように変化するかを示している． 位置

で見ると，いずれの平均流速でもデータが同じ曲線上

にのり， とともに単調に乱れ強度が増加している． 

このことは乱れ強度を増加させるには平均流速でなく

を大きくすれば良いことを示唆している．しかし， 

単純にとは言い切れない． がゼロに近づく時は乱れ

強度もゼロに漸近するはずだが，線型に外挿するとゼ

ロには近づかない． が小さい時は上流での混合が弱

く， による制御にも限界がありうる． 

格子乱流では となるので を大きくしよ

うとしても格子形状（例えば閉塞率，格子構成材の断

面形状など）を変えない限り乱れ強度は変化しない．

格子形状を変えると言うことは格子を取り替えること

を意味するので作業の負担は大きい．ところがランダ

ム位相法では図 12が示すように は平均速度に独立に

とともに増加するので， を大きくするだけで大き

な乱れ強度が得られる．この作業は入力信号を作り替

えるだけなので，簡便なコントロールが期待できる．

本報告では積分スケールについては言及しなかった．

積分スケールは だけでなく入力周波数の高低に依存

する可能性がありさらなる研究に値する． 

4. 結論 

 

ランダム位相法による乱流場における支配的なパラ

メータを探すためダクトから吹き出し直後の圧力（降

下）係数と乱れ強度の変化を調べ以下の結論を得た．

(1) 格子乱流における圧力降下係数と変動流速rms値の

支配的なパラメータは平均風速である．

(2) ランダム位相法における圧力降下係数と変動流速

rms値は が支配的なパラメータである．

(3) ランダム位相法によれば，入力信号の振幅 を大き

くするだけで大きな乱れ強度が得られるので，比較

的，簡便に高強度の乱流が実現できる．
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Abstract 

 
We investigated the effect of phosphorous ratio in GaAsP barrier layer on the carrier transport properties in 

superlattice embedded solar cells by using the theoretical calculation and surface photovoltage (SPV) 
spectroscopy. Five samples were prepared by changing the phosphorus ratio from 40 to 60%, resulting in 
higher barrier height. Theoretical calculation using a three-dimensional device simulator showed that the 
energy difference between the first and second quantum levels of electrons (e1 and e2) increased by increasing 
the phosphorus ratio. The formed miniband width also decreased. In the SPV spectrum at room temperature, 
distinctive peaks were observed below the band gap of GaAs substrate. From the comparison with the 
theoretical calculation, lowest peak at 1.234 eV was found to be due to the electron transition from the first 
heavy hole to e1. When the phosphorous ratio increased, the SPV signal intensities decreased. From our 
previous report, electrons injected e1 can thermally excite to e2 and then tunnel through miniband. If the 
energy difference between e1 and e2 increased by increasing phosphorous ratio, the amount of thermally 
excited electron to e2 should decrease. This is the reason that the intensities of SPV decreased. 
 
Keywords: Quantum-well solar cells, Miniband formation, carrier transport property, superlattice 

 

 はじめに

近年、化石燃料の枯渇や環境汚染、更には東日本大震災

によるエネルギー生産コストの増大といった問題点の解

決策として、再生可能かつクリーンなエネルギー源である

太陽光発電が注目されている。現在最も普及している単結

晶 Si 太陽電池は、低コストではあるがその最高変換効率

は 25.3%と基幹電力として採用するには変換効率が低い。

より高効率なエネルギー変換効率を達成するために複数

の III-V 族化合物半導体セルを直列接合した多接合太陽電

池が注目されている。中でも InGaP/GaAs/Ge 格子整合 3
接合型太陽電池は、人工衛星等の宇宙用途に加えて、太陽

光集光下で動作する集光太陽電池として既に生産が開始

されている。ただし、ミドルセルである GaAs のバンドギ

ャップ(Eg)が小さいため、太陽電池全体の電流がミドルセ

ルの電流値に律速されてしまう電流不整合損失の問題が 
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 農学工学総合研究科 博士課程学生

c) 東京大学工学研究科 教授 

d) 電子物理工学科 特任教授

e) 電子物理工学科 教授

ある。そこで GaAs ミドルセル中に InGaAs/GaAsP 多重量

子井戸(MQW)を挿入して吸収領域を長波長化させて生成

電流を増加させることで、364 倍の集光条件下において

41.6%の高い変換効率を達成 1)したことが報告されている。

この量子井戸太陽電池では、挿入された MQW 内の量子準

位やヘテロ接合界面の欠陥準位においてキャリアの再結

合が生じやすく、開放端電圧や曲線因子の減少が課題であ

る。課題解決の一つが InGaAs/GaAsP 歪補償 MQW 構造の

障壁層を数 nm程度に超薄膜化した超格子(superlattice: SL)
化である。この構造では波動関数が隣接する量子井戸へ染

み出して重なり合うことで量子準位がミニバンド化し、電

子はトンネル効果によってミニバンド内をキャリア輸送

することが可能となり、キャリア収集効率は改善される 2)。

ただし、障壁層を数 nm と薄膜化させるために障壁層と井

戸層間の歪補償条件を満たさなくなるため、障壁層と井戸

層の間の格子定数を持つ材料を歪緩和層として挿入する

超格子構造が有効である。これにより転位の形成を抑制し

つつ積層数を増加させることができる。加えて、階段状ポ

テンシャルが形成されるため高次の量子準位が生じる。そ

の結果、高次の量子準位を利用した段階的な熱励起やトン

ネル効果によって、キャリア収集効率が向上した報告が
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Toprasertpong らによって行われている 3)。ただし、光励起

キャリア形成後の緩和過程の詳細については未解明であ

ったことから、我々は同一試料に対するフォトルミネッセ

ンス測定を用いてその試料温度依存性を 4〜300 K の温度

範囲で実施した。得られた信号強度に対して想定される緩

和過程全てを考慮した速度方程式を構築してフィッティ

ングを行い、支配的な緩和過程を同定した 4)。つまり、SL
構造の第 1 量子準位 e1 に光励起あるいは注入された電子

は、第 2 量子準位 e2 へ熱的に励起して e2 ミニバンド内を

トンネリングする緩和過程が存在することを明らかにし

た。更に、フィッティングパラメータを用いて各緩和過程

の寿命を算出したところ、太陽電池が動作する室温付近で

は上記の緩和過程が支配的に発生することを定量的に明

らかにした。 
このような先行研究から、歪緩和層を挿入して階段状ポ

テンシャルを形成することで SL 内に発生した電子を効率

的に回収できることが分かった。つまり、光吸収層の構造

設計の一つとして歪緩和層挿入が有効である。但し、高次

の量子準位がミニバンドを形成することが必要なため、障

壁層の最適設計もキャリア輸送効率向上に重要であると

考えられる。障壁層の幅については、その幅を約 3.0 nm
以下にすることでミニバンドが形成されることが確認さ

れているが、障壁層高さ、つまり GaAsP の P 組成比を変

化させたときの影響に関する報告は少ない。これに対して

Fujii らは、P 組成比を変化させることで GaAsP 障壁高さ

を変化させた InGaAs/GaAsP 歪補償 SL 太陽電池に対して

電気的特性測定を実施し、変換効率やキャリア収集効率

(Carrier Collection Efficiency: CCE)に改善がみられたとの

報告を行っている 5)。本研究では、Fujii らが報告した同一

の試料に対して、SL 構造から脱出したキャリアによる表

面ポテンシャル変化を測定できる表面光起電力(Surface 
Photo-Voltage: SPV)法を適用した。nextnano による理論計

算から得られた結果と比較することで、その信号発生起源

を同定し、GaAsP 障壁層の P 組成比変化が及ぼす影響に

ついて議論した。 

 

 試料詳細及び実験

本研究では、n型GaAs基板上に作成したGaAs p-i-n太陽

電池構造の光吸収層にSLを挿入した五つの試料を準備し

た。図1にその概要を示す。SLは3.5 nmのInGaAs井戸層と

3.0 nmのGaAsP障壁層の間に2.6 nmのGaAs歪緩和層を挿

入した構造を30周期成長させたものであった。ただし、

GaAsP障壁層のP組成比は40, 45, 50, 55, 60%の5段階変化

させた。すべての試料は有機金属気相成法6)を用いて成長

させた。SPV測定は、分光器により単色光化させたハロゲ

ンランプを励起光源として用い、試料表面に蓄積したキャ

リアによるポテンシャル変化を試料表面に設置した透明

導電膜で検出した。測定は室温にて実施した。 

 

 実験結果および考察

 

本研究ではまず、3 次元量子準位デバイスシミュレーシ

ョンソフト nextnano を用いて有限差分法によりバンド構

造計算を行った。本試料の光吸収 i 層の内部電界強度を求

めたところ、1.2 kV/cm と試算された。それを基に、各試

料の伝導帯中電子および価電子帯中正孔の量子準位エネ

ルギーを算出した。例として、図 2 と図 3 に P 組成比 40%
の試料（以下、P40%試料）と 60%の試料（以下、P60%試

料）の伝導帯バンド構造と電子の存在確率のシミュレーシ

ョン結果をそれぞれ示す。両試料ともに、階段状ポテンシ

ャルを形成していることが分かる。また、障壁層の高さは、

P40%試料で 0.373 eV、P60%試料で 0.478 eV と算出され、

P の含有量増加に伴い障壁層の高さが高くなることが確

認された。計算結果から、e1 の電子は井戸内に局在して

いる一方、e2 の電子の波動関数は隣接する井戸に染み出

しており、ミニバンド化していることが確認された。その

後、それぞれの量子準位間の遷移エネルギーを算出した。

図 1. P組成比を変化させた試料概要図 

図 2. P40％試料のバンド構造 
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表 1 にその結果を示す。表から明らかなように、e1 と価

電子帯の重い正孔の第 1量子準位 hh1間の遷移エネルギー

(e1-hh1)は、P 組成比を変化させても一定の値を示した。

一方、e1 から e2 までの遷移エネルギー(e1-e2)は P 組成比

増加で増加した。表にはまた、形成された e2 ミニバンド

のバンド幅も示す。これは e2 ミニバンドのと点のエネ

ルギー差として算出され、P 組成比増加でミニバンド幅が

減少することも分かった。 
室温で得られた SPV 測定結果を図 4 に示す。図から明

らかなように、GaAs の Egより低エネルギー側に 3 つのピ

ークが観測されたことから、これらは SL に起因する SPV
信号と考えられる。最も低エネルギー側に観測されたピー

ク A に対してガウス関数によるフィッティングを実施し

たところ、そのピーク位置は全試料で 1.234 eV と見積も

ることが出来た。この数値は、表 1 に示す e1-hh1 間の遷

移エネルギー計算値 1.235 eV によく一致した。そのため、

ピーク A は SL 内の e1-hh1 間遷移あるいは関連する励起

子による光吸収に起因する SPV 信号であると同定した。

ただし、ピーク B と C に関しては該当する遷移エネルギ

ーが存在しなかったため、今回は遷移同定が出来なかった。

hh1 だけではなく、hh2 や軽い正孔の量子準位 lh1、lh2 も

考慮した計算が今後必要である。 
図 4から明らかなように、P組成比の増加に伴う変化は、

SPV 信号強度のみで、それらスペクトル形状に変化がない

ことが分かった。これは、P 組成比変化でも e1-hh1 遷移エ

ネルギーが一定であったこと、高次の e2 が関与する遷移、

例えば hh1 から e2 への電子遷移は波動関数の偶奇性のた

めに存在しないこと、といった理由から理解できる。そこ

で、P 組成比増加によって SPV 信号強度が減少した理由

について考察する。これまでの研究から、同様の階段状ポ

テンシャルを有する InGaAs/GaAsP 歪補償 SL 太陽電池構

造において、e1 に光励起あるいは注入された電子は e2 に

熱励起した後に e2 ミニバンド内をトンネリング輸送する

緩和過程が支配的であることを報告した 4) 。 
GaAsP 障壁層の P 組成比が増加して e1と e2のエネルギー

差が増加すれば、必要とする熱励起エネルギーも増加する。

これは SPV 信号強度の減少をもたらすと考えられる。図 5
に P 組成比変化による SPV 信号強度と e1-e2 間のエネル

ギー差の変化を示す。図から明らかなように、SPV 信号強

度と e1-e2間のエネルギー差の間には負の相関関係が観測

された。つまり、e1 に光励起あるいは注入された電子数

は変わらないが、その後の e2 への熱励起割合が減少する

結果、試料表面に蓄積されるキャリア数が減少したと結論

付けることが出来た。 
一方、表 1 に示すように e2 ミニバンド幅も P 組成比増加

に従って減少した。この結果も SPV 信号強度に影響を及

ぼすことが予想される。しかしながら、本研究結果からは、

e1-e2 間のエネルギー差の変化とミニバンド幅の変化のど

図 3. P60％試料のバンド構造 
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図4. P組成変化試料におけるSPVスペクトル 

図 5. 信号強度と e1-e2 間エネルギー差の変化 
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ちらの影響が顕著であったかは区別出来なかった。低温で

の SPV 測定を実施することで、二つの変化の影響を明確

にできる可能性がある。 
 
 

 
 結論

本研究では、歪補償 InGaAs/GaAsP 超格子を挿入した

p-i-n GaAs 太陽電池における GaAsP 障壁層の P 組成比変

化が及ぼす影響について、理論計算と SPV 測定結果を用

いて議論した。3 次元量子準位デバイスシミュレーション

ソフト nextnano を用いて有限差分法によりバンド構造計

算を行ったところ、全ての試料において、階段状ポテンシ

ャルが形成され、高次の量子準位 e2 は波動関数の染み出

しによってミニバンドを形成していることが分かった。ま

た、P 組成比増加によって、低次の量子準位 e1 から e2 ま

でのエネルギー差が大きくなることも分かった。 
室温の SPV スペクトルには、価電子帯の重い正孔の量

子準位 hh1 から e1 への光吸収にともなう鋭いピークが

1.234 eV に観測された。P 組成比の増加によって、そのス

ペクトル形状には変化は見られなかったが、信号強度は減

少を示した。この実験結果は、P 組成比増加によって e1
と e2 のエネルギー差が増加するために必要とされる熱励

起エネルギーも増加するために、e2 ミニバンド内をトン

ネリングする電子数が減少したためだと結論づけること

ができた。ただし、e2 ミニバンド幅も P 組成比増加に従

い減少したが、SPV 信号強度の変化にどのような影響を与

えるかについては本研究では解明出来なかった。今後は、

低温測定等を行い、キャリア輸送特性への影響をより詳細

に明らかにすることを試みる。  
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GaAs1-XPx e1-hh1(eV) e1-e2(eV) ミニバンド幅(eV) 

P40% 1.237 0.199 0.057 

P45% 1.237 0.204 0.056 

P50% 1.237 0.207 0.042 

P55% 1.237 0.210 0.042 

P60% 1.238 0.214 0.028 

表 1. P 組成比ごとの各エネルギー 
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非発光再結合検出による歪緩和層挿入超格子構造太陽電池の 
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Investigation of Carrier Transport in the 

Strain-balanced-superlattice Solar Cells from the Non-radiative 
point of view 

 
Ryohei IWANAGA, Tsubasa NAKAMURA, Airi WATANABE, Tsubasa AKI, 

Masakazu SUGIYAMA, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA 
 

Abstract 
 

We investigated the carrier transport properties in superlattice (SL) embedded p-i-n GaAs solar cells by using 
Piezoelectric Photo-Thermal (PPT) spectroscopy that detected the non-radiative recombination of photo-excited 
carriers. Two samples with different SL were prepared. One was InGaAs/GaAsP SL and other was GaAs-interlayer 
inserted SL to relax the strain caused by the lattice mismatch. From the comparison with the theoretical calculation, 
we concluded that observed distinctive peaks below the band gap of GaAs substrate were due to the optical transition 
from the first quantum level of heavy hole to the first quantum level of electron (e1-hh1). The temperature 
dependence of their PPT signal intensities was well explained by the carrier relaxation models consisting of four 
processes: radiative and non-radiative recombination in SL, thermal escape to the barrier layer (ES process), and 
tunneling through miniband after thermal excitation from the lower to the upper levels (TATE process). The 
activation energy ΔETATE for the interlayer sample was 0.144 eV, this was smaller than the activation energy ΔEES of 
0.259 eV for the barrier-2.0-nm sample. Moreover, the TATE process was also found to be dominant in all processes 
at 300 K from the calculation of the relevant lifetimes. As a result, the insertion of an interlayer resulted in the SL 
embedded solar cells with a higher efficiency than conventional multiple quantum well embedded solar cells. 
 
Keywords: Quantum-well solar cells, Miniband formation, Carrier transport property, Superlattice 

 
 はじめに

日本におけるエネルギー自給率は約 8％と先進国の中

でも極めて低く、そのエネルギー資源である化石燃料のほ

とんどを海外からの輸入に頼っているのが現状である 1)。

さらに化石燃料を使用する際に排出される CO2 が環境問

題も引き起こす。そのため、持続可能且つ環境に配慮した

エネルギー供給源として太陽光発電が注目されている。中

でも光吸収波長領域が異なる半導体p-n接合を積層させた

InGaP/GaAs/Ge 三接合型太陽電池の 364 倍集光動作時に 
41.6％の高い変換効率が達成 2)されている。しかし従来の

シリコン太陽電池と比較して高コストであるため、さらな

る高効率化が必要である。三接合太陽電池における課題と

して、ミドルセルで生成される電流が他のセルと比較して

小さい 2)ことから、その電流値に制限される電流不整合損 
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

b) 農学工学総合研究科 博士課程学生 

c) 東京大学工学研究科 教授 

d) 電子物理工学科 特任教授

e) 電子物理工学科 教授

失がある。そこでミドルセルとして量子井戸(quantum well: 
QW)を挿入することが提案されている 3)。QW は異なるバ

ンドギャップ(Eg)を持つ半導体材料をナノメートルオー

ダーで交互に積層させた構造で、井戸材料の厚さを変化さ

せることで離散化準位のエネルギーを制御できることか

ら、光吸収波長領域の長波長化が期待できる。しかしなが

ら、ヘテロ接合界面で発生する欠陥や QW 内で光励起キ

ャリアが再結合してしまうことから、キャリア収集効の低

下が課題である。この解決策として QW の障壁層を数 nm
程度まで薄くした超格子(superlattice: SL)構造が考案され

ている。SL 構造では隣接する井戸へ波動関数が染み出し

重なり合うことでミニバンドが形成される。この結果、光

吸収によって QW 内に生成されたキャリアは、トンネル

効果によりミニバンド内を輸送することが可能となるた

め、再結合割合が減少 4)する。実際に、歪補償 InGaAs/GaAsP 
SL 構造を光吸収層に挿入した GaAs p-i-n 太陽電池構造に

おいて、キャリア収集効率 (carrier collection efficiency: 
CCE)の大幅な改善が報告された 3)。また、この構造では十

分な光吸収を行うためには 100 層以上の積層数が必要と

なるが、障壁層を数 nm 程度まで薄くすることで歪補償条
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件を満たせなくなり、蓄積歪による転位発生が避けられず、

良質な成膜が困難である。歪補償条件を満たしつつ多層化

させる方法は、障壁層と井戸層の間に緩和層を挿入するこ

とである。緩和層は障壁層と井戸層の間の格子定数を持つ

ことから、緩和層の挿入により積層に伴う蓄積歪を緩和し

転位の形成を抑制することができる。また、階段状のポテ

ンシャルが形成されるため、伝導帯中にはミニバンド化し

た高次の量子準位が発生し、低次の量子準位に光励起され

た電子は高次の量子準位へ熱的に励起することが容易と

なる。この結果、結晶品質を保ったまま多層化が可能とな

り CCE が向上した 3)。 
歪緩和層を挿入した QW では、光励起された電子が低

次から高次の量子準位へ熱励起した後にミニバンド内を

トンネリングすることでキャリアの輸送が行われている

と考えられている。しかしながら CCE や電流−電圧測定、

量子効率(Quantum Efficiency: QE)測定では電極形成をお

こなう最終プロセス後の評価手法であり、量子井戸のよう

な非常に複雑なキャリア輸送過程をもつ構造を挿入した

太陽電池の評価には不十分で、緩和層を挿入した SL にお

いてキャリア収集効率が向上した詳細な理由も解明され

ていない。本研究では緩和層挿入が太陽電池特性、特にキ

ャリア輸送メカニズムにどのように影響するかを、光励起

キャリアの非発光再結合過程を高感度で検出できる圧電

素子光熱変換(Piezoelectric Photo-Thermal: PPT)法を適用し、

その信号強度の温度依存性解析から議論した。 
 

 試料詳細及び実験

本研究では、n型GaAs基板上に作製したp-i-n太陽電池構

造の光吸収i層にSLを挿入した二つの試料を準備した。図1
にその概要を示す。SLは、3.8 nmのInGaAs井戸層と2.1 nm
のGaAsP障壁層の間に3.1 nmのGaAs歪緩和層を挿入した

構造（以下、interlayer試料）と、5.1 nmのInGaAs井戸層と

2.0 nmのGaAsP障壁層のみで緩和層を挿入していない構

造（以下、b2.0試料）の二種類であった。二種類のSLの厚

さが異なるため、SLに係る内部電界強度の変化を防ぐた

めにi層のトータル厚さが1000 nmになるようにi-GaAs膜
厚を変化させた。共に、有機金属気相成法5)でSL構造を20
周期積層させた。PPT測定は、分光器により単色光化させ

たハロゲンランプを励起光源として用い、試料の裏面に接

着させた圧電素子で発生したPPT信号を検出した。PPT測
定における測定温度領域は100-300 Kとした。 
 

 実験結果および考察

 
図 2 に 300 K で得られた interlayer と b2.0 試料の PPT ス

ペクトルを示す。両試料で観測された 1.40 eV 付近から立

ち上がる信号は、GaAs の Eg (300 K で 1.42 eV)と一致する

ことから、励起光を照射した試料表面側に存在する p 型

GaAs 層内での光励起およびそれに伴う非発光再結合によ

る信号と同定した。また、Eg 以下の領域に、interlayer 試

料では 3 つ、b2.0 試料では 2 つのピークが観測され、これ

らは InGaAs/GaAsP SLに起因した PPT信号と考えられる。

信号源を明らかにするために、本研究では 3 次元量子準位

デバイスシミュレーションソフト nextnano による有限差

分法によりバンド構造計算を行った。まず、本試料の光吸

収 i 層の内部電界強度を求めたところ、1.2 kV/cm と試算

された。それを基に、各試料のバンド構造を計算したとこ

ろ、b2.0 試料では一般的な量子井戸である井戸型ポテンシ

ャルとなっているのに対し、interlayer 試料では GaAs 緩和

層において階段状のポテンシャルを形成していることが

確認された。図 3 と 4 に interlayer と b2.0 試料の伝導帯電

子の存在確率のシミュレーション結果をそれぞれ示す。図

3 に示す interlayer 試料では、電子の第 1 量子準位 e1 にお

ける電子存在確率は各量子井戸内に局在化しており、隣接

する井戸内へ波動関数の染み出しはないことが確認され

た。一方、電子の第 2 量子準位 e2 および軽い正孔の第 1
量子準位 lh1 では、隣接する量子井戸へ波動関数が染み出

しており、ミニバンドを形成していることが分かった。ま

た、図 4 に示す b2.0 試料では、e1 のみが形成され、且つ

図 1. p-i-n 構造に量子井戸構造を挿入した試

料詳細 

図 2. interlayer、b2.0 試料の 300 K での 
PPT スペクトル 
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それがミニバンド化していることが分かった。 
次にシミュレーションによって算出された量子準位間

の遷移エネルギーを算出し、PPT 測定で観測されたスペク

トルにおけるピーク位置との比較を行い、PPT 信号のピー

ク起因の同定を行った。その結果、interlayer 試料では GaAs
の Eg以下に観測された 3 つのピーク（A = 1.301, B = 1.370, 
C = 1.383 eV）は、それぞれ e1 と価電子帯中の重い正孔の

第 1 量子準位 hh1 間の遷移(e1-hh1)、e1 と lh1()間の遷移

{e1-lh1()}、e1 と lh1(π)間の遷移{e1-lh1()}と同定した。

一方、b2.0 試料の PPT スペクトルに観測された 2 つのピ

ーク（D = 1.288, E = 1.328 eV)は、それぞれ hh1 と e1()間

の遷移{hh1-e1()}及び、hh1 と e1()間の遷移{hh1-e1()}
による信号と同定した。b2.0 試料において interlayer 試料

のピーク A のような鋭いピークが観測されなかった理由

として、e1 自身がミニバンド化して量子閉じ込め効果が

弱まることによる励起子の束縛エネルギーとその振動子

強度の低下
3)
が考えられる。 

次に、SL 内に生成されたキャリアの緩和過程について

考察するため、SL 起因のピーク A と D の PPT 信号強度の

温度依存性に着目した。interlayer 試料では光吸収によって

hh1 から e1 へ励起した電子の緩和として、図 5 に示すよ

うに 4 つの緩和過程：発光再結合(I)、非発光再結合(II)、
量子井戸からの熱脱出(III)、e1 から e2 へ熱的に励起した

後に e2 ミニバンドをトンネリングして輸送される過程

(IV)を仮定した。一方、b2.0 試料では hh1 から e1 へ励起

した電子の緩和として、発光再結合(I)、非発光再結合(II)、
量子井戸からの熱脱出過程(III)の 3 つのみの緩和過程を仮

定した。PPT 測定ではこれら過程のうち量子井戸内での非

発光再結合過程に伴うフォノン（熱）放出を検出している。

それぞれの緩和過程の温度依存性を考慮した緩和モデル
6)から PPT 信号強度の温度依存性を算出する式を構築し、

実験で得られた PPT 信号強度の温度依存性にフィッティ

ングを行った。図 6 に示すように、構築した緩和モデルに

よって実験結果をよく説明することができた。 
フィッティングによって得られた活性化エネルギーは、

interlayer 試料の Δ が 、 試料の Δ が

と算出された。得られた値を理論計算値と比較す

ると、interlayer 試料では図 に示す IV の緩和過程のうち

から への熱励起に必要なエネルギー差 0.154 eVに相

当し、一方 b2.0 試料では III の緩和過程の量子井戸からの

熱脱出に必要なエネルギー値 0.249 meV に相当すること

がわかった。この実験結果から以下の事が示唆される。つ

まり、通常の SL を挿入した太陽電池（b2.0 試料）では、

光吸収等で e1 に注入された電子はポテンシャル障壁を熱

的に乗り越えることで SL 以外へ脱出する。一方、GaAs
歪緩和層を挿入した太陽電池（interlayer 試料）では、e1
に注入された電子は e2 まで熱的に励起すれば、形成され

たミニバンドをトンネリングすることでキャリア輸送が

可能である。このとき、それぞれの熱励起に必要なエネル

ギーは interlayer 試料の方が b2.0 試料よりも小さいことが

実験結果から確認できた。 

図 4. b2.0試料のバンド構造 
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図 5. Interlayer 試料のキャリア緩和過程モデル 

図3. interlayer試料のバンド構造 
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次に、どの緩和過程が支配的に発生しているかをより詳

細に議論する。両試料のフィッティング解析時のパラメー

タを用いて、井戸内で生じるすべての緩和過程のライフタ

イムを算出した。結果を図 7 と 8 にそれぞれ示す。図 7
の b2.0 試料では、太陽電池が動作する室温付近において

II の非発光再結合過程のライフタイム(τnr)が最短であり、

支配的な緩和過程であることが分かる。つまり、殆どの光

励起キャリアが再結合によって損失することを示唆して

いる。一方、図 8 に示す interlayer 試料では、IV の緩和過

程のライフタイム(τtate)が最短となり、b2.0 試料では非発

光再結合のライフタイムが最短となった。このため e1 か

ら e2 までの熱的に励起した後に、e2 ミニバンドをトンネ

ル効果により輸送される過程が支配されると考えら、

interlayer 試料の光励起キャリアは b2.0 試料と比較し、よ

り小さいエネルギーで量子井戸外へ輸送されることが判

明した。このことからも interlayer 試料では、e2 がミニバ

ンド化し、e1 から熱励起した電子がトンネリングによっ

て輸送する。この結果、歪緩和層を挿入しない場合と比較

してより多くのキャリアを取り出すことが可能となるこ

とが実験的に確かめられた。 
 

 結論

本研究では、p-i-n GaAs 太陽電池に歪緩和層を挿入した

試料と未挿入の SL 試料に対して PPT 測定を行い、歪緩和

層挿入によるキャリア輸送特性への影響について議論し

た。nextnano によりバンド構造及びキャリアの存在確率の

理論計算を行い、形成された準位間の遷移エネルギーのを

算出した。これら計算結果と実験で得られた PPT ピーク

位置を比較することで信号発生源を同定した。両試料の

e1 への光吸収に起因する PPT 信号強度の温度依存性に注

目し、キャリア緩和過程モデルを構築して、e1 に注入さ

れた電子が熱励起する際に必要な活性化エネルギーを算

出した。その結果、歪緩和層を挿入した試料の活性化エネ

ルギー(Δ )は 0.144 eVと算出され、これは e1から e2()
までのエネルギー差の計算値.0.154 eV とほぼ一致し、ま

た未挿入試料の活性化エネルギー(Δ )は 0.259 eVと算出

され、e1 からポテンシャル障壁までのエネルギー差の計

算値 0.249 eV と一致した。両試料のフィッティングパラ

メータを用いて、それぞれの緩和過程のライフタイムの算

出も行った。その結果、未挿入試料では非発光再結合過程

のライフタイムが最短となり、光励起したキャリアの殆ど

が消失する一方、歪緩和層を挿入した試料では e1 から e2
まで熱励起した後に e2 ミニバンドをキャリア輸送する緩

和過程のライフタイム最短となった。つまり、歪緩和層を

挿入した試料では e2 ミニバンドをトンネリングする輸送

図 6. 各試料の Fitting 結果 

0

4

8

12

16

100 150 200 250 300

PP
T 

Si
gn

al
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
t)

Temperature (K)

exp. data
fitting curve

     〇〇

interlayer

b2.0

0.01

0.1

1

10

100

100 150 200 250 300 350

Li
fe

tim
e 

(n
s)

Temperature (K)


ra

b2.0


nr


th

図 7. b2.0 試料での各過程のライフタイ

ムの温度依存性 

図 8. interlayer試料での各過程のライフタイ 

ムの温度依存性 
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過程が支配的であり、より多くのキャリアを外部へ取り出

すことが可能で、太陽電池変換効率の向上をもたらすこと

が実験的に確かめられた。 
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液滴エピタキシー法により作製された GaAs QDs のサイズが与える 
フォトルミネッセンスの温度依存性への影響 

 
江添 悠平 a)・宮内 雄大 a)・間野 高明 b)・碇 哲雄 c)・福山 敦彦 d) 

 
Effect of Dot Size on the Temperature-Dependent Photoluminescence 

Signal in Droplet-Epitaxy-fabricated GaAs Quantum Dots 
 

Yuhei EZOE, Yudai MIYAUCHI, Takaaki MANO, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA 
 

Abstract 
 

We observed an additional blue-shift of photoluminescence (PL) peak energy in the temperature dependence above 
150 K in addition to a well-known red-shift in the GaAs Quantum Dots (QDs) grown by a droplet epitaxy method. 
Although a red-shift has been explained by a steady state model with the QD size distribution, carrier capture, relaxation, 
and re-trapping, a blue-shift could not be explained. The frequencies of height and diameter of QDs from an atomic 
force microscopy observation were investigated and calculated transition energies for each QD size. A calculated 
maximum frequency for GaAs QDs showed a good agreement with the obtained PL spectrum. Therefore, we concluded 
that the PL spectrum was caused by the ensemble of several size of QDs. The PL spectrum at 4 K could be decomposed 
into three peaks with a Gaussian function, corresponding to the large-, middle-, and small-size QDs, respectively. 
Although the integrated PL intensity for middle-size QDs was the largest up to 200 K, it suddenly decreased and those 
for middle- and small-size QDs became comparable. As a result, the PL energy as the ensemble of QDs moved to the 
higher energy side. We concluded that this caused the observed additional blue-shift of PL peak. 

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

 
はじめに

近年、インターネット上を行き来する情報量の増大に

伴い、高速で大容量な情報伝達システムが要求されてい

る 1, 2)。その解決策の一例として光多重通信方式がある。

これは、光ファイバー中では複数の波長の光を同時に通

過させても互いに干渉しないという特徴を利用したもの

であり、これにより複数の光ファイバーを用いていると

きと同様の効果を実現することで一度に多くの情報の伝

達を可能とした 2)。光多重通信方式に用いられるレーザ

ー光源には、動作温度に対する出力の無依存性と波長安

定性が求められている。これらの条件を満たす素子とし

て活性層に量子ドット (Quantum Dots: QDs) を採用した

QD レーザーダイオードの研究開発が精力的に行われて

いる。QD 構造では 3 次元の全ての方向からキャリアを

閉じ込めることが可能で、これにより電子および正孔の

エネルギー準位が離散化し、その状態密度がデルタ関数

となる。この結果、キャリア分布における温度広がりが

減少し動作温度上昇に伴う発振しきい値電流の増加が抑

えられ、低消費電力化も実現できる。 
 

a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生 

b) 物質・材料研究機構 主幹研究員 

c) 電子物理工学科 特任教授 

d) 電子物理工学科 教授 

また、QD サイズを変化させることで、離散化した量子準

位の大きさを制御することができ、発光波長の制御も可

能となる 3)。このような特徴を持つ QD 構造の一般的な

作製法として Stranski-Krastanov (S-K) モードと呼ばれる

格子定数差を利用した作製法がある 4)。しかし S-K モー

ドでは高い面内密度の QDs を作製することが難しく、発

光強度が弱くなってしまう。また、歪を利用した自己成

長モードのため様々なサイズの QDsが形成されてしまい、

発光波長の制御が困難である。そこで S-K モードに代わ

る作製法として液滴を利用した格子整合型の液滴エピタ

キシー法が考案された 5, 6)。これによって結晶欠陥が少な

く高い面内密度の QDsを作製することが可能となったが、

同法も自己成長を利用しているため QDsサイズは不均一

である。QD 構造の物性評価にはフォトルミネッセンス 
(Photoluminescence: PL) 法がよく用いられており、その発

光ピークエネルギー位置から QD サイズ等を議論するこ

とができる。しかしながらその発光ピークエネルギーの

温度依存性において、極低温から 100 K 付近まで温度上

昇する際に期待値から低エネルギー側にシフト  (red-
shift) する事が報告されており 7)、この現象が QD サイズ

のばらつきに起因すると説明されている。これに対して

我々は、200 K 以上の更なる温度上昇により再び高エネ

ルギー側にシフトして期待値に一致する現象 (blue-shift) 
を新たに観測した。本研究では、液滴エピタキシー法で

作製された GaAs QDs 試料の QDs サイズを原子間力顕微

鏡 (Atomic Force Microscope: AFM) で測定し、モデルシ
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ミュレーションソフトウェアを用いて期待される PL 発

光ピークエネルギーを見積もった。QDs サイズ分布から

期待される PL スペクトル分布と実験で得られた PL スペ

クトルを比較したところ、大きく 3 つのサイズ分布に対

応した PL ピークに分離できることが分かった。それらの

PL ピーク積分強度の温度依存性を解析することで、新た

に観測された blue-shift の原因について議論した。 
 

実験

試料詳細

本研究では、半絶縁性 GaAs (100) 面基板上に分子線エ

ピタキシー装置を用いた液滴エピタキシー法により以下

の手順で作製した GaAs QDs 試料を用意した。まず、半

絶縁 GaAs (100) 基板上に 300 nm の GaAs 層を成長させ

た後、100 nm の Al0.3Ga0.7As の障壁層を成長させた。次

に、3 ML の Ga 層を 200℃で作製した後に、2.0×10-4 Torr
の As 原子を供給して GaAs QDs を作製した。最後に、結

晶の品質改善のため 800℃で 4 分間の Rapid Thermal 
Annealing を実施した。図 1 に試料構造図を示す。 

実験方法

PL 測定は励起光光源として波長 473 nm の半導体レー

ザーを用い、試料表面の GaAs QDs 側から照射した。表

面からの発光再結合信号は電荷結合素子検出器で検出し

た。励起光強度は 6.5 mW であり、測定温度は 4.3 K から

300 K まで変化させた。AFM 測定はコンタクトモードを

採用し、観察範囲は 1000×1000 nm とした。このときのデ

ータプロット数は 1024×1024 であった。AFM 観察から得

られた QD の直径および高さを用いて、nextnano モデル

シミュレーションソフトを用いて期待される発光ピーク

エネルギーを計算した。 

実験結果および考察

PL スペクトル測定を 4～300 K の温度域で実施したと

ころ、全ての温度範囲で単一の発光ピークが観測された。

図 2 に、ガウス関数フィッティングで得られた PL ピー

クエネルギーの温度依存性を示す。 
 

 
図から明らかなように、試料温度 100～200 K において期

待値エネルギーを示す Varshni 曲線よりも大きく red-shift
した。その後の温度上昇により 200 K 付近から再び blue-
shift する特異な温度依存性を示した。低温側の red-shift
は既に報告された現象であり、QD サイズのばらつきに起

因したキャリア移動によるものと説明されている 7)。こ

れに対して高温側の blue-shift は今回初めて明確に観測さ

れた現象である。この blue-shift の原因を明らかにするた

めに、まずは QDs サイズと PL スペクトルの関係につい

て調べた。 

図 3 に示す AFM 観察画像から、画像解析ソフト

Gwyddion8)を用いて各 GaAs QD の高さと直径の度数分布

を算出した。結果を図 4 に示す。 

図 1. 試料構造図. 

図 2. QDs 試料における発光波長の温度依存性. 

図 3. AFM 測定結果. 
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ガウス関数フィッティングから、QD 高さ 5.1 nm と QD
直径 17.1 nm がピーク値として得られた。これらの数値

を用いて nextnano によって期待される発光エネルギーを

計算した。この時、QD 直径変化よりも QD 高さ変化の方

が得られる発光エネルギーに大きく影響を及ぼすことが

分かった。そこで計算の簡易化のために QD 直径を算出

された 17.1 nm に固定して、QD 高さのみを変化させて計

算を実施した。期待される発光エネルギーの QD 高さ依

存性を図 5 に示す。 
 

 
最後に、図 4 右図の QD 高さの度数分布を図 5 の関係曲

線を用いて発光エネルギーに関する度数分布に変換した。

結果として得られた PL スペクトル度数分布を、4 K にお

ける PL スペクトル実験結果と共に図 6 に示す。図から

明らかなように、期待される度数分布と実験結果がよい

一致を示したことから、GaAs QDs の PL スペクトルは

様々なサイズの QDsからの発光が重複したものであると

結論付けることが出来た。様々なサイズの QDs について

個々に議論を行うことは困難なため、いくつかに大別す

ることを試みた。図 6 には、4 K における PL スペクトル

に対するガウス関数を用いたピーク分離の結果も併せて

示す。図に示すように、A、B、C の 3 つのピークに分離

することができ、それらはそれぞれ大、中、小の高さをも

つ QD に対応することが分かる。そこで本研究では、PL
スペクトルが QD の大きさを反映した 3 つのピークから

成ると想定して、それぞれの発光エネルギーの温度変化

をプロットした。 

 
図 7 に 3 つの PL ピーク発光エネルギーの温度依存性を

示す。 
 

 
図から明らかなように、それぞれのピークは低温側 100 
K 付近で Varshni 曲線よりも低エネルギー側へ red-shift し
たが、高温側で blue-shift を示すことはなかった。また、

低温から 200 K 付近まではピーク分離前の単一ピークの

発光エネルギー位置と Peak B の位置は一致していたが、

それ以上の温度領域では Peak B から離れて Peak C へ近

づくような振る舞いを示した。そこで各ピークの発光強

度の変化を確認するために、図 8 に低温 4 K と高温 250 
K における PL ピークならびにピーク分離の結果を示す。

4 K では Peak B の発光強度は Peak C の約 5 倍と Peak B
が支配的であるが、250 K では 2 つのピークは同程度で

あることが分かった。 
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図 4. 高さ分布と直径分布のヒストグラム. 

図 5. QDs の高さごとの遷移エネルギー計算結果. 
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つまり、200 K 以上の高温側では Peak B と Peak C の発光

強度がほぼ等しくなるために、ピーク分離前の単一ピー

クが blue-shift したと考えられる。しかし、図 9 に示すよ

うにサイズの小さい QDs による発光である Peak C は、

キャリアが熱脱出するための活性化エネルギーが小さい。 

その結果、各 QD の井戸内の離散化準位 (電子の第一量

子準位: e1) に形成された電子はより低温側で井戸から

熱脱出することが可能となり、実験結果と矛盾する。し

たがって、今後は QDs 内のキャリアにおける熱脱出過程

についてさらなる調査が必要である。 
 

結論

本研究では、液滴エピタキシー法で作製した GaAs QDs
試料における PL の red-shift に続く blue-shift の原因解明

に取り組んだ。初めに AFM と nextnano を用いて QDs サ
イズと PL スペクトルの関係性を確認した。AFM から得

られた QDs の高さ分布を nextnano で遷移エネルギー分

布に換算した結果、4 K における PL スペクトルの形状と

良い一致を示した。これにより GaAs QDs 試料における

PL スペクトルは QDs サイズ起因であると証明できた。

また、4 K における PL スペクトルは QDs サイズ毎に 3 つ

のピークに分離することが可能であった。それぞれの PL
の発光エネルギーの温度依存性を調べると、Single Peak
の blue-shift は Peak C に大きく影響されたために生じた

現象であると予想できた。そこで、4 K と 250 K における

Peak B と Peak C の発光強度を比較すると、4 K では Peak 
B は Peak C の約 5 倍の発光強度であるが、250 K では同

程度であることが確認できた。これは Peak C の発光強度

が高温側でも残っていることを示している。つまり、

GaAs QDs 試料における Single Peak の blue-shift は、高温

側での Peak C の発光に影響されたことが原因であると結

論付けられる。しかし、Peak C はサイズの小さい QDs に
よる発光であり、他のピークに比べてキャリアの熱脱出

は起きやすいはずである。今後は QDs 内のキャリアにお

ける熱脱出過程についてさらなる調査が必要である。 
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図 8. PL スペクトル (4, 250 K). 

0

2x104

4x104

6x104

8x104

1.6 1.7 1.8 1.9

In
te

ns
ity

 (c
ou

nt
s)

Photon energy (eV)

4 K
GaAs QDs

Peak A Peak C

Peak B

0

5

10

15

20

1.5 1.6 1.7 1.8

In
te

ns
ity

 (c
ou

nt
s)

Photon energy (eV)

250 K
GaAs QDs

Peak CPeak B

図 9. Peak B, C のバンド図. 

54 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第48号



MOVPE 法で作製した GaAsSb 層厚の異なる InAs/GaAsSb 
超格子のラマン測定による各層の評価について 

 
大石 優貴 a)・浅生 大輝 b)・荒井 昌和 c)・前田 幸治 d) 

  
InAs / GaSb superlattice grown with different thickness GaSb 

layer by MOVPE method 
by Raman measurement 

 
Yuki OISHI, Taiki ASO, Masakazu ARAI, Koji MAEDA 

 
Abstract 

 
The composition of each layer in InAs/GaSb superlattices with different thickness GaSb layer grown by MOVPE 

were investigated by raman scattering method. It was found that when the GaSb layer was thin, the As ratio in 
GaAsSb was high, and when the GaSb layer was thick, almost no As was incorporated. Regarding the GaSb layer, the 
result of mixed crystal ratio from raman measurement almost agreed with the result from X-ray diffraction method. 
 

Keywords: MOVPE, InAs/GaAsSb, Raman, Superlattice

 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

せることによって大気分析やサーモグラフィーなど受光、

発光両分野での応用が期待されている 1)。 
しかし、中赤外域での受光素子の種類が限られている。

例えば現在使用されている水銀カドミウムテルルでは求

める波長での狭帯域化は難しい。さらに水銀など人体へ

の悪影響のある物質を使用している 2)。そこで中赤外の

受光素子として、InAs/GaAsSb超格子が注目されている。

この構造は暗電流が低いことや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を得ることで検出可能波長の制

御ができるといった利点を持つ。一方、ラマン分光法は

非接触,非破壊で原子の結合状態を調べられる評価法で

ある。 
本研究では、量産性に優れているが残留ガスの影響も

ある有機金属気相成長(MOVPE)法を用いて、中赤外領域

の高性能な受光素子の実現を目標としている。n-InAs 基

板上に InAs の膜厚一定で GaAsSb 層厚を変化させて成長

させたいくつかの InAs/GaAsSb 超格子の残留ガスの影響

についてラマン分光法で調べた。 
 

実験

試料作製条件

試料は、MOVPE 法で（001）面の n-InAs 基板上に

InAs と GaAsxSb1-xを 30 組積層した試料を用いた。詳し

い作製方法は、前の報告で記した 4)。GaSb 層には XRD
測定で As が混入していることが推測(3.3 節)されるので

GaAsSb と記す。GaAsSb と超格子周期は InAs の厚さを

2.8nm 一定とし、表 1.1 のとおりである。図 1 に

InAs/GaAsSb 超格子試料の構造図を示す。また、解析に

当たり断続成長試料も利用した。断続成長とは、InAs 層
または GaSb の成長後に水素を導入し、GaSb、InAs 層へ

の残留ガスの影響を変化させた試料である。今回は、そ

れぞれ一方成長後に 7.5s, 30s 導入し、後に次の層を成長

させた。その組み合わせを表 1.2 に示す。 

a) 電子物理工学科学生 
b) 工学専攻大学院生 
c) 電子物理工学科准教授 
d) 電子物理工学科教授 

 
 

図 超格子の構造模式図
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表 層厚 一定の超格子試料

層厚 InAs 層厚（nm） GaAsSb 層厚(nm) 

2.8/2.2  2.2 

2.8/4.5 2.8 4.5 

2.8/8.9  8.9 

2.8/13.4  13.4 

表 断続成長した超格子試料

層厚 InAs 後水素時間 GaAsSb 後水素時間 

1.2/1.9 7.5s 0s 

1.2/1.9 30s 0s 

1.2/1.9 0s 7.5s 

1.2/1.9 0s 30s 

実験方法 
ラマン分光測定は偏光と無偏光の 2 種類行った。先ず

は LO モードと TO モードの同定のために偏光測定を行

った。偏光測定の測定条件として、X(YZ)-X 配向とし、

(001)面に垂直入射方向を X 方向とした。分光器は SPEX
社の 1877 を利用し、グレーティング は 1800 本、レー

ザーは 441.6nm、測定時間は 30 分行った。次に、無偏

光測定は堀場製作所の LabRAM HR evolution vis-nir を用

いた。光源は Nd:YAG レーザ(波長 532 nm)を用い、測定

時間は 10 分間でグレーティングは 1800 本で行った。輝

線としてネオンランプを入れて波数を補正した。またラ

マンシフトの基準として InAs、GaSb それぞれの基板の

LO、TO ピークと比較した。今回使用した混晶系のラマ

ンシフトの組成依存性として、GaSb－GaAs 系を図２、

InAs-InSb 系を図３に示す。図２と図３は混晶比の異な

る組成におけるラマンシフトの変化を表している。 
 
３．結果と考察

偏向・無偏光ラマン測定

まず、図 に無偏光測定と偏光測定の結果の比較を示

す。偏光測定は モードのみ現れるためそのピークは

モードであると考えられる。図５に今回測定した無

偏光ラマンスペクトルのピーク分離例を示す。ピーク分

離はローレンツ関数を用いて行った。図 に 層厚

一定試料の無偏光測定の結果を示す。この図より膜厚の

変化でピークが大きく変化することがわかった。これら

のスペクトルについても、ピーク分離を行った。解析は

次節で述べる。

次に、図 に 層成長後の断続成長試料のラマン

測定の結果、図 に 層成長後の断続成長試料の無

偏光ラマン測定の結果をそれぞれ示す。図 より

㎝ 付近のピークが への残留ガスの影響だと考

えられる。また、図 より へは残留ガスの影響は

ほとんどなかった。また、図 にピーク分離したピーク

位置を各 層厚についてまとめたグラフを示す。な

お図 中の 、 は偏光測定の結果推測されたモード

で点線は と 基板の測定値である。

 

 

図 ラマン測定による の混晶組成によ

る各ピークの変化
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各ピークの変化
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ピークの同定と混晶化

まず、図 の 付近のピーク ▼ から考察

する。このピークは、偏光測定より モードである。

また、 層厚が増加するとともに 基板の モ

ードに漸近していった。このことから の

モードであると推測した。そこで、図 の

モードを見ると に が混入することで ㎝

付近に出現することから可能性は高い。ピーク位置から

層厚 の時は が ほど混入していると

推測される。 層厚が厚くなると、残留ガスの影響

が小さくなっていき、 の時には 以下と影響が

小さくなったと考えられる。
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図 ピーク分離結果のまとめ

図 偏光測定と無偏光測定の比較
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次に、 付近のピーク（▲）については 層

厚が 時のみ出現し、層厚が厚くなると消滅し、

モードであった。このことから、 層と関係のある

モードピークだと考えた。そこで、図４の 混

晶系のグラフを見ると モードにおいて

が 混入すると 付近に現れている。よって

モードだと同定した。

次に、 付近のピーク（◆）について考察

する。このピークは偏光測定で ピークであった。こ

のピークは モードが近いが図 より のピ

ークは混晶化しても高波数側へ移動しないため異なるピ

ークであると推測した。そこで断続成長の水素を流した

時間依存性の結果と合わせて 系のピークだと推

測した。図 からこの付近に出現するピークは

モードである。 が ほど混入した値と一致

するためこのモードだと考えた。 層厚が

以上となると残留ガスによる混晶化の影響はあまり見ら

れなくなった。

㎝ 付近のピーク（◀）は モードであり、

図 より に関係のあるピークであると思われる

が同定できていない。

付近のピークは ピークであった。また、

の層厚が厚くなると出現したため、

モードピークだと同定した。図 から混晶率は 以下

だと推測される。

最後に、 付近のピークを考える。偏光測定よ

り ピークであった。また、 層の増加とともに現

れなくなった。このため モードだと推測

した。図 を参照するとほとんど混晶化していないとき

の モードが ㎝ 付近に表れているた

めこのモードだと同定した。

測定による混晶比との比較

本実験で測定した混晶化の影響と 測定で求められ

た混晶化の影響を比較した ）。表 に 測定で求め

られた混晶比を示す。表から は膜厚の増加とと

ともに残留ガスの影響が減少した。これはラマン測定の

結果と共通していた。ラマン測定では今回、 層

が の時に が 混入していると推測され

た。これは 測定と大きく異なってはおらず、膜厚が

厚くなっても、 は 以下となり大きい差は見られな

かった。しかし、 層への残留ガスの影響はラマン

測定では モードから が ほど混入していると推

測されるが、 測定では 以下と大きく異なった。こ

の差は、今回考慮していない層間の応力によるものでは

ないかと推測される。

表 による超格子の混晶率

層厚 InAs1-xSbx(X) GaAsxSb1-x(X) 

2.2/2.8 
 

0.017 

 
 

0.123 

2.2/4.5 0.062 

2.2/8.9 0.031 

2.2/13.4 0.002 

４．まとめ

本研究より、 法で作製した 超格子

のラマン測定による各ピークの波数変化より各層の混晶

比を推定した。 への の混入量はほぼ の結

果と一致したが、 層への 層への の混入に

関してはあまり一致しなかった。また、 の膜厚が

薄いと混晶化の影響が大きくなった。これは、今回考慮

していない各層間の応力によるラマンシフトの影響が関

係していると推測される。
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X 線照射によるホウリン酸塩蛍光体中の 
サマリウムイオンの価数変化 

 
尾前 翔太 a)・前田 幸治 b)・横山 宏有 c)・境 健太郎 d) 

 
Valence Change of Samarium Ion in Borophosphate Phosphor 

 with X-ray Irradiation 
 

Shota OMAEa), Koji MAEDAb), Hirosumi YOKOYAMAc), Kentaro SAKAId) 

 
Abstract 

 
   We investigated RPL characteristics of Sr1-xBPO5 added with Samarium (Sm) ion doped borophosphate phosphor: 

Sr1-xBPO5 have been prepared by solid phase reaction method. When the time, The valence number of Sm changed 
from Sm3+ to Sm2+ measured by photoluminescence after X - ray irradiation. The introduction of Sr defects into the 
base material increased the RPL strength. Sr1-xBPO5 (x=0.02) had the largest change in valence with respect to 
irradiation, and saturation emission intensity was strong when x =0.1. The satulated emission intensity of Sm2+ ions 
have increased with, increasing x value. This is probably due to the Sm ions occupying a part of Sr site. 

 
Keywords: Radio photo-luminescence, Samarium, Borophosphate phosphor, Valence change, X-ray 

 

1. はじめに 
 

X 線や放射線を照射することで材料中のイオンの価数

が変化する現象がある。このような材料からの発光はラジ

オフォトルミネッセンス(RPL)と呼ばれ、この性質を持つ

蛍光体を利用して X 線などの照射量の記録が期待されて

いる。発光を検出するのに Si 光検出器を用いると、赤色

に発光波長を有する RPL 蛍光体が感度の点から適してい

る。そこで我々は強い赤色発光を示す希土類のサマリウム

(Sm)を発光中心にすることを考えた。 
希土類は固体中に添加された場合、通常 3 価のイオンと

して安定に存在する。図 1 に Sm イオンのエネルギー準位

図を示す。Sm2+イオンは 4f55d1 準位を持っているため、

Sm3+イオンの発光強度よりも大きいことが知られている
1)。図 1 に示すように Sm2+イオンでは 700nm 付近 Sm3+イ

オンでは 600nm 付近と発光波長が異なることためフォト

ルミネッセンス(PL)で容易に区別することが可能である。

ホウリン酸塩は BO4 と PO4 が共通の頂点酸素でつながる

繰り返し構造をとる。この結晶構造の隙間にＸ線吸収係数

の高いアルカリ土類イオン(Sr, Ba)が挿入された構造をし

ている。このアルカリ土類イオンの位置に 2 価の希土類イ

オンが置換され、希土類イオンを安定化させる 2)。 
a)工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)電子物理工学科教授 

c)電子物理工学科助教 

d)宮崎大学 産学・地域連携センター 機器分析部門 部門長 

ホウリン酸塩蛍光体は他の酸化物より低温で焼成するこ

とができる。 
一方、母材はゲストイオンの価数変化が報告 3)されてい

るホウリン酸塩蛍光体を選んで RPL を研究してきた 4)。

様々なホウリン酸塩の中でも SrBPO5は BaBPO5 より飽和

発光強度が強いことを報告している 5)。本研究の目的はそ

の SrBPO5蛍光体において Sr 組成を変化させるなどして、

RPL 特性への影響を調べた。 

図 1 Sm イオンのエネルギー準位図 6) 
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2. 実験 
 
2.1 試料作製 

ホウリン酸塩蛍光体である Sr1-xBPO5は固相反応法によ

って作製した。原料は SrCO3, H3BO3, (NH4)2HPO4を用い、

それぞれの試料を、1-x:1:1 のモル比で秤量を行った。Sr
の組成は、 x を -0.02～ +0.1 で変化させた。それに

Sm2O3(0.5mol%)を外モルで加えた。乳鉢で十分に混合粉砕

を行った後、石英ガラス管に入れ、電気炉で大気中 500℃
で 5 時間仮焼成を行った。仮焼成後、再度粉砕混合し電気

炉に入れ、大気中 950℃で 6 時間で本焼成を行った。x=0
の時にはホウ酸依存性を調査するために追加でホウ酸

(H3BO3)を 0~100%加えた。 
 

2.2 実験方法 
実験は X 線回折測定(XRD)、PL 測定、X 線照射を行っ

た。XRD は PANalytical X’Pert XRD を用いて粉末回折法で

測定を行った。X 線管電流は 40 mA、放出された電子を加

速する加速電圧は 45 KV、測定範囲は 20 ～ 70°、測定間

隔(ステップ)は 0.025°、測定速度（スキャンスピード）は

0.04 deg / s で測定した。PL 測定は室温で行い、励起光源

として 405nm の半導体レーザーを使用した。また、励起

光をカットするために 440 nm ロングパスフィルタを検

出器の前に入れた。Sm2+イオンの発光が強い場合にはレー

ザー光に減光 1%, 10%ND フィルタを入れた。PL 強度は

Sm2+(5D0→7F1)準位の発光波長である 680～700 nm 間の面

積とした。X 線照射は XRD 測定と同じ装置を用いて

0~3600s 照射をした。 
 
3. 実験結果 
 
3.1 試料の同定 

図 2 に Sr1-xBPO5の XRD パターンを示す。すべての試料

で単相の SrBPO5(ICDD 01-089-7585)結晶が同定された。粒

径は追加ホウ酸 50%までは増加傾向を示したが、Sr の量

との関係性は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 Sr1-xBPO5の XRD パターン 
 

3.2 X線照射前後のPLスペクトル 
図3にX線照射前後のPLスペクトルを示す。今回作製

したすべてのSr1-xBPO5試料は、X線照射前のPLスペク

トルから、560, 600, 650, 710nm付近に強いピークが確

認でき、それぞれSm3+イオンの4G5/2→6HJ(J=5/2, 7/2, 9/2, 
11/2)電子遷移と同定した。X線照射後は、Sm2+イオン

の5D0→7FJ(J=1, 2, 3)電子遷移である680～730nm付近に

強いピークを確認でき、RPL現象を確認できた。また

拡大図に示すように、X線照射後でも550nm～650nm付

近にSm3+イオンの発光が確認できた。この図からSm2+

イオンとSm3+イオンの発光強度の違いが確認できる。

またX線を照射してもすべてのSm3+イオンが価数変化

するのではなく、一部がSm2+に価数変化したことがわ

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 X線照射前後のPLスペクトル 
 
3.3 PL強度のX線照射時間依存性  

Sr1-xBPO5のx=0の時にそれぞれ追加したホウ酸量の照

射時間に対するPL強度の変化を図4に示す。Sm2+のPL
強度は始めX線照射時間 に比例的に増加し、その後飽

和した。X線照射時間による強度変化は単位時間当たり

同じ確率でSmイオンが価数変化すると仮定すると、次 
の式でよくフィッティングできることが知られている
5)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4 SrBPO5:Sm2+のX線照射時間依存 

との関係性は見られなかった。

図 2 Sr1-xBPO5の XRD パターン

するのではなく、一部がSm に価数変化したことがわ

かった。

図3 X線照射前後のPLスペクトル

の式でよくフィッティングできることが知られている
5)。

図4 SrBPO5:Sm2+のX線照射時間依存
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          f(t)=A{1－exp(－t/τ)}           (1) 
ただしtは照射時間、τは時定数、Aは飽和発光強度で、

定数τが小さいほど飽和する時間が早い。各曲線はそれ

ぞれの試料を上記の式でフィッティングしたときの傾

向を示す。どの試料も1200s付近で飽和した。飽和発光

強度はホウ酸10%で最大となった。 
 
3.4 PL強度のホウ酸添加量依存性 

飽和発光強度とホウ酸添加量の関係を図5に示す。飽

和発光強度はホウ酸10%までは増加した。20%以降は試

料表面にざらつきがあったため、励起光が散乱し正確

なPL測定ができなかった。また表1にそれぞれのホウ酸

添加量の時定数τと飽和強度の値を示す。時定数τはど

の試料も500s前後とあまり大きな差は見られなかった。

しかし、ホウ酸を10%以下添加することで強度が増加

することが確認できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図5 X線照射3600秒後のPL強度のホウ酸依存 

 
表1 SrBPO5:Sm+H3BO3の時定数τと飽和強度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 PL強度のSr量依存性 

Sr量とホウ酸添加量の関係を図6に示す。飽和発光強

度はSr量減少に伴って増加した。x=0の時よりも強度が

高くなった。増加の要因はSr量を減らすことでSrのサ

イト占有率が減少し、SmがSrサイトを占める割合が増

加したことが考えられる。また上記と同様にそれぞれ

のSr量の時定数τと飽和強度の値を表2に示す。x=0.05
の試料は飽和発光強度も高く時定数τも最小となった

ため、今回作製した試料の中では最もバランスの良い

ものであった。Sm濃度が大きくなるにつれ、τも大きく

なると予想されており、Smが0.5 mol%はx=0の時に最適

化されていたが、Sr量を変化させるとτに影響があるこ

とがわかった。 
記録材料として用いる場合は、飽和強度とτの両方

の特性が重要である。以上のことからSrの量を調整す

ることでRPL特性を制御できることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6  X線照射3600秒後のPL強度のSr量依存 
 

表2  Sr1-xBPO5の時定数τと飽和強度 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 結論 
 
ホウリン酸塩蛍光体である Sr1-xBPO5を固相反応法に

よって作製した。X 線照射前では Sm3+イオンの発光の

み見られたが X 線照射後では、Sm3+イオンの発光だけ

でなく、Sm2+イオンの強い発光も見え、RPL を確認で

きた。始め PL 強度は照射時間に比例的に増加し、その

後飽和した。ホウ酸をフラックスとして添加すると飽

和発光強度は増加した。x=0.05 の時に飽和強度も高く

時定数τも最も小さくなった。Sr 量を減らすことで、

Sm が Sr サイトを占める割合が増加したため、飽和発

光強度が増加したと思われる。Sr の量を調整すること

は RPL 強度を制御する上で重要である。 
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しかし、ホウ酸を10%以下添加することで強度が増加

することが確認できた。
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アルミン酸ストロンチウム蛍光体における
熱ルミネッセンス測定によるトラップ準位と

応力発光強度の関係

藤原 祐 ・児玉 直弥 ・松本 知真 ・横山 宏有 ・境 健太郎 ・前田 幸治

Relationship between Trap Level Measured by 
Thermoluminescence and Mechanoluminescence Intensity in 

Strontium Aluminate Phosphor 
 

Yu FUJIHARA, Naoya KODAMA, Kazuma MATSUMOTO, Hirosumi YOKOYAMA,  
Kentaro SAKAI, Koji MAEDA 

 
Abstract 

 
The trap level of photoexcited carriers plays an important role in Mechanoluminescence (ML) emission. ML and 

TL were measured for SAOED prepared under various conditions. The activation energy (ΔE) of the trap level was 
obtained from the peak of TL. There was a strong correlation between TL and ΔE. This can be explained by 
considering that when ΔE is large, the number of carriers relaxed from the trap level decreases at room temperature. 
 
Keywords: Mechanoluminescence, Thermoluminescence, europium, trap energy, activation energy 

 

． はじめに

蛍光体は外部から X 線や光などのエネルギーを吸収す

ることで電子が励起し、それが基底状態に戻る際に余分

なエネルギーを電磁波として放出する物質である。蛍光

体の中には、励起光遮断後も数秒～数時間の長残光性を

もつ物質があり 1)、それらのいくつかは力学的刺激で繰

り返し発光する応力発光（Mechanoluminescence: ML）を

示す 2)。応力発光強度と加える力学量が線形関係にある

ことから構造物の非破壊検査への応用に期待されてい

る。アルミン酸ストロンチウム SrAl2O4 に希土類 Eu と

Dy を微量添加した SAOED は強い発光強度を示すことで

知られている 3)。 
長残光はトラップ準位と呼ばれる格子欠陥等に起因す

る準位で捕獲されたキャリアが、室温の熱エネルギーに

より解放されることで起こる現象である。長残光の特性

としては、キャリアのトラップ濃度が高いこと、トラッ

プから解放されたキャリアの発光効率が高いこと、一次

励起により構造が変化しないことが要求される 1)。残光

性をもつ蛍光体の多くが応力発光を示すことから、 
 

a) 電子物理工学科学生 

b) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

c) 電子物理工学科助教 

d) 宮崎大学 産学・地域連携センター 機器分析部門 

e) 電子物理工学科教授 

応力発光においても同様の発光メカニズムであると考え

られる 
しかし、キャリアの解放メカニズムは未解明な部分が

多い。Fig.1 に現在考えられている SAOED の応力発光メ

カニズムの 1 例を示す 1)。まず、励起光により発光中心

のイオンが基底状態から励起され、キャリアの一部がト

ラップ準位に捕獲される。外部からの力学的刺激による

エネルギーで解放され、発光中心で再結合する際に発光

する。このように応力発光においてキャリアの捕獲と解

放が起こるトラップ準位が重要な役割をもつ。 

 Fig.1 Mechanism of Mechanoluminescence. 
 

応力発光体の実用化ための研究は多く行われているが 

4)、まだ強度が不足している。そこで発光強度を上げる
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研究が盛んに行われてきた。しかし、トラップ準位に関

しては未解明なことが多く、トラップ準位の研究は応力

発光体の発光特性を知る上で必要である。 
そこで本研究はアルミン酸ストロンチウム蛍光体の応

力発光強度とトラップ準位の活性化エネルギーを比較す

ることで応力発光とトラップ準位の関係の調査を目的と

した。 
 
． 実験

試料作製方法 
本研究で使用した試料は固相反応法により作製した。

秤量は必要量の純度が 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)、硫

化ユーロピウム(EuS)の 3 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)、硫化

ジスプロシウム(Dy2O3)の 3 種類を用い、モル濃度比が

Sr0.97Al2O4:Eu2+0.01, Dy3+0.02 に不純物としてフッ素、硫黄が

加わるようした。助剤としてホウ酸(H3BO3)を外モルで 1 
mol%加え、十分に混合し、1000℃で 5 時間仮焼きし、再

粉砕・混合の後、1150℃で 5 時間本焼きによって焼成し

た。試料の組成は、SrAl2O4: Eu, Dy に不純物無添加のも

のや不純物としてフッ素添加、硫黄添加、フッ素と硫黄

共添加のものなど、10 種の試料を用いた。ここでは区別

せずに a~j と名付けた。 
 

測定方法 
XRD 測定は PANalytical X’Pert XRD を用いて粉末回折

法で測定を行った。X 線源は CuKα線を使用し、X 線管

電流は 40 mA、加速電圧は 45 kV、測定範囲は

20~70 °、測定間隔は 0.025 °、測定速度は 0.04 deg/s
で行った。 

ML 測定には試料を粉末状にし、エポキシ接着剤

(Hysol)と重量比 1：1 で混合してスライドガラスに厚さ

0.2 mm で塗布した膜試料を用いた。測定法の詳細はこれ

までに発表した 5)とおりである。 
熱ルミネッセンス(Thermoluminescence: TL)測定には試

料を直径 0.7 mm、厚さ 0.2 mm のバルク状にして使用し

た。装置は前年に立ち上げたものを改良して使用した。

詳しくは 3.3.1 節で述べる。測定は、まず室温で励起光

(253 nm, 0.8 W ランプ)を 60 秒間照射し、励起光遮断後

に残光排出を 60 秒間行なった。その後一定昇温速度

(5~40 K/min)で 120 ℃まで加熱した。温度制御はヒータ

内部の熱電対で行い、昇温は温度制御機(アズビル株式会

社, SDC46)により、100 ms の間隔で温度を参照試料

(SrAl2O4)の熱電対よりサンプリングして決定した。昇温

速度に応じて電圧制御機(スライダック)によりヒータ印

加電圧を 45~70V とした。 
 

Fig.2 Schematic diagram of TL device. 
 

． 実験結果及び考察

 測定 
Fig.3 に作製した不純物無添加の試料の XRD パターン

と ICDD(01-074-0794)の XRD パターンを示す。図より作

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 SrAl2O4 結晶と同定した。図に掲

示した以外の試料においても同様の結果を示した。 

Fig.3 XRD measurement of undoped SAOED and reference 
chart. 

 
応力発光測定の結果

Fig.4 に各試料の応力発光強度の比較を示す。これから

試料ごとに応力発光強度が 2 倍程異なることがわかっ

た。 

Fig.4 ML intensity of each sample. 
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Fig.5 Plot of  vs Tm assuming the activation energy are 
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Fig.6 Hooogenstraaaten’s plot before and after improvement 
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Fig.7 Example of TL grow curve measured by SAOED: 
F0.26at%, S0.26at%. 
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Fig.8 Hoogenstraaten’s plot from the resoult of Fig.6. 

Fig.9 Activation energy of each SAOED sample. 
 

 応力発光とトラップ準位の関係 
Fig.10 に応力発光強度とトラップ準位の活性化エネル

ギーの関係を示す。一部の試料を除いて活性化エネルギ

ーが大きくなると応力発光強度も大きくなる傾向が見ら

れた。応力発光強度の増加と活性化エネルギーの増加に

は強い正の相関があり、相関係数は 0.6 となった。 

Fig.10 Comparison of Mechanoluminescence intensity and 
Activation energy in SrAl2O4:Eu, Dy. 

 

 
 トラップ準位モデル 

応力発光と活性化エネルギーの比較結果から Fig.11 の

ようなトラップ準位のモデルを考えた。縦軸は電子のエ

ネルギー(ε)を表し、横軸はキャリアの状態密度 g(ε)を
表す。トラップ準位は色々な準位が広く分布していると

考えられるので、活性化エネルギー(ε1)を中心にガウス

型とした。ML 強度は室温でトラップ準位に捕獲されて

いるキャリア量に比例すると考えた。室温のエネルギー

によって解放されるトラップされたキャリアは面積(R)、
室温で解放されないキャリアは面積(S1)となる。トラップ

準位の数が変わらないとすると、活性化エネルギー(ε2)
ただしε1<ε2 を持つトラップ準位の試料では、室温で

解放されるキャリアは R から R’に減少し、室温で解放さ

れないキャリアが S1から S2に増加する。これにより ML
で発光する可能性のあるキャリアが増加するので、ML
強度が増加するというモデルである。 

Fig.11 The model of Trap level in ML phosphor. 
 

． まとめ

様々なアルミン酸ストロンチウム SrAl2O4 に希土

類 Eu2+と Dy3+を共添加した応力発光体について熱ル

ミネッセンス測定によりピーク温度を決定して、

Hoogenstraaten 法を用いてトラップ準位の活性化エネ

ルギーを算出した。応力発光強度と比較すると、活

性化エネルギーの増加により応力発光強度は増加す

る傾向があることがわかった。これにより応力発光

体の評価にトラップ準位の活性化エネルギーが有効

であると思われる。 
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若城 玲亮 a)・大濱 寛士 b)・山形 勇也 a)・荒井 昌和 c)・前田 幸治 d) 
  

Optical Properties Thickness Dipendence of InAs / GaSb 
Superlattices Grown by MOVPE Method 

 
Ryosuke WAKAKI, Hiroshi OHAMA,Yuya YAMAGATA, 

Masakazu ARAI, Koji MAEDA 
 

Abstract 
 

The optical properties of the InAs / GaSb superlattice grown by the MOVPE method were investigated. The optical 
properties of the InAs / GaSb superlattice were evaluated from the viewpoint of temperature dependence and excitation 
intensity dependence in mid-infrared using photoluminescence (PL). In temperature dependence of PL emission energy, 
the S shape due to potential fluctuation in interface layer was observed. As the layer thickness of the superlattice 
increased from 5 to 9 nm, the emission wavelength increased from 3.3 to 5.1 μm at 20K. 
 
Keywords: MOVPE, InAs/GaSb, Superlattice, Mid-Infrared, Photoluminescence

 はじめに

近年、半導体製造技術の進化で赤外線発光・受光素子

を安価に作製できることにより産業、医療、IoT でのセ

ンシングに期待されている。その中でも波長 2-10μmの

中赤外帯域には CO、CO2などの分子振動の吸収線が存

在する。これを利用してガスの選択的な検出や励起が可

能となるため、半導体レーザーや受光素子が期待されて

いる。この領域の発光・検出素子として InAs/GaSb 超

格子(SL)が注目されている。SL はミニバンドを形成

し、発光(吸収)波長は層厚を変えることにより制御する

ことができる。これにより 3μmから 32μmの広い波長

範囲をカバーすることができる 1)。 
これまでの研究では分子線エピタキシー法(MBE)を用

いて、InAs 基板への格子整合を目指した InAs/GaSb 
超格子の報告が非常に多くされている。しかし MBE は

超高真空状態の維持が難しいことや成長速度が遅いため

量産に向かない。 
本研究の最終目標としては、量産性に優れた有機金属

気相成長法(MOVPE)を用い、中赤外領域で高効率な発

光又は受光できるレーザーや検出器の実現である。 

本研究では、MOVPE 法で作製した InAs 基板上の

InAs/ GaSb 超格子構造における発光の特徴を知り、発

光波長や強度といった発光特性を理解することを目的と

する。発光特性は、試料温度、試料の構造の違いをフォ

トルミネッセンス(PL)により評価した。 
 

 実験

試料作製条件

試料は、MOVPE 法を用いて、n-InAs 基板上に

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無い 2
種類を用いた。超格子の層厚は 2.0/3.2～3.5/5.7 nm で作

製した 2-3)。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。GaSb 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=0.061 と見積もった。 
 

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)で出力 25mW と 256mW の 2 種類を用

いた。測定条件は以前の報告 3)と同じである。また、分

光器の回折格子は、基本的にグレーティング 150 本ブレ

ーズ波長 3μm のものを使用し、発光波長が 3μm 付近

の場合は、高分解能で強度が得られるグレーティング数

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 電子物理工学科学生 

c) 電子物理工学科准教授 

d) 電子物理工学科教授 
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300 本を使用した。また、検出器のノイズや高次数カッ

トフィルタの反射や吸収による強度の補正をするため

に、疑似黒体輻射光源を用いて補正した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Structure of the superlattice sample with cladlayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 Schematic diagram of mid-infrared PL experimental 

apparatus. 
 

 結果と考察

による評価

Fig.3 に層厚 2.8/4.5nm のクラッド層ありの InAs/GaSb
超格子試料の TEM の測定結果を示す。InAs 層、GaSb
層が周期的に成長していることが確認できた。この図よ

り界面に転位は見られず原子像が連続しているのが確認

できた。MOVPE で作製したために界面のコントラスト

は急峻ではなく、非対称にぼやけているように見えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 TEM image in layer thickness 2.8 / 4.5. 
 
 

 クラッド層あり超格子試料の周期厚依存性

Fig.4 に 20K における層厚 2.0/3.2～3.5/5.7 nm のクラッ

ド層ありの InAs/GaAsSb 超格子試料の PL スペクトルを

示す。0.25～0.38 eV(3.3～5.0 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

経験的疑ポテンシャル法を用いた 77K における計算値 5)

の比較結果を示す。両者の層厚依存性が類似しているこ

とから試料の PL は超格子由来の発光だと考えられる。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 クラッド層あり超格子試料の温度依存性

Fig.6 に層厚 2.8/4.5 nm のクラッド層ありの InAs/GaSb
超格子試料の PL スペクトルの 20～300 K における PL
温度依存性を示す。各 PL スペクトルは規格化しており

20K を基準として倍率をかけており、倍率が大きいほど

本来の強度は小さいことを示している。約 0.29 eV(4.2 

Fig.4 PL spectra (20K) of the superlattice samples 
with periodic thickness of 5.2 to 9.2 nm with 
cladlayer . 

Fig.5 Comparison of PL peak energy between 
observed value and calculated empirical 
pseudopotential method. 

3 TEM image in layer thickness 2.8 / 4.5
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μm)に見られる凹みは、CO2の吸収が 4.1~4.4μm である

ので CO2の吸収と判断した。ピーク強度は 40K まで温

度上昇に伴い減少し、50K から 90 K まで強度が増加し 
100K 以上で単調に減少した。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、常温で動作す

る発光・受光素子への実現に前進したといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 PL 強度の温度依存性 
 

Fig. 7 に層厚 2.0/3.2～3.5/5.7 nm のクラッド層あり

InAs/GaSb 超格子試料の PL 強度の温度依存性を示す。 
積分強度は、11K～40K にかけて減少、50K～90K まで

上昇し、120K～300K まで減少という複雑な変化を示し

た。50K 以上の傾向は類似しており、120K～300K の傾

きは 3.7～8.6meV であった。 

3.5 PL ピークエネルギーの温度依存性 
 

Fig.8 に層厚 2.0/3.2～3.5/5.7 nm のクラッド層あり

InAs/GaSb 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、層厚 2.8/4.5 を Varshni の経験

式(1)でフィッティングした計算値を示す。Table 1 にフ

ィッティイングパラメータを示す。 

𝐸𝐸𝑔𝑔 = 𝐸𝐸𝑔𝑔(0) − 𝛼𝛼𝛼𝛼2

(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) (1)  

 

Table 1 Varshni's fitting parameters. 
 
 
 
ピークエネルギーは層厚 2.0/3.2 以外 11K～90 K にかけ

て増加し、その後減少した。層厚 2.0/3.2 は、11K~30K
はレッドシフト、40K～70K の間はブルーシフト、80K
以降はレッドシフトする S シェイプと呼ばれている挙動
6-8)を示した。S シェイプは膜厚や組成の不均一が原因で

起きる。組成の不均一などによりポテンシャルが揺ら

ぎ、キャリアや励起子が局在化する。そこから発光する

と本来のバンドよりエネルギーが小さくなると考えられ

る。よって層厚 2.8/4.5 の低温部分は Varshni の経験式よ

りエネルギーが小さくなったと考えられ、90 K 以上で

はバンドテールからの熱励起により局在化したキャリア

の発光が見られなくなり、Varshni の経験式に従った温

度変化が見られたと考えられる。 
 

 クラッド層あり超格子の励起強度依存性

Fig. 9にSシェイプの影響を調べるため、層厚2.8/4.5の
試料で、励起強度を変化させた場合のピークエネルギー

の温度依存性を示す。励起強度の低い場合はこの試料で

も上で述べたようにSシェイプが明らかである。しか

し、励起強度を256mWに上げた場合は、温度の上昇に

Fig.6 PL spectra at 20 to 300 K observed from 
the superlattice with thickness of 2.8/4.5 
nm with clad layer. 

Fig.8 Temperature dependence of PL peak 
energy of superlattice sample with clad 
layer. 

Fig.7  Temperature dependence of PL intensity 
of superlattice sample with cladding 
layer. 

E0(eV) α(meV) β(k)
0.319 0.17 208
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Fig.11 Temperature dependence of PL intensity 
observed from thickness 2.8/4.5 nm 
superlattice sample with and without clad 
layer. 

伴いピークエネルギーがほぼ単調に減少した。これは、

励起強度を大きくすると、低温で光励起されたキャリア

によりバンドテールの状態をキャリアが占有し、さらに

バンドまでキャリアが存在するようになった。そのため

局在化とその後の熱励起の効果が相対的に小さくなった

からと考えられる9)。その結果バンド由来の発光が見ら

れ、Varshniの経験式と一致した。この励起強度依存性

より低温部分のピークエネルギーの挙動がポテンシャル

のゆらぎによることが確認できた。 
 
 
 
 

 超格子試料のクラッド層有無の比較

Fig.10 に層厚 2.8/4.5 のクラッド層ありとなしの 25mW
励起での超格子の PL ピークエネルギーの 11～300 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、両試料で類

似した挙動が見られた。クラッド層ありの試料の方がわ

ずかに(約 0.004 eV)高エネルギー側で発光が見られた。

クラッド層なしの試料の方が 11K~90K で大きなピーク

エネルギーの低下が見られた。これは、局在化したポテ

ンシャルの極小が深い(大きい)ことを意味していると思

われ、クラッド層の有無によって界面の状態が異なるこ

とが示唆された。 
Fig.11 に層厚 2.8/4.5 のクラッド層有り無しの PL 強度

の温度依存性を示す。面積強度は、クラッド層なしの試

料は、温度が高くなるに従って単調に減少した。クラッ

ド層ありは Fig. 7 に示したように、11K～40K にかけて

減少、50K～90K まで上昇し、120K～250K まで減少と

いう複雑な変化を示した。原因は不明ではあるが、クラ

ッド層を挿入したことに起因する傾向だと考えられる。

この 90K 付近での発光強度の増加した効果が室温での

発光が確認された要因と言える。Table 2 に高温側の活

性化エネルギーを示す。活性化エネルギーは 4.9meV と

4.8meV と、クラッド層ありなしでは大きな変化は見ら

れなかった。従って消光の基本的なメカニズムに違いは

ないと考えられる。 
 

 
 結論

 
MOVPEで作製されたSL構造の層厚を変化させること

で発光波長がSLから予想されるものと傾向が一致し、量

子構造からの発光が得られた。PLピークエネルギーの温

度依存性は、低温ではSシェイプの挙動を示し、その後

室温まで発光した。極低温での発光は膜厚や組成などの

揺らぎにより引き起こされるキャリアの局在化の影響が

大きく出ることが原因であると考えられる。面積強度の

温度依存性は、クラッド層のない試料は温度の上昇に伴

い面積強度が指数関数的に減少した。しかし、クラッド

層のある試料は温度の上昇に伴い強度が減少、上昇、減

少するという複雑な傾向を取った。原因は不明ではある

が、クラッド層を挿入したことに起因する傾向だと考え

られる。従って、室温での発光を得るにはクラッド層が

必須である。

 
 
 
 
 
 

Fig.10 Temperature dependence of PL peak 
energy observed from thickness 2.0/4.5 nm 
superlattice sample with and without clad 
layer. 

Fig.9  Excitation intensity dependence of the 
area intensity thickness 2.8/4.5 nm is 
changed. 

Table 2 Comparison of activation energy. 
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ラマン分光法による窒素分布の異なる 
GaAsN 薄膜のアニール効果 

 
和田 季己 a)・浅生 大輝 a)・上田 大貴 a)・河野 将大 b) 

前田 幸治 c)・鈴木 秀俊 d) 

 

Effects of Annealing in GaAsN Films with Different 
N Distributions Measured by Raman Spectroscopy 

 
Toshiki WADA, Taiki ASO, Daiki UEDA, Mashahiro KAWANO, 

Koji MAEDA, Hidetoshi SUZUKI 
 

Abstract 
GaAsN thin films with nonhomogenious N distribution which average nitrogen concentration was 0.5% was grown 

by the atomic layer epitaxy method. The sample was evaluated by Raman spectroscopy. No difference between normal 
mixed crystal film and most nonhomogenious N distribution film was obtained. It was impossible to directly detect the 
N nonhomogeneity in dilute N concentration. As a result of annealing these samples, the crystallinity became the best 
at 700 ℃ and disordered thereafter. This was not consistent with the result of the mobility change. 
 
Keywords: ALE, Raman, GaAsN, N distribution, annealing, Crystallinity. 
 

1. はじめに

電気エネルギーは主に火力発電によって生み出されて

おり、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料が使用されて

いる。しかし、化石燃料の利用は温室効果ガスの発生や化

石燃料の枯渇といった問題がある 1）。これらの解決のため、

環境への負荷が少なく、枯渇することのないエネルギーを

使用する太陽光発電といった再生可能エネルギーの導入

を一層進めることが必要である。 
太陽電池材料は光吸収層に用いる半導体の種類によっ

て変換効率の限界が決まっている。高効率化の方法として

異なる材料を重ね合わせ、幅広い波長の光を吸収すること

が可能な多接合型太陽電池がある。現在、幅広く使用され

ている多接合型太陽電池は InGaP/InGaAs/Ge の三接合型

太陽電池で、格子定数は全ての層でほぼ等しい格子整合型

の太陽電池である 2）。この三接合型太陽電池では InGaAs 
と Ge のバンドギャップ差によって Ge 層で多くの熱損失

が発生してしまう。そこで熱損失の軽減が期待される、

InGaAs と Ge 間に格子整合した Eg=1.0eV 程度の新材料

(InGaAsN)を導入した 4 接合型太陽電池が提案されている。 
しかし、N を添加すると、強い非混和性などにより結晶

性や電気特性が悪化することが知られており、その N の

分布を調べることは難しい。そこで本研究では、意図的に

N 分布を変化させた GaAsN 薄膜を作製し、N の分布の違

いがラマン測定の測定結果にどのような影響を及ぼすか、

また、アニール処理が N の分布の違う試料にどのような

影響を及ぼすかを調査した。 

2. 実験方法

 
試料は鈴木研究室によって作製され、原子層エピタキシ

ー (ALE)法により GaAs(001)面に成長温度 480℃で成長さ

せた GaAsN 薄膜を用いた。作製方法の詳細は 3）を参照。

試料は GaAsN のみ成長させた混晶試料、GaAsN を 1 層と

GaAs を 5 層ずつ交互に成長させた 1:5 試料、GaAsN を 1
層と GaAs を 3 層ずつ交互に成長させた 1:3 試料の計 3 つ

用意した。これらの試料のモデル図を図 1 に示す。膜全体

の平均 N 組成が 0.5%となるように各 GaAsN 層の N 組成

を調整した。1:5 試料は GaAsN の N 層の N 濃度が一番高

く、かつ N 層と N 層の距離が一番大きいことから N 分布

の偏りが一番大きい試料と考えた。 
X 線回折測定（XRD）3）から混晶、1:5、1:3 それぞれの

N 組成は 0.56、 0.60、 0.55%と計算された。目的の平均

N 濃度より少し大きい結果となった。 
アニール処理を 500℃から 900℃まで 50℃ずつ温度を上

げながら、それぞれ 1 分間で行った。その後、アニール前

後でホール効果測定を行った 4）。その測定結果を図 2 に示

す。as-grown では 1:5 試料は他の試料に比べて移動度が低

い、これは N の偏りが原因ではないかと考えられる。ア

ニール後では全試料でアニール温度が 600℃のとき、移動

度は急激に増加し、800~850℃で最も大きい値を示した。

このことからアニール温度 800~850℃で移動度が改善さ

れたといえる。 
顕微ラマン測定は HORIBA Scientific 社製 LabRAM HR 

Evolution の顕微ラマン装置を使用し、励起光源として

YAG レーザー(波長 532nm)を用いた。レーザーによる試料

加熱の影響を受けないよう ND フィルターで 0.4mW に減

光した。スポットサイズは 100μm、検出器は CCD を用い
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N Distributions Measured by Raman Spectroscopy 
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Abstract 
GaAsN thin films with nonhomogenious N distribution which average nitrogen concentration was 0.5% was grown 

by the atomic layer epitaxy method. The sample was evaluated by Raman spectroscopy. No difference between 
normal mixed crystal film and most nonhomogenious N distribution film was obtained. It was impossible to directly 
detect the N nonhomogeneity in dilute N concentration. As a result of annealing these samples, the crystallinity 
became the best at 700 ℃ and disordered thereafter. This was not consistent with the result of the mobility change. 
 
Keywords: ALE, Raman, GaAsN, N distribution, annealing, Crystallinity. 
 

1. はじめに 

 

電気エネルギーは主に火力発電によって生み出されて

おり、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料が使用されて

いる。しかし、化石燃料の利用は温室効果ガスの発生や化

石燃料の枯渇といった問題がある 1）。これらの解決のため、

環境への負荷が少なく、枯渇することのないエネルギーを

使用する太陽光発電といった再生可能エネルギーの導入

を一層進めることが必要である。 
太陽電池材料は光吸収層に用いる半導体の種類によっ

て変換効率の限界が決まっている。高効率化の方法として

異なる材料を重ね合わせ、幅広い波長の光を吸収すること

が可能な多接合型太陽電池がある。現在、幅広く使用され

ている多接合型太陽電池は InGaP/InGaAs/Ge の三接合型

太陽電池で、格子定数は全ての層でほぼ等しい格子整合型

の太陽電池である 2）。この三接合型太陽電池では InGaAs 
と Ge のバンドギャップ差によって Ge 層で多くの熱損失

が発生してしまう。そこで熱損失の軽減が期待される、

InGaAs と Ge 間に格子整合した Eg=1.0eV 程度の新材料

(InGaAsN)を導入した 4 接合型太陽電池が提案されている。 
しかし、N を添加すると、強い非混和性などにより結晶

性や電気特性が悪化することが知られており、その N の

分布を調べることは難しい。そこで本研究では、意図的に

N 分布を変化させた GaAsN 薄膜を作製し、N の分布の違

いがラマン測定の測定結果にどのような影響を及ぼすか、

また、アニール処理が N の分布の違う試料にどのような

影響を及ぼすかを調査した。 

2. 実験方法 

 
試料は鈴木研究室によって作製され、原子層エピタキシ

ー (ALE)法により GaAs(001)面に成長温度 480℃で成長さ

せた GaAsN 薄膜を用いた。作製方法の詳細は 3）を参照。

試料は GaAsN のみ成長させた混晶試料、GaAsN を 1 層と

GaAs を 5 層ずつ交互に成長させた 1:5 試料、GaAsN を 1
層と GaAs を 3 層ずつ交互に成長させた 1:3 試料の計 3 つ

用意した。これらの試料のモデル図を図 1 に示す。膜全体

の平均 N 組成が 0.5%となるように各 GaAsN 層の N 組成

を調整した。1:5 試料は GaAsN の N 層の N 濃度が一番高

く、かつ N 層と N 層の距離が一番大きいことから N 分布

の偏りが一番大きい試料と考えた。 
X 線回折測定（XRD）3）から混晶、1:5、1:3 それぞれの

N 組成は 0.56、 0.60、 0.55%と計算された。目的の平均

N 濃度より少し大きい結果となった。 
アニール処理を 500℃から 900℃まで 50℃ずつ温度を上

げながら、それぞれ 1 分間で行った。その後、アニール前

後でホール効果測定を行った 4）。その測定結果を図 2 に示

す。as-grown では 1:5 試料は他の試料に比べて移動度が低

い、これは N の偏り原因ではないかと考えられる。アニ

ール後では全試料でアニール温度が 600℃のとき、移動度

は急激に増加し、800~850℃で最も大きい値を示した。こ

のことからアニール温度 800~850℃で移動度が改善され

たといえる。 
顕微ラマン測定は HORIBA Scientific 社製 LabRAM HR 

Evolution の顕微ラマン装置を使用し、励起光源として

YAG レーザー(波長 532nm)を用いた。レーザーによる試料

加熱の影響を受けないよう ND フィルターで 0.4mW に減

光した。スポットサイズは 100μm、検出器は CCD を用い
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て後方散乱配置で測定を行った。ラマンシフトを較正する

ために、測定と同時に Ne ランプを照射し、基準となるピ

ークとした。ラマン分光法によって測定した 3 つの試料の

ラマンスペクトルの縦型光学(LO)モード、横型光学(TO)モ
ード、disorder-activated TO (DATO)モード 5）のピークにフ

ィッティングを行い、LO モード半値幅、ピーク強度面積

を求めた。 
 

図 1 N 分布変化 GaAsN,GaAs 交互層詳細[3] 
 

図 2 ホール効果測定結果 
 

3. 解析 
 

測定した試料のラマンスペクトルの波数を補正するた

めに Ne ランプを同時に入射した。その一例を図 3 に示す。

282cm-1 付近に Ne のスペクトルが出現するので、このス

ペクトルをガウス関数でピークフィッティングを行い、そ

のピーク位置を求めた。求めた Ne のピーク位置と文献値

(282.37cm-1)からのずれを補正し、ラマンスペクトル波数

の誤差を±0.03 cm-1 とした。その後、測定したラマンスペ

クトルから Ne のスペクトルを除去した。その一例を図 4
に示す。残りの 3 つのピークをローレンツ関数でフィッテ

ィングし同定を行った。この 3 つのスペクトルから様々な

評価を行った。 
291cm-1の GaAs-LO モードの LO モード半値幅の広がり

から、原子間距離の乱れを評価できる 6）。原子間距離の乱

れの分布が大きいほど LO モードの半値幅は大きくなる。

269cm-1 のピークは GaAs-TO モードのピークである。 こ

のモードは、結晶方位の乱れによって禁制モードでも出現

した。これにより、TO ピーク強度の大きさから結晶方位

の乱れを知ることができる 6）。255cm-1 のピークは DATO
モードと同定した。これは、結晶の周期性の乱れによって

出現する。このような乱れにより、ラマン選択則を満たす

ことができず、Γ点以外のすべての振動モードが活性にな

る 7）。 

図 3  Ne のガウスフィッティング結果 

図 4  Ne を除いた GaAsN のラマンスペクトルの 
ローレンツフィッティング結果 

 
4. 結果・考察 
 
4.1  N 分布の異なる試料のラマンスペクトル 

N 分布の異なる 3 つの試料の顕微ラマン測定を行った。

その結果を図 5 に示す。ラマンスペクトルから LO モード

半値幅と LO モードのシフトを求めた結果を表 1 に示す。

表 1 から LO モード半値幅は 1:3 試料が他の試料に比べて

大きく、LO モードのシフトは 1:3 試料が他の試料に比べ

て高波数側にシフトした。1:3 試料は他の試料とは違う傾

向を示し、N の偏りが最も大きい 1:5 試料は混晶と類似の

傾向を示した。この結果より、本実験のラマンスペクトル

の違いから N 分布の明確な違いは見出せなかった。 
GaAs の窒化物のラマン測定では、475cm-1 付近に窒素局

在モード(N-LVM)が出現する可能性がある。N-LVM は N
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結合に鋭敏なスペクトルである。しかし、本試料では確認

できなかった。これは平均 N 濃度が 0.5％と低いことが原

因だと考えられる。Liu らによると 8）、N 濃度が 1.5%以上

の試料だと N-LVM を確認できる場合がある。よって、今

回の 0.5％より高 N 濃度試料であれば N-LVM を解析し、

N の偏りの分布を評価できる可能性がある。 

図 5 N 分布の異なる試料のラマンスペクトル 

 
表 1 N 分布の異なる GaAsN 試料の 
ラマンスペクトルのパラメーター 

GaAsN:GaAs 混晶 1:5 1:3 

LO 半値幅(cm-1) 5.8 5.9 6.3 

LO シフト (cm-1) 290.6 290.7 290.9 

 
4.2 アニールによる影響 

図 6 に 1:5 試料のアニール後のラマンスペクトルを LO
モードのピークで規格化したグラフを示す。 

図 6 アニールした GaAsN:GaAs=1:5 試料の 
ラマンスペクトル 

 
DATO モードと LO モードの面積比をアニール温度に対

してプロットしたグラフを図 7 に示す。図 7 から混晶試料

と 1:5 試料はアニール温度 700℃から DATO モードが出現

し、1:3 試料アニール温度 650℃から DATO モードが確認

された。DATO モードは結晶方位の乱れが大きい場合に出

現するため、本試料ではアニール温度 650～700℃で結晶

構造の乱れが急に始まったことがわかった。 

図 7 アニール温度と DATO/LO 強度面積比の関係 
 
4.3 GaAs-like LO モード半値幅のアニール温度

依存性 
図 8 に LO モード半値幅とアニール温度の関係を示す。

全試料で as-grown からアニール温度 700℃まで LO モード

の半値幅が減少した。 
LO モードの半値幅は原子間結合の距離の分布によって

線幅が増減し、原子の距離が均一だと半値幅は小さくなる。

しかし、N のような不純物が混入すると、原子配列は乱れ

るので、半値幅が増大する。アニールには格子間 N を除

去する効果 9）があると考えられており、LO モードの半値

幅が小さくなる原因として、格子間 N の除去による Ga-Ⅴ
結合距離の改善が考えられる。 

図 8 LO モード半値幅とアニール温度の関係 
 
4.4 ラマン測定とホール効果測定の比較 
表 2 に各測定結果のアニール温度 9）と結晶性の関係を

示す。移動度はアニール温度 800～850℃で最も高い結果

となった。しかし、ラマン測定では、アニール温度 800～
850℃のときにはすでに、結晶方位や原子間距離の乱れを

生じている結果を示した。これはラマン測定とホール効果
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測定で見ている構造が少し異なるためと思われる。移動度

の増加は電子の運動により結晶構造の乱れが散乱に及ぼ

す効果を表しており、電子と格子の相互作用の効果を含ん

でいる。一方ラマン散乱は原子間距離やフォノンを直接観

察している、この違いが表れたと思われる。 
 
表 2 各測定結果のアニール温度と結晶性の関係 

アニール (℃) 550 600 650 700 750 800 850 900 

移動度 × 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ △ 
DATO 〇 〇 △ × × × × × 

LO 半値幅 〇 〇 〇 ◎ × × × × 
 
5. まとめ 

 
混晶、GaAsN:GaAs=1:5、1:3 の N 分布の異なる GaAsN

試料を顕微ラマン分光測定で測定した。ラマン測定から、

LO モード半値幅は 1:3 試料が他の試料に比べて大きく、

LO モードのシフトは 1:3 試料が他の試料に比べて高波数

側にシフトした。偏りが最も大きい 1:5 試料が混晶と同じ

傾向を示したため、本実験では N 分布の明確な違いは評

価できなかった。しかし、高 N 濃度試料であれば N-LVM
モードを解析し、N 分布の偏りを評価できる可能性がある。 

全試料でアニール温度 700℃のとき LO モードの半値幅

が最も小さい値を示した。これは格子間 N の除去などに

よる Ga-Ⅴ結合距離の改善が考えられる。 
ラマン測定とホール効果測定を比較すると、移動度はア

ニール温度 800～850℃で最も電気特性が良い結果となっ

た。しかし、ラマン測定では、アニール温度 800～850℃の

ときにはすでに、結晶方位や原子間距離の乱れが生じてい

た。ホール効果測定では電子の運動による構造の乱れを、

ラマン散乱では原子間距離やフォノンの乱れを観察して

いることが影響していると考えられる。 
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Structure and Optical Properties of Low Cost FTO Thin Films on 
Various Substrate Temperature Using Tap Water Solvent 

 

Win Nilar Thaw a), Manato Takeuchi a), Kenji Yoshino b) 
 

Abstract 
 

    Tin-doped SnO2 (FTO) thin films were successfully grown on glass substrate with the temperature from 200 to 
450˚C by spray pyrolysis method. All FTO thin films were characterized by XRD, SEM, AFM, optical transmittance 
and four-point probe measurements to know the structure and optical properties of the films. In the results, from the 
XRD, compared with ICDD of SnO2, all the FTO thin films had the tetragonal structure except at 200 ˚C. In addition, 
it was confirmed that the sheet resistivity decreased with increasing the substrate temperature. The lowest sheet 
resistivity was 4.33×105 Ω/cm2 at 450 ˚C. 

 
Keywords:  FTO, TCO, XRD, SEM, AFM 

 

1. Introduction 

Transparent conductive oxides (TCOs) films are very useful 
for electronic devices because of their optical properties (above 
80%) and electrical properties (10-3 Ωcm) and their wide band 
gap energy (3.8 eV). They are important component in a 
number of the electronic devices including liquid crystal 
displays, organic light emitting diode, touchscreens and 
photovoltaics1). In polycrystalline thin film solar cells, the 
dominant materials are copper indium gallium diselenide 
(CIGS)2) and cadmium telluride (CdTe)3). In addition, single Si 
solar cells depend on the TCO transparent electrode properties. 
The implication of the distinctions properties is that the TCO is 
either deposited directly onto the glass substrate before the 
absorber layers are deposited, or it is deposited on the top of the 
semiconductor after all of the layers have been deposited. There 
are many methods making TCOs films: metalorganic chemical 
vapor deposition (MOCVD), chemical vapor deposition 
(CVD)4), Atomic pressure chemical vapor deposition, 
magnetron sputtering5), DC and RF sputtering, sol gel method6), 
spin coating7), dip coating8) and spray pyrolysis methods. The 
oxides are often extrinsically doped to render high conductivity. 
The most important n-type TCOs are In2O3, ZnO and SnO2. 

Spray pyrolysis method is the deposited thin film when the 
precursor solution is sprayed onto the heated substrate, where 
the constituents react to form a chemical compound.  When a 
precursor solution is sprayed onto a heated substrate, the 
evaporation of the solvent in the air and deposit as thin film. In 
addition, spray pyrolysis method can be making in the 
atmosphere, it is very simple and the equipment is not 
expensive than the sputtering, CVD methods etc. and it is easy 
to making without much time. Even multilayer thin film can be 
making by spray pyrolysis. These films were used in various 
applications such as solar cells, sensors, energy storage devices  
a) Master Student, Dept. of Electronic and Applied Physics 
Engineering. 
b) Professor, Dept. of Electronic and Applied Physics Engineering. 

and biomedical applications. 
In spray pyrolysis, the most important parameter is the 

surface substrate temperature. The higher the substrate 
temperature, the rougher and more porous films. If the 
temperature is too low the films are cracked. In between the 
higher and lower temperature, dense smooth films can be 
obtained. The crystallinity, texture and other physical properties 
of the deposited films is depended onto the substrate 
temperature. The precursor solution is the other important 
parameter which affects the morphology and the properties of 
the deposited films. In addition, the film morphology and 
properties can be changed by using various supplement in the 
precursor solution9). 

Tin-doped indium oxide (ITO) is mostly favored due to its 
combination of important properties such as low electrical 
resistivity, high optical transmittance, high infrared reflectance, 
hardness and excellent substrate adherence10-13). Indium is used 
as a main raw material, but the conductivity and optical 
transmission of ITO thin films is deteriorated at high 
temperature of the 300˚C. In addition, the indium is a rare metal 
so the price of indium increases and the requirement is not 
stable. 

Therefore, the attraction material is changed to the tin 
chloride (SnO2). SnO2 has the wide band gap structure (3.8 eV 
and more) at room temperature and condenses in the rutile 
tetragonal structure. SnO2 is doped with fluorine, chlorine and 
antimony14-16) etc., for low sheet resistivity17). And SnO2 based 
transparent conductive films have excellent chemicals stability 
and can be used in high temperature oxidizing atmosphere. In 
addition, SnO2 is slightly more transparent than indium oxide 
because it is stable and texture structure can be formed on the 
film surface18). 

Moreover, the next attention TCO films are zinc oxide (ZnO) 
thin films. ZnO has a wide bandgap (3.4 eV) and a large exciton 
binding energy (60 meV) at room temperature. The most 
important is ZnO have the ability to grow single crystal 
substrates19). Zinc Oxide has the good conductivity20), high 
optical transparency21) and low deposition temperature.  But 
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the zinc oxide thin film can get the low resistivity at the 
vacuum process22). 

In this process, the major aim is to make the low cost 
fluorine doped tin oxide (FTO) thin films. Therefore, the spray 
pyrolysis method (no vacuum process) and the tap water is 
used. And then, the films are examined by XRD, SEM, four 
point probe and optical transmission measurements to know the 
structure and optical properties of thin films.  
 
2. Experiment 

In this procedure, tin (IV) chloride pentahydrate and 17 
mol% of ammonium fluorides was mixed with 100 ml of the 
tap water. Second, the solution was stirred to dissolve all 
constituents. After that the precursor solution was sprayed onto 
the heated substrate by adding the 50˚C from 200 to 450˚C 
substrate temperature. Spray time was 100 times. And FTO thin 
film was formed after annealing for 5 minutes. And then FTO 
thin films were characterized by XRD, SEM, AFM, four-point 
probe and optical transmittance measurements. 

 
3. Results and Discussion 
 
3.1 FTO Thin Films 

Tin (IV) chloride pentahydrate was used as a precursor with 
the solvent of tap water. Ammonium fluoride (17%) was used 
as the dopant by the spray pyrolysis methods. The temperature 
was changed from 200 to 450 ˚C by 50˚C. Fig. 1 showed the 
pictures of prepared samples. In all sample with solvent of tap 
water, the films showed the tendency of white23). 

 

3.2 XRD Results 
The crystal structure of the films was characterized by XRD 

measurement. Fig. 2 shows the X-ray diffraction spectrum on 
various substrate temperature. When all films were compared 
with the ICDD of SnO224), the films were clearly observed the 
intensity of the plane (110), (101) and (211) except for 200˚C. 
Therefore, they were identified as the thin film of SnO2. 
Although there was no peak at 200 ˚C, it showed the tendency 
of amorphous structure but the other peaks of (311), (400) and 
(420) (ICDD of (NH4) SnCl6)24) were also observed.  

 The lattice constant is shown in Fig. 3. All substrates 
temperatures were agreement with the lattice constant of SnO2 

(a axis is 4.7381Å)25). Therefore, it can be obtained that FTO 
thin films have tetragonal structure. Fig. 4 shows the full width 
at a half maximum of the substrate temperature of (211), (101) 
and (110). As the substrate temperature increases, it was 
confirmed that the value of full width at half maximum 
becomes small. It is considered that the state of more perfect 
crystallinity and an increase in crystallite size are observed as 
the substrate temperature increases26). 

 
FTO (500 ˚C) with ethanol 

FTO (200 ˚C) FTO (250 ˚C) 

FTO (300 ˚C) 

FTO (450 ˚C) FTO (400 ˚C) 

FTO (350 ˚C) 

Fig. 2 XRD patterns of FTO thin films 
on various substrate temperature 

Fig. 3 The lattice parameter of the FTO films 
on various substrate temperature Fig. 1 FTO thin Films 

Clean Glass 
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3.3 SEM and AFM Results 
The surface and cross-sectional state of the FTO thin films 

were characterized by SEM. Figs. 5 and 6 shows the surface 
images, respectivity the cross-sectional image of the FTO thin 
films. The thickness of the films were from 0.6 to 4.2 μm. The 
3D images of the FTO by AFM are shown in Fig. 7 and the 
values of the RMS are shown in Fig. 8. Unevenness of the 
films was observed at the temperature of 350 ˚C. this is 
assumed that the grain size increases as increasing the substrate 
temperature 27). And when the temperature increased to 450 ˚C, 
the distribution of grains was uniformly on the surface. In 
addition, the RMS value was the highest at the temperature of 
350 ˚C and then decreased from 400 ˚C. 
 
 

5.00 μm 5.00 μm 
 

5.00 μm
FTO (300 ˚C) 

5.00 μm
FTO (350 ˚C) 

5.00 μm 5.00 μm
 

5.00 μm
FTO (400 ˚C) 

5.00 μm
FTO (450 ˚C) 

Fig. 5 The surface morphology of the FTO thin 
films on various substrate temperature by SEM 

Fig. 7 The AFM (3D image) of the FTO films 
 on various substrate temperature 

5.00 μm 5.00 μm 5.00 μm
FTO (200 ˚C) 

5.00 μm
FTO (250 ˚C) 

Fig. 4 The full width at half maximum of the 
peak at various substrate temperature 

Fig. 6 The cross-section of the FTO films on 
various substrate temperature by SEM 
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3.4 Sheet Resistivity 
The sheet resistivity of the FTO films on the different 

substrate temperature measured by four point probe 
measurement is shown in Fig. 9. The sheet resistivity was 
measured immediately after film making. The sheet resistivity 
at 200 ˚C was the highest value and the resistivity was 
dramatically decreased at 250˚C. This is because of the peak of 
the SnO2 was observed from XRD and crystal growth occurred. 
The sheet resistivity decreased with the increasing substrate 
temperature. The smallest sheet resistivity is 4.33 x 105 Ω/ cm2. 
 

 
3.5 Optical Transmittance 

The optical transmittance of the films from 200 to 800 nm at 
room temperature using a vertical detector is shown in Fig. 10. 
The crystallinity is improved and the impurity are reduced 
when the substrate temperature increases. Therefore, the 
transmittance can be high as impurities are reduced, but this 
result was not observed in this study. Furthermore, the best 
transmittance of the 30% is at 350˚C. It is lower than the 
transparent conductive film (80% or more transmittance in the 
visible range). This is assumed that the film surface shown in 
Fig. 1 is white, therefore an optical reflection and scattering 
occur and it causes low transmittance28). 
 

 
4. Conclusion 
 

FTO thin films were prepared by spray pyrolysis method 
using tap water solvent. The 0.32 M of tin (IV) chloride 
penetrate was used as precursor and 17 mol% of ammonium 
fluorides were used doping agent on the various substrate 
temperature of 200 ˚C to 450 ˚C by changing 50˚C. The 100 
times sprayed and annealed for 5 min. In the XRD, all films 
were observed the peaks (110), (101) and (211) of the ICDD of 
SnO2 except at 200˚C substrate temperature and all films had 
the tetragonal structure of SnO2. The full width at half 
maximum was small when the substrate temperature increased. 
It was assumed that the impurity decreased as the substrate 
temperature increased. In the SEM and AFM, the films 
thickness were from 0.6 to 4.2 μm. The unevenness was 
observed at the substrate temperature of 350 ˚C. The RMS 
value was large at 350 ˚C. In the four point probe measurement, 
the sheet resistivity decreased when the substrate temperature 
increased. It was considered that one of the reason was grain 
boundary decreased as the grain size increased and therefore, 
the influence of grain boundary scattering decreased. The 
lowest sheet resistivity was 4.33x 105 Ω /cm2. The optical 
transmission measurement showed the low transmittance. It 
was assumed that when the samples were white, the optical 
reflection and scattering were caused. 
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Design and Analysis of
Low-Power Low Dropout Regulator without Op-Amps

Kakeru ARAKIa), Zainul ABIDINb), Panca MUDJIRAHARDJOb), Koichi TANNOc)

Abstract

Conventional Low Dropout (LDO) regulator that the difference between input and output voltages is con-
trolled by an operational amplifier (op-amp) in continuous time requires a static steady-state current and
phase compensation in the feedback path. In addition, it is difficult to use low-supply-voltage because it is
difficult to operate general op-amp at low-voltage. In this paper, new LDO regulator is presented to solve the
above problems. The proposed LDO regulator can be operated at low-voltage and low-power-consumption
because the proposed LDO regulator is no need op-amps. Furthermore, the phase compensation circuit is not
needed. The proposed LDO regulator was simulated using SPICE simulator with Phenitec Semiconductor
0.6-µm CMOS process parameters. The simulation results show the proposed LDO regulator works as theory.

Keywords: Low dropout regulator, LDO, op-amp less, low power, low voltage

1. INTRODUCTION

Recently, portable devices such as smart phones
become smaller and smaller and various functions are
implemented in the devices by virtue of very fine
semiconductor technology [1]–[4]. Since the portable
devices are driven by a battery, the power supply
circuits such as DC-DC converter and low dropout
(LDO) regulator are very important [5]–[8]. Espe-
cially, one of the most important characteristics of
these circuits is efficiency because the energy of the
battery is limited [8]. Therefore, many researchers try
to research about high efficiency power supply circuits
[5]–[8].

The regulator is classified in Linear Regulator and
Switching Regulator. The linear regulator means LDO
regulator which can be realized by a simple circuit us-
ing op-amp. In many cases, LDO has very small rip-
ple and outputs very stable-state voltage, therefore,
LDO regulators are used widely [1], [2]. However, al-
most all of the LDO regulators require an operational
amplifier (Op-Amp) as the error amplifier. Therefore,
it is difficult to reduce the power consumption of the
LDO regulator, as the results, efficiency of them are
low. In addition, low-voltage operation of the LDO
regulator is also difficult because Op-Amp require the
relatively high supply voltage.

In this paper, we propose a novel op-amp less
LDO regulator. The proposed LDO regulator con-

a) Master Course Student, Graduate School of Engineering
b) Lecturer, Dept. Electrical Engineering, University Brawi-
jaya
c) Professor, Dept. of Electrical and Systems Engineering, Uni-
versity of Miyazaki

sists of hysteresis comparator and digital circuit com-
ponents, and no need Op-Amp. Therefore, very low
power consumption and low-voltage operation can be
expected. In this paper, the simulation results and ef-
fectiveness of the proposed LDO regulator is shown.
This paper consists of 5 chapters. Chapters 2 and 3
describe the conventional and the proposed LDO reg-
ulators, respectively. Simulation results are presented
in Chapter 4. Lastly, the conclusion and future work
are shown in Chapter 5.

2. CONVENTIONAL LDO REGULA-
TOR

Basic architecture of the conventional LDO is shown
in Figure 1. The operation principle is as follows.
Voltage of the non-inverting terminal of the op-amp
becomes same as the voltage of reference voltage source
(VREF ) by the virtual short characteristics of the op-
amp. The output voltage (Vout) is derived by the
resistance values of R1 and R2.

Vout =

(
R1 +R2

R2

)
VREF (1)

However, this LDO regulator consumes the rela-
tively high power because this LDO regulator requires
an op-amp which consumes the static current. Fur-
thermore, in this LDO regulator, there is a feed-back
path through the op-amp, therefore phase compensa-
tion is necessary in order to prevent an oscillation of
the LDO circuit. In many cases, we employ a capac-
itor and a resistor as the phase compensation circuit

1
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Figure 1 The circuit diagram of the conventional LDO

regulator.

in the feed-back path. In this case, chip area for LDO
regulator is increase. This means the increase of the
cost.

3. PROPOSED LDO REGULATOR

In this chapter, overview of the proposed LDO
regulator. The architecture of the proposed LDO reg-
ulator is explained firstly.

3.1 Architecture of the Proposed LDO Regu-
lator

Basic architecture of the proposed LDO regula-
tors is shown in Figure 2. This circuit consists of
a hysteresis comparator, a reference voltage source,
an NAND gate, PMOS transistor for drivers and an
oscillation circuit. The CL and Iload are a load ca-
pacitance and a load current source, respectively. In
this architecture, since the op-amps are not required,
the static current consumption can be reduced dras-
tically. Furthermore, when the load capacitance is
relatively small, power transistor (PMOS transistor)
tunes OFF, so that current consumption can be re-
duced. That is to say, the power transistor behaves
like the switching ON and OFF. As mention previ-
ously, the proposed LDO regulator is no need op-
amps, it can be operated under low supply voltage
and the phase compensation circuit. Figure 3 shows
the theoretical output waveform of the proposed LDO
regulator. When the output voltage, the high thresh-
old voltage and the low threshold voltage of the hys-
teresis comparator are respectively defined by Vout,
VrefH , and VrefL, the proposed LDO regulator oper-
ates as follows.

When Vout ≤ VrefL, the pulse signal from the os-
cillation circuit is inputed into the gate of the PMOS
transistor through the NAND gate. When pulse sig-














Figure 2 The circuit diagram of the proposed LDO regu-

lator.

Figure 3 The theoretical output waveform.

nal is high, the electrical charge is supplied from input
through the channel of the PMOS transistor, and then
Vout is increased. Wnen Vout > VrefH , the pulse sig-
nal from the oscillation circuit is stopped by NAND
gate, and then Vout is decreased. The waveform of
Trecover and Thold are repeated as shown in Figure
3. (Thold is defined as the time when Vout is decrease
from VrefH to VrefL and Trecover is defined as the
time when Vout is increase from VrefL to VrefH .)

3.2 Theoretical Analysis of the Proposed LDO
Regulator

In the proposed LDO regulator, the ripple of Vout

depends on the hysteresis width of the hysteresis com-
parator. In this section, theoretical analysis based on
some parameters is clearly.

Figure 4 shows the theoretical output waveforms
in Trecover shown in Figure 3. The Figure 4(a), 4(b),
4(c) and 4(d) are the pulse signal generated by os-
cillation circuit, the waveform of the output voltage,
the current waveform in PMOS transistor, and the
current waveform of load current source. The out-

2
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put current (Iout) of PMOS transistor decreases by
the internal resistance Ron and CL. The decrement
depends on Ron and CL which is the time constant.
When the period of the pulse signal sets small enough
for the time constant, Iout can be approximated by
a constant current pulse [2]. In this way, Iout can be
given by

Iout =
Vin − Vout

Ron
(2)

where Vin is the input voltage of the proposed LDO
regulator. The electric charge supplied by the PMOS
transistor in one period of the clock (∆Qrecover), and
the electric charge discharged by Iout (∆Qload) are
expressed as follows using principle of conservation of
charge.

∆Qrecover = Iout ×
TCLK

2

=
Vin − Vout

Ron
× TCLK

2
(3)

∆Qload = Iload × TCLK (4)

The voltage which is boosted during one period
of the pulse signal (∆Vcycle) can be given as follows
from principle of conservation of charge.

∆Vcycle =
1

CL
(∆Qrecover −∆Qload)

=
TCLK

CL

(
Vin − Vout

2Ron
− Iload

)
(5)

When Vhys is defined as the hysteresis width, and
Ncycle is defined as the number of necessary switching
time to increase the voltage which is equal to Vhys,
Vhys can be expressed as follows.

Vhys = Ncycle∆Vcycle

=
Ncycle

CLfCLK

(
Vin − Vout

2Ron
− Iload

)
(6)

where fCLK is clock frequency of pulse signal. From
Equation (6), Vhys of the proposed LDO regulator can
be determined by fCLK and CL.

4. SIMULATION RESULTS

The operation and performance of the proposed
LDO regulator were confirmed by using SPICE simu-
lator with the model parameter of the Phenitec semi-
conductor 0.6µm CMOS process. The detailed cir-
cuit diagram of the comparator which is used for this
simulation is shown in Figure 6. Figure 5 shows the
circuit diagram of the comparator used in the hys-
teresis comparator shown in Figure 6. Table 1 shows
the design values of Figures 5 and 6.

Figure 4 The output waveform of theoretical Trecover.

Figure 5 The Detailed architecture of the proposed LDO

regulator for simulation.

Figure 7 shows the result of the transient analy-
sis. From this figure, we can confirm that the values
of VrefH and VrefL are well accorded with the the-
oretical values. Figure 8 shows the enlargement of
Vout. From the theoretical ∆Vcycle is 2 mV however,
simulation results is 21 mV, that is to say, the sim-
ulation results of ∆Vcycle are not accorded with the

3
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Figure 6 The circuit diagram of the comparator used in

Figure 5.

Table 1 Design Values of the Proposed LDO
Regulator.

Items Value

Mp1 [µm/µm] 5.6/0.6 (4)
Mp2 – Mp5[µm/µm] 21.5/4 (1)
Mp6 [µm/µm] 5.6/0.6 (2)
Mn1 – Mn3 [µm/µm] 13/4 (1)
Vin [V] 2.0
I1 [µA] 50
R1 [MΩ] 1
Iload [µA] 0.1
CL [nF] 10
fCLK [MHz] 1

The number in ( ) means the number of the MOS transistors

connected in parallel.

theoretical ones. When we analyzed the circuit, Iout
was treated as a constant current pulse, however, Iout
is decrease by Ron an CL in actuality. In an actual de-
sign, we must pay attention to this and the reduction
of this difference is future work.

Table 2 shows the power consumption of the pro-
posed LDO regulator. From this table, the power con-
sumption of the proposed LDO regulator is smaller
than that of the conventional one and is increase with
the increase of Iload. This reason is ∆Vcycle is decrease
and Ncycle is increase when Iload is increase. There-
fore, the proposed LDO regulator is suitable for the
application with small load current.

Lastly, the simulation results and theoretical val-
ues of the proposed LDO regulator is listed in Table
3.

5. CONCLUSION

In this paper, new low-power LDO regulator has

Figure 7 The simulated output waveform.

Figure 8 The output waveform to confirm Trecover.

Table 2 The Power Consumption of the Proposed
and Conventional LDO Regulators.

Condition Proposed [µW] Conventional [µW]

Iload = 0.1 [µA] 198 264
Iload = 1.0 [µA] 235 265
Iload = 10 [µA] 245 265

been proposed and analyzed. It has better perfor-
mance than the conventional LDO regulator, espe-
cially it has advantage of the power consumption be-
casue of no need Op-Amps. This could be confirmed
through SPICE simulations, as the result, the power
consumption was reduced when the light load. In ad-
dition, because it was designed by exclude op-amp
part, the phase compensation circuit is not necessary.
The ripple of the output voltage could be confirmed
and according to the value of ∆Vcycle, the simulation
result is not matched with the theoretical one. Since
controlling ripple is difficult when ∆Vcycle becomes
larger than Vhys. This problem should be solved for
actual design, and this is the future work.

4
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Table 3 Simulation Results and Theoretical Values
of the Proposed LDO Regulator.
Items Simulation Theoretical

Average of Vout [V] 1 1
VrefH [V] 1.1 1.1
VrefL [V] 0.9 0.9
Ripple Width [V] 0.2 0.2
Vcycle [mV] 21 2
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誘電体バリア放電を用いたマンゴー軸腐病の殺菌 
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Abstract 
 

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

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

 

 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 1,400 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。 
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

電気システム工学科教授

矢崎エナジーシステム

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。 
宮崎県の農産物として有名なマンゴーも鮮度保持及び

病害の影響を受けている。マンゴーは全国の約 3 割のシェ

アを占めており, 出荷量は 1,126 t/年である(2)。また, 「太

陽のタマゴ」としてブランド化しており, 全国的にも有名

である。しかし, マンゴーには「軸腐病」という病害が発

生している。この病害は, 収穫時には症状が全く現れず, 
食べごろと言われる収穫後 3～5 日の消費者のもとへ届く

時期に軸周辺に現れる。そのため収穫時の選別が不可能で

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

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
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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り生成したプ

ラズマを直接照射することで殺菌を試みている。プラズマ

の直接照射は，応用例は多数あるものの，放電プラズマと

照射対象との基本的な相互作用メカニズムについては未

だ未解明な点が多い(8)。 
本報告では，実際の病害発生環境下を模擬するために， 

寒天培地表面上に塗布した軸腐病の病原菌（Lasiodiplodia 
theobromae）に対して，プラズマを発生する装置（以下バ

リア放電殺菌装置）を用いた殺菌実験を行った結果につい

て述べる。また，実利用を目的に，本県で収穫されたマン

ゴー果実に軸腐病の病原菌を接種したものを対象に，バリ

ア放電殺菌装置を用いて殺菌実験を行い, 軸腐病の防除

効果及び発病の遅延効果について検討した。 
 

実験

軸腐病菌の殺菌試験

実験方法

 
図 1 に実験装置の概略及び装置の様子を示す。また, 図

2 に使用した菌の発芽の有無の様子を示す。下端を密閉し

た直径 6 mm のガラス管内部に封入した銅粉へ, 周波数 5 
kHz, 10 kHz, 15 kHz, 18 kVp-pの電圧を印加し, ガラス管下

端 0.5 mm に設置した直径 6 mm の寒天培地との間に誘電

体バリア放電を発生させた。なお, 本装置及び寒天培地の

直径はマンゴー果実の軸部と同等の直径となるように設

定した。処理時間においては, 無処理の他に 3 s 間隔で最

大 12 s 処理し, N 数はそれぞれ 3 とした。 
軸腐病菌の懸濁液作成手順を図 3 に示す。処理対象の病

原菌として, マンゴー軸腐病から分離した胞子を滅菌水 1 
ml へ適量供試し, 4.0×103 個/mL になるよう調整した。処

理後は 25 ℃に保ったインキュベータによって培養を行

い, 接種より 12 時間後に光学顕微鏡を用いて菌糸の発芽

の有無を確認し, 無処理の場合を 100 %とした生存率を算

出した。 
 

 
 
 

 
 
 
 

図 1 実験装置の概要及び装置の様子  

 
 
 
 
 

(a)発芽(生存)             (b) 未発芽(死滅) 
図 2  使用した菌の発芽の有無の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  軸腐病菌の懸濁液作成手順 
 

実験結果及び考察

図 4 に無処理時の生存率を 100 %とした, 各周波数にお

ける処理時間毎の生存率分布を示す。同図において，各処

理における生存率は処理時間の増加に伴って指数関数的

に減少していることが確認できるため, 生存率について

その近似式を求めた。5 kHz の場合は, y = e-8.442×0.1x + 4.605, 
10 kHz の場合は, y = e-1.885x + 4.605, 15 kHz の場合は, y = e-3.905

×0.1x + 4.605となった。殺菌効果の評価は，生存率が 10 %に

なる処理時間（以下 D 値: Decimal value）を採用した。こ

の場合，D 値が小さいほど殺菌効果は高くなる。上述の近

似式より，D 値を求めると，5 kHz の場合は 5.90 s, 10 kHz
の場合は 1.22 s, 15 kHz の場合は 2.73 s となり, 10 kHz の場

合に D 値は約 79 %減少した。この原因として, 本装置の

殺菌原理として, 病原菌の細胞壁への高エネルギー電子

の衝突が最終的に DNA の二重螺旋構造を破壊することで

殺菌に至ると考えられており, 周波数の増加に伴い, 細胞

壁への単位時間あたりの衝突電子数が増加したことで顕

著な D 値の減少に至ったと示唆される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 各周波数における処理時間毎の生存率分布  

処理対象

誘電体

0.5 mm

銅板

銅紛

カバーガラス

6 mm
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しかし, 10 kHz, 15 kHz 処理との間に生存率減少の周波

数依存性が確認されなかった。この原因として, 周波数依

存性が顕著に現れるのは 10 kHz までであり, 頭打ち状態

になることで周波数依存性が確認されなかったと考えら

れる。また, 誘電体バリア放電によって生成されたオゾン

が殺菌に寄与している可能性が考えられたため, 放電源

を 100 mm×100 mm×200 mm の容器内で駆動しオゾン濃

度を測定したところ 8 ppm であった。殺菌機構として，紫

外域の放電光による DNA 損傷や高エネルギー電子，オゾ

ンや活性酸素等による細胞損傷が考えられるが, 先行試

験によって菌の不活性化には高濃度(500 ppm 以上)長時間

(10 min 以上)のオゾン処理が必要であること, 誘電体バリ

ア放電発生時のオゾン濃度が低かったことから，オゾン以

外の要因が働いたものと考えられる。 
 

マンゴー果実に対する軸腐病防除試験

実験方法

 
図 5 に実験装置の概要を, 図 6 に実際の処理の様子を

示す。直径 6 mm, 厚さ 1 mm で底面を密閉したガラス管

内部に銅粉を封入し, これを高電圧電極とした。同電極の

底面から 0.5 mm 直下にマンゴー果梗部を配し, 高電圧電

極に周波数 10 kHz, 13.96 kVp-pの電圧を印加してバリア放

電を生成した。 

図 5 実験装置の概要 
マンゴーは宮崎県産のアーウィンを使用し，軸腐病菌の

侵入を防ぐために，ビニルハウス内で枝部を残して剪定を

行った。その後，自然落下後に軸腐病菌が侵入するのを模

擬し，軸部を 3 mm 程度残して剪定後，軸部に懸濁液を 8 
μl滴下することで軸腐病菌の接種を行った。懸濁液は，軸

腐病菌の胞子が血球計算盤において 4×104 個/ml の密度と

なるよう 1 ml の滅菌水に供試することで作製した。 
処理条件は，処理時間は 30 s のみ，処理開始時間が接種

から 0 時間後, 4 時間後, 12 時間後の 3 通りに無処理を加

えた全 4 通りの処理を各条件で 5 個ずつ行った。なお, 無
処理, 接種 12 時間後処理の場合は, マンゴー入手が困難

であったため 4個とした。処理時の相対湿度は 35～52 %，

温度は 25.9～30.1 ℃であった。 処理後は 9 日目まで毎日，

軸腐病の発病度について観察した。発病度は，発病無し

を”A”，直径 30 mm 未満の発病を”B”，直径 30 mm 以上の

発病を”C”として，Σ(B+2C)／(n 数×2)で表される。また，

著者らは本病害が収穫後から消費者のもとへ到着する間

で発病することから発病の遅延に着目しており，本実験で

も発病の初発日を検討した。 

(a)全体の様子 (b)拡大した様子 
図 5 マンゴー果実処理の様子 

 
実験結果及び考察

 
図 6 に各処理条件における発病度の経時変化を示す。同

図より，9 日経過後にて，全ての条件において処理, 無処

理に関わらず全てのマンゴーが軸腐病を発病する結果と

なった。処理を行った条件の中において, 接種 0 時間後 30 
s 処理が比較的発病度の上昇が緩やかであることが分かっ

た。同条件の 5 日目の発病度は 33, 8 日目の発病度は 73 で

あり，無処理の 5 日目の発病度である 83, 8 日目の発病度

である 100 と比較して, 5 日目において約 40 %, 8 日目にお

いて約 73 %と比較的小さいことから, 経過日数が少ない

期間においては防除効果が見込まれることが明らかとな

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 各処理条件にける発病度の経時変化 

 
また，図 7 に各処理条件における初発日の平均を示す。

同図より，接種 0 時間後 30 s の処理が最も初発日が遅い

ことが分かった。しかし, 同条件の初発日の平均は 5.60 日

であり，無処理の初発日の平均の 4.75 日と比較し 0.95 日

と顕著な発病遅延効果は確認されなかった。以上の結果よ

り, 本実験によるマンゴー軸腐病の評価は発病度を用い

た発病抑制効果の評価が好ましいと考えられる。 
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図 7 各処理条件における初発日の平均 
 
結論

本報告では，バリア放電殺菌装置の有用性を確認するた

めに，寒天培地表面上に塗布した軸腐病の病原菌に対して

殺菌試験を行った。次に, 実利用を目的に, 軸腐病菌を接

種したマンゴー果実に対し殺菌処理を行い, 軸腐病の防

除効果及び発病遅延効果について検討した。 
その結果，軸腐病菌に対する殺菌試験では，処理時間の

増加に伴い, 指数関数的に生存率が減少していることか

ら, 本装置が殺菌可能であることが示唆され, D 値を求め

ると, 5kHz の場合は 5.90 s, 10 kHz の場合は 1.22 s, 15 kHz
の場合は 2.73 s となり, 周波数増加による単位時間当たり

の細胞壁への衝突電子数の増加が D 値減少に至った。ま

た, マンゴー果実に対する殺菌試験では無処理の初発日

の平均の 4.75 日と比較し 0.95 日と顕著な発病遅延効果は

確認されなかったことから, 発病度を用いた発病抑制効

果の評価が好ましいと考えられ, 接種 0 時間後 30 s 処理

が比較的効果的であることが分かった。 
今後は殺菌要因の特定及び更なる処理時間の短縮のた

めに, 放電光の遷移発光強度の測定やミストを添加する

などして, 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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誘電体バリア放電を用いたプラズマ装置における 
芽胞菌の殺菌とオゾン濃度の測定 
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Sterilization of Bacillus Subtilis and  
measurement of O3 concentration in sterilization device  

using dielectric barrier discharge 
 
 

Junichiro TSUCHIDA, Shunsuke KINOSHITA, 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 and the factor of 
stelirization, we performed sterilization test using Bacillus subtilis and measured ozone concentration. As a result, it 
was possible to obtain sterilization effect both low ozone concentration . Therefore, the usefulness of the device we 
made was confirmed. Additionally, the factor of stelirization was suggested exept ozone. 

 
Keywords:  Apple Mango, DBD, Sterilization, Ozone, Bacillus Subtilis 

 

1. 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  

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	

 
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。 
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
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ギー・環境分野への産業応用が急速に進展している(4)(5)。

さらに近年では，新領域における反応性プラズマの生成，

バイオメディカル応用，新物質創成など，最先端のプラズ

マ科学を支える基本技術として重要な役割を果たしてい

る(6)(7)。 
本研究では, 誘電体バリア放電により生成したプラズ

マを直接照射することで殺菌を試みている。プラズマの直

接照射は，応用例は多数あるものの，放電プラズマと照射

対象との基本的な相互作用メカニズムについては未だ未

解明な点が多い(8) 
本報告では，作製したプラズマ装置（バリア放電殺菌装

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）を用いて殺菌試験を行った。次に, 放電によ
る生成物質の人体への影響及び殺菌要因を検討するため, 
閉空間で放電を発生させた場合に生成されるオゾン濃度

を測定した。 
 
2. 実験 

2.1. バリア放電殺菌装置による芽胞菌の殺菌 

2.1.1. 実験方法 

 
図 1 にバリア放電殺菌装置の構成を示す。また, 図 2,
図 3 に実際の電極の様子及び放電の様子を示す。直径 6 
mm, 厚さ 1 mmで底面を密閉したガラス管内部に銅粉を
封入し, これを高電圧電極とした。同電極の底面から 0.5 
mm直下に直径 6 mmの寒天培地を配し, 高電圧電極に周
波数 10 kHz, 15 kVp-pの電圧を印加して放電を生成した。
処理時間においては, 無処理の他に 0.5 min 間隔で最大
1.5 min処理し, N数はそれぞれ 3 とした。 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 1	 バリア放電殺菌装置の構成  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 2  電極の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  放電の様子 
 
芽胞菌の希釈液作製手順を図 4 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。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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4	  芽胞菌の希釈液作成手順 

 
2.1.2. 実験結果及び考察 

  

表 1 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 5, 図 6に各処理
条件における生存率の処理時間依存及び 48時間経過後の
コロニーの様子を示す。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, 0.83 minとなることや，1 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。 

Processing object

Glass tube

0.5 mm

Copper sheet

Copper powder
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また, オゾンによる殺菌ではCT値を用いてD値が 7164 
ppm・min であった(9)。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。同結果を
比較すると, バリア放電殺菌装置のD値0.83 minを実現す
るには 8631 ppmのオゾン濃度が必要となる。しかし, 8631 
ppm もの高濃度オゾンは人体への影響を考慮すると非現
実的であるため，短時間処理を目指す上で，バリア放電殺

菌装置による処理は非常に効果的であると考えられる。 
 
表 1	 各処理条件におけるコロニー数及び生存率  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5	 各処理条件における生存率の処理時間依存 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 無処理	 	 	 	 	 	     (b) 0.5 min 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 1.0 min              (d) 1.5 min 
図 6   48時間経過後のコロニーの様子 

2.2. バリア放電殺菌装置のオゾン濃度の測定 

2.2.1. 実験方法 

 
図 7 にオゾン濃度測定の際のバリア放電殺菌装置の構

成を示す。13.8×10-4 m3のアクリル密閉容器内に, 下端を
密閉したガラス管内部に設置した銅粉電極へ, 周波数 10 
kHz, 15 kVp-pの電圧を印加し, ガラス管下端 0.5 mmに設
置した寒天培地との間に放電を発生させ, UV オゾン濃度
計 (EG-2001B)を用いてオゾン濃度を測定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7	 オゾン濃度測定の際の 
バリア放電殺菌装置の構成 

 
2.2.2. 実験結果及び考察	

 
オゾン濃度測定の結果, バリア放電殺菌装置によって
発生するオゾン濃度は 8 ppmとなった。この測定値を元に
式(1)を用い, 15畳（27.36 m2）, 高さ 2.5 mの密閉された空
間で装置を使用したと想定した場合のオゾン濃度を算出

した結果, 約 0.2 ppmとなった。労働衛生的許容濃度は 0.1 
ppm である(10)が, 外気を導入し空気を循環させることで, 
人体に影響のないオゾン濃度に低下すると考えられるこ

とから, 同装置は人体への影響の少ない処理が可能であ
る。 

 
  濃度[ppm] = 発生量[mg/h]×容積[m3]×2.14 ・・・(1) 

 
また, 同結果より, 誘電体バリア放電による殺菌機構と
して，紫外域の放電光による DNA損傷や高エネルギー電
子，オゾンや活性酸素等による細胞損傷が考えられるが, 
先行試験によって菌の不活性化には高濃度(500 ppm以上)
長時間(10 min以上)のオゾン処理が必要であること, 誘電
体バリア放電発生時のオゾン濃度が 8 ppm と低かったこ
とから，オゾン以外の要因が効いたものと考えられる。 

[min] [%]

0 209 347 251 100

0.5 97 48 52 24.4

1 18 12 23 6.6

1.5 4 7 1 1.5

各処理条件における 処理時間依存処理時間依存
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3. 結論 

本報告では，バリア放電殺菌装置の有用性を確認するた

めに，枯草菌芽胞液を用いて殺菌試験を行った。次に, 誘
電体バリア放電による生成物質の人体への影響及び殺菌

要因の検討をするため, オゾン濃度の測定を行った。 
その結果，殺菌試験では，処理時間の増加に伴い, 指数

関数的に生存率が減少していることから, 本装置が殺菌
可能であることが示唆され, D値を求めると, 0.83 minとな
ることや, 1 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から, 本装置が高い
殺菌能力を有することが確認された。また, オゾン濃度測
定実験では, 閉空間でのオゾン濃度は 8 ppmであり, 15畳
程度の部屋で外気を導入し循環させることで, 人体へ影
響のないオゾン濃度まで低下させることが可能であるこ

とが確認された。殺菌要因として, 枯草菌芽胞液の殺菌に
は高濃度(500 ppm以上)長時間(10 min以上)処理が必要で
あることから, オゾンは殺菌に寄与しておらず, OH ラジ
カルなどの別の要因が考えられる。 
今後, 殺菌要因の特定及びさらなる処理時間の短縮の

ために, 放電光の遷移発光強度の測定やミストを添加す
るなどして, 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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分岐線路における部分放電電流パルスの伝搬特性

山下 勝也 a)・三宅 琢磨 b)・迫田 達也 c)・川野 渉 d) 

Propagation Characteristics of Partial Discharge Pulse Current 
on Branched Line 

Katsuya YAMASHITA, Takuma MIYAKE, Tatsuya SAKODA, Wataru KAWANO 

Abstract 

    Electric failure for the Cross-linked Polyethylene (XLPE) cable decreases year by year because of progress of 
manufacturing. However, at joint and terminal sections of the XLPE cable, partial discharges (PDs) occur in defects 
of insulating materials. The PD generation can occur at any points in the insulation system where electric field 
strength exceeds a PD inception electric field and can develop until breakdown occurs. That is, PDs which are 
owing to local electrical stress in the insulation or on the surface of the insulation reflect a kind of sign of insulation 
deterioration. Therefore, PD measurement is a useful technique of assessing the insulation deterioration of XLPE 
cables. We propose a partial discharge locator (PDL) system which uses a time synchronization system instead of 
measuring PDs propagation velocity. The PDL is a two sides system in a distance of over 1 km and possible to 
detect the fault position owing to PDs on the power cable without power interruption. In this study, we investigated 
how PDs propagate in XLPE cables which have a branch. 

Keywords:  Partial Discharge, Fault Locator, Branch Line, Propagation Characteristics 

1. まえがき 

 

電力ケーブルをはじめとする高経年設備の増加及び電

力需要の減少によるコスト削減が重要視される中、既設設

備の円滑な運用と維持管理への関心が一層高まっている
(1)。既存の活線診断手法による保守管理の課題として、不

良箇所の特定まで可能なシステムはほとんど実用化され

ていないこと、劣化予兆の発見に至ってもケーブル全体を

交換する必要があるため経済的でないこと等が挙げられ

る。そのため電力設備を停止することなく監視できる技術、

設備異常の兆候を診断するための劣化診断技術の高度化

が望まれており、特に劣化箇所の位置標定技術が重要視さ

れている(2)。

著者らは、部分放電検出による電力ケーブルの劣化箇所

を活線状態で標定するシステムの開発を行っている。本シ

ステムを用いて実線路で広範囲において部分放電の位置

標定を行う場合、線路上に複数の分岐が存在することが考

えられる。長距離に亘り電流パルスが伝搬する際、電流パ

ルスが含有する周波数に依存して減衰するほか、ケーブル

長や分岐線が及ぼす影響が懸念される。ケーブル長及び周

波数が減衰率に与える影響については検討が行われてい

るものの(3)、分岐線路が高周波を含む電流パルスに与える

影響については検討例がない。分岐が電流パルスに与える

影響を検討することは、効率的かつ経済的に位置標定がで

きるシステムの開発を進める上で必須である。

そこで本論文では、分岐を有する送電線路における部分

放電による電流パルスの挙動について、実環境を模擬した

試験と EMTP を用いた解析を行った。その結果、部分放

電により発生した高周波信号は分岐点において、その信号

の周波数成分及び分岐後のケーブルインピーダンスに依

存して分流することを明らかとした。さらに、ケーブルの

共振周波数より高周波の信号成分は、より長尺ケーブル側

に流入する傾向にあり、広範囲での位置標定を行うにあた

って長距離に亘り伝搬する可能性が得られたため報告す

る。

2. PDL(Partial Discharge Locator)システム 

 

Fig.1 に PDL システムの概要を示す。測定対象ケー

ブルの左端の A 地点には CT (Current Transformer) セン

サと制御用 PC、電流誘導用コイル、さらに同コイル用

の駆動電源が付随する。右端の B 地点には、CT センサ

と制御用 PC が配される。部分放電（PD）によって発

生する電流パルスはケーブル両端へ伝搬する。これを

CT センサで取得することで位置標定を行う。それぞれ

の PC には USB デジタイザ（National Instruments 社製

a) 電気電子工学専攻大学院生

b) 工学部教育研究支援技術センター

c) 工学教育研究部

d) 西日本電線株式会社
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USB-5133）が取り付けてあり、CT センサで検出した

電流パルス信号をディジタル化して PC に取り込む。B
地点側の PC で取得したデータは、無線通信で A 地点

側へ送信される。このようにして得られた時間差情報

を式(1)と(2)に代入することで位置を特定できる(3)。な

お、データ取得や各種解析は LabVIEW によって作成し

た位置標定用プログラムを用いて行う。

l1 = L (1 – Δt/ΔT) / 2 .................................................... (１) 

l2 = L (1 + Δt/ΔT) / 2 ................................................... (２) 

Fig.1 Schematic diagram of a PDL system 

3. 分岐点における PD 伝搬特性の周波数解析 

 

3.1 部分放電発生時の等価回路 

 部分放電発生時の等価回路を Fig.2 に示す。放電が発生

すると放電部近傍の電圧が降下し、電荷の流入が起こる。

これにより電流パルスが流れ、徐々に遠端へ伝搬していく
(4)。伝搬していく過程で線路上のインピーダンスによりそ

の強度は低下する。また、部分放電が線路の分岐点を伝搬

する場合、その成分の一部は分岐による影響を受けて分配

される。PDL システムは、部分放電信号が両端に配置し

たCTセンサで観測されない限り位置標定ができないため、

分岐点における部分放電の伝搬特性を明確化することは

システムにとって重要な課題である。以下に示す回路にお

いて EMTP を用いて、高周波信号が分岐点においてどの

ように分配されるかを解析した(5)。

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Equivalent circuit when partial discharge occurs (4)

 

Rc：導体の抵抗 

Rs：遮蔽層の抵抗 

L：インダクタンス 

Cg：部分放電発生点の静電容量 

Cb：部分放電発生点近傍の静電容量 

C：絶縁体の静電容量 

dL：解析における単位長さ 

 

3.2 解析方法 

Fig.3 に EMTP を用いて評価した具体的な解析モデルを

示す。ここでは、それぞれ長さの異なるケーブルが接続さ

れた線路で 22kV 級架橋ポリエチレンケーブル 150mm2 を

モデルとして採用している。また、分岐後のケーブル長は、

後述する実ケーブルを用いた検証との比較のため 1 対 5
に設定した。なお、末端のインピーダンス整合より、反射

波の影響は考慮していない。

図中 A 地点から周波数の異なる正弦波電流波形 1A、1
周期を入射し、分岐直後の a 点と b 点で波形を観測し、分

岐による電流波高値の変化を評価した。

(a) Circuit model 1 

(b) Circuit model 2 

(c) Circuit model 3 
Fig.3 Circuit model for analyzing influence of branch 
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3.3 解析結果 

3 つの解析回路モデルのそれぞれの a 点及び b 点の波高

値をもとに作成した分岐点における高周波電流の伝搬特

性を Fig.4 に示す。また、それぞれのケーブル亘長のイン

ピーダンスから算出した固有共振周波数と、各解析モデル

において線路全体を合成した場合の共振周波数を Table 1
に示す。

Fig.4 (a)において50mと10mのケーブルインピーダンス

を合成した場合の共振周波数が 1.72MHz であり、周波数

特性波形が互いに交わる付近に存在することがわかる。こ

の共振周波数を境に、50m のケーブル側により高い波高値

の電流信号を観測している。

同様に Fig.4 (b)において 500m と 100m のケーブルイン

ピーダンスを合成した場合、共振周波数は 0.172MHz とな

り(a)の 1/10 の値となった。さらに(a)同様、周波数特性波

形が互いに交わる付近に合成共振周波数は存在し、それを

境に 500mのケーブル側により高い波高値の電流信号を観

測した。Fig.4 (c)においても、互いの周波数特性波形が交

わった点を境に、長尺ケーブル側により高い電流信号を観

測する結果となった。

高周波成分を含む電流信号の分岐点における伝搬特性

は、ケーブル及び系統のインピーダンスに依存し、ケーブ

ルが長くなる、つまりインピーダンスが高くなるにしたが

って、より高周波成分が伝搬する傾向にあることが示唆さ

れた。

以上の結果より、電流パルス信号が分岐点を伝搬する場

合、高周波成分は長いケーブル側もしくはインピーダンス

値の高い系統側へ伝搬し、一方で低周波成分は短いケーブ

ル側もしくはインピーダンス値の低い系統側へ伝搬する

傾向にある。さらにその境界は、線路全体のインピーダン

スによる共振周波数から求められることが示唆された。具

体的に 100m 以下の系統（分岐あり）で PDL を行う場合、

解析回路モデル①に従って伝搬することが考えられる。部

分放電は高周波成分（数 MHz 以上）を含んで伝搬するた

め、分岐点においてその多くが長尺側に流れる。これは

PDL システムにとって好都合で、より広範囲において位

置標定が可能であることを意味する。また、より長尺側に

高周波成分が流れることで、長距離伝搬による減衰の懸念

が緩和される。

(a) Circuit model 1 

(b) Circuit model 2 

(c)  Circuit model 3 
Fig.4 Frequency characteristics of pulse current 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 PD 信号伝搬特性のインピーダンス依存性

分岐線路を模擬する際、Fig.3 で示すように π 型で表さ

れるケーブルの等価回路が並列接続される。分岐後のケー

ブル長が異なることにより各ケーブル長の共振周波数は

異なり、電流パルスの分岐特性も異なる。Fig.5 にモデル

回路 2 の解析に用いた条件における各ケーブル長の f-Z 特

性を示す。両曲線が交わる点が合成した際の共振周波数

0.172 MHz と一致しており、この点を境に分岐特性が変化

したことを確認した。さらに Fig.5 より、0.172 MHz 以上

の周波数においては 100 m のケーブル側が高いインピー

Table 1. Resonant frequency of circuit model 

Length 
[m] 

Resonant 
Frequency 

[MHz] 

Combined 
resonant 

frequency [MHz]
10 2.87 

1.72 
50 0.574 
100 0.287 

0.172 
500 0.0574 

1000 0.0287 
0.0172 

5000 0.00574 
Resonant frequency is calculated by impedance when the cable is considered 
as a distributed constant circuit. Combined resonant frequency means when 
each cables are considered as a parallel circuit. (i.e. 10m and 50m)  
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ダンスを示していることがわかる。これにより、合成した

場合の共振周波数以上の周波数帯において短尺ケーブル

側の信号強度が長尺ケーブル側と比較して低い値となる

ことが考えられる。

Fig.5 f-Z characteristics of model cables 

4. まとめ 

本論文では、分岐点における電流パルスの伝搬特性につ

いてEMTPを用いた周波数解析と、実ケーブルを用いて検

証を行い、FFT解析結果において類似した結果を得た。電

流パルスは分岐点を通過する際、分岐後のケーブルインピ

ーダンスに依存しており、長いケーブル（比較的高インピ

ーダンス）側に高周波成分が多く含まれる傾向にあること

が分かった。数MHz以上の周波数成分が主な部分放電は分

岐点を伝搬する場合、長いケーブル側に伝搬する傾向にあ

るためPDLシステムは、分岐の存在する線路においても適

用可能であることが考えられる。
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Matching of CT and X-ray Images using Curvature Scale Space 
 

Hanni Choa), Thi Thi Zinb), Mitsuhiro YOKOTAb), Norihiro SHINKAWAc), Hninn Aye Thantd) 

 

Abstract 

In this paper, we propose an approach for matching of CT and X-ray image for identifying the identify of each 
individual after death. An unknown death body is identified by comparing collarbones of chest CT image after death 
with the X-ray images before death stored in a database. For decades, doctors or forensic experts accomplished 
human identification process manually. However, it becomes a burden task for the doctors, and consumes much time, 
especially in large amount of victims. Therefore, the main purpose of this paper is to save identification time and 
reduce burden on human experts with the help of computer and image processing technology. We extract the features 
of each collarbone by using the Curvature Scale Space (CSS) contour-based shape feature extraction method. Then, 
feature matching process between CT and X-ray images in the database is carried out using Euclidean and Chi-square 
distance methods, and ranking is performed based on the resulted distance. Finally, the system retrieves the top 15 
antemortem X-ray images that are similar to the query image of postmortem CT image of a death person according to 
the ranked scores. Experiments are conducted on real life dataset collected from the Graduate School of Medicine, 
University of Miyazaki. To evaluate the accuracy of the proposed system, we make comparative analysis on the 
results of two distance methods. According to experimental results, the system based on Euclidean distance 
outperforms the one using Chi-square distance. 

Keywords: Human identification, Postmortem, Antemortem, Collarbone, Image processing 
technology, Curvature scale space, Euclidean, Chi-square    

1. INTRODUCTION 
 

Human identification has been an active research 
area since the need for reliable person authentication 
techniques has increased, from providing access 
control in a wide range of applications such as across 
surveillance, security, forensics, and so on. In 
addition to the traditional authentication techniques 
such as passwords, biometrics have now gained 
widespread acceptance to provide legitimate 
authentication of identity for an individual person, 
particularly in computer-vision based applications. 
Face, iris, fingerprint, ear, signature, keyboard typing 
pattern etc. are typical popular biometrics identifier 
used in various identification systems [1]. 

Generally, antemortem human identification is 
possible through by comparing such biometrics. 
However, identification of a person after death 
(called postmortem identification) is impossible in 

some cases using such biometrics feature alone due 
to the decay of some soft tissues.  

FingerprintIrisFace HandPalmprint

Finger vein GaitVoiceSignature Keyboard stroke  
Fig. 1. Typical examples of biometrics 
 

To make postmortem identification, a biometric 
identifier has to survive even under serious 
conditions. In human body, the most robust and 
corruption resistance part is the bone. Therefore, we 
use collarbone biometrics identifier that is a new 
powerful method for identification especially in the 
case of massive disasters. 

Moreover, for decades, doctors or forensic 
experts accomplished human identification processes 
manually. However, in the case of natural disasters or 
water flooding, there can have a large number of 
victims due to that kind of great calamity. Thus, 
manual identification takes an enormous amount of 
time and effort because of numerous unidentified 
death bodies, and it is a burden task for the doctors to 
identify them. 
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To overcome these problems, we develop a 
computer-aided identification system to identify 
deceased person by using the collarbone of chest X-
ray images before death and CT image after death [7].  

Our research is constructed as follows: Section 2 
expresses some literature reviews on human 
identification system. Section 3 explains a step-by-
step process of our work and section 4 describes our 
experimental environment and analysis results and 
system accuracy. In section 5, we conclude our 
approach for identification and present on future 
works and improvements. 

 
2. SOME RELATED WORKS 
 

Several researchers have shown valuable methods 
in a variety of forensics applications for identifying 
the identity of a death person based on dental 
biometrics [2]. Among the victims, there may have 
people who had never been a dental treatment. In that 
cases, it is difficult to confirm one’s identify. So, 
some researchers have proposed image technology 
based models based on chest radiographs for human 
identification after death [3]. Mostly, the authors 
utilized the image features such as Histogram of 
Gradients (HoG), Markov Feature Vector (MFV), 
and Bag of Words (BoW). However, the 
experimental results are not satisfactory yet. 

Therefore, we in here attempt to improve the 
overall system accuracy by exploiting new shape 
feature extraction method. In [3], the authors use 
whole chest radiographs when extracting feature. We 
are informed that the use of upper bones of chest is 
better than that of lower one because the lower part 
of X-ray images may change because of inhaling and 
exhaling. Moreover, the collarbone shape is unique 
for each person and it does not change according to 
age. For these reasons, we make use of only 
collarbone of chest radiographs in this system. 

 
3. PROPOSED METHOD 

 
The proposed system is composed of seven 

stages: preprocessing, binarization, region filling, 
boundary detection, feature extraction, labeling, and 
similarity matching and ranking. The overall design 
of the proposed system is shown in Fig. 2. 

 

CT 
Image

X-ray Images 
Database

Preprocessing

Binarization

Region Filling

Boundary Detection

Feature Extraction

Labeling

Similarity Matching and Ranking

Ranked X-
ray Images

CT 
Feature

Features 
Database

 
Fig. 2. Overview of the proposed system 

 
3.1 Preprocessing  

 
The original chest radiographs used in the system 

are in RGB format, and each CT and X-ray image 
size is 512×512, and 2470×2470 pixels respectively. 
Before any processing on images, we firstly cut off 
the collarbone from each CT and X-ray image as in 
Fig. 3 (a) and (b) respectively. This process is done 
by using GIMP software. The size of each extracted 
collarbone image is 128×512 in resolution.  

 

 
(a) Original and its collarbone of CT scan image 
 

 
(b) Original and its collarbone of X-ray image 
Fig. 3. Preprocessing results 
 
3.2 Binarization 

 
After preprocessing, the resulted images are 

converted into binary images because we only need 
shape information. The results of binarization are 
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described in Fig. 4. In Fig. 4, we can see that there 
are some black regions within the object. So, we need 
to fill them to become closed boundary object.  

 

 
(a) CT image 

 

 
(b) X-ray image 
Fig. 4. Binarization results 

 
3.3 Region Filling 

 
In order to fill a region, we use the morphological 

region filling algorithm. Region filling is performed 
by using the following definition [4]. 

Let A be a region to be filled given its boundary 
β(A), 0 is known and inside β(A). Let B be a 
symmetric structuring element, then the non-
boundary pixels (Fk) is successively dilated and the 
intersection of these results with the complement of A 
is taken as the following equation:  

c
k ABF   )(F 1k   for k=1,2,3,…           (1) 

This process is done until Fk = Fk-1. Finally, the 
region filled image F(A) can be obtained by the union 
of the filled inner boundary region with A as 
described in Eq. 2.  

kFAF(A)                             (2) 
We in here use the 3×3 structuring element based 

on 4-connected component. The results of this step is 
shown in Fig. 5. 

 

 
(a) CT image 

 
(b) X-ray image 
Fig. 5. Region filling results 

3.4 Boundary Detection 
 

Based on the resulted image, we trace the exterior 
boundaries of each bone shape to find an ordered set 
of the pixels that lie at the boundary of an image 
region. This is done by using an algorithm developed 
by Gonzalez and Woods [4]. We trace the boundaries 
in clockwise direction starting from the upper 
leftmost point and its result is shown in Fig. 6.  

 

 
(a) CT image 
 

 
(b) X-ray image 
Fig. 6. Boundary detection results 

 
3.5 Feature Extraction 

 
After all the contour points on the boundary are 

detected, we extract the features of each collarbone. 
The feature extraction phase is the main process in 
our proposed system. In this system, we extracted the 
features of an image using the Extreme Curvature 
Scale Space (CSS) method [5]. 

The CSS is one of the popular global and contour 
based shape descriptor technique that constructs a 
CSS image based on the input image contour. We 
apply this method because it is very robust with 
respect to scale, noise and change in orientation [6]. 
Since this method is designed for which there is only 
one object in the image, we extract features of left 
and right collarbones separately.  

Let C represent the original closed contour curve 
of a collarbone, and can be expressed by Eq. 3. 

]}1,0[|))(),({(  ttytxC                         (3) 

where t is the normalized arc length parameter, and 
x(t) and y(t) is the x and y coordinates of each 
boundary point, respectively. Then, the curve is 
smoothed by the Gaussian function g(t, σ) defined in 
Eq. 4. 

2
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                    (4) 
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where scale (σ) is the width of Gaussian kernel. Here 
we use σ = 5 and σ = 10, and its result is shown in 
Fig. 7.  

0
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y

x

σ=10

Original Contourline Smoothed Contourline

0
50

100
150
200
250
300

0 50 100 150

y

x

σ=5

Original Contourline Smoothed Contourline  
Fig. 7. Smoothing results of left collarbone of CT image 
 

Then, the smoothed curve (Cσ) can be obtained by 
convoluting original curve with Gaussian function. 

]}1,0[|))(),({(  ttYtXC                      (5) 

where     
),(*)(),(  tgtxtX   
),(*)(),(  tgtytY   

where X(t,σ) and Y(t,σ) is the x and y coordinates of 
each boundary point on smoothed curve, respectively. 
The curvature of a smoothed curve is denoted as K, 
and is calculated by the following equation. 
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         (6) 

where Xt, Yt, Xtt and Ytt are the first and second 
derivatives of x and y with respect to t, respectively. 
Fig. 8 shows the curvature of left collarbone of CT 
and X-ray images at σ=10. 
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(a)                                         (b) 

Fig. 8. Curvature of (a) CT image and (b) X-ray image 
(σ=10) 
 

Among the curvature points, we extract extreme 
(minimum or maximum) points, known as cusp 
points (CPs). A cusp point is the point which has 
minimum or maximum curvature value. Suppose that 
K(t-1), K(t) and K(t+1) are three consecutive 
neighbor points on the curve. 

K(t)

K(t+1)K(t-1)

 

Then, we find CPs for a point K(t) based on the 
following conditions: 

)1()()1(  tKtKtK  for local Maximum 
)1()()1(  tKtKtK   for local Minimum 

Fig. 9 and 10 shows the detected CPs on the 
contourline and curvature of left and right 
collarbones, respectively. 
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(a) CT image 
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(b) X-ray image 
Fig. 9. Contourline and curvature of left collarbone 
(σ=10) 
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(a) CT image 
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(b) X-ray image 
Fig. 10. Contourline and curvature of right collarbone 
(σ=10) 
 
3.6 Labeling 

 
According to the curvature graphs of Fig. 9 (a) 

and (b), we can see that the curve shape is quite 
similar, but their respective curvature values are 
different. So, we cannot use the curvature values 
directly. For this purpose, we assign label to features. 
In order to do that, we use threshold value. Firstly, 
we find the absolute maximum curvature value 
among all boundary points. Then, we set threshold 
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with half of absolute maximum for labeling CPs. If 
CPs value is greater than threshold, then we assign 
label to that CPs. If not, we find absolute maximum 
among remaining unlabeled CPs, and then set the 
threshold and assign label again. This process is done 
until all CPs have been labeled. Fig. 11 demonstrates 
how to choose threshold and assign label to each CPs. 

 

Max

Th1

Th1

0      0       0      

0.5

0.5

1st Step : Max=max(abs(CP))

Curvature

CP1
CP2

CP4
CP6

CP3
CP5

Label: 

Th1=Max/2

0.5 0.5 0.5
 

(a) Step 1 of labeling to CPs 
 

2nd Step : Max2=max(abs(CP))
Th2=Max2/2

CP1
CP2

CP4
CP6

CP3
CP5

Label: 0.5 0.5 0.5

0.4

0.4

0.4 0.4 0

Max2
Th2

Th2

 
(b) Step 2 of labeling to CPs 
Fig. 11. Labeling process 

 
3.7 Similarity Matching and Ranking 

 
For all CT and X-ray images, the position and 

label values of each extreme curvature point on each 
bone are used and stored as a feature vector. Then, it 
is needed to find the similarity between two CT and 
X-ray by exploiting those features. We in here use 
distance-based matching. So, we calculate similarity 
between the query image’s features and the features 
of images in the database based on two distance 
methods: Euclidean and Chi-square.  

Let D(x,y) represent the distance value. The Chi-
square distance is evaluated as in Eq. 7,  
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and the Euclidean distance is computed using Eq. 8. 
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where x is feature vector of CT image, y is feature 
vector of X-ray images in database, and n is 
dimension of feature vectors. Those distance scores 
are calculated separately for each bone. We perform 
ranking by sorting the resulted scores in ascending 
order, and ranked results are shown to the user. 

 
4. EXPERIMENTAL ENVIRONMENT AND 
RESULTS 
 

In order to perform an experiment, we use real 
life dataset consisting of 27 people and it is shown in 
Fig. 12. It is collected from the Faculty of Medicine 
in University of Miyazaki. The proposed system 
produces the top 15 X-ray images that are most 
similar to the query CT image as output. Fig. 13 
shows some retrieval results returned by our system. 
In our system, the overall accuracy is evaluated by 
dividing the number of correct matched people with 
the total number of people in the database. Table 1 
shows the overall accuracy evaluation results of our 
system for different values of σ based on two 
distance methods. 

 

 
(a) CT images after death 

 

 
(b) X-ray images before death 
Fig. 12. Images used in experiment 
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Query

Rank 15Rank 14Rank 13

Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

Rank 6 Rank 7 Rank 8 Rank 9
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(a) Chi-square distance result (Correct: Rank 6) 

 
Query

Rank 15Rank 14Rank 13

Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

Rank 6 Rank 7 Rank 8 Rank 9

Rank 11 Rank 12

Rank 1

Rank 10

 
(b) Euclidean distance result (Correct: Rank 1) 
Fig. 13. Retrieval results (matched image is shown by 

green border) 

Table 1. Comparison of experimental accuracy 

Method Accuracy 
[CSS (σ=10), Chi-square] 77.78 % 
[CSS (σ=10), Euclidean] 81.5 % 
[CSS (σ=5), Chi-square] 74.07 % 
[CSS (σ=5), Euclidean] 92.6 % 

 
  
5. CONCLUSION 
 

In this paper, we proposed an approach for 
matching of CT and X-ray images for automatic 
identification of a person after death. We used the 
extreme curvature scale space shape descriptor for 
extracting the features of each collarbone, and tested 
our system by changing two sigma values when 
smoothing with Gaussian function. Moreover, the 
proposed system is tested by two distance-based 
similarity measurement methods, and comparative 
experiments had been conducted based on those two 
methods. According to the experimental results, the 
proposed system based on Euclidean distance can 
give higher accuracy than the one using Chi-square 
distance. In the future, we will conduct experiments 
on large scale dataset, and will explore new feature 
extraction method. We hope the proposed system will 

be useful of identifying of a person who died because 
of severe situations where traditional biometrics 
feature cannot be available to use. 
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２台のカメラを用いた視覚障がい者のための 
アーチェリー支援システムに関する研究 

 
椎屋 和久 a)・永尾 健一 b) ・ティティズイン c)

 
A Study on Archery Support System Using 2 Cameras  

for the Visually Impaired 
 

Kazuhisa SHIIYA, Kenichi NAGAO, THI THI ZIN 
 

Abstract 
 

    Archery is a popular sport among people with disabilities because rules of games are played according to 
relatively general archery competitions. However, the characteristic of archery is due to take aim at a target with 
one's eyes, it is currently difficult for visually impaired people to implement it. There are two important points for 
archers. Before shooting the arrow, which direction does the arrow aim at? After shooting the arrow, how many 
points did the arrow get? Therefore, in this paper, we propose a system that informs archer of the aiming directions 
and the detecting scores by voice using video sequences obtained from two cameras. 

 
Keywords:  Archery, Visually Impaired, Aiming direction, Archery score, Arrow detection 

 

 はじめに

障がい者スポーツとしてのアーチェリーは、健常者とほ

ぼ同じ競技内容であることから、障がい者スポーツの中で

も広く普及している。しかし、アーチェリーは主に視覚に

頼って実施される競技であるため、視覚障がい者が競技に

参加する際には、アシスタントや専用器具による補助が必

要である 1)。また、的や照準および得点結果を即時に認識

できないため、スポーツとしての楽しさや充足感を得るこ

とがなかなか難しい。 
そこで本研究では、弓に取り付けたカメラと的の手前に

設置したカメラの 2 台のカメラ画像を用いて、照準指示と

得点通知を音声で行うシステムの開発を目的とする。 

 提案手法

本システムの概要 
本研究では、照準支援システム 2)と自動得点表示システ

ム 3)を改良して両システムを組み合わせることで、照準方

向の音声指示、矢の射出タイミングの自動検知および矢の

検出、得点の音声通知を行うシステムを提案する。本シス

テムにおける画像処理は、「弓に取り付けたカメラから得

られた画像から的を検出し、設定された照準座標と比較し 
a) 電気システム工学科助教 
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 

て照準方向を求める処理」と「的の前に設置したカメラか

ら得られた画像から得点領域を作成し、刺さった矢の先端

座標と比較して得点を検出する処理」の大きく 2 つに分け

られる。図 1 に提案手法の処理手順を示す。はじめに、的

側のカメラから入力された画像を用いて的の得点領域を

作成する。次に、弓側のカメラから入力された画像を用い

て照準方向を指示する。そして、矢が射られたタイミング

を自動検知した後、的側のカメラから入力された画像から

矢の先端座標を検出して得点を通知する。以上の処理を射

出された矢ごとに行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アーチェリーの的と得点 
図 2 にアーチェリーの的を示す。的は 2 点ごとに色分け

されており、中心から 10 個の同心円が等間隔に描かれて

いる。得点となる領域は最内の円が 10 点で外側に向かっ

図 1. 提案手法の処理手順. 
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て 1 点ずつ低くなる。また、円の境界線上に矢が刺さった

場合には、高い方の得点と判断される。なお、得点となる

領域の外側に矢が刺さった場合には 0 点となる。 
 

得点領域の作成 
図 3 に得点領域作成の処理手順を示す。これは照準指示

の前にあらかじめ行う処理である。はじめに、的の前に設

置したカメラの画像から的の黒色領域より内側、すなわち

3 点以上の領域を色ごとに検出する。次に、的の白色領域、

すなわち 1 点と 2 点の領域を検出する。これを用いて各得

点の境界線を求めて得点領域を作成する。最後に、得点領

域が正しく作成されたか否かを自動で確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒、青、赤、黄領域の検出 
入力画像のRGBカラー成分をHSVカラー成分に変換し

て、閾値処理を行い、黒色、青色、赤色、黄色の 4 色の領

域を検出する。図 4 に各色領域の検出結果の例を示す。図

4(a)は入力画像であり、図 4(b)から図 4(e)は図 4(a)から検

出した各色の領域を示している。 

白領域の検出 
的の白色領域、すなわち 1 点と 2 点の領域は、入力画像

をグレースケール画像に変換し、エッジ検出によって 1
点より内側の領域を求め、2.3.1 で検出した黒色領域を穴

埋めした画像との差分により検出する。図 5 に白色領域の

検出結果の例を示す。図 5(a)は図 4(a)から求めた 1 点より

内側の領域であり、図 5(b)は図 5(a)と図 4(b)を穴埋めした

画像から検出した白色領域を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

境界線の作成 
2.3.1 と 2.3.2 で検出したのは 2 点ごとの色分けされた領

域であり、得点領域の作成には各得点の境界線が必要であ

る。ここでは、エッジ検出と細線化によって境界線を作成

する。まず、0 点と 1 点、2 点と 3 点、4 点と 5 点、6 点と

7 点、8 点と 9 点の違う色領域同士での境界線は、それぞ

れ白色、黒色、青色、赤色、黄色の各色領域を穴埋めし、

エッジ検出を行うことで作成する。次に、1 点と 2 点、3
点と 4 点、5 点と 6 点、7 点と 8 点、9 点と 10 点の同じ色

領域内での境界線は、それぞれの色領域について細線化を

行うことで作成する。図 6 に境界線の作成例を示す。図

6(a)は図 4(b)を穴埋めした画像からエッジ検出した結果で

あり、2 点と 3 点の境界線を示している。また、図 6(b)は
図 4(b)を細線化した結果であり、3 点と 4 点の境界線を示

している。 
 

(a)入力画像 

(b)黒色領域                  (c)青色領域 

(d)赤色領域                  (e)黄色領域 

図 4. 各色領域の検出結果例. 

(a)内側の領域                 (b)白色領域 

図 5. 白色領域の検出結果例. 

図 2. アーチェリーの的. 

図 3. 得点領域作成の処理手順. 
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得点領域の作成と確認 
2.3.3 で作成した境界線を穴埋めし、足し合わせること

で得点領域を作成する。ここで得点領域とは、的以外の領

域に 0、的の内側の領域に各点数に対応した 1 から 10 の

値が入力された画像である。図 7 に得点領域の作成例を示

す。図 7 の白色の部分は、図 4(a)に 2.3.1 から 2.3.4 の処理

を行い作成した 1 点から 10 点の得点領域であり、色が白

に近いほど点数が高いことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、得点領域が正しく作成されたか否かの確認を、境

界線の本数と各得点部分の領域の面積を用いて行う。はじ

めに、2.3.3 で作成したすべての境界線を足し合わせた画

像から、ラベリング処理によって境界線の本数が 10 本と

なっているを確認する。そして、作成した得点領域の画像

から各得点部分の領域の面積を算出し、それより 1 点高い

得点部分の領域の面積より大きくなっているかを確認す

る。図 8 に各得点部分の領域の面積算出例を示す。図 8(a)
は 1 点の境界線作成に失敗し、1 点と 2 点の領域が小さく

なっている例である。図 8(b)の橙色は得点領域を正しく作

成できた場合の各得点部分の領域の面積を示しており、青

色は図 8(a)の場合の各得点の面積を示している。図 8(b)
より得点領域作成に失敗している場合には、得点の高い方

から低い方へいくにつれて面積が減少している箇所があ

ることが分かる。この確認処理によって得点領域の作成が

正しく行われていない場合には、次の入力画像を読み込み、

再度得点領域作成の処理を繰り返す。 

照準の指示と射出の判定 
図 9 に照準指示と射出判定の処理手順を示す。はじめに、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弓に取り付けたカメラの画像から的を検出する。次に、検

出した的の中心と半径を算出し、照準座標に対する的の中

心座標との角度と距離を用いて照準方向を指示する。最後

に、的の検出・未検出結果より矢の射出タイミングを判定

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的の検出 
弓側カメラの入力画像をグレースケール画像に変換し、

エッジ検出によって的の輪郭を抽出する。そして、エッジ

の内側を穴埋めした 2 値画像をラベリング処理すること

でノイズを除去し、的のみの領域を検出する。図 10 に的

の検出結果の例を示す。図 10(a)は入力画像をグレースケ

(a)2 点と 3 点の境界線         (b)3 点と 4 点の境界線 

図 6. 境界線の作成例. 

図 7. 得点領域の作成例. 

(a)得点領域作成の失敗例 

(b)各得点領域の面積の比較 

図 8. 各得点部分の領域の面積算出例. 

図 9. 照準指示と射出判定の処理手順. 
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ール画像に変換した結果であり、図 10(b)は図 10(a)からエ

ッジを検出した結果を示している。図 10(c)は図 10(b)のエ

ッジの内側を穴埋めした 2 値画像であり、図 10(d)は図

10(c)からノイズを除去して検出した的のみの領域を示し

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的と照準間の角度と距離の算出 
2.4.1 で的の領域が検出された場合、はじめに、的の中

心座標と半径を算出する。次に、的の中心座標とあらかじ

め設定しておいた照準座標に対する角度と距離を算出す

る。 

照準方向の指示 
2.4.2 で算出した的と照準間の角度と距離を用いて照準

方向を指示する。ここでは、指示する方向を 3 時、6 時、

9 時、12 時の 4 方向とする。また、的と照準間の距離が閾

値以下の場合には的の中心を狙えていることを指示し、的

が検出されない場合には的を狙えていないことを指示す

る。図 11 に照準方向の指示例を示す。緑色の円が照準座

標であり、赤色の円が検出した的の中心座標である。また、

画像左上に照準座標から見た的の中心座標の方向を表示

している。この表示とは別に、6 秒ごとに音声による照準

方向の指示を行う。音声による指示方向も同様に 3 時、6
時、9 時、12 時の 4 方向である。 

矢の射出タイミングの判定 
矢を射る瞬間の画像においては、画像内に的が存在する

にもかかわらず、弓の振動によってぶれが生じるために的

の領域が検出されなくなる。図 12 に射出時の画像に対す

る的の検出結果の例を示す。図 10 と同様の処理であるが、

図 12(a)でぶれが生じているために図 12(b)で連続したエッ

ジが検出されず、図 12(c)で的に相当する箇所が穴埋めさ

れていない。このため、図 12(d)ではノイズ処理によって 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的の領域が除去され検出されていない。このような図 10
と図 12 の違いを利用して、矢の射出タイミングを自動で

判定する。 
 

 
 

ここでは、時系列で得られる入力画像に対して 2.4.1 の

的の検出結果を参照する。図 13 に時系列画像に対する的

の検出結果の有無の例を示す。図 13 の黒色の部分は的が

検出されなかった時間を示し、白色の部分は的が検出され

た時間を示している。また、黒色の未検出時間のうち、青

色の枠で囲まれた部分は射出時の弓の振動による時間を

示し、黄色の枠で囲まれた部分は弓に矢を番えるなどで的

を狙っていないために画像内に的が写っていない時間を

示している。図 13 より青枠の未検出時間は黄枠の未検出

時間に比べて非常に短くなっていることが分かる。このよ

うに、的の領域が検出されていない原因が、射出時の弓の

振動によるものか的を狙っていないためなのかは未検出

時間の長さで判別可能であり、これにより矢の射出タイミ

ングを判定する。ただし、射手の癖や弓を引き絞る力など

に個人差があることや撮影距離などの要因により、矢の射

出が検知されない場合があるため、検出時間中であっても

的と照準間の距離が 2.4.2 で算出した的の半径よりも大き

(a)グレースケール画像          (b)エッジ画像 

(c)穴埋めした 2 値画像         (d)的の領域 

図 10. 的の検出結果例. 

図 11. 照準方向の指示例. 

(a)グレースケール画像          (b)エッジ画像 

(c)穴埋めした 2 値画像         (d)的の領域 

図 12. 射出時の的の検出結果例. 
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い状態が一定時間以上継続した場合にも矢の射出と判定

する。 
 

得点の通知 
図 14 に得点通知の処理手順を示す。これは 2.4.4 で矢の

射出を判定した後に行う処理である。はじめに、的の前に

設置したカメラの画像から矢を検知する。次に、矢の揺れ

が収まった後の画像から矢と矢の影を検出し、これより 2
直線の交点を算出する。最後に、2.3.4 で作成した得点領

域を用いて得点を判定し通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢の検知 
的側カメラの入力画像を読み込み、はじめに、背景差分

と鮮鋭化処理を行う。背景差分は、固定カメラから移動物 
 
 
 
 
 

体を抽出する場合に用いられる手法であり、背景のみの画

像と入力画像との差分によって前景となる対象を抽出で

きる。図 15 に背景差分の例を示す。また、鮮鋭化処理で

は、画像の濃淡を残したままエッジ部分の濃度変化を強調

する。図 16 に鮮鋭化処理の例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、ラベリング処理することでノイズを除去し、2.3.4
で作成した得点領域の内部のみを抽出することで矢を検

知する。図 17 に矢の検知例を示す。図 17(a)は入力画像、

図 17(b)は背景画像であり、図 17(c)は図 17(a)と図 17(b)と
の間で背景差分を行った結果を示している。図 17(d)は鮮

鋭化処理とラベリング処理を行い得点領域の内部を抽出

した結果を示している。ここで、矢だけでなく矢の影も検

知することで、矢がすでに刺さっている他の矢に隠れるな

どした場合でも矢を検知することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢と矢の影の検出 
2.5.1 で検知した矢は的に刺さった直後の画像であり、

矢の振動によって矢の先端が正しく検出されない場合が

ある。そのため、検知から 5 秒経過後の画像を矢の振動の

影響が少ない入力画像として用い、再度 2.5.1 の処理を行

って矢と矢の影を検出する。図 18 に矢と矢の影の検出結

果の例を示す。図 18(a)は図 17(a)から 5 秒経過後の画像で

あり、図 18(b)は図 18(a)に 2.5.1 の処理を行った結果を示

している。 

図 13. 的の検出結果の有無の例. 

図 14. 得点通知の処理手順. 
(a)入力画像                  (b)背景画像 

(c)背景差分                 (d)矢の検知 

図 17. 矢の検知例. 

図 15. 背景差分例. 

(a)元画像                  (b)鮮鋭化 

図 16. 鮮鋭化処理例. 
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直線の選別と交点の算出 
2.5.2 で検出した図 18(b)は矢と矢の影が合わさった画像

であり、この画像から矢の先端を特定する必要がある。こ

こでは、ハフ変換によって矢と矢の影を表す可能性がある

直線を複数検出する。ハフ変換は、円や直線を検出する場

合に用いられる手法であり、エッジが途切れている場合や

ノイズが存在する場合でも対象図形を検出できる。図 19
にハフ変換による直線検出の例を示す。図 19(b)の青色の

線は図 19(a)からハフ変換によって検出した 1 本の直線を

示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、複数検出した直線の中から、矢を表す直線と矢の影

を表す直線をそれぞれ検出する必要がある。ここでは、2
直線の角度の差が一定以上で 90 度に最も近い組み合わせ

の 2 直線を選別する。そして、2 直線の交点を算出し、こ

れを矢の先端座標と定義する。図 20 に 2 直線の選別結果

の例を示す。図 20(a)は図 18(b)から複数の直線を検出した

結果を示している。水色が直線、黄色の×印が直線の上端、

赤色の×印が直線の下端である。図 20(b)は図 20(a)から 2
直線を選別した結果を示している。赤色が直線、緑色の×

印が 2 直線の交点である。 
 
 
 
 

得点の判定と通知 
2.3.4 で作成した得点領域上において、2.5.3 で算出した

2 直線の交点座標の画素値より得点を判定する。判定した

得点は、文字と音声で射手に通知する。図 21 に文字によ

る得点通知の例を示す。白色の円が 2 直線の交点座標であ

る。また、画像左上に得点を表示している。 
 
 
 
 
 
 
 

 実験

実験環境 
本研究では、宮崎大学内の実験室で動画を撮影した。図

22 に実験の撮影環境と的側カメラの設置状況を示す。撮

影データは、弓に取り付けたカメラで撮影した照準指示用

の動画と的の前に設置したカメラで撮影した得点通知用

の動画の 2 種類である。被験者 2 名には、的まで 5m、7m、

10m の各距離から最大 6 射ずつ射てもらった。なお、的側

カメラの設置位置は被験者から的までの距離に関わらず

一定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験結果 
3.1 で撮影した動画データを用いて、2.で提案した手法

に基づいて実験を行った。照準指示用の動画は 20fps、得

点通知用の動画は 1fps と設定し、照準指示用の動画は 3
フレームごとに連続して読み込んだ。照準指示の評価は、

音声により指示された画像において、図 11 のように的の

中心座標が正しく検出され、かつ照準方向が正しく指示さ

(a)撮影環境             (b)的側カメラ設置状況 

図 22. 実験環境. 

(a)入力画像                   (b)矢と矢の影 

図 18. 矢と矢の影の検出結果例. 

(a)複数の直線               (b)2 直線の選別 

図 20. 2 直線の選別結果例. 

図 21. 得点通知例. 

(a)入力画像                 (b)直線の検出 

図 19. ハフ変換による直線検出例. 
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れた場合のみを正答とする。また、得点通知の評価は、音

声により通知された画像において、図 21 のように矢の先

端座標が正しく検出され、かつ通知された得点が実際の得

点と同じ場合のみを正答とする。 

照準指示の結果 
被験者が矢を最大 6 本射終えるまで撮影した動画を 1

個のデータとして、トレーニングデータ 12 個、テストデ

ータ 15 個で実験を行った。表 1 に照準指示の実験結果を

示す。指示回数は音声で指示が行われた回数であり、正答

率は指示回数に対する正答数の割合である。本実験では、

照準指示の全体の正答率は 98.4%であった。 
 
 
 
 
 
 

得点通知の結果 
被験者が矢を最大 6 本射終えるまで撮影した動画を 1

個のデータとして、トレーニングデータ 5 個、テストデー

タ 15 個で実験を行った。表 2 に得点通知の実験結果を示

す。検出回数は矢の先端検出が行われた回数であり、失敗

数は検知した新たな矢の先端または得点が正しく検出さ

れなかった本数である。また、誤検知数はすでに検知され

た矢の再検知数と的の誤検出など矢以外の検知数の合計

であり、正解率は検出回数に対する正答数の割合である。

本実験では、得点通知の全体の正解率は 62.0%であった。 
 
 
 
 
 
 

 
 

検討 
3.2.1 では、的までの距離にかかわらず 96%以上の高い

正答率を得られた。2 つの誤答は的以外の領域を的と誤認

識したためである。これは撮影環境によるもので、的の検

出精度の向上が必要である。図 23 に的を誤認識して照準

指示を失敗した例を示す。 
3.2.2 では、60%程度の正解率であったが、的に新たに刺

さった矢については 54本中 53本（正答数と失敗数の合計）

を検知できた。矢を検知できたにもかかわらず得点通知を

失敗した主な原因は、的に刺さっていた矢が新たに射られ

た矢に接触した振動によって新たな矢と誤検知したこと

と、得点領域の境界線付近に刺さった矢の得点を誤検出し

たことである。これらは、的に刺さっている矢の動きの影

響を除去する手法の開発や矢の先端座標の検出精度の向

上が必要である。図 24 に他の矢との接触による影響で得

点通知を失敗した例を示す。最も右側の矢尻が新たに刺さ

った矢であり本来の得点は 9 点である。また、図 25 に得

点領域の境界線付近で得点通知を失敗した例を示す。右側

が新たに刺さった矢であり本来の得点は 5 点である。 

 結論

本研究では、弓側のカメラ画像から照準方向を指示し、

的側のカメラ画像から得点を通知するシステムの開発を

行った。また、実験によって本システムの有効性を確認し

た。 
今後の課題として、照準方向の指示については、2.4.3

表 1. 照準指示実験結果. 

表 2. 得点通知実験結果. 

図 24. 接触による誤検知例. 

図 25. 境界線付近での誤検出例. 

図 23. 的の誤認識例. 
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の4方向から拡張して的と照準間の距離に応じた細かな指

示をする必要がある。また、得点の通知については、矢の

先端座標の検出精度向上のための特徴量を検討する必要

がある。 
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ヘッドマウントディスプレイとWebカメラを用いた眼位検査システムの開発

平田　木乃美 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 the

Ocular Malalignment Detection with Head Mounted Display and

Compact Camera

Konomi HIRATA, 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. That
is, we devised the detection method by estimating center position of pupil.

Keywords: cover-uncover test, ocular malalignment, eyeball video, center of pupil

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、代表的
な斜視・斜位などの眼位異常は、後に立体視不良や眼精疲労
を引き起こす要因となるため、早期発見と早期訓練が必要で
ある。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

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

の一部がデジタル化されているが 3)、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
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た
めである。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)9)10)。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蔽/遮へい装置が存在する 11)12)。
しかし、これにはコストの問題があり、未だ普及しておらず
入手しづらい。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 13)）を用いてカバー・アンカバー機能の
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実装を行った。また、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眼球の動きの有無を判定す
る手法を考案した。

現在、眼科以外でも、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 14)15)16)。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
れず、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。

そのため、本研究室では先行して、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
を用いたシステムを提案した。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
17)18)19)。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 20)21)22)、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 23)。
先行研究 10) では、それまで視線追跡手法の視線位置を算出
するプロセスとして、黒目輪郭切り出しが必須であるのに対
し、輪郭切り出しを必要としない手法を考案した。その結果、
検証実験により、水平方向の斜視と斜位については、高い検
出能力を示した。

しかし、臨床的には垂直方向や斜め方向の斜視・斜位も存
在する。これらは水平方向と比べて症例数は少ないが、麻痺
性斜視が疑われるケースであるため、検出の意義は非常に大
きいというのが専門医の見解である。新しい手法の考案に先
立って、オプティカルフローの利用を検討したところ、同手
法は垂直方向の異常検出には適さなかった。問題点としては、
システムの構成上、黒目と瞼や睫毛との重なりや黒目の撮影
される角度がオプティカルフローの検出に影響を与えてしま
うことがあげられた。そのため、本研究では、小型の赤外線
カメラを撮影に使用することで、瞳孔のみを抽出し、瞼や睫
毛による影響を軽減させ、瞳孔収縮等にも対処できるような
瞳孔の動きを抽出する手法について検討することとした。

本論文は、第 2 章で本研究の目的について説明する。第 3

章で斜視・斜位について、またそれらの検査方法について説
明し、第 4 章では、本提案システムの構成について示す。第
5 章では、本研究室の先行研究 8) で開発された眼位異常検査
システムの説明及び改良案について記す。第 6 章では、改善
案で記した瞳孔の中心座標追跡に基づく異常検出プロセスに
ついて説明する。第 7 章では、実装した眼位検査システムの
検証実験と実験の考察を行い、第 8 章でまとめとする。

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。主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

• 取得画像に基づく眼位異常判定プロセスの開発

本論文では、本研究室で開発したシステム 6) を用いて前者
を実現させ、得られた取得画像に適切な画像処理を施すこと
で、垂直方向及び水平方向の斜視・斜位の判定を行う眼位異
常判定プロセスの開発について説明する。

3. 眼位検査の現状

眼の疾患の中で、早期発見や早期訓練が求められている代
表的なものに、斜視や斜位などの眼位異常（もしくは眼球運
動障害）があげられる。これらの眼位異常を調べる眼位検査
には、大きく、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-test1)」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、“斜視角”と呼
ばれる、正常な眼の位置と斜視の眼の位置との角度を表す視
標が用いられる。

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。

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 24)。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
視に分けられる。また、黒目の中心を支点に外方・内方にま
わしずれが見られる回旋斜視も存在する（図 1：参考 25)。）上
下の斜視は一般に、回旋斜視や内・外斜視等の水平斜視に合
併することが多いことがわかっている。さらに、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、眼球を動かす筋
肉や脳の神経、眼球の周りの骨の異常、視力の異常、両眼視機
能の異常で起こる。

斜位も、斜視と同様、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。
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図 1. ずれる方向により分類される斜視の種類

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)26) 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 27)。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 28)。

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 2 は参考サイト 28) を基に作成した図である。図
2 の a は、左目が外に向いている外斜視の場合である。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 2 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。

図 2. CUT による斜視・斜位の判定例

図 3. Maddox 小桿から見た光の見え方

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 28)。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 3）。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 4）。図
4 は参考サイト 29) 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。図 5 は、実際に器具をあてて検査をしている様子である。

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 29)。また、1△=4/7 度約 (0.57 度)

で表される 30)。
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図 4. プリズムを用いた補正

図 5. Maddox による検査の様子

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
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

図 6. 眼位検査システムの構成

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 31) 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 の手法をベースに
行う。

4. 提案システムの構成

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している。提案システムの全体構成を、
図 6 に示す。同図は、システムの全体像であり、眼球情報取
得フェーズ（Cover-test システムによる動作）と判定フェー
ズ（眼位異常判定システムによる動作）の 2 つのフェーズで
構成されている。

眼球情報取得フェーズのシステム（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 は被験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。シャッター制御部 B とカメラ部 C は USB で接続さ
れており（同図 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。

図 7 は、図 6 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。また、図 8 は、後に示す物理的システムの変
更後の図 6 の遮蔽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（図 7A-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（図 6A-3及び図 8A’-3）。
2 つのシステムの違いは小型カメラの種類である。図 6A-3 に
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図 7. 遮蔽部とシャッター部の拡大図

図 8. システム変更後の遮蔽部の拡大図
は、「USB フラット WEB カメラ（型番：KP-CAM3232)）（以
降、フラットカメラ）」、図 8A’-3 には、「USB ナイトビジョ
ンカメラモジュール 33)（以降、赤外線カメラ）」をそれぞれ
取り付けている。また、中心部にある赤外線受光部に赤外線
LED を設置した（図 6A-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（図 6A-5）を取
り付けている。また、赤外線カメラの重さによる被検者の負
担を軽減させるために、頭部と 3D グラスを固定させるマジッ
クテープ（図 8A-6）を取り付けている。さらに、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 6E）上に搭載している。判定フェーズは、眼球情報
取得フェーズで取得した眼球情報（目の連続画像）を基に、異
常があるかを判定する機能が搭載されている。

以降、本研究で提案する眼位検査システムの開発について
説明する。第 5.1 節では、本研究で実装された Cover-test の
デジタル化の実現方法 6) 及び本章の眼球情報取得フェーズに
ついて説明する。

さらに 5.2 節と 5.3 節,5.4 節では、本節の判定フェーズに
ついて説明する。具体的には、5.2 節と 5.3 節では、本研究で
実装されたオプティカルフローを用いた眼位異常判定方法 10)

について示し、さらに、同じく 5.4 節では、5.1 節で説明する
システムの物理的変更を行い、新たな判定フェーズについて
提案を行う。

5. 眼位検査システムの開発

本章では、本研究で提案するシステムの詳細について説明す
る。5.1 節と 5.2 では、過去に本研究室で開発した Cover-test

のデジタル化とオプティカルフローを用いた水平方向の眼位
異常判定システムについて説明し、5.3 節ではそのシステムの

性能の確認実験を行う。5.4 節では、本論文で提案する垂直方
向の斜視にも対応した眼位異常判定システムの開発について
説明する。

5.1 Cover-testのデジタル化
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 11)12) 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 Vision213)）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、第 4. 節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 (5.1.1 節)

と、眼球の動きの連続画像を撮影し取得する機能 (5.1.3 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 (5.1.4 節)。

5.1.1 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 34) 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。

5.1.2 4種の信号の実装とコントロール
赤外光パルスの仕様 34) 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 9 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 10 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
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図 9. 右側のシャッターを開くパルスを表す波形

図 10. 赤外光シグナルによるシャッターの開閉

図 11. 液晶シャッター開閉のバリエーション
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。

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 11 内の表に示す 4

種類である。すべてのパターンの動作は図 10 に示す通りであ
るが、どのパターンも図 11 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 11 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。

5.1.3 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-CAM3232)）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。

5.1.4 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３ D グラスをかけてもらい、遠見（5 ｍ）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。

(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。

5.2 斜視・斜位の判定方法
5.2.1 オプティカルフロー

先行研究では、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 17)18)”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 19)。

この手法を、5.1.3 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 35) 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おり、一般に実装方法が提供され
ている Gunner Farneback 法 36) 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
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図 12. 色相と値の対応図
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。先
行研究で使用した手法は、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。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 12

は、OpenCV での色相と値の対応を示したものである 37)。
なお、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。

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 13 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前述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 12) 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 13 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

図 13. 左閉直後と約 2 秒後の右眼の画像の比較

図 14. 眼位異常判定システムのフローチャート
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。

5.2.2 眼位異常判定プロセス
先行研究により開発した眼位異常判定プロセス全体（判定

システムと呼ぶ）の流れは図 14 のとおりである。
ここでは主要な (1)～(3) の 3 つの要素について説明する。

(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

まず、(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 15) 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。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
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図 15. 判定領域の切り出し

図 16. 同一座標系での任意の点 i の対応
お、図 15 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 枚目と 2 枚目、2 枚目と 3 枚目
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。

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 16)。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), f

1
y (yi))

f2

−→ (f2
x(f

1
x(xi)), f

2
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
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
12)。HSV 色空間の色相値 dli を求める式を以下に示す。

dli =
atan2(eliy, e

l
ix) + 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 17 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。

5.3 検証実験
本節では、実装した上記の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った。
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図 17. 判定基準の設定に用いる角度領域
図 18. 実験結果

5.3.1 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を
確認することである。開発システムは、Cover-test の自動化を
ベースとしたため、眼位検査システムと従来の人によるCover-

test との性能比較を行う。

5.3.2 実験内容

被検者 28 名を対象とし、開発した判定システムの性能評価
を行った。被検者は検査システム（3D グラス）を装着し、5m

先の視標を注視する。情報取得フェーズで得られた取得画像
から、判定を行った。まず、Cover-test による検査結果と比
較し、次いで Maddox による定量的検査を行った。

表 18 は、全被験者に対する Cover-test による検査結果（1

列目）、開発したシステムでの検査結果（2 列目）、及びMaddox

による検査結果（3 列目）を示す表である。Maddox の検査結
果の見方は、XP は外斜位、XT は外斜視、EP は内斜位、XT

は内斜視を表し、頭に付く数値は程度を表す。

実験結果について説明する。まず、表 1 の 1,2 列目より、本
システムと Cover-test の結果の不一致率は 13/28 である。こ
れに対し、表 1 の 2,3 列目より、本システムと Maddox の結果
との不一致率は 5/28 とわかり、これが本システムの実質上の
性能とみなせる。これに対し、従来の Cover-test の Maddox

に対する不一致率は 14/28 であることから、今回の評価実験
では、先行段階と同様に、本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と言える。これは、人の手に
よる Cover-test ではわからないほど軽微な眼球の動きを、本
システムが捉えられたことによる結果が大きい。

5.3.3 実験の考察
開発したシステムによる結果が Maddox による真の結果と

異なっていた 4つのケースC,G,K,Sについて考察する。まず、
システムでは異常なし (“正位”と呼ぶ ) と判定され Maddox

では斜位と判定された No.7,11 をみると、異常の程度を表す数
値が 1～2 であり、これは非常に小さい斜視/斜位であること
を表している。このことは、No.7,11 が従来の Cover-test で
も正位と判定されていることからも明らかである。

次に、No.3 について考察する。これはMaddox、従来Cover-

test で共に正位と判定されているが本システムでは異常あり
と判定されている。解析の結果、これは本システムの問題によ
る誤判定とわかった。本システムでは、液晶シャッター開閉
とまばたき発生のタイミングを区別できない。共に輝度値の
変化で検知しているためである。No.3 の誤判定はこの問題に
因る誤判定であることがわかった。更に、Maddox のみ異常
と判定するケース No.18 に関しては、本システムの適用外で
あることわかった。つまり、従来のカバーテストの原理では
検出されないタイプの斜視/斜位が存在し、被験者 S はそれに
あたることが視能訓練士による問題分析の結果分かった。最
後に、No.27 に関しては, Cover-test と Maddox では異常あ
りと判定されたが、本システムでは正位と判定された。その
ため誤判定を疑ったが、この被検者の検査画像を確認してみ
ると、他の異常あり判定されたケースのような眼球の動きは
見られなかった。専門家 (視能訓練士) によると、これは人の
生理的な反応が影響しているとの見解であった。具体的には
次のような見解である。即ち、人が視対象の際に行う行動は、
眼球を主に移動させる eye mover と、頭部を主に回転させる
head mover の 2 種類あるが、eye mover と head mover が同
時に起こる場合、眼球フローを画像で捉えることが困難な状
況になるということであった。従って、No.27 に関しても本
システムの適用外であるとわかった。

以上のことから、より小さな斜視/斜位について判定可能に
するシステムの必要性と、物理的変更が要検討であるという
ことがわかった。

5.4 垂直方向の異常の検出
5.2 節の検証実験により、フラットカメラを利用して眼球

画像を撮影し。オプティカルフローを活用した手法は、水平
方向の眼位異常の検出には高い性能を示した。先行段階で眼
位異常の検出を水平方向の斜視・斜位にのみ限定した理由は、
眼球を動かす筋肉の構造により、一般的に、垂直方向の斜視・
斜位は水平方向の斜視と併発して見られることが多く、スク
リーニングを目的とする本研究の一段階として水平方向の眼
位異常の検出に取り組んだ。しかし、垂直方向の異常の中に
は、麻痺性斜視等の異常が疑われるため、検出が求められて
いる。しかし、同手法は、垂直方向の斜視・斜位の検出には不
向きであるという欠点がある。

同手法で、垂直方向の斜視・斜位の検出を試みたところ、シ
ステムの構造上、撮影された黒目は横長の楕円に写り、水平
方向の斜視・斜位では黒目と白目の両端の境界が動くことで
顕著な動きを取得しやすかったのに対し、上下の境界部分は
瞼で隠れてしまっていることが原因で、垂直方向の眼球の動
きを取得することは困難であった。
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図 19. 判定領域の変更
図 5.4 は、図 15 で求めた三角形の領域だけでなく、より境

界部分の動きを採取できるようにひし形の領域を検討した結
果である。いずれの形状も、瞼や睫毛の動きを排除しようと
すると、上下の動きはとらえづらいことがわかる。

そこで、フラットカメラの代わりに赤外線カメラ (図 8) を
利用して、黒目内部の瞳孔を抽出し、その中心を連続的に算
出して軌跡を追跡することにより、垂直方向の眼球の動きの
有無も判定する手法を考案した。この手法の利点は、5.4 節で
示した、黒目の上下の境界部分と瞼の重なりに関する問題を
解消できることにある。

今回使用する赤外線カメラは、「USBナイトビジョンカメラ
モジュール 33)」である。図 8A’-3 の赤外線カメラの装置は、
カメラ本体に設置されている 6 つの赤外線 LED を物体に照射
し、反射した赤外線だけを可視化することができる。図 6A-3

のフラットカメラに比べて、撮影速度が速いためより軽微な
動きがとらえられると考える。今回は、検査に図 11 中パター
ン 4 を 2 回繰り返す動作を行った。従来の Cover-test でも同
様に、同じ動作を複数回繰り返すことで眼位異常を見つける
ためである。撮影を開始するタイミングは、遮蔽動作の中で、
最初に右眼側の液晶シャッターが閉じている最中からで、約
10 秒間、240 枚の画像を取得した。判定に用いる画像は前半
の 200 枚である。

以上のようなシステムの変更を行い、5.1.4 節で説明した手
順と同様に、眼球情報取得フェーズを実現した。

第 6. 節では、上記の眼球情報取得フェーズで得た赤外線カ
メラによる検査画像を用いて斜視・斜位の検出を行う、眼位
異常検出プロセスの詳細を説明する。赤外線カメラで撮影し
た画像では、瞳孔の収縮が行われている様子が明確に分かる
ため、オプティカルフローではなく、瞳孔の中心座標を追跡
する方法を考案した。

6. 瞳孔の中心座標追跡に基づく異常検出プロセス

フラットカメラの代わりに赤外線カメラ (図 8) を利用して、
黒目内部の瞳孔を抽出し、その中心を連続的に算出して軌跡
を追跡することにより、垂直方向の眼球の動きの有無も判定
する手法を考案した。本章では、その提案手法について説明
する。

図 20. 提案する眼位異常判定プロセス

6.1 概要
開発した眼位異常判定プロセス全体の流れは図 20 のとお

りである。
眼球情報取得フェーズではフラットカメラの代わりに赤外

線カメラを使用し、約 0.05(s) の間隔で連続して画像を取得
する。赤外線カメラは、カメラ本体に設置されている赤外線
LED を物体に照射し、反射した赤外線だけを可視化すること
ができる。瞳孔は、全波長の光を反射しない性質があるため、
画像上では、虹彩や他の部位と違って黒く鮮明に見える。こ
の画像に対して、判定フェーズでは、色の表現方法の一種で
ある RGB カラーモデルを使って、色彩の黒を表す部分だけ抽
出を行い瞳孔部分とする。瞳孔部分の塊の上下左右の端の座
標を用いて中心となる点を算出し、これを全画像に連続的に
行うことで、瞳孔の中心座標の軌跡の追跡を可能にした。中
心座標を連続的に算出することで、眼球の動きの追跡に、瞳
孔収縮等の影響も受けない。

以下、眼球情報取得フェーズと判定フェーズの各要素技術
（図 20 中（1）～（4））について説明する。第 6.2 節で、瞳孔
の中心座標算出方法について説明する（図 20-(3)）。第 6.4 節
で、まばたきをしたかそうでないかの判定機能について説明す
る（図 20-(1)）。第 6.5 節で、眼球が検査の遮蔽動作によって
動いたかそうでないかを判定するために、シャッター開閉時の
フレームを特定する手法 (6.5) について説明する（図 20-(2)）。
最後に、第 6.6 節で、眼位異常判定基準について説明する（図
20-(4)）。

6.2 瞳孔の中心座標算出
図 21 は、赤外線カメラで撮影した眼球画像の一部である。

フラットカメラで撮影した画像と比較すると外界の光等の影
響が少ないことが分かり、虹彩の模様と瞳孔が鮮明に映し出
されており、先行研究問題であった瞼と黒目の重なりを解消
した。ここで瞳孔部分のみを抽出し、全画像に対して中心座
標を算出する。後にこの値を利用し、初期位置との差を求め
ることで眼位異常の判定を行う。

126 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第48号



図 21. 赤外線カメラで撮影した眼球画像
本節では、瞳孔部分の抽出を行い、中心座標を算出する方

法について説明する。

6.2.1 瞳孔部分の抽出手法
瞳孔の抽出には、RGB カラーモデル（以下、RGB 値）を使

用する。RGB は、色の表現方法の一種で、赤（R）・緑（G）・
青（B）の光の 3 原色を組み合わせて様々な色を表現する。そ
れぞれを 8 ビットで表現し、それを 3 色組み合わせるため、
256 × 256 × 256（約 1670 万）色で表すことができる。黒は
(0,0,0)、白は（255,255,255）で表される。この中から、境界
部分の幅をもたせて黒を表す範囲 black{(0,0,0)～(15,15,15)}
の色を抽出する。瞳孔の他にも、睫毛、影、虹彩の一部が black

の範囲内であるため、周囲のノイズを除去する処理を行う。

6.3 ノイズの除去方法
処理手順と結果の例について図 22に示す。図 22-Aは、抽出

後の画像で、範囲 black で表される画素を白色 (255,255,255)、
そのほかの画素を黒色 (0,0,0) の 2 色で表示している。まず
周囲の白色のノイズを除去するために、オープニング処理を
行った (図 22-B)。オープニング処理とは、収縮処理を複数回
実施した後に、膨張処理を同じ回数実施する処理のことをい
う。次に、蛍光灯が液晶シャッターに反射して、瞳孔付近に写
る光のノイズを除去するために、クロージング処理を行った
(図 22-C)。クロージング処理とは、膨張処理を複数回実施し
た後に、収縮処理を同じ回数実施する処理のことである。今
回は、様々な画像に対して回数を検討した結果、どちらも膨
張収縮をそれぞれ 5 回ずつとした。ノイズ処理後の画像の中
で、中央（ここでは、眼球情報取得フェーズで手入力して得た
座標）付近に位置する塊を瞳孔として採用する。画像セット
によっては、3D グラスの影響で画像の角に大きなノイズが存
在するため、中央付近に限定する。

6.3.1 瞳孔の中心座標の算出
次に、瞳孔の中心座標の算出について説明する（23）。まず、

前段階で採用した瞳孔部分の y 座標の最も上に位置する座標
を A(ax, ay) とし、それから最も右に位置する座標、最も下に
位置する座標及び最も左に位置する座標をそれぞれB(bx, by)、
C(cx, cy), D(dx, dy)とする。A,B,C,Dを用いて瞳孔の中心座

図 22. ノイズ処理の流れ

図 23. ノイズ処理前後の画像

図 24. 赤外線 LED の光と瞳孔部分が大きく重なって写って
いる時

標 center.point(dx+
bx−dx

2
, ax+

cx−ax
2

) を求めた。取得画像
の中には、図 24 のように、照射している赤外光の 6 つの光が
瞳孔と重なり、綺麗な楕円が描かれない場合もあるため、瞳孔
の塊のそれぞれ最も端に位置する点を採用した。同じ検査中
による撮影画像では撮影位置は変わらないことを踏まえ、楕
円の向きについては考慮しないため、ベクトルの要素ではな
く、上下の座標の y 座標、左右の x 座標だけを計算に用いて
いる。これらを取得画像すべてに行った。

6.4 まばたき判定
人が検査中にまばたきをした時には、眼球が動くことがあ

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、
正確な検査結果を得ることはできない。そのため、まばたき
後の眼球の動きを斜視・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。本提案手法では、抽出した瞳孔
の面積（瞳孔を表す画素の数）が急激に減少した時と、楕円の
長径と短径の変化の割合を見て判定を行う。まばたきが行わ
れた時の取得画像 25 を見ると、1～2 枚連続して瞳孔と瞼の
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図 25. まばたき時の取得画像（ノイズ除去後）

重なりが発生することが確認済である。その時抽出した瞳孔
の面積は減少し、横長の楕円の短径は短くなるため、これを
利用する。瞳孔の収縮が行われるときの最も大きな経を持つ
瞳孔（瞳孔が開いている時）の面積と最も小さな経を持つ瞳
孔（瞳孔が収縮している時）の面積比の平均は 0.631 であっ
た。まばたき時はそれに比べて、より小さい値を見せる。ま
た、瞳孔収縮は短径・長径共に大きく変化するのに対し、まば
たきの際には、長径はほとんど変化せず短径のみに変化が見
られるため、このどちらの条件も満たしたときに、まばたき
が行われたと判定する。

6.4.1 まばたき判定の手順
具体的な手順について説明する。まず、第 6.3 で採用した

瞳孔部分以外に黒色 (0,0,0) のマスクをかける。次に輪郭検出
を行い、その内部を瞳孔領域としを面積（領域の画素数）を
求めた。これらの処理を全画像について行う。1 画像セットの
内、最も大きい面積を MaxPupilarea とし、MaxPupilarea

に対して n 枚目の画像の面積 Pupilarean との比が、0.6 を上
回っていた場合は、まばたきをしていないと判定し、眼位異
常判定に用いる。0.6 を下回っていた場合には、さらに上下左
右の端の座標（点 A,B,C,D）を用いて、瞳孔の短径・長径を
求める。この時の短径 Minoraxis が Axisy 減少したのに対
し、長径 Majoraxis が 1.4Axisy 以上減少した場合には、瞳
孔収縮による面積の減少と考え、眼位異常判定に用いる。そ
れ以外を、まばたきをしたと判定し、再検査の要求する文言
を出力している。

6.4.1 の手法を実装したシステムを用いて、実際にまばたき
を行った 3 つの画像セットとその他の 3 つの画像セットを対
象に検証を行った結果、すべての画像セットに対して正確な

図 26. シャッターが開く前後の取得画像

判定結果を示したため、まばたき判定には上記手法を用いる。

6.5 シャッター開閉時のフレーム特定
本提案システムには、検査の遮蔽動作により眼球の動きが

見られたことを確かめるために、シャッター開閉時のフレー
ムを特定する必要がある。理由は、通常斜視・斜位の症状があ
る人の場合、眼球はシャッター開閉後の 1～2 秒の間に見られ
るため、その他のタイミングで見られた動きを斜視・斜位の
動きと混同させたくないためである。先行研究 10) では、黒
目内の輝度値の急激な差を利用してフレームを特定していた。
具体的には、黒目内にある領域を設け、画像ペアごとの設定
領域内の輝度値の差が全ペアの平均を超えた時にシャッター
が開いたもしくは閉じたと判定した。

しかし、赤外線カメラを用いたシステムには同手法は適用
不可であるため、別手法として、液晶シャッターに反射して
瞳孔内に写りこんだ検査部屋の蛍光灯の写りこみ（図 6.5）を
利用した。蛍光灯の写りこみがある時は液晶シャッターは開
いており、写りこみが見られないときは液晶シャッターは閉
じている。

以下の小節で手法と手順について説明する。

6.5.1 蛍光灯の写り込みの検出
蛍光灯の写り込みを検出するために、画像に写っている緑

色の画素を抽出する、瞳孔と同じく色を指定するが、黒と白以
外の色の指定は、RGB 値では明るさの影響を受けるため不向
きであるので、HSV カラーモデル（以下、HSV 値）を利用し
た。HSV は、色相（Hue）、彩度（Saturation）、明度（Value・
Brightness）の 3 要素で色を表現する。OpenCV による色相
と値の対応図は、図 12 に示している。一般的には色相は 0～
360 の範囲で考えるが、OpenCV では 0～180 で表すため、60
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の値が緑色を表す。また、取得画像に写った蛍光灯の緑色は、
彩度と明度が低いことから、彩度と明度に低い値を設けるこ
とで、抽出の精度の向上を試みた。

1 画像セット中の全画素に対して、指定した緑色の集団を
検出した際に変数フラグに 1 を入力し、検出しない場合は 0

を入力する。1 つ前の画像の変数フラグの値と比べて異なって
いた場合に、その画像 No. をシャッター開閉時のフレームと
して記録し、シャッター開閉の回数に加算する。

6.5.2 シャッター開閉時のフレーム特定手法の妥
当性検証

実際の 20 個の画像セットに対してシャッター開閉時のフ
レームが正しく特定できているかどうかを確認するための検
証を行った。現在設定している遮蔽動作のパターンでは、右
眼に 3 回、左眼に 2 回シャッター開閉が起こるので、がそれぞ
れの回数でなかった場合は、特定失敗とした。正しいシャッ
ター開閉時のフレームは、人間の目で見て確認した。検証の
結果、19/20 データで正しいシャッター開閉時のフレームの
特定をでき、1 つの画像セットのみ特定失敗であった。その理
由として、写り込みの検出をできずシャッター開閉の回数を
カウントしなかったことがある。写り込んだ蛍光灯の彩度が
極端に低かったことが原因である。本手法では前提条件とし
て、眼球情報取得フェーズでカメラ位置を調整する際に、瞳
孔付近に蛍光灯の映り込みを確認した後、遮蔽動作と画像取
得を開始している。これは現在の検査環境（検査部屋）に依存
しているため、今後システムの物理的変更を行うことを検討
している。具体的には、スマートフォンのライトおよび白色
LED を被検者の頭上で点灯させると取得画像内に同系色の色
相を確認できたため、今後は検査環境に依らず、安定した結
果を得られるように白色 LED ライトの設置を検討している。

第節では、本節の手法で得たシャッター開閉時のフレーム
No. を利用した眼位判定プロセスについて説明する。

遮蔽動作による眼球の動きは、シャッター開閉後の 4～15

フレーム目であるので、その範囲内に動きが見られれば、斜
視もしくは斜位と判定できる。

6.6 眼位異常判定プロセス
本節では、算出した中心座標からどのように眼位異常の判

定を行うかを説明する。具体的には、参考データ取得プログ
ラムを実装し、データの分析を行い、判定のための閾値の設
定を行った。第 6.2 節で説明した瞳孔中心座標を用いて、対
象データが基準値を超え、第 6.5 節で説明した手法で得られ
たシャッター開閉後の間において中心座標の動きが見られる
と異常ありとみなすという手順を見出した。

まず、参考データの取得を行い、データの分析を行った。以
下、第 6.6.1 小節で、今回データ分析や実験に使用したデータ
について説明し、第 6.6.2 小節で、得たデータの分析結果を説
明した。最後に、第 6.6.3 小節で、本システムの実装事項につ
いて説明する。

6.6.1 参考データについて
宮崎大学の学生 20 名に協力してもらい、通常の検査動作に

加え、疑似斜視によるデータ取得を行い、都合 130 の画像セッ
トを得た。1 セットは、検査 11 秒間に取得した右眼と左眼の

連続画像 480 枚の集合である。垂直方向の斜視・斜位は、水
平方向の斜視・斜位と比べて比較的症例が少ないため、今回は
垂直方向の眼球の動きをとらえるための可能性を見出す参考
データとして疑似斜視データを用意した。眼科学会では、斜
視の程度を示すものとして、斜視角があり、プリズムという
単位が用いられる。プリズムは、通常、光を屈折・分散させる
ガラスなど透明体の三角柱のことで、光をあてると「1 ｍ先で
1cm のずれ」を作る。このことから「一般的な検査距離であ
る 5m 先の視標で 5cm のずれが生じて見えるものを 1 プリズ
ムという斜視角で表す」こととし、シャッター開閉の瞬間に
被検者に意図的に視線を動かすよう要求した。このデータを
疑似斜視データと呼ぶことにし、参考データとして使用する。

以下のような方法でデータの取得を行う。まず 5m 先に、2

つの視標を縦もしくは横に並べて用意する。被検者が力を抜
いた姿勢で座り、正面を向いた位置にその視標を設置した。プ
リズムの大きさは 1 プリズム、2 プリズム、3 プリズム、4 プ
リズムの斜視角を持つ 4 パターンの被検者がいる場合を想定
し、それぞれ 2 つの視標の幅を、5cm,10cm,15cm,20cm に設
定した。3D グラスの液晶シャッターは、「右閉→右開／左閉
→左開／右閉→両眼開」の開閉パターンで開閉するように設
定しており、検査中に 3D グラスの液晶シャッターが開閉す
るタイミングに合わせて、2 つの視標を交互に見るよう指示す
る。視標を縦に並べて得たデータを垂直方向の疑似斜視デー
タ、視標を横に並べて得たデータを水平方向の疑似斜視デー
タと呼ぶことにした。また、視標を 2 つ用いず、1 つの視標を
見続けてもらう時に得たデータを通常検査データと呼ぶ。

また、前提として、疑似斜視データを取得する被検者には、
あらかじめ定量検査 Maddox 検査において垂直・水平方向と
もずれがない（斜視角で 1 プリズム未満である）ことを確認
してから行っている。斜視角で 1 プリズム以上の斜視・斜位
を持つ被検者においては、通常検査データのみ採取した。中
には 8 プリズムの水平方向の異常を持つ被検者のデータも存
在する。

6.6.2 データの分析
取得画像から中心座標を算出する方法については、第 6.2

節で説明した。「斜視・斜位でない（以降、正位と呼ぶ）人の
場合、遮蔽動作が行われても眼球は動かない」という原理を
基に、1 枚目の画像の中心座標を初期位置として、n（ = 2～
240）枚目の座標との差 CenterPointDn（xn, yn）を垂直方向
と水平方向を分けて記録した。図 A3 は、ある被検者 A の通
常検査データセットの CenterPointD を表したグラフである。
被検者 A は、12 プリズムの水平方向の異常を持ち、垂直方向
には 3 プリズムの異常を持つ被検者である。赤で囲まれてい
る CapNo. は、シャッター開閉時のフレームである。同図を
見ると、シャッター開閉後に中心位置が変わり、次のシャッ
ター開閉が行われるまで、おおよその一定位置にとどまるこ
とがわかる。

本手法では、主に全画像の CenterPointD の分散を判定の
基準にする。分散に関して、平均から遠く離れたデータが多い
ほど散らばりが大きく分散が大きくなり、平均に近いデータ
が多いほど散らばりは小さく分散も小さいことが言える。通
常検査において、斜視や斜位の症状を持たない人は、遮蔽動
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表 1. 垂直方向の疑似斜視の分散データ
斜視角（プリズム） 分散の被験者の平均

1 1.90

2 4.02

3 9.66

4 16.73

表 2. 水平方向の疑似斜視の分散データ

斜視角（プリズム） 分散の被験者の平均
1 2.56

2 5.63

3 11.60

4 21.10

作を行っても眼球の動きは見られない。そのため、各中心座
標のデータが初期位置とほとんど同じ値を見せる（＝分散の
値が小さい）のであれば、正位であると判定できる。さらに、
分散の値が大きければ大きいほど、各中心座標のデータが初
期位置から離れた場所にある場合が存在するため、より大き
な斜視を持つことが考えられる。今回、基準として単純な移
動距離を採用していない理由は、被検者によっては、撮影す
るカメラ位置と目の位置が近い/遠い等の影響で、同じ斜視角
の程度でも、異なる値を見せる可能性があるためである。

表 6.6.2 と表 2 は、取得画像から中心座標を算出し、1 枚目
の初期座標からの移動距離を求め、そのデータの分散をプリ
ズムの大きさ別の平均の値である。垂直方向の疑似斜視は 13

人分のデータで、水平方向は、1 及び 2 プリズムは 15 人分の
データ、参考データとして記載する 3 及び 4 プリズムは 3 人
分のデータである。

Maddox 検査により正位と判定された 8 人の通常検査（視
標 1 つを注視する動作だけ）データ中の右眼の分散の平均は、
垂直方向では 1.43、水平方向では 2.10 であった。

上記結果を見ると、斜視角が大きいほど、分散では大きな
値を示した。しかし、1 プリズムの疑似斜視データでは、正位
データの分散の平均と大きな違いは見られなかった。この理
由として、疑似斜視は、被検者に対して意図的に 2 つの視標
を交互に見てもらうのだが、5m 先の視標では、5cm の幅は非
常に狭く感じ、明確に見分けることが容易ではないことがあ
げられる。

眼科医および視能訓練士によると、一般的に、2 プリズム以
上の斜視や斜位を持つ人が、ものが 2 つに見えたり（複視）、
斜位の人の場合、見えるが眼精疲労を感じるという。本分析
では、実際の斜視・斜位データのを取得前段階であるので、上
記結果より、分散の値で 4 より大きい時、斜視角で 2 プリズ
ム以上の斜視の可能性があると判断することにし、判定結果
とする。

また、垂直方向で、分散が 8 より大きく 15 以下で 3 プリ
ズム、15 より大きく 18 以下で 4 プリズムと判定し、水平方
向で、分散が 10 より大きく 19 以下で 3 プリズム、20 より大
きく 22 以下で 4 プリズムと判定を行うことにする。さらに、
小さい斜視・斜位の見逃しを防ぐために、分散が 2～4 の範囲

図 27. 提案した眼位異常判定プロセスのフローチャート

かつシャッター開閉後に動きが確認できた場合は、1 プリズム
の斜視・斜位の可能性があるという文言を表示する。厳密に
言えば、疑似斜視のデータでは、異常を持つ被検者の通常検
査データに比べて、動きだすタイミングに遅れが生じるため、
同じプリズムの動きでも、分散に違いが見られることが予想
されるのだが、今回得られたデータからは暫定的に、上記の
方法で振り分けを行う。

6.6.3 眼位異常判定システムの実装
本小節では、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の
流れについて説明する。

[開発環境] 開発言語は C++を、画像処理ライブラリは
OpenCV 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。

[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 27 に示す。
眼位異常判定システム：フロー

(1) おおよその中心座標読み込み：5.1.3 節で画像を取得す
る際に取得した黒目の中心座標と同様に、瞳孔のおおよ
その中心座標を読み込む。おおよその中心座標は、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 画面に表示された赤外線カメラの映
像を見ながら、入力を行う仕様にしている。おおよそ
のの中心座標は、後の (3) にて使用する。

(2) 検査画像読み込み：1 つの検査で取得する画像 240 枚
のうち、1～200 枚目までの画像を検査対象として、順
番に画像を 1 枚ずつ読み込む。

(3) ノイズ除去：読み込んだ画像から、黒色の画素のみを
表示させた画像に対して、6.3 節で述べた通り、オープ
ニング処理で、睫毛などの瞳孔以外のノイズを除去す
る。さらに、クロージング処理を行うことで、瞳孔内
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の光の写り込みのノイズを除去する。また、ノイズ除
去後の画像の中で (1) で取得したおおよその中心座標
を基に、その付近にある集合を瞳孔として採用する。

(4) まばたき判定：6.4 節で述べた通り、瞳孔部分以外に黒
色のマスクをかけ、瞳孔部分のみの面積を求める。面
積が急激に減った時にまばたきを疑い、さらに短径・長
径の減少した割合を比べ、短径が短くなった割合に対
して、1.4 倍以上短くなっていない場合には、まばたき
と判定し、その画像セットは検査に用いない。その理
由として、まばたきが行われた時に、視標を見失い再
び視標を探す動きを眼位異常の動きと混同しないため
である。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。

(5) シャッター開閉フレーム特定：瞳孔付近に写る蛍光灯
が 3D グラスに反射して写り込んだ光を用いて検知す
る。検査の遮蔽動作によって、眼球が動いたことを確
認するために、シャッター開閉が行われたフレームの
No. を記録しておき、(7) で使用する。

(6) 瞳孔の中心座標算出：(3) で採用した瞳孔の上下左右の
端の座標を計算する。(2)～(6) を 1 画像セット中の全
画像（200 枚）に対して実施する。

(7) 眼位異常判定処理：(6) で算出した中心座標の中で、1

枚目の中心座標を初期位置としてその他の画像の中心
座標との差を垂直方向と水平方向に分けて求める。第
6.6.2 節で得た数値から、1 画像セットの差の分散が 4

以上の画像セットを後に重度化が予想される 2 プリズ
ム以上の眼位異常の可能性があると絞り込み、さらに、
(5) で記録した液晶シャッター開閉後から 4～15 枚の
画像中で、それまでとは逆方向に 3 枚連続して移動距
離がみられた際に、それらは検査の遮蔽動作によって
見られた動きであると判定する。中でも、垂直方向で
は分散が 8 より大きい時、水平方向では 10 より大きい
時を程度の大きい斜視であると判定する。

(8) 判定結果出力：判定結果をプログラム実行後のウィン
ドウと CSV ファイルに出力する。判定結果は、ウィン
ドウには垂直方向と水平方向にそれぞれどの程度（程
度：大もしくは小）の斜視・斜位であるかを出力する。
CSV ファイルには斜視角も出力する。

7. 検証実験

本章では、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 で、本実験の目的について説明し、7.2 で、実験環境と実
験データについて説明する。7.4 では、実験結果と考察を記す。

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評

価を行うことである。検証実験では、提案システムと定量検
査 Maddox で得た検査結果との比較と、疑似斜視データで想
定したデータとの比較を行う。

7.2 実験環境・実験データ
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、

合計 20 人の右眼の検査データに対して評価実験を行った。第
6.6.2 節で説明したように、垂直方向の斜視・斜位を持つ症例
は少ない。そのため、検証実験では、疑似斜視データを含む
以下の 2 つのデータ集合を使用し、評価を行う。

7.2.1 テストデータ (T1・T2)

Ｔ 1 通常検査データ：20 名の被検者を対象に、1 回ずつ通
常検査データを取得し、20 個の画像セットを得る。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、判定結果を記録す
る。提案した眼位検査システムによる判定結果と比較
を行う。Maddox 検査で斜視・斜位の眼位異常でない

（以降、正位と同義）被検者をシステムで正位と判定し、
2 プリズム以上の斜視・斜位の疑いがある被検者をシ
ステムで異常ありと判定可能であるかに注目する。異
常ありと判定された場合には、斜視・斜位であると判
定した方向も特定し比較する。

Ｔ 2 疑似斜視データ：ここでは、15 名の疑似斜視データの
中から、斜視角の大きさに関わらず、無作為に 20 個の
画像セットを選び、想定した種類の斜視・斜位とシス
テムで判定した斜視・斜位の方向と大きさを比較する。

テストデータを 2 つに分けて実験する理由は、第 6.6.2 で、
検出の可能性として疑似斜視データを用いているが、実際に垂
直・水平方向の斜視を持つことを確認している被検者のデー
タと比べると、シャッター開閉に反応して眼球が動くまでに
画像で 2～5 枚の時間差が存在することがわかり、シャッター
開閉後に遮蔽によって眼球の動きがみられたことの判定仕様
を変更する必要があるためである。

通常検査データでは、シャッター開閉後の 4～15 枚を対象
範囲とするのに対して、疑似斜視データでは、シャッター開
閉後の 5～20 枚を対象範囲に設定して実験を行う。また、今
回はプリズムの設定をする参考データとして、疑似斜視デー
タを用いているため、通常検査データで得られる分散のデー
タとは必ずしも一致しないと考える。

7.3 実験内容
本実験では、5.4 節で説明した眼球情報取得フェーズの手順

で検査を行い得られたという設定で、上記 2 つのデータセッ
トを 6.6.3 節で説明した判定フェーズのシステムに適用する。
そこで得られた結果について、評価と考察を行う。

7.4 実験結果
本節では、7.2 で示した 2 つのテストデータに対し、提案シ

ステムによって眼位異常の検査を行った結果と評価を示す。

7.4.1 実験結果
まず、テストデータ T1 の結果を表 3 に示す。2 列目は

Maddox 検査による結果、3 列目は被検者に対して表示する結
果内容を示している、さらに 4 列目では今回の分析データか
ら設定した閾値を基に斜視・斜位のプリズムの大きさを示し
ている。垂直方向を V、水平方向を H と表し、それぞれの方
向の斜視角と共に組み合わせて記す。（例。垂直方向に 1 プリ
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表 3. テストデータ T1 の検査結果
被検者 Maddox 提案システム 詳細

A 正位 正位 V0H0

B V0H6 異常あり（大） V3H5-

C 正位 正位 V0H0

D 正位 正位 V0H0

E 正位 正位 V0H0

F 正位 正位 V0H0

G V0H0-1 正位 V0H0

H 正位 正位 V0H0

I 正位 正位 V0H0

J V0H1 正位 V0H0

K 正位 正位 V0H0

L 正位 正位 V0H0

M V0-1H1 　正位 V0H1

N 正位 正位 V0H0

O 正位 正位 V0H0

P V0H5 H 異常あり（大） V0H5-

Q 正位 正位 V0H0

R V3H12 　 VH 異常あり（大）　 V4H5-

S 正位 正位 V0H0

T 正位 正位 V0H0

ズム・水平方向に 2 プリズムの場合、V1H2）また、どちらも
異常が見られない場合は正位と表し、提案システムにおいて、
1 プリズム未満の場合は 0、4 プリズムより大きいの場合は 5-

で表す。
次に、テストデータ T2 の結果を表 4 に示す。上記で示し

た A～T の被検者と A’～T’ は対応していない。
上記結果より、テストデータ T1 の中で、Maddox 検査の

検査結果と提案システムによる検査結果が一致していた個数
は 15/20 個であった。また、テストデータ T2 の中で、想定
した斜視角と提案システムによる検査結果が一致していた個
数は 15/20 であった。判定結果不一致の理由について、7.4.2

で説明する。

7.4.2 考察
実験結果より、判定結果の不一致の理由について考察を行

う。まず、3-B の結果について、Maddox 検査では、水平方向
にのみ異常が見られたのに対して、水平方向に異常があるこ
とは正確に判定できていたが、垂直方向にも異常ありという
結果であった。この判定不一致の理由として、検査画像（28）
を確認すると、撮影時の下瞼と瞳孔の重なり部分が大きいこ
とがあげられる。シャッター開閉後に起きる瞳孔収縮により、
瞳孔の短径が短くなり、中心位置のずれが発生してしまった。
瞳孔領域の面積は小さくなるものの、短径と同時に長径も小さ
くなっているため、まばたき判定もされなかった。より瞼の重
なりの影響を受けない物理的システムの変更が必要であると
考えられる。3-G と 3-M では、Maddox 検査では、1 プリズ
ム未満の非常に小さい斜視・斜位であると判定された。提案
システムにおいても 1 プリズム未満の動きであったため、正
位と判定している。非常に小さい斜視・斜位は日常生活にお

表 4. テストデータ T2 の検査結果
被検者 Maddox 提案システム 詳細
A’ V4 V 異常あり（大）　 V4H0

B’ V2 V 異常あり（小）　 V2H0

C’ H2 H 異常あり（小）　 V0H2

D’ H2 VH 異常あり（小）　 V1H2

E’ V3 V 異常あり（大）　 V3H0

F’ V3 V 異常あり（大） V3H0

G’ V2 V 異常あり（小） V1

H’ H1 H 疑いあり　 V0H1

I’ V1 V 異常あり（小） V1H0

J’ H2 VH 異常あり（小） V1H2

K’ V4 V 異常あり（大）　 V4H0

L’ H1 H 疑いあり　 V0H1

M’ V1 正位　 V0H0

N’ H2 H 異常あり（小） V0H2

O’ V3 V 異常あり（大）　 V3H0

P’ V1 V 疑いあり　 V1H0

Q’ H1 H 疑いあり　 V0H1

R’ V1 V 疑いあり　 V1H0

S’ V2 V 異常あり（小） V2H0

T’ V2 VH 異常あり（小）　 V2H1

図 28. 下瞼と瞳孔の重なり

いて大きな影響は見られないが、今後視力の低下などにより、
程度が大きくなる可能性も考えられるので、今後は、より小
さい斜視・斜位についても判定を行うシステムの開発も視野
に入れる必要がある。3-R は、非常に大きな斜視・斜位を持つ
被検者で、垂直方向・水平方向共に大きな斜視角であるという
結果であった。垂直方向に程度の差があったものの、これは
本提案システムが取得画像の垂直・水平方向と同じ向きに移
動距離を算出していることが原因としてあげられる。本シス
テムで得られる瞳孔の楕円は、赤外線カメラの撮影角度によ
り、画像に対して平行に位置しているとは限らないため、水
平方向に動きが見られた場合に、斜め方向に動いたようにと
らえ垂直方向の移動距離に加算されてしまうことがある。し
かし、このケースに関しては、垂直方向・水平方向共に大きな
異常を検出しているため、眼位異常のスクリーニングを目的
とする本システムでは、大きな問題ではないと考えた。

次に、4-D’ の結果については、上記 3-R の理由と同様に、
赤外線カメラの撮影角度による問題（29）と考えられ、水平
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図 29. 水平方向の動きを垂直方向に取られてしまう時

図 30. ハードコンタクト装着時の取得画像

方向の動きが垂直方向に加算されてしまったことで、結果が
一致しなかった。4-G’ と 4-M’ に関しては、検査データが疑
似斜視データであることが原因であった。疑似斜視データで
は、被検者に対して、2 つの視標をシャッター開閉時に交互
に見るように指示して得られたデータである。取得画像を確
認すると、全てのシャッター開閉時においても、眼球の動き
は見られず、中心座標の移動距離も大きな値は見せなかった
ため、疑似斜視データによる小さな視線の動作の困難さが原
因であったと考える。4-T’ の結果が、不一致であった理由は、
被検者 T’ が元より水平方向に 1 プリズム未満の小さい斜視・
斜位を持っていたことが原因だと考えられる。疑似斜視デー
タは、Maddox 検査による判定が垂直方向・水平方向ともに 1

プリズム未満の被検者に対して、要求を行っている。特に被
検者 T’ は非常に小さい斜位を持つ被検者であり、また、今回
行っている検査の遮蔽動作が、「右閉→右開／左閉→左開／右
閉→両眼開」のパターンに設定しているため、本来垂直方向
のみの斜視・斜位を想定している検査において、シャッター
開閉のタイミングで 4 回の小さな水平方向の動きを見せたた
め、分散が大きくなり、水平方向の斜視・斜位も判定した。以
上が、想定していた結果との不一致理由である。

最後に、本検証実験では使用していないデータについて考
察する。30 は、ハードコンタクト着用時の取得画像である。
ハードコンタクト着用時には、瞳孔の輪郭に大きなゆがみが
発生するため、本手法で考案している 6.2 の中心座標の算出に
大きな影響を与えるため、今後解決策を考案する必要がある。

8. 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。

第 2. 章では、本研究の目的について説明した。
第 3.章では、眼位検査に関する背景として、全国の三歳児健

診における専門家の関与が半数に満たないことを述べ、基本概
念として、眼球運動障害の一つである斜視・斜位とCover-test、

Maddox 小桿を用いた定量的眼位検査について説明した。斜
視・斜位には、視線のずれる方向や動きによって、様々な種
類に分けられる。Cover-test は、斜視・斜位の有無の検査を
行う眼位検査方法である。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。な
お、一般的な眼位検査では、まず Cover-test が行われる。そ
の理由は、Cover-test に拠ると斜視・斜位以外の眼位の問題
に関しても、その有・無や程度や掌握できるということであ
る。Maddox 小桿は斜視・斜位の疑いがあった場合に行われ
る精密検査機器に相当する。

第 4. 章では、本論文で提案している眼位検査システムの構
成について説明した。眼位検査システムは眼球情報取得フェー
ズ（Cover-test システム）と判定フェーズ（眼位異常判定シス
テム）の 2 部で構成されている。眼球動作取得フェーズでは、
通常の検査の遮眼子によるカバー・アンカバーの模倣のため、
ゴーグル型液晶ディスプレイ（3D グラス）を用いた。また、
小型カメラを 3D グラスに設置することで、検査中の眼球の
動きを連続画像として取得することを説明した。判定フェー
ズでは、検査部で取得した連続画像を用いて画像解析を行い、
斜視・斜位の疑いの有無を判別することを説明した。

第 5. 章では、第 4. 章で述べたシステムの全体像において、
本研究室の先行研究で開発・実装されたシステムの機能と眼位
異常を判定するプロセスについて説明した。Cover-test の基
本機能として、まず 3D グラスの遮蔽機能は、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、赤外線 LED を光らせる
ことでシャッターの開け閉めを制御することを説明した次に、
検査手順に沿ったシステム動作の実装として、シリアル通信
を利用して、シャッター開閉と小型カメラによる撮影のプロ
グラムを連動させた。

また、眼位異常を判定するプロセスと、眼位異常判定シス
テムの実装事項について説明した。眼位異常を判定するプロ
セスとして、Cover-test 中の眼球の連続画像の中から異常検
出に適した画像を選択し、画像間のフローを検出し、異常の有
無を判定するといった一連の流れの具体的手順を示した。検
証実験により、水平方向の斜視・斜位に関して、高い検出能力
を持つことがわかった。

第 6. 章では、先行研究では検出しきれなかった垂直方向の
斜視・斜位も同時に判定する手法について提案を行った。具
体的には、瞳孔の中心座標を連続的に求め、その軌跡を上下・
左右方向に分けて追跡を行う。赤外線カメラを利用すること
で、瞳孔と虹彩を含む角膜部分（一般的に黒目と呼ぶ部分）で
はなく、瞳孔位置が判別でき、それまで問題であった瞼や睫
毛の影響をよりうけにくくなる。取得画像に対して、RGB カ
ラーモデルを利用して、瞳孔色を抽出し、ノイズ処理を行うこ
とで瞳孔のみの抽出を行った。また、シャッター開閉時のフ
レームの特定や、まばたき判定の機能について説明した。さ
らに、眼位異常の判定プロセスのためのデータの取得と分析
を行い、判定基準について説明をした。

第 7. 章では、提案したシステムの性能評価のための検証実
験を行った。高確率で正位と異常ありの判定は可能であった
が、斜視・斜位の程度の細かい判定において失敗が見られた。
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より多くのデータを採取してより綿密な閾値の設定が重要で
あることがわかった。しかし、これまで検出不可能であった
垂直方向の斜視・斜位について、動きを捉えることができる
システムであることがわかった。

今後の課題として、以下のことが挙げられる。まず、斜視・
斜位の程度のより細やかな閾値の設定が求められる。今回は、
取得画像 1 枚目の初期座標からの移動距離を求め、そのデー
タの散らばり具合（分散）を見ることで、異常の判定を行っ
た。その値が大きいほど、斜視・斜位の程度も大きい。斜視・
斜位は、定量検査においてプリズムという単位を用いて斜視
角が測定される。また、今回は判定可能性を見出すために、疑
似斜視データという、被検者に意図的に視線を動かしてもら
い採取したデータを用いたが、1 プリズムの斜視・斜位に関し
ては、明確な閾値となるデータが得られなかったため、検証
実験では非常に小さい斜視・斜位に関しては判定もれが起き
てしまった。今回、右眼の画像のみを検査に用いたが、斜視
を持つ目（右眼／左眼）の違いによっては、今回設定した分散
の値とは違う値を見せることもあるため、左眼の画像も同時
に使用するシステムを考案するべきである。今後は、実際に
垂直方向及び水平方向の斜視・斜位を持つ人のデータを取得
した後に、細やかな分析を行い、斜視を持つ目（どのタイミ
ングで右眼左眼が動いているか）、種類と程度についての判定
をシステムを考案したい。さらに、垂直方向・水平方向の斜
視・斜位以外にも、回旋斜視も存在するため、それらの斜視・
斜位判定を行えるシステムの開発を行う。具体的には、瞳孔
周辺の虹彩のエッジを画像処理を用いて鮮明にすることで解
決する方法等が考えられる。

A ある被検者の分析データ一式

以下に 7. 章の実験結果で一名から得られるデータの揃えを
示す。実施した検査動作は通常検査で、被検者は、垂直方向
に 3 プリズムの上斜位、水平方向に 12 プリズムの外斜位を持
つ。1 回の検査で得られた 240 枚の画像のうち、1～200 枚目
までの画像を検査対象としている。

A1 眼球の動き
まず、図 31 は、動きが検出された時の取得画像を示す。同

図の a は、動きが見られる前で、3D グラスの液晶シャッター
が開いている状態の時である（cap1 とする）。同図の b は、液
晶シャッターが閉じ、蛍光灯の光が消えた直後である（cap2と
する）。同図の cは、液晶シャッターが閉じた 7枚後で、動きが
見られ始めた瞬間である（cap7とする）。同図の d,e,fは、それ
ぞれ c から 1 枚後、2 枚後、3 枚後である（cap8,cap9,cap10）。

A2 ノイズ処理
図 32 は、図 31 の cap1 と cap7 のノイズ処理の様子であ

る。上から、瞳孔色の抽出（白色で表している部分）、睫毛等
のノイズ除去（オープニング処理）、瞳孔内のノイズ除去（ク
ロージング処理）である。

A3 中心座標の算出
33 は、6.2 で説明した中心座標の算出を行う。1 枚目の座標

を初期座標として、で求めた中心座標と初期座標の距離の差を
垂直方向と水平方向に分け計算した時のグラフである。横軸

図 31. シャッター開閉前後の眼球の動き

　

図 32. ノイズ処理の流れ
が n 枚目（n=1～200）で、縦軸は、初期座標であった (287.5,

178) を (0,0) とした時の距離の差を表しており、それぞれ初
期位置より低い時にはマイナス、高い時はプラスで表す。

赤色で記入されている横軸の数値は、液晶シャッター開閉
が行われた直後（図 31 で示すと cap2）の画像である。Op を
液晶シャッターが開いた時とし、Cl を閉じた時とする。
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初期座標からの距離において、垂直方向の全画像の分散は
27.73 で、水平方向の全画像の分散は、312.57 であった。

図 33. 垂直方向の移動距離（初期位置との差）

図 34. 水平方向の移動距離（初期位置との差）
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Arduino ADVIS
 

Current Status and Issues of 
Arduino Simulator ADVIS to Support Circuit Design 

Tatsumi NISHIDA, Tetsuro KATAYAMA 

Abstract 
 

Embedded technologies are used everywhere. One of the educational materials to learn the 
embedded technologies is Arduino. When a beginner designs circuit, it is possible to design the 
circuit that damages Arduino itself or the modules on it. Therefore, this research implements  
Arduino simulator ADVIS (ArDuino VIrtual Simulator) that runs on iPad for supporting to design 
a circuit. ADVIS has 4 functions: designing a circuit on Arduino” function, “visualizing the value 
of voltage in the circuit” function, “detecting a risk of Arduino itself being damaged” function, and 
“detecting a risk of module being damaged” function. In this simulator, the circuit on iPad is 
analyzed to detect the value of voltage on the circuit and the risk that Arduino itself or the modules 
are damaged. 

Keywords: Embedded technologies, Arduino, Simulator, iPad 
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VDM++仕様を対象としたテストケース自動生成ツール 
BWDM への PICT の適用 

 
 

平木場 風太 a)・片山 徹郎 b)

 
Application of PICT into BWDM which is  

a Test Case Generation Tool for the VDM++ Specification 
 

Futa HIRAKOBA, Tetsuro KATAYAMA 
 

Abstract 

 
    In recent years, specifications using specification language become more important. It is 

necessary to test the developed software, but it takes much time and effort to design test cases manually. 
So, we developed BWDM(Boundary Value Vienna Develop Method). BWDM is a test case generation 
tool for the VDM++ specification. However, the existing BWDM could cause a combinatorial 
explosion of the generated test cases. There is a pairwise testing as an effective testing method to 
reduce the total number of the combinations because the pairwise testing only generates test cases 
which satisfy combinations of two pairs. We apply the pairwise testing into BWDM. In applying the 
pairwise testing, we use PICT (Pairwise Independent Combinatorial Testing Tool) developed by 
Microsoft Corporation. However, BWDM cannot call PICT library directly. Hence, we have 
developed PICT-wrapper. It is an interface to connect PICT and BWDM. We extend BWDM in that 
PICT-wrapper is embedded. The extended BWDM eliminate the possibility of the combinatorial 
explosion. 
Keywords: software testing, boundary value analysis, pairwise testing, VDM++, PICT 

 

 はじめに

社会におけるソフトウェアの重要性は高まっており、形

式仕様記述言語を用いた仕様記述が重要視されてきてい

る 。作成したソフトウェアにはテストが必要であるが、

人手によるテストケースの設計には手間と時間がかかる。

そのため、VDM++仕様を対象としたテストケース自動生

成を目的としたツール BWDM(Boundary Value/Vienna 
Develop Method) を既に開発した。

既存の BWDM では VDM++仕様を対象として、境界値

分析と記号実行を行い、境界値テストと、if-then-else 式の

構造認識に基づいたテストを実施するためのテストケー

スを自動生成する。しかし、既存の BWDM は境界値分析

時に全ての組合せを用いてテストケースを生成するため、

組合せ爆発を起こす可能性がある。

組合せテストの総数を減らした上で、効果的なテストを

行う方法としてペアワイズ法がある。ソフトウェアについ

て、 つ以上の因子の組合せで発生する欠陥は、ほとんど

存在しないことが知られている 。したがって、組合せテ

ストは つの因子の組合せに対して効果的である。（ つ

以上の因子で発生している欠陥を見つけるには、他の方法

でテストする必要がある。）
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そして、 つの因子のみの組合せをテストする手法のこと

をペアワイズ法と呼ぶ。

そこで本稿では、BWDM が組合せ爆発を起こす可能性

の排除を目的として、BWDM によるテストケース生成に

ペアワイズ法を適用し、BWDM を拡張する。

本稿では、ペアワイズ法を適用するに当たって、

Microsoft 社 が 開 発 し た PICT(Pairwise Independent 
Combinatorial Testing tool) を利用する。PICT は CLI ツー

ルであるが、API PICT ライブラリと呼称する も提供して

おり、C++から利用できる。しかし、既存の BWDM は Java
で記述していることから、PICT ライブラリを呼び出すこ

とができない。そこで、PICT と BWDM を接続するための

インタフェースとして、PICT ラッパーを開発した。 そし

て、既存の BWDM に PICT ラッパーを埋め込むことで、

BWDM を拡張した。

 既存の

既存の BWDM には以下の機能がある。

⚫ 記号実行によるテストケース生成

⚫ 境界値分析によるテストケース生成

記号実行によって生成したテストケースは、全ての実行
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フローを網羅できることが期待できる。境界値分析によっ

て生成したテストケースは、境界値テストに使用すること

ができる。既存の BWDM を使用することにより、VDM++
仕様を用いたソフトウェア開発効率を改善できる。

しかし、既存の BWDM には問題がある。境界値分析に

よるテストケース生成において、生成したテストケース数

は因子が取り得るそれぞれの値の数を掛け合わせること

により決定する。たとえば、（6、6、2、4、5、7）の因子

の場合、既存の BWDM は、6×6×2×4×5×7＝10,080 のテス

トケースを生成する。したがって、組合せ爆発を起こす可

能性がある。本稿では、この問題を解決するために、既存

の BWDM を拡張する。

 の拡張

本稿では PICT ラッパーを開発した。PICT ラッパーは

PICT と BWDM を接続するためのインタフェースである。

そして、既存の BWDM に PICT ラッパーを埋め込むこと

で、BWDM を拡張した。詳細を以下に示す。

 ラッパー

PICTはCLIツールであるが、API PICTライブラリと呼称

する も提供しており、C++から利用できる。しかし、既存

のBWDMはJavaで記述していることから、PICTライブラ

リを呼び出すことができない。そのため、BWDMの拡張の

準備として、JNA(Java Native Access) を利用し、Javaから

呼び出すことのできるPICTライブラリ PICTラッパーと

呼称する を作成した。

図1に、PICTラッパーのクラス図を示す。それぞれのク

ラスの説明を、以下に示す。 
⚫ クラスPict 

Microsoft 社が開発したC++で記述されたPICTラ
イブラリである。 

⚫ クラスLibPict 
JNAを用いてJavaで記述したPICTライブラリのイ

ンタフェースである。メソッド名は全てPICTライブ

ラリの持つ関数名と同じである。 
主に使用するPICTの関数を、以下に示す。 

➢ PictAddParameter への因子と水準の登録

➢ PictGenerate 組合せデータの生成

➢ PictGetNextResultRow 生成データの取得

⚫ クラスPictWrapper 
PICTを操作するためのクラスである。Kotlin 7)で記

述する。以下の機能を持つ。 
➢ createTask - Taskの生成と初期化をする。Taskは、

PICTの組合せ生成処理の最小単位である。PICT
ライブラリにおけるPictCreateTaskに相当する。

➢ setRootModel – TaskにModelの登録をする。

Modelは因子の集合である。PICTライブラリに

おけるPictSetRootModelに相当する。 
➢ generate - ペアワイズ法を適用した組合せの生

 

図 1: PICT ラッパーのクラス図. 
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成をする。PICTライブラリにおけるPictGenerate
に相当する。 

⚫ クラスModel 
因子の集合を保持するためのクラスである。Kotlin

で記述する。 
➢ コンストラクタ  - PICTライブラリにおける

Modelを生成する。PictCreateModelに相当する。 
➢ addFactor - 因子(Factor)をModelに登録する。

PICTライブラリにおけるPictAddParameterに相

当する。 
⚫ クラスFactor 

因子を表すクラスである。Kotlinで記述する。保持

する情報を下記に示す。 
➢ level - 水準 
➢ named_level - 因子の取り得る値の集合 
➢ n - 最低限組合せるペア数(デフォルトで2) 
➢ weights - 因子の取り得る値の重みの集合 
➢ name - 因子の名前 
メンバ変数nの値を変えることにより、その因子に

ついては、n個の組合せを網羅する入力データを作成

することができる。 
 ペアワイズ法の適用

本稿で拡張したBWDMの処理の流れを、図 に示す。境

界値分析部ではまず、テストケースの入力データとして、

VDM++仕様内の引数毎における、不等式、剰余式などに

合わせた境界値、及び型の最小値・最大値の境界値を、そ

れぞれ抽出する。既存のBWDMでは、引数毎に生成した境

界値の全ての組合せを生成し、境界値テストの入力データ

としていた。

拡張後のBWDMでは、全ての組合せを生成するのでは

なく、 節で作成したPICTラッパーを用いてペアワイズ

法を適用し、入力データ生成を行う。具体的には、境界値

分析で得た因子が取り得る値をPICTラッパーに入力する。

境界値分析後の境界値データを受けとったPICTラッ

パーの入力データ生成アルゴリズムを、以下に示す。また、

このアルゴリズムを用いたPICTラッパーの処理の流れを、

図3に示す。 
 

A) 因子と、因子の取り得る値を元に、クラスFactor
のインスタンスを因子の数だけ生成する。 

B) クラスModelのaddFactorメソッドを用いて、

PictAddParameter関数を呼び出し、PICTに因子と

因子ごとの水準を登録する。 
C) クラスPictWrapperのgenerateメソッドを用いて、

ペアワイズ法を適用した組合せデータのリスト

を生成する。組合せデータは文字列型の配列の

リストである。詳細の処理を以下に示す。 
(ア) PictGenerate関数を用いて、PICTにペアワ

イズ法を適用した組合せデータを生成さ

せる。 
(イ) PictGetNextResultRow関数を用いて(ア)で

生成した組合せデータを1件取得する。取

得したデータは、因子が取り得るパラメー

タ群のインデックスとなる。因子の数だけ

(イ)の処理を繰り返す。 
(ウ) (イ)で取得したデータのインデックスに該

当するパラメータを用いて、組合せデータ

のリストを生成する。 
D) C)で生成したリストを、PICTラッパーの出力

データとする。 
 

 

図 2: 拡張後の BWDM の処理の流れ. 
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 適用例

本稿で拡張したBWDMが正しく動作することを検証す

るため、拡張したBWDMにVDM++仕様を適用した。適用

結果を、表1に示す。適用した、因子が3、境界値分析後の

水準がそれぞれ(6, 6, 6)の関数のVDM++仕様を、図4に示

す。 
この適用例から、既存のBWDMでは216個生成していた

テストケースを、拡張後のBWDMでは40個の生成に抑え

ており、かつ、40個のテストケースは、2個の因子のペア

の組合せをすべて網羅できていることが確認できた。すな

わち、拡張したBWDMが、VDM++仕様から、ペアワイズ

法を適用した境界値テストケースを正しく出力できてい

ることが確認できた。 

 評価

本稿で拡張したBWDMが、既存のBWDMに比べて、テ

ストケース総数を削減できることを確認する。膨大な数の

テストケースを生成するために、因子が7、境界値分析後

 

図 4: 因子が 3、水準が(6, 6, 6)の関数を持つ 
VDM++仕様. 

 

図 3: PICT ラッパーの処理の流れ. 

表 1: 適用結果. 

No 入力 期待出力 

1 100 -1 11 Undefined Action 
2 100 2,018 12  “a は 100 以上かつ c は 12 以上” 
3 2,147,483,647 0 4,294,967,295 Undefined Action 
~ ~ ~ ~ ~ 
38 2,147,483,647 -1 -1 Undefined Action 
39 2,147,483,647 -1 4,294,967,294 Undefined Action 
40 2,147,483,647 2,018 4,294,967,295 Undefined Action 
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の水準がそれぞれ(6, 8, 6, 8, 8, 6, 6)の関数を持つVDM++仕
様を、既存のBWDMと拡張後のBWDMにそれぞれ適用す

る。生成結果の比較を、表2に示す。また、適用したVDM++
仕様を図5に示す。実行環境は、macOS 10.13.6(CPU: Intel 
Core i5 2.3GHz, RAM: 16GB)である。比較に用いる式を、

以下に示す。 

削減率(%) =  𝐴𝐴 − 𝐵𝐵
𝐴𝐴 × 100  (1)

ここで、 
A: 既存のBWDMによって生成したテストケース総数 
B: 拡張したBWDMによって生成したテストケース総数 
とする。

表2および式(1)より、生成テストケース数を(663552 −
78)/663552 × 100 = 99.98(%)削減できた。既存のBWDM
では、膨大な数のテストケースを生成したが、拡張後の

BWDMでは、実用的な数のテストケースを生成した。した

がって、拡張後のBWDMは、境界値分析結果から生成する

テストケース数が組合せ爆発を起こす可能性を排除でき

たと言える。また、表2から、テストケース生成時間につ

いても短縮できた。以上から、拡張後のBWDMは実用性が

高いと言える。  

 おわりに

本稿では、VDM++仕様を対象とする境界値分析を基に

したテストケース自動生成ツール BWDM における、境界

値分析結果から生成するテストケース数が組合せ爆発を

起こす可能性の排除を目的として、BWDM の拡張を行っ

た。拡張した BWDM は、VDM++仕様に対して境界値分析

を行い、ペアワイズ法を適用し、テストケースを自動生成

する。これにより、境界値分析結果から生成するテスト

ケース数が組合せ爆発を起こす可能性を排除することが

でき、テスト工程の作業効率化を見込めると考えられる。

さらに、拡張後の BWDM は実用性が高いと言える。

以下に、拡張した BWDM の今後の課題を示す。 
 
⚫ 適用可能なVDM++構文の対応範囲の拡張 

BWDMは適用可能なVDM++構文の対応範囲が狭

いため、BWDMに適用することができないVDM++仕
様が存在する。より多くのVDM++仕様を適用可能に

し、BWDMの実用性を向上させるために、VDM++構
文の対応範囲を拡大していく必要がある。これにつ

いては、以下の項目を考えている。 
➢ 整数型以外の型への対応 

BWDMは、整数を表すint型しか対応できてい

ない。すなわち、実数を表すreal型、有理数を表

すrat型、複数の型から構成する合成型などの、

VDM++の多くの型に未対応である。これにつ

いては、VDM++仕様を静的解析する際に、型情

報を読み込み、境界値分析時に、読み込んだ型

情報から境界値の生成処理を切り替えること

によって、対応可能であると考える。 
➢ 関数定義以外の定義部への対応 

BWDMはVDM++仕様の関数定義部のみから

境界値の抽出を行っている。これについては、

操作定義部や、型定義部などの、使用上の他の

定義部に対しても静的解析を行い、それらの定

義に対する新たな境界値分析手法を考案する

ことで、対応可能と考える。 
 

⚫ 制約条件の設定への対応 
拡張したBWDMは、PICTライブラリの機能の一部

のみしか使用できない。例えば、拡張したBWDMで

は、特定の組合せの制約を設定できない。特定の組

合せとは、必ずテストしなければならない組合せ、

または、テストする必要がない組合せを意味する。

 

図 5: 因子が 7、水準が(6, 8, 6, 8, 8, 6, 6)の 
関数を持つ VDM++仕様. 

表 2: 生成結果の比較. 

 生成テストケース数 実行時間（秒） 

既存の BWDM 663,552 6.767146152 
拡張後の BWDM 78 0.88973152 
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これについては、PICTラッパーを拡張し、PICTライ

ブラリの制約条件を設定する機能に対応することと、

VDM++仕様の事前条件(pre句)を静的解析し、解析し

た条件式から生成した組合せを、PICTラッパーに入

力することで、対応可能と考える。 
 

⚫ ドメインテストに基づいたテストケースの自動生成 
同値分割法、境界値分析において、複数の変数同

士に依存関係がある場合、それを考慮したテストを

ドメインテストと呼ぶ8)。BWDMはドメインテスト

に基づいたテストケースを自動生成することができ

ない。ドメインテストを自動で行う手法として、丹

野氏、張氏が提案した、ドメインテスト技法に基づ

く網羅的なテストデータ自動生成手法9)がある。この

手法では、仕様書を元に、設計モデルと呼ばれる、入

力変数とドメインの定義を人手で作成する。そして、

記述した設計モデルから、ドメインテストに基づい

たテストケースを自動生成する。そのため、設計モ

デルを人手で作成しなければならないという手間が

残る。

この手法を、BWDMに適用することで、ドメイン

テストに基づいたテストケースの自動生成が可能と

考える。また、BWDMが対象とするVDM++は形式仕

様であることから、設計モデルを自動生成すること

が可能であり、設計モデルを人手で作成しなければ

ならないという手間がなくなる。
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解析表現文法を対象とした構文ファイルのチェックツール
Tamias の開発 

 
宮地 俊宏 1)・片山 徹郎 2)

 
Tamias: a Syntax File Checker for Parsing Expression Grammar 

 
Toshihiro MIYAJI, Tetsuro KATAYAMA 

 
Abstract 

 
Parsing Expression Grammar (PEG) proposed by Bryan Ford has the higher expressive ability than traditional 

Backus-Naur Form (BNF). PEG is deterministic and has no ambiguity. However, PEG has problems such as “Prefix 
Capture”. “Prefix Capture” is a problem of hiding the language to be accepted according to the order of choice. In 
addition, when confirming the behavior of the parser, it is possible to check only the top level non-terminal symbols, 
and it is necessary to rebuild the parser for each change in the syntax file. To support checking syntax files including 
such mistakes, this paper proposes Tamias: a syntax file checker to support checking the PEG syntax files. Tamias has 
PEG interpreter which can check production rules of PEG. By using the PEG interpreter, Tamias can verify the 
behavior of production rules and measure the reach rate. By measuring the reach rate, Tamias can prove that Prefix 
Capture has not occurred for any input string. 

 
Keywords: Syntax Analysis, Parser, Parsing Expression Grammar, Packrat Parsing 
 

 はじめに

Chomsky 階層における 2 型文法の文脈自由文法を表現

する記法として BNF(Backus-Naur Form)がある 1)。BNF は

プログラミング言語の構文定義において伝統的に使用さ

れているが、Dangling-else 問題を代表とするあいまいな

文法を記述する可能性がある。あいまいな文法は、1 つの

文字列に対する解釈が複数できることからプログラミン

グ言語の仕様では許されない。さらに任意の文脈自由文

法に対して、文法があいまいであるかを判定するアルゴ

リズムは存在しないことが証明されている 2,3)。 
近年、あいまいでない文法を生成できる解析表現文法

(Parsing Expression Grammar: PEG)が Bryan Ford によって

提唱された 4)。解析表現文法は、選択に順序を付けた順序

選択が特長の 1 つである。順序選択は、高々1 つの式に解

析が成功するため、複数の解釈が生まれない。しかしな

がら、順序選択はあいまい性の排除は可能だが、Prefix 
Capture という新たな問題が生じる。Prefix Capture とは、

選択肢の順序によって受理すべき言語を隠蔽する問題で

ある。さらに、解析表現文法に対して文法ミスのチェッ

クまたは受理すべき言語を受理できるかといった検証は、

構文解析器ジェネレータで出力した構文解析器で行なう
5)。しかし従来の方法では、解析表現文法の生成規則を変

更したとき、最初から構文解析器を再度生成する必要が

あり手間がかかってしまうという問題がある。 
そこで本研究では、解析表現文法における構文ファイ 

1) 工学専攻 機械・情報系コース 大学院生 
2) 情報システム工学科 教授  

ルのチェックの支援を目的として、構文ファイルの

チェックツール Tamias を開発する。 
 解析表現文法

定義 
解析表現文法𝐺𝐺は、次の 4-タプルで表せる。 

𝐺𝐺 = (𝑉𝑉𝑁𝑁, 𝑉𝑉𝑇𝑇, 𝑅𝑅, 𝑒𝑒𝑆𝑆)  
ここで、𝑉𝑉𝑁𝑁は非終端記号(Non-terminal symbol)の有限集

合、𝑉𝑉𝑇𝑇は終端記号 (Terminal symbol)の有限集合である

(𝑉𝑉𝑁𝑁 ∩ 𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝜙𝜙)。𝑅𝑅は生成規則(Production rule)の有限集合で、

𝑉𝑉𝑁𝑁に属する要素𝐴𝐴と解析表現𝑒𝑒を用いて𝐴𝐴 = 𝑒𝑒の形で記述

する 6)。解析表現とは、入力文字列に対する命令であり、

終端記号または非終端記号を用いて記述する。また、解

析表現には演算子を記述できる 6)。入力文字列𝑠𝑠を解析表

現𝑒𝑒に適用させたとき、𝑒𝑒は𝑠𝑠の部分文字列と照合して”成
功”もしくは”失敗”を示す。𝑠𝑠には読み取り位置を指すポ

インタ𝑝𝑝があり、𝑒𝑒が成功であれば、𝑠𝑠の一致した部分文字

列の数だけ𝑝𝑝を進める。 
解析表現𝑒𝑒が連接𝑒𝑒1 𝑒𝑒2で表現されている場合、すべての

解析表現𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2が解析成功であれば𝑝𝑝を進めて成功を示し、

1 つでも解析に失敗すれば𝑝𝑝を解析開始位置まで戻す。 
解析表現𝑒𝑒が順序選択𝑒𝑒1/𝑒𝑒2で表現されている場合、𝑒𝑒1

の解析が成功すれば𝑝𝑝を進めて成功を示し、𝑒𝑒1が失敗すれ

ば𝑒𝑒2の解析を始める。 
よって、𝑝𝑝は𝑠𝑠の先頭から末尾まで移動する。𝑠𝑠の解析が

すべて成功した場合、𝑝𝑝は𝑠𝑠の末尾を示す。このとき𝑠𝑠を受

理したという。もし、解析が途中で失敗した場合は、𝑠𝑠を
拒否したという。また、𝑒𝑒𝑆𝑆とは、𝑅𝑅に属する最上位の生成 
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規則の解析表現であり、開始表現(Start expression)と呼ば

れる。 

 

Prefix Capture とは、選択肢の順序によって受理すべき

言語を隠蔽する問題である。例えば、生成規則𝐴𝐴 = ′𝑎𝑎′/
 ′𝑎𝑎𝑎𝑎′は、文字列𝑎𝑎𝑎𝑎を受理しない。これは、文字列𝑎𝑎𝑎𝑎の部

分文字列𝑎𝑎が 1 つ目の選択肢に照合するからである。この

生成規則における問題は、選択肢𝑎𝑎と𝑎𝑎𝑎𝑎の順序を入れ替

えることで簡単に解決する。しかしながら、順序選択の

選択肢が複数の非終端記号を導出する場合には、すべて

の入力文字列に関して Prefix Capture が起こっていないこ

とを証明することは、非常に困難となる。 
 
 
本研究で開発した Tamias は、解析表現文法で記述した

構文ファイルのチェックツールである。Tamias のユーザ

インタフェースを、図 1.に示す。Tamias は、生成規則エ

ディタ部、シンボルリスト部、生成規則検証部の 3 つの

領域からなる。 
 生成規則エディタ部 

構文ファイルの読み込みおよび記述が可能なエ

リア。生成規則エディタ部の各行に生成規則を記

述する。記述した生成規則は、Tamias 内部のデー

タ構造へ格納する(4.1 節参照)。 
 シンボルリスト部 

生成規則エディタ部で記述している解析表現文

法の非終端記号を表示するエリア。ここで、表示

する非終端記号を以下の 3 つに分類する。 
➢ 定義済シンボル(Defined-symbol) 

非終端記号を𝐴𝐴、解析表現を𝑒𝑒としたときの

生成規則𝐴𝐴 = 𝑒𝑒の𝐴𝐴を定義済シンボルと呼ぶ。 
➢ 未定義シンボル(Undefined-symbol) 

非終端記号を𝐴𝐴、解析表現を𝑒𝑒としたときの

生成規則𝐴𝐴 = 𝑒𝑒において、𝑒𝑒に含まれる非終

端記号の集合から定義済シンボルの集合を

引いた集合の要素を、未定義シンボルと呼

ぶ。 
➢ テスト可能シンボル(Testable-symbol) 

非終端記号を𝐴𝐴、解析表現を𝑒𝑒としたときの

生成規則𝐴𝐴 = 𝑒𝑒において𝐴𝐴が終端記号を導出

できるとき、𝐴𝐴をテスト可能シンボルと呼ぶ。

テスト可能シンボルの集合は、定義済シン

ボルの集合の部分集合である。 
 生成規則検証部 

生成規則エディタ部で記述している解析表現文

法の生成規則に対して、PEG インタプリタを用い

て動的に検証するエリアである。生成規則検証部

で使用できる機能は以下の 2 つである。 
➢ 生成規則の動作検証 

テスト可能シンボルを左辺にもつ生成規則

に対して、ユーザが指定した入力文字列を

受理するか拒否するかをテストできる。 
➢ 生成規則の到達率測定 

テスト可能シンボルを左辺にもつ生成規則

の解析表現に含まれる順序選択の到達率

(Reach rate)を測定する。到達率の測定は、1
つの生成規則に対して複数の動作検証を実

行することで求めることができる。到達率

は、次の計算式から求める： 

到達率 = 解析成功した選択肢の個数

順序選択の選択肢の個数
× 100. 

生成規則の検証に必要な要素は、テスト可能シンボル、

入力文字列、期待出力の 3 つである。生成規則の検証は、

テスト可能シンボルおよび入力文字列によるPEGインタ

プリタの解析結果と期待出力を比較する。期待出力には、

受理(Accept)または拒否(Reject)を指定できる。 
 の実装

で用いるデータ構造

Tamias では、生成規則エディタ部の生成規則を内部の

データ構造へ格納している。Tamias 内部のデータ構造は

2 種類であり、以下に示す連想配列である。 
 行番号格納配列 

「行番号」と「非終端記号」の組を複数もつ連想

配列である。ここで連想配列の値となる非終端記

号は、生成規則エディタ部で記述した生成規則の

左辺である。 
 生成規則格納配列 

「非終端記号」と「非終端記号列」の組を複数も

つ連想配列である。ここで連想配列のキーとなる

非終端記号は、生成規則エディタ部で記述したの

左辺である。連想配列の値となる非終端記号列は、

生成規則の右辺にある非終端記号を、順序選択に

よる選択肢ごとに分割した記号列である。 

図 1. Tamias のユーザインタフェース. 
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インタプリタ

PEG インタプリタとは、本研究で開発した Tamias 内部

で動作する解析表現文法を対象としたインタプリタであ

る。PEG インタプリタの入力は、生成規則検証部でユー

ザが指定したテスト可能シンボルと入力文字列の 2 つで

ある。出力は、入力で受け取った非終端記号における解

析表現の出力である。PEG インタプリタは、常に最上位

の非終端記号から解析を始める再帰的下向き構文解析器

とは異なり、開始表現をユーザが指定できることが特長

の 1 つである。また、構文解析手法に Packrat 構文解析 7)

を採用しているため、解析時間は入力文字列の長さに関

して線形に保たれる。Packrat 構文解析手法では、前回の

読み取り位置を保存することで、解析の再評価を省略で

きる。 
PEG インタプリタでは、以下の 3 種類のデータを用い

る。 
 解析表現文法 

生成規則エディタ部でユーザが記述した生成規

則の一部を分割し、「非終端記号」と「解析表現」

の組として表現した連想配列である。ここで、連

想配列のキーとなる非終端記号は、テスト可能シ

ンボルが導出する非終端記号のすべてである。 
 メモ化テーブル 

構文解析で必要となる非終端記号に関する読み

取り位置を格納した連想配列である。メモ化テー

ブルの各行は、解析処理に対応しており、各列は

入力文字列の読み取り位置に対応している。メモ

化テーブルを参照することによって、すでに結果

を格納している読み取り位置では、保存した値を

用いて再び解析する処理を省くことができる。 
 入力文字列 

文字列と読み取り位置を表すポインタを要素に

もつデータである。文字列は、生成規則検証部に

おいて、ユーザが記述した文字列である。 
インタプリタのアルゴリズム

PEG インタプリタのアルゴリズムを、以下に示す。以

下のアルゴリズムは、ユーザが指定したテスト可能シン

ボルを起点として、終端文字を処理するまで再帰的に実

行する。 
1. 入力として受け取ったテスト可能シンボルが、メ

モ化テーブルに保存しているかどうかを調べる。 
2. 1.で保存していれば、格納している読み取り位置

まで入力文字列のポインタを進めて、終了する。 
3. 1.で保存していなければ、非終端記号に対応する

解析表現を取得する。取得した解析表現の選択肢

ごとに 4.の処理を繰り返す。もし取得した選択肢

が 1 つでも成功すれば、入力文字列のポインタを

進めて終了する。 
4. 入力として受け取った連接に含まれる解析表現

ごとに 5.を実行する。実行した解析表現に対する

5.の処理が 1 つでも失敗すれば 4.を実行開始した

ときの読み取り位置までポインタを戻して終了

する。 
5. 入力として受け取った解析表現に対して演算子

ごとに構文解析処理を分ける。もし受け取った解

析表現に演算子がなければ、その非終端記号を入

力として 1.を実行する。 
生成規則の動作検証アルゴリズム

Tamias の生成規則検証部で生成規則の動作検証アルゴ

リズムを、以下に示す。 
1. ユーザが選択したテスト可能シンボルを取得す

る。 
2. ユーザが指定した入力文字列を取得する。 
3. ユーザが選択した期待出力を取得する。 
4. 1.で取得したテスト可能シンボルと 2.で取得した

入力文字列から PEG インタプリタを実行する。 
到達率測定のアルゴリズム

Tamias の生成規則検証部で到達率を測定するアルゴリ

ズムを、以下に示す。到達率の測定は、1 つのテスト可能

シンボルにおける生成規則を複数回、動作検証すること

で求めることができる。よって、以下の 1.から 4.は各々

の動作検証に対して実行する。 
1. ユーザが選択したテスト可能シンボルを取得す

る。 
2. ユーザが指定した入力文字列を取得する。 
3. ユーザが選択した期待出力を取得する。 
4. 1.で取得したテスト可能シンボルと 2.で取得した

入力文字列から PEG インタプリタを実行する。 
5. 生成規則格納配列において 1.で取得したテスト

可能シンボルに対応する解析表現から、順序選択

の選択肢の個数を取得する。PEG インタプリタの

実行結果から、解析成功となった個数を取得する。

取得した 2つの値から以下の計算式に従って到達

率を計算する。 

到達率 = 解析成功した選択肢の個数

順序選択の選択肢の個数
× 100 [%] 

 の動作実験と評価

 
本研究で開発したTamiasが正しく動作することを検証

するため、以下に示す 2 点について Tamias の生成規則の

動作検証機能および到達率の測定機能に対して確認する。 
1. 誤りを含む解析表現文法を適用し、正しくエラー

報告もしくは動作検証ができることを確認する。 
2. 誤りを含む解析表現文法を正しい解析表現文法

に修正したのち、エラー報告をしない、または正

しく動作検証できることを確認する。 
生成規則の動作検証に関する実験

生成規則の動作検証に用いる、加法および乗法を表し 
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た文法を、図 2.に示す。また、生成規則の動作検証結果

を、図 3.に示す。 
図 3.の下部にある生成規則検証部では、2 つの文字列

「1+2*3」、「*2」を対象とした生成規則の検証を実行し、

期待出力をともに”受理(Accept)”に設定している。 
図 3.に示すように文法に沿った文字列「1+2*3」の処理

では生成規則の検証が成功し、文法に沿っていない文字

列「*2」では検証が失敗している。 
到達率測定に関する実験

到達率測定に用いる Prefix Capture が発生する文法

を、図 4.に示す。また、到達率の測定結果を図 5.に示

す。 
図 4.の文法に対して、生成規則検証部で到達率を測定

し、Prefix Capture が発生していないことの検証を試み

る。図 5.の上部から、入力文字列+i および++i におい

て、到達率が 50%となり 100%でないことが分かる。こ

れは、入力文字列が生成規則「Op = ‘+’ / ‘++’」の 1 つの

選択肢‘+’に照合したからである。したがって、図 4.の
文法に Prefix Capture が含まれることを確認できる。 

また、図 4.の一部の生成規則を「Op = ‘++’ / ‘+’」に変

更し、Prefix Capture を含まない文法を適用して到達率を

測定した画面を、図 5.の下部に示す。 
図 5.下部から、到達率が 100%を示していることが分

かる。したがって、到達率の計算式から 

到達率 = 解析成功した選択肢の個数

順序選択の選択肢の個数
× 100 = 100 

順序選択の選択肢の個数 = 解析成功した選択肢の個数 

となることから、すべての順序選択の選択肢に対して構

文解析できることがいえる。そのため、任意の入力文字

列に関して Prefix Capture が発生しないことを証明できる。 
の評価

本節では、Tamias の生成規則の動作検証機能および到

達率の測定機能に対する実験結果の考察を以下に述べる。 
 生成規則の動作検証に関する実験 

生成規則エディタ部で生成規則を記述し、動作検 
証を実行した。PEG インタプリタは、ユーザが選

択したテスト可能シンボルを対象とした構文解

析を行ない、テストを実行できた。このことから、

Tamias は構文解析器を作り直すことなく、ユーザ

が選択した非終端記号に関して動作検証を実行

できるといえる。 
 到達率測定に関する実験 

Prefix Capture が発生する文法に関して、Tamias を
用いて到達率を測定した。Prefix Capture が発生す

る文法では、到達率は 100%とはならなかった。

そこで、適用した文法を Prefix Capture が発生し

ない文法に変換したところ、到達率は 100%と

なった。到達率が 100%となる結果は、すべての

入力文字列に対して順序選択の選択肢が正しく

動作することを意味する。よって、Tamias は測定

対象の文法に関して、到達率を測定することで

Prefix Capture が発生する文法かどうかを検証す

ることができる。 
以上から Tamias は、解析表現文法を記述した構文ファ

イルのチェックができるといえる。 
 関連研究

 
本多らは、解析表現文法の開発を支援するために PEG

デバッガを提案した 8)。PEG デバッガは、解析表現文法

の文法開発を動的に支援するためのデバッグ支援ツール

であり、Nez パーサライブラリ 9)の一部として実装してい

る。PEG デバッガは、独自のインタプリタ上で動作し、

ブレークポイントの設置、ステップ実行、スタックトレー

スの表示等の機能をもつ。PEG デバッガは、1 つの入力

文字列に関して動作の確認または Prefix Capture が発生し

ているかどうかの確認を行なうことができる。しかしな

がら、任意の入力文字列に関して Prefix Capture が発生し

ていないことの証明はできない。これに対してTamiasは、

PEG インタプリタを用いて動作検証を実行でき、到達率

という指標から、任意の入力文字列に関して Prefix 
Capture が発生していないことを証明できる。 

森らは、構文解析器を差分的に合成できるような構文

解析器生成系を提案し、そのプロトタイプを実装した 5)。

従来手法では、解析表現文法における構文の一部を変更

した場合、対応した構文解析器を最初から再度作り直す

必要があった。森らの提案手法では、差分的に合成され

る解析表現文法と対応して、合成した構文解析器を作成 

図 2. 加法および乗法を表した文法. 

図 3. 生成規則の動作検証に関する実験結果. 
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できる。また、差分的に文法を合成する状況下で、既存

の構文解析器よりも高速に構文解析器を生成できること

を示した。Tamias は、インタプリタによって、この問題 
を解決している。すなわち、ユーザが生成規則エディタ

部で構文の一部を変更した場合は、PEG インタプリタが 
解析できる非終端記号を動的に変化させることによって

対応できる。 
 おわりに

 
本研究では、解析表現文法を対象とした構文ファイル

のチェックの支援を目的として、構文ファイルのチェッ

クツール Tamias を開発した。 
本研究で開発した Tamias は、ユーザが読み込んだ構文

ファイルまたは入力した解析表現文法を静的または動的

に解析し、構文ファイルのチェックを可能とするツール

である。Tamias は、生成規則エディタ部、シンボルリス

ト部、生成規則検証部の 3 つのエリアをもつ。生成規則

エディタ部では、解析表現文法における構文ファイルの

読み込みおよび生成規則の記述ができる。記述した生成

規則の非終端記号は、Tamias が独自に定義した 3 種類の

非終端記号に分類し、シンボルリスト部に表示する。そ

して生成規則検証部において、シンボルリスト部で表示

した非終端記号をもとに抽出した生成規則に関して動的

な検証を実行できる。 
Tamias が正しく構文ファイルをチェックできることを

確認するために、解析表現文法を生成規則エディタ部へ

記述し、実験を行なった。生成規則の動作検証と Prefix 
Capture が発生していないことの検証は、Tamias 内部の

PEG インタプリタを実行することで正しく検証できるこ

とを確認した。以上から、Tamias は、解析表現文法を対

象とした構文ファイルのチェックが可能であるといえる。 
以下に、今後の課題を挙げる。 
 部分解析表現の対応 

解析表現の中に括弧を用いて解析表現を入れ子

にするような生成規則は認識しない。今後、括弧

を記述できるようにすることで、Tamias で動的検

証できるテスト可能シンボルが増えると考えら

れる。 
 ジェネレータ機能の実装 

現在の Tamias では、生成規則エディタ部で記述

した解析表現文法から構文解析器を生成できる

機能はない。ジェネレータ機能を付けることに

よって、十分に正しさが検証できた文法に対して

構文解析器を作成することができると考えられ

る。 
 抽象構文木の生成機能の実装 

抽象構文木は、解析表現文法を解析した構造を木

構造で表現したものである。それゆえ、抽象構文

木の生成は、構文解析した結果から構造をユーザ

が把握しやすくなると考えられる。 
 生成規則の自動テスト機能の実装 

現在の Tamias では、任意の入力文字列に関して、

Prefix Capture が起こらないことを確認する作業

は手間がかかる。現状では、すべての選択肢を解

析するだけの入力文字列をユーザが作成しなけ

ればならない。もし、順序選択の選択肢が複数の

非終端記号を導出する場合は、すべての選択肢を

解析する入力文字列を作成することは困難であ

る。 
そこで、生成規則エディタ部に記述した終端記号

から Tamias が自動的に入力文字列を生成し、生

成規則の動作検証を実行するように改良する。そ

れによって、任意の入力文字列に関して、Prefix 
Capture が起こっていないことを確認する手間が

削減できると考えられる。 
 

図 4. Prefix Capture を含む文法. 

図 5. 到達率測定に関する実験結果. 
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タヒチアンダンスで使用される衣装用パレオデザイン    
プログラムの試作 

 
石津 貴弘 a)・石躍 ゆい b)・坂本 眞人 c)

 

The Prototype Experiment for Designing Pareo Costume 
Used in Tahitian Dance 

 
Takahiro ISHIZU, Yui ISHIODORI, Makoto SAKAMOTO 

 
Abstract 

 
Tahitian dance is a traditional dance in Tahiti located in the Polynesian Islands. Bold and glamorous 

dancing using the body line unique to women attracts the hearts of the viewers. Costumes used for Tahitian 
dance are important things that influence the atmosphere of dance, and it was basic to handmade. Currently, 
although it is increasingly being marketed, the number isn't a lot and it is difficult to find a design that you 
like. In this study, we made a prototype which can design simple pareo design for the user can easily use. In 
this prototype, we prepare several types of Polynesian-like motifs to design in advance. The user can 
arbitrarily arrange, move and delete the motif selected here on the costume type, and design the entire pareo. 
In this paper, we post a pareo and a coconut bra & skirt design as an example of execution. 
 
Keywords:  Tahitian dance, design, pareo, Polynesian-like motifs 

1. はじめに 

 
タヒチアンダンスとは南半球のポリネシア諸島に位置

するタヒチで伝わる伝統舞踊である。大胆かつ艶美さを合

わせもち、女性ならではのボディラインを生かしたダンス

は、見る人の心を魅了するタヒチの重要な伝統文化である

3,8)。タヒチアンダンスで使用される衣装は 3種類ある。1

つ目は貝や羽の装飾が施されたゴージャスなヘッド・ドレ

ス、踊るときに腰の動きを強調するモレを着用するアフ・

オリである（図 1.1）。2つ目は葉や花を乾燥させたものや

生の植物を装飾として使用した植物製の衣装である（図

1.2）。3 つ目がパレオという布を使った衣装である（図

1.3）。タヒチアンダンスに用いられる衣装はダンスの雰囲

気を左右する大切なものであり、手作りすることが基本で

あった。現在市販されることも増えてきたが、未だに数は

多くなく、気に入ったデザインを見つけることが困難であ

る。本研究では、先行研究でなされていたハワイアンモチ

ーフを用いた衣装用プログラムの試作を参考に、一般ユー

ザにも容易に使用可能なソフトウェアを目指し、簡易的な

パレオデザインプログラムを試作した。 

図 1.1．アフ・オリ 5)．  図 1.2．植物を使った衣装 6)． 

2. プログラムの内容 

2.1. プログラムの概要 1,2)  

本プログラムを作成するにあたり、Visual Studio 2017

（C++）を使用した。パレオのデザインをするにあたって、

ポリネシア風モチーフをあらかじめ数種類用意した。 

ユーザが選択したモチーフを衣装の型上で任意に配置、

移動、削除をすることができ、パレオ全体のデザインを行

うことができる。ペン機能の使用によりユーザは衣装や生

図 1.3．パレオを使った衣装 7)． 

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 
b) 情報システム工学科学部生 
c) 情報システム工学科准教授 
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地上に自由な描写を行うことができる。ペンの太さ、色の

変更を行うことができる。また、デザインをするにあたっ

て、モチーフそれぞれの持つ意味を知ることが理想のパレ

オデザインを作るために大切なことだと考える。そこであ

らかじめ数種類のモチーフを用意し、それぞれの意味を表

示することができるようにした。 

 開発環境 

 OS: Microsoft Windows 10 

 環境: Visual Studio 2017 

 言語: C++ 

 

2.2. プログラムの内容 

パレオは約 90cm×約 180cm の長方形が基本である。し

かし、パレオは巻き方によってさまざまな形で楽しむこと

ができる。巻き方によって模様の見え方も変わるので今回

は長方形（図 2.1）だけではなく、スカート、アフロア（ワ

ンピース型）、ココナッツブラとスカートの型（図 2.2）も

用意した。またどの形でも使用されることが多いハクレイ

（花冠）の型も用意した。Form1 の初期画面では、

PictureBox 内には何も表示されていない。デザインした

いパレオの型を選択するために RadioButton のチェック

を操作することにより型が PictureBox内に表示される。 

図 2.1．長方形の状態．   図 2.2．スカート型． 

 

2.3. 総柄の選択 

パレオ全面にあらかじめ大まかな模様をつけ、デザイン

があまり得意でないユーザにも簡単にデザインができる

ように第二層でベース柄を選ぶことができる。今回はタヒ

チに関係する動植物をはじめとし、タヒチならではの柄で

あるタパの柄も用意した（図 2.3、2.4）。 

 

 

 

 

図 2.3．タパ柄．      図 2.4．ハイビスカス柄． 

 

2.4. 衝突判定 

本プログラムでは、マウス操作でモチーフの移動と削除

を行う。その際、マウスダウンした位置にモチーフがある

かどうかの判断のために衝突判定を行う。今回も先行研究

同様に座標成分を用いた衝突判定を行っている。 

 画像の左上隅の座標を(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0)とし𝑥𝑥0に画像の幅を足

した点を𝑥𝑥1、𝑦𝑦0に画像の高さを足した点を𝑦𝑦1とし、(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0)

から(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1)の範囲内に、マウスダウンで指定された座標

があるかどうかで判定を行う方法である。y座標は下向き

を正とし、x座標は右向きを正とする。指定された座標を

（X,Y）とすると、衝突する条件は、 

𝑥𝑥0 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥1 かつ 𝑦𝑦0 ≤ Y ≤ 𝑦𝑦1 

となる。 

 

2.5. モチーフ選択 

パレオのデザインに必要なモチーフはあらかじめ用意

しておく。これらのモチーフは単語の関連性によってグル

ープ分けしてある。初期画面のモチーフ選択ボタンを押す

ともう一つのフォーム（Form2）が立ち上がり、関連する

モチーフが ListViewに表示される。使いたいモチーフを

ダブルクリックすることで初期画面の PictureBox内の選

択したパレオの型上に描写される（図 2.5）。 

図 2.5．モチーフ選択画面． 

156 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第48号



 

 

2.6. モチーフの移動・削除 

移動したいモチーフの上にマウスカーソルを持ってい

き、左クリックをしたままドラッグを行うことで好きな場

所へ移動ができるようにした。マウスダウンした位置にモ

チーフが存在しない場合、“移動したい画像を選択してく

ださい”というメッセージダイアログが表示される。マウ

スダウンした場所にモチーフがある場合、左クリックした

ままマウスをドラッグし、移動したい位置でボタンを離す

ことで移動距離を計算し、その移動距離に応じでモチーフ

の再描写を行う。 

また、削除したいモチーフの上で右クリックをするとモ

チーフが削除される。マウスダウンした位置にモチーフが

存在しない場合、“削除したい画像を選択してください”

というメッセージダイアログが表示される。 

 マウスダウンした位置にモチーフがあるかどうかの判

断と、移動、削除するモチーフの決定は衝突判定で行う。 

 

2.7. 背景色の選択 

パレオのベースの色を変更したいときは、Form1の色の

変更ボタンを押すとカラーダイアログボックスが起動し、

ユーザの好きな色の選択をすることができる。 

 

2.8. モチーフの解説 

タヒチやポリネシア諸島にちなんだモチーフにはそれ

ぞれ意味や由来がある 4)。そこでモチーフの意味を知らな

いユーザにもわかりやすくデザインしてもらうために選

択したモチーフの意味や由来を表示することができる（図

2.6）。 

 

図 2.6．モチーフ解説． 

 

2.9. ペン機能 

ユーザがマウスによる自由描写ができるように初期画

面のペンボタンを押すことで自由線を描写できるように

なっている。マウスダウンをしながら好きなように動かし

マウスを離したところまで自由描写ができる。また、ペン

の太さとペンの色は変更可能である。ペンの太さは細い・

普通・太いの 3種類から選択できる。ペンの色は黒・赤・

緑・白・青の 5色から選択できる（図 2.7、2.8）。 

図 2.7．ペンの太さの変更．     図 2.8．ペンの色の変更． 

 

2.10. 消しゴム機能 

ユーザが間違えてしまったところを修正することがで

きるように消しゴム機能を用いて消すことができる。ユー

ザがマウスダウンをしながら消したいところに動かし、マ

ウスを離したところまで消すことができる。 

 

2.11. ペンのやり直し 

ベース柄やデザインしたモチーフはそのままにしてユ

ーザが書いたペンだけを消すために、初期画面のペンのや

り直しというボタンを押すとユーザが書いたペンが一掃

され、背景色やベース柄とモチーフはそのままにしてペン

だけを消すことができる。 

 

3. 実行結果 

実行例としてパレオの布状態とココナッツブラ＆スカー

トのデザインを掲示する。図 3.1は総柄を用いてタヒチ伝

統のタパ柄を使用した。図 3.2は自分で背景色、モチーフ

を選択した。ハイビスカスには「幸せな未来」という意味 
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がある。 

図 3.1．総柄のデザイン． 図 3.2．ココナッツブラ   

＆スカートのデザイン． 

 

4. 考察 

 
本プログラムは、パレオの布状態のデザインに加えスカ

ート型やワンピース型にした時にもユーザがイメージし

やすいプログラムを目標としていた。また、デザインする

にあたってモチーフの意味を理解することで、その衣装に

対してユーザの思いや意味を持った衣装のデザインがで

きることを目標にしていた。デザインに関しては最低限必

要な機能が存在し、パソコンに慣れていないユーザにも簡

単に作業できるようになっていると思われる。モチーフの

意味を調べなくてもデザイン中に本プログラム内で表示

することができるのでデザインしやすいと思う。これはタ

ヒチアンダンスのイメージや雰囲気を尊重し、よりダンス

を美しく見せる手助けになるのではないかと思う。 

しかし、スカート型やワンピース型にはパレオを変形す

ることによって生じるしわや独特な布の形を表現するこ

とができず、リアリティが足りないと思われる。よって、

衣装型をより工夫して人が着用した時の独特な丸みやし

わが分かるような型にすることが今後の課題の一つにな

ると考える。 

 

5. 終わりに 

 
現在、タヒチアンダンスをしている人は世界中に数多く

いる。タヒチアンダンスをしている人々にとって衣装は必

要なものであり、モチベーションや結果につながる大切な

ものの一つであると考える。本研究では何種類かある衣装

の中でパレオのデザインに重点を置いてプログラムをつ

くった。パレオは使い方によっていろいろな形を魅せるの

で広げた布状態だけでなくほかの形でもデザインするこ

とができるようにした。しかし、まだ実践面では厳しいと

思われるので、よりリアリティのある実用的な機能を持っ

たプログラムにしていきたい。 
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Fundamental Study on Control of CG Characters by 

Electroencephalography (EEG) analysis 
 

Takahiro ISHIZU, Kenji SAKOMA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

Virtual Reality (VR) technology is expected to develop in various fields such as medical, education, 
business and entertainment. In this study, we aim at more intuitive operation by focusing on troublesome 
mounting in VR. When using VR equipment, it is necessary to set up many cables and sensors. Also, when 
using it, there must always be a certain space around the user. This is because we always use the controller 
when operating in the world of VR, for reasons of care or for the safety of the user. For this reason, there arises 
a problem that the location must be selected when the VR device is used. As a method to solve this problem, 
we propose manipulation method of CG character by electroencephalography (EEG). In this paper, we ask five 
subjects to manipulate CG characters by EEG and evaluate this system by questionnaire. 
 
Keywords:  Virtual Reality (VR), manipulation method, CG character, 
electroencephalography (EEG) 
 

1 はじめに 

 

 VR（Virtual Reality : 人工現実感）元年と呼ばれた

2016 年以降、VR 技術は世界中で目覚ましい発展を遂げて

いる。年々、よりレベルの高い VR 機器が発売され、値段

は多少張るものの我々にも簡単に購入できるようになっ

てきた。その結果、VR技術は様々な分野——医療、教育、商

売、エンターテイメントなど——でその発展が期待されてい

る。 

 しかし、VR 技術の発展には解決しなければならない問

題点が大きく五つ存在する。一つ目に装着の煩わしさ、二

つ目にスペックの問題、三つ目に社会的・市場的問題、四

つ目に制作現場における問題、そして最後に健康に関する

問題である。私はこの中で特に一つ目の装着の煩わしさに

着目した。VR 機器を使用する際、多くのケーブルやセン

サなどをセットアップする必要がある。また、使用すると

きには必ず使用者の周りに一定の空間がなければならな

い。これは、VRの世界で操作する際、必ずコントローラー

を使うため、周りへの配慮または使用者本人の安全のため

である。このため、VR 機器を用いる時に場所を選ばなけ

ればならないという問題が発生する。最近はケーブル類を

一切必要としない一体型（スタンドアロン型）のモデルも

徐々に登場しつつある。一体型によってケーブル類の問題

は解決する。しかし、使用者の周りの空間問題については

解決されていない 1)。 

 そこで、この問題を解決するための方法として脳波によ

る操作——BMI(Brain-Machine Interface : ブレインマシ

ンインターフェース)を提案する。BMI は BCI（Brain-

Computer Interface : ブレインコンピュータインターフ

ェース）とも呼ばれ、脳波を機器によって計測後、その脳

波から特徴を抽出し、その特徴によってコンピュータに反

応を生じさて CG キャラクターを制御させる研究である。

この方法を用いれば使用者の周りの空間問題は解決する

のではないかと考える 2,3)。 

 

 

 

 

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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2 研究手法 

2.1 使用機器 

 Mind Wave Mobile 

図 1．Mind Wave Mobile． 

 

  ニューロスカイ社が販売している機器(図 1参照)。今

回の研究では脳波を測定する必要があるので、この機器を

用いる。 

 

2.2 開発環境 

 本システムを構築するための開発環境は以下の表 1 に

示す通りである。 

 

OS Windows 10 

言語 C# 

計測機器 Mind Wave Mobile 

ソフトウェア Visual Studio 2017 

Unity 2017.3.1f1 

表１．開発環境． 

 

2.3 ライブラリ 

 libStreamSDK 

 Visual Studio 2017 で Mind Wave Mobile より脳波

データを受信するときに使用した。 

 MathNet.Numerics 

 Accord 

 Accord.MachinerLearning 

 Accord.Math 

 Accord.Statistics 

 Visual Studio 2017 で Mind Wave Mobile から受信

したデータを処理するときに使用した。 

 

2.4 脳波計測 

 本研究では、脳波を計測する必要がある。そこで、ニュ

ーロスカイ社製の脳波測定機 Mind Wave Mobile を使用す

る。また、脳波データを Visual Studio 2017 で受信する

際に、libStreamSDK というライブラリを使用した。 

 

2.5 脳波処理法 

2.5.1 FFT（Fast Fourier Transform : 高速フ

ーリエ変換） 

 DFT（離散フーリエ変換）の一種であり、DFTを計算機上

で高速に実行できるよう考案されたアルゴリズムである

(式 1 参照)。本解析法を使うときは MathNet.Numerics の

ライブラリを使用した 5)。 

𝑿𝑿𝒌𝒌 = ∑𝒙𝒙𝒏𝒏𝒆𝒆−𝒊𝒊
𝟐𝟐𝝅𝝅
𝑵𝑵

𝑵𝑵−𝟏𝟏

𝒏𝒏=𝟎𝟎

     (𝟏𝟏) 

 

2.5.2 連続ウェーブレット変換 

 基底関数として、ウェーブレット関数を用い、フーリエ

変換では失われてしまう、時間的情報を残すことが可能で

ある。ウェーブレット関数を拡大縮小、平行移動して加算

することで与えられた入力の波形を表現しようとする手

法である(式 2参照)。 

𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 1
√𝑎𝑎

∫𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝜓𝜓(𝑡𝑡 − 𝑏𝑏
𝑎𝑎 ) ⅆ𝑡𝑡      (2) 

 

 

2.5.3 離散ウェーブレット変換 

 元信号を高周波成分と低周波成分に分解し、分解された

低周波成分もまた高周波成分と低周波成分に分解する作

業を繰り返す手法である(式 3参照)6)。 

𝑑𝑑𝑘𝑘
(𝑗𝑗) = 2𝑗𝑗 ∫𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝜓𝜓(2𝑗𝑗𝑡𝑡 − 𝑘𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ⅆ𝑡𝑡

𝑅𝑅
     (3) 

 

2.5.4 脳波特徴判別法 

脳波特徴判別法には、脳波特徴判別で一般的に使われて

いる SVM（Support Vector Machine : サポートベクター

マシン）を用いる。SVMは教師あり学習を用いるパターン

認識モデルの一つである(式 4、5 参照)。SVM は未学習の
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データに対して高い識別性能を持つ。本研究ではカーネル

関数にガウスカーネル(式 6参照)を用いた。また、SVMを

実行するために MathNet.Numerics Accord、 Accord. 

MachinerLearnin、Accord.Math、Accord.Statistics のラ

イブラリを使用した 4)。 

y(x) = sgn { ∑ wnK(xn, x)
n=SV

+ b}      (4) 

 = { 0    𝑥𝑥 ∈  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
1    𝑥𝑥 ∈  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐     (5) 

K(x1 , x2) = exp(−‖x1 − x2‖2 ∕ 2σ2)   (6) 

 

2.5.5 Visual Studio 2017 

 Visual Studio 2017 では、Mind Wave Mobileから送ら

れた脳波データを処理し、特徴検出を行う。この際、脳波

処理法は FFTを使用する。その後、処理された脳波データ

を SVMにかけ、リラックスしているときは 0、動こうとす

ると 1が出力(式 5参照)されるように脳波を判別する。 

 

2.5.6 Unity 2017.3.1f1 

 脳波の特徴に反応して変化する CG キャラクター、プロ

グラムを作成した(図 2参照)。Visual Studio 2017 から

処理され、SVMによって判別された特徴を受け取り、その

特徴に則って反応するよう作成した。なお今回のキャラク

ターは Unity の Asset Store より無料で公布されている

ものを使用する。 

図 2．Unityで使用する CGキャラクター． 

 

3. 実験方法 

 
 被験者には椅子に座って頂き、頭部に Mind Wave Mobile

を装着後に計測を開始する。脳波処理法には FFTを使用す

る。実験中、被験者には適度にリラックスしたり、体を動

かしたりするなどして頂き、それによって Unity 内の CG

キャラクターがどう動くかについて評価する。本研究では、

CG キャラクターの動きは 2 種類のみで、リラックスして

いる時は止まっていて、体を動かそうとすると前進するよ

うになっている。 

 

4. 評価実験 

 
本実験では、大学生 5人に被験者となってもらい、評価

実験を行い、アンケートに答えてもらった。評価内容は「良

かった点」、「悪かった点」、「その他」について自由記述形

式で行った。 

 

5. 評価結果 

 
 アンケートを行った結果、以下の通りになった。 

「良かった点」は『単純に面白かった』、『体を動かそう

と思うだけで動くので興味深かった』、『CG キャラクター

が可愛かった』などが挙がった。 

 『悪かった点』は『リラックス/体を動かそうとしてか

ら、実際に CG キャラクターにその反応が反映されるのに

時間がかかった』、『Mind Wave Mobile がずれてくる』、

『Mind Wave Mobile が頭を締め付けてきて痛い』、『リラ

ックス/体を動かそうとしてないのに動く/静止する』、『VR

機器と Mind Wave Mobile が干渉して装着しづらかった』、

『ずっとやっていたら気分が悪くなった』などが挙がった。 

 『その他』は『他の動きには対応してないのか』、『他の

CGキャラクターはないのか』などが挙がった。 

 

6. 考察 

 
 評価結果より、『良かった点』から本研究の目的である

脳波による CG キャラクターの制御は、単純な前進するか

静止するかの 2 パターンのみだがある程度成功している

のではないかと考える。 

 『悪かった点』からは、脳波処理の方法、判別法がまだ

まだ不完全であることが分かった。また、Mind Wave 

Mobile の装着にも問題があることが分かった。こちらは
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サイズが変更できない、選べないことが問題であると考え

られる。そして VR 技術の問題点の一つの健康面での問題

である『VR酔い』が本研究でも見られることが分かった。 

 『その他』の意見からは、この研究における操作性やＣ

Ｇキャラクターに多様性が必要であることが分かった。 

 

7. まとめ 

 
 本研究では、VR 技術の発展において問題点となってい

る『装着の煩わしさ』の中で特に使用者周りの空間性の問

題について、Mind Wave Mobile によって脳波データを計

測し、Visual Studio 2017 によって Mind Wave Mobileか

らの脳波データを受信し、その脳波データを適切に処理し、

その後そのデータを SVMにかけ、脳波特徴を判別し、判別

した値を Unity 2017.3.1f1 に送信し、判別された値によ

って Unity内のキャラクターを操作する、一般的に BMIと

よばれる分野の手法を提案した。 

 評価実験の結果より本研究の目的である脳波による CG

キャラクターの操作は精度が悪いものの、成功したと考え

る。今後の課題としては、脳波処理、脳波特徴判別の精度

の向上や、Mind Wave Mobile の装着時の煩わしさの改善、

CGキャラクターの動きの多様性などがあると考える。 
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アニメーションの中割りアルゴリズムによるキャラクターの描写Ⅱ 

 

石津 貴弘 a)・那須 航 b)・坂本 眞人 c) ・飯干 淳志 d) 
 

Description of the Character  
by the Inbetweening Algorithm for Animation Ⅱ 

 
Takahiro ISHIZU, Wataru NASU, Makoto SAKAMOTO, Atsushi IIBOSHI 

 
Abstract 

 
Recently, Japan has launched various measures to realize tourism nation, and computer animation is one 

of them. Therefore, we would like to cooperate with local tourist city as the sightseeing support by using 
computer animation. Computer animation originally has the problem that production takes a lot of time. 

The animator must draw many frames of the object and spend much time and labor. Therefore, 
computerized inbetweening methods that intermediate images are generates from image data called two key 
frames have been proposed. In this paper, we make computer animation easily using algorithm created based 
on the Miura inbetweening algorithm, which is a representative subdivision algorithm. In addition, we simulate 
by changing the number of nodes of the outline or the illustration to be animated, and consider how to apply it 
for future animation production. 

 
Keywords:  tourism, sightseeing support, computer animation, inbetweening 
methods, Miura inbetweening algorithm, key flames 

 
1 はじめに 

 

 日本は今、観光立国実現に向けて様々な施策を打ち

出しており、コンピュータアニメーションもその 1つ

である。その成果もあり 2011年には東日本大震災の影

響により減少していた訪日外国人旅行者も近年では、

増加の一途を辿っている 3)。 

 しかし、訪日外国人旅行者が年々増加しているのに対

し、宮崎県内の観光入込客数は伸び悩んでいる状況であ

る。2015 年から 2016 年にかけて、訪日外国人旅行者は

約 500万人増加しているが、宮崎県内の観光入込客数は、

約 50万人減少している 4)。 

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を用い

た観光キャラクターのアニメーション制作を行い、観光

支援ができないかと考えた。 

コンピュータアニメーションは本来、制作に時間がか

かるという問題点を抱えているが、中割り法を用いるこ

とで、2 枚のキーフレームと言われる画像データから、

一連の中間画像を生成することができ、制作過程を簡単

にすることができる。 

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 アルゴリズムをもとに作成されたアルゴリズムを

用いてキャラクターの簡単な動作と表情のアニメーシ

ョンを作成した。アニメーションに用いた観光キャラ

クターは宮崎県高千穂町のまろうど酒造(株式会社高千

穂ムラたび)の「ちほまろ」という商品のキャラクター

である(図 1)。 

 

図 1．まろうど酒造「ちほまろ」のキャラクター5)． 

 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 
b) 情報システム工学科学部生 
c) 情報システム工学科准教授 

d)（株）高千穂ムラたび 代表取締役 
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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

ョンの流れの中で動作の主要な変化点の絵を 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”と呼ぶ（図 2）。 

 

図 2．キーフレームアニメーションの概略図 2). 

 

 中割り作業は経験を必要とする作業であり、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。キーアニメーター独特の個性表現やなめら

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、多数の補助アニメーターと時間

が必要になっていた。しかし、近年ではコンピュータ

を用いた中割り法が一般的になってきている。いわゆ

るコンピュータキーフレーム法である。 

 

3 中割りアルゴリズム 

 

 

図 3．中割りアルゴリズム 1). 

 図 3における端点 D、Eについて、以下の式(1)で計

算する。 

xt = (1 − 𝑡𝑡)𝑥𝑥0 + 𝑡𝑡𝑥𝑥1 
yt = (1 − 𝑡𝑡)𝑦𝑦0 + 𝑡𝑡𝑦𝑦1 (1) 

次に KF0を基準とし、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点を用いて式(2)により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を基準とし、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)により求める。 

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 1)。 

 

4 シミュレーション結果 

 

前節で述べたアルゴリズムを用いて、キーフレームとな

る 2つの画像データの中割りを行い、なめらかな中間画

像が生成されるかシミュレーションを行った。観光キャ

ラクターの中割りを行うにあたり、人の手の動きの画像

       A(x1
0, y1

0)           𝐷𝐷(𝑥𝑥1
𝑡𝑡 , 𝑦𝑦1

𝑡𝑡)                𝐹𝐹(𝑥𝑥1
1,𝑦𝑦1

1)      
 
 
    KF0                                                   𝐾𝐾𝐹𝐹1     
 
                            B0                             
   B(xu

0, yu
0)                       𝑇𝑇0                          

                     T1                            𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑢𝑢1,𝑦𝑦𝑢𝑢1)     

                     B1                                                   
 
 
 
    C(x0

0, u0
0)            𝐸𝐸(𝑥𝑥0

𝑡𝑡 , 𝑦𝑦0
𝑡𝑡)                 𝐻𝐻(𝑥𝑥0

1, 𝑦𝑦0
1)        

                                     t                  
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(図 4～図 6)についても中間画像の生成を行う。また、

まろうど酒造「ちほまろ」のキャラクターは体の動き(図

7)と表情の変化(図８)について、中間画像の生成を行う。

表情の変化については修正をし、再度中割りを行った

(図 9)。2 つの画像は節点数を等しく設定し、データ数

が一対一になっている。 

 

 

図 4．チョキからグー． 

 

 

図 5．グーからパー． 

 

 

図 6．パーからチョキ． 

 

図 7．ちほまろ(体の動き)． 

 

 

 

図 8．ちほまろ(表情の変化)． 
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図 9．ちほまろ(表情の変化) 修正版． 

 

5 考察 

 

 図 4 と図６の画像のように指を曲げる場合の中間画

像は歪みも少なくなめらかに中割りされることが確認

できた。しかし、図 5のように指を開く場合の中間画像

は親指の付け根部分が途切れたり、大きく歪んでしまっ

た。これは、親指の付け根部分を始点と終点として設定

しており、中間座標を求める計算上、端点として始点と

終点を先に計算しているためだと考えられる。 

 次に、ちほまろの体の動きの中割り(図 7)は概ねなめ

らかに中間画像を生成できたが、キーフレームとなる

画像の腕が体の前面に描かれているため中間画像で体

の線と腕が重なって描画されてしまった。また、ちほ

まろの表情の変化の中割り(図 8)は目と口が大きく歪ん

でしまうことが確認できた。節点数を増やすことで中

間画像がなめらかになる傾向があったので、節点数を

倍に増やし再度中割りを行ったが、歪みは小さくなら

なかった。そこで、キーフレームとなる画像データ自

身に回転パラメータθを入力しアフィン変換を用い

た。 
x1 = 𝑥𝑥0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑡𝑡 − 𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠θt 
y1 = 𝑥𝑥0𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑡𝑡 + 𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐θt (5)

式(5)を追加し中割りを行ったところ、歪みを少なくす

ることができた(図 9)。 

 今後の課題として、中間画像の始点と終点が歪んでし

まうことが確認できたので変化のない部分を始点と終

点として設定するといった工夫が必要である。また、3

次元の動きに対する中間画像の生成が適切にできてい

ないので、奥行きを考慮した 3次元の動きについての研

究が必要である。 

 

6 おわりに 

 

 本研究では、コンピュータによる中割り法を用いた観

光キャラクターの中間画像および人の手の動きの中間

画像の生成を行った。今回は手の動きやキャラクターの

動き、表情の変化について検証、修正を行って中間画像

を生成したが、キャラクターを描画できる動きに制限が

あるため、今後は動きのパターンを増やせるように 3次

元の動きについてのより緻密な研究が必要になると考

える。 
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リアルタイム性を考慮したエントロピーベースDDoS攻撃検知手法の提案

臼崎　翔太郎 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

A Proposal of Real-Time Entropy-based DDoS Attack Detection

Method

Shotaro USUZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

From the background that the risk of DDoS attacks is increasing year by year, it is important to detect
attacks in real time and quickly shift to attack mitigation processing. Entropy methods with high detection
accuracy and speed computation are widely used as one of the DDoS attacks detection approach to improve
real-time performance. On the other hand, although the entropy method is recommended to use a wide
window size to reduce the influence of noise, not only the processing efficiency degrades when the window
size is increased but also the attack detection delays since the interval of detection processing increases. In
addition, the attack detection using the entropy is important to learn the average and variance parameters
from the latest data with a small degree of abnormality in order to determine the optimum threshold. Our
method reduces the influence of noise with shortening the detection interval by applying the existing data
mining method with efficient aggregation processing and sequentially learns the latest data in the period except
for the burst traffic to automatically adjust the parameter. Experimental results show that our method has
the Precision up to 0.978 and the Accuracy up to 0.992, these values are inferior to the maximum 1.0 with
existing method, however, sufficient detection accuracy. On the other hand, in CICIDS 2017, the Precision
was as low as 0.790 at the maximum. Although our method extracted the attack observation period, we need
to calculate the abnormality for each host in the future. In terms of the processing time, proposal method is
faster than the 296µsec of existing method. The performance is also higher than the basic entropy detection
method. In future work, we need to evaluate the performance using real data traffic. .

Keywords: DDoS, Entropy, Aggregation pyramid, Real-time detection, Burst detection

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

不正なトラフィックを送信しサーバをサービス停止状態に
追い込む DDoS（Distributed Denial-of-Service）攻撃は、イ
ンターネットが社会インフラとなっている昨今ではその検知
および緩和処理が重要となっている。実際に、2000年には大
手の検索サービスの Yahoo1) や、DNSのルートサーバ 2) へ
の攻撃が報告されている。また 2016年には DNSサーバを提
供する Dynに対する攻撃が観測されており 3)、この攻撃の影
響により、Twitterや Spotifyなどが一時的に利用できなくな
る事態となっている。このように、DDoS攻撃の被害は年々大
きなものとなっており、攻撃リスクの最小化が望まれている。

DDoS攻撃の規模は、図 1に示すように、IoTボットネッ
トによる攻撃やリフレクション攻撃の流行が原因で 2012 年
を境に年々増加しており 4)、2018年現在、DDoS攻撃として
史上最大である 1.3Tbps以上の規模の攻撃が観測されている
5)。DDoS攻撃を受けた 1,021社を対象に行った Neustar社
のレポートによれば、2017年には 79%の企業が、DDoS攻撃

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

によって 1時間で約 2,500米ドルの被害を受けたと報告され
ている 6)。さらに、2017年第 1四半期に VERISIGN社から
提出された報告によると、観測時点では、DDoS 攻撃の最大
規模は約 900,000 pps であり、121 Gbps が観測されている
7)。さらにクラウドにおける DDoS攻撃は、攻撃自体の被害
に加え、リソースを利用した分だけ料金を支払う従量課金制
であることに起因する EDoS 攻撃被害も引き起こす。EDoS

（Economic Denial-of-Sustainability）攻撃はクラウド利用組
織に向けて経時的に大量のリクエストを送信し、リソースの
追加を長時間にわたり強要させる攻撃である。これによって
間接的にクラウド利用組織の課金額を増やして経済的損失を
発生させる。2014年には Amazon EC2 を利用した組織への
DDoS 攻撃で 1日あたり 3万ドルの EDoS 攻撃被害が発生し
ていることが報告されている 8)。DDoS攻撃被害を緩和する
ためにはリアルタイムに攻撃を検知し、攻撃緩和処理への素
早い移行をサポートすることが重要である。リアルタイムに
攻撃を検出する方法として、比較的計算量の少ない、統計的検
知手法が広く利用されている。統計的検知手法では、時間や
パケット数を単位とする系列（以降ウィンドウサイズと呼ぶ）
ごとに特徴量を計算し、過去データとの乖離度を利用して攻
撃検知を行う。その中でもエントロピーを利用して、出現す
るホストの偏り具合を監視するエントロピー手法が広く利用
されている。エントロピー手法では基本的な処理がパケット
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図 1. Arbor 社による DDoS 攻撃のレポート（文献 4) より
引用）

カウントであることから高速計算性が高く、さらに攻撃検知
精度の高さが特徴となっている。
一方でエントロピーベース手法は、外れ値の影響を小さく

するために、ウィンドウサイズが時間単位の場合には 1分程
度 9)、パケット数単位であれば数万程度 10) のウィンドウサ
イズが推奨されているが、ウィンドウサイズを大きくすると
処理効率が悪くなることが指摘されている 11)。リアルタイム
性を向上させるために、一般的にはウィンドウサイズを小さ
くして検知処理の頻度を多くすること考えられるが、その代
わりにノイズの影響が大きくなり検知精度に悪影響を及ぼし
てしまう。
また、エントロピーベース手法において閾値決定のために

平均・分散などのパラメータを学習することが重要となるが、
インターネットトラフィックの通常状態を定義することが困
難であるとともに、エントロピー値は時間帯によっても変化
するため、追従性のためには、できるだけ異常度の少ない直近
のエントロピー値を用いてパラメータを計算する必要がある。
そこで本論文では既存のテキストデータマイニング手法 12)

を応用して効率の良い集約処理を行うことにより、ノイズの影
響を軽減しながら小さいウィンドウサイズの検知処理を可能
にし、エントロピー手法のリアルタイム性と効率性を向上させ
る。さらに、バースト的特徴を検知するという長所を利用し、
バースト的通信の観測されていない直近のエントロピー値を
用いて、攻撃検知に利用する平均および分散値のパラメータ
を学習する。これによって、トラフィックの追従性を向上さ
せる。

2. 本論文の構成

本論文は以下の構成となる。第 2章では DDoS攻撃につい
て説明する。第 3章では DDoS攻撃の既存の検知手法につい
て述べるとともに問題点を分析する。第 4章では、提案手法に
ついて詳細に述べ、第 5章では提案手法の性能を調査するた
めの実験環境と実験方法について説明する。第 6章では、提
案手法の性能を実験結果について述べたあと、その結果につ
いて考察し、第 7章で結論を述べる。

3. DoS/DDoS攻撃

DoS（Denial-of-Service）攻撃とは、攻撃対象となるサーバに
不正なトラフィックを送り込み、サービス停止状態 (DoS状態)

に強制的に陥れる攻撃である。DDoS（Distributed Denial-of-

Service）攻撃は、DoS攻撃を複数台のホストから行う攻撃で
ある。攻撃者は脆弱なマシンをTelnetや SSHを利用して乗っ
取り、攻撃の踏み台として操作する（こうしたホストはボッ
ト、ゾンビと呼ばれる）。この多数のボットで形成されたネッ
トワークをボットネットと呼ぶ。ボットネットは C&C と呼
ばれるサーバ/クライアント型のネットワーク形態にあたり、
攻撃の中枢とも呼べる C&C サーバから攻撃司令命令を受け
取ると、ボットである C&C クライアントが一斉に攻撃トラ
フィックを送信する。攻撃トラフィックの送信には、DoS攻
撃ツールが用いられる。DDoS攻撃の特徴的な点は 1つ 1つ
のホストからのパケット量は正規のユーザと区別が困難であ
るという点である。また、攻撃に加担しているホストは悪用
されたり乗っ取られたりしたものであるため、攻撃者本人を
辿ることが困難となっている。
寺田によれば、DoS/DDoS攻撃は Exploit型と Flooding

型で大別される 13)。Exploit型はサーバで稼働しているプロ
セスの脆弱性を突いてサービスの停止を狙う攻撃である。一
方、Flooding型はサーバの許容量や通信の帯域を超える大量
のトラフィックを送り込んでサーバを停止状態に陥らせる。
DDoS攻撃は Flooding型の攻撃が割合が高いとされている。
実際に 2018年現在、SYN Flood攻撃やHTTP Flood攻撃な
どの Flooding型攻撃が多数観測されている 14)。この理由と
しては、Exploit型はサーバプログラムの脆弱性を探し出して
それをクラックする技術が攻撃者に必要となるが、Flooding

型は単純にパケットを大量に送るだけで攻撃の効果が出るた
め、攻撃者にとってより容易に実行できることが挙げられる。
実際、攻撃トラフィックを発生するツールや、ボットネット
を形成する DDoS攻撃のツールは多数公開されており、誰で
も攻撃を行うことができる。最近では、ダークウェブ上で展
開されている DDoS攻撃代行サービスが利用されることも多
い 15)。この場合、攻撃者はサービス利用料を支払うことで、
攻撃環境を用意することなく攻撃を行うことができる。

DoS 攻撃の歴史は古く、インターネットの世界で初め
て DoS という用語が使われたのは、1975 年に発表された
IETF(Internet Engineering Task Force) 文書であるとされ
る 16)。DoSという言葉が急激に普及したのは、1996年に発
行された注意喚起文書である。1994年に IPパケットの送信
元 IPアドレスを詐称すること（以降 IPスプーフィングと呼
ぶ）が可能である事実が発覚してから、本格的な DoS攻撃が
観測されるようになった。
最近の潮流として、不正トラフィックを増幅するリフレク

ション攻撃や、Miraiに代表される IoT機器によるボットネッ
トからの攻撃が観測されている。2016年に個人ブログに当て
て行われた攻撃は IoT（Internet of Things）機器を狙ってボッ
トネットを形成するマルウェアである Miraiが用いられてお
り 17)、2018年に GitHub社に行われたリフレクション攻撃
は memcached という分散型メモリキャッシュシステムのレ
スポンスを悪用して攻撃トラフィックを増幅させている 5)。
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3.1 DDoS攻撃の種類
DDoS 攻撃は 1996 年に観測されて以来、複数種類の攻撃

が観測されている。その中でもここでは Flooding型の代表的
な攻撃について紹介し、さらに提案手法で対象とする攻撃を
示す。

3.1.1 TCP SYN Flood攻撃
TCP（Transmission Control Protocol）通信では、3ウェ

イハンドシェイクによってホスト間の通信が確立する。ここで
は、通信先をサーバ、通信元をクライアントとする。まず、ク
ライアントはサーバに対して SYNパケットを送信する。これ
は、通信を行いたいという意思表示とも言える。SYNパケッ
トを受け取ったサーバはクライアントに対して、SYN/ACK

パケットを返す。これによってサーバは自身が通信を行う準
備があることをクライアントに伝える。SYN/ACKパケット
を受け取ったクライアントはその旨を了承したことをACKパ
ケットを返送することで伝える。

TCP SYN Flood攻撃は 3ウェイハンドシェイク時に SYN

パケットのみを大量に送りつける攻撃である。攻撃者はサー
バから返ってくる SYN/ACKパケットには返答せずそのまま
放置する。TCPの設計思想から、サーバは通信に不具合が発
生したのだと考えて SYN/ACKパケットを再送し通信が正常
に到着するのを待つ。ACKパケットは数十秒待つように設計
されており、その間クライアントの情報を保持し続ける必要が
あることからメモリ利用量が増大する。このことから、SYN

パケットが極めて短時間に大量に送信されると、サーバのメ
モリ空間が食いつぶされることとなり、DoS状態に陥る。
この攻撃は 1996年に初めて大規模に攻撃が行われて以降、

2018年現在でも広く利用されている方法である。SYNパケッ
トに返答しなくて良い点から容易に IPスプーフィングを行う
ことが出来る。

3.1.2 UDP Flood攻撃
ターゲットの UDPポートに対してデータサイズの大きい

パケットを大量に送り続ける攻撃である。UDPというプロト
コルがコネクションレスであることから IPスプーフィングは
容易に可能となっており、攻撃者を特定することが難しい。対
策として、不要な UDPポートを閉じておくことが挙げられる
が、DNSなどの広く利用される UDPポートでも攻撃が観測
されることから、根本的な対策とは言えない。

3.1.3 ICMP Flood攻撃
ターゲットに対して ICMP echoリクエストパケットを大量

に送信する攻撃である。ICMPもUDPと同様にコネクション
レスの通信形式であるため、IPスプーフィングが容易である。
対策として Ping パケットを組織内に通さないように ICMP

パケットを遮断することが挙げられる。

3.1.4 DNSリフレクション攻撃
DNSの仕様を悪用して、DNSサーバを攻撃パケットの踏

み台としたDoS/DDoS攻撃を仕掛ける攻撃である。まず攻撃
者は送信元 IPアドレスを攻撃対象のものに詐称したクエリを
DNS サーバに送信する。この DNS サーバは到達した DNS

リクエストパケットに対して返答することになるが、結果的
に攻撃対象とする IP アドレスに対してパケットを送信する

こととなり、攻撃に加担することとなる。これを複数の DNS

サーバに対して行えば DDoS 攻撃となる。この種の攻撃は
Amplification攻撃、あるいはDRDoS(Distributed Reflection

DoS)攻撃とも呼ばれ、DNSだけでなく IPスプーフィングが
容易なUDPを利用したプロトコルでは同様の攻撃が行われや
すい。特に、DNSや NTP、TFTPなどのようにリクエスト
に対してレスポンスの方がパケットサイズが大きくなる特徴
を持つプロトコルは、踏み台として攻撃者に悪用されやすく、
この増幅率を Amplification Factorと呼ぶ。US-Certによれ
ば Amplification Factorは DNSの場合は 28から 54、NTP

は 556.9、また 2018年に観測された史上最大規模の DDoS攻
撃で悪用された memcached は 10,000 から 51,000 に及んで
いる 18)。

3.1.5 Smurf攻撃
Smurf 攻撃は ICMP を利用したリフレクション攻撃の一

種である。送信元 IP アドレスを攻撃対象のものに詐称した
ICMPエコーリクエストパケットを、増幅用ネットワークの
ブロードキャストアドレス宛てに送信する。この時、増幅用
ネットワークに所属する全てのホストが、攻撃者によって詐
称された送信元 IPアドレスに対して、ICMPエコーレスポン
スパケットを送信し攻撃に加担することとなる。攻撃の対策
として、ICMP Flood攻撃と同様に、ICMPパケットを遮断
することが考えられる。

3.1.6 HTTP GET Flood攻撃
HTTPにおけるGETリクエストを大量に送り付け、HTTP

サーバの処理負荷を増やし、リソースを消費させる攻撃であ
る。この攻撃はまずコネクションを確立しなければならない
ため、IPスプーフィングは困難であり、攻撃パケットの発生
元は特定しやすく検知後の対処は効果的だが、一般的に通常
パケットと攻撃パケットの区別が困難であるといわれている
19)。

3.1.7 TCP Connection Flood攻撃
ターゲットの TCP ポートに対して大量にコネクションを

張りプロセスを起動することで、サーバのリソースを消費さ
せる攻撃である 20)。この攻撃も HTTP Get Flood攻撃と同
様にコネクションを確立しなければならないため、IPスプー
フィングは不可能に近い。対策としては、サーバの同時接続
数を制限することなどが挙げられる。

3.1.8 EDoS攻撃
EDoS（Economic Denial-of-Sustainability）攻撃は、クラ

ウドサービスが従量課金制である点を悪用する攻撃である。こ
の攻撃の特徴的な点はサービスの停止を目的とした攻撃では
なく、金銭を大量に消費させて持続可能性を減少させること
が狙いであることである。クラウド環境において Flooding型
のDDoS攻撃を行った際の副作用として発生することが多く、
被害の大きい事例の多くは DDoS 攻撃が原因となっている。
EDoS攻撃では図 2に示すように 3人の関係者がいる；攻撃
者、クラウドサービスを利用するクラウド利用者、クラウド
サービスを提供するクラウド事業者である。まず、攻撃者が
大量にトラフィックを送信すると、クラウド利用組織ではト
ラフィックに対応できるようにリソースの拡充を行う。この
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図 2. EDoS攻撃の概要図

際、その分の対価としてクラウド事業者に課金を行う必要が
ある。攻撃者はこれを経時的に行い、クラウド利用者に金銭
の負担を強いる。
この攻撃被害で、2014年にはAWS (AmazonWeb Services)

で提供される EC2インスタンスを利用した組織が 1時間あた
り 200万円の損害を出した 8)。

3.2 提案手法で対象とする攻撃
先述の代表的な攻撃を以下に分類する。
• サーバのシステムリソースを消費

– TCP SYN Flood攻撃
– HTTP Get Flood攻撃
– TCP Connection Flood攻撃

• ネットワークの帯域を消費

– UDP Flood攻撃
– ICMP Flood攻撃
– DNS Amplification攻撃

提案手法では上述の分類のうち、特にネットワークの帯域
を消費する攻撃を対象とする。その理由としては、パケット
量・データ量ともに大規模になることが多く検知が遅れれば
サーバ以外のシステムにも影響を及ぼすこと、特にリフレク
ション攻撃の場合は外部組織のシステムの管理不足が原因で
あることが多く、サーバのリソースを消費させる攻撃に比べ
て能動的な対策が難しいためである。

4. 関連研究

本章では既存の DDoS攻撃検知手法について述べる。まず
DDoS 攻撃検知手法は、シグネチャ型検知手法とアノマリ型
検知手法の二つのタイプに分類される。シグネチャ型手法 21)

はあらかじめ既知の攻撃の特徴をパターンとして保持してお
き、そのパターンと比較してマッチした時に攻撃として検知
する手法である (図 3)。広く利用されているものに Snort22)

がある。この方法では事前に正しいパターンが登録されてい
るときには非常に高い攻撃検知精度を持つ手法である。この
登録されたパターンのことをシグネチャと呼ぶ。しかしなが
らパケットごとに処理を行う必要があるため、パターンの登
録数やパケットが大量に到着した際にはリアルタイム性に欠
けたり、機器に負担がかかったりするおそれがあることが指
摘されている 23)24)。また、事前にシグネチャを登録してお
く必要があるという特徴から未知の攻撃には対応することが

図 3. 一般的なシグネチャ型検知手法の概要図

図 4. 一般的なアノマリ型検知手法の概要図

不可能であるという点、常に最新のパターンを反映しなけれ
ばならない点が欠点となる 25)。

アノマリ型検知手法は特徴量を用いて異常を検知する手法
で、ネットワークトラフィックの正常状態をモデル化し、そ
こから乖離した状態を異常とみなす方法である (図 4)。シグ
ネチャ型検知手法と比較した時のアノマリ型検知手法の利点
は、未知の異常を検知できる可能性がある点や拡張が容易で
ある点があげられる。また、変化点検知手法や統計的検知手
法に関しては処理効率が高く、リアルタイム性が高い。しか
しながら、インターネットトラフィックにおいて正常状態を
定義することが難しい点や 26)、パラメータを時々刻々に調整
しなければならない点が欠点として挙げられる。

本論文では、リアルタイム性の高さからアノマリ型検知手
法に着目し、特に特徴が顕著なボリュームベース検知手法、エ
ントロピーベース検知手法を紹介する。

4.1 ボリュームベース検知手法

DDoS攻撃検知の最も単純な形式として、ボリュームベー
ス検知手法がある。これは、一定期間ごとにパケット量を監視
し、あらかじめネットワーク管理者が定めた閾値よりも多かっ
た場合には攻撃として検知する手法である。これは DDoS攻
撃のみならず DoS 攻撃を防ぐ単純な機構として利用される。
この手法は処理効率が非常に高く、それでいて効果が認めら
れることから広く用いられるが、トラフィック量が経時的に
異なることから閾値を決めにくい点や、攻撃者に閾値を知ら
れる可能性が比較的高く、これを踏まえて閾値を上回らない
程度の DDoS攻撃が行われると対処ができない点、通常通信
を攻撃と判定してしまう割合 False Positive Rateが大きい点
が欠点となる。
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4.2 エントロピーベース検知手法
DDoS攻撃検知手法で用いられる特徴量の中で、高速計算

性を持つ方法ながら高い精度を持ち、広く利用されているの
がエントロピーベース手法である。エントロピーベース手法
は、パケットのヘッダ情報を情報源としてエントロピー値を
計算し、それらの増減を監視して攻撃を検知する手法である。
利用されるエントロピー値としては、最も有名なシャノンに
よる Shanon’s Entropy が多く、DDoS 攻撃検知の観点から
は Shanon’s Entropy を拡張した Renyi’s Entropy も利用さ
れることがある。
エントロピーベース手法の一般的な攻撃検知の仕組みを説

明する。エントロピー値には乱雑度が高いほど大きくなり、低
いほど小さくなるという特徴があり、これを利用して DDoS

攻撃時に発生する特徴を捉えている。例えば、送信元 IPアド
レスを情報源とするエントロピー値を Hs、宛先 IPアドレス
を情報源とするエントロピー値を Hd とする。DDoS 攻撃時
には、大量のホストから攻撃が到来するため大量の送信元 IP

アドレスがサンプル内に出現しHsが増加していく。また、あ
る特定の宛先に攻撃を行うことから、Hd ではある特定の宛先
IPアドレスの出現回数が極端に多くなるため、乱雑度が減っ
たとして Hd が減少していく。このように、複数のエントロ
ピー値を組み合わせて攻撃の検知を行う。
ここで各エントロピー値の具体的な算出方法を説明する。S

を計算対象となるサンプルデータの系列、ni をシンボル iの
出現数とすると、時間 tにおける Shanon’s エントロピー値算
出式を以下で表すことができる。

H(t) = −
m∑
i=1

pi log pi = −
m∑
i

ni

S
log

ni

S
(1)

上式にパラメータ値 αを加えエントロピー値の調整を可能
にしたものが Rényi Entropyである。

Hα(t) =
1

1− α
log

(
n∑

i=l

pαi

)
(2)

また、エントロピーベースの手法として、Information Dis-

tanceという確率分布間の距離を測る値も DDoS攻撃検知に
広く利用されている。Infotmation Distanceでよく用いられ
るカルバックライブラーダイバ―ジェンスは、(3)式において
α=1に設定したときである (4)式で示される。

Dα(P ||Q) =
1

α− 1

(
n∑

i=l

pαi q
1−α
i

)
(3)

D0(P ||Q) =
n∑

i=0

p(i) log
p(i)

q(i)
(4)

一般的にエントロピー手法では、送信元 IPアドレス、宛先
IPアドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号、プロトコル
といった 5-Tupleの要素が情報源として利用される。この中
でも最も利用されるのが送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレ
スである。小島ら 11)は上記の項目に加えてパケット数、TTL
など計 9つの情報量を利用しているが、最も攻撃検知精度に
寄与した成分が前述の 2つの情報源であったと結論づけてい
る。そのほか、SYN Flooding攻撃など送信データが 40byte

とあらかじめ決まっている攻撃には、パケットのサイズも攻
撃検知精度の重要なファクターとなる。
エントロピー手法の異常検知性能については Geroge9) や

Domenicoら 27)、Monowarら 28) に詳しい。
Gerogeらは、エントロピー手法についてどの情報源を利用

すればどのような異常を検知可能なのか、実際のトラフィッ
クおよび仮想的に作成した攻撃トラフィックを用いて検証し
ている。検証に用いた情報源は複数の文献で利用されている
「送信元および宛先 IPアドレス」、「送信元および宛先ポート番
号」、「フローごとのフローサイズ）」といったパケットヘッダ
に基づく情報源と、「Indegree/Outdegree」という振舞に基づ
いた情報源の二つの利用している。ここでフローとは、5tuple
で区別される IDであり、フローサイズはそのフローの出現回
数である。また、In-degreeとはあるホスト xにコンタクトし
てきたホストを、Out-degreeはあるホスト xがコンタクトし
たホストを意味する。なお検知処理に利用する特徴量は生の
エントロピー値ではなく、上述の計七つのエントロピー値に
ついてそれぞれウェーブレット変換を適用した結果を利用し、
ノイズの影響を抑えている。この調査の結果、エントロピー
手法には次に示す異常検知の特徴が認められた:

• IPアドレスとポート番号の分布は一方向（すなわちイ
ンバウンドかアウトバウンドか）のフローを監視した時
に限り、通常のトラフィックにおいて高い相関（> 0.95）
が認められる。

• IPアドレスとポート番号によるエントロピー値によっ
て検知される異常は重なっているため、4つのうちの 1

つを採用すると良い。またフローサイズや Outdegree

を利用した場合には、前述のパケットヘッダに基づく
情報源によるエントロピー値では検知の難しいDoS攻
撃や P2Pの異常な活動を検知することができる。

• IPアドレスやポート番号によるエントロピー値は、パ
ケット量が急激に増加するような攻撃に対して有効で
ある。

Domenicoら 27) は、背景からイタリア国内の Tier2に所
属する AS（Autonomous System）で観測された現実のトラ
フィックデータを対象に、エントロピー手法の検知性能を調査
している。この AS ネットワークはイタリアの主要な三つの
ネットワークに接続しており、実環境に近いトラフィックが観
測される。2010年 9月から 2011年 8月までのトラフィック
を利用しており、その期間には複数の実際のDDoS攻撃が観測
されている。エントロピー値の候補として、Shanon Entropy、
Rényi Entropy、カルバックライブラーダイバージェンスの
三種類のエントロピー値を計算しており、ウィンドウサイズ
はエントロピー値の安定する 1 分としている。結果として、
Rényi Entropyよりも Shanon Entropyの方がより安定した
値となったと報告している。Domenicoらは通常時に安定し、
異常時に反応を見せたという点で、カルバックライブラーダ
イバージェンスが Shanon Entropyや Rényi Entropyよりも
検知性能が高いと結論づけた。

Monowar ら 28) はエントロピー値による検知が低レート
の DDoS攻撃に対して有効かどうかを調査している。実験で
は、低レートDDoS攻撃の含まれるデータセットCAIDA2007
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と、TUIDSを利用し、高レートの DDoS攻撃と、低レートの
DDoS 攻撃で攻撃検知の性能を調査している。実験に用いる
データは先述の (2)式を αを 0から 15に変化させたものと、
(3)式を αを 1から 14と変化させたものを利用している。結
果的に、α を大きくするほど高レート攻撃と低レート攻撃を
区別できる可能性が示唆された。
また、エントロピー手法はボリュームベース検知手法に比

べて閾値を下回るように DDoS攻撃を行うことが難しい。例
えば İlkerらは、エントロピーベース手法を回避するDDoS攻
撃を提案しているが 29)、攻撃の前に標的のネットワークを監
視してエントロピー値の平均、標準偏差、分散を算出する必
要がある。さらに攻撃を開始した後にもエントロピー値を随
時監視し、もしも予想される範囲よりも現在のエントロピー
値が低いならば、ランダムな IPアドレスを用いてパケットを
送信し、逆に高いならば、特定の IPアドレスからパケットを
送信するようにする。この方法によって検知を回避している
が、標的のネットワークに到着するパケットをポートミラー
リングする必要があり、実現可能性は低いと考えられる。な
お、この DDoS攻撃はエントロピー値調整のためにパケット
を送信する必要があるため、パケットレートの情報を利用す
ることで検知が可能であると結論付けられている。
一方、エントロピー手法に関しては、ウィンドウサイズを大き

くするとオーバヘッドが発生する点が指摘されている 11)30)。
エントロピー値のウィンドウサイズの目安として、ウィンドウ
サイズの単位が時間の場合には 1分程度 9)、パケット数が単
位の場合には数万 10) のデータサイズが推奨されている。ま
た、エントロピー手法は広く利用されているが検知フローが
判然としておらず、最適な閾値の決め方が難しい。
まとめるとエントロピー手法には以下の特徴がある。
1. 単純な計算であるため高速計算性が高い。
2. 通常時のトラフィックの分布を知ることが攻撃者にとっ
て難しいため、閾値を下回るように攻撃を仕掛けるの
が困難。

3. 最適な閾値の決定方法が困難。
4. Flooding 型の DDoS 攻撃に対しては IP アドレスや
ポート番号、スキャン攻撃等に対してはフローサイズ
や Indegree や Outdegree を利用するなど、検知した
い異常に合わせて利用するエントロピー値を吟味する
必要がある。

5. ウィンドウサイズを大きくするとオーバヘッドが発生
してしまう。

ここからはエントロピー手法の既存研究を説明する。
No らは、エントロピー値の圧縮処理を考案してエントロ

ピーベース手法のリアルタイム性を改善している 31)。式は以
下で与えられる。

H
′
= − log

m

n
+H

′′
(5)

H
′′
=



| log ni−1

ni
| (ni ≥ ni−1)

| log ni
ni−1

| (ni < ni−1)
(6)

H
′′ の式を見れば明らかなようにパケットレートを考慮に入
れて攻撃検知を行える特徴量であるが、トラフィックの様態

によっては False Positive が高くなることが指摘されている
30)。
小島らは、エントロピー値を多次元マハラノビス距離に変

換し、モデルとの距離を求めることによって DDoS攻撃の検
知を行っている 11)。マハラノビス距離とはデータの分散を考
慮しながら計算される距離である。小島らは、9次元のエント
ロピー値を利用してマハラノビス距離を算出することによっ
て疑似的な標本数を増やし、ウィンドウサイズを小さくしても
十分なデータを取得できる工夫をしてリアルタイム性を高め
ている。ここでウィンドウサイズの単位はパケット量となっ
ている。しかしながら、9次元マハラノビス距離を短いウィン
ドウサイズで計算するために処理効率に欠点があり、パケッ
ト量が多くなった時に対応が遅れる可能性がある。

Hoqueらは、リアルタイム性の向上のため FPGA実装に
よる DDoS 攻撃検知手法を提案している 30)。攻撃検知に利
用する特徴量をパケットレート、送信元 IP アドレスの変化
回数、送信元 IP アドレスを情報源としたエントロピー値の
DDoS攻撃時に顕著な変化が出る 3つに絞っており、さらに
アルゴリズムを工夫して計算効率を高めている。

NaHid(X,Y ) = 1− 1

n

n∑
i=1

D(i) (7)

D(i)は Xと Yのダイバージェンスであり、X の平均・分散
をmeanX、SDX、Y の平均・分散をそれぞれmeanY、SDY

としたときに以下の式で表される。

D(i) =
|X(i)− Y (i)|

||meanX − SDX| −X(i)|+ ||meanY − SDY | − Y (i)|
(8)

FPGA実装と処理効率の工夫によって、1パケットあたり 354n

秒、ソフトウェア実装の場合には 296µ秒の処理効率で攻撃検
知を行うことができる。また、閾値以下となるデータをサー
バに送信して通常データとして学習し、自動的に攻撃の閾値
を調整している。この手法では DDoS攻撃に特有な特徴のみ
を利用していることから、DoS攻撃やポートスキャンなどの
異常に対して反応できない可能性がある。

5. 提案手法

第 2章から第 3章までの議論を踏まえて、提案手法の位置
づけを、ネットワークの帯域を溢れさせる目的の Flooding攻
撃を対象としたアノマリ型検知手法とする。このタイプの攻
撃は短時間に大量のトラフィックが観測されるため、すばや
い攻撃緩和を行う必要がある。その中でも異常なトラフィッ
クをリアルタイムにとらえて、すばやく攻撃緩和処理に移行
するための手法を提案する。
リアルタイム性を担保するためには、攻撃検知精度をパケッ

トレートやエントロピー、フローサイズなどの比較的高速計
算性の高い特徴量を利用して攻撃検知することが考えられる。
しかしながらこの時次の 2点が問題となる。

1. ウィンドウサイズを小さくしてリアルタイム性の向上
を図った際に、ノイズの影響が大きくなってしまい、精
度良く検知することができない可能性が考えられる。

2. エントロピー値やフローサイズを利用した検知では、平
均・分散などのパラメータを学習することが重要とな
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図 5. L = 5の時の Aggregation Pyramid

る。モデルデータとしてできるだけ異常度の少ないエ
ントロピー値を学習する必要があるが、トラフィック
の通常状態を定義するのは困難であるとともに、時間
帯によってもエントロピー値が変化するため、追従性
のためにも、異常検知に利用するパラメータの自動調
整が必要となる。

本研究ではテキストデータマイニングの手法の効率の良い
集約処理により、ノイズの影響を軽減しながら小さいウィン
ドウサイズで検知処理を行うようにして 1. の解決を試みる。
さらに、バースト的特徴を検知するという長所を利用し、通
常状態と思われるトラフィックのみの状態を抽出して異常度
のできるだけ少ない、直近のエントロピー値を学習データと
して用い、攻撃検知に利用する平均および分散値のパラメー
タを学習するようにして 2.の解決を試みる。

5.1 リアルタイムバースト検出手法 12)

提案手法について述べる前に、提案手法で利用するテキス
トデータマイニング手法を説明する。バースト検出手法はデー
タマイニングの分野で利用される技術であり、データストリー
ムの異常状態を解析することが主な目的である。データスト
リームはオンラインニュースやブログ、電子掲示板といった高
速に流れるデータのことを指す。データストリームにおける
イベントの集中発生状態のことをバーストと呼ぶ。このバー
ストをいちはやく検出することは流れの早い膨大なデータの
中から現在注目されている事柄を抽出することに繋がる。
本研究で利用する蝦名らの手法 12)（以降、RTB手法と呼

ぶ）はリアルタイム性の高いバースト検出手法で、DDoS 攻
撃検知の観点からは次の利点がある。まず、ウィンドウサイ
ズを小さくしたまま広いウィンドウサイズでの統計量を効率
よく参照することができる点が挙げられる。パケットレート
やエントロピー値はウィンドウサイズを小さくするとノイズ
の影響が大きくなってしまうため、ウィンドウサイズを大き
くする必要があるが、リアルタイム性が減少してしまうため、
検知精度とリアルタイム性を担保できる可能性がある。また、
バースト通信を抽出することができるという点が、エントロ
ピー値の平均・分散を求めるのに良いと考えられる。エント
ロピー手法では送信元 IPアドレスや送信元ポート番号が算出
されるが、

5.1.1 データ構造
RTB法のデータ構造は Zhangらの手法で提案された Ag-

gregation Pyramid32) というデータ構造を参考にしている。
Aggregation Pyramidは、図 5に示すように複数のセルで構
成されており、Lの階層を持っている。レベル hには L − h

個のセルが存在しており、生成されたセルは各階層の右側に

図 6. セルデータの集約処理

図 7. セルが保持するデータ

追加されていく。ここでセルの終了時間を t とすると、レベ
ル hのセルは c(h, t)と表現され、各セルはイベントの発生数、
開始時刻、終了時刻、期間の長さの 4つのイベント情報を保
持する。イベントが発生すると、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。次に c(0, t− h)から c(0, t)

までのイベント情報を保持するレベル hのセル c(h, t)を生成
する。c(h, t)は、c(h − 1, t − 1)と c(0, t)のイベント情報を
集約することで生成される（図 6）。

RTB 手法において、図 7 に示すように、セルには合計到
着間隔 Gc(h,t)、到着時刻 Tc(h,t)、間隔個数 Nc(h,t) を保持す
る。提案手法におけるデータ構造の構築過程を説明する。い
ま n + 1個の一連のイベントが発生したときの間隔の時間を
x = (x1, x2, . . . , xn)と表現すると、以下のルールに従ってセ
ルを生成し、データ構造を構築していく。ここで、Wmin はセ
ルが保持する最小のウィンドウサイズである。

1. レベル 0セルの生成方法

(a) xi ≥ Wmin の場合
• Gc(0,t) = xi

• Tc(0,t) = i+ 1番目のイベント発生時刻
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図 8. 各セルに対応する tgcell

• Nc(0,t) = 1

• i = i+ 1

(b) xi < Wmin の場合

• Tc(0,t) = Tc(0,t−1) +Wmin

• Nc(0,t) = Tc(0,t−1) から Tc(0,t) 直前までの

期間に発生したイベント発生数

• もし Tc(0,t)にイベントが発生していないな

ら、Nc(h,t) = Nc(h,t) − 1

• Gc(0,t) = Wmin

• i = i+Nc(0,t)

• xi = Tc(0,t) から次のイベントが発生する

までの経過時間

• もし c(0, t)で複数のイベントが発生してい

るなら、xi = 0

2. レベル hセルの生成方法

• Gc(h,t) = Gc(h−1,t−1) +Gc(0,t)

• Tc(h,t) = Tc(0,t)

• Nc(h,t) = Nc(h−1,t−1) +Nc(0,t)

• 最上位セル (h = L− 1)のとき、t = t+ 1

5.1.2 バースト判定処理
バースト判定処理ではセル c(h, t)が生成されると、集約し

ている期間が重複しない直近の最上位レベル (L − 1) のセル

c(L − 1, t − 1 − h) との間でそれぞれのイベント平均到着間

隔を比較する。以降このセルのことを tgcell と呼ぶ。図 8は

各セルに対応する tgcell を示したもので、同じ色で示されて

いるセルが、対応する tgcell となる。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り、

セル c(h, t)のイベント平均到着間隔は、セル c(h, t)の合計到

着間隔 Gc(h,t) と間隔個数 Nc(h,t) から (9)式によって求めら

れる。また、セル c(h, t)のバーストの強さを表現するバース

ト性 33) を (10)式と定義する。

avg(c(h, t)) =
Gc(h,t)

Nc(h,t)

(9)

brt(c(h, t)) =
avg(c(h, t))

avg(c(n− 1, t− 1− h))
(10)

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 (11)式が満たされる時、バーストと判断

する。

brt(c(h, t)) ≤ β (11)

次に過剰なバースト検出を抑制するためにパラメータAmin

を設定する。リアルタイムバースト検出手法ではパケット到

着間隔の変化した割合で検知を行うが、これではパケット数が

少ないときでもパケット到着間隔が大きく変化していれば攻

撃であると判定してしまう。過剰な攻撃判定を防ぐため、間

隔個数が十分に多い時に判定処理を行うようにする。具体的

には、バースト判定処理は Nc(h,t) ≥ Amin を満たした場合に

行うようにする。

5.2 提案手法
本手法は、RTB手法の監視イベントをパケット到着とする

ことで DDoS 攻撃検知に適用する。しかしながら、RTB 法

をそのまま攻撃検知に適用するだけでは、パケット量が多い

通信に対しても攻撃であると誤検知してしまう可能性が高い。

そこで、提案手法では RTB手法のセルに対して DDoS攻撃

検知に有効な特徴を持つエントロピー値とフローサイズの拡

張を加え、誤検知率の軽減を考えるとともに、効率的な集約

処理を利用してエントロピー値のリアルタイム性を改善する。

本手法では、攻撃検知に利用するデータとして、フロー ID

によるエントロピー値 Ec(h,t)、フローサイズヒストグラムの

最大値 Fc(h,t)を新たにセルに保持するようにする。フロー ID

とは、送信元/宛先 IPアドレス、送信元/宛先ポート番号、プ

ロトコルで区別される IDで、フローサイズとは、そのウィン

ドウサイズ内でのそのフロー IDの出現数である。そして、マ

ハラノビス距離を用いて、この 2つの特徴量について学習デー

タとの距離を計算し、異常度の評価を行うようにする。

IPアドレスやポート番号ではなくフロー IDを利用した理

由は、IPアドレスとポート番号の出現頻度をともに監視する

ことにある。DDoS 攻撃時、DDoS 攻撃ツールを用いる場合

には送信元 IPアドレスや送信元ポート番号がランダム化され

て送られることがあり、攻撃時にはこのフロー IDの出現頻度

が分散することが考えられる。

また、フローサイズヒストグラムの最大値を利用した理由

は、通常時に比べて新規に出現するフローが多くなる可能性

が高いことから、その多くがフローサイズ 1に集中すること

が予想されるためである。通常時には短期間のうちに同じフ

ロー IDが出現しやすいためフローサイズヒストグラムの分布

は分散すると考えれるが、攻撃時には送信元 IPアドレスや送

信元ポート番号が変化することによってフローサイズ 1に集

中すると考えられる。攻撃時にはさらにパケット量も通常時

に比べて大きくなると考えられるため、最大値を抽出するこ

とによって、集中の激しさを定量化できる。

本手法ではこれら 2つの DDoS攻撃に特有な特徴量を用い

て攻撃検知を行う。Ec(0,t) については (12)式にレベル 0セル

の生成式、(13)に、レベル 1以降のセルの集約式を示す。

Ec(0,t) = −
n∑

i=1

pi log pi (12)

Ec(h,t) = Ec(0,t) + Ec(h−1,t−1) (13)

なお、piはホストごとの出現確率である。この式の意味する

ところとしては、頂点セルデータでは、保持する区間L×Wmin

の間のエントロピー値の合計値が保存されることになる。こ

れによって、ウィンドウサイズを小さくしながら、ノイズの

影響を軽減することが可能となる。
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Fc(h,t) について、(14)式にレベル 0セルの生成式、(15)式
にレベル 1以降のセルの集約式を示す。

Fc(0,t) = FSD(x) (14)

Fc(h,t) = max{Fc(0,t), Fc(h−1,t−1)} (15)

なお、FSD(x)はヒストグラムデータ xの最大値を返す関数
である。この式から、頂点セルデータでは、保持する区間の
うち最大のフローサイズを保持することになる。

5.2.1 攻撃検知方法
提案手法では攻撃開始判定状態、攻撃継続判定状態の 2つ

の検知状態を持つ。まず攻撃開始判定では、前述のバースト
検知手法を利用し、(10)式を満たす場合は攻撃開始の兆候が
あるとして攻撃継続判定状態に遷移する。
攻撃継続判定では頂点セルの 2 次元のベクトルデータ

Ec(L−1,t)、Fc(L−1,t) について、マハラノビス距離M を求め
る。マハラノビス距離とは、(16)式で与えられる、各データ
の分散が考慮された距離である。

M = (x− µ)TΣ−1(x− µ) (16)

なお、ここで Σ−1 は分散共分散行列の逆行列で、精度行列
とも呼ばれる。
提案手法では、マハラノビス距離M が閾値 d以上であれば

攻撃トラフィックが到達していると判定し、逆に閾値以下で
あれば攻撃が終了したと判定して再度攻撃開始検知処理に移
行する。この時、攻撃継続判定により攻撃が継続していると
判断された期間に観測された送信元 IPアドレスについて、被
疑クライアントとしてマークする。ここで、攻撃が継続して
いるかどうかをリアルタイムに判定する理由は、正規のユー
ザに影響を与えないよう実施中の規制を速やかに解除するた
め 34) である。
攻撃の継続判定には間隔個数も利用する。(11)式を満たし

た時の brt(c(h, t)) の逆数を α とした時に、(17) 式を満たし
た回数 Nend が L

2
以上となった際にも、攻撃が終了したと判

定するようにする。

brt(c(h, t)) ≥ α (17)

5.2.2 学習方法
攻撃検知にマハラノビス距離を利用するため、異常度が小

さいと見込まれる学習データから平均・分散のパラメータを
算出する必要がある。また、ネットワークトラフィックの状
態によって通常時のエントロピー値も変わるので、追従性の
ためにも直近のデータを用いて学習を行う必要がある。本手
法ではバースト通信を極端な変化の現れる通信トラフィック
であるとみなし、バーストとして判定されない期間のデータ
を利用してマハラノビス距離で用いる平均と分散の値を計算
して（図 9）、極端なバースト通信による影響をできるだけ排
除するようにする。学習用データが C×Nc(h,t) だけ蓄積され
た後に、平均および分散を計算する。ここで C は学習の頻度
およびデータ数を調整するパラメータである。
一方、バースト通信が終了した直後のセルデータにはバース

ト通信の特徴が頂点セルデータに残存してしまう。このデータ

図 9. 学習用トラフィックの図

図 10. 学習データとして利用しない頂点セルの例

表 1. 実験環境
OS Ubuntu 16.04.1

メモリ 16GB

クロック速度 3.6GHz

開発言語 C++

を学習データとして用いないようにするため、バーストが発生し
た際のバースト終了時刻をTendとしたときに、Tend+L×Wmin

以降に生成されたセルから再度学習用データとして保持する
ようにする (図 10)。

6. 評価実験

本章では、提案手法の性能評価として、提案手法を性能評
価用のデータセットに適用し、検知精度と処理性能を調査す
る。実験環境は表 1に示す通りである。
本章では利用するデータセットを述べたのち、検知精度と

処理性能の調査方法について詳しく説明する。

6.1 利用したデータセット
6.1.1 DARPA200035)

DARPA2000は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 35)。このデータセット
は 2000年のものであるため古いものとなっているが、DDoS

攻撃検知の研究では評価に広く利用されており、既存手法との
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図 11. DARPA2000のネットワーク図

比較を行えるという点で有用である。DARPA2000は組織に
侵入しホストをボット化した後に外部組織に DDoS攻撃を仕
掛けるまでのキャプチャデータが保存されており、DDoS 攻
撃の他にも、IPスキャン、侵入などの攻撃パケットが観測さ
れている。具体的に、DARPA2000では以下の 5段階のシナ
リオを想定している。

Phase1 リモートホストから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 Phase1で調査したアクティブなホストに対し sadmind

の有無を確認

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ではターゲット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 11)。本研究では総パケット量の多い
insideデータ（総パケット数 649,787）を利用し、Phase5の
DDoS攻撃部分のみを攻撃とみなして実験を行う。

6.1.2 CICIDS201736)37)

CICIDS2017 は CIC(Canadian Institute for Cybersecu-

rity) による IDS の性能評価のためのデータセットである
36)37)。取得期間は 2017 年 7 月 3 日月曜日午前 9 時 から
7月 7日の午後 5時までのデータとなっており、曜日ごとに分
割されて提供されている。月曜日には攻撃が含まれないが、火
曜日から金曜日までのデータには人為的に作成された攻撃トラ
フィックが記録されている。本研究では DDoS攻撃の含まれ
る金曜日のインバウンドのパケットデータを利用して攻撃検知
性能を調査する。DDoS 攻撃では外部の 3 台のWindows8.1

マシンからDDoS攻撃のツール Low Orbit Ion Canonにより
攻撃が行われている（図 12）。特にこのデータセットはDDoS

攻撃よりも規模の大きい通常通信が観測されており、主にFalse

Positiveを調査するために利用する。
本データセットの特徴的な点として、攻撃ホストがすべて

172.16.0.1にNAT変換されていることが挙げられる。そのた
め、本手法のようにヘッダデータのみを対象に攻撃を解析す

図 12. CICIDS2017のネットワーク図 文献 36) より引用

る手法では DDoS攻撃としての特徴が出ず、DoS攻撃の様態
となっている。

6.2 検知精度
本研究の検知精度は前述の DARPA2000 と CICIDS2017

のデータセットを用いて評価する。ここでは検知精度の指標
を説明した後、実験の手順を説明する。

6.2.1 指標
攻撃を正しく攻撃として検知できた数を TP (True Posi-

tive)、攻撃でないパケットを正しく攻撃でないと判定できた
数を TN (True Negative) 検知されたパケットのうち、実際
に攻撃でなかった数を FP (False Positive)、攻撃パケットの
うち正しく検知できなかった数を FN(False Negative)とした
とき、次式で示す適合率 Precisionと再現率 Recall、検出精
度 Accuracy を検知精度の指標として利用する。

Precision =
TP

TP + FP
(18)

Recall =
TP

TP + FN
(19)

Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(20)

Precisionが高ければ高いほど通常パケットを攻撃だと誤
判定することが少なく、Recallが高ければ高いほど攻撃を見
逃すことが少ない、性能の高い攻撃検知手法であると言える。

6.2.2 実験手順
実験では、DARPA2000 と CICIDS2017 に対して提案手

法を適用し、適合率 Precision と再現率 Recall、検出精度
Accuracy を算出する。パラメータ設定ではWmin を 1 秒に
固定し、レベルLを 30から 60まで 10刻みで変更していった。
Amin は通常時のデータの平均パケット量を算出した。ここ
で、通常データとして、DARPA2000の場合は同じ組織で観測
されたDARPA199935)というデータセットの、DARPA2000

と同じ曜日の攻撃の含まれないデータ、また CICIDS2017の
場合は攻撃の含まれない月曜日のデータを利用し、4.2.1で示
した方法で学習データを抽出した。この学習データは、提案
手法のマハラノビス距離で用いる平均・分散値の初期値の決
定にも利用した。バースト判定閾値の β は 0.01、0.05を利用
した。
マハラノビス距離の閾値 d は、次に示すホテリングの T 2

法 38) の 4.により χ2 分布から決定することができる。

定理 1 (ホテリングの T 2 法) M 次元正規分布 N (µ, σ2) か
らのN 個の独立標本 x1, . . . , xN に基づき、標本平均を µ̂、標
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表 2. 提案手法のパラメータ
Wmin L β C

1.0 30 0.01 1

40 0.05

50

60

本共分散を Σ̂と定義する。この時、N (µ, σ2)からの独立標本
を x

′ を新たに観測した時、以下が成立する。

1. x
′
− µ̂は、平均 0、共分散 N+1

N
ΣのM 次元正規分布

に従う。

2. Σ̂は、x
′
− µ̂と統計的に独立である。

3. T 2 ≡ N−M
(N+1)M

(x−µ)TΣ−1(x−µ)により定義される
統計量 T 2 は、自由度 (M ,N −M)の F 分布に従う

4. N ≫ M の場合は、(x− µ)TΣ−1(x− µ)は、近似的
に自由度M、スケール因子 1の χ2 分布に従う。

本研究で利用するデータの次元数は M = 2 であるため、
χ2 分布の自由度 2、スケール因子 1、α = 0.001 から決まる
13.8155 とした。この α の値は文献 30) の 0.999 という攻撃
検知精度を参考にした。ホテリングの T 2法は標本データが正
規分布に従っていることを仮定しているが、データセットか
ら抽出できる学習データに限りがあるために正規分布に従う
とは限らない。そこで、ホテリングの T 2 法から決めた閾値以
外にも、経験的に定めた 100においても実験を行った。
利用したパラメータ値は表 2に示す。

6.3 処理性能
提案手法の処理性能を調査するために、まずは、DARPA2000

に対して提案手法を適用し、ウィンドウサイズごとに行われる
検知処理についての平均処理時間を算出し既存の DDoS攻撃
検知手法と比較を行う。処理性能は、ウィンドウサイズごと
の処理時間をプロットし、平均と分散を算出するようにした。
次に、提案手法のエントロピー計算処理の処理効率を、既

存の一般的なエントロピーベース手法と比較する。この比較
実験の目的は、エントロピー計算のリアルタイム性が向上し
ているかどうかを確認するためである。比較の際は、ウィン
ドウサイズを 30から 60まで 5刻みで変更していく。なお利
用する情報源は提案手法で用いるフロー IDとした。
実験では、エントロピーベース手法のウィンドウサイズを

Went とすると、提案手法のパラメータは L×Wmin = Went

とした時の値と比較を行う。例えばWent = 60の時に、提案
手法の Wmin = 1 と設定した場合、L を 60 と設定した時の
結果と比較する。比較対象として、提案手法のうちエントロ
ピーの算出部分のみの結果とした。これは、提案手法ではバー
ストが発生した場合にはマハラノビス距離の計算というエン
トロピー値計算とは別の処理が発生し、純粋な比較ができな
いためである。

表 3. DARPA2000における検知精度 (d = 13.8155)

Wmin β N Precision Recall Accuracy

1.0 0.01 30 0.978 0.944 0.991

1.0 0.01 40 0.971 0.944 0.991

1.0 0.01 50 0.959 0.944 0.989

1.0 0.01 60 0.956 0.944 0.950

1.0 0.05 30 0.919 1.0 0.990

1.0 0.05 40 0.857 1.0 0.981

1.0 0.05 50 0.920 1.0 0.990

1.0 0.05 60 0.934 1.0 0.992

7. 実験結果・考察

7.1 検知精度

7.1.1 DARPA2000における検知精度
表 3に検知精度の結果を示す。β = 0.01の場合には、いず

れのウィンドウサイズにおいても、Precision が 0.95 以上、
Recallが 0.94以上となっている。また、Accuracy について
は 0.990以上となっており、同様に DARPA2000を利用した
文献 30) の最大 1.0には劣っているが、十分な検知精度といえ
る。一方で、β = 0.05 の際には β = 0.01 に比べて検知精度
が減少している。Recall が 1.0となっていることから、攻撃
の検知はできているが、攻撃でない箇所で攻撃判定を行って
いることが分かる。このことから、バーストの閾値 β に関し
て、組織のネットワークトラフィックに応じて調整が必要で
あることが分かる。

DARPA2000においてはウィンドウサイズ L×Wmin が小
さいときに攻撃検知精度が向上している傾向がみられる。こ
れは、DARPA2000の DDoS攻撃部が 5秒程と短いことと、
攻撃の規模が通常時の規模に比べて明確に差があることによっ
て、結果的にウィンドウサイズを小さくした方がすばやく攻
撃の開始を捉えることができ、攻撃の見逃しを少なくできた
ためであると考えられる。
また、閾値 dが 100である時には、検知精度が向上してい

ることが分かる。このことから、マハラノビス距離の閾値に
ついては、ホテリングの T 2 法からの閾値の妥当性が低くなっ
ていることが考えられる。この原因については、学習に利用
できるデータ数 C × Lの調整係数を、データセットのデータ
数の都合により C = 1と設定したために、正規分布に近づく
ほど学習データを揃えられなかったことが考えられる。また、
この場合には dを適切な値に調整する機能が必要であると言
える。

7.1.2 CICIDS2017における検知精度
表 5、6に検知精度の結果を示す。結果としては、Precision

が最大で 0.790となっており、DARPA2000での結果に比べて
全体的に低くなってしまっていることが分かる。このように攻
撃検知精度が低くなってしまった理由は、PrecisionとRecall

のうちの方が小さくなっていることから、攻撃を過剰に判定して
しまっていることが言える。また、DARPA2000では攻撃観測
時に攻撃トラフィックが支配的になっているが、CICIDS2017

では攻撃観測期間においても通常トラフィックが多く含まれて
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表 4. DARPA2000における検知精度 (d = 100)

Wmin β N Precision Recall Accuracy

1.0 0.01 30 0.978 0.944 0.991

1.0 0.01 40 0.971 0.944 0.991

1.0 0.01 50 0.959 0.944 0.989

1.0 0.01 60 0.956 0.944 0.989

1.0 0.05 30 0.961 1.0 0.995

1.0 0.05 40 0.935 1.0 0.992

1.0 0.05 50 0.959 0.944 0.989

1.0 0.05 60 0.934 1.0 0.992

表 5. CICIDS2017における検知精度 (d = 13.8155)

Wmin β N Precision Recall Accuracy

1.0 0.01 30 0 0 0.953

1.0 0.01 40 0 0 0.959

1.0 0.01 50 0 0 0.950

1.0 0.01 60 0 0 0.945

1.0 0.05 30 0.438 0.999 0.609

1.0 0.05 40 0.289 0.999 0.443

1.0 0.05 50 0.294 0.999 0.455

1.0 0.05 60 0.294 0.999 0.455

いるため、DDoS攻撃観測期間に出現したホストを攻撃だと判
定する提案手法では、攻撃観測期間の抽出を正確に行えても精
度が低くなってしまう。図 13、図 14において、赤色で塗られ
た期間がDDoS攻撃が観測されている期間を示しており、緑色
で塗られた期間が提案手法が検知した期間を示しているが、こ
の期間が多く重なっていることから、パラメータを適切に調整
すれば DDoS攻撃の期間自体は抽出できていることが分かる
（図はパラメータ値 Wmin = 1.0, β = 0.05, L = 60, d = 100

のとき。なお、DDoS攻撃期間は t = 22, 972から 24, 149ま
で、攻撃検知期間は t = 22, 994から 24, 207となっている）。
さらに、このとき、前半部に観測される DDoS攻撃よりもト
ラフィック量の多いファイルのアップロード/ダウンロード通
信を攻撃として判定していないことから、DARPA2000のよ
うに DDoS攻撃部のみに大量トラフィックが観測されるよう
なデータセットでない場合でも通常通信と攻撃通信を区別で
きる可能性がある。今後の課題として、ホストごとの異常度
を算出できるようになれば、攻撃検知精度はより高まると考
えられる。

また、β = 0.01の時には攻撃を検知できていないことが分
かる。なお、検知できていないにもかかわらずAccuracyが高
いのは通常トラフィック量に対して攻撃トラフィック量が少な
いためである。検知できなかった理由として、DARPA2000で
は攻撃トラフィックの規模が平均 12,000ppsとなっているが、
CICIDS2017で観測されたDDoS攻撃の規模が平均 1,000pps

を下回っており、バースト判定処理が行われずに攻撃判定処
理が発生しなかったことが原因であると考えられる。この結
果から、検知を行いたい攻撃に応じて閾値 β を調整する必要
があるといえる。

表 6. CICIDS2017における検知精度 (d = 100)

Wmin β N Precision Recall Accuracy

1.0 0.01 30 -nan 0 0.983

1.0 0.01 40 0 0 0.981

1.0 0.01 50 -nan 0 0.983

1.0 0.01 60 -nan 0 0.983

1.0 0.05 30 0.566 0.999 0.896

1.0 0.05 40 0.497 0.999 0.863

1.0 0.05 50 0.648 0.999 0.927

1.0 0.05 60 0.790 0.999 0.964

図 13. CICIDS2017 における攻撃検知期間と攻撃観測期間
(トラフィックデータ全体のグラフ。パラメータ値はWmin =

1.0, β = 0.05, L = 60, d = 100で、レベル h = L− 1の間隔
個数 N(L− 1, t)の値を青線でプロット。

図 14. CICIDS2017における攻撃検知期間と攻撃観測期間（攻
撃観測期間付近のグラフ。パラメータ値はWmin = 1.0, β =

0.05, L = 60, d = 100 で、レベル h = L − 1 の間隔個数
N(L− 1, t)の値を青線でプロット。
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表 7. DARPA2000 におけるウィンドウサイズあたりの処理
性能

ウィンドウサイズ 平均 [µsec] 分散 [µsec]

30 59.834 1668.580

40 59.5570 1631.773

50 61.380 1672.955

60 61.439 1663.542

表 8. DARPA2000におけるエントロピー計算処理性能 (平均・
分散の単位は µsec)

タイプ ウィンドウサイズ 平均 分散
エントロピー手法 30 69.11 561.15

提案手法 30 19.01 757.729

エントロピー手法 35 72.59 604.48

提案手法 35 20.22 796.61

エントロピー手法 40 82.91 762.96

提案手法 40 19.26 750.73

エントロピー手法 45 100.53 714.30

提案手法 45 19.60 753.89

エントロピー手法 50 105.77 901.32

提案手法 50 20.29 791.60

エントロピー手法 55 114.61 824.51

提案手法 55 19.88 756.37

エントロピー手法 60 116.39 900.69

提案手法 60 19.91 756.19

7.2 処理性能
7.2.1 ウィンドウサイズごとの処理時間
表 7 に DARPA2000 におけるウィンドウサイズあたりの

処理時間の結果を示す。分散値が高いのは、攻撃解析時に発
生するマハラノビス距離計算が原因だと考えられる。結果か
ら、平均としては最大でも 64.188µ秒となっており、リアル
タイム性を考慮した既存手法 30) の 296µ 秒と比較しても処
理効率が高いといえる。また、試したパラメータの範囲では、
Aggregation Pyramidの階層を上げても処理効率が変わらな
いことが分かった。ウィンドウサイズを上げるほどノイズの
影響も少なくなることから、この結果は、検知精度への影響
も考えると有用であると考えられる。

7.2.2 エントロピー計算にかかる処理時間
異常検知に用いるエントロピー値の計算にかかる処理時間

について、提案手法と、時間をウィンドウサイズの単位とする
一般的なエントロピー手法と比較を行う。結果を表 8に示す。
結果から分散はどちらも大きいものの、平均値においてはす
べてのウィンドウサイズに関して、一般的なエントロピー手
法に比べて処理性能が高いことが分かる。

8. まとめ

IoTボットネットやリフレクション攻撃の流行により、DDoS

攻撃の規模が年々増加している背景から、リアルタイムに攻
撃を検知してすばやく攻撃緩和処理に移行することは重要で

ある。

リアルタイム性を高めるアプローチとして、高速計算性を
持つ手法を利用することが考えられる。エントロピー手法は
パケットカウントが主な処理であるため高速計算性を持つ手
法であり、DDoS攻撃の検知精度が比較的高い特徴を持つ。一
方で、エントロピー手法はノイズの影響を軽減するために広い
ウィンドウサイズを利用することが推奨されているが、ウィ
ンドウサイズを大きくするとオーバヘッドが発生してしまい、
処理効率が悪くなってしまう。また、検知処理の間隔が大き
くなってしまうためリアルタイム性も減少してしまう。

また、エントロピー値を利用した検知では、最適な閾値の
決定のために平均・分散のパラメータを学習することが重要
となるが、トラフィックの状態として通常状態を定義するの
は困難であることや、時間帯によってもトラフィックの状態
が変わることから、異常度が少ないと見込まれる直近のデー
タを用いて学習する必要がある。

本手法では、効率的な集約処理を持つ、既存のデータマイ
ニングの手法を応用して、処理間隔を小さくしながら広いウィ
ンドウサイズで特徴量を計算するようにする。また、バース
トを検出するという利点を生かし、バースト通信を除いた期
間の直近のデータを逐次学習していくようにし、自動的にパ
ラメータを決定していく。

実験結果から、検知精度はDARPA2000の場合、Precision

が最大 0.978、Accuracy が最大 0.992 となり、既存手法 30)

の Accuracy が最大で 1.0 という結果よりは劣るものの十分
な検知精度であることが分かった。一方CICIDSI2017におい
ては、検知精度として Precisionが最大で 0.790となってお
り、DARPA2000と比較して低くなってしまっている。これ
はデータ数の少なさから、閾値の決定方法としてホテリング
の T 2 法が適していなかった可能性があり、バースト通信期間
以外のトラフィックデータを大量に収集した時に正規分布性
を認められるかどうかも含めて、適切な閾値の算出方法が課
題となる。

また、検知処理では既存手法 30)の 296µ秒よりも早くなっ
ており、よりリアルタイム性の高い処理が可能であるといえ
る。また、一般的なエントロピー検知手法に比べて処理性能
が高くなっており、エントロピー手法のリアルタイム性の向
上が認められた。

他に挙げられる課題として、今回はデータセットのみを利
用した実験しか行えていないため、実データトラフィックを
用いて性能を評価する必要がある。今回利用したデータセッ
トのパケットキャプチャファイルから十分な学習データを集
めることができなかったため、ホテリングの T 2 法による自動
閾値設定の有効性を確かめられるように学習データ数を増や
すためにも、実データトラフィックを収集して実験を行う必
要性がある。また、今回実験ではパケットキャプチャファイ
ルをロードして攻撃検知を行っているが、現実の運用として
はオンラインキャプチャによって攻撃を検知する必要がある
ためオンライン実装時の性能を調査する必要がある。
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クライアントのHTTPリクエスト送信動作に着目したボット検知手法

藤　竜成 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

On a Bot Detection Method

Focused on HTTP Request Transmission Behavior of Clients

Ryusei FUJI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Attack detection comes to be more important because distributed denial of service (DDoS) attacks cause
serious disruption to web servers. In addition, we have to achieve a further task to tell a new phenomenon
called flash events and DDoS attacks apart. In recent years, the emergence of flash events, which are spikes
in network traffic from legitimate users, has been seen frequently. Flash events are often recognized as DDoS
attacks by mistake because of their large amount of traffic and numerous clients. We need to react to them
in a different way, though their behaviors are similar. To realize this, we must identify the factors of them.
In this paper, we propose a bot detection system that focuses on the HTTP request transmission behavior
of clients to identify increases in traffic and clients. In an evaluation experiment, we evaluated the detection
accuracy using datasets of flash events and DDoS attacks.

Keywords: bot similarity, DDoS attack, flash event

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

DDoS(Distributed Denial-of-Service)攻撃はWebサービ
スに対して大量の不正なトラフィックを送りつけることによ
りWebサービスのサービス提供を妨害する攻撃で深刻な被害
を引き起こす。DDoS 攻撃の規模や頻度が著しく増加してい
る 1) ことから、DDoS攻撃の検知システムの重要性が増して
いる。一般に、DDoS 攻撃はボットネットと呼ばれるボット
に感染したコンピュータによって構成されるネットワークを
通じて実行される。ボットはボットネット管理者の攻撃命令
を受信することによりWeb サービスに対して DDoS 攻撃を
実行する。
近年、人間によって引き起こされるフラッシュイベントと

呼ばれる DDoS攻撃に類似した現象が発生している。典型的
な DDoS 攻撃とフラッシュイベントの概略図を図 1 に示す。
フラッシュイベントの実例としては、2016 年 2 月にインド
の Ringing Bells 社によって発表された格安スマートフォン
「Freedom 251」の予約受付がWebサイト上で開始された。し
かし、その格安スマートフォンを求め何百万の人々が同時に
Webサイトにアクセスしたためサーバのクラッシュを引き起
こした 2)。

DDoS攻撃はWebサービスを提供しているサーバを過負荷
状態に追い込む可能性がある。また、DDoS 攻撃と同様にフ
ラッシュイベントもサーバを過負荷状態に追い込む可能性があ
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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

る。DDoS攻撃を引き起こす要因はボットであるため、Web

サービスへのアクセスを禁止する必要があるが、フラッシュイ
ベントを引き起こす要因は人間であるため、アクセスを禁止
するのではなくサーバのスケールアウトやスケールアップ等
を実施し、可用性の低下を防ぐよう措置を講じる必要がある。
フラッシュイベントは大量のトラフィックやクライアントが
観測される点で DDoS攻撃と類似している。そのため、到達
している全体のトラフィックだけに着目する場合フラッシュ
イベントを DDoS攻撃であると誤検知する可能性がある。ま
た、DDoS 攻撃とフラッシュイベントの識別を行わず、高可
用性を優先するとコストの増加に繋がる。なぜならば、本来、
サービスの提供が不要な DDoS攻撃に対してもサービスを提
供するからである。よって、DDoS 攻撃とフラッシュイベン
トの識別は重要であり、DDoS 攻撃とフラッシュイベントの
検知後において、それぞれ別の対応を行う必要がある。その
ために、大量のトラフィックやクライアントの要因が何であ
るかを特定しなければならない。
そこで、DDoS攻撃時にはボットを検知し、フラッシュイ

ベント時には人間を発見する検知システムが必要となる。
一般に DDoS攻撃時においてボットはサーバやネットワー

ク等のリソースの枯渇を目的として大量のトラフィックを継
続的に送りつける。それに対して、フラッシュイベント時にお
いて人間は、ある特定の行動を目的とするため、多くの場合、
大量のトラフィックを送りつけることはない。また、同じボッ
トネットに属するボットは、攻撃を実行するためのプログラ
ムが予めインストールされている。このプログラムはボット
ネット内では同一であると考えられる。そのため、ボット同
士の挙動が類似することが考えられる 3)。そこで本研究では
クライアントの HTTPリクエストの送信動作に着目したボッ
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図 1. 典型的な DDoS攻撃とフラッシュイベント

ト検知手法を提案する。本手法は以下の観点によってボット
の検知を行う。

1. クライアント毎の単位時間当たりのリクエスト量

2. Webページに対するリクエスト送信間隔の類似性

3. 大量のリクエスト送信の継続性

本手法によりクライアント毎に人間或いはボットかの識別
が可能となる。すなわち、DDoS攻撃時にはボットを検知し、
フラッシュイベント時にはフラッシュイベントのトラフィッ
クを DDoS攻撃と誤検知せず、人間を発見することが可能と
なる。評価実験では検知精度について実験を行い本手法の有
用性について議論する。

2. 関連研究

文献 4)で小島らは、パケットが持つ送信元 IPアドレスや宛
先ポート番号等の 9つのヘッダ情報からエントロピー系列を
求め、小島らが提案する多次元マハラノビス距離法 (EMMM)

によりトラフィックが異常 (攻撃)であるか否かを判定してい
る。しかし提案された手法は、フラッシュイベントの発生を
考慮していないためフラッシュイベントを異常 (攻撃)とみな
してしまい、誤った判断を招く可能性がある。
文献 5) で Bhatiaは、単位時間当たりのパケット数やサー

バの CPU使用率等の特徴とこれらの変化を検知する技術を用
いて、到達しているトラフィックが DDoS攻撃或いはフラッ
シュイベントかを判定している。しかし提案された手法は、ク
ライアント単位での判定が出来ず、DDoS 攻撃発生時に人間
のアクセスまでも攻撃とみなしてしまう可能性がある。
文献 6) で Saravananらは、flash crowd攻撃と呼ばれるフ

ラッシュイベント間に実行されるDDoS攻撃に対応するため、
フローの類似性、アクセスしたページ、クライアントの正当
性等を用いてクライアントがボットか人間かを判定している。
しかし DDoS攻撃が発生した際にフローの類似度の計算量が
爆発的に増加する問題やフローの類似性によるボットの検知
をかい潜るような攻撃が行われた際にボットを正しく検知す
ることが出来ない問題がある。

3. 提案手法

本手法では、サーバに到達するトラフィックを単位時間 UT

毎に解析しサーバにアクセスしているクライアントがボット
であるか否かを判定する。提案手法のボット検知処理の流れ
を図 2に示す。

図 2. 提案手法のボット検知処理の流れ

3.1 クライント毎の単位時間当たりのリクエスト
量

一般にDDoS攻撃時においてボットは、サーバやネットワー
ク等のリソースの枯渇を目的として大量のリクエストをサー
バへ送信する。そこで、あるクライアントが単位時間 UT 内
に CRN 回Webページに対するリクエストを送信したとする
と、式 (1)を満たす時、このクライアントをボットの疑いのあ
るクライアントとしてマークする。ここで、TR はクライント
毎の単位時間当たりのリクエスト量に関するしきい値を表す。

CRN ≥ TR (1)

3.2 Webページに対するリクエスト送信間隔の類
似性

一般に DDoS攻撃はボットネットを通じて実行され、同じ
ボットネットに属するボットは攻撃を実行するためのプログ
ラムが予めインストールされている。このプログラムはボッ
トネット内では同一であるためボット同士の挙動が類似する
ことが考えられる。そこで、マークされたボットの疑いのある
全てのクライアントにおいて、Webページに対するリクエス
トの送信間隔の確率分布を求め、ボットの疑いのあるクライア
ント間で確率分布の類似度を計算する。今回はWebページの
ファイルの拡張子を htmファイルと htmlファイルとし、そ
れらのファイルに対するリクエストの送信間隔を用いる。こ
れは htm ファイルや html ファイルが一般にWeb ページを
表現するためのファイルとして用いられており、Webページ
に対するリクエストは、クライアントが意図しないと送信さ
れないためである。また、Webページ以外のリソースに対す
るリクエストを送信間隔の計算に含めた場合、リクエスト送
信間隔の類似性を適切に表現できないと考えたため、今回は
Webページ以外のリソースに対するリクエストは類似度の計
算には使用しないことにした。リクエスト送信間隔の単位は
秒で、秒以下の値は切り捨てる。
例えばあるクライアントのWeb ページに対するリクエス

トの送信間隔として x1, x2, ..., xn が観測されたとすると、式
(2)によりWebページに対するリクエスト送信間隔の確率分
布 p(x)を求める。

p(x) =
cnt(x)

n
(2)

ここで cnt(x)は送信間隔 xが観測された回数である。
ボットの疑いのある全てのクライアントにおいてWebペー

ジに対するリクエスト送信間隔の確率分布を求めた後、確率
分布間の類似度の計算を行う。確率分布間の類似度の計算に
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図 3. グループ内での類似度の計算

は Hellinger距離を用いる。Hellinger距離は式 (3)で定義さ
れる。

DH(p(x), q(x)) =

√∑
x
(
√

p(x)−
√

q(x))2

√
2

(3)

ここで DH(p(x), q(x))が取りうる値の範囲は
0 ≤ DH(p(x), q(x)) ≤ 1である。確率分布 p(x),q(x)が非常に
近い確率分布である時、DH(p(x), q(x))は 0に近づき、確率分
布 p(x),q(x)が全く異なる確率分布である時、DH(p(x), q(x))

は 1に近づく。本研究では、式 (4)を満たした際にこのクライ
アント同士は類似していると判定する。ここで、TH はWeb

ページに対するリクエスト送信間隔の確率分布間の類似度に
関するしきい値を表す。

DH(p(x), q(x)) ≤ TH (4)

　 Saravanan らの手法では、DDoS 攻撃が発生した際に
ボットの疑いがあるとしてマークされたクライアント間の全
ての組み合わせでフローの類似度の計算を行っている。しか
し、ボットの台数が増加すると爆発的に計算量が増加する問
題がある。そこで本手法ではマークされたボットの疑いのあ
るクライアント群を 1グループ当たり GC 台に分割し、その
グループ内の全ての組み合わせで確率分布間の類似度の計算
を実行するようにした (図 3)。そして、グループ内のGP%以
上のクライアントと類似していると判定されればこのクライ
アントをボットと判定し以降のアクセスを禁止する.

3.3 大量のリクエスト送信の継続性
基本的なボットの検知はクライアント毎の単位時間当たり

のリクエスト量と Web ページに対するリクエスト送信間隔
の類似性を用いて行う。しかし攻撃者がリクエストの送信間
隔をランダムにするなど、Webページに対するリクエスト送
信間隔の類似性による検知をかい潜るような攻撃を意図的に
行った場合、クライント毎の単位時間当たりのリクエスト量
とWebページに対するリクエスト送信間隔の類似性だけでは
ボットを正しく検知することが出来ない。そこで大量のリク
エストを継続して送信するクライアントをボットと判定する
ことにした。例えばあるクライアントが CSC 回ボットの疑い
のあるクライアントとしてマークされたとすると、式 (5) を
満たしたときそのクライアントをボットと判定し、以降のア
クセスを禁止する。

SC ≤ CSC (5)

図 4. 1998 FIFA World Cupのリクエスト量の推移

3.4 しきい値 TR、TH の決定
クライント毎の単位時間当たりのリクエスト量に関するし

きい値 TR は、通常時のサーバのログを用いて決定する。最
初に各単位時間毎にユーザ 1人あたりのリクエスト数の平均
を求め、それらの平均を µR とする。同様に各単位時間毎に
ユーザ 1人あたりのリクエスト数の標準偏差を求め、それら
の平均を σR とする。次に式 (6)により、しきい値 TR を決定
する。

TR = µR + αR ∗ σR (6)

ここで、αR が取り得る値の範囲は 0 ≤ αR であり、αR を
大きくするにしたがい、クライアントがボットの疑いのある
クライアントとしてマークされにくくなる.

Webページに対するリクエスト送信間隔の確率分布間の類
似度に関するしきい値 TH は DDoS攻撃時のトラフィックを
用いて式 (7)により決定する。

TH = µH + αH ∗ σH (7)

ここで µH は DDoS攻撃時のボット間におけるWebペー
ジに対するリクエスト送信間隔の確率分布の類似度の平均を
表し、σH は DDoS攻撃時のボット間におけるWebページに
対するリクエスト送信間隔の確率分布の類似度の標準偏差を
表す。ここで、αH が取り得る値の範囲は 0 ≤ αH であり、αH

を大きくするにしたがい、クライアント同士が類似している
と判定され易くなる。αR と αH を式 (6)と式 (7)にそれぞれ
設けたのは、ネットワークやサーバ等の状態を考慮してしき
い値 TR と TH を柔軟に決定出来るようにするためである。

4. 評価

提案手法の検知精度を実験によって評価し、本手法の有用
性について議論する. 実験データとしてフラッシュイベント
時のデータセットと DDoS攻撃時のデータセットを用いる。

4.1 フラッシュイベント時のデータセット
フラッシュイベント時の実験用のデータセットとして 1998

FIFA World Cup7) を用いる。1998 FIFA World Cupは 92

日間のデータセットであり、フラッシュイベント時のデータ
セットとして広く利用されている。このデータセットは各地に
設置されたサーバが受信した 1, 352, 804, 107 個の HTTP リ

クライアントの HTTP リクエスト送信動作に着目したボット検知手法 185



図 5. 40日目と 66日目におけるリクエスト量の推移

クエストを含んでいる。このデータセットの 92日間における
リクエスト数の推移を図 4に示す。横軸が時間 (日)で、縦軸
がサーバが受信したリクエスト数を表す。評価実験には 1998

FIFA World Cup 66 日目の約 230 分間を用いた (図 5 の赤
い領域)。これは図 4から読み取れるように 66日目に最大の
リクエスト数が観測されており、うち実験で利用した約 230

分間のデータに、1 分間あたりの最大のリクエスト数と急激
なリクエスト数の増加が観測されていたためである。この約
230分間に 63, 337台のクライアントがサーバにアクセスして
おり、約 200万個のWebページに対するリクエストが含まれ
ていた。

4.2 DDoS攻撃時のデータセット
DDoS 攻撃時の実験用のデータセットとして Bonesi8) と

呼ばれるボットネットシミュレータを利用して DDoS攻撃を
行った際に取得したトラフィックを用いる。DDoS 攻撃を行
うボットの台数は 30, 000台としDDoS攻撃のトラフィックを
60秒間取得した。取得したトラフィックの中には、Webペー
ジに対するリクエストが約 90万個含まれていた。また、1998
FIFA World Cupに含まれている htmファイルや htmlファ
イルをボットがアクセスするWebページとして設定した。
本実験において各パラメータの値は UT = 60、SC = 3、

GC = 10、GP = 60、TR = 4、TH = 0.3、とした。ここで
UT、SC、GC、GP は経験的に定めた。また、TR の値は通常
時のサーバのログとして 1998 FIFA World Cupの 40日目を
用いて計算した。40日目を用いたのは図 5からフラッシュイ
ベントが発生しておらず、通常時のサーバのログとして利用で
きると考えたためである。TH の値は Bonesiによって DDoS

攻撃を行った際に取得したトラフィックからランダムに選択
した 10台のボットのトラフィックを用いて計算した。

4.3 提案手法の検知精度
提案手法の検知精度の指標として Detection Rate(DR)と

False Positive Rate(FPR)を用いる。DRはボットをボット
として正しく検知した割合を示し、式 (8) で定義される。ま
た、FPR は人間をボットとして誤って検知した割合を示し、
式 (9)で定義される。DRの評価には Bonesiを用いて作成し
た DDoS 攻撃時のデータセットを用い、FPR の評価にはフ
ラッシュイベント時のデータセットである 1998 FIFA World

Cup 66日目の約 230分間を用いた.

表 1. 各記号の定義
　 記号 定義

True Positive(TP) ボットをボットとして検知した数
True Negative(TN) 人間を人間として判定した数
False Positive(FP) 人間をボットとして検知した数
False Negative(FN) ボットを人間として判定した数

表 2. 提案手法の検知精度
DR FPR

0.93 0.04

DR =
TP

TP + FN
(8)

FPR =
FP

TN + FP
(9)

式 (8)、式 (9)における各記号の定義を表 1に示す。
提案手法の検知精度を表 2に示す。表 2から提案手法のDR

は 0.93で FPRは 0.04となっており、十分な検知精度を持っ
ていると考えられる。今回の実験では 60 秒間の DDoS 攻撃
のデータセットを用いたため、DRの値はボットの 93%がク
ライアントの Web ページに対するリクエスト送信間隔の類
似性の観点によってボットと検知されたことを意味する。ま
た、今回の実験では SC = 3と設定しているため、180秒以上
の DDoS攻撃のデータセットを用いると提案手法の DRは 1

に近づいていくことが考えられる。提案手法の FPR は 0.04

であるが、これは人間がボットの疑いとマークされた回数が
SC = 3以上となったため、ボットと判定されたからである。

5. まとめ

本研究ではクライアントのHTTPリクエストの送信動作に
着目したボット検知手法の提案を行った。本研究の提案手法
により、DDoS 攻撃時にはボットを検知できフラッシュイベ
ント時にはトラフィックを DDoS攻撃であると誤検知せずに
人間を発見することが可能となる。評価実験ではフラッシュ
イベント時と DDoS攻撃時のデータセットを用いて検知精度
を評価した。評価実験の結果、提案手法は十分な検知精度を
持っていることが分かった。今後の課題としては、今回の実験
ではパラメータ UT、SC、GC、GP を経験的に定めたが、こ
れらのパラメータを適切に設定する仕組みが必要である。ま
た、現在の検知システムではクライント毎の単位時間当たり
のリクエスト量に関するしきい値 TR をぎりぎり下回るよう
に DDoS攻撃を実行された場合、ボットを正しく検知するこ
とが出来ない。このような DDoS攻撃を検知するための特徴
の選択や仕組みが必要である。
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ランダム性を持ったあみだくじ型視線認証の提案

宮崎　翔吾 a)・山場　久昭 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

A Study of Amidakuji-type Gaze Authentication with Randomness

Shogo MIYAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Currently, password authentication, PIN authentication, etc. are used in various situations, but resis-
tance to peeping attacks is not enough. And with the improvement of eye tracking technology, gaze authen-
tication is attracting attention as an authentication that is resistant to shoulder surfing. However, there are
problems such as improvement of the authentication success rate, shortening of the authentication time, and
resistance to other attacks for the gaze authentication. Therefore, in this research, we aimed to improve the
problem of gaze authentication by introducing Amidakuji as an aid to gaze input and changing the input
of correct answer for each authentication. As a result of implementing gaze authentication using Amidakuji
on the desktop and evaluating the time and success rate of authentication and usability, the average total
authentication time was 27.5 s and the authentication success rate was 74.0.

Keywords: gaze authentication, shoulder surfing, eye tracking, amidakuji, tobii

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

スマートフォンやタブレットのロック画面やウェブサイト
へのログイン時などに個人情報を他者に見られないために、個
人を識別する様々な認証方式がある。現在、パスワード認証
や PIN認証などは様々な場面で使用されているが、覗き見攻
撃への耐性が十分ではない。また、指紋や虹彩などのバイオ
メトリクス認証は、一度盗まれると変更することができない
などの問題点がある。
近年、視線追跡技術の向上により、スマートフォンやタブ

レットなどのモバイル端末やコンピュータの画面のどこをユー
ザが見ているか判別することが容易になった 1)。そのため、
ユーザの視線を追跡することでキーボード入力やタッチ入力
の必要ないユーザ認証を行うことができるようになってきて
いる。この視線追跡技術を用いた認証は、後ろから入力を覗
き見る覗き見攻撃や操作した後の熱をたどるサーマルアタッ
ク、指紋などの汚れをたどるスマッジアタックなどに耐性を
持っている。こういった利点がある一方、視線を用いた認証
には認証成功率が低いことや認証に時間がかかること、反復
攻撃や録画攻撃で破られる可能性があることなどの欠点が存
在する。
そこで本研究では、視線入力の補助としてあみだくじを導

入することで、視線認証の問題点を改善することを目的とす
る。あみだくじは線を視線で辿るため、視線の動きの単純化や
ブレの減少が期待できる。また、一筆書きで入力が可能なた
め認証時間の短縮も期待でき、視線認証の入力の補助として

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

あみだくじを用いることとした。今回提案する手法では、あ
みだくじの分岐点にパスアイコンを配置し、パスアイコンに
沿った視線入力を行うことで個人を識別する。また、反復攻
撃への耐性を持たせるために、認証ごとにパスアイコンをラ
ンダム配置するチャレンジレスポンス方式をとる。この手法
をデスクトップ上に実装し、時間と成功率の評価を行う。ま
た、アンケートによるユーザビリティの評価も行う。

2. 研究背景

2.1 認証要素
認証を行うためには、知識要素、所有要素、生体要素の 3つ

の内いずれか 1つの要素が必要である。また、これらの要素
を複数組み合わせることでマルチファクタ認証と呼ばれるよ
り強固な認証を行うことができる。知識要素とは PIN認証や
パスワード認証などの本人しか知らない情報による要素を認
証に用いることであり、所有要素とは身分証やセキュリティ
トークンなどの持っている物を要素として認証する。生体要
素とは、指紋や虹彩などの人間の生体の特徴を要素として用
いる認証である。

2.2 視線認証
日常生活でモバイル端末やパーソナルコンピュータなどの

ロック解除や、個人のアカウントや銀行口座などを利用する
ときに認証を行うことは多い。認証には様々な種類の認証が
あり、単純なタッチやキーボード入力による認証だけでなく、
特別なデバイスを用いて特殊な入力を行う手法や、指紋や虹
彩、筋電位などの個人の生体的特徴を計測して認証に用いる
手法などがある。
近年、視線追跡技術が発達してきており、デスクトップの

モニター等に取り付けて視線位置を測定する視線追跡装置が
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普及してきているため、視線の動きや特徴量などを用いて認

証を行う視線認証と呼ばれる手法が存在する 2)。視線認証は

認証動作を観測されにくいため覗き見攻撃やサーマルアタッ

ク、スマッジアタックなどの攻撃に強いが、認証成功率が低

いことや、認証に時間がかかってしまうことなどの欠点も存

在する。また、特別なデバイスを用いなくとも、スマートフォ

ンの内カメラで視線位置を測定することもでき 3)、スマート

フォン単体で視線認証も行われているなど、個人認証の手法

の一つとして視線認証は注目されている。

2.3 想定される攻撃
人々が集まる場所では、意図的でなくともモバイル端末な

どの画面を覗き見られ情報を盗み見られることがある 4)。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、キーボードによるパスワードの入力など

は第三者に覗き見られた場合、そ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たり、不正なアクセスをう

けてしまうことがある。このような、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などの認証に

必要な情報を不正に取得する行為を覗き見攻撃と呼ぶ。また、

ユーザによる入力操作後の熱の動きを追うサーマルアタック

や、入力した際の指紋などの汚れ跡をたどるスマッジアタッ

クなどの攻撃方法もあるが、視線認証は、画面やキーボード

の操作による入力を行わないためそれらの攻撃に強い。

しかし、視線認証も認証を行っている画面とユーザ自身の

視線の動きを同時に覗き見られる位置から覗き見攻撃を受け

ることもある。他にも、職場の同僚のような関わる頻度の高い

相手から認証画面や視線の動きのどちらかを何度かずつ観測

された場合、両方の観測した場面を組み合わせることで認証

情報を盗む反復攻撃と呼ばれる攻撃にも弱い。それだけでは

なく、近年ではビデオカメラなどの録画機器を用いて認証情

報を録画により取得するという録画攻撃も脅威になりつつあ

る。録画攻撃への基本的な対策として、第三者に覗き撮られ

ることのない環境で認証動作を行う必要があるが、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きており、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

洩される可能性は否めない。

覗き見を困難にさせること、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 5)。

2.4 チャレンジレスポンス方式
チャレンジレスポンス方式とは、ワンタイムパスワードと呼

ばれる 1回限りの使い捨ての認証方式の内の一つである。こ

の認証は、認証をしたいユーザが認証サーバ側から送られてく

るチャレンジに対して、ユーザ自身の持っているパスワードを

組み合わせてレスポンスとして認証サーバ側に送り返す手法

であり、パスワードを直接やり取りすることなく認証できる

手法である。認証サーバは自身に登録されているパスワード

とチャレンジを内部で演算し、ユーザから送られてきたレス

ポンスと照合した結果が一致すれば、ユーザのパスワードが

正しいと判断し認証を成功とする。チャレンジとレスポンス

からパスワードを逆算することはできず、チャレンジは毎回

変わるため、レスポンスも毎回変化する。そのため、パケット

を盗聴してもパスワードは解読できず、レスポンスをコピー

してサーバへ認証しようとしても、毎回レスポンスが変わる

ため、認証に失敗する。

3. 関連研究

3.1 視線による PIN認証 2)

スクリーン上に表示された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入力を行う手法である。注視に

よる PIN入力は、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断された数字を入力することでミダ

スタッチ問題の発生を抑えている。

3.2 覗き見耐性を持つあみだくじと画像の認証 6)

人間の画像認識能力を用いた画像認証方式があるが、多く

の画像認証方式は覗き見攻撃に脆弱であるため、攻撃者に認

証情報が特定されないよう認証情報の入力を曖昧にする方式

が提案されている。しかし、既存の方式は広い空間の中から

パス画像を探し出すことが困難という問題があった。そこで

この手法では、常に同じ位置にパス画像とおとり画像を配置

することで、ユーザの探索負荷を軽減している。そして、認証

の都度変化するあみだくじを画像群上に配置することによっ

て、パス画像を起点に毎回異なる経路を辿ってレスポンスを

生成させるワンタイム性を追加し、覗き見攻撃耐性の維持を

図っている。

4. 提案手法

4.1 あみだくじの性質
日本では特定の人数から当たり・はずれを決めたり、順番

を決めたりする際にあみだくじと呼ばれる方法を用いること

がある。現在、形としては縦と横の直線からなるはしご上の

あみだくじが一般的であり、一つの縦線の上端から線を下へ

と辿って行き、横線にさしかかった場合は必ず曲がる。下限

までたどり着いた時点で終了となり、どの縦線を選んだ場合

でも上端から下端までの経路は重複することはないという法

則がある。

あみだくじは日本ではなじみのあるくじであり、知らない

人でも上下左右の動きで済むため動きが単純で理解しやすい。

そこでこのあみだくじを視線認証と組み合わせることで、ユー

ザに求められる視線の動きも単純で理解のしやすい認証の作

成を目指す。それだけではなく、線を視線で辿るため視線の

ブレの減少や、一筆書きでの入力を行えるため一つずつ視線

で数字を入力するよりも認証時間の短縮が期待できる。

4.2 アイコンの配置
単純なあみだくじの動きだけで一定の強度を持った認証を

行うには、膨大な経路数を持ったあみだくじが必要であるた

め、実用的な大きさのあみだくじにはならない。そこで、一

定の大きさのあみだくじで認証を行うため図 1のようにあみ

だくじの分岐点にアイコンを配置する。このアイコンの中か

らユーザはあらかじめパスアイコンと呼ばれる分岐の目印と

なるアイコンを決めておき、分岐をするかどうかで一定の大

きさのあみだくじから膨大な経路数を確保する。
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(a) 認証探索画面 (b) 認証実行画面

図 1: 認証画面

4.3 認証方法
事前準備として認証を行うユーザは、あらかじめ認証に用

いる 52 個のアイコンの中からパスアイコンを 4 つ決めてお
く。通常のあみだくじとは異なり、このあみだ式視線認証で
はパスアイコンにさしかかった場合のみ横線を辿る。
認証時、図 1aのようにユーザは初めにあみだが表示されて

いない状態で、ランダムに配置された 52個のアイコンを確認
する。このとき、ユーザは自信が指定したパスアイコンの中か
ら一番上に存在するパスアイコンを確認する。確認後、いず
れかの開始位置と呼ばれる上端の黒丸を見ることで図 1bのよ
うにあみだが表示されるため、ユーザは指定していたパスア
イコンが一番上にある縦線から線を視線で追って下へ進んで
行く。このとき、パスアイコンがある分岐のみあみだのルー
ルに従って曲がり、いずれかの縦線の下限の終了位置と呼ば
れる黒丸にたどり着いた場合認証は終了する。正解経路と認
証時に通った経路が一致したと判定された場合に認証を成功
とする。
認証開始から開始位置を見てあみだくじが表示されるまで

の時間を認証準備時間、あみだくじが表示されてから認証終
了位置を見るまでを認証実行時間とする。

4.4 判定方法
すべての横線に図 2のような 2種類の認証領域を設け、ユー

ザがパスアイコンが存在する横線を正しい方向に辿ったかを
判定する。今回は、視線位置を 11msごとに一回計測し、視
線位置が認証領域に含まれているかを測定する。実線で囲ま
れた箇所が横線認証領域であり、視線が横線認証領域を多く
通過するほどその横線を見ていると判定する。また、点線で
囲まれた箇所が縦線認証領域であり、横線を通るまでにどの
縦線を見ているかを測定する。この縦線から縦線への移動で
視線の動いた方向の判定をする。これら 2種類の認証領域の
判定を用いて、すべてのパスアイコンが含まれている横線が、
正しい方向へと移動した場合に経路が一致したと判定する。

図 2: 認証領域

図 3: あみだくじの成立パターン

4.5 偶然突破率
PIN認証は 0～9の数字を 4桁入力するため 104 通り選択

肢があり、偶然突破確率は 1/10,000である。
縦線が 2 本、横線が m本、パスアイコンが n 個のあみだ

式認証の場合の経路数は、m本の横線うちの n本にパスアイ
コンが 1つずつ入り、開始位置が左右どちらかの 2パターン
なので、縦線が 2本の場合のあみだくじの経路数は mC2 × 2

となる。縦線が 2本のときの 1万通り前後の経路数となるあ
みだの横線の本数とパスアイコンの数を表 1に示す。このよ
うに縦線 2本では PIN認証と同程度の 1万通り前後の経路を
確保するためには、横線の数が多くなり認証に用いるあみだ
が縦長になるか、パスアイコンの数が多くなるためユーザビ
リティに影響が出てしまう。
そこで次に、縦線 3本、横線の総数を 2m（1つの縦線間に

ある横線の数は m）、パスアイコンが 4 つのときのあみだく
じの経路数を計算した。このときのあみだくじが成立するパ
ターンはおおよそ 3パターンに分けることができ、細かく分
けると図 3のように分けられる。経路の総数はこの 3パター
ンの合計であり、次のように計算することができる。

1. 横線が片側に 4本ある場合

mC4 × 4

2. 横線が片側に 2本ずつある場合（左右交互では成立し
ない）
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表 1: 縦線 2本あみだの経路数
パスアイコン数 横線の数 経路数

4 20 9,690

4 21 11,970

5 17 12,376

6 15 10,010

表 2: 縦線 3本あみだの経路数
パスアイコン数 横線の数 経路数

4 10 3,240

4 12 7,260

4 13 10,296

4 14 14,196

4

m−1∑
i=2

iC2(m− i)

3. 横線が片側に集中して 3本、もう片方に 1本存在する
場合

4

m−1∑
i=3

iC3 + mC3 × 2

縦線が 3本のときの 1万通り前後の経路数となるあみだの
横線の本数を示している表 2 より、縦線 3 本、1 つの縦線間
にある横線の数が 13本のとき、偶然突破率が PIN認証より
も低い 1/10,296という値になる。以降はこの値を用いて実装
を行う。

5. 実験

この章では、提案したあみだ式認証がどれほどの有効性を
示すかの評価実験を行う。評価項目は成功率とパスアイコン
を探す認証探索時間、あみだを視線で辿る認証実行時間、そ
してその総合的な時間を評価する。その後アンケートを行い
ユーザビリティについての評価を行う。

5.1 実装
提案方式を実現させるために、実装には C＃言語を用い、

開発ソフトは Visual Studio 2017を使用した。また、視線追
跡のデバイスとして Tobii Eye Tracker 4Cを用いてユーザの
視線位置を検出した。

5.2 実験手順
提案手法の認証探索時間と認証実行時間、その二つの時間

の合計、認証成功率を調査した。被験者として宮崎大学工学
部生 10人に実験を行ってもらった。被験者は視力矯正のため
の眼鏡やコトンタクトの着用が可能であり、目の疲労も考慮
して自由に休憩を取ることができた。
実験手順としてまず被験者に実験の流れを説明し、提案手

法の説明後、被験者本人のキャリブレーションを行う。その
後、任意に選んだアイコンを 4つパスアイコンとして設定し、

表 3: 認証時間と認証成功率
探索時間 (s) 実行時間 (s) 総時間 (s) 成功率 (％)

12.8 14.7 27.5　 74.0

実際に実装したシステムで本人が満足するまで練習をしても
らう。練習時には何度でもキャリブレーションをやり直すこ
とができ、パスアイコンの記憶と探索方法の把握を意識して
もらった。練習を終えた後に本実験を行う。本実験では提案
手法の認証方式を 10回認証してもらい、認証の成否と認証探
査時間、認証実行時間を記録した。
また、本実験終了後には、提案手法の認証方式の使いやすさ

を確認するために宮崎大学工学部生 10人に実験の後アンケー
トを実施した。アンケートでは、提案手法について、以下の 7

項目について 1（そう思わない）～5（そう思う）の 5段階評
価で回答してもらい、意見や感想があれば記入してもらった。

(1) この認証を利用したいと思う。

(2) この認証を利用するには慣れが必要であると感じた。

(3) この認証は使いやすかった。

(4) この認証はわかりやすかった。

(5) この認証のアイコンの配置は見やすかった。

(6) パスアイコンは探しやすかった。

(7) あみだくじを視線で追うことは認証の補助になった。

5.3 結果
認証時間と認証成功率の平均の値を表 3に示す。認証開始か

らあみだくじ表示までの認証探索時間の平均 12.8sであり、あ
みだくじの表示から認証終了までの認証実行時間は平均 14.7s

であった。また、それらを合わせた認証総時間の平均は 27.5s

であり、平均認証成功率は 74.0％であった。
そして、ユーザビリティ評価のアンケート結果は図 4となっ

ている。(1)、(2)、(4)、(7)の項目では否定的な回答は少なかっ
たが、アイコンに関する (5)、(6)の項目では、肯定的な回答
が少なかった。(3)の項目については、肯定的な回答と否定的
な回答は同程度であった。意見として、認証ごとに精度にば
らつきがあるように感じられたこと、パスアイコンの配置に
工夫が必要であることなどが挙げられた。

6. 考察

今回の提案手法での認証成功率は 74.0％であった。元々視
線追跡装置を使用したことのある被験者や、練習時間が長かっ
た被験者の成功率が高く、アンケート (2) の結果が示すよう
に、この認証には慣れが必要であることが分かった。また、精
度のばらつきについては、画面上部分のキャリブレーション
時にずれが発生すること、被験者の数名が頭部の動きによる
ずれを感じたことからあみだくじが縦長であったことが原因
ではないかと考える。よって、あみだくじを横長にするため
に縦線を増やし練習時間やキャリブレーション時間を多くと
ることで、認証成功率を上昇させることができる。そして、ア
ンケート (7)の評価も高く、認証実行時間は長くないため、視
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図 4: アンケート結果

線認証にあみだくじを用いることは入力の補助になると考え
られる。
一方、パスアイコンについては肯定的な意見が少なく、ラ

ンダム配置により認証探索時間が発生することもあり、より
工夫が必要であることが分かった。したがって、今後の課題
として、パスアイコンの単純化による認識負担を低下させる
ことや、チャレンジレスポンス方式としたことによる録画攻
撃や、反復攻撃に対する耐性を調査することが挙げられる。

7. おわりに

本研究では、視線入力の動きを補助するためにあみだくじ
を用いる手法を提案し、その評価を行った。結果、あみだく
じは視線認証の補助になるが、パスアイコンの工夫が必要で
あることが分かった。
今後の課題として、パスアイコンやあみだくじを改良しユー

ザビリテと成功率を向上させること、録画攻撃と反復攻撃に
対する耐性の調査が挙げられる。
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プロジェクト・スケジュールの遅延リスク耐性評価方法の提案

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)

Proposal of Delay Risk Tolerance Evaluation Method

of Project Schedule

Meguru TOMITA, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

We propose methods related to schedule management even in project management. In schedule manage-
ment of large-scale and complicated projects, due to irregular delays, rescheduling problems such as ”when”,
”what kind of work”, ”how long” should be shortened frequently occur. In response to this problem, the ex-
isting method focused only on the work on the critical path (the longest work path), and solved by shortening
arbitrary work on that path. However, regarding the question ”Which work on the critical path should be
abbreviated”, the current state of the existing method has relied on the experiences and intuition of experts.
Therefore, in this proposed method, focusing on all tasks including work on critical path, we propose an index
that can evaluate the point that ”Which task is shortened more effectively to shorten the overall construction
period?” This index can be quantified by utilizing ”Float” which can be afforded on the project schedule
which has not been utilized in existing methods. In this paper, we call this index ”Delay Risk Tolerance” and
”the possibility that when the arbitrary work item gives an unexpected delay, the overall required time of the
project does not exceed the contract due date”

Keywords: Project management, Critical path, Float, PERT, EVM

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

本稿では、プロジェクトマネジメントの中でもスケジュー
ル管理に関する手法の提案を行う。大規模かつ複雑なプロジェ
クトのスケジュール管理では、不規則に発生する遅延により、

「どのタイミングで」「どの作業を」「どのくらい短縮すべきか」
などの再スケジューリングの問題が頻繁に発生する。この問
題に対し、既存手法では、クリティカルパス (最長作業経路)

上の作業のみに着目し、そのパス上の任意の作業を短縮する
ことで解決していた。しかし、「クリティカルパス上のどの作
業を短縮すべきなのか」という問に関しては、熟練者の経験
や勘に頼ってきたのが既存手法の現状である。そこで、本提
案手法では、クリティカルパス上の作業を含む全ての作業に
着目し、「どの作業を短縮するのが (先々を考えたときに) よ
り全体工期短縮に効果的なのか」という点を評価することが
できる指標を提案する。この指標は、既存手法では活用され
てこなかった、プロジェクト・スケジュール上の余裕日数 “フ
ロート” を活用することによって定量化することができる。本
稿では、この指標を「“遅延リスク耐性”」と呼び、「任意の作
業項目が予期せぬ遅延をきたした際に、プロジェクトの全体
所要時間が契約納期を超過せずに済む可能性の大きさ」と定

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

義する。

1.1 研究背景
近年、大規模、複雑化、多様化する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。作業遅延が不
規則に発生し、現行スケジュールのままではプロジェクトに
課された時間制約が満たせなくなるため、再スケジューリン
グが頻繁に必要となる。

ある Activity の所要時間をプロジェクトの全体所要時間に
影響を及ぼさない範囲で遅らせることができるスケジュール
の余裕日数をトータル・フロートと言う。トータル・フロート
はスケジューリング計算の結果として生じる余裕日数である
が、プロジェクトの進捗段階では不確定変動による Activity

遅延の影響を受け時々刻々と変化していく。したがって、不
確定変動がスケジュールに及ぼす影響は、トータル・フロート
(以降 “フロート” 或いは “スケジュール・フロート” と記す)

に現れる。このことから、不確定変動の大きなプロジェクト
では、フロートに基づくスケジュール管理が有効である。

しかしながら、Activity の所要時間を確定的に見積もる従
来の PERT/CPM 手法 1)2) では、フロート（余裕日数）は管
理される必要がないものとされ、プロジェクトの全体所要時間
に影響を及ぼすクリティカル・パス上の Activity のみ重点的
に管理すれば十分とされてきた。しかし、不確定変動の大きい
プロジェクトの場合、ある時点においてプロジェクト全体所
要時間に影響しない非クリティカルパス上の Activity (“Non-

critical な Activity” と記す) の余裕であっても、フロート日
数を消費してしまうと、それがクリティカルパス上の Activity
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(“Critical な Activity” と記す) 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。このため、不確定変動
の大きなプロジェクトでは Non-critical な Activity のフロー
トであっても管理は必要と考えられる。

実際、近年のプロジェクト管理の現場では、スケジュール管
理にフロートを活用する動きがある。Critical な Activity の
みならず、Non-critical な Activity であっても、それらのフ
ロート間の関係や時間変動を考慮することが合理的な意思決
定の助けとなることを経験的に知っているためである。しか
しながら、このような現場の状況と認識に学術研究の方は追
い着いておらず、フロートは管理される必要がないものとい
う従来の認識のままである。或いは、フロートの管理の必要
性はわかっていても、従来の PERT/CPM 法での対応は実用
レベルでは難しいという認識である。

学術研究においては、フロートを直接管理する以外の不確
定変動の問題に対処する手法研究が行われている。具体的に、
大きく分けて次の 2 種類が報告されている。一つは、従来の
クリティカルパスに基づく方法の確率論的な拡張であり、もう
一つは事例や学習用データから経験則を導き出す手法である。

従来の PERT 法の確率論的な拡張として、Goto and Ma-

suda (2007、2014）は、管理上の指針であるクリティカルパス
が移り変わらないことを前提とした静的分析法の提案をして
いる。また、V.G.Kulkarmi.,et.al.(1986) や Derek O’ Con-

nor(2007）は、クリティカルパスの移り変わりに着目し、ク
リティカルパスになりやすい作業を特徴づけることを目的と
した分析・解析手法を提案している。前者は　適用範囲が限
定的であり、後者は管理目的としては使用し難いといった問
題がある。一方、経験則を導き出す手法としては、リアクティ
ブ・スケジューリングのタイミングに関する意思決定手法と
して、遅延タスクの個数に基づくスケジュール修正時期の数
理モデルが提案されている（Suwa et al., 2003; Fujiwara et

al., 2009）。また、バッチプロセスを対象とした研究では、不
確定変動への対応策として、バッチ間のバッファ時間のシステ
マティックな決定法が提案されている（Kawano et al., 2007、
2008）。いずれも実践的だが、経験則を獲得する手法であるこ
とから、新規のプロジェクトや学習データが得られにくい対
象は手法の適用範囲外である。

以上のように、フロートを活用することで汎用的かつ実践
的なスケジュール管理ができる可能性は現場のスケジュール
管理者は経験的に知っているが、そのための方法論研究は未
だ行われていない。このため、現場のスケジュール管理では、
膨大な数の Activity の個々のフロート日数といった部分的か
つ限定的な情報から、Activity 間のフロートの相互関係を掌
握し、納期超過やそれに伴うコスト超過を最大限回避するよ
うなプロジェクトの再スケジューリングを実現するための意
思決定が、全て人の経験と勘で行われているという状況 (※)

である。
しかし、従来のリアクティブ・スケジューリングを用いた

手法では、いつ再スケジューリングするべきか、どの作業項
目をどれだけ短縮すべきか、等を合理的に判断するための方
法論は確立されていない。したがって、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
いるのである 3)4)。

以上を踏まえ、本研究室では、スケジュール全体の余裕を統
合的かつ合理的に管理するためのモデルや手法の開発を行っ
てきた。そして、リアクティブ・スケジューリングにおいて
熟練者の経験や勘に依存しない合理的な意思決定を支援する
方法の提案を行ってきた。

具体的には、まず、スケジュール・フロートのベクトル空間
表現法を考案し、この表現方法に基づくスケジュール管理の
ためのモデルを提案した。本方法及びモデルは、グラフ理論
ベースの手法である従来法の PERT に比べ、代数計算の簡便
さゆえの高い分析力を潜在的に持つ。更に、本モデルはスケ
ジュール・ネットワークの構造の直感的分かりやすさも PERT

と同程度に兼ね備えている。すなわち、本モデルは、不等式制
約の集まりとして表されるモデルを成す制約式の一つ一つが
スケジュール・ネットワークを成す作業パスに対応付けられ、
各制約式の変数の前後関係が作業項目間の順序関係に対応付
けられるためである。その上、PERT ではできなかったモデ
ルの自動生成も可能である。従来のこの種のモデルは、いず
れも、分析能力は高いが直感的理解が難しい (プロセス代数、
MaxPlus 代数、時相論理 など) か、或いはその逆で直感的理
解はし易いが分析能力が低い (ペトリネット、ステートチャー
ト、Function Block など) という問題を持っていたが、本提
案モデルは分析力と表現力の双方をある程度兼ね備えている
点で有用である。

次に、以上のような提案手法やモデル用い、納期制約問題を
フロートパラメータベクトルの存在可能領域 (“フロートベク
トルの解空間”、或いは “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提案した。更に、既存の管理指標 (ク
リティカルパス、フロート残量 (安全余裕残量)、DRAG 等) を
本モデルベースで簡便に計算できる方法を明らかにし、この方
法を使って、プロジェクト実行中時々刻々と変化していく重点
管理項目を計算し可視化するシステムを開発した 5)6)。なお、
開発したシステムに盛り込まれた重点管理項目可視化のための
ノウハウは、汎用性があり、様々な業種のプロジェクトマネジ
メントで活用可能な知見と考えられる。こういったプロジェ
クトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててまと
めたガイドブック PMBOK（Project Management Body of

Knowledge）7) がある。PMBOK は、アメリカに本部のある
PMI（Project Management Institute）が中心になって刊行
しているが、プロジェクトマネジメントの世界標準といわれ
ている。本研究室で提案されたノウハウは、PMBOK で未だ
取り上げられていない、本研究室で新規に見出された実務上
役立つ汎用的知見である。

しかしながら、以上の提案、すなわち直感的分かりやすさ
と分析能力の備わったモデルの構築、及び重点管理項目可視
化ノウハウの提案は、有意義ではあるが、冒頭で目標として
述べた「スケジュール全体の余裕を統合的に扱う方法」とし
ては不十分である。個々の作業項目の余裕 (フロート) という
断片的な情報からスケジュール全体余裕の大きさ、ばらつき
を推し量る手助けはするが、それらの大きさ、ばらつきを直
接顕在化させるには至っていない。そのため、PERT でもで
きる分析をより簡潔に行えるようなモデル・手法の提案レベ
ルに留まっている。

では、何が出来れば全体余裕を直接扱える手法／モデルと
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言えるのか。これを遅延リスク解析の場合即ち、個々の作業
項目の遅延が全体余裕へ及ぼす影響の度合い (“遅延リスク耐
性” と呼ぶ) を解析する場合で説明する。遅延リスク解析で、
もしフロートの大きさのみならずフロート間の独立・従属関
係によって生じる影響も結果に反映されるような解析ができ
るのであれば、全体余裕を直接扱える手法／モデルといえる。
実際、フロート値が同じ作業項目同士であっても、遅延リス
クの大きさは同じではない。全体的により長い作業パスによ
りたくさん乗っている作業項目ほど遅延リスク耐性へ及ぼす
影響は大きい (5.4 節)8)。こういった遅延リスク耐性の見極め
は、大規模プロジェクトを完遂させる上で非常に重要である。
全体所要時間を同じ日数分短縮させる場合でも、遅延リスク
耐性への影響力がより大きい作業項目を短縮したほうが、全
体余裕を大きく維持できるためである。しかし PERT ではこ
の種の分析をカバーできていない。それゆえプロジェクトの
現場では、個々のフロートの断片的情報のみから遅延リスク
耐性の見極めを経験や直感を頼りに行っているのである ((※)

参照)。一方、本研究室で提案されたフロート解空間をうまく
活用すると、フロート間の独立・従属性による影響が反映さ
れた遅延リスク解析が可能となる。具体的には、一作業項目
の遅延による一フロートの減少が他フロート全体へ及ぼす影
響を、解空間の縮退率及び形状の変化として定量的かつ直接
的に捉える可能性があるということである。これは、フロー
解空間が座標系で表現される際、各座標軸が互いに独立なフ
ロート (の集まり) に対応付けられるためである。

以上のことから、本研究では、まず、プロジェクト・スケ
ジュールの全体余裕そのものの大きさやばらつきを直に知る
方法として、フロートの解空間、すなわち納期制約問題で求め
られるフロートパラメータベクトルの存在可能領域自体の大
きさと形状を求める方法について検討した。しかし、フロー
トの解空間の体積を求める方法の一般化は原理的には困難と
わかった。本問題は、N 次元凸多面体 (1 ≦ N) の体積 (高次
元の場合、“超体積” と呼ぶ) を求める問題に帰着されるが、超
体積計算の一般化・自動化は原理的には困難ということであ
る。そこで、体積計算に代わる方法として、N 次元凸多面体に
N 次元格子を被せオーバーラップする部分の格子点数をカウ
ントし、大きさを見積もることとし、この方法を自動化した。
ところが、この方法は計算量の問題が大きい。フロート解空
間の次元増加に対し、指数オーダで増加する。具体的に、例え
ば、15 次元のフロート解空間の大きさを格子幅 1 の格子点で
数え上げた場合、最大で 20 時間程度かかる。現在、Activity

数が 1000 程度の実務レベルのプロジェクトへの適用を目指し
ているため、この方法は現実的ではない。

そこで本研究では、フロート解空間の大きさそのものを算
出させるといった厳密性を多少犠牲にする代わり、実用的な
計算時間で求められる評価指標を定義・導入することとした。
具体的には、少なくとも上述の格子点数の大小関係は保持す
るような指標を見出すための検討を行った。遅延リスク耐性
を (※) で述べた現状問題に寄与させるためには、フロート解
空間そのものの大きさでなくとも、解空間同士の大小関係が
分れば良いためである。

指標候補として、フロート解空間を成す N 次元凸多面体の
Lp ノルムや原点-重心間の距離など試した中、群を抜いてよい

結果を示したのが N 次元凸多面体に内接する最大の N 次元単
体 (N-Simplex) の超体積である。原点周りの凸多面体に限定
すれば、N 次元単体の超体積は、原点から各座標軸上の点ま
での距離の直積 D に対し D ／ N! として求められ、計算量は
O(1) となり数秒で計算可能となる。

1.2 本論文の構成
以下では、2 節で研究目的と課題を述べ、3 節でプロジェ

クトマネジメントの基本事項及び、プロジェクト進捗段階で
の予期せぬ遅延がスケジュールに及ぼす影響 (リスク) に関し
て概説する。そして、4 節で本研究室での提案事項であるスケ
ジュール・フロートのベクトル空間表現方法や重点管理項目可
視化手法について説明した後、5 節で本稿での提案事項である
遅延リスク耐性の評価方法について示すとともに、提案方法
の妥当性を調べるために行った検証実験について示す (建築プ
ロジェクト、発電設備の分解点検修理プロジェクト (オーバー
ホール) を適用例として用いる。)。また 6 節では提案手法の
リスクマネジメントへの活用について示す。この 6 節の目的
は、この種の管理手法としては比較的新しい、プロジェクト実
施段階での時間とコストの進捗管理を一元化できる“アーンド
バリュー法 (EVM : Earned Value Method)” 9) について示
すとともに、EVM ではできない遅延リスク管理手法のための
手法 RDM (Resistance to schedule-delay Management) を
提案をする。RDM では遅延リスク耐性を活用するが、本稿で
はこれを EVM と併用できる形で提案する。こうすることに
より、プロジェクト実施段階での時間とコストの進捗と併せ
て (現況スケジュールの) 遅延リスク耐性の評価が可能になる。
更に 7 節では、建築工事プロジェクトを適用例として用いた
ケーススタディについて示し、最後に 8 節で結論を述べる。

2. 研究目的

2.1 研究目的
本研究目的は、任意の作業項目 (以下 “Activity” と同義) が

予期せぬ遅延をきたした際に、プロジェクトの全体所要時間が
契約納期を超過せずに済む可能性の大きさ (遅延リスク耐性)

を定量的に評価できるようにすることである。言い変えると、
個々の作業項目の遅延が全体余裕へ及ぼす影響の度合いを遅
延リスク耐性の大きさとして定量的に評価できるようにする
ことである。

なお、本稿では、納期とは「発注者との間で契約された納
期」の意味で用い、全体余裕とは「プロジェクト全体所要時間
の (納期に対する) 余裕」の意味で用いる。

2.2 研究課題
研究課題は以下の通りである。

• 「遅延リスク耐性」を概念的定義し、定量化し、算出
方法を明らかにする。

• 「遅延リスク耐性」算出の計算量問題に対処するため
の指標化について検討する。

• 指標化された「遅延リスク耐性」の妥当性の有無を検
討するため、当該指標の精度評価実験を実施する。

プロジェクト・スケジュールの遅延リスク耐性評価方法の提案 197



• 提案する遅延リスク耐性評価指標を従来のプロジェクト
管理手法である “アーンドバリュー法 (EVM: Earned

Value Method)” と組み合わせて使用することの効果
の有無を実験的に確かめる。

精度評価実験の適用例として、建築プロジェクト、発電設
備の分解点検修理 (オーバーホール) プロジェクト、および
JAPEX モデルを使用する。なお、各々の適用例の特徴は順
に、Activity 数 30 程度の中規模プロジェクト、Activity 数が
100 以上の比較的大規模のプロジェクト、Activity 数は中程
度だが並行作業パス同士の所要時間が拮抗しておりクリティ
カルパスの入れ替わりが頻繁に起きるプロジェクト となって
いる。

JAPEX モデルとは、中東・北アフリカ地域において中規模
ガス処理プラントを建設する EPC フルターンキー・プロジェ
クトを想定し、実情に基づき作成された研究用モデルのこと
である。

3. プロジェクト・マネジメントについて

3.1 プロジェクトについて
3.1.1 プロジェクトの特徴

プロジェクト 10) とは、独自の製品やサービスを創造する
ためになされる特別な活動・取り組みのことである。また、あ
る取り組みがプロジェクトと呼ぶに足るものであるための最
も重要な要件は以下の 3 つである。

1. 特別な目的がある
2. 期限が限られている
3. 資源が限られている

更にもう少し具体的に、プロジェクトと呼べる活動・取り組
みの特徴を書くと、以下のようになる。

1. 独自の、或いは新たな目的を持つ活動・取り組みである
2. 目的達成の手段やプロセスが一通りではない
3. 達成期限やリソース制約がある
4. 簡単に達成できる取り組みではない
5. 特に近年のプロジェクトは大規模複雑化しているため

目的達成が容易ではない
6. そのためチームプレイで組織的に取り組まねば達成が

難しい

等

3.1.2 プロジェクト管理
3.1.1 節から、プロジェクトでは、(A) その都度の様々な条

件や起こり得るリスクを考慮し、目的達成の確実性を評価し
ながらなるべく合理的な手法で実施計画を立案する必要があ
る。しかし、プロジェクトでは事前に分らないことが多々あ
る。このため、いくら科学的な手法で計画立案されるとして
も、推測や仮定に基づく部分を排除できない。このため、(B)

プロジェクトでは頻繁に進捗状況を監視し、計画に基づき進
捗を評価し、計画の軌道修正を行う必要がある。つまり、プ

ロジェクトのマネジメントは、(A) 計画立案段階、(B) 計画実
施段階の双方で重要ということである。

3.2 プロジェクト実施段階におけるマネジメント
3.1 節で述べたように、プロジェクト・マネジメントは、(A)

計画立案段階と (B) 実施段階の 2 段階に大きく別けられるが、
本研究は (B) 実施段階のマネジメントをサポートする手法の
提案であるため、以下ではフェーズ (B) に焦点を当てた議論
をしていく。

3.2.1 コントロールとマネジメントの違い
従来の管理はコントロール (Control) と呼ばれていた。コ

ントロールは現場の統制に重点が置かれていた。具体的には、
制御命令と観測結果を比較評価し、次の制御命令を決定する
という形態であった。これに対し、コントロールの進化した
形であるマネジメント (Manegement) は、計画と評価を含め
たプロセスを重視した管理の形態をとる。具体的には、計画
と実施結果を比較評価し、目的達成にとって効率良い方向で
計画を修正する形態である。本稿の以下では、“管理” は “マ
ネジメント” と同義とする。

3.2.2 プロジェクト実施段階での管理・評価
実施段階で管理・評価すべき対象は、主に工程、コスト、品

質であるが、以下、工程とコストに限定し議論する。現在の
管理手法では品質の評価は組み込まれていない。このため工
程に関する評価とは「(実施計画に対して) どれだけ計画通り
にできているか」の評価であり、コストに関しては「(計画予
算に対して) どれだけ予算内で実施されているか」の評価であ
る。従来これら (工程評価とコスト評価) は別々のシステムで
計算され、これらの結果に基づく総合評価・判断は人 (管理者)

の判断 (直感・経験則) に頼っていた。
以下では、プロジェクトの現状が順調かどうかを評価する

ための二つの考え方を紹介する。

3.2.3 進捗度評価
進捗度評価というのは、文字通りプロジェクトの進み具合

を評価するもので、従来、工程管理の一環として行われてき
た。つまり、工程の計画をベースにして、どこまで完了したの
かを調査し、それがプロジェクト全体からみてどの程度の割
合となるのかを把握することが進捗度評価ということになる。

例えば、住宅建築のようにモノを作るプロジェクトでは、出
来上がったモノの大きさや量で評価することができる。また、
システム開発など形や量で表しにくいプロジェクトでは、完
了した活動の価値を金額で換算することにより進捗度を評価
することができる。このようにして、進捗度評価に用いる指
標を出来高 (earnd value) と呼ぶ。

3.2.4 達成度評価 (工程進捗とコストの総合評価)

出来高を指標として用いた進捗度評価では、コスト変動が
大きいプロジェクトなどにおいて、現況を見誤るケースも起
こりうる。事実、プロジェクトマネージャーは工程だけでな
く原価や品質などを総合評価して、プロジェクトが順調に進
んでいるのかどうか判断している。そこで、工程だけではな
く原価要素も加味してプロジェクトの現況を評価しようとす
る考え方が 1970 年頃から米国で開発されてきた。これが達成
度評価である。
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達成度評価では、“どれだけできたか” という量的な判断だ
けではなく、それにかかったコストを併せて評価する。この
ため、“工程は順調だが原価はオーバーしている” とか “原価
は計画通りだが工程が遅れている” などというより総合的な判
断ができるようになっている。そして、この達成度を求める
手法が、6. 節で紹介する EVM（アーンドバリュー法) である。

4. 本研究室での先行研究

本研究室の先行研究では、まずプロジェクト・スケジュー
ルの全体余裕を統合的かつ合理的に管理するための手法とし
て、スケジュール・フロートのベクトル空間表現法が考案さ
れた。また、本手法に基づくスケジュール管理のためのモデ
ルが提案された。また、既存の管理指標 (クリティカルパス、
フロート残量 (安全余裕残量)、DRAG 等) を本モデルベース
で簡便に計算できる方法が明らかにされた。また、この方法
を使って、プロジェクト実行中時々刻々と変化していく重点
管理項目を計算し可視化するシステムが開発された 5)6)。

4.1 スケジュール・フロートのベクトル空間表現
に基づく工程管理モデル

スケジュール・フロートのベクトル空間表現法及び、この表
現方法に基づくスケジュール管理のためのモデルについて示
す。本手法は、グラフ理論ベースの手法である従来法の PERT

に比べ、代数計算の簡便さゆえの高い分析力を潜在的に持つ。
更に、本モデルはスケジュール・ネットワークの構造の直感
的分かりやすさも PERT と同程度に兼ね備えている。

4.1.1 フロートのベクトル空間表現
プロジェクトが Activity network で表されるとき、個々

の Activity の時間的余裕をパラメータ表示し (“余裕パラメー
タ” と呼ぶ)、納期制約問題をパラメータベクトルの存在可能
領域 (“フロートの解空間” と呼ぶ) を求める問題に帰着させ
る。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
まりとして表される。各不等式制約はクリティカルパスに成
り得る経路の経路長制約に対応付けられ、各式のパラメータの
並び順は各経路の作業順序を表す。また、モデルの本質とは
関係ないが、数式モデルにありがちな構造的理解のし難さを
回避するための取り決めとして、各式のパラメータの並び順
はスケジュール・ネットワーク上の作業項目の生起順序と定
義した。また、作業項目とそれに付随する余裕パラメータと
は、同じアルファベットの大文字と小文字で表記させること
とした。このため、実数ベクトルで処理できる利点である高
い分析力と計算力はもちろんのこと、ネットワークの構造的
理解も従来 PERT と同程度には可能なモデルとなっている。

4.1.2 ベクトル空間表現モデル “フロートの解空
間”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、各作業項目の生起順序と作業時間を抽出し、各作業項
目の時間的余裕を表す余裕パラメータを導入し、生起順序と
生起時刻を同時に扱える max-plus 代数 11) を使用し、各作業
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図 1: フロートの解空間生成の流れ

項目の終了までにかかる時間を順に求めていく。具体的には
以下のように求められる。

作業 p 終了までに掛かる時間 = Max{pj の終了時刻｜ pj

は p の先行作業全て } + p の所要時間 + p の余裕パラメータ

なお、最終作業項目の終了までに掛かる時間は、即ちプロジェ
クト全体所要時間を意味する。したがって、上記方法で得ら
れる “最終作業終了までに掛かる時間”に対し、納期制約を与
えて得られる制約条件式「“最終作業終了までに掛かる時間”
≦ 契約納期」がフロート解空間の構成要素となる。 ただし、
最終作業項目の終了までに掛かる時間は、初期作業項目から
最終項目へ至る経路の数だけ得られる。従って、所望のモデ
ルは、上述の制約条件式全体として得られる。

4.1.3 フロートの解空間の生成
図 1-(1) のように、Activity A, B, C があり、所要時間がそ

れぞれ 20 日,15 日,10 日とする。A と B、A と C は直列に繋
がり、B と C は並行である。( ) 内は Activity の標準的所要
時間を表す。x1 と x2 で Activity A の開始時刻と終了時刻、
x3 と x5 で B、x4 と x5 で C の開始時刻と終了時刻を各々表
し、小文字アルファベットで同大文字の Activity の余裕パラ
メータを表すと、所定の計算過程を経て (図 1-(2))、本例のフ
ロートの解空間が (図 1-(3)) のように得られる。

あるシステム製品をおさめる仕事を表す簡単な例を考える
(図 2 参照)。図 2 の Activity Network の ( ) 内は各 Activity

の標準的所要時間を表し、アルファベット大文字は作業項目
名を表す ID、同小文字は当該作業項目の余裕パラメータを表
す。つまり、例えば、「基本設計」を指す ID は A であり、標
準的所要時間は 20、余裕パラメータは a である。契約納期を
80 とすると、本例のフロートの解空間は以下の連立不等式で
表される。



a+ b+ d+ f ≦ 5

a+ c+ e+ f ≦ 15
(1)

具体的には、まず、スケジュール・ネットワーク (Activity

Network) から、各作業項目の生起順序と作業時間を抽出した
工程表を作成し、各作業項目の時間的余裕を表す余裕パラメー
タを導入する。次に、作業項目の生起順序と生起時刻を同時
に扱える max-plus 代数を使用し、各作業項目の終了までにか
かる時間を順に求めていく。例えば、F の終了時刻は以下の
ように求められる。
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図 2: フロート解空間生成例

F 終了までに掛かる時間 = Max{D の終了時刻、E の終了
時刻 } + F の所要時間 + f (F の余裕パラメータ)

ただし、余裕パラメータ f の取る値は、F 実施期間の前後の余
裕の和である。具体的には、ここでは、実施前の余裕とは既
に作業可能だが何らかの理由で開始時間を先延ばしにしてい
る処理待ち時間とし、実施後の余裕とは当該処理の遅延時間
としている。なお、最終作業項目 F の終了までに掛かる時間
は、即ちプロジェクト全体所要時間を意味する。従って、プ
ロジェクト全体所要時間は 75+a+b+d+f、65+a+c+e+f と
表せ、所望のモデルは、納期制約 80 を与えた {75+a+b+d+f

≦ 80、65+a+c+e+f ≦ 80} となり、結果として上記の (4.1)

が得られる。

4.1.4 フロート解空間に基づく管理指標の計算
まず、フロート (ここではトータルフロート) は、プロジェ

クト全体所要時間が契約納期を超過しない範囲でとれる作業
項目の余裕日数の最大値であるが、これはフロートの解空間
を表す不等式制約の集まりに対し、着目パラメータ以外の余
裕パラメータの各々に、それが取り得る最小値を代入するこ
とで求められる。具体的には、実行済の作業項目の余裕パラ
メータには実データ (処理待ち時間＋遅延時間) を与え、未実
行項目の余裕パラメータには 0 を与えれば良い 5)。

また DRAG12)13)14) は、クリティカルな作業項目がプロ
ジェクト全体の工期を短縮できる日数の最大値であるが、こ
れはクリティカルな作業項目と並行する経路の有無やその並
行経路のフロート値を基に算出されるのだが、これら DRAG

算出に必要なデータ取得のための計算プロセスは PERT では
煩雑になり易い。しかし、提案手法のフロートの解空間を使
うと簡潔かつシステマティックに算出できる 6)。

4.2 重点管理項目の可視化手法
まず、本稿での前提（スケジュール管理上の利便性を考慮

したフロートの扱い）について述べる。
時々刻々と変化していく各作業項目のフロートに基づき、ク

リティカルパスの所在とスケジュール全体の安全余裕残量の
変遷を可視化する手法について示す。安全余裕残量とは、プ
ロジェクト・スケジュールの全体余裕を表し、クリティカル
パス上の作業項目のフロート値がそれに相当する。なお、通
常のフロート計算では、クリティカルパス上の作業項目のフ
ロートが 0 となるように、他の作業項目のフロートはそれを
基準に数値化される。しかし、本稿では、スケジュール管理

�
�
�

図 3: クリティカルパスと安全余裕残量の移り変わ
りの可視化のイメージ

上の利便性より、クリティカルパス上の各作業項目のフロー
トが、契約納期に対する余裕となるようにしている。こうす
ることにより、あとどれだけ (何日) 遅れたら契約納期違約に
至るかがダイレクトにわかるためである。

4.2.1 可視化方法
所与のスケジュールが示す作業項目間の順序制約に従って

進められるプロジェクトの実行中、不規則に発生する作業遅
延により、各作業項目の余裕が不規則に変化していく。従来、
このような変化は、個々のフロートの変化としてばらばらに捉
えられていたが、作業項目同士の有機的繋がり (余裕パラメー
タベクトル) の変化として捉えることにより、クリティカルパ
スの所在と安全余裕残量の移り変わりの可視化が可能となる。
具体的には、各時点での余裕パラメータベクトルの成分 (各作
業項目のフロート) を横に並べて行ベクトル表示し、各作業項
目の余裕パラメータの時系列を各々縦に並べて列ベクトル表
示させる。更に、各行での成分の最小値の全てをハイライト
表示させる。こうすることにより、各時点でのクリティカル
パスの所在は、各行でハイライト表示された作業項目の成分
の並びとして顕在化する。また、各行のハイライト表示され
た数値として安全余裕残量の変遷が顕在化する。

図 3 は、作業項目 23 の建築プロジェクトの実施段階で本手
法を適用した結果得られた余裕パラメータベクトルの時系列
データである。各行の成分の最小値は赤字で表示されている
が、これは各時点でのクリティカルパス上の作業項目のフロー
トを表している。時系列データの#1行から#2行では、この赤
字の並び位置が変化しているが、これはクリティカルパスの所
在変化が起きていることを表している。具体的には、赤字の並
び位置が、d6,d37,d25,d40 から d22,d24,d20, d6,d37,d25,d40

へ変化している。このため、これら余裕パラメータ並びに対
応付けられる作業パス D6,D37,D25,D40 から D22,D24,D20,

D6,D37,D25,D40 へクリティカルパスが移り変わったことを
表している。また、各行の最小値を縦方向に辿ると安全余裕
残量の変遷がわかる。例えば図の黄色部分は安全余裕残量の
変遷にあたる。なお、負値の出現する#3 行では、このタイミ
ングで契約納期違約確定したことを意味する 5)6)。

以上、本節で示したような重点管理項目を可視化させるた
めのノウハウは、汎用性があり、様々な業種のプロジェクトマ
ネジメントで活用可能な知見と考えられる。こういったプロ
ジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててま
とめたガイドブック PMBOK（Project Management Body
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図 4: 重点管理項目を視覚化するプロトタイプシス
テムの実行結果

of Knowledge）7) がある。PMBOK は、アメリカに本部のあ
る PMI（Project Management Institute）が中心になって刊
行しているが、プロジェクトマネジメントの世界標準といわ
れている。本節で提案した可視化手法は、PIMBOK で未だ取
り上げられていない、新規に見出された実務上役立つ汎用的
知見と考えられる。

4.2.2 重点管理項目可視化実験
以上のような可視化の仕組みを自動化し、管理項目可視化

のためのプロトタイプシステムを実装し、住宅建築 15) や電
力設備分解点検修理 (オーバーホール) といった現実的なプロ
ジェクト事例への適用実験を通し、本方法の妥当性を確認し
た。本システム実行結果の一例として図 4 を示す。図 4 は作
業項目 130 程度のオーバーホールプロジェクトのネットワー
ク・ダイアグラムに本手法を適用した結果得られた余裕パラ
メータベクトルの時系列データである。各行の成分の最小値、
つまりクリティカルパス上の作業項目のフロートは赤字で表
示されている。この赤字の並びが変化する A1 行から B1 行、
及び B2 から A2 では、クリティカルパスの所在変化が起きて
いると分かる。また、各行ベクトルの最小値を縦方向に辿る
と安全余裕残量の変遷がわかり、負値の出現する A2 行では契
約納期違約確定したことが分かる。

5. 提案手法

良いプロジェクト・スケジュールを立案するためには、ネッ
トワーク・スケジュールの評価と改善ができなくてはならな
い。1. 節で述べたように、従来の管理手法では、評価の尺度
として、「全体工期の長さ」、つまり、クリティカルパスの長さ
という一指標しかなかった。しかし、最近のプロジェクトで
は、作業遅延が不規則に発生し、クリティカルパスの移り変
わりが多いため、従来どおりの全体工期の長さのみを指標と
する手法では不十分である。不確定変動の大きいプロジェク
トの場合、ある時点において、プロジェクト全体所要時間が
契約納期を超過することにはならない非クリティカルパス上
の Activity (Non-critical な Activity) の余裕であっても、フ
ロート日数を消費してしまうと、それがクリティカルパス上
の Activity (critical な Activity) に変わった途端にプロジェ
クトの早期完了の可能性を下げてしまうためである。

そこで、本研究では、個々の作業項目の遅延がプロジェク
ト・スケジュールの全体余裕へ及ぼす影響の度合いを “遅延リ
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図 5: フロートの解空間の例

スク耐性” と呼び、遅延リスク耐性の大きさをフロートの解空
間の大きさに基づき評価する方法を考案した。遅延リスク耐
性の大きさは不確定性の大きいプロジェクト・スケジュール
管理上重要な一尺度となり得る。

5.1 評価指標「遅延リスク耐性」の提案
5.1.1 遅延リスク耐性の概念的定義

5. 節冒頭で述べたように、任意の Activity が予期せぬ遅延
をきたした際にプロジェクト全体所要時間が契約納期を超過
せずに済む可能性の大きさを「プロジェクト全体の遅延リス
クへの耐性」と定義し、“遅延リスク耐性” と略記する。

5.1.2 遅延リスク耐性の定量化
フロートの解空間上の各点は、「プロジェクトの全体所要

時間を変えない Activity レベルでの遅延パターン」(“ADP”

と記す) に相当する。このため、遅延リスク耐性の大きさをフ
ロートの解空間の大きさで評価することは妥当と考え、遅延
リスク耐性の大きさを ADP で評価することとした。

4.1.3 節で示したフロート解空間の例を図 5 に再掲する。本
解空間を示す凸多面体の境界及び内部の点は全て ADP に対
応付けられる。例えば、境界上の点 (5,0,5) は ADP に対応付
けられる。実際、Activity A と C が共に 5 日遅延してもプロ
ジェクト全体所要時間は納期 40 日を超過しない。一方、本解
空間からはみ出ている点 (0,6,0)はADP に対応付けられない。
実際、Activity B が 6 日遅延すると、たとえ A,C の遅延が 0

であったとしても、全体所要時間は納期 40 日を超過する。

5.2 遅延リスク耐性の算出と問題点
5.2.1 格子点数による評価

フロートの解空間は、係数が+１の連立一次不等式で表さ
れることから第 1 象限上の原点周りの N 次元凸多面体（1 ≦
N）を成す。従って、遅延リスク耐性の評価のためには N 次
元凸多面体の超体積を求めればよい。しかし、N 次元凸多面
体の体積計算は一般化できない。そこで一般化可能な方法と
して N 次元格子の格子点数として評価することとした。即ち、
ある格子幅の N 次元格子をフロート解空間に被せ、当該解空
間に含まれる格子点の数をカウントし評価することとした (図
6)16)17)。

ただし、フロート値は一経路 (分岐・合流点から次の分岐・
合流点までのパス) の中では一定になる性質がある。したがっ
て、フロート解空間を成す余裕パラメータは互いに独立では
ない。そのため、上述のような格子点数え上げをするために
は、まず余裕パラメータ同士の独立・従属関係を調べ、当該
解空間のベクトル空間上での次元を明らかにする必要がある。
なお、パラメータ同士の独立・従属関係は、シンプレックス法
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図 6: フロートの解空間に整数格子を被せたイメー
ジ

で凸多面体の端点を求めるための計算過程から機械的な手順
で検出可能であることから、本研究では、シンプレックス法
18) を用いて本手順を自動化した。

5.2.2 フロートの解空間の大きさを求める手順
1. 4.1.2 節の方法でフロート解空間を表す不等式制約の集

まりを求める。

2. 1. の不等式制約を成す余裕パラメータ全体で、フロー
トが一致する余裕パラメータの集まりを、互いに従属
関係にあるパラメータの集まりとして検出し (シンプ
レックス法使用)、パラメータの統合と式の整理を行い、
互いに独立なパラメータから成る不等式制約の集まり
としてのフロート解空間の表現形式 (※ 5-1) を得る。

3. フロート解空間に含まれる格子点の数を求める。

• 対象とするフロート解空間 (N 凸多面体) の端点
を求め、これら端点を手がかりに、解空間を含む
出来るだけ小さな領域を切り出す。

• 切り出された領域内に含まれる格子点各々に関
し、フロート解空間に含まれるか否かを１点ご
とにチェックし含まれる点をカウントしていく。
1 点ごとのチェックは、具体的には、不等式制約
に当該点の座標を代入し、これが制約条件式を満
たすかどうかでチェックしていく。制約条件式
を満たせば当該点はフロート解空間に含まれる
点であり、満たさなければ含まれない点である。

なお、以下では、(※ 5-1) のようなパラメータの統合・整
理されていない不等式制約を統合・整理前のフロート解空間、
統合・整理後の不等式制約を単にフロート解空間 (工程管理モ
デル) と呼ぶ。

5.2.3 遅延リスク耐性 (フロート解空間の大きさ)

を求める例-1

まず簡単な例を示す (図 7参照)。A, B, Cの 3つの activity

があり、所要時間がそれぞれ 5 日、3 日、2 日とする。A-B-C

が直列につながる場合 (図 7-(1))、余裕パラメータ a,b,c は互
いに従属関係にあり、フロート解空間は 1 次元となるため、格

図 7: 遅延リスク耐性 (フロート解空間の大きさ)の
算出 (簡単な例)

子幅 1 でカウントすると、そのフロート解空間の大きさは 1

となる。一方、A、B、C のすべてが並行の場合 (図 7-(2))、余
裕パラメータ a,b,c は互いに一次独立関係となり、フロート解
空間は 3 次元の凸多面体となるため、格子幅 1 でカウントす
ると、フロート解空間の大きさは 24 となる。

5.2.4 遅延リスク耐性 (フロート解空間の大きさ)

を求める例-2

4.1.3 節の適用事例 (図 2 参照) に対し、上述の “フロート
の解空間の大きさを求める手順” で、その大きさを求めると次
のようになる (図 8 参照)。

1. 4.1.3 節の (4.1) より、統合・整理前のフロート解空間
は (図 8-(0)) である。

2. (図 8-(0)) に含まれる余裕パラメータ a,b,c,d,e,f,g のう
ち、互いに従属関係にある余裕パラメータの組は、(a,d)、
(b,c)、(e,f) であり、これらを順に a,d =A、b,c=B、
e,f=C のようにパラメータ統合し、式を整理すると、統
合・整理後のフロート解空間は (図 8-(1)) のような 4

次元領域となる。この領域は、g の値を任意の定数で
固定すると (図 8-(1’)) のように図示できる。

3. 格子幅 1 の整数格子を解空間 (図 8-(1)、(1’)) に被せ、
解空間に含まれる格子点の数をカウントする。具体的
には以下のように行う。

• まず、当該フロート解空間の端点を求める
と 、(5,0,0)、(0,5,0)、(0,0,15)、(5,0,10)、
(0,5,15) となる。したがって、当該解空間を成
す 点 は 、A={0,1,2,3,4,5}、B={0,1,2,3,4,5}、
C={0,1,2,…,15}、の 全 て の 組 み 合 わ せ
{(0,0,0)、..、(5,0,0)、..、(0,5,0)、..、(0,0,15)、..、
(5,0,10)、..、(0,5,15)} (図的には (図 8-(1’)) の
破線の直方体) の中に含まれると判る。

• これらの点が当該解空間の制約条件式を満たす
か否かを個別にチェックし、制約条件式を満た
す点を当該解空間に含まれる点としてカウント
していくと、当該フロート解空間に含まれる格
子点数は 301 とわかる。

5.2.5 格子点数による評価の問題点
本方法には計算量の問題がある。実際、N 次元凸多面体の

格子点数え上げに掛かる計算量は次元の指数オーダとなる。具
体的に、15 次元のフロート解空間の分析において、15 次元凸
多面体の格子点を格子刻み幅 1 日で数え上げた場合、最大で
20 時間程度かかった (5.4.3 節)。現在、Activity 数が 1000 程
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図 8: 遅延リスク耐性 (フロート解空間の大きさ)の
算出 (4 次元の例)

����� ������������ ��������

�������� �������� ��������

��������
���	�������

図 9: 0 次元単体（一点）から n 次元単体までの概
形図

度の実務レベルのプロジェクトへの適用を目指しているため、
この方法は現実的ではない。

5.3 遅延リスク耐性の指標化について
計算量の問題を回避するため、本研究では、フロート解空

間の大きさそのものを算出させるといった厳密性を多少犠牲
にする代わり、実用的な計算時間で求められる評価指標を定
義・導入した。具体的には、個々の Activity の遅延が全体所
要時間へ及ぼす影響の度合いを知るためには、フロート解空間
を成す N 次元凸多面体の超体積そのものでなくとも、N 次元
凸多面体同士の大小関係が分れば良いという考えである。そ
こで、少なくとも格子点数の大小関係は保存するような指標
を見出すための検討を行った。

5.3.1 N次元単体の超体積に基づく評価
指標候補として Lp ノルムや原点-重心間の距離など試した

中、群を抜いてよい結果を示したのが「N 次元凸多面体 に内
接する最大の N 次元単体 (N-Simplex) の超体積」（“NdSV”

と記す）である 19)。
n 次元単体 (n-Simplex) とは、(n+1) 個のアフィン独立な

点によって作られる図形のことである。例えば、0 次元単体は
一点、1 次元単体は線分、2 次元単体は三角形、3 次元単体は
四面体、n 次元単体は n+1 胞体・・・のようになる (図 9)。

単体は、高次元でも体積計算の一般化が可能で、計算量の
問題がない。一般に N 次元単体の超体積 NdSV は次の式で求
められる。

NdSV =

√
det[LTL]

N !

�

�

�

�������

�������

��������

�

�

�

�

図 10: 3 次元単体の一例

L : N 次元単体のある頂点から出る互いに線形独立な n 本の有
向辺の方向ベクトル (l1,…, ln) を各列成分に持つ m × n 行列

5.3.2 N次元単体の超体積の算出例
図 10 のような 3 次元単体の頂点の一つである原点 O から

出る互いに独立な方向ベクトルは
l1 = P −O = (5, 0, 0)、l2 = Q−O = (0, 5, 0)、l3 = R−O =

(0, 0, 10) となるため、

L = (l1, l2, l3) =




5 0 0

0 5 0

0 0 10


 となり、LT =




5 0 0

0 5 0

0 0 10


 となる。

したがって、超体積は以下のように求められる。

NdSV =

√
det[LTL]

3!
= 250/3!

= 41.666…

本稿で扱う単体超体積は、上の例のような、原点を頂点の
一つとする第 1 象限上の凸多面体である。従って、その超体
積は常に、各座標軸の切片の大きさの直積 D を次元数 N の階
乗で割った D ／ N! として求められる。従って、もし NdSV

が遅延リスク耐性の大きさを測る指標として妥当ならば、遅
延リスク耐性評価は計算量 O(1) となり数秒で可能となる。

5.4 遅延リスク耐性の精度評価実験
NdSVが遅延リスク耐性評価指標として利用可能かどうか調

べるための評価実験を行った。具体的には、Activity network

の個々の Activity の遅延がフロートの解空間に与えるインパ
クトの大きさを、フロートの解空間に含まれる格子点数の減少
率と NdSV の縮小率の双方で評価した。そして、格子点数減
少率の降順の Activity 列と、NdSV 縮小率の降順の Activity

列の順序関係が一致するかどうかを調べた。このような一致
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図 11: 「あるシステム製品をおさめる仕事」のAc-

tivity Network

図 12: 各 Activity ごとの 1 日遅延当たりの解空間
の縮小率の比較 (例)

が任意の Activity network で確認されるならば、格子点数に
よる評価の代わりに NdSV による評価が可能となり、5.2.5 節
の計算量の問題は解消されることとなる。

5.4.1 あるシステム製品をおさめる仕事を表す簡
単な例

4.1.3節の図 2で示した、「あるシステム製品をおさめる仕事
を表す簡単な例」に Activity「外部発注」を追加した Activity

Network を図 11 に示す。契約納期を 80 とすると、本例のパ
ラメータ統合・整理前のフロート解空間は 7 つの余裕パラメー
タから成る以下の連立不等式で表される。





a+ b+ d+ f ≦ 5

a+ c+ e+ f ≦ 15

g ≦ 0

(2)

パラメータ同士の従属関係より、(a,f)、(b,d)、(c,e) の各々
を順に、Da、Db、Dc にパラメータの統合を行った結果、フ
ロート解空間を表す連立不等式は以下のようになった。




Da+Db ≦ 5

Da+Dc ≦ 15

g ≦ 0

(3)

この連立不等式を用いて単体体積の妥当性評価実験を行っ
た。まず、Activity の 1 日遅延あたりの解空間縮小率を単体
体積指標で評価し結果を降順に並べた。次に、格子幅 1 日で
の格子点数で評価した結果も同様に並べた。図 12 がその結果
である。

これらの結果を対比させたところ、単体体積による評価の
順序関係と格子点数による評価の順序関係が完全に一致した。

図 13: 建築プロジェクトの Activity Network

このことから、この例のように小規模のプロジェクトであれ
ば、単体体積による遅延リスク耐性の評価は可能であるとい
える。

5.4.2 建築プロジェクト
Activity 数 23、並行パス数 12 の建築プロジェクトの Ac-

tivity Network を図 13 に示す。ここで、A1、A2、…、A23 は
Activity名を表し、( )内は各々の標準的所要時間を表す。また、
図中に記していないが、各々のフロートパラメータは同名小文
字の a1、a2、…、a23とする。パラメータ同士の従属関係より、
(a1,a2,a4,a11,a23)、(a3)、(a6,a37,a25)、(a10)、(a13)、(a15)、
(a16,a19,a22,a24,a20)、(a29,a39,a32)、(a33,a26)、(a40) の
各々を順に、D1,D3,D6,D10,D13,D15,D16,D29,D33,D40 に
パラメータの統合を行い、納期は 120 日とした結果、フロー
ト解空間を表す連立不等式は以下のようになった。




D1 +D10 +D16 +D6 +D29 < 2

D1 +D3 +D16 +D6 +D29 < 6

D1 +D10 +D16 +D6 +D40 < 7

D1 +D3 +D16 +D6 +D40 < 11

D1 +D10 +D13 +D6 +D29 < 13

D1 +D3 +D13 +D6 +D29 < 17

D1 +D10 +D13 +D6 +D40 < 18

D1 +D3 +D13 +D6 +D40 < 22

D1 +D10 +D13 +D15 < 35

D1 +D3 +D13 +D15 < 39

D1 +D10 +D33 +D29 < 42

D1 +D3 +D33 +D29 < 46

5.4.1 節の例題と同様に、Activity の 1 日遅延あたりの解
空間縮小率を単体体積指標で評価し結果を降順に並べ、次に、
格子幅 1 日での格子点数で評価した結果も同様に並べた。図
14 がその結果である。なお、図中で赤く表示されている文字
は、クリティカルパスの部分に該当する。

これらの評価結果を対比させたところ、まず、赤字の並び
からクリティカルパス上の Activity の遅延が与えるインパク
トが総じて大きいということが分る。次に並び順の対比に着
目すると、一部一致しない箇所は見受けられたが、概ね一致
するという結果になった。具体的には、10 のパラメータのう
ち 8 つは大小関係が一致し、残る 2 つ (d29 と d10) の大小関
係のみ入れ替わるという結果になった。

5.4.3 JAPEXモデル
JAPEX モデルとは、中東・北アフリカ地域における中規模

ガス処理プラントを建設する EPC フルターンキー・プロジェ
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図 14: 各 Activity ごとの 1 日遅延当たりの解空間
の縮小率の比較 (建築)

クト (※ 5-2)20) を模したプロジェクトモデルである。この種
のプロジェクトを熟知した現場経験者らにより作成された研
究用モデルであり、この種のプロジェクトの扱いにくい性質
(並行作業パスが多く、クリティカルパスが頻繁に入れ替わる
等) をふんだんに取り入れる形で作成されたものである。ただ
し、本評価実験では、計算量の都合により、実際に提供されて
いる JAPEX モデルをやや縮小したものを使用した。その縮
小版の JAPEX モデルの Activity Network は図 15 である。

縮小版 JAPEX モデルプロジェクトのActivity数は 15、並
行パス数 10である。ここで、D1、D2、・・・、D23はActivity名
を表し、()内は数字は各々の標準的所要時間を表す。各Activity

のフロートパラメータは同名小文字の d1、d2、…、d23 で表
している。また、このモデルプロジェクトは、パラメータ同
士の従属関係に基づいて、すでにパラメータ統合の処理がさ
れている。納期を 44 日とした結果、フロート解空間を表す連
立不等式は以下のようになった。

※ 5-2 建物や工場、発電所などの建設に関する契約の一つが、
「EPC契約」である。設計（engineering）、調達（procurement）、
建設（construction）を含む、建設プロジェクトの建設工事請
負契約を指す。EPC を提供することを「EPC サービス」と呼
ぶこともある。また、「ターンキー契約」もしくは「フルター
ンキー契約」という表現もほぼ同じ定義で使われる。工事を
発注した人が、カギを回せばすぐにも稼働する状態まで請け
負うので、こう呼ばれる。EPC 契約を採用すれば、発注者に
とっては、施工ミスや資材の高騰など設計・調達・建設にかか
わるリスクを低減できる。




d1 + d3 + d7 + d13 + d20 + d22 < 2

d1 + d4 + d11 + d16 + d22 < 2

d1 + d3 + d7 + d15 + d20 + d22 < 3

d1 + d3 + d7 + d15 + d19 + d23 < 3

d1 + d5 + d11 + d16 + d22 < 3

d1 + d3 + d8 + d11 + d16 + d22 < 4

d1 + d3 + d8 + d12 + d23 < 5

d1 + d4 + d11 + d23 < 14

d1 + d5 + d11 + d23 < 15

d1 + d3 + d8 + d11 + d23 < 16

建築プロジェクト同様に、Activity の 1 日遅延あたりの解
空間縮小率を単体体積指標で評価し結果を降順に並べ、次に、
格子幅 1 日での格子点数で評価した結果（L1）と格子幅 0.5 日

図 15: 縮小版 JAPEX モデルの Activity Network

図 16: 各 Activity ごとの 1 日遅延当たりの解空間
の縮小率の比較 (JAPEX)

での格子点数で評価した結果（L0.5）も同様に並べた (図 16)。
表記方法は基本的に建築プロジェクトの例と同じであるが、図
中赤く記したパスや文字は初期スケジュールでのCrP、青は準
CrP のうち CrP とのオーバーラップのない部分に該当する。

これらの結果を対比させたところ、まず、赤・青の色の分
布より、クリティカルパス上の Activity の遅延が与えるイン
パクトが総じて大きいということが分る。

また、Nd-SV の結果は格子幅の細かい L0.5 の方の結果
により近いということが分る。具体的には、L1 との比較で
大小関係が一致しなかった組は (d11=d16,d20),(d23,d13),

(d23,d4),(d15,d4) の 4 組 だ が 、L0.5 と の 比 較 で は
(d11=d16,d20) の一組のみであった。

5.4.4 発電設備のオーバーホール
精度評価実験の最後に、Activity 数 130 程度、並行パス数

30 の発電設備のオーバーホールプロジェクト (図 17) を対象
とし、単体体積 (NdSV)が遅延リスク耐性評価指標として利用
可能かどうか調べるための評価実験を行った。パラメータ同
士の従属関係より、都合 70 程度の Activity を 14(D1～D14)

のパラメータに統合した (図 18)。
これまでの精度評価実験同様、格子点数と単体体積の減少

率の順序関係を比較したいところではあるが、5.2.5 節で述べ
たように、格子点数の数え上げには計算量の問題があるため、
今回は単体の体積の減少率の順序関係のみで妥当性を評価し
た。具体的には、減少率を降順に並べたときに、その順序関
係が、よりプロジェクト全体工期に影響を及ぼしやすい作業
順に並んでいるかどうか、つまり、クリティカルパスや準ク
リティカルパス上の作業の遅延による単体体積の減少率が高
いかどうかを確かめた。

減少率を降順に並べた結果は以下の通りである。

D1 > D6 > D4 > D13 > D9 > D3 > D14 > D12 >

D10 = D2 > D7 > D5 > D11 > D8

まず、クリティカルパス上のActivity(D1, D3, D4, D6, D9,
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図 17: 発電設備のオーバーホールプロジェクトの
Activity Network

図 18: 発電設備 OH プロジェクトの解空間を表す
連立不等式

D12, D13, D14) に着目すると、非クリティカルパス上のアク
ティビティに比べ、減少率が高いことが見て取れる。また、ク
リティカルパス上の Activity の中でも D1 や D6 のように、
クリティカル性の高いパスにより多くの含まれる Activity が
より減少率が高いことも確認できた。

5.5 遅延リスク耐性の精度評価実験の考察
以上、Activity の 1 日遅延がフロート解空間に与えるイン

パクトの大きさを、格子点数と Nd-SV の 2 通りで評価し、双
方の結果を、インパクトの大きい方から降順で Activity 列を
作成し比較した。

5.5.1 クリティカルパスの入れ替りが頻繁でない
ケース

今回試したケース (3～15 次元) では、いずれにおいても、
格子点と Nd-SV による評価結果はほぼ一致した。

5.5.2 クリティカルパスの入れ替りが頻繁なケース
格子点と Nd-SV による評価結果は必ずしも一致しなかっ

た。しかし、格子幅を細かくすると一致率が上がった。この
ことは、格子点評価の精度を上げるほどに、格子点と Nd-SV

による評価結果は一致するのではないかということを示唆す
る。なお、格子点評価の場合、刻み幅が大きいほど、尖った領
域の評価が荒くなる傾向がある 21)。ちなみに、格子点数に基
づく体積評価がある程度厳密に行われるためには格子幅は次
元 N に対し少なくとも 1 ／ (N-1) の細かさが必要と予想され

ている (Reeve, 1957)。しかし、格子幅を細かくする程計算時
間の問題が大きくなることは先に述べたとおりである。

6. リスクマネジメントへの実践的活用

リスクマネジメントとは、事前に起こり得るリスク (予算、
スケジュール、メンバー等に関するリスク) を考え、そのリス
クを避けていくことによりプロジェクトを成功に導くことで
ある。冒頭で述べた PMBOK（Project Management Body

of Knowledge）5) でも、リスクマネジメントはナレッジ・エ
リアの 1 つとして定義されていることから、プロジェクトマネ
ジメントの中でも重要視されるべき項目であるといえる。し
かし、リスクマネジメントとは、まだ起きていないことを予
測し、それに対しての対策を講じようとする活動であるため、
まだ起きていないどの事案にどれだけ投資するかの意思決定
をし、その投資の妥当性・必要性を客観的に示さなくてはな
らない。ここにリスクマネジメントの難しさがある。

ここでは、プロジェクト進捗段階で起こり得るリスクのう
ちの一つである「遅延リスク」、すなわち、スケジュール遅延
が起こり、契約納期違約を引き起こす可能性のあるリスクに
着目し、この遅延リスクに関する一管理法を提案する。具体
的には、まず、プロジェクトの成功を「契約納期までに完遂す
ること」と限定的に定義する。そして、プロジェクトの成功
を妨げる可能性のある個々のスケジュール遅延がプロジェク
トの全体工期に及ぼす影響の程度を、数値化、視覚化し、そ
れをリスクマネジメントに活用する方法を提案する。ここで、

「プロジェクトの全体工期に及ぼす影響程度」は、本稿で提案
する遅延リスク耐性の大きさを求める方法で求める。こうす
ることにより、クリティカルパスの長さのみで影響評価して
いた従来法では出来なかったクリティカルパスの入れ替わり
の影響も含めた総合的な評価が可能ということは先に述べて
きたとおりである。

以降、ここでの提案手法、即ち、「遅延リスク耐性の大きさで測
るプロジェクト全体工期に及ぼす影響程度」をRD (Resistance

to schedule-delay)と呼び、RDに基づく分析方法全般を、RDM

(Resistance to schedule-delay Management) と呼ぶことと
する。

以下では、まず、既存の “アーンドバリュー法 (EVM)” に
ついて示す (6.1 節)。EVM は、プロジェクトの進捗段階での

「スケジュールとコスト」を一元管理できる最近の手法である。
EVM が開発される以前は、スケジュールとコストは独立に管
理されてきたが、EVM では、これらをコストベースで一元化
し、数値化、視覚化できる。次に、今回の提案である RDM に
ついて示すとともに、これを EVM と併用する効果について
考察する (6.3 節)。

6.1 アーンドバリュー法 （EVM法）
進捗状況を客観的に示せないプロジェクトの現場でありが

ちなのは、プロジェクトメンバーからリーダーへの客観的で
ない報告である。即ち、「来週までに終えるつもりです」、「少
し遅れ気味になってきました」、「予定していた作業量が想定
より多そうです」などといった主観的な報告である。このよ
うな主観的な報告だけでは合理的な進捗管理はできない。合
理的な進捗管理のためには、進捗を測り、数値化、視覚化する
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図 19: EVM の概念図

手立てが必要なのであるが、これを可能にするのが EVM で
ある。

6.1.1 概説
コスト単位で進捗を測る EVM という手法がある。EVM

は Earned Value Management の略であり、敢えて日本語に
直訳すると「出来高管理」となる。これで何ができるのかと
いうと、「スケジュールとコスト」を同時に管理でき、しかも
視覚的に管理できる利点がある。スケジュール管理のみの技
術 (PERT/CPM 等) は 1960 年代より前から発達していたが、

「コスト」に関する手法の開発は後から (1960 年代～) であり、
まず米国国防総省や NASA で使われはじめ、プロジェクトの
現場で一般的になり始めたのは 1990 年代と言われており、歴
史は浅い。なお、日本では更に遅く、その 10 年後の 2000 年
代から利用され始めたが、現場でこれを使いこなせる人材は
未だ少ない。日本のプロジェクトマネジメント技術力は世界
水準でみるとかなり遅れているというのが現状である。

6.2 EVM手法の意味
図 19 に EVM の概念図を示す 22)。EVM で重要なこと

は、計画予算 (PV: Planned Value)、実績コスト (AC: Actual

Cost)、出来高 (EV: Earned Value) の 3 つの情報によって、
プロジェクトの状況がどのようになっているのかを見定め、今
後の予測を行うことである。そのためには、プロジェクトに
おけるパフォーマンスを確認することになるが、次の 4 つの
指標が確認すべきパフォーマンス指標となる。

• コスト差異 (CV: Cost Variance) =EV - AC

• スケジュール差異 (SV: Schedule Variance) = EV -

PV

• コスト生産性指標 (CPI: Cost Performance Index) =

EV/AC

• スケジュール生産性指標 (SPI: Schedule Performance

Index) = EV/PV

以下例を使って示す。
図 20 の左側は古典的コストマネジメントの考え方を示し

ている。5 ケ月で 1,200 万円の予算を持ったプロジェクトの
コストを古典的な手法でマネジメントするとどうなるかとい

図 20: 古典的コストマネジメントと EVM の比較

う例である。まず 1 月が終わった段階での状況を見てみると、
この時点では、計画（PV）の消費予算 200 万円に対して実績

（AC）をみると 180 万円となっており、計画予算に対して実
績は‐ 20 万だったことがわかる。つまり計画に比べ予算に
20 万円ほど余裕がありそうだという状況が、この 2 つの情報

（PV と AC）によって得られることになる。
一方、図 20 の右側を見てみると、古典的コストマネジメ

ントに対して新たに出来高 (EV) という情報が加わっている。
出来高とは、実際に出来たものの価値を示すもので、計画予
算に対して獲得できた価値がどれだけあるのかを示すもので
ある。出来高の算出方法は一通りではないが、この例の場合、
200 万円の作業が 80 ％完了したとして、200 万円の 80 ％に相
当する 160 万円分の作業が完了したということで、出来高は
160 万円と算出されている。この出来高の情報が手に入ること
によって、次のようなことが分かるようになる。先ず計画予
算と出来高を比べてみる。計画予算が 200 万円ということは、
計画では 1 月末時点では 200 万円分の作業が完了する予定で
あったことを意味し、それに対して出来高が 160 万円である
ということは、40 万円分の作業が未完了でプロジェクトが 40

万円分遅れているということになる。つまり、プロジェクト
は予定より遅れており、このまま行けば納期が遅れる可能性
がありそうだという状況が、この 2 つの情報（PV と EV）に
よって得られることになる。次に、実績コストと出来高を比
べてみると、出来高は 160 万円であったが、160 万円の出来高
を獲得するために費やしたお金は 180 万円であったという結
果になっている。つまり、160 万円では出来ずに、180 万円必
要だったことが示されており、この調子でいくとプロジェッ
クトの予算は足らず、コスト超過の可能性があることが、こ
の 2 つの情報（AC と EV）によって得られることになる。

以上のように、当該事例に対し、古典的なコストマネジメ
ントによる分析からは「予算が余りそうだ」という楽観的な分
析結果が得られたのに対し、同じ事例にもかかわらず、EVM

による分析からは「納期は遅れそうで、予算も超過しそうだ」、
という分析結果が得られている。つまり、計画予算 (PV) と
実績コスト (AC) の 2 つの情報によってプロジェクトの状況
がどのようになっているのかを見定め今後の予測を行う古典
的なコストマネジメントからは得られなかった正しい情報が、
PV、AC に加え出来高 (EV) の情報を扱う EVC 手法からは
得られたということである。マネジメントで重要なことは、い
かに早い段階で正しい判断と対応が取れるかということであ
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る。正しい情報が得られなければ正しい判断・対応は取れな
いためである。手遅れになる前に早く対応策を講じることで
プロジェクト失敗の危険性を回避することができる。

6.3 RDM (Resistance to schedule-delay Manage-

ment)

従来の PERT・CPM ではプロジェクト実施段階での所要
時間の評価・管理が可能であり、上述の EVM では所要時間
とコストの一元管理が可能である。本節で提案する RDM は、
従来法でできなかった実施段階での遅延リスクを評価・管理が
可能な手法である。以上より、本稿で提案する RDM を EVM

と併用することにより、プロジェクトスケジュールの時間、コ
スト、遅延リスク管理し易さの 3 つの指標で評価できるよう
になる。

6.4 考え方
ネット上に路線情報検索のサイトがある 23)。出発地と到

着地を示すと、行き方の候補を複数示すとともに、それぞれ
の方法を 3 種類の指標「所要時間」、「コスト」、「乗り換え回
数」で評価するというものである。

例えば上記サイトで出発地を「宮崎空港」、到着地を「宮崎
大学 (木花キャンパス)」とすして路線検索すると、6 件の行き
方を評価と共に示す。図 21 は、6 件中 3 件の結果である。行
き方や価格を具体的に示すとともに、「早い」、「安い」、「楽」
という評価が与えられている。ここで、「早い」は所要時間に
関する評価、「安い」はコストに関する評価である。なお、早
いか安いかの判断基準はシステム内部で決まっており、その
基準に従った結果「早い」(「安い」) となれば、「早」(「安」)

と表示される。また、「楽」に関しては、本システムの場合は
乗り換え回数が少ないものを「楽」とみなし、乗り換え回数 1

回までなら「楽」と表示するようになっている。したがって、
たとえ最寄り駅から到着地まで 30 分以上歩かなくてはならな
い場合でも「楽」と表示されてしまう (ケース 3 参照)。 しか
し、これは定義の仕方次第であるため、適宜「楽」の定義を設
定しなおせばよいことであり、本質的な問題ではない。基本
的に非常に便利な評価を示すツールである。

提案する RDM は、上記路線検索システムの評価でいうと
ころの「早」と「楽」を、プロジェクトスケジュールに対し
評価するための手法である。特に「楽」は従来手法 (PERT、
EVM) では評価できない指標である。本手法を従来法と併用
することで、「早」、「安」、「楽」の全てを評価できることとなる。

プロジェクトスケジュールに対する各評価について、「早」
は当該スケジュールが遅延しなかった場合の全体工期の長さ
に対する評価となり、「安」は同スケジュール通りに実施され
た場合にかかるコストに対する評価となる。では、「楽」とは
何に対する評価か。本稿では、これを、スケジュール管理上
の「楽」とし、遅延リスク管理のし易さを評価する指標とみな
す。具体的には、「楽」の評価が高いスケジュールとは、スケ
ジュールが定める全体工期の長さが個々 Activity 遅延に影響
されにくいスケジュールとする。つまり Activity 遅延がダイ
レクトに全体工期を引き延ばすことが少ないスケジュールほ
ど「楽」の評価は高いということである。先に定義した「遅延
リスク耐性」とは、まさにこの「楽」の程度を定量化したもの

図 21: 路線情報検索のサイト実行例

図 22: スケジュールの「早」、「安」、「楽」の評価を
説明する簡単な例

1 2

3
5 6

4

図 23: 簡単なプロジェクト例の Activity Network

とフロート解空間

に相当する。
スケジュールの「早」、「安」、「楽」の評価について、簡単な

例（図 22）を用いて説明する。 1⃝、 2⃝、 3⃝は各々スケジュー
ル・ネットワークを略記したものである。いずれも Activity

A,B,C から構成されているが、ネットワーク構造が各々異な
る。具体的に、1⃝はA,B,Cの順に直列であり、2⃝は直列なA,B

と C が並行しており、 3⃝は A,B,C の全てが並列である。こ
れら 3 種類のスケジュール・ネットワークの評価が 4⃝である。
まず「早」の評価であるが、 1⃝～ 3⃝の所要時間は順に 10 日、
5 日、5 日であることから、「早」の評価は表のとおりである。
次に「安」であるが、パスごとに 1 名分の人件費がかかると
仮定すると表の評価結果は明らかである。最後の「楽」であ
るが、厳密には遅延リスク耐性に基づき評価値を計算するよ
うにするのだが、ここでは表のとおりの結果であることは直
感的に理解できる。つまり、 1⃝、 2⃝が×というのは、 1⃝、 2⃝
は構造上どのような Activity 遅延であっても（スケジュール
が定める）全体工期に直ちに影響を及ぼす（全体工期を引き
延ばす）ためであり、それに対し 3⃝は Activity C 以外は少し
遅れても全体工期に影響を及ぼさない（全体工期を引き延ば
さない）余裕を持つため、 1⃝、 2⃝に対し相対的に〇というこ
とである。

6.4.1 分析方法
プロジェクトスケジュールの遅延リスク耐性の静的な評価

方法を 5.節で示した。ここでは、プロジェクト実施期間通して
の遅延リスク耐性の動的な変化を分析・評価する方法を示す。

具体例で説明する。図 23-(1) は 4. 節で示した簡単なプロ
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図 24: 「プロジェクト実施期間通しての遅延リス
ク耐性の時間変化

ジェクト例のスケジュール・ネットワークであり、これのフ
ロート解空間の式表現と図的表現が (2)～(4) である (注 6.1)。
そして、この図 23のRD (Resistance to schedule-delay)の時
間変化を表したグラフが図 24 である。図 24-(1) はスケジュー
ル通りにプロジェクトが実施された場合の RD の時間変化を
表す。これを RD のベースラインと呼ぶこととする。これに
対し、図 24-(2) は実際の実施結果での RD の時間変化を表
す。ここでは「ハード調達」が 10 遅延したとしている。なお、
図 24-(3) は、実施結果 RD(図 24-(2)) とベースライン RD(図
24-(1)) との差異がわかるように (1)、(2) を重ねて描いたもの
である。

分析方法の前に、図 24 のグラフ形状の見方について説明す
る。まず、RD のベースラインのグラフ (図 24-(1)) を見ると、
RD が大きく減少するタイミングが 55 日目、60 日目、75 日目
(プロジェクト終了時点) の 3 回あるが、これらはスケジュー
ル遅延による減少ではない。RD の計測対象であるフロート
解空間の次元の降下を表している。次元の降下は Activity 終
了のタイミングで起きる。ただし Activity 終了タイミングで
毎回次元が落ちるわけではない。例えば、基本設計が終了し
た段階では次元降下はない。基本設計の余裕パラメータは総
合テストのそれと一次従属の関係にあるため、基本設計と総
合テストの双方が終了しないと次元は落ちないということで
ある。なお、基本設計と総合テストの終了による次元降下は、
図 23 でいえば、座標軸 A が消失することに相当する。仮に
スケジュール遅延がないならば、本例で最初に次元が落ちる
タイミングは、ソフト開発終了のタイミングである。すなわ
ち、詳細設計とソフト開発の終了時点ということであるが、こ
のとき消失するのは座標軸 C である。

また、実施段階でのRDのグラフ (図 24-(2))を見ると、ベー
スラインでの次元低下の 2 点 (50 日目と 60 日目) に加え、も
う 1 点、RD 減少のポイントがある。2 度目の次元低下ポイン

ト (60 日目) 直後の 60～65 日目である。これはハード調達の
Activity 遅延による RD 減少であり、次元低下のような急激
な減少ではなくなだらかな減少である。

以上のグラフ形状の見方を踏まえ、次に分析上の着眼点に
ついて説明する。実施段階での RD をベースラインと比較す
るうえでの着眼点は次の 2 点である。一つは当該 Activity 遅
延発生直後の差異‥ (1) であり、もう一つは契約納期上のプ
ロジェクト終了時点付近の差異‥ (2) である。

上記 (1) の大きさは、当該 Activity 遅延直後の全体工期に
対する影響の大きさを表す。この大きさはクリティカルパス
長へ及ぼされる顕在的な影響の大きさのみならず、その他の
パス長へ及ぼされる潜在的なものも加味した影響大きさの総
和となる。前者の顕在的な影響大きさは従来法でも遅延リス
ク管理対象であった。

一方、後者の潜在的な影響大きさはこれまで遅延リスク管
理の対象外であり管理手法の検討すらされてこなかった。し
かしこの潜在的な影響大きさも、顕在的影響大きさ (着目時点
でのクリティカルパス長) と同様、今後はできるだけ減らさな
い方向で管理することが重要である。近年のプロジェクトの
クリティカルパスの入れ替わりが頻繁かつ工期の長いという
特徴ゆえ重要ということである (1. 節、5. 節)。

ただし、当然ながら、潜在的な遅延リスクの影響の大きさ
はクリティカルパスが入れ替わらない限り、プロジェクト終了
時点が近づくにつれ減少していき、最終的には 0 になる。し
たがって、上記 (2) の差異の大きさは、当該 Activity 遅延が
(当該時点での) クリティカルパス上で発生したものならプラ
スの値を取り、非クリティカルパス上で発生したものなら 0

となる。このことは、クリティカルパスの入れ替わりがない
限りは非クリティカルパス上の遅延の影響の大きさは顕在化
しないという従来知見と同じことを意味する。

(注 6.1) 制約条件式の上限は、5. 節のような契約納期そのもの
ではなく「契約納期+α」としてある。+αの措置は、本方法
で実施段階 RD の分析をする上での便宜上のものである。具
体的には、本分析はフロート解空間が正の領域 (第 1 象限) に
ないと分析できないため、スケジュール遅延により第 1 象限
から逸脱することを防ぐため、今回はフロート解空間の分布
領域を+α分平行移動させることで対処した。

6.4.2 分析例
図 25、26 に分析結果 (ケース 1～6) のグラフを図示する。

緑がベースライン RD、黄色が実施段階 RD である。各ケー
スは各々以下のような特徴を持つ。

ケース 1 : クリティカルパス (CP) と準 CP に同時に乗る
Activity の遅延のケース（スケジュール修正なし）

ケース 2 : CP のみに乗る Activity の遅延、スケジュール修
正なしのケース

ケース 3 : ケース 1 でスケジュール修正ありのケース
ケース 4 : 非 CP(準 CP のみ) に乗る Activity の遅延、スケ

ジュール修正なしのケース
ケース 5 : ケース 4 でスケジュール修正ありのケース
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ケース 6 : 非 CP(準 CP のみ) に乗る Activity の遅延が 2 回
起きた結果、非CPがCPに変化したケース（スケジュー
ル修正なし）

ケース 1 では、クリティカルパスに乗る Activity「基本設
計」の遅延に伴い実施段階 RD は減少しベースラインを大き
く下回る。その後の 3 段階の次元降下とプロジェクト終了は、
いずれも遅延した分だけベースラインのそれに遅れて起きる。

ケース 2 では、同じくクリティカルパスに乗る「ハード調
達」の遅延に伴い RD は減少しベースラインをしたまわる。こ
こで、ケース 1 との違いとして着目すべき点は、遅延幅はケー
ス 1 のときと同じであるにもかかわらず、ケース 2 での RD

減少幅の方がケース 1 のそれよりもずっと小さいということ
である。つまり、共にクリティカルパス上の遅延であるにも関
わらず、全体工期へ及ぼす影響は、ケース 1 の遅延の方がケー
ス 2 の遅延より大きいということを、この結果は意味してい
る。この違いはどこからくるのか。それは、遅延 Activity が
クリティカルパスだけに乗るのかそれ以外のパスにも乗るの
かの違いからきている。つまり、ケース 2 での遅延 Activity

「ハード調達」は、クリティカルパスのみに乗るのに対し、ケー
ス 1 での遅延の「基本設計」は、準クリティカルパスにも乗っ
ているということである。このため、厳密にいえば、基本設計
の遅延の方が遅延リスクをより大きくするということである。
このように、従来法の遅延リスク分析は、現況のクリティカ
ルパスへ及ぼす影響しかみなかったのに対し、提案法ではク
リティカルパスの入れ替わりの可能性まで含めて評価値に反
映させる分析ということである。従って、遅延リスク分析に
関しては、従来法より提案法の方がより精度が高いというこ
とである。なお、ケース 2 では、1 回目の次元降下は遅延前で
あるため、1 回目の次元降下はベースラインが示すタイミング
で起き、それ以降の 2 回の次元降下、及びプロジェクト終了
はケース 1 同様に遅延分遅れて起きている。

次に、ケース 3 はケース 1 と同様の遅延が起きるケースだ
が、プロジェクト最後の Activity「総合テスト」の所要時間
を遅延時間 10 の半分の 5 だけ短縮するスケジュール修正を
行っている。その結果、遅延後の 3 段階の次元降下はいずれ
も遅延した分だけベースラインのそれに遅れて起きるが、プ
ロジェクト終了は修正幅分ベースラインの終了タイミングま
で回復している。

以上、クリティカルパスに乗る Activity の遅延分析の結果
である。次にクリティカルパスに乗らない Activity の遅延分
析を行ったケース 4～6 について示す。

ケース 4 では、非クリティカルパスに乗る「詳細設計」遅
延に伴い RD は減少し、その直後の 1 回目の次元降下はベー
スラインより遅れて起きる。しかし、クリティカルパス遅延
と異なり、その次の 2 回目の次元降下のタイミングでの実施
段階 RD はベースライン RD のレベルまで復活し、その後の
3 回目の次元降下及びプロジェクト終了までベースラインと
同じレベルで推移する。このケースで着目すべき点は、従来
の遅延分析では及ぼす影響は 0 と見なされてきた非クリティ
カルパス上の Activity 遅延の影響が数値化できている点であ
る。これについても、従来法の遅延リスク分析が現況のクリ
ティカルパスへ及ぼす影響しかみなかったのに対し、提案法

図 25: 「実施段階の RD 分析結果（ケース 1～3）

図 26: 「実施段階の RD 分析結果 (ケース 4～6)

ではクリティカルパスの入れ替わりの可能性まで含めて評価
値に反映させる分析になっているが故の精度の高い分析結果
である。

ケース 5 は、ケース 4 と同じく「詳細設計」が 10 遅延す
るケースだが、そのすぐ後に同非クリティカルパス上の「ソ
フト開発」の短縮でスケジュール修正を行っている例である。
　遅延も修正も非クリティカルパス上で起きているため、従
来法の遅延分析では数値化されない状態変化であるが、本方
法では RD の (遅延による) 減少と (修正による) 増加が遅延、
修正に伴って起きていることがグラフ上明らかにされている。

以上、ケース 4、5 では、非クリティカルパス上での遅延や
修正すら評価値に表れる手法であることを示した。次に、こ
のような非クリティカルパス上の遅延や修正をわざわざ数値
化することの意義をケース 6 で説明する。

ケース 6 は非クリティカルパス上での遅延が 2 度発生し、2

度目の遅延で非クリティカルパスからクリティカルパスへ変
化するケースである。実施段階 RD を見ると、1 回目、2 回目
の遅延に伴い RD が順次減少している様子が確認できる。具
体的には、まず、遅延の 30～40 でベースラインを下回り、そ
の後ベースラインより遅延分遅れて 1 回目の次元降下が起こ
り、60～65 で 2 回目の遅延と直後に 2 度目の次元降下が起き、
そのタイミングでクリティカルパスの入れ替わりが起きてい
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る。そのため、最後までクリティカルパスの入れ替わりの起
きないケース 4、5 と異なり、最後までベースラインレベルま
で回復することなく、3 度目の次元降下とプロジェクト終了は
ベースラインのそれより遅れて生起する。以上のケース 6 で
着目すべき点は、まだ非クリティカルパス上の遅延に過ぎな
い 1 回目の遅延の (全体工期に対する) 影響がグラフ上確認で
きているということである。従来法では非クリティカルパス
上の遅延の影響は、のちにそれがクリティカルパスにとって
代わるとしても、そうなってしまうまでは確認する術が全く
ない（数値化されない）ということがあった。したがって、ク
リティカルパスになったのちに過去の遅延理由を慌てて分析
し、「もっと早く (クリティカルパスに変化する前に) 気づいて
いれば手を打てたのに」といったことが実際現場で起きてき
た。それゆえ、本方法を用いることで、どのパスに乗ってい
ても、乗っているパスの数や各パスのクリティカル性の高さ
の程度を加味した (全体工期への) 影響程度を数値化できると
いうことは、近年の大規模複雑かつ予期せぬ遅延の頻発する
プロジェクト管理上は非常に有用と言えるのである。

7. ケーススタディ

建築プロジェクトの例 (5.4.2 節参照) を用い、リスクマネ
ジメントのために提案手法を活用するケーススタディを実施
した。建築プロジェクトの Activity Network は図 13 の通り
であるが、契約納期は 122 日とした。図 27、図 28 は、プロ
ジェクトのシミュレーション結果の一つを EVM で分析した
グラフと RDM で分析したグラフである。グラフからもわか
る通り、このシミュレーションの実施段階では、計画段階に
比べ、トータルで 8 日の遅延が発生しており、1000 万円程の
コスト超過が起こっている。なお、このシミュレーションの
実施段階では、再スケジューリングによる Activity の所要時
間の短縮は行っていない。

以上のことを踏まえ、まず、EVM での分析結果のグラフ
(図 28) を見ると、青い線で示された「計画予算コスト」と黄
色い線で示された「出来高」を比較することで、全体工期に少
しずつ遅れが生じていることがわかる。また、「計画予算コス
ト」と赤い線で示された「実績コスト」を比較することで、早
い段階からコストの超過が起きていることが見て取れる。こ
のように、EVM では「時間とコスト」についてのプロジェク
トの現状を知ることができる。

一方で、RDM での分析結果からは、ベースラインの RD

の変化と実施段階の DR の変化を比較することで、「時間と余
裕」についてのプロジェクトの現状を知ることができる (6.4.1

節)。以下、具体的に述べると、まず、時間については、ベー
スラインの RD の次元降下による減少のタイミングと実施段
階の RD の次元降下による減少のタイミングのずれを見るこ
とよって、全体工期の遅れを知ることができる。また、余裕
については、図 27 のグラフ上の遅延が発生した箇所に着目す
ると、実施段階の RD が緩やかに減少していることから、各
Activity の遅延が全体工期に及ぼす影響の大きさを評価する
ことができる。更に詳しく見ると、図 27 の緑色で囲まれた箇
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図 27: 建築プロジェクトの EVM での分析結果
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図 28: 建築プロジェクトの RDM での分析結果

所 (A13 の遅延) では、非クリティカルパス上の作業の遅延に
より RD が緩やかに減少している。つまり、従来手法では表
現できなかった「非クリティカルパス上の作業の遅延が全体
工期に及ぼす影響」が数値として表現できるということであ
る。また、青色で囲まれた箇所 (A4 の遅延) と黄色で囲まれ
た箇所 (A24 の遅延) に着目すると、同じクリティカルパス上
の作業の 1 日遅延でも、減少率が異なるということがわかる。
これは、同じクリティカルパス上の作業でも、「どのパスに含
まれているのか」、「何本のパスに含まれているのか」などの
条件で、全体工期に及ぼす影響が異なるからである。

以上のように、RDM での分析を EVM での分析と併用す
ることにより、プロジェクト実施段階での時間とコストの進
捗と併せて (現況スケジュールの) 遅延リスク耐性の評価が可
能となる。

8. まとめ

本稿では、近年の大規模かつ複雑化、多様化したプロジェ
クトにおける既存のスケジュール管理手法の問題を取り上げ、
既存手法では管理の対象とされなかったプロジェクト・スケ
ジュール上の余裕日数 “フロート” に着目し、プロジェクト全
体工期が契約納期を超過せずに済む可能性の大きさ「遅延リス
ク耐性」の評価ができる手法の提案を行った。具体的には、任
意の作業項目が予期せぬ遅延をきたした際に、プロジェクトの
全体所要時間が契約納期を超過せずに済む可能性の大きさ「遅
延リスク耐性」を定量的に評価できるようにした。また、「遅
延リスク耐性」算出の計算量問題に対処するための指標化につ
いて検討し、更に、精度評価実験により指標化された「遅延リ

プロジェクト・スケジュールの遅延リスク耐性評価方法の提案 211



スク耐性」の妥当性の有無を検討した。最後に、進捗管理手法
であるアーンドバリュー法 (EVM) ではできない遅延リスク
管理手法のための手法 RDM (Resistance to schedule-delay

Management) を提案をした。RDM は遅延リスク耐性を活用
する遅延リスク管理手法であるが、本稿ではこれを EVM と
併用できる形で提案した。こうすることにより、プロジェクト
実施段階での時間とコストの進捗と併せて (現況スケジュール
の) 遅延リスク耐性の評価が可能になった。以下に本稿で行っ
たことを列挙する。

• 「遅延リスク耐性」の概念的定義と定量化、算出方法
の明確化

• 「遅延リスク耐性」算出の計算量問題に対処するため
の指標化について検討

• 指標化された「遅延リスク耐性」の妥当性の有無を検
討するための精度評価実験の実施

• 時間・コストの進捗評価手法 EVM と併用できる形で
の時間・余裕の進捗評価手法 RDM の提案

以上が本稿のまとめである。今後の課題としては、更に大
規模なプロジェクトに、提案手法を適応して、指標化された

「遅延リスク耐性」の妥当性の有無を検討する必要があると考
える。
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スケッチデータ構造を用いた低速DDoS攻撃検出の検討

藤　竜成 a)・井 康成 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

An investigation on Detection of Low Rate DDoS Attack Using Sketch

Data Structures

Ryusei FUJI, Kosei II, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The sketch data structure is a technique for extracting characteristics of traffic at high speed by express-
ing a large amount of data in a small amount of area using a plurality of hash functions. In the DDoS attack
detection method using the sketch data structure, the similarity between the sketch generated just before and
the new sketch is calculated, and if the similarity is low, the new sketch is determined as an attack. The
low-rate DDoS attack attacks a victimized server at the same packet rate as normal traffic. It is difficult to
detect with DDoS attack detection system dependent on traffic rate. The purpose of this study is to improve
the accuracy by using sketch data structure showing high effectiveness in detection of the DDoS attacks for
detecting the Low-rate DDoS attacks. In the existing sketch method, only the source IP address was used as
the hash key of the sketch. In the proposed method, we add packet size as a hash key to generate the sketch.
In the proposed method, we aim to detect low-rate DDoS attacks using the two sketches generated by the
source IP address and the packet size. In the experiment, we evaluated the effectiveness of the sketch data
structure in the low-rate DDoS attacks.

Keywords: sketch data structure, low-rate DDoS attack, similarity

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

インターネット上での通信を必要とするサービスがますま
す増加する現代社会において、DDoS(Distributed Denial-of-

Service) 攻撃は大きな脅威である。DDoS 攻撃の検出方法の
1 つにアノマリ型がある。これは通常トラフィックの行動パ
ターンや正常なデータをあらかじめ定義しておき、新たなトラ
フィックが流入した際にそれと比較し、逸脱した場合に異常
と判別する方法である 1)。この方法を用いる際、検知速度の
向上のためにシステムに流入したデータを効率的に解析しな
ければならない。そのため、DDoS 攻撃の大量のトラフィッ
クデータを効率的に処理できるデータ構造が必要とされてい
る。スケッチデータ構造は複数のハッシュ関数を用いて高次
元のデータを少次元に集約する。これは大量のデータを少量
の領域で表現することでトラフィックの特徴を高速に抽出で
きる。既存研究で DDoS攻撃の検知における有効性が確認さ
れている 2)。

DDoS 攻撃が大量のパケットレートで攻撃するのに対し、
低速 DDoS攻撃は通常トラフィックと同程度のパケットレー
トで攻撃する。通常トラフィックとの判別が難しく、また、ト
ラフィックレートに依存した DDoS攻撃の検出システムで検

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

出することも難しい。主な被害は正当なユーザに対するサー
ビスの質が長期的に低下することである。

DDoS攻撃と低速 DDoS攻撃をともに高速に検出できるシ
ステムの実現が必要とされている。本研究の目的は、その前
段階として DDoS攻撃の検出における高い有効性が示されて
いるスケッチデータ構造を低速 DDoS攻撃の検出に用いて精
度の向上を図ることである。実験において、DDoS 攻撃にお
けるスケッチデータ構造の有効性の確認と提案手法の評価を
行った。結果、DDoS攻撃において検出精度が高いこと、提案
手法においては低速 DDoS攻撃を検出できることを示した。

2. スケッチ技術

スケッチ技術とは大量のデータを確率的に要約する技術で
ある 2)。データにハッシュ関数を適用することでランダムな
ハッシュ値を求めて、スケッチと呼ばれる限られた枠組みの
中に集約する。この技術の利点は２つある。１つ目は高次元
のデータストリームを少次元に集約しデータを表現するコス
トを抑えることで、処理効率を向上する点である。2 つ目は
ハッシュ関数のランダム化によって、通常のネットワークトラ
フィックにおけるハッシュテーブル内の値の分布は安定して
いるため、あらかじめ保存した通常トラフィックの分布と新
たな流入トラフィックの分布を比較することで、ネットワー
クトラフィックの重大な変化を検出できる点である。

2.1 スケッチのデータ構造
スケッチのデータ構造は図 1のように構成される。スケッ

チは H 個のハッシュ関数を持ち、各ハッシュ関数は K 個の
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図 1. 1パケット流入時のスケッチデータ構造

図 2. スケッチによる異常検出

サイズ列を持つ。したがって K × H のハッシュテーブルで
ある。パケットデータは (key:ハッシュキー、value:ハッシュ
値) の項目を持つ 3)。スケッチのサイズ列の初期値は 0 であ
る。パケットデータが流入するたびにハッシュ関数 hi : i＝
1・・・ H が keyをもとに valueを求めて、hi に対応したサ
イズ列 kj : j=valueの値に１を加算する。例として、図１で
は h1 (key)=1、h2(key)=5、h3(key)=K、hH(key)=4は対
応するサイズ列 k1、k5、kK、k4 の値に 1を加算している。

2.2 スケッチを用いたDDoS攻撃検出
トラフィックの流入時にスケッチを作成する。図 2のよう

に通常トラフィックで作成された過去の正当なスケッチと新
たなトラフィックで作成された新規のスケッチの類似度をへ
リンガー距離を用いて計算する 2)。類似度が低い場合、DDoS

攻撃トラフィックとみなす。へリンガー距離については 2.3節
で説明する。スケッチにおいて、ハッシュキーは主にパケッ
トの送信元 IPアドレスを用いるため、スケッチには IPアド
レスのばらつき具合の情報が現れる。また、トラフィックの
パケット量が多いほどサイズ列に格納された値の平均は大き
くなる。したがって、スケッチの IPアドレスの分散具合やパ
ケット量の変化を検知することで DDoS攻撃を検出できる。

2.3 ヘリンガー距離
へリンガー距離は 2 つの確率分布間の距離を測定する。2

つの確率分布 P=(p1,p2,p3,・・・,pn)とQ(q1,q2,q3,・・・,qn)
があるとき式 (1)のように、確率分布間の類似度を求める。

HD(P,Q) =
1

2

n∑
i=1

(
√
pi −

√
qi)

2 (1)

ヘリンガー距離の値は２つの確率分布が完全に同一であれば
0になり、完全に異なれば 1になる 2)。ヘリンガー距離の値

図 3. 提案手法の攻撃検知処理の流れ

図 4. 提案手法の全体処理の流れ

が低いほど現在のトラフィックが過去のトラフィックと比べ
て変化が小さいことを意味し、高いほど異常が発生した可能
性が高いことを意味する。

3. 提案手法

本研究ではスケッチ技術を用いて低速 DDoS攻撃を検出す
る手法を検討した。既存のスケッチの手法では、スケッチ作
成の際のハッシュキーに送信元 IPアドレスのみを用いる。ま
ず低速 DDoS攻撃の検出を既存のスケッチの手法で行ったが
検出精度は低かった。検出結果の詳細は 4.3.1 に記す。低速
DDoS攻撃はパケット量が通常トラフィックと同程度のため、
トラフィック量の変化による検知は難しい。IPアドレスの分
散具合の他に攻撃と通常トラフィックを判別する情報を追加
する必要がある。そこで、本研究では既存手法にパケットサ
イズをハッシュキーにしたスケッチの作成を追加する。

3.1 攻撃と正当なトラフィックの判別
通常トラフィックは攻撃トラフィックに比べて、パケット

サイズのばらつきが大きい 4)。これは通常トラフィックのパ
ケットはクライアントの要求するデータサイズに従うのに対
して、攻撃トラフィックは同じデータサイズのパケットを自動
的に生成する傾向があるためである。この特徴を考慮し、パ
ケットサイズをスケッチ作成の際のハッシュキーとして利用
する。したがって、スケッチにはパケットサイズの分散具合の
情報が現れる。本研究では既存手法にパケットサイズをハッ
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シュキーにしたスケッチの作成を追加する。提案手法による
低速 DDoS 攻撃検出の流れは図 3 の通りである。IP アドレ
ス・パケットサイズを用いた 2つのスケッチがそれぞれ、過
去の正当なスケッチと比較される。ヘリンガー距離を用いて
類似度を計算し、閾値以降の場合に低速 DDoS攻撃と判別す
る。図 4は提案手法の全体的な処理の流れを示す。

3.2 ハッシュ関数 LSH

本提案手法ではハッシュ関数としてLSH(Locality-sensitive

Hash)を用いる。LSHは NN探索問題において厳密解ではな
く近似解を求めることで高速化を図る。LSHはある 2点にお
いて、距離が近いほどハッシュ値が同じになる確率が高くな
るハッシュ関数である 5)。スケッチ技術に用いることで類似
したトラフィックのスケッチ分布は類似しやすくなる。よっ
て、スケッチを比較する際に正当なスケッチを誤って異常なス
ケッチとして判別することを防ぐことができると考えられる。

h(p) = ⌊a · p+ b

W
⌋ (2)

式 (2)において aは安定分布 (本手法はガウス分布を用いる)

から選ばれた確率変数であり、bは閉区間 [0,W ](W > 0)から
ランダムに選ばれた実数である。式 (2) を利用して本提案手
法のハッシュ関数を式 (3)とする。

h(key) =
a(key) + b

W
mod K (3)

4. 評価実験

DDoS攻撃検出におけるスケッチデータ構造の有効性の確
認と、提案手法の検知精度の評価を行う。すべての実験におい
てパラメータはH=8、K=16384とする。これは 3) で用いら
れたパラメータを引用している。また、スケッチの作成は 60

秒ごとにトラフィックを収集し行う。閾値設定は次の式（4）
で行う。

T =μ＋ xσ (4)

μは正当なパケットのみを含むデータセットのキャプチャデー
タを学習させて計算したヘリンガー距離の平均値であり、σ
は同様に求めた標準偏差である。x は任意の値である。ただ
し、通常トラフィックのみのデータセットに式（4）を用いて
実験し通常トラフィックを攻撃トラフィックとして検知しな
い値に設定する。

4.1 実験環境
実験環境を表 1に示す。Windows10が稼働する PC上で、

VMware Workstation 14 Playerがゲスト OS として動作す
る仮想環境を構築した。このゲスト OS上で実験を行った。

表 1. 実験環境

CPU Intel(R)Core(TM)i7-7700CPU@3.60GHz

メモリ 16GB

OS ホスト OS:Windows 10, ゲスト OS:VMware

Workstation 14 Player (メモリ:8GB CPU2 コ
ア)

開発環境 C++

4.2 評価方法
本研究の検知精度の評価にはPrecision(適合率)、Recall（再

現率）、F尺度を利用する。Precisionは攻撃として検出したパ
ケットのうち本当に攻撃パケットであった割合を表す。Recall

は攻撃パケットを正しく攻撃パケットとして検出できた割合
を表す。F尺度は Precisionと Recallを総合的に評価する指
標である。いずれも値が大きいほど検出精度が高いと評価す
る。Precision、Recall、F尺度を求める式を (5)、(6)、(7)に
示す。tpは攻撃パケットを攻撃パケットとして検出できた数、
fp は正当パケットを誤って攻撃パケットとして検出した数、
fnは攻撃パケットを誤って正当パケットとして検出した数を
表す。

Precision =
tp

tp+ fp
(5)

Recall =
tp

tp+ fn
(6)

F =
2Precision ∗Recall

Precision+Recall
(7)

4.3 DDoS攻撃の検出
DDoS攻撃実験用の攻撃パケットとして、MIT Lincoln Lab-

oratory が作成したDARPA2000のデータセットを使用した。
DARPA2000が DDoS攻撃を行うシナリオは次の 5段階であ
る 6)。ターゲット組織に IPスキャンを行い使用中の IPアド
レスを調査する。使用中の IPに対して sadmindデーモンの
有無を調査する。telnetにより sadmindの脆弱性を利用した
システムの侵入を試みる。DDoS攻撃ソフトのmstreamを 3

台のホストにインストールしボット化する。攻撃者がボット
に攻撃開始を指示する。
本研究ではDARPA2000においてファイアウォールの内部

で観測された insideデータを利用する。insideデータのDDoS

攻撃部分のみを攻撃とみなす. 閾値設定には DARPA2000と
同程度のトラフィックトレースを持ち、通常パケットのみを
含む DARPA1999の火曜日のデータを利用した。

4.3.1 DDoS攻撃における既存手法の検出精度
IPアドレスをキーにしたスケッチについて閾値を Tip=μ

ip+2.5σipと定めた。結果を表 2に示す。PrecisionとRecall

表 2. DDoS攻撃における既存手法の検出精度
Precision 0.963783

Recall 0.996273

F尺度 0.979759

がともに 0.96を超えており、他の手法と同程度の十分な検知
精度である 7)。スケッチデータ構造は DDoS攻撃検出におい
て有用であると言える。

4.4 低速DDoS攻撃の検出
低速 DDoS 攻撃の実験のための攻撃パケットとして、

CAIDA20078) の最初の 25分間のトラフィックトレースを使
用した。CAIDA2007には約 1時間の DDoS攻撃トラフィッ
クトレースが含まれる。トラフィックトレースは被害者への
攻撃トラフィックと被害者からの攻撃への応答のみを含み、単
一のキーを用いて CryptoPAn プレフィックス保存を行うこ
とで匿名化されている。
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図 5. CAIDAの最初の 25分 (1500秒)間のパケットレート

低速 DDoS攻撃のパケットレートは 10000pps未満である
4)。CAIDA2007の最初の 25分間のトラフィックトレースは
図 5に示すように、これを満たすため低速DDoS攻撃とみなさ
れる。閾値設定には CAIDA2007に含まれる通常トラフィッ
ク部分を結合し作成した通常パケットのみを含むデータセッ
トを用いる。パケットレートは攻撃データセットと同程度に
した。

4.4.1 低速 DDoS 攻撃の既存手法における検出
（キーが IPのみ）

IPアドレスをキーにしたスケッチについて閾値を Tip=μ
ip + 2.5 σip と定めた。結果を表 3に示す。Recallが 0.1に

表 3. 低速 DDoS攻撃における既存手法の検出精度
Precision 0.193919

Recall 0.0413923

F尺度 0.0682224

も満たず、ほとんどの攻撃を検出できなかった。トラフィッ
ク量の変化が小さいため、IPアドレスの分散も大きな変化が
現れなかったと考えられる。

4.4.2 低速 DDoS 攻撃の提案手法における検出
（キーが IPとパケットサイズ）

パケットサイズと IP アドレスについての閾値 Tip = μip

＋ xipσip、Tps = μps＋ xpsσps ごとの結果を表 4 に示す.

Precision、Recallともに既存手法より大幅に向上した。Recall

表 4. 低速 DDoS攻撃における提案手法の検出精度
xip xps Precision recall F尺度
2.5 2 0.71574 0.968947 0.823315

2.5 2.5 0.801055 0.912517 0.853161

3.5 2 0.757394 1 0.861952

3.5 2.5 0.849536 0.911683 0.879513

は 0.9を超えており、閾値の設定次第で低速 DDoS攻撃を攻
撃として判別することはできる。しかし、Precisionは 0.7や

0.8付近であり十分な精度とは言えない。これは低速DDoS攻
撃トラフィックのなかに正当なパケットが含まれているため、
攻撃トラフィックを検出する際に混入した正当パケットも同
時に検出してしまうからだと考えられる。スケッチの中の攻
撃パケットと正当なパケットを判別することが今後の課題で
ある。

5. まとめ

本研究ではスケッチデータ構造を用いた低速 DDoS攻撃検
出手法を検討した。既存手法のハッシュキーに IP アドレス
のみを用いる方法で試みたところ、検出精度は非常に低かっ
た。トラフィックごとのパケット量の変化が小さいためであ
る。そこで本研究では、通常トラフィックが攻撃トラフィッ
クに比べてパケットサイズのばらつきが大きいという特徴か
ら、パケットサイズをハッシュキーにしたスケッチの作成を
追加したところ、検出精度は大幅に向上した。Recallは 0.91

を超え、低速 DDoS攻撃を攻撃として検出できることが確認
できたが、Precisionが 0.8程度であり十分な精度とは言えな
かった。これは攻撃トラフィックのスケッチを検出する際に
その中に含まれる正当なパケットも検出してしまうためであ
る。今後の課題として、スケッチ内の攻撃と正当パケットの
判別方法の検討が必要である。また、今回の実験は固定され
た閾値で行った。実際のネットワークトラフィックは流動的
なため、トラフィックの状況に応じて変動する、閾値の設定
方法を検討する必要がある。また、既存の低速 DDoS攻撃検
出方法との精度比較や処理速度等の性能比較を行うことも考
えている。
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表面筋電位による個人認証のための指文字ベースのジェスチャの検討

藤　竜成 a)・猪谷 眞平 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Investigation of Finger Character Based Gesture of Personal

Authentication by sEMG

Ryusei FUJI, Shinpei INOTANI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Leakage of important information such as personal information as the result of an authentication is
passed through easily has been problem. In order to prevent the leakage of information, we need to lock the
screen, which only the owner can do to require an authentication so as not to release the information to a
third party. Generally, PIN is used for the authentication, but it doesn’t have robust against peeping attacks.
In order to solve the above problem, we need another authentication method that can authenticate the user
even if it is peeped in. As one of the technology, biometrics authentications are usually adopted. The existing
researchs have confirmed that the authentication method using the surface myoelectric potential which is one
of the biometric information, the surface myoelectric potential, was useful. Also, as the system to be used for
empirical experiments in the future, we examined whether we can adopt Myo, which is commercially available
gesture input device. As the result, we verified it can be practically used without problems. We confirmed
that the gestures can be distinguished by the support vector machine after setting the maximum value and the
minimum value of the radio wave form as the characteristic amount. However, the authentication based on
password string using gestures was not performed so far, and gestures used for the password string were not
investigated. Therefore, in this research, we investigate gestures based on a finger character for the myoelectric
potential authentication.

Keywords: gesture, surface electromyography, authentication, finger-character

a)b)c)d)e)　　　　　
　　　　　

1. はじめに

既存のモバイル端末の認証方式は覗き見攻撃の耐性が十分
であるとは言えない。スマートフォンやタブレットの普及に
より [1]、覗き見されること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、個人情報な
どの重要な情報が漏洩してしまうことが問題になっている。

この問題を解決するためには、覗き見されてもユーザ以外
の人間が認証できない、または、覗き見されずに認証を行う
認証方式が必要である。その技術の一つとして、生体認証が
注目されている。生体認証技術は、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、
バイオメトリクス技術とも呼ばれる。例として、指紋、掌形、
筋電位、虹彩など、行動的特徴として、筆跡、リズムなどが生
体認証として挙げられる。

筆者の研究室では生体情報の一つである表面筋電位である
表面筋電位を用いた認証手法の検討を行い、それが有望であっ
たと確認している。すなわち、被験者の筋電図が同一のジェ

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

スチャの筋電位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、同一のジェスチャであっても異なる被験者か
らは類似しない筋電波形が得られることを確認している [2]。
また、将来実証的な実験を行う際に用いるシステムの筋電計
として、一般にも入手可能な市販のジェスチャ入力用の機器
Myo が採用できるかの検討を行い、問題なく実用できるとい
うことを確認した [3]。

これらの既存研究では、筋電位が認証方法として実用的で
あるということを示した。しかし、実際にジェスチャを用い
たパスワード列による認証は行っておらず、また、パスワー
ド列に用いるジェスチャの追求も行われていなかった。

そこで、本研究では、筋電位認証に有効なジェスチャとして、
指文字を元にしたジェスチャをその候補に考えている。具体
的には、「あ」から「ん」までの指文字を元にしたジェスチャの
筋電位を測定し、筋電位認証に有用かどうかの検証を行った。

2. 個人認証を脅かす攻撃

モバイル端末の個人認証として広く用いられているのは、秘
密の識別番号を予め設定し、認証時に入力した文字列が一致
したときに認証が成功する PIN 方式や、Android 端末に標準
装備されているパターン認証などがある。しかし、これらの
認証方式は第三者に覗き見されたときにパスワードなどの認
証情報を盗まれやすく、簡単に認証を突破されてしまう。こ
ういった正規ユーザの認証画面を覗き見ることで暗証番号や
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パスワードを不正に取得することを覗き見攻撃という。
また、近年では認証時の様子をビデオカメラなどで録画し、

取得した秘密情報を計算機で解析するという録画攻撃も存在
する。これは誰にも見られない環境下で認証を行うことで安
全に回避することが出来るが、現在の我々の生活環境には監
視カメラがいたるところに設けられており、故意でなくても
認証画面を録画され、その結果個人情報が漏洩する可能性が
生まれてしまう。これらの攻撃への対策、万が一認証を突破
された場合の安全性の確保が出来るようにする対策が必要だ
が、非常に困難である [4]。

これらの脅威から身を守るために、生体認証情報を用いる
ことが期待されている。生体認証とは、指紋や脈拍、虹彩や
筋電位など人間の生体の特徴を用いて認証を行う方式である。

3. 表面筋電位による個人認証方法

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

に発生するものであり、神経細胞が細胞内外の電位を変化さ
せることで測定可能となり、観測された電位の変化は図 1 の
ように記録できる。そのうち皮膚表面で計測された筋電位の
ことを表面筋電位（surface electromyography）という。筋電
位の性質として、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定することで操作を
行う筋電義手の開発などに用いられる。Tamura等は、顔の皮
膚表面から得られた筋電位を測定・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 [5]。また、VR シ
ステムでのユーザーの手の動きを感知する手段として、表面
筋電位を用いた手法が注目されている [6]。

3.2 筋電位を用いた個人認証手法の概要
筆者の研究室では、手首から先を動かしたときに観測され

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
認証を行う認証方式が提案された。

この手法では、図 2 のような一連のジェスチャを認証情報
（パスワード）として用いる。実際には、そのジェスチャごと
に得られる波形（図 3）をモバイル端末上に登録する。ジェス
チャを登録した所有者が認証操作を実際に行う場合は、図 2の
ジェスチャを行う。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の筋電位の波形と似た波形が測定され、
これらが類似していることによって、認証が成功となる。し
かし、第三者が同じジェスチャ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、認証を突破されないことが期
待できる。

4. パスワード列に用いるジェスチャ

4.1 パスワード列に用いるジェスチャの問題
[2]、[3] では、いくつかのジェスチャの筋電位を測定し、目

視や機械によって識別できるか検証し、結果、識別可能であ
るという結果が得られた。そこで、実際にジェスチャを用い

図 1. 筋電図

図 2. 登録したパスワードの例（ジェスチャ列）

図 3. 対応する筋電図

図 4. 所有者が入力した認証動作の波形

図 5. 攻撃者が入力した認証動作の波形

たパスワードを使った認証を行うために有用なジェスチャと
して、指文字が使えるのではないかと考えた。

4.2 指文字ベースのジェスチャの提案
指文字とは、手の形を書記言語の文字に対応させた視覚言

語の一要素である。手話は音声言語や書記言語より語彙が格
段に少ないため、手話単語にない単語は指文字を使って一字
一字ずつ書記言語の綴りを表現する。一部の国を除き指文字
は片手だけを使う。また、濁音は手を横方向に動かし、半濁
音は手を上方向へ動かし、促音は手を手前に引く。

図 6 と図 7 はそれぞれ 50 音（「あ」～「ん」）を表す指文字
と長音の動作と英語の指文字を表したものである [7][8]。これ
らの図から、日本の指文字は英語の指文字よりも表現できる
種類が多く、また、登録するパスワードと指文字を連動でき
るため、覚えやすいということが考えられる。

このような指文字をベースに、パスワード列に用いること
が出来るジェスチャを提案した。例えば、指文字の「い」は本
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図 6. 日本の指文字の一覧 (文献 [7] より引用)

図 7. 英語の指文字の一覧 (文献 [8] より引用)

来図 8のように正面に向けるものだが、指のみの提案したジェ
スチャでは図 9 のように左前腕を椅子のひじ掛けに置き、掌
を上向きにしてジェスチャを行った。このような方式をとっ
た理由は、手首から先の動作のみの筋電位を測定する際、手
を正面に向ける動作で余計な筋肉が動き、正確に測定できな
い可能性があると考えたからである。

しかし、提案したジェスチャの中にはあまり波形の出ない
ものや、手首の曲げ方は同じで指を伸ばすか伸ばさないか関
係なく波形が同じになる可能性がある。そこで、指文字ベー
スのジェスチャを測定し、波形が異なっているかどうかを調
査した。

図 8. 指文字「い」のジェスチャ

図 9. 指文字「い」をベースにしたジェスチャ

5. 各指文字の表面筋電位の測定

5.1 測定方法
表面筋電位の測定は、S&M 社の機器 m-BioLog を用いた。

この実験では、図 6 の長音以外の指文字を用いて、左手で筋
電位を測定した。被験者は健常な 20 代の男性 12 名を対象と
し、電極は左前腕の内側に 2 つ設置した。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。

ジェスチャの測定は拳を軽く握った状態を初期状態とし、そ
れぞれのジェスチャを行わせ筋電位を測定した。1つの指文字
について 2 秒間隔で 30 回動作を行った。

測定は椅子に座った状態で左の前腕をひじ掛けに乗せ、手
首だけを動かすようにして動作を行った。例えば、図 6 にお
いて「す」や「な」など手が下に向いているものは手首も曲
げてジェスチャを行うが、「あ」や「い」など掌が正面に向い
ているものは手首を曲げず指のみ動かしてジェスチャを行う。
また、指文字の「さ」は初期状態と同じ形であるため、初期状
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図 10. 「な」と「ま」の波形

態からそのまま力を入れることで筋電位を測定した。

5.2 測定結果
測定された筋電位を目視で確認した結果、「あ」のような

指を一本伸ばすジェスチャはあまり波形が見られず、「く」や
「な」のように手首を掌方向や下に曲げるジェスチャには非常
に大きな波形が見られた。

次に、手首は同じ方向だが伸ばす指が 2本か 3本か違う「な」
と「ま」同士を目視で比較した結果、電極 A、B 共におよそ
同じ波形が得られた（図 10)。

逆に、手の形は同じだが手首の曲がっている方向が異なる
「ま」と「み」と「ゆ」と「わ」同士を目視で比較した結果、そ
れぞれ異なる波形が見られた（図 11)。

また、「お」のような左前腕全体を 90°捻るような動作は
あまり大きな波形は見られなかった。

さらに、ほとんどの指文字はそれぞれの形をとったらその
まま停止させるが、「の」のような動きがある指文字もある。
その波形を確認した結果、「の」や「ん」は大きな波形が見ら
れたが、「も」と「を」はあまり波形が生じなかった。このこ
とから、特に動きがあるジェスチャが特徴的であるとは言え
ないことが分かった。

また、測定された波形の中には再現性の低いものも観測さ
れることがあった。しかし、そのようなジェスチャに共通す
るような法則性は見当たらなかった。

6. 考察

指文字の筋電位を測定し、指文字ベースのジェスチャが筋
電位認証において有用かどうか検証した。その結果、「あ」の
ような指を伸ばすだけといった単純なジェスチャでは波形が
小さいものばかりだったが、手首を曲げることによって波形
が大きくなることが分かった。動きのあるジェスチャは比較
的波形が大きいものだったが、「も」と「を」に関しては大き
な波形は得られなかった。

また、目視では区別できなかったジェスチャもあるため、機
械などによる正確な分析が必要である。

再現性のない指文字が出てきた原因として、被験者が指文
字に慣れていないことや、電極の設置個所にズレが生じた可
能性、実験器具の不備の可能性がある。測定を行う前に予め
被験者に動作の練習をさせることで、より良い波形が得られ
る可能性が考えられる。

電極の設置個所については、日を空けたことで元々の設置
個所から多少位置が変化した可能性が考えられる。

図 11. 「ま」と「み」と「ゆ」と「わ」の波形

筋電位の差異については、電極の位置が手首が屈曲する際
に大きく動く筋肉がある場所であり、腕の内側以外の場所で
測定した場合の筋電位も調べる必要がある。

左前腕全体を 90°捻る動作においてほとんど波形が見られ
なかったことについては、動作に使われている筋肉が手首や
指の動作に使われる筋肉とは違うため、波形が出なかったと
思われる。

7. まとめ

本研究では指文字ベースのジェスチャの筋電位を測定し、目
視で比較することで、表面筋電位の個人認証に有用かどうか
の検証を行った。結果、指文字ベースのジェスチャにおいて

「あ」のような指を一本だけ動かすようなジェスチャは有用で
はないことが分かったが、同じ手の形であっても手首の屈曲
を組み合わせることで異なる波形が生じることも分かった。

今後の課題として、SVM などの機械を用いてそれぞれの
ジェスチャの識別が可能か、指文字を変化させずそのまま利
用した場合に有効なジェスチャになるのか、英語や他の言語
の指文字を元にしたジェスチャを調べ、より良い性能のもの
が存在するかの追求が必要である。
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色の恒常性を利用した colorCAPTCHAの提案

藤　竜成 a)・川上 翔平 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Proposal of ColorCAPTCHA Using Color Constancy

Ryusei FUJI, Shohei KAWAKAMI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Activities by bots such as illegally acquiring accounts, sending spam mail and participating in online
voting are problem. In order to counter these problems, a technology called CAPTCHA to discriminate
humans and bots was developed. CAPTCHA is widely used on the web sites to prevent the spam behavior.
CAPTCHA, which is currently the mainstream, has a function that allows a user to solve a character displayed
on the screen or to distinguish what appears in a photograph. These existing CAPTCHAs are getting easily
broken by the development of OCR technology and machine learning technology. In order to counter this
problem, we propose a new CAPTCHA, which is called color homeostasis, utilizing advanced cognitive ability
naturally provided to humans and difficult to imitate by bots. The proposed CAPTCHA uses an image
obtained by adding a color interference filter to the image. We use 11 basic colors (black, white, red, green,
yellow, blue, brown, purple, pink , orange, gray) for the answer. The answer area is displayed at a random
position, but the user can move the answer area to an arbitrary place by dragging or clicking. A case in which
the color selected by the user from the color palette selected is the closest color to that of the original image,
the color selection is regarded as correct.

Keywords: CAPTCHA, color, color constancy, security

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　

1. はじめに

ボットによるアカウントを大量に不正取得しそれらを用い
てスパムメールを送信することやボットがオンライン投票に
参加するなどの不正行為が問題視されている。このような問
題に対抗するためには CAPTCHA と呼ばれる人間とボット
を判別する技術が開発された 1)。CAPTCHA はスパム行為
を防ぐためにWeb上で広く利用されている。CAPTCHAの
基本原理は人間には容易であるが、機械には困難である問題
をユーザに出題し、解答者が人間であるかを判別する技術で
ある。現在主流である CAPTCHA はユーザに画面上に表示
されている文字を解答させるものや写真に写っているものを
判別させるものなどがある 2)3)。

これらの既存のCAPTCHAは時代に伴うOCR技術 (文字
認識技術)や機械学習技術の発達により、容易に突破されるよ
うになってきている。このような問題に対抗するために、色
の恒常性と呼ばれる、人間に自然に備わっていてボットによ
る模倣が難しい高度な認知能力を利用した新たな CAPTCHA

を検討する。

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. 関連研究

2.1 3Dtextべ－ス CAPTCHA

3Dtext ベース CAPTCHA とは OCR(Optical Charac-

ter Recognition) 技術の向上により、従来の 2Dtext ベー
スの CAPTCHA の限界を克服するために検討された
CAPTCHA(図 1) である。画像から 3D オブジェクトを知
覚する人間の視覚システムに自然な能力を利用するように設計
されており、コンピュータプログラムが 3Dコンテンツを識別
することが困難であることが基本的なセキュリティの前提と
なっている。代表的な 3Dtextしては、人気のあるブログ管理
ツール (ワードプレス)などで使われている Super CAPTCHA

や、OCR Research Team により設計された、従来の 2Dtext

ベース CAPTCHA に見られる設計の欠陥と弱点を分析する
ことによって設計された Teabag3D などがある。しかし文献
2) によると、これらは短時間で高い精度で解かれてしまうこ
とが報告されている。このように画像認識技術や OCR 技術
の向上により、textCAPTCHAではセキュリティを保つこと
が難しくなってきている。

2.2 Google reCAPTCHA

textCAPTCHAではボット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 image-

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、ユーザに画像を選択させて人間とボッ
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
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図 1. 3DtextCAPTCHA

図 2. imageCAPTCHA

出題された 9つの画像から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 textCAPTCHA

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、textCAPTCHAよりも人間にとって非常に容易で
あるが、ボット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
ボットを区別しようとしている。しかし、文献 4) によれば、
Facebook の imageCAPTCHA はボットに 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 colorCAPTCHA

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 colorCAPTCHAを提案した 5)。

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、colorCAPTCHA

は従来の textCAPTCHA や imageCAPTCHA 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、ボットが色から名前を
認識できないことを前提に提案されているため、これまでの
textCAPTCHAや imageCAPTCHA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、ボッ
ト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、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、色の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 colorCAPTCHA

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 colorCAPTCHAを検討する。

図 3. 出題例 図 4. カラーパレット

3. 提案手法

3.1 提案 CAPTCHA

提案する CAPTCHAは、画像に色妨害フィルターを加え
た画像から、回答エリアと呼ばれる領域の色と近い色を、基
本色 11色 (黒、白、赤、緑、黄、青、茶、紫、ピンク、オレ
ンジ、灰色)のカラーパレットを用いてユーザに回答させる。
回答エリアはランダムな位置に表示されるが、ユーザは回答
エリアをドラッグ、あるいはクリックすることで任意の場所
に移動させることができる。ユーザがカラーパレットから選
択した色が、ユーザの解答領域においてオリジナル画像（色
妨害フィルタを加える前の画像）の色に一番色差の近い色を
選択した場合を正解とした。提案手法の出題例を図 3に、カ
ラーパレットの画像を図 4にそれぞれ示す。この手法は色の
恒常性の「周囲の照明光の影響を受けても本来の色を知覚で
きる。」という人間に自然に備わっている高度な認知能力を利
用することにより、人間にとっては正解の色を選択させるこ
とが可能だが、ボットは色の恒常性の原理をアルゴリズムと
して表現することが困難であるということが基本的なセキュ
リティの前提である。

3.2 色の恒常性
色の恒常性とは、照明光の条件が変わってもその照明光の

色に引きずられることなく、同じ物体は安定して同じ色とし
て知覚させられる色覚特性である。通常の環境内では照明光
の強度や分光特性は様々に変化する。したがって、表面から
の反射光の輝度や色度もこれに合わせてさまざまに変化する。
しかし、人間は照明環境が変わっても同じ表面を同じ色である
と認識してしまう。例えば赤いリンゴは青い照明の下でも赤
く感じられる。このような人間に自然に備わっていてボット
による模倣が難しい高度な認知能力を利用することにより人
間とボットを区別することが提案 CAPTCHAの目的である。

3.3 偶然突破認証確率
画像の解答領域において 11色のカラーパレットから 1回選

択しただけで人間とボットを判断することは、偶然突破認証確
率に問題が生じると考えた。カラーパレットからランダムに色
を選択するとなると 1/11である色が選ばれる。11色のカラー
パレットのどの色を選択しても正解の色が当たる確率が均等で
あると仮定すると (実際には使用される画像の RGB値の配分
率によって変わる。)ボットがランダムに色を選択した場合、
正解する確率は 1/11となる. 文献 6) によると、CAPTCHA

の偶然突破認証確率として、1/4096を確保できれば、Token

Buckets Scheme を用いて誤答が多いユーザからのアクセスを
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図 5. フローチャート

遮断することで、実質的な総当たり数を 560万通りまで高め
ることが可能であることが示されている。そこで、本論文の
提案 CAPTCHAにおいても、1/4,096が CAPTCHAが有す
るべき総当たり数であると想定すると、提案 CAPTCHA に
おいて 1回のみ正解の色を選択したことで人間と判別するこ
とにより生じる偶然突破認証確率は 1/4,096と比べると高い
値となる。よって、提案 CAPTCHA においては、平均偶然
突破認証確率が 1/4,096より低い確率になるように検討した。
ボットの偶然突破認証確率を下げるために、CAPTCHA成功
には連続正解することを必要とした。CAPTCHA成功までの
アルゴリズムを図 5に示す。提案 CAPTCHAには内部ボッ
トプログラムを搭載した。これは、色妨害が施されている画
像の解答領域の色を抽出して 11色のカラーパレットから一番
色差の値が小さい色を選択するプログラムである。この内部
ボットプログラムが正解してしまうと色妨害の効果が期待で
きないとみなすことができる。さらに、色の恒常性の効果が
働くことが期待できないのでボット耐性が著しく低下すると
考えられる。
ユーザに表示される画像は正解不正解に関わらず、1 回解

答すれば別の画像をランダムで表示するようにした。人間が 3

回連続正解し、内部ボットプログラムが 3回連続不正解となる
ことが提案 CAPTCHAでは理想であるが、この場合、1回の
正解で CAPTCHAを成功する際の偶然認証突破確率を 1/11

と仮定すると、3回連続で正解することを CAPTCHA成功の
条件にした際の偶然認証突破確率は 1/1,331となる。しかし、
予備実験において、内部ボットプログラムの正答率は 2割程度
あることが確認でき、ユーザが 4回以上の連続正解を約 50%

の確率で強いられることが計算上、予想できる。よって、ユー
ザが 4回以上連続正解を強いられたときの偶然突破認証確率
は 1/14,641以下の数値となる。また、提案 CAPTCAHは最
低でも 1/1,331の偶然突破認証確率を有することが分かって
いるので、平均偶然突破確率を考えると 1/4,096を下回る数値
を期待できることを考慮し、CAPTCHA成功に必要な最低連
続正解回数を 3回と定めた。Google reCAPTCHAの偶然認
証突破確率は 1/511であることを考えると、提案 CAPTCHA

の最低偶然認証突破確率の 1/1,331という数値は悪くないと
考えた。

3.4 妨害色フィルタ
提案 CAPTCHAで使用している色妨害フィルタは 2種類

あり、単色の色妨害フィルタと図形を画像に多数表示させる
フィルタである。本論文では後者の色妨害フィルタをシェイプ
型色妨害フィルタと呼ぶことにする。単純に単色のフィルタ
を重ねるだけではボット耐性が十分でないことが確認できた。

図 6. シェイプ型 (単体) 図 7. シェイプ型 (全体)

1 つ目の単色色妨害フィルタは画像全体に色妨害を施して
いる単色のフィルターであり、色に関しては HSL色空間を用
いている。HSL色空間は色相、彩度、輝度からなり、色相は
ランダム、彩度は 100%、輝度は 50%に設定した。色相の範囲
は 0～360%、彩度の範囲は 0～100%であり、100%で純色で
ある。輝度の範囲は 0～100%であり。50%で純色である。本
論文の実験においては透明度は写真画像では 70%, イラスト
画像では 50%に設定した。透明度に関しては予備実験を行い、
人間に色の恒常性が働き、高い確率でオリジナル画像の色が
認識できる限界を決めた。ただし、この値は 1人のみの予備
実験で決めたため、最適な値とは限らない。

2つ目の色妨害フィルターは図 6に示すように８つの頂点
を持ち、各辺の長さは図形の中心から最大サイズ（円の半径
(40px)）までランダムに設定し、各頂点を繋ぎ合わせた図形を
用いている。この図形を画像の様々な箇所にランダムで 50ms

の間隔で 100 個の図形の発生と消滅を繰り返すようにした。
図形を 100個表示している画像を図 7に示す。HSL色空間に
おける値は透明度以外は単色色妨害フィルターの設定と同じ
である。これら 2つの妨害色フィルターを用いることによっ
て、平均画素値をかく乱することを目的としている。

3.5 解答の照合方法
解答の照合には、オリジナル画像、出題画像、11色の中か

らユーザの解答した色の RGB値、および解答エリアの座標を
利用する。
ユーザの解答した画素値 Ca = (Ra、Ga、Ba)、解答エリア

の左上の座標（x,y）が与えられると、システムはオリジナル
画像の (x,y)、(x + Sarea、y)、(x,y + Sarea)、(x + Sarea、
y + Sarea)内のユーザの解答領域を走査しオリジナル画像の
画素値 Co = (Ro、Go、Bo)を求める。画素値の算出には解
答領域内の中央値を利用した。
オリジナル画像のユーザ解答領域の画素値を取得すると、カ

ラーパレットの 11色それぞれとの色差を計算し、色差の値が
最小値となるカラーパレットの色が正解となり、この色とユー
ザが選んだ色が一致すると人間と判別するシステムとなって
いる。本論文では、画素値の色差を CIEDE20008) を用いて
計算した。

4. 実験・評価

4.1 実験の目的
本論文の実験では提案 CAPTCHA に上限解答回数を設

け、上限を 10 回とした。解答回数が 10 回を超えてしまう
とCAPTCHAとしてかなりの時間がかかってしまうため、本
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論文の実験においては、この 10回の内に提案 CAPTCHAの
クリア条件を満たした被験者を CAPTCHA 成功者としてみ
なした。
実験の目的は本論文で検討した CAPTCHAの正答率、被

験者の解答領域における内部ボットプログラムの正答率、提
案 CAPTCHAを成功した人の平均回答回数、CAPTCHA成
功率を調べることにより、提案 CAPTCHA の有用性を調査
することである。また、SUS(System Usability Scale)と呼ば
れるユーザビリティの数値的な評価が可能である指標を用い
てアンケート調査を行い、提案 CAPTCHA におけるユーザ
ビリティの調査を行った。

4.2 実験方法
実験には宮崎大学工学部生 15 人が参加した。実験に用い

る画像は 300× 300pxの動物、食べ物、国旗、キャラクター
の画像各 10枚計 40枚を用意した。このうち動物、食べ物の
画像は現実世界で撮影されたものを用いている。国旗、キャ
ラクターの画像はコンピュータで作成されたイラストを用い
ている。このように写真とイラストの 2種類の画像に分けて
実験した。写真とイラストとでは照明条件が大きく違う。現
実世界で撮影された写真には撮影時の照明条件が画像の画素
値の色成分に大きく影響を与えている。例えば、影で撮影さ
れた写真と太陽の日が差す真下で撮影された写真の画素値の
色成分は違う。また、写真とイラストでは 1枚の画像に含ま
れる色の種類 (各画素の RGB値)の数が多くなる。これらの
理由から画像を写真とイラストの 2種類に分けた。被験者に
は、写真とイラストにおいてそれぞれ 20枚の画像からランダ
ムで 1枚ずつ表示するようにした。また、出題画像の解答領
域は被験者が正解できる自信のある個所を選んでもらった。

4.3 結果と考察
被験者 15 人に提案 CAPTCHA を解いたときに得られた

実験データである被験者の平均正答率、ボットの平均正答率、
平均解答回数 (成功した人のみ)、CAPTCHA成功率の値を、
写真画像を用いた実験結果は表 1に、イラスト画像を用いた
実験結果は表 2 にそれぞれ示す。表 1、表 2 より、透明度が
70%の写真画像に比べ、イラスト画像の透明度は写真画像に
比べて 20%低い 50%という数値に設定したのにも関わらず、
被験者の平均正答率や CAPTCHA 成功率は写真画像よりイ
ラスト画像の方が高い値となった。このような結果になった
原因を考察すると、オリジナル写真画像は写真が撮られた照
明環境により、本来の色とは違っている可能性がある。した
がって、被験者はオリジナル写真画像においても色の恒常性
が働いていた可能性がある。しかし、提案 CAPTCHA の正
解の色はオリジナル画像の色であるため、正解の色を選ぶの
に妨げになっていた可能性がある。
写真画像、イラスト画像ともに、上限を 10回としたときに

CAPTCHA成功率は、textCAPTCHAの平均正答率 92%に
は及ばなかったので今後の課題であるといえる。

CAPTCHAを成功した時の連続正解数は、写真画像、イラ
スト画像ともに、9 割近くが 3 回連続正解の時であった。こ
の結果より平均偶然認証突破率は 1/4092より低い数値となっ
てしまった。この結果の原因は、提案 CAPTCHA の一問ご
との正答率が写真画像、イラスト画像ともに 80%を下回って

表 1. 実験結果 (写真)

被験者の平均正答率 [%] 71.58(68/95)

ボットの平均正答率 [%] 21.05(20/95)

平均回答回数 (成功した人のみ) [回] 5.000

CAPTCHA成功率 [%] 73.33(11/15)

表 2. 実験結果 (イラスト)

被験者の平均正答率 [%] 79.49(62/78)

ボットの平均正答率 [%] 14.10(11/78)

平均回答回数 (成功した人のみ) [回] 4.462

CAPTCHA成功率 [%] 86.67(13/15)

いるのでそもそも 4回以上正解することが困難になっている
ためである。

4.4 ユーザビリティ評価
本論文の提案 CAPTCHA の平均 SUS スコアは 83.17 で

あった。9) によると SUS の平均スコアは 68 とされている。
さらには、ユーザビリティに優れた上位 10%に入るには、SUS

スコアが 80.3を超えるスコアが必要とされている。したがっ
て提案 CAPTCHAの SUSスコアはかなり高い値と言える。

5. まとめと今後の課題

本論文では人間の「色の恒常性」と呼ばれる高度な認識能
力を利用した colorCAPTCHAのコンセプト提案・実装・評
価を行った。人間のより高度な認知能力を利用している提案
CAPTCHAは人間の平均正答率には課題を残したが、偶然認
証突破確率などのボット耐性における信頼性は高いと考えら
れる。また、ユーザビリティの評価の指標となる SUSスコア
も高い数値が得られ、提案方式の有用性が示された。今後の
課題は一問ごとの正答率を高めることである。そのためには、
色妨害フィルターの透明度の最適化、画像の選別、画像の色
成分によって色妨害の色を画像ごとに変えることなどが必要
になってくる。
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瞳孔位置追跡に基づく眼位異常検出システムの開発
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Development of Eye Position Abnormality Detection System Based on

Pupil Position Tracking

Ryusei FUJI, Masaya Kawakami, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA,

Naonobu OKAZAKI

Abstract

It is generally said that early detection and early training are necessary as eye position abnormality
causes stereoscopic vision failure and eye strain. Particularly, strabismus is also a risk factor causing amblyopia,
and how to find strabismus at a low age and start treatment can be a major research theme in pediatric
ophthalmology. However, the diagnosis of eye position abnormality is difficult, so inspection by qualified
persons such as ophthalmologist or vision trainer is required, but this type of qualified person is chronically
insufficient. Based on the above, this research aims to develop a simple inspection system that can detect
ocular position abnormality such as strabismus and oblique position even in the absence of qualified person. In
this study, we attempted a method to detect the presence / absence of inner / outer / upper / lower strabismus
or oblique position by tracking the movement of the center position of the pupil, not the conventional method
of seeing the movement of the entire eyeball. Here, in order to acquire eyeball information, we use an infrared
camera that performs imaging by irradiating infrared light. For estimating the center position of the pupil, a
pseudo center of the pupil is obtained by generating a binary image in which the pupil portion is black, using
the RGB value, and then obtaining the center of gravity of the black area as the pupil portion. As a result of
confirming the performance of this development system by verification experiments, the correct answer rate
of the inspection result in this system was about 84%. As a cause of the judgment failure, it was clarified by
the experiment that the infrared light reflected on the pupil and the lower eyelid covered with the pupil, and
it became clear as a future research subject.

Keywords: strabismus, pupil, cover-test, eye position test, eye-tracking

a)b)c)d)e)f)　　　　　
　　　　　

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
き起こす原因となるため、早期発見・早期訓練が必要であると
言われている。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のような有資
格者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)。よって、暫定的ではあっても有資格者不
在で眼位検査を行える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-test1)」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

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

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冒頭で述べた通り大きい。

以上を踏まえ、本研究では、有資格者不在でも、斜視・斜位
等の眼位異常を検出できるような簡易検査システムを開発す
ることを目的としている。現在までに、眼位検査法として代
表的な Cover-test のデジタル化 6)7)8) 及び、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い、内/外斜視・
斜位を検出することができた。しかし、上/下斜視・斜位につ
いては検出することができなかった。そこで本研究では、眼
球全体の動きを見る従来の方法ではなく、瞳孔の中心位置の
動きを追跡することによって、内/外/上/下斜視・斜位の有無
を検出する方法を試みた。ここで、眼球情報の取得には、赤
外光を照射して撮影を行う赤外線カメラを用いた。また、瞳
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孔の中心位置推定には、RGB 値を用い、瞳孔部分を黒とした
2 値画像を生成した後、瞳孔部分である黒領域の重心を求める
ことで、瞳孔の疑似的な中心を求める手法を考案し用いた。

具体的に、本研究で取り組んだ課題は以下の通りである。
(1) 瞳孔中心位置を安定的に自動検出する機能の実装
(2) 瞳孔中心位置の追跡データに基づき眼位異常の有無を

識別できるようなルールの検討

2. 基本概念

2.1 斜視・斜位
斜視とは、片方の眼が目標とする方向からずれており、両

眼視ができない状態をいう 9)。眼のずれる方向によって、内
斜視、外斜視、上斜視、下斜視にわけられる。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。

2.2 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(alternatingcover test)1)10) 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 11)。臨床的には、CUT、ACT の順に行われ
ることが一般的である 12)。

3. 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
1に示す。同図は、システムの全体像であり、記録部と判定部
の 2 部で構成されている。

記録部は、大きく以下の 3 つの装置で構成されている。
(A)遮蔽部　被験者が装着する 3D用アクティブグラス（以

降“ 3D グラス”）
(B) シャッター制御部　赤外光による信号を制御するマイ

コン Arduino

(C) 赤外線カメラによる撮影を行う PC

シャッター制御部 B とカメラ部 C は USB で接続されてお
り（同図 D）、シリアル通信を行うことで、PC 上に実装した

図 1. 眼位検査システムの構成

図 2. 遮蔽部とシャッター部の拡大図

プログラムを動作させる。図 2は、図 1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 グラスには赤外線
カメラの設置部（図 2A-1）、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赤外線カメラの設置部に、赤外
線カメラを 1 台ずつ設置した（同図 A-2）。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-3）。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 グラスが滑り落ちない
よう、マジックテープで固定できるようにした（同図 A-4）。
また、赤外線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 1E）上に搭載している。

判定部は、F、G、H の 3 つの要素から成る。
(F) 瞳孔領域の切り出し
(G) 瞳孔中心位置の推定
(H) 眼位異常の判定
記録部で取得した画像を元に F、G の処理を行い、扱いや

すいデータに変換してから、H で眼位異常の判定を行う。
記録部、判定部のそれぞれの詳細については、4、5 章で説

明する。

4. 記録部

4.1 Cover-testの自動化
3D グラスのシャッターの開閉をコントロールする赤外光

シグナルをシミュレートできるようにするため、シグナルを
マイコン Arduino に組み込み、望む機能を実現できるように
した。具体的には、3D グラスの赤外線パルスの仕様 13) に基
づき、右眼シャッター開・閉、左眼シャッター開・閉の都合 4
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図 3. 瞳孔領域切り出しプロセス

種類の信号を実装した。また、Arduino の基盤上に 2 つのス
イッチを設置し、これらのスイッチによりシャッター開・閉パ
ターンの切り替えができるようにした。実装したシャッター
制御パターンは以下の 4 種類である。

(1) 右閉→右開→（1 秒）→左閉→左開
(2) 右閉→右開
(3) 左閉→左開
(4) 右閉→右開および左閉→左開
カバーテストには CUT、ACTの 2種類の検査方法があり、

(1)～(3) は CUT、(4) は ACT の実現に必要な基本操作であ
る。なお、すべてのパターンの初期状態は両目開である。本
論文では、(4) の ACT の操作を 2 回連続して行った。

4.2 Cover-test時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、赤外線カメラを、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、検査中の約 13～14 秒間に 240 枚の画像を取得す
る機能を実装した。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、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. 判定部の開発

開発した判定部の眼位異常判定プロセスは、3 章で述べた
通り、以下の (F)～(H) の 3 の要素から成る。

(F) 　瞳孔領域の切り出し
(G) 　瞳孔中心位置の推定
(H) 　眼位異常の判定
(F) では、瞳孔領域の切り出しを行う（図 3参照）。具体的

には、まず、前処理として、瞳孔内座標を用いて、切り出す領
域を設定する。瞳孔内座標は、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
赤外線カメラの映像を見ながら、入力を行う仕様にしている。
この処理を行う理由としては、判定に必要のない、瞳孔以外
の黒の領域を除去するためである。

次に、赤外線カメラで取得した画像を元に RGB 値が黒に
近い領域を黒、それ以外の領域を白とする 2 値画像を生成す
る。瞳孔領域を切り出す際、RGB を用いる理由としては、瞳

孔領域は眼の構造上、光を反射しない性質を持っており、赤
外線カメラで取得した画像も、黒に近い色を示すためである。

次に、生成した 2 値画像に Opening、Closing 処理を行う。
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。Opening を行うことにより、まつ
毛などのノイズを除去する。Closing とは、膨張→収縮の順に
処理を複数回、同じ回数分だけ繰り返すことである。Closing

を行うことにより、瞳孔領域の欠けている部分の補正をする。
(G) では、(F) で生成した 2 値画像の黒領域の重心を求め

ることにより、疑似的な中心の座標を求める。求めた疑似的
な中心座標のデータをそれぞれ x 座標、y 座標ごとに保存し
ておく。

(H) では、内/外斜視・斜位を判定したい場合は、瞳孔中心
の x 座標データ、上/下斜視・斜位を判定したい場合は、瞳孔
中心の y 座標データを、それぞれ用いて判定を行う。判定の
ための着目因子として、シャッター開閉後の絶対偏差、画像
間での絶対距離、検査全体での分散の利用可能性を各々調べ
た。その結果、検査全体での分散に、斜視・斜位の人と正常な
人との間で有意な差が見られた。したがって、本研究では、判
定の基準として瞳孔中心座標の分散を用いることとした。具
体的には、瞳孔中心座標の分散が閾値を上回った場合、異常
と判定することとした。なお、上記候補の中で分散が最も良
い結果を示した理由は、斜視・斜位の人は、シャッター開閉後
に、眼球の動きが見られるため、瞳孔の中心座標のばらつき
も大きくなり、正常な人と比べて、分散が大きくなるからで
はないかと考えられる。表 1は、プリズムごとの分散の平均を
示している。プリズム（△）とは、斜視・斜位の程度を表す単
位である斜視角のことであり、この数値が大きいほど、斜視・
斜位の程度が大きいことを意味する。ここで正位とは、斜視・
斜位がないことを表すが、正位と斜視・斜位の間には分散の
値に有意な差があることが表 1よりわかる。また、斜視・斜位
のプリズム数が大きくなるにつれて、分散の値も大きくなっ
ていることがわかる。ただし、△ 1 に関しては正位との分散
の値の差があまり見られなかった。つまり、本検出方法での
適用可能範囲は、△ 2 異常とわかった。そこで、今回は、△ 2

以上の斜視・斜位が検出できれば良いとし、△ 1 以下の斜視
は検出対象外とし、検証実験を行った。

表 1. プリズムごとの分散の平均 (y 座標)

正位 上/下△ 1 上/下△ 2 上/下△ 3 上/下△ 4

1.7627 2.0670 4.6104 7.9158 11.3812

6. 検証実験

本検証実験では、被験者 19 名を対象とし、開発した眼位検
査システムの性能評価を行った。具体的には、開発したシス
テムでの検査結果を“真の値”と比較し、検査結果の正答率
を求め、性能評価を行った。ここでの“真の値”というのは
2 通りある。1 つは、真性の斜視・斜位の被験者に適用される

“真の値”だが、これは精密検査機器 Maddox 小桿を用いた定
量的眼位検査（以降、Maddox 検査と同義）で得られる。も
う 1 つは真性ではない、つまり疑似の斜視・斜位の被験者に
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適用される“真の値”だが、これは意図的に設定される値が
真の値となる。上/下斜視・斜位の症状を示す人は多くないた
め、本研究では、被験者に対し、疑似的に上/下斜視同様の目
の動きを実現してもらい、検査データの取得を行った。そし
て「意図的に設定」というのは次のようにして行った。基本
的には通常検査と同様、5m 先に配置した指標を見続けてもら
うのだが、疑似斜視データを取る場合、その指標を 2 つ用意
し、シャッター開閉のタイミングでそれらを交互に見てもらう
という方法で疑似斜視を実現してもらった。さらに斜視角の
設定では、△ 1 では 5cm、△ 2 では 10cm、△ 3 では 15cm、
△ 4 では 20cm の間隔を垂直方向にあけて視標を配置すれば
よいと分かっているので、それぞれの設定での疑似斜視を実
現してもらうことで疑似斜視の検査データを取得した。ちな
みに、被験者 19 名のうち、真性の斜視・斜位であり、残り 17

名は正位であったため、17 名の被験者に対しては通常検査に
加え、上/下疑似斜視を実現してもらい、上/下斜視データを
取得した。結果的に、57 通りの検査データを取得し、性能評
価実験を行った。

6.1 実験結果
図 4は、取得した 57 個の検査データに対する判定結果を示

している。2 列目は Maddox 検査値や疑似斜視データ取得の
際の設定値で決まる「真の値」であり、3 列目は開発したシス
テムでの判定結果である。「真の値」の見方は、V が上/下斜
視・斜位を表し、H が内/外斜視・斜位を表している。後ろに
つく数字は、プリズム数である。開発システムの判定結果は、
検査データの瞳孔中心座標の x 座標、y 座標をそれぞれ求め、
x 座標の分散を用いて内/外斜視・斜位の判定結果を、y 座標
の分散を用いて上/下斜視・斜位の判定結果を求めた。その結
果、本システムの判定結果の正答率は、43/57（約 75 ％）と
なった。

6.2 実験の考察
開発したシステムによる判定結果が、「真の値」と異なって

いた 14 個のデータについて考察する。まず、No.21、25 の取
得画像データを確認すると、目視でも眼球の動きがあまり見
られなかった。これは、疑似斜視ということもあり、検査中、
5m 先の小さな視標間を交互に見ることができなかったこと、
つまり疑似斜視実現の失敗と考えられ、判定システムの精度の
問題外と考えられる。また、No.53、54、55 の疑似上/下斜視
のデータだが、これらはすべて同じ被験者のものである。取得
画像データを確認すると、シャッター開閉後に斜めの動きが
みられた。この被験者は通常検査で、正位と判定されたこと
から、上下に眼を動かそうとすると、斜めに動いてしまうケー
スの被験者であることが分かり、システムはその動きを検出
することができた。従って、No.53、54、55 の 3 個のデータ
を正しく判定できたとし、前述した No.21、25 の 2 個のデー
タを除いてシステムの正答率を再計算したところ、46/55（約
84 ％）と修正された。次に、No.12、13、14、15 の取得画像
データを確認すると、シャッター開閉後に水平方向の比較的
大きな動きが見られた。これは、Maddox 検査で△ 1 以下の
斜視（位）と判定されたことから、先に述べた「本システム適
用外」のケースの可能性があると分かった。もしくは、左右
の眼に視力の差があるなどの他の要因の可能性も考えられる。
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図 4. 評価対象の検査結果

次に、No.6、24、44、52 の取得画像データを確認すると、瞳
孔上に赤外線ライトによる大きな反射光が見られた。この反
射光により、瞳孔が欠けた状態で切り出されてしまい、瞳孔
の中心位置推定の精度が下がり、誤判定に繋がったと考えら
れる。最後に、No.56 の取得画像データを確認すると、下瞼が
瞳孔と被っており、No.6、24、44、52 と同様に瞳孔が欠けた
状態で切り出されてしまい、誤判定に繋がったと考えられる。

7. まとめ

本論文では、 瞳孔位置追跡に基づく眼位異常検出システム
の開発を行った。具体的には、3D グラスを用いて Cover-test

の自動化を行い、検査時に赤外線カメラで取得した画像の瞳
孔位置を追跡する手法を用いて眼位異常の有無を判定するた
めのプロセスを開発し、実装した。本開発システムの性能を
検証実験により確かめた結果、本システムでの検査結果の正
解率は約 84 ％となった。なお、判定失敗の原因としては、瞳
孔上に赤外線ライトが反射してしまうことや、下瞼が瞳孔と
被ってしまうことが、実験後の考察ので明らかとなり、今後
の研究課題として明らかになった。今後、このような課題を
解決し、さらなる判定精度の向上を可能とし、実用的なシス
テムを目指していきたい。
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機器特性を考慮したあみだくじ視線認証の提案

藤　竜成 a)・黒野 聖 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Ladder Lottery Type Gaze Authentication Considering Device

Characteristics

Ryusei FUJI, Seira KURONO, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

With the spread of mobile devices, the risk of being logged in the devices illegally by third parties has
been increasing. There are various attacks, shoulder-surfing, thermal-attack, smudge-attack, for example. For
that reason, we studied the gaze authentication as the authentication has the resistant to the above attacks.
However, the previous study proposed the ladder lottery type gaze authentication that solves the problems
of gaze authentication. In the authentication, there are a screen for displaying four path icons determined
beforehand and for actually performing the authentication. The previous study has problems of eye tracking,
so in this study, we tackle the problems. As a result of the comparative experiments, the time to find the path
of the proposed method was longer by 4.8 s, but the time performing the authentication was shorter by 2.8 s.
Eventually, the authentication time was longer by 1.9 s, but the authentication success rate was improved by
26.7%. From the result, it is considered that the proposed method can be improved the authentication time
by devising the screen searching for the path icons.

Keywords: gaze authentication, ladder lottery, shoulder-surfing, eye tracking

a)b)c)d)e)　　　　　
　　　　　

1. はじめに

各個人がパソコン、モバイル端末を保有していることが一
般的となり、街中では端末を凝視している人を見かけない日
が無くなった現代では、各々が個人の情報を厳重に管理する
必要がある。その個人を識別する物の大部分を占めるのが認
証であり、認証は本人かそうでないかを識別し、個人情報や
機密情報を保護する大きな役割を担っている。そのため、認
証では世に普及しているパスワード認証、PIN 認証だけでは
なく、現在進行形で様々な認証の研究が日々行われている。

本論文では主に視線を用いた認証について記述をする。視
線認証はショルダーサーフィン、スマッジアタック、サーマ
ルアタックなどに耐性がある事で注目されている。また、欠
点としては認証成功率の低さや認証速度の遅さが挙げられる。
それらの欠点を改善するために日本古来からある、あみだくじ
というシンプルな手法を用いて認証を単純化する事で、視線
認証における欠点の軽減を図った事前研究 1) を元に本研究は
行。うその事前研究 1) の向上のために横画面に対応したあみ
だくじ認証を作成し、それぞれの認証成功率や認証速度を確
かめる実験を行った。その実験からユーザビリティアンケー
トを記述してもらい、考察を述べ最後にまとめを述べる。

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. 研究背景

2.1 認証について
認証は大きく分けて３種類のものがある。最も普及してい

る物を例に挙げると、本人のみが知っている事を前提とした
(1) パスワード認証、PIN 認証がある。また、現在も更なる研
究がされている指紋認証、虹彩認証、静脈認証などの個人の
体の特徴を用いた (2) 生体認証がある。その他に (3) 個人の
所有物で本人を認識する ID カードなどを用いる認証がある。
上に記述した (1)～(3) のいずれかを利用し、本人であるかど
うかを識別する。

2.2 認証に対する攻撃
2.1 に記述した認証方式は今も広く利用されている。一番

身近なものでスマートフォン、タブレットやパソコンのロッ
ク画面を解除する際に頻繁にパスワードが用いられ、街中や
人込みでも何の気もなく指を動かし認証を行う。その行為に
はいくつか危険を孕んでいて、他者から攻撃を受けるきっか
けに十分成り得る。

考えられる攻撃としては３つある。
1. 認証している画面を後ろから覗き見されて覚えた暗証

番号やパスワードで不正ログインを行うショルダーサー
フィン。

2. 認証した後の指の熱を頼りに不正ログインを行うサー
マルアタック。

3. 認証する際に付着した指紋などの汚れをたどり不正ロ
グインを行うスマッジアタック。

これらの攻撃に耐性があるとして、視線認証が注目されている。
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2.3 視線追跡技術
最近では、モバイル端末やパソコンの内カメラの性能の向

上や視線を追跡する外部装置の発展により視線を用いた技術
の研究も多方面に行われるようになった。例えば、本人が凝
視している部分以外にフィルタを掛け、後ろから覗き見して
情報を盗むショルダーサーフィンを防ぐ技術 2)、視線の速度
を特徴量として個人を識別する視線を用いた生体認証 3)、VR

ヘッドセットの疑似仮想空間内で視線を用いて PIN 入力を行
う認証 4) などがある。今後も視線追跡技術の更なる発達に伴
い、高度に視線の利用が出来る可能性を秘め、期待される技
術である。

2.4 視線認証
2.3 に記述した視線追跡技術の発展により視線を使った認

証もまた視野が広がりつつある。2.2 に記述した攻撃に対し、
認証動作を観測されない、認証時に画面に触れる事が無いな
どの視線のみを扱う強みを生かした認証を可能としている。

しかし、認証成功率が低い、認証時間が長いという欠点も
ある. そのため、視線認証の課題としてはいかに素早く認証が
完了でき、またいかに正確に認証ができるかが研究の肝となっ
ている。その他に視線追跡の欠点として、頭の動きや視線の
ズレの許容が難しい事も挙げられる。この頭のブレなどの視
線のズレは 2.3 に記述した追跡技術の進歩によって今後改善
されると考えられる。

最後に、視線認証特有の問題としてミダスタッチ問題があ
る。視線で操作を行う限り、認証判定は連続的なデータを判
定に用いる。そのため、本来見るべき対象とは別の対象を誤
認識してしまうミダスタッチ問題が起こってしまう。この問
題を解消するために対象と対象の距離を離したり、認証の判
定時間を調整したり、認証完了時にマウスやキーボードから
の入力をしたりなどの工夫が必要となる。また、この問題を
解決するためにフィッツの法則を用いて見るべき対象に到達
する時間の予測を計算し、実際の視線の到達時間と比べ判定
するという研究 5) もあり、ミダスタッチ問題に対しての研究
も進んでいる。

2.5 視線認証に対する攻撃
視線認証に対する攻撃としては２つ考えられる。

1. 録画機器で認証行為を録画し、パスワードを推測する
録画攻撃。

2. 認証している画面と認証している人の顔を見て、その
認証行為からパスワードを推測し攻撃する反復攻撃。

が挙げられる。
しかし、横、斜め後ろから覗いても横顔と認証画面だけで

のパスワードの推測は難しく、視線の大きな動きや認証画面に
規則性などが無い限りは容易ではない事が分かる。また、真
後ろから覗かれた際や真正面から見られた際などの一方向の
みの観測では、観測対象の変化が見られないためパスワード
の推測は不可能に近いものだと考えられる。

3. 関連研究

3.1 あみだくじ視線認証
事前研究としてランダム性を持ったあみだくじ型視線認証

の提案 1) がある。48 個の囮アイコンと 4 個のパスアイコン
とが 3 列で左から 13、26、13 の数で縦に羅列してある。それ
をあみだくじの要領で上から注視していき、パスアイコンを
見つけた位置で左か右に視線を移すというシンプルな認証で
ある。また、チャレンジレスポンス方式を用いており認証の
度にアイコン配置がランダムに変わる。そのため、攻撃者に
とっては毎回異なる視線の動きと認証画面になり、攻撃がし
にくいものとなっている。さらにはパケットを監視して認証
をしようとしても毎回レスポンスが変わるため、コピーして
認証をしようとしても認証に失敗する。この様な盗聴攻撃に
対しても耐性を持ち合わせている。

4. 提案手法

事前研究のあみだくじ認証を横画面として対応させた。こ
の提案手法の利点としては視線追跡装置の上下幅の範囲が、縦
にすると認識しづらい問題の解決と人間の目の動きが上下を
あまり得意としていないため、横に広く視線幅を取ることで
認証速度の向上が期待出来ると考えたからである。また、こ
の認証を実際に扱う際に現在のモバイル端末の内カメラの精
度を考慮すると適用することは難しい。そのため、パソコン、
ノートパソコンに向けた実装が主となる場合、画面を横長で
使っている人が大多数であるという利点もある。

この認証では大きく分けて図 1, 図 2 の 2 つの画面がある。
それぞれの画面で時間計測が行われており、それぞれの時間
の合計が認証時間となっている。

4.1 アイコン探索画面
認証を開始したと同時に図 1 のアイコン探索画面が表示さ

れ、時間の計測が始まる。ここで計測した時間のことを探索時
間とする。この画面でパスアイコンを探す。探しだした 4 つ
のパスアイコンのうち最も左側に配置されているパスアイコ
ンの行の左端にある認証開始点を見ることで次の図 2 の画面
に移る。

4.2 認証開始画面
アイコン探索画面の左端にある認証開始点を見ると、図 2

の認証開始画面が表示され、ここでも時間の計測を行う。こ
こで計測した時間のことを実行時間とする。認証が開始する
と、視線でなぞる指標となるようにあみだの黒線が表示され
る。左端からパスアイコンの所まで視線でなぞっていき、パ
スアイコンが配置されている所で上か下に黒線に沿って視線
を移すことで認証を可能としている. 最後に 4 つ目のパスアイ
コンから視線を移動させた行の右端にある認証終了点を見る
ことで認証完了となる。この一連の動作があみだくじ認証と
なっている。

5. 実験

第 5 章では、始めに実装のために使用した機器と環境開発
を述べ、次に実験方法。最後にあみだくじを横画面にしてど
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図 1. アイコン探索画面
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図 2. 認証開始画面

図 3. Tobii Eye Tracker 4C

の様な成果が得られたのかを実際に縦画面と横画面のあみだ
くじ認証の実験を行い、それぞれの認証成功率、認証速度と
ユーザビリティアンケートで得られた結果を述べる。

5.1 実装
実装には C ＃言語を用い, 開発ソフトは Visual Stdio 2017

を使用した。視線追跡は外部装置である Tobii Eye Tracker

4C(図 3) を用いてユーザの視線位置を検出した。

5.2 実験方法
提案手法と既存手法の認証時間、認証成功率をそれぞれ調

査した。被験者として宮崎大学工学部生 3 名に実験を行って
もらった。被験者は眼鏡やコンタクトの着用が可能であり、目
の疲労も考慮して自由に休憩を取ることができる。

実験手順としては、始めに被験者に実験の流れを説明し、パ
スワードとなる 4 つのアイコンを任意で選んでもらった。次
に, 入念にキャリブレーションを行い, 認証に慣れるまで練習
をしてもらった。なお、練習中は何度でもキャリブレーショ
ンをやり直すことができる。本実験では、提案手法の認証を
10 回行った後、既存手法の認証を 10 回行った。

最後に、実験後にアンケートを記入してもらった。アンケー
トでは既存手法と提案手法それぞれについて以下の 3 項目に
ついて 1（そう思わない）～5（そう思う）の 5 段階評価で回
答してもらった。また、意見なども記入してもらった。

1. この認証を利用するには慣れが必要であると感じた。

表 1. 既存手法の認証時間と認証成功率
探索時間 (s) 実行時間 (s) 認証時間 (s) 成功率 (％)

6.6 9.0 15.6 50.0

表 2. 提案手法の認証時間と認証成功率
探索時間 (s) 実行時間 (s) 認証時間 (s) 成功率 (％)

11.3 6.2 17.5 76.7

図 4. 既存手法アンケート

図 5. 提案手法アンケート

2. この認証は使いやすかった。

3. パスアイコンは探しやすかった。

5.3 結果
5.3.1 認証精度

既存手法の認証時間と認証成功率の平均を表 1、提案手法
の認証時間と認証成功率の平均を表 2 にまとめた。

表 1 と表 2 から、提案手法の探索時間は既存手法よりも 4.7s

長く、実行時間は 2.8s 短くなった。最終的に認証にかかった
時間は提案手法の認証時間は既存手法よりも 1.9s 長くなった。
また、認証成功率は提案手法の方が 26.7 ％向上するという結
果になった。

5.3.2 ユーザビリティ評価
図 4、図 5 から、どちらの手法も慣れがかなり重要な要素

になっている事が分かる。また、それぞれの提案手法と既存
手法の使いやすさやパスアイコンの探しやすさについてはグ
ラフとして見ると、評価は同等となっている。
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6. 考察

今回の実験では提案手法から始めに実験を行ってもらい、既
存手法を後に実験をしてもらう流れとなっている。そのため、
既存手法はある程度の慣れを含んでいる可能性があり、結果
だけを見て優劣を下す事は困難を有するのではないかと考え
られる。また、母数の少なさから、結果の偏りが生じている
可能性もある。

6.1 認証精度
今実験の結果からは第 4 章で述べた認証速度の向上と外部

装置で認識出来る上下の範囲超過による認証成功率低下の改善
が本研究の期待通り現れている。１つは実行時間である。提
案手法では視線に横の動きを増やすことによって、人の目が
苦手とする縦の動きを削減できた結果、実行時間の短縮に繋
がったのでないかと考えられる。もう一つは認証成功率であ
る。認証成功率に関しては、提案手法の方がキャリブレーショ
ンもたやすく視線の位置も少しの誤差で済んだ。そのため、あ
みだくじの経路を辿る際にも的確な視線の位置情報のやり取
りがされることで認証成功率の向上が出来たのではないかと
考えられる。

しかし、結果からこの実験の提案手法の大元に盲点がある
事も気づいた。その盲点とは、あみだくじは上から下に見て
いくという風習が定着しているため、提案手法には戸惑いを
抱く被験者もいた。そのため、パスアイコンを探す時間がか
かり、探索時間が延びてしまったと考えられる。このことか
ら、背景に色を付け、左を明るい色、右を暗い色へとグラデー
ションしていく工夫等により、人間が明るい方から見る習性
などを利用する事でパスアイコンの把握が円滑化出来るので
はないかと考える。また、認証成功率に関しては、認証終了
点がパスアイコンと近いとパスアイコンを通り過ぎてしまい、
認証終了判定がされる事があったため、アイコン配置を中央寄
せして、認証終了点と認証開始点とアイコンが近くなり過ぎ
ない配置設定が必要なのではないかと考えられる。また、少
し見分けづらいアイコンがあるため、紛らわしさを排除する
ことで認証速度、認証成功率は更に向上できると考えられる。

6.2 ユーザビリティ評価
ユーザビリティ評価はそもそも日常的に何かを視線のみで

扱う事は無いに等しいため、慣れの部分は大きく関わってくる
だろうと考えられる。そのためか、使いやすいかどうかも慣
れの部分が大いに関係していると考えられる。また、あみだ
くじは通常、上から下へ向けて視線を動かす仕様であるため、
説明の方も少し曖昧で把握するのに、既存手法を説明するよ
りか時間がかかった。そのため、仕様の分かりやすさについ
ては既存手法に劣ると考えられる。別の横画面あみだくじ認
証として、既存のあみだくじ認証を縦のままで縦線をたくさ
ん増やすことで横に広いあみだくじ認証も考えられる。しか
し、あみだくじの横線がアイコンの見にくさにより、少なく
なる事によって偶然突破確率が高くなってしまう欠点がある。
そのため、横に広く、上から下へ向かうあみだくじ認証を実
現するには、アイコンの狭い配置による圧迫感と偶然突破確
率などのセキュリティ面での側面をも考慮する必要がある。

パスアイコンの探しやすさについては、4 つのパスアイコン

のうち最も認証開始点に近いパスアイコンが分かれば、認証が
開始できる仕様であるため、パスアイコンをランダムで１つ
だけ左半分に表示する事でパスアイコンを探す手間と探索時
間が軽減できると考えられる。その他の方法としては、パス
アイコンをいくつかグループ化してアイコンの配置をグルー
プ毎に行う事により、グループ内でのパスアイコンの探索を
可能とすることで、パスアイコンの探しやすさと探索時間が
改善されるのではないかと考えられる。しかし、認証に偏り
を持たせることで、利用者のパスアイコン選択の単純化に伴
い、他者からの攻撃の単純化が容易になり、偶然的に認証が
突破される危険性が増加してしまう。

7. まとめ

提案した横画面のあみだくじ認証は、ランダムでアイコン
の配置が変わるため、認証結果にもばらつきがあるが、実行
時間の短縮と認証成功率の向上に期待が出来ると考えられる。
今回は母数が少なく、偶然の偏りが生じている可能性もある
が、今後は、被験者を増やし、実験を行うと、更に正確な数値
が出ると考えられる。また、4 つのパスアイコンのうち認証開
始点に最も近いパスアイコンの行の認証開始点を見なかった
時点で失敗する仕様、または、4 回以上視線の移動を行うとそ
の時点で認証失敗となる仕様はパスアイコンの推測が他者に
とって容易になるため、付け加える必要は無いと感じた。結
果がまた、あみだくじという日本古来から知れ渡っている文
化的背景もあり、多くの人が仕様については理解を容易に行
えるが、今後は留学生の被験者も実験して結果を検討する。
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マウスを用いた単純操作の音声型CAPTCHAの提案

藤　竜成 a)・坂本 竜也 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Proposal of Audio Based CAPTCHA with Simple Operation Using

Mouse

Ryusei FUJI, Tatsuya SAKAMOTO, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In the Internet, bots which send large amounts of spam comments on bulletin boards, blogs, etc.,
and obtain webmail service accounts illegally hinder the smooth operation of the web service. In order to
prevent the above bot activeties, a system named CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test
to tell Computers and Humans Apart) is used. Typical examples of CAPTCHA include a character string
based CAPTCHA that users need to interpret distorted character strings, and an image based CAPTCHA
that users need to select images conforming to questions from multiple images. However, these methods are
hard to decipher for visually impaired people. Therefore, we adopt another CAPTCHA called audio based
CAPTCHA. Among audio based CAPTCHAs, a speech recognition based CAPTCHA is a main method,
but this method has problems such as difficulty in listening to the speech, time required for answering, low
attack resistance by bots. In this paper, we propose an audio based CAPTCHA which can respond to visually
impaired people’s use and solve the CAPTCHA in a short time with a simple operation. In the proposed
method, the user need to perform a mouse operation when a specific environmental sound is heard, and from
the operation result, it is determined whether the user is a human or a bot. In addition, we implemented
the proposed method CAPTCHA and conducted an experiment to evaluate practicality and usability. As a
result of the experiment, we archived a high correct answer rate, and the SUS score, which is an index of the
usability evaluation, also reached a high score.

Keywords: CAPTCHA, audio based, accessibiity, environmental sound

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

インターネットにおいてボットが掲示板、ブログなどにお
いてスパムコメントを大量に送信したり、ウェブメールサー
ビスのアカウントを取得して大量の迷惑メールを送信したり
することによって、サービスの円滑な運営が妨げられている。
これを防止するために CAPTCHA（Completely Automated

Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）
という対象者が人間かボットかを判別するシステムが用いら
れる。

CAPTCHAの代表例として、歪んだ文字列を解釈させる文
字列型 CAPTCHA(図 1)や複数の画像から出題に沿った画像
を選択する画像型 CAPTCHA(図 2)が挙げられるが、これら
の方式は視覚障がい者には解読困難である。そのため、音声を
利用した音声型 CAPTCHA がある。音声型 CAPTCHA の
中でも、英数字識別型 CAPTCHA(図 3)が主流な方式である
が、この方式には、音声の聞き取りが難しい、解答に時間がか
かる、ボットによる攻撃耐性が低いなどの問題点がある 1)。

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

図 1. 文字列型 CAPTCHAの例

そこで本論文では、視覚障がい者の利用に対応し単純な操
作により短時間での解答を行える音声型 CAPTCHA を提案
する。提案方式では、聴力検査を模し、特定の環境音が聞こ
えている間マウス操作を行い、その結果から人間か機械かを
判別する。

2. 先行研究

2.1 既存の音声型 CAPTCHA

既存の音声型 CAPTCHA の主流である、英数字識別型
CAPTCHA は、ランダムな英数字を音声で流し、対象者に
聞き取った内容を解答させる方式である。ボットによる解答
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図 2. 画像型 CAPTCHAの例

図 3. 音声型 CAPTCHAの例

を困難にするため、音声に歪みを加えたり、英数字以外の音
声が流れるなどの工夫がなされている。この方式は Yahoo!

JAPAN2) など、様々なウェブサイトで利用されている。

2.2 既存の音声型 CAPTCHAの問題点
既存の音声型 CAPTCHAには以下のような問題点が存在

する 1)。
（1）音声の聞き取りが難しい
音声認識技術の向上に対抗し、さらに音声の歪みを大きく

することにより、英数字識別型 CAPTCHA は人間にとって
も困難なものが存在する。
(2) 解答に時間がかかる
音声型 CAPTCHAは正答率が低く、認証されるまで何度

も問題を解かなければならない場合がある。
また、視覚障がい者らが使用するスクリーンリーダでは、

キーボードの入力結果を読み上げるため、音声の聞き取り中
に解答すると自らの操作音が音声認識の邪魔になる 3)。
そのため、視覚障がい者は音声を聞き取りながら入力をす

る作業が困難であるとされ、聞き取った音声を記憶する必要
がある英数字識別型 CAPTCHAは大きな負担となる。
(3) ボットによる攻撃に耐性が低い
英数字文字列型CAPTCHAに対して、機械学習による攻撃

成功例があり、Google reCAPTCHAに対し 58.75%4)、Ya-

hoo!、Microsoft、eBayの 3つのウェブサイトの CAPTCHA

に対して、45%、49%、83%の確率で攻撃に成功している 5)。
このことから、機械学習により歪みの加わった音声であって
も識別することが可能であり、ボットによる攻撃への耐性が
弱いと考えられる。

3. 提案手法

3.1 提案 CAPTCHA

提案 CAPTCHA では、2 種類の環境音が流れる。1 つが
CAPTCHA 開始時から終了時まで流れるノイズとしての役
割を持つ背景音であり、もう 1つが判定に使用する目標音で
ある。
背景音として、日常生活において数十秒以上持続して聴こ

える種類の長時間の音、目標音として、日常生活において音の
発生から消滅までが数秒以内の種類の短時間の音を使用する。
この目標音が流れている間、ユーザーが指示通りにマウス

操作を行うことで正誤判定が行われ、正しいタイミングで操
作を実行できていれば人間とみなす。
環境音を使用する理由として、普段から誰もが聞き慣れて

いることにより、音の識別や音への反応が容易である点と、種
類の膨大さにより、機械学習を用いたボットによる攻撃に耐
性があると期待できる点である。

3.2 認証手順
提案する CAPTCHA を用いた認証手順を図 4 に示す。

CAPTCHAプログラムが動作を始めると、「○○の音が聞こ
えている間、マウスを長押ししてください。」などの音声案内
が再生される。その 1秒後、背景音が 10秒間が再生される。
この 10秒間のうちのランダムな箇所で目標音が再生される。
ただし、背景音と同時に開始、または終了することはない。こ
の目標音が開始時されて 0.7 秒以内にマウスを押し、終了し
てから前後 0.7秒以内にマウスを離すことが出来た場合のみ、
認証成功とする。マウスを押す、離す操作はそれぞれ 1度の
み行える。

3.3 実装
提案 CAPTCHAの開発言語は JavaScriptである。音声案

内の作成は、SofTalk6) という合成音声によるフリーのテキス
ト読み上げソフトを利用している。

3.4 判定について
感覚刺激の提示から行動による反応が生じるまでに経過し

た時間のことを反応時間という。聴覚刺激の検出における反
応時間は 0.14秒から 0.16秒である 7)。
しかし、使用する PCの環境が影響したためか、事前実験

では平均反応時間は約 0.4秒、遅いもので約 0.6秒となってお
り、報告とは異なる結果となった。具体的に、事前実験では、
宮崎大学に所属する 20 代の健常な学生 5 名に対し、音が聴
こえてから何秒以内にマウス操作が行えるかという事前実験
を 1 人あたり 5 回、合計 25 回行った。これは反応時間が短
くなる 20代の結果であり、年齢の増加とともに長くなる可能
性が考えられる。
そこで、提案 CAPTCHAは目標音が聴こえ始めてから 0.7

秒以内、聴こえ終わってから前後 0.7 秒以内にマウス操作を
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図 4. 認証手順のフローチャート

行えればよいものとする。判定において、正答とするタイミ
ングを赤枠で示したものを図 5に示す。

3.5 安全性
提案方式に対する、ボットによる攻撃手法として、以下の

手順を考える。
(1) 音声案内を解析し、どの環境音が目標音に設定された
のかを理解する。

(2) 背景音と目標音が合成された環境音を解析し、それぞ
れの音に分離する。

(3) 分離された音がそれぞれ何を表す音なのかを解析し、目
標音がどちらかを理解する。

(4) 目標音が開始されて 0.7秒以内にマウスを押す、終了
してから前後 0.7秒以内にマウスを離すという処理を
行う。

以上の手順 (2)と (3)に対して、それぞれ独立成分分析、機
械学習を用いた攻撃が考えられる。この中で、手順 (3) に対
する機械学習を用いた音響イベントの識別が最も困難だと考
えられている 1)。
音響シーンと音響イベントの識別精度を競うコンテスト

DCASE2018 Challenge では、様々な環境音（人の声、犬や
猫の鳴き声、アラーム、掃除機、髭剃りなど）が録音された
一定時間の音声データを元に、どの時間帯にどの種類の音が
したかをプログラムで識別する課題が提示された。その課題
の結果である識別率の Fスコアは、最も識別率の高い手法で
あっても、32.4%であった。
このように、環境音の音響イベント識別はまだ難しいとい

うことが分かる。さらに、手順（2）への独立成分分析による
攻撃に成功しなければならないため、提案 CAPTCHAはボッ
トによる攻撃に耐性があると期待できる。

4. 評価実験

4.1 実験目的
今回、提案 CAPTCHA はユーザー（人間）にとって解答

可能なものであるかを検証するため、ユーザーの成功率を調
査し、更にユーザビリティ評価を行うことで CAPTCHA と
しての実用性について調査する。

図 5. 判定の視覚化

4.2 実験方法
被験者は宮崎大学に所属する 20代の健常な学生 20名であ

る。被験者には提案 CAPTCHA を解いてもらう前に一通り
の操作手順を説明し、本人が慣れたと感じるまで最低 1度の
練習を行ってもらった。被験者には、背景音 3 種、目標音 5

種の組み合わせ 15パターンの問題を 1パターン 1度ずつ解い
てもらい、被験者が操作を行った結果である各回答の正否と
ページ表示から解答までの所要時間を記録した。使用した環
境音の組み合わせの詳細を表 1に示す。
またユーザビリティ評価を行うために、各被験者の正答率

や所要時間の測定を行った後、アンケート調査を行った。アン
ケート調査では、 SUS(System Usability Scale) というユー
ザビリティの数値的な評価が可能である指標を用いた。SUS

についての簡単な説明とアンケートの質問項目を 4.4に示す。

4.3 環境音の選択
本論文では環境音の収集を簡易にするため、フリー素材と

して効果音などを配布するサイト 8) を利用した。選択の基準
として、背景音の長さは 10秒以上であること、目標音の長さ
は 1秒から 2秒のみを設定した。
結果として、背景音は、雨、街の道路、風の 3種類、目標

音は、鐘、鶏の鳴き声、ドアを叩く音、ガラスの割れる音、山
羊の鳴き声の 5種類を選択した。

4.4 SUS(System Usability Scale)

SUS(System Usability Scale)9) は John Brooke が 1868

年に開発したもので、ユーザビリティの評価のために多く利
用されている質問票である。以下は、評価に用いられる 10項
目のアンケート内容である。

(1) この CAPTCHA をしばしば利用したいと思う。
(2) この CAPTCHAは必要以上に複雑であると感じた。
(3) この CAPTCHAは容易に使いこなすことができると
思った。

(4) この CAPTCHAを利用するのに専門家のサポートが
必要だと感じる。

(5) この CAPTCHAが提供する様々な機能は統一性があ
ると感じた。

(6) この CAPTCHAには統一性のない部分が多々あった
と感じた。

(7) この CAPTCHAは大半の人がすぐに使用方法を理解
すると思った。

(8) この CAPTCHAはとても操作しづらいと感じた。
(9) この CAPTCHA を利用できる自信がある。

(10) この CAPTCHAを利用するために多くのことを学ば
なければならないと感じた。
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4.4.1 SUSの集計方法
各項目は 1～5で評価され、その後以下のプロセスを経て
SUSを計算する。
奇数項目：回答番号から 1を引く
偶数項目：5から回答番号を引く
すべての項目は 0から 4で評価し、足しあわせた合計数値を
2.5倍して 0から 100のスケールへ変換する。

各項目のスコアをN1 からN10 とすると、合計スコア S は
式 (1)で表すことができる。

S = (

10∑
i=1

Ni)× 2.5 (1)

スケール後の数値が高いほど、システムとして良い評価が与
えられる。SUS スコアは、Jeff Sauroらによる調査結果 9) 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。

4.5 実験環境
本実験の環境は以下のとおりである。

OS：Windows 10(64bit)

CPU：Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz

メモリ：16.0GB

4.6 実験結果と考察
実験結果から、全てのパターンの正答率は 85%以上、解答時

間は 6秒～10秒である (表 2)。この結果に対して、既存の音声
型 CAPTCHAの平均正答率は 31.2%、平均解答時間は 28.4

秒であり 10)、提案 CAPTCHAは既存の音声型 CAPTCHA

より正答率が高く、短時間で解答できる CAPTCHA である
と考えられる。
また今回の SUSに基づいたアンケート調査のスコアは 85

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。
これらのことから、提案 CAPTCHAは実用的であるとい

える。
また、背景音と目標音をそれぞれ、数十秒以上持続する長

時間の音と音の発生から消滅までが数秒以内の短時間の音に
区別することにより、人間にとって目標音を聞き取りやすく
なったと考えられる。ただし、背景音として用いた音が長時
間持続するような音、目標音が比較的短時間の音だという人
間の知識が聞き取りやすさに貢献したのか、単に背景音と目
標音が異なる音だというだけで判別できていたのかどうかは
現段階では不明である。
問題点として、ガラスの割れる音は対象者に不快感を与え

る可能性があるという意見が挙げられたため、
今後は、環境音の中を無作為に選択せず基準を設けて選別

するなど、さらに人間にとっては使いやすい手法を検討する
必要がある。

5. まとめ

本研究では、既存の音声型 CAPTCHAの音声の聞き取り
が難しい、解答に時間がかかる、ボットによる攻撃耐性が低い

表 1. パターン詳細
パターン 背景音 目標音
パターン 1 雨 鐘
パターン 2 雨 鶏の鳴き声
パターン 3 雨 ドアを叩く音
パターン 4 雨 ガラスの割れる音
パターン 5 雨 山羊の鳴き声
パターン 6 街の道路 鐘
パターン 7 街の道路 鶏の鳴き声
パターン 8 街の道路 ドアを叩く音
パターン 9 街の道路 ガラスの割れる音
パターン 10 街の道路 山羊の鳴き声
パターン 11 風 鐘
パターン 12 風 鶏の鳴き声
パターン 13 風 ドアを叩く音
パターン 14 風 ガラスの割れる音
パターン 15 風 山羊の鳴き声

表 2. 実験結果
パターン 平均解答時間 [秒] 正答率 [%]

パターン 1 8.23 100

パターン 2 8.67 90

パターン 3 8.46 90

パターン 4 8.24 100

パターン 5 8.27 85

パターン 6 7.95 90

パターン 7 8.97 95

パターン 8 8.63 95

パターン 9 8.95 100

パターン 10 8.35 100

パターン 11 7.63 95

パターン 12 9.66 100

パターン 13 7.93 100

パターン 14 8.98 100

パターン 15 6.64 95

などの問題点に着目し、視覚障がい者のアクセシビリティを
損なわない、単純な操作により短時間での解答を行う音声型
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、提案 CAPTCHA

により適した環境音の調査や、環境音の選択に基準を設けた
ことにより、簡易に収集できなくなるため、収集法の最適化
などの問題点の解決に向けて検討していかなければならない。
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スケジュール・ネットワーク全体に分散する余裕の包括的評価に関する研究

藤　竜成 a)・高橋 尚己 b)・高塚 佳代子 c)・山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)・岡崎　直宣 f)

Study on Comprehensive Evaluation of Margin to Be Dispersed

Through Schedule Network

Ryusei FUJI, Naoki TAKAHASHI, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA,

Naonobu OKAZAKI

Abstract

We conducted research on the evaluation of the network schedule of recent projects in which critical
paths are changing more frequently due to irregular work delay. We developed a method for expressing the size
of the entire float dispersed throughout the schedule network as a region on the vector space (Float solution
space). We also proposed a calculation method to measure its size. However, this calculation method has a
problem of the calculation amount. Therefore, in this study, we proposed a method to deal with this problem
of the computational complexity. Specifically, instead of calculating the absolute amount of the float solution
space described above, we proposed an index that holds the magnitude relation of the absolute amount.
However, the accuracy of this indicator is still only evaluated easily. In this research, in order to clarify the
accuracy of the “single unit volume index” of its most promising candidate, the followings were done. First
of all, we implemented a system for index calculation. Next, as an application example, we conducted an
accuracy evaluation experiment using a schedule network of 20 patterns from 3 to 15 dimensions. As a result,
good results were obtained from the experimental results based on this application example. In other words,
if we restrict to the magnitude relation, it was found that there is no problem even if the size of the region on
the vector space is evaluated by the single volume index. However, due to the nature of this indicator, there is
a possibility that the deviation from the absolute evaluation becomes larger as the dimension becomes higher.
Therefore, further examination is necessary in the future.

Keywords: schedule network, critical paths, size of the entire float, float solution space, single

unit volume index,

a)b)c)d)e)f)　　　　　　　　　　
1. はじめに

良いプロジェクト計画立案のためには、ネットワーク・ス
ケジュールの評価と改善ができなくてはならない。従来の管
理手法では、評価の尺度として、「全体工期の長さ」、つまり、
クリティカルパスの長さという一指標しかなかった。だが、最
近のプロジェクトでは、作業遅延が不規則に発生し、クリティ
カルパスの移り変わりが多いため、従来どおりの「全体工期の
長さ」のみを指標とする手法では不十分であり、熟練者の経験
や勘に依存した評価・改善に陥りやすいといった問題がある
1)。このような問題のある近年のスケジュール管理では、従来
のようにクリティカルパスの長さのみに着目するのではなく、
それ以外のパス (非クリティカルパス) の持つ「フロート」に
着目する必要がある。フロートとは、ある Activity(“作業項
目”と同義 ) の所要時間をプロジェクトの全体所要時間に影響

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

を及ぼさない範囲で遅らせることができるスケジュールの余
裕日数のことを意味する。(正確には“トータル・フロート”
と言うが、本稿ではトータル・フロートのことを単に“フロー
ト”と記す。 ) 　しかしフロートの大きさは全体工期に直接影
響を及ぼさない。このため、従来の納期管理では直接管理す
べき対象ではなかった。しかし、クリティカルパスが移り変
わる状況下では、フロートを管理する必要がある。何故なら、
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
非クリティカルパス上の Activity の余裕 (つまりフロート) で
あっても、ひとたび余裕日数を消費してしまうと、それがクリ
ティカルパス上の Activity に変わった途端にプロジェクトの
早期完了の可能性を下げてしまうためである。しかし、個々
の Activity のフロートが全体工期に及ぼす影響の大きさを測
る方法は存在しない。このため、プロジェクト管理にフロート
を活用できるかどうかは、現場のプロジェクトマネジャのセ
ンスと経験と勘にかかっているというのが現状である。した
がって、プロジェクト管理の現場からは、プロジェクト全体工
期の管理にフロートを直接かつ合理的に活用できる方法論の
開発が求められている。以上を踏まえ、本研究室では、フロー
トを合理的に活用できる方法論の開発を目指している 2)3)4)。
この開発のためには先ず、フロートが全体工期に及ぼす影響
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の大きさを測れる必要がある。そこで、本研究室の先行研究
では、スケジュール・ネットワーク全体に分散するフロート
全体の大きさをベクトル空間上の領域 (“フロートの解空間”
2.1参照)として表現するための方法が開発されている。また、
その大きさを測るための計算方法が提案されている。しかし、
この計算方法には計算量の問題がある。そこで、本研究室で
は、この計算量の問題に対処するための一方法が提案されて
いる。具体的には、上述のフロート解空間の大きさそのもの
(絶対量) を算出する代わりに、絶対量の大小関係は保持する
指標の提案がなされている。しかしこの指標の精度はまだ簡
単にしか評価されていない。そこで本研究では、上記指標の
精度を実験的に明らかにすることを目的とし、具体的には以
下のことを行った。

1. 指標計算のためのシステムの実装

2. 様々な適用例を用いた精度評価実験

２は具体的には、適用例に関するフロート解空間の大きさ
の算出と指標計算の双方を行い、双方の結果を比較し、提案
指標がフロート解空間の実体積の大小関係を保持するものに
なっているかどうかを実験的に確認した。

2. 先行研究

2.1 フロートのベクトル空間表現
プロジェクトがスケジュール・ネットワークで表されると

き、個々の Activity の時間的余裕をパラメータ表示し (“余
裕パラメータ”と呼ぶ )、納期制約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
に帰着させる方法が考案された。フロートの解空間は、グラ
フ形式のスケジュール・ネットワークをベクトル空間表現に
変換することで求められる。具体的には、個々の Activity の
所要時間と余裕 (フロート)、Activity 間の先行関係、及び納
期制約に基づき、機械的な手順で求められ、余裕パラメータ
から成る係数１の不等式制約の集まりとして得られる。各不
等式制約はクリティカルパスに成り得る経路の経路長制約に
対応付けられ、各式の余裕パラメータの並び順は各経路の作
業順序を表す。

2.2 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 は順序関
係があり、B と C は並行関係にある。() 内は Activity の標
準的所要時間を表す。x1 と x2 で Activity A の開始時刻と終
了時刻、x3 と x5 で B、x4 と x5 で C の開始時刻と終了時刻
を各々表し、小文字アルファベットで同大文字の Activity の
余裕パラメータを表すと、グラフ形式のスケジュール・ネッ
トワーク (Activity Networkと同義)が所定の計算過程を経て
(図 1-(2))、ベクトル空間表現 (図 1-(3) ) に変換され、フロー
トの解空間が得られる。

2.3 フロートの解空間の意味と大きさ
フロートの解空間上の各点は、「プロジェクトの全体期間

を変えない Activity レベルでの遅延パターン」に相当する。
例えば、図 1-(3)-ii) の凸多面体は、同図 i) の図的表現である
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図 1. フロートの解空間生成の流れ

が、その境界及び内部の点は全て「プロジェクトの全体期間を
変えない Activity レベルでの遅延パターン」に対応付けられ
る。例えば、境界上の点 (5,0,5) は「プロジェクトの全体期間
を変えない Activity レベルでの遅延パターン」に対応付けら
れる。実際、Activity A と C が共に 5 日遅延してもプロジェ
クト全体期間は納期 40 日を逸脱しない。一方、本解空間から
はみ出ている点 (0,6,0) は「プロジェクトの全体期間を変えな
い Activity レベルでの遅延パターン」に対応付けられない。
実際、Activity B が 6 日遅延すると、たとえ A,C の遅延が 0

であったとしても、全体期間は納期 40 日を超過する。また、
フロートの解空間の大きさは「全体期間を変えない遅延パター
ンの数」で概ね評価できる。このとき、この遅延パターンの数
が、スケジュール・ネットワーク全体に分散する余裕 (フロー
ト) の包括的な評価値となる。つまりフロート解空間の大きさ
が “プロジェクト全体余裕の大きさ”ということである。実
際、この値が大きいスケジュール・ネットワークを持つプロ
ジェクトほど、全体工期を遅延させるリスク (遅延リスク) は
抑えられ、全体工期の遅延を回避させるためのスケジュール
修正はしやすくなる。

2.4 フロートの解空間の大きさの算出
フロートの解空間は、係数が+１の連立一次不等式で表され

ることから第 1象限上の原点周りのN次元凸多面体（“ Nd-CP”
と記す）を成す。従って、スケジュール・ネットワークの全体
余裕の大きさ評価のためにはNd-CP（1≤ N）の体積を求めれ
ばよい。しかし、N 次元凸多面体の大きさの体積計算は、高
次元では一般化できない。そこで、体積計算のかわりに、N-

次元空間内の格子を凸多面体に被せ (図 2-(1))、格子点の数で
評価する方法を導入した。しかし、これには計算量の問題が
あり、格子点数え上げに掛かる計算量は次元の指数オーダと
なる。実際、15 次元のフロート解空間 (図 6 参照) の分析に
おいて、15d-CP の格子点を格子刻み幅 1 日で数え上げた場
合、最大で 16 時間程度かかった。現在、Activity 数が 1000

程度の実務レベルのプロジェクトへの適用を目指しているた
め、この方法は現実的ではない。そこで、高次元でも計算量
が少なくて済む「指標」を導入した。この指標としての要件
は、大小関係の評価に限定すれば、ある程度の精度が見込め
るものであることとし、その指標候補として Lp ノルムや原
点-重心間の距離など試したが、そのなかで、群を抜いてよい
結果を示したものが単体の超体積であった。具体的には、フ
ロート解空間に内接する最大の単体である。なお、n 次元単体
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(n-Simplex) とは、(n+1) 個のアフィン独立な点によって作
られる図形のことで、0 次元単体は一点、1 次元単体は線分、
2 次元単体は三角形、3 次元単体は四面体、n 次元単体は n+1

胞体・・のようになる (図 2-(2))5)。例えば図 1 のフロート解
空間 (図 2-(1)) の単体は (図 2-(3)) となる。このような単体
は、高次元でも体積計算の一般化が可能で、計算量の問題も
ない。しかし、その精度については確かめる必要がある。
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図 2. フロート解空間の大きさ評価

3. 指標計算のためのシステム

N 次元単体の超体積 NdSV は次の式で求められる。

NdSV =

√
det[LTL]

N !

(L : N 次元単体のある頂点から出る互いに線形独立な n 本
の有向辺の方向ベクトル (l1,…, ln) を各列成分に持つ m × n

行列)

ただし、ここでの指標計算の対象となる N 次元単体は原点
を含む第 1 象限上のものに限られる。そのため、

NdSV =
∏
λ∈Λ

sλ

(sλ : sλ座標軸の切片、λ = 1,…, N)

のように、N 個の切片の積で求められる。本研究ではこの
数式に基づき指標計算システムを実装した。

4. 精度評価実験

実験方法は次のとおりである。まず格子幅 1 の格子点数で
各作業項目の 1日遅延当たりの「スケジュールの全体余裕」(つ
まり「フロートの解空間」) の減少率を求め、減少率の降順に
作業項目を並べる。同様に、単体体積指標で評価した結果も
同様に並べる。そして、これらの結果の順序関係を比較し、順
序関係の一致率が高いなら、単体体積評価は概ね信頼できる
と判断する。以下、5 個の適用例に関する実験結果を示す。

4.1 ケース 1

図 3 はネットワーク図は Activity 数 10、次元数 5 のスケ
ジュール・ネットワークであり、表記方法は基本的に図 1 と同
じである。赤いパスは初期段階での最長作業経路 (クリティカ
ルパス)を表す。「パラメータ統合」では、フロートが一定とな
る余裕パラメータ同士を統合して 1 パラメータに置き換えた
結果を示している。分岐・合流点間の一経路上の Activity は

フロートが一定となる性質があるためである。実験結果で、パ
ラメータにアンダーバーがついた変数の意味は次のとおりであ
る。例えば d1 は、d1(a1,a5,a10) より、Activity A1,A5,A10

の 1 日遅延当たりのフロート解空間縮小率を表している。ま
た、d1 が赤字になっているのは、Activity A1,A5,A10 がクリ
ティカルパス上の Activity であることを表している。本ケー
スの実験結果は、格子点数と単体指標による評価は一致率 100%

となり、「完全に一致」となった。
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図 3. Activity 数 10、次元数 5 のケース

4.2 ケース 2

図 4 のネットワーク図は Activity 数 13、次元数 8 のスケ
ジュール・ネットワークであり、他の表記方法や記号の意味は
4.1 と同じである。本ケースの実験結果は、格子点数と単体指
標による評価は一致率 100%となり、「完全に一致」となった。

4.3 ケース 3

図 5 のネットワーク図は Activity 数 15、次元数 10 のスケ
ジュール・ネットワークであり、他の表記方法や記号の意味は
4.1 と同じである。本ケースの実験結果は、格子点数と単体指
標による評価は一致率 100%となり、「完全に一致」となった。
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図 4. Activity 数 13、次元数 8 のケース

4.4 ケース 4

図 6 のネットワーク図は Activity 数 15、次元数 15 のスケ
ジュール・ネットワークであり、他の表記方法や記号の意味は
4.1 と同じである。本ケースの実験結果は、格子点数と単体指
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図 5. Activity 数 15、次元数 10 のケース

標による評価は一致率約 96.2%となり、「概ね一致」となった。
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図 6. Activity 数 15、次元数 15 のケース

4.5 ケース 5

図 7 のネットワーク図は Activity 数 15、次元数 15 のスケ
ジュール・ネットワークであり、他の表記方法や記号の意味は 4.1

と同じである。本ケースの実験結果は、格子点数と単体指標によ
る評価は一致率約 95.6%となった。具体的には、順序関係が一致
しなかった組は (d11=d16,d20),(d23,d13), (d23,d4),(d15,d4)

の 4 組だった。そこで次に、格子幅を 1 から 0.5 へ細かくし、
再度評価したところ、不一致の順序関係は (d11=d16,d20) の
一組のみとなり、一致率は向上し約 98.9%となった。この結
果から言えることは、本ケースの場合、1 日刻みの格子点評価
より単体指標による評価の方がより正しかった可能性である。
冒頭で、格子点評価は「概ね正しいことが保証されている」と
書いたが、尖った領域の評価は荒くなる傾向にある。つまり形
状依存で評価がばらつくということである。なお、格子点数
に基づく体積評価が正しく行われるためには格子幅は次元 N

に対し少なくとも 1
N−1

の細かさが必要と予想されている 6)。
しかし、格子幅を細かくする程計算時間の問題は大きくなる。
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図 7. Activity 数 15、次元数 15 のケース (2)

4.6 実験の考察
今回のケース 1～4 の実験結果からは、15 次元程度までの

スケジュール・ネットワークであれば、格子点数の代わりに
単体体積を指標として利用できる可能性は十分あるという結
果が得られた。以下、他のケースと違って、格子点数と単体
体積による評価との間に若干の食い違いがあったケース 5 に
ついて考察する。ケース 5 が他のケースと異なる点は、パス
間の長さの差が極めて小さく、複数パスが同時にクリティカ
ルパスになることすらあるという点である。このため、検出
すべき差異、すなわち全体余裕 (フロート解空間) に与える影
響大きさの差異 (領域体積の差異) も必然的に小さくなってし
まう。このような領域体積のごく小さな差異を検出するには、
実際には格子幅をもっと十分に狭くする必要がある。厳密に
は次元 N に対し少なくとも 1

N−1
の細かさが必要と予想され

ている 6)。しかし、格子幅を細かくするほど計算時間の問題
は大きくなる。以上のことから、大規模プロジェクトの管理の
みならず、ケース 5 のように規模はそれほどでなくともクリ
ティカルパスが頻繁に入れ替わるスケジュール・ネットワー
クを持つプロジェクト管理のためにも、計算量の問題への対
策は極めて重要ということがわかった。

5. まとめ

作業遅延が不規則に発生し、クリティカルパスの移り変わ
りが多い最近のプロジェクトのネットワーク・スケジュールの
評価に関わる研究を行った。具体的には、スケジュール・ネッ
トワーク全体に分散するフロート全体の大きさとして表され
る「スケジュールの全体余裕」を、ベクトル空間上の領域「フ
ロートの解空間」の大きさとして、格子点数を数え上げるやり
方で算出する際の計算量の問題を解決する課題に取り組んだ。
本問題の解決策として挙がっていたのは、フロート解空間の
大きさを大小関係に限定すると評価できるような指標に指標
化することだったが、本研究ではその最有力候補の「単体体
積指標」の精度を明らかにするため、次のことを行った。ま
ず、指標計算のためのシステムの実装を行った。次に、適用例
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として、今回は、3～15 次元の都合 20 パターンのスケジュー
ル・ネットワークを用いた精度評価実験を行った。その結果、
今回の適用例に基づく実験結果からは、よい結果が得られた。
即ち、大小関係に限定すれば、フロート解空間の大きさを、単
体体積指標で評価しても概ね問題ないという結果が得られた。
しかし、今回は高々 15 次元のスケジュール・ネットワークに
対してしか精度評価していない。比較対象の格子点数による
評価がそれ以上の次元では困難というのが理由である。本指
標の性質上、高次元ほど絶対評価とのずれが大きくなる可能
性はある。そのため今後更なる検証は必要である。
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人間の視覚補完能力を用いた文字列CAPTCHAの提案
―側面形状からの立体文字の推定―

藤　竜成 a)・星野 理彦 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

A Proposal of a Reading Text CAPTCHA Using Human Visual

Complementation Ability

Ryusei FUJI, Masahiko HOSHINO, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Recently, a program called CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart) has been introduced in many web sites because it prevents misconduct by automatic programs
called bots. CAPTCHA distinguishes bots from legitimate human users by requiring some questions that are
easy for human users to solve but difficult for bots. However, with the development of various technologies
such as OCR, object recognition, machine learning, bots come to be able to solve CAPTCHAs. In order to
outcome such troublesome bots, more sophisticated CAPTCHA is desired. In this paper, we propose a new
CAPTCHA scheme that uses amodal completion. Amodal completion is a visual supplement function that
complements the missing part in the brain and recognizes the whole image when a part of the object is hidden
or can not be seen. In the proposed method, characters are stereoscopically rendered. We set the color of the
front part and the back part of the three-dimensional characters to the same color (black) as the color used in
the background of CAPTCHA. By Amodal completion, we can correctly recognize characters from only the
shape of the side part of the three-dimensional characters. But it is hard for bots to recognize the characters.
We carried out several experiments to confirm that the proposed CAPTCHA scheme has enough resistance
against bots attacks using OCR and object recognition. Other experiments were also carried out to evaluate
the usability of the proposed CAPTCHA scheme. To evaluate the usability, we used system usability scheme
(SUS). The results of the experiments showed that the proposed CAPTCHA scheme is usable and has enough
resistance against bots attacks.

Keywords: CAPTCHA, bot, amodal compretion, OCR, object recognition

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

今日、CAPTCHA(Completely Automated Pub-

lic Turing test to tell Computers and Humans

Apart)1)と呼ばれるプログラムが、多くのウェブサービス提
供サイトに導入されている。これは、ボットと呼ばれる自動
プログラムがブログのコメント欄を利用して自動で書き込み
を行ったり、無料メールサービスなどを利用して大量のメー
ルアカウントを取得したりする不正行為を防ぐためである。
CAPTCHA は、サービスを利用しているユーザーの操作がコ
ンピュータのプログラムによるものではないことを確認するた
めの認証方式であり、人間には容易に回答できるがコンピュー
タには判読が困難である問題をユーザーに出題し、正解でき
たユーザーを人間と判断する技術である。
近年では、ボットにとって模倣が困難な人間の高度な認知

能力を必要とした CAPTCHA が提案されている 2)。とい
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

うのも、OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)

や物体認識、機械学習などの様々な技術の発達によって、ボッ
トによる CAPTCHA への攻撃手段が増加しており、従来の
CAPTCHAの安全性の低下が問題となっている 3) からである。
本論文では、アモーダル補完と呼ばれる人間の視覚補完能

力を利用することで、ユーザビリティを確保しつつ、ボット
の突破率を低下できる手法を提案する。
以下、本概要の構成を述べる。第 2 節では既存の文字列

CAPTCHA について述べ、問題点を指摘する。第 3 節では提
案方式について述べる。第 4 節では利便性に関する評価実験
を行った結果を、第 5 節ではボット耐性の検証実験を行った
結果を示す。第 6 節ではまとめと今後の課題について述べる。

2. 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。ボットによる文字の解読を阻止する
ために、様々な歪みを加えたランダムな文字列をユーザーに表
示し、回答をテキストボックスに入力させ、正解であればその
ユーザーが人間だと判断する仕組みとなっている。代表的な
文字列 CAPTCHA に、Google ReCAPTCHA や Microsoft

CAPTCHA(図 1) などが存在する。
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図 1. Google ReCAPTCHA(左) と Microsoft

CAPTCHA(右)

図 2. アモーダル補完の例 (左) と提案 CAPTCHA で使用す
る立体文字の例 (右)

文字列CAPTCHAを用いるメリットとして、Webサイ
ト上で実装することが簡単であることと、総当たり攻撃に対して
高い耐性を持つことが挙げられる。しかし、文字列CAPTCHA

は OCR を備えたボットによって突破可能であることが指摘
されている 4)、5)。

3. 提案方式

3.1 アモーダル補完を用いた CAPTCHA

提案手法ではアモーダル補完を利用する。アモーダル補完
とは、対象物の一部が隠れて見えないとき、欠けた部分を脳
内で補完して全体像を認識する視覚補完機能である。人間を
はじめ、脊椎動物全般が有する視覚機能として知られている。
例えば図 2 の (左) では、実際には存在しない三角形があたか
も存在しているように見える。
提案 CAPTCHA の概要を以下に説明する。本手法では

使用する文字を立体化したうえで、立体文字の前面部分と背
面部分の色を、CAPTCHA の背景で使用されている色と同じ
色 (黒色) にする。人間はアモーダル補完により、立体文字の
側面部分の形状のみの情報からでも正しく文字を判読するこ
とが出来る。例えば図 2 の (右) ではアモーダル補完が生じ、
“A” という文字が浮かび上がっているように見える。しかし、
これはボットには判読が困難であると考えられる。
さらに、以下の 3つの工夫を加えることで、ボット耐性を

より強固なものにしている。
1つ目は、立体文字の側面部分の色をランダムに選択する

ようにすることである。文字が生成される度に側面部分の色
が異なるので、ボットは「文字の色の情報を文字ごとに記憶
して、文字を判読する」ことが困難になる。

2つ目は、文字を回転させることである。文字が回転する
ことで、既存の動画 CAPTCHA と同様、ボットは文字の判
読が困難になる。しかし人間にとっては、文字を様々な角度
で視認出来るため、むしろその判読が容易になる。

3つ目は、縦に回転する文字と横に回転する文字を双方用
意し、問題文で指定した方向に回転する文字を回答させるこ
とである。ボットは問題文が示す内容を理解したうえで、文
字が回転している方向が縦であるか横であるかを判別する必

図 3. 3D 空間の構造と各立体文字の動き

図 4. 読み間違いが多かった文字の一例

要があるため、正答を得ることがより困難になる。
また、今回は、ユーザーに回答させる文字数を 6文字に設

定した。一般的に、ユーザーに回答させる文字数は 4 文字か
ら 6 文字のいずれかであることが推奨されている 6) ので、そ
の中でも偶然突破確率が一番低い 6 文字を採用することにし
た。縦回転する文字と横回転する文字をそれぞれ 6 文字ずつ
用意するので、全体として 12 個の立体文字が画面上に表示さ
れる。図 3 は、提案 CAPTCHA の 3D 空間の構造と各立体
文字の動きを示している。

3.2 提案 CAPTCHAで使用する文字
提案 CAPTCHA では基本的に数字、アルファベットの

大文字、小文字を使用している。しかし、事前実験を行った結
果を参考にし、以下に示す 17 文字を使用しないことにした。

大文字 I, M, O

小文字 b, c, d, l, n, o, p, q, s, u, v, w, x, z

これらの文字を使用しなかったのは、M は W、c は C、I は
l、n は u などのように、それぞれ形状が似ている文字と読み
間違えてしまうケースが多く見られたからである (図 4)。

3.3 実装
提案 CAPTCHA の開発言語は JavaScriptである。提

案手法では、WebGL のライブラリの一つである Three.js を
用いて 3D 空間を作成し、その空間上に 12 個の立体文字を配
置し表示する。配置された 12 文字のうち、左から 1、2、5、
7、11、12 番目の 6 文字を縦回転、それ以外の 6 文字を横回
転させる。立体文字の回転速度はランダムである。各立体文
字の前面部分と背面部分の色を (R, G, B) = (0, 0, 0) と設定
し、側面部分の色は RGB 値の 0 から 255 の範囲からランダ
ムに選択する。各立体文字の大きさを 20px、幅を 2.5vh で統
一し、フォントタイプは typeface.js 形式のフォントファイル
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図 5. 提案 CAPTCHA の認証画面

である optimer bold.typeface.json を使用している。3D 空間
の背景の色は (R, G, B) = (0, 0, 0) であり、立体文字の前面
部分、背面部分と同じ黒色で統一している。

3.4 認証手順
図 5 に、実装した CAPTCHA の認証画面を示す。

CAPTCHA プログラムが動作を始めると、回答するべき文
字が縦回転の方なのか横回転の方なのかを指示する問題文が
画面の一番上に表示される。ユーザーが Start と書かれたボ
タンを押すと、3D 空間が生成され、縦もしくは横に回転する
立体文字が表示される。ユーザーは問題文に従い、指定され
た方向に回転している文字を左から順にテキストボックスに
入力し、Answer と書かれたボタンを押す。問題文で指定され
た文字列を正しく入力できていれば人間と判定される。

4. 利便性に関する評価実験

4.1 実験目的
実験目的は以下の二つである。実装した提案 CAPTCHA

が人間にとって容易に回答が可能であるかどうかを正答率と
回答時間から評価する。また、ユーザビリティ評価を行うこ
とで CAPTCHA としての実用性を調査する。

4.2 実験方法
本実験の被験者は、宮崎大学に所属する学生 20名である。
実験の手順を以下に示す。

(1) 説明
各被験者には、まず 3.4 で説明した、提案 CAPTCHA の

回答手順を説明した。この時、提案 CAPTCHA で使用され
ている文字と使用されていない文字については、それらを記
述したプリントを配布したうえで、使用されていない文字が
存在する理由を具体例を挙げて説明した。
(2) 練習

文字列の入力習熟のために各被験者が十分慣れたと判断す
るまで練習を行ってもらった。
(3) 解答

提案 CAPTCHA を 10 回連続して解答してもらった。出
題される文字列は毎回ランダムに選ばれるようにした。この
時、各解答の正誤と開始ボタンをクリックしてから送信ボタ
ンをクリックするまでの所要時間を実験者が記録した。また、
被験者が CAPTCHA の解答に失敗した際には、間違えて入
力した文字と正解である文字の組をそれぞれ記録した。

表 1. 実験・アンケート結果
　 平均正答率 [%] 91.0

平均所要時間 [秒] 21.4

最大所要時間 [秒] 114.0

最小所要時間 [秒] 7.0

平均 SUS スコア 73

(4) 評価
各被験者の測定終了後、ユーザビリティ評価を行うために、

アンケート調査を行った。アンケート調査では、SUS(System

Usability Scale) という、システムの使いやすさを測定するた
めの指標を用いた。

4.3 SUS(System Usability Scale)

SUS(System Usability Scale)7) は John Brooke が
1986 年に開発した、当時の文字ベースの PC の評価指標で
ある。その後は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いる。
この指標は 10 項目のアンケートから構成されており、全

ての項目を 0から 4で評価する。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。奇数項目は
回答番号から 1 を、偶数項目は 5 から回答番号を引き、それ
らを足しあわせた数値を 2.5 倍して 0 から 100 のスケールへ
変換する。
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 実験結果と考察
被験者 20 名が 10 回ずつ提案 CAPTCHA を解いたと

きの 200個のデータから得られた、平均正答率、平均所要時
間、最大所要時間、最小所要時間および、SUSによるユーザ
ビリティ評価の平均スコアを表 1に示す。
代表的な文字列CAPTCHAであるReCAPTCHAの

平均正答率は 75.0%8)であるので、本手法は正答率 (91.0%)

においては十分実用的であると考えられる。被験者が解答に
失敗した原因として、形状が似ている文字や側面部分が暗色
である文字を判読することが難しいといった理由があげられ
た。この問題は、文字のフォントをより明確に判読できるも
のに変更することや、側面部分の RGB 値の取る範囲を見やす
いものに制限することで改善が可能であると考えられる。
一方、平均所要時間 (21.4秒)は、ReCAPTCHAの平

均所要時間 11.9秒 8) と比べて長く、改善の必要があると考
えられる。この問題は、入力文字数を 6 文字から 4 文字に減
らすなどの変更を行うことで改善が可能であると考えられる
が、同時に偶然突破確率が高くなり、総当たり攻撃耐性が低
下してしまうといった問題が懸念される。しかし、一般的に
推奨されている偶然突破確率は 1/4,096 とされており 4)、提
案 CAPTCHA の文字数を 4 文字に減らした場合の偶然突破
確率は 1/444 = 1/3,748,096 であるので、文字数を 4 文字に
減らしても総当たり攻撃耐性は十分なレベルに維持できると
考えられる。
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今回の SUSに基づいたアンケート調査のスコアは 73であ
り、平均スコアである 68を上回る結果となったので、本手法は
最低限のユーザビリティを確保できると考えられる。しかし、
多くの被験者が提案 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回答した。これは提案 CAPTCHA

で使われていない文字を被験者が事前に把握する必要があっ
たことが原因であると考えられる。この問題は、例えば使用
する文字をアルファベットの小文字を除く、数字と大文字の
2 種類に縮減することで、被験者は容易に CAPTCHA で使
われていない文字を把握することが容易になると考えられる。
しかし、使用する文字の種類を縮減することで総当たり攻撃
耐性が低下する危険性がある。ユーザビリティを確保しつつ、
十分な総当たり攻撃耐性を持つような文字の使用範囲を今後
検討する必要がある。

5. ボット耐性の検証実験

5.1 実験目的
提案手法の CAPTCHA に対して、OCR による文字認

識とテンプレートマッチング法による物体認識を行い、その
結果から、ボットにとって提案手法のCAPTCHAが困難な
ものになり得るかを検証する。

5.2 文字認識技術への耐性の検証実験
OCRとは画像データ上にある文字と思われる部分を解析

し、コンピューター上で扱える文字 (テキスト)データに変換
する技術のことである。
提案CAPTCHAが文字認識技術に耐性を持つことを確認

する実験を行った。文字認識は、Google Cloud Platform が提
供するサービスの一つである Google Cloud Vision API と呼
ばれる画像分析 API を利用した。実行中の提案 CAPTCHA

をスクリーンショット機能を使用して 0.1 ミリ秒間隔で撮影
した 300 枚の画像を入力画像として保存した。保存した入力
画像を 1 枚ずつ、Google Cloud Vision API の OCR 機能を
使用して文字認識を行い、テキストデータに変換した。
実験の結果、正しく認識出来た文字は存在しなかった。

5.3 物体認識技術への耐性の検証実験
画像の中から特定の文字や模様などのパターンを検出する

手法の一つに、テンプレートマッチング法がある。テンプレー
トマッチング法とは、入力画像の中からテンプレート画像に
似た画像パターンを探し出す手法である。テンプレート画像
を被検出画像上でスライドさせ、テンプレート画像と被検出
画像の領域を比較し、類似度の高い領域を検出することで物
体認識を行う。
提案 CAPTCHA がテンプレートマッチングに耐性を持

つことを確認する実験を行った。テンプレートマッチングは、
画像処理ライブラリである OpenCV

(Open Source Computer Vision Library) を利用した。提案
CAPTCHA で使用する 44 個の立体文字を、人間にとって一
番判読が容易であると思われる角度で配置し、それらを 1 文
字ずつ撮影したものをテンプレート画像として使用した (図
6)。文字認識の耐性の検証実験と同様の手法で撮影した 300

枚の画像を 1 枚ずつグレースケールで読み込み、44 枚のテン

図 6. テンプレート画像の例

プレート画像のそれぞれとテンプレートマッチングを実行し
た。マッチングが成功すれば、検出結果から検出領域の位置
を取得し、検出領域が四角で囲んで保存される。
実験の結果、正しく検出出来た文字は存在しなかった。

5.4 考察
実験結果から、提案 CAPTCHAはOCRによる文字認

識とテンプレートマッチング法による物体認識への耐性を持
つことが確認できた。
しかし、テンプレートマッチング法で使用した、各文字に対

して 1枚ずつ撮影したテンプレート画像だけでは不十分だっ
た (違った角度で撮影したテンプレート画像を多数用意してお
けば、マッチするものが存在していた)可能性がある。今後は
テンプレート画像の枚数をさらに増やしてテンプレートマッ
チングを行い、物体認識の耐性の検証実験を行う必要がある。

6. まとめ

本論文では、人間の高度な視覚補完機能であるアモーダル
補完に着目し、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。提案方式の実装、利便性に関す
る評価実験、ボット耐性の検証実験を行い、本方式の有用性
を示した。
今後の課題として、提案 CAPTCHA で使用する立体文

字のフォントや側面部分のRGB値がランダムに選択される
範囲の見直し、文字の使用範囲の検討、機械学習などの新た
な攻撃耐性に関する理論的評価などがあげられる。また、テ
ンプレートマッチングを行う際に使用するテンプレート画像
の枚数を増やすことについても検討予定である。
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モバイル端末向けの動的CAPTCHAの検討と追跡技術を用いたボット耐性の
検証

藤　竜成 a)・水田 陸 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Examination of Dynamic CAPTCHA for Mobile Devices and

Verification of Bot Tolerance Using Tracking Technology

Ryusei FUJI, Riku MIZUTA, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In recent years, illegal activities such as acquiring a large amount of web service accounts by using an
automatic program called a bot have been problems. In order to prevent such activities, a discrimination
method based on the Turing test for identifying a human and a bot called CAPTCHA was developed. Also,
mobile devices such as smartphones have appeared and are often used to access web services. However, many
of the existing CAPTCHA methods can’t be adapted well to mobile devices, which is a cause of the decline in
the success rate of the account registration of the web service. Therefore, it is necessary to design a CAPTCHA
which is easy to use in mobile devices. In this paper, we propose a new CAPTCHA scheme that maintains
convenience in mobile devices and has bot tolerance. In proposed method, several objects move randomly and
continuously. One of the objects selected by the user from among several objects is set as a tracking target.
According to the time that the users can track the target with their finger, the proposed system determines
whether the users are humans or bots. In our proposed method, the transparency of color and the degree of
change of transparency for each object are set at random, and by changing the transparency of the object as
time proceeds, the method can withstand the bots that perform fraudulent activities using object tracking
technology.

Keywords: dynamic CAPTCHA, mobile device, bot, game CAPTCHA, transparency of color

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

近年、Webサービスに対してボットと呼ばれる自動プログラ
ムを用いてアカウントの大量取得を行うなどの不正行為が問題
となっている。このような問題を防止するために CAPTCHA

と呼ばれる人間とボットを識別するチューリングテストによ
る判別手法が開発された。また、スマートフォンなどのモバイ
ルデバイスが登場し、Webサービスにアクセスするためによ
く利用されている。既存の CAPTCHA 方式の多くはモバイ
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。そのた
め、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。本論文では、モバイルデバイスでの利便性を保
ち、ボット耐性を持たせた新たな CAPTCHA 方式を検討す
る。提案方式は動的な CAPTCHA であり、ランダムかつ連
続的に移動するオブジェクトを複数個用意している。その中
からユーザが最初に選んだもの 1つを追跡対象とし、一定時
間以上指で追跡できるか否かで人間か機械かを判別する。こ

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科助教
d)情報システム工学科准教授
e)情報システム工学科教授

の CAPTCHA 方式では、オブジェクトそれぞれに色の透明
度と透明度の変化の度合いをランダムに設定し、オブジェク
トの透明度を時間ごとに変化させることで、物体追跡技術な
どを用いたボットへの耐性を持たせている。また、人間は、変
化の度合いとオブジェクトの軌跡で追跡対象を認識できると
考える。

2. 先行研究

2.1 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

先行研究において、立田らは、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) をマウスカーソルで一定時間以上追跡する動画型の
CAPTCHA1) を提案した。
立田らの CAPTCHA方式では、妨害オブジェクトの視覚

的特徴 (色、形、大きさ)が移動オブジェクトと全く同じであ
るため、ボットが CAPTCHA を突破しようとする場合、フ
レーム画像を解析しようとしても、視覚的特徴が同じオブジェ
クトが複数個所に存在しているように見え、移動オブジェク
トを検出することは困難であった。人間の場合、連続して見
ることで移動オブジェクトを見つけることは容易であるため、
CAPTCHAとして成立する。
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図 1. 妨害オブジェクトの中から移動オブジェクトを追跡する
モバイルデバイス向け CAPTCHA2)

2.2 モバイルデバイスの利用に適したCAPTCHA

この CAPTCHA方式 2) は、前述の動画 CAPTCHA1) を
モバイルデバイスでの利用に適した形に変更している (図 1)。
主な変更点としては、タッチパネル上で指を滑らせる仕様にし
た点と、画面をオブジェクト表示領域と操作領域の上下 2つ
に分割している点である。これは、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を避けるためである。操作領域に
指を置くことで、オブジェクト表示領域の連動した位置に追
跡用サークルを表示する。追跡用サークル内に移動オブジェ
クトを入れ続けることができるか否かでユーザが人間か機械
かを判断する。
提案されていた論文では、ボット耐性を保持しているかを

検証しておらず、セキュリティは保証されていない。1つしか
ない移動オブジェクトの位置を特定された場合、ボットに追
跡される可能性がある。
上記の 2つの CAPTCHA方式は、どちらも妨害オブジェ

クトが短時間に点滅しているように見え、光過敏性発作を引
き起こす可能性がある。ユーザビリティの観点から変更の必
要があると考える。

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、ボット
耐性を持たせた新たな CAPTCHA 方式を作成することを目
的とする。

2.章で述べたように、文献 1) と文献 2) の CAPTCHAは、
移動オブジェクトが 1つであるため、位置を特定されるとボッ
トに追跡されてしまう可能性がある。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 を考える必要がある。モバイ
ルデバイスでの利便性を保つために、先行研究の操作領域部
分は変更せず、表示するオブジェクトを変更する。

3.1 提案する CAPTCHA方式
提案する CAPTCHA方式では、先行研究の妨害オブジェ

クトを消去し、色、形、大きさが同じ移動オブジェクトを複数
個用意した。複数のオブジェクトから、ユーザが最初に選ん
だもの 1つを追跡対象とし、一定時間以上追跡できるか否か

図 2. 提案手法のフローチャート

で人間か機械かを判別する。オブジェクトそれぞれに色の透
明度と透明度の変化の度合いをランダムに設定し、オブジェ
クトの透明度を時間ごとに変化させることで、物体追跡技術
などを用いたボットへの耐性を持たせている。人間の場合は、
変化の度合いとオブジェクトの軌跡で追跡対象を認識できる
と考える。

3.2 認証手順
提案する CAPTCHAの認証手順を図 2に示す。

CAPTCHAのプログラムが動作を始めると、初期画面 (図 3-

(a))が表示される。画面中のボタン「I’m not a robot」をタッ
プすると、追跡開始画面 (同図-(b))に移行し、移動オブジェク
トが複数個表示される。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。“touch zone”と表示されている操作領
域に指を置くと、オブジェクトの表示領域に追跡用のサークル
が出現する。ユーザは touch zone内で指をスライドさせ、そ
の追跡用サークルを動かし、移動オブジェクトを追うことで、
追跡中の状態とする。追跡中の判断基準は、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。追跡対象が入っていれば、追跡中とみなし、入っ
ていなければ、追跡中でない状態とみなす。
どれか 1つ、任意のオブジェクトの円の中心座標が追跡用

サークルの円内に合計で 1秒以上入ることで、システムは追
跡対象を認識する。追跡対象を認識してから 10秒計測し、そ
の間に何秒、追跡中となっていたか（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
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 3) における、モバイルデバイスで
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図 3. 提案する CAPTCHAの構成

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。提案 CAPTCHAは、文献 3) のガイドラインを
満たす、また、先行研究の CAPTCHAで短時間に点滅してい
た妨害オブジェクトを削除したことで、提案 CAPTCHA は
人間の目に負担が少ない方式になっている。

3.4 提案手法のセキュリティについて
2 章で説明した先行研究の CAPTCHA は、移動オブジェ

クトが 1つであるため、その位置が特定された場合、ボット
によって追跡される可能性があった。提案手法は、色、形、大
きさは同じ移動オブジェクトを複数用意し、それぞれが色の
透明度を変えながら、時に交差しながらランダムに動くとい
う形式を実装している。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、透明度以外
の視覚的特徴が同じオブジェクトが複数存在しているように
しか見えず、透明度を変えながら交差する移動オブジェクト
を追跡することは困難であると考える。

4. 実験と考察

提案 CAPTCHAの実用性についての実験と、ボット耐性
についての調査を目的とした実験を行う。

4.1 実用性についての実験

4.1.1 実験目的
3.章で提案した CAPTCHA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。

4.1.2 実験方法
実験は、宮崎大学工学部生 17名が参加した。実験参加者に

は、モバイルデバイス (今回は iPhone 8)を利用して、移動オ
ブジェクトの数を 5 個、10 個、15 個と設定した 3 つの提案
CAPTCHA(1、2、3)を 5回ずつ解いてもらい、追跡成功時
間と所要時間 (追跡開始までの時間) の計測を行った。また、
先行研究の CAPTCHAと比較を行うため、同様に 5回ずつ
解いてもらった。
実験後、提案手法について、ユーザビリティに関するアン

ケートを記入してもらう。

図 4. 成功率

表 1. 追跡開始までの時間
最長時間 最短時間 平均時間

先行研究 CAPTCHA 4.89 0.39 1.52

提案 CAPTCHA1 7.09 1.59 2.83

提案 CAPTCHA2 7.49 1.79 2.93

提案 CAPTCHA3 12.80 1.49 3.24

4.1.3 実験結果と考察
成功率 成功率は、各実験を 5回ずつ行ったうち、追跡成功
時間が閾値以上になった回数の割合である。
先行研究の CAPTCHAでは追跡成功時間の閾値を 7秒に

設定していたが、提案手法では、適切な閾値を調査するため
に閾値を 7～9秒に設定して比較を行った。
図 4に各 CAPTCHAの成功率の結果を示す。どの閾値に

設定しても先行研究の CAPTCHAの成功率は高く、それに次
いで提案 CAPTCHA1、2、3と続く結果となった。閾値が 7

秒と 8秒を比較すると、成功率は大きく変化しない。しかし、
閾値が 9秒の場合は、どの CAPTCHAも成功率が著しく低
下する。特に提案 CAPTCHA3は、成功率が 6割ほどになっ
ており、実用性は難しいと考える。しかし、提案 CAPTCHA

の 1 と 2 の成功率は、閾値 9 の場合、約 9 割となっており、
先行研究の CAPTCHA と近しくなっている。成功率だけを
見ると、十分実用性があると考える。
追跡開始までの時間 所要時間は、実験参加者が
CAPTCHAを開始してから終了するまで掛かった時間のこと
である。先行研究の CAPTCHA と提案手法は、追跡の計測
時間は同じ 10秒であるため、所要時間から 10秒引いた追跡
開始までの時間を比較する。各 CAPTCHA の追跡開始まで
の時間を、表 1にまとめた。
この結果から、先行研究の CAPTCHAは、0.3～4.9秒以

内に収まっていることがわかる。提案 CAPTCHA1は最短で
1.5秒で終了しているが、最長で約 7秒掛かっており、追跡対
象を定めるまでの時間に若干の個人差があると考える。それ
ぞれのCAPTCHAの平均時間を見ると、提案CAPTCHAは
先行研究の CAPTCHAよりも 1秒以上長くなっている。こ
れは、追跡対象を定めるために設定している 1秒を含んでい
るためである。提案手法は、先行研究の CAPTCHA と比べ
て時間にばらつきがあり、改善の必要があると考える。
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4.1.4 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、SUS（System Usability Scale

Facts）4)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、提案手法の実用性を確認する。

SUSは、ユーザビリティの評価のために多く利用されてい
る 10項目の質問票であり、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。SUSの評価値は、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
である。本実験で得られた SUSの得点が、SUSの平均点数で
ある 68点以上なら、最低限のユーザビリティが確保できたと
考えられる。
アンケートの結果、SUSの平均点は 76.5点となった。SUSの

平均点数 68点と比較すると、提案手法は比較的解答のしやすい
CAPTCHAであるといえる。しかし、先行研究のCAPTCHA

のシステムユーザビリティの平均点数は 84点であり、実用性
は先行研究の CAPTCHAの方が優れていると言える。
ユーザからの意見として、「同じ透明度の円が重なったとき、

追跡対象を見失いやすい」や「動体視力が低い人や高齢者、色
覚異常の人は難しい」という意見があった。これについては
透明度の最低値を適切に決めたり、オブジェクトの移動速度
を調整する必要があると考える。

4.2 ボット耐性についての実験

4.2.1 実験目的
3.章で、提案したCAPTCHA方式が、ボットを用いて自動

的に突破することが可能なものか確認する。具体的には、ボッ
トが追跡を継続できるか否かを確認する。

4.2.2 実験方法
実験は、文献 1) で用いられたボットを調整して、Chrome

のデベロッパーツールを用いてモバイルデバイスのWebブラ
ウザをエミュレートし、デスクトップ環境で行う。ボットは
「meanShift法を用いた物体追跡」のプログラムであり、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。このボッ
トのマウスカーソル位置を操作領域の位置に調整する。また、
追跡のための探索窓の初期位置をオブジェクトの表示領域中
央付近に設定した。移動オブジェクトの数を 5個、10個、15

個と設定した 3つの提案 CAPTCHA(1、2、3)に対して 80回
ずつ攻撃を行い、追跡成功時間と所要時間 (追跡成功時間)の
計測を行った。先行研究の CAPTCHAに対しても同様に 80

回ずつ攻撃を行った。

4.2.3 実験結果と考察
ボットによる CAPTCHA突破率を考察する。ボットによ

る CAPTCHA突破率は、各 CAPTCHAを 80回攻撃したう
ち、追跡成功時間が閾値以上になった回数の割合である。ボッ
トによる追跡開始までの時間は、実用性についての実験同様
に追跡開始となるまでの時間である。
閾値を 7～9秒に設定した時のボットによるCAPTCHA突

破率を、先行方式と本提案方式それぞれ、図 5、図 6に示す。

図 5. ボットによる先行研究の CAPTCHA突破率 1

図 6. ボットによる提案 CAPTCHA突破率 2

先行研究の CAPTCHAでは、CAPTCHA突破率が閾値 7

の時に 85 ％、閾値 8 の時に 76 ％という高い割合になった。
一方提案 CAPTCHA では、閾値 7 以上の時は CAPTCHA

突破率は軒並み 10％を下回り、閾値 8以上では 4％以下とい
う結果になった。また、ある一定の透明度を下回ると、ボット
の追跡が外れてしまうことがあった。このことから、このよ
うな結果となった理由としては、提案手法のオブジェクトが
一定時間で透明度を変えるものとなっていたからだと考える。
以上の結果から、先行研究の CAPTCHAはボット耐性が

低く、提案手法はボット耐性が高いと考える。

5. まとめ

本研究では、従来の CAPTCHA方式はモバイルデバイス
にうまく適合できず、ユーザの利便性を損なう問題に着目し、
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、実用性について検討を行った。先行方式と本提案方
式を比較するために、モバイルデバイスでの対照実験を行い、
また、ボット耐性についての実験を行った。実験の結果、提案
手法のモバイルデバイスでの人間の成功率は比較的高く、所
要時間については安定化のために改善する必要があることが
わかった。SUSを用いたアンケート調査を行った結果、提案
手法は平均スコアを超えたが、先行研究の CAPTCHA を上
回ることはできなかった。ボット耐性については、先行研究
の CAPTCHA と比べて、ボットによる CAPTCHA 突破率
は非常に低い値となった。
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今後の課題として、多くの人間が使いやすいようにシステ
ムを改善する必要がある。また、meanShift 法以外のアルゴ
リズムを用いたボットによる追跡や、機械学習などを用いて、
より高度化したボットによる攻撃について検証していかなけ
ればならない。
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修士論文題目一覧

明 石　 湧 佑 環 境 系 コ ー ス (A) シュードモナス属細菌由来のビフェニルジオキシケナーゼのパラ置換ビ
フェニルに対する作用機構の解明

池 田　 寛 志 環 境 系 コ ー ス (A) 有機色素－ゲルマニウムポルフィリン共吸着型酸化チタン電極を用いた光
燃料電池の開発

市 側　 大 稀 環 境 系 コ ー ス (A) 酸化水酸化鉄および Mg-Al 系層状複水酸化物を内包したポリアクリルアミ
ドクライオゲルによる水中からのヒ素 (V) の吸着除去

岩 下　 貴 哉 環 境 系 コ ー ス (A) 水溶化を目的としたエチレングリコール置換フロリン誘導体の合成

岩 瀬　 巧 環 境 系 コ ー ス (A) 難水溶性薬物・消化ペプチド複合体の分散状態を支配する構造的要因の解
明

上 園　 英 知 環 境 系 コ ー ス (A) 軸配位アミノ基を有するリンポルフィリン錯体の蛍光特性とその pH 応答性

内 山　 勇 輝 環 境 系 コ ー ス (A) Claisen 転位を用いたゲラニカルコン誘導体の合成

大 谷　 侑 平 環 境 系 コ ー ス (A) ビフェニル /PCB 分解性細菌 Pseudomonas putida の安息香酸分解系遺伝子
の機能解析

鹿 屋　 京 平 環 境 系 コ ー ス (A) 有機溶媒代替としての活性炭の応用と Ni, Co の分離特性

川 﨑　 遼 太 環 境 系 コ ー ス (A) 粘土ナノシート上に吸着したカチオン性ゲルマニウムポルフィリン錯体の
光化学挙動の解明

菊 池　 高 弘 環 境 系 コ ー ス (A) 超原子価ヨウ素化合物を利用するアビエタ -8,11,13- トリエン誘導体への
位置選択的官能基導入反応

清 田　 雄 智 環 境 系 コ ー ス (A) イソエポキシプテリキシンから天然物由来アンギュラー型ジヒドロ ピラノ
クマリン類への変換

児 玉　 悠 太 環 境 系 コ ー ス (A) セルロース I型複合体結晶におけるゲスト分子の脱離挙動

小 山　 貴 生 環 境 系 コ ー ス (A) 塩酸系からの Au(III) の分離回収を指向した新規エーテル抽出試薬の開発

櫻 井　 優 樹 環 境 系 コ ー ス (A) 調節因子の存在下で自己組織性を変える短鎖ペプチドの開発と薬物担体と
しての利用

佐 藤　 加 奈 環 境 系 コ ー ス (A) リン水素化ポルフィリン錯体の合成とその光増感作用

篠 原　 丈 明 環 境 系 コ ー ス (A) 軸配位子にアルキル二本鎖を有するリンポルフィリンのリポソームとの複
合化

月 俣　 隆 世 環 境 系 コ ー ス (A) Pseudomonas sp. LLC-1 株の芳香族バイオマスの分解に関与する遺伝子の構
造と機能の解析

福 田　 達 朗 環 境 系 コ ー ス (A) ピーマン種子由来ステロイド配糖体の分離と抗菌活性

森 元　 真 悟 環 境 系 コ ー ス (A) Clostridium beijerinckii による米糠からの水素生産

山 口　 大 介 環 境 系 コ ー ス (A) 界面ゲル化法による有機相内包アルギン酸マイクロカプセルの調製

山 田　 健 介 環 境 系 コ ー ス (A) 焼却灰培地で培養したChlorella vulgaris の藻体を培地成分として用いる
水素生産

山 本　 隆 司 環 境 系 コ ー ス (A) ビフェニル /PCB 分解性シュードモナス属細菌の安息香酸分解系遺伝子の調
節に関する研究　

米 田　 涼 一 環 境 系 コ ー ス (A) Chlorella vulgaris による焼却灰培地での効率的脂質生産

若 松　 あ む 環 境 系 コ ー ス (A) 組成の異なる FeY 磁性微粒子の調製と As, Se の吸着機構の解明

井 野　 椋 太 環 境 系 コ ー ス (B) ラテックス改質速硬コンクリートの補修効果に関する基礎的研究

金 山　 祐 太 環 境 系 コ ー ス (B) 宮崎県耳川流域における分布型流出モデルを用いたダム通砂運用の評価

河 内　 敬 祐 環 境 系 コ ー ス (B) 石炭灰添加による有機系廃棄物のメタン発酵促進効果に関する研究

佐 藤　 宏 紀 環 境 系 コ ー ス (B) 多視点画像解析を用いたインフラ点検手法に関する基礎的研究

軸 丸　 淳 史 環 境 系 コ ー ス (B) 凝集・泡沫濃縮法を用いた環境水からの微生物 DNA の回収と病原性細菌の
高感度検出

白 坂　 厚 大 環 境 系 コ ー ス (B) 宮崎県耳川水系における流況と土砂動態変化が河川生態系に及ぼす影響

田 口　 弘 平 環 境 系 コ ー ス (B) 耐候性鋼橋梁の現状調査と健全度評価手法に関する研究

武 政　 和 成 環 境 系 コ ー ス (B) アクティビティに基づくライドシェアの評価モデル

西 村　 恵 美 環 境 系 コ ー ス (B) 自然河川の最上流域で検出された薬剤耐性菌の遺伝子型解析による汚染源
の推定

宮 下　 祐 生 環 境 系 コ ー ス (B) 薬剤添加による石炭主灰中ホウ素の溶出抑制機構の推定

宮 園　 昂 環 境 系 コ ー ス (B) 宮崎海岸の養浜施工が前浜の土砂分布に及ぼす影響

秋 田　 裕 紀 エネルギー系コース（C） tBGe を原料として作製した Si(001) 基板上 Ge 薄膜の電気特性評価

石 塚　 史 典 エネルギー系コース（C） 量子ドットにおけるフォトルミネッセンスピークエネルギーの特異な温度
依存性と励起光強度の関係性
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上 田　 大 貴 エネルギー系コース（C） 意図的に N分布を変化させた GaAsN 薄膜の電気特性評価

大 和 田　 柳 エネルギー系コース（C） イオン -ヘリウム衝突における電離過程の理論的研究

岡 村　 省 吾 エネルギー系コース（C） 突発天体の自動可視光観測システムの再構築

奥 本　 知 記 エネルギー系コース（C） 屋外における高精度太陽電池温度計測法の確立

尾 前　 翔 太 エネルギー系コース（C） X 線照射によるホウリン酸塩蛍光体中のサマリウムイオンの価数変化

金 子　 翔 一 エネルギー系コース（C） GaAs/Si(001) の歪みと結晶性に対するレーザーアニールの影響評価

神 門　 雅 也 エネルギー系コース（C） 光センシング用パターン基板上広帯域光源の研究 

川 島　 伶 太 エネルギー系コース（C） 廃ガラスを原料とした白色発泡ガラスによるアルベド向上および防草効果
の太陽光発電への応用

合 田　 拓 矢 エネルギー系コース（C） 中性粒子ビームエッチングを用いて作製した無欠陥 Si ナノピラー構造の光
学的特性評価

髙内　健二郎 エネルギー系コース（C） 集光照射下の Si 基板における光励起キャリア濃度の非線形的な増加要因

竹内　麻奈人 エネルギー系コース（C） アンチモン化合物半導体の結晶成長と電子物性評価

日 髙　 幸 希 エネルギー系コース（C） MAXI 搭載 GSC を用いた Be/X 線連星のスペクトル解析

福 田　 昂 平 エネルギー系コース（C） Ｘ線 SOI-CMOS 素子のイベント駆動読出しの評価および改良

藤 原　 由 生 エネルギー系コース（C） Ⅲ -V 族、IV 族集積デバイスのための有機金属気相成長法の研究

別 府　 達 彦 エネルギー系コース（C） Ｘ線天文衛星すざくのバックグラウンド推定の新手法の開発と適用効果の
評価

本 田　 大 悟 エネルギー系コース（C） Ｘ線天文衛星 Chandra によるカニ星雲の構造の長期時間変動の観測的研究

松 田　 真 輝 エネルギー系コース（C） 高ドープ基板上に成長させた無添加 Si エピタキシャル膜の光学的特性評価

宮路　祥太朗 エネルギー系コース（C） 牧草の生育状況と栄養分析を可能にする光センシング技術の開発

宮島　朔太郎 エネルギー系コース（C） 表面電位計を用いた太陽電池モジュールの非接触性能評価

山 形　 勇 也 エネルギー系コース（C） 中赤外波長帯デバイスのための超格子、クラッド層結晶成長技術の研究

結 城　 正 也 エネルギー系コース（C） 逆格子マッピングを用いた GaAsSb/GaAs(001) の格子緩和異方性の評価

湯 越　 大 輔 エネルギー系コース（C） 電気化学セルを用いた水電解水素生成に水質がおよぼす影響

魯　 家 男 エネルギー系コース（C） 超格子太陽電池のキャリア輸送メカニズムに対する歪緩和層挿入の効果

若 城　 玲 亮 エネルギー系コース（C） MOVPE 法で作製した層厚の異なる InAs/GaSb 超格子の光学特性評価

和 田　 季 己 エネルギー系コース（C） ラマン分光法による窒素分布の異なる GaAsN 薄膜のアニール効果

池 田　 佑 允 エネルギー系コース（D） CVT ケーブルの劣化位置標定に関する応用研究

今 村　 颯 介 エネルギー系コース（D） 3D カメラを用いた牛の BCS 評価システムに関する研究

大 坪　 知 樹 エネルギー系コース（D） 逐次比較型 ADC の変換誤差低減手法に関する研究

小 山　 洋 平 エネルギー系コース（D） チャープ状屈折率を持つフォトニック結晶導波路における光パルス伝搬の
数値的検討

金 山　 和 樹 エネルギー系コース（D） パルス光を照射した太陽光発電システムの過渡応答特性

上 村　 誠 エネルギー系コース（D） フォトニック結晶ファイバにおける閉じ込め効果の数値解析

川 口　 翔 大 エネルギー系コース（D） ポリマー材料表面の放電現象とポリマー機器の経年劣化評価に関する研究

川小根 光輝 エネルギー系コース（D） エポキシ樹脂中の球状ボイドで生じる部分放電の温度依存性に関する研究

川 畑　 諒 馬 エネルギー系コース（D） 自己発振型 LDO レギュレータの設計

北　 尚 平 エネルギー系コース（D） ストリング電流を用いた太陽電池アレイのオンライン故障診断手法の開発

黒 木　 竜 海 エネルギー系コース（D） 小規模熱電発電システムを用いた新たな MPPT 制御法の実証に関する研究

髙 松　 聖 之 エネルギー系コース（D） 画像処理を用いた牛の個体識別に関する研究

田 原　 麻 衣 エネルギー系コース（D） 素子分割によるばらつき低減効果に関する考察

土田　潤一郎 エネルギー系コース（D） 誘電体バリア放電を用いたマンゴー軸腐病の防除に関する研究

野 村　 政 宗 エネルギー系コース（D） 数値人体モデルを用いた並列電流解析手法の高性能化

日 髙　 翔 太 エネルギー系コース（D） 次世代移動通信で用いられる周波数帯における人体及び簡易部屋モデルの
数値的検討

平 田　 哲 也 エネルギー系コース（D） 発情前兆行動および乗駕行動の検知手法に関する研究

藤 脇　 敬 士 エネルギー系コース（D） ゼロ温度係数点を用いた参照電圧源回路の設計

渕 上　 一 輝 エネルギー系コース（D） 真空紫外光照射によって誘起される有機ポリマーの光脱離現象に関する研
究

三 谷　 友 倫 エネルギー系コース（D） 配電線における事故点検知システムの開発

南　 英 佑 エネルギー系コース（D） シリコーンゴム外被材の絶縁性能の評価と劣化診断手法に関する研究

村 上　 裕 哉 エネルギー系コース（D） 並列有限要素法に基づく大規模双曲型偏微分方程式解法の統一的構築
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吉 田　 秋 央 エネルギー系コース（D） 低消費電力，小チップ面積完全ディジタル周波数同期回路に関する研究

阿 部　 慶 司 機械・情報系コース（E） プロトン伝導性セラミック燃料電池の電解質添加元素と発電特性の関係

伊 東　 雅 浩 機械・情報系コース（E） 矩形波入力による高効率ワイヤレス給電の制御について

古 藤　 好 美 機械・情報系コース（E） 学習機能をもつ物体追跡手法を用いた複数豚追跡に関する研究

塩 月　 海 渡 機械・情報系コース（E） プロトン伝導性酸化物 /金属コンポジット型水素分離膜の開発

清 水　 翔 平 機械・情報系コース（E） 回転移動する対象物の位置と速度の制御

鈴 木　 ま ゆ 機械・情報系コース（E） スイッチング回路の無矛盾数理モデルについて

高 以 耒　 秀 機械・情報系コース（E） 不整地における平衡保持移動を目的とした折脚型形状可変クローラ機構と
制御手法

田 島　 祐 介 機械・情報系コース（E） 家庭菜園を目的とした耕作機器の耕深機構と制御手法

時 枝　 幸 輝 機械・情報系コース（E） 豚の自動ソーティングシステムの開発

中 瀬　 広 崇 機械・情報系コース（E） 透明なフラットパネルを用いた立体表示手法

西 山　 徳 観 機械・情報系コース（E） 非駆動ジョイントをもつ多関節マニピュレータの制御

原 口　 直 己 機械・情報系コース（E） ばね要素をもつマニピュレータの最適制御

原 田　 佳 彦 機械・情報系コース（E） GIS データと仮想環境を用いた UAV 運用支援システムに関する研究

樋 口　 勇 生 機械・情報系コース（E） プロペラ振り子型ベランダ把持壁面移動装置の研究

宮 原　 功 武 機械・情報系コース（E） VR 環境下での手の仮想化システムの開発

宮 村　 嶺 平 機械・情報系コース（E） チタン－スズ複合酸化物への Pt 系触媒の担持と酸性および塩基性条件下で
の酸素還元活性

室 園　 渉 機械・情報系コース（E） 機械学習を用いた笑顔画像の真偽分類

芦 浦　 昂 機械・情報系コース（E） BLE タグを用いた養豚用モニタリングシステムの構築とエリア選択・カウン
ト（ASC）手法

吉 田　 千 香 機械・情報系コース（E） 圧電素子を用いた心拍・呼吸・体動計測システムの開発とその応用

安在　晋太郎 機械・情報系コース（F） ビームダウン式太陽集光装置のための発電用エンジンの開発

今井　賢一郎 機械・情報系コース（F） ２層吹き出し時間変動せん断層による乱流発展

岩 崎　 勇 斗 機械・情報系コース（F） GFRP/clay セラミックスの強度特性 

岸 田　 利 久 機械・情報系コース（F） 高電圧衛星バス直接駆動を行う大電力アークジェット推進機の研究

島 名　 勇 輔 機械・情報系コース（F） 手腕振動障害の発症リスク軽減に向けた手持ち振動工具の開発

周　 志 雲 機械・情報系コース（F） フェロニッケルスラグを細骨材に用いたモルタル円筒ブロックの蓄熱特性
評価

田 代　 周 機械・情報系コース（F） 低 Re 数領域における自由噴流の流れ特性に関する研究

田 中　 絢 子 機械・情報系コース（F） Silica/clay セラミックスにコケを貼り付けた緑化材の開発

田 端　 佑 真 機械・情報系コース（F） 周期的加熱を受ける不均質はりの非定常熱応力

中 道　 康 貴 機械・情報系コース（F） ランキング形式による構造損傷評価法に関する研究

原 口　 大 地 機械・情報系コース（F） レーザ加熱によりスロットリングを実現するマイクロスラスタの研究

日 高　 陽 美 機械・情報系コース（F） 研削工具の製作に関する研究－砥粒配置法についての検証－

房 村　 隆 斗 機械・情報系コース（F） 新しい研磨工具による基板材料の加工に関する研究―研磨工具による加工
特性への影響―

前 田　 順 登 機械・情報系コース（F） ビームダウン式太陽集光装置のための蓄熱レシーバ装置の効率向上に関す
る研究

山 内　 雄 介 機械・情報系コース（F） 電気推進機の推力測定精度の向上に資するサーマルドリフトの抑制と周波
数特性の向上

山 口　 剛 範 機械・情報系コース（F） ディスクグラインダの振動抑制技術に関する研究

山 本　 大 地 機械・情報系コース（F） Ni-W 電着工具の製作に関する研究―ポンプ攪拌による効果―

吉 川　 秀 典 機械・情報系コース（F） 機械要素の曲げ疲労強度評価に関する研究

渡 辺　 拓 哉 機械・情報系コース（F） 粉体を燃料とするハイブリッドマイクロスラスタの研究

臼﨑　翔太郎 機械・情報系コース（G） リアルタイム性を考慮したエントロピーベース DDoS 攻撃検知手法の提案

岡　 和 寿 機械・情報系コース（G） SRGAN の３次元モデル超解像への拡張

岡 﨑　 浩 佑 機械・情報系コース（G） 一般環境下でのマウスの識別と追跡

荻 原　 弘 樹 機械・情報系コース（G） Collaborative Mean Attraction 法による一般画像分類

島　 直 也 機械・情報系コース（G） XRISM 衛星搭載軟Ｘ線撮像検出器 SXI の地上試験ソフトウェアの開発

坪 井　 遼 機械・情報系コース（G） VR を用いた不気味の谷越えに向けてのリアリティの追求に関する研究

富 田　 旋 機械・情報系コース（G） プロジェクト・スケジュールの遅延リスク耐性評価方法の提案
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花 井　 俊 介 機械・情報系コース（G） 階層的な情報表現を獲得する自己組織化モデル

平田　木乃美 機械・情報系コース（G） ヘッドマウントディスプレイと Web カメラを用いた眼位検査システムの開
発

堀　 将 道 機械・情報系コース（G） バーチャル技術を用いた観光支援アプリケーションに関する研究

森　 敬 介 機械・情報系コース（G） 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 の実装と評価

吉 田　 雅 也 機械・情報系コース（G） 補助学習を用いた階層化方策勾配法による強化学習の学習効率改善

𠮷 村　 衛 機械・情報系コース（G） コミュニケーション形態の違いによる効率的な組織構造
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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

Zainul            Abidin ( 物質・情報工学専攻 ) Study on High Performance Instrumentation Amplifier for Biological Signal 
Processing 
（生体信号処理のための高性能計装アンプに関する研究）

Angger Abdul Razak ( 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 ) Study on Gaze Estimation Method using Analysis of the Electrooculogram Signals 
and the RGB-D Sensor 
( 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。 

宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程
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