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野菜ジュースカプセルを用いたカタラーゼ活性を視覚化した
体験教材の開発
菅本

和寛 a)

Development of Teaching Materials for Visualization of Catalase
Activities Using Encapsulated Vegetable Juice
Kazuhiro SUGAMOTO
Abstract
The purpose of this study is to develop teaching materials for visualization of catalase activities. In this study, I
present a comparison of catalase activity in different encapsulated vegetable juices. Several vegetable juice
capsules were easily prepared from sodium alginate and calcium chloride. The catalase activit y of vegetable juice
capsules can be compared by measuring the floating time in H 2O2 solution.

Keywords: Teaching material, Catalase activity, Vegetable juice, Encapsulation
1. はじめに

2. 実験
2.1 試薬

カタラーゼはヘムタンパク質の一種であり、過酸化水素

野菜の切れ端（5 cm 角ぐらい）
，1%アルギン酸ナトリ

を分解して水と酸素に分解する反応(2H2O2→2H2O+O2)の

ウム水溶液，20%塩化カルシウム水溶液，5%過酸化水素

触媒となる酵素で，嫌気性細菌を例外として，生物体に広

水

く分布する。高等学校理科用生物基礎の教科書は、ブタの
肝臓、ダイコン片、酸化マンガンを用いて、過酸化水素を

2.2 器具

分解する実験が紹介されている。この実験方法は、発生す

10 cm3 ホールピペット、10 cm3 メスピペット、100 cm3

る酸素の量を視覚で比較する実験であり、酸素発生量を定

ガラスメスシリンダー、プラスチックコップ、2 cm3 駒込

量的に比較するのは困難である。カタラーゼを用いた過酸

めピペット、5 cm3 駒込めピペット、茶こし、温度計、ガ

化水素の分解の実験は，身近な素材で酵素の作用を学習で

ラス棒、カーゼ、薬包紙

きるため，種々の実験方法が提案されている。例えば野菜
を使ってフィイルムケースを飛ばす実験 1)、野菜を使った
オキシドールの分解を注射器の中で行い、酸素を発生させ
る実験 2)、牛肝臓カタラーゼに対する金属イオンの活性抑
制効果を調べる実験 3）、野菜のカタラーゼ中の鉄イオンの
役割を調べる実験 4）、などがある。今回，紹介する実験は、
アルギン酸カルシウムのゲルカプセルに封じ込めた野菜

2.3 実験方法
1) 野菜をおろし金ですりおろし、ガーゼ用いてプラスチ
ックコップにこして、野菜ジュースをつくる。
2) 野菜ジュース 2 cm3 と 1%アルギン酸ナトリウム 6 cm3
を 10 cm3 メスピペ
ットで新しいプラ

に含まれるカタラーゼ活性を視覚化し、容易に比較できる

スチックコップに

実験である。この方法は、身近な材料を使って容易に実験

とり、混合する。

でき、野菜に含まれるカタラーゼの量を簡単かつ楽しみな

3) 2)の溶液を駒込

がら比較できる実験である。

ピペットでとり、
20%塩化カルシウ
ム水溶液の入った
ビーカーにビー

a)環境応用化学科准教授

カーを回しなが

図１. 調製した野菜ジュースカプセ
ル.
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ら滴下し、野菜カプセルをつくる。

便かつ楽しみながら実験できる。また再現性も良く、温度

4) 野菜カプセルを茶こしですくい、薬包紙の上に取り出

の変化による活性の違いも良く観察できる。特殊な装置な

す(図１) 。

どを使わないため、高等学校だけでなく小学校や中学校で

5) 100 cm3 メスシリンダーに 90サツマイモ
cm3 の水を入れ、5%過酸

も気軽に実施可能であり、実験教室等で実施する良いデモ

ニ ガ 100
ウ cm3
化水素水溶液 10 cm3 をホールピペットを用いて

ンストレーション用の教材になると考える。

メスシリンダーに加え、ガラス棒で軽くかき混ぜる。
温度
リ
計で水溶液の温度を測る。

参考文献

6) 数種類の野菜で作成した野菜ジュースカプセルを入れ、
1)

時計を見てスタート時刻を記録する。
7)野菜ジュースカプセルの周りに酸素が発生し、
ニ 気泡とな
ガウ
り付着し、野菜ジュースカプセルが浮き出す。野菜カプセ
リ

ルが 100

cm3

メスシリンダーの水面まで浮き上がった時点

を到着時刻として記録する。
8) メスシリンダーに入れる水の温度を変えて同様の実験
を行う。

3. 実験結果および考察
野菜のカタラーゼ活性は野菜の部位による違いがある
2)ため、野菜の頭部を用いて野菜ジュースカプセルを調製

した。温度を変えて野菜ジュースカプセルの到達時刻を各
2 回測定した結果を表２にまとめた。今回の実験はカプセ
ル内のカタラーゼがメスシリンダー内の過酸化水素を分
解し発生した酸素がカプセル表面に付着し、カプセルがメ
スシリンダーの上面まで浮き出す現象を利用しており、野
菜のカタラーゼ活性を視覚で比較できる。再現性は高く野
菜の違いによるカタラーゼ活性の比較は可能であった。
16 ℃では野菜カプセルの到達時間は野菜により大きく
異なった。到達時刻はサツマイモ＜ニンジン＜ナス≦ニガ
ウリの順で速かった。この順に野菜に含まれるカタラーゼ
量が多いと考えられる。42 ℃では全てのカプセルの到達
時刻が 16 ℃の時より速くなり，この温度でカタラーゼの
活性が向上したと考えられる。71 ℃では全てのカプセル
が浮上せず，この温度でカタラーゼが失活したと考える。
表１

各温度における野菜カプセルの到達時間

野菜

各温度での到達時間 (秒)
16 ℃

42 ℃

71 ℃

サツマイモ

157

173

94

111

―a)

―a)

ナス

566

635

312

356

―a)

―a)

ニンジン

431

448

196

206

―a)

―a)

ニガウリ

601

633

374

400

―a)

―a)

a)

到達しなかった.

4. 結論
今回紹介した野菜ジュースカプセルを使ったカタラー
ゼ活性の比較は、カタラーゼ活性を視覚化することで、簡

2)
3)
4)

山田 ふしぎ: ガリレオ工房おもしろ実験クラブ 13,
ポプラ社, 1999.
出村 まさみ: ”野菜を使ってオキシドールを分解しよ
う”, 化学と教育, Vol.43, p.217, 1995.
桝谷 英樹: ”金属イオンによる牛肝臓カタラーゼ活性
の抑制”, 化学と教育, Vol.52, p.547, 2004.
山根 平太郎, 中尾 安男, 山下 伸典: “カタラーゼ中
の鉄(II)イオンの役割を理解できるための教材化に関
する研究”, 化学と教育, Vol.43, pp.46-49, 2003.
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Analysis of Bus Performance and Road Perception Based on Transit
User Perspective on Ferry Usage
- A Case Study at Ferry Port from North Buton Regency to Kendari
Municipal Muhammad Awaluddin THAMRINa), Hisroshi SHIMAMOTOb), Heru Purboyo Hidayat PUTROc)
Abstract
Public transport system is a part of transportation system in a region and improving the efficiency of public
transport system means not only to improve the quality of but also economic and environment life in the region. The
purpose of this study are to 1) show important indicators performance for ferry bus and road perception based on user
transit opinion and 2) analyze the relationship and effect with ferry usage in undeveloped area.
Location of this study is in the North Buton Regency and 206 questionnaire respondents obtained. Analysis of
data acquired using SEM PLS with SmartPLS 3.0 software. Based on the analysis, the main indicators for bus
performance are personal security on board, fare and service provided, goods security on board and cleanness of seat.
It also reveals that bus performance has influence on ferry usage and road perception to bus performance. This mean
that improving service on bus performance will increase number of ferry users and road improvement will attract users’
transit to preferred bus.

Keywords: Bus performance, SEM PLS, indicator performance
1. INTRODUCTION
Public transport system is a part of transportation
system in a region and improving the efficiency of
public transport system means not only to improve the
quality of but also economic and environment life in
the region. Thus, why the public transport system needs
to tackle environmental problems and social needs by
become more productive and attractive. Being referred
comparatively rarely 1), the problem of regional public
transport systems presents in every region, especially
in rural area with low density population connected to
urban area with high density population. One of the
problems in regional public transport system is the lack
of intermodal interchanges 2).
Public transport system is not only the best to
moving massive amount of people 3) but also goods and
other things efficiently in which affect many factors in
development of a country. Measurement process or set
of parameters specified for public transport service
started from the investment cost to obtain planned
objectives 4).
Improving the quality of service for public transport
system by analyzing the performance public transport
system quality and improving the performance itself
needed to upgrade transportation system according to
its own characteristics in services 5). The characteristics
of transportation systems are varying in many factors
a)Master Student, Graduate School of Engineering, Environmental
Course, University of Miyazaki, Japan
b)Associate Professor, Faculty of Engineering, University of
Miyazaki, Japan
c)Associate Professor, School of Architecture, Planning and Policy
Development, Institute Technology of Bandung, Indonesia

such as urban transport system and rural transport
system or in the developed country and developing
countries. For example, reducing the urban transport
system problems by improving the quality of public
transport service 6). With the several of urban transport
mode, the performance of public transport system
arranged to upgrade the quality of service while for the
rural transport system can be improving the transport
mode. The quality of transit system can drive away
people to use private vehicle and reducing the
congestion.
Caused by the impact of Indonesia region separated
by sea, the transport system in regional level area are
mostly consist of sea transport mode such as Ferry ship
and sea ship. Along with ferry port, the development of
road infrastructure also carried out to connect the port
with high density area. Ferry port can be utilized for
freight and passengers, truck for goods transport and
bus for passenger movement, mostly in remote area
provided by central government.
The focus of this study is to show important
indicators performance for Ferry Bus and road
perception based on user transit opinion then analyze
the relationship and effect with ferry usage in
undeveloped area. These important as to show the
performance of bus operated and road built by
government in undeveloped regency.
2. STUDY AREA
Ferry port from North Buton Regency to Kendari
Municipal located in Labuan Bajo, North Wakorumba.
It connects Buton island and Sulawesi island through
South Konawe Regency and most dense transit users
number compared with other ferry port or even sea ship.
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Figure 1. Location Of Study
Ferry port supported by bus to carried out passenger
from North Buton Regency and Bau bau Municipal.
From North Buton Regency, the bus start from
Kulisusu Subdistrict through South Kulisusu
Subdistrict, Bonegunu Subdistrict and Maligano
Subdistrict (Muna Regency) to North Wakorumba.
Road in Kulisusu Subdistrict provided by North Buton
Regency while in Bonegunu Subdistrict and Maligano
Subdistrict built by South East Sulawesi Province and
North Wakorumba road carried out by Central
Government.
3. RESEARCH METHODS
3.1 Primary data collection
Questionnaire conducted to collect data of
demographic attributes and transit users’ opinions. The
first section is for demographic attributes such as
gender, occupation, monthly income and vehicle
ownership. The second part is users’ perception on bus
performance. Next part is for road performance based
on the transit users’ opinion. Last part is for users’
perception to use ferry in the most of their journey next
time. Second part until fifth part use 5-point Likert
scale.
Secondary data was obtained in December 2019
and primary data were collected in March until April
2020 in ferry port from 206 bus passengers.
3.2 Data analysis
Structural Equation Modeling (SEM) was used to
analyze primary data. SEM Partial Least Square (PLS)
method with SmartPLS 3.0 software was used.
First part is analyzing users' characteristics and
distribution by using descriptive statistical method.
Second part is to collect users’ opinion on bus
performance in which start from Q1 to Q11. Q1 and Q2
are asking users’ opinion for cleanness of seat and
vehicle, Q3 and Q4 for security of personal and goods
on board, Q5 is for comfort opinion, Q6 to Q8 are for
service as comparison of fare and service, frequency of

run and easiness boarding to ferry, Q9 is for travel time
and Q10 and Q11 are for information about ferry
schedule and inspection of personnel on board. The
third part is Q12 to Q17 asking users’ perception on the
road. Q12 to Q14 are asking users’ satisfaction on 3
tracks in term they think the road is convenient for
them, while Q15 to Q17 are asking for the safety of 3
tracks in term of road safety facilities. Q12 and Q15
refer to Ereke - Laeya (track 1), Q13 and Q16 refer to
Laeya – Maligano (track 2) and Q14 and Q17 refer to
Maligano - Labuan Bajo (track 3). The last part is Q18
for asking the likelihood will users use ferry in the most
of their journey in the future.
Next step is drawing and analyzing the model in
SmartPLS 3.0. Analyzing steps are divided into two
section which are measurement model assessment and
structural model assessment. Measurement model
assessment will assess indicator reliability, convergent
reliability, internal consistency and discriminant
validity. Meanwhile, structural model will analyze
collinearity issues, significance and relevance of the
structural model relationship, level of R2, effect size f2
and predictive relevance q2.
4. DATA ANALYSIS AND RESULTS
4.1 Respondent attributes
Part one collects profile of survey respondent as
shown in table 1. Majority of respondents were male in
which mostly were 17 to 45 years old. Most of them
are farmer/laborer with no private vehicle ownership or
1 motorcycle ownership as shown in table 1. Following
with distribution of users’ transit opinion table 2.
Table 1. Profile of Respondents
Demographic Characteristics
Gender
Age

Occupation

Income

Vehicle

Male
Female
< 17
17-24
25-45
> 45
Student
Civil Servant/TNI/POLRI
Trader/Businessman
Farmer/Laborer
A retired person
Housewife
Other
<1 million
1–3 million
3-5 million
>5 million
Don't have

%
61,65
38,35
5,34
37,38
44,17
13,11
29,61
5,83
9,71
37,86
3,40
4,37
9,22
35,92
32,52
27,18
4,37
30,58
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Ownership

1 Motorcycle
2 Motorcycles
>2 Motorcycles
1 Car
2 Cars
> 2 Cars

Q18

29,13
15,05
16,02
8,25
0,49
0,49

SA

A

Cleanness of
seat

10,68
%

26,2
1%

35,44
%

16,99
%

10,6
8%

Q2

Cleanliness of
Vehicle

9,71%

24,7
6%

42,23
%

18,93
%

4,37
%

Q3

Personal
security on
board

21,84
%

38,3
5%

22,82
%

14,56
%

2,43
%

Q4

Goods
security on
board
Comfort on
board

13,11
%

37,8
6%

32,52
%

8,25%

8,25
%

12,62
%

27,6
7%

6,80%

44,17
%

8,74
%

Fare and
service
provided
Frequency of
runs

19,90
%

29,1
3%

20,39
%

25,24
%

5,34
%

4,37%

32,5
2%

37,86
%

25,24
%

0,00
%

16,50
%

11,1
7%

47,09
%

23,30
%

1,94
%

0,00%

23,30
%
47,09
%

42,72
%
12,62
%

15,5
3%
1,94
%

Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Easiness
boarding to
ferry
Travel time

D

SD

Information
about linier
schedule with
ferry
Inspection of
personnel on
board

13,59
%

18,4
5%
24,7
6%

18,93
%

15,0
5%

37,86
%

28,16
%

0,00
%

Satisfied on
track Ereke Laeya (track
1)
Satisfied on
track Laeya –
Maligano
(track 2)

4,37%

29,6
1%

48,06
%

17,96
%

0,00
%

0,49%

8,74
%

25,73
%

43,20
%

21,8
4%

Satisfied on
track
Maligano Labuan Bajo
(track 3)
Safety on
track Ereke Laeya (track
1)
Safety on
track Laeya –
Maligano
(track 2)
Safety on
track
Maligano Labuan Bajo
(track 3)

6,80%

54,3
7%

31,55
%

5,34%

1,94
%

21,36
%

11,6
5%

36,41
%

27,18
%

3,40
%

0,49%

6,31
%

33,98
%

32,04
%

27,1
8%

13,11
%

36,8
9%

47,09
%

1,46%

33,5
0%

17,48
%

13,59
%

16,5
0%

D=Disagree, SD=Strongly Disagree

Q1

Q5

N

18,93
%

SA=Strongly Agree, A=Agree, N=Neither Agree or Disagree

Table 2. Distribution of Users’ Transit Opinion
Question

Take ferry in
the most your
journeys in
the future

5

1,46
%

4.2. Bus Performance and Road Perception
Users transit were interviewed to express their
opinion on performance of bus, a scale ranges from 1
for strongly agree to 5 for strongly disagree.
From the table 3 shows that most of the
respondents rated below good for bus performance in
which mean of satisfaction rate is 2,83. More
specifically, only Q3 (Personal Security on Board) was
judged almost good (≥2), other items were considered
as near to neutral. Among the attributes, Q9 (travel
time) can be said almost dissatisfied.
Table 3. Bus Performance and Road Satisfaction
Rate

Indicator
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Overall Bus
Performance
Overall Road
Perception

Mean Variance
2,91
1,28
2,83
0,98
2,37
1,11
2,61
1,17
3,09
1,57
2,67
1,45
2,84
0,73
2,83
1,06
3,55
0,93
2,65
0,87
2,75
1,13
2,80
0,61
3,77
0,82
2,41
0,60
2,80
1,34
3,79
0,87
2,41
0,62
2,83

1,12

3,00

0,81

The satisfaction rate for bus performance rated as
less satisfied in which the mean shows higher than 2.
Road perception of users scored as normal as the mean
of all indicators nearly 3. In details, track 3 (Maligano
– Labuan Bajo) rated almost satisfied while track 1
(Ereke – Laeya) almost neutral and only track 2 (Laeya
– Maligano) rated almost dissatisfied.
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Based on the variance of the bus performance and
road perception can be showed that users’ opinion on
bus performance are more heterogeneous than road
perception. The average variance calculated for the
variance of all the bus performance rates is about 1,12,
while the corresponding average variance relating to
road perception is about 0,81. Q1 (clean of seats) is the
attribute rated in the most heterogeneous of bus
performance, while the less heterogeneous is Q10 (for
information about ferry schedule). In the road
perception rates, Q15(safety on track 2) valued as the
most heterogeneous way, and Q12 (satisfaction on
tracks 1 is the less heterogeneous way.

4.3. Measurement Model Assessment
Measurement model assessment mainly to assess
relationship between latent variable and indicators.
Reflective indicator loading indicates Item Reliability
in which show that indicator is a good measurement of
the latent variable as the value > 0.5 7). Average Varian
Extracted (AVE) present convergent reliability in value
> 0.5 by comparing proportion of variance explained in
factor analysis 8). To assess Internal Consistency,
Composite Reliability (CR) was used by measuring
latent variable reliability in which the value >0.7 9).
Cronbach’s alpha 10) and Rho_A in value >0.7 measure
latent variable reliability in term of all variables are
positively related to each other.

Figure 2. Measurement Model Analysis using
SmartPLS 3.0
As shown in table 4, AVE, CR, Cronbach’s Alpha
and Rho_A value indicates that latent variables are
reliable. The indicators in relation with each their latent
variable present value more than 0.5 which is described
as good measurement of latent variable except for
TravelTime item in which is below 0.5.
Next step in measurement model analysis is
Discriminant Validity that show subjective
independence of latent variable. Discriminant Validity
use Heterotrait-Monotrait (HTMT) to present ratio of
correlation as it will show below 0.9 11). The result of
Discriminant Validity by using HTMT shown in table
5.

Table 4. Measurement Model
Indicator

Item

Loading

AVE

CR

Rho_A

Cronbach's
Alpha

Bus
Performance

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

0.82
0.677
0.852
0.842
0.724
0.848
0.605
0.655
0.427
0.65
0.765

0.527

0.922

0.923

0.906

Road
Perception

Q12
Q13
Q14
Q15

0.79
0.762
0.552
0.885

0.579

0.89

0.877

0.851

Q16
Q17
Q18

0.761
0.777
1

1

1

1

1

Ferry Usage

Table 5. Discriminant Validity (HTMT)
Bus Performance

Ferry Usage

Road Perception

Bus Performance
Ferry Usage
Road Perception

0.837
0.82

0.626

4.4. Structural Model Assessment
Structural model analysis is performed to ensure
that the structural model is robust and accurate 12).
Collinearity assessment carried out by evaluating
tolerance and VIF values in which specifically the
inner VIF values. Significance and relevance of the
structural model relationship measure the relationship
between latent variable and also can be utilized to
assess hypothesis by statistical testing.

Figure 2. Structural Model Analyzing using
Bootstrapping SmartPLS 3.0
Bootstrapping is done for hypothesis testing by
estimating the spread, shape and bias of the sampling
distribution of the population drawn from 13).
Bootstrapping procedure with a resample of 5.000
suggested to assess β and the corresponding t-values 14).
In bootstrapping also produce R-Square (Coefficient
Determination) to measure the proportion of variance
in a latent endogenous variable in which explained by
other exogenous and denoted as a percentage 14). Then
present the Effect size (f2) to evaluate if the omitted
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indicator has a significance impact on the endogenous
indicator on the model. Predictive Relevance (q2) of
exogeneous indicators obtained through Blindfolding
procedure by omitting every n-th data point of
endogenous indicators for estimating the parameters
with the remaining data points 13).
Inner VIF values and R-square obtained through
PLS Algorithm. Table 6 shows that the values of
indicators value are not more than five that indicate no
strong indication of multicollinearity. While R-Square
presented in table 7 in which represent the amount of
variance in the endogenous variable explained by all of
the exogenous variable linked to it. R-Square measures
model predictive accuracy that range 0 to 1 to indicate
the level of predictive accuracy.

Relationship

Bus Performance ->

Std

Std

|t-value|ˆ

Decision

Beta

Error

0.829

0.066

12.492**

Accepted

0.745

0.022

34.453**

Accepted

-0.016

0.063

0.225*

Rejected

Ferry Usage
Road Perception ->
Bus
Performance

Ferry Usage

Ferry
Usage

Bus Performance

Road
Perception

2,225

Table 9. f2 and q2
Relationship
Bus

Ferry Usage
Road Perception

Table 8. Direct Relationships

Road Perception ->

Table 6. Inner VIF Values
Bus
Performanc
e

The result of direct relationship of structural
model presented in table 8, while the calculation
of direct relationship f2 and q2 showed in Table 9
and indirect relationship illustrated in table 10.

1

2,225

f²

q²

0.85

0.832853

95%CI LL

95%CU LL

0.716

0.935

0.709

0.78

-0.121

0.09

Performance
-> Ferry
Usage

Table 7. R-Square

Road

R Square
Adjusted
Bus Performance
0,55
0,548
Ferry Usage
0,666
0,663
The next step is significance and relevance of the
structural model relationship predictive by performing
bootstrapping direct effect result. Significance and
relevance of the structural model relationship obtained
from Path Coefficients for Sample Mean (Std Beta),
Standard Deviation (Std Error), T-Statistics (|t-value|ˆ)
and Confidence Intervals (95%CI LL and 95%CU LL).
Effect size f² evaluate the power of exogeneous
variable contributes to explaining a certain endogenous
variable in terms of R2 in which is obtained from
equation as:
R Square

f2 = (R2included - R2excluded) / (1 - R2included)
f2 obtained by estimating the PLS path model twice to
calculate the change in the R2. Second running of PLS
path model will 1 exclude exogenous variable which
are Bus Performance and Road Perception. Predictive
Relevance (q²) treated as same as f2 through
Blindfolding with equation as:

q2 = (Q2included - Q2excluded) / (1 - Q2included)

Perception > Bus
Performance
Road

-0.35294

-0.13833

Perception > Ferry
Usage

Table 10. Indirect Relationship
Relationship
Road
Perception > Bus
Performance
-> Ferry
Usage

Std Beta
0,618

Std
Error
0,055

|tvalue|ˆ
11,215

Decision
Accepted

95%CI
LL
0,515

95%CU
LL
0,696

5. DISCUSSIONS
5.1. Bus Performance and Road Perception
Perspective of users’ transit on bus performance
is not satisfied in which indicating that public transport
performance provides a convenient service5) and need
improvement. Only in personal security on board rated
almost good. Since the passenger do not need to leave
the bus along their journey. The other indicators judged
as below their expectation. Based on practical finding
in this study, the specification and facilities in bus can
be differ each trip. For example, comfort on board
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understood as air-conditioning in bus can be equipped
with or not. Only travel time rated as almost
dissatisfied as it took more than 8 hours to travel from
North Buton Regency to Kendari Municipal.
In term of road perception, bus users pose neutral
feeling along their journey in term of their comfort and
safety of driving and road safety facilities. Track 3
from Maligano to ferry port is rated almost satisfied by
bus users. This road constructed by central government
with high specification. Refer to the field survey, the
road use hot mix asphalt more than 75% in this track.
The track 2 that range from Laeya to Maligano is the
responsibility of provincial government in which rated
almost bad. The road condition in Maligano in which
cover about 50% in this track is extremely bad.
5.2. Effects of Bus Performance on Ferry Usage
Personal Security on board (Q3), Fare and Service
Provided (Q4), Goods Security on Board and
Cleanness of Seat (Q1) are observed variable with the
highest explanation 15) on bus performance. These four
indicators represent 42,75% weight of the sum of all
the weight while Inspection Personnel on Board (Q11),
Comfort on Board (Q5), Cleanness of Vehicle (Q2),
Easy Boarding to Ferry (Q8), Linier Schedule with
Ferry Ship (Q10) and Frequency of Run (Q7) have
considerable measurement on bus performance at total
51,82% weight of the sum of all the weight. Only
Travel Time (Q9) has the lowest weight to measure bus
performance at 5,43% of all weight.
Bus performance show positive effect on ferry
usage as not only carrying passengers but also
transporting goods. Specifically, in user transit side,
bus provide more convenient in seat and more spacious
for baggage. The price of bus ferry from North Buton
Regency to Kendari Municipal is cheaper than other
mode such as MPV car or private car.

5.2. Effects of Road Perception on Bus
Performance
All the indicators of road perception can be used
to explain their latent exogenous variable that each has
weighted at range around 17,66% of sum all weights.
On the other hand, satisfying on the track Maligano to
Labuan Bajo (Q17) in which just little higher than
value suggested as 0.5 7).
The relationship between road perception and bus
performance is positive which mean that road
perception has impact on bus performance. The better
condition in traveling, more comfort for the users. The
condition of road also can be a factor distract bus
potential users. Based on interview, passengers will
choose another transit mode such as MPV public car
when the rainy season caused by road condition in
Maligano become even worst and unsafe.
5.3. Effect of Road Perception on Ferry Usage
Road perception has no effect on ferry usage as
there are some alternative road rather than the 3 tracks

of bus route. From North Buton Regency to ferry port,
an alternative line available. This road is more
preferred for motorcyclist, private car and MPV public
car.
6. CONCLUSIONS
This study aims to analyzing the bus performance
indicators, road perception and ferry usage in the
context of undeveloped area. Bus performance and
road perception in the route of bus based on this study
are not providing good service. The main indicators for
bus performance are Personal Security on board, Fare
and Service Provided, Goods Security on Board and
Cleanness of Seat. For road perception along bus track,
the all indicators are good measurement except
satisfying on track Maligano – Labuan Bajo.
Positive relationship between bus performance to
ferry usage and road perception to bus performance
showed on the analysis. This mean that bus operated by
state-owned enterprise and subsidized by central
government need to get treatment to be improved in
service provided. Thus, the number of ferry users will
increase and improve the economy in the region. Road
perception also has a positive association with bus
performance in which road improvement needed and
part of local government responsibility.
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Abstract
Because Indonesia is geographically located in a naturally disaster-prone region, it faces potential threats of
disaster, such as earthquakes, volcanic eruptions, floods, landslides, tsunami, etc. The paradigm of dealing with
natural disasters has changed from a humanitarian and relief response to a disaster risk reduction approach. In 2013,
the Yogyakarta Municipality government started to develop a Disaster Resilient Village (DRV) program as a means
of reducing disaster risk based on the community itself. Some of the first designated DRVs were Lobaningratan and
Prawirodirjan Village.
Understanding the sustainability of the program is important. A sustainable program will ensure the continuity
of its benefit to the community. This paper aims 1) to identify variables that contribute to the sustainability of the
Disaster Resilient Village program and 2) to assess the sustainability of the Disaster Resilient Village program.
The analysis confirmed 7 latent variables and 27 indicator variables that significantly contribute to the
sustainability of the DRV program in Lobaningratan and Prawirodirjan Village. The largest contribution was Program
Evaluation (PE) with 92.8%. Almost all latent variables have a high average score of sustainability except Funding
Stability, which has a fair average score. The overall score is also considered high.

Keywords: Disaster risk reduction, community-based, program sustainability
1. INTRODUCTION
The geographical position of Indonesia has
placed it as one of the natural disaster-prone regions.
Indonesia is an archipelagic country located in the
“Ring of Fire” where three large plates of the world
meet, namely the Indo-Australian Plate, the Eurasian
Plate, and the Pacific Plate. Those conditions cause
Indonesia to face several potential threats of disaster,
such as earthquakes, volcanic eruptions, floods,
landslides, tsunami, etc.
In recent years, there has been a major shift in
stakeholders’ attitudes and behaviors towards dealing
with natural disasters. In the past, more emphasis was
placed on humanitarian responses and relief activities.
Today, there is increasing recognition of risk and
vulnerability as crucial elements in reducing the
negative impacts of hazards, and it is essential to the
achievement of sustainable development.
In 2013, the Yogyakarta Municipality
government started to develop a Disaster Resilient
Village (DRV) program as a means of reducing
disaster risk. As of 2018, they have formed 100
Disaster Resilient Villages. The DRV program is one
of the disaster risk reduction programs based on
communities themselves. In Disaster Resilient
Villages, communities are actively involved in
reviewing,
analyzing,
handling,
monitoring,
evaluating, and reducing disaster risks in their area,
a)
b)
c)
d)
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especially by utilizing local resources to ensure
sustainability.
Lobaningratan Village was one of the first
villages to be designated a Disaster Resilient Village
(DRV) in the Yogyakarta Municipality in 2013. A
year later, the village of Prawirodirjan received the
same designation. Due to the new regulation
regarding the establishment of village management
issued by local government in 2018, the DRVs of
Lobaningratan and Prawirodirjan have been merged
into the Prawirodirjan DRV.
Project sustainability means the capacity of a
project to continue to deliver its intended benefits
over a long period of time1) (Bamberger and Cheema,
1990). Understanding the variables that contribute to
program sustainability is crucial for the improvement
and replication of the program elsewhere. Therefore,
the purposes of this paper are: (1) to identify
variables that contribute to the sustainability of the
Disaster Resilient Village program and (2) to assess
the sustainability of the Disaster Resilient Village
program.
2. STUDY AREA
Lobaningratan and Prawirodirjan are two
densely populated villages located in Prawirodirjan
Sub-district, Gondomanan District, Yogyakarta City.
Lobaningratan Village consists of 4 community units
(Rukun Warga) and 13 neighborhood units (RT).
Meanwhile, Prawirodirjan Village consists of 8
community units (Rukun Warga) and 30
neighborhood units (RT).
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3. METHODOLOGY

Latent variable

3.1 Sampling
The data used in this study are primary data
from the field survey given to respondents involved
in the DRV program. The number of samples in this
study is 150 respondents. This refers to Hair et al.,
(2010) which states that a sample should preferably
be more than 100 for factor analysis to proceed. The
data collection was carried out from April–May 2020.
The questionnaire uses a five-point Likert scale
to measure the perceptions of respondents to the
proposed statement. The scale includes Strongly
Disagree (SD) = Score 1, Disagree (D) = Score 2,
Neutral (N) = Score 3, Agree (A) = Score 4, and
Strongly Agree (SA) = Score 5.

Program
Evaluation
(PE)

3.2 Research variable
Research variables used in this study consist of
8 latent variables and 40 indicator variables. These
variables were taken from the Program Sustainability
Assessment Tool (PSAT) introduced by Luke et al.,
(2014)4).
Table 1. Research variables.
Latent variable

Political Support
(PS)

X1

Political champions advocate for the
program

X2

The program has strong champions
with the ability to garner resources

X3
X4

Funding
Stability
(FS)

The program has strong advocacy
support

X6

The program exists in a supportive
state economic climate

X7

The program implements policies to
help ensure sustained funding

X8

The program is funded through a
variety of sources

X9

The program has a combination of
stable and flexible funding

X10

The program has sustained funding

X12

Organizational
Capacity

Program
Adaptation
(PA)

The program has political support
within the larger organization
The program has political support
from outside of the organization

X5

X11

Partnerships
(P)

Indicator variable

Diverse community organizations are
invested in the success of the program
The program communicates with
community leaders

X13

Community leaders are involved with
the program

X14

Community members are passionately
committed to the program

X15

The community is engaged in the
development of program goals

X16

The program is well integrated into
the operations of the organization

X17

Organizational systems are in place to
support various program needs

Communications
(C)

Strategic
Planning
(SP)

Indicator variable
X18

Leadership effectively articulates the
vision of the program to external
partners

X19

Leadership efficiently manages staff
and other resources

X20

The program has adequate staff to
complete the program’s goals

X21

The program has the capacity for
quality program evaluation

X22

The program reports short-term and
intermediate outcomes

X23

Evaluation results inform program
planning and implementation

X24

Program evaluation results are used to
demonstrate successes to funders and
other key stakeholders

X25

The program provides strong evidence
to the public that the program works

X26

The program periodically reviews the
evidence base

X27

The program adapts strategies as
needed

X28

The program adapts to new science

X29

The program proactively adapts to
changes in the environment

X30

The program makes decisions about
which components are ineffective and
should not continue

X31

The program has communication
strategies to secure and maintain
public support

X32

Program staff communicate the need
for the program to the public

X33

The program is marketed in a way that
generates interest

X34

The program increases community
awareness of the issue

X35

The program demonstrates its value to
the public

X36

The program plans for future resource
needs

X37

The program has a long-term financial
plan

X38

The program has a sustainability plan

X39

The program’s goals are understood
by all stakeholders

X40

The program clearly outlines roles and
responsibilities for all stakeholders

3.3 Contributing variables to program
sustainability
Confirmatory factor analysis was used to
identify contributing variables to the sustainability of
the DRV program in Lobaningratan and
Prawirodirjan. Confirmatory factor analysis is one of
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the multivariate analysis methods that can be used to
confirm whether the measurement model is built in
accordance with the hypothesis2) (Ghozali, 2005).
The hypotheses that will be tested in this
analysis are as follows:
1) Hypothesis 1 (H1): Political Support affects
Program Sustainability
2) Hypothesis 2 (H2): Funding Stability affects
Program Sustainability
3) Hypothesis 3 (H3): Partnerships affect Program
Sustainability
4) Hypothesis 4 (H4): Organizational Capacity
affects Program Sustainability
5) Hypothesis 5 (H5): Program Evaluation affects
Program Sustainability
6) Hypothesis 6 (H6): Program Adaptation affects
Program Sustainability
7) Hypothesis 7 (H7): Communications affects
Program Sustainability
8) Hypothesis 8 (H8): Strategic Planning affects
Program Sustainability
The analysis steps carried out in this study
include:
1. Multivariate normality testing
2. Testing the unidimensionality (validity and
reliability) of each latent variable using
confirmatory factor analysis (CFA)
• Estimating model parameters with the
maximum likelihood method
• Conducting compatibility testing between
models and data using goodness of fit (GOF)
criteria
• Testing the validity and reliability of the
model.
3.4 Sustainability assessment
Indicator variables and latent variables which
have been verified as significant by confirmatory
factor analysis are then used to measure the
sustainability of the DRV program in Lobaningratan
and Prawirodirjan based on the results of the
questionnaire. The scores for those indicator
variables were calculated to result in the average and
overall scores.
4. ANALYSIS AND RESULTS
4.1 Multivariate normality test
CFA (confirmatory factor analysis) has normal
multivariate assumptions that must be fulfilled in
multivariate analysis. In this study, all variables have
a Z-score (both skewness and kurtosis) between -1.96
and +1.96 at a significant level of 0.05. According to
Hair et al. (2014), this means that the data is normally
multivariate distributed3).

4.2 Unidimentionality test
Estimation of Program Sustainability latent
variables is shown in Figure 1.

Fig. 1. CFA model of Program Sustainability

A degree of freedom (df) value of 732 was
obtained, indicating an over-identified model. The
loading factor test in Table 2 shows that the estimated
values (loading factors) obtained are not all
significant (> 0.5) and that not all values of t-score >
t-table (1.96); this shows that not all indicator
variables can explain the latent variables.
Table 2. Loading factor of Program Sustainability variables.
Variable
PS<--Prog.
Sust.
FS<--Prog.
Sust.
P<---Prog.
Sust.
OC<-Prog.
Sust.
PE<-Prog. Sust.
PA<-Prog. Sust.
C<---Prog.
Sust.
SP<--Prog.
Sust.

Estimate

t
score

Variable
X18<--OC
X19<--OC
X20<--OC

Estimate

t
score

0,671

8,654

0,476

5,79

0,507

6,247

0,471

0,992

0,651

5,263

0,896

2,457

0,947

11,218

X21<---PE

0,767

0,957

10,168

X22<---PE

0,629

7,853

0,915

10,904

X23<---PE

0,814

10,363

0,914

8,318

X24<---PE

0,758

9,429

-0,404

-3,16

X25<---PE

0,658

8,003
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X2PS

Estimate
0,044

t
score
0,454

t
score

X26<---PA

Estimate
0,843

X3PS

-0,796

X4PS

-0,923

-1,002

X27<---PA

0,748

10,307

-1,006

X28<---PA

0,635

8,035

X5PS

-0,375

-0,984

X29<---PA

0,567

X6FS

0,675

X7FS

0,835

5,922

X30<---PA

0,562

X31<---C

0,681

X8FS

0,329

3,251

X32<---C

0,735

8,196

X9<---FS

0,227

2,376

X33<---C

0,658

7,172

X10<---FS

0,129

1,384

X34<---C

0,648

6,517

X11<---P

0,215

X35<---C

0,601

6,004

X12<---P

0,627

2,417

X36<---SP

0,361

X13<---P

0,777

2,448

X37<---SP

0,685

3,768

X14<---P

0,744

2,441

X38<---SP

0,689

3,786

X15<---P

0,388

2,227

X39<---SP

0,642

3,156

X16<--OC

0,825

X40<---SP

0,583

2,892

X17<--OC

0,802

X1<---PS

0,087

Variable

11,384

Variable

Criteria

Cut
Off
Value

AGFI

0,90

7,053

CFI

≥0,90

7,078

TLI

≥0,90

RMSE

≤0.08

Before
Modification
EvaluResult
ation
Not
0,619
Good
Not
0,724
Good
Not
0,706
Good
Marg.
0,084
Fit

After
Modification
EvaluResult
ation
Not
0,772
Good
0,919

Good

0,907

Good

0,059

Good

The measurement of goodness of fit before
modification results in unfavorable criteria; thus,
modifications were made. The modification results
succeeded in increasing the value of GFI, AGFI, CFI,
and TLI and decreasing Chi-Square, CMIN/DF, and
RMSE. This shows that the modification model gives
better rating criteria than before.

Based on the results above, the following
hypothesis testing results can be concluded:
Table 3. Hypothesis testing results.
Hypothesis

Path

Result

H1

PS  Prog. Sust.

Rejected

H2

FS  Prog. Sust.

Accepted

H3

P  Prog. Sust.

Accepted

H4

OC  Prog. Sust.

Accepted

H5

PE  Prog. Sust.

Accepted

H6

PA  Prog. Sust.

Accepted

H7

C  Prog. Sust.

Accepted

H8

SP  Prog. Sust.

Accepted

To evaluate the fitness of the model to the data,
a goodness of fit measurement was performed. The
goodness of fit index produced by the CFA model is
not yet suitable, so a modification to the model by
eliminating insignificant variables and adding
suggested covariance lines between indicator
variables (as shown in Figure 2) is needed.
Table 4. The goodness of fit before and after modification.
Criteria

Cut
Off
Value

Chi
Square

small

Prob.

≥0,05

CMIN/
DF

≤2,0

GFI

≥0,90

Before
Modification
EvaluResult
ation
Not
1499,24
Good
Not
0,000
Good
Marg.
2,048
Fit
Not
0,66
Good

After
Modification
EvaluResult
ation

498,053

small

0,000

Not
Good

1,514

Good

0,815

Marg.
Fit

Fig. 1. Modification of CFA model of program sustainability

Table 5 shows the reliability of the indicator
variables that comprise the latent variables.
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Table 5. Reliability of the Program Sustainability CFA model.
Latent
Variable

Indicator
Variable

Construct
Reliability

FS

X6, X7

0,712

P

X12, X13, X14

0,759

X16, X17, X18,
X20
X21, X22, X23,
X24, X25
X26, X27, X28,
X29, X30
X31, X32, X33,
X34, X35
X37, X38, X39,
X40

OC
PE
PA
C
SP
Program
Sustainability
(second order)

FS, P, OC, PE,
PA, C, SP

Evaluation
Good
Reliability
Good
Reliability
Good
Reliability
Good
Reliability
Good
Reliability
Good
Reliability
Good
Reliability

0,803
0,841
0,82
0,827
0,731

Good
Reliability

0,917

Table 4 explains the construct reliability of the
measurement model obtained by first order and
second order of Program Sustainability CFA which
has a value > 0.7, indicating that the constituent
indicator variables have high consistency and that the
constituent indicators can accurately measure latent
variables of Program Sustainability.
The contribution value of each indicator and the
latent variables forming the Program Sustainability
latent variable can be seen in Table 5. The largest
contribution value (R2) of Program Sustainability was
Program Evaluation (PE) with 97.1% before
modification and 92.8% after modification.
Table 6. Contribution value (R2) before and after
modification.
Variable
SP
C
PA
PE
OC
P
FS
PS
X40
X39
X38
X37
X36
X35
X34
X33
X32
X31
X30
X29
X28
X27
X26
X25

Before
Modification
0,164
0,835
0,838
0,917
0,897
0,802
0,424
0,222
0,34
0,412
0,474
0,469
0,13
0,362
0,42
0,433
0,541
0,463
0,316
0,321
0,404
0,559
0,711
0,433

After
Modification
0,249
0,755
0,782
0,928
0,908
0,83
0,491
0,724
0,442
0,318
0,189
0,455
0,524
0,391
0,553
0,524
0,303
0,308
0,484
0,568
0,762
0,481

Variable
X24
X23
X22
X21
X20
X19
X18
X17
X16
X15
X14
X13
X12
X11
X10
X9
X8
X7
X6
X5
X4
X3
X2
X1

Before
Modification
0,575
0,663
0,395
0,588
0,257
0,226
0,451
0,643
0,681
0,151
0,554
0,604
0,393
0,046
0,017
0,052
0,108
0,697
0,456
0,141
0,852
0,634
0,002
0,008

After
Modification
0,516
0,609
0,375
0,597
0,256
0,43
0,66
0,706
0,534
0,606
0,4
0,578
0,526
-

4.3 Program sustainability assessment
Confirmatory factor analysis eliminated as
insignificant 13 indicator variables and 1 latent
variable. The remaining 27 indicator variables and 7
latent variables were then used to measure program
sustainability based on the questionnaire results as
follows.
Table 7. Program sustainability score.
Variable

Cumulative
Score

Average
Score

Evaluation

Funding Stability

899

3,00

Fair

Partnerships

1830

4,067

High

Organizational
Capacity

2346

3,91

High

Program Evaluation

2939

3,919

High

Program Adaptation

2972

3,963

High

Communications

2978

3,971

High

Strategic Planning

2468

4,113

High

Overall Score

3,85

High

The parameter to evaluate the sustainability
score is as follows: 1 – 2.34 (low); 2,34 – 3.67 (fair);
3.67 – 5 (high). Six variables have a high average
score, while Funding Stability has a fair score. The
highest score is Strategic Planning with an average
score of 4.113.
5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
5.1 Conclusion
The analysis results can be summarized as
follows:
1) Seven latent variables significantly contribute to
the sustainability of the DRV program in
Lobaningratan and Prawirodirjan Village,
namely
Funding
Stability,
Partnerships,
Organizational Capacity, Program Evaluation,
Program Adaptation, Communications, and
Strategic Planning. Furthermore, 27 indicator
variables contribute to those latent variables. The
largest contribution is from Program Evaluation
(PE) with 92.8%.
2) Almost all latent variables have a high average
score of sustainability except Funding Stability,
which has a fair average score. The highest
average score is Strategic Planning and the
lowest score is Funding Stability. The overall
score is also considered high.
5.2 Recommendations
Several actions can be taken to improve program
sustainability based on the analysis results. The
results can also serve as beneficial input for the
replication of the program in other locations:
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1) Variables with a high contribution to program
sustainability—such as Program Evaluation,
Organizational
Capacity,
and
Program
Adaptation—should be optimized. Evaluation of
the program should be conducted regularly.
Stakeholders need to make sure that the program
is adaptive to situational changes. The
government could cooperate with other
stakeholders to build the organizational capacity
of the community.
2) The variable of Funding Stability, which has a
poor score in sustainability evaluation, needs to
be improved. The government could allocate
financial support for the local budget. Other
financial sources could also be explored, for
example, Corporate Social Responsibility (CSR)
and NGO donors.
This research has several limitations in terms of
research focus, methodology, and location. Therefore,
for the development of the research, there are some
recommendations for further research:
1) This research used a quantitative method to
identify
contributing
variables
to
the
sustainability of the Disaster Resilient Village
program. Therefore, subsequent research should
use a qualitative method as a comparison to the
quantitative method.
2) This research merely identifies contributing
variables to the sustainability of the Disaster
Resilient Village program; the reason why the
variables significantly contribute or not has not
yet been explored. Hence, that subject can be
addressed by subsequent research.
3) Another location of the Disaster Resilient Village
program with different community characteristics
could be selected as the next research location. A
different community characteristic, in a rural area
for example, may lead to a different conclusion.
REFERENCES
1)
2)
3)
4)

Bamberger, M., Cheema, S., Case Studies of Project
Sustainability: Implications for Policy and Operations
From Asian Experience, World Bank, 1990
Ghozali I., Model Persamaan Structural Konsep Dan
Aplikasi Dengan Program Amos 16. Semarang: Badan
Penerbit Undip, 2005. (in the Indonesian language)
Hair. J. F. Jr., W. C. Black, B. J. Babin, R. E. Anderson,
Multivariate Data Analysis, Pearson Education Limited,
2014.
Luke D. A., A. Calhoun, C. B. Robichaux, M. B. Elliott,
S. M. Russell, The Program Sustainability Assessment
Tool: A New Instrument for Public Health Program,
Center for Disease Control and Prevention, Vol 11, 2014

Capability Approach for Evaluating the Minapolitan Program in Klaten Regency, Central Java Province,
Indonesia
17

Capability Approach for Evaluating the Minapolitan Program in
Klaten Regency, Central Java Province, Indonesia
Alim FAUZANa), Kumano MINORUb), Hiroshi SHIMAMOTOc), RWD PRAMONOd)
Abstract
Minapolitan programs are intended to create an area consisting of one or more centers of activity in rural areas as
a fisheries production system and a certain natural resources management. They are indicated by the functional and
hierarchical linkages in the spatial unit of the settlement system and the agribusiness system. The outcome of the
program is people’s well-being, which can be manifested by people’s capability, according to Sen (2000). Since
people’s capability is subjective and personal, the capability approach is more suitable for evaluating minapolitan
programs. One of the minapolitan regions that needs to be evaluated is “Desa Nila” (Tilapia Village), located in the
sub-district of Polanharjo, Karanganom and Tulung, Klaten Regency, Central Java, Indonesia.
By using the community capability index and place capability supporting index proposed by Pramono (2016),
this paper aims 1) to identify whether minapolitan programs can improve the suitability of a place to facilitate the
creation of well-being of fish farmers and 2) to describe factors affecting minapolitan programs to improve fish
farmers’ well-being.
Analysis reveals that minapolitan programs conducted in Klaten Regency have a positive impact on the
well-being of fish farmers, as manifested by people’s capability. Moreover, minapolitan programs can improve the
suitability of a place to create well-being, as indicated by the positive value of place coefficient. There are 11 groups of
factors influencing the success of minapolitan programs in Klaten Regency. The factors consist of minapolitan program
support for: 1) the fulfillment of daily life necessities, 2) healthy life, 3) social life, 4) knowledge and housing, 5)
human resource capacity, 6) network development, 7) the availability of space to stay and information, 8) the aspiration
regarding space to generate income, 9) transportation cost, 10) income and saving, and 11) strengthening human
survival power.

Keywords: Capability approach, Minapolitan, Rural development, Spatial planning
1. INTRODUCTION
Various problems that occur in villages—such as
poverty, uncontrolled urbanization, the low capacity
of rural communities and the gap between rural and
urban areas—have forced the government to develop
regions more effectively and efficiently. Rural
development is also expected to improve the
economic and social welfare of the community so that
the various problems can be minimized.
One concept of rural development is
development with regional concept. One form of this
concept is the development of the minapolitan area,
which is expected to improve the economy of the
community around the area. According to Spatial
Planning Law No. 26/2007, the Minapolitan Region is
a derivative of the Agropolitan Area, which is an area
consisting of one or more centers of activity in rural
areas as a fisheries production system and a certain
natural resources management. It is indicated by the
functional and hierarchical linkages in the spatial unit
of the settlement system and the agribusiness system.
Based on Indonesian Minister of Marine and
a)

Master Linkage Program Student, Dept. Civil and Environmental
Engineering and Dept. Architecture and Planning UGM
b) Professor, Faculty of Regional Innovation
c) Associate Professor, Faculty of Engineering UoM
d) Associate Professor, Dept. of Architecture and Planning UGM,
Indonesia

Fisheries Regulation Number PER.12/MEN/2010,
minapolitan is defined as a concept of marine and
fisheries economic development based on principles
of integration, efficiency, quality and acceleration. As
a part of a region, a minapolitan area has economic
functions that consist of a production center, a
processing center, a fisheries products marketing
center, a service center, and a center supporting other
activities. One minapolitan region that has been
determined by the Ministry of Marine and Fisheries
through the decision number: 35/KepMen-KP/2013 is
“Desa Nila” (Tilapia Village) located in the
sub-district of Polanharjo, Karanganom and Tulung,
Klaten Regency, Central Java, Indonesia.
Various programs and activities have been
carried out by the local government to realize the
development of the Klaten Regency Minapolitan Area.
These programs have involved a number of
stakeholders and spent billions of rupiah funded by the
central government, the provincial government and
the Klaten Regency government itself. Therefore, it is
important to evaluate the program to identify whether
the outcome of the program (community well-being)
has been successful or not.
The capability approach proposed by Amartya
Sen1) in his book Development as Freedom (2000)
presents a new approach to the evaluation of
well-being in a development setting. Sen defined
capability as the freedom level that is available for
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someone to choose among several “functioning”
(states of being and doing) so that the larger the
number of freely available choices, the higher the
level of capabilities. Capability concept as an indicator
of well-being seems to be more perceptible at the
individual level. Therefore, the most absolute
challenge is how the concept of capability, which
means the level of freedom to choose, should be
scaled up to the community and regional levels.
In his book Capability Approach for Well-being
Evaluation in Regional Development Planning (2016),
Pramono2) proposed an evaluation framework to
evaluate community well-being and the value of place
assets in supporting well-being in the form of the
Community Capability Index (CCI) and the Place
Capability Supporting Index (PSCI). Those two
indexes can be used to evaluate the development
achievement and the status of places in supporting
capability in a measured way through a periodic
perception survey.
Referring to the concept proposed by Pramono
(2016), this research attempts to evaluate the
minapolitan program in Klaten Regency, Central Java,
Indonesia. The purposes of this research are (1) to
identify whether the minapolitan program can
improve the suitability of place to facilitate the
creation of well-being of fish farmers and (2) to
describe factors affecting the minapolitan program to
improve fish farmers’ well-being.
2. STUDY AREA
The research will be conducted in the sub-district
of Polanharjo, Karanganom and Tulung, Klaten
Regency, specifically in five villages—Jimus, Janti,
Nganjat, Daleman and Jeblog Village—where the
minapolitan program was conducted according to the
Minapolitan Program Master Plan. Those villages are
located in the northern part of Klaten Regency with a
total area of 560.06 Ha. The profile of the villages that
are evaluated can be seen in Table 2.1:
Table 2.1 The Profile of Study Area
No

Village

1

Janti

2

Jimus

Total
Area
(Ha)
148.32
89.8

2,674

Number
of Fish
Farmers
94

1,325

15

Population

3

Nganjat

74.34

1,061

29

4

Daleman

175.6

4,838

16

5

Jeblog

72

1,318

14

Source: 1. Klaten Regency Central Bureau of Statistics (2019)
2. Agriculture, Food Resilience and Fisheries Agency
of Klaten Regency (2020)

3. EVALUATION METHOD
3.1 Community Capability Index (CCI), Place
Capability Supporting Index (PCSI) and
Place Coefficient
The Community Capability Index (CCI)
developed by Pramono2) (2016) is a device on a scale
used to indicate a quantitative level of well-being that
is basically abstract and relative. CCI is calculated
according to people’s perception of their assets,
including their personal condition and the
environment where they live. The evaluation tool is a
questionnaire covering 40 components of assets,
including physical and non-physical assets. In this
research, fish farmers as the main target of the
minapolitan program were chosen as respondents and
asked to complete the questionnaire (Table 3.1).
Table 3.1. Questionnaire design as Capability Survey Tools
N
o

1

2
.
4
0

Assets
Score
Space
/Land
to reside
in
Space/
Land
to farm
…….
Transport
ation
Cost

B
2

Availability
N
N N
D
D Db
g
1
0
-1

Function
W

V
H

H

N
I

C

VC

-2

2

1

0

-1

-2

Source: Modified from Pramono (2016)
Note:
B
NDg
ND
NDb
W
VH
H
NI
C
VC

: Better
: Not so much different tend to good
: Not so much different
: Not so much different tend to bad
: Worse
: Very Helpful
: Helpful
: No Idea
: Constraining
: Very Constraining

According to Pramono2) (2016), the capability
index can be determined by people’s perception score
regarding their asset availability and function. The
score of asset availability (A) will be between -2 to 2
based on perceptual evaluation against asset
availability and accessibility. As with Asset
Availability, asset function (F) score ranges from -2 to
2, which resulted from people’s perception of
opportunities or constraints provided by assets to
perform or to create functionings.
From the average perception score of asset
availability (A) and asset function (F), the capability
index can be calculated to assess people’s well-being
in terms of their capability. The capability index score
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ranges from -1 to 1 as the result of the formula for
community capability that is expressed as follows:

factors listed in the results of the SPSS analysis
output.
4. ANALYSIS AND RESULTS

AF

2

CCI = Community Capability Index
A = Average perception score of Asset Availability/Improvement
F
= Average perception score of Asset Function Level

Meanwhile, the Place Capability Supporting
Index (PCSI) has the same formula as CCI, but it is
calculated based on the score of the level of Place
Tangible Assets (PTA), Social Intangible Assets
(SIA), and Economic Intangible Assets (EIA)2).
Place coefficient can be defined as the role of
place assets as multiplier or deflator of the level of
well-being. Place coefficient can be calculated by the
following formula:

4.1 The Suitability of Place to the Creation of Fish
Farmers’ Well-Being
Using the Community Capability Index, the
Place Capability Supporting Index and the Place
Coefficient proposed by Pramono (2016), the
suitability of place to the creation of fish farmers’
well-being in the minapolitan area can be identified,
with the results of the evaluation in Table 4.1.
Table 4.1. CCI, PCSI and Place Coefficient in the Minapolitan
Area.
No
1
2
3
4
5

Village
Range
Janti
Jimus
Nganjat
Daleman
Jeblog

CCI
-1 to 1
0.12
0.19
0.15
0.15
0.14

Place's Assets: PTA, SIA, EIA
Place
PCSI
Coefficient
-1 to 1
0.13
18.114
0.21
8.766
0.17
8.125
0.15
35.787
0.15
11.498

Source: Writer Analysis 2020

3.2 Factors Affecting Minapolitan Program to
Improve Fish Farmers’ Well-Being
Martadwiprani3) (2013) conducted a study about
a minapolitan program in the sub-district of Brondong,
Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia.
She tried to identify whether the minapolitan program
as an economic development program can enhance
community resilience and to find the influencing
factors in optimizing coastal community economic
empowerment
to
enhance
resiliency
in
Brondong Coastal Area, Lamongan Regency, East
Java Province, Indonesia. The study used a qualitative
method with deep interviews for data collection. In
her research, she found that the factors affecting
economic resilience in the Brondong coastal
settlement are the availability of social community
and formal economic institutions, institutional
capacity, the availability of fishery production centers,
and social capacity3).
In this research, factor analysis is used to identify
the relationship between a number of variables so that
a set of variables can be formed, which in this study is
interpreted as a factor forming the capability level.
There are 40 variables that, according to Pramono
(2016), can be categorized as determinant factors of
people’s capability. Those variables are classified into
five categories: Individual Tangible Assets (ITA),
Public Tangible Assets (PTA), Individual Intangible
Assets (IIA), Social Institutional Assets (SIA), and
Economic Institutional Assets (EIA). High or low
contribution of factors to the level of community
capability is indicated by the value of the loading

From the table, it can be seen that the Community
Capability Index (CCI) of fish farmers in the village
where the minapolitan program is conducted is in the
range of 0.12 to 0.19. This indicates that the condition
of community capability tends to be good. In other
words, the capability energy drives a positive trend.
This means that the minapolitan program conducted
by the government has a positive impact on the fish
farmers’ well-being, which is manifested in the form
of capability.
The creation of well-being of the fish farmers is
influenced by the place assets. The role of place as
multiplier or deflator can be identified by the value of
place coefficient. The result of the place coefficient
analysis shows that place assets can increase the level
of well-being indicated by the value, which is more
than one in all villages. The positive value of place
coefficient indicates that the minapolitan program can
increase the suitability of place assets to create
well-being of the fish farmers by conducting several
programs and activities. The activities that Klaten
Regency Government have done are the development
of a hatchery unit, a fisheries product market and
providing financial aid to the fish farmers.
4.2 Factors Affecting the Minapolitan Program to
Create Fish Farmers’ Well-Being
Factor analysis is used to form a set of variables,
which in this study is interpreted as a factor forming
the fish farmers’ capability levels. Firstly, the
sampling
adequacy
test
was
done
by
Kaiser-Meyer-Olkin/KMO; the result can be seen in
the table below:
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Table 4.2 KMO and Bartlett’s Test Result
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx.
Chi-Square
df
Sig.

.749
2180.337
666
.000

The scree test was done by making a plot
between numbers of determinant factor (horizontal
axis) and initial eigenvalues (vertical axis). The
formed curve slopes down starting from the eleventh
determinant factor. The eleven determinant factors
that do not slope down in the curve are those which
meet the criteria as factors. The scree test curve can be
seen in Figure 4.1.

Source: Writer Analysis, 2020

From the table, it can be seen that the value of the
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
is 0.749, which means that the data is enough and
worth testing. Moreover, the significance level shown
by Bartlett’s Test of Sphericity is less than 0.05,
indicating that the data and variables are adequate to
be analyzed using factor analysis. The Measure of
Sampling Analysis of the 40 asset variables results in a
value of more than 0.5, except in the variables of land
productivity, quality of public transportation, and
freedom from disaster. Thus, those three variables
should be erased from the factor list so that the
analysis can continue.
Principal Component Analysis (PCA) with the
initial eigenvalue > 1 is considered significant,
resulting in 11 groups of factors that can be seen in
Table 4.3.

Figure 4.1 Scree Plot Curve

Table 4.3 Principal Component Analysis

Component
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
37

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Loadings
% of
Cumulative
% of
Cumulative
Total
Variance
%
Total
Variance
%
8.810

23.811

23.811

8.810

23.811

23.811

4.050
2.282
2.236
1.988
1.526
1.477
1.301
1.234
1.022
1.017
.940
.833
.791
.706
.588
.571
.528
.510
.461
……
.065

10.946
6.166
6.042
5.373
4.125
3.992
3.517
3.335
2.763
2.750
2.540
2.251
2.139
1.908
1.590
1.543
1.427
1.380
1.247
…….
.177

34.757
40.923
46.965
52.338
56.463
60.455
63.973
67.307
70.070
72.820
75.360
77.611
79.750
81.658
83.248
84.791
86.218
87.598
88.845
……….
100.000

4.050
2.282
2.236
1.988
1.526
1.477
1.301
1.234
1.022
1.017

10.946
6.166
6.042
5.373
4.125
3.992
3.517
3.335
2.763
2.750

34.757
40.923
46.965
52.338
56.463
60.455
63.973
67.307
70.070
72.820

Source: Writer Analysis (2020)

………

……..

………

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
6.291

17.003

17.003

2.872
2.707
2.536
2.304
2.162
2.149
1.604
1.476
1.448
1.395

7.762
7.315
6.855
6.227
5.844
5.808
4.335
3.989
3.912
3.770

24.765
32.080
38.935
45.162
51.005
56.814
61.149
65.138
69.050
72.820

………

………

………
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The next step is loading factor value
determination to know the variables that form each
factor by orthogonal rotation called varimax. The
result of this test is loading factor value that has been
rotated. The highest loading factor value of each
variable indicates the classification of the variable.
Furthermore, each factor group is given a name that is
adjusted to the forming assets variable, which can be
seen in Table 4.4.
Table 4.4 Factors Affecting Minapolitan Program to Improve
Fish Farmers’ Well-Being Classification
Group of Factors
1

(1)
Minapolitan
Program
Support for
the
Fulfillment of
Daily Life
Necessity

Asset Component

(3)
0.817

Access to production
input
Existence of Community
Forum
Opportunity to sell
production output

0.809

16

Internet access/network

0.782

12

Availability of Market
Facilities
Access to Credits

0.749

Access to daily
necessity/material
consumption
Community
membership/kinship
Availability of
recreational facilities
such as parks, art
performance facilities,
movies, etc.

0.649

Availability of Health
Facilities
Access to Health
Insurance
Health cost

0.713

Quality of local
environment, related to
water, soil, built
environment, public
space, landscape

-0.559

31
26
32

27
30
22
14

2

Minapolitan
Program
Support for
Healthy Life

11
34
33
8

3

4

5

Minapolitan
Program
Support for
Social Life

Community Solidarity

0.775

23

Social Trust

0.685

28

Opportunity to set up
business

0.463

Minapolitan
Program
Support for
Knowledge
and Housing

15

Availability of public
library
Communication skill
especially in foreign
language
Access to housing

0.848

Minapolitan
Support for
Human
Resource

17

Community education
level
Community health
quality

0.793

18

0.874
0.574

0.768

Transportation such as
bicycle, motorcycle, car,
etc.
Communication tools
such as mobile phone

0.841

Space / land to stay

0.788

5

Information Access tools
such as newspaper, radio,
television, etc.

0.685

Minapolitan
Support for
Aspirations
regarding
space to
generate
income

29

Opportunity to
participate in public
decisions
Space / land to generate
income

0.670

35

Education Cost for
children

0.465

9

Minapolitan
Support for
transportation
cost

37

Transportation Cost

0.752

10

Minapolitan
Program
Support to
generate
income and
saving

6

Income/Material or daily
life
Household saving

0.404

9

Availability of public
transport infrastructure

Minapolitan
Program to
strengthen
human
survival
power

20

Creativity and
Innovation
Struggling spirit/survival
power

8

11

25

(3)
0.623

1

0.527

0.779

(2)
Availability of Water
Supply

Minapolitan
Program
Support for
the
availability of
Space to stay
and
information

7

0.643

0.592

13

Loading
Factor

3

0.749

0.646

Asset Component

Minapolitan
Program
Support for
Network
Development

0.797

Community Cooperation

36

6

0.804

24

19

(1)
Capacity

Loading
Factor

(2)
Availability of
Educational Facilities

10

Group of Factors

4

2

7

21

0.772

0.600

0.496
-0.576

0.739
-0.392

Source: Writer Analysis, 2020

5. CONCLUSION
The analysis results can be summarized as
follows:
1) The minapolitan program conducted in Klaten
Regency has a positive impact on the fish farmers’
well-being, as manifested by people’s capability.
This means that fish farmers feel that their lives
tend to be better since the program was started in
2010. In all villages where the minapolitan
program was initiated, place asset can improve the
creation of fish farmers’ well-being. Place assets
consist of public tangible assets, social intangible
assets and economic intangible assets.
2) The success of the minapolitan program in
improving fish farmers’ well-being in Klaten
Regency is influenced by 11 groups of factors
which consist of people’s capability determinant
variables.
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3) The results of this research can be one of the
considerations for planners or the government to
develop another minapolitan area since the
capability approach gives a comprehensive
assessment of people’s well-being.
4) It would be useful to show the correlation between
capability index and another development
indicator such as income, HDI, etc. Therefore,
research about that topic is needed to further
insights into the capability approach.
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Influence of Solidified Waste Preparing Condition on
Leaching Model Parameters of Easily Soluble Substances
in Cement Solidified Waste
Yutaka DOTE, Masahiro TAKEMOTO, Tomoo SEKITO
Abstract
In order to clarify the relation between cement solidified waste preparing condition and leaching model
parameters of easily soluble substances in cement solidified waste, four samples with different addition ratio of
cement to fly ash were prepared in cylindrical form by shielding all their surface except top. Tank leaching test
was conducted at L/S of 3.3. As the ratio of cement to fly ash increased, porosity of the sample increased from
32% to 46%. As porosity increased, effective diffusion coefficient, De, of Na, K and Cl increased. Furthermore,
De/D0 (D0, molecular diffusion coefficient through water) of Na and K had the similar value, but De/D0 of Cl
was smaller than these. Porosity of the sample had little effect on a rate constant of surface dissolution, k, and
ratio of volume affecting surface dissolution, γ. A region of diffusion control decided from change of De with
time and from incline of log𝑡𝑡𝑡𝑡̅𝑖𝑖𝑖𝑖 vs logJi didn’t accord with. This result suggested that it was difficult to decide
an region of diffusion control by only incline of log𝑡𝑡𝑡𝑡̅𝑖𝑖𝑖𝑖 vs logJi.

Keywords:

Cement solidified waste, Easily soluble substance, Leaching model parameter,

Preparing condition, Incinerator fly ash
1.

はじめに

一般廃棄物の直接焼却率は平成 26 年度に 80.0％で、
年々焼却率の向上に伴い、埋立物のうち焼却残渣の割
合が増加する傾向にあり、平成 26 年度に 74.7％で過
去 5 年間上昇している 1)。飛灰は重金属不溶化のため
に中間処理を施した後に埋め立てられる。焼却残渣の
うち、特に焼却飛灰には易溶解性物質が多く含まれて
おり 2)、浸出水中の高塩濃度化が進行する。そのため、
浸出水から塩類を除くための脱塩処理が行われている。
しかし、浸出水中の塩濃度を科学的に予測するのは
困難なため、浸出水処理法を設定するための原水濃度
は経験的に設定されている。脱塩処理は浸出水処理に
占めるコストが大きいため、塩濃度を科学的に予測し
たり、浸出水中の塩濃度を減少させることができれば
脱塩処理コストを抑制できる。
一方、焼却飛灰には有害な重金属類や塩類が高濃度
a) 社会環境システム工学科教授
b) 社会環境システム工学科学部生
c) 社会環境システム工学科准教授

で含まれているため、飛灰を埋め立て処分する場合、
飛灰による人の健康または生活環境に係わる被害をな
くすように中間処理を行い、安定化をはからねばなら
ない。飛灰の中間処理方法としては、溶融固化、焼成処
理、セメント固化、薬剤処理、酸その他の溶媒による安
定化の 5 つの方法がある 3)。このうち、飛灰を溶融固
化した場合は易溶解性物質は溶融飛灰に移行し、薬剤
処理は易溶解性物質の溶出を抑制できない。それに対
してセメント固化処理は、固化体内での易溶解性物質
の移動が抑制されるので、固化体からの易溶解性物質
の溶出を抑制できる可能性がある。また、薬剤処理と
の併用を含んだセメント固化処理を採用している施設
の割合は平成 26 年度で 24%であることから 4)、セメン
ト固化体からの易溶解性物質の溶出挙動を明らかにす
ることで、浸出水中の易溶解性成分の濃度を予想し、
今後セメント固化処理を利用する施設の割合を増加さ
せることが可能である。
飛灰からの易溶解性物質の溶出挙動に関しては、ナ
トリウム、カリウム、塩素の溶出率はほぼ 100%である
が、カルシウムの溶出率は約 20％との報告がある 2)。
ナトリウムなどと比べて溶出率が低いのは、カルシウ
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ムは比較的溶解性の高い塩化カルシウムや硫酸カルシ
ウムなどの消石灰と燃焼ガス中酸性ガスの反応産物に
加えて、排ガス処理で消石灰が使われた場合の未反応
の消石灰としても存在していたためと考えられる 5)。
一方、セメント固化体からの易溶解性物質の溶出に
ついて、粉砕したセメント固化体の溶出試験の結果、
セメント固化処理しない試料の塩素の溶出量と同程度
の溶出量が報告されており 6)、セメント固化では塩素
は化学的に不溶化できない。セメント固化体からの易
溶解性成分溶出メカニズムは、固化体試料表面に付着
する易溶解性物質の溶出、固化体試料内部から表面へ
の拡散浸出、溶出後の境膜拡散に分類できる。
さらに、セメント固化体からの易溶解性物質の溶出
挙動を明らかにする溶出試験方法には、環境庁告示 13
号法、カラム試験、タンクリーチング試験等がある。し
かし、環境庁告示 13 号法、逐次抽出試験及びカラム試
験は試料を 5mm 以下に調整する必要があるため、実際
に埋め立てられるセメント固化体からの溶出挙動は明
らかにできない。一方、タンクリーチング試験は、塊状
の試料の溶出を試験するため、コンクリート固化体や
セメント固化体からの成分溶出挙動を長期的に予測評
価できる 7)。また、タンクリーチング試験において、セ
メント固化体から易溶解性物質が溶出するにつれて、
空隙率が増加することが予想されるが、空隙率の経時
的変化を考慮した溶出モデルは検討されていない。
そこで、本研究では、飛灰をセメント固化すること
により塩類の溶出を抑制する技術の開発を行うために、
まず、セメント固化体作成条件と易溶解性物質の溶出
モデルパラメータの関係を明らかにすることを目的と
した。そのために、飛灰に対するセメント添加率を変
えて作成したセメント固化体を用いたタンクリーチン
グ試験を行ない、セメント添加率と空隙率の関係、空
隙率の有効拡散係数・溶出速度定数への影響を明らか
にした。

2.

実験方法

2.1 供試体作成方法
2.1.1 固化方法
A 市の一般廃棄物焼却施設(消石灰と活性炭の吹き込
みにより排ガス処理が行われている)の焼却飛灰を用
いた。表 1 に示す供試体作成条件に従って、飛灰に対
する普通ポルトランドセメント(太平洋セメント)の添
加率(C/A)を 0.05～0.4 の範囲とした。C/A が 0.05 の
場合は水に対するセメントの比率(C/W)を 0.15、C/A が
0.1、0.2、0.4 の場合は、C/W を 0.3 とした。撹拌機専
用のボウルで飛灰とセメントを混ぜてから水を加えて
手で混合し、これらの混合物を撹拌機((株)マルイ、
MIC-362-1)を使用して練り混ぜてモルタルを作成し、
直径 5cm、高さ 10cm のモールドに詰めた。充填方法は、

供試体 ID

表 1. 供試体作成条件
A
B
C

C/A (-)

0.05

C/W(-)

0.15

0.1

0.2

D
0.4

0.3

A:飛灰(g)

100

C:セメント(g)

5

10

20

40

W:水(g)

33

33

67

133

モールドの 1/3 程度まで詰めて突き棒で締め固め、1/2
程度までモルタルを追加し突き棒で突いた後、空隙を
少なくするために振動機にかけた。さらに、モールド
の上端より 5mm 程度下まで詰めて突き棒で突き、モル
タルを少しずつ追加しながら上部が平らになるように
調整後、振動機にかけた。モールドにモルタルを充填
する前後の重さから供試体の重量(充填量)を求めた。
モルタルを充填したモールドにラップをかけて一晩室
温で放置した後脱型し、供試体中の水分移動を防ぐた
めに、全面をアルミテープ(寺岡製作所、No.8370)で 3
重に覆い、室温 20℃、湿度 60%の恒温室で 21 日間養生
した。供試体 A、B、C、D はタンクリーチング試験 1 用
に 1 本、分析用に 2 本を作成した。

2.1.2 防水法
養生終了後、アルミテープをはがして試料重量を測
定した。養生後供試体の見た目の空隙のバランスや形
状の整っているものをタンクリーチング試験に使用す
る供試体として選択した。養生後の供試体の底部のみ
を暴露面として使用するため、暴露面以外の上面と側
面は、シリコーンシーラント(信越ポリマー株式会社、
NS4588)で覆った。具体的な方法としては、供試体の暴
露面および暴露面から約 1.5cm までの側面にアルミテ
ープを巻いた。アルミテープを巻いていない部分に約
2mm の厚さでシリコンを下塗りして約 2 時間室温で乾
燥した。その後、ラップをひいてシリコーンシーラン
トを充填した缶に暴露面を上にして押し込んだ。押し
込む深さは供試体と缶の底の間が約 5mm になるように
した。半日放置した後、缶から供試体を取り出しラッ
プをはがして暴露面側を下にして、室温でさらに約 2
時間乾燥させた。シリコン部分を持てるようになった
ら、側面のアルミテープをはがし、暴露面ぎりぎりま
でアルミテープを貼っていたところにシリコンを約
2mm の厚さで薄く下塗りし、約 2 時間室温で乾燥後、さ
らに約 5mm の厚さになるようにシリコーンシーラント
を厚く塗って約 3 時間室温で乾燥させた。
また、タンクリーチング試験の際に供試体をつるす
ためのアクリル糸(ビッグマン工作所、No.10、直径
0.52mm)を供試体に固定した。アクリル糸は防水加工し
た後の供試体の暴露面から 1/3 程度の高さに結び、ほ
どけないようにシリコンシーラントで固めた。

セメント固化体からの易溶解性物質溶出モデルパラメータへの固化体作成条件の影響

2.2 タンクリーチング試験
タンクリーチング試験では、2L のポリビンに蒸留水
を 1L 加えて供試体を静置した(L/S=3.3)。静置後所定
の時間が来たら、供試体をつり上げて、新しい蒸留水
を入れたポリビンに供試体を移した。その際、供試体
を軽く上下に振って供試体に付着した水滴を落とした。
蒸留水の交換時間は、肴倉の方法 8)と同様に、試験開始
から 0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32 および 64
日目とした(参考として、NEN73459)では溶媒は pH4 希
硝酸を使用し、溶媒/試料重量比は 5Lkg-1 以上、蒸留
水の交換時間は 0.25、1、2.25、4、9、16、36 および
64 日目である)。供試体を取り出した後の溶液の pH と
EC を測定した後、溶液を 0.45μm メンブランフィル
ターでろ過し、ろ液は陽イオン分析用に濃硝酸を 0.5％
加えて常温で保管し、塩素分析用のろ液には何も加え
ずに冷蔵庫で保管した。

2.3 固化体の特性分析
2.3.1 供試体の前処理
固化体の特性分析のために切断機で供試体を深さ方
向に半分に切断したのち、さらに半分に切断して 4 つ
に分けた。4 つの切断試料はそれぞれ空隙分布測定用、
最大空隙率測定用、溶出試験・含有量分析用に使用し
た。切断後の試料をポリビンに入れ、乾燥機(EYELA、
WINDYOVEN WFO-600ND)で 105℃で供試体の試料重量の
減少率が 0.1%になるまで乾燥させた。乾燥終了後、ダ
イヤモンドソー(LUXO V-19)を用いて、空隙測定用の切
断試料を、切り白が各試料片の後ろになるように 1cm
毎に切断した。また、最大空隙率測定用に切断試料を
暴露面から 0cm、2.5cm、5.0cm、7.5cm 毎に 1.0cm の厚
さで切断した。切り白は捨ててしまう試料側になるよ
うにした。
溶出試験用試料は、乾燥終了後 2mm ふるいを全て通
るようになるまで乳鉢で砕いた。また、全含有量試験
用に溶出試験用試料を瑪瑙乳鉢でさらに細かく砕いた。
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50mL の遠心管 2 本に試料水を移し 3000G で 20 分間遠
心分離した。遠心分離の間に残った試料の pH と EC の
測定を行った。遠心分離終了後、0.45μm メンブランフ
ィルターでろ過して、陽イオン分析用と塩化物イオン
分析用に溶液を採取した。
分析用の溶液を確保した後、固形残渣を回収するた
めに、遠心管に残っている残渣および 250mL ポリビン
に残っている残渣を 5C のろ紙で吸引ろ過をして、ろ紙
と残渣を乾燥機にいれて 105℃で 24 時間乾燥後、重量
を測定した。

2.3.4 繰り返し溶出試験
500mL の遠心分離管に溶出試験用試料を約 10g 取り、
メスシリンダーで蒸留水を 400mL 加え、200rpm で６時
間振とう後、5000G で 10 分間遠心分離を行った。遠心
分離終了後、遠心管から固形物が出ないように上澄水
をメスシリンダーに取り体積測定をした。この溶液を
0.45μm メンブランフィルターでろ過して得たろ液を
分析用に採水した。翌日、残渣の残っている遠心管に
蒸留水 400mL を入れて、振とうから同じ作業を繰り返
した。5 回目の溶出操作が終了後、残渣重量を測定する
ために、5C のろ紙を用いて遠心管に残った残渣を吸引
ろ過した。ろ過後、乾燥機に入れて 105℃で 2 日間乾燥
後、重量を測定した。

2.3.5 最大空隙率測定前処理
250mL のポリビンに 1 条件の細切断試料と 200mL の
蒸留水を入れて 100rpm で振とうした。振とう後、EC を
測定して上澄みを捨てて新しい蒸留水を 200mL を加え
て振とうを再開した。振とう間隔は 1～3 回目は 24 時
間で、4 回目以降は 3 日おきに振とうさせた。16 日間
振とうさせた。振とう終了後、5C のろ紙で吸引ろ過し
て固形物を回収したのち 105℃で重量変化がなくなる
まで乾燥させた。

2.4 分析方法
2.3.2 全含有量試験
試料を約 0.2g、蒸留水 35mL、濃硝酸 5mL、5%過酸化
水素水 0.5mL をコニカルビーカーに加え、時計皿で蓋
をして 200℃に設定したホットプレートで完全に乾燥
させないように最低 30 分煮沸した。ガラス繊維ろ紙で
100mL メスフラスコに吸引ろ過した。コニカルビーカ
ー、ろ紙およびろ過器を蒸留水で３回程度洗浄し洗浄
液も濾過した。その後、蒸留水で 100mL にメスアップ
した。

2.3.3 13 号溶出試験
250mL のポリビンに溶出試験用に 2mm 以下に砕いた
試料 15.0g を取り、メスシリンダーで蒸留水を 150mL
加え、
200rpm で６時間振とうを行った。振とう終了後、

Na、K、Ca、Mg はフレーム原子吸光光度法(HITACHI
Z-2000)で、Pb は濃度に応じてフレームあるいはフレー
ムレス原子吸光光度法で分析を行った。また、Cl につ
いては、イオンクロマトグラフィ(日本ダイオネクス
(株)、ICS-1100、カラム：IonPacAS4ASC(4mm×250mm、
溶離液：Na2CO31.8mol/L、NaHCO31.7mol/L、溶離液流量
1.5L/min)を用いて分析した。全含有量の Cl について
は、チオシアン酸水銀法により分析した。
空隙測定には暴露面から 0-1cm、5-6cm の試料を使用
した。乾燥機で半日乾燥させた試料を水銀ポロシメー
ター((株)サツマ薬品、オートポアⅣ9500)で分析し、
供試体の空隙率を測定した。
含水率は、105℃の乾燥機で 9 日間乾燥させた試料の
乾燥前供試体重量と乾燥後供試体重量を測定した。
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これを解くと、

3.

解析方法

3.1 溶出モデル

ここで、

表面溶出モデルについては、含有量 Q の減少速度が
含有量に比例するとした(式(1))。重量当たり溶出量 M
と Q の間には式(2)の関係があることから、t=0 で Q=Q0
の初期条件で式(1)を解くことで M は式(3)で表現でき
る。
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑘𝑘 𝑄𝑄

(1)

M + Q = Q₀

(2)

𝑀𝑀 = 𝑄𝑄₀(1 − 𝑒𝑒
-1

−𝑘𝑘𝑘𝑘 )

(4)

溶出速度は比表面積 S(m2 kg-dry-1)、および暴露面の塩
類集積率αに比例すると考えられるので式(1)は式(5)
のように修正できる。
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝛼𝛼𝑆𝑆𝑘𝑘 ′ 𝑄𝑄

-2

(5)
-1

ここで、k’は溶出速度定数(kg m s )を表す。k は式
(6)のように表される。
k = αSk′

(6)

3.2 有効拡散係数の求め方
肴倉 8)の方法に従って有効拡散係数を求めた。固化
体内部で溶解した物質が、固化体外へ溶出するとき、
溶解物質 A の単位時間単位断面積あたりの移動量すな
わちフラックス J(mg m-2 s-1)は濃度勾配に比例し、フ
ィックの第一法則から式(7)で表される。
𝑑𝑑𝐶𝐶

(7)

𝜕𝜕 2 C

(8)

𝐽𝐽 = −𝐷𝐷𝑒𝑒

𝑑𝑑𝑑𝑑

ここで、De は有効拡散係数(m2 s-1)、C は濃度(mg m-3)、
x は距離(m)をそれぞれ表す。C は x と時間 t との関数
であり、フィックの第二法則から式(8)で表される。
∂C
∂t

= 𝐷𝐷𝑒𝑒

∂𝑥𝑥 2

内部濃度 C0 および外部濃度 C1 がそれぞれ一定とすると、
初期および境界条件は
t=0、x≦O；C=C0
t>0、x=0；C=C1
t>0、x=-∞；C=C0

𝐶𝐶−𝐶𝐶1

𝐶𝐶0 −𝐶𝐶1

=

2 𝜁𝜁
∫ exp(−𝜁𝜁 2 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑
√𝜋𝜋 0

ζ=

𝑥𝑥

2√𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑡𝑡

𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶1 ≒ 𝐶𝐶0

(9)
(10)
(11)

以上から x=0 すなわち試料表面からの溶出フラックス
J(mg m-2 s-1)の時間変化、および J の積分形である t1
から t2 の間の固化体重量当たりの溶出量 M(mg kg-1)と
してそれぞれ式(12)および式(13)が得られる。
J = C₀√

(3)

ここで、Q は含有量(mg kg-dry )、M は固化体重量当た
りの溶出量(mg kg-dry-1)、Q0 は初期含有量 (mg kgdry-1)、k は見かけの表面溶出速度定数(s-1)、t は経過
時間(s)を表す。
表面溶出は暴露面近傍で生じるので、式(1)では Q は
固化体全体の含有量ではなく、暴露面近傍部分の重量
当たり含有量と考えられる。そこで、固化体全体の体
積のうち、表面溶出に関与する体積の割合をγとして、
式(3)を式(4)のように修正する。
𝑀𝑀 = 𝛾𝛾𝑄𝑄₀(1 − 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘 )

−

𝐷𝐷𝑒𝑒

(12)

𝜋𝜋𝑡𝑡

𝐷𝐷

M = 2SC₀√ 𝑒𝑒 (√𝑡𝑡2 − √𝑡𝑡1 )
𝜋𝜋

(13)

式(14)から溶出フラックス Ji を求め、その勾配の変化
から拡散律速の判定を行った。
𝑀𝑀𝑖𝑖
(14)
𝐽𝐽𝑖𝑖 =
𝑡𝑡𝑖𝑖 −𝑡𝑡𝑖𝑖−1

式(12)の両辺対数を取ることによって式(15)が得られ
る。
1
(15)
log 𝐽𝐽 = − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡̅𝑖𝑖 + 𝐶𝐶
2

ただし、𝑡𝑡̅𝑖𝑖 は時間 ti-1 と ti との平均時間、C は定数項
を表す。式(15)から log𝑡𝑡̅𝑖𝑖 と logJ の関係として、勾配1/2 の直線を得られたかで拡散律速の判定を行う。
IAWG10)では固化体重量当たりの溶出量 M(mg kg-1)の勾
配が 0.35～0.65 のとき拡散律速と判定することから、
固化体重量当たりの溶出量 M(mg kg-1)の微分形である
溶出フラックスについては、その勾配が-0 .35～-0.65
のときを拡散律速と判定することにした。拡散律速と
判定された場合は、式(12)から各𝑡𝑡̅𝑖𝑖 における有効拡散係
数 De.i を計算し、その負の対数値 pDe.i(=-logDe.i)の平
均値から有効拡散係数 De を計算した。

3.3 表面溶出パラメータの求め方
内部拡散律速モデルで重量当たり溶出量 M は式(13)
で表され、式中 C0 は次式で求められる。
𝐶𝐶0 =

𝑄𝑄0 𝜌𝜌
𝜃𝜃

(16)
-3

ただし、C0 は空隙内初期濃度(mg m )、ρは乾燥密度
(kg-dry-1 m3)、θは空隙率(-)を表す。実際の溶出量は
表面溶解と内部拡散の溶出量の合計であるので式(17)
で表される。
𝐷𝐷

M = γQ₀(1 − e−kt ) + 2SC₀√ 𝑒𝑒 (√𝑡𝑡2 − √𝑡𝑡1 )
𝜋𝜋

(17)

M の実測値と計算値の差の二乗和が最小となるように
エクセルのソルバーを用いて、ｋとγを求めた。

4. 結果と考察

Na

K

Ca

Mg

Pb

Cl

飛灰

42,300

42,500

193,000

9,000

1,400

162,000

7,600

50

セメント

2,300

4,000

337,000

飛灰 2)

39,000

53,000

75,000

表 3.

全含有量に対する繰り返し溶出試験溶出量の比
試料 ID

表 4.

450
120,000

Na

K

Ca

Cl

A

0.86

0.94

0.51

0.92

B

0.90

1.01

0.52

0.92

C

0.87

0.95

0.50

0.99

D

0.87

0.96

0.42

1.07

繰り返し溶出試験溶出量に対する 13 号溶出
試験溶出量の比
試料 ID
Na
K
Ca
Cl
A

1.07

0.98

0.54

0.92

B

0.99

0.76

0.50

0.92

C

1.04

0.96

0.47

1.01

D

1.06

0.96

0.41

0.89

4.0E+04

4.0E+05

3.0E+04

3.0E+05

2.0E+04

2.0E+05

1.0E+04

1.0E+05

0.0E+00

本研究で使用した飛灰およびセメントの含有量分析
結果を表 2 に示す。また、既往の文献 2)で報告されて
いる含有量も表中に示す。本研究で用いた飛灰の含有
量のうち、Na、K、Cl は既往の研究で報告されている値
と同程度、Ca は既往の研究の値の 2 倍であった。Ca が
多かった理由として、用いた飛灰には排ガス処理に用
いた消石灰が含まれていて、文献 2)における飛灰は排
ガス処理をしていないためと考えられた。セメント中
の Na、 K、 Cl は飛灰の含有量よりも 1/10 以下しか含
まれていなかった。Mg は飛灰と同程度、Ca は飛灰の
1.75 倍含まれていた。
C/A と供試体の元素含有量の関係を図 1 に示す。C/A
が大きくなると Na、K、Cl の含有量は減少し、Ca の含
有量は増加した。これは、飛灰中の Na、K、Cl 含有量
がセメントよりも低く、Ca は逆に高いためである。
13 号溶出試験において、飛灰の Pb 濃度は 22mg/L で
あったが、供試体 A、B、C、D の中で最大の Pb 濃度は
0.14mg/L であり、本研究で用いた供試体は埋立基準で
ある 0.3mg/L 以下の条件を満たした。
C/A と 13 号溶出試験溶出率の関係を図 2 に示す。Ca
を除いて、C/A によらず溶出率は一定であり、平均 90%
であった。Ca については、排ガス処理のために飛灰中
に Ca(OH)2 が吹き込まれているが、そのうち Cl と反応
して CaCl2 となった易溶解性の Ca と、未反応の Ca(OH)2
が含まれている。また、供試体中のセメント由来の Ca
は Ca(OH)2 である。そのため、C/A=0.05 では易溶解性
元素ほどではないが 30%程度の溶出率を示し、C/A が大

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

C/A

図 1. C/A と含有量の関係(○：Na，△：K，●：
Ca，□：Mg，▲：Cl)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

4.1 含有量、溶出試験結果

0.0E+00
0

13号溶出試験溶出率(-)

試料名

Na,K,Mgの含有量(mg/kg)

表 2. 用いた飛灰，セメントの元素含有量(mg/kg)

Ca,Clの含有量(mg/kg)
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0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

C/A

図-2 C/A と 13 号溶出試験溶出率の関係(○：Na，
△：K，●：Ca，▲：Cl)

きくなるにつれて不溶性の Ca(OH)2 の割合が増えるた
め溶出率が減少したと考えられた。
全含有量に対する繰り返し溶出試験溶出量の比を表
3 に示す。
繰り返し溶出試験溶出量を全含有量と比べた
ところ、K と Cl でそれぞれ 1 供試体をのぞいて Na、K、
Cl は 1 未満であり、Ca はすべての供試体で約 1/2 しか
溶出しなかった。
繰り返し溶出試験溶出量に対する 13 号溶出試験溶
出量の比を表 4 に示す。易溶解性である Na、K、Cl は
概ね 0.92 以上であり、両溶出試験による溶出量の違い
は小さかった。Ca については、13 号溶出試験溶出量は
繰り返し溶出試験溶出量の約 1/2 であった。
全含有量、13 号溶出試験溶出量、繰り返し溶出試験
溶出量のどれを解析に用いる含有量 Q0 とするかを検討
した。繰り返し溶出試験溶出量が溶出可能全含有量を
表すと考えられるが、上述したようにその溶出率のほ
とんどが 1 を超えないことから、全含有量は溶出可能
全含有量とは見なせなかった。13 号溶出試験と繰り返
し溶出試験は試験の期間が 6 時間と 5 日間で違うが、
上述したようにこの 2 つの試験の溶出量に違いはあま
りないため、繰り返し溶出試験よりも試験時間の短い
13 号溶出試験のほうが適している。よって、13 号溶出
試験の溶出量を Q0 とした。
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0.5

表 5. 供試体の含水率
供試体 ID
A
B
C
含水率(%) 24.2 22.1 32.5

5.6

0

C/A

4.4
4.0

図 4.
点)

log𝑡𝑡̅𝑖𝑖 と logJi の関係の一例として供試体 B の Na の結
果を図 4 に示す。図中の黒のプロット点の間で傾きが
-0.35～-0.65 の範囲に入っていたので、この区間を拡
散律速範囲とみなした。表 6 に得られた傾きの一覧を
示すが、傾きが-0.65～-0.35 に入っている連続した分
画(表の灰色の部分)を拡散律速範囲とした。拡散律速
範囲について、Na は供試体 A 以外は半分以上の分画が
拡散律速範囲に入り、K は全ての供試体の半分以上の分
画が拡散律速範囲に入った。Cl は、2 つの供試体で 2

1

-1

0

1

2

log𝑡𝑡̅𝑖𝑖 と logJi の関係(●：拡散律速範囲にある

個の分画しか拡散律速範囲に入らなかった。
各分画での pDe の一覧を表 7 に示す。傾きの表の分画
数と De の表の分画数が違う理由は、傾きは二分画分の
データで計算しているためである。表中の pDe の平均は
上述した拡散律速範囲の分画の平均である。
累積溶出量の実測値と式(17)による計算値の一例
(供試体 A の Cl)を図 5 に示す。式(17)中のパラメータ
は 3.3 の方法で得られたものを用いた。計算値と実測
値は比較的よく一致していると言えた。供試体毎、元
素毎の累積溶出量の実測値と計算値の間の決定係数 R2
を表 8 に示す。R2 は 0.9883(供試体 A の Cl)以上である
ことから、実測値と計算値はよく一致しており、式(17)
は現象をよく表現していると言えた。

4.3 タンクリーチング試験の結果

表 6.

-2

log ti

C/A と空隙率、乾燥密度の関係を図 3 に示す。また、
供試体の含水率を表 5 に示す。C/A が大きくなるにつ
れて、
空隙率は 32%から 46%に増加した。この結果は C/A
が大きくなるにつれて乾燥密度が減少したことと矛盾
しなかった。また、中本ら 11)の石炭火力発電所から発
生する飛灰と高炉セメントを用いた覆砂材(粒径 10mm)
による研究では、C/A を増加させるにつれて空隙率が小
さくなり、乾燥密度が大きくなることが報告されてい
るが、本研究はこれとは逆の結果になった。その原因
として、飛灰の性状の違いが考えられるが詳細は不明
であり、今後の検討課題である。

4.4 有効拡散係数の特性
4.4.1 有効拡散係数と空隙率θの関係
水中の分子拡散係数 D0 に対する平均有効拡散係数 De
の比と空隙率の関係を図 6 に示す。また、用いた D0 の

傾きの一覧(灰色の部分は拡散律速範囲を示す)

A

平均経過時

5.2
4.8

4.2 空隙率に与える作成条件の影響

分画 i

42.9

6.0

図 3. 作成条件と空隙率，乾燥密度の関係(○：空隙
率 θ，●：乾燥密度)

供試体 ID

D

6.4

log J i

50

乾燥密度(kg/m 3)

空隙率θ(%)
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B

C

D

Na

K

Cl

Na

K

Cl

Na

K

Cl

Na

K

Cl

0.0625

-0.70

-0.61

-0.64

-0.66

-0.51

-0.66

-0.63

-0.60

-0.79

-0.53

-0.61

-0.33

刻(d):𝑡𝑡̅𝑖𝑖

0.1875

-0.69

-0.79

-0.57

-0.60

-0.78

-0.82

-0.61

-0.51

-0.40

-0.47

-0.39

-0.66

3

0.375

-0.51

-0.56

-0.51

-0.48

-0.53

-0.28

-0.42

-0.58

-0.56

-0.37

-0.55

-0.37

4

0.75

-0.37

-0.39

-0.40

-0.53

-0.52

-0.50

-0.48

-0.50

-0.22

-0.47

-0.56

-0.60

5

1.5

-0.44

-0.46

-0.56

-0.49

-0.45

-0.52

-0.48

-0.45

-0.51

-0.49

-0.45

-0.32

6

3

-0.70

-0.54

-0.69

-0.51

-0.50

-0.55

-0.64

-0.59

-0.73

-0.53

-0.48

-0.68

7

6

-0.70

-0.65

-0.64

-0.61

-0.56

-0.59

-0.62

-0.59

-0.55

-0.60

-0.59

-0.43

8

12

-0.73

-0.66

-0.82

-0.90

-0.84

-0.88

-0.83

-0.79

-0.82

-0.60

-0.57

-0.74

9

24

-0.32

-0.49

-0.49

-0.58

-0.41

-0.66

-1.00

-0.95

-1.06

-0.64

-0.80

-0.60

10

48

2
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表 7.
供試体 ID
平均経過時
刻(d):𝑡𝑡̅𝑖𝑖

分画 i

分画の pDe 一覧(灰色の部分は拡散律速範囲を示す)

Ａ
Na

K

0.0625

10.09

10.07

0.1875

10.28

3

0.375

10.39

4

0.75

5
6

B
Na

K

Cl

9.98

10.21

10.05

10.08

9.65

10.17

10.11

10.36

10.06

10.23

10.34

10.16

10.42

10.23

10.42

10.40

10.38

10.16

10.40

10.24

1.5

10.32

10.31

10.10

10.42

10.25

3

10.28

10.29

10.14

10.42

7

6

10.40

10.31

10.25

10.42

8

12

10.52

10.41

10.34

9

24

10.66

10.50

10.53

10

48

10.56

10.50

10.37
4.3

1
2

平均 pDe
平均 De*10-11(m2/s)

Cl

C
Cl

Na

9.60

9.76

9.90

9.61

9.97

9.77

9.70

10.04

9.93

9.72

9.82

9.84

9.71

9.98

9.91

9.65

9.91

10.29

9.79

9.76

10.02

9.83

9.69

9.84

10.29

9.78

9.76

9.85

9.82

9.72

9.90

10.22

10.30

9.77

9.73

9.86

9.81

9.69

9.79

10.22

10.33

9.86

9.78

10.00

9.83

9.68

9.90

10.49

10.26

10.38

9.93

9.83

10.03

9.89

9.73

9.86

10.73

10.47

10.61

10.13

10.01

10.22

9.95

9.78

10.00

10.53

10.77

10.41

10.71

10.43

10.28

10.56

10.03

9.96

10.07

10.33

10.10

10.42

10.24

10.32

9.80

9.73

10.01

9.89

9.69

9.88

4.7

7.9

3.8

5.8

4.8

16

18

9.8

13

21

13

K

Cl

0.10

6.0E+04
4.0E+04
2.0E+04

0.08
0.06
0.04
0.02

0.0E+00

0

20

40

60

80

0.00

時間(d)

図 5.

K

0.12

De/D 0(-)

累積溶出量(mg/kg)

8.0E+04

Na

D

図 6.

値を表 9 に示す。Na、K、Cl ともに空隙率が高くなるに
つれて De/D0 が大きくなった。Na、K は De/D0 が同程度だ
ったが、Cl はこれらよりも小さかった。その原因は不
明であった。
De/D0 は式(18)13)に示すように、空隙率θおよび屈曲
係数τの関数と考えられる。
14)

𝐷𝐷0

=

𝜃𝜃
𝜏𝜏

=Φ

35

40

45

50

空隙率θ(%)

累積溶出量の実測値と計算値，時間の関係
(○：実測値，－：計算値)

𝐷𝐷𝑒𝑒

30

(18)

加藤ら の研究では、空隙率が増加すると屈曲係数が
減少したことから、式(18)から空隙率の増加とともに
有効拡散係数が増加する。これは、本研究の De/D0 と空
隙率の関係と一致した。Φの関数形を決定するために
は、35%～45%の間の空隙率を持つ供試体による試験が
必要であり、Φの関数形を決定することは今後の課題
である。

4.4.2 有効拡散係数の時間依存性
De/D0 の経時変化を図 7 に示す。この図には表 7 の全
ての有効拡散係数をプロットした。供試体 A では、図
7 に示すように Na、K、Cl では平均経過時間 0.0625d ま
では、それ以降よりも De/D0 が大きいことから、その範

有効拡散係数と空隙率 θ の関係(○Na，△：K，
□：Cl)
表 8. 供試体毎，元素毎の決定係数 R2
試料 ID
Na
K
Cl

表 9.

A

0.9982

0.9994

0.9883

B

0.9915

0.9901

0.9920

C

0.9979

0.9974

0.9973

D

0.9910

0.9938

0.9926

水中の分子拡散係数 D0*10-9(m2/s)12)
Na
K
Cl
1.33

1.96

2.03

囲では表面溶出律速にあると考えられた。いずれの元
素も平均経過時間 12d 以降では拡散領域よりも De/D0 は
減少した。供試体 B では、Na、Cl では平均経過時間
0.0625d まで、K では平均経過時間 0.1875d までは、
De/D0 が大きいことから、その範囲では表面溶出律速に
あると考えられた。いずれの元素も平均経過時間 12d
以降では拡散領域よりも De/D0 は減少した。供試体 C で
は、Na、K、Cl は平均経過時間 0.0625d までは De/D0 が
大きいことから、その範囲では表面溶出律速にあると
考えられた。いずれの元素も平均経過時間 12d 以降で
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c)供試体 C
図 7.

d)供試体 D
有効拡散係数の経時変化(○：Na，△：K，□：Cl)

2.0E-04

0.4
0.3

1.2E-04

γ(-)

k/S(kg m -2 s-1 )

1.6E-04

8.0E-05

0.2
0.1

4.0E-05
0.0E+00

30

35
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45

50

0

θ(%)

図 8.

1
平均経過時間(d)

k/S と θ の関係(○：Na，△：K，□：Cl)

は拡散領域よりも De/D0 は減少した。供試体 D では、Na、
K、Cl のすべてが最初から拡散律速にあると考えられ
た。表 6 に示すように、Cl は平均経過時間 0.1875d ま
では拡散律速範囲に入っていないが、数値的には-0.35
～-0.65 に近いので、分析誤差の影響で拡散律速範囲に
入らなかったと考えられた。
供試体 A、B、C、D ともに、図 7 での表面溶出律速、
拡散律速の判断と表 7 の判断で違いがあることから、
表面溶出律速、拡散律速の判断を傾きからするのは難
しいことが分かった。
実験の後半で De が低下する原因として、供試体内の
含有量が低下すると(境界条件 t=-∞で C=C0 が満足され
ない)、拡散が律速ではなくなる。それを検討するため
には、タンクリーチング試験終了時の供試体の元素含

30

35

40

θ(%)

図 9.

γ と θ の関係(○：Na，△：K，□：Cl)

有量分布を測定する必要があり、今後の課題としたい。

4.5 表面溶出パラメータの特性
表面溶出速度定数 k を比表面積 S で割った k/S と空
隙率θの関係を図 8 に示す。なお、θ=32%の時(供試体
A)の Na、K の条件では k=0 となり、表面溶出は卓越し
ていなかったと考えられた。これは表 6 の結果と矛盾
した。その理由は不明であった。全ての元素でθ=45%
で k/S は最も低くなったが全体として、k/S は空隙率
θによらず一定であることが分かった。よって、式(6)
から k/S=αk’はθによらず一定、つまり、塩類集積率
αはθによらず一定であると考えられた。
γとθの関係を図 9 に示す。上述したように、表面
溶出が卓越しなかった条件は除いている。全ての供試

セメント固化体からの易溶解性物質溶出モデルパラメータへの固化体作成条件の影響

体で、θが大きくなってもγはほぼ一定であった。元
素 毎 の γ の そ れ ぞ れ の 平 均 ( 標 準 偏 差 ) は 、 Na が
0.23(0.041)、K が 0.28(0.042)、Cl が 0.24(0.029)だ
った。

5.

おわりに

研究では、セメント固化体作成条件と易溶解性物質
の溶出モデルパラメータの関係を明らかにすることを
目的とし、C/A の異なる供試体を用いてタンクリーチン
グ試験を行った。得られた主な知見を以下に示す。
(1)飛灰に対するセメントの比(C/A)が大きくなるにつ
れて空隙率θは 32%から 46%へ増加した。
(2)Na、K、Cl ともにθが大きくなるにつれて De は大き
くなった。
(3)Na、K の De/D0 は同程度だったが、Cl はこれらより
も小さかった。
(4)表面溶出速度定数 k、表面溶出に関与する体積の割
合γともに空隙率θによらず一定であった。
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リン酸および Mg 溶液を用いた飛灰からの鉛溶出抑制に関する
研究
土手

裕 a)・武吉

慶樹 b)・関戸

知雄 c)

Insolubilization fo Lead in Incineration Fly Ash Using
Phosphate and Magnesium Solution
Yutaka DOTE, Yoshiki TAKEYOSHI, Tomoo SEKITO
Abstract
In order to clarify the influence of the addition rate of phosphate and magnesium to fly ash on the lead elution
concentration, phosphate compounds suitable for fly ash stabilization were investigated and fly ash stabilization was
performed using the suitable phosphate and Mg solution. Both of phosphoric acid and NaH2PO4 satisfied the lead
landfill standard at the phosphorus addition rate of 0.25 mol / kg. However, because phosphoric acid has a very low
pH, NaH2PO4 was more suitable for fly ash stabilization. In addition, stabilization using phosphate and magnesium
was able to lower the phosphorus addition rate to fly ash that satisfied the lead landfill standard, as compared with
stabilization with only phosphate. This means that adding magnesium to fly ash could save the amount of phosphate
required to insolubilize lead. The results of the availability test showed that lead dissolution rate using phosphate and
magnesium was lower than that using a chelating agent.

Keywords:
1.

Lead, Phosphoric acid, Magnesium, Incineration fly ash, Stabilization

はじめに

ごみ焼却に伴い発生する飛灰は鉛などの重金属を含
むため 1)、特別管理一般廃棄物に指定され中間処理が
義務付けられている 2)。中間処理については溶融処理、
セメント固化、薬剤処理、酸洗浄の 4 種類がある。薬
剤処理は中間処理で多く用いられており、そのうち有
機キレート剤による処理が主流となっている。しかし、
有機キレート剤は長期にわたって COD が高濃度で溶出
し浸出水処理の長期化を引き起こす可能性 3)や、埋め
立て後に鉛再溶出の可能性 4)が報告されている。この
ように有機キレート剤による処理には問題点があるた
め、無機系の処理剤について検討する必要がある。
飛灰の中間処理のための無機系処理剤については、
リンを用いたものが検討されている。対象とする試料
は、排ガス処理前の飛灰、消石灰等の薬剤噴霧後に回
収された排ガス処理残渣であり、これらに H₃PO₄や Na
₂HPO₄などのリン酸源を添加することで鉛や亜鉛など
の溶出を大きく減少させることが分かっている 5)〜7)。
特に鉛に関しては不溶化の効果が大きく、これは鉛が
a) 社会環境システム工学科教授
b) 社会環境システム工学科学部生
c) 社会環境システム工学科准教授

Pb₅(PO₄)₃OH や Pb₅(PO₄)₃Cl といった難溶性の化合物
として安定化されるためである 8, 9)。また、土手らは飛
灰溶出液にリン酸と共に Mg を添加することで Pb の不
溶化率は上昇することを報告している 10) 。
そこで本研究では、リン酸および Mg 溶液を用いた飛
灰からの鉛溶出を抑制する技術を開発することを目的
とした。そのために、異なるリン酸化合物を用いて飛
灰安定化を行い、リン酸化合物種及び P と Mg の添加率
の鉛溶出濃度への影響を検討した。また、リン酸処理
と有機キレート剤の Pb 溶出抑制能を比較するため各
種溶出試験を行った。

2.

実験方法

2.1 飛灰
実験に用いた飛灰は宮崎県の A 一般廃棄物焼却施設
から採取したごみ焼却飛灰である。排ガス処理には活
性炭と消石灰を使用している。飛灰は 20L バケツ 2 個
に採取し、それぞれ飛灰 1、飛灰 2 とした。飛灰 1 はリ
ン酸化合物種の検討、飛灰 2 はさらに Mg を添加した
効果の検討および P と Mg を添加した安定化法(以後、
P+Mg 法と呼ぶ)と他の安定化剤との比較に用いた。

2.2 安定化物作成方法
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表 1.

2.2.1 リン酸化合物種の検討
安定化に使用するリン酸化合物として、H₃PO₄および
NaH₂PO₄を検討した。H₃PO₄については 2 倍希釈した濃
リン酸、NaH₂PO₄については NaH₂PO₄2 水和物を蒸留水
に溶解させて、所定の P 濃度(1,370mg/L～34,400mg/L)
になるよう調整した。リン酸安定化物作成は、混練り
用カップに飛灰 1 を 50g 取り、所定濃度の P 溶液を灰
1kg に対して 0.02〜0.5mol/kg となるように 22.5mL 加
えた。その後、混練り機(Whip Mix、VPM2)で混練りし、
ヘラで容器の底の試料を掻き出し、再度混練りした。
混練りして作成した安定化物の全量を養生容器(ディ
スポカップ、500mL、 PP)に移し、ラップをかぶせて温
室で 2 日程度養生させた。

2.2.2 Mg 添加効果の検討
Mg 添加量が Pb 溶出量に与える影響を明らかにする
ため Mg 添加量を 0、0.025、0.05、0.1、0.2mol/kg、 P
添加量を 0、0.1、0.15、0.2、0.25mol/kg で組み合わ
せた条件で実験を行った。添加する P と Mg の混合溶液
(以後、
P+Mg 溶液と呼ぶ)は、4.2mol/L の MgCl 溶液(MgCl
₂6 水和物を使用)と 1.3mol/L の P 溶液(NaH₂PO₄2 水和
物を使用) を混合して調整した。

2.2.3 他の安定化物との比較
P+Mg 法と他の安定化剤との Pb 溶出抑制効果のため
に、無添加の飛灰安定化物、P 添加安定化物、P+Mg 安
定化物、キレート添加安定化物を作成した。飛灰はす
べて飛灰 2 を用いた。作成条件は無添加の飛灰には蒸
留水を、P 安定化物には 0.25mol/kg、Mg が 0.2mol/kg
となるように P+Mg 溶液をそれぞれ灰 50g に対して
22.5mL 加えた。
キレート安定化物にはキレート剤(アッ
シュナイト S803、栗田工業株式会社)を 7ml/kg となる
ように灰 50g に加えた後、ただちに蒸留水 22.5ml を加
えた。P、P+Mg の添加量についてはこれまでの実験結果
から、キレート添加量についても予備的な実験から、
Pb 溶出量が 0.2mg/L 程度になるように決定した。これ
らの安定化物は 2.2.2 と同様にして混合および養生を
行った。

2.3 試験方法
溶出試験は環境庁告示 13 号試験に準じて行った。た
だし、試料は 20g、溶出試験容器は 500mL のポリ容器を
用いた。また、溶出試験に用いる前に養生容器内の安
定化物を金属のヘラでほぐしたものをそのまま実験に
供した。振とう後、溶出液の上澄みを 0.45 ㎛のメンブ
ランフィルターを用いてろ過し、ろ液に濃硝酸を溶出
液の体積に対して 0.5%を加えて保存した。残った上澄
みの pH と EC を測定した。溶出試験に使用しなかった
安定化物約 10g を 105℃で 2 日以上乾燥させ含水率を
測定した。

飛灰性状まとめ

溶出濃度(mg/L)
元素

飛灰 1

飛灰 2

12.32

EC(S/m)

含有量(mg/kg)

溶出率(%)

飛灰 1

飛灰 2

飛灰 1

飛灰 2

12.63

-

-

-

-

4.70

3.20

-

-

-

-

Pb

6.10

11.6

664

665

9.20

17.4

Na

2,360

2,650

33,000

34,300

71.4

77.3

K

2,360

2,550

33,600

33,500

70.0

76.2

Ca

3,980

5,090

139,000

137,000

28.6

37.3

Mg

0.0

0.0

10,700

10,600

0.0

0.0

pH

T-P
Cl

2.6

2.9

6,610

9,610

0.4

0.3

11,200

13,100

131,000

146,000

85.3

89.9

アベイラビリティ試験に用いた試料は、養生後 105℃
で 2 日以上乾燥させた試料を乳鉢で微粉砕した試料を
用いた。
アベイラビリティ試験は文献 11)に準じて行っ
たが、滴定用の硝酸濃度は 1.3N を用いた。また、pH 調
整には Metrohm 社の自動滴定機を用いた。pH7 および 4
での濃度とそれぞれ加えた蒸留水および添加硝酸量か
ら溶出量を求めた。
乾燥後乳鉢で微粉砕した試料 0.2g に蒸留水を 50ml、
濃硝酸 5ml と 30%過酸化水素水を 0.1ml 加え、240℃で
30 分間煮沸し、冷却後に GF/B のガラスろ紙を用いて
全量を吸引濾過し、ろ液を蒸留水で 100ml にメスアッ
プし保存した。
Ca、
Mg についてはフレーム原子吸光(HITACHI、
Na、K、
Z-2000 シリーズ)、Pb についてはフレーム及びフレー
ムレス原子吸光で測定した。また、T-P は ICP(SHIMADZU、
ICP-8100)を用いて測定し、
Cl についてはチオシアン酸
水銀法で測定した。

3.

実験結果

3.1 用いた飛灰の性状
含有量試験の結果を表 1 に示す。Pb の含有量は飛灰
1 が 664mg/kg、飛灰 2 が 665mg/kg であった。これは既
往の研究 4)で報告されている値の 1/3 程度であった。
また、Cl の含有量 131,000mg/kg～146,000mg/kg であ
った。
これは既往の研究 11)で報告されている値の約 1/5
程 度 の 値 だ っ た 。 Ca の 含 有 量 は 139,000mg/kg ～
137,000 であった。これは既往の研究 11)で報告されて
いる値の約 1/3 の値だった。P の含有量については、
6,610mg/kg～9,610mg/kg であった。
本研究に使用した飛灰の溶出試験結果も表 1 に示す。
飛灰溶出液の pH は 12.3 以上と高い値を示した。Pb 溶
出濃度は 6.1mg/L～11.6mg/L であり、埋め立て基準値
0.3mg/L の約 20～40 倍であった。飛灰の Pb 溶出濃度
は既往の研究 7)と比べて約 1/5 程度の濃度しかなかっ
た。これは本実験で用いた飛灰中の含有量が低いため
だと考えられた。また、Pb の溶出率は 9.20%～17.4%で
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図 1. 各 P 添加率における溶出液中の pH (○: 濃リ
ン酸，□: Na 塩)
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3.2 リン酸化合物種の検討

b) Pb 溶出率
図 2. Pb 溶出特性と P 添加率の関係(○: 濃リン酸，
□: Na 塩，点線：Pb 溶出基準)
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リン酸化合物として濃リン酸、Na 塩を用いた場合の
溶出試験結果を示す。溶出液の pH 結果を図 1 に示す。
何れの P 化合物の場合も pH は P 添加率が増加するとと
も に 減 少 し 、 P 添 加 率 0.5mol/kg で は 濃 リ ン 酸 で
pH10.99、Na 塩で pH11.30 まで低下した。P 添加率が
0.16mol/kg 以上で濃リン酸と Na 塩の pH の差は 0.3 に
なった。添加前の濃リン酸、Na 塩溶液の pH はそれぞれ
0.8～1.8、4～4.5 であり、濃リン酸溶液の pH の方が低
いことから濃リン酸を使用した方が Na 塩溶液を使用
した場合よりも飛灰溶出液の pH が低くなった。
溶出液の Pb 濃度、溶出率を図 2 に示す。何れの P 化
合物でも P 添加率の増加と共に Pb 濃度は減少し、P 添
加率 0.2mol/kg 以上で埋め立て基準値 0.3mg/L を下回
った。溶出率は P 添加率の増加と共に減少し、濃リン
酸のほうが Na 塩よりも減少量が多かったが、何れも P
添加率 0.2mol/L 以上でほぼ 0%になった。濃リン酸と
Na 塩での Pb 溶出抑制能はほぼ差がなかった。これは
Na 塩がほぼ全量溶解したためと考えられた。溶出率は
P 添加率の増加と共に減少し、P 添加率 0.25mol/kg で
ほぼ 0%となった。
図 3 に P の溶出濃度、溶出率を示す。何れの P 化合
物でも P 添加率が 0.25mol/kg を超えると溶出率はわず
かに減少したが、P 化合物による溶出率の差は 0.07 ポ
イントと小さかった。溶出濃度は最大で 2.5mg/L 以下
と低かった。図 4 に Mg の溶出濃度、溶出率を示す。何
れの P 化合物でも P 添加率が 0.25mol/kg を超えるとわ
ずかに溶出率は増加したが、P 添加率 0.5mol/kg でも
0.2%以下であった。また、P 化合物による溶出率の差は

0.2

P添加率(mol/kg)

6

Pb溶出率(%)

あった。Ca の溶出濃度は 3,980mg/L～5,090mg/L であ
り、既往の研究 11)と比較すると 1000～2000mg/L 程度大
き か っ た 。 ま た 、 Cl の 溶 出 濃 度 は 11,200mg/L ～
13,100mg/L であり、既往の研究 11)で報告された値と同
程度だった。また、溶出率については 85.3%～89.9%で
あった。よって、Cl は飛灰に含まれているほとんどが
溶出し、Cl と Pb の溶出濃度のモル比は約 1200:1 であ
り Pb₅(PO₄)₃Cl の生成には Cl:Pb が 1:5 必要なので、
Cl は十分にあると思われた。
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図 3. P 溶出特性と P 添加率の関係
酸，□: Na 塩)

(○: 濃リン
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0.1 ポイント以下と小さかった。Mg の溶出濃度は 2mg/L
以下であった。図 5 に Ca の溶出濃度、溶出率を示す。
何れの P 化合物でも P 添加率が増加するに従って溶出
率はわずかに減少し、
P 化合物による溶出率の差は 2 ポ
イントと小さかった。溶出濃度は 2,000mg/L 以上であ
った。
図 6 に Na の溶出濃度、溶出率を示す。濃リン酸を用
いた場合、P 添加率が増加しても Na 溶出濃度は一定で
あったが、Na 塩の場合は溶出濃度が増加し添加率
0.5mol/kg で 2,500mg/L となり、P 添加率 0mol/kg の時
よりも 500mg/L 程度増加した。また、Na の溶出率は P
化合物の種類、P 添加率によらずほぼ一定の値であっ
た。よって Na 塩の場合、溶出濃度が P 添加率 0.25mol/kg
から増加しているのは含有量の影響であると言えた。

0

b) Na 溶出率
(○: 濃リン酸，□: Na 塩)

図 7 に K の溶出濃度、溶出率を示す。何れの P 化合物
でも P 添加率が増加しても溶出濃度、溶出率は一定で
あり、P 化合物による溶出濃度、溶出率の差も見られな
かった。図 8 に Cl の溶出濃度、溶出率を示す。何れの
P 化合物でも P 添加率が増加しても溶出率は一定であ
り、P 化合物による溶出率の差は 10 ポイント以下であ
った。
以上から、濃リン酸と Na 塩の Pb 溶出抑制能には差
がなかったが、安定化に用いる濃リン酸溶液の pH は 1
程度と非常に低いため、濃リン酸溶液を実際に用いる
場合に、飛灰へ添加する機器の腐食が懸念された。一
方 Na 塩の pH は 4 程度であり、濃リン酸よりも Na 塩が
Pb 溶出抑制剤として適当であると考えられた。
また、P 添加率の上昇と共に P 溶出率が低下するこ
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とから不溶性の P 化合物生成の可能性がある。Ca の溶
出率が減少し、Mg の溶出率が増加することから、リン
酸カルシウム系の不溶性化合物生成の可能性が考えら
れた。また、Na、K の溶出率は変わらないことから、
MgNaPO₄や MgKPO₄の生成の可能性は小さいと考えられ
た。

0.2

P添加率(mol/kg)

P添加率(mol/kg)

12.0
11.5

3.3 P+Mg 法の結果

11.0

P+Mg 安定化物の溶出 pH の結果を図 9 に示す。Mg 添
加率の増加と共に pH は低下した。P 添加率 0mol/kg と
0.1mol/kg の場合は、Mg 添加率 0.05mol/kg までは pH
は変化しなかった。それ以外の P 添加率では Mg 添加率
0.05mol/kg 未満でも pH は低下した。何れの P 添加率
でも Mg 添加率 0.1mol/kg 以上で pH はほぼ一定となり、
Mg 添加率 0.2mol/kg で 11.9～12.3 であった。
図 10 に Pb 溶出濃度、溶出率を示す。Pb 溶出濃度は
Mg 添加率が増加するほど減少し、Mg 添加 0.2mol/kg で
P 添加率 0.1mol/kg でも Pb 溶出基準値 0.3mol/L を下
回った。また、Mg 添加率を増やすことで溶出基準を満
足する P 添加率を減らすことができた。P 無添加の場
合でも Mg 添加が増加するほど Pb 溶出濃度が減少する
ことがわかった。溶出率も Mg 添加率と共に減少し、Mg
添加率 0.2mol/kg では 1.6～0.18%であった。
図 11 に P の溶出濃度、溶出率を示す。何れの P 添加
率でも Mg 添加率 0.1mol/kg までは P 溶出濃度、溶出率

10.5
10.0
0
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0.1

0.15

0.2
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Mg添加率(mol/kg)
図 9. 各 Mg 添加率における溶出液中の pH (○：P
0mol/kg □：P 0.1mo/kg △：P 0.15mol/kg ●：P
0.2mol/kg ■：P 0.25mol/kg)

共に減少し、それ以上の添加率ではほとんど変化しな
かった。Mg 添加率 0.2mol/kg では、P の溶出濃度は 1.5
～1.8mg/L、溶出率は 0.11～0.16%と低かった。図 12 に
Mg の溶出濃度、溶出率を示す。何れの P 添加率でも Mg
添加率の増加と共に溶出濃度と溶出率は増加したが、
Mg 添加率 0.2mol/kg では、Mg の溶出濃度 0.04～
0.12mg/L、溶出率は 0.003～0.014%と低かった。図 13
に Ca の溶出濃度、溶出率を示す。何れの P 添加率でも
Ca の溶出濃度、溶出率は Mg 添加率によらずほぼ一定
の値を取っていた。以上から、Mg を加えることで P の
溶出率が減少したことから Mg と P の化合物が生成され
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たと考えられた。また、Ca の溶出率が一定であったこ
とから、添加した Mg は Ca と競争せずに P と反応した
と考えられた。
図 14 に Na の溶出濃度、溶出率、図 15 に K の溶出濃
度、溶出率を示す。Na、K 共に溶出濃度、溶出率は Mg
添加率によらずほぼ一定の値であった。図 16 に Cl の
溶出濃度、溶出率を示す。溶出濃度、溶出率共に Mg 添
加率によらずほぼ一定の値であった。MgCl₂として Cl
を添加したため Cl 含有量は増加したが、溶出濃度は増
加しなかった。溶出率はおよそ 70～90%であり、飛灰性
状の結果と同程度の値であった。
以上から、Mg 添加率を増加することで Pb 溶出抑制
は改善できた。Mg を添加することで Pb 溶出基準を満
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□：P 0.1mo/kg

b) Mg 溶出率
△：P 0.15mol/kg

●：P 0.2mol/kg

足するために必要な P 添加率が小さくなることから添
加する P を節約できることが分かった。 また、MgCl₂
を加えることから溶出 Cl 濃度が増加し、浸出水処理で
の脱塩処理への負荷が増加することが予想されたが、
MgCl₂を添加した場合でも溶出濃度の増加は見られな
かったため、脱塩処理への負荷の増加はほぼないと考
えられた。

3.4 他の安定化剤と P+Mg 法の比較
図 17 にアベイラビリティ試験の溶出率の結果を示
す。未処理の飛灰を Ash、P 添加安定化物を P+0、P と
Mg を用いた安定化物を P+Mg、キレート剤を使用した安
定化物を Ch とする。Ash の Pb 溶出率は 74％であり、
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これは環告 13 号試験結果(17%)と比較すると約 4 倍以
上であった。P+0、P+Mg の溶出率は 0%、0.06%であり、
P のみを添加した安定化方法と P+Mg 安定化方法の間に
は Pb 溶出抑制能に差はないと言えた。Ch の溶出率は
2%程度であり、今回用いたキレート剤は十分に Pb の溶
出を抑制できていた。P+Mg を Ch と比較すると僅かで
あるが P+Mg の方が溶出率が低かった。よって、P+Mg 法
は P のみの処理と同等の Pb 溶出抑制能を有し、キレー
ト剤を使用した処理よりも Pb 溶出抑制能が優れてい
ると言えた。
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Na、K、Ca、Mg および Cl の溶出率はどの安定化処理
を行っても未処理の飛灰とほぼ同程度であった

4.

おわりに

本研究では焼却飛灰にリン酸及び Mg 溶液を添加す
ることで飛灰からの鉛溶出を抑制することを目的とし、
異なるリン酸化合物種を用いて飛灰安定化を行い、リ
ン酸化合物種及び P と Mg の添加率の鉛溶出濃度への影
響を検討した。得られた知見を以下に示す。
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(1)濃リン酸と Na 塩の Pb 溶出抑制能に差はなく、鉛溶
出基準値 0.3mg/L を満たす P 添加率は 0.25mol/kg
であった。しかし、濃リン酸溶液は pH が非常に低
いため、 Na 塩の方が飛灰安定化に適していると考
えられた。
(2)Mg を加えることで、P 単独で処理した場合よりも Pb
溶出基準を満足する P 添加率を下げることができ
た。
(3)Mg を塩化物溶液で加えても、Cl 溶出濃度の増加は
見られず、脱塩処理への負荷の増加はほぼないと考
えられた。
(4)アベイラ ビリティ試 験による溶 出率は P+Mg が
0.06%で、キレート剤を使用した安定化物の 2%より
も低く、P+Mg の方が Pb 溶出抑制能が優れていると
言えた。
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A Particle Supply Device for Heat Storage Particle Flow Type
Heat Exchanger
Ziyang SHAO, Yoshinori NAGASE, Shigeki TOMOMATSU,
Masatoshi KIMURA, Naoki HASHIMOTO
Abstract
In solar power generation of this study, stroage particles heated by a solar receiver are put into a heat exchanger
and directly contacted with the working fluid to exchange heat and drive a heat engine. It is difficult to continuously
supply storage particles to a solar receiver and exchange heat because it is a batch type heat storage device up to now.
In order to drive a heat engine and generate electricity while heating by solar heat, it is necessary to develop a system
that continuously exchanges heat with the working fluid and heat storage particles. However, there is a pressure
difference between the receiver and the heat exchanger, and the working fluid of the heat engine leaks when the heat
storage particles flow. Therefore, the purpose of this study is to transport the heat storage particles to the heat
exchanger from the solar receiver without leakage of the working fluid. Two valve mechanisms were used to prevent
leakage of the working fluid.

Keywords: Beam down solar concentrator, Solar heat, Solar receiver, Heat exchanger, Heat storage
1. はじめに
近年の地球温暖化や石油資源枯渇の危機が迫る中、再生
することができ、クリーンなエネルギー源の開発が注目さ
れている。太陽熱発電は太陽をエネルギー源として発電す
るので，太陽が存在すれば半永久的に使えること，太陽エ
ネルギーによる発電のため、温室効果ガスを排出しないこ
とと、蓄熱システムが存在するため、夜間でも発電できる
ことなどのメリットがある

1)。

太陽熱発電の研究はさま

ざまな太陽光集光装置と蓄熱媒体で行われている。太陽光
集光装置の形状としては、パラボラ・トラフ型、リニア・
フレネル型、タワー型、ディッシュ型などがある 2)。図 1

Fig.1

Beam down solar concentrator.

に示すように宮崎大学では、2012 年に三鷹光器製ビーム
ダウン式太陽集光装置が設置され、今まで太陽熱発電につ

式タワー型太陽光集光装置を用いて加熱した蓄熱粒子か

いて研究が行われている。

ら熱エネルギーを取り出すには、蓄熱粒子と流体の間で熱

再生可能エネルギーである太陽熱を利用して、昼夜問わ

交換を行う必要がある。蓄熱粒子として使われているアル

ず熱機関を駆動させるには蓄熱が必要である。これまで、

ミナ球が太陽集光装置により加熱された後、熱交換器に投

ビームダウン式タワー型太陽集光装置を用いて、蓄熱粒子

入される。伝熱面積が大きいという蓄熱粒子の特性を活か

3)。ビームダウン

し、加熱されたアルミナ球を直接空気と接触させ、熱交換

を加熱し蓄熱を行う実験が行われてきた

を行う 4)。その後、加熱された作動流体である空気が圧縮
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生

空気エンジンに送られ、発電を行う。作動流体は熱交換器

b)機械設計システム工学科教授

でアルミナ球と接触させるため、熱交換器の中は高圧であ

c)機械械設計システム工学科助教

る。しかし、熱交換器に投入する直前は大気圧であるため、

d)教育研究支援センター技術専門職員

蓄熱粒子を熱交換器内に投入する際に圧力差により作動
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Separate particle supply device

流体が漏れないようにする必要がある。
本研究の目的は、レシーバと熱交換器の間に圧力差を保

Acrylic plate

O-ring 2

ちながら蓄熱粒子がスムーズに熱交換器に投入されるた
めの粒子供給装置を開発することである。
O-ring 1

2. 実験
2.1 太陽熱発電システム
太陽熱発電システムは太陽光レシーバ、熱交換器、また
は圧縮空気エンジンなどの熱機関により構成される。図 2
に太陽熱発電システムの概要図を示す。本研究は蓄熱媒体
として蓄熱粒子を使っている。太陽光レシーバで加熱され
た蓄熱粒子を熱交換器内に投入し、直接作動流体である圧
縮空気と接触させ、熱交換を行う。熱エネルギーは蓄熱粒

Particle supply device body

Acrylic plate

子から奪われ、圧縮空気に移動する。熱交換を行い、熱エ
ネルギーを失った蓄熱粒子は太陽光レシーバに戻され、レ
シーバと熱交換器の間を循環し、再利用される。加熱され

Valve2

Valve1

た空気は圧縮空気エンジンなどの原動機に送られ、発電を
行う。
しかし、太陽光レシーバ内は大気圧であり、熱交換器内
は高圧である。そのため、蓄熱粒子を熱交換器内に投入す
る際に圧力差による圧縮空気の漏れが生じる。熱エネルギ

Coupling

ーの損失を減らすため圧縮空気の漏れを抑えなければな
らない。よって、太陽光レシーバと熱交換器の間に圧縮空
気の漏れを抑えながら蓄熱粒子をスムーズに流せる粒子
供給装置が必要である。

Bufler

Solar heat

Particle supply device body

Solar
receiver

Fig.3

Acrylic window

Particle supply device.

Heat storage particles

2.2.1 気密性
Compressor

Air
粒子

Heat
exchanger

Air

Heat
engine

粒子供給装置において、装置内部の気密性

が最も重要である。図 4 に示すように粒子供給装置の本体
と別体の間、粒子供給装置本体とアクリル板の間や二本の
バルブの摺動面などに O リングを設置し、圧縮空気の漏

Fig.2

Solar thermal power generation system.

れを抑える。
2.2.2 耐圧性 粒子供給装置は圧力容器であり、1 MPa ま
での圧力を耐えられることを目標にする。そのため、各板

2.2 粒子供給装置
圧縮空気の漏れを抑えながら蓄熱粒子を投入するには、
図 3 のようにバルブ 1 を閉じた状態から、バルブ 1 のみ開
き、蓄熱粒子をバッファ内に移動させる、その後、バルブ
1 を閉じ、バルブ 2 を開くことで圧縮空気の漏れを抑えな
がら蓄熱粒子を熱交換器に投入することができる。
図 3 において観察用実験装置は主にアルミ製の本体と
別体、ポペットバルブ、アクリル板などより構成される。
設計あたり以下の項目を検討した。

厚の強度計算が必要である。アクリル窓の強度計算は式
(1)を用いて行った 5)。
𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃
𝑡𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 �
𝜎𝜎�

(1)

ただし、t [mm]はアクリル窓の計算厚さ、P [MPa]は設計
圧力、A [m2]は受圧面積、σa [Pa/mm2]はアクリル材質の許
容曲げ応力である。
計算結果より 1 MPa の圧力に対してアクリル窓の板厚
が 3.46 mm 以上必要となる。安全率を 3 にとり、1 MPa
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の圧力に対してアクリル窓の板厚を 10 mm にした。粒子

ねじと噛みあうおねじにより軸の先端をカップリングに

供給装置本体とアクリル板及び O リング蓋との固定はボ

直接挿入する形で接続する。そのため、カップリングを設

ルトにより行う。ボルトの規格と本数はそれぞれの場所

置する際に作業できる幅の溝を設置し、その溝の外側に O

にかかる圧力を計算した上で安全率を 4 以上として決定

リング溝を設置した。

した。ボルトの位置はボルトの中心軸から端までの最小
縁端距離を計算して決定した 6）。
2.2.3

蓄熱粒子の流動性

粒子供給装置は太陽光レシー

バからの蓄熱粒子を熱交換器に供給するため、蓄熱粒子が
スムーズに流れることが必要である。そのため、二つのバ
ルブの間の空間と二つ目のバルブヘッドの周辺に蓄熱粒
子が問題なく流れるように斜面の形状にし、蓄熱粒子のガ
イドとした。

Φ

蓄熱粒子が粒子供給装置を通過する際に内部の蓄熱粒
子の流れを確認するため、図 3 に示すように二枚のアクリ
ル板で粒子供給装置の本体を挟んで、二つのバルブの間の
空間を可視化する。装置の底面にアクリル窓を設置してお
り、カメラによって蓄熱粒子が粒子供給装置を通過する状
況を把握する。
ポペットバルブのバルブシートとバルブフェースの中
心軸を合わせるため、バルブシートとバルブガイドを一体
化し、別体として作られる。別体は円柱の形状をしており
粒子供給装置にすきまばめで挿入する。粒子供給装置本体
と別体の間の隙間からの漏れを抑えるため、別体の外側と
底面に O リングを設置することにより気密性を保つ。バ
ルブステムからの漏れを抑えるため、別体との摺動面に O
リングを設置し、 図 3 に示すように O リング蓋 1 によっ
て固定する。O リングの溝は直接別体の上面に設ける。バ

Fig.5 Coupling.
バルブの延長軸からの漏れを抑えるため、O リング蓋 1
との摺動面に O リングを設置し、その上に 図 3 に示すよ
うに O リング蓋 2 によって固定する。 O リングの溝は O
リング蓋 1 に設ける。容器内の圧縮空気が粒子供給装置本
体とアクリル板の間の隙間から外に漏れないため、二つの
バルブの間の空間の端から 5 mm 離して O リングの溝を
設けている 7)。本体とアクリル板を固定し、アクリル板と
本体の間に O リングを挟んで気密性を保つ。
O リングの溝の周辺にねじ穴を均等に設置し、ねじの本
数と規格は、一本当たりのねじの許容荷重と二つバルブの
間の空間にかかる圧力を計算した上で、安全率を 4 以上に
取り、規格が M8 のボルトを 18 本に決定した 8）。ポペッ
トバルブの制御しやすさを考慮して、二つのバルブの軸を

ルブフェース面とシート面の接触面圧を高め、気密性を保

平行に設置している。粒子供給装置に圧縮空気を供給する

ちやすくすることと蓄熱粒子を挟みにくくするため、バル

ため、図 3 の左上と右下に規格が R3/8 の管用テーパねじ

ブシートの幅を 1 mm にしている。

の穴が開けられている。別体に蓄熱粒子を入れるため、粒
子供給装置本体の正面に規格が R1/4 管用テーパねじの穴

rod

が設置されている。また二つのバルブの間の空間の横に設
Coupling

置している穴はブルドン管圧力計を取り付けるためのも
のである。

2.3 ポペットバルブ

Cotter

粒子供給装置に取り付けられるポペットバルブを図 6
valve

に示す。その諸元を表 1 に示す。このポペットバルブは
豊田中央研究所の試験用単筒エンジン(TRE エンジン)の
バルブである。このバルブを開閉することにより蓄熱粒子
を止

ためのカップリングが必要である。カップリングをつけた
状態の様子は図 4 に示し、 カップリングの外形と寸法を
図 5 に示す。カップリングの形状を円筒状にしており、バ
ルブの軸との接続はコッターを用いて行う。右側のバルブ
を延長する軸の先端はカップリング内部に設けられため

φ7.96

粒子供給装置の右側のポペットバルブの軸を延長する

φ37.45

Fig.4 Attaching the coupling to the valve.

125

Fig. 6 Poppet valve
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めたり排出したりする動作を行う。バルブのバルブシート

り構成される。アクリル窓は下部圧力容器の底に設けられ、

とバルブフェースを密着させることにより気密性を保つ。

圧力容器の底にカメラを設置し、下から蓄熱粒子がバルブ
を通過する様子を撮影する。図 7 に示すようにポペットバ

Table 1 Specifications of valve

ルブのバルブガイドとバルブシートが上部圧力容器と一

Valve shaft length

125.0 mm

体化し、中央にポペットバルブが差し込まれ取り付けられ

Valve shaft diameter

7.96 mm

るように設計されている。粒子容器の側面には蓄熱粒子を

Valve umbrella diameter

37.45 mm

充填するための穴が開けられている。左下の穴はブルドン
管圧力計を取り付けるための穴であり、右下の穴は圧縮空
気を供給する穴である。

2.4 蓄熱材料
蓄熱材料として用いるのは粒径が 5±0.5 mm の平均直
径 5 mm の球であり、
材質はアルミナのアルミナ球である。

Poppet valve

表 2 にアルミナ球の諸元を示す。
Table 2

Specifications of alumina sphere

Chemical formula

Al2O3

Density

3890 kg/m3

Particle diameter

5±0.5 mm

Hole for filling particles

Pressure gauge

2.5 エアシリンダ
所定のリフト量でポペットバルブを開閉する動作を実
現するため、圧縮空気を用いる複動型のエアシリンダを使

air

用した。その諸元は表 3 に示す。
Table 3 Air cylinder
Cylinder inner diameter

20 mm

Stroke

20 mm

Acting method

Double acting type

Piston speed

50～500 mm/s

Supply pressure

0.1～1.0 MPa

Acrylic window
Fig.7 Pressure vessel with window

3.2 実験方法及および実験条件
窓付き圧力容器の上部圧力容器内において、大気圧でポ

3. 蓄熱粒子投入実験

ペットバルブを閉じた状態にし、所定の量のアルミナ球を
入れる。次に窓付き圧力容器を所定の傾斜角に調整する。

3.1 蓄熱粒子投入実験装置

レギュレータを用いてコンプレッサーからの圧縮空気を

蓄熱粒子がポペットバルブに通過する際に蓄熱粒子の

所定の圧力に調整し、下部圧力容器内に充填する。 ブル

動きを把握するため、一つ目のバルブの周辺を模擬した窓

ドン管圧力計で下部圧力容器内に所定の圧力になってい

付き圧力容器を用いて、蓄熱粒子投入実験を行った.

るかを確認する。エアシリンダを駆動し、ポペットバルブ

蓄熱粒子がポペットバルブを用いた粒子供給装置を通

を軸方向に押し出し、蓄熱粒子を上部圧力容器から下部圧

過する際に、蓄熱粒子の排出時間に対する圧縮空気の逆流

力容器内に投入する。その時の蓄熱粒子の流れを下部圧力

とバルブの傾斜角の影響の調査をするために実験を行っ

容器の底に設けたのぞき窓から動画を撮影し、映像を分析

た．窓付き圧力容器、ポペットバルブ、レギュレータとエ

する。ポペットバルブが開き始める瞬間から蓄熱粒子がす

アシリンダなどを用いて、蓄熱粒子を投入する予備実験を

べて投入されるまでの時間を蓄熱粒子の排出時間とする。

行った。一回投入する蓄熱粒子の量を 10 cm3、窓付き圧力

以上の手順を繰り返し、一条件につき三回実験を行う。

容器の下部圧力容器に供給する圧力を 0.11、0.22、0.34
MPaG にして、それぞれの圧力と傾斜角において蓄熱粒子
がバルブを通過する時間を調べる。

表 4 に加圧状態の蓄熱粒子投入実験の実験条件を示す。
蓄熱粒子がポペットバルブを通過できる最小のリフト量
が 7 mm であり、実験に用いるバルブの最大リフト量が 20

図 7 に蓄熱粒子投入実験で使用する窓付き圧力容器を

mm である。その中間値を取って実験に用いるリフト量を

示す。この装置は一つのバルブの周辺を模擬した実験装置

13 mm にする。コンプレッサーからエアシリンダに供給す

であり、粒子供給装置のバルブとして使われるポペットバ

る圧力に対し、バルブを開けられる最大の圧力が 0.34

ルブ、上部圧力容器、下部圧力容器、アクリル窓などによ

MPaG であるため、今回の実験条件として下部圧力容器に
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供給する圧力を 0.11、0.22、0.34 MPaG とした。またバル

1.0

傾斜角は圧力容器を傾斜させる際に水平面とバルブの軸
の中心線がなす角度と定義する。
Table 4 Experimental conditions
Valve lift [mm]

13

Particle volume [cm3]

10

Tilt angle [deg.]

10，20，30，50，90

Supply pressure [MPaG]

0.11，0.22，0.34

Times of experiments

3

Eject time [s]

ブのリフト量と傾斜角の定義は図 8 に示す。バルブのリフ
ト量はバルブが開いた際に軸方向に動いた距離と定義し、

45

Tilt angle [deg.]
Fig.9 Particle eject time at each pressure.
変動を考察すると、傾斜角が 90°の蓄熱粒子排出時間の
変動が一番小さく安定している。その原因として考えられ
たのはバルブの傾斜角が図 10 に示すように、90°に設置
する場合、蓄熱粒子が排出される前では上部圧力容器内に

Valve lift

均一に分布する。そのため、毎回蓄熱粒子が落下する時間
は比較的に安定している。蓄熱粒子の排出時間を短くする
こととバルブの制御しやすさを考慮し、バルブを垂直に設
置した方が良いと考えられる。

θ
Fig.8

Horizontal line
Valve lift and tilt angle.

4. 実験結果と考察
下部圧力容器に供給する圧力と蓄熱粒子の排出時間の
関係を調べるため、各実験条件において三回ずつ実験を行

Fig.10

Tilt pressure vesssel.

った。図 9 にその実験結果を示す。縦軸に蓄熱粒子の排出
時間を、横軸に傾斜角を示している。各条件の実験結果の

圧力による蓄熱粒子排出時間への影響を調査するため、図

平均値をプロットして、最小値と最大値をエラーバーで表

11 のように非加圧の状態における蓄熱粒子の投入時間と、

示する。

実験条件の中で一番大きいであり、圧力が 0.34 MPaG の

図 9 よりどの圧力においても傾斜角が 10°から 30°まで

状態の蓄熱粒子排出時間の比較を行った。

の間では蓄熱粒子排出時間が急激に減少する。傾斜角が

図 11 より非加圧状態の蓄熱粒子排出時間は加圧状態の

30°から 50°の間に蓄熱粒子投入時間の変化が 30°以下

蓄熱粒子投入時間より短く、傾斜角の上昇につれて蓄熱粒

の場合よりも緩やかになり、投入時間は約 75％減少した。

子の排出時間の差が大きくなる傾向があった。傾斜角が

傾斜角が 50°から 90°までの間では蓄熱粒子投入時間の

90°の場合に排出時間の差が一番大きく、0.11 s であった。

変化が更に緩やかになり、圧力が 0.34 MPa の場合はほぼ

圧力の差に対して大きな時間変化ではないため、圧力が

変化しない傾向になった。よって、10°から 50°までの間の

0.34 MPaG 以下の場合における圧縮空気による蓄熱粒子

範囲においては傾斜角による蓄熱粒子排出時間の変動が

の排出時間への影響は小さいと考えられる。よって、圧力

大きいため、バルブの軸の傾斜角を 50°以上にすべきで

が 0.34 MPaG 以下の状態において、蓄熱粒子の排出時間

ある。

は圧力による影響はバルブの傾斜角の影響より小さいこ
とがわかった。しかし、圧力が 0.11～0.34 MPaG の範囲に
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おいて圧力が上昇するにつれて圧縮空気による蓄熱粒子

2. バルブステムの傾斜角が 90°の場合、蓄熱粒子の排出

の排出時間への影響が増加する傾向があるため、もし更に

時間が最短であり、また安定して移動できることがわかっ

圧力を上昇させれば蓄熱粒子の排出時間が長くなること

た。

が予想される。
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Improvement of Thermoelectric Properties of
Sr9Ti8S24 by W doping
Koki KAMIMIZUTARU, Akira NAGAOKA, Kensuke NISHIOKA, Kenji YOSHINO
Abstract
Tungsten (W)-doped Sr9Ti8S24 (STS) were fabricated by hot pressing method as novel thermoelectric
materials. X-ray diffraction peak was shifted to high angle, indicating that W atom had replaced Sr atom. It was also
suggested that the solid solution limit of W was between 0.05 mol% and 0.1 mol% The STS with W of 0.05 mol%
showed the highest thermoelectric properties, ZT = 0.0056 , which was about 40 times higher than that of the
non-doped STS.

Keywords: Sr9Ti8S24, Bulk Crystal, Sulfide, Thermoelectric materials
1.

STS は、チムニーラダー構造で、c 軸に長い単位格子(a

はじめに

=11.5 Å, c =47.5 Å)を有していることから低い格子熱伝導


現代社会において最も一般的なエネルギー源である石

率が期待されている

6, 7)。そこでホットプレス法による

油などの化石燃料は、様々なエネルギーへと変換されてい

STS の結晶成長条件の探索し、ホットプレス後にアニール

るが、その大部分は排熱として大気中に捨てられている 1)。

処理を施すことで STS を主相とする結晶が得られること

そうした中で熱電発電は熱エネルギーを電気エネルギー

を突き止めた。しかし、電気伝導率が低く、実用化させる

に直接変換できることから、未利用熱を有効活用できる技

ためには電気伝導率の大幅な向上が必要である。類似した

術として注目されている

2)。熱電材料の変換効率は無次元

性能指数(ZT)によって決定され、以下の式で表される。
𝑍𝑍𝑍𝑍 =

𝑆𝑆 2 𝜎𝜎𝑇𝑇
𝜅𝜅

ーパントは電気伝導率の向上だけでなく、構成元素同士の
(1)

ここで S、σ、κ はそれぞれゼーベック係数、電気伝導率、
熱伝導率である。(1)式より高い変換効率を得るためには
熱伝導率あるいは電気伝導率が大きい材料が必要になる。
 現在実用化されている熱電材料の多くはTeやSeの化合
物で環境負荷が高い。それゆえTeやSeの代替材料としては
同じ16族元素のSが考えられており、硫化物熱電材料は環
境調和型の熱電材料として近年大きな注目を集めている3)。
しかし、実用化の目安であるZT > 1の材料が少ない。硫化
物熱電材料の中でもTiS2および、その関連化合物は抵抗が
低く熱電材料として有望視されてきた。しかし、単純な層
状構造を有していることから、多結晶TiS2では熱伝導率が
4 W/mKと高く、ZT = 0.3程度にとどまっている4)。また、
熱電素子の各層がファンデルワールス力で弱く結合して
おり、機械的強度が弱いという弱点がある5)。そこで新規
硫化物熱電材料としてSr9Ti8S24(STS) に注目した。

化合物半導体の SrTiO3 では原子番号が La 以降の重元素に
よる、ドナー性不純物の添加が行われてきた。これらのド
質量差よりフォノンが散乱され、熱伝導率を低下させる。
これまでに W や Dy、Nb などの元素が添加された報告例
がある 8-10)。
本研究ではドナー性不純物として W を選択し熱伝導率
を維持しながら電気伝導率の向上を目指し、熱電材料の最
適化を目的とした。

 実験

 硫化ストロンチウム(SrS、99%、株式会社高純度化学研
究所)と硫化チタン(TiS2、99.9%、株式会社高純度化学研究
所)の粉末を化学量論比で混合した。重元素置換のドーパ
ントとして硫化タングステン(WS2、99 %、株式会社高純
度化学研究所)を0.05 ~ 0.2 mol %添加した。材料をカーボ
ンダイス(内径 10 mm)に入れ、成長温度650 -700 °C、圧力
7.7 MPa、成長時間1時間で結晶成長を行った。650 °Cで作
製した試料をas-試料として、石英管に真空封入後、800 °C

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

で24時間アニール処理を行った。得られたサンプルの構造

b) 環境・エネルギー工学研究センター准教授

特性を粉末X線回折(XRD)法、組成分析をエネルギー分散

c) 環境・エネルギー工学研究センター教授

型X線分析(EDX)、電気特性をホール効果測定、熱電特性

d) 電子物理工学科教授
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をゼーベック係数測定と熱拡散率測定により分析した。

を図3に示す。as-試料ではSTSの相は確認されなかったが、

 XRD 測定は PANalytical 製の X'Pert-Pro を用いて加速電

アニール処理を施したすべての試料において結晶成長が

圧を 40 kV、管電流を 40 mA、光源は CuKα を 1.54 Å で測

進行し、大きな粒子では20 µmほどの粒径が得られた。ま

定を行った。EDX では SU-3500 型日立走査型電子顕微鏡

た細孔が少なく、全ての試料で焼結による緻密化がみられ

を用いて、加速電圧を 20 kV として測定を行った。ホール

た。EDX測定ではW元素の添加量が増加するにしたがい

測定は Ecopia 社製 HMS-3000SP Hall Effect Measurement

Ti-poorになる傾向を示した。これはXRDでみられたW元

System を使用した。オーミック電極として In を蒸着し、

素の添加量が増えるにしたがって回折線が高角側にシフ

磁束密度を 0.5 T、測定温度を 300 K として測定を行った。

トしたことから、Ti元素が置換されていると考えられる。

ゼーベック係数測定はアドバンス理工製の ZEM-3 を用い

S元素が増加したのは、ドーパントとしてWS2を用いたこ

て測定範囲 50-500 ℃、測定間隔 50 ℃で行った。熱拡散率

とによりS過剰になったと考えられる。一方でW元素の存

測定は NETZSCH 社の LFA467 を使用した。測定は窒素雰

在確認を試みたが、EDX測定のピーク位置がTi元素と重な

囲気下で行い、50~500 ℃まで 50 ℃間隔で測定を行った。

るため不可能だった。

結果

W-doped STSの粉末XRD

 W元素の添加量を変化させた試料の粉末XRDの測定結

果を図1に示す。すべての試料においてSTS化合物を主相
とする回折線が観察された。STS化合物の他にTiO2も観察
された。これはTiS2原料中に存在していたと考えられる。
一方、ドーパント源であるWS2の回折線は観察されなかっ
た。また、粉末XRDの回折線は添加量に応じた回折線が

図 2 W-doped STS の SEM 画像.

高角側へのシフトが見られた。このことから、W元素より
イオン半径の大きいTi元素サイトへ置換されたと考えら
れる。

図 3 W-doped STS の組成比.

電気特性
ホール効果測定により W 元素の添加量を変化させて作
製した試料のキャリア濃度、電気伝導率、移動度を求めた。
今回作製したサンプルは熱起電力測定にて n 型を示した
ため、ホール測定ではすべての試料においてインジウムの
電極を用いた。すべての試料でオーミック特性が得られた。
得られた試料について電気特性を調べたところ、図 4 に示

図 1 W-doped STS の粉末 XRD パターン.

すキャリア濃度は W＝0.05 mol%の試料で最大値をとり、
その後減少する傾向を示した。これは W 元素が Ti サイト


結晶構造と異相
 SEMにより、W元素の添加量を変化させて作製した試

形成され、キャリア補償が生じたと考えられる。よって、

料の表面の観察を行った。図2表面SEM写真より、作製し

W＝0.05 mol%から W=0.1 mol%の間に W 元素の STS 中の

に入ることでドナーが生成されるが、W=0.1 mol%以上で
は W 元素過剰となり格子間に入ることで Wi アクセプタが

た試料の粒径を見積もった。EDX測定も同時に行い、組成

固溶限があることが示唆された。また、WS2 をドーパント

比を求めた。今回、同一試料で3箇所測定し、その平均値

として用いたことで S 元素が供給され、ドナー欠陥である
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で 573 K にて 16.4 μW/mK2 を示し、ノンドープサンプルと
比較して約 90 倍の値となった。
最も高いパワーファクターを示す W=0.05 mol%サンプ
ルと比較のためノンドープサンプルの熱伝導率測定の結
果を図 8 に、ZT の計算値を図 9 に示す。両サンプルとも
に熱伝導率はおおよそ T-1 に従って減少した。熱伝導率の
温度依存性よりフォノンの散乱機構としてウムクラップ
散乱が支配的であると考える 1)。STS の熱伝導率は単位格
子が大きいことからガラス並みに低い値が得られ、熱電材
料として大きなアドバンテージであるといえる。両サン
プルの熱伝導率の温度依存性は同じ傾向をしながら W ド
ープサンプルの熱伝導率は 10%程度低い結果が得られた。
このことから W 元素による点欠陥が熱伝導率の低減に有

図 4 W-doped STS のキャリア濃度.

効であることが示唆された。図 9 に示す ZT はノンドープ
サンプルと比較して W ドーピングによって 40 倍に向上さ

VS が減少し n 型欠陥が補償されたと考えられる。

熱電特性
 得られた試料の熱電特性の温度依存性を調べた。パワ
ーファクターはゼーベック係数と電気伝導率より算出し
た。図 5 のゼーベック係数は n 型半導体の特性を示し、
W=0.05 mol%で 523 K にて-140 μV/K に達した。ゼーベッ
ク係数の絶対値は W 元素の添加量が増加するにしたがっ
て減少する傾向を示した。これはホール効果測定で示唆さ
れた p 型欠陥の増加のためと考えられる。W=0.2 mol%の
試料では測定温度が 423 K 以下において p 型の挙動を示し
たことより、W 元素が STS 中の固溶限を超えると Wi を生
成し p 型半導体になることが示唆された。図 6 に示すよう
に電気伝導率は温度の増加にしたがって増加する傾向を
示し、通常の半導体挙動を示した。また、キャリアを増加
させることで電気伝導率が大幅に向上し、W=0.05 mol%の
試料ではノンドープサンプルと比較して 2 桁以上向上し

図 6 W-doped STS の電気伝導率温度依存性.

た。図 7 に示すパワーファクターは W=0.05 mol%の試料

図 5 W-doped STS の Seebeck 係数温度依存性.

図 7 W-doped STS のパワーファクター温度依存性.
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ことで、フォノンの不純物散乱が生じ、熱伝導率は 10％
程度減少させることに成功した。最大 ZT は 573 K で
0.0056 を示し、ノンドープサンプルと比較して約 40 倍に
向上した。
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STM Observation of Au Particles
Adsorbed on Si(111)- Clean Surface by PLD Method
Taiga TAKATA, Yoshiki TANAKA, Makoto NAGASAKI,
Akihiro KAMEYAMA, Masahito KATTO, Atsushi YOKOTANI
Abstract
To obtain important information for fabricating atomic-scale Au thin films that are used for biosensors,
we have examined the flushing temperature for forming the Si(111) clean surface and observed the
morphology of Au particles adsorbed by Pulsed Laser Deposition method on a Si(111)-7×7 surface by STM,
which is supposed to be the initial stage of Au atomistic thin film formation. As the result of this study, it was
found that flushing temperature must be controlled within 5℃ and we can fix the flushing requirement by
STM images. Besides, we have estimated that Au particles are adsorbed on the position which is about 0.21
± 0.03 nm away from the center of Si adatom.

Keywords:

STM, PLD, Si(111)-7×7, Adsorption, Au/Si, Au thin film

1. はじめに
近年、半導体デバイス、光ディスク、バイオセン

法、超高真空 走査型トンネ ル顕微鏡 （Scanning

サーといった電子部品では金属薄膜が利用されて

Tunneling Microscope : STM）を組み合わせることで

いる。特に表面プラズモン共鳴分光法を応用した

研究を行ってきた

バイオセンサーには、数 10 nm 前後の Au 薄膜が使

で観察するためには、基板となる Si(111)清浄表面

用されているが、1~2 nm の凹凸ですら、測定のば

も原子スケールで平坦で、なおかつ構造がよく分

らつきにつながってしまうという問題点がある。

かった状態にしておかなければならない。また、実

これゆえ、原子スケールで平坦な Au 薄膜が必要と

験においては、Si(111)清浄表面は高温フラッシング

1)2)、このような薄膜を作製する技術が求めら

法によって得られるが、高温フラッシング法によ

なり

3)~6)。STM

を用いて原子レベル

れている。また、超薄膜作製には、薄膜の原子と基

る Si(111)清浄表面形成の温度範囲は狭く、使用す

板原子の直接の結合を理解することが重要となる。

る装置やサンプル形状などによって最適温度が変

我々は、原子スケールで平坦な Au 超薄膜作製に

わるため、例えば夏と冬では温度条件を変えるな

役立つ情報として、その成膜の初期過程、成長プロ

ど、オペレーターの経験や技量に頼る部分が多く、

セスなどを理解するため Si(111)清浄表面を用い、

装置ごとの最適条件を見つけるための条件出しを

パルスレーザー堆積（Pulsed Laser Deposition : PLD）

経験的に行わなければならない。

a)工学専攻エネルギー系コース(C)
b)電子物理工学科

学部生

c)電子物理工学科

助教

d)産学・地域連携センター
e)電子物理工学科

教授

大学院生

そこで、本研究では、STM による Au 粒子の観
察に必要な、Si(111)清浄表面の形成条件を見出すこ
と、また、Au 粒子による膜状クラスターの構造解

准教授

析を行い、Au 超薄膜の作製に向けた有益な情報を
得ることを目的とし、実験を行った。
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4. 実験結果・考察

2. 実験装置
図 1.に本実験で用いた STM 装置（USM-802、

4.1

Si(111)清浄表面の形成条件の検討

ユニソク）の構成図を示す。3 体のステンレス製超

図 2.に今回撮影したフラッシング後の STM 画

高真空チャンバーに、 STM を装備した分析装置を

像で比較したものを示す。今回得られた画像では、

使用した。チャンバー内の真空度は、各種真空ポン

大きく 3 つに分類でき、最適温度に近く、広く清浄

プを用い、約 10-10 Torr（10-8 Pa）以下に保った。基

表面ができたもの、これより高すぎる温度で大き

板には Si(111)を用い、Si(111)基板の清浄表面化の

な粒状に見えたもの、逆に低すぎる温度で全体的

ために測定準備室では、サンプルホルダーに通電

に不鮮明に見えたものに分類できた。本研究では、

加熱用端子を取り付けた。

これ等をそれぞれ、〇▲■と表すことにした。また、
得られた画像の中には、これ等の中間的なものも

3. 実験方法

見られたのでそれは、△□で表すことにした。
ここで、フラッシング温度に着目すると、フラッ

Si(111)清浄表面の形成条件の検討

シング温度 1050℃で得られていた清浄表面が、別

本実験では、高温フラッシング法により、Si(111)

のシリーズでは、不鮮明の画像が撮れてしまうこ

清浄表面を得ているが、清浄表面化のための温度

とから、これらの一連の傾向があったにもかかわ

範囲が狭く、サンプル形状などにより最適温度が

らず、一か月程度の時期やサンプル交換などにお

3.1

変わったりしてしまうため、清浄表面を安定に形

ける変化（シリーズ）によって、最適温度における

成するための条件を見出す必要がある。そこで、フ

サーモメータの指示値がシリーズによって変わっ

ラッシング温度を、1040~1090 ℃ まで 5 ℃ 間隔で

てしまっており、最適なフラッシング温度の特定

変化させ、フラッシング後の基板表面を STM で観

が難しいことが分かった。

察し、フラッシング温度による、表面形態の比較を

また、これとは別に室温に関しての相関性も調
べたが相関性は見られなかった。これは、1000 ℃

行った。

近いものを 1 ℃という高分解能で、1 秒という短い

3.2

清浄表面上の Au 粒子の観察

Si(111)清浄表面を得た基板上に、PLD 法により、
ターゲット（Au）を吸着させたサンプル表面の STM

時間で測定した値であったため、絶対値の精度を
上げることが難しいことに原因があると考えられ
る。

画像から吸着粒子の観察を行い、粒子の吸着位置

そこで、清浄表面が観察される温度の真の値は

や構造の解析を行った。今回、観察と解析を行った

同じであると仮定して、一つのシリーズでは温度

サ ン プ ル は 、 レ ー ザ ー 光 に Nd:YAG レ ー ザ ー

の相対値は信頼できるとして、フラッシング温度

（Tempest、New Wave Research） の第二高調波（波

からどれだけずれてもよいかを調べた。それを図 3

長：532 nm）、パルスパワーをターゲットのアブレ

に示す。図 3.では、過去から蓄積してあるデータ

ーション閾値直上の 0.20 mJ / Pulse、ショット数を

をまとめたもので、2013～2020 年のデータをまと

10 shots、基板―ターゲット間距離を 20 mm とし、

めたものである。また、ここで使った記号は図 2 で

作製したものであった。

用いた温度が高すぎた場合、低すぎた場合を示し
たものである。

図 1.

STM 装置構成図

図 2.

STM 画像の比較

PLD 法によって付着させた Si(111)- 清浄表面上の金原子の STM 観察

図 5.

図 3.

Si アドアトム、Au クラスター分布図

フラッシング温度まとめ

今回、どの一つのシリーズでも相対的な温度（▲、
△、〇、□、■の位置関係）は概ね信頼できること
が分かった。また、赤い範囲で示す部分で概ね白い
記号が入っており、確実に清浄表面を得るために
は、±5℃以内の範囲で温度制御する必要があるこ
とが分かった。
しかしながら、相対的に、画像の特徴を捉えなが
ら、フラッシング温度を変えることで、闇雲にフラ

図 6.

補正後の Au 吸着位置
と Au fcc(111)稠密面

ッシング温度を変えるより、比較的簡単に清浄表

初期段階はこのクラスターのようなものであると

面が得られるのではないかと考えられる。

考え、このクラスターの構造について検討、解析を

4.2

清浄表面上の Au 粒子の観察

図 4.に PLD 法によって Si(111)清浄表面に吸着

行った。図 5.に Si アドアトムと Au クラスターを
構成する Au 粒子をそれぞれ模式的にトレースし
たものを示す。

させた Au 粒子の STM 画像を示す。清浄表面と比

ここで Si(111)-7×7 のユニットセルは青色の線で

べて、明るく映っているのが Au 粒子であり、それ

描いており、Si アドアトムと Au 粒子はそれぞれ確

は原子 21 個で構成されており、概ね、六角形の形

認できた粒子の大きさの平均でプロットした。

をしている様子が分かった。今回、バイオセンサー

Si(111)-7×7 は多少歪んで撮影されているのに対し、

などに用いられる原子レベルの平坦な薄膜の形成

Si アドアトムが縦 0.65±0.04 nm 横 0.44±0.06 nm 程
度で Au 粒子が縦 0.84±0.06 nm 横 0.59±0.06 nm で
観察されており、Si アドアトム、Au 粒子はともに、
縦が横の 1.5 倍程度の楕円形で観察されているこ
とが分かった。これは測定に用いた STM の探針の
先が製造過程や、探針移動の際に少しだけぶつけ
てしまい、原子レベルで測定に影響が出ない程度
に楕円形になってしまっていることから、STM 測
定の際に縦に対して広い範囲でトンネル電流を検
知してしまったのではないかと考えられる。
そこで、画像上でこれらの補正を行って、Si アド
アトムと Au 粒子の位置関係をできるだけ正確に
見積もった。その補正は、まず STM 画像上の

図 4.

Au クラスターの STM 画像

Si(111)-7×7 のコーナーホールの場所を見積り、コ
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ーナーホール間を結んでひし形を作った。しかし

清浄表面の形成条件の検討の結果、5℃程度の非

このひし形は、本来正三角形の二つでできている

常に狭い温度でしか清浄表面が形成できないこと

はずなので、図 5.の Si(111)-7×7 のユニットセルの

が分かった。また、相対的にフラッシング温度を変

ひずみを、本来正三角形の二つをもとに補正を行

えることで比較的簡単に清浄表面が得られること

った。また、STM 画像上では Si アドアトムと Au

が分かった。

粒子が楕円形に見えているので、Si と Au の元々の

Au クラスターの構造解析を行った結果、Au 吸

原子の大きさに戻し、楕円の中心に位置するよう

着粒子は Au の構造は反映されず、Si(111)-7×7 の並

に補正を行った。その図を図 6.に示す。

び方に反映したもので、アドアトム上に吸着する

図 6 には補正後の Au 吸着位置に金 fcc (111)面

傾向があることが分かった。またその Si アドアト

の稠密面の原子の並び方を併せて示す。ここで、数

ム 上 に 吸 着 し た Au 粒 子 は 真 上 に 吸 着 せ ず

ある Au 吸着粒子の内、アドアトムからの吸着粒子

0.15±0.02 nm、30°程度ずれた位置に吸着しているこ

のずれが中央値からずれていないものを橙色、ず

とが分かった。また中央付近の Au 粒子はしっかり

れているものを黄色でプロットした。

Si アドアトム上にのってるが、外側に位置する Au

今回、Au の吸着は fcc (111)面の稠密面の原子の

粒子は安定性が低く Au fcc(111)構造をとりたがる

並び方とは全く異なった構造をとっており、むし

ため、Si アドアトムより大きく外側にずれること

ろ Si のアドアトムの配置に従って並んでいるよう

が分かった。

に観察できた。また、Au 原子は Si アドアトムの真

今後の展望として、このようなデータが多く蓄

上に吸着するわけではなく、多少いろいろな方向

積していけば Au 薄膜成長の初期過程がよくわか

にずれた位置に存在していることも分かった。そ

りよい薄膜形成のための有用な情報になっていく

のずれ量を測定した結果、0.15±0.02 nm となり、Si

と考えられる。

アドアトムの直上から 30°程度ずれた位置に吸着
していることが分かった。またその中でも Au クラ
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燃焼合成により作製したアルミン酸ストロンチウムにおける
トラップ準位の Sr 組成依存性
児玉 直弥 a)、増本 祐汰 b)、横山 宏有 c)、境 健太郎 d)、前田 幸治 e)

Sr Composition Dependence of the Trap Level in Strontium
Aluminate Prepared by Combustion Synthesis
Naoya KODAMAa), Yuta MASUMOTOb), Hirosumi YOKOYAMAc),
Kentaro SAKAId), Koji MAEDAe)
Abstract
SrAl2O4: Eu, Dy phosphors were synthesized by the combustion method and the dependence of Sr composition
on the optical characteristics was evaluated. The integrated intensity of glow curve after excited UV light emission
increased monotonically with the Sr composition decreasing. The results are shown that the amount of electron trap
site would be increased due to the increase of Sr2+ vacancies. The mechano-luminescent intensity also increased with
increase of the amount of trap.

Keywords: Mechano-luminescence, Thermo-luminescence, Activation energy, Trap level
1. はじめに
1.1 応力発光材料
応力発光 (ML: Mechano-luminescence)は弾性変形発光
とも呼ばれ、材料に破壊に至らない力学的刺激を加えるこ
とで、浅い準位にトラップされた電子が発光再結合する現
象である。この特性により力を光として検出でき、構造体
にかかる応力分布センサーなどとして応用が期待されて
いる。複雑形状の構造体にかかる応力場、潜在亀裂などを
蛍光体塗布のみで簡単に光強度分布の形で可視化できる。
その他にも車体の強度試験や医療分野への応用、産業の安
全化においても有望な技術として期待されている 1)。
代表的な応力発光材料としてアルミン酸ストロンチウ
ム (SrAl2O4)母結晶に微量のユーロピウム (Eu)とジスプ
ロシウム (Dy)イオンを添加した SAOED 材料がよく知ら

Fig. 1. Mechanism of mechano- and thermo-luminescence
位は母体のバンド間付近に重なって存在する。理論計算 4)

れている[1]。SAOED 材料では Eu2+イオンが発光中心とし

により伝導帯の底から 0.67 eV の深さに O2-空孔電子トラ

て働き、O2-空孔が電子トラップ、Sr2+空孔が正孔トラップ

ップが形成される。励起光照射により励起された電子の一

準位として働くと考えられている 2)。Dy 添加効果の詳細

部は伝導帯を経由し、トラップ準位に捕獲される。ここに

はまだ議論の余地が残るところではあるが、Ohta らは正

外部刺激を加えるとそのエネルギーにより、トラップ準位

孔トラップの賦活剤として働くモデルを提案している

3)。

Fig. 1 に SAOED 蛍光体における発光メカニズムのモデル
を示す。Eu2+の基底準位は母材のバンド間にあり、励起準

から電子が解放・再励起され、Eu の励起準位から発光再
結合する。ここで外部刺激を力学的エネルギーの形で与え
た場合を ML、熱エネルギーの形で与えた場合を熱ルミネ
ッセンス (TL)と呼ぶ。また室温のエネルギーで時間とと

a)工学専攻エネルギー系コース大学院生

もに電子が脱トラップする残光 (Afterglow)現象も観測さ

b)電子物理工学科学部生

れる。このように応力発光にはトラップ準位が大きく関係

c)電子物理工学科助教

し、その状態を変化させることで ML 強度の向上が期待さ

d)産学･地域連携センター

れる。

e)電子物理工学科教授
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1.2 燃焼合成法

3.1 XRD および PL 測定結果

燃焼合成法とは原料の燃焼反応(発熱反応)を利用して

Fig. 2 に試料の XRD 測定結果を示す。Sr 組成が化学量

セラミックスを合成する手法である。原料金属硝酸塩の混

論組成に近い範囲( -0.04 < x < 0.03 ) の XRD パターンは

合水溶液に尿素などのゲル化剤を加え攪拌すると、加えた

ICDD:01-074-0794 の ピ ー ク デ ー タ と 一 致 し 、 単 相 の

ゲル化剤の配位子によって複数の金属イオンが配位高分

SrAl2O4 結晶と同定した。この x 範囲を超えると Al2O3 や

子を形成し、ゲル状になる。さらに硝酸塩が酸化剤、尿素

Sr3Al2O6 などの不純物相が出現した。

は燃料としても作用し、低温の電気炉でも発熱反応により

次に燃焼合成法による化学量論組成試料の PL スペクト

瞬間的に高温となる。液相での工程があるため、固相法に

ル 測 定 で は 、 520 nm 付 近 を 中 心 と し た Eu2+ イ オ ン

比べて均一な原料の混合が見込め、ナノ粒子を作製する方

4f65d→4f 遷移の発光が見られた。燃焼法試料は従来の固

法として知られている 5-11)。

相反応法試料と類似したスペクトルであったが、ピークが

1.3 本研究の目的
本研究室ではこれまで固相反応法で SAOED 蛍光体を
作製、評価してきた

12)。そこで

1.2 節で述べた利点を踏ま

19 nm 程ブルーシフトする結果を得た。これは Rivera らの
結果 10)とよく一致し、Eu2+の励起準位である 4f65d 軌道が
結晶場の影響を受けて縮退したためと考えられる。これは

え、希土類元素の置換促進と均質な試料合成を目指して、

2 価の希土類イオンでよく見られる現象で、4f65d 準位が

燃焼法を用いて応力発光材料の合成を試み、光学特性を評

混成軌道を成すため電子軌道状態が広がっているので周

価してきた 5)。本研究では電荷中性条件により O2-欠陥の

りの結晶場の影響を受けやすいことに起因する 10）。

状 態 が変 化す るこ と を期 待し 、 Sr 組 成を 変化 さ せ た

3.2 残光測定

SAOED を作製し、ML 発光などとトラップ量、トラップ
深さについて評価した。

2. 実験

Fig. 3 に残光強度の Sr 組成依存性を示す。ここで残光強
度は励起光遮断後 3 分後の強度とし、化学量論組成の強度
で規格化した。厚膜試料とバルク試料は類似した組成依存
性を示した。また Sr 組成の減少により残光強度は単調に
増加する結果を得た。これは徐らの報告

14)

で説明される

2.1 作製方法
原料として Sr(NO3)3･H2O、 Eu(NO3)3･H2O、 Al(NO3)3・
H2O 、 Dy(NO3)3 ･ 6H2O 、 燃 料 か つ ゲ ル 化 剤 と し て 尿
素:CO(NH2)2、溶融剤としてホウ酸:H3BO3 を使い、化学量
論組成に基づき作製した。燃焼反応後、試料の見かけの体
積は大きく膨張し、白い燃え殻のような外観で得られた。
これを粉砕後プレスし、還元雰囲気 (Ar/H2 = 95%/5%)で焼
結処理することで作製した。最終的に得られた試料は PL,
TL 測定用のバルク試料と、ML 測定用の膜試料にそれぞ
れ加工した。バルク試料は高さ 2 mm の円柱状に削り底面
と上面を紙やすりで研磨した。膜は粉末試料とエポキシ樹
脂(LOCTITE 0151 Hysol Epoxy Adhesive: Henkel)を質量比
1:1 で混合し、スライドガラス上に塗布、乾燥後厚さ 0.2

Fig. 2. XRD pattern of samples with defferent Sr
composition

mm に研磨した。各合成過程での試料の SEM 画像は以前
に報告した 5)。

2.2 評価方法
試料の結晶構造評価の目的で XRD 測定、発光遷移を見
るために PL 測定を行った。ML 強度測定に加え、トラッ
プ準位の状態を TL 測定によって測定した。ML および TL
測定では残光排出のため励起光遮断後 3 分間室温で放置
し、その後外部刺激（応力または熱）を与えた。さらに TL
測定の昇温条件を変化させ、Hoogenstraaten 法 13)によりト
ラップされているキャリアの活性化エネルギーを計算し、
Sr 組成依存性を評価した。

3. 結果および考察

Fig. 3. Afterglow intensity depend on the Sr composition
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ように、Sr 組成の減少により Sr2+空孔が生成されること

で強度最大(1.9 倍)となった。ここで熱的刺激により全て

で、電荷補償のため VO2-電子トラップの総量が増加したと

のトラップされた電子が解放されたと考えると、Sr 組成

考えることで説明できる。この結果から残光に寄与するト

の減少により x = 0.03 までトラップ量が増加することを明

ラップ量は Sr 組成の減少に対して単調に増加した。

らかにした。

3.3 ML 測定結果

また β = 10～70 ℃/min の範囲で測定した TL 結果を用

ML 測定結果を Fig. 4 に示す。化学量論組成から Sr 組成
2.4

TL Integral Intensity (arb.unts)

を増やすと(グラフ左方向)ML 強度は急激に減少した。ま
た Sr 組成を減らすと(グラフ右方向)、Sr 組成減少量 x =
0.01 で ML 強度は最大(1.4 倍)となり、それ以上組成を減
少させると ML 強度も減少した。これは徐らの固相反応法
による Dy を添加しない SAOE を用いた報告

14)と傾向が

一致した。3.2 節で述べたトラップ量の増加により ML に
寄与する電子の数が増加したと考えることで説明できる。

1.4

2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

ML Intensity (arb.units)

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

x amount
(Sr0.97-xAl2O4: Eu0.01, Dy0.02)

1.2
1.0

Fig. 6. Sr composition dependence of TL integral intensity
(β: 60 ℃/min).

0.8
0.6

いて Hoogenstraaten の式

0.4

料のトラップされた電子の活性化エネルギーε を求めた。

13)を用いて

Sr 量を変化させた試

ln ( β/Tm2 ) = - ( ε/k ) ( 1/Tm ) + ln ( sk/ε )

0.2
0.0
-0.08

( s: 頻度因子, k: ボルツマン定数, β: 昇温速度,
-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

x amount
(Sr0.97-xAl2O4: Eu0.01, Dy0.02)

0.08

Fig. 4. Sr composition dependence of ML intensity

3.4 TL 測定結果
TL 測定によって試料のトラップ深さと、トラップ量を
定量化できる。3.3 節での ML 測定において発光が見られ
た- 0.02 < x < 0.07 の試料の TL 測定を行った。Fig. 5 に昇

Tm: ピーク温度, ε: トラップ準位の活性化エネルギー)
Fig. 7 にトラップされた電子の活性化エネルギーε の Sr
組成依存性を示す。Sr 組成の減少により、励起光遮断 3
分後にトラップされている電子の活性化エネルギーは減
少する傾向を示した。この結果から、Sr 組成減少により
トラップ量は増加するが、その平均的トラップ深さは減
少することを明らかにした。

温速度 β = 60 ℃/min での結果を、横軸を温度、縦軸を発

1.0

光強度で示す。主に 1 つのピークを持ったグロー形状が観

0.9

得られたグロー曲線の積分強度を縦軸とした図を Fig. 6
に示す。Sr 組成の減少に応じて TL 強度は増加し、x = 0.03

Activation Energy (eV)

測された。

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

x amount
(Sr0.97-xAl2O4: Eu0.01, Dy0.02)

Fig. 7. Sr composition dependence of the activation
energy in the trap level

3.5 考察
Sr 組成の割合を減らした試料での残光強度が増加し、
残光に寄与するトラップ量は 2.1 倍程度増加した。また Sr
Fig. 5. TL glow curves for all samples

組成減少により TL 積分強度も最大で 1.9 倍程度増加し、
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残光として排出されない、深いトラップ準位に残った電子
の数が増加した。さらにトラップ量増加に伴いトラップさ
れている電子の活性化エネルギーは減少した。つまりこれ
らの実験結果は、
Sr 量の減少によりトラップ量が増加し、
トラップ深さは伝導帯の底側にシフトし、浅いトラップ準
位が増加したことを意味している。また、トラップ量の増
加により ML 強度は 1.4 程増加した。これは残光と TL 測
定結果で得られたトラップ量の増加に対して小さかった。
Sr 組成の減少は全トラップ量を増加させた結果 ML 強度
の増加にも寄与したが、浅いトラップ準位の数を多く増加
させ、ML 強度より残光強度の増加により有利に働いた。
トラップ量が増加した結果は徐らによる報告 14)で説明
されるように、Sr 量を減らすことで Sr 空孔の形で欠陥が
導入され、電荷補償のため VO2-電子トラップの総量が増
加したものと思われる。しかし、トラップ深さの変化に
ついては明確な原因が分かっていない。今後トラップ準
位として働き得る結晶欠陥等を吟味し、構造評価からの
アプローチも行う必要があると考える。

4. まとめ
燃焼法を用いて、SAOED 蛍光体を作製した。XRD 測定
によって試料は単斜晶アルミン酸ストロンチウムと同定
した。Sr 変化量が化学量論組成に対して 4％減以内では、
単相で合成された。Sr 組成を減らすことでトラップ量が 2
倍程度増加した。さらにこのトラップ量の増加に伴い、ト
ラップの平均深さは浅くなることを明らかにした。同時に
ML 強度は 1.4 倍ほど増加した。この結果より ML と残光
強度の増加がトラップされている電子の数と活性化エネ
ルギーの両方に深く関係していることが明らかになった。
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ナノピラー（NP）間隔を変化させた
Si-NP/SiGe 複合膜の熱および光学的特性評価
安良田 裕基 a)・原田 知季 b, c)・森田 浩右 a)・大堀 大介 d)・寒川 誠二 e)
・碇 哲雄 f)・福山 敦彦 g)

Evaluation for Optical and Thermal Properties of
Si-nanopillars (NPs)/SiGe Composite Film Intentionally Varied
NPs Spacing
Yuki ARATA, Tomoki HARADA, Kosuke MORITA, Daisuke OHORI,
Seiji SAMUKAWA, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA
Abstract
Thermoelectric (TE) devices have been attracted attention because of their importance in converting waste heat
into electrical energy. Si-based materials are expected to use as low-cost TE devices. By introducing nanostructure into
the TE materials, both low thermal (κ) and high electrical conductivities are required. We have succeeded to fabricate
a highly periodic Si-nanopillars (NPs) structure embedded in Si0.7Ge0.3. Bio-template and Neutral-Beam Etching
techniques enable us to fabricate the NPs of 10 nm diameter. In this study, we have prepared two samples with different
NP spacing of 40 and 60 nm. Our preliminary 3 measurements showed that κ of 40 and 60 nm spacing samples were
2.6 and 2.8 W/mK, respectively. Then, these were 35% lower than that of SiGe bulk material. However, this method
requires an electrode as thin as the composite film. This is very difficult to prepare and we should use an electrode of
10 m width. Therefore, another evaluation technique is necessary to estimate κ more accurately. Piezoelectric
photothermal (PPT) measurements were carried out to study the effect of NPs spacing on the optical and thermal
properties from the non-radiative recombination point of view. The observed PPT signal of the 40 nm spacing sample
was 10 times smaller than that of the 60 nm spacing sample. Since the PPT signal depends on κ as well as optical
absorption coefficient ( ), we carried out a theoretical calculation based on a one-dimensional heat propagation
equation to estimate κ and . However, the calculated results gave us unexpectedly lower κ and higher . A detailed 3dimensional heat propagation model including carrier diffusion of photo excited carriers should be considered.

Keywords: Nanostructure, Thermal conductivity, Optical absorption
1. はじめに
昨今、あらゆるものがインターネットに繋がる Internet of
things（IoT）社会の発展に伴い、様々な場所に大量のセンサ
や通信機器が導入されている。今後、様々な情報を分析す
る人工知能の発達と共に、IoT 機器も更に増加すると考えら
れる 1)。その電源として熱電変換素子の活用が検討されてい
る。熱電変換素子は温度差から発電が可能なデバイスである。
図１に示すように、n 型と p 型の熱電材料を用意し、電極を介
して一方を高温側に、もう一方を低温側に接触させる。これ
によりキャリアの拡散を利用し電力が得られる 2)。熱電変換素
子の性能は無次元性能指数 ZT（=

⁄ ）により決まる。

および 、 、 はそれぞれゼーベック係数および電気伝導率、
高温側と低温側の平均温度、熱伝導率である。
a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生
b) 農学工学研究科 博士後期課程学生
c) 日本学術振興会特別研究員-DC1
d) 東北大学 流体科学研究所 特任助教
e) 東北大学 流体科学研究所 教授
f) 電子物理工学科 特任教授
g) 電子物理工学科 教授

図 1. 熱電変換素子の概略図.
実用化には ZT > 1 が必要とされており、現在 Bi2Te3 や PbTe
等の材料が実用化に至っている。しかし、Te 等のレアメタル
は高コストで高い環境負荷が問題とされる 3)。そこで、低コスト
かつ環境負荷の小さい熱電材料として Si が注目されている。
Si は汎用性が高い材料であるが、 と が共に高く ZT は 0.01
程度である

4)。Si

系材料による熱電変換素子の実現には電

子とフォノンの平均自由行程 (Mean Free Path: MFP) の差
に着目したナノ構造化による の低減が提案されている。ここ
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で、MFP とは気体分子運動論において、電子等の粒子同士
が衝突し次に衝突を起こすまでに直進する平均距離 6)で、Si
中のフォノンの MFP は室温で 100 nm 以上であり電子の MFP
は 20 nm 程度である 5)。したがって、ナノ構造を 20 から 100
nm の間隔で作製することで、電子の伝搬を維持したままフォ
ノンの伝搬のみ散乱させられる。これにより、 を維持したまま
のみを低減できると考えられている 5)。
我々はバイオテンプレートおよび中性粒子ビームエッチン
グ（Neutral-Beam Etching : NBE）プロセスを用いたトップダウ
ン技術を開発し、直径 20 nm 以下の Si-ナノピラー（NP）の作
製に成功している 7, 8)。Silicon on insulator（SOI）基板上に高
さ 90 nm、直径 10 nm の Si-NP を 25 nm 間隔に作製し、NP

図 2. Si-NP/SiGe 複合膜試料.

間を SiGe で埋め込むことで Si-NP/SiGe 複合膜を作製し、2
法によって複合膜の を算出したところ、 は Si バルクよりも減
少していることを示した

8)

。更に、バイオテンプレートのフェリ

チンマスクを修飾することで NP 間隔を変化させた複合膜も
作製し、拡張 3 法を用いて複合膜の を算出した 9)。その結
果、NP と平行な方向（面直方向）と垂直な方向（面内方向）
で が異なるという異方性を示し、NP 間隔が狭くなると が減
少することが分かった。具体的には、Si バルク試料の値（140
W/mK）に対して NP 間隔 25 nm の試料では面直および面内
方向の がそれぞれ 2.1 と 0.6 W/mK と算出された。しかし、
拡張 3 法で薄膜材料の を測定する際、測定結果の妥当性
には薄膜の厚さ（今回の場合は複合膜厚 100 nm）と同程度
の幅の電極を作製する必要がある。これに対して今回の測定
は幅 10 m の電極を用いて算出したため、その数値の正確
さに疑問が残る。また、2 や拡張 3 法は試料表面に電極形
成を必要とすることから破壊的な測定であるため、他の評価
方法により複合膜の の減少を確認する必要がある。そこで
我々は、NP 間隔 25 nm の複合膜試料に対し、光励起キャリ
アの非発光再結合に伴う熱波および熱弾性波を測定できる
圧電素子光熱変換分光（Piezoelectric Photo-Thermal: PPT）
法を適用し、その理論計算により を算出した 10, 11)。その結果、
複合膜の は Si バルクよりも大幅に減少していることが分かり、
Si の NP 化によって が減少することが PPT 法からも確認され
た 9)。ただし算出した の値は 2 法や拡張 3 法の算出値と
は一致せず、より小さな値であった。そこで本研究では、NP
間隔を 40 と 60 nm に変化させた試料を用意し、複合膜の を
算出し、算出に用いた理論モデルの妥当性を検証した。

2. 実験および理論計算
2.1 試料詳細
本研究で用いた試料は図 2 に示すように SOI 基板上にバ
イオテンプレートおよび NBE 法を用いて直径 10 nm、高さ 90
nm の Si-NP 構 造 を 作 製 し 、 熱 化 学 気 相 成 長 法 に よ り
Si0.7Ge0.3 で NP 間を埋め込んだ試料である。バイオテンプレ
ートのフェリチンマスクを修飾することで NP 間隔を制御した 9)。
本研究では NP 間隔 40 と 60 nm の 2 つの試料を用意した。

2.2 実験方法
フォトルミネッセンス（Photoluminescence: PL）測定は、励起
光源に波長 473 nm の半導体レーザーを用い、複合膜表面
からの発光再結合信号を InGaAs 検出器により検出した。測
定は 4 K で行った。
PPT 測定は、ハロゲン光源からの光を断続化した後、分光
器によって単色化した光を Si 基板側から照射した。試料内
部での非発光再結合により生じる熱波および熱弾性波を、
Si-NP/SiGe 複合膜表面に取り付けた透明トランスデューサ
(LiNbO3, Z-cut) によって検出した。スペクトル測定では断続
光周波数を 108 Hz に固定し、波長 800 から 1400 nm の間で
測定を行った。また、周波数依存測定では波長を 1150 nm に
固定し、断続光周波数を 30 から 3500 Hz まで変化させた。こ
れは断続光周波数

と熱拡散長

(∝ 1/ )の関係から、

の増加に伴い が短くなり信号強度が小さくなるため、その変
化から を算出できると期待できる。PPT スペクトル測定およ
び周波数依存性の測定はそれぞれ室温で実施した。

2.3 多層構造体の理論計算
図 3 に理論計算に用いたサンプルの断面概略図を示す。
光照射側から空気層、Si 層、SiO2 層、Si-NP/SiGe 複合膜、
および LiNbO3 層の 5 層を設定した。半導体材料に光を照射
すると光は吸収されるが、材料の光吸収係数に応じて光が材
料内部へ侵入し、吸収された領域で熱エネルギーに変換さ
れる。つまり、積層構造内を光と熱が同時に透過・拡散すると
いう複雑な系での計算が必要となる。そこで本研究では、
Nabeta らによる温度変化の分布から光音響信号を近似する
一次元積層構造モデル 12)を用いた。これにより発生した熱の
伝搬を一次元熱拡散方程式の解として計算した。 層と − 1

層の界面の座標を とすると、その温度 (
表される。

( ) = exp(

)[ exp{ ( −
+ exp{− ( − )}
+ exp{− ( −

)}]

( )) は式（1）で

)}

(1)
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PL スペクトル
純物濃度

18)も破線で示した。今回の試料の

1019

Si 基板は不

cm-3 程度であるため、取得された PL スペクト

ルが Si 基板からの信号であれば破線のスペクトルに類似し
た形状が得られると期待できる。よって、観測した PL ピークは
全て複合膜からの発光信号であると結論づけた。以上の PL
測定の結果から、Si-NP は Si 結晶としての光学特性を損なう
ことなく NP 化していることが分かった。
図 5 に両試料の室温における PPT スペクトルを示す。
両試料ともに、Si のバンドギャップ（300 K のとき 1.12 eV）近
傍から急激に信号が増加した。NP 間隔 60 nm の試料では検
出光のフォトンエネルギーの増加に伴い増加し、1.18 eV（ピ
ーク B）にピークを示し、フォトンエネルギーのさらなる増加で

図 3. 理論計算のモデル.

減少した。高フォトンエネルギー側の減少は、Si の 増加によ

ここで、 および 、 はそれぞれ虚数単位および角周波数、
時間である。また、

と はそれぞれ断続光の進行方向と逆

向きに進む熱波と同じ向きに進む熱波の振幅を表している。
は光吸収による直接的な温度変化を表しており、

さらに、

って光侵入長（= 1⁄ ）が小さくなり発熱源が裏面の LiNbO3

から遠ざかったためと理解できる

19)。一方の

NP 間隔 40 nm

では NP 間隔 60 nm よりも低フォトンエネルギー側でピーク
（1.07 eV, ピーク A）を示した。またそのピーク強度は NP 間
隔 60 nm 試料よりも一桁小さかった。その後信号強度が減少

と はそれぞれ熱拡散係数と光吸収係数である。
4 層目の複合膜と 5 層目の LiNbO3 の界面の位置は と
書けるため、複合膜と LiNbO3 の界面温度は ( )と表され

したが、1.25 eV に極小点（ディップ C）を示したのち、再び増
加した。PPT 信号強度は材料の に比例するため、NP 間隔

る。実験において、PPT 信号は焦電体である LiNbO3 の温度

が 60 nm 試料の方が が大きくなった可能性がある。また、

に依存する。今回の理論計算では、 ( )を求めて実験結

NP 間隔 40 nm 試料に観測されたディップの原因は光侵入長

果の再現を試みた。その際、フィッティングパラメータは複合

膜の

と

のみとし、それ以外の複合膜および他の層のパラ

メータは物性値 13-17)で固定して計算を行った。

の減少だけでなく、熱拡散長（∝ ( / )

.

, は断続光周波数）

も減少した場合に生じやすいことが分かっている

19)。今回の

PPT 測定では、Si 基板側から励起光を照射しており、Si 基板
で発生した熱が SiO2、複合膜、LiNbO3 の順に伝搬する。両

3. 実験結果および考察

試料の違いは Si-NP/SiGe 複合膜の NP 間隔の違いのみで
あるため、NP 間隔を変化させたことで だけでなく も変化し

図 4 に両試料の 4 K における PL スペクトルを示す。
図から明らかなように、NP 間隔が異なっても得られた PL スペ

た可能性が高い。
そこで、熱の伝搬についてより詳細な議論を行うために、

クトルはほとんど同じであり、Si のバンドギャップ（4 K のとき

PPT 信号強度の周波数依存性を測定した。上記議論から、

1.17 eV）付近に多数のピークが観測された。文献 18)との比較

検出光を 1.08 eV（1150 nm）に固定して検出光の断続光周波

から、Si における TO および TA フォノンを伴う自由励起子発

数を変化させた。

光と同定した。同図にはまた、不純物濃度 1019 cm-3 の Si の

Wavelength (nm)

1200 11001000 900 800

PL Intensity (count)

4

10

T=4K
Excitation at 473nm
Detected by InGaAs

B
Ref. spectrum

NP 40 nm

3

10

NP 60 nm

PPT Signal Intensity (arb. unit)

5

10

C

A

2

10

D

1

10

0

10

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

Photon energy (eV)
図 4. PL 測定結果.
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図 6 に両試料の周波数依存性の測定結果を示す。両試料

4. 結論

において周波数の増加に伴い、PPT 信号強度が減少する結
果が得られた。また、それぞれ 1000 Hz と 400 Hz 付近で変

本研究では、Si-NP 間隔を変化させた Si-NP/SiGe 複合膜
試料に対して PL および PPT 測定、理論計算を実施し、複合

曲点が観測された。
得られた実験結果を再現するため、先述の光吸収を考慮

膜の を算出する計算モデルの妥当性を議論した。4 K での

した一次元多層構造モデルにおける温度分布を計算し、複

PL 測定の結果から Si-NP は Si の光学的特性を維持したま

合膜の と の算出を試みた。その結果、NP 間隔 40 と 60 nm

ま NP 化していることがわかった。また、PPT スペクトル測定の

の試料の はそれぞれ 2.5×10-3 と 1.2×10-2 W/cmK と算出さ

結果から NP 間隔が狭くなると複合膜の または が小さくなる

れ、NP 間隔が狭くなると が小さくなった。この傾向は先行研

ことが示唆された。そこで熱の伝搬をより詳細に議論するため

9)と同じであったが、算出された値は非常に小さな

に、PPT 周波数依存性の測定を実施した。得られた結果に

究の結果

値であった。一方、 はそれぞれ

6.4×104

cm-1

と

対して理論計算結果をフィッティングすることにより、複合膜

算出され、NP 間隔が狭くなると も小さくなった。ナノ構造の

の と を算出した。その結果、NP 間隔が狭い方が も も小

間隔変化に起因した の変化についてはこれまで報告がなく、

さいことが分かった。しかしながら、算出された は極端に小さ

本研究成果が初めての報告と考えられる。ただし、算出され

く、 は非常に大きい値となった。これは多層構造における実

た は Si バルク（1.08 eV のとき 0.68

と

9.3×104

cm-1）や

Si0.7Ge0.3（1.08

際の熱伝搬を十分に考慮した理論計算が実施できなかった

eV のとき 3.6×103 cm-1）の値よりも非常に大きい値であった。

ためである。計算改善には、試料内部での三次元的な熱の

この原因として、以下の 3 つのことが考えられる。1 つ目は、

伝搬や光励起キャリアの試料内拡散、各層界面における界

三次元の熱拡散を考慮できていない点である。本研究では

面熱抵抗の考慮が必要である。

一次元の熱拡散方程式に基づく理論計算を行ったが、試料
内部では三次元的な熱拡散が予想される。したがって、実験
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Optical Characterization of SiC Whiskers Grown on 3C-SiC Films and
their Usefulness for Single Photon Sources
Kosuke KAWABATA, Taiju NAKAMURA, Riku SAKODA
Yuzuru NARITA, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA
Abstract
Single Photon Source (SPS) has been adopted as a quantum information and communication technology for
quantum cryptography and quantum computing. Although defects in SiC films are currently studied in SPS, there is
difficulty in fabricating such defects under controlled conditions. SiC whiskers (SiC-Wk) have the potential to
overcome this difficulty. In this study, we investigated the photoluminescence (PL) of SiC-Wk and discussed whether
it could be used as SPS or not. The SiC-Wk were grown on the 3C-SiC films deposited on epitaxially grown 3C-SiC/Si
substrates using monomethylsilane gas at 750 °C. When the temperature increased to 800 °C, only 3C-SiC films were
deposited. The latter samples with no whiskers were used as a reference. In the observed PL spectra measured at low
temperatures, broad luminescence attributed to the lattice defect levels of the 3C-SiC film was observed regardless of
the whisker formation. By subtracting the luminescence contribution of 3C-SiC film, small emission peaks at 628 and
654 nm were observed for the whisker samples. Comparing to the reported PL spectra from the defect in SiC in the
literature, we found that observed two luminescence peaks from the whiskers are available as SPS. Since defects are
usually difficult to control, the usefulness of the whiskers is demonstrated.

Keywords: 3C-SiC, SiC-Whisker, Single photon source, Monomethylsilane, Photoluminescence
1.

はじめに

の候補として炭化ケイ素（SiC）結晶上に作製された欠陥
が研究されている。SiC は超低損失パワーエレクトロニ

現代の社会生活は、コンピュータやインターネットに

クスへの応用が期待されていることから、長径の大口径

代表される情報処理技術や通信技術に多大な恩恵を受け

化やデバイス作製のためのプロセス技術が着実に進んで

ている。しかしながら、情報ネットワーク網の複雑化に

いる。そのため SiC 中に SPS として機能する発光素子を

伴い、盗聴や改ざんなど情報に対する安全や安心が脅か

形成できれば、その発光素子を埋め込んだデバイスの作

されるリスクも増大しつつある。このような従来の情報

製も可能であり、実用化しやすいと考えられる。SiC 欠陥

処理や通信技術の限界を超える革新的技術として量子情

の形成方法としては SiC 結晶の酸化 4)や高エネルギー電

1)。光の量子である光子

子線照射 5)が挙げられる。しかしながら、これらの手法に

は外乱の影響を受けにくく、量子の情報を遠方へ伝える

よる SiC 欠陥形成方法では位置の制御が難しいという課

粒子として最も適していると期待されている。特に、光

題がある。そこで、我々は新たな SPS 候補として SiC ウ

子を用いた量子暗号通信などにおいて光子の単一性、す

ィスカー（Whisker: Wk）の検討を行っている。SiC-Wk は

なわち同時に 2 個以上の光子が存在しないことが秘匿性

形成位置をある程度制御できると期待されており、Wk 起

報通信技術が注目を集めている

の保持や誤り率の低下などの点において重要である

2)。

因の発光を制御できれば SPS に応用できる可能性がある。

これらを実現させるためには一粒毎の光子を必要なとき

そこで本研究では、3C-SiC 膜上にモノメチルシラン

に自由に発生させることが可能な単一光子源（ Single

（CH3SiH3, Monomethylsilane: MMS）ガスを用いて SiC を

Photon Source: SPS）が必要不可欠となる。この SPS は一

堆積させるときの基板温度を変化させることで SiC-Wk

度の励起で 1 つの光子を放出する発光中心であり 3)、そ

成長のための条件を明らかにし、成長した SiC-Wk の光

a)工学専攻 エネルギー系コース 大学院生

学 的 特 性 評 価 を フ ォ ト ル ミ ネ ッ セ ン ス

b)山形大学 大学院理工学研究科

（Photoluminescence: PL）測定を用いて行った。得られた

電気電子工学分野 准教授

c)電子物理工学科 特任教授

スペクトルから SiC-Wk 起因の発光信号の有無を確認し、

d)電子物理工学科 教授

SPS への有用性があるかを議論した。
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2.

次に𝑇𝑇sub を 750 ℃に固定し、𝑃𝑃MMS の圧力を変化させた

実験

2.1

膜の堆積と Wk の成長の両方が観測された。この結果は、

試料作製方法

本研究では、Si(111)基板上に 3C-SiC(111)膜をエピタキ
シャル成長させた 3C-SiC/Si を基板として用いた。この基
板上に SiC の原料となる MMS ガスを供給することで 3CSiC 膜を堆積させた。このとき MMS ガスによる 3C-SiC
膜堆積は表面吸着サイトへの MMS 解離吸着と表面吸着
サイトからの水素脱離のバランスで決定される。解離吸
着は次式 6)で表すことができる。

(1)

𝛤𝛤MMS × 𝛼𝛼

ここで、𝛤𝛤MMS は基板への MMS 入射頻度、𝛼𝛼 は吸着確率で
ある。一方の水素脱離は次式 7)で表すことができる。

𝑑𝑑𝜃𝜃H
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾d ×

𝜃𝜃H2

(2)

𝑃𝑃MMS を高くすると単位時間あたりの MMS 吸着量が増え

るため、Wk 成長が促進された結果と理解できる。よって、
Wk が 成 長 す る た め の 条 件 は 𝑃𝑃MMS = 2 × 10−2 Pa 、

𝑇𝑇sub = 750 ℃と結論づけた。

表 2. 𝑃𝑃MMS を変化させたときの膜堆積と Wk 成長.
MMS 圧力 𝑃𝑃MMS

堆積膜

2 × 10−3 Pa
○

2 × 10−2 Pa

Wk 成長

×

○

○

図 1 に𝑃𝑃MMS = 2 × 10−2 Pa、𝑇𝑇sub = 800 ℃のときの試

料表面 SEM 画像を示した。図から、膜上には Wk は成長

していないことが確認できた。一方、図 2 は𝑃𝑃MMS =

2 × 10−2 Pa、𝑇𝑇sub = 750 ℃のときの試料表面 SEM 画像
である。試料表面全体に SiC 膜が成膜されているが、部

ここで、𝐾𝐾d は水素脱離速度定数、𝜃𝜃H は水素被覆率である。
また、𝛤𝛤MMS と𝐾𝐾d は以下のように書ける。

𝛤𝛤MMS (𝑃𝑃MMS )＝

結果を表 2 に示す。𝑃𝑃MMS が2 × 10−2 Pa の時には 3C-SiC

𝐸𝐸d

に Wk は垂直に成長するのではなく節をともなって放射

(3)

√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝐾𝐾B 𝑇𝑇

𝑘𝑘B 𝑇𝑇sub

にその一部を拡大した SEM 像を示す。図から分かるよう
線状に成長していることが分かった。

𝑃𝑃MMS

𝐾𝐾d (𝑇𝑇sub ) = 𝜈𝜈 ∙ exp (−

分的に柱状の結晶成長、つまり Wk が確認できた。図 3

(4)

)

𝑃𝑃MMS は MMS 圧力、𝑇𝑇sub は堆積温度、ν は振動数、Ed は活
性化エネルギーである。式(1)と(3)より、MMS の解離吸

着は𝑃𝑃MMS に依存し、式(2)と(4)より水素脱離は𝑇𝑇sub に依存

していることが分かる。従って、基板上に 3C-SiC 膜が堆

積するのか、あるいは Wk が形成されるのかを確認する
ために𝑃𝑃MMS と𝑇𝑇sub を個別に変化させて成膜を行った。

まず、𝑃𝑃MMS を2 × 10−2 Pa で固定し、𝑇𝑇sub を変化させた結

果を表 1 に示す。成長したものが 3C-SiC 膜か SiC-Wk か

の判断は後述する X 線回折（XRD）と走査電子顕微鏡

図 1. 𝑻𝑻𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 = 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 ℃のときの 3C-SiC 膜 SEM 図.

（SEM）観察で行った。𝑇𝑇sub を 650、750、775、800 ℃で

変化させたところ 3C-SiC 膜の堆積が確認されたのは 750、
775、800 ℃であった。また、750 ℃でのみ Wk の成長が
確認された。

表 1. 𝑇𝑇sub を変化させた膜堆積と Wk 成長.
堆積温度 𝑻𝑻𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬

650 ℃

750 ℃

775 ℃

800 ℃

膜堆積

×

○

○

○

Wk 成長

×

○

×

×

図 2. 𝑻𝑻𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 ℃のときの 3C-SiC 膜 SEM 図.

3C-SiC 膜上に成長した SiC ウィスカーの光学的評価と単一光子源への有用性
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図 5. Wk 試料と Non-Wk 試料構造図.
PL 測定は励起光源として波長 473 nm、励起光強度 530
mW/cm2 の半導体レーザーを使用し、Wk 試料では Wk 側、
Non-Wk 試料では 3C-SiC 膜側から照射した。表面からの
図 3. 𝑻𝑻𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 ℃のときの 3C-SiC 膜拡大 SEM 図.
図 4 に 3C-SiC/Si 基板と各堆積温度で堆積した 3C-SiC
膜の XRD 測定結果を示す。全ての試料において 3C-SiC

発光再結合信号は電荷結合素子検出器で検出した。測定
は 4 K から室温の温度範囲で行った。

3.

実験結果および考察

の(222)面の回折ピークが明確に観測されたため、堆積し

図 6 に Wk 及び Non-Wk 試料の低温における PL スペ

たものは 3C-SiC(111)であることが分かった。また、Wk が

クトルを示す。両試料ともに広い発光スペクトルが得ら

成長した𝑇𝑇sub = 750 ℃試料の XRD パターンには、3C-

れた。3C-SiC のバンドギャップは 555 nm（2.23 eV）8)で
あり、それよりも長波長側に観測されていることから、

に配向したものと考えられる。ただし今回の XRD 測定で

起因の発光であると考えられる。また、Wk 試料には Non-

SiC(222)のピーク以外の SiC 起因の回折ピークは観測さ

れなかった。このことから、Wk は 3C-SiC(111)が優先的

は、基板の 3C-SiC 膜と堆積した 3C-SiC の回折ピークが

両試料に存在する 3C-SiC 膜の不純物あるいは欠陥準位
Wk 試料では観測できなかった強度の小さな発光ピーク

重複している可能性が高いため、より詳細な構造解析を

が約 650 nm に観測された。図 7 には Wk 試料の PL スペ

行うためには堆積する基板を変更して Wk 成長を行う必

クトルの温度変化を示す。低温 6 K で観測された小さな

要がある。

発光ピークは温度上昇によって観測されなくなり、100 K

2.2

じになった。

以上の温度では Non-Wk 試料のスペクトル形状とほぼ同

つは Wk 試料で、前述したように堆積温度𝑇𝑇sub が 750 ℃
のもので、基板上に厚さ 0.73 μm の 3C-SiC 膜があり、そ

の上に Wk が成長している。もう一つは Wk が成長しな
かった Non-Wk 試料で、堆積温度𝑇𝑇sub が 800 ℃のもので

あり、基板上に厚さ 9.3 μm の 3C-SiC 膜が堆積している。

この Wk 起因発光と思われる信号をより明確にするた
めに両試料の差分スペクトルを算出した。図 8 にその結
果を示す。図より 628 と 654 nm に発光ピークが確認でき
た。これらピークは、報告されている 3C- SiC 結晶上に生

Nonrmalized Intensity (arb. unit)

試料と実験条件

図 5 に本研究で用意した二つの試料の概略を示す。一

Wk (6 K)

Non-Wk (4 K)

500 550 600 650 700 750 800 850 900

Wavelength (nm)

図 4. 基板および各堆積温度の XRD 測定結果.

図 6. Wk 試料と Non-Wk 試料の PL 測定結果.
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4.

Wk (6 K)
Wk (100 K)
Wk (200 K)
Wk (300 K)

結論

本研究では3C-SiC膜上に成長したSiC-WkのPL測定を
行い、WkがSPSとして有用であるかを議論した。試料は
MMSガスを3C-SiC/Si基板上に供給して3C-SiC膜を堆積
させた。MMSガスの圧力𝑃𝑃MMS と堆積温度𝑇𝑇sub を変化させ

たところ、𝑃𝑃MMS = 2 × 10−2 Paと𝑇𝑇sub = 750 ℃のときに
3C-SiC膜上にSiC-Wkが成長した。Wkが成長した試料と

比較用に用いたWkが成長しなかった試料によるPLスペ
クトルの差分から、628と654 nmに発光ピークが観測され
た。報告されているSPSの結果との一致から、この発光ピ
ークをWk起因の発光再結合信号と判断した。したがって、

560

600

640

680

720

Wavelength (nm)

760

800

我々はSiC-WkはSPSへの有用性があると結論付けた。今
回、得られたWk起因の発光信号の強度は非常に弱かった
が、成長条件を最適にさせて高密度なWkを成長させるこ

図 7. Wk 試料の PL 測定温度変化.

とで、SPSとしての利用が期待できる。

PL差分スペクトル (arb. unit)

参考文献

600

620

640

660

Wavelength (nm)

680

700

図 8. Wk 試料と Non-Wk 試料の PL 測定差分.
成された欠陥による発光ピーク
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GaAs 量子ドットにおける PL ピークエネルギー温度依存性の
励起光強度による影響
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Effect of Excitation Light Intensity on Temperature Dependence of
Photoluminescence Peak Energy in GaAs Quantum Dots
Taiju NAKAMURA, Kosuke KAWABATA, Riku SAKODA, Takaaki MANO,
Takeshi NODA, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA
Abstract
Photoluminescence (PL) measurements of GaAs quantum dots (QDs) were carried out from 4 K to room
temperatures. The results showed an unusual temperature dependence of the PL peak energy. When the temperature
increased, the peak energy showed a red-shift from the so-called Varshni's curve around 50 K followed by an additional
blue-shift above 150 K. This unusual temperature dependence has been explained by using a steady-state model with
the size distribution of the QDs. Our recent model calculation revealed that the shift of the peak energy from Varshni’s
curve should be decreased when a sufficient number of carriers are supplied to the QDs. Therefore, PL measurements
with changing the excitation intensity were performed. Although the expected decrease was experimentally confirmed,
the amount of the shift was not sufficient to explain the obtained data by our steady-state model. Therefore, we
considered a modified model where the three kinds of size distribution functions appeared in the QDs. This is because
the PL spectra at 4 K seem to be decomposed into three broad peaks and the atomic-force -microscopy measurements
suggested that the size distribution consisted of three dominant maxima. This model is easier for understanding the
capture and emission of the photoexcited carriers in the QDs. The results showed that observed unusual temperature
dependence was explained by considering both the size distribution of the QDs as well as the carrier redistribution
caused by the capture and the emission processes between the QDs and the barrier layer.

Keywords:

Quantum dots, GaAs, AlGaAs, Droplet epitaxy, Photoluminescence, Excitation light intensity

1. はじめに

の異なる波長の光信号を同時に導入することによる高速
かつ大容量の情報通信手段で、現状のリソースを有効活

近年、世界中でやり取りされる情報量の増大にともな

用できる。光多重通信に用いられるレーザー光源には一

い、高速で大容量な情報伝達システムが求められている。

般に半導体レーザーダイオードが用いられており、複数

それに対して商用利用が開始された 5G は、従来の移動

の情報を同時に伝達するためには発光波長の厳密な制御

通信システムよりも超高速・大容量化に加え超低遅延・

が必要である。ただし、レーザーダイオードでは、デバ

多数同時接続といった要件を備えている 1)。今後 5G が提

イス動作によって温度が上昇すると発振しきい値電流が

供されるエリアの拡大などに伴いデータの利活用が進む

上昇し発光出力が低下する。最終的にレーザー発振自体

と、データ通信量の増大化が予想される。そのため光フ

が起こらなくなるため、注入電流値を増加させることで

ァイバー通信技術の更なる向上が必要で、ファイバー中

再度発振させる必要が生じる

に複数の波長の光を同時に導入させることで多数のファ

ードの発光層に用いられる半導体材料の温度特性に起因

イバーを用いたときと同様な多量の情報を送受信できる

する現象である。

3)。これはレーザーダイオ

2)。これは光源にレー

現在使用されている半導体レーザーダイオードのほと

ザー光を採用することで 1 本の光ファイバーの中に複数

んどは活性層に量子井戸構造を採用したものである。井

光多重通信方式が考案されている

a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生

戸層の厚さは数ナノメートルであり、厚さ方向に電子の

b) 物質・材料研究機構 主幹研究員

閉じ込めが起きてそのエネルギー準位が離散化する。そ

c) 電子物理工学科 特任教授

の結果、閉じ込めに対して垂直な面内方向にのみ電子が

d) 電子物理工学科 教授

自由に運動できる。この時、電子の状態密度関数とフェ
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ルミ・ディラックの分布関数の積で表される電子の分布

された GaAs QD 試料の PL 測定において、極低温から

は熱的な広がりを持つため、デバイス動作温度の影響を

100K の温度範囲で red-shift を示した後の 200 K 以上の高

受ける。つまり、現状の量子井戸構造を採用した半導体

温領域で高エネルギー側にシフトする現象（以後、blue-

レーザーダイオードは動作温度によって特性が変化して

shift と呼ぶ）を新たに報告した 7,8)。DE 法で作製した QD
には濡れ層は存在しないことから、我々は QD の量子準

しまう。
一方、動作温度に依存しない出力特性をもつ半導体レ

位と AlGaAs 障壁層間のキャリア再分配と QD のサイズ

ーザーダイオードとして、活性層にナノメートルサイズ

ばらつきを考慮した定常状態モデル（以後、モデルⅠと

の量子ドット（Quantum Dot: QD）構造を採用した QD レ

呼ぶ）を提案し、定性的な説明を行った 8)。このモデルⅠ

ーザーダイオードが提案されている 4)。QD では全ての方

による計算結果を図 1 に示す。同モデルで注入されるキ

向の大きさがナノメートルオーダーであるため、3 次元

ャリア数 𝑛𝑛𝑟𝑟 、つまり励起光強度を増加させた場合、低温

の全ての方向で電子の閉じ込めが生じる。そのため、電
子の状態密度関数はデルタ関数となり、電子の分布が熱

領域におけるピークシフト量が減少し、Varshni による期

待値に近づくことが示された。そこで本研究では、励起

に依存しなくなる。つまりデバイス動作による温度上昇

光強度を変化させた PL スペクトル測定を行い、提案した

に伴う発振しきい値電流の増加が抑えられる。ただし QD

モデルⅠの妥当性を検証した。

レーザーダイオードを実現するには、結晶品質のよい均
一且つ高密度な QD 構造が必要で、いまだ実現が難しい。

2. 実験

QD のサイズ分布や面内密度等は発光特性に大きく影響
することが確認されている 5)ことから、QD と発光特性の

2.1 試料詳細
本研究で用いた GaAs QD 試料は、DE 法を用いて半絶

関係を明らかにすることが重要となる。
QD の 発 光 特 性 の 評 価 に は フ ォ ト ル ミ ネ ッ セ ン ス

縁 GaAs(311)基板上に以下の手順で成長させた 9,10)。まず、

（Photoluminescence: PL）法が用いられており、多くの研

基板上に 400 nm の GaAs と 100 nm の Al0.33Ga0.67As 障壁

究成果が報告されている。しかしながら、QD の一般的な

層 を分子線エピタキシー法で成膜させた。その上に

作製法であり半導体材料の格子定数差に起因する

200 ℃の雰囲気中で 4 Mono Layer の Ga を供給して Ga 液

Stranski-Krastanov モードを利用して作製された QD の発

滴を形成した。その後、As を 2.0×10-4 Torr で供給するこ

光ピークエネルギーの温度変化において、極低温から

とで QD 化させ、400 ℃で 10 分間アニーリングを行っ

100K 付近で Varshni の経験式から算出される期待エネル

た。作製された GaAs QD 上に 40 nm の Al0.3Ga0.7As キャ

ギーよりも低エネルギー側にシフト（以後、red-shift と呼

ップ層と 10 nm の GaAs キャップ層を積層させた。図 2

ぶ）することが報告された 6)。Sanguinetti らは、QD の量

に試料の詳細を示す。なお、本研究で用いた試料には、

子準位と濡れ層との間のキャリア再分配と QD のサイズ

原子間力顕微鏡による観察測定を目的として、最表面に

ばらつきを考慮した定常状態モデルによってこの現象を

同一条件で AlGaAs 障壁層と GaAs QD を作成した。

説明した。これに対して我々は、格子整合材料にも適用
可能な液滴エピタキシー（Dloplet Epitaxy: DE）法で作製

1.78
nr×105
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1.76
1.74
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図 1. キャリア数を変化させた時のピークエネル
ギー温度依存性の変化.

図 2. 試料詳細図.

71

GaAs 量子ドットにおける PL ピークエネルギー温度依存性の励起光強度による影響
2

(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄 )
𝐼𝐼(𝐸𝐸) = 𝐼𝐼 ∙ exp {−
}
𝜎𝜎 2

2.2 実験方法
PL 測定は励起光源として波長 473 nm の半導体レーザ
ーを使用し、試料表面の GaAs QD 側から照射した。試料
表面からの発光再結合信号を電荷結合素子検出器で PL
信号として検出した。励起光強度は ND フィルターを用
いることで 13、21、33、204、450 mW/cm2 の 5 段階に変
化させた。測定は 4.4 から 300 K の温度範囲で実施した。

ここで、𝐼𝐼はピーク強度、𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄 はピークエネルギー（eV）、
σはガウス関数の広がり具合を表すパラメータである。図

4(a)から明らかなように、4 K での弱励起時の PL スペク

トルにおいて 3 つのガウス関数を用いることで実験デー
タのフィッティングができた。また、強励起時における

PL スペクトル（図 4(b)）に対しても行った結果、各サイ

3. 実験結果および考察

ズ群のピーク強度を増加させることでフィッティングが

図 3 に励起光強度を変化させた時の 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、全て
の励起光強度の場合で、PL ピークエネルギーは低温領域
では Varshni の期待値に対して red-shift し高温領域では
blue-shift するという特異な温度依存性を示した。励起光
強度を 13（弱励起）から 450 mW/cm2（強励起）に変化さ
せたところ、PL ピークエネルギーは低温領域では高エネ
ルギー側へシフトし、高温領域では低エネルギー側へシ
フトした。既に報告しているモデルⅠによる理論計算（図
1）では、低温領域の高エネルギー側へのシフトは説明で

可能であった。これは励起光強度増加により QD に供給
されるキャリア数が増加したためである。つまり、分布
関数がすこしずつ異なる大、中、小の 3 つのサイズ群の
QD が存在することを示唆している。
フィッティングで得られた結果から、大、中、小 3 つ
の QD サイズ群を仮定し、それぞれのピークエネルギー
を𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄(a) = 1.73 , 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄(b) = 1.77 , 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄(c) = 1.79 eVとした。
また、PL ピーク強度と QD の量が比例関係にあると考え、
中サイズ群の QD の量が一番多いと仮定して解析モデル

を構築した（以後、モデルⅡと呼ぶ）。前モデルⅠと同様

は全て均一ではなくばらついているため、QD からの PL
スペクトルは様々なサイズの QD からの発光が集合した
ものとなる。これはガウス関数状になることが確認され
ており 7,11)、モデルⅠにおいても QD のサイズ分布をガウ
ス関数で定義している。ここで、図 4 に示す 4 K の PL ス
ペクトルに対して、以下のガウス関数を用いることで実
験結果をフィッティングした。
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Varshni's Curve
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図 3. 励起光強度変化 PL 測定における PL ピーク
エネルギーの温度依存性.
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きなかった。そこでモデルの改定を行った。QD のサイズ

PL Intensity (arb. unit)

きるが、高温領域の低エネルギー側へのシフトは説明で

1.80

(1)

(b)
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図 4. 4 K における PL スペクトルに対する 3 つのピ
ーク分離結果.

72

宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第 50 号

に各サイズ群から AlGaAs 障壁層との間のキャリアの移

1.78

動（熱励起および再結合）を考慮するため、以下の式を
導入した。

(a) 弱励起

𝐼𝐼(𝑇𝑇) =

1

1 + a ∙ exp (−

(2)

∆𝐸𝐸
)
k B 𝑇𝑇

ここで、aは頻度因子、∆𝐸𝐸 (eV)は活性化エネルギー、

k B (eV/K)はボルツマン定数、𝑇𝑇 (K) は温度である。∆𝐸𝐸は

Peak Energy (eV)

1.76

1.72
1.7

準位から AlGaAs 障壁層のバンドギャップエネルギー

1.66

（𝐸𝐸𝑔𝑔AlGaAs ）の差で与えられる。

1.78

大中小それぞれの QD サイズ群のガウス関数と式（２）

の積を加算することで PL 信号強度を式（４）として導出
した。

𝐼𝐼(𝐸𝐸, 𝑇𝑇) =
+
+

𝐼𝐼A ∙ exp {−

2

(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄(a) )
}
𝜎𝜎𝑎𝑎2

(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑄𝑄𝑄𝑄(b) )
𝐼𝐼B ∙ exp {−
}
𝜎𝜎𝑏𝑏2
1 + b ∙ exp (−

∆𝐸𝐸b
)
k B 𝑇𝑇

1 + c ∙ exp (−

∆𝐸𝐸c
)
k B 𝑇𝑇
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図 5. 励起光強度による特異な温度依存性の変化と
フィッティング結果.
図 5(a)と 5(b)にそれぞれ弱励起と強励起の実験結果に
対するフィッティング結果を示す。図 5(a)から明らかな
ようにモデルⅡを用いることで弱励起時の PL ピークの
温度変化をよく再現することができた。一方、図 5(b)の
強励起時では、200 K 以上の高温領域において急激な変
化を示した。この温度領域の計算値は Varshni による期待

ここで、𝐼𝐼A , 𝐼𝐼B , 𝐼𝐼C はそれぞれ大 QD、中 QD、小 QD の PL
強度で、a, b, cはそれぞれの QD サイズ群の量子準位に

値にほぼ一致したが、実験結果とはかなり異なるふるま

ある。

域では図 3 に示したような励起光強度増加による高エネ

次に、モデルⅡに基づいた PL ピークエネルギーの変化

ルギー側へのシフトを再現できたが、高温領域の低エネ

ある電子が AlGaAs 障壁層へ熱脱出する際の頻度因子で

を算出した。まず、式（4）を用いて各温度における PL ス
ペクトルを算出した。その際、前述のように 4 K の PL ス
ペクトルが QD サイズ分布をよく表していると考えられ
るため、式（4）中のピークエネルギー（𝐸𝐸QD(a,b,c) ）と PL

強度（𝐼𝐼(A,B,C) ）、を 4 K 時のフィッティング値で固定した。

更にガウス関数の広がり具合（𝜎𝜎(a,b,c) ）については、式（４）
で再現した 4 K の PL スペクトルの半値全幅を用いた。

算出した各温度における PL スペクトルから QD のピー

いであった。また、図 5(a)と図 5(b)との比較から、低温領

ルギー側へのシフトを再現することは出来なかった。
高温領域では、それらの PL ピークエネルギーから小さ
い QD サイズ群の寄与が大きいと考えられるため、小さ
い QD サイズ群のパラメータを変化させて計算を行った。
その結果、小さな QD サイズ群の熱脱出頻度を表すパラ
メータ（式（４）のパラメータc）が高温領域でのピーク
エネルギーの変化に大きく影響を及ぼすことが分かった。
図 6 にパラメータcを変化させた場合の計算結果を示す。

クエネルギーを算出した。最後に、得られたピークエネ

図よりパラメータcを増加させるとピークエネルギーが

ルギー値を Varshni の経験式に当てはめることで温度依

低エネルギー側へシフトすることが確認でき、c = 1.6E +

存性を持たせた。

09となった時に実験結果をよく再現できることが確認さ
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でフィッティングできることが分かった。つまり、QD 試

1.78

強励起

Peak Energy (eV)

1.76

料は大きさの違う 3 つのサイズ群からなっていることを
示唆していた。そこでモデルⅠを改定し、3 つの異なった

Varshni's Curve

1.74

ガウス関数によるサイズ分布を考慮したモデルⅡを構築
した。このモデルを用いて励起光強度を変化させた PL ピ

5.0E+08

1.72

ークエネルギーの温度依存性をフィッティングしたとこ
ろ、小さな QD サイズ群からの熱脱出頻度が励起光強度

1.7

増加によって増加することが分かった。つまり、励起光

Fitting Curve

1.68
1.66
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る複数の QD サイズ群が存在し、且つ、小さなサイズの
QD 群の障壁層への熱脱出頻度が大きいためであること
が示唆された。

図 6. 小さな QD サイズ群における熱脱出頻度
増加の影響.
れた。
最後に、強励起時においてパラメータc、つまり QD サ
イズからの熱脱出頻度が増加した原因を考察した。高温
領域ではどの QD サイズ群からもキャリアが熱脱出しや
すくなるが、小さな QD サイズ群では熱脱出エネルギー
∆𝐸𝐸c が小さいため他の QD サイズ群と比べて QD 内のキャ
リアがより熱脱出しやすい。そのため、励起光強度増加

によって各 QD サイズ群に供給されるキャリア数が均等
に増加しても、小さな QD サイズ群からの熱脱出頻度が

増加したと考えられる。その結果、高温領域における小
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GaAs 基板上に MOVPE 法で作製した不純物をドープした
InAs 格子緩和層のラマン分光法による評価
大石 優貴 a)・今村 優希 a)・荒井 昌和 b)・前田 幸治 c)

Evaluation of Doped InAs Lattice Relaxation Layers Prepared by
MOVPE Method on GaAs Substrate by Raman Scattering
Yuki OISHI, Yuki IMAMURA, Masakazu ARAI and Koji MAEDA
Abstract
The crystallinity of the impurity-doped InAs lattice relaxation layer grown by MOVPE method for InAs / GaSb
superlattice on GaAs substrate was evaluated by Raman scattering method. It was confirmed that a small amount of Zn
doping reduced the disorder of the crystal structure in InAs film and the surface roughness of InAs layer. While it was
also found that Se doping was not improved.

Keywords: MOVPE, InAs/GaSb, Raman, Superlattice, Crystallinity
Zn の濃度を調べるために SIMS 測定のデータをそれぞれ

1. はじめに

使用した。
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

2.

実験

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は限られており、

2.1 試料作製条件
試料は MOVPE 法を用いて作製された GaAs 基板上に
2 段階で Zn、Se をドープさせた格子緩和層の試料を用い

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

た。Fig. 1 に試料の模式図、Table 1 に測定に使用した試

長での狭帯域化は難しい。さらに水銀など人体への悪影

料の諸元についてそれぞれに示す。原料ガスの導入量と

2)。そこで中赤外の受光素

は、毎分のバブリング水素の体積流量を表している。ま

子として、InAs/GaAsSb 超格子(SL)が注目されている。こ

た、SIMS での Zn 濃度は、上層の 650 ºC で作製した InAs

の構造は暗電流が低いことや 3)、超格子の周期厚を 10 nm

層の部分の値である。不純物ガスの流量を調整したこれ

程度まで薄くすることでミニバンドを形成し、母材より

ら計 8 試料を測定した。Table 1 より Zn ガスの流量が多

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

くなるほど SIMS の測定から Zn 濃度が多くなった。

響のある物質を使用している

ができるといった利点を持つ

4 - 6)。

これまで超格子の基板として InAs がよく利用されて
いた。本研究では、安価に作製するために GaAs 基板上に
有機金属気相成長(MOVPE)7、8) 法で成長させた InAs を格
子緩和層として用いる研究や、不純物をドープした緩和
層の改良を試みている。SL の組成の評価や結晶性の評価
は X 線回折(XRD)を用いることが多いが、我々は非接触、
非破壊で膜の表面付近の微小な部分の組成や結晶性、特
定の原子間の結合状態を調べることができるラマン分光
法

9、10)

を用いて評価を試みた。また、表面粗さの測定、

GaAs sub,

a)

工学専攻エネルギー系コース大学院生

b)

電子物理工学科准教授

Fig. 1. Diagram of InAs lattice relaxation layers on

c)

電子物理工学科教授

GaAs substrate
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について解析を行った。Fig. 4 にピーク分離を行った Zn

Table 1 Sample specifications
不純物

と Se を各試料の各ピークの波数と作製時に導入したガ

原料ガスの導入量

SIMS Zn

RMS

スの流量の関係をまとめた結果を示す。図中の点線は

(cc)

-3
(cm )

(nm)

InAs 基板の測定結果 11) である。218 cm-1 は InAs TO、238

0

5.30E+15

2.5

0.15

6.30E+17

1.8

cm-1 は InAs LO ピークである。図中の折れ線は同じ種類

0.46

3.60E+18

1.8

1.66

-

1.9

5.00

4.30E+18

2.0

16.7

4.90E+18

6.0

non doped

Zn (p)

3.70

Se (n)

のピークを目で見やすいように結んだ。
ピーク同定のために様々な混晶などの文献のデータと
の比較を行った 12)。その結果 3 つのピークは、238 cm-1 付
近のピークが InAs LO、218 cm-1 付近のピークが InAs TO
モードのピーク、
その間の 218~235 cm-1 のピークは LOCP
モードによるピークであると同定した。LOCP モードは

10.0

キャリア濃度が高いときに LO モードとプラズモンがカ
ップリングして出現するピークである

12)。すべてのサン

プルで LOCP モードが現れた。Zn をドープするにしたが

2.2 実験方法
ラマン分光測定は堀場製作所の LabRAM HR evolution
vis-nir を用いた。光源は 1.4 mW の Nd:YAG レーザ(波長
532 nm)を用い、後方散乱配置とした。顕微鏡の倍率は 100

って LOCP のピークの位置は、低波数側へシフトした。
Se はドープしても LO と TO のピーク位置は変化しなか
った。LOCP モードの波数は Zn より低波数となった。

倍、レーザーのスポットサイズを約 1 µm まで絞り測定を
行った。光の侵入長は 27 nm 程度である。測定時間は 10
分間でグレーティングは 1800 本を使用した。測定は、TO
Zn 16.67cc

モード(横型光学)禁制で、LO モード(縦型光学)許容であ
る(100)方向から行った。測定後、ラマンスペクトルはロ
ーレンツ関数を使いピーク分離を行い、各ラマンピーク

Zn 5cc

InAs LO、220 cm-1 付近を InAs TO ピークとして比較した。
ピーク分離した例を Fig. 2 に示す。基板では通常 TO モ
ードが強く出ないが Fig. 2 の InAs 基板では強く出る結果

Raman Intensity (arb.u.)

となった。

Raman Intensity (arb.u.)

の同定のためにノンドープ InAs 基板の 240 cm-1 付近を

Zn 1.66cc

Zn 0.456cc

Zn 0.152cc

non doped

100

200

300

400
-1

Raman Shift (cm )
160

180

200

220

240

260

280

Raman Shift (cm-1)

Fig. 2.

Fig. 3.

Raman spectrum of Zn doped InAs layers

Raman spectrum of InAs substrate

3．結果と考察
次に、Zn と Se をドープした InAs LO ピークの半値全
幅と作製時のガス流量についてまとめた結果を Fig. 5 に

3.1 ラマン測定による結果
まず、Zn ドープした試料のラマン測定によって得られ

示す。点線は基準となるノンドープの値を示す。LO モー

たラマンスペクトルを Fig. 3 に示す。ノンドープと比較

ドのスペクトルの半値全幅は原子配列の周期性の乱れを

して 170 cm-1 以下と 250 cm-1 以上の波数のスペクトルに
変化は見られなかったため、170 ~250cm のスペクトル
-1

反映しており、小さい程膜が良質な結晶性を持つ。Fig. 3
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Fig. 4.

Raman shift of Zn or Se-doped InAs thin film

より Zn をわずかに添加すると、ノンドープより大きくな
ったが 5 cc まではほぼ一定だった。これは Ga サイトに
Zn が置換し、原子半径の小さな Zn より、原子間距離の
周期性が乱れたためだと思われる。ガス流量 16 cc で作製
すると急激に大きくなった。
Se ドープした試料の半値幅と原料ガスの流量の関係よ

60
50
40
30
20
10
0
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

原料ガス流量 (cc)

Fig. 6. Ratio of TO mode peak area to total area
against growth gas flow rate
たことが示された。また、Zn のドープ量が増えると急激
に乱れが大きくなった。
Se ドープでは TO 比は少量 (3.7 cc) のドープから非常
に大きく、ノンドープと比較して構造は大きく乱れてい

り、原料ガスの量が増加してもノンドープとの変化が少

ることが考えられる。Se をドープすると配向性などが乱

なかった。Zn ドープと比較して Se ドープの方が小さい

れる可能性が示唆された。

半値幅になった理由として In、As、Se、Zn の原子の大き
さが関係しているのではないかと考える。それぞれの原
子の半径は In が 167 pm、As が 185 pm、Zn が 139 pm、
Se が 190 pm である。格子緩和層の主成分である As や In
の原子半径が Zn よりも Se の方が近い。このため、ドー
プされても原子間距離の周期性が乱れなかったのではな
いかと考えられる。
Fig. 6 に TO/(LO+LOCP+TO) のピークの面積比 (TO 比
と呼ぶ) を示す。この測定では TO モード禁制配位なの

3.2 Zn ドープ InAs の表面粗さとラマン測定結
果の比較
AFM により測定された表面粗さのデータを Fig. 7 に示

す。■は Zn をドープした結果であり、●は Se ドープの結

果を示す。緩和層表面の粗さはその上に超格子を成長さ
せるために小さい方が良い。Zn を微量(～5 cc)ドープする
と表面の粗さは減少することがわかった。ドープ量が多
くなることで表面粗さが大きくなった。
表面粗さと LO ピ

で、この比が大きいと配向性や成長方位のずれなどの構

ークの半値幅、TO 比について比較するとすべての結果で

造の乱れが大きいことを示す。Fig. 6 より Zn を少量ドー

原料ガスの流量の増加によって結晶性が悪くなった。し

プすることで TO 比が小さくなり構造の乱れが改善され

Znドープ
Seドープ
ノンドープ

LOモード半値全幅 (cm-1)

6

かし、TO 比と表面粗さより、微量の Zn ドープを行うこ
とで結晶性の改善が確認された。これらのことより Zn の

■

Zn

●

Se

5
4
3
2
1
0
-2
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2

4

6

8

10

12

14

16

18
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Fig.5.

Full width at half maximum of LO mode peak
of Zn, Se-doped InAs film

Fig. 7.

Surface roughness in Zn or Se- doped

InAs films against gas flow rate
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微量のドープは原子の周期性は悪化するが、原子配列や
表面粗さに関しては改善される可能性がある。

４．まとめ
本研究では、MOVPE 法で作製した GaAs 上の Zn と Se を
ドープした InAs 格子緩和層について、ラマン測定で得ら
れたピーク半値全幅と面積比を用いて結晶性の評価を行
った。Zn の微量のドープは原子間隔の周期性は悪化する
が結晶配位の乱れや表面の粗さに関しては改善されるこ
とを示した。Zn のドープ量が増えると表面の粗さや、原
子の周期性はノンドープよりも悪くなった。Se ドープは
原子の配向性や表面粗さが悪くなり、緩和層としてはあ
まりよくなかった。
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GaSb 層厚を変化させた InAs/GaSb 超格子に関する
中赤外フォトルミネッセンスの温度依存性
岩切
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昌和 b)・大濱
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Temperature Dependence of Mid-infrared Photoluminescence for
InAs/GaSb Superlattice with Different GaSb Layer Thickness
Yuto IWAKIRI, Masakazu ARAI, Tomohiro OHAMA, Yuki IMAMURA,
Takeshi FUJISAWA, Koji MAEDA
Abstract
Photoluminescence (PL) in mid-infrared region on InAs/GaSb superlattice structure grown by MOVPE method
was studied. In the case of InAs/GaSb : 2.8/13.4 nm superlattice, PL peak energy and temperature dependence were
good agreement with the calculated values of k･p perturbation method. The emission between the energy levels in the
miniband corresponding to the bandgap was observed at low temperature or under low excitation conditions. At room
temperature, the broad luminescence centered at 4.2 µm was observed. The emission corresponds to between the second
smaller energy level. The results show that the energy levels higher than the bandgap are important for the emission
from superlattice at higher temperature.

Keywords: Photoluminescence, InAs/GaSb superlattice, Mid-infrared, k･p perturbation method
1. はじめに

層を障壁層と呼ぶ。InAs/GaSb 超格子はタイプⅡ型のブロ
ークンギャップ型で、InAs 層が井戸層で GaSb 層が障壁層

電磁波の種類には、短波長側からガンマ線、X 線、紫外
線、可視光線、赤外線、電波などがある。そして、その中
で赤外線はさらに近赤外、中赤外、遠赤外の 3 つに分類す
ることができる。本研究で扱う中赤外波長領域(2-10 µm)に
は物質固有の分子運動の吸収線が存在し、例えば、CO₂だ
と 4.2 µm に吸収帯域がある。分子が固有振動数で振動す
るので、そのエネルギーの光がガスに吸収される。この吸
収で赤外線の透過率が変化し、微量なガスの選択的な検出
が可能になる。また、中赤外センサは暗視カメラ、サーモ
グラフィ、地球観測衛星など応用が期待されている。そし
て、層厚の変化により発光範囲を 3-32 µm までカバーでき
る 1)、InAs/GaSb 超格子が注目されている。
層厚が十分に薄い半導体薄膜を交互に積層した構造を
超格子と呼ぶ。量子化された準位がミニバンドを形成し、
バンドギャップを制御することで発光させたい波長域を
制御できる。バンドギャップが小さい層を井戸層、大きい
a)

電子物理工学科 4 年

b)

電子物理工学科准教授

c)

工学専攻エネルギー系コース大学院生

d)

北海道大学情報科学研究院准教授

e)

電子物理工学科教授

となる。この障壁層の幅を狭く設計することで、波動関数
の井戸外へのしみ出しが増加し、ミニバンドが顕著になる
2,3)。

MBE 法によって作製された超格子 (SL) の報告は数多
くあるが 4,5)、MBE 法より高速成長が可能で量産性に優れ
た MOVPE 法 6)を用いて InAs/GaSb 超格子構造を作製し
たい。また、これまでの研究により室温で中赤外範囲にお
いて PL 発光する超格子が作製できていた 7) が発光の遷移
過程が不明であった。そこで PL による GaSb 層厚の違い
による中赤外発光の波長(エネルギー) と温度依存性の測
定から室温で発光する超格子の遷移過程を知ることを研
究の目的とした。

2. 実験
2.1

試料

試料は有機金属気相成長(MOVPE)法により作製された
ものを使用した。SＬは n-InAs 基板上に InAs のバッファ
層を 600 ℃で成長後、InAs と GaSb を交互に 500 ℃で積層
させた。InAs 層を 2.8 nm 一定とし、GaSb 層を 4.5、8.9、
13.4 nm で、層厚は XRD 測定により求めた。以後、層厚を
nm 単位で InAs/GaSb : 2.8/4.5 と表記する。

80

宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第 50 号

本研究で比較に使用した k･p 摂動法は応力のかかった
超格子のバンドダイアグラムの計算などで用いられる近
似法である。

3.2

k･p 摂動法によるスペクトルの温度依存性

Fig. 2 に InAs/GaSb: 2.8/13.0 とし、井戸内キャリア密度
を 1×10¹⁶ cm⁻³とおいて、k･p 摂動法 8,9) により求めたバン

2.2

実験方法

ドダイヤグラムから算出された自然放出スペクトルの温

PL 測定では、He-Ne レーザー（632.8 nm）を直接、分光

度依存性を示す。Fig. 2 より 4.6 µm にピークがあり、昇温

器に入射させ、レーザーの波長の 3～5 の次数を用いて波

によりピーク波長が長波長側にシフトした。また、4 µm の

長校正を行った。波長校正により、波長は±2 nm 程度の精

ピークが 150 K 以上で優勢になった。室温では 4 µm 付近

度で測定された。励起光源には波長 532 nm の YAG2 倍波

のピークが最大となった。

のレーザー（250 mW、スポット径 0.3 mm）を用いた。レ
ーザー光は周波数約 210 Hz のチョッパーで断続され、励
起光強度の調整のため Neutral Density(ND)フィルター（0.1
～60 ％）
、レーザー径を調整するための集光レンズを通し
て、試料に照射した。
試料は He ガス冷却のクライオスタット内に設置した。
クライオスタットの窓部は CaF₂を使用した。PL 発光は 2
つの平凸レンズ(CaF₂、焦点距離 f=7. 5, 10 cm)で集光され
て分光器(日本分光 CT-10, f=10 cm)に入射させた。分光器
の入出射スリット幅 3.0～1.0 mm にし、分光器の後にはレ
ーザーの散乱光や高次光を除くために高次カットロング
パスフィルタを設置した。分光器の回折格子は、基本的に
刻線数 150 本・ブレーズ波長 3 µm のものを使用し、発光
波長が 3 µm 付近の場合は、高分解能で強度が得られる刻
線数 300 本を使用した。検出器は液体窒素冷却 InSb 検出
器を使用した。

3. 実験結果および考察

Fig. 2. k･p 摂動法によ自然放出スペクトルの温度依存性

3.3

k･p 摂動法によるバンド図

Fig. 3 に Fig. 2 と同じ試料の k･p 摂動法により算出され
たバンド図を示す。横軸が InAs 層、GaSb 層の積層方向を
表わしており、図中に示してある破線は量子準位を示して

3.1 GaSb 層厚 13.4 nm の PL スペクトルの温度
依存性
InAs/GaSb : 2.8/13.4 の試料の PL スペクトルの温度依存
性を Fig.1 に示す。励起強度は 25 mW である。Fig. 1 より
20 K で 4.5 µm にピークがあり、昇温によりピーク波長が
長波長側にシフトしている。また、4.2 µm のピークが 120
K 以上で優勢になっている。4 µm 付近で室温発光を確認
できた。

いる。Fig. 3 より最小の第 1 量子化準位間での遷移は 0.257
eV で、
これを波長に変換すると約 4.8 µm になる。
よって、
Fig. 2 の低温のピークは最小の量子化準位間による遷移と
同定できる。Fig. 3 の伝導帯の低エネルギー側のミニバン
ドの上端と、価電子帯の高エネルギー側の量子準位の差は
0.295 eV (約 4.2 µm) だった。これは、150 K から室温まで
約 4.2 µm で発光が見られたピークに一致するので、この
発光は伝導帯の最低の量子準位より高いエネルギーの準
位間からの発光と同定した。これはフェルミ分布により、
高温では高い準位まで電子が分布しているためと考えら

Fig. 3. k･p 摂動法により計算した InAs/GaSb : 2.8/13.4 超
格子のバンド図
Fig. 1. GaSb 層厚 13.4 nm の PL スペクトルの温度依存性
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れる。

5) Fangfang Wang, Jianxin Chen, Zhicheng Xu, Yi Zhou, Li He,

3.4 層厚の異なる超格子の温度依存性
Fig. 4 に GaSb 層厚の異なる発光エネルギーの温度依存
性を示す。折れ線は見やすくするために結んだものである。
Fig. 4 より全層厚において 20～60 K の低温領域で発光エ

Optics Express 25,.p1629-1635 (2017).
6) 小長井誠:

｢半導体超格子入門｣: 培風館: p253-276

(1987).
7) 大濱寛士、前田幸治、藤澤剛、今村優希、荒井昌和:

ネルギーが一定であった。これはキャリア数が少ないため

「MOVOE 法で作製した InAs/GaSb 超格子の中赤外 PL

バンド間の最小のエネルギーの遷移が見えていると考え

ピークエネルギーの温度依存性」: 第 81 回応用物理学

られる。また、40～80 K で昇温により発光エネルギーが
急激に上昇した。これは熱によってミニバンド内のより高
い準位まで電子が分布し発光しているためと考えた。また、
GaSb 層厚 13.4 nm のみ室温発光を確認できた。

会秋季学術講演会 (2020).
8) L. C. Lew Van Voon, M. Willatzen: The k· p method, (Springer,
2009).
9) T. Fujisawa, Tomonari Sato, Manabu Mitsuhara, Takaaki
Kakitsuka, Takayuki Yamanaka, Yasuhiro Kondo, and
Fumiyoshi Kano：Successful Application of the 8-band k･p
Theory

to

Optical

Properties

of

Highly

Strained

In(Ga)As/InGaAs Quantum Wells With Strong ConductionValence Band Coupling , IEEE Journal Quantum Electron, 45,
pp.1183-1191, (2009).

Fig. 4. GaSb 層厚の異なる超格子の発光ピークエネル
ギーの温度依存性

4. 結論
本研究では、GaSb 層厚の異なる InAs/GaSb 超格子の PL
スペクトルの温度依存性を k･p 摂動法による計算値と比
較して発光の遷移を解析した。低温ではバンドギャップ間
の遷移が強く発光したが、80 K 以上では、第 1 量子化準
位間の中でもより高い準位での発光が優勢になるという
ことが両者の比較から明らかになった。これより、デバイ
ス実現化のため室温での発光は、最小のエネルギー準位だ
けではなく、より高いの準位による遷移が重要だと言える。
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層厚比一定 InAs/GaSb 超格子に関するフォトルミネッセンスの
励起強度依存性
平田
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Excitation Intensity Dependence of Photoluminescence on
InAs/GaSb Superlattice with Constant Ratio of Layer Thickness
Yasushi HIRATA, Tomohiro OHAMA, Masakazu ARAI, Takeshi FUJISAWA, Koji MAEDA
Abstruct
Excitation intensity dependence of photoluminescence (PL) in InAs/GaSb superlattice with a constant layer
thickness ratio was investigated in order to understand the emission transition properties of related devices. The band
diagram calculated by k・p perturbation method was compared with experimented results . In InAs/GaSb: 2.8/4.5
superlattice, when the excitation intensity increased, the PL peak energy also increased. The measured PL emission
spectrum and the calculated peak energy were in good agreement. The emission could be identified as between the
first order miniband of electron of hole. It has been found that the higher energy levels in the lowest minibands are
more important than the bandgap energy of the superlattice in the transition near room temperature.

Keywords : photoluminescence, InAs/GaSb superlattice, k・p perturbation method, mid-infrared
1 はじめに

広い波長範囲をカバーすることが可能となっている。この
ような超格子においてフォトルミネッセンス (PL)を測

光とは、特定の波長で特徴付けられる電磁波である。中
赤外の領域は、波長 2～10 µm の範囲であり、一酸化炭素、
二酸化炭素など様々な分子振動の吸収線が存在している。
これを利用することで、特定のガスの検出が可能であるこ
とから、この範囲の半導体レーザーや受光素子などの応用
や開発が期待されている。その応用として、環境ガス、有
毒ガスの検知、暗視カメラ、医療、非破壊検査用サーモグ
ラフィーなどが期待されている。
しかしながら、中赤外波長領域を利用する際の問題点と
して、求めている波長で、レーザーのような高出力の狭帯
域光源を得ることが難しいことや、検出素子の種類が少な
いことが挙げられている 1)。そこでこのエネルギー領域に
バンドギャップを持つ InAs/GaSb の typeⅡ超格子が期待さ
れている。この構造では、バンドギャップを InAs の厚さ
を変化させることで制御させることが可能であるため、
a)電子物理工学科 4 年
b)工学専攻エネルギー系コース大学院生
c)電子物理工学科准教授
d)北海道大学情報科学研究院准教授
e)工学部電子物理工学科教授

定すると、励起強度を変化させることで発光ピーク波長が
様々に変化することが問題点として挙げられている。
本研究では、層厚比を一定とした InAs/GaSb 超格子を試
料として励起強度依存性の理由を考える。その方法として、
発光遷移を調べるために k・p 摂動法で計算したバンドダ
イアグラムと比較を行った 2)。

２ 実験方法
本研究に用いた試料は、有機金属成長法 (MOVPE 法)
にて作製を行った。InAs と GaSb をそれぞれ 500 ℃におい
て、層厚比 2:3 で、30 層積層した。層厚は XRD で、4 種
の試料で 0.4/0.6, 1.2/1.9, 2.0/3.2, 2.8/4.5 となっており、と
した。発光は、PL 法を用いて測定を行い、測定温度 20～
120 K の範囲で、励起光源 Nd: YAG レーザー (出力 250
mW /波長 532 nm）、励起強度はニュートラルデンシティ
ーフィルター (以降 ND フィルター) を用いて強度を 100
～0.5% の範囲で変化させた。ここで、100% は ND フィ
ルターを用いていない状態で測定を行った場合を指す。
バンドダイアグラムは k・p 摂動法にて計算した。k・p
摂動法とは、ブロッホ関数をシュレディンガー方程式に
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代入した近似計算であり、結晶のバンド構造が求められ

子準位のミニバンドとホールのミニバンドの差の最大は

る。これに対して励起キャリア濃度を仮定しフェルミ分

0.384 eV (3230 nm) であった。このことから、0.2749～

布を用いて、光学特性を計算した。

0.384 eV の範囲の間で一つの発光遷移が期待される。Fig.
2 はキャリア濃度を 1~5×1017 cm-3 で仮定して計算された

3 結果

自然放出光強度である。横軸が波長 (nm)、縦軸は対数目
盛とした。励起されたキャリア濃度が上昇すると、ピーク

3.1

k・p 摂動法を用いた計算結果

Fig. 1 は、k・p 摂動法より求められた InAs/GaSb: 2.7/4.3

波長が短波長側にシフトし、エネルギーが上昇し、その後、
発光はブロードになった。

超格子のバンドダイアグラムである。縦軸が電子およびホ

Fig. 2 の各発光ピークエネルギーを読み取り、その時

ールのエネルギーで、横軸は超格子の厚さ方向の位置であ

のキャリア濃度に対して Fig. 3 に赤色の曲線で示した。上

る。C は InAs バルク半導体の伝導帯、V はバルク GaSb の

横軸が、対数を取ったキャリア濃度、右縦軸が波長から計

価電子帯、C1、V1 は伝導帯、価電子帯の量子準位エネル

算したピークのエネルギーである。前述したように、E1 と

ギーの最低と最高の準位である。E1 は電子の第一量子準

H1 のエネルギーギャップが 0.2749 eV であるので、そこ

位のミニバンドで 30 本の量子準位、H1 はホールの第一量

に破線を描いた。これ以下のエネルギーでは発光しないは

子準位のミニバンドで 90 本の量子準位が含まれている。

ずであるため、キャリア濃度が 1×1017 cm-3 未満ではピー

これらは、超格子が 30 周期であるために分裂してできた

クエネルギーが 0.2749 eV に漸近していくと考えられる。

ものである。
次に、E1 と H1 の間の最小の準位差である、エネルギ
ーギャップは 0.2749 eV (約 4510 nm) 、また電子の第一量

3.2 PL 法を用いた測定結果
Fig. 4 は、InAs/GaSb: 2.8/4.5 の 20 K における PL スペク
トルを示す。代表として 0.5 と 20％透過率の ND フィルタ
ーを使用した結果を示した。横軸は波長、縦軸は PL 強度

Fig. 1. Band diagram of InAs/GaSb: 2.7/4.3 calculated by
k・p perturbation method

Fig. 3. Comparison of spontaneous emission and PL peak
energy against career density

Fig. 2. Calculated spontaneous emission spectra under
different career densities

Fig. 4. PL spectra of InAs/GaSb:2.8/4.5 superlattice
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を対数目盛で示した。PL ピークは励起強度が大きくなる
と、エネルギーに換算して約 0.29 eV から 0.31 eV へとブ

参考文献

ルーシフトした。測定したすべて励起強度のピークエネル
ギーを、Fig. 3 に■で示した。透過率 30％以上では、ピー
クのシフトの傾きが大きくなった。

４

実験値と計算値の比較

実験値と計算値の比較を、Fig. 3 を用いて行う。ここで、
実験値と計算値の横軸は別の実験で求められた、レーザ強
度 125 mW の時キャリア濃度が約 1×1017 cm-3 に相当する
ことを用いてシフトさせた 3)。まず、発光エネルギーの比
較を行う。グラフの全体の形状をみると、実験値は励起エ
ネルギーが低くなると一定の値に近づいた。これは、計算
値が、バンドギャップである 0.2749 eV に漸近していく様
子と一致した。また、実験と計算では漸近するエネルギー
に約 0.15 eV の差があった。これは、MOVPE 法で作製し
たための残留ガスによる組成のずれ、超格子界面が急峻で
ない可能性や、計算におけるバンドオフセットの値や有効
質量の不確定性などさまざまな理由が考えられる。
次に、減衰率 30%以上の励起強度を見ると、実験値では
傾きが変化し急激に上昇した。また計算値も同様に傾きが
大きくなり、類似した傾向を示した。これらのことから、
実験値と計算値が広い励起キャリア濃度で同様の励起強
度依存性を示した。
これより実験で得られた PL ピークは、
計算で求まった E1-H1 間の第一量子化準位間のミニバン
ドからの遷移をとらえたことを支持している。また、計算
値では励起バンドは 0.384 eV (3230 nm) まで広がっていた
ことから、励起強度を上げると、発光波長はさらに短波長
にシフトすることが考えられる。そのため、実際のデバイ
スで使用されるようなキャリア濃度が 1018 cm-3 以上

4)

の

励起では、E1-H1 間のさらに高エネルギーの遷移が重要で
あると考えられる。

5

まとめ
層厚比を一定とした InAs/GaSb 超格子の発光遷移を解

析するために励起強度依存性を測定し、発光エネルギーの
変化を調べ、k・p 摂動法によるバンドダイアグラムと比
較を行った。InAs/GaSb：2.8/4.5 では、励起強度が大きい
ほど、PL ピークエネルギーが大きくなった。測定された
PL の発光スペクトルと計算された準位間のエネルギーは
ほぼ一致したので、発光は第一量子化準位間と同定できた。
デバイスとして用いられる時は高い励起密度が必要なた
め、ミニバンド間のバンドギャップではなくより高いエネ
ルギーの量子準位間の遷移が重要であることがわかった。
今後他の超格子についても遷移過程を明らかにしていき
たい。

1)栗津邦夫, 中赤外フォトニクスの発展により開かれる
産業・医療応用 中赤外フォトニクスの進展 pp.49.
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pp.1183-1191 (2009).
3)大濱寛士, 前田幸治, 藤澤剛, 今村優紀, 荒井昌和
「MOVPE 法で作製した InAs/GaSb 超格子の中赤外 PL ピ
ークエネルギーの温度依存性」 第 81 回応用物理学会
秋季学術講演会 (2020).
4) 須 崎 渉 ：「 半 導 体 レ ー ザ ー の 基 礎 Ⅰ 」： レ ー ザ ー 学
会,pp549-555 (2001).
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Predicting Calving Time of Dairy Cows by Time Series Model
Tunn Cho Lwina), Thi Thi Zinb), Mitsuhiro Yokotab)
Abstract
Calving time prediction is an important factor in dairy farming. The careful monitoring of cows can help to
decrease the loss of calf rates during the calving time; moreover, to know the exact time of birth is crucial to make sure
timely assistance. However, direct visual observation is time-wasting, and the continuous presence of observers during
calving time may disturb cows. Therefore, in this study, the recording from video cameras and counting the number of
standing to lying and lying to standing transitions of 25 cows before 72 hours of calving time are used. The time series
approaches namely the exponential distribution probability and autoregressive integrated moving average (ARIMA)
model are applied to predict the calving time and the root mean square error (RMSE) is used to check the accuracy and
error value of the experiment. By these methods, the calving time is predicted with exact time interval by using
exponential probability. Moreover, the ARIMA model is better accuracies in predicting calving time than autoregressive
(AR) and moving average (MA) models.

Keywords: Calving time, Prediction, Exponential Distribution Probability, ARIMA Modeling
1. INTRODUCTION
Among agricultural sectors, dairy farming is one
of the most important segments all over the world as
dairy products are necessary nutrients of humans, and
it can also be expressed as vital earning of farmers
who are majorities in most of the countries. For dairy
farming, most relevant and efficient forms of livestock
are dairy cows, which can also be called as dairy
cattle. Mostly, the United States, the United Kingdom,
Australia and New Zealand are progressing dairy
farming as agriculture practices mainly. In United
States, during 2010, 2.3 million of calf death cases
occurred. On modern dairy farms, calf loss rates are
also rising recently in many countries1).
Most of the calf loss cases can be assumed with
the cause of perinatal mortality, which is known as
death of perinate within 48 hours of calving, and at
least 260 days of gestation periods are also included.
Therefore, difficulties of calving had become a
concern of all cattlemen as it can cause calf deaths and
cause rebreeding failures of the second time in
reducing calf crop rates. That is, the highest possible
of calving difficulties can have lower fertility at
rebreeding significantly2). For calving, 75% of calf
died within an hour of calving, 10% were in the
pre-calving stage and post-partum death was 15%3).
Compare to beef cattle, dairy cows can have
more difficulties in calving4). Those difficulties which
are the major causes of perinatal mortality can usually
find as dystocia, anoxia, infections, congenital defects,
and other problems. By describing those causes,
a) Master DDP Student, Energy and Electronics Course, Graduate
School of Engineering, University of Miyazaki (Master Student,
University of Yangon, Myanmar)
b) Professor, Department of Electrical and Systems Engineering,
Faculty of Engineering, University of Miyazaki

parturient traumatic injuries are reasons for these
situations.
All mammals, also cows have calving or
maternal behavior expressions due to a series of
hormonal changes that can produce physiological,
physical adjustments, and metabolic phenomena as
preparation4,5). Calving can also be assumed as a
major impact of dairy farming routines and it can also
be a high effective on the physiological state of dairy
cows6). Cattle express lesser pain and injury than
humans. A cow can be known that it is a compromised
welfare state or in the inability to behave naturally
with the presence of stereotypic behaviors. Waiting
can only cause loss of time which can threaten the
lives of calves. Therefore, calf loss rates should be
recognized as a preventable welfare problem.
To monitor those difficulties in calving, calving
time should be predicted accurately. The prediction of
calving time can help to alert human to assist birth and
safeguard of calf and cows’ health, especially from the
cases of perinatal mortality, dystocia and also to know
when to move a cow to the maternity pen. Even
normal calving is needed to be recognized importantly
to know when abnormal behavior occurs and can get
assistance for secure calving. Those cows’ difficult
behaviors can sometimes also be related to the
behavior of cow handler, welfare, and performance.
Positive behavior of cow handler can produce a
relaxed cow and negative behavior can lead to being a
more fearful and more difficult situation for calving.
Behavioral changes of dairy cows before, during,
and after the calving have already been described in
several studies. The only possibility to deal with those
problems is to recognize early signs of dystocia to
determine when the help of the professional is
needed2). Assisting in calving can help appropriately
with a significant decrease in calf mortality,
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post-partum uterine infections, and placental retention
and together with a shorter duration of calving. Later,
dairy producers tried to use breeding records as visual
cues to predict calving time. However, even
experienced professionals could not succeed to detect
all calving accurately yet because every cow can have
perceptible physiological and behavioral changes
across calving7).
Therefore, to prevent perinatal mortality,
researchers tried to predict calving stages with
different approaches. Automated devices were used to
predict calving time by measuring tail raising, lying
time, uterine contractions, measuring vaginal
temperature8). Before the calving period, the number
of standing positions between lying rest moments is
increased with discomforts. Moreover, time spending
by standing positions is also increasing. During 72
hours before calving time, numerous numbers of
clinical signs can be observed which are hormonal
changes. Furthermore, behavioral changes can be
observed directly which can be seen several days
before parturition, sometimes, those can be observed 4
to 10 days before calving and sometimes, only on the
actual day of calving9).
In this paper, the behaviors of dairy cows will be
observed starting from 72 hours before calving time.
And, the number of transitions: standing-to-lying and
lying-to-standing observed hourly three days before
calving time are used to produce the accurate
prediction for calving time by using exponential
distribution probability and Autoregressive Integrated
Moving Average (ARIMA) model.
2. LITERATURE REVIEW
In these day’s organizations, which are subject to
abrupt and large changes that affect even the foremost
established structures and where all requirements of
sector need accurate and practical reading into the
future, the predictions have become vital because they
are the sign of survival within the world. A prediction
may be a science of estimating the longer-term level of
some variables. Prediction is that the operation of
constructing an assumption about the future values of
studied variables.
A time series is nothing but observations per the
chronological order of time10). Time series forecasting
models use mathematical techniques that are
supported by historical data to forecast demand. It is
founded on the hypothesis that future is an expansion
of the past; therefore, we can exactly use historical
data to forecast the future demand.
Many studies about forecasting by time series
analysis are wiped out in several sectors. By time
series analysis, the forecasting accuracies rely on the
characteristic of time series. If the transition curves
show stability and periodicity, we will reach high
forecasting accuracies, whereas we cannot hope high

accuracies if the curves contain highly irregular
patterns11).
In dairy farming, forecasting calving time is
among the most crucial issues in the factor of
profitability and animal welfare to reduce the loss of
calf rates. The continuous monitoring systems can test
the behavioral changes occurring on the day of
calving, most of them being accentuated within a
previous couple of hours before delivery,
standing/lying transitions, tail raising, and feeding
time. Applying these behavioral changes has the
potential to improve the management of calving.
There are some methods and experiments have
been evaluated to predict calving time by analyzing
behavioral changes, considered individually or in
combination. Here are some methods that researchers
used to predict calving time in cattle: (a) using
Rumi-watch sensor; which can be used to monitor the
animal for recording behavioral changes and
potentially generating calving alerts 10 days before
calving time; (b) using the IceQube to collect the
number of steps, number of standing to lying and lying
to standing transitions 14 days before calving time; (c)
using electronic data loggers to detect behavioral
activities 4 days before calving time.
In the fieldwork of the American Dairy Science
Association for predicting parturition, the electronic
data loggers were used to show behavioral activities
changes within 24 hours before parturition wit
increased numbers of step and lying bouts (LB) with
decrease standing time. In the related literature12), the
real-time ultrasound, changes in body temperature,
and relaxation of the pelvic ligament, and video
monitoring of cows were used before calving.
In a machine-learning-based calving prediction
system13), the researcher collected data from 20
primiparous and 33 of multiparous dairy cattle. In
addition, they used the HR tag, which collects neck
activity and rumination data in 2-hour increments, and
IceQube which collects the number of steps, lying, and
standing times. The machine-learning method was
effective in performing the retrospective calving
prediction. By monitoring the activities and
standing-lying behaviors could accurately predict the
calving day 8 hours before calving time.
The sensor data of a novel monitoring device was
used for ingesting behaviors of 35 dairy cows6). In the
use of sensor data: the RumiWatch noseband sensor,
Ettenhausen, and Agroscope are included for
predicting the calving time. Evaluating the detection
model for 168 hours before calving that was used for
sensitivity and specificity values and it also uses true
positive predictive values and the false positive alerts
qualifications are considered as well. Moreover, the
approach of modeling the Naïve Bayes classifier is
also suitable for comparably small samples and
training datasets.
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3. PROPOSED METHODS

Data Collection

Among different time series techniques, these are
impossible to know which one will be the best for a
dataset. It is customary to undertake out several
different techniques and choose the one that seems to
be the best. In this study, the exponential distribution
probability, the unit root testing, ARIMA modeling,
and the root mean square error (RMSE) that are the
most widely used time series techniques. The major
workflow for ARIMA modeling is illustrated in
Figure 1, and the methods for each module are
described in following.
3.1 Exponential Distribution Probability
The exponential distribution probability is a type
of continuous probability distribution that can take
random values on the interval [0, +ꝏ]. It is one of the
widely used continuous distributions to model the
time elapsed between events.
The probability density function14) for an
exponentially distribution is given by Eq. 1,
 e −  x if x  0
f ( x) = 
otherwise
0

No

Is it
Stationary?

Differencing
series to achieve
stationary

Yes
Identify the model
Autoregressive
(AR) +
Moving average
(MA)

Estimate parameter
of the model
Is it
adequate?

No

Yes
Use model for
forecasting
Calving time
prediction

Fig. 1. Flowchart of ARIMA Modeling.

(1)

Equivalently, its distribution function is given by
Eq. 2,
1-e −  x if x  0
F ( x) = 
otherwise
0

Data Analysis

(2)

whereλis the parameter of exponential distribution
and x is continuous nonnegative random variable.
3.2 Autoregressive Integrated Moving Average
To model the time series, we will work with the
normal statistical models including moving average,
exponential smoothing, and ARIMA. These models are
linear since the forecasted values are disturbed to be
linear functions of past data. The ARIMA modeling
approach becomes restricted, and in many cases, it is
impossible to see a model, when seasonal adjustment
of order is high, or its diagnostics fail to point out that
time series is stationary after adjustment.
The autoregressive integrated moving average
(ARIMA) is the combination of autoregressive (AR)
term and moving average (MA) term. It is the most
widely used model for forecasting in time series (Box
and Jenkins). An ARIMA model is characterized as an
ARIMA(p, d, q), wherein: p is the number of
autoregressive terms, d is the number of differencing
required to make stationary, and q is the number of
moving average terms.

3.2.1 The Autoregressive Process
Autoregressive models assume that Yt is a linear
function of the preceding values and is given by Eq. 3.
Yt =+
 1Yt -1 +  t

(3)

where Yt , Yt −1 are the observed data at time t and t-1,
respectively,  is constant,  t is error term, and 1 is
the parameter to be determined. Literally, each
observation consists a random component and a linear
combination of the previous observations.
3.2.2 The Integrated Process
The behavior of the time series could also be
stricken by the cumulative effect of some process. A
time series confirmed by the cumulative effect of
activity belongs to the category of the integrated
process. Whether or not the behavior of a series is
erratic, the 1st order of differences from one
observation to the following are needed to determine.
If the results are still going to be non-stationary, we
have to make 2nd order differencing. The stationary of
the series of differences for an integrated process
could be a vital characteristic. Integrated processes are
for the type of nonstationary series. A 1st order
differencing means that the difference between two
successive values of observed series is constant. An
integrated process is defined by Eq. 4.
=
Yt Yt −1 +  t

(4)

where Yt , Yt −1 are the observed data at time t and t-1,
respectively, and  t is error term.
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Before analyzing the time series, the observed
data that are stationary in each series must be satisfied.
The stationary means that statistical properties like
mean, variance observation do not change throughout
the time period. The unit root must be processed
before implementing it.
To examine the stationary properties of the
observation series in the first step, researchers used the
Augmented Dickey-Fuller (ADF) 15) and unit roots
with constant to present the series properties which
can be written as Eq.5:

Yt = + 1Yt −1 +  T +  t

(5)

where Δ represents the differencing order, Yt means
the observed data, α means the constant term, and T
represents the time trend effect. εt represents the error,
δ and β1 denote the parameters to be determined.
The null and alternative hypotheses for the
existence of a unit root in variable Yt are:
H0: β1 = 0, the series has a unit root,
H1: β1< 0, the series does not have a unit root.
The series is stationary.
If the statistical result for any variable cannot
refuse the hypothesis, then the data must be made the
first order difference, I (1), for stationary.
3.2.3 The Moving Average Process
The current value of the moving average process
is a linear combination of the current disturbance with
one or more previous error terms. The moving average
order shows the number of previous periods hidden in
the current value. A moving average is defined by
Eq.6.
Y=
 t − 1 t −1
(6)
t
where Yt , Yt −1 are the observed data at time t and t-1,
respectively,  t is error terms and 1 is parameter to be
determined.
The ARIMA model principle consists of three
iterative steps by summarizing Figure 1 of the
flowchart. They are model identification, parameter
estimation, and diagnostic checking steps. The
principle rule to identify the model is that if a time
series is received from an ARIMA process, it should
have some theoretical properties. Box and Jenkins
proposed to use the autocorrelation function (ACF)
and the partial autocorrelation function (PACF) of the
sample data as the basic tools to identify the order of
the ARIMA model.
After the identification step is finished, we
should make a stationary time series, which is a
mandatory condition to search out the ARIMA model.
The statistical characteristics of a stationary time
series such as the mean value and the autocorrelation
structure are constant over time. We usually have to
use differencing to the observed data to get rid of the
trend and stabilize the variance before the ARIMA

model may be fitted. After that, we must estimate the
parameter of the fitted model.
Finally, the diagnostic checking of model
adequacy is required. During this step, the diagnostic
statistics and plots of residuals can be applied to assess
the adequacy of future values of observed data. If the
model is not adequate, we have to check the
stationarity and another parameter estimation.
3.3. Root Mean Square Error (RMSE)
The mean square error is an accuracy
measurement computed by squaring the individual
error for individually in a dataset and then finding the
average or mean value of the sum of those squares are
expressed in Eq. 7 and 8,
n

MSE = 

(Y − Y )
t

2

t

(7)

RMSE = MSE

(8)

n

t =1

where Yt and Yt are the actual values and forecasted
values, respectively.
It gives greater weight to large errors than to
smaller ones because errors are squared before being
summed.
4. EXPERIMENTS AND DISCUSSION
In this study, the predicting of the calving time of
the cows is conducted based on the real data and the
accuracy and characteristics are studied. This study
examines the effectiveness of calving time forecasting
in dairy cattle.
4.1 Dataset
The data in this study are hourly time series of the
number of transitions from standing-to-lying and
lying-to-standing over the period of 72 hours before
calving time. These data are from total 25 cows of Oita
branch and collected them by using the videos taken
by camera 360. The collected data are as shown in
Table 1 with 4 hours interval. By using the
standing-to-lying and lying-to-standing data between
68 hours before calving event occurs are used to
predict the last 4 hours of calving time as shown in
Figure 2.
Data collection (video sequences)
Data analysis
(calving time prediction)
Predicted time of calving

-72

-71

-3

-2

-1

0

1

Actual time of calving

Time (hours) relative to calving

Fig 2. Time frames of data collection and analysis.
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Table 1. Transition from standing-to-lying and lying-to-standing of cows’ data.
Before
Calving time
(h)
-72
-68
-64
-60
-56
-52
-48
-44
-40
-36
-32
-28
-24
-20
-16
-12
-8
-4

Number of Standing-to-Lying and Lying-to-Standing Transitions
Cow 1

Cow 2

Cow 3

Cow 4

15
4
6
7
1
5
11
4
6
8
1
9
12
8
4
4
12
22

1
3
6
2
5
3
2
4
5
1
1
5
2
4
10
2
7
13

7
6
5
1
7
0
5
4
5
2
4
0
2
2
2
0
0
7

2
2
2
0
2
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
1
2
3

4.2 Exponential Probability
The exponential probability is the continuously
increasing function. We can use this method when the
observed data have significant growth per time. The
data in Table 2 are the 72 hours before the calving time
with four hours’ time interval. Clearly, the probability
of birth is increased as time is nearer. This means the
cow will birth in the next interval of time.
Table 2. The experimental result of using exponential
probability of a dairy cow.
Before
Calving
Time (h)
-72
-68
-64
-60
-56
-52
-48
-44
-40
-36
-32
-28
-24
-20
-16
-12
-8
-4

Standing/Lying
Transition
Counts
3

0.25

18

0.1993

4
4
3
2
4
0
7
3
4
5
8
2
1
7
5
4
6

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.2097
0.2212
0.2341
0.2485
0.2649
0.2835
0.3049
0.3297
0.3588
0.3935
0.4353
0.4866
0.5507
0.6321
0.7364
0.8647
0.98187

λ

λt

Probability

4.3 ARIMA Modeling
Based on the Box-Jenkins approach, our study
will be carried out in three parts: identification,
parameter estimation, and verification.

- - -

- - -

Cow 23

Cow 24

Cow 25

13
3
5
7
0
4
11
3
7
7
2
7
12
5
2
8
11
21

5
5
3
1
2
5
4
3
4
4
0
6
4
4
1
3
4
20

4
1
5
1
3
3
3
3
7
2
3
3
4
1
6
2
8
14

For the identification of the model, we start with
the initial preprocessing of the data to check the
stationary and make it stationary and then we choose
possible values for p and q. For stationary, the series
are shown in Figure 3 and 4, respectively, fluctuates
around an average value and its ACF decays to zero
rapidly which proves the stationary of the time series.
Moreover, to assess whether the data come from a
stationary process we can perform the unit root test:
Augmented Dickey-Fuller (ADF) test for stationary.
After carrying out the test on R software, the results
are grouped in Table 3 and 4, respectively. Table 3
results are the non-stationary data before differencing,
that printed as p-value. Since the calculated p-value of
some data set of cows is larger than the threshold
significance level p = 0.05, the null hypothesis H0
cannot be rejected. Table 4 represents the series after
1st order differencing printed as τ-value and become
the series stationary.
Cow ID
Cow 1
Cow 2
Cow 7
Cow 9
Cow 12
Cow 14

Table 3. ADF test result.
Lag
p-value
2
2
2
3
3
2

0.69
0.99
0.05
0.95
0.24
0.29

Condition

Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary

Table 4. ADF test result after first order differencing.
Cow ID
Lag
τ-value
Condition

ΔCow 1
2
0.02*
Stationary
ΔCow 2
2
0.03*
Stationary
ΔCow 7
2
0.01*
Stationary
ΔCow 9
2
0.01*
Stationary
ΔCow 12
2
0.01*
Stationary
ΔCow 14
2
0.01*
Stationary
∆ and * denote the different orders and rejection of the hypothesis at
p<0.05, respectively.
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Table 5. Coefficients of different models.
Models
ARIMA (1,0,0)

ARIMA (0,0,1)

ARIMA (1,0,1)

ARIMA (2,0,1)

ARIMA (2,0,2)

ARIMA (2,0,1)
without
constant

φ

1

0.1322

-

-0.4465

0.2027

-1.0826

0.2749

MA (1)

θ

1

-

0.2146

0.6646

0.2122

1.4496

0.2547

AR (2)

φ

-

-

-

-0.1214

-0.8088

0.0419

MA (2)

θ

Constant

α

Characteristics
AR (1)

2

-

-

-

-

0.1546

-

1.548

1.1159

0.8985

0.7021

0.1909

-

AICc

172.53

171.89

172.13

169.25

178.2

173.54

Log likelihood

-83.27

-82.94

-82.07

-82.67

-78.1

-84.21

2

AICc: Akaike Information Criterion, ARIMA: autoregressive integrated moving average, AR: autoregressive, MA: moving average.

Standing-Lying-Standing
Transition
Upper Confidence
Limit

Standing-Lying-Standing Transition

Upper Confidence
Limit Limit
Upper Confidence

Partial ACF

According to the Box-Jenkins principle, after
verification of the stationary of the series, we noted
that the ACF and PACF correlograms of our model is
not only pure for AR but also for MA. Therefore, we
tested several models to identify the most suitable one
for calving time prediction.
In order to identify the model, the best model is
as simple as possible and minimizes the certain criteria
AICc, log-likelihood16). Table 5 summarizes the
values of the different models’ parameters calculated
by the method of moments and proves the selected of
the model on which we will base our predictions. The
chosen model is that of ARIMA (2, 0, 1). For the other
models, one of the values of the minimization criteria
is bigger than that obtained for the ARIMA model (2, 0,
1) with the constant value. In addition, ARIMA (2,0,1)
model without constant has larger AICc values than
with constant value. Clearly, Table 5 shows that
ARIMA (2, 0, 1) is selected because every coefficient
is different from 0 with an acceptable level of
adjustment.

Lower Confidence
Limit Limit
Lower Confidence

Lag

PACF: partial autocorrelation function

Fig. 4. PACF correlograms of the Standing/lying Transition of
series.

The chosen parameters are grouped in Table 6.
The developed model is given by Eq. 9.

Yt =
 + 1Yt −1 + 2Yt −2 +  t − 1 t −1

ACF

Lower Confidence Limit

Upper Confidence
Upper Confidence
LimitLimit

Lower Confidence
Lower Confidence
LimitLimit

Lag

ACF: autocorrelation function

Fig. 3. ACF correlograms of the Standing/lying Transition of
series.

(9)

where Yt is the forecasted standing/lying data at
period t, Yt −1 and Yt − 2 are the observed standing/lying
transitions of period t-1, and t-2, respectively.  t and
 t −1 are the residuals of period t and t-1. φ and θ
represent the coefficient of autoregressive and moving
average process, respectively.
From Table 6, we can select the coefficients of
autoregressive and moving average processes.
Therefore, Eq. 10 becomes:

Yt = 0.7 + 0.2Yt −1 − 0.1Yt −2 +  t − 0.2t −1

(10)

After we defined the most appropriate model for
predicting calving time, we must make the forecasting.
Figure 5 represents the results of calving time
prediction that we received by applying the selected
model ARIMA (2, 0, 1). The accuracy of the developed
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model was evaluated by comparing the experimental
results of the AR (2) model and MA (1) model. Figure
6 clearly shows that the ARIMA model gives more
accurate values in most of the series.
We can clearly see that the chosen model can be
used for forecasting the calving time of dairy cows,
but each time we need to feed the past data with the
new data to improve the new model and forecasting.
We tested whether the cow would birth or not in our
estimated time interval by using the sum of mean and
standard deviation of observed values lines. If the data
passes through that line, we can get the information
that the cow will calve. That will help us to take the
right decisions related to the calving time of dairy
cows.
Figure 6 shows that the MA (1) model has the
largest error values among testing 7 cows data series.
AR (2) model is also acceptable in training data,
however, it has greater weight when compare with the
ARIMA model. According to the RMSE values, it is
also shown that ARIMA (2, 0, 1) is the most suitable
model in this study.
Table 6. ARIMA model parameter.
Transitions from standing-to-lying and
lying-to-standing of cow series
Constant
φ
AR
Lag 2

Estimate Standard Error
0.7

0.024

0.2

0.047

φ

2

-0.1

0.0125

θ

1

0.2

0.144

1

Lag 1

MA

Standing-lying-standing Transitions ( t )

5

5. CONCLUSION
In this paper, we implemented the exponential
distribution probability and ARIMA modeling. In
ARIMA modeling, we developed a model to perform
the calving time prediction of dairy cattle by using the
Box-Jenkins time series approach. The 25 series of
standing/lying transitions of cows were used to
develop several models and the adequate one was
selected according to the criteria: AICc and
log-likelihood and root mean square error. The model
that was selected and which minimizes the previous
criteria is ARIMA (2, 0, 1). The analysis results might
be summarized as: (i) we can estimate the calving time
with the exact time interval by using the exponential
distribution probability, and (ii) in ARIMA modeling,
the developed model can be used for modeling and
forecasting the calving time of dairy cows.
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Voltage Profiles on HV Distribution Lines with Various Network
Configurations and Customers
May Thin KHAINGa), Tatsuya SAKODAb), Noriyuki HAYASHIb)
Abstract
Electrical power system reliability is a critical issue for utilities and power loss occurred in transmission and
distribution network is a must consideration. Electrical distribution system is the largest portion of network in the
electrical power system. There is voltage drop on long HV distribution line (D/L) due to heavy load consumption,
absent of voltage regulation, as well as poor power factor collection on long HV D/L. Therefore, phase advancing
capacitors (Shunt Capacitor, SCs) are installed in parallel with customer loads for voltage improvement and power
factor correction. However, these SCs, sometimes, lead to Ferranti effect, especially at the very lightly loaded condition.
Moreover, in recent years, the introduction of photovoltaic power generation systems (PV systems) into HV D/L has
developed rapidly and may cause the unacceptable voltage variation on HV D/L.
In this study, a virtual 6.6 kV long distance (20 km) HV D/L without PV system supported from Kyushu Electric
Power Company (Qden) in Miyazaki branch, is introduced. In this long distance HV D/L, a 20 MVA transformer, three
static voltage regulators (SVRs), and 50 customer loads are included. For very lightly loaded condition, the effects of
SCs detachment area on the voltage profiles of HV D/L are numerically investigated and discussed. Moreover, the
optimal location is proposed to change the suitable SVR for the purpose of upgrading voltage drop in heavy loaded
condition.
Then, voltage profiles of different lengths (20.3 km for long and 8.70 km for short) HV D/Ls with PV system
installing SCs at customer’s side and different load capacity are discussed. Furthermore, the conditions of flowing line
current on HV D/L with PV system for different load locations are explained with phasor diagram. A program based
on the Newton Raphson method was coded for the power flow calculation.

Keywords: high voltage distribution line, PV system installation, voltage variation, shunt
capacitor, static voltage regulator
1. INTRODUCTION
For the development of country’s economy and
living standards, electrical energy plays a vital role.
Nowadays, the electrical energy demand has increased
rapidly all over the world. In electrical power system,
electrical energy supply is very important to meet a
required power demand and to be reliable as much as
possible. The electrical power systems are composed
of four main portions such as power generation
systems, transmission systems, distribution systems,
utilities, and customers.
Distribution system is the largest portion of
network in the electrical power systems. It can be
defined as the part of power system which distributes
power to various customers in ready-to-use from their
place of consumption. Hence, utilities have to ensure
reliable and efficient cost, effective service, while
providing service voltages and power quality within
the specified range. The electric power distribution
systems consist of group of interconnected ring and
radial circuits and have several constrains like radial
configuration, all loads served, coordinated operation
of over current protective devices, and voltage drop
within limits etc. Power system operators ensure the
a) Graduate Student, Electrical and Systems Division of Energy
Course, Graduate School of Engineering
b) Professor, Institute of Engineering Education and Research

quality and reliability of supply to the customers by
maintaining the load bus voltages within their
permissible limit. Any change in the system
configuration or in power demand can result in higher
or lower voltages in the system 1), 2), 3).
Moreover, there are many renewable energy
resources such as photovoltaic (PV) energy resources,
wind power energy resource, and so on. Photovoltaic
(PV) energy resource is one of the important resources
among the other renewable energy resources to
generate the electrical energy. Over the last few years,
the installation cost of photovoltaic power generation
system (PV systems) has decreased and they can be
easily installed on everywhere such as; on land or on
the roof and floating in the water. Therefore, the
introduction of PV systems into HV distribution line
(D/L) has developed rapidly. The introduction of
large-scale PV systems into D/L occurs voltage
fluctuation with the unacceptable voltage variation
because excess reverse power from PV systems is
injected into D/L4).
Furthermore, for voltage improvement and power
factor correction, phase advancing capacitors (Shunt
Capacitors, SCs) are installed at the receiving sides of the
D/Ls or at the primary side of a receiving transformer of
each customer. However, these SCs sometimes lead to
Ferranti effect, resulting in voltage fluctuations,
especially under the light load conditions5). Therefore,
the voltage fluctuation caused by the reverse power flow,
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Ferranti effect, and unstable power output from large
capacity installation of renewable energy is challenging
the voltage stability of HV D/L. In the electrical power
system, the principal information of power flow analysis
is a technique that provides to express the voltages, and
real and reactive power flows at every bus in the system6).
Therefore, in this thesis, a program was coded with
conventional load flow method based on NewtonRaphson technique for power flow analysis. This thesis
describes voltage control of a virtual 6.6 kV long distance
HV D/L for voltage fluctuation and study on voltage
profiles of different lengths (based on real length of D/L)
HV D/Ls with PV system when shunt capacitors are
installed at Customer’s side and loads are connected on
the different locations.
2. METHODOLOGY
In the simulation, a program based on the Newton
Raphson method was coded for the power flow
calculation1). In this study, there are two portions. The
first portion is voltage profiles of long distance HV
distribution line without PV system. Voltage profiles of
different length HV D/Ls installed by shunt capacitors at
customer’s side and PV system will be discussed in the
second portion of this study.
2.1 Simulation procedure for voltage profile of
long distance HV D/L without PV system
The first portion is that the effects of SCs detachment
area on voltage profiles without SVRs at very lightly
loaded condition and selecting for optimal location of
suitable SVR at heavy loaded condition will be discussed
based a virtual 6.6 kV long HV D/L without PV system,
which is supported from distribution sector of Kyushu
Electric Power Company (Qden) in Miyazaki Branch7).
The length of HV distribution network is 19.614 km

long, including a 20 MVA transformer and 50
customer loads. The total power consumption and total
capacity of shunt capacitors (SCs) are 5.224 MW and
2.329 MVAR, respectively. Three SVRs are included
in this HV distribution network.
In both simulation without SVRs and with SVR,
the whole distribution network is divided into five
areas denoted by Area 1 to Area 5 in Fig.1, depending
on the distance of load form the primary substation,
and the total capacity of loads and SCs. Fig.1
illustrates the block diagram of a virtual 6.6 kV long
distance HV distribution network in Japan.
In Fig.1, Li, ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖 , ∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑆 , and Ni denote the
distance from the primary substation, the total power
consumption, the total SC capacity, and the total
numbers of customer load of Area i (= 1, 2, 3, 4, 5),
respectively. SVR1, SVR2, and SVR3 exist in area 3,
4, and 5, respectively. In the simulation, the voltage
limitation is assumed to be 6.6 kV ± 300 V, namely
1.0 ± 0.045 p.u for the 6.6 kV distribution system.
In this study, three types of loaded condition are
considered. The heavy loaded condition, lightly
loaded condition, and very lightly loaded condition are
assumed as the amount of 100%, 60%, and 10% of
total power consumption, respectively. The three types
of loaded condition are simulated with two values of
power factor: p.f =1.00 (unity) and p.f = 0.85
(lagging). In the simulation,
1) at first, three loaded conditions are simulated
without and with SCs,
2) then, SCs are detached on area by area, and the
effect of SCs detachment in each area on voltage
profiles are analyzed,
3) finally, the heavy loaded condition with 0.85
lagging power factor is simulated without SVRs,
with SVRs, and by changing suitable SVR to the
optimal location of HV distribution network.

Fig. 1. Block diagram of a virtual 6.6 kV long HV distribution network in Japan.

Voltage Profiles on HV Distribution Lines with Various Network Configurations and Customers

2.2 Simulation procedure for voltage profiles of
different length HV D/Ls installed by shunt
capacitors at customer’s side and PV system
As the second portion, the effect of SCs on voltage
profiles of two HV D/Ls installing SCs at customer’s
side and PV system at the end of HV D/Ls and effect
of load capacity on voltage profiles of HV D/Ls are
studied. Moreover, the condition of line current
flowing on HV D/L are explained with phasor diagrm
when different loads are installed at differnet location.
In this portion, two HV D/Ls (20.3 km for long and
8.70 km for short HV D/Ls) including 30 numbers of
node are investigated. The resistance and reactance of
both HV D/Ls are 0.512 and 0.4137 ohm per
kilometer. The length and value of line impedance of
both HV D/Ls are considered the data based on real
data of HV D/Ls [20].
Fig 2 illustrates the simulation models of HV D/L
with PV system. In Fig 2, L1, L2, and L3 represent the
installed load capacity of load 1, 2, and 3 [MW]
respectively. D1 and D2 denote the distance from the
primary substation to the PV system [km] for long and
short HV D/Ls, respectively. Concentrated loads are
installed at near the primary substation and PV system
as shown in Fig 2 (a) and (b). In Fig 2 (c), distributed
loads are installed along HV D/L.
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In this portion, Case I is for the effect of installing
SCs at customer’s side or power factor improvement
on long and short HV D/Ls. The effect of load capacity
on long and short HV D/Ls is studied as Case II.
The detailed simulation data are shown in Table
1. In Table 1, PPV and PDemand represents the power
demand of customer load (i.e., total capacity of load)
[MW] and the total capacity of PV output power
[MW], that is installed at the end of HV D/L.
Table 1. Detailed simulation data
PDemand
Case I

Case IIa

Case IIb

PPV

L1 = 0.5 MW
L2 = 0.5 MW
L3 = 0.5 MW

PPV = 5 MW

L1 = 1.33 MW
L2 = 1.33 MW
L3 = 1.33 MW

PPV = 4 MW

L1 = 0.80 MW
L2 = 0.80 MW
L3 = 0.80 MW

PPV = 4 MW

However, it is noted that voltage control system
such as static var compensator (SVR) is not applied in
this simulation to regulate the line voltage within the
allowable limit of voltage.

(a) Concentrated loads are installed at near primary substation.

(b) Concentrated loads are installed at near PV system.

(c) Distributed loads are installed along HV D/L.
Fig. 2. Simulation models of HV D/L with PV system.
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In Case I, installing SCs is meant that the simulation
condition with unity power factor (p.f = 1.00). The
simulation condition with 0.85 lagging power factor is
defined as the case without installing SCs. In the
simulation,
1) Firstly, two HV D/Ls are simulated without
installing loads.
2) Then, three concentrated three loads are installed
at near primary substation, PV system, and three
distributed loads are installed along two HV D/Ls.
The program is simulated without SCs. And, the
voltage profile of long HV D/L is comparing with
that of short HV D/L.
3) The same conditions of three loads are simulated
with installing SCs. Then, the voltage profile of
long HV D/L is comparing with that of short HV
D/L.
4) Finally, the effect of installing SCs on HV D/L is
discussed.
The effect of load capacity on long and short HV
D/Ls with PV system is studied in Case II. In this
simulation, the capacity of PV output power is
assumed as 4 MW based on 80% of total power
consumption of real long HV distribution network
used in the first portion. In the simulation,
1) Firstly, in Case IIa, the total power load
consumption is assumed almost the same as the
capacity of total PV output power. The program is
simulated with SCs for both long and short HV
D/Ls. Then, voltage profiles of both HV D/Ls are
analyzed.
2) Next, for Case IIb, the total power load
consumption is assumed 60% of total PV output
power. Both long and short HV D/Ls are
simulated by using the simulating program. Then,
voltage profiles of both HV D/Ls are discussed.
3) Finally, the current flow of HV D/L installing
customer loads and PV system are explained with
phasor diagram.

𝑉𝑉𝑟𝑟 (𝐼𝐼) = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + √𝑉𝑉𝑠𝑠2 − (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)2
0 ≤ 𝐼𝐼 ≤

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑉𝑉𝑠𝑠

𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑉𝑉𝑠𝑠

𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑉𝑉𝑟𝑟−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

(1)
(2)
(3)

𝑉𝑉𝑠𝑠

sin(∅)

(4)

Imax and Vr-max mean the allowable limit of current
I and magnitude of maximum receiving-end voltage.
Ø represents the phase angle between voltage and
current.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS OF LONG
DISTANCE HV DISTRIBUTION LINE WITHOUT
PV SYSTEM
Fig 4 and 5 illustrate the simulation results of HV
D/L voltage profiles without SCs for unity power
factor and 0.85 lagging power factor, respectively.

Fig. 4. Voltage profile of HV D/L without SCs (p.f =1).

2.3 Relationship between PV output power,
voltage, current, and line impedance
Fig 3 shows a single-phase equivalent circuit of
distribution system with PV system 8). In Fig 3, Vs, Vr,
and Vd represent voltage at sending end, receiving end,
and point P. D and d denote the whole length and
length form sending end to point P. I and (r+jx) are
reverse line current and line impedance. Form Fig 3,
the relationship between sending end voltage, receiving
end voltage, line current, distance and reactance
component of line impedance can be expressed as the
following equations (1), (2), (3), and (4) 8).

Fig. 3. Single-phase equivalent circuit of distribution system.

Fig. 5. Voltage profile of HV D/L without SCs (p.f = 0.85).
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In both Fig 4 and 5, the horizontal axis shows
node numbers of the simulated HV D/L and the
vertical axis illustrates voltage of the simulated HV
D/L in per unit. The upper limit and lower limit
voltage in per unit are assumed as 1.045 p.u and 0.955
p.u, respectively.
The notation of A1, A2, A3, A4, and A5
represent Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, and Area 5,
respectively. The black rectangular shape, white circle
shape, and the black circle shape represent the voltage
in p.u of very lightly loaded condition, light loaded
condition, and heavy loaded condition, respectively. In
both Fig 4 and 5, the voltage profiles on three loaded
conditions are almost the same. The voltage is
gradually decreased form the primary substation to
Area 3, then is increased again on Area 4, and is
dropped on Area 5. It is seen Fig 4 and 5 that the
voltage profiles on heavy loaded condition is
remarkably different from that on light and very
lightly loaded condition. It is demonstrated that the
voltage drop on the end of Area 3 is much higher than
that on Area 4 because of length from the primary
substation to Area 3 (L3 = 3424 m ~ 9061 m) and Area
4 (L4 = 2908 m ~ 7187 m), and power consumption of
each area (∑ 𝑃𝑃3 = 1100 kW and ∑ 𝑃𝑃4 = 1495 kW). The
voltage drop on Area 5 is attributed to the impedance
of the long-distance line to Area 5 (L5 = 7315 m ~
19614 m). Therefore, although there is less power
consumption capacity on Area 5 (∑ 𝑃𝑃5 = 47 kW), the
voltage drop occurs on Area 5.

3.1 Voltage profile of HV D/L without SVRs
installing SCs
Fig 6 shows voltage profiles of HV D/L with
installing SCs for both unity power factor (p.f = 1.00). In
Fig 6, the voltage profiles of three loaded condition is
within the assumed voltage limitation. However, Ferranti
effect significantly occurs on very lightly loaded condition,
especially in Area 3 because of installing SCs.
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Fig. 7. Voltage profile of HV D/L with SCs (p.f =0.85).
Fig 7 shows voltage profiles of HV D/L with
installing SCs for 0.85 lagging power factor. Although
SCs are installed on HV D/L, there is voltage drop on
heavy loaded and light loaded condition in Fig 7. In very
lightly loaded condition, the voltage profile is within the
assumed voltage limitation, however, Ferranti effect
significantly occurs as Fig 6.
3.2 Effect of SCs detachment area on voltage profile
without SVRs
Table 2 shows the effect of SCs detachment area
for very lightly loaded condition to depress the voltage
rise.

Table 2. Effect of SCs detachment area for very lightly loaded
Condition

In Table 2, L, M, H, and n represent Low,
Medium, High, and negligible effect of SCs
detachment on the voltage profiles on each area. Based
on the difference of voltage in p.u between installed all
SCs and detachment of SCs from a single area by area,
Negligible “n”, Low “L”, Medium “M”, and High “H”
are defined as following:
1) Negligible “n” < V p.u = 0.0011
2) V p.u = 0.0011 ≤ Low “L” ≥ V p.u = 0.0061
3) V p.u = 0.0061 < Medium “M” ≥ V p.u = 0.0115
4) High “H” > V p.u = 0.0115
Fig. 6. Voltage profile of HV D/L with SCs (p.f =1).

If SCs of Area 1 is detached, the effect of SCs
detachment on voltage profile is low for all areas.
There is low effect on voltage profile for Area 1 and
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medium effect for the rest all areas by detaching of
SCs on Area 2. It is found that SCs detachment of Area
3 has large effect on the voltage drop. In particular,
SCs detachment of Area 3 has significant effect on
voltage drop not only to its Area 3 but also the
neighboring Area 2 and 4. If SCs on Area 4 is
detached, there is low effect on Area 1, 2, and 3, and
medium effect on Area 4, and 5. However, there is no
significant effect on voltage profile by detaching SCs
on Area 5.
3.3 Selecting for optimal location of SVRs
In this study, long distance HV D/L including
three SVRs (SVR 1, SVR 2, and SVR 3) is utilized.
SVR 1, SVR 2, and SVR 3 are located at the beginning
of Area 3, the ending of Area 4, and the beginning of
Area 5, respectively.
Fig 8 shows voltage profile of HV D/L without
SVRs and with SVRs for heavy loaded condition
installing SCs of 0.85 lagging power factor. Fig 8(a)

illustrates voltage profile of HV D/L without SVRs,
i.e., tap ratio a = 1:1:1. In Fig 8 (a), although all SCs
are installed on HV D/L, voltage drop is still appeared.
Fig 8(b) shows voltage profile of HV D/L with SVRs,
i.e., tap ratio a = 0.924,0.924,1.
For Fig 8(b), SVRs 1 and 2 are operated with tap
ratio of 0.924, however, SVR 3 does not operate
because it is located at Area 5, which there is very low
load capacity and it is purposed for extending of
distribution network. In Fig 8(b), voltage profile rise
after nodes 43 and 78 because SVR 1 is located
between nodes 42 and 43, and SVR 2 is located
between nodes 77 and 78. However, voltage profile
around the beginning of Area 4 is still dropped.
Therefore, the optimal location of SVR 2 is
considered to upgrade voltage drop. Fig 9 show
voltage profile of HV D/L, which SVR 2 is located at
optimal location. After the location of SVR 2 has
changed the beginning of Area 4, voltage profile of
HV D/L is within the limitation.

(a) Voltage profile of HV D/L without SVRs.
(b) Voltage profile of HV D/L with SVRs.
Fig. 8. Voltage profiles of HV D/L without SVRs and with SVRs.

Fig. 9. Voltage profile of HV D/L with SVRs after changing
the location of SVR 2.
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS OF VOLTAGE
PROFILES OF DIFFERENT LENGTH HV D/LS
INSTALLED BY SC AND PV SYSTEM
4.1 Effect of installing SCs at customer’s side on
long and short HV D/Ls (Case I)
Effect of installing SCs at customer’s side on
long and short HV D/Ls is shown in Fig 10.

Fig. 10. Effect of installing SCs at customer’s
side on long and short HV D/Ls.
In Fig 10, the horizontal axis (Dn) means the
normalized distance of long and short HV D/Ls. The
vertical axis represents ratio of voltage change when
SCs are installed. The voltage ratio means the
difference of voltage in p.u between installed loads
with and without SCs based on voltage in p.u without
installing loads. The black rectangular, circular, and
triangular shapes denote installed three concentrated
loads near PV system, primary substation, and three
distributed loads along long HV D/L. The white
rectangular, circular, and triangular shapes denote
installed three concentrated loads near PV system,
primary substation, and three distributed loads along
short HV D/L.
It is clearly seen that although the tendency effect
of installing SCs at customer’s on long HV D/L is
almost the same as that of short HV D/L, the effect of
installing SCs on long HV D/L is significantly higher
comparing with that on short HV D/L. If three
concentrated loads are installed near PV system, there
is significant effect on HV D/L near PV system. There
is less effect of installing SCs on HV D/L when three
concentrated loads are installed near primary
substation. If three distributed loads are installed along
HV D/L, there is consequently effect of installing SCs
on HV D/L.
4.2 Different load capacity on long and short HV
D/Ls with PV system (Case II)
Fig 11 and 12 shows voltage profile of long and
short HV D/Ls when the amount of total power load
consumption is similar to PV output power. Voltage
profile of long and short HV D/Ls when total power
load consumption is 60% of PV output power is
illustrated in Fig 13 and 14.
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In Figs 11, 12, 13 and 14, the dot line denotes
voltage profile of no load condition, and black circle,
white circle and black rectangular represent voltage
profile of installed three concentrated loads near
primary substation, near PV system, and three
distributed loads along HV D/L.

Fig. 11. Voltage profile of long HV D/Ls.

Fig. 12. Voltage profile of short HV D/Ls.

Fig. 13. Voltage profile of long HV D/Ls.
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Fig. 14. Voltage profile of short HV D/Ls.
In Figs 11, 12, 13 and 14, there is less voltage
drop when three concentrated loads are installed near
primary substation. If three concentrated loads are
installed near PV system, voltage drop significantly
occurs, especially near PV system. However, in the
case of installing three distributed loads, voltage drop
occurs along HV D/L. According to all Figs, the
tendency of voltage profiles is almost the same on all
voltage profiles of long and short HV D/Ls. The most
significant voltage profile is Fig 11. Therefore, the
current flowing condition of voltage profile when
different types of load are installed different location
on HV D/L for Fig 11 is explained with phasor
diagram in Article 4.3.
4.3 Condition of flowing line current on HV D/L
Fig 15 represents phasor diagram of line current
on long HV D/L installing three concentrated loads
near primary substation.

Fig. 15. Phasor diagram of line current on long HV D/L
concentrated loads installed near primary
substation.
In case of installing three concentrated loads near
primary substation, loads are installed at nodes 3, 4
and 5. Therefore, the reverse current from PV system

can flow until node 5 with same magnitude and angle
(0.28∠-147.65°) in this case. It is meant that customer
load L1 and L2 consume power from primary
substation.
Fig 16 illustrate phasor diagram of line current on
long HV D/L installing three concentrated loads near
PV system. In case of installing three concentrated
loads near PV system, loads are installed at nodes 26,
27 and 28. The reverse current from PV system flows
the magnitude of 0.42 A and angle of 174.34° until
node 28. Reverse line currents gradually decrease until
node 26 with small magnitude and large phase angel.
After that, the current from primary substation flow to
the other nodes. It is meant that if loads are installed
near PV system, three concentrated loads can consume
power from PV system.

Fig. 16. Phasor diagram of line current on long HV D/L
concentrated loads installed near PV system.
Fig 17 represents phasor diagram of line current
on long HV D/L installing three distributed loads
along HV D/L.

Fig. 17. Phasor diagram of line current on long HV D/L
distributed loads installed along HV D/Ls.
In this case, loads are installed at nodes 5, 15, and
25. If three distributed loads are installed along HV
D/L, the reverse current from PV system can flow
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from node 30 to 5. Then, the current from primary
substation start flow to HV D/L for nodes 2, 3 and 4.
5. CONCLUSION
A virtual 6.6 kV long distance HV D/L is
introduced, and effects of SC detachment area on the
voltage profiles along D/L are numerically
investigated and discussed. Moreover, the optimal
location of SVR is selected.
The major results obtained are as follows:
1) SCs detachment near the primary substation has
low effect on the voltage drop.
2) In the present case, SCs detachment of Area 2
and/or Area 3 has large effect on the voltage drop.
3) In particular, SCs detachment of Area 3 has
significant effect on the voltage drop not only to
its Area 3, but also the neighboring Area 2 and 4.
4) It is proposed that the location of SVR 2 is
changed to the optimal location, around the
beginning of Area 4.
The voltage profiles of installing SCs at
customer’s side and different load capacity on long
and short HV D/Ls with PV system are discussed.
Furthermore, the conditions of flowing line current on
HV D/L for different load locations are explained with
phasor diagram.
The major conclusions are as follows:
1) The effect of installing SCs on long HV D/L is
significantly higher comparing with that on short
HV D/L.
2) For effect of installing SCs on HV D/L: if three
concentrated loads are installed near PV system,
there is significant effect on HV D/L near PV
system. There is less effect of installing SCs on
HV D/L when three concentrated loads are
installed near primary substation. If three
distributed loads are installed along HV D/L, there
is consequently effect of installing SCs on HV D/L.
3) In cases of installing three concentrated loads near
primary substation, two loads near primary
substation consume power from the primary
substation.
4) If three concentrated loads are installed near PV
system, all loads can consume power from PV
system.
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5) In case of installing three distributed loads along
HV D/L, one load near PV system can consume
power from PV system.
It is found that if SCs of a certain area are
detached, SCs detachment has significant effect on
voltage drop not only itself, but also neighboring
areas. To regulate the voltage drop, it is needed to
consider the optimal position of SVR. We found that
there is an optimal location of SVR to properly control
the voltage drop. Moreover, installing SCs at
customer’s side and different load capacity at different
locations is taken effect voltage profiles on HV D/L.
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Abstract
The purpose of this study is to assist the operation and maintenance of PV systems by studying the
resistive conditions of bypass diode used in PV modules and to develop the diagnosis and on-line monitoring
system for small and medium scale PV systems. This paper analyzes the breakdown and non-breakdown
characteristics of Schottky diodes and PN Junction diodes by application of various ranges of voltages by
Lightning surge simulator (LSS). In this study, we compare and discuss the numerical data of experimental
results obtained under variable voltage applications of LSS are compared for both diodes on the resistive
characteristics after breakdown, waveforms of voltage and current and the behaviors of dynamic curves.
An applied voltage, on which the breakdown of diode takes place and dramatic change in I-V
characteristics occurs, is called “critical voltage (Vc)”. From the study, it was observed that the magnitude of
critical voltage (Vc) of PN junction diodes is higher than that of Schottky diodes in reverse direction although
there is almost the same in forward direction. The authors are also probing that the possibility of more sensitive
monitoring and diagnosis system for the resistive bypass diode in PV system based on numerical simulation
results. The great difference of Vc is reflected for the dynamic relationship between voltage and current in
reverse biasing for both diodes.

Keywords: Dynamic I-V characteristics, Lightning impulse voltage, Bypass diodes,
Critical voltage, Forward direction, Reverse direction
1. INTRODUCTION
Nowadays, global energy sector is challenging low
cost , clean and sustainable energy. The development
of solar energy is rapidly accelerating because of the
depletion of fossil fuels and enhancing awareness of
environmental safety. Renewable energy had a heart
breaking record in 2019, as installed power capacity
grew more than 200 GW. Among then, around 115
GW of solar PV was added worldwide in 2019,
strengthening the technology’s status as the leader in
new electricity generating capacity. During the year
2019, 57% of renewable power capacity additions
were of solar PV1).
Bypass diodes (BPDs) are used in PV modules to
keep the power reduction at a minimum during the
partial shading conditions2). The failure of BPDs can
be caused by lighting surge, partial shading, high
temperature, etc., and the BPD becomes short-circuit,
semi-conductive, or open circuit condition, because of
BPDs failure. In the case of semi-conductive
condition, the failed BPD consumes power and
dissipates heat, followed by various faults of PV
modules .
It is well known that the failure of BPD causes
abnormal current flow through the diode and generate
the joule heat of the diode resulting in the abnormal
PV system operation in the worst case3) 4) 5).
a) Graduate Student, Electrical and Systems Division of Energy
Course, Graduate School of Engineering
b) Graduate Student, Interdisciplinary Graduate School of Agriculture
and Engineering
c) Professor, Institute of Engineering Education and Research

One of the major causes of such failure of bypass
diodes is a high voltage surge induced by lightning
activities. Some papaers have demonstrated that an
application of artificial lightning impulse voltages to
diodes changes the I-V characteristics of diodes6).The
authors conduct similar experimental work not only to
confirm their results, but also to obtain the
fundamental data to discuss the mechanism of such
diode failure.
Most PV modules produced today use Schottky
diodes and PN Junction diodes to perform the bypass
diode function. Both are available with a wide range
of current ratings. With the advent of new diode
technologies claiming significant benefits over the
Schottky diode and PN Junction diode, and questions
about whether it is resisitive or not before becoming to
a defective bypass diode, it is important to know their
characterisitics for their suitability to ensure optimal
decisions.
The purpose of this study is to assist the operation
and maintenance of PV systems by studying the
resisitive conditions of bypass diode used in PV
modules and to develop the diagnosis and on-line
monitoring system for small and medium scale PV
systems.
Based on results of numerical simulation and
experimental data, magnitude of breakdown occurred
in diodes, shapes of voltages and currents, behavior of
relationships between the voltage and current of
diodes, resistances (slopes) after breakdown as a
function of applied voltage occurred in diodes by
studying the comparison of the characteristics of
Schottky diode and PN Junction diode will be
discussed.
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2. EXPERIMENTAL PROCEDURE/ SET UP
2.1 Experimental set up
In this study, we examined the electrical
properties of BPDs such as shapes of voltages and
currents, resistances (slopes) after breakdown when a
standard lightning impulse voltage is applied to diodes
by using Lightning Surge Simulator (LSS) (LSS- F03,
NOISEKEN), and Oscilloscope (DLM2054 2.5 GS/s
500 MHz, YOKOGAWA). Different number of
diodes are also used in this experimental research.

and electrical characteristics of diodes (1N004,
VISHAY GENERAL).
The parameters for experimental diodes are
shown in Table I and Table II.
Table I. Parameters of Schottky diodes
Parameter
Maximum Recurrent Peak
Voltage (VRRM)
Maximum RMS Voltage (VRMS)

Reverse

Maximum DC Blocking Voltage (VR)
Maximum Average Rectified Output
Current (I f(AV) )

LSS

Fig.1. Experimental set up for testing diodes.
The electric circuit of measurement set up as
shown in Fig.1 is used for the experiment and it
includes a lighting surge simulator (LSS), a current
monitor (0.1 V/A 110A, PEARSON) to measure
alternating current (AC), high voltage differential
probe (P6015A 1/50 and 1/500, TEKTRONIX) and
one diode (reverse direction or forward direction). We
also use a mixed signal oscilloscope to display various
signals of waveforms of voltage and current.
We analyze the I-V characteristics of diodes with
I-V curve tracer (MP 180, EKO) before and after
application of voltage.
2.2 Experimental procedures
The procedure of experiment in the resistive BPD
is as follows:
Step 1: Analyze I-V characteristics of diodes with IV curve tracer before applied voltage.
Step 2: Connect variable diodes that may be reverse
or forward direction with LSS.
Step 3: Set the applied voltage at LSS and run the
test.
Step 4: Record
visual
waveforms
of
I-V
characteristics with the oscilloscopes and
save the results.
Step 5: Again, analyze I-V characteristics of diodes
with I-V curve tracer after applied voltage.
2.3 Electrical characteristics of bypass diodes
Although there are various kind of bypass diodes
used in PV station, we use Schottky Diodes or
Schottky Barrier Diodes (SBM1045VSS, PANJIT)
and PN junction diodes to address the reliability issues

Value
45 V
32 V
45 V
10 A

Table II. Parameters of PN junction diodes
Parameter
Maximum Recurrent Peak Reverse
Voltage (VRRM)
Maximum RMS Voltage (VRMS)
Maximum DC Blocking Voltage (VR)
Maximum Average Rectified Output
Current (I f(AV) )

Value
50 V
35 V
50 V
1.0 A

2.3 Waveform of lightning surge simulator
According to the IEC standards, an impulse
voltage can have different rising time and falling time
from which 1.2 /50 µs pulse is widely used for
different purposes. Generally, this kind of waveform
is double exponential and expressed as:
V(t) = V0 (e−𝑎𝑎𝑎𝑎 − e−𝑏𝑏𝑏𝑏 )

Where, V (t) be the instantaneous voltage7).

Fig.2. Voltage surge 1.2/50 µs.

(1)
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Before applied V
After applied V

Current Id [mA]

Before applied V
After applied V

Voltage Vd [mV]

Current Id [mA]

3.1 Definition of “breakdown” and “nonbreakdown”
Figure 2 and 3 show the resistive characteristics
of Schottky diodes for both reverse and forward
direction after application of IG voltages through
simulation and experiment at the same condition. We
set the variation of applied voltage caused by LSS
from -100 V to -1300 V for reverse direction and from
+100 V to +2000 V for forward direction, respectively.
It is observed from Fig.3 that the resistive
characteristics of Schottky diodes can be seen after
applied voltage -400 V in the condition of reverse
direction. However, in case of forward direction, the
resistive characteristics can be seen even after applied
voltage +1200 V as shown in Fig.4.
Moreover, we can see that the resistive
characteristics of the Schottky diodes after breakdown
voltage cannot be identical after different LSS voltage
applications.

Fig.5. Resistive characteristics after application of
LSS voltage -1900V.
Before applied V
After applied V

Voltage Vd [mV]

Current Id [mA]

3.

Voltage Vd [mV]

Fig.6. Resistive characteristics after application
of LSS voltage +1100V

Fig.3. Resistive characteristics after application
of LSS voltage -400V.

According to the experimental results, we can see
the resistive characteristics after applied voltage -1900
V for reverse direction and after applied voltage +1100
V for forward direction, respectively. These results
can be seen in Figs. 5 and 6.

Current Id [mA]

3.2 Experimental results for Schottky diodes
Before applied V
After applied V

Voltage Vd [mV]

Fig.4. Resistive characteristics after application of
LSS voltage +1200V.
Furthermore, for the case of PN junction diodes,
we focused on the experiments for the variation of
applied voltage caused by IG from -1400 V to -2500
V for reverse direction and from +1000 V to +2000 V
for forward direction, respectively.

3.2.1 Reverse voltage application
For this comparison, we categorized three groups
as follows:
(a)
when applied voltage is less than breakdown
voltage (Va < Vc).
(b) when applied voltage is greater than breakdown
voltage (Va > Vc).
(c)
when applied voltage is much greater than
breakdown voltage (Va >> Vc).
In the case of reverse biasing of Schottky diodes
experiment, although the magnitude and wavelength,
where breakdown occurred, of voltage and current are
nearly the same for (Va < Vc) and (Va ≈ Vc), the
magnitude becomes smaller and the wavelengths are
significantly doubled for both (Va > Vc) and (Va >> Vc).
Fig.7 shows the behaviors of waveform of reverse
voltage application of Schottky diodes.
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3.2.2 Forward voltage application
We can also see these behaviors of voltage and
current in the case of forward biased diode
experiments. However, regarding with (Va >> Vc), the
magnitude and wavelength, where breakdown
occurred, of voltage and current are suddenly
decreased. Figure 8 shows the behaviors of waveform
of forward voltage application of Schottky diodes. The
red line shows the voltage, and the black ones
indicates the current.

Vc). In case of voltage, the magnitude of voltage is
similar just about as before breakdown and suddenly
increased more than ten times for (Va >> Vc).
4. DYNAMIC I-V PLOT
4.1 Experimental results of Schottky diodes
When the diode is reversed biased in Schottky
diodes, cathode positive with respect to the anode, the
diode blocks current except for a small leakage current
and operates in the lower left quadrant of dynamic I-V
characteristic curve as shown Fig.11 (a).
The diode continues to block current flow
through it until the applied voltage across the diode
becomes greater than its breakdown voltage point
resulting in a sudden increase in reverse current
producing a straight-line upward curve till to the lower
right quadrant in the case of (Va >> Vc) as shown in
Fig.11 (b) and (c).
Likewise, when the diode is forward biased,
anode positive with respect to the cathode, a forward
or positive current pass through the diode and operates
in the top right quadrant of its I-V characteristics upper
left and right quadrants, curves as shown in Fig. 12 (a).
Starting at the zero intersection, the curve increases
gradually into the upper left and right quadrants, but
the forward voltage is small.

3.3 Experimental results for PN junction diodes
3.3.1 Reverse voltage application
Consequently, Fig.9 reveals the waveform of
reverse voltage application of PN junction diodes. In
contrast to Schottky diodes, the magnitude and
wavelength, where breakdown occurred, of voltage is
getting smaller for (Va > Vc) and (Va >> Vc) and the
case for current characteristics are the same as that of
Schottky diodes for reverse direction.

Time , t [µs]

Voltage , V [V]

Time , t [µs]

(b) Va ≈ Vc

Voltage , V [V]

Current , I [A]

Current , I [A]

Voltage , V [V]

(a) Va < Vc

Time , t [µs]

Current , I [A]

Current , I [A]

Voltage , V [V]

3.3.2 Forward voltage application
Alternatively, we can see the behaviors of current
are nearly same before (Va >> Vc) in the forward
direction. For the situation of (Va >> Vc), the
magnitude of current becomes very small than (Va >

Time , t [µs]

(c) Va > Vc
(d) Va >> Vc
Fig.7. Behaviors of voltage(red) and current(black)of Schottky diodes (reverse biased).
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Voltage , V [V]

Voltage , V [V]

Time , t [µs]

(b) Va ≈ Vc

Current , I [A]

Current , I [A]

Voltage , V [V]

(a) Va < Vc

Voltage , V [V]

Current , I [A]

Current , I [A]

Time , t [µs]

Time , t [µs]

Time , t [µs]

(c) Va > Vc
(d) Va >> Vc
Fig.8. Behaviors of voltage(red) and current(black) of Schottky diodes (forward biased).

Voltage , V [V]

Voltage , V [V]

Time , t [µs]

(a) Va < Vc

(b) Va ≈ Vc

Voltage , V [V]

Voltage , V [V]

Current , I [A]

Current , I [A]

Time , t [µs]

Current , I [A]

Current , I [A]

Time , t [µs]

Time , t [µs]

(c) Va > Vc
(d) Va >> Vc
Fig.9. Behaviors of voltage(red) and current(black) of PN junction diodes (reverse biased).
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Voltage , V [V]

Voltage , V [V]

Time , t [µs]

(b) Va ≈ Vc

Voltage , V [V]

Current , I [A]

Current , I [A]

Voltage , V [V]

(a) Va < Vc

Time , t [µs]

Current , I [A]

Current , I [A]

Time , t [µs]

Time , t [µs]

(c) Va > Vc
(d) Va >> Vc
Fig.10. Behaviors of voltage(red) and current(black) of PN junction diodes (forward biased).
The diode continues to block current flow
through it until the applied voltage across the diode
becomes greater than its breakdown voltage point
resulting in a sudden increase in reverse current
producing a straight-line upward curve till to the lower
right quadrant in the case of (Va >> Vc) as shown in
Fig.12 (b) and (c).
When the applied voltage exceeds the diodes
breakdown voltage, the reverse current increases
rapidly for a very small increase in reverse voltage
producing a curve in lower left quadrant as shown in
Fig.12 (b). But, in the case of (Va >> Vc), the forward
current and voltage decreases significantly. However,
we can also see the significant increase in current and
voltage in upper left quadrant in both cases.
4.2 Experimental results of PN junction diodes
Similarly, when the diode is reversed biased in
PN junction diodes, we can see a small leakage current
and operates in the lower left quadrant of dynamic I-V
characteristic curve as shown Fig.13 (a). In the case of
(Va >> Vc) as shown in Fig.13 (b) and (c), when the
applied voltage exceeds than the breakdown voltage, a
sudden increase in reverse current and happens a
dynamic I-V characteristic curve in the lower left
quadrant.
When the diode is forward biased in PN junction
diodes, a forward or positive current pass through the

diode and operates in the top right quadrant of its I-V
characteristics curves as shown in Fig. 14 (a). The
forward current and voltage are extremely small.
When the applied voltage exceeds the diodes
breakdown voltage, the current increases significantly
and for a very small increase in voltage as shown in
Fig.14 (b) and (c). The reverse current and voltage are
almost neglected. We can also see the significant
increase in current and voltage in upper left quadrant
in Fig.(c).
4.3 Saturation of voltages
It can be obviously seen in Fig.15 that the
saturation of voltage of diodes occurred in dynamic IV characteristics of Schottky diodes. When the applied
voltage is raised to a certain level, the voltages of
diodes also varied.

Dynamic I-V Characteristics of Schottky Diodes and PN Junction Diodes When Lightning Impulse Voltage
Is Applied on Them
111

Current , ID [ A]

Current , ID [ A]

Voltage, VD [ V]

Voltage, VD [ V]

Current , ID [ A]

Voltage, VD [ V]

Voltage, VD [ V]

Voltage, VD [V]

Current, ID [ A]

Current , ID [ A]

Current , ID [ A]

(a) (Va < Vc)
(b) (Va> Vc).
(c) (Va >> Vc).
Fig.11. Dynamic characteristics of Schottky diodes (reverse biased).

Voltage, VD [ V]

(b) (Va> Vc).
(c) (Va >> Vc).
(a) (Va < Vc)
Fig.12. Dynamic characteristics of Schottky diodes (forward biased).

Current, ID [ A]

Voltage, VD [V]

Voltage, VD [V]

Voltage, VD [V]

Current, ID [ A]

Current, ID [ A]

Current, ID [ A]

(a) (Va < Vc)
(b) (Va> Vc).
(c) (Va >> Vc).
Fig.13. Dynamic characteristics of PN junction diodes (reverse biased).

Voltage, VD [V]

(a) (Va < Vc)
(b) (Va> Vc).
(c) (Va >> Vc).
Fig.14. Dynamic characteristics of PN junction diodes (forward biased).

112

Voltage, VD [ V]

Current , ID [ A]

宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第 50 号

R 300 V

R 400 V
R 1300 V

Fig.15. Saturation of voltages of Schottky diodes
(reverse biased).
5. CONCLUSION
This paper demonstrates experimental results of
testing Schottky and PN junction diodes obtained
under different variations of applied voltage caused by
lightning surge simulator. The investigation was
carried out on different comparison between electrical
characteristics of diodes and the following results are
obtained.
1)
It is observed that the behaviors of the
relationship between voltage and current
become significantly increased when the
applied voltage is much higher than a certain
voltage in both types of diodes.
2)
It is confirmed that the bypass diodes become
resistive particularly in the lower left quadrant
of the curve when the applied voltage is greater
than a certain voltage (Vc) that depend on the
kind of diodes and the direction of applied
voltages.
3)
The magnitude of Vc of PN junction diodes is
higher than that of Schottky diodes in reverse
direction although there is almost the same in
forward direction.
4)
The critical voltage of Schottky diodes which
becomes non-breakdown to breakdown
indicated by Vc is -400 V in the condition of
reverse direction and in forward direction, Vc
can be seen at +1200 V.
5)
Meanwhile, it can also be seen Vc becomes 1900 V for reverse direction and +1100 V for
forward direction, respectively in PN Junction
diodes.
6)
It is noted that the dynamic relationship
between voltage and current in reverse direction
is quite different between both diodes because
the great difference of Vc is reflected.
These results demonstrated in this paper suggest
that the likelihood of online monitoring of BPD
conditions at the earlier stages of failures of BPDs by

way of viewing resistive characteristics of diodes. It is
suggested that the analysis of dynamic V-I
characteristics should include the electrical parameters
into the equivalent circuit of LSS for further studies.
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Study on Email Spam Classification Using Machine Learning
Techniques
Thae Ma Maa), Kunihito YAMAMORIb), Masaru AIKAWAc), Aye THIDAd)
Abstract
Email has become essential communication tool for a number of users all over the world. However, increasing
volume of spam or unsolicited bulk emails causes serious problem for Internet services and Internet users. So, it is
necessary to filter spam emails. This paper proposes two machine learning approaches for email classification based
on email body. Naïve Bayes Classifier and Hidden Markov Model have been used for detecting a spam or ham email.
Naïve Bayes Classifier considers independent words as a feature while Hidden Markov Model provides us with the
distributions over the sequence of observations. Finally, both algorithms are compared to find which is more effective
and can give higher accuracy.

Keywords: Hidden Markov Model, Naïve Bayes Classifier, Natural Language Processing,
Supervised Learning
1. INTRODUCTION
In modern world, email has become one of the
most popular mechanism and a basic source of
communication for personal, professional or socially
usage. It is a fast and cost-effective way of
communication that provides great reliability and easy
accessibility. Therefore, the percentage of email usage
has increased significantly all over the world. The total
number of business and consumer emails sent and
received per day will exceed 293 billion in 2019, and
is forecast to grow to over 347 billion by year-end
20231). As email usage has increased significantly
around the globe, spammers are trying to sent the spam
emails into our mail boxes day by day.
Spam emails are unsolicited commercial bulk
emails in which the spammers gather email addresses
from various websites, chatrooms and viruses. Spam
emails consume our network bandwidths, waste of our
good time and also consume storage of mail servers. It
also results in immerse financial loss to a lot of email
users because spammers are trying to steal the users’
sensitive personal information such as Bank
Verification Number, credit card numbers and so on.
According to the report of Kaspersky Lab, in
March 2016, malicious spam email volume had
quadrupled with respect to the report in March 2015.
Moreover, Kaspersky Lab indicated that spam emails
containing malicious attachments such as malware,
ransomware, malicious macros and JavaScript. For all
of these reasons, automatic email spam filtering has
come to be a crying need for all email users around the
a) Master DDP Student, Dept. of Computer Science and Systems
Engineering, University of Miyazaki (Master Student, University
of Computer Studies, Mandalay)
b) Professor, Dept. of Computer Science and Systems Engineering,
Faculty of Engineering, University of Miyazaki
c) Technical Staff, Faculty of Engineering, University of Miyazaki
d) Professor, Dept. of Artificial Intelligence, Faculty of Computer
Science, University of Computer Studies, Mandalay

world. To detect and prevent those unsolicited bulk
emails from incoming into a user’s inbox is called
spam filter, which is arranging emails in specified
folder such as removing spam and allowing non-spam
emails into our mailboxes.
The common approaches used for filtering
spam emails are knowledge engineering and machine
learning. In knowledge engineering, a set of rules has
to be specified according to the categories. By
applying this approach, no promising results show
because the rules must be constantly updated and
maintained. In machine learning approach, a specific
algorithm is used to learn the classification rules from
a set of training. Therefore, it is more efficient than
knowledge engineering approach because it does not
require specifying any rules. And then, there are
several techniques in existence for email spam
detection. The state-of-the-art approaches are senderbased detection and content-based detection2).
In this paper, we propose to use content-based
spam email detection with machine learning approach.
Two machine learning algorithms, Naïve Bayes
Classifier and Hidden Markov Model, are used to
classify the emails into spam or ham emails. We have
collected email datasets, made preprocessing steps
using NLP techniques such as lemmatizing, and stopwords removing, classified the testing emails, and
finally evaluated the accuracy, precision, recall, and
F1-score. Last of all, real-time email is classified as
spam or ham.
2. LITERATURE SURVEY
In this paper, one major consideration for the
classification is that how to represent the email
messages. Specially, Aery and Chakravarthy3) gave an
approach that uses both the structure and its content
for email classification. In their approach, they
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extracted structures or patterns from a pre-classified
email folder, and the same patterns are used to classify
incoming emails. Furthermore, graph mining has been
chosen as a viable technique to extract patterns, and to
classify the emails. But, this approach may be
necessary to transform the data into a simpler graph
format in a preprocessing step. Klimt and Yang4) gave
an approach that introduced Enron corpus as a new
dataset for Email Classification Research. They
analyzed its suitability relating to email folder
prediction, and presented the basic results with
Support Vector Machine. With the use of machine
learning techniques, many researchers demonstrated a
measurable level of success in filtering unsolicited
emails, and text classification. Some of the frequently
used methods are as followings.
2.1 Naïve Bayes Classifier for Text Classification
Naïve Bayes Classifier is the best well-known
use of Naïve Theorem on the context classification. It
is also a supervised machine learning technique as a
method for classification. A study has been done by
Abha and Shinshir5) in which they made messages not
only filter spam but also categorize spam messages.
Singh et al.6) aimed to predict whether the sentiment
of the news article is positive or negative using two
popular approaches of Naïve Bayes Text
Categorization, Bernoulli Naïve Bayes Classification
and Multinomial Naive Bayes Classification. It also
showed that Multinomial Naïve Bayes performs
slightly better than Bernoulli Naïve Bayes on dataset.
Naïve Bayes Classifier is very difficult to achieve high
accuracies with less amount of data and more data will
lead to greater accuracies. In this research, Naïve
Bayes Classifier outperformed every other classifier
and is a wonderful machine learning algorithm for
email spam filtering7). It only considers the words in
the emails that are independent of each other.
2.2 Hidden Markov Model for Text Classification
Hidden Markov Model is based on the
Markov process (also called Markov chain), which has
been applied in a wide range of applications and their
uses in various applications of information retrieval
has become popular. The research paper written by
Saraiya and Desai8) showed a newly approach that
uses Hidden Markov Model approach to automatically
categorize the emails into different categories like
personal, educational, entertainment, social and so on.
Hidden Markov Model considers relative words and
sentences as a feature for text categorization.
Jaswal and Sood9) worked on an image spam
detection system that used to detect spam words. They
rely on filtering methods to detect stemming words of
spam images and then use HMM for spam filters to
detect all the spam images. Washha et al.10) formalized
Hidden Markov Model as a time independent model
for real-time spam tweets filtering. We got some ideas

about email spam filtering from this paper. In this
paper, Hidden Markov Model is used for emails spam
classification by using the body or content of the
emails. The difference in nature between Naïve Bayes
Classifier and Hidden Markov Model makes it
interesting to compare them.
3. PROPOSED SYSTEM
An overview of proposed system is shown in Fig.
1. There are five basic steps in this proposed system:
data collection, preprocessing, feature extraction,
spam detection using Naïve Bayes Classifier and spam
detection using Hidden Markov Model. Firstly, data
are retrieved from Enron corpus11) and we make
preprocessing steps with many NLP techniques such
as lemmatizing and stop words removal. Then, feature
extraction technique is used for training the machine
learning models. Email data are tested by using Naïve
Bayes Classifier and Hidden Markov Model, and
compare the results. Finally, the real time email is
classified by using the best method.

Fig. 1. Overall system flow diagram.

3.1 Preprocessing and Feature Extraction
After the data has been collected, many
preprocessing techniques are performed for emails
spam classification. At first, we get email payload,
strip off the HTML tags, change acronym to
abbreviations, get the meaningful words by using
wordnet dictionary, lemmatize the words and take off
the stop words to get higher accuracy. For feature
extraction, Bag of Words model is used, which is the
most common and the simplest method of extracting
the features used in Natural Language Processing
(NLP) and information retrieval (IR). It specifies the
frequency of words in the document which are used as
features in modelling with machine learning
algorithms.
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3.2 Naïve Bayes Classifier
Naïve Bayes Classifier is a family of simple
“probabilistic classifiers” based on applying Bayes’
theorem. It is the simplest model among the Bayesian
network models. A Bayesian Network is a graphical
model for representing probability relationships
between a set random variables (features) 12). In Naïve
Bayes Classifier, the effect of every features being
classified is independent of the other features. Naïve
Bayes Classifier is fast, accurate, simple and easy to
implement. Along with simplicity, Naïve Bayes
Classifier is known to outperform even highly
sophisticated classification methods. Naïve Bayes
Classifier has been formulated as follows in Eq. (1).

𝑃𝑃�𝑐𝑐|𝑥𝑥� �

���|������
����

,

(1)

where,
𝑃𝑃�𝑐𝑐|𝑥𝑥� is the posterior probability of class (𝑐𝑐, target)
given predictor (𝑥𝑥, attributes),
𝑃𝑃�𝑐𝑐) is the prior probability of class,
𝑃𝑃�𝑥𝑥|𝑐𝑐� is the likelihood or the probability of predictor
given class,
𝑃𝑃�𝑥𝑥� is the prior probability of predictor.
In this paper, Multinomial Naïve Bayes
Classification is used for email spam classification.
The accuracies are calculated based on testing emails
that are correctly classified by Naïve Bayes Classifier.
3.3 Hidden Markov Model (HMM)
Hidden Markov Model is a statistical model
used to represent the probability distributions of
discrete hidden states (e.g., spam or ham) over
sequences of observations13). HMM defines two
assumptions: (i) the observation at time 𝑡𝑡 had been
generated by some process whose state 𝑆𝑆� is hidden
from the observer, (ii) the state of this hidden process
satisfies the Markov property in which the current
state 𝑆𝑆� is dependent only on the value of the previous
state 𝑆𝑆��� . In other words, the Markov conditional
property assumes that the prediction of the next state
at some time depends only upon the present state, not
on the sequence of events that preceded it. Fig. 2
shows the dependencies between the variable of the
model by drawing the joint probability graphically.
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According to Markov property, it means that the joint
distributions of a sequence of states and observations
can be factored in the following Eq. (2).
𝑃𝑃�𝑆𝑆� : � , 𝑌𝑌� : � � � 𝑃𝑃�𝑆𝑆� �𝑃𝑃�𝑌𝑌� |𝑆𝑆� � ∏���� 𝑃𝑃�𝑆𝑆� |𝑆𝑆��� �𝑃𝑃�𝑌𝑌� |𝑆𝑆� �, (2)

where,
𝑆𝑆 � �𝑆𝑆� , 𝑆𝑆� , 𝑆𝑆� , ⋯ , 𝑆𝑆� � is a sequence of states.
𝑌𝑌 � �𝑌𝑌� , 𝑌𝑌� , 𝑌𝑌� , ⋯ , 𝑌𝑌� � is a sequence of emissions or
observations.

In the content of email spam classification, the states
of the hidden processes are “spam” and “ham”. In
HMM, we cannot observe directly these states, and we
can only have a vector of observations at time 𝑡𝑡. In
order to predict the sequence of states for a given
sequence of observations, a prior knowledge is
required:
1) Initial state probability distribution (start
probabilities) – chance to start the hidden
process in a spam or ham state.
𝑃𝑃�𝑆𝑆� �𝑃𝑃�𝑌𝑌� |𝑆𝑆� � is the initial state probability.

2) State
transition
matrix
(transition
probabilities) – probability values which
means the chances of transitioning from state
𝑆𝑆��� to state 𝑆𝑆� in the underlying Markov
chain. For instance, probability of spam word
given that the previous word is spam.
𝑃𝑃�𝑆𝑆� |𝑆𝑆��� � is the transition probability.

3) Emission
probability
distributions
–
observation probability distributions of each
feature with respect to each state. For example,
how likely a word is to be observed in a spam
or ham state.
𝑃𝑃�𝑌𝑌� |𝑆𝑆� � is the emission probability.

In HMM, to find the best sequence of states,
Viterbi algorithm is used, which is dynamic
programming algorithm for finding the most likely
sequence of hidden states – called Viterbi path. It is
used to get the best hidden states that maximizes the
joint probability of observation given the HMM.
HMM is also tested to get accuracy by using testing
emails. After that, the result of HMM is compared with
the best result of Naïve Bayes Classifier.
4. ANALYSIS AND EXPERIMENTAL RESULTS

Fig. 2. Trellis Diagram.

In this paper, since supervised learning is used,
the ground truth data for each email is available. The
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computational experiments have been performed on
the 6,000 training emails which are 3,000 for spam
emails and 3,000 for ham emails. For testing emails,
100 for spam emails and 100 for ham emails were
taken for classification analysis. Finally, the confusion
matrix that are commonly used is applied to access the
proposed methods.
4.1 Experiment with Naïve Bayes Classifier
In this step, we classified 200 testing emails with
Naïve Bayes Classifier by training on different number
of emails to get diverse accuracies.
Table 1. Evaluation on Testing Emails using Naïve Bayes
Classifier.
Correctly
Classified
Emails
Ham
Spam

Training
Emails

Incorrectly
Classified
Emails
Ham
Spam

Accuracy
(%)

1,000

100

86

0

14

93.0%

2,000

100

88

0

12

94.0%

3,000

98

87

2

13

92.5%

4,000

98

88

2

12

93.0%

5,000

98

89

2

11

93.5%

6,000

97

92

3

8

94.5%

Accuracy (%)

Accuracy Comparison in Naive Bayes
Classifier
100.0%
99.0%
98.0%
97.0%
96.0%
95.0%
94.0%
93.0%
92.0%
91.0%
90.0%

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Accuracy 93.0% 94.0% 92.5% 93.0% 93.5% 94.5%
Number of Training Emails

Fig. 3. Accuracy Comparison in Naïve Bayes Classifier.

In the experiments shown in Table 1 and in Fig.
3 by using Naïve Bayes Classifier, we tested the emails
with different numbers of training emails. The
accuracy has been calculated based on correctly
classified number of spam and ham testing emails.
According to the results, number of training emails
6,000 can give the best accuracy compared with other
numbers. Consequently, in Naïve Bayes Classifier, the
accuracy is leading to slightly increase when the
number of training emails become high. However,
Naïve Bayes cannot correctly classify the spam emails
in compare with HMM because each feature is a
conditional independent of every other feature given
the class. If the number of ham words is higher than

number of spam words in spam emails, using Naïve
Bayes Classifier leads to classify as ham email
because of its nature.
Table 2. Precision, Recall and F-Measure of Testing Emails
using Naïve Bayes Classifier.
Precision

Recall

F_measure

Training
Emails

Ham

Spam

Ham

Spam

Ham

Spam

1,000

0.877

1.000

1.000

0.860

0.935

0.925

2,000

0.893

1.000

1.000

0.880

0.943

0.936

3,000

0.883

0.978

0.980

0.870

0.929

0.921

4,000

0.891

0.978

0.980

0.880

0.933

0.926

5,000

0.899

0.978

0.980

0.890

0.938

0.932

6,000

0.924

0.968

0.970

0.920

0.946

0.944

In the Table 2, the detail result of performance
evaluation with the use of confusion matrix over the
testing emails when applying Naïve Bayes Classifier
on different number of training emails. Ham in
Precision means Ham is assumed as positive class or
Spam in Precision means Spam is assumed as positive
class. We tested precision, recall and F-measure on
both class in order to get balance analysis result.
Based on the results reported in Table 2, they
have high recall values for non-spam emails obtained
by Naïve Bayes Classifier. The low ham precision and
high ham recall values for Naïve Bayes Classifier
mean that many spam emails have been classified as
non-spam emails. Thus, Naïve Bayes Classifier cannot
correctly classify the spam emails rather than ham
emails.
4.2 Experiment with Hidden Markov Model
In this step, the goal is to classify the testing
emails by applying proposed method, Hidden Markov
Model. In order to test the performance, various
number of training emails are used over 200 testing
emails.
The graphs drawn in Fig. 4 and Table 3 show the
accuracy results while applying Hidden Markov
Model with different sizes of training emails. In this
graph, the accuracy becomes higher when the training
size is increased. In other words, Hidden Markov
Model requires more data than Naïve Bayes Classifier
in order to get higher accuracy.
Moreover, experimental results shown in Table 3
and Fig. 4 present that spam emails are correctly
classified by Hidden Markov Model as, in Hidden
Markov Model, the probability of a particular state is
dependent only on the previous state. In other words,
it considers state sequence and transition as a feature
for a given observation sequence. This is key
difference between Naïve Bayes Classifier and Hidden
Markov Model.

Study on Email Spam Classification Using Machine Learning Techniques

Table 3. Evaluation on Testing Emails using Hidden Markov
Model.
Training
Emails

Correctly
Classified
Emails
Ham
Spam

Incorrectly
Classified
Emails
Ham
Spam

Accuracy
(%)

1,000

99

92

1

8

95.5%

2,000

99

90

1

10

94.5%

3,000

99

94

1

6

96.5%

4,000

99

97

1

3

98.0%

5,000

99

98

1

2

98.5%

6,000

99

98

1

2

98.5%
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4.3 Classification Analysis
Overall, based on the performances of two
machine learning methods, we can find best method
which can give better accuracy than the other method.
Fig. 5 compares the accuracies between Naïve Bayes
Classifier and Hidden Markov Model over different
number of training emails. In terms of confusion
matrix, Hidden Markov Model has superior
performance in all testing emails with different sizes
of training emails, while we compared with the
performance of Naïve Bayes Classifier. For all of these
reasons, Hidden Markov Model can correctly classify
the emails as spam or ham compared to Naïve Bayes
Classifier.

Accuracy (%)

Accuracy Comparison in Hidden Markov
Model
100.0%
99.0%
98.0%
97.0%
96.0%
95.0%
94.0%
93.0%
92.0%
91.0%
90.0%

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Accuracy 95.5% 94.5% 96.5% 98.0% 98.5% 98.5%
Number of Training Emails

Fig. 4. Accuracy Comparison in Hidden Markov Model.
Table 4. Precision, Recall and F-Measure based on HMM.
Precision

Recall

F_measure

Training
Emails

Ham

Spam

Ham

Spam

Ham

Spam

1,000

0.925

0.989

0.990

0.920

0.957

0.953

2,000

0.908

0.989

0.990

0.900

0.947

0.942

3,000

0.943

0.989

0.990

0.940

0.966

0.964

4,000

0.971

0.990

0.990

0.970

0.980

0.980

5,000

0.980

0.990

0.990

0.980

0.985

0.985

6,000

0.980

0.990

0.990

0.980

0.985

0.985

According to the results reported in Table 4,
they have high recall values for non-spam emails
obtained by HMM. The high spam precision and low
spam recall values for Hidden Markov Model mean
that many spam emails have been classified as nonspam (ham) emails. Although most of the precision
and recall values for spam emails is lower than
precision and recall values for non-spam (ham) emails,
accuracies for testing emails using Hidden Markov
Model is higher than the accuracies based on Naïve
Bayes Classifier. For these reasons, Hidden Markov
Model has better performance than Naïve Bayes
Classifier.

Fig. 5. Accuracy Comparison between Naïve Bayes Classifier
and Hidden Markov Model.

5. CONCLUSION
In this paper, we have classified emails by
considering only text part or body of the emails based
on Naïve Bayes Classifier and Hidden Markov Model.
Compared to the performance of these two machine
learning methods in email spam classification, Hidden
Markov Model has shown in its ability that can
classify spam emails effectively. Along with the best
method, we filter the real time email not to enter into
our mail box.
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A Proposal of CAPTCHA
Using the Combination of Latin and Jawi Script
Hisaaki YAMABAa) , Ahmad Saiful Aqmal Bin Ahmad Sohaimib) ,
Kentaro ABURADAc) , Naonobu OKAZAKId)
Abstract
This paper proposes a new type text-based CAPTCHA using both Jawi script and Latin script which
are used to describe Maley language. Many web sites come to provide CAPTCHA to prevent bots and other
automated programs from signing up for email, spamming comments, violating privacy, and preventing brute
force login attacks on user accounts. Text-Based CAPTCHAs are the most common and earliest CAPTCHA.
But as optical character recognition (OCR) technology has improved, the intensity of distortions that must
be applied to CAPTCHA for them to remain unrecognizable by OCR has increased. This has reached a point
where humans are having difficulty in solving the CAPTCHA. The idea of the proposed CAPTCHA is to
generate one same string written in Latin scripts and Jawi scripts. Since some of the string’s characters
are hidden by the interference, users need to combine both strings to solve this CAPTCHA. This idea is
uses that the fact that almost Jawi characters are one-to-one correspondence with Latin characters, A series
of experiments was carried out to evaluated the performance of the proposed CAPTCHA. First, some OCR
softweres were prepared and it was clarified that they could not read the partially hidden Latin and Jawi
strings. Next, A computer program was developed using computational technique such as PHP, JavaScript,
and so on for the usability evaluation. 13 experimental subjects participated the experimetns. The results of
the experiments showed that the averate time to solve the CAPTCHA and the accuracy rates were acceptable
compared with the indices shown in the existing research.

Keywords: CAPTCHA, Maley language, Jawi script, Latin script
a) b) c) d)

1.

characters that appears in a distorted form on the screen.

INTRODUCTION
CAPTCHA — Complete Automated Public Turing Test

to Tell Computers and Humans Apart — is a type of
challenge-response test used to distinguish between human
users and automated programs. CAPTCHA has become
quite common on websites and applications. They are used
to prevent bots and other automated programs from signing up for email, spamming comments, violating privacy,

However, there is a need to develop a new text-based
CAPTCHA that is easy for humans to solve despite increasing the distortion intensity. As optical character recognition (OCR) technology has improved, the intensity of distortions that must be applied to CAPTCHA for them to
remain unrecognizable by OCR has increased. This has
reached a point where humans are having difficulty in solving the CAPTCHA.

and preventing brute force login attacks on user accounts.

Based on the identified problem, this paper propose a

A good quality CAPTCHA test should have the follow-

new CAPTCHA that combine two different characters’

ing characteristics:

scripts, which are Latin scripts and Jawi script, into one
CAPTCHA.

1. Easy for humans to solve.
2. Hard for a computer bot to solve.
CAPTCHA must be highly secure and easy to use. The

2.

RELATED WORK
This section highlights studies of both text-based Latin

previous works on CAPTCHA discuss that many versions

CAPTCHAs and Arabic CAPTCHAs schemes.

of CAPTCHA have been proposed, developed, and should

2.1

be not only difficult to solve by computer programs but
also easy for humans to solve.
Text-Based CAPTCHAs are the most common and earliest CAPTCHA. They request users to enter the string of

Latin CAPTCHA Scheme

Latin CAPTCHA or CAPTCHA that consists of English
letters, are the earliest and most deployed CAPTCHA, typically asking users to recognize the distorted words correctly.

The CAPTCHA idea was first implemented by

a)

Alta Vista to prevent automated-bots from automatically

b)

registering the web sites 5) . The mechanism behind the

Assistant Professor, Dept. of Comp. Sci. & Sys. Eng.
Student of Dept. of Comp. Sci. & Sys. Eng.
c)
Associate Professor, Dept. of Comp. Sci. & Sys. Eng.
d)
Professor, Dept. of Comp. Sci. & Sys. Eng.

CAPTCHA idea was to generate slightly distorted characters and present it to the users. There are many ex-

“a” → “ ا/ ع/”ء
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“d” → “ د/”ض

FIGURE 1

PROPOSED CAPTCHA SAMPLE

Table II

6 CHARACTERS
IN JAWIcharacters
SCRIPT
TableTHE
1 ADDITIONAL
Additional
of 6 Jawi

Character
چ
ڠ
ڤ
ݢ
ۏ
ڽ

Final
ـﭻ
ـڠ
ـﭫ
ـݢ
ـۏ
ـڽ

Medial
ـﭽـ
ـڠـ
ـﭭـ
ـݢـ

Initial
ﭼـ
ڠـ
ﭬـ
�ـ

ـﭙـ

ﭘـ

Isolated
چ
ڠ
ڤ
ݢ
ۏ
ڽ

amples of using Latin script in a CAPTCHA, such as
Gimpy CAPTCHA, Ez-Gimpy CAPTCHA, and BaffleText CAPTCHA. Gimpy CAPTCHA selects several words

from the dictionary and displays all the distorted words 2

4. One
PROPOSED
SCHEME
to one character
conversion
““→”اa”
““→”بb”
““→”تt”
““→”ثs”
This ““→”جj”
paper proposed
a new CAPTCHA
combining
two
““→”حh”
““→”دd”
““→”ذz”
different ““→”رr”
characters' scripts:
and Jawi““→”صs”
Script,
““→”زz”Latin Scripts
““→”سs”
into one CAPTCHA,
as shown in Figure
1. The idea
of this
““→”ضd” ““→”طt”
““→”ظz”
““→”عa/i/u”
CAPTCHA
is to generate
one same““→”کk”
string written ““→”لl”
in Latin
““→”فf”
““→”قq”
Scripts and
Jawi Scripts.
To solve this““→”وw/u/o”
CAPTCHA, the
users
““→”مm”
““→”نn”
““→”هh”
need to combine
strings written
in Latin Script
and
““→”ءa” both
““→”يy/i/e”
““→”چc”
““→”ڤp”
““→”ݢg”
““→”ۏv”characters are hidden by the
Jawi Script
as the string's
Others
interference.
““→”خkh” ““→”شsy”
““→”غgh”
““→”ڠng”
““→”ڽny”
Fig. 1 Conversion of Jawi script to Latin script

to the users. While Ez-gimpy only displays one distorted

“a” → “ ا/ ع/”ء
“s” → “ ث/ س/”ص

word. Baffle-Text CAPTCHA 6) is a modified version of
Gimpy that generates a random meaningless word as a

“d” → “ د/”ض
“z” → “ ذ/ ز/”ظ

CAPTCHA.

2.2

Arabic CAPTCHA Scheme

Fig. 2 Multiple conversion of Latin characters

So far, no CAPTCHA has been implemented using
Jawi script, but many studies have been done on Arabic
CAPTCHAs. Since Jawi script is almost similar to the
Arabic script, the author explain some Arabic CAPTCHA
schemes. The first work that employing Arabic script in
the CAPTCHA field is present in 1) that generates random meaningless Arabic words as CAPTCHA. In particular, the work reported in 1) presents an application of Persian/Arabic CAPTCHA, while the work in 2) applies Arabic CAPTCHA for verifying spam SMS. Khan et al. 3) improved the previous work of typed-text Arabic CAPTCHA.

Specifically, they exploited Arabic OCRs’ limitations““→”ءa”
in
reading Arabic text by adding background noise and us-

““→”يy/i/e”

““→”چc”

““→”ڤp”

Fig. 3 Proposed CAPTCHA

ing specific Arabic font types in CAPTCHA generation.
The study in 4) proposed advanced Nastaliq CAPTCHA

characters in Jawi script that represent more than one char-

that provides essentially random meaningless Persian words

acter in Latin script depending on its context. There are

that are close to Arabic words in terms of script.

also several Jawi characters that represent the same Latin

3.

JAWI SCRIPT : AN OVERVIEW
This section explains Jawi script’s characteristics in

terms of origin, writing direction, and shapes.

characters based on the word used as shown in Fig. 2.
Jawi script are expected to provide better security
against OCR software, as many Jawi characters share same
main body and differ only in the number of dots. Thus,

In the previous years, Jawi script became one of the first

this paper proposes an alternative solution by providing

script used among Malaysian, Indonesian, and Bruneian.

another text-based CAPTCHA using the combination of

Nowadays, Jawi script is still included in the educa-

Jawi script and Latin script.

tional module, specifically in the Asian countries such as
Malaysia, Indonesia, and Brunei. Jawi script is almost sim-

4.

PROPOSED SCHEME

ilar to the Arabic script except for 6 letters that are shown
in Table 1. Jawi script contains 35 letters, and they are

This section describes the basic idea of the proposed

written from right to left like Arabic. Jawi scripts have

CAPTCHA, the text generation process of the CAPTCHA,

different shapes depending on their position in the word,

and the distortion patterns of the CAPTCHA.

i.e., initial, middle, final, or isolated. In contrast to Ara-

This paper proposes a new CAPTCHA combining two

bic scripts, Jawi scripts could be written as in the Malay

different characters’ scripts: Latin scripts and Jawi script,

language.

into one CAPTCHA, as shown in Fig. 3. The idea of this

In writing Malay Language, almost Jawi characters are

CAPTCHA is to generate one same string written in Latin

one-to-one correspondence with Latin characters as shown

scripts and Jawi scripts. To solve this CAPTCHA, the

in Fig. 1. The underlined characters in Fig. 1 are the

users need to combine both strings written in Latin script

with the help of Latin characters, users can recognize the
character correctly.
Table
VII
A Proposal of CAPTCHA Using the Combination
Example of Jawi Characters That Differ in The Number of
Dots
ڤ → ﻕ → ﻑ
→ ﺣـ

→ ﺧـ

ﺟـ

→ ـﻌـ

→ ـﻐـ

ـ�ـ

Fig. 4 Jawi characters differ in the number of dots

7. D

A

of Latin and Jawi Script
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(a) Pattern 1

C

and Jawi script
as the string’s characters
hidden by the
ISCUSSION
ND areONCLUSION
interference.

For text generation, the proposed scheme consists of
Since several
existing Latin Script-based CAPTCHA
two types, which are (1) Malay word that is randomly sehave beenlected
broken
by bots, the researcher keeps increasing
from the dictionary or (2) a random meaningless
the CAPTCHA's
the
Latin/Jawi string.distortion
For type (1), oneintensity,
word is randomlymaking
se(b) Pattern 2
from adifficult
database and
its two
spellings, one
spelled
CAPTCHAlected
more
for
a human
to isrecognize.
This
Fig. 5 Proposed CAPTCHA patterns
in Latin a
script
and the other
is spelled
Jawi script,
are and Latin
paper proposed
method
using
both inJawi
Script
Table 2 CAPTCHA samples for experiment
given. Then, the selected word is developed into an image.
Type
Pattern 1 Pattern 2
Script to generate
CAPTCHA. By combining both scripts,
For type (2), a string is randomly generated using Latin
Malay
Words
10
images 10 images
we can keep
humans
to recognize
scriptthe
withCAPTCHA
4 to 8 characters easy
length. for
Then,
the generated
Meaningless Words 10 images 10 images
Latin string the
is converted
to a Jawi string.
Lastly, intensity
both
despite increasing
CAPTCHA
distortion
to a
generated
strings
are
developed
into
an
image.
level that cannot be broken by a bot. To the best of ourTable 3 Security evaluation results
MW
RMW
In this CAPTCHA scheme, two distortion patterns are
knowledge, this
paper is the first to combine Jawi Script and
P1 P2 P1 P2
both introduced: pattern 1 and pattern 2 as shown in Fig.
Latin Script
CAPTCHA
Tesseract OCR
0
0
0
0
5. as
Thea distortion
pattern’sscheme.
primary purpose is that the
ABBYY
FineReader
0
0
0
0
This CAPTCHA's
idea
is
that
users
need
to
read
both
generated CAPTCHA should survive OCR attacks while
being readable
to a Latin
human. string to understand and solve
the Jawi string
and the
and tested, as shown in Table 2.
Pattern 1 uses dotted sine waves as the background bethe proposed CAPTCHA. However, the experiment and
cause Jawi characters have a cursive shape. In addition,
5.2 Results
survey data
revealed
that
the
accuracy
rate
of
solving
this
black dots are added to the CAPTCHA image as many
The result for the word recognition accuracies for seCAPTCHAJawibycharacters
only share
reading
Latin
string
wasonly
highercurity
thanevaluation is shown in Table 3 where MW denotes
the same
main body
and differ
the number
of dots,
as shown
4. This kind
of what
Malay
expected. inThe
results
were
quitein Fig.
different
from
weWords, RMW denotes Random Meaningless Words,
background can confuse the OCR software to recognize the
P1 denotes
expected, which would be lower if only reading one of
the Pattern 1 and P2 denotes Pattern 2. Modern
characters. The black circles are used to hide the characTesseract OCR, as well as ABBYY FineReader, failed to
strings, andter when
combined with both strings, the accuracy
in Jawi and Latin words while ensuring that the same
detect the word from the proposed CAPTCHA.
rate wouldcharacter
be better.
distortion
and
hidden The
in Latinsize
word of
is not
hidden in Jawi
word,the type of
shown
(a).
USABILITY EVALUATION
font used as
may
bein Fig.
the 5reason
for this result to happen,6. and
Pattern
2
also
uses
dotted
sine
waves
and
black
dots
as
further studies should take this into account to improveThis
thesection describes the usability evaluation experia background, plus the black circles and black squares are
proposed CAPTCHA.
ment of the proposed method and the results of the experbeing used as the distortion, as shown in Fig. 5 (b).
iment.
From the overall results, the proposed CAPTCHA
can
6.1 Purpose and Conditions
EVALUATION
be solved 5.bySECURITY
human users
with far better effectiveness
compared toThismodern
OCR software. The efficiencyThisofexperiment was divided into two parts, which are
section describes the security evaluation experiment
experiment 1 and experiment 2. Experiment 1 was consolving theofproposed
is also
excellent.
the proposed CAPTCHA
method and the results
of the
experiment.
ducted to check human users’ accuracy in reading only
In the 5.1
future,
we and
intend
to modify the proposed method
Purpose
Conditions
one of the strings written, whether in Jawi script or Latin
by increasing
the distortion
level isfor
Latin
andExperiment 2, which was the most important part
The purpose
of security evaluation
to find
how se-Scriptscript.
cure the method is against bot attacks. To prove that the

of the experiment, was conducted to estimate humans’ ac-

proposed CAPTCHA is secured, a security experiment was

curacy in reading both generated strings together.

conducted using modern OCR software: Tesseract and AB-

There was a total of seven participants for experiment

BYY FineReader. This software comes with a Malay dictio-

1 and a total of 13 participants for experiment 2. Partic-

nary that allows it to detect Malay words. The CAPTCHA

ipants for this experiment are all able to read Jawi script

samples for each type of string and pattern are generated

and speak the Malay Language. The CAPTCHA images
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Table 4 Usability evaluation experiment 1 results
MW
P1

RMW
P2

P1

P2

Latin

Jawi

Latin

Jawi

Latin

Jawi

Latin

Jawi

Average Time

7.5 s

17.9 s

7.0 s

14.8 s

12.0 s

27.3 s

10.0 s

21.2 s

Accuracy Rate

91.4%

37.1%

85.7%

54.3%

68.6%

8.6%

65.7%

20.0%

Table 5 Usability evaluation experiment 2 results

type of font used may be the reason for this result to hap-

MW

pen, and further studies should take this into account to

RMW

P1

P2

P1

P2

improve the proposed CAPTCHA. On the other hand, it

Average Time

6.8 s

6.0 s

10.1 s

10.0 s

was confirmed that the two distortion patterns were both

Accuracy Rate

97.7%

96.9%

92.3%

88.5%

effective by the comments from many participants, espe-

used for both experiment are generated using the scheme
described in the previous section, with 2 distortion patterns
(Pattern 1 and Pattern 2) and 2 types of string (Malay
Words and Random Meaningless Words). The CAPTCHA
image samples were generated, as shown in Table 2.
Both experiments were carried out according to the following procedure. First, the general procedure was explained to the participant before starting the experiment.
After that, participants need to answer a practice section to
understand the whole experiment process. Then, the main
experiment begins starting with Malay words, followed by
random meaningless words.
During the experiments, participants are asked to recog-

cially for Jawi scripts.
For experiment 2, regardless of the type of string and
pattern used for this experiment, the accuracy results seem
promising for all types of strings and patterns. Table 5
shows the average time taken and accuracy data for each
type of CAPTCHA pattern collected from experiment 2.
The previous study in 7) stated that humans’ average
time and accuracy rate in solving the current text-based
CAPTCHA image is 9.8 seconds and 87.0%. Thus, the average time taken and accuracy rate to solve this proposed
CAPTCHA is acceptable.

7.

CONCLUSION

nize and write the words displayed on the screen into the

This paper proposed a method using both Jawi script

text box and submit them by clicking on the submit but-

and Latin script to generate CAPTCHA. By combining

ton. The system records the submitted answers and the

both scripts, we can keep the CAPTCHA easy for humans

time taken to solve the CAPTCHA. Each participant was

to recognize despite increasing the CAPTCHA distortion

also asked to answer a short survey about their experience.

intensity to a level that cannot be broken by a bot. To the

6.2

best of our knowledge, this paper is the first to combine

Results

In the usability study, we measure the following two outcome metrics:

Jawi script and Latin script as a CAPTCHA scheme.
From the overall results, the proposed CAPTCHA can
be solved by human users with far better effectiveness com-

Time taken: The time (in second) elapsed between

pared to modern OCR software. The efficiency of solving

the time the CAPTCHA image was shown to the

the proposed CAPTCHA is also excellent.

user and when the ‘Submit’ button was clicked.
Accuracy: The degree of conformity and correctness of typing a shown CAPTCHA.

In the future, we intend to modify the proposed method
by increasing the distortion level for Latin script and reducing the distortion level for Jawi script to improve the
performance of the CAPTCHA against the bot and human.

For experiment 1, although we expected that it is difficult to solve the proposed CAPTCHA by reading only one
of the two scripts, the Latin strings could lead users to the
correct answers in many cases. Table 4 shows the average
time taken and accuracy data for each type of CAPTCHA
pattern collected from experiment 1. The results for experiment 1 showed that the accuracy results for Latin strings
were higher than 60.0% for all types of strings and patterns. The results were quite different from what we expected, which would be lower if only reading one of the
strings, and when combined with both strings, the accuracy rate would be better. The size of distortion and the
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川畑

魁星 a) ・金丸

和樹 b) ・油田

健太郎 c) ・山場

久昭 d) ・岡崎

直宣 e)

Data Expansion Using Adversarial Examples
to Improve the Accuracy of Intrusion Detection Systems
Kaisei KAWABATA, Kazuki KANEMARU, Kentaro ABURADA,
Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
In recent years, cyber-attacks such as unauthorized access and malware have been increasing along with
the increasing use of network systems and the spread of new network technologies. Intrusion detection systems
(IDS) have been attracting attention as one of the security technologies to protect systems from these cyber
attacks. The accuracy of intrusion detection using deep learning is highly dependent on the data used for
training, and a large amount of labeled training data is required. It is diﬃcult to prepare a large amount of
training data while taking into account the bias of the data. In this research, we propose a computationally
eﬃcient data expansion method using Jacobian-based Saliency Map Attack (JSMA), one of the adversarial
example generation methods, and investigate how to improve the detection accuracy of signature-based IDS
using deep learning models. To evaluate the proposed method, we built a small-scale model, extracted data
with low classiﬁcation accuracy, and extended the data with adversarial samples that were perturbed to bring
them closer to the correct class, and compared the detection accuracy before and after the data extension. As
a result of the experiment, the detection accuracy after the data expansion using the adversarial example was
found to be better than that before the data expansion in terms of Accuracy, Recall, and F1-score. Although
the proposed method improves the detection performance against attacks, it also increases the possibility of
false positives, which requires improvements to reduce the degradation of Precision.

Keywords: Intrusion detection system, Data expansion, Adversarial example, Jacobian-based
saliency map attack
a)b)c)d)e)

はじめに

1.

近年、ネットワークシステムの利用の増加や新たなネット
ワーク技術の普及と伴に不正アクセスやマルウェアなどのサ
イバー攻撃が増加している。国立研究開発法人情報通信研究
機構（NICT）は、2019 年の観測レポートで調査目的とみら
れるスキャン活動や IoT 機器を狙った攻撃活動が大幅な増加
傾向にあることを報告している 1) 。
これらのサイバー攻撃からシステムを保護するセキュリティ
技術の 1 つとして侵入検知システム（IDS）が注目されてい
る。IDS とは、ネットワーク上を流れるトラフィックを監視
することで、不正なアクセスや通信をリアルタイムに検出し
て管理者に通知するシステムである。

IDS の検知手法の 1 つとしてシグネチャ型検知がある。シ

グネチャ型検知は攻撃の特徴的なパターンを事前に登録して
おき、監視対象の通信とパターンマッチングを行うことで不
正な通信や異常を検知する。
近年では、インターネットトラフィックの増加や深層学習
技術の発展により、シグネチャ型検知に深層学習技術を応用
した幅広い研究が行われているが、大量の学習用データが必
要になることが問題となっている。深層学習を用いた侵入検
知の精度は学習に使用するデータに大きく依存し、ラベリン
グされた大量の学習用データが必要である。十分なデータが
ある場合には深層学習の精度は機械学習アルゴリズムよりも
高くなるが、データに偏りがある場合には性能が大きく低下
する。また、ラベリングは一般的に手動で行うため作業コス
トが高く、データの偏りを考慮しつつ大量の学習用データを
用意するのは困難である。
大量のデータを用意できない場合、データを現実的にあり

a)

得る範囲で変化させてデータ数を増加させるデータ拡張が行

b)

われる。データ拡張は限られたデータからより多くのデータ

工学専攻機械・情報系コース大学院生
情報システム工学科学部生
c)
情報システム工学科准教授
d)
情報システム工学科助教
e)
情報システム工学科教授

を生成することを可能にして学習データの多様性を増加させ
ることができる。
しかしながら、サイバー攻撃は日々多様化、進化している
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この手法ではモデルの入力に対する出力のヤコビ行列を
分析して、入力特徴量の値を変化させた場合の出力の変化を
推測することで、摂動を加える特徴量を選択する。具体的な
選択は以下のように行う。まず入力 x に対する出力 Z(x) =

(Z1 (x), · · · , Zk (x)) から勾配 ∇Z(x) を計算する。次に入力 x

の各特徴量がクラスを予測するのにどれだけ影響力を持つか
を表現した Saliency Map を式（1）によって求め、S[x, t][i]

図 1. 画像分野における敵対的サンプル（3) より引用）
ため、シグネチャ型検知ではシグネチャの登録や機械学習モ
デルの再学習を頻繁に行う必要があり、データ拡張の計算量
を小さく抑える必要がある。

が最大となる特徴量 xi に theta の摂動を加える。入力 x のク
ラスが変更されるか、加えた摂動の総量が指定された値に達
するまでこのプロセスを繰り返すことで敵対的サンプルを生
成する。


 ∂Zj (x)
∂Zt (x)

< 0 or
>0
0 if



∂xi
∂xi

j̸

=t


S(x, t)[i] =


∂Zj (x) 

 ∂Zt (x) 

 otherwise.
 ∂xi 
 j̸=t ∂xi 

そこで、本研究では敵対的サンプル生成手法の 1 つである

JSMA を用いて計算量を抑えたデータ拡張を提案し、深層学
習モデルを用いたシグネチャ型 IDS の検知精度向上の検討を
行う。データ拡張の有効性を検証するために、全結合層とド
ロップアウト層のみで構成したシンプルなディープニューラ
ルネットワーク（DNN）を用いて、データ拡張前とデータ拡
張後の検知精度の比較を行った。
以下、本概要の構成を述べる。第 2 章では先行研究の「敵
対的サンプル」について述べ、第 3 章では提案手法について

ここで



は、入力特徴量 xi の値が変

化した場合に Zt (x) がどの程度増加し、 j̸=t Zj (x) がどの程
∂Zt (x)
∂xi

及び

(1)

j̸=t

∂Zj (x)
∂xi

度減少するかを定量化している。

この手法では入力データのうち効率よく出力を変化させら

述べる。第 4 章では提案手法の有効性を評価する実験につい

れる特徴量を探し出して摂動を加えることで、摂動の総量を

て述べ、第 5 章ではまとめと今後の課題について述べる。

減らすことができる。

先行研究

2.
2.1

敵対的サンプル

敵対的サンプル（Adversarial Example）2) は主に画像分野
で使用される機械学習モデルに対する攻撃手法の 1 つであり、
データに小さな摂動を加えることで作為的に機械学習モデル
の判断を誤らせるサンプルである。図 1 は画像分野における
敵対的サンプルで、機械学習モデルに 57.7%の確率で panda
（パンダ）と認識されていた画像に、小さな摂動を加えること
で 99.3%の確率で gibbon（テナガザル）と誤認識されること
を示している。敵対的サンプルは、標的の機械学習モデルの誤
分類を誘発して攻撃の検知を回避する Evasion や学習用デー
タに細工を施すことで予測性能を低下させる poisoning 等の
攻撃に利用される。また、敵対的サンプルには転移性という
性質があり、あるモデルに対して生成した敵対的サンプルは、
アーキテクチャの異なる別のモデルに対しても高確率で有効
に作用することが判明している 4) 。
敵対的サンプルの生成手法は生成時のモデルの事前情報や
標的クラスの有無によって分類される。まず、対象となるモ
デルのアーキテクチャやパラメータ等の内部情報をすべて所
有している場合はホワイトボックス、所有していない場合を
ブラックボックスと呼ぶ。一方、敵対的サンプルの生成時に
特定のクラスに分類するように摂動を加える場合は標的型回
避、標的のクラスを指定せずに誤ったクラスに分類するよう
に摂動を加える場合は非標的型回避と呼ぶ。

2.2 Jacobian-based Saliency Map Attack
Jacobian-based Saliency Map Attack（JSMA）は Papernot ら 5) によって提案されたホワイトボックスでの標的型回
避に分類される敵対的サンプルの生成手法である。

提案手法

3.

深層学習を用いたシグネチャ型 IDS の検知精度を向上させ
るための、敵対的サンプルによるデータ拡張を提案する。敵
対的サンプルを生成するためのサブモデルと侵入検知を行う
メインモデルには、全結合層とドロップアウト層から構成さ
れた DNN を使用する。

3.1

問題点と解決のアイディア

深層学習は学習用データの偏りに弱く、訓練データでの出
現頻度が低いデータは分類が難しいという問題がある。この問
題を解決するために、しばしばデータ拡張が行われるが、IDS
分野では計算量を小さく抑える必要がある。計算量を抑える
ために、データ拡張の対象となる範囲を、出現頻度の低いデー
タのみに絞り込む。そこでまず、小規模なモデル（サブモデ
ル）を構築して学習・分類を行い、分類精度の低いデータの抽
出を行う。この時、分類精度が低いデータが出現頻度の低い
データであると予想できる。抽出したデータから JSMA を用
いて新たな類似のトラフィックデータを生成することでデー
タ拡張を行う。
また、敵対的サンプルを生成するためのサブモデルの各レ
イヤーのノード数やエポック数を、侵入検知に使用するメイ
ンモデルより少なく設定し、敵対的サンプルの特徴の 1 つで
ある転移性を利用して計算量を削減する。

3.2

提案手法の流れ

具体的な手順を以下に示す。

1. 訓練データの前処理 (特徴選択、標準化、One-hot Encoding) を行う。
2. 前処理済みの訓練データを用いてサブモデルを構築する。
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データ拡張

レイヤー

Normal
訓練データ

前処理

サブモデル

Dense

Softmax
Attack

敵対的
サンプル
生成

データ抽出

メインモデル

図 2. 提案手法のアーキテクチャ

3. 訓練データをサブモデルに入力して二値分類を行う。
サブモデルからは各クラスに属する確率が出力される。

4. サブモデルの出力のうち正しいクラスに属する確率が
閾値以下のデータを抽出する。

Dropout

0.2

0.2

Dense

128

256

Dropout

0.3

0.3

Dense

64

128

Dense

32

64

softmax

2

2

敵対的サンプルの生成

まず敵対的サンプルを生成するために訓練データを用いて
サブモデルを構築した。サブモデルの構成を表 1 に示す。ま
た、サブモデルのパラメータは最適化アルゴリズムにデフォ
ルトパラメータの Adam、バッチサイズを 256、エポック数
を 30 に設定した。
次に、サブモデルに訓練データを入力して二値分類を行い、

6. 訓練データと生成した敵対的サンプルを結合したデー

下のデータを抽出した。本実験では、抽出するサンプル数を

実験の目的

考慮して確率の閾値を 0.75 に設定した。これにより、ラベル
が Normal のデータを 14,143 件、ラベルが Attack のデータ
を 17,259 件抽出した。最後に、抽出したデータから敵対的サ
ンプルを生成し、訓練データに加えた。抽出したデータのラ
ベルごとに以下のパターンで敵対的サンプルを生成した。

1. ラベルが Normal のデータを Normal のクラスに近づ

データ拡張前と提案手法によるデータ拡張後の検知精度の

けて生成

比較を行うことで JSMA を用いたデータ拡張の有効性の検証
を行う。

4.2

128

サブモデルの出力のうち正しいクラスに属する確率が閾値以

評価実験

4.1

64

5. 抽出したデータから敵対的サンプルを生成する。
タからメインモデルを構築する。

4.

4.3

表 1. モデルの構成
サブモデル メインモデル

2. ラベルが Attack のデータを Attack のクラスに近づけ

データセットと前処理

て生成

評価には IDS の研究に広く使用されている公開データセッ

3. 両方のラベルのデータをそれぞれの正しいクラスに近

トの 1 つである UNSW-NB156) を使用した。UNSW-NB15
は 49 個の特徴量と 2 種類のラベルを持つ約 254 万件のネッ
トワークのトラフィックデータで構成されたデータセットで
ある。また、各データが 43 個の特徴量と 2 種類のラベルを持
ち、175,341 件のレコードを持つ訓練データと 82,332 件のレ
コードを持つテストデータが公開されている 7) 。

UNSW-NB15 は通常のトラフィックと 9 種類の攻撃トラ
フィックで構成されるが、今回は訓練データとテストデータ
を使用して Normal と Attack の 2 つのクラスで二値分類を
行った。
まず前処理フェーズでは、計算量の削減及び検知精度向上
のために特徴選択を行い、今回は 10 個に削減した。特徴選択
には Recursive Feature Elimination（RFE）を用いた。RFE
はモデルを繰り返し作成し、特徴量の数が指定された数にな
るまで各イテレーションで最も分類に寄与しない特徴量の削
除を繰り返す手法であり、先行研究 8) により優れた結果が得
られている。次に各特徴量のスケールを統一するために特徴

づけて生成

JSMA を用いて敵対的サンプルを生成する際の 3 つのパラ
メータ theta、gamma、target について説明する。theta は
各イテレーションで加える摂動の大きさを決める値であり、

gamma は摂動の総量を決める値、target は摂動を加える際
の標的となるクラスで、クラスを target に近づけるように摂
動を生成する。誤分類したデータから敵対的サンプルを生成
する場合は theta を 0.001、target を正しいクラスに設定し
た。JSMA では正しいクラスに分類されたデータに摂動を加
えることができないため、正しく分類出来ているが正しいク
ラスの属する確率が閾値以下のデータから敵対的サンプルを
生成する場合には theta を-0.001、target をラベルと異なる
クラスに設定することで疑似的に敵対的サンプルを生成した。
また、gamma の値を 0.01、0.05、0.1 の 3 パターンで実験を
行っている。

4.4

評価方法と評価指標

量の標準化を行い、値の平均が 0、分散が 1 になるように変換

敵対的サンプルを用いたデータ拡張の有効性の検証は、次

した。最後に深層学習で特徴量の値がテキストとなるカテゴ

のようにして行う。JSMA のパラメータ gamma の値を変動

リカル特徴を扱うため、One-hot Encoding により数値特徴に

させた 3 パターンでデータ拡張を行い、データ拡張を行わな

変換した。One-hot Encoding では各カテゴリカル特徴をユ

い場合とどの程度検知精度に違いがあるかを比較する。侵入

ニークな要素数の次元のベクトルで表現し、対応する座標の

検知に使用するメインモデルの構成を表 1 に示す。またメイ

み 1 で他が 0 になる One-hot ベクトルに変換する。

ンモデルのパラメータは最適化アルゴリズムにデフォルトパ
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ラベル

表 2. gamma=0.01 の検知精度
Accuracy

Precision

Recall

F1-score

ベースモデル

0.80

0.92

0.74

0.84

Normal

0.83

0.90

0.78

0.86

Attack

0.84

0.83

0.84

0.86

Normal+Attack

0.85

0.80

0.89

0.86

ラベル

表 3. gamma=0.05 の検知精度
Accuracy

Precision

Recall

F1-score

ベースモデル

0.80

0.92

0.74

0.84

Normal

0.82

0.91

0.76

0.86

Attack

0.85

0.83

0.84

0.86

Normal+Attack

0.85

0.80

0.87

0.86

ラベル

図 3. 特徴量 ‘dbytes’ の度数分布

表 4. gamma=0.1 の検知精度

次に gamma = 0.1 の場合、全てのパターンで殆ど検知精

Accuracy

Precision

Recall

F1-score

ベースモデル

0.80

0.92

0.74

0.84

度に変化はない。この理由として摂動が大きい場合には敵対

Normal

0.80

0.92

0.74

0.84

Attack

0.80

0.92

0.74

0.85

的サンプルは元のデータから大きく離れ、出現頻度の低いデー

Normal+Attack

0.81

0.91

0.76

0.85

ラメータの Adam、バッチサイズを 256、エポック数を 50 に
設定した。
実験の評価指標として、Accuracy、Precision、Recall、F1-

score の 4 つの指標を用いる。TP（True Positive）は正し
く Attack に分類できたデータ、TN（True Negative）は正

タのデータ拡張として機能していないと考えられる。
今回の実験において最も検知精度が向上した組み合わせで
は、Accuracy が 0.05、F1-score が 0.02 向上しているため、
敵対的サンプルを用いたデータ拡張は有効だと考える。しか
し、データ拡張を行った場合に Precision が低下し、誤検知の
可能性が高まるため、改良を行う必要があると考える。

しく Normal に分類できたデータ、FN（False Negative）は
誤って Normal に分類された Attack のデータ、FP（False

Positive）は誤って Attack に分類された Normal のデータを

5.

まとめ

示す。Accuracy、Precision、Recall、F1-score は以下の式で
定義される。

TP + TN
Accuracy =
TP + TN + FP + FN
TP
P recision =
TP + FP
TP
Recall =
TP + FN
2 · Recall · P recision
F 1 − score =
Recall + P recision

4.5

実験結果と考察

3 パターンの gamma の値について、データ拡張を行って
いないベースモデルと提案手法によるデータ拡張を行ったモ
デルの検知精度を表 2～4 に示す。
まず gamma = 0.01 及び 0.05 の場合、ベースモデルと比
較して全てのパターンで Accuracy、Recall、F1-score が向上

本研究では深層学習を用いたシグネチャ型 IDS の検知精
度向上のための、敵対的サンプルによるデータ拡張の提案を
行った。
提案手法の評価として、小規模なモデルを構築して分類精
度の低いデータを抽出し、正しいクラスに近づけるように摂
動を加えた敵対的サンプルによるデータ拡張を行い、データ
拡張前後で検知精度の比較を行った。実験の結果、敵対的サ
ンプルを用いたデータ拡張後の検知精度は、データ拡張前の
検知精度よりも Accuracy、Recall、F1-score の観点では優れ
ていることが分かった。この提案手法によるデータ拡張では
攻撃に対する検知性能は向上するが、誤検知の可能性も高ま
ることから、Precision の低下を軽減するための改善が求めら
れる結果となった。

しているが、Recall とトレードオフの関係にある Precision は

今後の課題としては、まず 1 つに正しいクラスに分類されて

低下している。ベースモデルでの F1-score が 0.84 だったの

いるデータの敵対的サンプルの生成方法の改善がある。JSMA

に対し、最も向上した組み合わせでは 0.86 と 0.02 向上した。

の特徴から、ラベルと異なるクラスから遠ざけるように摂動

両方のラベルのデータから敵対的サンプルを生成した場合は、

を加えることで疑似的に敵対的サンプルを生成しているため、

検知精度は最も向上しているが、Precision が Recall 以下に低

正しいクラスに近づけるように摂動を加えることで無駄な摂

下していることから、最も優れているわけではないと考える。

動を削減できると考える。また、特徴量のスケーリングの改

また、Precision の低下の要因として、特徴量の分布の偏りが

善と JSMA のパラメータの最適化を行う必要がある。今回の

考えられる。図 3 は、特徴量の 1 つである ‘dbytes’ の度数分

実験では各特徴量の値を標準化したが、分布に偏りがあるた

布であり、x 軸が標準化後の特徴量 ‘dbytes’ の値、y 軸がデー

め特徴量毎に摂動の影響が異なっていたと考えられる。その

タ数を対数スケールで表している。今回の実験では前処理の

ため、スケーリングやパラメータの最適化で各特徴量の分布

段階で標準化を行ったが、いくつかの特徴量に偏りがあった

の偏りの影響を小さくすることで、検知精度はさらに改善さ

ために特徴量の値によって摂動の影響が変動したと考える。

れると考える。
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Parameter Optimization of OCSVM by GridSearchCV
for Improving IoT Malware Detection Accuracy
Hiroki MURANAKA, Shuto GOTO, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
Abstract is written in 200-300 words. In recent years, the Internet of Things (IoT) has been playing
an increasingly important role in our lives. It has enabled us to form new services and business models, and
to automate and improve the eﬃciency of our work. However, at the same time, security vulnerabilities have
become an issue: according to NICT, more than half of the observed cyber attack-related communications
targeted the IoT [3].In this study, we propose a system that combines n-gram analysis and OCSVM to
discriminate between normal communication of IoT devices and communication after malware infection, and
a system that uses GridSearchCV to calculate the best parameters for the parameters arbitrarily set by humans
when applying OCSVM. The system is proposed to calculate the best parameters using GridSearchCV. For
the evaluation, we conducted an experiment to compare the detection accuracy of 25 sets of parameters
conventionally used and the detection accuracy using GridSearchCV, and showed good detection accuracy.
However, in some cases, the detection accuracy decreased in the process of increasing the total number of
data given to GridSearchCV. As a future subject, it is necessary to change the ratio and the total number of
normal data and more than normal data, to observe the change of detection accuracy, and to study the cause.

Keywords: IoT, Malware detection, OCSVM, GridSearchCV
a)b)c)d)e)

はじめに

1.

今日、我々の身の回りの生活において「モノ」と「インターネッ

この DDoS 攻撃では Amazon、Google、Netﬂix、Twitter な
ど大手ウェブサービスへのアクセスを約 6 時間に渡り妨害さ
れ、120 万人以上のユーザーが被害を受けた。調査の結果、こ
の DDoS 攻撃は「Mirai」と呼ばれるマルウェアに感染した

、
ト」を繋げた「モノのインターネット (Internet of Things)」

50 万台にも及ぶ IoT デバイスによって構築されたボットネッ

通称 IoT の活躍が著しいものとなっている。従来ではインター

トによる攻撃であることが判明した 1) 。IoT デバイスの特質

ネットに接続されていなかった様々な「モノ」がネットワーク

上、機器の電源は切らずに稼働したままにすることが多く、ま

を通じることで、新たなサービスやビジネスモデルを形成し、

た、PC やスマートフォンに比べて IoT 機器はセキュリティに

仕事の自動化や効率化を図ることが可能となった。IoT の導

対する関心や意識が低く、ID やパスワードが簡易な文字列に

入は私生活や事業場に留まらず、国家プロジェクトとして行

設定されることが多いため「Mirai」の感染拡大を引き起こし

政サービスにも導入されつつある。政府が「Society5.0」と掲

た要因であると考える。同年 10 月ではネットに突如現れた、

げた「質の高い生活が出来る人間中心の世界」構想は、IoT 技

「Mirai」の制作者がソースコードを公開したことが発端とな

術を行政サービスに組み込み、国民生活の利便性の向上を図

り、
「Mirai」の亜種である IoT マルウェアは 2016 年-2018 年

るものとなっており、今後は国単位での IoT デバイスの導入

の間だけで約 37 倍と爆発的に増加した 2) 。

が伺え、より活躍の場が広がっていくことが予想される。
普及が進んでいく一方で、IoT 機器のセキュリティ面での
脆弱性が問題となっている。2016 年 10 月に米国の DNS サー
ビスプロバイダである Dyn が史上最大規模の DDoS 攻撃を受
けたことで、IoT 機器のセキュリティの脆弱性が注目された。

また、情報通信研究機構 (NICT) が公表した「NICTER 観
測レポート 2018」では、NICTER の構築したダークネット観
測網にて観測したサイバー攻撃関連通信のうち、約半数以上
が IoT 機器が標的とされ、特に Web カメラ、Web 管理画面、
ルータ等が狙われたことが示されている 3) 。

a)

以上の現状から、IoT 技術が様々な分野で導入され、新た

b)

な生活・働き方・ビジネスが形成されている一方で、近年は

工学専攻機械・情報系コース大学院生
情報システム工学科学部生
c)
情報システム工学科准教授
d)
情報システム工学科助教
e)
情報システム工学科教授

IoT 機器がサイバー攻撃者から魅力的な標的とされているこ
とが判明した。今後行政サービスにも IoT 技術が導入される
ことを鑑みると、IoT デバイスのセキュリティ面での改善が
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早急に必要である。
本研究では、IoT デバイスがマルウェアに感染した際に、そ
の感染の有無を検出するシステムとして、n-gram 解析と One-

Class Support Vector Machine(以下 OCSVM) を組み合わせ
た IoT マルウェア検知技術を提案する。さらに、本システム
の検知精度を向上させるため、本来人間の手によって任意に
設定される OCSVM のパラメータを GridSearchCV(Python
のオープンソース機械学習ライブラリ scikit-learn の一部) を
用いて、自動で最適なパラメータを算出するシステムを提案

図 1. 想定する IoT ネットワーク

する。

3.2
関連研究

2.

文献 4) では PAYL というマルウェア検知システムが提案
された。PAYL はパケットからの特徴量の抽出に n-gram 解
析を用い、学習フェーズでは、各ホストに対するパケットの
ポート、ペイロード長ごとに n-gram の出現回数の平均と標準
偏差を計算しモデルとして記録する。テストフェーズでも同
様に、検知対象のパケットのペイロードにおける n-gram の出
現回数を計算し、そのパケットのポート、ペイロード長に該
当するモデルとのマハラノビス距離を測定し、閾値以上であ
れば異常として検出する。
文献 5) ではマルウェアに感染した機器が C&C サーバとの
通信を行う際のパケットのペイロード情報が正常通信の場合
と異なる特徴を持つことが述べられている。その異なる特徴
の一つとしてペイロード内の ASCII 文字コードの出現頻度が
挙げられており、n-gram 解析によるペイロードからの特徴量
を抽出することはマルウェア検知に有効であると結論付けて
いる。本研究の提案システムにおける特徴量の抽出にはこの

n-gram 解析を採用した。
文献 6) では、n-gram を改良した 2v-gram 法によって特徴
量の抽出を行い、その特徴量を教師なし機械学習手法である

OCSVM を用いて学習し検知を行うシステムを提案している。
同文献では、ペイロードの解析と OCSVM を組み合わせるこ
とで良好な結果が得られており、当研究においても n-gram 解
析と OCSVM を組み合わせた特徴量の抽出方法を採用した。

提案システム

3.2.1 アノマリ型検知システム

近年「Mirai」の亜種である IoT マルウェアが急増してい

る背景を鑑みて、今回は未知のマルウェアにも対応が可能な
アノマリ型検知を採用する。

3.2.2

n-gram 解析による特徴量抽出

本研究では、機械学習に用いる特徴量を n-gram 解析によっ
て行う。n-gram 解析による文字列の分割例を以下に示す。
文字列: 太郎はご飯を食べた

N = 2(2-gram): 「太郎」
「郎は」
「はご」
「ご飯」
「飯を」
「を
食」
「食べ」
「べた」

N = 3(3-gram): 「太郎は」
「郎はご」
「はご飯」
「ご飯を」
「飯
を食」
「を食べ」
「食べた」

n-gram 解析は任意のテキストから n 個の単語を切り出し、切
り出した文字列・単語の出現頻度を求めることで、テキスト
中の任意の文字列の出現頻度パターンを得られる。
文献 5) の通り、n-gram 解析によって通信パケットのペイ
ロード情報から特徴量を抽出することの有効性が示されてい
ることから、n-gram 解析を採用した。具体的には、パケット
のペイロード内の n 個の連続したバイト列の出現頻度から出
現回数の総和・平均・標準偏差を計算し、この 3 つを機械学
習における入力データとする。n-gram 解析の特性上、N の値
を大きくするほど計算量の増加と精度の低下が見られること
から、提案手法では 2-gram 法により特徴量を抽出する。

3.2.3 One-ClassSupportVectorMachine
提案手法

3.

本研究では、n-gram 解析と OCSVM を組み合わせ、IoT デ

OCSVM は、テキスト分類において n-gram 解析と組み合わ
せると良好な精度を示すことが文献 6) でも証明されていたた
め、今回は OCSVM を採用して異常トラフィックを検出する。

バイスの正常通信とマルウェア感染後の異常通信を識別するシ

OCSVM は教師無し学習による 1 クラス分類手法であり、正

ステムを提案する。また、OCSVM を適用する際に、人間の手に

常データのみを用いて 1 つのクラス分の学習を行う点が Sup-

よって任意に設定されるパラメータを、今回は GridSearchCV

port Vector Machine(以下 SVM) と大きく異なる。OCSVM

を用いて最良のパラメータを算出するシステムを提案する。

では、学習に用いた正常データをクラスタ “1” に分類し、原

3.1

実装環境の想定

IoT 機器は、一般的に低コストかつ省電力であり、機器に

点のみを “-1” に属するカーネルトリックと呼ばれる手法を用
いて、高次元の特徴空間へデータを写像する。学習した正常
データは原点 (クラスタ “-1”) から遠くに配置され、学習した

は最小限のハードウェアリソースしか搭載されていないこと

正常データと類似しないデータは原点近くに配置されるため、

が多い。そのため、セキュリティ対策のために機器個別にシ

この性質を用いて正常・異常データの区別を行うものとなっ

ステムを実装するのではなく、ゲートウェイなどの中継機器

ている 7) 。カーネルトリックによる写像を図 2 に示す。

や、クラウド上に実装することが現実的であると考える。図

1 に、本研究で想定する IoT ネットワークを示す。

通常の SVM では複数クラスのデータを学習データとして
用いることから、分類器としての役割を強く持つのに対して、
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データセット名

表 1. 良性シナリオ詳細
キャプチャ期間

パケット数

デバイス名

1.4(hrs)

8,276

SomfyDoorLock

24(hrs)

21,000

PhilipsHUE

5.4(hrs)

398,000

AmazonEcho

CTU-Honeypot
Capture-7-1
CTU-Honeypot
Capture-4-1
CTU-Honeypot
Capture-5-1

3.4
図 2. カーネルトリックによる高次元特徴空間への写像

特徴ベクトル抽出

データの前処理として、n-gram 解析による特徴量抽出を
行う。最初にペイロード内のバイト列を文字列として見なし、

2-gram を生成する。その後、2-gram の出現頻度をカウント
し、出現回数の総和・平均・標準偏差の 3 つを 1 パケットの
特徴ベクトルとして抽出する。抽出した特徴ベクトルを元に、
以降のフェーズへ移る。

3.5

パラメータ選定

GridSearchCV 関数に引数として、モデル (OCSVM) とパ
ラメータ (γ値とν値) の探索範囲、前フェーズで抽出した特
徴ベクトルの中から任意の数のデータと正解ラベル (正常 “1”、
異常 “-1”) を渡してグリッドサーチを実行する。実行後、返っ
てきたパラメータをモデルにセットし、次段階のフェーズへ
移行する。

3.6

学習フェーズ

OCSVM の学習フェーズでは、正常データの特徴ベクトル
図 3. パラメータ変動
正常データのみ学習して識別境界を生成する OCSVM は、正
常・異常データを識別する外れ値検知手法としての役割を強
く持つ。

3.2.4

GridSearchCV によるパラメータ選定

本研究では、人間の手で任意に設定されるハイパーパラ
メータを scikit-Learn の標準ライブラリとして備えられてい
る GridSearchCV を使い、機械学習によって自動で最適なパ
ラメータの算出が可能か検証する。検知精度の向上を図る上
で、OCSVM のパラメータであるγ値とν値は検知精度を左
右する重要な要素となる。γ値はサポートベクトルの識別境
界の複雑さを決め、ν値は外れ値の割合の下限を決めるパラ
メータである。scikit-learn 公式 8) を参考にして作成したγ

のみを学習する。この段階の学習により、正常値と異常値を
区別するための識別境界を生成し、正常クラスの領域を設定
する。

3.7

テストフェーズ

テストフェーズでは、正常・異常データ両方の特徴ベクト
ルを用いて予測を行う。予測した特徴ベクトルが正常クラス
の領域内に分類された場合、そのパケットは正常と判定され、
領域外に分類された場合は異常と判定する。

評価実験

4.
4.1

実験目的

GridSearchCV により算出したパラメータを設定し、慣例
的なパラメータを設定した際の OCSVM と比較して、検知精

値とν値のパラメータによる変動を図 3 に示す。良好な結果

度が向上したかを検証する。

を得るためにはハイパーパラメータをその都度設定し直して

4.2

モデルの学習・予測を行う必要があるため、試行回数が多く
なるほど時間消費が激しくなり、作業効率が悪くなる。また、

OCSVM のパラメータチューニングについては文献等が見当
たらず、一般的にはγ値、ν値共に 0.001、0.01、0.05、0.1、

0.5 といった値で 5*5 の 25 組でチューニングすることが慣例
である。今回は、OCSVM に GridSearchCV を適用し、自動
で得られたパラメータを設定することで検知精度の向上が見
られたか検証する。

3.3

提案システムの流れ

提案システムの流れは、特徴ベクトル抽出・パラメータ選
定・学習・テストの 4 つのフェーズに分割される。

データセット

IoT 通信トラフィックのデータセットは StratosphereLab
より IoT-239) を使用した。このうち、良性 3 種 (表 1)、悪性

1 種 (表 2) のシナリオを用いて検証を行う。良性シナリオは
モデルの学習用とテスト用に分割する必要があるため、今回
は良性シナリオのうち、8 割を学習データとして学習させる。
そして、検知精度を測定する際には、残りの 2 割の良性シナ
リオと全悪性シナリオをテストデータとしてモデルに予測さ
せる。

4.3

パラメータチューニング

本研究でのパラメータチューニングは、グリッドサーチ法
を採用した。グリッドサーチ法では、指定した範囲内のハイ
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データセット名

表 2. 悪性シナリオ詳細
キャプチャ期間

パケット数

マルウェア名

1.4(hrs)

8,276

Mirai

CTU-Malware
Capture-34-1

うち異常データを 100 個で固定し、正常データを 1000 個ずつ
増やして 5 回検証を行った。
最初の 4 回は GridSearchCV に与えるデータの数が多くな
るほど検知精度の向上が見られ、与データの総数が 4100 個

(正常データ 4000 個、異常データ 100 個) のとき、ACC が

指標

表 3. 評価指標の詳細
説明

TP

真陽性

異常を異常と判別

FP

偽陽性

正常を異常と判別

TN

真陰性

正常を正常と判別

FN

偽陰性

異常を正常と判別

93.78%と最も良い精度を示した。
表 4 と表 5 を比較すると、慣例のパラメータを設定した際の
最良の検知精度が 92.56%なのに対し、GridSearchCV により
導出したパラメータを設定した際の最良の検知精度が 93.78%
と精度の向上を確認出来た。

4.5

表 4. 慣例のパラメータによる検知精度
γ値
ν値
ACC
TPR
FPR

0.01

0.1

92.56%

93.29%

8.72%

0.01

0.001

90.78%

89.12%

8.49%

0.1

0.01

88.83%

90.99%

16.23%

0.01

0.01

85.44%

85.81%

14.01%

0.1

0.05

84.26%

89.76%

16.87%

γ値

個 (正常:5000 個、異常:100 個) で探索し、導出したパラメータを
扱うと検知精度の低下が確認された。これは、GridSearchCV
に渡す異常データの数を 100 個で固定したまま正常データの
数を増やしたことから、データの割合が偏り、検知精度の低下
を引き起こしたと推察する。本実験では、チューニングした
パラメータによる検知精度の測定回数が僅か 5 回と少なかっ
たことから、GridSearchCV に与えるデータの総数・割合と

表 5. 導出したパラメータによる検知精度
ν値

ACC

TPR

FPR

与データ総数

0.093

0.16

89.16%

87.93%

12.12%

5100(正:5000)

0.079

0.05

93.78%

91.40%

8.92%

4100(正:4000)

0.007

0.02

93.01%

90.45%

9.34%

3100(正:3000)

0.03

0.05

87.38%

75.89%

7.69%

2100(正:2000)

0.006

0.02

77.94%

70.57%

22.50%

1100(正:1000)

検知精度の因果関係については詳しく追求出来なかったため、
本研究の今後の課題といえる。

5.

本研究では、n-gram 解析と OCSVM を組み合わせた IoT

も良い精度 (汎化性能) を示したパラメータを採用する。パラ
メータの選定方法としては他にも、チューニングするパラメー
タとそのパラメータが従う分布・探索を行う回数を指定して
ランダムに探索を行うランダムサーチ 10) や、少量のデータ
でもガウス回帰に従ってパラメータを導出可能なベイズ探索
11) などがあるが、今回はモデルに学習させる為の大量のデー

タを準備出来た点、探索範囲の調整が容易な点を加味してグ
リッドサーチ法を採用する。

検知精度を向上させるため、OCSVM のパラメータであるγ値
とν値を自動で最適化するための手法として、GridSearchCV
による OCSVM のパラメータチューニングを提案した。
実験では、慣例的に用いられるパラメータ 25 組による検知
精度と、GridSearchCV を用いてチューニングしたパラメー
タによる検知精度の比較を行った。実験の結果、慣例的な値
を使った場合よりも、提案手法でチューニングした値の方が
良好な検知精度を示した。しかし、GridSearchCV に与える
データの総数を増やしていく過程で、かえって検知精度が低
下した場面があった。今後の課題として、GridSearchCV に
渡す正常・異常データの割合・総数を変更して検知精度の向

評価

上・低下を観察し、検知精度が低下した原因を追究する必要

4.4.1 評価指標

本実験では正常を Negative、異常を Positive とし、以下の

指標を用いて評価を行う。評価指標の詳細については表 3 に
て示す。

Accuracy(ACC) =

まとめ

マルウェア検知システムを提案した。さらに、提案システムの

パーパラメータの全ての組み合わせに対して学習を行い、最

4.4

考察

総データ数 4100 個から正常データを 1000 個増やして 5100

TP + TN
TP + FP + TN + FN

TP
T rueP ositiveRate(T P R) =
TP + FN
FP
F alseP ositiveRate(F P R) =
FP + TN

があると考える。
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Study on Quantiﬁcation of
Quality Characteristics of Project Schedules
Ryoma IKEDA, Kazuki IMAMURA, Kayoko TAKATSUKA, Naonobu OKAZAKI,
Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA
Abstract
In the manufacture of products, we are required to meet three requirements, they are QCD (Quality
and Cost, Delivery date). And QCD are required in the project management. However, in the present
circumstances, it’s just a rough evaluation of the project schedule at delivery date and cost. In recent years,
large-scale and complicated projects have become diﬃcult to evaluate even in terms of using delivery date
and cost. So, we need a rational method for quantifying the risk of overdue delivery (delay risk). At present,
the evaluation of delay risk can only be left to the experience and intuition of administrators because there
is no rational method to expose the risk of delay at the work level. Therefore, our laboratory introduced the
concept of “delay risk tolerance”. It is diﬃcult to quantiﬁcation of delay risk, but it is easy to quantiﬁcation
of “delay risk tolerance”. And we proposed a method to evaluate delay risk based of the magnitude of “delay
risk tolerance” and convert it into cost. In the evaluation experiment, the validity of this method was veriﬁed
with a simple example that imitated a certain project. Next, as a case study, we applied this method to four
types of realistic project schedules and veriﬁed their usefulness. Through a case study, we showed the validity
and commonality of this method.

Keywords: Project schedule management, Delay risk tolerance, Delay risk, QCD
a)b)c)d)e)f)

はじめに

1.

製品の製造には「
（Q）品質」が高く、
「
（C）コスト」が低く、
「
（D）納期」が早いという 3 つの要件、すなわち QCD を高い
レベルでバランス良く満たすことが求められている 1) 。QCD
の中で、最も優先すべきは品質である。コストが低いことや
納期が早いことは競合他社との差別化、優位性となるものの、
品質に優位性がなければその製品はユーザから選ばれず、それ
以前に一定の品質に達していなければ製品として認められな
いためである。QCD の 3 つの要件は、プロジェクトの管理に
も必要である。プロジェクト・スケジュールもユーザである
プロジェクトチームに提供されるものであるため、製品と同
様に、品質に応じてユーザが選択できることが望ましい。し
かしながら、プロジェクト・スケジュールは、現状では納期と
コストの 2 つで大雑把に評価する程度に留まっている。近年
の大規模・複雑化されたプロジェクトでは、これら 2 つの指
標（納期とコスト）による評価すら難しくなってきている 2) 。
このため、個々の作業の遅延によって 納期超過が起きるリス
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科学部生
c)
教育研究支援技術センター技術専門職員
d)
情報システム工学科教授
e)
情報システム工学科助教
f)
情報システム工学科准教授
a)

ク（
“遅延リスク”と記す）を数値化する合理的な方法が求め
られている。
個々の作業で算出可能な遅延リスクは、プロジェクト・ス
ケジュールの品質を考える上で重要なファクタとなる。例え
ば、当該スケジュールに従う限りは少々遂行が遅れても全体
納期やコストに影響を及ぼさない可能性の高い作業の所在及
び及ぼす影響の程度、或は、少しの遅れでも全体工期にダイ
レクトに影響を及ぼしかねない注意すべき作業の所在及び及
ぼす影響の程度を把握できるようにすることは、プロジェク
トの実行を円滑に行う助けとなる。このように、スケジュー
ル品質特性として、遅延リスクを作業毎に把握できるように
しておくことは、不確定性の問題の大きい近年のプロジェク
ト・スケジュールを管理する上で大変重要である。しかしな
がら、現状では作業レベルでの遅延リスクを顕在化させるた
めの合理的な方法がないため、どの作業の遅延リスクがどの
程度であるかは、管理者の経験と勘にゆだねられている。
そこで、本研究室の先行研究では、
「遅延リスク耐性」とい
う概念を導入した 3) 。遅延リスク耐性は、プロジェクト・ス
ケジュールの全体期間（納期）に対する「余裕」を表す。すな
わち、遅延リスク耐性とは、任意の作業が予期せぬ遅延をき
たした際に、納期超過に至らずに済む可能性の大きさのこと
である。なお、遅延リスクを直接的に定量化するのは困難で
あるが、遅延リスク耐性は遅延リスクと負の相関があり、比
較的定量化が容易である。
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きさを求めることができれば、図 1-1) に示すスケジュール・
ネットワークの遅延リスク耐性を評価することができる。し
かし、スケジュール・ネットワークがより複雑になれば、正
凸多面体 V1 のベクトル空間の次元 N も増大する。ベクトル
空間の次元 N が増せば、正凸多面体 V1 の形状が複雑になる
ため、その大きさを直接求めるのが困難になる。先行研究で
は、正凸多面体 V1 の大きさを直接求めず、遅延リスク耐性を
定量化する 3 つの方法を考案した。
第 1 の方法は N 次元正凸多面体 V1 の格子点数 (図 1-3))
を遅れ方のパターンの数として算出する方法、第 2 の方法は

図 1. スケジュール・ネットワークの余裕（遅延リスク耐性）

先行研究を踏まえ、本研究では、遅延リスク耐性の大きさ
に基づき、個々の作業の遅延によってプロジェクトの工期が
納期を超過するリスク（遅延リスク）を評価し、これをコス
トに換算する方法を提案することを目的とする。具体的には、
プロジェクト・スケジュールを構成する個々の作業に関し、作
業遅延によって発生するプロジェクト全体の遅延リスクを遅
延リスク耐性の縮退率に基づいて定量化する。さらに、定量
化された遅延リスクをプロジェクト実施に要するコストの増
分に換算する。なお、個々の作業の遅延リスク、及びコスト
の増分のラインアップは、実質的に当該プロジェクト・スケ
ジュールの品質と見なせる。個々の作業の遅延リスクは、作
業の内容や実施環境とは無関係に、プロジェクト・スケジュー
ルをネットワーク形式で記述したスケジュール・ネットワー
クの構造に依存して決まるためである。

3.1

積計算の一般化が可能な構造（積分変数と被積分変数の関係
性が一意に決まり体積を計算可能な構造）の体積を算出する
方法である。今回は計算量が最も少ない第 2 の方法を使用し
た。第 2 の方法は次元 N が増えれば正凸多面体 V1 の実体積
と単体 V2 の体積とのずれが大きくなり単体 V2 の体積と遅延
リスク耐性の大きさとの相関関係が不安定になるおそれがあ
る方法である。しかし、正凸多面体 V1 の実体積と単体 V2 と
のずれは本研究で扱う N=23 次元までは十分小さいことが先
行研究で確認されている。

提案方法

4.
4.1

遅延リスクによるコスト増分について

作業の遅延によって生じるコストの増分は以下の 4 項目の
要因によるコストの和で表される。

(1) 作業の遂行遅延により生じる遂行コストの増分 Δ C p

先行研究

3.

余裕パラメータの遅れ方のパターンの数として算出する方法、
第 3 の方法は N 次元正凸多面体から抽出される積分により体

研究目的

2.

N 次元正凸多面体に内接する最大の単体 (図 1-4)) の大きさを

(2) リソースの不足により作業に着手できない期間に発生する
コストの増分 Δ C r

遅延リスク耐性について

遅延リスク耐性を説明するためにスケジュール・ネットワー
クを図 1-1) に示す。
このスケジュール・ネットワークでは、作業 A →作業 B と
作業 A →作業 C のパスが存在する。このプロジェクトの全体
納期は 10 日であるとする。この場合、スケジュール・ネット
ワークの各パスでの各作業の所要時間と作業それぞれに許容
される余裕時間を示す余裕パラメータ及び納期との関係式、即
ち各パス長の制約条件式は以下のような不等式になる。

(3) 次の作業着手ができない期間に発生するコストの増分
Δ C next

(4) 作業の遂行遅延によりプロジェクト全体工期が遅延し納期
超過することによって生じるプロジェクト遂行コストの増分
Δ CL
上記 4 種類は、作業遂行コストの増分 (上記 (1)～(3)) とプロ
ジェクト遂行コストの増分 Δ C L (上記 (4)) の 2 つに分類され
る。前者 ((1)～(3)) は、主に個々の作業の内容や実施環境の
違いによってもたらされるものであり、スケジュールの構造と
は無関係に決まる情報である。これに対し、後者のプロジェ

a + 2 + b + 4 ≦ 10 → a + b ≦ 4

(1)

a + 2 + c + 5 ≦ 10 → a + c ≦ 3

(2)

クト遂行コストの増分 Δ C L ((4)) は、その全体的なスケール
は、納期に対する全体工期の余裕の大きさで決まる。具体的に
は、ある作業のプロジェクト遂行コストの増分 Δ C L が、他

上記各パス長の制約条件式は、余裕パラメータ a、b、c が

の作業のプロジェクト遂行コストの増分 Δ C L と比較して大

取り得る領域（範囲）を示している。ここで、余裕パラメー

きいか小さいかは、当該作業で構成される全てのパスの相対

タ a、b、c を座標軸とするベクトル空間を規定する。このベ

的な長さがその他のパスの長さと比べて長いか短いかによっ

クトル空間において、上記式（１）
、式（２）の条件を満たす

て決まる。更に、同じパスに乗る作業同士では、当該作業が

空間は図 1-2) に示すように、正凸多面体 V1 となる。

乗るパスの数が他の作業と比べて多いか少ないかによって決

ここで、正凸多面体 V1 内の格子点は、全体納期 10 日を満

まる。したがって、上記 (4) のプロジェクト遂行コストの増

たす余裕パラメータ a、b、c が取り得るパターンを表してい

分 Δ C L が、スケジュール品質特性に関して重要性の大きな

る。したがって、正凸多面体 V1 の大きさ（体積）は、遅延リ

情報ということになる。つまり、上記 (4) のプロジェクト遂

スク耐性の大きさを表していると言える。正凸多面体 V1 の大

行コストの増分 Δ C L を作業毎に求め、スケジュール品質特

プロジェクト・スケジュールの品質特性の数値化に関する研究
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ることを意味し、M に近いほど余裕がないことを意味する。
Δ C L (X) ＝ M は、納期遅延の確定を意味する。ただし、作
業の N 日遅延に対し、遅延後の遅延リスク耐性 Va が 0 とな
る最小の遅延日数 P(N ＞ P) が存在する場合、プロジェクト
遂行コストの増分 Δ C L は式（５）ではなく以下の式（６）で
算出されなくてはならない。
図 2. 遅延リスクとプロジェクト遂行コスト増分との関係

Δ C L (X) ＝ M ∗ (N − P )

性としてユーザに提示することが有用となる。

4.2

遅延リスクの定量化とコスト増分への換算

プロジェクト遂行コストの増分 Δ C L を求めるには、遅延
リスクを定量化する必要がある。そこで、本研究では、作業
の N 日遅延に対する遅延リスク耐性を適用して遅延リスクを
定量化する。作業が N 日遅延した後の遅延リスク耐性が 0 よ
り大きい、或いは、遅延リスク耐性が 0 となるような P (N ＞

P) が存在しない場合、遅延リスクの大きさは、作業が N 日遅
延したときの遅延リスク耐性の縮退率 qX と等価であると見
なせる。このため、本研究では、次式を用いて遅延リスク耐
性の縮退率 qX を算出することにより、作業の N 日遅延当た
りの遅延リスクの指標値 rX を定量化する。

(6)

検証実験

5.

まず、簡単な例題で、本方法の正しさを確認した。次に、
ケーススタディとして、現実的なプロジェクト・スケジュー
ル 4 種類に本方法を適用し、本方法の有用性を検証した。

5.1

本手法の妥当性の検証

本方法の正しさを、あるシステム製品を製造するプロジェ
クトを模した簡単な例で確認した。このプロジェクトは A～F
の 6 つの作業からなり、プロジェクトのスケジュールは図 3-1)
で示すスケジュール・ネットワークで表される。スケジュー
ル・ネットワークの見方は 3.1 章で示した通りである。納期を

85 日とし、先行研究で開発した方法で、遅延リスク耐性を表
す正凸多面体の領域を求め (図 3-2))、作業ごと、遅延日数ご

qX

＝ （V b － V a）／ V b

(3)

rX

＝

(4)

qX

との遅延リスクを求め、グラフ化すると図 6-A のようになっ
た。各グラフは各作業に対応付けられ、横軸が遅延日数、縦
軸が遅延リスクを表す。

ここで、Vb は、対象となる作業 X が N 日遅延する前の遅
延リスク耐性の大きさを表し、Va は N 日遅延した後の遅延
リスク耐性の大きさを表す。また、 rX ＝ 1、即ち遅延リスク

100%は、その作業 X の N 日の遅延が、そのままプロジェクト
が全体納期に対して 1 日遅延に直結することを意味している。
ここで、プロジェクトが全体納期に対して 1 日超過したとき
の納期超過料金が M 円であると仮定する。この場合、例えば
図 2 に示すように、遅延リスクの指標値 rX が 0 ならば増分
Δ C L は M 円の 0%で 0 円となり、遅延リスクの指標値 rX が

100%ならば増分 Δ C L は M 円の 100%で M 円となる。この
ように、遅延リスクの指標値 rX とプロジェクト遂行コストの
増分 Δ C L とは、正の相関関係にあると考えられる。そこで、
本実施の形態では、遅延リスクの指標値 rX を以下の関係式を
用いてプロジェクト遂行コストの増分 Δ C に換算する。
L

図 3. あるシステム製品を製造するプロジェクトを模した簡単
な例
例えばブルーのグラフは、作業 A または作業 F の遅延リス
クを遅延日数ごとに表している。本例の場合、グラフの正し

Δ C L (X) ＝ M ∗ qX

(5)

さは定性的には次のように確認できる. 即ち、相対的に長いパ
スに乗る作業ほど遅延リスクの値は大きくなり、中でもより

Δ C (X) は、ある作業 X でのプロジェクト遂行コストの

多くのパスに乗る作業ほど遅延リスクの値は大きくなってい

増分 Δ C L を示す。なお、この関係式については、正の相関

るならば定性的には正しいと判断できる。本例では、2 本のパ

L

関係を保つ限り、種々の変更が可能である。また、一般には、

ス (ABDF、ACEF) のうち、長い方のパスが ABDF である

M には超過のペナルティのみならず、開発期間中コンスタン

ため、その ABDF に乗っていない作業 C と E の遅延リスク

トにかかり続ける固定費（設備費や人件費等）を含むように

は乗っている作業 A,B,D,F よりも小さく、また、パス ABDF

設定されている。増分 Δ C (X) の値は、遅延リスクという

と同時にパス ACEF にも乗っている作業 A と F の遅延リス

時間遅れのリスク概念をコスト換算した値であるため、遅延

クは ABDF にしか乗っていない B,D より大きいはずであり、

リスク 100%未満の場合は、換算値がそのまま超過料金として

以上の大小関係は、このグラフの結果と一致する。

L

加算されるものではない。Δ C L (X) が M より小さいほど当

以上より、グラフが示す結果は正しいと言える。遅延リス

該時点でのプロジェクトの工期は納期に対して十分余裕があ

クに基づき式 (５),(６) で求めた納期違約金の大きさのグラフ
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図 4. 提案手法による計算結果

図 6. スケジュール・ネットワークの品質の数値化
遅延リスクに基づく納期違約金の大きさのグラフ (図 6-B) も
同様である。
本結果グラフが示す個々の作業の遅延リスク、及び遅延リス
クに基づき算出された納期違約金の生じやすさのラインアップ
は、実質的に当該プロジェクト・スケジュールの品質と見なせ
る。冒頭で述べた通り、個々の作業の遅延リスクはスケジュー
ル・ネットワークの構造に依存して決まるためである。以下、
得られた品質の数値について、遅延日数 0.5 か月付近 (図 6 中
の破線 P 付近) に着目し考察する。遅延リスクの作業ごとの
大きさは、降順に A,R,B,E,H,K,N,P,C,M,G,Q,S,F,J である。

図 5. 適用例 (JAPEX プロジェクト)

(図 6-B) も同様に、大小関係のレベルでは正しいと言える。

5.2

ケーススタディに基づく有用性の検証

次に、建設プロジェクト、電力設備の分解点検修理プロジェ
クトなど、現実的な 4 種類のプロジェクトのスケジュール・
ネットワークに本方法を適用し、その有用性を検証した。こ
こではその中の一つ、JAPEX 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 (以降“JAPEX”
と記す) のスケジュール・ネットワーク適用した結果のうち、
オリジナルの 23 次元版を 15 次元に簡略化したものの結果を
示す。
本例のスケジュール・ネットワークは 15 個の作業からな
り、10 本のパスを持つ (図 5-1)。赤線が最長作業パス (“ク
リティカルパス”と呼ぶ) であり、青線が準クリティカルパス
である。納期を 44 か月とし、先行研究で開発した方法で遅延
リスク耐性を表す正凸多面体の領域を求め (図 5-2))、作業ご
と、遅延日数ごとの遅延リスクを求め、グラフ化すると図 6-A
のようになった。各グラフは各作業に対応付けられ、グラフ
の見方は先の例と同様である。本例の場合、グラフの正しさ
は先の例のような各作業の乗るパスの長さや数の大小比較と
いったシステマティックな手順のみで判断できる部分は限定
的であるが、原理的に可能な範囲で全て確認したところ、その
範囲においては正しいグラフが得られていることがわかった。

特に、遅延日数 0.5 か月における納期違約金の生じやすさの
数値を表 1 に示す。ここで、違約金が実際に発生するための
満額は 20 万と設定しているのに対し、表 1 が示す遅延リスク
最大の作業 A の値は 48,574 円である。したがって、本プロ
ジェクトの初期スケジュールにおける遅延リスクはさほど大
きくないことがわかる。しかし、プロジェクト実行が進み個々
の作業の遅延が発生するにつれ、表 1 の値は全体的に大きく
なっていくはずである。このようなプロジェクトの遅延リス
クが段々高まっていく様子は、本手法を用いると、随時定量
的に確認できる。また、表 1 の納期違約金の生じやすさの最
大は 48,574 円 (作業 A) であるのに対し、最小は 5,000 円 (作
業 J) である。このように、同じ遅延日数でありながら遅延リ
スクの大きい小さいには作業間に大きな開きがあることがわ
かるが、本方法を用いるとこのようなリスクのばらつきを定
量的に確認できる。以上のような遅延リスクの時間変化や作
業間でのばらつきは、従来は定量的に把握できなかった。こ
のため、この種のリスク管理が管理者の直観に任されていた
というのは冒頭で述べた通りであり、本手法ではそれができ
ることが本ケーススタディの結果を通して示された。よって、
本手法の有用性が示唆された.

6.

まとめ
予期せぬ遅延が不規則に発生する近年の大規模・複雑化さ

れたプロジェクトの進捗管理で求められている遅延リスクの

プロジェクト・スケジュールの品質特性の数値化に関する研究
問題に対処するための一手法を考案した。また、プロジェク
ト管理の重要ファクタである時間、コストとの整合性を考慮
し、遅延リスクをコストに換算する方法を示した。更に、ケー
ススタディを通し、本方法の妥当性と有用性を示した。
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感染症拡大リスクの地理的分布の評価に関する研究
—新型コロナウィルス感染症の感染データの利用—
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Study on Eavalulation of the Geographical Distribution of
Infectious Disease Spreading Risk
—Usage of Infection Data of Covid-19—
Kentaro KOIDA, Yuya KOZAKAI, Kayoko TAKATSUKA,
Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA
Abstract
As epidemic prevention management for new coronavirus infection (COVID-19) infection, it is necessary
to indicate the area where the infection is currently susceptible. However, it is diﬃcult to quantitatively show
the geographical distribution of potential infection risk and infectious disease spread risk. There is a foot-andmouth disease infection simulation model“Keeling model”as a method that enables macro risk analysis of the
spatial transmission process. The Keeling model models the probability of foot-and-mouth disease infection on
each farm during the period of infection, and its population parameter λ is highly versatile in quantifying the
susceptibility of each farm based on the infection status of surrounding farms. It is an expression. Therefore,
in this study, we devised a method to index the susceptibility to human infectious diseases for each unit region,
referring to the concept of indexing by the population parameter λ of the Keeling model. He also applied
the proposed method to COVID-19 infection data and demonstrated its validity. The method of calculating
the potential infection risk index newly proposed in this indexing is a value calculated only from the location
and human factors of the unit area without using any individual infection data. Therefore, similar utilization
eﬀects are expected in the future outbreak of new infectious diseases. In addition, methods based on infection
data developed to improve the accuracy of the potential infection risk index can also be fully applied. There
is expected.

Keywords: Keeling model, COVID-19, Potential infection risk index, SIR model
a)b)c)d)e)f)

はじめに

1.

新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) の防疫管理では、

1) 迅速な感染拡大抑止、2) 経済活動の担保、3) 意思決定プロ
セスの明確化が重要であり、これら相反する課題のバランス
を考慮する必要がある。1) に関しては、SIR モデルとして知
られている Kermack and McKendrick モデルに基づくモデ
ルベースの分析から「接触機会の 8 割減」や経験則から「3 密
回避」といった施策が早くから打ち出され、一定の効果が発揮
された.3) の観点では、医療現場の逼迫度を表す各種指数 (以
降“逼迫度”と総称する) に基づく意思決定が有用とわかった。
一方、2) のために実施されている GOTO トラベルキャンペー
工学専攻機械・情報系コース大学院生
情報システム工学科学部生
c)
教育研究支援技術センター技術専門職員
d)
情報システム工学科教授
e)
情報システム工学科助教
f)
情報システム工学科准教授
a)
b)

ンは、開始当初 1) とのバランスを考慮して「東京のみを除外
する」との意思決定がなされた。しかし、その頃、東京と同
程度の逼迫度を示す地域は他にも存在しこの判断は医療現場
の逼迫度だけでは説明のつかないものだった。これは、東京
に潜在的に備わる感染症流行が拡大するリスク (以降“潜在的
感染リスク”と記す) が、他地域より大きいゆえの感染症拡大
リスクが大きいことを想定しての判断と推察される。しかし、
潜在的感染リスクや感染症拡大リスクの地理的な分布を定量
的に示すことは困難であるため、
「東京除外」の明確な理由を
示すことはできなかった。以上より、潜在的感染リスクや感
染期間中の感染症拡大リスクの地理的な分布を明らかにする
手法の開発には、上記 3) の観点において、大きな意義がある
と考えられる。
ところで、一般に疫学のアプローチは、何の分布に着目す
るかにより大きく 3 つに分類される。具体的には、年齢・性別
などの人の属性による分布、感染者数の時間的分布、及び感染
者発生の地理的分布に分類される 1) 。特に感染者数の時間的
分布を予測するための手法研究は盛んであり、中でも SIR モ
デルに基づく解析的手法の研究報告は枚挙にいとまがない 2) 。
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これに対し、地理的な分布に着目した空間伝染過程は解析的

k3. また、Cij は農場 i が農場 j から感染させられる確率

にモデル化することが難しいため、エージェントシミュレー

(感染率) を表し、これは動物種の組み合わせで決まる

ションのための空間伝染モデルが近年提案されている 3) 。し

パラメータである。

かし「エージェント＝個人」としてモデル化するため、地理
的なリスク分布というマクロな視点でのリスク分析には適し

k4. hrij は農場間での空間伝染の確率を決定する伝達関数
の一つであり、関数の値は農場間距離と負の相関関係

ていない。一方、空間伝染過程のマクロなリスク分析が可能
な手法として口蹄疫の感染シミュレーションモデル“Keeling
モデル”4) がある。Keeling モデルは感染期間中の各農場の口
蹄疫の感染確率をモデル化したものであるが、その母数 λ は
各農場の感染し易さを周辺農場の感染状況に基づき定量化す
る汎用性の高い式となっている。そこで本研究室の先行研究
では、各農場の“感染し易さ”は λ で指標化可能と考え、こ
れを“(ウィルスの) 飛散指数”として指数化し、本指数ベー
スの防疫管理システムを開発した 5) 。また、母数 λ の考え方
を応用し、各農場に元々備わっている感染し易さのリスクを
“潜在的感染リスク”として指数化し、衛生管理システムの枠
組みを考案した 6) 。なお、2010 年の口蹄疫の実データを使用
し、潜在的感染リスク指数の大きさと感染の有無との相関関
係を感染源からの近さ別に調べたところ、本指数は感染時の
感染し易さをそのまま表している可能性を示唆する結果が得
られた。なお、Keeling モデルの λ の汎用性より、上記指数化
の考え方は口蹄疫に留まらず人の感染症にも適用可能と考え
られる。

の組み合わせによりその数値は大きく異なる。
先行研究では上記 λi を農場 i の感染し易さの指数と見なす
提案をした。また、上記 k2 の λi を以下のように変更した λ′i
を農場 i の潜在的感染リスク指数と定義した。

k2′ . λ′i を成す Ni は着目農場 i の保有動物数、Nj は着目エ
リア全体の各農場 j の全動物数を表す。

この潜在的感染リスクの指数化では、動物数のより多い農
場がより近くに多く存在する農場ほどいざ感染が発生した際
には感染症を拡大させる潜在的なリスクが多く備わっている
ことを一般化・数値化している。
なお、上記以外にも、農場への人や車の往来や小動物の侵
入等、当該リスク指数に影響を及ぼす要素は多々あるが、い
ずれの事象も動物数や農場の密集度に比例して発生するとい
の影響力も含めて指数 λ′i で表されるという考えである。

そこで本研究では、Keeling モデルの母数 λ による指数化
の考え方を参考にし、人の感染症の感染し易さ（以降“感染症
拡大リスク”と同義とする）を単位領域ごとに指数化する手
法を考案することを目的とする。

3.

提案方法

3.1

データ

3.3

感染症拡大リスクの指数化の考え方

感染人の感染症拡大リスクの指数化には先行研究の口蹄疫
の感染し易さの指数 λ の考え方をそのまま適用できない。理
由としてはまず、感染の有無の考え方が人の感染症と家畜感
染病とでは異なるためである。口蹄疫のような感染力の強い
家畜伝染病の場合、1 頭でも感染が確認された農場では全頭殺
処分ということが法律で定められている。このため、家畜伝
染病の感染の有無の判断は農場単位で行われ、1 頭でも感染が
確認された農場では全頭感染動物と見なされる。また、オリ

国内の COVID-19 の感染者状況データ全般は各都道府県の
公式ホームページで公表され、各感染者の感染判明日、年代、
性別、居住地、管轄保健所等のデータが、国内初の感染データ

(2020 年 1 月 16 日) から現在まで全て閲覧可能である。本研
究ではそれらデータを利用した。

3.2

感染率 Cij は、1 匹の感染動物が平均何頭にうつすかを表
す実効再生産数を牛に関して正規化したものであり、動物種

うのが Keeling モデルでの考え方である。したがって、諸々

研究目的

2.

にある。

ジナルの Keeling モデルには実効再生産数に基づき定義され
る感染率の時間による不確定変動を扱う仕組みがないが、人
の感染症では感染率の時間変動を考慮する必要がある。特に
未知の感染症を扱う場合、感染率の時間変動の想定が必須で
あることは、COVID-19 の昨今の事例より明らかである。以
上より、人の感染症の感染症拡大リスク指数は、新規に定義

Keeling モデルと先行研究

する必要がある。

Keeling モデルは以下の通りである。

一方、潜在的感染リスクの指数化では、Keeling モデルの
“農場”を“単位領域”
（都道府県、保健所管轄領域など）へ置

Pinf,i (t) = 1 − exp(−λi (t))

(1)

き換えることにより、先行研究の λ′ の考え方をそのまま適用

λi (t) = Σj∈inf ections Cij Ni Nj h(rij )

(2)

できると考えられる。潜在的感染リスクの数値化においては、

h(rij ) = h0 (1 + r/r0 )α

(3)

付けの家畜と人との違いを考慮する必要がないためである。

k1. Pinf,i (t) は着目する感受性農場 i が感染初日を起点と
して t 日目に感染する確率を表す。

k2. Pinf,i (t) の母数 λ を成す Ni は着目農場 i の保有動物

感染の有無に感知しないため、先に述べた感染の有無の定義
と こ ろ で 、先 行 研 究 に お い て「 潜 在 的 感 染 リ ス ク
指数の大きさと感染動物累積総数との間には相関関係
が あ る 」と い う 知 見 が 得 ら れ て い る 。こ の 知 見 よ り 、
人の感染者累積総数と潜在的感染リスク指数との間に

数、Nj は当該時点で感染動物が 1 頭以上存在する各農

も相関関係のある可能性が考えられる (A)。ま

場 j の全動物数を表す。

の 知 見 の 中 で 着 目 し て い る感染動物累積総数（即ち、

た

、こ
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人の場合、感染者累積総数）の直近の数値こそが、各
時点での感染しやすさをダイレクトに表す数値 (B)と 考 え ら
れる。そこで、本研究では、人の感染症の感染症拡大リスク

$ 従来法での
計算結果

% 提案法での
計算結果

指数は、潜在的感染リスク指数との相関があると仮定したう
えで、これを直近の感染者累積総数に強くに相関するように
定義することとした。

3.4

感染症拡大リスク指数の定式化

以上を踏まえ、人の感染症拡大リスク指数（以降これを“λ”
と記す）の定式化のコンセプトを以下のように定義した。

単位領域 i、期間 t での感染症拡大リスクλi (t)

(4)

= 単位領域 i の潜在的感染リスク指数λ′i

(5)

+ 時間 t におけるリスク増分∆ri (t)

(6)

∆ei を使用する方が、感染症拡大リスク指数の精度が高くな

(7)

ることを実証的に示す。

+ 単位領域 i に起因するリスク或はモデル化誤差∆ei (t)

まず、本指数 (上記 (4)) は、(5)、(6)、(7) の和として構成
される。ここで、上記 (5) の潜在的感染リスク指数の数値化
の考え方は先に述べた通りである。即ち、3.2 章の (2) 式に関
し、k2 を k2’に置き換え、農場を単位領域に置き換えるとい
う考え方で数値化できる。
次に (4) の感染症拡大リスク指数 λi (t) の数値化に関
し て は 、3.3 章-(B) で 示 し た 考 え 方 (即 ち 、感 染 症 拡 大
リスク指数は、直近の感染者累積総数に完全に相関する
よ う に 定 義 す る と い う 考 え 方) に 従 う と し 、こ の た め の
一 手 法 を 考 案 し た 。即 ち 、各単位領域における λi (t) の大
小関係が直近の単位領域間での感染者累積総数の大小

図 1. 潜在的感染リスク指数の地理的分布

図 潜在的リスク指数の地理的分布の視覚化

4.1

従来法で算出される潜在的感染リスク指数の
妥当性を検証するための実験（結果と考察）

国内の COVID-19 の 2020 年 1 月 16 日から 12 月 31 日ま
での感染者状況データ (3.1 章) を利用し、感染者累積総数及
び感染者数と潜在的感染リスク指数との相関関係を各々調べ
た。具体的な手順として、まず、指数化する上での単位領域
を、今回は保健所管轄領域として設定した。そして、各単位
領域 i ごとの潜在的感染リスク指数 λ′i を求めた。参考のため

に、計算結果の地理的分布を視覚化したものを図 1-A に示す。
更に、この指数の降順に単位領域名を列挙した。これを順

関係と完全に順序相関するように (C) λi (t) の値を決定して

序関係 (1) とする。一方、感染発生時 (2020/1/16) から各月

いくということである。具体的に、個々の λi (t) を構成する

末 (3/31、4/30 、…、12/31) までの感染者累積総数を単位領

λi (t)′ ((5)) は一意に決まる数値であるため、上記下線 (C) で

域ごとに求め、その降順に単位領域名を列挙し、これを順序

示す順序相関を実現させるうえで必要な最小の数値を、(6) と

関係 (2) とする。そして、順序関係 (1) と (2) の間の順序相

(7) の和 (∆ri (t) ＋∆ei (t)) として適宜付け加えるという方法

関係数を、母集団の分布を仮定しない (つまり、データの順位

を考案した。ところで、リスク増分の和 ∆ri (t) ＋∆ei (t) に

しか分かっていない場合でも利用可能な) ノンパラメトリック

関しては、もしこれを ∆ri (t) と∆ei (t) に分割できるならば、

検定であるスピアマン順序相関係数を算出する手法 7) で求め

上記（7）で定める意味より、∆ei (t) は本来時間に依存しな

た。相関係数の計算結果のグラフを図 2-1 に示す。また、潜

い定数 (∆ei ) として扱われるべきものと考えられ、切り出さ

在的感染リスク指数と各月の感染者数との相関係数も同様の

れた ∆ei は当該領域 i に潜在的に備わるリスクの一部と見な

方法で求めた。計算結果のグラフを図 2-2 に示す。グラフの

すことが妥当となる。その場合、潜在的感染リスク指数は従

横軸は時間、縦軸は相関係数を表している。グラフが示す相

来の λ′i から λ′i ＋∆ei へ修正されるのだが、その内訳は、λ′i

関係数は、いずれのグラフにおいても、概ね 0.7 より大きな

は Keeling モデルの母数 λi に起因する潜在的感染リスクの

値を示している。スピアマン順序相関係数 r の見方として、

数値であるのに対し、∆ei は Keeling モデルで説明されない

0.2 < r ≦ 0.4 は“低い相関あり”、0.4 < r ≦ 0.7 は“相関あ

その他全ての潜在的感染リスクを網羅する数値となる。

り”, 0.7 < r < 1 は“高い相関あり”と評価されることから、

4.

本結果から次のことが言える。

検証実験
以上の感染症拡大リスク指数の定式化では、人の感染者累

積総数と潜在的感染リスク指数との間に相関関係のある可能
性を仮定していることは 3.3 章の下線 (A) で述べた通りであ
る。そこで、4.1 章では、この仮定の正しさを検証した結果を
示す。また、感染者数と潜在的感染リスク指数との間に相関
関係についても併せて示す。更に、4.2 章では、感染症拡大リ
スク指数の定式化の中で、従来の潜在的感染リスク指数 λ′i を

使用するよりも、新たに提案する潜在的感染リスク指数

λ′i ＋

• 先に仮定した通り、感染者累積総数と潜在的感染リス
ク指数との間には、概ね高い相関関係が示された。ま
た、感染が進むにつれ徐々に相関が高まっていくこと
も確認された。

• また、感染者数と潜在的感染リスク指数との間にも、概
ね高い相関関係が示された。このことから、感染症拡
大リスクの地理的分布を明らかにするうえで、従来の
潜在的感染リスク指数は利用可能と考えられる。
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図 2. 従来法での潜在的感染リスク指数との相関関係

図 従来法での潜在的感染リスク指数との相関関係

4.2

月
月
月
月
月
月
月
月

提案法で算出される潜在的感染リスク指数の
有用性を検証するための実験（結果と考察）

図 3. 提案法による潜在的感染リスク指数と月別感染者数との
図 提案法による潜在的感染リスク指数と月別感染者数との相関関係

新たに提案する潜在的感染リスク指数 λ′i ＋∆ei と月々の感

染者数と潜在的感染リスク指数との相関関係を調べた。ただ
し、今回は暫定的に、各単位領域 i の時間に依存しないリス
ク増分 ∆ei 、(∆ri (t) ＋∆ei (t)) は, 各月までの平均値として

定めた。そこで、M 月までの平均によるリスク増分 ∆ei を

∆eM
i と表記するようにする。参考のために、計算結果の地

理的分布を視覚化したものを図 1-B に示す。結果のグラフを

図 3 に示す。グラフの横軸と縦軸の意味は図 2 と同じである。
各グラフの見方は、例えば薄いブルーのグラフは、4 月末時
点で得られる潜在的感染リスク指数 λ′i ＋∆e4i と各月 (3 月～

12 月) の感染者数との順序相関を表している。また、5 月末時
点で得られる潜在的感染リスク指数 λ′i ＋∆e5i と各月の感染者

相関関係

ス 
ピ

ア
マ 
ン
の 
相

間
係 
数
（％）

数との順序相関を表し、以降同様に、潜在的感染リスク指数

∆eM
i (M =4,…,12)

と各月の感染者数との順序相関を表してい

る。また、図 3 の結果の中で最も精度の良いのは潜在的感染
リスク指数 λ′i ＋∆e12
i を使用した場合 (濃いピンクのグラフ)

提案法の潜在的感染リスク指数 λi’ ＋ ΔHL 
と感染者数との相関関係

従来の潜在的感染リスク指数λi’
と感染者数との相関関係

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

図 4. 潜在的感染リスク指数の従来法と提案法との精度の比較

図 潜在的感染リスク指数の従来法と提案法との精度の比較
数と感染者数との相関関係を表すグラフである。これ
に対し、ブルーのグラフは図 2 のブルーと同じであり、

であり、この結果と従来法の潜在的感染リスク指数 λ′i を使用

従来法で算出された潜在的感染リスク指数と感染者数

した結果との比較のグラフが図 4 である。図 3, 図 4 から次の

との相関関係のグラフである。明らかに提案手法で得

ことが言える。

られた潜在的感染リスク手法との相関が高いことがわ
かる。

• 図 3 のように、新たな手法で算出された潜在的感染リ
スク指数

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

λ′i ＋∆eM
i (M =4,…,12)

と月々の感染者数と

• ただし、5 月と 6 月の感染者数との相関は、従来法、提

の間には、概ね高い相関関係が示された。

案法、双方の結果において顕著に低くなっている。こ

• また、∆eM
i (M=4,…,12) の M の値が大きくなってい

のことは、2020 年 4 月 7 日より全国規模で相次いで出

このことは、感染期間が延び感染データが蓄積されて

られる。つまり、極端な防疫策の下では、潜在的な感

された緊急事態宣言による極端な防疫策の影響と考え

くにつれ、相関関係は高まっていくことが確認される。
いくにつれ、感染データから算出される

∆eM
i

染リスクの地理的分布のバランスが一時的に崩れる。5

の精度

月,6 月の相関関係の低下は、その結果の表れと考えら

が良くなっていくことを意味する。つまり、潜在的感
染リスク指数

λ′i ＋∆eM
i

の新たな計算方法及び今回の

∆eM
i の設定方法は妥当と言える。
• このことを顕著に表すのが図 4 である。濃いピンクの

グラフは今回算出された潜在的感染リスク指数 λ′i ＋

∆eM
i (M =4,…,12)

れる。

のなかで最も精度の良い 12 月まで

の感染データを使用して得られた潜在的感染リスク指

5.

まとめ
感染症拡大リスクを単位領域ごとに指数化する手法を考案

した。また、提案手法を COVID-19 の感染データに適用し、
その妥当性を示した。なお、今回の指数化で新たに提案した

感染症拡大リスクの地理的分布の評価に関する研究
潜在的感染リスク指数の算出方法だが、そのコアな部分は個
別の感染データを一切使わず単位領域の場所的人的要因のみ
から算出される値であることから、将来の新たな感染症発生
の際にも同様の利用効果が期待される。また、その潜在的感
染リスク指数の精度を向上させるために開発した感染データ
に基づく手法も、十分応用できることが期待される。
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On a Creation of a Barrier-free Map
Using Accelerometers on Smartphones
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Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
In recent years, services that provide barrier-free information within facilities for people with disabilities
are increasing. However, it is diﬃcult to know in detail the barrier-free information on the roads and sidewalks
leading up to that point. Wheelchair users may be in danger when climbing over bumps and curbs while
driving. Therefore, in this study, we measured the value of acceleration when overcoming three types of
obstacles (step, curb, or Braille block) while driving in a wheelchair, and conducted a basic study for automatic
identiﬁcation of obstacles. This makes it possible to identify the types of obstacles required for barrier-free road
map creation support from the data obtained from the acceleration sensor of the smartphone. In this research,
we have developed an application for detecting danger during running (walking) such as steps and curbs by the
acceleration sensor built into the smartphone for data measurement. In the evaluation experiment, we were
able to actually drive in a wheelchair, monitor the acceleration value, and detect the danger on the sidewalk
by setting an appropriate threshold value for obstacles. In addition, by displaying the found obstacles on the
electronic map of the smartphone, we realized a mockup function of the barrier-free road map.

Keywords: Road accessibility, Smartphpne, behavior sensing, Acceleration sensor
a)b)c)d)e)

はじめに

1.

肢体不自由者、視聴覚障がい者、高齢者など移動に何らか
の困難を抱える人にとって、バリアフリーに関する情報提供は
極めて重要である。例えば宮崎県では「みやざきアクセシビ
リティ情報マップ」を提供しており 1) 、県内の観光施設や飲
食店などのバリアフリー情報を調べることができる。図 1 は
青島神社に関する情報である。出入口が坂道であり、砂利敷
であるなどの情報が書かれている。
ただし施設のバリアフリー情報は充実してきているものの、
そこに至るまでの道路や歩道、通路の情報まで細かく知るこ
とは難しい。Google ストリートビューなどで調べることもで
きるが、実際に行ってみなければ感覚を掴みにくいという問
題がある。
車椅子で走行する場合、段差や縁石を乗り越える際や引っ
掛かる際に、大きな衝撃を体感する。こうした状況は利用者
を大変不快にさせ、危険である。筆者は脳性麻痺により自力
での歩行ができないため、車椅子生活を送っており、このよ
うな状況を経験している。
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科学部生
c)
情報システム工学科准教授
d)
情報システム工学科助教
e)
情報システム工学科教授
a)

図 1. みやざきアクセシビリティ情報マップの例
そこで本研究では、バリアフリー路上マップ作成支援に必
要な、障害物の種類（段差か縁石か点字ブロックか）の自動識
別を目指し、その基礎的な検討を行った。具体的には、障害
物の種類をスマホの加速度センサから得られるデータで判別
できるようにするため、実際に前述の 3 種の障害物を車椅子
で乗り越えた時の加速度の値の計測を行った。そのために必
要な計測用のソフトウェアをスマートフォン上に実装したが、
あわせて、最終的に目指しているバリアフリー路上マップの
モックアップ的な機能も追加実装している。すなわち、発見
された障害物を、その種類ごとに異なる色のピンでスマート
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図 4. 検知対象 (段差, 縁石, 点字ブロック)

図 2. 走行ルート

図 5. アプリケーションの概略図

提案手法

3.
3.1
図 3. 車椅子へのスマートフォンの固定
フォンの電子地図上に表示する機能である。

提案手法の概要

車椅子利用者や視覚障碍者などが安全に通行できるように、
路面の状況、具体的には段差、縁石、点字ブロックの 3 つの
位置を検出するが、検出者の加速度変化を計測することによ
り、検出者本人がそれを意識することなく行えるようにする

2.

関連研究
バリアフリー情報作成に関する研究は多数行われており、例

えば、ジオクラウドソーシングを活用したものがある 2) 。ジオ
クラウドソーシングとは、Web サイトを通じてバリアフリー
の状態を被験者に評価してもらう手法である 3) 。
最近では機械学習を適用して路面の状態を推定する研究が
ある。Iwasawa ら 4) は、車椅子に取り付けた iPod touch の

3 軸加速度の時系列データから、サポートベクターマシンやラ
ンダムフォレストを分類器とする機械学習を適用し、比較検
討を行っている。機械学習による推定には、被験者の負担を
減らせるという利点がある反面、誤った情報を得るリスクが
ある。

ことが目標である。すなわち、人間が日々、街の中を移動し
ているときに、段差等に遭遇すると、それを乗り越えるため
に通常の移動とは違った動作をとる。その動作の発現を、そ
の動作に伴って生じる加速度の変化によって検出することを
考える。そのような検出は、現在、多くの人が所有している
スマートフォン内蔵の加速度センサを用いて実現可能である
と考えられる。
ただし、段差、縁石、点字ブロックのそれぞれに対し、ど
のような加速度変化があるのかが対応づけられている必要が
あるので、それを確認するための実験を、検知アプリを実装
した上で行う。

3.2

開発したアプリケーションと開発環境

スマートフォン内蔵の加速度センサによる、段差や縁石など

本論文では機械学習を利用しない方法を提案する。利用し

の走行 (歩行) 中の危険検知のためのアプリケーションを開発

ない場合においても、作成範囲が広くなればなるほど多くの

した。アプリケーションの概略図を図 5 に示す。Google マッ

マンパワーを必要とするというデメリットがあるが、範囲の

プによる現在地の追尾・マッピング機能、加速度値のモニタ

広さと実装の単純性を考慮した上で、今回の提案に至った。

リング、ユーザへの通知、データベースによるデータ管理の 4
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図 6. 障害物検知・登録のプロセス 1
かについて検証を行う。

4.2

実験方法

車椅子で実際に走行しながら加速度値のモニタリングを行っ
た。ここでモニタリングするのは重力の影響を取り除いた値
である。重力を含む値では、端末にかかる純粋な加速度を観
測できなくなるためである。場所は宮崎大学木花キャンパス
敷地内およびその周辺道路 (図 2) 約 1.4 km である。青線は走
行した軌跡を、緑のアイコンは現在地を表す。図 3 のように、
車椅子にスマートフォンを固定して行った (ピンクの四角形で
囲んでいる部分)。図 4 は検知対象のイメージとして、実験中
に撮影したものである。
検知は作成したアプリを使用し、次のようなプロセスで行
図 7. 障害物検知・登録のプロセス 2
つの機能を備える。
開発環境は以下の通りである。
ソフトウェア：Android Studio 4.1.1(Google 提供の Android
端末向け総合開発環境)
言語：Java
デバッグ端末：HUAWEI P20 lite(Android 9 搭載)
開発は文献 5) ,6) を参考に行った。

評価実験

4.
4.1

実験目的

センサを用いた検知にあたり、閾値を設定するための実験
を行う。検知対象は段差、縁石、点字ブロックの 3 つとする。

う (図 6, 図 7)。

0. (a) ソフトを起動し、(b) さらに現在地追尾機能を ON
にして、検知開始となる (スクリーンショット (1))。

1. 人間の検知者が障害物上を通過すると、加速度センサ
が加速度値の大きな変化を感知して、いずれかの軸に
おいて閾値以上の値が観測されたときに通知を発行す
る。これにより人間の検知者に障害の種類の入力を促
す。閾値は段差、縁石、点字ブロックそれぞれの走行
により観測した 3 軸ごとの最大加速度値の平均とする。
具体的な数値については 4.3 節で述べる (スクリーン
ショット (2))。

2. 人間の検知者が障害物の種類を画面上で選択すると、追
加情報の入力画面となり、それを入力する (スクリーン
ショット (3))。

提案手法によって検知やマッピングができることを確認し、閾

3. 初期画面に戻るので、ここで、続けて電子地図上の現

値に設定する加速度の実測値としてどの程度が適切であるの

在位置に、今回検知した障害物の種類の色のピンを立
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図 8. 加速度センサの値のグラフ
し、読み取った結果を表 1 に示す。
表 1 の 3 軸の最大加速度で平均をとり、x 軸が 12 m/s2 、y
軸が 5 m/s2 、z 軸が 14 m/s2 という結果を得た。x 軸と z 軸
で値が大きいが、y 軸では小さいことがわかる。これは段差な
どの通過時に、上下左右方向には大きく揺れるが、前後方向
にはあまり揺れないためであると考えられる。揺れを感じに
くい舗装された場所を走った場合には、観測値はより小さく
なると予想される。
前述した 3 軸ごとの最大加速度値の平均を閾値としてマッ
ピングした結果を図 9 に示す。対象は段差 (赤)、縁石 (橙)、
点字ブロック (黄)、勾配 (青) の計 4 つである。なお、勾配の
検知とそれに伴う通知はできないため、手動でデータベース
図 9. マッピング結果

への登録画面を表示し情報を入力した上でマッピングを行っ
ている。

表 1. 要素と軸ごとの最大加速度
要素
段差

縁石

点字ブロック

軸

観測値

x

12

y

6

れるデータにそれぞれ異なった特徴の出現が考えられる。条

z

17

件を変えながら多くのデータを集めることで、検出精度を高

x

13

y

4

めていく必要がある。

z

12

x

11

y

5

z

13

てる。まず、障害物種のボタンをタップしてから (スク
リーンショット (1’)) 地図上の現在位置 (アイコンの位
置) をタップする (スクリーンショット (4))。

4. 次の障害物が見つかるまで、ソフトウェアは加速度の
監視を続ける。
なお、上記の 2 と 3 の作業は、障害物種ごとの加速度変異の
取得実験とは直接関係しない、将来のシステムのモックアッ
プとしての機能の動作テストである。

4.3

次に精度について考察する。歩道が舗装されているか、車
椅子の種類や被験者の車椅子の漕ぎ方の違いなどから、得ら

実験結果と考察

縁石、段差、点字ブロックを走行した際の加速度センサの
値をグラフにしたものを図 8 に、3 軸のグラフの最大値に着目

5.

まとめ
本論文では、スマートフォン内蔵の加速度センサを用いて、

バリアフリー情報を提供する手法を提案した。車椅子で走行
中の加速度値をモニタリングし、適切な閾値設定により歩道
上の危険を検知できることを確認した。
今後の課題として、勾配の検出がある。勾配もまた、物理
的バリアフリーを考える上で重要な要素の一つである。段差
や縁石の場合には走行時に感じる振動から、提案手法により
検出を試みることができる。しかし、勾配検出には端末の傾
きや高低差のデータも必要となる。本研究で使用できるデー
タは加速度値だけであるため、勾配を検出することはできな
い。したがって、それらのデータもモニタリングできるよう
にすることが課題である。

スマートフォンの加速度センサを用いたバリアフリー情報の作成
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Data Expansion Using GAN
to Improve Malware Classiﬁcation by CNN
Kaisei KAWABATA, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
In recent years, the spread of malware has become a threat to computer security. The existence of
malware variants is a factor that has a signiﬁcant impact on the increase in the number of malware discoveries.
Research has been conducted to automatically and eﬃciently classify these variants of malware. With the
development of deep learning, it is now used to classify subspecies of malware. A typical research is to convert
malware into grayscale images and classify them using CNN (Convolutional neural network). In deep learning,
a large amount of training data is used. However, when a new type of malware appears, it is diﬃcult to collect
a large amount of samples. In this research, we investigated whether it is possible to solve the problem of
insuﬃcient samples by generating training data for deep learning using GAN (Generative Adversarial Network)
and extending the data. We conducted an experiment to see if the classiﬁcation accuracy could be improved by
expanding the data for training using GAN. We used datasets that consisted of 25 diﬀerent malware families.
It was conﬁrmed that the classiﬁcation accuracy was improved compared to that before the data expansion.
From the results, it was found that the data expansion for malware classiﬁcation using GAN was eﬀective.

Keywords: Deep learning, Malware, Generative adversarial network, Data expansion
a)b)c)d)

はじめに

1.

マルウェアとは、不正かつ有害な動作を行う意図で作成され
た悪意のあるソフトウェアやコードの総称であり、コンピュー
タセキュリティにおける大きな脅威となっている。大手セキュ
リティベンダである McAfee から報告された 2019 年第 1 四
半期のレポートでは、多数の新しいマルウェアのサンプルが
発見された 1) 。マルウェアの発見数の増加に大きな影響を与
えている要因として亜種の存在がある. 亜種のマルウェアは
ツールを用いることで容易に作成できるため既存のマルウェ
アとはバイナリデータの異なるマルウェアが大量に作成され
る。亜種のマルウェアが増加する中で専門的な解析を用いず
に、効率よく自動的に分類を行うことで対象のマルウェアに
応じた対応を迅速に行うことができる。
マルウェアの脅威を防ぐ対策として行われるマルウェア解
析は静的解析手法と動的解析手法に大別される。静的解析手
法はマルウェアをリバースエンジニアリング等の技術によっ
て解析を行う手法である。マルウェアのバイナリコードを解
析することで解析対象のマルウェアがどのような機能をもっ
ているか詳細に把握することができる。しかし、静的解析手
法を行うには高度な専門知識が必要であり、複雑なマルウェ
アである場合、時間的コストが必要となる。一方、動的解析
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科准教授
c)
情報システム工学科助教
d)
情報システム工学科教授
a)

手法はマルウェアを実際に動作させ、その挙動を監視するこ
とで解析結果を取得する解析手法である。難読化されたマル
ウェアでも解析できるため静的解析手法と比較し解析に要す
るコストが低いが、サンドボックスなどの特殊な環境が必要
となる。
そこで、静的解析手法や動的解析手法を使用せず深層学習
を用いてマルウェアの亜種の分類を自動的に行う手法が存在
する。深層学習の発達に伴い畳み込みニューラルネットワー
ク（CNN：Convolutional neural network）等を用いた画像
分類が急速に発展を遂げている。マルウェアのバイナリデー
タをグレースケールの画像に変換し、CNN に適用することで
既知のどのマルウェアの亜種であるか分類を行う。これによ
りマルウェアの分類を多クラスの画像分類問題に置き換える
ことができ、マルウェアに関する専門的な高度な知識を必要
とせず分類できる。深層学習による画像分類では一般的にラ
ベル付けされた大量の学習用のデータが必要である。しかし、
新しいタイプのマルウェアが出現した場合など、サンプルを
集めラベル付けを行い学習用のデータを大量に用意するのは
非常に困難である。
サンプルを大量に用意できない場合、従来の方法ではオリ
ジナルのデータに対して図 1 のような拡大、回転、クロップな
どの幾何変換を施すことによってデータ拡張を行い、サンプル
が少ない問題を解決をしていた 2) 。しかし、マルウェアをグ
レースケールに変換した画像は一般的な画像と異なっており従
来の方法でのデータ拡張は不向きである。そのため深層学習を
用いた画像の生成方法を用いてデータ拡張を行う。具体的に
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関連技術

3.
3.1

畳み込みニューラルネットワーク

文献 3) はマルウェアをグレースケールの画像に変換し、既
知のマルウェアの画像から特徴ベクトルを抽出する。抽出した
特徴ベクトルを機械学習の手法である k 近傍法の分類器に学
習させマルウェアを各ファミリに分類した。本研究では、文献
図 1. 幾何変換によるデータ拡張（2) より引用）
表 1. マルウェアのファイルサイズと画像の幅の対応
ファイルサイズ 画像の幅

<10KB

32

10KB ～ 30KB

64

30KB ～ 60KB

128

60KB ～ 100KB

256

100KB ～ 200KB

384

200KB ～ 500KB

512

500KB ～ 1000KB

768

1000KB≤

1024

は、敵対的生成ネットワーク（GAN：Generative Adversarial

Network）を用いてオリジナルのマルウェア画像を基に擬似的
なマルウェア画像を生成しデータ拡張を行う。

3) の手法でマルウェアをグレースケールの画像に変換し CNN

を用いてマルウェアファミリの分類を行う。
近年、深層学習は物体認識や自然言語処理、音声認識など
の幅広い分野で使用されている。深層学習の手法は数多く提
案されており、画像認識の分野においても様々なアプローチ
が検討されてきたが、現在最も成功を収めているのが CNN で
ある。CNN は、多層のニューラルネットワークからなり、一
般的なニューラルネットワークに用いられる全結合層に加え、
画像の局所的な特徴抽出を担う畳み込み層と、局所ごとに特
徴をまとめ小さな位置変化に対して頑健性を高めるプーリン
グ層が含まれていることが特徴である。
畳み込み層は入力データに対し、フィルターを適用し畳み
込み演算を行う。畳み込み演算を行うことで局所的な入力パッ
チから特徴量を抽出し、表現のモジュール化とデータの効率
化を可能にする。

3.2
2.

関連研究

3.2.1

敵対的生成ネットワーク

GAN

新しいタイプのマルウェアが出現した場合など、深層学習

マルウェアのバイナリデータをグレースケールの画像に変

手法に必要なラベル付きの学習用データを大量に用意するこ

換し自動的に分類する手法は、Nataraj らによって提案されて

とが困難である。そのため、深層学習手法に必要である学習

いる 3) 。マルウェアの画像化を行い分類する具体的な手順は

用データを大量に生成するため本研究では GAN を用いて画

以下の通りである。

像の生成を行う。
近年、学習データと類似のデータを生成する確率的な深層生

1. マルウェアのバイナリデータを 1 バイトずつ読み込み、
0～255 の整数列へと変換する。
2. マルウェアのファイルサイズに基づいて、表 1 のよう
に幅を決め、整数列をグレースケール（0:黒、255:白）
の画像に変換する。

3. 得られた画像を 64 × 64 の解像度に伸縮する。
4. 伸縮させたグレースケールの画像から、GIST と呼ば
れる画像のテクスチャ特徴を計算するための手法を用
いて 320 次元の特徴量を抽出し、特徴ベクトルとする。
以上の手順により、既知のマルウェアから特徴ベクトルを抽

成モデルとして、敵対的生成ネットワーク（GAN：Generative

Adversarial Network）5) や変分自己符号化器（VAE：Variational Autoencoder）6) が盛んに研究されている。GAN は、
2014 年に Ian J. Goodfellow らによって提案された教師なし
の生成モデルである。

GAN の目的は、真のデータの分布を Pr (x)、生成データの
分布を Pg (x) としたとき、Pr (x) と一致するような Pg (x) を
得ることである。これを実現するために生成器（Generator）
と識別器（Discriminator）の２つのネットワークを用いる。
生成器 G は乱数 z ～Pz (x) からデータ空間 x = G(z) への写
像を行う。識別器 D はデータ x が Pr (x) からサンプリング
されたものであれば確率 p = D(x) ∈ [0, 1] を付与し、Pg (x)

からサンプリングされたものであれば確率 1 − p を付与する。

D と G は以下の Min-Max の目的関数で最適化が行われる。

出し、その特徴ベクトルを k 近傍法（k=3）の分類器に学習さ
せ新たなマルウェアを分類する。25 種類のマルウェアファミ
リーを持つ 9,458 サンプルのマルウェアのデータセットを用い
て実験を行い 98 ％の分類精度を実現したと報告されている。

Nataraj らは、4) において、既存手法より高い精度で分類

min max V (D, G) = Ex∼pdata (x) [log D(x)]
G

D

(1)

+Ez∼pz (z) [log 1 − D(G(z))]
上式では、G は目的関数の最小化を行うことで、D が真の

することができたと報告している。特に、難読化されている、

データと見分けのつかない、つまり D を「騙せる」ようなデー

パックされたマルウェアに対しても、画像化を行い分類する

タを生成できるようにする。一方、D は目的関数の最大化を

手法は有効であったと述べている。

行うことで、真のデータと生成データの識別境界を見つけ、G
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に「騙されない」ようにする。このように、G と D が敵対的
な関係を持ち、競争しながら最適化される点が GAN の特徴
である。

VAE と異なり Pg (x) は最適な条件下では Pr (x) に漸近す
ることが示されており、緻密なデータ生成が可能である。短
所として、Min-Max 最適化を行うため、学習が安定しない点
が挙げられる。

3.2.2

[1] オリジナル

[2] 水平反転

[3]DCGAN

[1] オリジナル

[2] 水平反転

[3]DCGAN

図 2. マルウェアファミリ C2LOP.gen!g の画像

DCGAN

上記で述べた GAN の問題点である学習が安定しない点を解
決したのが深層畳み込み GAN（DCGAN：Deep Convolutional

GAN）7) である。DCGAN では GAN を安定的に学習するた
めネットワークの設計を改良している。要点は以下の 4 つに
まとめられる。

1. プーリング層を、D ではすべて畳み込み層に、G では

図 3. マルウェアファミリ Fakerean の画像

逆畳み込み層に置き換える。

2. G では活性化関数として出力層以外は Rectiﬁed Linear
Unit（ReLU）を用い、出力層には Tanh を用いる。
3. D では活性化関数に Leaky ReLU を用いる。
4. Batch Normalization を用いる。
DCGAN による学習の安定化は、精密な画像生成を可能に
するのに加え、表現力の高い潜在空間の学習も可能にする。本
研究では、この DCGAN を用いてマルウェア画像の生成を
行う。

提案手法

4.

本研究は、GAN よりも学習が安定し、精密な画像を生成す
ることが可能な DCGAN を用いてマルウェア画像を生成し、

CNN でマルウェアの亜種を分類するのに必要な学習データの
データ拡張を行う手法を提案する。深層学習手法でマルウェ
アの亜種を分類するにあたって、データセットとして大量の
学習データが必要である。しかし、新しく出現したマルウェ
アなど、分類対象によっては十分な数のサンプルを集めるこ
とが困難な場合がある。そこで、GAN を用いて学習データを
自動的に生成することでマルウェア画像のデータ拡張を行う。

図 4. 生成画像の評価の流れ

DCGAN を用いた画像生成

4.1.2

ネットワークの構造は生成器が 4 層の逆畳み込み層と全結
合層、識別器が 4 層の畳み込み層と全結合層からなる。100 次
元の一様乱数を入力とし、64 × 64pixel の画像を出力として
得る。マルウェアファミリそれぞれのネットワークを作成し
学習させる。

2 つのマルウェアファミリのオリジナルの画像を水平反転
させた画像と DCGAN によって生成された画像を図 2、3 に

本章では、データ拡張に用いるマルウェア画像の生成方法に

示す。

ついて述べる。

4.2

4.1

データ拡張

4.1.1 幾何変換
従来の手法ではオリジナルの画像に拡大・縮小、ランダム
回転、ランダムズーム、反転、シフト、シアー変換などを行い
データの拡張を行っていた。しかし、マルウェアの画像は一
般的な画像とは異なるため、幾何変換の処理を施すとオリジ
ナルの画像とかけ離れた画像となってしまい分類精度の低下
が予想される。本研究では、分類精度に影響が一番出ないで
あろうと考えられる水平反転を用いてデータ拡張を行う。各

生成画像の評価

DCGAN で画像を生成した際に、学習に使用したデータ画
像からかけ離れた画像が生成されることが起きる。それらの
画像を用いて CNN で学習を行うと分類精度の低下を引き起
こす可能性がある。そこでデータセットで事前に学習済みの

CNN を用いて画像の選別を行う。CNN がラベルとクラスが
同じであると分類した画像のみを実験に使用する。生成画像
の評価の流れを図 4 に示す。

5.

分類精度の評価実験

クラスの画像に画像処理を行い、訓練データの枚数を 2 倍に

DCGAN によって生成したマルウェア画像を CNN の訓練

する。GAN で生成された画像に多様性を出すために訓練デー

データに加えることでデータ拡張を行えるか検証する。マル

タに、オリジナルの画像と水平反転の処理を施した画像を使

ウェア画像の生成には DCGAN を用い、データ拡張を行わな

用する。

い場合、幾何変換のみを用いてデータ拡張を行った場合とど
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表 2. Malimg Datasets の内訳
ファミリ名
タイプ

No
0

Adialer.C

Dialer

1

Agent.FYI

Backdoor

2

Allaple.A

Worm

表 3. 分類精度
手法

検体数

分類精度

CNN のみ

94.9 ％

116

水平反転によるデータ拡張

96.1 ％

2949

提案手法によるデータ拡張 (100 枚)

96.2 ％

122

3

Allaple.L

Worm

1591

提案手法によるデータ拡張 (200 枚)

96.2 ％

4

Alueron.gen!J

Trojan

198

提案手法によるデータ拡張 (300 枚)

96.4 ％

5

Autorun.K

Worm:AutoIT

106

提案手法によるデータ拡張 (400 枚)

96.5 ％

6

C2LOP.gen!g

Trojan

200

提案手法によるデータ拡張 (500 枚)

96.9 ％

7

C2LOP.P

Trojan

146

8

Dialplatform.B

Dialer

177

表 4. ファミリ別の分類精度
ファミリ名
データ拡張前 データ拡張後

9

Dontovo.A

Trojan Downloader

162

Allaple.A

95.0 ％

97.3 ％

10

Fakerean

Rogue

381

C2LOP.gen!g

95.0 ％

98.6 ％

11

Instantaccess

Dialer

431

C2LOP.P

88.3 ％

92.0 ％

12

Lolyda.AA1

PWS

213

Swizzor.gen!E

58.3 ％

66.6 ％

13

Lolyda.AA2

PWS

184

60.0 ％

67.3 ％

14

Lolyda.AA3

PWS

123

15

Lolyda.AT

PWS

159

16

Malex.gen!J

Trojan

136

17

Obfuscator.AD

Trojan Downloader

142

18

Rbot!gen

Backdoor

158

19

Skintrim.N

Trojan

80

20

Swizzor.gen!E

Trojan Downloader

128

21

Swizzor.gen!I

Trojan Downloader

132

22

VB.AT

Worm

408

23

Wintrim.BX

Trojan Downloader

97

24

Yuner.A

Worm

800

の程度分類精度に違いがあるかを比較する。

5.1

データセット

本研究ではマルウェアデータセットとして、Nataraj らによっ

Swizzor.gen!I

加えた。手法による分類精度の違いを表 3 に示す。
ベースラインとなる、Malimg dataset を学習させデータ
拡張を行っていない CNN の分類精度が 94.9 ％だったのに対
し、一番分類精度の高い提案手法を用いて各クラス 500 枚加え
たデータ拡張では 96.9 ％と 2 ％分類精度が向上した。幾何変
換だけを行いデータ拡張を行った CNN の分類精度が 96.1 ％
だったことから、マルウェア画像に対し、GAN を用いたデー
タ拡張は効果があることが確認できた。
分類が困難であったマルウェアファミリのファミリ別の分
類精度の比較を表 4 に示す。データ拡張を行うことで Swiz-

zor.gen!E、Swizzor.gen!I などの他のマルウェアファミリに比
べ分類精度が低いファミリの分類精度の改善が確認できた。

6.

まとめ

て作成された Malimg dataset3) を用いる。Malimg dataset

本研究では、GAN を用いてマルウェアの画像のデータ拡

は 25 種類のマルウェアファミリで構成され、9,339 検体のマ

張を行う手法を提案した。この提案により少数のデータセッ

ルウェア画像があり各クラスのサンプル数は異なる。表 2 に

トに対するマルウェアの分類精度が低くなる問題を解決する

Malimg dataset の内訳を示す。

ことができる。結果として、縮小した Malimg dataset に対し

5.2

実験手順と実験結果

今回は少数のデータセットに対する提案手法の効果の検証
を行う。本研究では、5 分割交差検証法によって分類精度を
算出した。各クラスからランダムに画像を 30 枚抽出しテスト
データとして用いる。テストデータを抽出した後、各クラス
から訓練データを抽出する。各クラスの残っている画像が 170
枚より少ない場合、残りすべてを訓練データとして使用する。
残っている画像が 170 枚を超える場合、170 枚をランダムに
抽出する。
訓練データに Malimg dataset を用いて、25 クラスそれぞ
れ DAGAN のネットワークを作成する。DCGAN で画像の
生成を行い、Malimg dataset で事前に学習済みの CNN を 3
つ用いて画像の評価を行う。CNN の訓練データに評価した画
像を加え学習させ、テストデータに対しての分類精度を算出
する。加える画像の枚数による分類精度の変化を検証するた
め各クラス 100 枚ずつ増やし、最大 500 枚まで訓練データに

て最大で 2 ％の分類精度の上昇が確かめられた。幾何変換だ
けでデータ拡張を行った場合よりも 0.8 ％の分類精度の上昇
が確かめられた。GAN を用いてデータ拡張を行うことで新し
く出現したマルウェアで、サンプルの収集が困難である場合
などにも対応することが可能となる。学習用データは正しく
ラベル付けされている必要があるが、大量の学習用データに
正しくラベル付けを行う作業はコストがかかる。GAN を用い
て生成されたデータはラベル付けを行う必要がないためコス
トを削減することが可能である。今後の課題としてマルウェ
アの検体がどの程度あれば GAN でデータ拡張に使用できる
クオリティのマルウェア画像を生成可能であるか調査を行う
必要がある。
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Medical Data Management System
Using Blockchain and Proxy Re-Encryption
Ryoma IKEDA, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA
Abstract
In Japan, our medical data is distributed and managed. Those data will not to be using when visiting
medical institution. Since it is important to know the patient’s past medical history in medical case, it
is necessary to be able to disclose those data at the medical institution where patient is consulted. So, we
propose a method that allows patients to autonomously manage medical data and share it with medical
institutions. By managing medical data by patients, it is possible to disclose various data such as healthcare
information acquired by the patient, history of medical practices received before, and medicines taken by
patients to medical institutions trusted by patients. It also has the advantage of encouraging patients to
participate in research. However, managing medical data using a general centralized network concentrates
costs on the administrator. In addition, it is diﬃcult to obtain patient consensus because all authority is
delegated to the administrator. Therefore, in this research, we used a blockchain that realized a decentralized
network. There are some precedents for medical data management using blockchain, and there are issues
regarding encryption and permission. In this study, encryption and permission were realized by using proxy
re-encryption with attack resistance. In the evaluation experiment, from the viewpoint of usability, the eﬀect
of proxy re-encryption used in this study on transactions was investigated by focusing on the execution time.
From the results, it was conﬁrmed that the cryptographic method used in this study does not have a fatal
eﬀect on transactions.

Keywords: Blockchain, Proxy re-encryption, Medical data management
a)b)c)d)

はじめに

1.

医療業界において昨今ではデータ管理が紙ベースのカルテ
から電子カルテに発展するなど、IT 化が進んでいる。またこ
れに伴い医療行為の標準化や業務の効率化、医療データの 2 次
利用が進んでいる。特に患者データの 2 次利用に関して、日本
ではかけはし研究班による WeAreHere1) や J-RARE2) 等希
少疾患の患者を対象とした患者主体の情報登録プラットフォー
ムが登場し、疾患にあたっての原因究明や新薬開発のような
研究活動に利用できる体制が整備されはじめている。こうし
た観点から患者データは患者が主体となって管理運用し、自
らの医療データから情報提供することでその対価を得る体制
を整えるべきである、とした動きも現れている 3) 。
日本において医療データに関する問題として個人データの
分散化が挙げられる。一生のうちに行う健康診断や受診記録
など個人データがあらゆる機関で分散し同一人物のデータの
収集が困難である。また複数の団体に所属する者であれば同
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科教授
c)
情報システム工学科助教
d)
情報システム工学科准教授
a)

一期間内に同じ内容の健康診断を複数回受ける場合もあり非
効率な状況も見受けられる。医師は罹患した患者のこれまで
の病歴や遺伝子情報などを考慮したうえで治療行為を行う必
要があるため、治療を行う前に調査が必要になる。また医療
行為の委託を他の医療機関に行うに当たって紹介状の作成や
これまでの医療履歴を作成して送付する必要がある。これら
操作は医師に対して負担がかかる。
医療データ管理に関する問題点から本研究では医療データ
を患者個人が自律的に管理し、分散している個人データを容
易に収集可能にすることを目的とする。ここで、自律的とは
自身で取得したヘルスケア情報や過去に受けた健康診断結果、
医療履歴といった情報を情報の所有者が自ら管理し、自身の
判断で主治医に提供したり紹介先の医療機関へ開示すること
ができることと定義する。医療データを個人で収集すること
ができれば紹介先の医療機関への情報開示により医師の委託
業務を軽減することができると考える。また希少疾患に関す
る研究でもデータの収集が容易になると考える。希少疾患の
実態を把握するためには、患者情報を集約する必要があり、希
少疾患に関した患者レジストリが構築されれば疾患及びその
疾患に罹患した患者の実態を明らかにでき、研究開発を促進
することができる 4) 。またこれは患者の研究参加を促すこと
にも期待できる。患者の医療研究への参加は、研究開発をす
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すめるうえでの新たな視点と価値を獲得でき、患者の不安・疑

スケーラビリティ、堅牢性、攻撃耐性を担保したシステムの

問点の解消や医療に対する理解など様々な恩恵がある 5) 。個

実装を行った。

人データが作成された時点で作成された医療機関で保存され
他の医療機関においてもアクセスが可能となる医療データ共
有プラットフォームについて考える。このとき分散化された
医療データは一か所に収集することができる。
本研究では、ブロックチェーン技術を利用した医療データ
管理システムのモデルを提案する。提案にあたって患者データ
は患者自身が自律的に管理を行うことを想定する。医療デー
タをオフチェーン上で管理し医療データに対するアクセス権
限をブロックチェーン技術を用いて管理する。アクセス権限
は文献 6) においてブロックチェーンのスマートコントラクト
上にプロキシ機能を実装しプロキシ再暗号を用いてデータの
暗号化とアクセスコントロールを同時に実現した手法を参考
に、プロキシ再暗号を用いた手法で制御する。ここで、電子
カルテ等を含む医療データは患者の個人情報や個人に関する
重要な情報を含んでいることから医療データ管理システムは
真正性、見読性、保存性に加え診療録等の個人情報を電気通
信回線で伝送する間の個人情報の保護が求められる 7) 。本研
究では結託攻撃と CCA(Chosen Ciphertext Attack) に耐性
をもつプロキシ再暗号を採用して実装を行った。
評価実験では実装したモデルのトランザクションに関して
実行時間を計測した。
以下に、本論文の構成を示す。2. 章でブロックチェーンを
用いた医療データ管理に関する研究を紹介する。3. 章では、本
研究において関連する要素技術について解説する。4. 章では、
本研究における提案モデルについて説明する。5. 章では、提
案システムに関する評価実験について説明し、その実用性に
ついて議論する。最後に 6. 章でまとめと今後の課題、展望に
ついて述べる。

関連研究

2.

2.1.2

Medical data management with privacy

Tian らの研究 9) ではユーザのリボケーションが生じた際
でも正当なユーザが再構築可能な共有鍵を確立するブロック
チェーンベースの医療データ管理を提案している。診療及び
治療プロセスといったデータを暗号化し共有鍵を用いてブロッ
クチェーンに保存する。共有鍵は SIFF(Sibling Intractable

Function Families)10) を用いて確立している。SIFF は文字
列の 2 つのセットが衝突する場合、ほかの衝突する文字列を
見つけることが計算上不可能である性質をもった暗号化の概
念である。SIFF を用て共有鍵を生成することでデータの可用
性とプライバシー要件を満たし、ブロックチェーンに医療デー
タを保存することで整合性を満たしている。評価実験では通
信コスト、処理時間のコストを計測し、そのシステムの効率
を示している。

2.1.3 analyzing the performance of blockcahinbased PHR
Roehrs らの研究 11) では散在している PHR(Personal
Health Record) や EHR(Electronic Health Record) の統合
する PHR モデルの実装を行っている。ブロックチェーン技術
と open EHR 相互運用性を用いて実装したプロトタイプに関
して、レコードの統一された一覧を評価することに加え、応答
時間、CPU 使用量、メモリ独有率、ディスク、ネットワーク
使用量のパフォーマンス要件について性能評価を行っている。

2.1.4 クラウドストレージに保存する手法

Duboviskaya らは患者の医療情報をクラウドストレージに

暗号化を施した上で保存し、そのメタデータとアクセスコン
トロールポリシーをプライベート型ブロックチェーンである

hyperledger を用いて記録するシステムを提案した 12) 。Duboviskaya らは複数の医療機関を含めた医療データの 1 次利用、研

本章では、関連研究について説明する。最初に、ブロック

究者や解析者を含めた医療データの 2 次利用、保険会社や薬局

チェーン技術を活用した医療データ管理手法の先行研究につ

といった非医療機関を含めた EHR(Electoric Health Record)

いて紹介する。最後に、紹介した文献と本研究との差異につ

的利用の 3 つのシナリオにおいてブロックチェーンを電子カ

いて述べる。

ルテに適応した際の真正性や透明性を検証した。また、放射

2.1

先行研究

2.1.1 遺伝アルゴリズムと離散ウェーブレットの
活用

Hussein らの研究 8) では、遺伝アルゴリズムと離散ウェー
ブレット変換を用いたブロックチェーンベースの電子カルテ
管理手法を提案している。Hussein らはブロックチェーンに記

線治療を行っているがん患者に対してノード数が 4 つの小規
模なブロックチェーンネットワークを構築し、患者の医療情
報のアップロードや変更、読み取りといったトランザクショ
ンがセキュリティやプライバシーを考慮したうえで機能する
ことを実験を通して確認した。

2.1.5 プロキシ再暗号の活用

文献 6) で萱原らは、プロキシ再暗号を用いて医療データの

録するログからユーザの履歴を改ざん不可能な形で実現でき、

共有範囲を決定できるユーザのアクセス権限を付与し、ブロッ

分散台帳に患者のデータが保存されることによって医者の患

クチェーン上に医療データに加え記録している。萱原らはプ

者に対する医療の説明責任を果たすことを可能にすると考え

ロキシ再暗号の機能をスマートコントラクト上で実装するこ

ブロックチェーンを使用している。離散ウェーブレット変換

とでプロキシサーバを別途用意する必要性をなくしていると

を用いてユーザ鍵を生成することでセキュアな鍵管理を実現

ともに、プロキシ再暗号には BBS 暗号 13) を採用し、暗号化

している。また遺伝アルゴリズムを用いて生成されたブロッ

及び復号における処理時間と実装した hyperledger 上での処

クに含まれるトランザクションの検証を行いブロックチェー

理時間の評価を行い実用性を示している。しかしより精密な

ン上での処理時間を既存の手法よりも高い性能で抑えている。

セキュリティ評価の必要性とスケーラビリティやユーザのリ

医療データをオフチェーンで管理していることもあり、より

ボケーションなどの課題を残している。
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2.2

本研究との差異

3.1.2 階層型 ID ベース暗号

関連研究としてブロックチェーンを活用した医療データの
管理を提案している文献を挙げた。本研究では実際の医療デー
タをブロックチェーン上には保存せず、医療機関のサーバなど
オフチェーンでの管理を行うことを想定している。スケーラ
ビリティの観点から大容量のデータの共有はブロックチェーン
に不向きであることからオフチェーン上で管理を行っている。
文献 6) 、9) はブロックチェーン上で医療データを共有してい
る為本研究とは異なる。文献 9) では暗号化したデータに対し
てその共有鍵を少数人のグループで共有するが、医療データが
増加すれば患者の管理する秘密鍵も増えることになる。本研
究では医療データの量によらず患者が管理する秘密鍵は 1 人
あたり 1 つである。またブロックチェーンの医療応用におい

ID ベース暗号 (IBE : Identity Based Encryption) システ

ム 16) 17) はユーザの email アドレスなど任意の文字列を公開
鍵として使用できる公開鍵暗号方式である。中央機関はユー
ザの鍵発行依頼に応じ、マスター秘密鍵を用いてユーザの ID
に対応した秘密鍵を発行する。
階層型 ID ベース暗号 (HIBE : Hierarchical IBE)18) 19)
は組織階層を反映した IBE の一般化である。階層木レベル k
の識別子は木構造における自分の子にあたる識別子に対応し
た秘密鍵を発行できる。この時、意図した異なる識別子向け
のメッセージは復号できない。最初に HIBE が提案されたの
はランダムオラクルモデルの双線形ディフィーヘルマン仮定
に基づいてセキュリティを担保した Gentry と Silverberg19)

て、様々な課題 3) が挙げられるが本研究ではアクセス権限、

のものである。また、その後 Boneh と Boyen はランダムオ

暗号化に着目して研究を行っている。文献 11) では収集し統
合することに着目しているため本質的に異なる。文献 8) では

的な（ID を選択可能な）HIBE を提案した 14) 。

ラクルのない双線形ディフィーヘルマン仮定に基づいた効率

患者データに対してのアクセス権限に関して、共有している
グループ内でのタスクを経て新たにユーザを共有グループに
入れる手法を用いている。本研究では患者のデータは患者の
決定により提供を行う事を想定しているため文献 8) とは異な
る。文献 12) では医療データを共通鍵暗号で暗号化し、暗号化
に使用した共通鍵を共有しているがリボケーションが生じた
際に鍵を再発行したうえで再度暗号化を行う必要があり非効
率である。また本研究では CCA-secure 及び結託攻撃耐性を
有したプロキシ再暗号の活用を行っておりよりセキュリティ
面で高い性能を有している点で文献 6) とは異なる。

本章では、本研究において関連する技術について概説する。
最初にプロキシ再暗号に関して説明し、その後ブロックチェー
ン技術について述べる。

3.1

研究で使用するプロキシ再暗号について述べる。

子）を ID とし、階層の深さ k における ID のベクトルの各要
素を Z∗p k に属する整数とすると、ID= (I1 、...、Ik ) ∈ Z∗p k と

Setup: 階層木の最大の深さを l としたときのシステムパ
ラメータを生成する。ランダムな生成元 g ∈ G2 を生成し、ラ

る。公開パラメータとマスター鍵をそれぞれ、

params = (g 、g1 、g2 、g3 、h1 、...、hl )、

msk = g2α 。

とする。

3.1.1 双線形写像
以下に、双線形写像と双線形群について簡単に説明する。

G1 と G2 、及び GT をそれぞれ素数位数 p の乗法群とする。

g1 を G1 の生成元、g2 を G2 の生成元とし、e を双線形写像
e : G1 × G2 → GT とする。このとき双線形写像 e は以下の
特性を持つ。

1. 双線形性 : すべての u ∈ G1 、v ∈ G2 及び a、b ∈ Zp
において、

e(u 、v ) = e(u、v)

G1 及び G2 を素数位数 p の双線形群とする。また e : G1 ×

G2 → GT を双線形写像とする。ここで、公開鍵（ユーザ識別

ダムなパラメータ g2 、g3 、h1 、...、hl ∈ G1 をそれぞれ生成す

最初に、暗号技術の要素技術について説明する。その後、本

b

第 4. 章で述べる。

ンダムな α ∈ Zp を選ぶ。ここで、g1 = g α としておく。ラン

暗号技術

a

は Dan Boneh らの階層の深さによらない暗号文サイズや復号
コストを発揮する HIBE を用いる 20) 。選定理由については

表せる。以下に HIBE システムの流れを記述する。

関連技術

3.

A HIBE System with Constant Size Ciphertext
本研究で使用する HIBE について簡単に説明する。本研究で

ab

を満たす。

2. 非退化 : e(g1 、g2 ) ̸= 1。
G1 と G2 から群作用を効率的に計算可能で、かつ GT の群

作用と双線形写像

e : G1 × G2 → GT がともに効率的に計算可能なものが存在

する場合、G1 及び G2 を共に双線形群とする。

KeyGen(from msk): params、msk、ID を入力とし、
識別子 ID = (I1 、...、Ik ) ∈ Z∗p k の秘密鍵 dID を生成する。た

だし、ID ベクトルの要素数は k < l。ランダムな値 r ∈ Zp を
選択し、

dID = (g2α・(hI11・...・hkk・g3 )r 、g r 、hrk+1 、...、hrl )
I

を出力する。

∈ G2+l−k 。

KeyGen(from parent): ID の要素数 k − 1 をインクリ

メントする。つまり階層木の深さ k − 1 をインクリメントす

る。このとき既に ID = (I1 、...、Ik−1 ) の秘密鍵 dID|k−1 は生

成されており、k < l である。新たに生成された ID = (I1 、...
、Ik−1 、Ik ) ∈ Z∗p k の秘密鍵 dID を生成する。
′

′

′

′

k−1
dID|k−1 = (g2α・(hI11・...・hk−1
・g3 )r 、g r 、hrk 、...、hrl )

I
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= (a0 、a1 、bk 、...、bl )。

としたとき、ランダムな t ∈ Zp を選択し、秘密鍵 dID|k−1 、

params、ID をインプットとして以下のように dID を生成する。
dID =

(a0・bkk・(hI11・...・hkk・g3 )t 、
I

I

a1・g t 、bk+1・htk+1 、...、bl・htl )。

Encrypt: params、ID、平文 M をインプットとして暗号
文 CT を出力する。ここで、M ∈ GT であり、ID = (I1 、...

、Ik ) ∈ Z∗p k とする。ランダムな s ∈ Zp を選び、以下を出力

する。

CT = (e(g1 、g2 )s・M 、g s 、(hI11・...・hkk・g3 )s )
I

∈ G T × G2 × G1 。
Decrypt: ID = (I1 、...、Ik ) ∈ Z∗p k で暗号化された暗号文

CT = (A、B 、C) を秘密鍵 dID = (a0 、a1 、bk 、...、bl ) を用い
て復号する。復号の式は以下の通りである。

A・e(a1 、C)/e(B 、a0 ) = M 。
ここで、A = e(g1 、g2 )s であり、

図 1. 公開鍵暗号とプロキシ再暗号の比較（6) より引用）

MUIBPRE
本研究で使用した MUIBPRE について記述する。本研
究では Jun Shao らの提案した MUIBPRE21) を用いる。

Jun Shao らは CPA(Chosen Plaintext Attack)-secure な
NaHIBE(Non-anonymous Hierarchical Identity-Based Encryption) を MUIBPRE へ拡張するスキームを提案した。そ
の際に CCA(Chosen Ciphertext Attack)-secure と耐結託耐
性を有することを証明した。MUIBPRE ではプロキシ再暗号
全体の中に NaHIBE、SIG(Signature)、SKE(Symmetric Key

Encryption) の 3 つを使用している。それぞれの暗号、署名
は以下の機能をもつ。

e(g r 、(hI11・...・hkk・g3 )s )
e(a1 、C)
=
I
e(B 、a0 )
e(g s 、g2α・(hI11・...・hkk・g3 )r )
I

NaHIBE
• KeyGen （公開パラメータ、マスター秘密鍵の

1
1
=
=
。
e(g 、g2 )sα
e(g1 、g2 )s

生成を行う。
）

• Extract （ユーザの秘密鍵を生成する。本研究で

であることから復号が可能となっている。

は Key Gen From Master が該当）

3.1.3 マルチホップ一方向 ID ベースプロキシ再

• Delegate （復号権の委譲。本研究では Key Gen

暗号

From Parent が該当）

本研究で使用したマルチホップ一方向 ID ベースプロキシ再

• Enc （暗号化）

暗号 (MUIBPRE : Multi-use Unidirectional Identity Based

• Dec （復号）

Proxy Re-Encryption)21) について記述する。
プロキシ再暗号

SIG
• G (鍵の発行。署名検証用鍵 svk と署名鍵 ssk を

プロキシ再暗号 (RRE : Proxy Re-Encryption) とは暗号

それぞれアウトプット)

文の変換によって復号を委譲する方法である。

• S （ssk を用いてメッセージの署名を行う）

具体例として、通常の公開鍵暗号方式を用いて Alice の公

• V (svk とシグネチャを用いて署名検証を行う)

開鍵で暗号化された暗号文を Bob の秘密鍵で復号できる暗号
文に変換する場合について述べる。まず、暗号文の変換を行う
にあたって一度暗号文を Alice の秘密鍵 skAlice で復号する必
要がある。この時にセキュリティの観点から skAlice を Bob、
或いは第 3 者に渡すのは好ましくない。よって暗号文の変換
は Alice が行う。ここで、サーバ（例えば mail Server）など
の中間者 (proxy) を介してデータを送る場合、暗号文の変換

SKE
• KeyGen （共通鍵の生成）
• Enc (暗号化)

• Dec （復号）

は proxy が行う必要がある。Alice は skAlice を proxy に渡

論文中では Waters0922) と呼ばれる Dual System Encryp-

す必要があるがこれは上述したように好ましくない。さらに

tion を用いてその例を示したが本研究では上述した HIBE sys-

proxy は 1 つのデータに対して復号と暗号化をそれぞれ行う

tem with Constant Size Ciphertext を使用する。

必要があり非効率である。
プロキシ再暗号は Alice の公開鍵で暗号化された暗号文を

Multi-use。

proxy が skAlice を必要とせず、且つ 1 度の処理で Bob の秘

Multi-use とは暗号化したデータを再暗号化できる回数のこと

密鍵で復号できる暗号文に変換することができる。公開鍵暗

である。Single-use では暗号化したデータを再暗号化すると

号とプロキシ再暗号の流れの比較は図 1 の通りである。

それ以降再暗号化できない。一方 Multi-use は再暗号化を何
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度でもできる。文献 21) で提案された暗号手法では再暗号化

生成する。

する度に暗号文のサイズが増加する。しかし本研究では 1 つ

NaHIBE.Delegate(dID 、ID) → dID、ID 、

のデータの再暗号化の回数は高々 2 回であるためこの問題は
無視できる。

dID、ID を dID、ID 、 dID、ID に 分 割 す る 。こ の と き 、
(1)

(2)

(1)
(2)
F(dID、ID 、dID、ID )

計算する。

unidirectional。

プロキシ再暗号には一方向性 (unidirectional) と双方向性

(bidirectional) が存在する。双方向性は Alice の暗号文を Bob
の暗号文に変換するときに使用する再暗号鍵を、Bob の暗号
文から Alice の暗号文に変換するときにも使用できる。一方
向性では Alice から Bob、Bob から Alice への暗号文の変換
にそれぞれ異なる鍵が必要となる暗号方式である。本研究で
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= dID 、F は関数である。また、以下を

NaHIBE.Enc(mpk、(ID′ 、ID′ 、svk)、sk) → A、
SKE.Enc(sk、dID、ID ) → B 、
(2)

SIG.S(ssk、(A、B)) → C

はアクセス権として再暗号鍵を管理し、要求などによってそ

(svk、ssk) は SIG におけるランダムな署名鍵のペアで、sk

の権限の内容が異なるため、一方向性のプロキシ再暗号を使

は SKE におけるランダムな共通鍵である。それぞれ使用直前

用した。

に作成しておく。なお、それ以降でこの鍵を新たに暗号化、署
名することには使用しない。(one-time)

CCA-secure。

CCA とは攻撃者が選択した暗号文を正規のユーザに復号させ、
元の暗号文と得られた平文から暗号鍵を推測し、同じ暗号鍵を
用いて作られた暗号文を解読しようとする攻撃である。文献
21) では意図しない攻撃者が復号オラクルにアクセスできても

決して平文を入手することはできないとしており、CCA-secure
を担保している。
耐結託攻撃

結託攻撃は、悪意のあるユーザとプロキシが結託することで
意図した秘密鍵の入手を行う攻撃である。文献 21) ではプロ
キシはユーザの秘密鍵を所有しないためこの攻撃への耐性を
示している。再暗号の再にユーザの秘密鍵を用いらず、秘密
鍵から新たに生成した鍵を Sub-privatekey としてその場限り
で使用することにより結託攻撃に耐性がある。
アルゴリズム

以下に MUIBPRE の流れを記述する。

Setup: システムパラメータ (NaHIBE、SIG、SKE) をセッ
トする。NaHIBE は CPA-secure を有した階層型 ID ベース
暗号である。SIG は偽造困難で署名鍵を one-time でしか使
用しない署名スキームである。SKE は CCA-secure な、鍵を

one-time でしか使用しない共通鍵暗号方式である。
KeyGen: セキュリティパラメータ 1λ をインプットとし
て、

NaHIBE.KeyGen(1λ ) → (mpk、msk)。

このとき、mpk は公開パラメータ、msk はマスター秘密鍵で
ある。

Extract: ID をインプットとして、その ID に対応した秘
密鍵を生成する。

NaHIBE.Extract(ID) → dID
ReKeyGen: 委譲元であるユーザの ID 及びその秘密鍵
dID 、委譲先のユーザの ID′ をインプットとして再暗号鍵を

rk(1) = dID、ID 、rk(2) = (A、B 、C 、svk)
(1)

として再暗号鍵を rk = (rk (1) 、rk (2) ) とする。

Enc: 平文 m と暗号化に用いる ID をインプットとして暗
号文を作成する。

NaHIBE.Enc(mpk、(ID、ID、svk)、sk) → A、
SKE.Enc(sk、m) → B 、
SIG.S(ssk、(A、B)) → C 。
(svk 、ssk) は SIG におけるランダムな署名鍵のペアであ
る。sk は SKE におけるランダムな共通鍵である。それぞれ

ReKeyGen で作成したものとは因果関係を持たず、使用直前
で作成される。なお、この鍵を新たに暗号化、署名に使用す
ることはない。ここで、暗号文は (A、B 、C 、svk) である。

ReEnc: ID により作成された暗号文 (A、B 、C 、svk)、再
暗号鍵 (rk (1) 、rk (2) ) をインプットとする。最初に、暗号文の
要素 A が ID ベクトル (ID 、ID 、svk) 下で暗号化されたもの
であるかを検証する。

SIG.V(svk 、(A、B)、C)。
検証に失敗した場合、⊥ を返す。次に再暗号の手順を示す。

手順は大きく 4 フェーズに分ける。


1. NaHIBE.Dec(F(rk(1) 、d)、A) → A

ここで、F はある関数、d はユーザの秘密鍵スペース

からランダムに選んだパラメータである。

2. NaHIBE.Enc(mpk、(ID′ 、ID′ 、svk ′ )、sk′ ) → A′
SKE.Enc(sk′ 、(A、d)) → B ′

ここで、(svk ′ 、ssk ′ ) は SIG におけるランダムな署名
鍵のペアである。また sk ′ は SKE におけるランダムな
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共通鍵である。それぞれ ReKeyGen や Enc で作成し

C 、svk) を 1st-level ciphertext (A1
ここで、暗号文 (A、B 、

た鍵とは因果関係を持たず、使用直前で作成する。な

、B 1 、
C 1 、svk 1 ) と考えることができる。一方、再暗号化され
 、B 、C 、svk 、A、B 、C 、svk 、A′ 、B ′ 、C ′ 、svk ′ ) は
た暗号文 (A

お、これらの鍵を新たに暗号化、署名に使用すること
はない。

 、B 、C 、svk 、rk(2) 、A′ 、B ′ )) → C ′
3. SIG.S(ssk′ 、(A

4. 再暗号化された暗号文をアウトプットする。再暗号化
された暗号文は以下に示す。

 、B 、C 、svk 、rk(2) 、A′ 、B ′ 、C ′ 、svk ′ )
(A

 、B 、C 、svk 、A、B 、C 、svk 、A′ 、B ′ 、C ′ 、svk ′ )
= (A

 の値が 1 つでなくとも、A
 の整合性チェックを行う
もし A

手法は存在しなければならない。整合性確認手法がなければ
再暗号化された暗号文の有効性の検証に CCA-secure な SKE
を使用できない。

Dec: 暗号文、秘密鍵をインプットとして平文をアウトプッ
トする。暗号文は 2 種類あるためそれぞれの手順を記述する。

• インプットされた暗号文が (A、B 、C 、svk) であった場

合。ただし、この時暗号文は ID によって暗号化され
たものであるため dID を用いて復号を行う。

– 最初に暗号文の検証を行う。暗号文の要素 A が
ID ベクトル (ID、ID、svk) 下で暗号化された
B)、
ものであるかを検証する。SIG.V(svk 、(A、
C)。検証に失敗した場合、⊥ を返す。

– NaHIBE.Dec(dID 、A) → sk。
– SKE.Dec(sk、B) → m。

 、B 、C 、svk 、A、B 、C 、svk 、A′ 、B ′ 、C ′ 、svk ′ ) の場
• (A

合。ただし、この時暗号文は ID ′ 宛に再暗号化された
ものであるため dID′ を用いて復号を行う。

– A′ が ID ベクトル (ID′ 、ID′ 、svk ′ ) 下で暗号化
されたものであるかを検証する。
 、B 、C 、A、B 、C 、svk 、rk(2) 、A′
SIG.V(svk′ 、(A
、B ′ )、C ′ )。検証に失敗した場合、⊥ を返す。

– A が ID ベクトル (ID′ 、ID′ 、svk) 下で暗号化
されたものであるかを検証する。

SIG.V(svk、(A、B)、C)。検証に失敗した場合、
⊥ を返す。

 、B 、C 、svk 、A 、B 、C 、svk
2nd-level ciphertext (A
1
1
1
1
2
2
2
2

、A′2 、B2′ 、C2′ 、svk2′ ) と考えることができる。

3.2

ブロックチェーン

次に、ブロックチェーン技術について記する。ブロックチ
ェーン技術はビットコインなど仮想通貨の基盤となる技術で
近年注目を集めている。また、ロジスティクス分野や医療分
野など様々な産業分野での応用が検討されており 23) 、今後も
その応用範囲は拡大していくと予想される。本稿では最初に
ブロックチェーンの概要について説明する。続いてブロック
チェーン技術の特徴や種類について説明し、本研究で使用し
たブロックチェーンプラットフォームについて紹介する。

3.2.1 ブロックチェーン技術の概要

ブロックチェーンは、2008 年に Satoshi Nakamoto の研究

24) で発表された仮想通貨であるビットコインの基盤となる技

術のことを指す。ブロックチェーン技術は中央機関を必要と
しない技術であり、分散台帳技術とも呼ばれている。通常の
分散型データベースシステムなどでは必ず信頼できる中央機
関が存在し企業間や個人間の取引の仲介を行い、取引の正当
性を担保していたが、ブロックチェーン技術では取引の正当
性を担保したまま中央機関を介さない取引を実現している。
ユーザ間で取引を行う事を想定する。まず送金側のユーザ
は送金量や宛先のアドレス、自身の署名などの情報を含んだト
ランザクションを発行する。発行されたトランザクションは
相互接続された次のノードに渡される。トランザクションを
受け取ったノードはそのトランザクションの検証を行う。検
証して問題がなかった場合、またその次のノードに送信され
検証が行われる。最終的にマイナーによりブロックとしてブ
ロックチェーンの一部となり送金処理が完了する。
ブロックチェーンは既存の複数の要素技術を組み合わせて
実現した技術である。以下にブロックチェーンを構成する要
素技術について記述する。

P2P(ピア・ツー・ピア) ネットワーク

P2P はインターネットに接続した PC やサーバなどが

相互にコミュニケーションをとるネットワークの形態
を指す。P2P は通常のクライアント-サーバ型のファ
イル取得方式とは異なり、ネットワークに参加する各
ノードがそれぞれファイルを保持する。そのため P2P

– NaHIBE.Dec(dID′ 、A ) → sk 、
′

′

NaHIBE.Dec(dID′ 、A) → sk。

– SKE.Dec(sk 、B ) → (A、d)、
′

′

SKE.Dec(sk、B) →

(2)
dID、ID 。

– SIG.V(svk 、(A、B)、C)。検証に失敗した場合、
⊥ を返す。

−1 (2)
˘ 。入手し
– NaHIBE.Dec(F (dID、ID 、A)) → A
˘ とA
 を結合して sk を得る。ここで、F −1
たA

は F の逆演算子である。

– SKE.Dec(sk、B) → m。

に参加しているすべてのノードは対等である。
コンセンサスアルゴリズム

ブロックチェーンでは、ブロックチェーン上のデータ
の完全性や合意形成のために、コンセンサスアルゴリ
ズムを用いている。具体的には、Proof of Work(PoW)
や Proof of Stake(PoS)、Practical Byzantine Fault

Tolerance などがある。ビットコインでは、コンセンサ
スアルゴリズムとして PoW が利用されている。PoW
では、あるブロックのハッシュ値が特定の条件を満たす

Nonce を計算することでブロックを生成するアルゴリ
ズムである。PoW により生成されたブロックはノード

ブロックチェーン技術とプロキシ再暗号を用いた医療データ管理システムに関する研究
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Decentralized
従来の集中型トランザクションシステムでは、各トラ
ンザクションを中央の信頼できる機関（中央銀行など）
を通して検証する必要があり、必然的に中央サーバの
コストやパフォーマンスのボトルネックが生じる。ブ
ロックチェーン技術では、データ共有やトランザクショ
ンの正当性検証のために、中央となる第三者機関が存
在しない。データ共有やトランザクションの検証はブ
ロックチェーンに参加する各ノードが行うため、その
図 2. スマートコントラクトの流れ（26) より引用）

計算コストやリソースを分散化することが可能である。

Persistency
トランザクションはマイナーによって迅速に検証が行
われ、無効なトランザクションは許可されない。ブロッ
クチェーン上のデータの完全性の維持やネットワーク
図 3. ブロックチェーンの台帳の構造イメージ
間のブロックの送受信によりビットコインネットワー
ク全体に伝搬され、独立にその有効性が検証される。ブ
ロックが有効な場合、ブロックチェーンの台帳として
保存される。
電子署名

例えば、ビットコインなどでは電子署名の技術を応用し
たマルチシグネチャーと呼ばれる、複数の署名を利用
した手法が利用されている 25) 。送金を行う際に秘密鍵

が複数に分割されており一定数の鍵を合わせる必要が
ある署名である。この場合、何らかの要因で秘密鍵が
保存された端末のうち 1 つから鍵が流出しても、ほか
の複数の鍵も同時に入手しなければ攻撃が成立しない。
スマートコントラクト

スマートコントラクトは一般にブロックチェーンネット
ワーク上で動作するプログラムを指す。ブロックチェー
ン上で行われる契約（コントラクト）の自動化を行う。
取引プロセスを自動化することで決済期間の短縮や不
正防止、仲介者を介さないことによるコスト削減に寄
与すると期待されている。また、スマートコントラク
ト自体はブロックチェーン上に保存されるため、後述
するような耐改ざん性も保証される。スマートコント
ラクトの流れは図 2 に示す。

ブロックチェーン技術は、それぞれの取引データを台帳と
してブロックに保存する。この時、ブロックにはヘッダ情報
として前のブロックのハッシュ値や Nonce、作成者などの情
報が含まれる。前のブロックのハッシュ値を記録することで

Genesis Block(ブロックチェーンネットワークにおける最初
のブロック) まで遡ることができる仕組みになっている。この
ようにチェーン (鎖) のようにブロックが繋がっているように
みえることからブロックチェーンと呼ばれるようになったと
考えられる。ブロックチェーンの台帳の構造イメージを図 3
に示す。

3.2.2 ブロックチェーン技術の特徴

ブロックチェーンの特徴として、以下の 4 つが挙げられる

27) 。

全体での合意形成のために、PoW や PoS などのコン
センサスアルゴリズムが利用される。これらのコンセ
ンサスアルゴリズムにより、ブロックチェーンに含ま
れるトランザクションを改ざんすることは困難である。
例えば、PoW ではブロックを生成するためには膨大な
計算資源が必要となる。仮にあるブロックに含まれる
トランザクションを改ざんしようとした場合、そのブ
ロックのハッシュ値も変更される。この時に改ざんし
たブロック以降のブロックも再度計算しなおす必要が
ある。ブロックを生成するためには膨大な計算資源が
必要となるため、ブロックチェーンの改ざんは困難で
ある。

Anonymity
ブロックチェーンネットワークにおいて、あるノード
は一つ以上のアドレスで表現される。例えば、ビット
コインネットワークでは、
「1NYXCdriKyqLjgSﬀmmC6xysxCMg3LVvpW」の
ような形式のアドレスを複数所有することが可能であ
る。これらのアドレスは一般に、個人に結びつかない。
そのため、ブロックチェーンネットワークでは、匿名
でトランザクションを発行することが可能である。

Auditability
ブロックチェーンネットワークでは、不正なブロックや
トランザクションを排除するため、ブロックチェーン
ネットワーク参加者である各ノードがブロックやトラ
ンザクションを検証する必要がある。そのためブロッ
クやトランザクションは「検証可能」および「追跡可
能」である。

3.2.3 ブロックチェーンの種類

本項では、ブロックチェーンの種類について述べる。ブロッ

クチェーンはその特性から、パブリック型、コンソーシアム
型、プライベート型の 3 種類に分けられる。ビットコインは、
パブリック型ブロックチェーンの初めての実装例であり、イ
ンターネット上の不特定多数が参加できるブロックチェーン
として普及してきた。一方コンソーシアム、プライベート型
ブロックチェーンは企業や組織間での特定の取引等を扱うた
めに用いられる。コンソーシアム、プライベート型ブロック

168

宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第 50 号
表 1. ユーザの操作可能範囲
ユーザ
閲覧 挿入
患者

可

不可

医療従事者

可

可

解析者

可

不可

図 4. ブロックチェーンの種類とその特徴（27) より引用）
チェーンは信頼できる企業、組織のみが参加することを前提
としているため、PoW とは異なる軽量なコンセンサス方式が
採用される。またマイニングにおけるインセンティブが不要
である利点もある。しかしパブリック型よりも分散化の利点
が小さくなる欠点も抱える。図 4 にブロックチェーンの種類
とそれぞれの特徴を示す。
図 4 から、それぞれの形態によって特徴の「度合い」が異
なることがわかる。最も特徴的であるのはブロックチェーン
参加者、つまり台帳を共有するノードを誰に想定するかであ
る。本研究では台帳を医療機関によって管理することを想定
している。よってコンソーシアム型ブロックチェーンを活用
することが適切であると考える。

3.2.4 ブロックチェーンプラットフォーム
ブロックチェーンプラットフォームには Bitcoin Core をは
じめとして、Ethereum29) や Hyperledger Fabric30) などが存
在する。他にも、Factom31) や GemHealth32) 、PokitDok33)
など様々なプラットフォームが存在する。Ethereum はスマー
トコントラクトを利用した分散型アプリケーション (Dapps:

Decentralized applications) を構築するためのプラットフォー
ムとして作成された。Ethereum ブロックチェーンを利用し
た分散型のサービスとしては、uPort34) が挙げられる。

Hyperledger Fabric は、Linux Foundation によって 2015
年に開始された Hyperledger プロジェクトの 1 つであるブロッ
クチェーン基盤の実装フレームワークである。Hyperledger は
オープンソースのブロックチェーンプラットフォームであり、
広範囲なビジネス用途のブロックチェーン基盤を提供するこ
とを目的としたプロジェクトである。本研究ではコンソーシ
アム型のブロックチェーンを想定しているため、Hyperledger

Fabric を使用する。

4.

提案手法
本項では、本研究における提案手法を説明する。1. 章で述

べたように、医療において発生する患者データは医療機関が
独自に保有し、これらデータは外部医療に活用することは難
しい。また研究などへの 2 次利用なども考慮すると医療デー
タの他機関との共有が行えるプラットフォームが必要となる。

する。本研究では文献 6) を参考にプロキシ再暗号を用いてそ
の両方を実現する。ここで、医療データは一般に個人情報で
ありプライバシー保護の観点からその管理は厳重に行わなけ
ればならない。よってプロキシ再暗号として使用する暗号技
術はより攻撃耐性を有している必要がある。本研究では文献
21) で提案した手法を用いて文献 20) で提案されている HIBE

を CCA-secure、耐結託性を有したプロキシ再暗号へ変換し
た暗号手法を実装した。また文献 20) は MUIBPRE が CCA-

secure であるための必要条件である CPA-seture であるため
採択した。

4.1

ブロックチェーン参加者

本研究において登場するブロックチェーン参加者について
記する。まず Hyperledger における Peer の役割は医療機関、
鍵生成局（信頼できる第三者機関）が行う。医療機関のサーバ
に患者の医療データを保存し、台帳としてその医療データに対
するアクセス権限を記録し共有する。このときアクセス権限
はプロキシ再暗号における再暗号鍵であるため鍵生成局が発
行をする。またこれら台帳を保有せずブロックチェーンを介
して医療データにアクセスするノードをユーザとする。ユー
ザは医療従事者や患者、解析者などの個人を想定する。しか
し医療行為や医療データに対する解析は複数人である場合が
多いため医療従事者や解析者はその限りではない。医療従事
者として、主に主治医やそれに属する看護師、技師などが存
在しそれとともに担当外の医師も存在する。現行システム 35)
ではある患者に対する、主治医が見ることのできる医療デー
タの範囲と看護師が見ることのできる範囲、担当外の医師が
見ることのできる医療データの範囲は物理的に等しい。よっ
て医療従事者のクラス分けは本研究では行わない。それぞれ
のユーザの医療データに対して行う操作を閲覧、挿入として
表 1 にその操作可能範囲を示す。

4.2

提案手法の概要

本節では提案手法の概要について説明する。提案手法の概
略図を図 5 に示す。ユーザは自身のアプリケーションを通し
てブロックチェーン上のアクセス権を用い医療データの取得
を行ったり、鍵生成局にアクセス権限の作成依頼を行う。(1)
ユーザが医師或いは解析者など他のユーザから医療データに

本研究では医療データ管理に際しそのアクセス権限をブロッ

関するアクセス権限の作成依頼を受けた場合、鍵生成局へそ

クチェーンで管理する手法を提案する。医療データ本体自体は

の request を送信する。鍵生成局はユーザからのアクセス権

文献 12) で使用したようにクラウド上（医療機関の専用サーバ

限作成依頼を取得するとその依頼の検証を行い（デジタル署

など）に保存する。先行研究では医療データをブロックチェー

名）、(2) 再暗号鍵の発行を行う。この再暗号鍵は医療機関か

ンの台帳として管理する手法を提案するものが多いが、医療

らなるブロックチェーンネットワークへストアし、(3) それぞ

データには X 線画像などのような大容量のデータも含まれる

れの医療機関ノードが検証を行って台帳に保存する。(4) 台帳

ため、スケーラビリティも考慮すると好ましくないためであ

に権限情報が保存されたらその鍵を用いてクラウドにある医

る。そこで必要とされる要件にアクセス権限や暗号化が存在

療データへアクセスし、中身を取得することができる。また、
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図 5. 提案手法の概略

図 7. 医療データ挿入権限作成手順

図 6. 医療データ閲覧権限作成手順
医療データ作成権限を作成した際にはその鍵を用いて特定の
ユーザのデータを作成し、クラウドに保存可能である。(5) 医
療データはすべてクラウド上で保管されスマートコントラク
トを介してのみアクセス可能である。本研究では、医療デー
タに対する操作を閲覧、挿入としているが、それぞれの権限
作成方法を示す。

4.2.1 医療データ閲覧権限作成
例えば患者の医療データに対して医療従事者や解析者が閲
覧をする際に作成される。このとき、患者のデータはクラウ
ド上に患者の ID で暗号化した状態で保存されている。これ
により患者は権限情報の作成などを行わずに自分の情報を閲
覧できる。患者の医療データ作成手順を図 6 に示す。まず医
療従事者あるいは解析者がデータの閲覧を行いたい患者に閲
覧権限の作成依頼を行う。①作成依頼をする場合は自身の ID
も依頼に添える。②権限作成依頼を受けた患者は鍵生成依頼
を自分の秘密鍵と一緒に鍵生成局へ送信する。このとき鍵生
成局は依頼の真正性を検証する。③検証に問題がなければ医
師或いは解析者の ID と患者の秘密鍵を用いて再暗号鍵の作成
を行う。このときこの再暗号鍵は患者データを医師データへ
と変換する鍵が作成される。④作成した再暗号鍵をブロック
チェーンネットワークに参加してあるノードに送信し、⑤台
帳として共有、管理する。本研究で使用するプロキシ再暗号
は unidirectional であるため、医師データを患者データへと
変換する際にこの鍵は使用できない。

4.2.2 医療データ挿入権限作成
医療データ挿入権限の作成は閲覧権限を作成した際の手順

図 8. 暗号化及び復号の手順
再暗号鍵の方向がある。挿入権限は医師データを患者データ
へ変換する再暗号鍵である。よって作成に必要になる秘密鍵
が患者ではなく医師のものとなる。医師の秘密鍵は鍵生成局
が登録し保持しておりユーザは自身の身元さえ証明できれば
③鍵生成局は医師の秘密鍵を用いて挿入権限の作成ができる。

4.2.3 医療データ暗号化及び復号
医療データの暗号化及び復号の手順を図 8 に示す。まず患
者の医療データが作成されると医師は自分の ID で暗号化す
る。その後暗号化されたデータを患者宛の暗号文へ変換する。
このとき権限（再暗号鍵）がなければ暗号文の変換は行われ
ず医療データ作成は失敗する。再暗号化されたデータは医療
機関のサーバなどクラウドで管理される。また医療データは
患者宛に変換されている為、患者 C が自身の医療データを取
得したいと考えればいつでも取得可能となっている。解析者
や医師が患者の医療データにアクセスしたい場合、ブロック
チェーンに保存されている権限を用いてクラウド上で管理さ
れている医療データを再暗号化する。このとき権限がなけれ
ば再暗号化は行われない。また、適切な再暗号鍵を用いて再暗
号が行われなければ自身の秘密鍵を使って医療データを復号
することはできない。再暗号化されることにより権限を持っ
た医師或いは解析者は患者のデータを取得することができる。
また、図 8 では患者の医療データは 1 度再暗号化されて管理
される。患者が自身の医療データを取得する際には再暗号化
は行われず、医師または解析者が患者の医療データを取得す
る際には更に再暗号化される。再暗号化されたデータの用途

とほぼ同じである。比較を容易にするため、図 7 に医療デー

は復号のみを想定している。このことから本研究では 1 つの

タ挿入権限作成の手順を示す。閲覧権作成と異なる点として

医療データの再暗号化回数は高々 2 回であることがわかる。
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表 2. トランザクション定義

トランザクション

実行者

機能

鍵生成局

再暗号鍵生成

AddEncTreatment

ユーザ（医療従事者）

医療データ挿入

DectyptTreatment

ユーザ

医療データ閲覧

AddReKey

図 9. トランザクション実行時間
ホスト OS

4.3

ゲスト OS

トランザクション

ゲスト OS メモリ
ゲスト OS プロセッサコア

本研究におけるブロックチェーンのトランザクションにつ

トランザクション

医療データに対して行う操作を挿入及び閲覧のみを想定して

AddReKey

いる。また再暗号鍵生成により生成される再暗号鍵をブロッ
クチェーンに記録しておくため、トランザクションは 3 つと

4.4

ID の委譲に関して

本研究で使用した MUIBPRE において、ID の委譲は

る。本研究ではユーザと鍵生成局は安全な通信路を用いて行
うことを前提としているが、幾度も秘密鍵を送信することは
好ましいとは言えない。そこで ReKeyGen の機能における

delegate(KeyGenFromParent) 関数のみをユーザの手元で行
うよう改良を加えた。これによりユーザは新たに生成した秘
密鍵を鍵生成局へ送信することで自身の秘密鍵を送らず再暗
号鍵を生成することができる。ここで、生成された秘密鍵か
ら委譲基となった秘密鍵は割り出すことはできない。仮に何
等かの手法で送信した秘密鍵を盗聴された場合、その鍵に関
する暗号文を再度暗号化しなおし、漏洩した鍵とその ID を破
棄することで鍵は効力を失う。さらにユーザは委譲した新た
な秘密鍵を鍵生成局へ送信したのち、破棄できる。これは作
成した秘密鍵で復号できる暗号文は、委譲基となった秘密鍵
と委譲し新たに追加した ID ベクトルを用いれば復号できるか
らである。よって患者は自身の ID、秘密鍵、委譲した ID さ
え保持すればよい。

4.5

ブロックチェーン技術を用いる理由

本研究では医療行為等により発生する患者の医療データは
患者のデータとして管理する、という観点で研究を行ってい
る。ここで、従来の中央集権型の分散型データベースにおい
てもこのシステムは実現できる。また「ねんきんネット」36)
や「マイポータル」37) のような既存のデータベースに患者自
身でアクセス可能とする仕組みを作りこむことでも実現不可
能ではないと考えられる。しかし、従来の中央集権的なデー
タベースでは特定の管理者に全権限を委ねることになりコン
センサスを得にくい。その点ブロックチェーン技術は非中央
集権型ネットワークで特定の個人或いは管理者が全権限を得
ることはあり得ない。また本研究では医療データに対して暗
号化を行い、その復号権をブロックチェーン上に保存してい
る。このとき医療データはセンシティブな情報でアクセス権
限は厳重に管理せねばならないと考える。ブロックチェーン
は強い改ざん耐性を有しまたアクセス履歴として過去のトラ
ンザクションも全て記録することから、医療データに対して
不正アクセスが行えず、誰がいつ何をしたかなどのようなロ

Ubuntu Desktop 18.04.3 LTS
4GB
2

実行者

使用関数

鍵生成局

ReKeyGen

AddEncTreatment

ユーザ（医療従事者）

Enc、ReEnc

DecryptTreatment1

ユーザ（患者）

2nd-Dec

DecryptTreatment2

ユーザ（医療従事者、解析者）

2nd-ReEnc、3rd-Dec

グも改ざんされない形で確認できる。この強い改ざん耐性と
非中央集権型であるという点に着目し、ブロックチェーンを
用いることとした。

ReKeyGen で行っている。この機能は鍵生成局のもとで行
うため、患者は自身の秘密鍵を鍵生成局へ送信する必要があ

Windows 10

表 4. トランザクション使用関数

いて定義する。表 2 にトランザクションを記す。本研究では

する。

表 3. 実験環境

評価実験

5.

本章では、評価実験について述べる。評価実験では、本研
究で提案したシステムのトランザクションの実行時間につい
て性能評価を行った。図 9 に、トランザクションの実行時間
について定義する。
本実験ではそれぞれに所要する実行時間を計測する。この
時、Hyperledger 処理及び送受信に要するオーバーヘッドは
本研究においては議論しない。よって実験内容は MUIBPRE
各関数と再暗号鍵取得に要する時間である。
また本評価実験は VMware を利用し、Windows10 上にゲ
スト OS として Ubuntu Desktop 18.04.3 を動作させる仮想
環境を用いた。実験環境を表 3 に示す。

5.1

MUIBPRE 実行時間

本研究におけるトランザクション定義は表 2 に示した。ここ
で、定義したトランザクションで使用する関数を更に表 4 に示
す。DectyptTreatment について、2 つに分けた理由としてそ
れぞれ実行者によって使用関数が異なるためである。2nd-Dec
は再暗号化された暗号文を復号する関数とし、3rd-Dec は再
暗号化された暗号文を更に再暗号化した暗号文を復号する関
数である。また、2nd-ReEnc は再暗号化した暗号文を更に再
暗号化する。クラウド上に保存する暗号文は患者の委譲秘密
鍵によって復号できるため、患者は自身の秘密鍵を使って復
号するのみでよい。医療従事者、解析者は一度再暗号化して
自身の秘密鍵で復号する必要があるため再暗号化を行ってい
る。ここで、AddEncTreatment における Enc は厳密にはト
ランザクション外のユーザの手元で行う。また暗号文復号用
の関数もユーザの手元で行うため、厳密にはトランザクショ
ン実行には使われない。本実験では暗号化及び復号を行うに
あたって 1、10、200、300、1000 文字のテキストファイル、

jpeg を用いて実験を行った。ただしこの時、1000 文字のテキ
ストファイルは 2.9kB であり、jpeg は 53.3kB の jpeg 形式の
画像ファイルである。また本実験における実装環境、パラメー
タを表 5 に示す。
以下に、それぞれのトランザクションで使用する関数の計
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表 5. 実験パラメータ
Golang
Hierarchical Identity based Encryption
with Constant Size Ciphertext20)

SKE

AES

SIG

wots

ID depth
ID max depth
ID order

10
ID depth + 10
6.50005E+76

図 12. 2nd-Dec

図 10. Enc
図 13. 2nd-ReEnc

図 11. ReEnc
測結果について記述する。また、観測結果の図はすべて 10 回
計測した平均とその 95%信頼区間を記録している。

5.1.1

AddReKey

ユーザの医療データに対するアクセス権限 (再暗号鍵) を発
行するトランザクションである。本実験では、暗号化及び復号
は行わない為、サイズの異なるテキストファイルおよび画像
ファイルは使用していない。実験ではランダムな再暗号鍵を

10 回生成し、その平均所要時間を算出した。結果は標本平均
0.027194[s]、標準誤差 0.000223[s] である。ユーザビリティの
観点から、再暗号鍵作成依頼を受けその作成を行うにあたっ
て 1 秒にも満たない時間で処理を終了できる点で、関数とし
て十分に高速であると考える。

5.1.2

AddEncTreatment

医療データを追加するトランザクションである。トランザ
クション実行前に医療従事者は自身のアプリケーションで医
療データを暗号化しなければならない (Enc)。この時に使用
する ID は自身の ID である。暗号化したデータを送信してト
ランザクションが実行される。図 10 に Enc の実行時間の結
果を記す。次に、ReEnc の処理時間を図 11 に示す。

5.1.3

DecryptTreatment1

DecryptTreatment1 は患者が自身の医療データを取得する
際に用いるトランザクションである。この時、実際のトランザ

図 14. 3rd-Dec
クションでは MUIBPRE の関数は用いていないため 2nd-Dec
のみの評価になる。図 12 に実験結果を記す。

5.1.4 DecryptTreatment2
DectyptTreatment2 は医療従事者及び解析者が患者の医療
データを取得する際に行うトランザクションである。患者の
医療データを取得するとき、トランザクションを実行し、得ら
れたデータに対して 3rd-Dec を用いて復号を行う。まず図 13
に 2nd-ReEnc の実行時間を示す。次に図 14 に 3rd-Dec の処
理時間を示す。

5.2

再暗号鍵取得時間

再暗号鍵の取得時間を計測した。再暗号鍵はブロックチェー
ン上に記録している為、記録情報が膨大になるとその検索性能
に影響があると考える。本提案手法における鍵探索が必要な
トランザクションとそうでないトランザクションを表 6 に示
す。表のとおり、今回は再暗号鍵の取得は AddEncTreatment、

DecryptTreatment2 のみである。また本評価実験はコンソー
シアム型ブロックチェーンとしのプラットフォームとして広
く活用されている hyperledger Fabric を利用した。10000、

30000、100000 個の再暗号鍵を生成しそれぞれの個数からラ
ンダムな 1 つの鍵の取得時間を表 7 に示す。
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表 6. 権限探索の有無
トランザクション 権限探索

AddReKey

×

AddEncTreatment

〇

DecryptTreatment1

×

DecryptTreatment2

〇

図 15. enc-comparison

表 7. 再暗号鍵取得時間
再暗号鍵数 回数 平均取得時間 [s]

5.3

10000

100

0.000886

30000

100

0.000876

100000

100

0.001149

考察

図 16. dec-comparison

結論

6.
6.1

本実験では暗号化するファイルのサイズを変えてそれぞれ
に所要する時間を計測した。医療データには大容量のファイ
ルも含まれるためファイルサイズの増加に伴い変化する暗号
化及び復号の所要時間を計測することは重要であると考える。
ファイルサイズの増加に伴い、暗号化及び復号に所要する時
間も増加する傾向にある、と予測し実験を行ったが、結果とし
てはファイルサイズの変化に伴った暗号化及び復号の所要時
間に変化はなかった。本研究で使用した MUIBPRE は実際に
暗号化を施すデータを共通鍵暗号方式で暗号化している。暗
号化に利用した共通鍵を公開鍵暗号方式ベースである階層型

ID ベース暗号で暗号化することでプロキシ再暗号を実現した。
ここで、一般に共通鍵による暗号化の処理は公開鍵を用いた
処理と比較しはるかに短時間に終了する 38) 。よって暗号化す
るファイルサイズの増減に伴う MUIBPRE 全体の処理時間へ
の影響は少ないと考えられる。図 15、16 にそれぞれ暗号化、
復号に伴う MUIBPRE 全体の処理時間と共通鍵暗号方式によ
る処理時間を比較し示す。また、暗号化及び復号に伴う処理時
間をそれぞれ確認してもどの処理も 1 秒に満たず終了してい
る。以上を踏まえ、ユーザビリティを考慮すると MUIBPRE
による医療データの暗号化は問題ないと考える。

まとめ

医療業界において、個人の医療データは各医療機関ごとに
管理され、その共有性について課題を抱える。医療データを
患者個人のデータとして共有化を行うことで、希少疾患に関
する研究活動や新薬開発に役立たせることができ、患者の研
究参加を促すと考えられる。また過去の医療履歴や日々のヘ
ルスケア情報を容易に役立たせることができると考える。
そこで本研究では、非中央集権型で改ざん耐性を有するブ
ロックチェーン技術を用いて医療データに対するアクセス権限
を管理する手法を提案した。提案にあたって医療情報を患者
が自律的に管理することを想定した。この観点から患者デー
タを患者の秘密鍵を用いて復号できる暗号文としてクラウドに
保存を行う。医療データには CT 画像や X 線画像等大容量の
データが含まれるためスケーラビリティの観点から医療デー
タをブロックチェーン上で管理することは現実的ではないと
し、医療情報に対するアクセス権限 (再暗号鍵) と操作 (トラ
ンザクション) を記録することで暗号化された医療データに対
して不正にアクセスができないと考える。医療情報の暗号化
及びアクセス権限の管理には MUIBPRE21) を活用した。
評価実験では、ユーザビリティの観点から提案手法におけ
るトランザクション処理の実行時間を計測し評価した。それ
ぞれのトランザクションはそこで使用している MUIBPRE21)
の各関数による処理時間及び再暗号鍵取得に要する時間を計

再暗号鍵の取得時間について確認する。再暗号鍵はユーザ
の医療データに対するアクセス権限である。よって膨大な数
の再暗号鍵が生成されると考えられる。このことから実験で
は鍵探索の時間を計測するにあたって鍵の数を増やしながら
実験を行った。再暗号鍵の数の増加に伴い探索時間も増加す
ると考えたが表 7 から読み取れるように増加傾向はなかった。
これは、hyperledger Fabric が State DB と呼ばれるデータ

測した。再暗号鍵取得時間の計測には hyperledger Fabric を
用いてランダムな再暗号鍵を生成しその検索を行うチェーン
コードを実装することで結果を得た。結果としてデータのサ
イズによらず暗号化、復号共に処理に膨大な時間を有さない
とし、利用するにあたって問題のない性能であることを確認
した。

6.2

展望と今後の課題

ベースを使用しており、データベース上のインデックス付きの

展望として、本研究では医療データをブロックチェーン上

データを検索しているためであると考える。データベースに

で管理する手法を提案したがこれは様々な分野にも応用でき

おけるインデックス付きデータの検索は極めて高速であり著

ると考えられる。例えば介護施設において取り扱う介護情報

しく多い数でない限り検索性能に影響を及ぼさないと考える。

をブロックチェーン上で適用できればその透明性を示すこと

State DB は、ブロックチェーンの最新の状態を記録するデー

ができる。

タベースである 39) 。本実験ではその恩恵はなかったが、ある

本研究ではアクセス権限として再暗号鍵をブロックチェー

特定の医療データに対して行った操作をトランザクションと

ンに保存する手法を用いている。一般的にブロックチェーン

して記録しそのログを確認する際には大いに役立つと考える。

は大容量のデータを共有することには向いていないとされて
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いることからブロックチェーン上に記録されるデータのサイ

10) Zheng, Y., Hardjono, T., and Pieprzyk, J.: Sibling in-

ズ及びその数、増加数について想定する必要がある。データ

tractable function families and their applications, In:

の耐消去性についても解決する必要性がある。本研究では医

International Conference on theTheory and Applica-

療データ本体を暗号化し、オフチェーン上で管理することを

tion of Cryptology, pp.124-138, 1991.

想定している。よってブロックチェーンのようにデータが共
有されていない為、一つの医療機関内で保管しているデータ
が消去された場合、復元が不可能となってしまう。また、今
回扱った医療データは極めてセンシティブな情報でその扱い
は慎重でなくてはならない。より精密なセキュリティ評価が
必要であり、実社会での実装を想定したプロトタイプでの実
験を行う必要がある。
更に実装を行う以前に患者の医療データの所有者に関する
認知など法的課題も解決しなければならない。本研究では医
療データを患者個人のデータとして本人が自律的に管理する
ことを目的として研究を行ったが、現在において医療データ

11) Alex Roehrs, Cristiano André da Costa, Rodrigo da
Rosa Righi, Valter Ferreira da Silva: Analyzinig the
performance of a blockchain-based personal health
record implementation, Journal of Biomedical Informatics Volume 92, April, 2019.
12) Alevtina Dubovitskaya, Zhigang Xu, Samuel Ryu: Secure and trustable electronic medical records sharing
using blockchain, AMIA Annual Symposium Proceedings, Vol. 2017, p. 650. American Medical Informatics
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は作成を行った医療機関で管理する情報である、とした考え

13) Matt Blaze, Gerrit Bleumer, and Martin Strauss:

方が一般である 40) 。我が国の通説・判例でも主として専ら医

Divertible protocols and atomic proxy cryptography,

師の裁量権に帰属するものとし、開示請求権を患者に与える

the proceeding of the International Conference on the

法的根拠はないとしている。患者が自律的に自身の医療デー

Theory and Applications of Cryptographic Techniques,

タを管理するにあたって、医療情報の法的位置づけや医師の

pp.127-144. springer, 1998.

医療データに対する認知などの課題を解決する必要がある。
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Development of
Agricultural Work Record Management System Using Voice Input
Maria TAKEGUCHI, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
In recent years, in the agricultural ﬁeld, the aging of agricultural workers and the decrease in the retention
rate of new farmers have become issues. In order to solve this problem, promotion of smart agriculture is
being promoted as an initiative. It is thought that the hurdles for farming will be lowered by visualizing
the rules of thumb through data collection and analysis using sensors, which are ICT technologies, even for
agriculture, which was diﬃcult to do newly because there were many rules of thumb until now. Agricultural
work record management system is one of the methods of collecting agricultural data. However, now that the
labor shortage of producers is a problem, a system with less burden on elderly producers is needed. Therefore,
in this study, we proposed and developed an agricultural work record management system using voice input.
In particular, it is a system that considers two points: a voice dialogue system and an automatic work position
registration system for workers using farm work position measurement by Beacon. This is expected to support
new farmers and reduce the workload of elderly farmers. In the evaluation experiment, he showed that the
position measurement method by Beacon is more accurate than GPS, and that it is useful in a ﬁeld of about
10 m. In addition, as a result of usability evaluation experiments, we were able to show the usefulness of the
proposed system compared with handwritten records.

Keywords:

Agricultural work record, Voice input, Position measurement, Bluetooth low

energy beacon
a)b)c)d)

はじめに

1.

現在、日本の農業において様々な問題を抱えている。大き
な問題点として基幹的農業従事者の減少とその高齢化が挙げら
れる。農林水産省の調査 1) では、基幹的農業従事者数は年々
減少傾向であると示されている。また、農業従事者の平均年齢
は 66 歳を超えており日本の農業の深刻さが窺える。しかし、
メディアなどのおかげで昨今は若い人も含め毎年同じ程度の
新規就農者が増えている。それでも、農業人口が増加しない
のには農業の難しさが原因だと考える。海外から安い農作物
が輸入されることによって、市場に出回る農作物の価格が下
がっている。農業という肉体労働に見合った賃金を得られな
いために諦める人が多い。このままでは、日本の農業は今後
も衰退する可能性がある。
それらの問題を解決する手段として期待されている手段の

1 つに農業の ICT 化がある。例えば、生産時に衛星写真やセ
ンサを利用するによって作物の状態をデータとして収集し、分
析を行う。この結果、生産の効率向上とコスト削減が可能に
なる。さらに、今までは経験則が多かったため新規で行うこ

とが難しかった農業もデータ分析による経験則の可視化によ
り、農業を行うハードルが低くなり新規農業従事者の定着に
結びつくと考える。農業データ収集の方法の一つに農作業記
録管理システムがある。作業記録は生産者自身が行っている
作業であり、従来は紙媒体で行われていた。しかし、現在多
くの ICT 企業からクラウドサービスやスマートフォンアプリ
ケーション等で農作業記録システムが提供されている。
しかし、高齢農家にとって ICT 機器を利活用することは難
しいと考える。生産者の人手不足が問題となっている現在、高
齢生産者にとって負担が少ないシステムが必要である。
そこで本研究では、高齢生産者が労なく使えるような音声
入力を用いた農作業記録管理システムの提案開発を行う。特
に音声対話システムと Beacon による農作業位置測定を用いた
作業者の作業位置自動登録システムを活用し、高齢生産者の負
担軽減を目指す。ICT 機器を音声入力を用いて操作すること
で高齢生産者の苦手意識を減らすことができると考える。ま
た、Beacon による農作業位置の特定により収穫をしていない
位置を減らし、成熟した農作物の収穫を逃す等の機会損失を減
らすことが可能である。提案システムは農業データ分析のた
めデータ収集につながると考える。今後は収集データを見え

a)

る化し、新規農業従事者の定着を目指す。本研究では Andrid

b)

端末と安価で低電力である Beacon を利用したシステム提案

工学専攻機械・情報系コース大学院生
情報システム工学科准教授
c)
情報システム工学科助教
d)
情報システム工学科教授

を行う。よって、安価で手軽に農業の ICT 化を導入できると
考える。本研究での提案システムは新規農業者の支援と高齢
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農家の作業負担軽減につながることが期待される。
以下に、本論文の構成を示す。2. 章では現在の農業分野が
置かれている状況を説明する。3. 章は現在、農業分野で活用
されている ICT システムを紹介する。4. 章では、本研究にお
いて関連する技術を紹介する。6. 章では、本研究における提
案システムについて説明する。7. 章では、提案システムに関
する評価実験について説明し、その有用性について議論する。
最後に 8. 章でまとめと今後の課題について述べる。

農業分野における現状

2.

現在、農業から離れる生産者が増加している。日本の農業
就業人口は年々減少傾向にあり、今後も減り続けることが懸
念されている。減少の理由の 1 つに農業就業年齢の高齢化が
ある。農林水産省が調査した販売農家の戸数の推移 2) では、

2011 年の販売農家の戸数は 1561 千戸であり、人口で考える
と日本全体の人口を占める割合は 2%と少ない数字ではない。
しかし、2019 年には 1130 千戸と減少しており、日本人口の
占める割合の 2%を切っている。このまま減少が続くことで農
業の衰退が懸念される。農林水産省による調査からわかった
農業人口の平均推移 1) は日本人の平均年齢上昇に伴い農業就
業年齢も上昇している。したがって、高齢者にとっては肉体
労働である農業を続けることが難しく、農業から離れる高齢
農業就業者の増加が進んでいるのである。
この問題を解決するために ICT 技術を農業に取り入れよう
という取組として農林水産省のスマート農業の推進がある 3) 。
しかし、デジタルディバイドという問題があるように高齢者
にとって ICT 技術を取り入れ、活用することは難しい。実際、
平成 24 年度の地域における ICT の利活用事業実施率は農林
水産の事業で 39.8%と低い数値である 4) 。高齢者が多い農業

図 1. JA 宮崎県中央平成 30 年度栽培履歴用紙
に現状の農作業管理について取材を行った。JA の産直市へ農
作物を販売する際に、栽培履歴の提出が求められている。これ
は図 1 のような紙媒体である。全７ページにわたる記入用紙
であり、記入すべき事項としては、
「生産者名」
「播種日」
「定
植日」
「定植本数」住所や面積等の「圃場情報」
「品種名」であ
る。そして、農薬や肥料を使用する場合、表形式に並んでい
る農薬を見つけ、その行に使用日を記入していかなければな
らない。きゅうりの場合、使用可能な農薬・肥料合わせて 70
種類以上ある。また、農薬には農薬自体の規定使用回数、農
薬に含まれる成分ごとの規定回数があり、ある農薬の含有成
分が他の農薬にも含まれていたりと複雑である。紙媒体での
記録だと含有成分を見逃してしまう等の人的ミスが起こる可
能性がある。ICT を活用し、使用農薬の登録を簡単にするこ
とができると考える。話を聞いた生産者の農作業履歴の管理
方法は主に手書きの手帳であり。毎日、作業日の日付に作業
内容や使用資材、収穫量を記入していた。管理している農作
業履歴は次年度の作業の参考にする他、使用資材や収穫量の
計算に利用している。このような情報をデジタルデータ化す
ることができれば、情報が見やすくなり、農作業の分析にも

分野でこの数値を増加させるためには、高齢者を中心とした

利用できると考える。

ICT システムが必要であると考える。

2.2

また、近年消費者は食の安全に対する意識を持つ傾向にあ
る。JC 総研による調査である「野菜売り場や商品に対する要
「産地のことを紹介してほしい」
、
「収穫日・出荷
望」5) では、
日を紹介してほしい」
、
「農薬の使用状況を紹介してほしい」と
いう要望が上位であり、消費者にとって農作物の生産の過程
の情報が重要視されており、現状ではこのような情報を得る
ことができていないということがわかる。このことから、消
費者は生産履歴についての関心が高く、生産者が生産履歴を
消費者に開示するような機能が必要であると考える。そのた
めには正しく履歴を管理できるシステムがあると便利である。
以上の現状から、ICT 技術を利用し生産履歴を登録できるシ
ステムの開発を検討する。本研究では高齢生産者にとって負
担の少ないシステムを目指す。

2.1

宮崎県きゅうり生産者の現状

現状の課題と解決のためのシステム提案

本節では、現状の課題をまとめ、課題を解決するための本
研究における提案システムについて説明する。生産者の現状
を踏まえ、課題を大まかにまとめると（1）高齢生産者の増加
と新規農業従事者の定着率の低さ（2）農作業記録用紙の負担
が大きいという 2 点である。
前節の通り、JA 産直市に農作物を販売する際には宮崎県で
は栽培履歴の提出が求められている。7 ページにわたる農薬・
肥料一覧から対象物を見つける作業を農作業記録システムを
活用することで削ることができると考える。また、手書きで
の農作業記録では電子データと比べ、天候との農作業の関係
性や過去の作業との比較が難しい。電子データ化しデータ分
析することにより、新規農業従事者が取り組みやすい農業に
つながると考える。そこで、本研究ではデータ化、そして分
析につなげるための最初のステップであるデータ収集を行う

宮崎県はきゅうりの生産が盛んであり、現在すべての季節

農作業記録システムを開発する。特に農業従事者の高齢化は

において日本での生産量 No.1 を誇る。また、きゅうり栽培は

深刻であり、高齢生産者が手軽に使えるシステム開発が必要

ハウスでの栽培が 60 ％を占めており、気候や季節に影響され

となる。

ることなく出荷されている。
そこで、本研究ではきゅうり栽培を主としてる生産者が利
用するシステムに絞り開発を検討している。
宮崎県の JA 産直店できゅうりを販売している生産者の方

そこで、高齢者でも比較的入力が簡単である音声入力を取
り入れた。その際、対話式のシステムを取り入れ、高齢者に
とって自然な入力ができることを目指す。システム内への記
録内容としては、記録の際に最低限必要ある（1）農作業登録

音声入力を用いた農作業記録管理システムの開発
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（2）農薬・肥料登録（3）収穫量登録の 3 つを取り入れた。特
に農薬名は長い文字数のものが多く、紙媒体の農薬一覧から
農薬を探し出し記入する作業は困難であると考える。よって、
音声入力による記録が負担を軽減することにつながる。
提案システムには農作業を行っている圃場を自動的に登録
できる機能を取り入れる。取材を行う中で、圃場で農作業を
する際、畝a) 一本ごとに作業を行っているということがわかっ

図 2. Agrion スマートフォンアプリ農作業登録画面

た。その際、畝一本の中でもどの位置の作業を行っているかを
自動的に登録可能となれば、農作業を必要としなかった位置
や作業をより行った位置などをデータとして集めて、閲覧す
ることができ次の日作業の参考になると考える。例えば、複
数人での収穫となると、前日はこの位置での収穫が多かった
から今日はこの収穫の作業が必要だという情報共有が大変で
ある。しかし、それをデータ化することで収穫をしていない
位置を減らし、農作物の成長しすぎを減らすことが可能であ
る。本研究での提案システムは新規農業者の支援と高齢農家
の作業負担軽減につながることが期待される。

既存の農業支援システム

3.

本章では現在実際に利活用されている二つの農業支援に関
するシステムについて紹介する。特に農作業記録管理システ
ムをメインの機能として持つシステムを調査した。

3.1

ライブリッツ株式会社 Agrion（アグリオン）

Agrion6) はライブリッツ株式会社が提供している農業経営
支援アプリケーションである。主な機能は農作業や資材、機
材利用の登録と管理である。web とスマートフォンアプリで
動作し、スマートフォンアプリでは図 2 のようにシンプルな
農作業登録を可能とする。農作業の登録フェーズでは上部に
アイコンがあり、アイコンを選択することで農作業一覧画面
に進み、一覧から作業を選択することで作業の開始を登録す
ることが可能である。農作業終了時に下部の終了ボタンを押
すと、開始ボタンを押した時間から終了ボタンを押した時間
とともに農作業が登録される。よって、作業登録をするタイ
ミングは作業を開始するタイミングであり、終了ボタンを押
すことで自動的に農作業時間が登録される仕組みである。複
数同時に作業開始を登録すること、また、農薬や機材などの
情報をあらかじめ登録することで資材コストや機材稼働時間
を登録可能であり、大規模な圃場で作業をする場合でも利用
可能である。また、有料プランでは CSV データのダウンロー
ドや PC での作業記録が可能となり、データを見える化する
ことも可能となる。本アプリケーションはアイコンを多数利
用しており、ユーザにとって見やすいデザインであると考え
る。初めて操作した際に迷うことなく操作することが可能で
あった。普段からスマートフォンを操作しているユーザであ
れば簡単に操作可能なシステムである。導入事例のうち半数
以上は若手生産者であり新規農業従事者の支援につながると
考える。したがって、若いユーザにとってはユーザインター
フェース、機能ともに使いやすいシステムである。本研究で
は農作業時間の自動登録を参考にした。高齢農家にとって使
a)

畝（うね）
： 畑で作物を作るために間隔を空けて、幾筋も

平行に土を盛り上げた所

図 3. 畑らく日記スマートフォンアプリ農作業登録画面
いやすいシステムを目指すため機能を絞り、シンプルなデザ
インを目指す。

3.2

株式会社イーエスケイ 畑らく日記

畑らく日記 7) は株式会社イーエスケイから提供されてい
る農作業登録アプリケーションであり、スマートフォン版と

Web 版の二種類がある。主な機能は、農作業記録である。ス
マートフォンアプリの農作業登録画面を図 3 に示す。機能が
一つのみであるため操作もシンプルである。図 3 の左画像の
ように農作業を閲覧する、右の二画像のように農作業を登録
する、そして、他のユーザの農作業履歴を閲覧する機能の三
種類のみである。操作について、テキストボックスへの入力
は基本的には単語一覧から選択である。他にも音声入力も可
能であり、高齢者でも入力は簡単に行えると考える。また、他
のユーザの農作業履歴がタイムライン形式で閲覧できるため、
得た情報を参考にして農作業をすることも可能である。操作
が単純で機能もシンプルなため小規模から始める人、農作業記
録のみで十分な人向きのアプリーケーションだと考える。高
齢農家にとって複雑な操作や多くの機能がついている ICT シ
ステムは使いやすいものとは言えない。したがって、このアプ
リケーションのように機能は最大限絞るべきだと考える。本
研究では機能を農作業記録管理に絞りインターフェースを高
齢者でも使いやすい形を目指す。

関連技術

4.
4.1

提案システムで活用する技術

本研究では ICT を利用した農作業記録管理システムを開発
し、新規農家が取り組みやすくなるような蓄積データの見え
る化につなげる一歩を作ること、そして、高齢生産者にも苦手
を感じさせず、負担をかけない工夫を加えたシステムの実現
を目指す。これを実現するために提案システムに「位置情報
の取得」と「音声対話システム」
、
「使いやすいインターフェー
ス」の三つを取り入れた。次節からこれらを実現するための
三つの技術についての説明する。

178

宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第 50 号

図 5. ibeacon デバイスのブロードキャスト通信
きく分けると、音声認識と音声合成の二つの機能に分かれる。
図 4. 実際の Beacon デバイス

4.2

Beacon デバイスとは

Beacon デバイスとは、Bluetooth Low Energy (BLE) とい
う低消費電力の近距離無線技術を利用した技術である。Blue-

tooth 自体、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど様々な
デバイスで活用されているため、耳にする機会が多い。図 4 は

Shenzhen Feasycom Technology Co.,Ltd から販売されてい
る FeasyBeacon Mini である。図を見て分かるとおり beacon
デバイスは小型かつ省電力で、半径数メートルから 100 メー
トルほどの狭い範囲に届く電波を数秒に 1 回ほど発信するこ
とが可能である。その特性ゆえに、株式会社 otta が提供して
いる子どもの見守りシステム「otta」であったり、LINE 株
式会社が提供している販売促進等に利用可能な「LINEBea-

con」であったりと様々なシステムに活用されている。特に、
スマートフォンなどと組み合わせた位置情報サービスが注目さ
れている。本研究では、Apple 社から発売されている iBeacon
の規格を利用する。iBeacon は図 5 のようにブロードキャス
ト通信により不特定多数の機器へアドバタイジングパケット
（Advertising Packet）を送信する。アドバタイジングパケッ
ト（Advertising Packet）は 30 バイトほどの小さなデータで
あり、そのうち 9 バイトの中に iBeacon の識別データを格納し
ている。その他のデータの内訳は、一意な値を持つ近接 UUID
（Proximity UUID）が 16 バイト、Major と Minor がそれぞ
れ 2 バイト割り当てられている。このような単純なデータを
利用した iBeacon の活用が多くの分野でなされている。そし
て、iBeacon は「距離の測定」と「Beacon 領域の観測」とい
う機能が用意されている。したがって、本研究ではこの機能
を利用する。初めに圃場モデルを作成し、そのモデルを利用
した Beacon での作業位置の測定を目指す。特に、iBeacon は
位置測定を可能とする技術であり、安価で低電力であること
から圃場でも大きな機械を取り入れずに導入可能である。ま
た、生産者の話を聞いた際、農作業の邪魔になるので携帯端
末は持ち込まないことが多いとの意見があった。そこで、小
型である Beacon を農作業者を持ち歩くことで位置測定が可
能となれば、より利用しやすいシステムにつながると考える。

4.3

音声対話システムとは

発話すると音声を認識し、言語モデルを用いて発話内容の推定
や固有の言葉を抽出する。発話内容を理解した後、対話管理
のフェーズで発話により得られた情報を更新したり、理解し
た発話内容に沿った振る舞い処理を判断する。最終的に、生
成された応答文を音声合成を行い応答がくる。この構造はタ
スク指向対話というユーザが目的を持ってシステムを利用す
るための構造であり、自由な会話を目的として利用するシス
テム構造とは違うものとなる。本研究では、作業を音声入力
にて登録するというタスクを完了するためのシステムである
ためこの構造に沿ったものである。

5.1

ユーザ中心デザインの原則

本研究ではシステムの利用者である高齢農家が簡単に操作
できるものを提供することを目標としている。そこで、使いや
すいインターフェースとは実際にどういうものであるべきか
を示す。認知心理学者である D.A. ノーマンは認知心理学の観
点からユーザーについて使いやすいデザインとはどういった
ものかを提唱している。ノーマンはユーザ中心デザインの原
則を表 1 のように示している 9) 。また、よいインターフェー
スに欠かせないものとして、アフォーダンスが挙げられる。ア
フォーダンスとは知覚心理学者の J.J. ギブソンが提唱した言
葉である。この言葉はノーマンによりデザインの世界で浸透
した言葉であるが、ギブソンが提唱した本来の意味とは違う
意味である。アフォーダンスは、システムをどのように操作
すればよいかの強力な手がかりを提供してくれるものであり、
知覚されないアフォーダンス、すなわち、誰かに気づかれな
いアフォーダンスは存在しないのと同じことであると示して
いる。本章で示す原則はユーザデザインの基本であると考え
る。したがって、この原則に基づいて本システムのインター
フェースの作成を行う。

Raskin10) の原則に「ユーザの入力は絶対である」
「時間の
無駄・不要な作業をユーザに要求しない」
「ユーザのペースに
合わせる」という主張がある。この 3 点を意識した機能を目
指す。例えば、音声入力されたテキストと全く同じ単語が存
在しない場合でも似た単語を提案し、できるだけもう一度入
力する手間をかけさせない等の工夫をする。ユーザが最低限
の作業で記録を可能にすることは基本において本研究でアプ

近年の ICT 技術の発展に伴い音声対話システムが世の中に
普及している。身近なものでいうと、Amazon から発売され
ている Alexa 等のスマートスピーカや iPhone に搭載されて
いる Siri 等のスマートフォンアプリケーションである。音声
対話システムとは音声を理解し、適当に応答するシステムで
ある。図 6 に音声対話システムの基本的な構造を示す 8) 。大

図 6. 音声対話システムの構造
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図 7. 提案システムの概要図
リケーション開発を行う。
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図 8. 提案システムアプリケーションメニュー画面

提案システム

6.
6.1

提案システムの要説

本節では本研究で提案する音声入力を用いた農作業記録シ
ステムについて簡潔に説明する。提案システムには（1）農作
業登録（2）農薬・肥料登録（3）収穫量登録の 3 つの機能が
あり、農作業登録機能では農作業の時間を登録するために節

3.1 の農作業開始時に押す開始ボタンと終了時に押す終了ボタ
ンを参考にした。また、農作業登録機能には位置情報を必要
とするため iBeacon を用いる。提案システムは高齢者向けで
あるため、画面が大きく安価でも購入することができるタブ
レット端末用アプリケーションで実現する。AndroidOS にて
利用できるアプリケーションを開発した。

6.2

システムの概要

本節では提案システムの具体的な概要を説明する。提案シ
ステムの仕組みを大きく分けると（1）対話式音声入力による
農作業登録 （2）Beacon を利用した作業済み圃場の登録 の二
つである。システムの概要を図 7 に示す。（1）の対話式音声
入力は農作業を記録する際にシステムから音声で問いかけれ
る質問に音声で答えることで記録が完了するという仕組みで
ある。ユーザはボタン操作と音声入力のみの操作のため複雑
な操作を必要としない。また、画面に表示された長いテキスト
形式の質問をシステムが読み上げるので画面上の文字を目視
で読む必要がない。身体的機能が低下し、視力が落ちている
高齢者にとってシステムによる聞き取りやすい音声が利用価
値を高めると考える。（2）の Beacon を利用した作業済み圃場
の登録はユーザはシステムを起動後農作業開始ボタンをタッ
チし Beacon を起動するとシステムが Beacon の電波を受信
しシステムとの距離を計測するという仕組みである。よって、

図 9. 提案システムアプリケーション農薬散布登録画面
ている。実際のインターフェースが図 8 である。図 8 はアプ
リケーションを開いて最初のメニューページであり、ボタンの
大きさを画面全体を使い大きく表示した。ホーム内で機能ご
とにボタンを配置した。この理由については、「農作業登録」
「農薬散布・散水登録」
「収穫量登録」ごとに必要な処理が変わ
るからである。
「農作業開始」では Beacon を使用した作業圃
場データの自動収集を行う仕組みがある。「農薬散布・散水登
録」は基本的にはスプリンクラーを使い散布するので、作業
圃場データを登録する必要がない。そして、
「収穫量登録」は
収穫後に計測し最終的に登録するものなので作業圃場を必要
とせずに記録可能とした。また、農薬散布を登録する際の画
面を図 9 に示す。音声入力は図 9 中央下部のマイクアイコン
をタッチすることで可能となる。色については原色の色を避
け、高齢者にとって「キャンセル」
「ホーム」等のカタカナや
馴染みのない言語は使っていない。長い文章を表示する場合、
高齢者が読みやすいセンタリングをするよりも行頭に揃えた。
以上を考慮したインターフェースを取り入れている。

6.3.2
6.3.2.1

Beacon での位置推定
iBeacon の導入

提案システムでの作業済み圃場測定は Beacon を利用して

システムがインストールされているタブレット端末を圃場に

行う。特に、節 4.2 でも述べたように iBeacon は電波受信機

置いておき、作業者は Beacon 端末を保持しながら作業しなけ

との距離を測定することができるため、本研究の提案システ

ればならない。圃場計測の仕組みについては次節にて述べる。

ムでは iBeacon を活用する。しかし、iBeacon は直線距離の

6.3

提案システムに求められる要件の実現方法

提案システムに求められる要件の実現方法として、（1）高
齢者にも使いやすいデザイン（2）Beacon での位置推定（3）
タスク対話の仕組みがある。これらを実現する方法を以下の
節で説明する。

6.3.1 高齢者にも使いやすいデザイン

みの測定となるため工夫をする必要がある。よって、圃場で
の農作業時の移動の特徴に着目した。図 10 は実際のハウスで
の農作業者の動きを図示したものである。ハウス内に畝が複
数個並んでいる場合、右利きの作業者は図 10 の赤矢印のよう
に回り、進行方向右側の畝の作業を行う。作業者の開始位置
は毎日の作業のため同じような動きであること、そして、直
線移動の作業であることから iBeacon による距離計測が活用

提案システムのインターフェ―スについて高齢者が簡単に

できると考える。よって、圃場内に Beacon 発信電波の受信機

操作できるものを目指す。インターフェースは文献 11) の高

の役割を果たす提案アプリケーションを起動させたタブレッ

齢者のための web ページ作成ガイドラインの提案を参考にし

ト端末を設置し、そこからの直線距離で畝のどの位置を作業
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原則

表 1. D.A. ノーマン「ユーザ中心デザインの７原則」

1

外界にある知識と頭の中にある知識の両者を利用する

2

作業の構造を単純化する

3

対象を目にみえるようにして、実行のへだたりと評価のへだたりに橋をかける

4

対応づけを正しくする

5

自然の制約や人工的な制約などの制約の力を活用する

6

エラーに備えたデザインをする

7

以上のすべてがうまくいかないときには標準化をする

図 10. ハウスでの作業軌跡の例
表 2. ハウス各点の点 0 からの距離と各畝の一次関数
点 0 との距離
一次関数

1

3.240284936

y=0.0780971x-764766.4470525

3

3.405952263

y=0.0780970x–764765.4391956

5

4.023277616

y=0.0780969x-764764.1564664

7

5.005894149

y=0.0780967x-764762.7821133

9

6.005041268

y=0.0780966x-764761.5910109

図 11. 実際のハウス画像とそのモデル化

したのかを記録する。そのために、作業圃場内のモデル化が
必要である。モデル化の具体的の方法を次節で説明する。
図 12. モデル化圃場での作業者の位置の算出

6.3.2.2 位置測定のための圃場モデル化
本節では作成した具体的なモデルを利用して、位置測定の
ための圃場のモデル化について説明する。図 11 は圃場である
実際のハウス画像とそのハウスの畝をモデル化したものであ
る。この図のハウスは畝が 5 つので構成されている。モデル
化したハウス図を見ると、それぞれの始点と終点に点 1～点

10、タブレット端末設置場所に点 0 を決定している。点 1～
点 10 の位置情報は緯度経度で取得するが、距離計算を可能と
するため国土地理院の文献 12) を参考にし、平面直角座標に
換算した。本モデル化には日本測地系、平面直角座標系は系
番号 9 を利用した。平面直角座標を用い、点 0 から各畝の始
点（1、3、5、7、9）の距離と各畝ごと（1 ー 2、3 ー 4、5 ー

6。7 ー 8、9 ー 100）に x についての一次方程式を予め算出
した。この計算結果も含め位置測定のためのモデル化である。
図 11 のハウスの描く直線距離をまとめた表が表 2 である。こ
の値と iBeacon と電波受信機との距離を利用し、農作業位置
を計算するという仕組である。計算は三平方の定理や二次関
数の解の公式等を使い、簡単に求められる。今回の提案手法
での位置測定はあらかじめの圃場の登録が必要となる。図 11
のような各点番号の位置情報を圃場での GPS や map の利用
し取得する。

6.3.2.3 モデルを利用した農作業位置の計測手法
本節ではモデルを利用した農作業位置の計測手法を図 12 の
ように作業していると仮定し説明する。先ほど説明したよう
に、農作業は畝一列ごとに順番に作業している。したがって、
受信機と Beacon の直線距離（以降 Lb ）は遠ざかり、近づき
を繰り返す。よって、点 0（以降 T0 ）から点 1（以降 T1 ）の
一列の作業は T0 から T1 の距離（以降 l1 ）が Lb と初めに一
致した時点から二度目に一致する間であると考える。同じよ
うに、点 3（以降 T3 ）から点 4（以降 T4 ）の一列の作業は T3
から T4 の距離（以降 l3 ）が Lb と初めに一致した時点から二
度目に一致する間である。このように現在作業している圃場
を推定し計測を行う。T1 から T2 が作業位置である場合、式 1
のような二次関数で作業位置 x,y を算出可能である（表 2 か
。T3 から T4
ら一次関数 y = ax + b、l01 =T0 から T1 の距離）
以降の畝においては図 12 のように三平方の定理を用いて求め
ることができ、式 2 のようになる（l03 =T0 から T3 の距離）。
同じように次作業を行う畝の位置測定を行うことが可能であ
る。求めた x、y 座標を緯度経度に換算することで実際の地図
へのマッピング可能となる。

√
(a2 + 1)x0 + (Lb − l01 ) a2 + 1
x=
a2 + 1

(1)
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√
√
2
2
− l01
) a2 + 1
(a2 + 1)x0 + (Lb − l03
x=
a2 + 1
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(2)

6.3.3 タスク対話の仕組み

提案システムには音声対話システムを取り入れている。音
声対話システムについては節 4.3 で説明している。図 13 は農
薬登録を行う際の提案システム内部のフローである。フロー
のように提案システム自身のテキスト読み上げとそれに対する
回答を発話することで操作できる。農薬登録の他に農作業登
録、肥料登録収穫量登録でも基本的な流れは変わらない。よっ
て、農薬登録を具体例にタスク対話の仕組みについて説明す
る。農作業登録が開始されると、
「農薬名と使用倍率を教えて
ください」というテキストが読み上げられる。これにより、利
用者が画面のテキストを閲覧することなく次の行動の理解を
助けると考える。テキスト読み上げについては、Android 端
末に搭載されているテキスト読み上げ機能を利用した。農薬
使用を記録する際、基本的には倍率や使用量を必要とすること
はない。しかし、細かい記録を登録したいユーザの利用価値を
高めるため使用倍率を記録できる仕組みを取り入れた。「農薬

図 13. タスク対話農薬登録のシステム内部のフロー
具体例として収穫の際の（1）農作業登録の流れを以下にを説
明する。

名」を「n 倍」と発話することで「を」という単語を境に二つ

1. アプリケーションの農作業登録フェーズに進む

の単語に分解している。音声認識は Android アプリケーショ

2. Beacon の起動

ンパッケージを利用した。この音声認識は発話テキストから

3. 収穫作業（Beacon を所持）を行う

一から複数の候補を作成している。よって、候補が複数個あ
ること、また、農薬名は複雑であることから、データベースに

4. 収穫終了後、作業終了ボタンを押し Beacon を停止

登録している農薬名と発話テキストの文字列を比較して登録

5. 「収穫」と発話

農薬の決定を行う。文字列の類似度計算には、メジャーな手

6. 発話認識後、認識した単語が「収穫」の場合は 7、誤認

法である Jaro-Winkler 距離を利用した。類似度スコアの最も

識の場合は 5 に進む

高いものを登録農薬とすることで、完全に一致する農薬がな

7. 収穫作業の登録の完了

かった場合でも近い文字列の農薬を登録することができユー
ザの音声入力回数を減らすことが期待できる。提案システム
は登録候補農薬で正しいかの確認が行われる。この際、登録
候補農薬のユーザの使用回数が規定使用回数を超えている場
合、使用回数が超えている旨をアプリケーションが知らせる
仕組みである。また、農作業については「散水」をしたという
記録をする場合、作業者が「散水」と発話するとは限らない。
「水やり」
「水撒き」等同じ意味でも違う単語、いわゆる類語が
存在する。よって、農作業の類語をデータベースに登録して
おり、
「水やり」という類語を発話した場合でも記録すること
が可能である。

6.4

開発環境

本節では提案システムの開発環境ついてまとめる。実際に
動作させる端末の Android バージョンは 6.1 であり、Android

図 14. ユーザの処理

アプリケーションを開発した。サーバサイドについてはレン
タル VPS、データベースは MariaDB を利用している。開発
環境については表 3 にまとめる。

6.5

ユーザ操作の流れ

6.6

提案システムにより期待される効果

本節では提案システムにより期待される効果をまとめる。
対話式を取り入れることで、ICT 機器を苦手とする これ高齢

本節では提案システムのメインユーザである農作業者の操

農家が簡単に機器を操作することが可能になると考える。こ

作の流れを説明する。ユーザの操作はタブレット端末にイン

れにより、手書きによる 農作業登録を簡易化、システム内で

ストールされたアプリケーションを起動することで開始され

データ化し、農家の負担削減と新規農業や来期の農作業のため

る。ユーザの操作の流れを図 14 に示す。初めに（1）農作業

のデータの見える化につなげることが可能である。また、作

登録（2）農薬/肥料散布/散水登録（3）収穫量登録という 3 つ

業済み圃場の登録により複数人での作業等で圃場が作業済み

の選択が与えられる。どちらのフェーズも流れは変わらない。

であるか否かを把握しきれず、成熟した農作物の収穫を逃す
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開発環境

表 3. 開発環境
Windows 10、Android studio

開発言語

Java

Android 導入ライブラリ

AltBeacon13) 、

使用プラットフォーム

Maps SDK for Android14)
Places SDK for Android15)

等の機会損失を減らすことが期待できる。圃場のある位置で
の経過時間が知ることができれば、今後のデータ分析に活用
し次期農作業の参考にすることができると考える。

評価実験

7.

表 4. 実験圃場
実験 A

実験 B

ハウス数

8

2

ハウスサイズ

55m

20m/30m

各ハウス畝数

3

5

本章では、評価実験について述べる。評価実験では、提案シ

置測定と比較するために GPS の位置情報を同時に取得してい

ステムのユーザビリティやシステム設計の問題の発見やユー

る。本実験は農作業者には Beacon 機器と GPS を受信するた

ザの利用価値を明らかにするものである。評価実験は実際の

めの端末を持ち農作業を行った。実験 A のみ提案システムを

圃場での実証実験を 2 回行った。また、提案システムの操作

生産者に利用してもらい、操作性や利用価値を調査するテス

性と利用価値についての実験によりユーザビリティ評価実験

トを行なっているが、結果は節 7.2 にまとめて検証する。

を行った。

7.1

提案システムの実証実験

本節では、提案システムの実証実験についての説明を行う。
実際の圃場で提案システムを利用し、システムの有用性を確
かめる実験を行った。特に、Beacon による位置測定の性能の
調査を行い、GPS との比較と Beacon の電波が受信可能かど
うか検証した。性能が圃場の状況によって変化する可能性が
あるため、実証実験は異なる圃場で 2 回行った。

7.1.1 実験条件

圃場が異なるため、それぞれの実証実験の条件が多少異な

る。最初に起こった実験を実験 A、2 回目の実験を実験 B と
おく。実験対象はきゅうりをハウス栽培で行う生産者である。
しかし、本システムの農薬情報等はきゅうり用に設定してい
るため、実験 B についてはトマト栽培のハウスでの実験では

Beacon による位置測定の性能調査のみ行った。今回は収穫時
期に実験を行ったため、農作業は収穫のみである。それぞれ実
験ハウスのサイズについてを表 4 にまとまる。サイズが圃場に
より大きく異なるため圃場での実験時間は実験 A は約 70 分、
実験 B は約 40 分であった。その間作業者が Beacon デバイ
スを保持し、Beacon の受信データを収集した。電波受信間隔

1 秒から 2 秒であり、電波受信時間と受信距離を使い Beacon
の位置測定を行う。
実験圃場のモデル化はあらかじめ生産者への取材と

7.1.2 実験結果と考察
実験 A と実験 B の Beacon で取得したデータでの位置情
報計測結果をマッピングしたものをそれぞれ図 15、図 16、図

17 に示す。表 6 の緯度・経度は節 6.3.2.3 の通りに計算してお
り、算出した緯度・経度を使い図 15 を作成している。図 16、
図 17 についても同等である。図 16、図 17 については実験 B
の 30m、20m の圃場であり、この二つの図のマッピングには

Carto 社が提供している CartoDB16) を利用している。
実験 A では入口をスタートにし農作業を開始したが、図 15
で分かる通り Beacon 電波はハウス入口付近の 1m 程度の距離
で途切れてしまった。その可能性としては、
（1）提案システム
の動作が停止した（2）ネットワーク環境が悪かった（3）Beacon
デバイスは送信距離が狭かった（4）障害物による Beacon 電
（1）の場合はアプリケーション
波の妨害の 4 点が考えられる。
が動作停止した場合のエラー処理を取り入れること、
（2）の場
合はネットワークの環境を変えることですぐに対応が可能で
（4）の場合、Beacon による位置測定法の
ある。しかし、
（3 ）
見直しが必要である。実験 A の圃場は 1 つのハウス内に畝を

3 本設置しているため、通路が狭くなっている。さらに、きゅ
うりの葉が生い茂っているため障害となってしまった可能性
がある。また、提案システムログーデータから理由は不明だ
が強制終了した可能性が最も高いと考えた。
そこで、実験環境を変更し実験 B を行った。実験 B では

googlemap を利用し行った。例として、実験 B のハウス距

Beacon デバイスと圃場を変更している。図 16、図 17 を見

離 20m の圃場をモデル化した図を図 11 である。このように

て分かる通り、Beacon での位置測定は 10m 程度で終了して

あらかじめ実験圃場をモデル化している。図 11 のモデル化の

いる。この原因は今回使用した Beacon の電波送信距離に限

具体的方法については 6.3.2.2 で説明している。受信端末であ

界があったという可能性が最も高いと考える。スマートフォ

るタブレット端末は図 11 のように作業開始列に設置してい

ンやタブレットは Bluetooth 通信可能範囲が「Class」という

る。実験に使用した機器については表 5 にまとめた。Beacon

規格で決められている。基本的に流通しているスマートフォ

デバイスが実験 A と実験的 B で異なるのは実験 A で使用し

ンは約 10m の通信が可能でありそれ以上になると通信が途絶

た FeasyBeacon Mini の電波送信範囲が狭かったためである。

える「Class2」という規格を用いている。今回利用したタブ

実験 B では iPhone7 を Beacon と同じ Bluetooth 電波の発信

レット端末の「Class2」であったため最大受信距離が 9.21988m

が可能となるアプリケーションを利用した。また、GPS の位

であった。よって、今後は約 100m までの通信を可能とする
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表 5. 実験機器
実験 A
タブレット端末

実験 B

ASUSZenPad8.0（Android OS 6.0.1）

Beacon 端末

FeasyBeacon Mini

ネットワーク環境

モバイルルーター（microsim y!mobile）

日時

iPhone7（iOS 14.3）

表 6. 実験 A：Beacon 受信距離と緯度経度計算結果
受信距離
緯度
経度

2021/1/6 8:47:58

0.0451709

32.0011244035964

131.4646814019120

2021/1/6 8:47:59

0.0455592

32.0011244070720

131.4646814019120

2021/1/6 8:48:01

1.42238

32.001136730648

131.464681401905

2021/1/6 8:48:02

1.79501

32.0011400659648

131.4646814019030

2021/1/6 8:48:04

1.91528

32.0011411424712

131.4646814019030

2021/1/6 8:48:06

1.7665

32.0011398107790

131.4646814019040

2021/1/6 8:48:07

1.10461

32.0011338863685

131.4646814019070

2021/1/6 8:48:08

1.10461

32.0011338863685

131.4646814019070

図 16. 実験 B：Beacon による位置測定データマッピング結果
（ハウス距離 30m）

図 15. 実験 A：Beacon による位置測定データマッピング結果
「Class1」規格が用いられている端末での実験をする必要があ
ると考える。
図 16、図 17 を情報の有用性の観点から検証する。検証た
め GPS による作業位置測定結果をそれぞれ図 18、図 19 に示
す。GPS データは作業者の軌跡を一定距離ごとに取得できる
既存のアプリケーションを使い取得した。どちらの作業も図
の左側の畝か順番に作業を行ったが、うまく取得できていな
いことがわかる。よって、屋内では GPS 精度が低下すると考
える。本提案システムの位置測定は直線移動を考慮した測定
であるため、Beacon データの取得をすることさえできれば、
測定精度が低下する可能性は低い。また、図 16、図 17 はヒー
トマップのように作業位置にどの程度滞在しているか可視化
している。黄色が滞在時間が長く濃緑が最も短い作業位置で
ある、よって、図の黄色の位置では滞在時間が長いためその位
置では収穫作業を行ったと考えられる。提案システムにより

Beacon 受信距離を利用し、作業位置の可視化が可能となった。

図 17. 実験 B：Beacon による位置測定データマッピング結果
（ハウス距離 20m）
ると考える。

7.2

提案システムのユーザビリティ評価

本節では提案システムのユーザビリティ評価実験の説明を行
う。本実験ではインターフェース、操作性等のユーザビリティ
設計の評価や提案システムの利用価値の調査が目的である。

7.2.1 実験条件
タスク対話システムについての性能や有用性を検証する。
実験は生産者 1 名、大学生 6 名（男性 2 名、女性 4 名）を対
象に行った。実験は提案システムを利用し複数のタスクをこ

今回の実験ではタブレット端末の規格が原因で 10m 以内の

なしてもらう。本実験では、被験者には提案システムが何の

測定であった。しかし、10m までの位置測定と位置ごとの作

ためのものかのみを伝え、使い方は教えなかった。理由は見

業時間の比較が可能であることから、小規模農家にとって提

ただけで操作を判断できるシステムを目指しているため、そ

案システムの「Beacon による位置測定」について有用性があ

ちらの検証をするからである。タスクとして「図 1 のような
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れた音声入力単語と農薬一覧を Jaro-Winkler 距離で比較した
時のスコア上位 10 個の一例を表 9 にまとめる。タスクで正
しく入力すべき単語は「イオウフロアブル」である。表では
イオウフロアブルがどの入力単語に一番高いスコアであると
同時に、同様のスコアの農薬が複数存在した。タスクの際に
被験者がシステムから提案された農薬は「コテツフロアブル」
であった。理由はデータベースに登録されている農薬の順番
が関係していると考える。これにより、システムへの音声入
力の成功率が下がったと考える。同じスコアがある場合には、
選択肢を画面に提示し選択させるなどの工夫が必要である。
全ての被験者肥料登録以外は迷うことなく操作していた。
肥料を登録する際、33.3%の被験者がメイン画面で 10 秒以上
の迷いを見せた。これは、メインの画面に肥料登録のボタン

図 18. 実験 B：Beacon による位置測定データマッピング結果
（ハウス距離 30m）

がなかったからだと考える。また、音声入力を行う際にマイ
クボタンを押さずに発話を行った 3 名被験者がいた。質問テ
キストの読み上げが行われ、スマートスピーカーなどの連想
させたためだと考える。よって、ボタンを押さずに音声入力
を行わせる仕組みを取り入れて解決する。
提案システム 5 段階評価についてのアンケート結果につい
てを表 10 にまとめる。操作方法がの評価が低く、操作性の向
上を検討する必要がある。理由としてボタン表現のわかり辛
さが挙げられた。この理由の一つは今回のシステムでは高齢
者に馴染みのないような「キャンセル」等を使っていないから
だと考える。異なるボタンの表現方法を検討する必要がある。
また、生産者から長い農薬名に関しては選択肢をスクロール
式で選択させる方がわかりやすいとの意見があがった。音声
入力とスクロール形式を組み合わせて、高齢農家が使いやす

図 19. 実験 B：Beacon による位置測定データマッピング結果
（ハウス距離 20m）
手書きの栽培履歴用紙への記入」と「提案システムでの収穫
量登録、農薬登録、肥料登録」を与えた。その後、操作性につ
いてとインターフェースについてのアンケートに答えるとい
う内容である。生産者のみアンケートの回答は行っていない。

7.2.2 実験結果と考察
ユーザビリティ評価実験でのタスク完了平均時間を表 7 に
示す。タスク完了率は 88.9%と高い数値であった。タスクが
完了できなかった被験者もいたので、未完了被験者の人数は
計算に含んでいない。手書きでの記録は農薬表一覧から農薬
を探さなければならず、平均時間が最も長かった。「手書きの
記録と提案システムの記録どちらを使いたいか」というアン
ケートでも全ての人が提案システムを選択した。時間がかか
る手書きでの記録は利用者にとって良くないと考える。被験
者の各タスクでの発話回数を表 8 にまとめている。発話回数
が６回以上をタスク未完了被験者として数えた。発話回数か
ら成功回数を引いた値が音声入力をしたが登録すべきでない
農薬名がシステムから提案された回数である。未完了被験者
はどちらも男性であり、男性の声の音声認識が悪い可能性が
考えられる。また、農薬、肥料の読み方に迷って読み間違えて
いる被験者が数名いた。そのために正しい入力ができず、発
話の回数が増えている。
システムへの音声入力成功率は 48.6%であった。誤認識さ

いシステムを再検討する。

8.

まとめ
農業分野において、農業従事者の高齢化と新規就農者の定

着率の低下が課題となっている。その課題を解決するために、
スマート農業の促進が取り組みとして進められている。セン
サーによるデータ収集やロボットの活用で農家の負担を軽減
しようというものである。今までは経験則が多かったため新
規で行うことが難しかった農業もデータ分析による経験則の
可視化により、農業を行うハードルが低くなると考える。ま
た、農業の ICT 技術を導入する場合導入費や維持費などの多
額のコストがかかる。これらの課題解決に向けた取組が必要
であると考える。
そこで本研究では、音声入力を用いた農作業記録管理シス
テムの提案と開発を行った。特に音声対話システムと Beacon
による農作業位置測定を用いた作業者の作業位置自動登録シ
ステムの 2 点を考慮したシステムである。ICT 機器を音声入
力を用いて操作することで高齢生産者の苦手意識を減らすこ
とができると考える。また、Beacon による農作業位置の特定
により収穫をしていない位置を減らし、成熟した農作物の収
穫を逃す等の機会損失を減らすことが可能である。提案シス
テムを利用した農業データ収集がデータの見える化につなが
ると考える。したがって、本研究での提案システムは新規農
業者の支援と高齢農家の作業負担軽減につながることが期待
される。
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表 7. タスク遂行平均時間
収穫量登録 手書きでの農薬記録 農薬登録

タスク
平均時間

0:30:29

1:23:56

0:34:45

肥料登録

0:41:44

評価実験では、提案システムの実証実験を行い、提案シス
テム内の Beacon による位置測定手法と音声対話システムの

表 8. 各タスクでの発話回数
発話回数

有用性について検証した。Beacon による位置測定手法の検証

収穫量登録

農薬登録

肥料登録

被験者１

1

1

4

被験者２

1

1

1

被験者３

1

6

1

被験者４

1

6

4

被験者５

1

1

1

被験者６

2

1

1

結果は GPS と比べると精度は良く、Beacon の通信範囲制限
のため、提案システムでは 10m 程度の圃場であれば利用価値
があることが示された。また位置測定手法が作業位置の滞在
時間の比較のために有効であることを確認した。また、提案
システムのユーザビリティ評価では、操作性、インターフェー
ス、音声対話システムの有用性の検証を行った。
また、ユーザビリティ評価実験の結果、手書きの記録と比
較した提案システムの有用性を示すことができた。操作の簡
単さについても問題ないという結果が得られた。しかし、イ
ンターフェース、音声対話システムについて再検討が必要で

表 9. 音声入力単語と農薬名の Jaro-Winkler 距離比較スコア
入力単語
農薬名
スコア
洋 HIRO アブル

ある。
最後に、今後の課題について述べる。本研究では、対話式

イオウフロアブル

55

音声入力での農作業記録管理システムの開発を行った、実験の

コテツフロアブル

55

結果から顕著となった問題点は（1）Beacon の通信範囲の限
界（2）ボタンデザイン（3）農薬音声入力精度の 3 点である。

プレオフロアブル

55

ライメイフロアブル

54

ランマンフロアブル

54

なる端末での実験を行い、再度検証を行う必要がある。また、

ピカットフロアブル

54

圃場にゲートウェイを設置する新たな Beacon 位置測定手法

スクレアフロアブル

54

も検討する。（2）ボタンデザインについては、文献 11) を参

フルピカフロアブル

54

考にし、ボタンの余白等に変更を加える。ボタン名を一般に

モベントフロアブル

54

広く利用されている単語にすることで操作性が高まると考え

シトラーノフロアブル

53

る。また、文献 17) （3）農薬音声入力精度について音声入力

ドーシャスフロアブル

53

成功率が半分を切っていたことから大きな改良が必要である

イオウフロアブル

62

と考える。農薬名の文字列が長いため正しい入力を行うこと

コテツフロアブル

62

が難しい。よって、音声入力と同時に選択肢が複数個表示さ

プレオフロアブル

62

れるような仕組みが必要であると考える。生産者の取材によ

ライメイフロアブル

61

り、農薬が毎年変わり農薬成分の把握や効能を覚えること、ま

ランマンフロアブル

61

た見つけることが困難であるという話があった。したがって、

ピカットフロアブル

61

成分、効能検索機能を取り入れ、そこから農薬登録を行うと

スクレアフロアブル

61

いう形式を検討することで価値が高まると考える。

フルピカフロアブル

61

モベントフロアブル

61

シトラーノフロアブル

59

ドーシャスフロアブル

59

魚ひろアブル

（1）Beacon の通信範囲についてはより広範囲の通信が可能と
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Improvements in a Dynamic CAPTCHA for Mobile Devices
Karin HONDA, Akane SHIIYA, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA
Abstract
In recent years, fraudulent activities such as acquiring a large number of accounts using an automatic
program called a bot for Web services have become a problem. To prevent such problems, a Turing test
method called CAPTCHA was developed to distinguish between humans and bots. In this research, we
focused on the problem that the conventional CAPTCHA method does not ﬁt well with mobile devices and
impairs user convenience and improved the easy-to-use dynamic CAPTCHA suitable for mobile devices and
examined its practicality. In order to compare the previous study [2] [3] with the improved CAPTCHA, a
control experiment was conducted on a mobile device. As a result of the experiment, it was found that the
success rate of human beings on the mobile device of CAPTCHA-A is relatively high, and the success rate
of CAPTCHA-B is low. It was found that the required time needs to be improved for stabilization. As a
result of conducting a questionnaire survey using SUS, the proposed CAPTCHAA and CAPTCHA-B could
not exceed the average score, but CAPTCHA-A was able to exceed the SUS evaluation value of CAPTCHA-3.
As a future task, it is necessary to improve the system so that it can be used by many people. In addition,
we must verify the attacks by bots.

Keywords: CAPTCHA, Mobile device, Game CAPTCHA, Usability
a)b)c)d)e)

はじめに

1.

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

間は認識できると考える。提案手法２の CAPTCHA（以下、

CAPTCHA-B）は、オブジェクトが移動するときにほかのオ
ブジェクトと重なりにくいように変更した。オブジェクトの
重なりが少なくなることで人間が認識しやすいと考える。

先行研究

2.
2.1

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った文献 [3]
の CAPTCHA（以下、CAPTCHA-3）の改良と検討を行う。

CAPTCHA-3 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。提案
手法１の CAPTCHA（以下、CAPTCHA-A）は、オブジェ
クトそれぞれの大きさをランダムに設定し、大きさが変化する
ように変更した。変化の度合いとオブジェクトの軌跡から人
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科学部生
c)
情報システム工学科教授
d)
情報システム工学科助教
e)
情報システム工学科准教授
a)

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

CAPTCHA[1] を提案した。（以下、CAPTCHA-1）
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。

2.2

モバイルデバイスの利用に適した CAPTCHA
方式の検討

この CAPTCHA 方式 [2] は、前述の CAPTCHA-1 をモバ
（以
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
下、CAPTCHA-2）
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提案手法

3.

本 研 究 で は 、モ バ イ ル デ バ イ ス で の 利 便 性 を 保 つ

CAPTCHA-3 の改良を目的とする。2 章で述べたように、
CAPTCHA-3 は、移動オブジェクトが重なった場合、人間が
図 1. モバイルデバイスの利用に適した CAPTCHA[2]

オブジェクトを見失いやすく追跡することが困難になる可能
性がある。そのため、多くの人間が使いやすいように変更す
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 方式の一つ目（以下、CAPTCHA-A）
は、CAPTCHA-3 のオブジェクトの大きさをそれぞれランダ
図 2. モバイル端末向けの動的 CAPTCHA[3]

ムに設定し、変化するように変更した。オブジェクトの大き
さがそれぞれ違うことで、オブジェクトが重なった場合でも

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。

2.3

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

この CAPTCHA 方式 [3] は、前述の CAPTCHA-2 に変
更を加え、ボット耐性の検証を行っている（図 2）（以下、

CAPTCHA-3）。主な変更点は、オブジェクトの表示である。
前述の CAPTCHA-2 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用意している。これに
より、光過敏性発作をなくすことができる。また、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
ムに設定している。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体制を持
たせている。

CAPTCHA-3 は、追跡開始までの時間にばらつきがあり、
追跡対象を定めるまでに個人差がある。また移動オブジェク
トが重なった場合、人間が移動オブジェクトを見失いやすく
追跡が困難になる可能性がある。さらに、動体視力が低い人
や高齢者、色覚異常の人には追跡が難しいため、透明度の最
低値やオブジェクトの移動速度を調節する必要がある。これ
らの問題をふまえて、多くの人が使いやすいように変更する
必要があると考える。

人間が追跡しやすいと考える。
提案する CAPTCHA 方式の二つ目（以下、CAPTCHA-B）
は、CAPTCHA-3 のオブジェクトが重なりにくいように変更
した。それぞれのオブジェクトの距離を測り、一定の距離を
超えた場合は移動ルートを変更する。オブジェクトが重なり
にくくなることで、人間が追跡しやすいと考える。
また、提案する二つの CAPTCHA では、オブジェクトの
移動速度は先行研究の CAPTCHA-2、CAPTCHA-3 より少
し遅く設定した。
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で人間か機
械かを判別する。

3.2

認証手順

提案する CAPTCHA の認証手順を図 4 に示す。

CAPTCHA のプログラムが動作を始めると、初期画面（図 4（a ）
）が表示される。画面中のボタン「I’mnotarobot」をタッ
）に移行し、移動オブジェ
プすると、追跡開始画面（同図-（b）
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。“touchzone”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 touchzone 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 [4] における、モバイルデバイスで
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図 3. 提案手法のフローチャート

アンケート調査を行い、提案手法の有用性について検証する。

4.2

実験方法

実験は、10 名（20 代 8 名、50 代 2 名）に参加してもらっ
た。実験参加者には、各自が所有しているモバイルデバイス
（iPhone8、iPhone10、iPhone11、iPhone12、Android Pixel

3a）を利用して、提案 CAPTCHA を 5 回ずつ解いてもらい、
追跡成功時間と所要時間（追跡開始までの時間）の計測を行っ
た。また、先行研究の CAPTCHA2、CAPTCHA-3 と比較を
(a)初期画面

(b)追跡開始

(c)追跡終了

図 4. 提案する CAPTCHA の構成

行うため、同様に 5 回ずつ解いてもらった。CAPTCHA-3 と

CAPTCHA-A、CAPTCHA-B は、オブジェクトの数を 5 個
にした場合と、10 個にした場合を解いてもらった。実験後、
それぞれの CAPTCHA について、ユーザビリティに関する

の CAPTCHA の推奨設計によると、CAPTCHA の解答方式

アンケートを記入してもらう。

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。
」

4.3

としている。提案 CAPTCHA は、文献 [4] のガイドラインを
満たす、また、CAPTCHA-3 のオブジェクトの移動速度を調
節したことで、動体視力が低い人や高齢者でも追跡しやすい
ようにしている。

3.4

提案手法のセキュリティについて

提案手法の CAPTCHA-A では、色、形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と大きさを変えな
がら、交差しながらランダムに動く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、透明度と大きさ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
と大きさ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。提案手法の CAPTCHA-B では、
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、交差しにくいようにランダ
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、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。

実験と考察

4.

提案 CAPTCHA の実用性について実験を行い、ユーザビ
リティ評価を調査する。

4.1

実験目的

3 章で、提案した CAPTCHA 方式が、ユーザ（人間）によ
る解答が可能なものか確認する。また、実験参加者に対して、

実験結果と考察

4.3.1 成功率
成功率は、各実験を 5 回ずつ行ったうち、追跡成功時間が
閾値以上になった回数の割合である。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 5 と図 6 に
各 CAPTCHA の成功率の結果を示す。図５は CAPTCHA-3
と CAPTCHA-A、CAPTCHA-B のオブジェクトの数を 5 個
にした時の成功率を、図 6 はオブジェクトの数を 10 個にした
時の成功率をまとめている。
オブジェクトの数が 5 個の場合、閾値７ではすべての

CAPTCHA の成功率が 8 割以上で、閾値８では 7 割以上で
あまり変化はない。しかし閾値 9 になると CAPTCHA-2 と

CAPTCHA-B の成功率は 5 割ほどになり、急激に低下して
いる。閾値９での CAPTCHA-2 と CAPTCHA-B の実用は
難しいと考える。CAPTCHA-A は CAPTCHA-3 よりも成功
率が高いため、十分実用性があると考える。
オブジェクトの数が 10 個の場合、オブジェクトの数が 5
個の時と比べると全体的に成功率が下がっている。閾値７、
８をみると CAPTCHA-2、CAPTCHA-3、CAPTCHA-A、

CAPTCHA-B の順で成功率が低下している。閾値９とした
時の成功率は、オブジェクト数を 5 個と 10 個にした時とも
に、CAPTCHA-A の成功率がほかの CAPTCHA よりも高
い。閾値９とした場合は CAPTCHA-A が実用的だと考える。

4.3.2 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
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表 2. SUS の平均点
全員 20 代
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図 6. 成功率（オブジェクト 10 個）

かし SUS の平均点数 68 点には、どの CAPTCHA もとどか
なかった。先行研究 [2][3] での調査では SUS の値が高かった
が、本研究での SUS の値は低かった。これは、実験対象者の

表 1. 追跡開始までの時間 (秒)

年齢構成が関係すると考える。実験対象者が先行研究 [2][3] で

平均

最大

最小

CAPTCHA-2

1.61

5.09

0.79

CAPTCHA-3 ( 5 個)

のうち宮崎大学工学部生は 5 名で、年代は 20 代が 8 名、50

2.98

9.00

1.79

CAPTCHA-3 (10 個)

代が 2 名であった。年代別の SUS の平均点をみると、20 代

2.93

11.00

1.79

CAPTCHA-A ( 5 個)

は CAPTCHA-2、CAPTCHA-3、CAPTCHA-A が SUS の

2.59

15.20

1.79

CAPTCHA-A (10 個)

平均点数 68 点を上回っていることがわかる。しかし、50 代

2.62

8.49

1.69

CAPTCHA-B ( 5 個)

はどの CAPTCHA も 40 点ほどで SUS の平均点数 68 点より

2.89

10.90

1.79

CAPTCHA-B (10 個)

大きく下回る。

3.16

7.49

1.59

CAPTCHA の追跡開始までの時間を、表 1 にまとめた。
平均時間を見ると、CAPTCHA-2 が 1.61 で一番短いことが
わかる。ほかの CAPTCHA は 2 秒台で、CAPTCHA-B（オ
ブジェクト 10 個）は 3 秒を超えている。CAPTCHA-2 以外
の CAPTCHA は追跡する物体を選んでから追跡をしなけれ
ばならないため、選ぶのに時間がかかる。CAPTCHA-A は

CAPTCHA-3 よりも平均時間が短いため、実用性があると考
える。
最小時間を見ると、CAPTCHA-2 が 0.79 で一番短く、ほ

は宮崎大学工学部生だったのに対して、今回の研究では 10 名

ユーザからの意見として、「オブジェクトが重なったとき、
どれを追っているかわからなくなる」、
「色が薄くなった時見
失いやすい」、「オブジェクトの数が多くなった時見失いやす
い」
、
「色が濃くなった時は追跡がやりやすい」
、
「CAPTCHA-

A はオブジェクトが大きくなる時は見やすくて使いやすい」、
「CAPTCHA-B で、オブジェクトがぶつかったときに、はね
るように移動スピードが急に速くなるため追跡が困難である」
、
「オブジェクトが下に行ったときカーソルを合わせづらい」
、
「若
い人はできるだろうけど年をとった人は難しい」という意見
があった。これについては透明度の調節、CAPTCHA-A での

かの CAPTCHA は 1 秒台であまり変化はない。最大時間を

大きさの調節、CAPTCHA-B でのオブジェクトのスムーズな

見ると、CAPTCHA-A（オブジェクト 5 個）が 15.20 で一

動きの設定、オブジェクトの表示画面やタッチ操作画面の調

番長くかかっている。CAPTCHA-2 以外の CAPTCHA で

節、お年寄りでも使いやすいような提案をする必要があると

は 10 秒以上かかることがあることがわかる。CAPTCHA-3、

考える。

CAPTCHA-A、CAPTCHA-B は追跡開始までの時間にばら
つきがあるため、改善する必要がある。

4.4

ユーザビリティに関するアンケート調査

実験参加者には本実験の後に、System Usability Scale（以

5.

まとめ

下 SUS）[5] 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。アンケートの結果から得られた SUS の平均点を表２にま
とめた。

SUS 評 価 値 は CAPTCHA-2 が 67.25 で 一 番 高 く 、

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 の
改良をし、実用性について検討を行った。先行研究 [2][3] と改
良 CAPTCHA を比較するために、モバイルデバイスでの対照
実験を行った。実験の結果、CAPTCHA-A のモバイルデバイ
スでの人間の成功率は比較的高く、CAPTCHA-B の成功率は
低いことがわかった。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、提案した CAPTCHA-A、CAPTCHA-B
は平均スコアを超えることができなかったが、CAPTCHA-A
は CAPTCHA-3 の SUS 評価値を上回ることができた。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

CAPTCHA-B が 61.75 で一番低いことがわかる。

善する必要がある。また、ボットによる攻撃について検証し

CAPTCHA-A は 65.50 で CAPTCHA-2 の値に近かった。し

ていかなければならない。

モバイル端末向けの動的 CAPTCHA の改良
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On an Attempt at Application of Deep Learning to
a User Authentication Method Using s-EMG
Hisaaki YAMABA, Kenya SHIRAISHI, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI
Abstract
In our present era, mobile devices such as tablet-type personal computers (PCs) and smartphones have
penetrated deeply into our daily lives. We report on a new user authentication method for mobile devices
that uses surface electromyogram (s-EMG) signals rather than screen-touch operations. These s-EMG signals,
which are generated by the electrical activity of muscle ﬁbers during contraction, can be used to identify who
generated the signals and which gestures were made. Our method uses a technique called “pass-gesture,”
which refers to a series of hand gestures, to achieve s-EMG-based authentication. In this paper, deep learning
is introduced to facilitate the identiﬁcation of gestures from s-EMG signals. Pictures of s-EMG signals were
directly used to diﬀerentiate gestures in experiments and the performance was evaluated. The results showed
that the performance using deep learning was not better than the one using support vector machines that was
used in our previous works. However, we expect the results to be used as one of the benchmark indices for
the future improvement.

Keywords: Mobile device, user authentication, shoulder surﬁng, s-EMG, deep learning
a)b)c)d)

はじめに

1.

一般にユーザ認証に用いられるパスワードや PIN を用いた
認証は、覗き見耐性が十分であるとは言い難い。通常、モバイ
ル端末を利用する際には、他人に利用されることがないよう
に認証を行い正規ユーザであることを示さなければならない。
キーボードのないモバイル端末では、タッチパネルにログイ
ン操作をしなれければならず、これは覗き見によって認証に
必要な情報が第三者に取得されてしまい容易に認証を突破さ
れる場合がある。現代ではスマートフォンやタブレット等の
モバイル端末が普及し、私達の生活に深く影響を与えている。

図 1. 筋電図

そのため、たくさんの個人情報を保存しており、安全性の高
い個人認証が必要になっている。
覗き見に対する耐性を与える技術として生体情報を用いた
生体認証が注目されている。生体認証とは、人間の身体的特
徴（生体器官）や行動的特徴（癖）を用いて本人認証を行う技
術であり、覗き見によりそれらの情報を得ることは困難であ
ることから、強固なセキュリティを期待されている。具体的
には指紋や虹彩などが認証に用いられる。
筆者の研究室では、生体情報の１つである表面筋電位を用
いた認証手法の検討を行っている。具体的には、手首から先
や指を様々に曲げたり伸ばしたりした形（以下、ジェスチャ
情報システム工学科助教
情報システム工学科学部生
c)
情報システム工学科准教授
d)
情報システム工学科教授

と呼ぶ）を取った時の筋電位を計測し、その波形を認証情報
として用いる。

表面筋電位を用いた個人認証を実現するためには、ジェス
チャごとの特徴量を抽出する必要がある。筆者の研究室の以
前の研究 2) では、機械学習の手法の一つであるサポートベク
タマシン（Support Vector Machine、以下 SVM）で判別器
を構築していた。しかし、その性能は十分とは言えなかった。

a)
b)

近年では機械学習をより発展させた深層学習という技術が
注目されている。そこで本研究では、深層学習による判別器
の作成という、以前の研究とは別のアプローチを試みる。
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筋電位

2.

筋電位とは脳から送られた信号が筋繊維に伝達された際に
生じるものであり、神経細胞が細胞内外の電位を変化させる
事で測定することが可能になる。観測された電位の変化は図

3 のような筋電位として記録できる。皮膚表面で計測した筋
電位のことを表面筋電位 (surface electromyography、 以下

s-EMG) という 3) 。
筋電位は、例えば、障がい者を支援するヒューマンインター
フェイスの開発等に活用されている。例えば Tamura 等は、
顔の皮膚表面から得られた筋電位を表面筋電計を用いて測定・
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 4) 。

4.1

3.1

時に観測される表面筋電位を筋電計で測定し、得られた波形を
用いて個人認証を行う手法を提案している。この手法は、筋
電位計で計測された s-EMG の波形がジェスチャ毎に異なり、
また同一のジェスチャであっても波形には個人差があるとい
う特徴を利用したものである。攻撃者から認証動作を見られ、
その攻撃者が全く同じジェスチャを再現したとしても、筋電
位の波形には個人差があるため、認証が突破されないことが
期待できる。

4.2

提案手法の認証プロセス

以前の研究 2) で提案された認証プロセスを以下に示す。

1. ユーザは、パスワードとして登録するジェスチャを選
択する。(図 2 (a))

機械学習及び SVM

2. 選択した各ジェスチャの s-EMG を測定し、特徴量を

機械学習とは AI 技術の一つで、教師あり学習、教師なし学

抽出後、デバイスに登録する。(図 2 (b))

習、強化学習の 3 つに分けられる。SVM は教師あり学習を用

3. ユーザは、デバイスのロックを解除時に、ジェスチャ

いるパターン認識モデルの 1 つであり、分類に適用が可能で

を行い、s-EMG を測定する。

ある。SVM はデータの特徴の次元が膨大になっても識別の精
度が高く、最適化するべきパラメータが少なく算出が容易で

4. 測定された信号が、デバイスに送信される。

あるという利点がある。

3.2

筋電位を用いた個人認証手法

筆者の研究室の以前の研究 2) では、手首から先を動かした

関連技術

3.

提案手法

4.

5. デバイスは信号を分析し、特徴量を抽出する。

深層学習

6. 5。で得られた値と 2。で登録されている値を比較する。

近年、深層学習は「音声認識」や「画像認識」、「自然言語

7. 値が一致する場合、ユーザ認証が成功する。

処理」などの幅広い分野で用いられている。深層学習（Deep

(図 2 (c))

Learning）とは、人間が自然に行うタスクをコンピュータに
学習させる機械学習の手法のひとつで、様々な分野への実用

8. 一方、第三者による不正な認証は値が一致しないため、

化が進んでいる。例えば自動運転車においては、停止標識を

失敗する。(図 2 (d))

認識したり、電柱と人間を区別したりする技術に深層学習が
用いられている。
深層学習の仕組みは、多層のニューラルネットワークを用
い、コンピューターが大量のデータを学習し、分類や予測な
どのタスクを遂行することである。ニューラルネットワーク
を多層にして用いることで、データに含まれる特徴を段階的
により深く学習することが可能になる。具体的には、多層構
造のニューラルネットワークに大量の画像、テキスト、音声
データなどを入力した場合。ニューラルネットワークの層ご
とに、この層は色、この層は形状を考えるといったのように、
層ごとに分解して考えることができる。これにより何が重要
かを深層学習が自動的に学習できるようになり、人間が考え

深層学習によるジェスチャ識別の試行実験

5.
5.1

実験目的

深層学習用に提供されているライブラリ群を用いて、筋電位
の波形のグラフ画像を用いたジェスチャの識別実験を試みた。
特に適切な条件の検討までは行わず、ともかくジェスチャの判
定が行われることの確認を行なった。また参考までに、SVM
を用いた場合の識別性能との比較を行い、特に調整を行わない
段階での本手法（深層学習の利用）の性能の確認を行なった。

5.2

使用したジェスチャと測定方法

た特徴を用いなくとも、高い認識制度を出すことができるよ

s-EMG の測定には S&M 社の筋電位計 DL-2000 と DL-141

うになる。この構造と学習の手法がディープラーニング特有

を用いた。測定するジェスチャは、手を軽く開いた状態を初

であり、これによりディープラーニングのモデルは極めて高

期状態とし、手話でのコミュニケーションで用いられる指文

い精度を誇る。7) 。

字を参考に、図 3 で示す 4 タイプを選択した。

深層学習の特徴は、他の機械学習が特徴量を「人間が手動

ジェスチャの測定時は、左前腕を椅子のひじ掛けに置き、手

で与える」のに対して、
「機械が自動で学習する」という点で

のひら側の前腕に電極を設置した (図 4)。ジェスチャの測定

ある。つまり機械学習ではデータのどこを特徴とするかを指

は手を開いた状態を初期状態とし、それぞれのジェスチャを

定していたのに対し、深層学習では、AI にどこに注目するの

行い筋電位を測定した。各指文字について 10 回ジェスチャを

かを指定する必要がなくなる。これにより、人間が関与する

行い、筋電位を測定した。この測定を 1 日につき 1 回ずつ、何

ことなく、機械が自動で区別するための目の付けどころを決

日かずつ間を開けて 25 日間行い、各指文字 250 回分のデータ

定するため、時には人間の認識精度を超えることもある。

を得た。今回は 1 名のデータを測定した。

表面筋電位による個人認証システムへの深層学習適用の試み
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(a) 選択したパスワードのジェスチャ
図 4. 測定環境

5.3
(b) 対応する筋電図

判別器の構成

本研究では、測定した s-EMG のジェスチャ画像を用いて
判別器を作成する。判別器の作成には、python による深層学
習の実装を行う。現在 python の深層学習には様々なライブラ
リやフレームワークがあり、それらを用いることで比較的容易
に深層学習モデルを構築することができる。8) 。本研究では、

python による深層学習の実装に Keras を用いた。Keras は、
Python で書かれた深層学習のライブラリで、TensorFlow や

(c) 所有者が入力した筋電図

Theano といった他のディープラーニングのライブラリ上部で
動くような作りになっている。人間にとって分かりやすい設
計のため、比較的容易に実装を行うことができる。Keras を
利用することで、深層学習の背後にある数学的な部分を新規
にゼロから開発、実装しなくとも、各層で利用するアルゴリ
ズムと、パラメータを指定するという比較的短いコードで表

(d) 第三者が入力した筋電図
図 2. パスワードとして使用するジェスチャ

現することが可能になる。そのため、試行錯誤しながら実装
する場合には向いていると思いこれを用いた。

keras での判別器は、最適化アルゴリズムに RMSprop を
利用した。CNN は畳み込みフィルタ数を 64、畳み込みフィ
ルタの縦横 pixel 数を 3 とした。最適化計算のループ回数は

100 回で行った。

5.4

実験方法

Keras を用いた深層学習のプログラムを用いて、3 種類の
実験を行った。
実験 1 では、2 種類のジェスチャのデータで学習させ、こ
の 2 種類のジェスチャの波形画像をテストデータとして与え
てどちらのジェスチャであるかを判定させた。
実験 2 では、一つのジェスチャを正例、残りを負例として
学習させ、4 種類すべてのジェスチャの波形画像をテストデー
タとして与えて正負を判定させた。
実験 3 では、4 種類のジェスチャのデータで学習させ、4 種
類すべてのジェスチャの波形画像をテストデータとして与え
てどのジェスチャであるのかを判定させた。
今回は 2 つのセンサを用いた。1 つのセンサにつき、深層
図 3. 実験で使用したジェスチャ

学習の訓練データには、250 データの内、各ジェスチャにつき

200 データずつ、推論用のデータは、各ジェスチャにつき 50
データずつを用いた。より信頼できる実験結果を得ることを
考えて、5 分割交差検証を行った。
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表 5. SVM での実験結果

表 1. 2 分類の実験結果

実験の種類

結果 [%]

2 分類のセンサ１の平均

69.43

2 分類のセンサ２の平均

67.76

4 分類のセンサ１の平均

53

4 分類のセンサ２の平均

58

学習用

テスト用

センサ 1[%]

センサ 2[%]

A and B

A

53.4

75.2

A and B

B

67.2

57.2

A and C

A

62.8

64.8

A and C

C

58.8

65.2

A and D

A

60.0

71.6

A and D

D

62.0

68.4

B and C

B

59.6

67.6

実験結果を表 1～表 4 に示す。筋電位を取得するセンサの

B and C

C

44.4

43.2

位置によってもやや違いはあるが、まだ高い性能は出せていな

B and D

B

59.2

60.8

い。SVM で判定した場合の結果の一部を表 5 に示すが、これ

B and D

D

66.4

67.6

と比べても、平均して 10 ポイントほど劣っている段階である。

C and D

C

48.8

52.0

性能がまだ高くない理由としては、まず、学習のためのデー

C and D

D

34.4

40.0

平均

タ数が少なすぎることが考えられる。この点については、デー

56.42

61.13

タ拡張（Data Augmentation) 等の導入を検討する必要があ

5.5

実験結果

る。また、グラフの描画方法についても検討の必要がある。具
体的には、ジェスチャによって波形の振幅に差があり、グラ
フの Y 軸の最大値と最小値をジェスチャによらず固定してし

表 2. 正負分類の実験結果

まうと、振幅の小さいジェスチャ同士で違いがわかりにくく

正例

テスト用

センサ 1[%]

センサ 2[%]

A

正例

24.0

41.2

小値に合わせると、振幅の違いという特徴が失われてしまう。

A

負例

86.5

82.0

このようなグラフの図としての取り扱いについて、検討を進

B

正例

34.4

35.2

める必要がある。

B

負例

84.1

83.4

C

正例

40.8

48.0

C

負例

84.1

85.9

D

正例

42.4

40.8

D

負例

85.2

94.5

なってしまう。かといって、それぞれの波形での最大値・最

6.

まとめ
本研究では、筋電位を用いた個人認証を、深層学習を用い

て行うことで、以前までの SVM を用いた場合とどのような違
いがあるか、またどんな改善点が必要かをまとめた。実装し
た手法で実験を行った結果、以前の研究で使われていた SVM
と比較し高い精度を発揮できなかった。その理由の一つとし

表 3. 4 分類センサ 1 の実験結果

て、ジェスチャ画像を判別器が学習しづらかったことがあげ
られる。

テスト用

A[%]

B[%]

C[%]

D[%]

A

38.8

25.2

14.8

21.2

で分けず、２つの筋電位の波形を合わせることも考えられる。

B

22.4

42.0

21.6

14.0

また本研究では、一人分のデータのみをとったが、若い人や

C

18.8

16.8

43.6

20.4

年配の人を含む多様な人からの sEMG データを取得し調査を

D

21.6

13.6

16.8

48.0

行うことで、再現性の観点から優れたジェスチャを探求する

平均正解率

43.1

今後の課題として、ジェスチャ画像をセンサ A とセンサ B

ことが必要であると考える。
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Study on an Evacuation Support System for Tsunami Disasters
Using Low Power Wide Area Network
Karin Honda, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA
Abstract
In the previous research of our laboratory, we proposed an evacuation support system using ad hoc
communication. However, since the evacuation support system in the previous research has a one-hop communication range for ad hoc communication, information may reach only the evacuees around the sender, and
suﬃcient performance could not be obtained. Therefore, we thought that it would be more useful for evacuation if all the evacuees, not just those nearby, could receive the information. In this study, we improved the
evacuation support system by using power-saving long-distance communication, which has excellent disaster
resistance and can share information with all evacuees from communication with the server. In the experiment,
we conducted an evacuation behavior simulation assuming a tsunami disaster and investigated the usefulness
of the evacuation support system. In this study, we used Scenargie, which is a multi-agent simulation, to
simulate evacuation behavior in the event of a tsunami disaster. In this simulation, in the case of the evacuation support system using power-saving long-distance communication, the number of people who completed
evacuation began to exceed that of the evacuation support system using ad hoc communication from 1300,
and 21 more people were able to complete evacuation at 1800s. From these results, it was found that the
evacuation support system using power-saving long-distance communication is eﬀective in the situation where
the number of evacuees near the end of the simulation decreases.

Keywords: Evacuation behavior, Simulation, Scenargie, Tsunami
a)b)c)d)

はじめに

1.

日本は世界有数の自然災害大国である。台風、地震、津波、
火山噴火などそのリスクは数えきれないほどで、毎年多くの
被害が発生している。中でも、日本は北米プレート、ユーラシ
アプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの 4 つの
プレートの上に位置するため非常に地震が発生しやすく、世
界で発生する地震の 10%、マグニチュード 6 以上の地震に限
定すると 20%以上が日本で起きているとされている 1) 。
特に南海トラフ巨大地震への備えは重要な課題の 1 つであ
る。南海トラフは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の
南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プ
レート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を
形成する区域であり、この南海トラフ沿いのプレート境界を震
源とする大規模な地震が南海トラフ巨大地震である。南海ト
ラフ巨大地震が 30 年以内に発生する確率は 70～80%と予測
されており、静岡県から宮崎県にかけて震度 7、それに隣接す
る周辺の広い地域では震度 6 弱から 6 強の強い揺れになると
想定されている。それに伴い、関東地方から九州地方にかけ
ての太平洋沿岸の広い地域に 10 ｍを超える大津波の襲来が想
工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)
情報システム工学科教授
c)
情報システム工学科助教
d)
情報システム工学科准教授
a)

定されており、多大な影響を及ぼすと予測されている 2) 3) 4) 。
我々は、地震にともなって津波が発生した時の避難誘導の
計算機支援に注目している。これまで日本で起きた地震では、
津波により避難途中の避難者の多くが犠牲となっている。津
波警報が発令された場合、どのような経路で、どこに避難を
すべきか、などの情報が把握できる避難支援システムが存在
すれば、より迅速かつ安全に避難行動を行うことができると
考えられる。
ここで配慮しなければならないのは、高齢者の犠牲者を減
らす方策である。日本での津波に限らず一般的な大規模自然
災害による犠牲者のうち高齢者の占める割合は、およそ 60%
以上 5) となっている。日本は世界でもトップの高齢化社会で
あり、令和 2 年時点での日本の高齢化率は 28.4%であり、高
齢化率は今後増加すると予測されていることから 6) 、高齢者
の犠牲者数を抑えるような対策をする必要がある。
以前の研究では、避難に要する時間の短縮をはかるため、避
難所が定員を超えたという情報と、歩行速度を考慮して避難
所を決定する避難所決定法を活用する避難誘導法を考案した。
情報の共有を実現する手段として、アドホック通信を利用し
た。ただし、アドホック通信では情報の伝達可能範囲が狭く
効果が限定的であるという問題があった。
そこで本研究では、伝達範囲がより広くなる省電力長距離
通信を採用し、避難者の避難所要時間が短縮できるような避
難所選択法を考案した。また、若者が不利な状況になってい
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たため、それを配慮するような工夫として、避難所選択モー
ドの遷移を導入した。
以下に、本論文の構成を示す。2. 章では、以前の研究につ
いて述べる。4. 章では、省電力長距離通信について解説する。

5. 章では、避難支援システムの変更点について説明する。6.
章ではシミュレーションについての、実装、シナリオ、実験の
結果、考察について解説し、7. 章ではまとめ、今後の課題に
ついて述べる。

2.

図 1. 満員であることを知っている場合（赤線）と知らない場
合（青線）の移動距離の違いのイメージ

これまでの取り組み
本研究室の以前の研究 7) の避難支援システムは、アドホッ

ク通信を使用し、避難に役立つ情報として「避難所の満員情
報」を避難者に共有し、
「歩行速度を考慮した避難所決定手法」
によって避難所を決定している。
本研究では、津波発生時に、迅速に避難できるように、ス
マホ等の通信機にインストールされたアプリケーションによ
り避難所までのルートをガイドする避難支援システムを想定
している。ただし、インターネットへの接続ができないこと
を前提とする。避難中は避難者は屋外にいるため、一般に無
線 LAN は使用できない。また、地震のために、公衆電話回線
（4G）を利用した通信もできない。そこで、スマホ等の通信機
内の地図情報と、地震発生時点で取得していた現在位置の情
報の 2 つのみから、最寄りの避難所までのルートを表示でき
るようにする。ところが、ネットワークを利用した情報共有
ができないため、各アプリで独立して避難所を選ばざるを得
ず、特定の避難所に避難者が集中することが発生してしまう
ことがある。すると、ある避難者が案内された避難所に到着
した時、既にその避難所には入る余裕がなく、他の避難所を
再選択して移動し直さなけらばならないことが頻発する。こ
のことにより、全避難者の避難完了時間が長くなってしまう。
このような問題から以前の研究 7) では次の工夫を導入した。
（1）避難先の再選択・移動し直しに要する時間を短縮するため
に、ある避難所が定員を超えている時、そのことを到着前に
知ることができるようにして、早い時点で再選択が行えるよ
うにする。
（2）避難先再選択後の移動時間を短縮できるよう、
再選択の対象となる避難者は、子供や高齢者にくらべて移動
速度の速い若者とする。全員に最寄りの避難所を案内してし
まうと、若者の方が先に到着し、若者だけで避難所が定員を
超えてしまう。その結果として、子供や高齢者が移動し直す
ことになる。そこで、若者に案内する避難所を最寄りの避難
所ではなく、2 番目に近い避難所にすることにより、避難先ま
での移動所要時間の点で若者に不利になるようにして、移動
し直すのが若者になる確率を上げる。その結果として、移動
し直した時の移動時間が短縮されることが期待できる。
（2）による工夫をアドホック通信を
以前の研究では、
（1）
利用した情報共有により実現した。しかし以前の研究の避難
支援システムは、アドホック通信でワンホップのみの通信範
囲であるため、送信者の周囲にいる避難者にしか情報が届か
ないことがあり、十分な性能が得られなかった。以下にシス
テムの詳細を述べる。

図 2. 避難所の満員情報を送受信しているイメージ

2.1

アドホック通信

アドホック通信は、無線 LAN の通信モードのひとつで、通
信基地局などのインフラストラクチャを用いなくとも、周り
の無線ノードと自律的にネットワークを構築できる 8) 。その
ため、柔軟性が高く、設置の容易なシステムを構築すること
ができる通信方式といえる。以前の研究では、次節で説明す
る情報発信においてアドホック通信を利用している。ただし、
通信範囲はワンホップであり、ネットワークの構築を行って
いるわけではない。

2.2

避難所の満員情報

避難中に起こりうる問題点について図 1 に示す。避難中に
避難者が目的地としている避難所が満員であるとき、それを
知らずに満員である避難所に到達し、またほかの避難所に行
くと遠回りになり避難完了までにかかる移動距離と時間が増
加してしまう。
この問題を解決するため、避難所の満員情報の共有を行う。
避難所の満員情報の共有のイメージを図 2 に示す。（1）避難
所が定員に達したら、その避難所でその旨をアドホック通信
で発信する。（2）避難者のスマートフォンの避難誘導アプリ
は、それを受信すると、選択可能な避難所リストから当該の
避難所を削除する。（3）現在向かっている避難先が当該の避
難所であった場合は、避難先の再選択を行い、進行先を変更
する。なお、この情報の伝達範囲はワンホップまでであり、受
信したスマートフォンが中継して再発信することはない。し
たがって、ある避難所が定員に達した時刻において、その避
難所からアドホック通信が届く範囲（およそ半径 100m9) ）に
いる避難者にしか、この情報は届かない。

2.3

歩行速度を考慮した避難所決定

エリア内に複数存在する避難所の中から、実際の避難先と
してどの避難所を選択するのが良いかについては、一般には、
各避難者の現在位置から最も近い位置にある避難所を選択す
るのが良いと考えられる。
より近い避難所を選ぶようにすれば、それだけ早く避難が
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図 5. 避難支援システムの全体像（アドホック通信）
表 1. エージェント設定（以前の研究）
対象人数 [人]
1000

図 3. 避難先の分散をしない場合に起こる問題点

図 4. 歩行速度を考慮した避難所決定を利用する場合のイメージ
完了すると考えられる。ただしこの方法をとると、次のよう
な問題が発生する。避難支援システムが避難者に指示した避

出てしまう。そのような避難者はまた別の避難所を選んで移
動し直さなければならず、それが避難完了時間の遅れの原因
となっている（図 3）。
また、同じ距離を移動したとしても、若者よりも子供や高
齢者のほうが移動時間がかかってしまうことから、子供や高齢
者の移動距離が増えるとさらに時間がかかってしまう。よっ
て歩行速度の遅い子供や高齢者の移動距離はなるべく小さく
したほうが良い。
これらのことから、
「歩行速度を考慮した避難所決定」を提
案した。歩行速度を考慮した避難所決定は、歩行速度の遅い
子供や高齢者は 1 番近い避難所に（以降、最近接避難所選択
モードと呼ぶ）
、歩行速度の速い若者は 2 番目に近い避難所に
避難させる方法（以降、次近接避難所選択モードと呼ぶ）であ
る（図 4）。

2.4

アドホック通信を利用した避難誘導法

避難支援システムの全体像を図 5 に示す。避難支援システ
ムは、
「避難所の満員情報」と「歩行速度を考慮した避難所決
（1）避難者が避難所 A
定」の 2 つを避難誘導に利用している。

子供

若者

高齢者

色

黄

水

黒

人数 [人]

110

611

279

歩行速度 [m/s]

1.0～3.0

4.0～5.0

0.5～2.0

年齢

4～14

15～64

65～100

初期配置

観光地中心

目的地

複数設定された避難所

定法によって決定する。

3.

難先が、ある避難所に集中してしまうと、到達した時に定員
に達しており、結局その避難所に避難できない避難者が多く

グループ

シミュレーション
青島地区の詳細地図を使用して避難支援システムのシミュ

レーションを行った。エージェント設定を表 1 に示す。
シミュレーションの結果、アドホック通信を利用した避難
支援システムは 1450s 時点で避難完了したが、アドホック通
信を利用した避難支援システムを使用しない場合は 1800s 時
点でも避難完了しなかった。これらの結果から、避難支援シ
ステムを使用することで避難完了までにかかる移動距離と時
間の短縮と、歩行速度の遅い子供や高齢者の避難の手助けに
有効であることがわかる。
しかし、以前の研究の避難支援システムは、アドホック通
信でワンホップのみの通信範囲であるため距離の離れた場所
に位置する避難者には情報が届かない。そのため、距離の離れ
た場所に位置する避難者が満員となっている避難所に行って
しまい、避難距離と時間が増加してしまう可能性がある。よっ
て本研究では、通信方式をアドホック通信から、サーバとの
通信から避難者全員に情報を共有できる省電力長距離通信に
変更し、避難完了までの移動距離と時間の短縮を目指す。

4.

省電力長距離通信
本章では、本研究の提案システムで使用する省電力長距離

に到達したことで、避難所が収容人数の上限に達した時、
（2 ）

通信について文献 10) を参考に説明する。モノのインターネッ

避難所の管理者が基地局に避難所 A の満員情報を発信する。

トである IoT（Internet of Things）を実現するため従来の無

（3）（2）により送信されたパケットを他の避難者が受信する
と、避難所 A の情報を保存し、目的地の候補から除外する。

線通信技術を使用すると通信距離や消費電力、コストなど様々
な問題が生じたため、IoT に適した無線通信技術として、省電

（4）パケットを受信した避難者の中で避難者 A を目的地とし

力長距離通信が開発された。省電力長距離通信は、次の 3 つ

ている避難者は、歩行速度を考慮した避難所決定により、子

の要件があげられる。1 つ目は、電池交換が困難な場所に設置

供や高齢者は最近接避難所選択モードにより選択された避難

することがあるため、電池の寿命を長くできるよう低消費電

所 B を目的地として設定し、若者は次近接避難所選択モード

力であること。2 つ目は、中継器の設置コストと電力供給の問

により選択された避難所 C を目的地として設定し、移動を始

題を解決するため、広域データ通信であること。3 つ目は、将

める。避難者の最初の目的地も歩行速度を考慮した避難所決

来の情報化社会ではニーズがあるため、膨大な数のモノに接
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図 6. SIGFOX システム（文献 10) を参考に作図）
続できること。
低消費電力でありながら長距離通信が可能であることかつ、

図 7. LoRaWAN システム（文献 10) を参考に作図）
する通信インフラを利用する場合は、通信事業者との間で利
用契約を結ぶ必要がある。また、自営の LoRaWAN 無線局で

電池で動作し、地震直後で停電がおこる場合でも利用可能であ

利用する場合は、通信インフラ（基地局とサーバ）を自ら設置

ることから、災害時に優れていると考え本研究で採用した。以

する必要がある（図 7 の橙破線）。

下に、省電力長距離通信の技術である SIGFOX と LoRaWAN
について説明する。

4.1

SIGFOX

SIGFOX 技術は、フランスの Sigfox 社が開発した無線通信
技術である。SIGFOX の IoT 通信ビジネスは、携帯電話事業
と同様にサービスを提供することを特徴としている。使用エ
リアをカバーする基地局通信インフラを整備する上で、低額
の IoT 通信サービスを公衆に提供し、多くの利用者から得た
利用料金で初期投資を回収する。SIGFOX 通信サービスは、

1 国に 1 社しか SIGFOX ネットワーク事業者を認めないポリ
シーがある。日本では、2016 年に京セラコミュニケーション
システム社が Sigfox 社と契約している。
従来の無線センサネットワークは、無線デバイス、基地局
の設置、インターネット接続は、すべてユーザが行う。これ
は、使用料金はかからないが初期設置コストが大きな負担とな
る。SIGFOX の場合、ユーザは SIGFOX デバイスと利用契
約をするのみで通信インフラの設置は不要となる。SIGFOX
システムの仕組みを図 6 示す。SIGFOX のサービスエリア内
に SIGFOX デバイスを設置すると、パケットを周辺の基地局
に送る。次に基地局からサーバへパケットを転送する。最後
にサーバはインターネットを介してユーザが設定したプロト
コルでユーザアプリケーションを呼び出す。灰色で囲った部
分は通信事業者が設置・運営を行う。

4.2 LoRaWAN
LoRa は、Semtech 社が開発した低消費電力・長距離通信用
変調技術の名称で、Long Range の略である。また LoRaWAN
は、Semtech 社が主導する LoRa アライアンスにより提唱さ
れた広域ネットワーク WAN の規格である。従来 LoRa 変調
技術は、Semtech 社のみが保有する特別な無線技術であった
が、2015 年に Semtech 社が LoRa アライアンスを立ち上げ、
オープンな環境で利用できるようになった。LoRaWAN は、

SIGFOX とは違い地域単位の提供も可能である。
LoRaWAN システムの仕組みを図 7 に示す。LoRaWAN
のサービスエリア内であれば、LoRaWAN デバイスが送信し
たパケットは近くの基地局に届き、基地局はサーバにパケット
を転送する。ユーザは、インターネットを介してサーバにア
クセスしパケットを確認することができる。現在 LoRaWAN
規格で規定されているのは、LoRaWAN デバイスと基地局間

通信事業者に頼らずネットワーク構築が可能であり、通信
仕様が公開されているため、本研究では LoRaWAN を参考に
ネットワークを構築した。

避難支援システムの変更点

5.

本章では、本研究室における避難支援システムについて、以
前の研究 7) の避難支援システムから変更した点について説明
する。

5.1

避難支援システムの全体像

本研究は、通信方式をアドホック通信から省電力長距離通
信に変更している。以前の研究で利用されたアドホック通信
は、ワンホップのみの通信範囲であるため送信者の周囲にい
る避難者にしか情報が届かない。例えば、避難所 A が満員に
なったときに避難者がアドホック通信により情報を送信した
とする。送信者の周囲にいなかった避難者は、避難所 A が満
員になっていることを知らずに避難所 A を目的地に設定する
場合がある。この場合、すでに満員になっている避難所 A に
到達するも避難できずに目的地を新たに決定して再度動き始
めることになり、直接空きのある避難所に行くよりも遠回り
してしまうことで、移動距離と時間が増加してしまう。避難
所 A が満員になったことを全避難者が知ることができればこ
のような現象が防げると考え、サーバとの通信から避難者全
員に情報を共有できる省電力長距離通信に変更した。
図 8 に省電力長距離通信を利用した避難支援システムの全
体像を示す。（1）避難者が避難所 A に到達してから避難所が
収容人数の上限に達した時、（2）避難所の管理者が基地局に
（3）
（2）のパケットを受けとっ
避難所 A の情報を送信する。
た基地局はサーバにそのパケットを転送する。（4）サーバは、
（5）基地局は通
すべての基地局に避難所 A の情報を送信し、
信範囲内のすべての避難者に避難所 A の情報を送信する。図

9 に省電力長距離通信の通信範囲を、図 10 にアドホック通信
（5）の情報を受け取った避難者で、目
の通信範囲を示す。（6）
的地としていた避難所が避難所 A であった場合は、歩行速度
を考慮した避難所決定法により子供と高齢者は最近接避難所
選択モードで、若者は次近接避難所選択モードで避難所に避
難する。避難所 A 以外を目的地としていた場合は、目的地の
変更をせずにそのまま避難を続ける。

5.2

若者への最近接避難所選択モードの適用

のみである（図 7 の青破線）。LoRaWAN は、通信事業者が

避難者の通信機に導入されている誘導アプリには、避難所

提供する通信インフラの利用に限定されることなく、自営の

選択の際に当該避難者に最も近い位置にある避難所を選ぶ「最

LoRaWAN 無線局での利用も可能である。通信事業者が提供

近接避難所選択モード」と 2 番目に近い避難所を選ぶ「次近
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図 11. 若者への最近接避難所選択モードの適用イメージ

図 8. 省電力長距離通信を利用した避難支援システムの全体像

図 12. 若者への最近接避難所選択モードを適用した避難支援
システムの動作
図 9. 省電力長距離通信の通信範囲

シミュレーション

6.

避難支援システムに省電力長距離通信を利用することで、
避難完了までの移動距離と時間が短縮されるという仮説の下、
避難者の避難完了までの時間の変化を調べるため、津波災害
時の避難行動を想定したシミュレーションを行う。
本研究では、避難支援システムに省電力長距離通信を利用
図 10. アドホック通信の通信範囲
接避難所選択モード」が共に用意されているものとしている。
以前の研究では、若者は常に「次近接避難所選択モード」
、子
供と高齢者は常に「最近接避難所選択モード」で動作するよ
うにしていた。しかしこの方法は、歩行速度の遅い子供や高
齢者を優先する方法となっており、若者に不利な方法であっ
た。そこで若者にも配慮するような工夫として、若者は、避
難開始時点では「次近接避難所選択モード」であるが、別に設
定する時間が経過したら「最近接避難所選択モード」に遷移
する方法をとることとした。

した場合のシミュレーションを行う。また比較のため、避難
支援システムにアドホック通信を適用した場合と、避難支援
システムを利用しない場合のシミュレーションを行う。さら
に避難所選択モードの遷移について、指定時間を 100～800s
の間 100s 刻みで変更しシミュレーションを行う。

6.1

前提条件

シミュレーションを行うにあたっての前提条件を説明する。
避難者全員に通信機を持たせパケットの送受信ができるもの
とし、通信機の中には目的地となる避難所と避難所までの最
短ルートが表示されるアプリケーションがインストールされ
ているものとする。アプリケーションは、シミュレーション
が開始されるとすぐに、
「歩行速度を考慮した避難所決定」に

若者への最近接避難所選択モードの適用イメージを図 11 に
示す。これにより、指定した時間になると若者は、最近接避難

よって目的地を決定する。
各避難所には収容数の上限があり、避難所によって異なる。

所選択モードに遷移し、現在位置から 1 番近い避難所に行け

また、各避難所の総収容数は避難者の人数を上回り、避難者

るようにする。言い換えると全避難者が現在位置から 1 番近

全員が十分に避難できる。

い避難所に行けるようになる。指定時間以前は、子供と高齢

避難者は、初期位置から出発し目的地が決まると最短距離

者は最近接避難所選択モード、若者は次近接避難所選択モー

の道順で移動を始め、到達した避難所が収容人数を超えて滞

ドにより目的地を決定する。

在できない場合は他の避難所に移動する。何も指定がない場
合は 1 番近い避難所を目的地とする。

上記の方法を実現するにあたっての避難支援システムの動
作を図 12 に示す。まず（1）指定時間になるとサーバが避難
者に目的地の再決定を行わせるためのパケットを基地局に送
信し、
（2）基地局は受け取ったパケットを通信範囲内のすべて
の避難者に転送する。（3）パケットを受けとった若者は、最
近接避難所選択モードに遷移し、1 番近い避難所に避難するよ
うにする。子供や高齢者はもともと最近接避難所選択モード
であるため、目的地を変更するのは若者である。

省電力長距離通信では、避難者全員が省電力長距離通信端
末を所持しているとし、サーバと通信を行い情報を共有する。
アドホック通信では、避難者全員が携帯端末を所持し、ア
クセスポイントやクラウドにアクセスできない場合を想定し
て端末間でアドホック通信を用いて情報共有を行う。

6.2

Scenargie

本研究では Scenargie を用いてシミュレーションを行った。

Scenargie は、Space-Time Engineering 社で開発された離散
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図 13. Scenargie Visual Lab
事象シミュレータである。現実世界での無線通信や人の行動
の流れをソフトウェア上でシミュレーションし、通信品質や

図 14. 送信側の処理（7) より引用）

人の振る舞いをコンピュータ上で評価することが可能である
11) 。Scenargie の特徴として以下のものが挙げられる。

• GIS(地理情報システム) との連携が可能である。

• ノードの移動など GIS をシミュレータ内でも利用可能
である。

• 並列計算エンジンによって 1 つのシナリオを並列化し
て計算することが可能である。

• 外部のシミュレータとの連携 API を持っており、交通
流シミュレータと連携してシミュレーションを行うこ
とが可能である。

• コーディングが標準 C++に従って統一されており、比
較的容易に新しいプロトコルの実装を行うことが可能
である。
本研究で Scenargie を選択した理由としては、シミュレー

図 15. 受信側の処理（7) より引用）
定」に従って目的地を再決定し、再度移動を始める。そうで

ションを行う上で実地図を扱いたいため、GIS 標準の shape

ない場合は、そのまま移動を続ける。

ファイルの読み込みが可能である点や、GUI 環境上 (図 13) で

6.4.1 省電力長距離通信

ほとんどの操作を行うことができるため比較的容易に扱える
点、コーディングが読みやすく機能の実装がしやすい点が挙
げられる。

6.3

信側についての処理の流れ、パケットの判定方法について説
明する。

以前の研究

あるアドホック通信から、省電力長距離通信に変更した。送
受信の処理は以前の研究と同様であるので、省電力長距離通

実装方法

シミュレーション実験を実装するにあたって、送信側・受

6.4

本研究では、以前の研究の避難支援システムの通信方式で

信の実装方法だけを述べる。アドホック通信は、送信者がパ
ケットをブロードキャストし、通信距離の範囲内にいる避難
者が受信するという単純な方法であった。しかし省電力長距
離通信の場合は、通信機と基地局間、基地局とサーバ間では

7)

の避難支援システム

処理の流れを送信側（図 14）と受信側（図 15）に分けて説
明する。この際に実装の問題上、歩行速度が 3.0m/s 未満の避
難者を子供・高齢者と判断し現在位置から 1 番近い避難所、歩
行速度が 3.0m/s 以上の避難者を若者と判断し現在位置から 2
番目に近い避難所に目的地を決定し移動を始める。目的地に
到達し避難所が収容人数の上限を超え満員になっていた場合、
目的地に滞在不可と判断し、満員である避難所が保有されて、
通信機のリストに保存する。その後、満員情報共有のためのパ
ケットを作成し、通信範囲内の通信機宛に送信する。パケット
の送信にはアドホック通信を使用して通信機はブロードキャ
ストする。目的地に到達し避難所が収容人数の上限を超えて
いない場合、目的地に滞在可能と判断し移動を終了する。
受信側では、送信側から送信されたパケットを受信すると、

通信方式が異なり、通信機とサーバで送受信するには基地局
を経由する必要がある。このことから省電力長距離通信の実
装は困難であった。
本研究では、省電力長距離通信の実装にあたって LoRaWAN
を参考にした。LoRaWAN を再現するにあたって変調技術で
ある LoRa は本研究室の Scenargie には実装されていない。そ
のため送受信方法を再現する。LoRaWAN は ALOHA 方式
を用いて双方向通信を行っていることから、通信機と基地局
間は ALOHA 方式を用いた。ALOHA 方式では、送信者は任
意のタイミングでパケットを送信し、受信者はパケットの受
信に成功したら送信者に返答する。受信者から応答がない場
合は、任意時間待って再送する 12) 。基地局とサーバ間は有線
を用いてネットワークを構築した。
実装の都合上、省電力長距離通信ではブロードキャストに

受け取った満員である避難所の位置情報を通信機のリストに

よってパケットを送信する。Scenargie では、ユニキャストま

保存する。現在目的地としている避難所がパケットに含まれ

たはブロードキャストによってパケットを送信できる。ユニ

る満員である避難所であれば「歩行速度を考慮した避難所決

キャストを使用する場合は、各通信機がルーティングテーブ

省電力長距離通信を利用した津波災害時の避難支援システムの研究

205

図 16. 本研究の避難支援システムのネットワーク構成
ルを作成する必要がある。ルーティングテーブルを作成する
ために膨大な数のパケットを送るためシミュレーションが動
作しないという現象が起きたため、ブロードキャストを使用

図 17. パケット処理の流れ

して送信することにした。
ブロードキャストを行うと通信機、基地局、サーバすべて
にパケットが届いてしまうため、届いたとしても意図するパ
ケットでない限り破棄するよう実装した。まず、アドホック通
信のパケットでは避難所の位置情報だけ格納していたが、省
電力長距離通信では packetID と ﬂag を追加した。packetID

図 18. 避難所選択モードの遷移の通信動作

はブロードキャストストームを防ぐために使用する。ﬂag は、
受信したパケットを処理するか、何もせずに破棄するか判断
するために使用するものである。
実装の説明にあたって、本研究の避難支援システムのネッ
トワーク構成を図 16 に、パケットの処理の流れを図 17 に示
す。個々の通信機に packetID を格納するリストがあらかじめ
用意される。パケットを受信すると、リスト内に packetID が
ないかチェックする。すでに packetID がある場合は、以前受
信したことがあるパケットなので何もせず破棄する。リスト
内に packetID が無い場合、以下の処理を行う。

ﬂag が 1 の場合、基地局からの上り通信であることを表し、
その場合受信者はサーバでなければならない。そのため、受信
者がサーバで ﬂag=1 の場合正しい通信とみなしサーバは次の
処理を行う。まず、新たなパケットを送信するため packetID
を 1 増やすことで新たな packetID を生成する。次に、受信
したパケットの位置情報と新たに生成した packetID、ﬂag=3
（サーバが基地局に下り通信）を使用してペイロードを作成、
新たに生成した packetID をリストに登録し、パケットを送信
する。

ﬂag が 0 の場合、デバイスからの上り通信であることを表
し、その場合受信者は基地局でなければならない。そのため、
受信者が基地局で ﬂag=0 の場合正しい通信とみなし基地局は
次の処理を行う。ペイロードを生成する際には、基地局がサー
バにパケットを送る上り通信のため、ﬂag=1 となる。

ﬂag が 3 の場合、サーバからの下り通信であることを表し、
その場合受信者は基地局でなければならない。そのため、受
信者が基地局で ﬂag=3 の場合正しい通信とみなし基地局は次
の処理を行う。ペイロードを生成する際には、基地局がデバ
イスにパケットを送る下り通信のため、ﬂag=2 となる。

ﬂag が 2 の場合、基地局からの下り通信であることを表し、
その場合受信者はデバイスでなければならない。そのため、受
信者がデバイスで ﬂag=2 の場合正しい通信とみなしデバイス
は次の処理を行う。デバイスが ﬂag=2 のパケットを受信する
と、パケットの位置情報をリストに保存し、通信終了となる。

6.4.2 避難所選択モードの遷移

するにあたって、避難所の満員情報を送るときに行う通信と
避難所選択モードの遷移を指示する通信を分けたいので、ﬂag
の種類を増やす。
避難所選択モードの遷移のパケットの通信動作を図 18 に
示す。最初にサーバが基地局に下り通信を行い、基地局は受
信したパケットをデバイスに下り通信し、転送する. 避難所
選択モードの遷移のパケット処理の流れを図 19 に示す。避
難所の満員情報を送るときに行う通信はデバイスから送信を
始めるが、避難所選択モードの遷移の場合はサーバから送信
を始める。サーバが指定時間になると ﬂag=4 と packetID を
ペイロードとしてパケットを送信する。受信したパケットが

ﬂag=4 の場合、サーバからの下り通信であることを表し、そ
の場合受信者は基地局でなければならない。そのため、受信
者が基地局で ﬂag=4 の場合正しい通信とみなし基地局は次の
処理を行う。まず、新たなパケットを送信するため packetID
を 1 増やすことで新たな packetID を生成する。次に、新たに
生成した packetID、ﬂag=5（基地局がデバイスに下り通信）
を使用してペイロードを作成、新たに生成した packetID をリ
ストに登録し、パケットを送信する。
受信したパケットが ﬂag=5 の場合、基地局からの下り通信
であることを表し、その場合受信者はデバイスでなければな
らない。そのため、受信者がデバイスで ﬂag=5 の場合正しい
通信とみなし、目的地の再計算を行う。

6.5

シナリオ

今回のシミュレーションでは、青島地区の詳細な地図を用
いてシナリオを用意した。文献 13) を基に、宮崎市全体の宿
泊者数の内、青島地区に宿泊した人数の割合である 15%を宮
崎市全体の月別観光入込客数に掛けたものを、青島地区にお
ける月別観光入込客数と仮定し、客数最多である 8 月のもの
を参考に 1 日間の観光客数を求めた。1 日間の観光客数と青
島の人口を足し合わせ、その約 7 分の 1 の人数を対象人数と
した。そして、歩行速度を基準にエージェントを子供、若者、
高齢者の 3 つのグループに分類した。それぞれの人数を宮崎

本研究では、若者の避難についても配慮するため避難所選

市の年齢別人口 14) の割合から設定した。また、住民と観光客

択モードの遷移を実装する。避難所選択モードの遷移を実装

の割合を求め、グループごとに住民と観光客に分けた。エー
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表 2. エージェント人数の内訳
対象人数 [人]

1000
子供

若者

高齢者

110

611

279

住民

観光客

住民

観光客

住民

観光客

51

59

281

330

128

151

グループ

表 3. エージェント設定
子供
若者

色

黄

水

黒

歩行速度 [m/s]

1.0～3.0

4.0～5.0

0.5～2.0

年齢

4～14

15～64

65～100

初期配置（住民）

図 19. 避難所選択モードの遷移の処理の流れ

高齢者

全建物

初期配置（観光客）

観光地中心

目的地

複数設定された避難所
表 4. 避難所と収容人数

図 20. シミュレーションの様子
ジェントの人数の内訳を表 2 に、エージェントの設定を表 3
に示す。
青島地区の津波用の指定緊急避難所を目的地として設定し
た 15) 。避難所の収容人数を設定するにあたって、津波から緊
急に避難する場合を考えると、収容人数を超えて避難者が押
し寄せると考えた。満員電車の人口密度が 1m2 あたり 6 人ほ
ど収容できるので 16) 、その半分の 1m2 あたり 3 人収容する。
シミュレーションは現実の約 7 分の 1 の規模となっているた
たり 1 人収容すると記述があったので 3 倍した。避難所の収
避難所以外の建物や道路のパラメータは Scenargie のデフォ
ルトで設定が行われており、それぞれ、建物は高さ 10 m、収
容人数 100 人、収容車両数 100 台、道路は幅 15 m、制限速度

60 km/h、収容人数 7 人 (1 m2 当たり)、車両・歩行者通行可
となっている。
省電力長距離通信の有用性を調べるため、以前の研究のア
ドホック通信を利用した避難支援システムと本研究の省電力
長距離通信を利用した避難支援システム、避難支援システムを
利用しない場合の 3 つの場合で 5 回ずつシミュレーションを
行い、時間ごとの避難完了人数の平均値を求めた。アドホック
通信を利用した避難支援システムについて、以前の研究のシ

6.6

収容人数 [人]

453

グランマリン

64

ドルフィン

64

ロコビーチ

214

ラメールブルー

86

ANA ホリデイインリゾート宮崎

43

青島グランドホテル

228

青島地域総合センター

231

青島 9 区一時避難所

52

青島 10 区一時避難所

21

合計

1458

め、避難所の収容人数を 7 で割り、収容人数について 1m2 あ
容人数設定一覧を表 4 に示す。

避難所
青島中学校

結果

6.6.1 避難所が定員に達した時の再選択の効果
時間ごとの避難完了人数の平均値のシミュレーション結果
を図 21 に示す。縦軸と横軸はそれぞれ避難完了人数とシミュ
レーション時間である。赤線が本研究の省電力長距離無線を
利用した避難支援システム、青線が以前の研究のアドホック
通信を利用した避難支援システム、緑線が避難支援システム
を利用しない場合を表す。また、破線の縦線は宮崎市の津波
到着時間である 1080s である。
省電力長距離通信利用した避難支援システムと避難支援シ

ナリオに変更を加えているため、本研究のシナリオを使用し

ステムを利用しない場合を比較すると、400s あたりから省電

て再度シミュレーションし直した。シミュレーションの時間

力長距離通信を利用した避難支援システムの避難完了人数が

は 1800s とした。また、本研究の省電力長距離通信を利用し

上回り始め、宮崎市の津波到着時間である 1080s 時点では、省

た避難支援システムに避難所選択モードの遷移を適用した場

電力長距離通信を利用した避難支援システムは 899 人、避難支

合について、100s から 800s まで 100s 刻みでシミュレーショ

援システムを利用しない場合は 832 人であり、省電力長距離

ンを行う。シミュレーションの様子を図 20 に示す。赤くなっ

通信を利用した避難支援システムが 67 人多い結果となった。

ている部分が目的地となる避難所で、小さい点はエージェン

550s 時点では、省電力長距離通信を利用した避難支援システ

トである。

ムが 161 人多く避難完了していた。
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表 6. 満員情報共有パケット数

図 21. 避難完了人数の推移

省電力長距離通信

アドホック通信

1

12

54

2

12

44

3

11

58

4

10

48

5

8

53

平均

11

51

表 5. 避難先変更回数
省電力長距離通信

アドホック通信

1

218

342

2

228

268

3

206

329

4

213

269

5

257

362

平均

224

314

図 22. 避難所の配置（橙の吹き出しが満員となった避難所）
橙色に表示している。なお、省電力長距離通信では、この 8 つ

6.6.2 省電力長距離通信とアドホック通信の性能差
• 避難完了人数

図 21 より、省電力長距離通信を利用した避難支援システ
ムとアドホック通信を利用した避難支援システムを比較する
と、1300s 以前は両方同じような避難完了人数の推移である
が、1300s 以降は省電力長距離通信を利用した避難支援システ
ムが避難完了人数の推移を上回る。1800s 時点の避難完了人数
は、省電力長距離通信を利用した避難支援システムが 968 人、
アドホック通信を利用した避難支援システムは 947 人であり、
省電力長距離通信を利用した避難支援システムが 21 人多く避
難完了できた。

• 避難先変更回数
全避難者が経路を変更した総数（表 5）は、省電力長距離
通信を利用した避難支援システムは平均 224 回、アドホック
通信を利用した避難支援システムは平均 314 回となっており、
省電力長距離通信を利用した避難支援システムが約 100 回ほ
ど少ない。

• 満員情報共有パケット数とパケット数と定員に達した
避難所数

避難者が到達した避難所が満員であった時に送るパケット
（表 6）は、省電力長距離通信を利用した避難支援システムは
平均 11 回、アドホック通信を利用した避難支援システムは平
均 51 回となっており、省電力長距離通信を利用した避難支援
システムが 40 回少ない。
満員になった避難所の数は、省電力長距離通信を利用した

のうちのいずれか 1 つが満員にならず、7 か所という結果に
なっている。

6.6.3 省電力長距離通信での年齢層ごとの避難完
了人数の推移

年齢層それぞれの避難完了人数の時間ごとの割合の結果を
図 23 に示す。子供、若者、高齢者はそれぞれ人数が違うので
割合で表す。縦軸と横軸はそれぞれ避難完了人数割合とシミュ
レーション時間である。緑線は子供、青線は若者、黒線は高
齢者を表し、実線は省電力長距離通信を利用した避難支援シ
ステム、破線はアドホック通信を利用した避難支援システム、
点線は避難支援システムを利用しない場合を示す。
省電力長距離通信を利用した避難支援システムとアドホッ
ク通信を利用した避難支援システムを年齢層ごとに比較する。
若者は概ね同様であり、子供は 500s あたりから 1200s あたり
までアドホック通信を利用した避難支援システムが上回って
おりそれ以外は同様である。高齢者は 600s あたりから 1200s
あたりまでアドホック通信を利用した避難支援システムが上
回っているが、1200s 以降は省電力長距離通信を利用した避難
支援システムが上回っている。省電力長距離通信を利用した
避難支援システムとアドホック通信を利用した避難支援シス
テム、避難支援システムを利用しない場合の避難完了人数の
割合について、1080s 時点のものを表 7 に、1800s 時点のもの
を表 8 に示す。

6.6.4 避難所選択モードの遷移の効果

省電力長距離通信を利用した避難支援システムに避難所選

択モードの遷移を追加した時の時間ごとの避難完了人数の平
均値のシミュレーション結果を図 24、図 25 に示す。縦軸と

避難支援システムは 7 か所、アドホック通信を利用した避難

横軸はそれぞれ避難完了人数とシミュレーション時間である。

支援システムは 8 か所であった。図 22 は、青島地区の地図上

図 24 の赤線は避難所選択モードの遷移の指定時間が 100s の

に避難名と収容人数を記述し、省電力長距離通信を利用した

時、青線は避難所選択モードの遷移の指定時間が 200s の時、

避難支援システムとアドホック通信を利用した避難支援シス

緑線は避難所選択モードの遷移の指定時間が 300s の時、黒線

テムの 5 回ずつのシミュレーションで満員となった避難所を

は避難所選択モードの遷移の指定時間が 400s の時、橙線は避
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[tb]
表 7. 1080s 時点での年齢層毎の避難完了人数割合

1080s

子供 [%]

若者 [%]

高齢者 [%]

省電力長距離通信

88

98

71

アドホック通信

90

98

74

避難支援システム無し

73

99

53

[tb]
表 8. 1800s 時点での年齢層毎の避難完了人数割合

1800s

子供 [%]

若者 [%]

高齢者 [%]

省電力長距離通信

98

100

90

アドホック通信

97

99

85

避難支援システム無し

87

100

71

図 23. 年齢層毎の避難完了人数の割合（実線：省電力長距離

図 24. 避難所選択モードの遷移の避難完了人数の推移（100s

通信、破線：アドホック通信、点線：避難支援システムを利用

～400s）

しない場合）
難所選択モードの遷移を適用しない場合、ピンク線は避難支援
システムを利用しない場合である。図 25 の赤線は避難所選択
モードの遷移の指定時間が 500s の時、青線は避難所選択モー
ドの遷移の指定時間が 600s の時、緑線は避難所選択モードの
遷移の指定時間が 700s の時、黒線は避難所選択モードの遷移
の指定時間が 800s の時、橙線は避難所選択モードの遷移を適
用しない場合、ピンク線は避難支援システムを利用しない場
合である。
図 24、図 25 について、避難所選択モードの遷移の指定時
間が 100s～500s について、シミュレーション時間が 400s～

800s あたりで避難完了人数が避難所選択モードの遷移を適用
しない場合より上回っても、それ以降は避難所選択モードの
遷移を適用しない場合が上回る。避難所選択モードの遷移の
指定時間が 600s～800s では、避難所選択モードの遷移を適用
しない場合と概ね同様である。表 9 に 1080s 時点と 1800s 時
点の避難完了人数を示す。

6.6.5 避難所選択モードの遷移での年齢層ごとの
避難完了人数の推移

年齢層それぞれの避難完了人数の時間ごとの割合の結果を
図 26、図 27、図 28、図 29 に示す。縦軸と横軸はそれぞれ避

図 25. 避難所選択モードの遷移の避難完了人数の推移（500s
～800s）
遷移を適用しない場合を示す。図 27 の実線は避難所選択モー
ドの遷移の指定時間が 300s の時、破線は避難所選択モードの
遷移の指定時間が 400s の時、点線は避難所選択モードの遷移
を適用しない場合を示す。図 28 の実線は避難所選択モードの
遷移の指定時間が 500s の時、破線は避難所選択モードの遷移
の指定時間が 600s の時、点線は避難所選択モードの遷移を適
用しない場合を示す。図 29 の実線は避難所選択モードの遷移
の指定時間が 700s の時、破線は避難所選択モードの遷移の指
定時間が 800s の時、点線は避難所選択モードの遷移を適用し
ない場合を示す。
図 26 について、避難所選択モードの遷移の指定時間が 100s

難完了人数割合とシミュレーション時間である。緑線は子供、

の時の、シミュレーション時間が 400s あたりまでの若者の避

青線は若者、黒線は高齢者を表す。図 26 の実線は避難所選択

難完了人数は避難所選択モードの遷移を適用しない場合より

モードの遷移の指定時間が 100s の時、破線は避難所選択モー

も増加している。しかし、避難所選択モードの遷移の指定時間

ドの遷移の指定時間が 200s の時、点線は避難所選択モードの

が 100s の時は子供と高齢者についてシミュレーション時間が
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[tb]
表 9. 避難所選択モードの遷移の避難完了人数
指定時間 [s]

避難完了人数（1080s）

避難完了人数（1800s）

100

866

958

200

873

960

300

882

957

400

883

957

500

886

961

600

885

966

700

888

970

800

895

971

図 26. 年齢層毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割

図 28. 年齢層毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割

合（実線：100s、破線：200s、点線：避難所選択モードの遷移

合（実線：500s、破線：600s、点線：避難所選択モードの遷移

を適用しない場合）

を適用しない場合）

図 27. 年齢層毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割

図 29. 年齢層毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割

合（実線：300s、破線：400s、点線：避難所選択モードの遷移

合（実線：700s、破線：800s、点線：避難所選択モードの遷移

を適用しない場合）

を適用しない場合）

400s あたりから避難完了人数が避難所選択モードの遷移を適
用しない場合よりも減少している。図 27、図 28、についても
避難所選択モードの遷移の若者の避難完了人数が避難所選択
モードの遷移を適用しない場合より増加している場合、避難所
選択モードの遷移の子供や高齢者の避難完了人数が減少する
傾向にある。図 29 について、避難所選択モードの遷移の指定
時間が 700s と 800s の場合、避難所選択モードの遷移を適用
しない場合と概ね同様である。表 10 に 1080s 時点のグループ
毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割合を示す。表

11 に 1800s 時点のグループ毎の避難所選択モードの遷移の避
難完了人数割合を示す。

6.7

考察

5.5.1 小節～5.5.3 小節から、省電力長距離通信を利用した
避難支援システムはシミュレーションの終盤などの近くにいる
避難者が少なくなる状況にに効果がでることが分かった。シ

表 10. 年齢層毎の避難所選択モードの遷移の避難完了人数割
合（1080s）
指定時間 [s]

子供 [%]

若者 [%]

高齢者 [%]

100
200

79

99

61

82

100

63

300

84

99

66

400

85

99

67

500

85

99

67

600

85

99

68

700

85

98

70

800

86

98

72

ミュレーション終盤は満員となっている避難所が多い。この
ような場合、アドホック通信を利用した避難支援システムで
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表 11. 年齢層毎の避難所選択モード遷移の避難完了人数割合
（1800s）

難者全員に情報を共有できる省電力長距離通信を利用して避
難支援システムを改良した。
実験では、アドホック通信を利用した避難支援システムと

指定時間 [s]

子供 [%]

若者 [%]

高齢者 [%]

100

96

100

86

200

97

100

87

した避難行動シミュレーションを行い、3 つの結果を比較し省

300

96

100

86

電力長距離通信を利用した避難支援システムの有用性を調べ

400

97

100

86

た。また、以前の研究では避難所の決定の際に子供と高齢者

500

97

100

87

を優先する避難支援システムにしていた。しかし、それは若

600

97

100

89

者に不利な方法であった。そこで、若者の避難にも配慮する

700

97

100

91

ような工夫として、避難所選択モードの遷移を考え、津波災害

800

98

100

91

時を想定した避難行動シミュレーションによってその時に起

省電力長距離通信を利用した避難支援システム、避難支援シ
ステムを利用しない場合についてそれぞれ津波災害時を想定

こる現象を確かめた。津波災害時を想定した避難行動シミュ
は、もともと遠くにいた人は満員となっている避難所の情報
が通信距離外なので伝わらず、その場合に満員となっている
避難所を訪れてしまい、避難時間が増加してしまう。一方、省
電力長距離通信を利用した避難支援システムは全員が満員と
なった避難所を知っているので上記の状況に対応できること
が分かった。これは省電力長距離通信の長所である。子供と
高齢者の前半の避難完了人数がアドホック通信を利用した避
難支援システムの方が良い理由は、省電力長距離通信は満員と
なった避難所の情報が大勢の避難者に届くので、一斉に目的
地を変更することになる。それによって、速度の速い若者が
子供や高齢者より先に避難完了してしまい、速度の遅い人が
到着するまでに満員になりやすくなってしまったと考えられ
る。アドホック通信は、省電力長距離通信と同様の現象は起こ
るが通信範囲が狭いため集中する人数が少ない傾向にあった
と考えられる。よって、省電力長距離通信はシミュレーショ
ン序盤では速度の速い人間に有利に働いてしまう場合があり
調整が必要である。ただし、省電力長距離通信は近くに人が
いなくなるシミュレーション終盤で機能する点で優れている
といえる。また避難先変更回数と満員情報共有パケット数は、
省電力長距離通信がアドホック通信よりも非常に少ない。こ
のことから、情報が多くの避難者に伝わり、すでに満員であ
る避難所に避難することが少なくなったことが分かった。

5.5.4 小節と 5.5.5 小節から、避難所選択モードの遷移は、
指定時間を増加させても、1080s 時点の避難完了人数割合は若
者が最大 2 ポイントの減少にとどまっているが、子供は最大

7 ポイント、高齢者は最大 11 ポイント増加した。このことか
ら、若者の避難先を最近接の避難所にしないように制御する
ことが、避難完了人数を増加させるのに重要であることが分
かった。

7.

まとめ
本研究室の以前の研究 7) では、アドホック通信を利用した

避難支援システムを提案した。しかし、以前の研究の避難支
援システムは、アドホック通信でワンホップのみの通信範囲
であるため、送信者の周囲にいる避難者にしか情報が届かな
いことがあり、十分な性能が得られなかった。そのため、近
くにいる人だけでなく避難者全員が情報を受け取ることがで
きればより避難に役立つと考た。
本研究では耐災害性に優れており、サーバとの通信から避

レーションを行うにあたって、本研究ではマルチエージェン
トでのシミュレーションを行う Scenargie を用いた。
今回のシミュレーションでは、省電力長距離通信を利用し
た避難支援システムの場合、アドホック通信を利用した避難
支援システムよりも 1300 時点から避難完了人数が上回りは
じめ、1800s 時点で 21 人多く避難完了できた。また、高齢者
について見ると省電力長距離通信を利用した避難支援システ
ムの場合、アドホック通信を利用した避難支援システムより

1800s 時点での避難完了人数割合が 5 ポイント上回っていた。
これらの結果から、省電力長距離通信を利用した避難支援
システムはシミュレーションの終盤などの近くにいる避難者
が少なくなる状況に効果がでることが分かった。シミュレー
ション終盤は満員となっている避難所が多い。このような場
合、アドホック通信を利用した避難支援システムでは、もと
もと遠くにいた人は満員となっている避難所の情報が通信距
離外なので伝わらず、その場合に満員となっている避難所を
訪れてしまい、避難時間が増加してしまう。一方、省電力長距
離通信を利用した避難支援システムは全員が満員となった避
難所を知っているので上記の状況に対応できることが分かっ
た。ただし、省電力長距離通信はシミュレーション序盤では
速度の速い人間に有利に働いてしまう場合があり調整が必要
である。避難先変更回数と満員情報共有パケット数は、省電
力長距離通信がアドホック通信よりも非常に少ない。このこ
とから、情報が多くの避難者に伝わり、すでに満員である避
難所に避難することが少なくなったことが分かった。
また、若者の避難所選択モードを途中で最近接避難所選択
モードに遷移させた結果、指定時間を増加させても、1080s 時
点の避難完了人数割合は若者が最大 2 ポイントの減少にとど
まっているが、子供は最大 7 ポイント、高齢者は最大 11 ポイ
ント増加した。このことから、若者の避難先を最近接の避難
所にしないように制御することが、避難完了人数を増加させ
るのに重要であることが分かった。
今後の課題について、次の 4 つが挙げられる。

• 歩行速度を考慮した避難所決定について、現実では全
員が従うことは考えにくいので、従う避難者の割合を
変えてシミュレーションを行うこと。

• 省電力長距離通信について、現在は必ず全員に届くよ
うな設定になっているので、パケットドロップの可能
性も考慮したシミュレーションを行う。

省電力長距離通信を利用した津波災害時の避難支援システムの研究
• エージェントが複数人で避難する場合のシミュレーショ
ンを行うこと。

• 道路の設定がすべて同様なので、道幅と一度に通行可
能な人数を現実と同様の設定にすること。
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シーケンス図と Java ソースコード間のリアルタイムな
トレーサビリティ維持のための RETUSS の改良
有馬 薫 a)・片山 徹郎 b)

Improvement of RETUSS for Real-time Ensuring Traceability
between Sequence Diagrams and Java Source Codes
Kaoru ARIMA, Tetsuro KATAYAMA
Abstract
Ensuring traceability of software deliverables is one of the methods to ensure software quality. It has two
problems: taking much labor and time, and causing mistakes by human handling. In order to solve them, our laboratory
developed RETUSS (Real-time Ensure Traceability between UML and Source-code System). RETUSS ensures
traceability between UML diagrams and source codes by synchronizing them to each other in real time. However,
RETUSS is not useful in ensuring traceability between sequence diagrams and Java source codes because of its limited
scope of application. This paper improves the usefulness of RETUSS by extending the scope of application of sequence
diagrams and Java source codes. We have measured the time to ensure traceability between sequence diagrams and
Java source codes both with the improved RETUSS and manually. The measurement results showed that the improved
RETUSS could save 76.5% of the time when sequence diagrams are changed, and 69.0% of the time when Java source
codes are changed. Therefore, the usefulness of RETUSS has been improved by extending its scope of application
while retaining the benefits of the existing RETUSS.

Keywords: Software quality, Traceability, UML, Sequence diagram, Java source code
 はじめに

そこで我々の研究室は、上記 2 つの課題の解決を目的と
して、UML (Unified Modeling Language) 2) とソースコード


社会におけるソフトウェアの重要性は高まっており、シ

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

ステム障害やソフトウェアの不具合がもたらす経済的、社

RETUSS (Real-time Ensure Traceability between UML and

会的影響は、計り知れないものとなっている。そのため、

Source-code System) を開発した

システムやソフトウェアの品質確保がより重要視されて

ソースコード間のトレーサビリティの維持において、手間

きている。ソフトウェアの品質確保のための方法の 1 つと

と時間を削減し、人手に起因するミスを除去できる。既存

して、成果物のトレーサビリティの維持が存在する 1)。成

の RETUSS が持つ機能を、以下に示す。

3-5)。RETUSS

は UML と

果物のトレーサビリティの維持とは、ソフトウェア開発で
作成する要求仕様書や設計書、ソースコード等の成果物を
相互に追跡可能な状態で維持することである。成果物のト
レーサビリティを維持することにより、成果物間の依存性
が明確になり、要求変更による影響範囲の特定やドキュメ
ントとソースコードの矛盾の解消などが可能になる。しか
し、成果物のトレーサビリティの維持には、次の 2 つの課
題が存在する。
• 成果物の一部の変更によって、他の関連している成
果物も同じように変更する必要があり、手間と時間
がかかること。
• 人手に起因するミスによりトレーサビリティを維持
できていない状態になる可能性があること。
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科教授

•
•
•
•
•

クラス図の記述機能
シーケンス図の記述機能
Java ソースコードの記述機能
C++ソースコードの記述機能
クラス図と Java ソースコードのリアルタイム同期機
能
• クラス図と C++ソースコードのリアルタイム同期機
能
• シーケンス図と Java ソースコードのリアルタイム同
期機能
しかしながら、
既存の RETUSS はシーケンス図と Java ソー
スコード間のトレーサビリティの維持において、適用範囲
が狭く、有用性が高いとは言えない。
そこで本研究では、RETUSS の有用性の向上を目的とし
て、既存の RETUSS の改良を行う。具体的には、RETUSS
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図 1. 改良後の RETUSS の外観
におけるシーケンス図と Java ソースコードの適用範囲を
拡大する。

 5(7866 の改良
本研究では、既存の RETUSS が持つ以下の 2 つの機能
を拡張する。
• シーケンス図の記述機能
• シーケンス図と Java ソースコードのリアルタイム同
期機能
改良後の RETUSS の外観を、図 1 に示す。改良後の
RETUSS は、メインウィンドウとソースコードウィンドウ
を持つ。メインウィンドウは、UML を記述するためのエ
リアである。ソースコードウィンドウは、ソースコードを
記述するためのエリアである。
改良後の RETUSS の構造を、図 2 に示す。改良後の
RETUSS は表示部、対応部、記述部、変換部、保管部の 5
つで構成する。表示部は、メインウィンドウとソースコー
ドウィンドウを管理する。対応部は、イベントハンドラを
管理する。記述部は、UML やソースコードを記述する。
変換部は、UML からソースコードへの変換と、ソースコー
ドから UML への変換を行う。保管部は、クラス図情報、
シーケンス図情報、Java 情報、C++情報を、内部データと
して保管する。
本研究では、シーケンス図の記述機能を拡張するために、
主に表示部、対応部、記述部を拡張する。また、シーケン
ス図と Java ソースコードのリアルタイム同期機能を拡張
するために、主に記述部、変換部、保管部を拡張する。以
降、2 つの機能の拡張についてそれぞれ説明する。

シーケンス図の記述機能の拡張
シーケンス図の記述機能は、RETUSS 上でシーケンス図
を編集する機能である。既存の RETUSS では、Java ソー
スコードから変換したシーケンス図を RETUSS 上で非表
示にすることができる。しかし、シーケンス図要素の追加
や削除はできない。

図 2. 改良後の RETUSS の構造
そこで本研究では、シーケンス図の記述機能に、以下の
3 つの機能を追加する。この 3 つの機能を追加することに
より、ユーザは RETUSS 上でシーケンス図を直接編集す
ることができる。
• メッセージの追加機能
• 複合フラグメントの追加機能
• 要素の削除機能
ただし、改良後の RETUSS で追加できるメッセージは、
操作呼び出しを表すメッセージのみである。また、追加で
きる複合フラグメントの種類は opt、alt、loop のみである。
ユーザがシーケンス図の記述機能を用いて、メッセージ
を追加する際の手順を、以下に示す。
1. ユーザは、メインウィンドウの「Message」ボタンを
左クリックする。
2. RETUSS は、
メッセージ追加ダイアログを表示する。
3. ユーザは、メッセージ追加ダイアログで、追加する
メッセージの情報を入力する。操作呼び出しを表す
メッセージを追加する場合は、クラス、操作、引数を
入力する。
4. ユーザは、メッセージ追加ダイアログの「メッセージ
を追加」ボタンを左クリックする。
5. RETUSS は、ユーザが入力した情報を基に、シーケン
ス図にメッセージを追加する。
メッセージの追加ダイアログを、図 3 に示す。メッセージ
の追加ダイアログは、メッセージの種類を選択するタブ、
メッセージの種類に応じた情報を入力するための入力エ
リア、
「メッセージを追加」ボタンを持つ。
3 つの機能を追加するために、主に表示部、対応部、記
述部を拡張する。拡張後の表示部では、メインウィンドウ
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•
•
•
•
•
•

図 3. メッセージの追加ダイアログ
に「Message」ボタン、
「Combined Fragment」ボタン、
「Delete」
ボタンを新たに表示する。拡張後の対応部では、メッセー
ジの追加ダイアログの表示、複合フラグメントの追加ダイ
アログの表示、要素の削除ダイアログの表示を新たに行う。
これら 3 つの処理は、表示部で追加した 3 つのボタンのイ
ベントハンドラが呼び出す処理である。拡張後の記述部で
は、メッセージの追加、複合フラグメントの追加、メッセー
ジの削除、複合フラグメントの削除を新たに行う。これら
4 つの処理は、対応部が呼び出す処理であり、保管部の
シーケンス図情報を変更する。

 シーケンス図と -DYD ソースコードのリアル
タイム同期機能の拡張
シーケンス図と Java ソースコードのリアルタイム同期
機能は、RETUSS 上に記述したシーケンス図と Java ソー
スコードをリアルタイムに同期する機能である。ユーザが
記述したシーケンス図や Java ソースコードを、変換規則
に基づいてリアルタイムに相互変換することによって、
シーケンス図と Java ソースコードを同期する。既存の
RETUSS が対応しているシーケンス図要素は、ライフライ
ン、ローカル変数定義を表すメッセージ、代入文を表す
メッセージ、引数なしの操作呼び出しを表すメッセージの
みである。また、既存の RETUSS が対応している Java 構
文は、クラス宣言、ローカル変数定義文、代入文、メソッ
ド宣言、メソッド呼び出し式のみである。そのため、既存
の RETUSS のシーケンス図と Java ソースコードのリアル
タイム同期機能は、未対応要素および未対応構文が多く、
適用範囲が限定される。
そこで本研究では、新たに 4 つの変換規則を定義し、
シーケンス図と Java ソースコードのリアルタイム同期機
能の適用範囲を拡大する。新たに定義する 4 つの変換規則
を、表 1 に示す。新たな 4 つの変換規則により、改良後の
RETUSS は、以下のシーケンス図要素を Java ソースコー
ドと同期できる。
•
•
•
•

引数ありの操作呼び出しを表すメッセージ
複合フラグメント opt
複合フラグメント alt
複合フラグメント loop

さらに、新たな 4 つの変換規則により、改良後の RETUSS
は、以下の Java 構文をシーケンス図要素と同期できる。
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引数ありのメソッド呼び出し式
メソッド宣言
if-then 文
if-then-else 文
while 文
for 文

ただし、上記の Java 構文の入れ子には対応しない。
新たな 4 つの変換規則を実現するために、主に記述部、
変換部、保管部を拡張する。拡張後の記述部では、Java ソー
スコードから Java 情報への変換、シーケンス図からシー
ケンス図情報への変換を行う。拡張後の変換部では、新た
な変換規則を基に、シーケンス図情報と Java 情報の変換
を行う。拡張後の保管部では、シーケンス図情報と Java 情
報に新たなクラスを追加する。シーケンス図情報には、
Interaction fragment クラス、Combined fragment クラス、
Interaction operand クラスを追加する。Java 情報には、If ク
ラス、For クラス、While クラスを追加する。
シーケンス図から Java ソースコードへの変換の流れを、
以下に示す。
1. ユーザは、シーケンス図の記述機能を用いて、メイン
ウィンドウにシーケンス図を記述する。
2. RETUSS は、シーケンス図を記述する際にユーザが
入力したシーケンス図情報を保管部に保管する。
3. RETUSS は、変換規則に基づいてシーケンス図情報
を Java 情報に変換する。
4. RETUSS は、Java 情報を保管部に保管する。
5. RETUSS は、Java 情報を基に、ソースコードウィンド
ウに Java ソースコードを記述する。
Java ソースコードからシーケンス図への変換の流れを、以
下に示す。
1. ユーザは、Java ソースコードの記述機能を用いて、
ソースコードウィンドウに Java ソースコードを記述
する。
2. RETUSS は、Java ソースコードを構文解析する。
3. RETUSS は、抽象構文木から Java 情報を抽出する。
4. RETUSS は、Java 情報を保管部に保管する。
5. RETUSS は、変換規則に基づいて Java 情報をシーケ
ンス図情報に変換する。
6. RETUSS は、
シーケンス図情報を保管部に保管する。
7. RETUSS は、シーケンス図情報を基に、メインウィン
ドウにシーケンス図を記述する。

 適用例

改良後の RETUSS を用いて、シーケンス図と Java ソー
スコード間のトレーサビリティを維持できることを確認
する。
まず、改良後の RETUSS のシーケンス図の記述機能を
用いて、シーケンス図を記述し、Java ソースコードとリア
ルタイムに同期できることを確認する。本論文では、引数
ありの操作呼び出しを表すメッセージを追加する場合を
確認する。シーケンス図を記述した直後の RETUSS の画
面を、図 4 に示す。図 4 より、改良後の RETUSS はシー
ケンス図記述機能を用いて、引数ありの操作呼び出しを表
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表 1. 新たに定義したシーケンス図と Java ソースコードの変換規則
シーケンス図での名称

シーケンス図での表記

Java での名称
メソッド呼び出し式

Java の構文
メソッド名(実引数, …);
アクセス修飾子 戻り値の型

メッセージ
メソッド宣言

メッソド名(引数の型 仮引数,
…) { … }
if ( 条件式 ) {

複合フラグメント opt

if-then 文

…
}
if ( 条件式 1 ) {
…

複合フラグメント alt

if-then-else 文

} else if ( 条件式 2 ) {
…
}…
while ( 条件式 ) {

while 文

…
}
for(int i=X; i<Y; i++) { … }

複合フラグメント loop
for 文

for(int i=X; i<=Y; i++) { … }
for(int i=X; i>Y; i--) { … }
for(int i=X; i>=Y; i--) { … }

図 4. シーケンス図を記述した直後の RETUSS の画面
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図 5. Java ソースコードを記述した直後の RETUSS
すメッセージを追加できている。また、追加したメッセー
ジを、表 1 の変換規則に基づき、Java ソースコードとリア
ルタイムに同期できている。
次に、改良後の RETUSS の Java ソースコードの記述機
能を用いて、Java ソースコードを記述し、シーケンス図と
リアルタイムに同期できることを確認する。本論文では、
if-then-else 文、while 文、for 文を含む Java ソースコードを
記述する場合を確認する。Java ソースコードを記述した直
後の RETUSS の画面を、図 5 に示す。図 5 より、改良後
の RETUSS は if-then-else 文、while 文、for 文を、表 1 の
変換規則に基づき、シーケンス図とリアルタイムに同期で
きている。
よって、改良後の RETUSS はシーケンス図と Java ソー
スコード間のトレーサビリティを維持できている。

 評価
改良後の RETUSS の有用性を評価するために、宮崎大
学の学生 4 人を対象とした実験を行う。実験の手順を、以
下に示す。
1. 実験者は、トレーサビリティを維持した状態のシー
ケンス図と Java ソースコード (以降、成果物と呼ぶ)
を用意する。
2. 実験者は、実験参加者に対して、成果物の変更を指示
する。
3. 実験参加者は、成果物を変更する。実験者は、実験参
加者が成果物の変更に要する時間を計測する。
成果物の変更は、シーケンス図の変更と、Java ソースコー
ドの変更の 2 つである。また、実験参加者が成果物を変更
する方法として、
改良後の RETUSS を使用する Case A と、
Enterprise Architect (EA) 6) とテキストエディタを使用する
Case B の 2 つを用意する。

表 2. 実験参加者の変更時間 (秒)
実験
参加者

シーケンス図の
変更

Java ソースコードの
変更

Case A

Case B

1

59

205

134

369

2

62

221

95

346

3

38

216

102

361

4

60

289

126

398

54.75

232.75

114.25

368.50

平均

Case A

Case B

それぞれの Case と変更内容の組み合わせにおいて、実
験参加者の変更時間を、表 2 に示す。表 2 より、シーケン
ス図の変更を指示した場合は、Case A の時間が Case B の
時間よりも約 76.5%短かった。また、Java ソースコードの
変更を指示した場合は、Case A の時間が Case B の時間よ
りも約 69.0%短かった。
以上のことから、
改良後の RETUSS
はシーケンス図と Java ソースコード間のトレーサビリ
ティを維持する場合に、手間と時間を削減できた。よって、
既存の RETUSS の利点を残したまま、適用範囲を拡大で
きたため、RETUSS の有用性は向上したと言える。

 関連研究
(QWHUSULVH$UFKLWHFW との比較
シーケンス図とソースコード間の変換が可能な既存
ツール とし て、Sparx Systems 社が開 発した Enterprise
Architect (EA) 6) がある。EA は、ソースコードからシーケ
ンス図への変換と、シーケンス図からソースコードへの変
換が可能である。しかしながら、EA はソースコードから
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シーケンス図への変換において、ソースコードを動的解析
し、実行結果をシーケンス図に変換するため、条件分岐を
シーケンス図に変換できない。また、シーケンス図とソー
スコードの同期に対応せず、シーケンス図とソースコード
間のトレーサビリティの維持には手間と時間がかかる。
改良後の RETUSS は、Java ソースコード内の条件分岐
を、複合フラグメント opt や alt に変換することにより、
シーケンス図に変換できる。また、シーケンス図と Java
ソースコードをリアルタイムに同期できる。よって、改良
後の RETUSS は、シーケンス図と Java ソースコード間の
トレーサビリティの維持において有用である。

0967 との比較
UML とソースコードを同期するツールとして、Ahid
Yassen らが開発した MVST (Maintenace Visualization and
Synchronazation Tool) がある 7)。MVST は、オブジェクト
指向プログラムを UML で可視化し、UML とソースコー
ドを同期する。UML での可視化では、クラス図とオブジェ
クト図、シーケンス図に対応する。UML とソースコード
の同期では、クラス図に対応する。これらの機能により、
MVST はソフトウェア保守におけるプログラム理解と、ク
ラス図とソースコード間のトレーサビリティの維持を容
易にする。しかしながら、MVST はシーケンス図とソース
コードの同期には対応せず、シーケンス図とソースコード
間のトレーサビリティの維持には手間と時間がかかる。
改良後の RETUSS は、クラス図とシーケンス図の両方
において、Java ソースコードとの同期に対応する。よって、
改良後の RETUSS は特に、シーケンス図と Java ソース
コード間のトレーサビリティの維持における手間と時間
の削減に有用である。

 おわりに
本研究では、RETUSS の有用性の向上を目的として、既
存の RETUSS の改良を行った。具体的には、RETUSS に
おけるシーケンス図と Java ソースコードの適用範囲を拡
大した。改良後の RETUSS は、RETUSS 上で直接シーケ
ンス図を編集でき、さらに、シーケンス図と Java ソース
コードのための新たな 4 つの変換規則に対応した。
改良後の RETUSS の有用性を評価するために、宮崎大
学の学生 4 人を対象とした実験を行った。実験では、改良
後の RETUSS を使用する場合と、人手の場合で、シーケ
ンス図と Java ソースコード間のトレーサビリティの維持
に要する時間を比較した。実験の結果、改良後の RETUSS
はシーケンス図の変更に対して約 76.5%、 Java ソース
コードの変更に対して約 69.0%の時間を削減できた。よっ
て、既存の RETUSS の利点を残したまま、適用範囲を拡
大できたため、RETUSS の有用性は向上したと言える。
以下に、RETUSS の今後の課題を示す。
• シーケンス図の未対応要素への対応
現在の RETUSS は、未対応のシーケンス図要素が存
在する。例えば、複合フラグメント break や複合フラ
グメント assert、相互作用オカレンスなどがある。こ
れらの未対応要素に対応することによって、RETUSS
はより多くのシーケンス図に対して、記述および
ソースコードとの同期が可能になる。

• Java の未対応構文への対応
現在の RETUSS は、
未対応の Java の構文が存在する。
例えば、クラスインスタンス作成式や return 文、
switch-case 文などがある。これらの未対応構文に対応
することによって、RETUSS はより多くの Java ソー
スコードに対して、記述およびシーケンス図との同
期が可能になる。
• クラス図とシーケンス図以外の UML ダイアグラム
への対応
現在の RETUSS は、クラス図とシーケンス図以外の
UML ダイアグラムに対応していない。例えば、パッ
ケージ図やステートマシン図、アクティビティ図な
どがある。UML は複数のダイアグラムを利用するこ
とにより、1 つのシステムを多面的に表現できる。そ
のため、より多くの UML ダイアグラムに対応するこ
とにより、RETUSS の有用性は向上すると考える。
• Java と C++以外のプログラミング言語への対応
現在の RETUSS は、Java と C++以外のプログラミン
グ言語に対応していない。
例えば、
JavaScript や Python、
C#などがある。UML は特定のプログラミング言語に
依存しない汎用モデリング言語である。そのため、よ
り多くのプログラミング言語に対応することにより、
RETUSS の有用性は向上すると考える。
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Basic research on creating tools for supporting the elderly with
virtual technology
Kodai MIYAMOTO, Tomoro FUKASAKO, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO
Abstract
VR (Virtual Reality) technology itself is a word we often hear these days, but it has been studied for a long time. A
little trace of the history of VR, it is said that the airplane simulator "Link Trainer" developed by Mr. Link in the
1930s is the predecessor technology. Initially, it was introduced as a playground equipment in amusement parks, etc.,
but after World War II, the military and others gradually began to introduce it for aviator training 2). In 1968, computer
researcher Ivan Sutherland developed the first ever head-mounted display "The Sword of Damocles"3). In the 1990s,
the VR boom broke out, and it attracted attention due to its use in theme parks and the release of household
equipment, but it ended up with incomplete combustion due to the need for expensive and large-scale equipment. In
2016, the current mainstream VR devices were released all at once, and it is called the "first year of VR" as a
memorable year when the spread of VR began in earnest. Although it has not been long since the spread of VR in
general, various VR apps and services have become available, and it is attracting attention not only in entertainment
but also in medical care, education, tourism, etc1).
In this research, by reproducing the virtual space using VR technology, we can easily experience the same world as
the real world, and as a medical support that elderly people can enjoy and easily experience brain exercises, simple
exercises, and therapies. The goal is to develop the system.

Keywords: Medicine, Experiment/Observation, Virtual reality, Simulation application
1. はじめに

求人倍率 3.5 倍）。

以上から、本稿では VR 技術を利用した高齢者支援シミ
日本の現状として、高齢者（65 歳以上）の割合が平成

ュレーションアプリをつくることで、高齢者への支援とと

29 年の時点で全人口の 27％以上を占めている。日本は他

もに介護者の労働負担軽減への一助となることが本研究

国と比べても、高齢者の割合が高く超高齢社会と呼ばれて

の目的である。

いる 1)。平成 29 年の人口の構成比を表 1 に示す。

2. 原理
表 1：平成 29 年総人口に対する年齢比率.
総人口

65 歳以上人口

15~64 歳人口

15 歳未満人口

100.0%

27.7%

60.0%

12.3%

2.1 VR
VR（仮想現実）とは、Virtual Reality の頭文字とったも
ので、コンピュータ上に仮想環境をつくりだし、実際に体

要介護または要支援の認定を受けた高齢者は、2015 年
末に 606 万人で、2003 年度の 370 万人から 236 万人も増

験している感覚に錯覚させる技術である 2)。現在、VR は
大きく分けると、デスクトップ VR とモバイル VR がある。

加している。介護職員数は年々増加傾向にあるが、反対に

デスクトップ VR は呼ばれるヘッドセットをコンピュー

高齢者も増加傾向にあるためまだまだ人手不足であると

タに接続することでより重いグラフィックスを処理でき、

いえる。介護分野の有効求人倍率を比較してみると、全産

HMD に入力機能を持たせているものである。モバイル VR

業の有効求人倍率に比べて高い水準にある（看護分野有効

は、レンズとモバイル端末を収める簡易的なデバイスから

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生
b) 情報システム工学科学部生
c) 情報システム工学科准教授

成り立つもので複雑な操作はできないが簡単に扱えるも
のである 3)。
本研究では、没入感が高くトラッキング性能がよいデス
クトップ VR を用いて開発を行う。
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オプションシーンでは、BGM6)と SE の音量を調節するこ

2.2 Unity

とができる。中央のスライダーをスライドさせることによ

「Unity」は、Unity Technologies が 2004 年に開発した

り、容易に音量の変更が可能である（図 2 参照）。

ゲームエンジンである。「総合開発環境」を内蔵し、複数
のプラットフォームに対応している 4,5)。オブジェクトに
物理演算を付加し、プレイしながらリアルタイムで編集で
きる。スクリプトを書く際のプログラミング言語には、
C#、JavaScript、Boo を使用することができる。今回は、
VR でのゲーム作成のために用いた。

3. 高齢者支援ツールの開発
3.1 開発環境
本研究の開発環境は、表 2 に示す通りである。
表 2：開発環境.
OS

Windows10

使用ソフト

Unity2020.1.17

プログラミング言語

C#

IDE

Visual Studio

使用機器

HTC VIVE

図 2：オプション画面.

3.2.3 ルール画面（RuleScene）
ルールシーンでは、コントローラの操作方法を、図を用
いて確認することができる（図 3 参照）。

3.2 実装した機能
本研究では、複数のミニゲームを作成し、高齢者支援の
シミュレーションを実装した。本システムは以下の 4 つの
シーンからなっている。
・TItleScene
・GameScene
図 3：ルール画面.

・OptionScene
・RuleScene

3.2.4 ゲーム画面（GameScene）
3.2.1 選択画面（TitleScene）
選択画面は以下のように操作しやすいように
見やすく作成した（図 1 参照）
。

ゲームシーンには、9 つのミニゲームがありそれぞれ簡
単な操作でプレイすることができる。コントローラのフリ
ック部分で、プッシュしてテレポート可能エリアにフリッ
クすることで移動ができる。コントローラを物体に近づけ
物体を選択し、コントローラのボタンを押すことで、物体
に対してアクションを起こすことができる。ボタンを離す
と物体を離し、タイミングよく離すことで投げることも可
能である（図 4 参照）。

図 1：選択画面.

3.2.2 オプション画面（OpstionScene）

図 4：ゲーム画面（※積み木のゲーム）.
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4.2 考察
今回、7 名の方に協力してもらいアンケートでの評価を

開発した高齢者支援シミュレーションアプリが有用であ

行い、結果を見ると評価項目 1、評価項目 3 はとてもいい

るかを検証するために評価実験を行った。研究室の学生な

スコアとなった。このスコアより、本アプリは楽しく、没

ど 7 名を対象にアンケートを実施し、約 10 分間アプリで

入感が味わえるアプリだといえる。しかし、評価項目 2、

遊び、システムの有用性、使用感などについて評価した。

評価項目 5 に関しての質問に対しては決して満足できる

アンケートの内容は以下の 6 点である。

スコアではなかった。高齢者向けのアプリであるため、危
険性の排除や、アプリの使いやすさの点は最も注力して工

評価項目 1：楽しかったか？

夫しなければならないと考える。

評価項目 2：使いやすかったか？

評価項目 6 に関してもやはり、使いやすさや危険性につ

評価項目 3：没入感はあるか？

いての意見が多かった。コントローラのコードが邪魔をす

評価項目 4：疲労感、倦怠感はあるか？

るや、立つ動作や逆を向く動作などが高齢者には難しいな

評価項目 5：ゴーグルをつけ行動することの危険性はある

どの意見があった。場所移動、視点変更をもっと工夫した

か？

高齢者が座ったまま、前を向いたまま快適にプレイできる

評価項目 6：意見や改善点（自由記述）

アプリ開発が必要だと考える。

評価項目 1 から評価項目 5 に対しては、1 点から 5 点の 5
段階で評価してもらい、評価項目 6 に関しては自由記述と

5. 今後の課題

する。
前述したように、高齢者が容易に扱える、ゴーグルをつ

4.1 実験結果

けても危険性が少ないといった点を念頭におき、どのよう

評価項目 1 から 5 についての評価結果を平均したものを

な操作、オプションが必要になるのかということを考えな

図に示す（図 5 参照）。評価項目 1：楽しかったか、評価

ければならない。また、手があまり上手に動かせない、視

項目 3：没入感はあるか？という質問に対しては、評価項

力が悪いなど不自由な部分のこともふまえての開発が必

目 1 は満点の平均 5 点、評価項目 3 は平均 4.71 で、とて

要になってくると考える。例えば、視点ポインタなどを用

もいいスコアとなっている。評価項目 5：ゴーグルをつけ

いて視点で物を選択したり、アクションを起こしたりする

行動することの危険性はあるか？という質問に対しては、

ことにより手が動きづらいなどの不自由を補うことがで

本項目最低の平均 1.71 点というスコアになった。

きると考える。

評価項目 6（アドバイスやコメント等の自由記述）では、

さらに、今回用いた HMD などに機器をしようするのは個人

以下のような意見があがった。

的には難しいため、スマホなどの簡易的な機器への応用も

・視力の悪い高齢者や眼鏡をかけた方に対応できるとよい。

必要になってくると考える。

・コード類が邪魔で自由に身動きがとれない場合がある。
・ゲームの詳細な説明がない。

6. まとめ

・快適にゲームを行うためには、立つ動作や逆を向く動作
などが必要になってくる。

本研究では、Unityを用いて高齢者向けのシミュレーショ

・物を保持したときに、リアルに持った感触があるとよい。

ンアプリを開発し、システム評価としてアンケートでの評
価を行ったが、今後は前述したような課題を改善していき、

・広々とした場所を確保し、アプリを使用するとよい。

高齢者支援ができるようなシステムにしていきたい。
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Approach to tourism support for bioluminescent fungi
using 3DCG and video technology
Makoto SAKAMOTO, Takumi AMANO, Etsuko HARADA, Shuichi KUROGI
Abstract
There are many bioluminescent fungi all over the world, but in recent years, 11 types have been confirmed
in Miyazaki Prefecture. It is a considerable number from the perspective of Japan as a whole. The purpose of
this study is to make the general public aware of bioluminescent fungi, and to widely publicize mushrooms of
Miyazaki prefecture. Therefore, we conducted basic study on three-dimensional computer graphics models and
animation, and on educational promotional video for the general public cocerning bioluminescent fungi such as the
Favolaschia peziziformis found in Miyazaki Prefecture. We also confirmed the usefulness of educational
promotional video produced by conducting a questionnaire survey.

Keywords: animation, bioluminescent fungi, Favolaschia pezizformis, video technolory, 3DCG
3DCG2)は、コンピュータの演算によって 3 次元空間内

1. はじめに
宮崎県では 11 種類の光るキノコの発生が近年確認され

の仮想的な対象や背景を 2 次元である平面上の情報に変

ている。この光るキノコが今後、宮崎県の重要な観光資源

換することで奥行き感（立体感）のある画像を作る手法で

になりうる可能性が十分にあると考えられている。

あり、映画やテレビなど映像関係の分野や設計、生産、医

本研究は、九州で唯一のキノコ学研究室である宮崎大学

療など生活から娯楽まで多くの分野で扱われている。

農学部キノコ学研究室ピルツ・ラボおよび宮崎県総合博物
館との共同研究の一環であり、宮崎県でみられる光るキノ
コ 11 種類の 3 次元コンピュータグラフィックス（3DCG）

2.3 コロナ禍での観光における 3DCG
ここ数年、技術の発展のみならず汎用性の向上に伴って

モデルの制作とエナシラッシタケの一般者向け教育用プ

裾野が広がっているバーチャルテクノロジーは、目的地や

ロモーションビデオ（PV）の制作を行った。また、それ

ホテルを探索するユニークでイマーシブ（没入型）な体験

に伴ったアンケート調査を実施することにより、制作した

を可能にしている。こうした革新的な技術は、アクセシビ

教育用 PV の有用性を確かめた。

リティが低い文化遺産や、一般公開されていない、あるい
はできない保存文化財へのアクセスも可能にする。また、

2. 観光業と 3DCG
2.1 観光業によるメリット
1)

今日のコロナ禍の影響による“3 密”を避けることができ
ることや移動が不要などの理由からオンラインやバーチ

一般に、観光業 が発展すると、宿泊、運輸、飲食、旅

ャルツアーの注目度が高くなってきている。このようなバ

行業など様々な分野での経済活動が活発になり、経済波及

ーチャルテクノロジーにおいて、3DCG の映像は欠かすこ

効果が高くなることが分かっている。そのため、わかりや

とができない。

すい 3DCG 等映像技術を巧みに用いて PR 活動等を推し進
めているケースが多い。

2.2 3DCG について

3. 実施内容
3.1 開発環境
開発環境は表 1 に示す通りであり、計算機は

a) 情報システム工学科准教授

PrecisionTower 3620(OS:Windows 10)で、Blender、SAI、

b) 情報システム工学科学部生

Power Director 等のソフトウェアを利用した。

c) 農学部森林緑地環境科学科
d) 宮崎県総合博物館学芸課
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表 1．開発環境．

図 3．3DCG によるエナシラッシタケとビロウ
（通常時(左)、発光時（右））．
また、森にすむ生物の食糧にもなっているため、ナメク

3.2 Blender について
今回動画に使用する 3DCG モデルについては Blender3)を
用いた。Blender は、3DCG アニメーションを作成するた

ジがエナシラッシタケを食べているアニメーションも制
作したが、Blender のシェイプキーを用いた手法を応用し
ている（図 4）。シェイプキーとは、オリジナルメッシュ
をもとにした変形を保存しておく機能のことである。

めのフリーの統合環境アプリケーションで、本格的な機能
を持ち、世界中で利用されている。

3.3 宮崎県でみられる光るキノコ
世界では約 70 種類の光るキノコが見つかっており、宮
崎県内ではエナシラッシタケ、アミヒカリタケ、アヤヒカ
リタケ、ガーネットオチバタケ、ギンガタケ、シイノトモ
シビタケ、スズメタケ、ツキヨタケ、ヒメヒカリタケ、ヒ
メホタルタケ、ヤコウタケの 11 種類が確認できる。

3.3.1 エナシラッシタケ

図 4．ナメクジの写真(左（撮影：黒木秀一）)
と 3DCG モデル(右)．
また、1 枚の落ち葉に 1000 個以上のエナシラッシタケ

エナシラッシタケ（図 1）は、宮崎市青島に多く自生し

が発生する様子も描写した。星空のように発生している様

ている。ビロウの葉などの枯れた植物の上に生育しており、

子は Blender のヘアーパーティクルとウェイトペイントを

かさの直径は 5 ㎜くらいで表面には管孔がある。教育用

用いて表現している（図 5,6）。

PV では、主軸となるエナシラッシタケのアニメーション
が必要であるため、3DCG によるモデリングを行った（図
2,3）。

図 5． 落ち葉の 3DCG モデル(左)と
ウェイトペイント（右）.

図 1. エナシラッシタケの写真（撮影：黒木秀一）
（通常時（左）、発光時（右））．

図 6．3DCG による星空のようなエナシラッシタケ.

3.3.2 宮崎県内の他の光るキノコ．
図 2．3DCG によるエナシラッシタケ．

最近青島で注目されてきたエナシラッシタケ以外にも
宮崎にはたくさんの光るキノコが発見されている。ここで

3DCG と映像技術を利用した光るキノコの観光支援へのアプローチ
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は、エナシラッシタケ以外の 10 種類の光るキノコを 3DCG
で制作した作品を紹介する（図 7-9）。

図 10．3DCG によるホタルの描写．

3.4 ゆるキャラ
図 7．3DCG による光るキノコ 1（左からツキヨタケ、ヒ

光るキノコに関する教育用 PV の視聴者に対して、より

メヒカリタケ、ギンガタケ、ガーネットオチバタケの順。

一層興味を持って頂くためにエナシラッシタケをイメー

上段が通常時で、下段が発光時を表現している。）
．

ジした印象に残るようなかわいい“ゆるキャラ”を 3DCG
で制作した（図 11）。ゆるキャラのアニメーションは
Blender 内で Python のスクリプトを実行することで表現し
ている。

．
図 11. 3DCG によるゆるキャラ（通常時（左）、発光時（右））
図 8．3DCG による光るキノコ 2（左からシイノトモシビ
タケ、スズメタケ、ヤコウタケの順。上段が通常時で、下
段が発光時を表現している。）．

3.5 PV の制作
3.5.1 動画
動画の制作には Power Directer1.84)を使用する。Power
Director は、サイバーリンクが開発・販売する Windows 用
動画編集及びオーサリングソフトウェアである。

3.5.2 音
動画中で使用した BGM や効果音は、VSQ5)、ポケット
サウンド 6)、DOVA-SYNDROME7)からダウンロードして動
画の最後にクレジットを記載している。

3.6 アンケート調査
PV の有用性を調べるために Google フォームを利用す
るアンケート調査を行った。結果の一部を以下の図 12～
図 9．3DCG による光るキノコ 3（左からアミヒカリタケ、

図 14 に示す。

ヒメホタルタケ、アヤヒカリタケの順。上段が通常時で、
下段が発光時を表現している。)．
また、図 8 の左端にあるシイノトモシビタケは、ヒメボ
タルの生息環境と似ているためともに観測されることが
多いようである。そこで、3DCG によるホタルのモデリン
グも行った（図 10）。発光は、Blender のキーフレームア
ニメーションを用いて、光っているシーンと光っていない
シーンを繰り返すことで表現した。

図 12．結果 1（光るキノコについて興味を持ったか？）．
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また、農学部および博物館の関係者からご意見を頂きな
がら 3DCG モデルをよりリアルに近づけていくことや、
シーン 1 つ 1 つのクオリティを上げていくことが今後の課
題となる。それと同時に、コロナ禍においていかにして光
るキノコを広めていくか、今回制作した 3DCG モデルを
どのように利用していくかの具体的な案を考える必要も
ある。
図 13．結果 2（観光地に行ってみたいか？）．

5. おわりに
本論文では、宮崎県の新たな観光支援を目的とした
“3DCG モデルを利用したエナシラッシタケを中心とし
た光るキノコの一般者向けの教育用 PV”に向けた映像制
作に関する基礎的研究を行った。PV に関してのアンケー
ト調査を行った結果、今回作成した PV は本研究の目的を
十分満たしていることが分かった。本年夏に宮崎県は光る
キノコの展示会を予定しており、光るキノコを通じて県内
特産のキノコ類の PR にもつながればと願っている。

図 14．結果 3（PV の評価）．

最後に、本研究を行うにあたり、宮崎県観光推進課、農
学部キノコ学研究室ピルツ・ラボ（原田研究室）、宮崎県

また、SNS でよく用いられる Instagram や Twitter のアン

総合博物館、工学部情報システム工学科坂本研究室、光る

ケート機能を利用してゆるキャラがいた方が良いか、いな

キノコ会議にご出席された方々、ならびにアンケート調査

い方が良いかについて、ともに動画を制作して対照実験を

にご協力いただいた方々等皆様に深く感謝の意を表する。

行った（図 15）。

参考文献
1)

令和 2 年版観光白書, 国土交通省観光庁, 2020．

2)

コンピュータグラフィックス［改訂新版］, 画像情
報教育振興協会, 2016．

3)

Blender [Online]．
https://www.blender.org/

4)

CyberLink [Online]．
https://jp.cyberlink.com/

5)
図 15．追加質問（ゆるキャラの必要性）．

https://vsq.co.jp/
6)

80.3％、質問 2 では 73.1％、質問 3 では 98.1％(3 まで含め
て)の方が高く評価して頂いたことから、PV が一般の方に
興味を持ってもらえるのに十分有用であるということが
証明された。また、追加質問ではゆるキャラも加えた方が
効果的であるという意見も多かった。
現在新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により自
粛生活を余儀なくされ、地方への観光の機会が減っている
状況がある。光るキノコにおいては、今回制作した 3DCG
モデルや PV を利用して頂くことで、実際に現地に行かな
くても体験でき、光るキノコについて広く興味を持って頂
ける機会を作ることができるのではないかと考える。

ポケットサウンド[Online]．
https://pocket-se.info/

4. 考察
PV に関するアンケート調査を行った結果、質問 1 では

VSQ[Online]．

7)

DOVA-SYNDROME[Online]．
https://dova-s.jp/

227

AR 技術を用いた教育支援アプリの開発

AR 技術を用いた教育支援アプリの開発
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Development of educational support application using AR
technology
Kenji SAKOMA, Makoto SAKAMOTO
Abstract
In Japan, COVID-19 became popular from around 2020, and elementary, junior high, and high schools were
closed, and there was concern about delays in studying. In addition to Corona, there are public absences such as
influenza every year, and class closure as a measure taken by the school when the number of absentees per class
reaches a certain level. During this time, students cannot attend school and must spend time at home. In the field of
physics and chemistry, especially in the field of chemistry, the substances and phenomena of interest are invisible
and invisible, so it is often left to the imagination of the students, and there are individual differences in imagination,
so there is a difference in understanding. It is thought that it is likely to occur. Especially in the field of atoms and
molecules, one atom is very small and invisible. In this paper, we have developed an application that can easily
support students' studies at home, especially in the field of atoms and molecules in physics and chemistry. This
application was developed with the hope that it would be possible to support studying by visualizing atoms and
molecules that are originally zero in visibility and cannot be seen with the eyes. In this paper, we asked the subjects
to experience this application, took simple atomic and molecular tests before and after the experience, and compared
the scores on a scale of 50 points. Also, after the experience, I was asked to answer some questionnaires about this
application. As a result, this application was found to be useful for supporting students' studies. Then, we found
some improvements in using this application, and we would like to make improvements to make it easier for users
to use in the future.

Keywords: Augmented reality (AR), Application, Study Support
1. はじめに

2020 年はコロナが話題となったが、しかし、例年でも
インフルエンザなどの感染症で学校を公認欠席しなけれ

2020 年 2 月頃より、日本では新型コロナウイルス(国際

ばならない状況が生じている

3,4)

。公認欠席生徒が多いと

正式名称：COVID-19)が流行り始めた。その際、日本では

学級閉鎖や学年閉鎖、学校閉鎖などといった措置が講じら

小学校、中学校、高等学校において一斉休校がされ、全国

れる。学校を休まなければならない状況になった場合、独

で勉学の遅れが心配された。その中でも小学六年生、中学

学での勉強になってしまい、他の者との遅れ、又は限界が

三年生、高校三年生は受験があるので、特に勉学の遅れの

生じてしまう可能性が出てくる。特に、当人のみが休みに

心配が話題となった。全国で公益財団法人日本財団が「学

なってしまった場合、学校側は特別に待ってくれるもので

校教育と 9 月入学」1)をテーマに意識調査をしたところ、

はなく、授業は進められる。1 日だけであればまだあまり

「休校により最も困ったこと」のトップは「学業」であっ

差は生じないであろうが、例年流行るインフルエンザは仮

た。また、同法人が「教育格差」2)をテーマにアンケート

に途中で体調がよくなったとしても、最低でも 5 日間は登

を行ったところ、もともと「学習環境に差がある」と感じ

校できず、5 日間分の遅れが生じる。遅れを取り戻してい

ていた人が 43.4 パーセントいたのに加え、
「コロナ禍で学

る間にも授業は進み、他の生徒に追いつくのに非常に多く

習環境の差が広がった」と感じた人は 52.9 パーセントい

の時間と労力を有する。

た。さらに、もともと「学習環境に差がある」と感じてい

以上の理由により、本稿では学校を休んでいる間にも家

た人の内 68.0 パーセントが「コロナ禍で学習環境のさが

で気軽に簡単に勉強をするためのアプリケーションの開

広がった」と回答しており、もともとから差を感じていた

発を行うことにした。

人は、このコロナ禍においてさらに差が広がったと感じて
いる。
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科准教授

本稿で開発をするアプリケーションでは、特に理化学
の、特に原子・分子分野の開発を行った。
理化学の分野、特に化学の分野では実験を通じて物質の
性質や反応を調べ，その原理や法則性を見つけ出すことが
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重要とされている 5)。しかし、化学の分野では可視性がな

い没入感を得られる」などがある。デメリットとしては「大

いものがある。その中の 1 つが原子・分子の分野である。

掛かり装置が必要なことがある」ことや「酔いが生じる」

原子・分子の分野ではその形・構造が意味を持つ。例えば、

こと、「初期導入費用が高い」ことが挙げられる。VR 技

鉛筆の芯などの炭とダイヤモンドである。この 2 つは同じ

術は高い没入感を得られたり広い空間を体験できたり、
集中しやすいといった勉学に適したメリットがあるも
のの、デメリットとして初期導入費用が高いというデ
メリットがある。このデメリットは学校などの組織な
どであれば導入が可能であるが、家庭だと導入が難し
くなる。また、VR には VR 酔いというデメリットもあ
り、このデメリットは勉学をサポートする上では特に
好ましくない要素である。その点 AR だと、没入感な
どには限界があるものの初期導入費用が安い。さらに、
VR 酔いも生じずらい。以上より、家庭で勉学をサポー
トする際には AR の方が適していると判断した。

物質からできているものの、その構造の違いにより大きな
性質の違いを持つ。しかし、その構造を目で見ることはで
きず、生徒の想像力に任せられる。もちろん教科書などで
見ることはできるもの 2 次元的にしか見ることができず、
構造の裏側などを見ることができない。その生徒の想像力
に任せられる部分において勉学の差が生じてくる可能性
がある。人間は、周りの情報を得る時、その八割以上を視
覚から得る。目に見えるか見えないかで、情報の取得率が
変わる。目に見えない部分はどうしても個人の想像に委ね
られる。そして、想像力は個人差があるので、理解度に差
が出てくる可能性がある。原子・分子の分野では、原子・
分子自体は非常に小さいため目で見ることはできない。原

3. 原子・分子

子・分子は先に述べた通りその形、個数、構造などで性質、
効果などが変わる。そのため、目に見えない原子・分子の
形、個数、構造などは個人の想像力に委ねられる部分にお
いて、この分野の理解度は個人によって差が出やすくなる
可能性がある。
以上の研究背景により、私の研究目的は「AR 技術に
よる教育支援アプリケーションの開発」である。本稿では、
1 つめの研究背景から家庭での学習を想定して、安く、気
軽に家庭で使用できるアプリケーションの開発を目指し、
二つ目の研究背景から、理化学の原子・分子分野における
目に見えないものを AR によって目に見えるようにする
ことによって、生徒たちの原子・分子分野の勉学のサポー
トができるアプリケーションの開発を目的とした。

理化学の化学の分野では原子・分子の分野がある。原
子とは荷電粒子を発生させることなく分割できる物質
の最小単位を指す。これはまた元素に特有な性質を維
持できる物質の最小単位でもある。なお、原子は原子
核と呼ばれるものと核外電子と呼ばれるものから成り
立っている。そして、この原子が複数組み合わさった
ものを分子という。分子とは各物質に固有な性質をそ
なえた最小の粒子を指す。物質は分子の集合体であり，
分子をさらに分割すると，その物質の性質を失った粒
子、つまり原子になる。
原子と分子の大きさ、重さは以下の表 1 のとおりで
ある。
表 1．原子・分子の大きさ・重さ 7)．

6)

2. AR

本研究では、AR 技術を用いた。AR とは「Augmented

大きさ(m)

原子

分子

10-10

10-9

Reality」の略称で、一般的には「拡張現実」を指す言葉で

(nm)

0.1

1

ある。実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示

(Å)

1

10

10-23

10-20

することで、目の前にある世界を「仮想的に拡張する」技
術のことである。

重さ(g)

また、似た拡張現実の技術に VR という技術がある。
VR は「Virtual Reality」の略称であり、現物・実物（オリ

人間の目に見える最小の小ささは 0.1mm から 0.2mm と言

ジナル）ではないが機能としての本質は同じであるような

われている。上記の表３より、原子・分子の大きさは目に

環境を、ユーザの五感を含む感覚を刺激することにより理

見えない大きさであることが分かる。さらに、具体的な大

工学的に作り出す技術およびその体系を指す。

きさの例を出すと、地球の大きさに対してのピンポン玉の

AR のメリットとしては「基本的にどこでもデバイス
があればできる」ことや「酔いが生じにくい」こと、「初

大きさの割合は、ピンポン玉の大きさに対しての水素原子
の大きさの割合とおおよそ等しい。

期費用が安い」ことなどが挙げられる。デメリットとして
は「没入感に限界がある」ことや「屋外での利用が難しい

4. 教育支援アプリケーション

ものがある」ことなどがある。アプリケーション以外の活
用場面では「自動車の製造ライン」や「工場での集積作業」
などがある。
VR のメリットは「広い空間を体験できる」ことや「高

本稿では、理化学の目に見えない原子・分子分野におい
て、それぞれのモデルを作成し目に見えるようにすること
によって勉学のサポートになるのではないかと思い、教育
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支援アプリケーションの開発を行った。モデルを作成し、

2.生成したい分子モデル分の原子モデルをデバイスに生

そのモデルを用いて原子・分子を構成することによって、

成させる（H モデルを 2 個、O モデルを 1 個）。

教科書などの平面上では見えづらい分子の裏側などが見

3.「化合」マーカーをデバイスに認識させることにより、

えたりすることによって、生徒の想像力のサポートができ

分子モデルを生成する（H2O モデル）。

ると判断した。

4.化学反応を起こすために分子をさらに生成する（H2O モ

またこのアプリケーションを使用する際、VR は初期導入

デルを生成、現在 H2O×２）。

費用が高いので家庭向きではない。それに比べ、AR は

5.「反応」マーカーをデバイスに認識させることで、現在

VR に比べ初期導入費用が低いので家庭向きであると判断

生成されているモデルより可能な化学反応を起こす。

した。また、VR 技術のメリットである、操作デバイスを

上記以外の機能として以下のものを実装した。

使用することで、VR 世界で様々なことができるという点

▪「戻る」…一つ前の状態に戻す。

は、AR では AR マーカーを使うことで代用できると判断

▪「分解」…全ての分子を分解し、原子のみの状態にする。

した。また、VR では使おうとすると、ほとんどの場合で

▪「クリア」…全ての原子、分子を消す。

大掛かりな機器が必要であり、場所を選ぶ必要があり、仮
に家庭であっても気軽に行うことは難しいと判断した。し
かし、AR では、カメラ機能が使えさえすれば、AR マー

以下表 3、表 4 にて、本アプリに実装されているモデル
の例と、モデル数、化学反応式の数を示す。

カーを使ってどこでも使用することができるため、より家
表 3. 原子モデル・分子モデルの例.

庭で気楽にする分には向いていると判断した。
以上より、本稿では AR 技術を用いて教育支援アプリケ
ーションの開発を行うことにした。

H

C

O

H2

O2

H2O

CO2

CH4

5. 開発環境
本アプリケーションの開発は以下の表 2 の環境で行
った。
表 2．開発環境．
OS

Windows 10

ソフト

Unity 2019
Vuforia

デバイス

Galaxy Note9

6. 特徴
本稿で作成したアプリケーションの特徴として主に以
下の六つがある。
•AR 技術を使用
•スマホ等を使って気軽にできる
•化学の原子・分子分野をサポート
•主に高校生を対象(内容としては中学生の内容も含む)
•分子の化学式や化学反応式を学ぶことが可能
•空間充填モデル

7. アプリの使い方
本アプリケーションの基本的の使い方は以下の手順で
ある。
1.それぞれ原子の名前が書いてある AR マーカーをデバイ
スに一度認識させ、認識を外すことでデバイス内に AR マ
ーカーに記されている原子モデルを生成する。

表 4. 実装されているモデルと化学反応式.
実装されている分子モデル

164 種

実装されている化学反応式

137 種

8. 実験
本アプリケーションを被験者に体験してもらい、テストと
アンケートに回答をしてもらった。
被験者には本アプリケーションを体験してもらう前と
体験してもらった後にそれぞれテストを受けてもらった。
テストの内容は原子・分子分野において、原子・分子の名
前、構造式、その他に化学反応式の補完問題について回答
してもらった。また、被験者には二グループに分かれても
らい、A グループには本アプリケーションを使用してもら
い、B グループには単純に紙媒体による勉強をしてもらっ
た。
テスト後のアンケートでは、以下の五問について答えて
もらった。
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1.本アプリケーションは使いやすかったか。

•原子モデルを増やせる機能が欲しい

2.本アプリケーションは楽しかったか、面白かったか。

•分子単位が欲しい

3.本アプリケーションを使っていて体調に不具合が生じ

•原子モデルを作成するときに個数を設定したい

なかったか。

•たまにご認識する

4.本アプリケーションを使うことによって、化学について
理解しやすくなったか。

10. 考察

5.本アプリケーションについて満足したか。
他に、本アプリケーションを使った感想として自由記述
も回答してもらった。

アンケート結果より、本アプリケーションは被験者に楽
しく勉強できるようにサポートでき、また勉学の役に立て
たと判断できる。

9. 結果

テスト内容は、原子・分子の名称、構造式を答える問題、
化学反応式を補完する問題を解いてもらった。両グループ

テスト結果は以下のようになった。
表 5．A グループのテスト結果.

とも前者の問題については、本アプリケーションの使用前
のテストでは、正答率は約 7、8 割であった。しかし、後
者の問題ではほとんど答えることができず、約２、３割し
か正答率を得られなかった。
A グループには本アプリケーションを使用してもらい、
B グループには紙媒体のプリントを用意し、そのプリント
で勉強してもらった。その後、今一度テストを受けてもら
った。
その結果、A グループは原子・分子の名称、構造式を答
える問題は満点に近い結果となった。化学反応式を補完す

表 6．B グループのテスト結果.

る問題もおおむね満点に近い結果となった。化学反応式を
補完する問題では、反応物から何がいくつできるかなどを
記憶しなければならないため、その点で満点を取れなかっ
たのではないかと推測する。
B グループでも、原子・分子の名称、構造式を答える問
題はおおむね満点に近い結果となった。しかし、化学反応
式を補完する問題では、A グループに比べあまりいい結果
にならなかった。勉強していた状況を観察していたところ、
比較的つまらなさそうに勉強しており、あまり勉強に集中
できていないように見えたため、その点で A グループと

表 7．アンケート結果.

差がついたのではないかと考えられる。
しかし、本研究の目的は生徒が家庭で手軽に、楽しく勉
学できるようにサポートするアプリケーションの開発な
ので、アンケート結果より、本アプリケーションの使いや
すさや楽しさ、面白さを感じたことが分かった。また、化
学の理解度の手助けになるかについてもおおむね高評化
を得られることができ、本アプリケーションの目的に沿え
たと考えられる。体調に不具合を感じなかったかも高評価
であったので、AR 技術の利点である「酔いをおこしにく
い」という点を発揮することができ、勉強に集中できなく
なるという最悪の事態を回避できると判断できる。本アプ

テスト結果は上記のグラフの通りとなった。本アプリケ
ーションを使って勉強した A グループの方が、本アプリ
ケーションと使わなかった方よりもわずかであるが、点数
が高い結果となった。
アンケートでは、おおむね好評価であった。
自由記述式のアンケートでは以下の意見があった。
•楽しい

リケーションへの満足度も高評価であり、今後さらに改善
を加えることでさらに満足度を上げていきたい。
今後ユーザの満足度を上げるために、アンケートから判
明した問題点について改善していきたい。
「分子単位が欲しい」という意見は、化学反応を行う時
に反応物である分子を一々原子から反応させて作らなく
てはならないため、効率が悪いという意見であった。この

AR 技術を用いた教育支援アプリの開発
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意見に対しては、あまり AR マーカーを増やしすぎると認

のか、液体なのか、個体なのか分かりづらいため、そこが

識性が悪くなるので、モード切り替えなどで、化学反応を

判断できるよう何かしらの工夫を凝らすなどもしていき

行う場合のみ分子マーカーの認識を可能とすることで、化

たい。例えば、生成したものが気体であれば、デバイスの

学反応式時の反応物の生成について面倒臭さを失くして

上方に向かうようにしたり、液体や固体であれば、デバイ

いきたい。

スの下方に向かうようにしたりしたい。液体と固体の区別

「原子モデルを増やせる機能が欲しい」や「原子モデル
を作成するときに個数を設定したい」などの意見は、生成
する分子によっては大量の原子を必要とするものがある。

化については今後試行錯誤しながらどうにか区別化して
いきたい。
また、「生成した化合物、生成物をタップすることによ

本アプリケーションに実装された、極端に原子の数が多い

って、化合物、生成物の細かい説明などをみることができ

分子の例を挙げると、コレステロール(C27H46O)(図 1 参

る」などの機能も付け、そのことによって、より原子・分

照)がある。この分子は炭素原子モデルが 27 個、水素原子

子の性質や特徴、効果などについてユーザが知ることがで

モデルが 46 個、酸素原子モデルが 1 個必要であり、生成

きるようにして、よりユーザが原子・分子に馴染めるよう

する際にマーカーをデバイスに認識させて認識を外すと

していきたい。

いう行為を何度も繰り返しており、非常に効率が悪かった。
さらに、後述するがたまにマーカーが示すモデルとは違う

11. 終わりに

別のモデルが生成されたりなどしていた。なので、この意
見に対しては、「複製」マーカーを作成することで同じモ

本稿では、理化学の原子・分子分野における、家庭で気

デルを複製できるようにしたり、「増加」マーカーと「数

軽に勉学のサポートが可能なアプリケーションの開発を

字」マーカーを作り、この二つを組み合わせることによっ

行った。

て、1 度生成したモデルを任意の個数増やせるようにした
りして改善していきたい。

実験・評価より、テストでは本稿で作成したアプリケー
ションを使用しなかったグループより、アプリケーション
を使用したグループの方が高い点数を取ることができた。
しかし、点数にあまり差が生じなかった。理由としては、
本研究を行っている時はコロナ禍であり、高校生に被験者
として頼むことができず、大学生に依頼した。そのため、
大学生にとっては高校生の頃の復習になるため、あまり点
数に差が生じなかったのではないかと考えられる。
アンケート結果ではおおむね高評価であった。本稿の目
的であった使いやすさや楽しさも高評価であったので、今
後よりユーザが使いやすく楽しくなるようにしていきた

図 1．C27H46O．

い。体調に不具合が生じなかったかも高評価であったので、
AR の「酔いが生じにくい」という利点を発揮できたもの
と判断できる。また、本アプリケーションを使用すること

「たまにご認識する」という意見に対しては、先ほど述

によって、「化学に対して理解しやすくなったか」という

べたように、マーカーを認識するときにデバイス内に示さ

問も高評価であったため、本アプリケーションの有用性を

れるモデルが、マーカーに設定されているモデルとは別の

少しは証明できたのではないかと考える。

モデルが生成されるといった不具合が起きていた。この意

しかし、アンケートでは新たな問題点も判明した。今後

見に対しては、今回使用したマーカーは QR コードを用い

はこれらの判明した新たな問題点も改善を行っていくと

たものであるので、QR コードでは AR のより正確な認識

ともに、問題点を改善するだけでなく、他にもユーザがさ

に不十分であるということが判明したので、よりデバイス

らに使いやすく、分かりやすくなるような機能を付けたり

が正解に認識できるような模様のマーカーを作成するこ

していきたい。さらに、現在本アプリケーションに実装さ

とで対処していきたい。

れている分子モデルは約 160 種、化学反応式は約 130 種で

本稿で開発したアプリケーションは空間充填モデルを
使用している。そのことにより、単結合や二重結合、三重
結合が分からない。単結合であるか、二重結合であるか、

あるので、今後さらに分子モデルや化学反応式を増やして
いきたい。
本稿では AR 技術による教育支援アプリケーションの開

三重結合であるかも原子・分子分野においては非常に大切

発として、理化学の原子・分子分野に焦点を当てた。しか

な要素である。なので、今後はモードとして球モデルと棒

し、理化学においては他にも目で見えない分野は他にもあ

モデルを使用して、二重結合三重結合が分かるモードの作

る。例えば、物理分野では力学のエネルギーというものは

成などもしていきたい。

もはや概念的なものであり、実際に目に見えるものではな

他にも、化学反応をした場合に、生成した物質が気体な

い。力学の分野では、実際の物が動いた結果などは目で見
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ることができ判断できるものの、実際にどこにどのような
力、エネルギーが働いているのかは目で見ることができず、
机の上で教科書を見ながら想像、確認することしかできな
い。電磁気、熱、音、光などの分野でも同様である。実際
に動いたり、しびれたり、熱くなったり、まぶしさを感じ
たりすることでそこに何かある、何かの力が働いていると
いうことの確認はできるものの、実際にそこに何があり、
どのような力が働いているかは分からず、教科書で確認す
るか、自分の想像力に任せるかしかできない。生物の分野
でも内臓などは実際に目で確認することは滅多にできな
い。これらに共通する目に見えないものを発達した AR、
VR の技術を使うことで、生徒の理解力を助け、さらに生
徒の想像力を養うことができるのではないかと思う。これ
は、1 度どのようになっているのかが分かれば次の時にそ
の時のことを思い出して、ことに当たることができるので
はないかと考えるからだ。今回は原子・分子分野のアプリ
ケーションを作成したが、この技術は他の分野でも活かせ
ると私は考える。よって今後は、このアプリケーションを
より良いものにするとともに、他の分野のアプリケーショ
ンも開発していきたい。
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Revision of intuitive operation for virtual objects in consideration of
physical consistency in augmented reality
Taketo KAMASAKA, Takahiro HORI, Kodai MIYAMOTO, Makoto SAKAMOTO
Abstract
Augmented reality is a technology that superimposes computer-generated information on the perceptual
information we receive from real space. In augmented reality, it is considered necessary to consider geometrical
consistency, temporal consistency, optical consistency, and physical consistency to seamlessly superimpose real
space and virtual objects. In recent years, research has been actively conducted to realize interaction between users
and virtual objects using augmented reality. At present, in the interaction technology in augmented reality, it is
required to realize intuitive interaction between a user and a virtual object. Since the main means of interaction with
an object in real life is the hand, it should be possible to perform intuitive interaction operations with the hand on the
virtual object in the same way in the virtual space. In this paper, we propose a more intuitive gesture for the system
that "uses bare hands to deform, move, and combine virtual objects like clay with intuitive gestures" in the existing
research. Therefore, the evaluation shall be made based on whether the gesture works more intuitively. In this way,
we aim for more advanced user-virtual object interaction. The significance of this research is that, for example, by
applying this to his 3D CG modeling work, modeling can be performed more intuitively than existing research.

Keywords:

Augmented reality (AR), Hidden surface removal, Virtual Object, Hand

1. はじめに
拡張現実感（Augmented Reality: AR）におけるインタラ
クション技術において、ユーザと仮想物体との直感的な
インタラクションを実現することが求められている。本
論文では、既存研究での“素手を用いて、仮想物体を粘
土のように変形、移動、結合といった操作を直感的なジ
ェスチャによる動作で行う”システムについて、より直
感的なジェスチャを提案する。これによって、より高度
なユーザと仮想物体のインタラクションを目指す。

既存研究では、AR マーカを用いることにより、柔軟体の
仮想物体を掴み、変形させ、移動するなどの仮想物体に
対する操作を、手のさまざまなジェスチャにより行った。
そして、そこではジェスチャが仮想物体とのインタラク
ションにおいて、極めて直感的な方法であることが示さ
れた 1)。よって、本研究においては、ユーザと仮想物体と
の、自然なインタラクションの実現のため、より直感的
操作を実現するジェスチャを提案する。
既存システムでは、手指の 3 次元座標の取得に特化した
Leap Motion Controller の採用と柔軟体の仮想物体の導入
を行うことで、拡張現実感における物理的整合性を考慮

2. 既存研究

した、ユーザと仮想物体とのインタラクションを実現す
る。また、ユーザが自身の手と仮想物体との前後関係を

本研究では、ユーザが仮想物体を生成し、それらを変

認識できるようにするための隠面処理を行っている。

形、 移動および結合するといった基本的な操作を可能と
した既存研究に対して、提案するジェスチャでより直感
的に仮想物体を操作することを目指す。
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

2.1 システムの構成
既存システムは、実空間の映像取得およびマーカ認識
のための Web カメラ、手指の 3 次元座標を得るための
Leap Motion Controller、その他演算処理および映像出力を
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行うための PC によって構成されている。本システムでは、

解決する。

Leap Motion Controller と Web カメラとの干渉を防ぐため、

以下にその手順を説明する。

ネットワークプログラミングを用いる

2)

。Leap Motion

1.

Web カメラによる RGB 画像を取得し、肌色の領域を

Controller による手指の 3 次元座標の取得処理をサーバ側

抽出することで手の領域を検出し、2 値画像を生成する。

で行い、Web カメラによる映像取得および物理演算等の

2.

処理から映像出力までの処理をクライアント側で行う。

手のある部分が仮想物体よりも前にある場合、その部分

Leap Motion Controller により手の 3 次元座標を取得し、

をマスキングした画像を生成する。
3. 実空間と仮想物体を合成し、常に仮想物体が前面に表
示される画像を生成する。
4. 手順 1 により抽出された手の領域にもとの RGB 画像
を合成し、常に手が前面に表示される画像を生成する。
5. 手順 2 の画像におけるマスキングされた領域に手順 4
の画像を合成する。

図 1. システムの構成.
図 1 のように AR マーカが印刷された紙、および Leap

以上の手順により、ユーザの手が仮想物体よりも手前側

Motion Controller を配置し、Web カメラで観測する。 AR

にある場合には、ユーザの手が仮想物体の手前側に正し

マーカが認識されることで仮想物体の表示を行う。次に、

く表示され、ユーザは自身の手と仮想物体との前後関係

既存システムが行う手順を以下に示す。

を把握することができる。

1.

Leap Motion Controller により手指の 3 次元座標を取得

3. 新たなジェスチャの提案

する。
2.

Web カメラにより AR マーカの認識および実空間の映

像を取得する。

本研究では、ジェスチャの掴む、移動するの二つにつ

3. 手指の 3 次元座標について、サーバ側とクライアント

いてのジェスチャを提案する。

側で送受信を行う。

本システムにおける仮想物体は図 1 に示すように、素手

4.

を用いて操作を行う「操作対象の仮想物体」、ユーザの親

ユーザのジェスチャに応じて仮想物体の生成、変形、

移動、結合操作および隠面処理を行う。

指および人差し指の先に追従する「指先の仮想物体」、
「操
作対象の仮想物体」に付随してその位置情報を提供する

2.2 隠面処理

「移動用仮想物体」によって構成されている。ここで、
「操

拡張現実感では実空間の映像に対して仮想物体をあと

作対象の仮想物体」の生成時の形状を球体とし、その数

から重畳する。このため、仮想物体が実物体よりも奥に

は最大で二つまでとする。また、
「指先の仮想物体」およ

存在するときでも、その実物体に隠されることなく仮想

び「移動用仮想物体」は非表示である。

物体が常に前にあるかのように表示される。これは、拡

「操作対象の仮想物体」の北極点付近の頂点および南極

張現実感におけるオクルージョン問題と呼ばれており、

点付近の頂点は生成時、それぞれ固定されている。また、

ユーザが仮想物体とのインタラクションを行う際に、仮

「操作対象の仮想物体」の移動操作のため、その北極点

3)

想物体と手との前後関係を正しく認識できなくなる 。こ

付近に「移動用仮想物体」を付随する。

のため、ユーザは視覚的に違和感を抱き、直感的な操作
を行うことができなくなると考えられる。そこで、本研
究では Leap Motion Controller から得られる手指の 3 次元

3.1 仮想物体の変形
ユーザは右手の親指と人差し指を使ったジェスチャに

座標と Web カメラから得られる RGB 画像を用いて、手と

より「操作対象の仮想物体」を変形することができる。

仮想物体の仮想空間上での隠面処理により、この問題を

以下にその手順を説明する。
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1. ユーザは Leap Motion Controller 上に右手を開き、手の

合わせて移動する。これにより、結合したままの状態で

平を下にして出す。

「操作対象の仮想物体」を移動することができる。

2. 「指先の仮想物体」が親指と人差し指の先に配置され
る。

4. 実行結果

3. ユーザは「操作対象の仮想物体」に親指と人差し指で
物体を潰す動作をする。

本研究の開発環境は表 1 に示す通りである。

4. 「操作対象の仮想物体」と「指先の仮想物体」が衝突
する。
5. 「操作対象の仮想物体」が変形する。

表 1. 開発環境.
OS

Windows10

言語

C++

Web カメラ

エレコム Web カメラ

3.2 仮想物体の移動
ユーザは「操作対象の仮想物体」を右手の親指と人差

UCAM-C310FBBK
センサ

Leap Motion Controller LM-010

し指を使ったジェスチャよって移動することができる。
本システムでは、二回目に生成された「操作対象の仮想
物体」および結合後の仮想物体のみ移動操作を行うもの
とする。
以下にその手順を説明する。
1. ユーザは Leap Motion Controller 上に右手を開き、手の

(a)既存研究の変形

(b)本研究の変形

平を下にして出す。
2. ユーザは「操作対象の仮想物体」に親指と人差し指で
物体を掴む動作をする。
3. 移動対象の仮想物体について固定が解除される。
4.

ユーザは親指と人差し指で掴む動作をしたまま手を

動かす。
5.

(c)既存研究の移動

(d)本研究の移動

ユーザの指の位置座標に合わせて「移動用仮想物体」

の座標も移動する。
6. 「操作対象の仮想物体」には「移動用仮想物体」が予
め付随しているので、
「移動用仮想物体」を移動すること
で、「操作対象の仮想物体」も移動することができる。
7. 配置したいところで親指と人差し指を離す。
8. 「操作対象の仮想物体」は固定され、その場に配置さ
れる。

(e)結合

(f)配置
図 2. 実行結果.

本システムの実行結果を図 2 に示す。図 2 はユーザと仮
想物体とのインタラクションの様子を Web カメラで見た

3.3 仮想物体の結合後の移動
ユーザは、仮想物体を結合後、結合した仮想物体を移

ものである。図 2(a)は既存研究の仮想物体変形操作であ
る。親指と人差し指で仮想物体をつぶすようにすること

動することができる。

で変形できることが確認できる。図 2(b)は本研究の仮想

処理の手順について説明する。まず、ユーザが結合後の

物体変形操作である。親指と人差し指で仮想物体をつぶ

仮想物体の近くで「仮想物体の移動」のジェスチャを行

すようにすることで変形できることが確認できる。図

うと、二つの「移動用仮想物体」がそれぞれ指の座標に
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2(c)は既存研究の仮想物体移動操作である。図の右側の

「その他改善点等」については、
『今どの動作を判別して

仮想物体を図の左側の仮想物体に移動させている。ここ

いるのかのフィードバックがほしい』、『色を選べるよう

で、図 2(c)において、仮想物体の生成は図の右側の仮想

にしてほしい』、『球以外のものも実装してほしい』など

物体を生成したときにおける生成ジェスチャの両手の人

といった意見が挙がった。

差し指の間隔は、図の左側の仮想物体を生成したときに
おける生成ジェスチャの両手の人差し指の間隔よりも小

6. 考察

さくした。このため、図 2(c)の図の右側の仮想物体は、
図の左側の仮想物体よりも小さくなっていることが確認

「良かった点」から、新しいジェスチャを取り入れた仮

できる。図 2(d)は本研究の仮想物体移動操作である。図

想物体とのインタラクション操作は直感的であり、より

2 から分かるように、既存研究のとはジェスチャが異なっ

自然なインストラクションができたと言える。

ている。図 2(e)は本研究の仮想物体結合操作である。二

「操作しづらかった点」における、
『物体が反応しないこ

つの仮想物体が結合していることが確認できる。図 2(f)

とがあった』という意見が挙がった原因としては、
「操作

は仮想物体の移動操作後に配置を行ったものである。手

対象の仮想物体」を操作しようとしたとき、Web カメラ

を仮想物体から離すことができたことから、仮想物体が

から見る限りでは「操作対象の仮想物体」上に指がある

配置できたことが確認できる。

ように見えるが、Web カメラと Leap Motion Controller か
ら得られる位置情報に遅延などによる誤差が生じ、Web

5. 評価実験

カメラから見る仮想物体の位置と実際の指先の位置が異
なったためだと考えられる。

本システムを用いての仮想物体とのインタラクション

『掴むとつぶすのジェスチャの違いが分かりづらかった』

操作について、直感的であるかどうかの評価と改善点を

という意見が挙がった原因としては、二つのジェスチャ

抽出するため、アンケートによる調査を行った。

が似ていて、親指と人差し指の二点間の距離を調整する
のが難しかったからだと考えられる。

5.1 評価方法
被験者の大学生四名に、図 2 で示したような仮想物体

7. 結論

に対する基本的な操作を既存研究と比べてもらった。
被験者に既存システムと本システムを試用してもらい、

本研究では、既存研究より直感的なインタラクション

試用後に本システムの「良かった点」、「操作しづらかっ

の実現のため、Leap Motion Controller による手指の 3 次元

た点」、「その他改善点等」のそれぞれの項目について、

座標の取得と柔軟体の仮想物体の導入を行う既存研究よ

自由記述形式のアンケートを行い、本システムの評価を

り直感的なジェスチャを提案した。

行った。

評価実験では、仮想物体に対しての基本的操作を四名の
被験者に行ってもらい、アンケートによる調査を行った。

5.2 実験結果
アンケートの結果は以下のようになった。

実験の結果、本システムを用いることで、既存システム
より仮想物体とのインタラクション操作を直感的に行う

「良かった点」については、
『操作方法が直感的になって

ことができることが示された。

いた』、『分かりやすいジェスチャになっていた』などと

今後の課題としては、
「操作しづらかった点」を解決する

いった意見が挙がった。

とともに、さらに直感的に仮想物体とのインタラクショ

「操作しづらかった点」については、
『物体が反応しない

ンを行うことができるよう、
「その他改善点等」で挙げら

ことがあった』、『掴むとつぶすのジェスチャの違いが分

れたような機能の追加等があると考える。

かりづらかった』などといった意見が挙がった。

拡張現実感における物理的整合性を考慮した仮想物体に対する直感的操作の改案
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セルラオートマトンを用いた
高速道路の渋滞緩和に関する基礎的研究
坂本

眞人 a)・牟田

直輝 b)

Basic study on expressway congestion mitigation
using cellular automata
Makoto SAKAMOTO, Naoki MUTA
Abstract
In recent years, traffic congestion is a social problem in Japan. The annual congestion loss time in Japan
is about 3.8 billion hours, and the economic loss amount is about 12 trillion yen. In particular, on expressways
that aim for smooth traffic flow, traffic congestion causes enormous time loss and economic loss. Furthermore,
since the exhaust gas from automobiles causes environmental problems and reduces the efficiency of
distribution, it is essential to take measures to eliminate and alleviate traffic congestion. By the way, recently,
with the improvement of computer functions, research on elimination / mitigation of traffic congestion by
traffic simulation has been conducted. In other words, traffic simulation can reproduce and evaluate traffic
phenomena that occur on the road on a computer. On the other hand, there is a long tunnel called the Kakuto
Tunnel between the Ebino IC on the and the Hitoyoshi Kuma Smart IC on the Kyushu Expressway.
Congestion frequently occurs in the Kakuto Tunnel due to lack of traffic capacity. In this paper, we focus on
the Kakuto Tunnel as an example and perform traffic simulation. We will create a simple traffic simulator
using a cellular automaton model as a complex system model, which is a simple model and has a feature of
low computational complexity, and examine whether increasing lanes is an effective method for alleviating
traffic congestion.

Keywords: cellular automaton, comlex system, expressway, Kakuto Tunnel, traffic congestion,
1. はじめに
現在、日本では交通渋滞が社会問題となっている。国内
で年間に発生する渋滞損失時間は約 38 億時間で、経済損

つセルラオートマトンモデルを用いて、簡易的な交通シミ
ュレータを作成する。交通シミュレーションでは、車線の
増加が渋滞緩和の方法として有効か否かを検討する。

失額は約 12 兆円である 1)。特に、スムーズな交通流を目
的とする高速道路において、交通渋滞は莫大な時間損失、

2． 高速道路における交通渋滞の原因

経済損失をもたらす。さらに、自動車の排気ガスによる環

日本の高速道路における主な渋滞原因として、“交通集

境問題や物流の効率低下を引き起こすことから、渋滞の解

中渋滞”、
“工事渋滞”、
“事故渋滞”の 3 つが挙げられる 2)。

消・緩和への取り組みは必須である。
近年、計算機の機能向上に伴い、交通シミュレーション

交通集中渋滞は、道路設計時に設定された交通容量以上の
交通が集中することによって発生し、全渋滞の約 64％を

による渋滞の解消・緩和の研究が行われている。交通シミ

占めている。また、工事渋滞は工事の規制、事故渋滞は交

ュレーションによって、道路上で起こる交通現象をコンピ

通事故によって発生する。

ュータ上で再現し、評価することができる。
ところで、九州自動車道えびの IC と人吉球磨スマート
IC の間に加久藤トンネルという長大トンネルが存在する。
加久藤トンネルでは、交通容量の不足によって、渋滞が頻

高速道路では、交通集中によって渋滞が発生しやすい場
所が存在する。上り坂やサグ部、トンネル部では速度低下
が起きやすく、渋滞が発生しやすいことが明らかになって
いる 2)。

繁に発生している。
本研究では、加久藤トンネルに注目して交通シミュレー
ションを行う。単純なモデルで、計算量が少ない特徴を持
a) 情報システム工学科准教授
b) 情報システム工学科学部生

3． シミュレーション手法
交通流を表現するためのモデルは大まかに 2 種類に分
けられる。車の流れを個々の車両ではなく、流体として捉
えるマクロモデルと個々の車の動きをシミュレーション
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するミクロモデルがある。マクロモデルは広範囲のシミュ



全長：上り：6255ｍ、下り：6264ｍ

レーションに、ミクロモデルは狭い範囲でのシミュレーシ



車線数：片側 2 車線

ョンに適している。



設計速度：80 ㎞/h

本研究では、個々の車の動きに着目した動的シミュレー
ションを行うため、ミクロモデルを用いる。

トンネル内の形状や全長が大差ないことから、上りのト
ンネルを想定してシミュレーションを行う。

3.1 セルラオートマトン
セルラオートマトンは 1950 年代の初めにノイマン

4.2 シミュレーション内容

（John von Neuman）とウラム（Stanisław Marcin Ulam）に

最初にセルラオートマトンを用いた 2 車線シミュレー

より提案された 3)。格子状のセルと単純な規則によって計

ションを行う。2 車線シミュレーションの結果と加久藤ト

算でき、複雑系解析でよく用いられる手法である 4)。

ンネルの実測データから渋滞発生割合を算出し比較する

ミクロモデルの１つであるセルラオートマトンモデル

ことで、制作したシミュレータの精度を示す。次に 3 車線

を交通シミュレーションに適用することにより、交通流を

シミュレーションを行う。3 車線シミュレーションの結果

単純化できる。

から渋滞発生割合を算出し実測データと比較することで、
車線の増加が渋滞の解消・緩和方法として適切か検討する。

3.2 ルール 184

セルラオートマトンモデルは、加速を考慮しないモデルで

セルラオートマトンモデルにおいて、ルール 184 と呼ば
れる基本的なモデルについて紹介する。ルール 184 とは 1

あるため、シミュレーション対象道路の制限速度である時
速 80 キロ一定または時速 80 キロ以下の車速を想定してい

。ルー

る。また、シミュレーションで得られるデータはトンネル

ル 184 のセルの状態は 0 と 1 のみを持つ。その場所自身に

を抜けた車の交通量と渋滞の発生回数である。交通量の結

次元セルラオートマトンのルールの１つである

3,5)

加え、左右のセルによって次の状態を決定する。ルール

果は 50 台ごとの階層に分け、各階層に対して回数を記録

184 は下の表 3.1 のルールセットを適用する。

する。

表 3.1．ルール 184 のルールセット．

5．実装したプログラム
本 研 究 で の プ ロ グ ラ ム は 、 Microsoft Visual Studio
Community 2019 を使用した。C 言語を用いたプログラム
で交通シミュレータの作成を行った。

ルール 184 の「184」は、表 3.1 の下の行「10111000」

5.1 道路と車の表現

を 10 進法で表したものである。ルール 184 を適用する場

車を「1」、道路を「0」で動的シミュレーションを行う

合、車の速度は一定で、加速を考慮しない。1 ステップで

と、車と道路の区別がつきにくい。そこで、車を記号「＊」、

1 セル分だけ進むことができる。セルを複数飛ばして移動

道路を空白で表現することによって見やすくした。

することはできない。１つ前のセルに車がいない場合は進
み、1 つ前のセルに車が存在する場合は現在のセルに留ま
る。道路をセルに分割し、同時にステップを経過させるこ
とで交通流を表現することができる。
本研究では、ルール 184 を適用して交通シミュレータを
制作する。

5.2 車線の追加
ルール 184 は、1 車線の高速道路でのシミュレーション
に適している。実際の高速道路では、2 車線以上の道路が
ほとんどである。2 車線以上の道路でシミュレーションで
きるように拡張した。

4． 交通シミュレーション
交通シミュレーションの対象道路およびシミュレーシ
ョン内容について述べる。

4.1 シミュレーション対象
九州自動車道えびの IC と人吉球磨スマート IC の間にあ
る加久藤トンネルをシミュレーション対象とする 2)。規格
は以下の通りである 1,2)。

5.3 車線変更
現実の高速道路では、車線変更の動きが見られる。車線
を追加に伴い、走行車線、追い越し車線への車線変更がで
きるようにした。

6. シミュレーション結果
実装したプログラムを用いて 2 車線シミュレーション
及び 3 車線シミュレーションを行った。

セルラオートマトンを用いた高速道路の渋滞緩和に関する基礎的研究

6.1 実行結果
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ルによるシミュレーションでは、加速を考慮しておらず、

図 6.1 はセルラオートマトンモデルを用いた 2 車線シミ

制限速度一定の車、または制限速度以下の車を想定してい

ュレーションと加久藤トンネルの渋滞発生割合を比較し

る。制限速度を超えて走る車と制限速度以下で走る車の車

たものである。比較に用いたデータは過去 2 年間の実測交

速差によって、ブレーキを踏む車が多くなり、それが車列

6)

通量から算出したものである 。
2 車線シミュレーションによる結果は、実測データと比

の後方に伝わることで、交通容量を超える交通量で爆発的
に渋滞が発生しているのではないかと考える。

較して総合的に渋滞発生割合が高くなった。また、2 車線

3 車線シミュレーションの結果は、実際の測定データと

シミュレーションの結果は 1200 台近くまでは実測データ

比べ、総合的に渋滞発生割合は低くなった。しかしながら、

に近い結果が出ていたが、1250 台を超えたあたりから急

交通量が 1350 台から 1400 台の階層において割合が 50％

激に割合が高くなった。2 車線シミュレーションの結果と

を超える結果が出たことから、加久藤トンネルにおける車

実際のデータは、共に 1350 から 1400 台の階層で渋滞発生

線の増加は渋滞緩和の方法として適切ではないことが示

割合が 100%となった。

された。
また、いくつかの課題点が挙げられる。





制限速度以上で走る車の検討
カーブ等の複雑な形状の道路の検討
天候を考慮したシミュレーションの検討
上記で述べたことを今後考慮し、改善できるよう努力し

たい。

8. おわりに
図 6.1.

2 車線シミュレーションと実測データの比較.

本研究では、長大トンネル内の渋滞を交通シミュレーシ
ョンによって表現し、車線の増加が交通渋滞の解消・緩和

同じ条件で、3 車線シミュレーションを行った。図 6.2

方法として適切か検討するという目的で行われた。考察で

はセルラオートマトンモデルを用いた 3 車線シミュレー

挙げた通り、今回は簡易的なシミュレーションであり、カ

ションと加久藤トンネルの渋滞発生割合を比較したもの

ーブや上り坂、天候の影響など実装できていない部分も多

である。3 車線シミュレーションでは総合的に渋滞の緩和

くある。まだ実用的な交通シミュレーションをするには課

が確認できた。しかし、交通量階層によっては渋滞発生割

題が多く存在する。今後は、人の運転特性や渋滞の発生原

合が実測データより高いところがあった。また、1350 台

因を研究することで、高速道路のシミュレーションだけで

から 1400 台の階層で 50％を超える結果が出た。

なく、一般道路の交通シミュレーションにも対応できるよ
うにしたい。また、車両の動きや複雑な形状の道路などで
もシミュレーションできるような交通シミュレータ制作
を行い、交通渋滞の根本的な解消・緩和に貢献したい。
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Evaluation of Urban Flood Control Project
–Case Study at Bendung Watershed in Palembang City,
Indonesia–
Rian DINATAa), Keisuke MURAKAMIb), Deva Fosterharoldas SWASTOc)
Abstract
Palembang City locates on a flat area where the altitude is between 12 and 30m above sea level. There are many
small rivers that flow into a main river, Musi river. Due to the topographical configuration and a seasonal heavy rainfall,
those rivers had been overflowed and the city had an inundation disaster. Bendung watershed is one of the nineteen
watersheds in Palembang City, and the watershed also experiences the inundation disaster frequently due to the flood
caused by a poor river maintenance and drainage system.
The local government of Palembang City has applied some flood control projects such as a normalization project to
reduce the flood damages. These measures checked the river flow over the dike, but some areas still suffered from the
flood damages due to their topography. Based on the current situation, this study evaluates the efficiency of the existing
normalization project in this watershed to find a solution that reduces the flood in those areas. Furthermore, this study
investigates the feasibility of infiltration-well system to overcome the flood in those areas. The feasibility study includes
the cost and benefit analysis to realize the infiltration-well system for easing the inundation problem.

Keywords: Bendung watershed, Flood control, Normalization project, Infiltration-well system,
Cost and benefit analysis
1. INTRODUCTION
Palembang City is one of cities in Indonesia, and
it is now under the rapid economic growth. Its
population is about 1.5 million. The rapid economic
growth is encouraging an urbanization and land use
changes1), those sometimes increase damages by river
floods.
Palembang City locates on a flat area where the
altitude is between 12 and 30m above sea level. There
are many small rivers that flow into a main river,
Musi river. Due to the topographical configuration
and a seasonal heavy rainfall, those rivers had been
overflowed and the city had an inundation disaster.
Bendung watershed is one of the nineteen watersheds
in Palembang City, and the watershed also
experiences the inundation disaster frequently due to
the flood caused by a poor river maintenance and
drainage system.
Bendung river is one of the channels that play an
important role in the drainage system of Palembang
City. The river empties into the Musi river, and it is a
kind of a natural drainage system.
A rapid urban growth brings the change of land
use. The land use change sometimes increases a flood
disaster if an appropriate measure is not taken on that
area2). The local government of Palembang City has
applied some flood control projects such as a
a)Master Student, Graduate school of Engineering, Environmental
Course, University of Miyazaki, Japan
b)Professor, Faculty of Engineering, University of Miyazaki, Japan
c)Supervisor, Dept. of Architecture and Planning, Universitas
Gadjah Mada, Indonesia

normalization project to reduce the flood damages.
These measures checked the river flow over the dike,
but some areas still suffered from the flood damages
due to their topography.
Based on the current situation, this study
evaluates the efficiency of the existing normalization
project in this watershed to find a solution that
reduces the flood in those areas. Furthermore, this
study investigates the feasibility of infiltration-well
system to overcome the flood. The feasibility study
includes the cost and benefit analysis to realize the
infiltration-well system for easing the inundation
problem.
2. RESEARCH METHOD
2.1 Research Area and Data Collection
Fig. 1 shows the location of Bendung watershed
in Palembang City. Bendung watershed is one of the
eighteen watersheds in Palembang City, and the area
of the watershed is about 14.5 km2.

Fig. 1 Location of Bendung watershed in Palembang City
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In order to check the flood of Bendung river, a
normalization project was applied along the river
since 2014. This project excavated the river bottom
and raised the crown height of the dike on both sides
to increase the flow capacity.
The data needed in this research were primary
data and secondary data. Primary data were obtained
by direct observation in the field, such as the location
of flood. The secondary data were obtained from
official government, such as rainfall data and
documents.
2.2 Analysis of Normalization Project
This study used the Hec-Ras model to evaluate
the effectiveness of normalization project applied on
Bendung watershed in Palembang City. This model at
first determines the rainfall distribution with SmirnovKolmogorov method, and calculates the rainfall
intensity. After that, the model calculates the design
river discharge.
This study employed ten years rainfall data,
measured by Palembang Meteorological and
Geophysical Agency at Kenten Branch Station from
2009 to 2018. Table 1 shows the rainfall intensity
obtained by Pearson Log Distribution III. Regarding
the balance of flood control design in Palembang City,
the normalization project chosen the return period as
five years.
Table 1. Rain Intensity for each return period
Return Period (Year)
Rainfall Intensity (mm/hour)
2
74.759
5
88.973
10
96.431
20
105.634
50
110.587
100
115.376

A runoff coefficient is an important value in
calculating the river discharge, and it has a different
value depending on the land use condition3). Fig. 2
shows the current land use pattern in Palembang City.
Based on the land use condition, this study calculated
the representative runoff coefficient in Bendung
watershed.

Fig.2 Current land use of Palembang City

Table 2 shows the coverage area of each land
use, A, the runoff coefficient, C, and the product of
them. The runoff coefficient takes different values
depending on the land use condition. This study
calculated the representative runoff coefficient with
Eq. (1), and the results was 0.46.
𝐶𝐶𝑤𝑤 =

∑ 𝐴𝐴∗𝐶𝐶
∑ 𝐴𝐴

(1)

Table 2. Calculation of representative runoff coefficient
Land use
A(m2)
C
A *C
Open space
6,045,122.5
0.40
2,418,049.0
Tree
420,178.4
0.25
105,044.6
Reed
100,573.2
0.21
21,120.4
Shrub
93,710.1
0.30
28,113.0
Pond
62,056.1
0.35
21,719.6
Garden
117,452.4
0.20
23,490.5
Grave
101,105.7
0.15
15,165.9
Vacant land
11,525.3
0.80
9,220.2
River
95,349.1
0.30
28,604.7
Street
1,104,618.4
0.70
773,232.9
Building
6,294,732.7
0.50
3,147,366.4
Total
14,446,423.9
6,591,127.2

2.3 Analysis of infiltration well
An infiltration–well system4), which penetrates
rainwater to underground, is one of the measures to
mitigate the inland flood disaster. Indonesian national
standard states the general requirements for the
infiltration well system5).
This study employed Indonesian national
standard to calculate the storage volume of infiltration
well6). The volume of rain water that falls onto a
catchment area is calculated by Eq. (2).
𝑉𝑉1 = 𝛼𝛼 × 𝐶𝐶 × 𝐴𝐴𝐶𝐶 × 𝑅𝑅(2)
Where  is a coefficient that is defined 0.855 in this
study. C is a runoff coefficient, AC is the area of total
rooftop (m2), and R is a design rainfall intensity
(mm/day).
Eq. (3) is also used to calculate the volume of
water that absorbed into the infiltration well.
𝑡𝑡 ×𝐴𝐴 ×𝐾𝐾

𝑉𝑉2 = 𝑐𝑐 24𝑡𝑡 (3)
Where tc is a duration time and it is calculated by
0.9*R0.92/60 (hour). At is a total surface area of well
(m2), and K is a soil permeability coefficient (m/day).
From the balance of inflow and outflow of
infiltration well, the volume of water stored in the
well is calculated as V3=V1-V2. The total depth of
infiltration well is calculated as Htotal=V3/Ah, where Ah
means a cross section of the infiltration well. In the
case of setting the design depth of the infiltration well
as Hd, this means the volume in each well is equal to
the product of Ah and Hd, the number of wells that
needed to control the flood is calculated as n=Htotal/
Hd.
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2.4 Analysis of cost and benefit
A benefit cost ratio, BCR, and a payback period,
PBP, were calculated by the following equations.
Details of benefits and costs that were taken into
consideration were shown in the next chapter.
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

(4)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

(5)

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Evaluation of the normalization project
A design flood discharge was determined by
Synthetic Unit Hydrograph method. This method
needs data of the river length and its area of Bendung
watershed.
The water level of two cases, before and after the
normalization project, were compared to evaluate the
performance of normalization project. Fig. 3 and Fig.
4 show the water level and dike height along Bendung
river in the case of the design discharge.
Fig. 3 shows the result before the normalization
project. The water level exceeds the height of the dike
on both sides of upstream from about 1300m section.
The river bottom becomes shallow at 1000m section
and it reduces the river capacity.

Fig. 4 Water level and the height of dike along Bendung river
after the project

3.2 Evaluation of the infiltration well
Some areas in Bendung watershed are still
suffering from the flood by inland water even after the
normalization project due to the poor drainage. From
the field survey, the local government recognized four
areas as shown in Fig.5. Each area is1,150m3,
1,215m3, 1,175m3, and 1,110m3.

Fig.5 Location of areas that are suffering from flood by inland
water

Fig.3 Water level and the height of dike along Bendung river
before the project.

Fig. 4 shows the result of water level after the
project. The capacity of the river flow becomes large
by the normalization project and the water level is
lower than the dike height on both sides along the
river. The local government conducted field
observation and hearing survey along the river, and
any floods over the dike were never seen after the
project. This means that the project shows good
performance in checking the flood along Bendung
river.

Regarding the topography of those areas, this
study proposed the application of infiltration-well
system to overcome the flood by inland water. The
value of a soil permeability is the important factor in
the application of the infiltration well7).
Table 3 shows the permeability of each area that
was obtained by the field survey. Table 4 shows the
volume of water that was calculated by Eq. (2). This
calculation set the design rainfall as 88.97mm/day and
the runoff coefficient as 0.95, respectively.
Table 3. Permeability value, K, in each area
Permeability value, K,
Location
(cm/hour)
No.1
2.24
No.2
2.32
No.3
2.22
No.4
2.34
Average
2.28
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Table 4. Calculated volume of water from rooftop to well
Total rooftop area(m2),
Volume(m3),
Location
Ac
V1
No.1
12,715
918.86
No.2
14,705
1,062.67
No.3
15,155
1,095.19
No.4
12,505
903.68

In order to calculate the volume of water, V2,
from Eq. (3), both tc and At should be set in advance.
The duration time, tc, is calculated as 0.93 hour from
the design rainfall intensity, R. From the previous
cases that are installed other site, this study calculated
the total surface area of well, At, as 10.21m2. On the
other hand, the average of permeability is
K=2.28cm/hour. Finally, V2 is calculated as 0.283m3.
From the balance of inflow and outflow of
infiltration well, the volume of water stored in the
well, V3, is calculated inTable 5. Furthermore, Table 6
shows the number of wells required in each location.
This study set the cross section of the infiltration well,
Ah, is 0.786m2, and the depth of each well, Hd, is 3m.
Based on analysis, this infiltration-well system
reduces 80% of inundation area by inland water.

excavation of the river, are needed every year. Table 8
shows the list of annual maintenance costs, and their
total is about 608 million Rupiah.
Table 7. Annual renovation costs saved by the normalization
project
Components
Saved Cost
(*106Rp.)
HOUSING
Houses
250.00
Building (school, office, etc.)
200.00
INFRASTRUCTURE
Road
750.00
Water and Sanitation
24.00
Water Resources
24.00
ECONOMY
Traditional Market
600.00
Total
1,848.00

Table 5. Volume of water stored in the well at each location
Location
V1(m3)
V2(m3)
V3 (m3)
No.1
918.86
0.283
918.58
No.2
1,062.67
0.283
1,062.39
No.3
1,095.19
0.283
1,094.91
No.4
903.68
0.283
903.40

Table 8. Annual costs for the maintenance of the normalization
projects
Components
Price
MAN POWER
Worker
4,687.50
Foreman
770.00
TOOLS
Excavator
12,750.00
Supporting Tools
12,500.00
Total Cost
30,707.50
Profit for Contractors (10%)
3,070.00
Excavation for sedimentation
Total excavation area : 18,000 m3
Excavation cost :33,778.25 Rp./m3
608,008,500,00

Table 6. Number of infiltration wells
Htotal(m)
Location
V3 (m3)
n
918.86
1,169
390
No.1
1,062.67
1,352
451
No.2
1,095.19
1,393
465
No.3
903.68
1,149
383
No.4

Fig.6 shows the cost and benefit ration
calculated from Eq. (4). The ratio is 0.31 in the first,
and it gradually increases more than 1.0 after 5 years.
This means that the project shows its effectiveness
against the cost after 5 years.

Benefit/Cost Ratio
1.2

0.78

0.9

Ratio

3.3 Cost and benefit analysis
(1) Cost and benefit for normalization project
In the calculation of costs and benefits for the
normalization project, this study estimates the total
benefits for 5 years. The total costs by the
construction cost and its maintenance were also
calculated for five years. The normalization project
eliminates some renovation costs for the repairing of
resident’s houses, buildings, public facilities and
infrastructures. Those costs are included as the benefit
of the project in addition to the benefit for easing the
damages on economic activities8).
Table 7 shows the list of the annual benefit
obtained by the normalization project. The project
brings the benefit of 1848 million Rupiah every year,
and five times of this benefit becomes the total benefit
by the normalization project for 5 years.
The initial construction cost for the
normalization project was 5,900 million Rupiah. In
addition to this, the maintenance costs, such as an

0.6
0.3

0.96

1.11

0.57
0.31

0

1

2

3

4

5

Year
Fig.6 Cost and benefit ratio of the normalization project

(2) Cost and benefit analysis for infiltration well
The installation of the infiltration-well system
saves some renovation costs, and those costs are
included in an annual benefit by the project. Table 9
shows the list of the annual benefit obtained from the
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Table 9. Renovation costs saved by the infiltration wells
for one year
Components
Saved Cost
(*106Rp.)
HOUSING
Houses
260.00
Building (school, office, etc.)
300.00
INFRASTRUCTURE
Road
1,125.00
Water and Sanitation
40.00
Water Resources
40.00
ECONOMY
Traditional Market
750.00
Total
2,515.00

The size of the infiltration well and the number
of the well at each location were discussed in section
3.2. Table 10 shows the construction cost of the
infiltration well. It includes the price of the building
materials and the labor’s cost. The construction cost
for one infiltration well is calculated about 3.68
million Rupiah, and total construction cost becomes
6194.96 million Rupiah.
Table 10. Costs for construction of the infiltration well
Components
Cost (Rp)
Materials
7.86 m2 wall of red brick wells
718,875.60
1.25 m2 red brick wall tub size
114,325.00
0.218 m3RC plate
1,521,536.46
0.43 m3 Well Fill
80,000.00
Other complementary materials
394,000.00
Sub-total cost of materials
2,828,737.05
Labors’ cost (30% of above sub-total)
848,621.12
Total cost of one infiltration well
3,677,358.17

There are two kinds of maintenance costs. One is
the cost to excavate the sediments in the infiltration
well every year, and the other is the cost to replace the
pipe every five years. Annual cost for excavating the
sediments includes labors’ cost and some other costs.
The cost for each well is estimated 103,598 Rupiah,
and 175.87 million Rupiah is needed to excavate all
wells every year. The cost to replace the pipe includes
the material costs and labors’ cost. It is estimated that
the cost is 138,050 Rupiah for one meter. The length
of each well is assumed 12m, and total cost becomes
2,796.24 million Rupiah for every five years.
Fig.7 shows the cost and benefit ration calculated
from Eq. (4). The ratio is 0.34 in the first year, and it

gradually increases up to 4th year. The ration exceeds
1.0 four years after the installation of the infiltration
well system. The ration decreases from 1.12 to 1.05 at
the fifth year because of the replacement of the pipe
for the maintenance.
Benefit/Cost Ratio
1.2

0.6
0.3

1.12

1.05

4

5

0.82

0.9

Ratio

infiltration-well system. The annual benefit from the
system is estimated as 2,515 million Rupiah.
This study assumed that 1.688 wells are
constructed in the flood area, and half of them are
firstly installed in the first year and the rest of them
are in the second year. From this plan, a half of the
annual benefit in Table 9, 1,257.5million Rupiah, will
be saved in the first year. After the second year,
annual benefit will be estimated 2, 515million Rupiah.

0.34

0.5

0

1

2

3

Year
Fig 7. Cost and benefit ratio for the infiltration well

4. CONCLUSIONS
This study evaluated the efficiency of the
existing normalization project in Bendung watershed.
Based on Hec-Ras model and field observation, this
study confirmed that the normalization project is
preventing the flood along Bendung River. Based on
the cost and benefit analysis of the project, this study
confirmed that the benefit sufficiently exceeds the
cost after five years from the beginning of the project.
On the other hand, some inundation areas
remain due to the poor drainage condition. In order to
clear this problem, this study investigated the
feasibility of the infiltration-well system. Through the
hydrological analysis, it was cleared that the
infiltration-well system reduces 80% of inundation
area by inland water.
Furthermore, the installation of the infiltrationwell system seemed feasible in the discussion of the
cost and benefit analysis. Based on the analysis of the
system installation, this study confirmed that the
benefit exceeds the cost after four years from the
beginning of the system installation.
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The Implication of Shoreline Changes on Spatial Planning
- A Case Study in Semarang Municipality and Demak Regency
Coastal AreaKarunia AKBARa), Keisuke MURAKAMIb), and Saut Aritua Hasiholan SAGALAc)
Abstract
A Shoreline recession that occurred in both Semarang Municipality and Demak Regency, two adjacent
administrative areas, causes in physical, economic, and social influences, such as the loss of many fish ponds, rice
fields, and the damage to settlements, buildings, and infrastructures. This study set three objectives to have sustainable
land use planning on both study areas. 1) Analyze the shoreline change and the coastal land use conversion in the study
area. 2) Analyze the suitability of the actual coastal land use and the current regional spatial planning documents. 3)
Propose a strategic direction toward the suitable coastal spatial planning policy. This study used both quantitative and
qualitative approaches. In the quantitative approach, the shoreline change and the coastal land use conversion were
analyzed by using satellite image data. This approach also analyzed the suitability of the actual coastal land use based
on the current regional spatial planning documents. In the qualitative approach, SWOT analysis was employed to
formulate the strategic direction of the coastal spatial planning policy. This study cleared that the shoreline recession
has implicated the coastal land use change on Semarang Municipality and Demak Regency. Their actual land use are
inconsistent with the current spatial planning documents that have been formulated before. Based on these discussions,
this study proposed a strategic direction for suitable coastal spatial planning.

Keywords: shoreline change, land use change, remote sensing, spatial planning, strategic direction
1. INTRODUCTION
The shoreline change caused by coastal erosion
or accretion is one of the concerns relating to a coastal
land use planning. Some reasons cause the shoreline
change, such as coastal developments or the increase
of wave action due to climate change1), 2), 3). Many
pressures come from natural phenomena and human
activities will continue to influence landscape
dynamics on coastal area4).
Semarang Municipality and Demak Regency, the
research area of this study, are suffering from the
problem caused by the shoreline change, because the
shoreline change is generating physical, economic,
and social influences, such as the loss of many fish
ponds, rice fields, and the damage to settlements,
buildings, and infrastructures5).
Some administrative problems often appear when
the shoreline change causes a conflict between the
existing spatial plan and a future land use. In the study
area, the shoreline change is proceeding at a higher
rate per year, and this situation makes the conflict
more serious, and it also makes the optimization of
coastal spatial planning difficult.
Through the above background, this study set
three objectives. Firstly, shoreline changes and coastal
land use conversions in the study area are analyzed by
using satellite image data that were taken in 1991,
a) Master student, Graduate School of Engineering, Environmental
Course, University of Miyazaki, Japan
b) Professor, Faculty of Engineering, University of Miyazaki,
Japan
c) Supervisor, School of Architecture, Planning and Policy
Development, ITB, Indonesia

2011, and 2019. Secondary, this study analyzes the
suitability of actual coastal land use with current
spatial planning documents. Thirdly, this study
proposes a strategic direction to renew the coastal
spatial planning policy in the study area.
Many previous researches have been studying
relations between shoreline changes and land use
planning. Ferdiansyah used a quantitative method to
clear the shoreline change from satellite image data6).
The result includes some implications for the problem
between shoreline changes and spatial planning in
Brebes Regency.
2. RESEARCH DATA AND METHODS
2.1 Research area
This study set two research fields on Central Java
Province, Indonesia, one is Semarang Municipality
and Demak Regency (Figure 1). They are bordered
physically and administratively, and have potential as
a strategic zone for the economy in Central Java. The
fields are divided into eight coastal sub-districts,
named as Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara,
Genuk, Sayung, Karang Tengah, Bonang, and
Wedung.
The ground level of each district is ranged from
0 m to 10 m above the sea level, they are vulnerable
against the coastal erosion. Besides, they are
experiencing land subsidence and tidal inundation7).
Each administration shows the guideline for their land
use, but unexpected land uses are proceeding
especially in the protection zone and buffer zone. Also,
land use conversions lead to the increase of pollution,
and it further accelerate inappropriate land use, too.
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Semarang Municipality and Demak Regency had
already issued their regional spatial planning from
2011 to 2031, but the concept of them seems weak in
controlling the planning.

Fig. 1. Location of Semarang Municipality and Demak
Regency
2.2 Data
As the primary data, this study uses Landsat
Satellite Imagery taken in 1991, 2011, and 2019
provided by the U.S. Department of The Interior U.S.
Geological Survey, USGS8). Also, the Regional
Spatial Planning Document from 2011 to 2031 issued
by Semarang Municipality9) and Demak Regency10).
The interview survey was conducted for local
government agencies, academic specialists, NGOs,
and local people to investigate concerns about the
current spatial planning.
There are many researches that investigate the
coastal topography change using satellite image data
and numerical analysis. Tarigan et al. applied three
formulas, BILKO, AGSO, and Tresholding, to
determine the shoreline position by using Landsat
image data11). Meilistya et al. also applied a numerical
analysis to detect waves and current that explain
coastal erosion conditions12).
Meanwhile, the secondary data include tidal data
and sea wave data in 1991, 2011, and 2019 provided
by Indonesian Agency for Meteorological,
Climatological and Geophysics, Document of Zoning
Plan of Coastal Area and Small Islands of Central Java
Province 2018-2038, supporting data from the Central
Bureau of Statistics, and RBI Map from Geospatial
Information Agency13), 14).
The sea wave data were obtained at two stations,
Station No.1 at Sayung Sub district, Demak 110° 29'
39.560"E 6° 53' 14.070"S, and station No.2 at Tugu
Sub district, Semarang 110° 20' 17.510"E 6° 56'
33.430"S. The observation was carried out for two
days at each station for 24 hours with a record every
20 minutes. This survey determines the significant
wave height, Hs, and significant wave period, Ts. The
wave data are used to calculate the longshore current
velocity15).
2.3 Methods
This study uses quantitative and qualitative
approaches. In quantitative approach, the shoreline

change and the coastal land use conversion were
analyzed by using satellite image data in 1991, 2011,
and 2019. The radiometric calibration and geometric
correction were done by using image processing
software. The shoreline position was detected by
digitizing the boundary between sea and land on
images. The land use was also detected by
investigating the difference of colors on images. These
methods are common for monitoring the coastal
environment and development 16), 17).
The shoreline positions were extracted by
BILKO algorithm provided by Training and Education
in Marine Science Programme, UNESCO18). This
method takes the temporal tidal level into analysis.
The shoreline position on all images was corrected to
H.H.W.L, Highest High Water Level, based on the
tidal component analysis19). Table-1 shows the tidal
elevation when the images were recorded.
Table-1. Tidal elevations when the images were taken
No
Type of Landsat
Image Recorded H.H.W.L.
Elevation (cm)
(cm)
1
5 TM 1991
179
247
2
5 ETM+ 2011
184
246
3
8 OLI 2019
208
255

This study analyzes the suitability of the actual
coastal land use and the current regional spatial
planning documents by overlaying them.
The qualitative approach was carried out by
conducting the hearing survey to stakeholders who are
engaged in the coastal land use and its planning, where
9 from local government agencies, 2 from academic
specialists, 2 from NGOs, and 3 from local people.
There were 7 categories in this hearing survey, and
each category consisted of some questions. The
hearing category is showed in Table-2.
Table-2. Category of hearing survey in this study
No.
Category of hearing survey
Number of
questions
1
Spatial planning in coastal area
4
3
Issues in coastal spatial planning
3
2
Conservation and mitigation
3
4
Community empowerment
3
5
Policy and law enforcement
3
6
Integrated coastal management
4

Based on the analysis of hearing survey, this
study proposes the formulation of a strategic direction
to renew the coastal spatial planning policy. The study
employs SWOT analysis, where it investigates
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
observed in a project. This study lists the strengths,
weaknesses, opportunities, and threats observed in the
research area, where all items are picked up from
hearing survey and field observation.
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Shoreline changes along study area
From the analysis of satellite images data in 1991,
2011, and 2019, the shoreline changes at Semarang
Municipality and Demak Regency are shown in Fig. 2
and Fig. 3.

Fig. 2. Map of shoreline change in Semarang Municipality from
1991 to 2019

Fig. 3. Map of shoreline change in Demak Regency from 1991
to 2019

From the wave measurements at St.1 and St.2,
Hs=0.95m and Ts=3.57s. and Hs=1.07m and Ts=3.29s.,
respectively. The kinds of sediment at two stations
were reported silt and sand based on Document of
Zoning Plan of the Coastal Area and Small Islands of
Central Java Province 2018-203820). From these data,
it is assumed that the study area has the potential to
abrasion.
Semarang Municipality had the shoreline change
due to the abrasion of 1416.38ha from 1991 to 2019,
where an annual abrasion rate was 50.58ha/year. The
accretion was 597.48ha and the rate was 21.39ha/year.
The most severely affected area was Tugu Sub-district,
during the 1991-2011 and 2011-2019, there were
about 489.61ha and 485.57ha abrasion, respectively.
From 1991 to 2019, Demak coastal area had
2947.75ha abrasion with the rate of 105.28ha/year.
The accretion was 746.75ha and the yearly rate was
26.67ha/year.
Sayung
Sub-district
showed
considerable erosional from 1991 to 2011 and from
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2011 to 2019. About 92.43% of total abrasion,
2724.51ha, had lost in Demak Regency.
The abrasion and accretion in these coastal areas
are due to natural factors and human activities, where
natural factors relate to waves, tide, longshore currents.
Human activities relate to reclamation of Marina
beach in Semarang, the development of the Tanjung
Mas port area, and the development of the industrial
area in Tugu Sub-district. Anthropogenic affected the
coastal dynamics in these regions21), 22).
3.2 Land use changes
The existing satellite images data of 1991, 2011,
and 2019 were used to analyze the actual land use area
and land use conversion. The land use area of each
category at Semarang Municipality and Demak
Regency from 1991 to 2019 are reported in Table-3
and Table-4.
Table-3. Land use area of each category at Semarang
Municipality from 1991 to 2019
No Category of
Area (ha)
Land use
1991
2011
2019
1
Airport
44.79
154.09
201.37
2
Port
172.41
347.03
332.91
3
Industry
476.79
779.97
888.49
4
Mangrove
9.19
59.12
204.64
5
Settlement
2918.18
4189.71
4359.87
6
Rice field
1846.89
849.99
687.05
7
Fish pond
2604.10
1726.149
993.61
8
River
52.98
59.63
59.95
9
Vacant land
802.19
196.446
374.54
10
Sand
38.09
0
0
Table-4. Land use area of each category at Demak Regency
from 1991 to 2019
No Category of
Area (ha)
Land use
1991
2011
2019
1
Industry
112.10
272.99
347.52
2
Mangrove
128.89
181.26
569.21
3
Settlement
2377.50
3169.76
3443.19
4
Rice field
24742.22
18075.16
16296.24
5
Fish pond
8002.44
12903.58
12563.70
6
River
472.19
539.13
417.51
7
Sand
303.77
303.42
32.08

A validation test was performed by using an
accuracy test matrix23) to verify the accuracy and
validity of land use maps generated from the satellite
image data. The result showed that the image deviation
was 7.3%, and 92.7% accuracy rate was confirmed.
The land use conversions at Semarang
Municipality and Demak Regency from 1991 to 2019
are depicted in the Fig. 4 and Fig. 5. From 1991 to
2019, Semarang coastal area had significant land use
changes in the category of fish pond, mangrove, and
rice field. The fish pond area decreased 1610.49ha
from 1991 to 2019 due to 1156.41ha abrasion. The
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interview with some fish farmers in Tugu Sub-district
said that the conversion of rice fields into fish ponds
during 1991-2011 and 2011-2019 of 381.16ha and
82.28ha, respectively caused by fish pond preference,
and saltwater intrusion. The mangrove area was
increased to 195.45ha from 1991 to 2019 in Tugu Subdistrict. This was due to the community awareness in
coastal protection, as well as many coastal
rehabilitation programs by governments and NGOs.

the people’s
conservation.

awareness

of

their

environment

3.3 Implication on spatial planning
Fig. 6 and Fig. 7 show the suitability maps of the
actual land use based on current spatial planning
document in Semarang Municipality and Demak
Regency, respectively. The maps were drawn by
regarding both the actual land use and how to use land
in future.

Fig. 6. Suitability map of actual land use based on current
spatial planning document in Semarang Municipality

Fig. 4. Land use conversion at Semarang Municipality from
1991 to 2019

Fig. 7. Suitability map of actual land use based on current
spatial planning document in Demak Regency

Fig. 5. Land use conversion at Demak Regency from 1991 to
2019

In Demak Regency, the land use change can be
seen in the category of fish pond, rice field, and
mangrove. Fish pond area had been increased about
4561.26ha from 1991 to 2019. The rice field was
decreased 8445.98ha in the same period. This is due to
the land use conversion into fish ponds, 5220.10ha
from 1991 to 2011 and 1609ha from 2011 to 2019.
A large scale of land use conversion from rice
field to fish pond had occurred since 1980s with
economic reasons. Also, the rice field inundated by sea
water due to sea level rise and land subsidence that
resulted in conversion. The increase of mangroves
area is 440.32ha from 1991 to 2019, and this is due to

Table-5 and table-6 show the unsuitability of land
use in comparison with the current spatial planning
document due to shoreline change.
Table-5. Unsuitability of land use in comparison with the
current spatial planning document in Semarang Municipality
Category of land use in
Area
Percentage
spatial planning
(ha)
(%)
Industry
233.21
15.52
Fisheries
197.68
13.15
Agriculture
0.58
0.04
Trade and services
9.33
0.62
Settlement
110.82
7.37
Tourism
319.96
21.29
Transportation
274.36
18.25
Road plan
27.58
1.83
Local conservation
142.65
9.49
Protected conservation
125.73
8.37
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Table-6. Unsuitability of land use in comparison with the
current spatial planning document in Demak Regency
Area
Percentage
Category of land use
in spatial planning
(ha)
(%)
Horticulture
1.48
0.05
Industry
2130.64
77.14
Fisheries
136.48
4.94
Settlement
182.17
6.60
Beach buffer zone
224
8.11
River buffer zone
32.95
1.19
River
54.24
1.96

The discrepancy of the land use can be seen
between actual land use and the land use described in
the current spatial planning document. In Semarang
Municipality, 59.09% of the actual land use matches
the land use described in the current spatial planning
document. In Demak Regency, 66.71% of the actual
land use matches the current spatial planning.
The significant shoreline changes in both regions
generated the inconsistency of the land use., In Tugu,
Semarang Utara, and Genuk Sub-districts in Semarang
Municipality, the land use categories in industrial,
fisheries, tourism, local conservation, transportation,
and protected conservation areas showed larger rate.
The land use for fisheries, industrial, and tourism were
affected by 197.68ha, 233.21ha, and 319.96ha. The
protected conservation areas along the coastline was
also affected 125.73ha. Tanjung Mas Port and Ahmad
Yani Airport Semarang indicated 274.36ha due to
their development.
In Demak Regency, Sayung Sub-district had
impacted 2130.64ha by industrial development. The
coastal buffer zone and fisheries zone were affected
about 224ha, and 136.48ha, these occupied the largest
portion of land use inconsistency in Sayung and
Wedung Sub-districts.
The reason of above land use changes was spread
to improve the economy in those areas. For example,
increase of regional income, provide prosperity of
coastal communities, and increase of business
opportunity. The coastal development to achieve
above purposes generates the inconsistency of land use
condition. Furthermore, some of the urban villages in
Semarang and Demak were determined as the
Environmental Services Center, such as Mangunharjo
Village (Tugu Sub-district), Terboyo Wetan Village
(Genuk Sub-district), and Gemulak Village (Sayung
Sub-district), to serve economic activities in subdistrict scale. The threat of shoreline changes will
affect the optimization of the environmental services
in these regions.
3.4 Strategic direction of coastal spatial planning
To formulate the strategic direction for the policy
of coastal spatial planning, SWOT analysis was used
to identify various factors that should be included in
the policy. The strategic direction covers four

dimensions of sustainable development, including
technical-ecological, socio-economic-cultural, sociopolitical, law and institution aspects (See Table-7).
Table-7. Identification of Strengths, Weaknesses, Opportunities,
and Threats elements
Ecological

S:
land potential
for fish pond
allocation,
settlement,
industry, and
conservation
W:
high rate of
shoreline
changes

Socioeconomiccultural
S:
coastal
community
awareness to
shoreline
protection

Socio-politic

Law and
Institution

S:
stakeholders
involvement
in coastal
spatial
planning

S:
Semarang and
Demak regional
spatial planning
documents

W:
budget
constraints
to coastal
protection

W:
there is no
mechanism
for
stakeholders
involvement
O:
Law Number
23 Year 2014
On Local
Government

W:
ineffectiveness
of spatial
planning
documents

O:
Semarang and
Demak as
National
Strategic Area

O:
strong
support in
coastal
management
program

T:
natural
phenomena
and human
activity

T:
high in
demand for
coastal land
use

T:
sectoral and
regional ego

O:
Presidential
Regulation
Number 78 Year
2017 On Spatial
Planning For
Urban Area of
Kendal, Demak,
Ungaran,
Salatiga,
Semarang, and
Purwodadi
(Kedungsepur)
T:
no regulations
related legally
agreed shoreline

Table-8. Grand strategy formulation of SWOT elements
Opportunities

1.

2.

Threats

1.

2.

Strengths
SO:
Implementation of
integrated coastal
spatial planning, and
active involvement
of all relevant
stakeholders;
Space allocation for
fish pond,
conservation,
settlement, and
industry which
integrated into the
regional spatial
planning document;
ST:
The use of legally
agreed shoreline in
regional spatial
planning documents
to avoid conflicts
between activities
and regions;
Regional
governments
coordination in
anticipating global
climate change, high
demand for coastal
land use, and
irresponsible
development;

Weaknesses
WO:
1. As National
Strategic Area, the
development
focused to open
opportunities for
private investors,
and conservations;
2. Provide
participation, and
control mechanisms
for stakeholders in
coastal spatial
planning;

WT:
1. As National
Strategic Area is
expected to solve
budget constraints,
global climate
change, and the high
needs of coastal
land;
2. Provide an
integrated
mechanism for
stakeholder
participation to
reduce sectoral and
regional egos;
3. Law establishment
on the use of legally
agreed shoreline.

Table-8 shows the process of arranging SWOT
elements by cross technique of the four factors to
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formulate grand strategy. Base on the Table-8, the
functional strategy will be formulated to generate final
strategies24). This study leads following main aspects,
from (1) to (5), to conclude the strategic direction of
spatial planning in study area.
(1) Legal aspect:
1) Development of integrated coastal spatial
planning model and active stakeholder
engagement refer to the Kedungsepur (Kendal,
Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, and
Purwodadi) Spatial Planning.
2) Establish a law that treats the ownership of the
lost land by the shoreline change.
3) Establish a policy that facilitates a license for
investors who prioritize the environment.
4) Recommend to the central government to
establish a new policy that relates to a legally
agreed shoreline in regional spatial planning.
(2) Physical aspect:
1) Allocation of coastal area for various
development purposes (fish pond, settlement,
industry, and conservation) which integrated
into the City of Semarang and Demak Regency
Spatial Planning Documents, and consistently
implemented with the clear support of rules to
avoid conflict.
2) Provide facilities and infrastructures for coastal
protection against disasters.
(3) Institutional aspect:
Provide a transparent mechanism for the
regional government, and stakeholder in
participation and supervision towards Regional
Spatial Planning Documents implementation, in
anticipating global climate change, also avoid
conflict of sectoral and regional activities, and egos.
(4) Socio-cultural aspect:
Provide a coastal community agency to
accommodate
coordination
between
the
government and the coastal community in deal
with conservation programs, environmental
sustainability, environment awareness campaign,
and the future risk in coastal area.
(5) Financing aspect:
As national strategic area, it is expected to
become primary priority in budgeting, and to open
investment opportunities for the private sectors to
attract funding, especially in order to develop and
protect the coastal area of Semarang Municipality
and Demak Regency.
The main aspects of legal, physic, institutional,
socio-cultural, and financing play an important role to
identify the specific strategy. The strategic direction of
the spatial planning on coastal area can be derived as
items listed in above main aspects. The direction is
including the integration of sectors between land,
coastal and marine, integration of stakeholders and
coastal administrative. Also, it is including preparation
of integrated spatial management mechanisms,

environmental conservation, coastal community
empowerment, budgeting, legally agreed shoreline,
resolution of land status problems, and law
enforcement. These strategic directions are expected
to be included in the next spatial planning to optimize
the current plan.
4. CONCLUSIONS
This study identified the shoreline changes in the
coastal areas of Semarang Municipality and Demak
Regency from 1991 to 2019. The results indicate a
large shoreline change along the coastal areas of
Semarang Municipality and Demak Regency.
The shoreline changes affected the land use
conversion in study area. The actual land use showed
the significant inconsistency with the land use that was
defined in the current spatial planning document. The
shoreline changes were caused by many coastal
developments that were required from some sectors to
facilitate their economic growth. This indicated the
necessity of strategic direction for an appropriate
coastal land use planning.
This study conducted SWOT analysis to show the
strategic direction for the appropriate land use on
coastal area. Five main aspects were derived in this
study, and formulated the items of recommendation
for the strategic direction of spatial planning in study
area.
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Learning Outcomes of “Introductory Studying-abroad”
for Engineering Students
Noriko KAWASAKI
Abstract
This paper examines the results of Introductory Studying-abroad, an elective subject for undergraduates
of the Faculty of Engineering. In the subject, students take part in the short-term study abroad program at
overseas partner universities with a focus on development of humanity, sociality and global awareness, and
improvement of English communication skills. The subject has gained a foothold in the bachelor degree
program of the Faculty of Engineering after 6-time implementation since fiscal year 2014. Introducing the
subject has produced different learning outcomes, which are recognized as change in awareness and behavior
modification of the participants. The author, therefore, tries to clearly specify the learning outcomes by
quoting words and deeds of students who took the subject.

Keywords: Learning outcome, Study abroad, Change in awareness, Behavior modification
年度によって異なるものの、常時 2 つ程度開講されている。

1. はじめに

また、単位を授与しない海外研修については、各部局の企
若者の留学者数の減少傾向にある日本では、海外での異

画で、韓国、中国、フィリピン、アメリカ、ニュージーラ

文化体験や同世代の外国人との相互コミュニケーション

ンド等を派遣地とする短期留学として様々に提供されて

といった国際交流を通じて、多様な価値観に触れる機会を

いる。それらの科目と研修は、全学部生を対象にした異文

確保し、日本人としてのアイデンティティーと幅広い教養

化理解と外国語能力の向上のための活動で構成される。一

を持ち、国内外で活躍できる人材の育成が重要視されてい

方で、当該科目は工学部に所属する学生（以下、工学部生）

る

1)。高等教育機関で単位取得を伴う長期留学をする日本

に限定して開講され、異文化理解と英語力の向上のための

人の数は 2004 年の 8 万人強をピークに減少し、近年 6 万

活動に加えて工学系授業・演習の受講を取り入れている。

人前後で推移する一方で、単位取得を伴わない留学等をす

当該科目は、6 回注 2 の実施を経て工学部専門選択科目と

る大学生は増加しており、1 カ月未満の留学等をした大学

して定着してきた。そこで、現段階における当該科目の成

生は平成 30 年度に 76,545 人を記録した

果と課題を、教育目標に照らしながら整理しておく。検証

2)3)。

しかし、日本の大学教育の中で短期留学（海外研修と同

のための考察には、参加者の帰国後レポート、報告会終了

義で使用）を提供する動きはそれ以前から起こり、主にキ

後すぐの授業後アンケート、学期末の授業改善アンケート、

リスト教系の大学から始まったとされる 1990 年代から、

追跡調査注 3、引率者（筆者と同じ）による参与観察で得

2000 年に発表された大学審議会の高等教育に関する答申

られた事実・事象を用いる。ただし、人物が特定されない

4)を受けた「グローバル人材」育成の掛け声と共に、2000

よう、事実・事象の記載には性別と学年を記載しないこと

年代には多くの大学に広がりを見せる普及期に入ってい

とする。

った 5)。そして現在までに、様々な大学が工夫を凝らした
表 1.

独自の短期留学を実施し、その成果を検証してきた 6)7)8)。

これまでの海外研修について
1 回目

本稿で述べる「海外体験学習（以下、当該科目）」は、

平成 26 年度

2014 年 8 月 30 日～9 月 6 日（7 泊 8 日間）

宮崎大学で実施される海外研修を伴う学習プログラムで

期間

ある。平成 26 年度に工学部国際教育センター（以下、セ

派遣国

インドネシア

ンター）が担当する工学部専門選択科目注 1 として開講さ

研修先

ブラウィジャヤ大学

れ、1 単位を付与される。これまでの海外研修の期間、派

参加者数

遣国、研修先、参加者数については、表 1 の通りである。
宮崎大学では、全学部生対象の海外研修を伴う科目が、
a)工学部国際教育センター助教

10 名
2 回目

期間

平成 27 年度

2015 年 9 月 1 日～9 月 10 日（9 泊 10 日間）
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派遣国

インドネシアおよび中国（台湾）

研修先

ブラウィジャヤ大学および東呉大学

参加者数

8名

ずか数ヵ月間に関係者間の連絡調整を円滑に進めた。
その他の変更点として、研修期間の延長が挙げられる。
海外研修では研修先までの移動に長時間を使わざるを得

3 回目

平成 28 年度

ず、疲労の回復を鑑みて、実質的な研修期間を 2 日間程度

2016 年 8 月 28 日～9 月 8 日（11 泊 12 日間）

減ずる必要がある。また、日本とは異なる生活環境に馴染

派遣国

マレーシア

むために数日を要したと言う参加者の声が多くあり、適応

研修先

インフラストラクチャー大学クアラルンプ

する時間を考慮しつつ研修効果を高めるには 10 日間以上

ール（以下、IUKL）

の現地滞在が必要だと考えられた。マレーシアまでの移動

7名

費が安定的に低価格で用意できたために研修費用を抑え

期間

参加者数

4 回目
期間

2017 年 8 月 6 日～8 月 16 日（10 泊 11 日間）

派遣国

マレーシア

研修先

IUKL

参加者数

派遣国
研修先
参加者数

平成 30 年度

2018 年 8 月 26 日～9 月 8 日（13 泊 14 日間）
マレーシア

6 回目には、実施年度に新規に大学間学術交流協定及び学
生交流覚書を締結したニライ大学からの申し出で、ニライ

3. 成果
2 で述べたように、3 回目に大規模な変更を経て現在の
形に辿り着いた当該科目であるため、3 回目以降の当該科

IUKL

目に焦点化して、その結果を検証していく。従って、調査

8名
6 回目

期間

られたことも、研修期間を延長できた一因である。なお、

大学への日帰り訪問を組み込むことになった。

4名
5 回目

期間

平成 29 年度

令和元年度

2019 年 9 月 15～9 月 27 日（13 泊 14 日間）

対象人数は 29 名注 4 である。当該科目の教育目標では、グ
ローバル人材に等しく求められる「人間性・社会性・国際
性の涵養」と、国際社会で活躍するために必要となる「コ

派遣国

マレーシア

ミュニケーション能力の向上」を設定している。科目の全

研修先

IUKL およびニライ大学

体構成は表 2 の通りである。宮崎大学で実施する学習全般

参加者数

10 名

での使用言語は英語とした。成績評価については、帰国後
レポート（使用言語は日本語）と報告会での発表（使用言

2. これまでの変遷

語は英語）に加え、事前学習でのワークシート（使用言語
は英語）および海外研修中の日記（使用言語は英語）と学

学部から修士課程までの 6 年間の大学教育を推進する

習態度で総合的に評価した。

工学部において、ダブル・ディグリー・プログラム（Master’s

海外研修前には危機管理に特化したセミナーを開催す

Double Degree Program、以下、DDP）等の長期留学を選択

る。また 5 回目からは、海外研修での英語力の向上速度を

する学生数を増やすことで、国際的に活躍できるエンジニ

速めるために、夏季休業期間中に 3 日間連続の集中講座に

アを育成する必要がある。そのため当該科目は、DDP で

よる英会話活動を導入した。

の関係性が強いブラウィジャヤ大学を研修先とする計画
で始まった。

授業改善アンケートでは、総合的な判断による授業の満
足度に対して、「満足した」「どちらかといえば満足した」

しかしながら、ブラウィジャヤ大学の立地条件による移

と回答した者が 100％（29 名中 29 名）で、
「また参加でき

動方法と所用時間の問題点が考慮され、3 回目から研修先

るのであれば参加したいほど密度の濃い授業であった。
（5

を変更することになった。変更の理由は、移動に伴う問題

回目参加者）」という意見もあった。

点の解消以外に 3 つある。まず、2016 年 3 月に IUKL か
表 2. 科目の全体構成について

らの申し出による大学間学術交流協定及び学生交流覚書
を締結したばかりで、短期研修の受け入れに対する IUKL

事前学習

＜3 コマ相当＞

側の積極的なアプローチがあったことが挙げられる。次

（宮崎大学で実施）

自己分析と自己目標の設定

に、IUKL の学習環境が完璧に英語で整備されている上、

派遣地に関する異文化理解

民族多様性のマレーシアでは日常的に広く英語を使う風

英語発表の練習

土が根付いていることから、工学部生の英語力向上に効

海外研修

工学系授業・演習の受講

果的な環境が整っていると確信できたことが挙げられる。

（研修先で実施）

英語授業の受講

最後に決め手となったのは、研修の企画・運営に携わる

その他に、学生交流、校外学習、

IUKL の専属教員の配置である。IUKL の専属教員は、豊

マレー語授業、料理、ホームステ

富な経験に基づいた教育プログラムの立案に長け、教育的

イ、日本語授業ボランティア

効果を鑑みた内容を自ら提案するなど、覚書の締結からわ
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事後学習

＜1 コマ相当＞

参加者）

（宮崎大学で実施）

海外研修のふりかえり

・ 相手は私たちのことを思い言っていることでも、時に

将来計画の共有

ははっきりと断り、自分たちはどうしたいのかを正確に伝

報告会

＜1 コマ相当＞

える必要のある場面もあった。英語で言えることを伝える

（宮崎大学で実施）

海外研修の成果発表

のではなく、伝えたいことを英語でどうにかして言う。自
己満足の英語と実際必要な英語とではプロセスが逆であ

3.1 意識の変容

った。（3 回目参加者）
・ 今後の私の課題としては、やはり正しい英語を身に付

一つ目に、参加者全員が英語に対する苦手意識の払拭と

けることだと思う。今のなんとなくで流している英語では、

自主的な英語学習への意欲の向上を見せた。中には、海外

相手の気遣いがなければ何も出来ないし、たとえ会話がで

研修によって自分の英語力を自覚し、まだ足りないと省み

きても必要最低限の情報のやり取りも出来ているか分か

た者がいた。また、追跡調査の「課外英語学習活動の状況」

らない。正しい文法と豊富な語彙、綺麗な発音がいかに大

に関する質問に対して、何らかの学習をしていると回答し

切なものか、身をもって感じることが出来た。（4 回目参

た者が 85.2％（27 名中 23 名）であったことからも、当該

加者）

科目による参加者の英語力の向上に与える影響は大きか
ったと言える。

二つ目に、異文化理解と多文化共生の意識の高まりが挙
げられる。研修前には予想していなかったマレーシアの風

授業後アンケートより

景や文化に驚きと感動を得て、帰国後レポートと報告会で

・ 海外研修前は、自分のしゃべる英語に自信がなく、課

の発表に、マレーシアの民族多様性、宗教観、風習、食事、

外英会話活動や事前学習で自分の考えを主張したり、会話

交通網・交通機関、建築物、道路、ゴミと衛生観念、を取

を続けたりすることができなかった。しかし、研修後に参

り上げるなど、マレーシアでの滞在を通して実に様々な異

加した課外英会話活動では、マレーシアで体験したことや

文化理解の要素に気づいている。民族多様性を尊重する社

自分の考えについて留学生相手に話すことができるよう

会の中で複数の言語を身に付け、相手に合わせて使いこな

になった。（5 回目参加者）

すマレーシアの人々を目の当たりにして、英語以外の言語

・ 英語が教科でなく、コミュニケーションツールになっ

を学ぶ必要性を感じた学生もいた。

た。（3 回目参加者）
・ 英語を日ごろから使うことが英語を上達させる近道だ

授業後アンケートより

と感じたので、積極的に使っていきたいと思う。（4 回目

・ 研修後に自分の中で変化したと感じることは異文化・

参加者）

宗教に対する理解である。（3 回目参加者）

・ 英語への勉強意識が変わり、暇があれば単語帳を見る

・ マレーシアに対してのイメージが変わった。また、国

ようになった。（6 回目参加者）

籍が違うことに対してあまり違和感がなくなった。（4 回
目参加者）

帰国後レポートより

・

・ 相手の英語がとても速く聞き取れないことも多々あっ

意外とマレーシアは発展していた。（5 回目参加者）

自分が思っていた以上にマレーシアはきれいだった。

たり、聞き取ることはできても文法を間違えて認識してい

・ 英語圏外の人々にはほかの言語やジェスチャーも交え

たため間違った解釈をしたり、知ってる単語が少ないため

た簡単な英語のほうが伝わりやすいと知った。（6 回目参

相手が言いたいことが理解できず、いちいち検索したりし

加者）

なくてはならないので会話にならなかったりした。
（中略）
だがそういった経験から、私はマレーシアに行く前より英

帰国後レポートより

語への理解が深まった。（中略）そして今回の語学研修で

・ イスラム教とマレーシア文化に触れる機会が多く、私

私が得た一番のものは、英語への苦手意識がだいぶ薄れた

のイスラム教に対する考え方に変化があった。（中略）イ

というものだ。英語という言語はそこまで難しいものでは

スラム教は繋がりを大切にする温かい宗教だと感じた。宗

ないと思えるようになった。（6 回目参加者）

教や国に対して固定観念を持つことは良くないことだと

・ 研修前は、世間からは「完璧な英語」を求められてい

感じ、自らが相手を広く理解しようとする気持ちが異文化

ると感じていたが、現地で英語でのコミュニケーションを

交流を行う上で重要なことだと知った。（3 回目参加者）

通して「伝わる英語」が話すことができれば、相手に十分

・ 多民族国家のマレーシアは他にもインド系や中華系の

に意思表示を行うことができると感じた。そして何よりも、

人々も生活しているため、マレーシアには様々な民族衣装

「間違いのない綺麗な英語」ではなくても、相手に自分の

がある。（中略）マレーシアの結婚式では民族衣装を着て

意思を伝えようと努める姿勢が大切だと感じた。（5 回目

民族舞踊や現地の音楽を楽しむ催しを生で見ると、マレー
シアは文化を楽しみ、尊重する素晴らしい国だと感じるこ
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とができた。（4 回目参加者）

ラしていた。（中略）そこは、日本人が取り入れるべきと

・ 現地の大学にも様々な国の学生がおり、それぞれの文

ころだと考え、自分自身も積極的に発言し、コミュニケー

化を尊重し、ともに学びを深めていた。そのため、食べ物

ションをとろうと努力できたと思う。一方、時間を守るこ

や礼儀などについてよく調べ、考えるべきことが多くあっ

と、計画的に物事を進めることという感覚は圧倒的に日本

た。事前学習の際にマレーシアについて調べ、そこから得

人が勝っていると思った。（3 回目参加者）

られた情報や疑問は多かったが、実際に現地を訪れたこと

・ 世界的には開発途上国と言われているが、ショッピン

によりまた違った視点からその文化について知ることが

グモールや IUKL の寮を見ると開発途上国とは思わなか

できた。そうすることにより、現在自分が住んでいる日本

った。しかしながら、約 2 週間滞在し、生活に慣れ、周り

についても客観的に考えることができた。
（5 回目参加者）

の風景を一層注意して見るようになると、まだまだ発達段

・ 今考えてみたら、料理が基本的に辛いから飲み物が甘

階だと感じる部分があった。（中略）渋滞はもちろん、ス

いのだと理解した。ほかにも、トイレになぜトイレットペ

ピードと交通量のアンバランスが引き起こしたであろう

ーパーがないのかや図書室でダメージジーンズがダメな

と考えられるいくつかの交通事故も実際に目にした。この

のかなどすべてに理由があった。ここからわかることは研

ような歩道や道路といった移動に関する施設の整備の不

修旅行の意義として、異文化理解がとても大きな部分を占

十分さは少しだけ開発途上国らしさがあらわになってい

めているのではないかと思った。すべての物事には理由が

る状況だと感じた。実際に現地を訪れることで、インフラ

あり、その中には宗教的な理由であったり、過去の出来事

整備の不十分さを自分の目で見ることが出来たのはとて

が理由であったりする。その一つ一つを理解するその行為

も良い経験であった。（5 回目参加者）

自体が異文化理解だと思っている。（6 回目参加者）

・ 日本のことを悪く思っている人はいないだろうと思っ

・ 多くの学生が英語、中国語、マレー語が少なくとも 2

ていたが、少し違っていた。（中略）その中で最も多かっ

言語以上、人によっては 4 言語話せるというから日本人に

た意見が、日本人は良くも悪くも働きすぎであると言うも

とっては驚きだ。（中略）今回は英語でコミュニケーショ

のだった。（中略）良い言い方をすれば勤勉とも言うが、

ンをはかれる国であったが、これから先訪れる国、または

他国から過労と言うイメージを持たれるのは良いことで

日本でかかわる人が必ずしも英語を話せるとは限らない。

はない。これは、今後の日本の課題である。日本の法律や

そこで私は英語よりも母国語として使用されている数の

規則は、高度経済成長期に作られたものばかりで現代の生

多い中国語を再度勉強しようと思い、後期では中国語を履

活に合わないものが多い。世界のスタンダードからはかけ

修登録して勉強する予定である。（3 回目参加者）

離れている。海外の良いところは積極的に取り入れ、生活
をより豊かにしていきたいと思う。（6 回目参加者）

三つ目に、海外における日本の再発見・再認識をしてい
る点を挙げたい。多様な文化と民族で構成されるマレーシ

四つ目に、国際的に活躍するグローバル人材について考
5

アで様々な人・ものに触れたことで、参加者各自が日本へ

えた者がいたことを挙げておく。授業改善アンケート注

の客観的な視点を持つに至ったと考えられる。中には、批

の「将来に向けた目標意識は深まった」という問いに

判的な視点で日本を再考する者もいた。日本の再認識につ

94.4％（18 名中 17 名）が「はい」と回答し、追跡調査注 6

いては、上述の異文化理解との相関性が強い。ある程度の

の「進路プランや将来計画に変化はあった」という問いに

滞在期間の中で余裕を持って身辺を見渡せるようになり、

66.6％（18 名中 12 名）が「はい」と回答していることか

日本とマレーシアを相対化して考えられるようになって

ら、当該科目が国際性や海外志向に作用し、参加者自身の

いると言えるだろう。

将来計画にまで影響を与えたと言える。

授業後アンケートより

帰国後レポートより

・ もっとほかの国を見てみたい。様々な技術が進んでい

・ 以前より、自分が海外で生活する・仕事をしている姿

る日本に住んでいるので、その経験や生活の知恵を生かし

をより具体的にイメージすることができるようになり、世

て、この国には何が足りないのか、何が加わればもっと良

界をより身近に感じるようになった。（3 回目参加者）

くなるのかをその国で考えたい。さらに、いいアイデアが

・

見つかれば少しだけでも行動も起こしてみたい。（4 回目

た。その学生は、自分の学びたい分野が自国より進んでい

参加者）

る、大学は海外の大学に行くのが普通であると言っていた。

IUKL に所属する大学生になぜ IUKL に来たのか聞い

（中略）周りに留学している人いないの？と質問されて、
帰国後レポートより
・

現地で留学生たちに混ざって英語の授業を受けたが、

ほとんどいない、日本の大学にほとんど進学すると答える
と驚いていた。IUKL の全学生の内、半分が留学生であっ

授業では解答を求められて挙手をするのは当たり前で、指

た。宮崎大学と比べると全く違った。（6 回目参加者）

名を受けてない人までが発言するほど積極的でにぎやか

・ 多くの日本の大学生は卒業後の進路について、大学院

で、まるで日本で言う小学校の教室のように活発でキラキ

への進学か企業への就職かの 2 択で考えている。しかし、
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マレーシアの大学生はそうではない。ある学生は、卒業後

学を控えた学部 4 年生で DDP に向けて準備をする者が 1

にインターンとして働き自分のポートフォリオを増やし

名いる。当該科目のような海外研修が参加者に海外で学ぶ

てから、よりレベルの高い大学院に挑戦したいと言う。そ

現実感を体験させ、より多くの困難が予想される中長期的

の考えを聞くことで私は、自分の進路や将来に対する視野

な留活に挑戦しようと思わせるきっかけとなった事例で

の狭さに気づく事ができ、自分の中に新たな価値観を持つ

ある。

ことができた。（6 回目参加者）

これに類似した例として、当該科目での海外研修終了後
から程なくして海外渡航を果たした 3 名について記す。2

追跡調査より

名は工学部の研究活動の一環による海外大学での学生シ

・ 海外（特に開発途上国）を対象とした研究にも少し携

ンポジウムと研究交流プログラムに別々に参加し、うち 1

わってみたくなった。（5 回目参加者）

名の帰国後レポートでは、「海外での活動に対してアンテ

・ 工学分野では、日本よりも優れた技術を持つ国はたく

ナを張っていた私に海外で学ぶ機会はすぐに訪れた。（中

さんあって、その国の技術者とコミュニケーションまたは

略）私は迷うことなく発表者として応募することができた。

仕事をするために英語が必要だ。（6 回目参加者）

以前の私では、発表者として応募することはなかったと考

・ 今までは日本で働くことしか考えていなかったが、海

える。」と述べられている。もう 1 名の学生は、当該科目

外の事業所に行くこともある企業に対しても抵抗がなく

の受講を決意した直後に民間企業が企画・募集するアメリ

なった。（3 回目参加者）

カでの語学研修に申し込んでいた。その学生は、当該科目

・ 将来は海外での生活もしてみたいと思うようになった。

で事前学習を始めとした英語による学習体験や海外研修

（4 回目参加者）

中の様々な体験等ができ、その多くを個人で申し込んだ語
学研修での取り組みに活かし、さらには危機管理という考

ここまで、意識の変容を考察してきた。国際的に活躍し

え方を海外滞在中の安全行動につなげていた。これら 3

たいと考えるように変化した者がいる一方で、海外よりも

名も、自己成長につなげる留活に挑戦した事例と言えるだ

国内で専門性を活かして活躍したいと方向転換した者や、

ろう。

マレーシアで出会った人々に加えて参加者同士での深い

大学卒業後に海外で働く自分の姿をイメージして就職

交流を通して人との繋がりを大切にしようと考えた者、研

活動に動いた学生もいる。その学生は、追跡調査で、「就

修前の生活態度を反省するようになった者も見られたが、

職のために企業を検索するときに、支部や営業所などがど

ここでは詳細を割愛する。

この国にあるのか見るようになった。また、その会社が海
外へ進出しようとしているのか、すでに進出しているのか

3.2 行動の変容

など今現在の状況を HP や就活サイトで確認するようにな
った。（3 回目参加者）」と回答している。

大学在籍中に留活注 7 を希望する工学部生は少なくない。

また、学内での外国人訪問者との交流活動に積極的に参

確かに、大学で提供する短期留学を活用する者、民間企業

加した者は全体の半数に近い。工学部で、「日本・アジア

の海外研修に参加する者、ワーキングホリデー制度等を利

青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」

用した個人計画で海外渡航する者など存在するが、実際の

で訪問したインドネシアの学生グループ、
「21 世紀東アジ

留活者数は潜在的な希望者数に比べて格段に少ないのが

ア青少年大交流計画」で訪問したシンガポールの学生グル

実情である。その工学部にあって、当該科目の受講後に留

ープ、短期留学で訪問した IUKL の学生グループとの交流

活を実行に移す参加者が 3 名注 8 いたことは大きな成果と

活動を実施した際に、当該科目の受講者が参加する様子が

言えるだろう。それぞれの留活の内容は、DDP での修士

常に見られた。英語に対する苦手意識が強く、英語を使い

留学、大学間協定大学の交換留学による学部留学、トビタ

慣れていない日本人学生の多い工学部では、自主的な英語

テ！留学 JAPAN を使った国際協力活動であった。留活を

交流活動に参加する者が非常に少なく、学生グループの構

終えた 1 名へのインタビュー注 9 では、当該科目の受講後

成人数に相当する日本人学生を集めることが難しい状況

に DDP を将来の選択肢として考えるようになり、学部 4

にある。その状況下でも積極的に交流活動に参加する態度

年生で所属した研究室で留学生と研究活動を始めたこと

からは、3.1 で述べた英語への苦手意識を払拭して、次第

で留学を決心し、大学院進学後には迷いなく DDP を選ん

に自分の英語力に自信を持ち始めた様子が窺える。

でいたことが分かった。別の 2 名についても、帰国後レポ

さらには、当該科目での経験を経た省察から、日本語を

ートによれば、「初めての海外渡航となった当該科目を経

学習する留学生への語学支援活動に自主的に励んだ者が

て大学在籍中にほかの留学プログラムを活用してもっと

１名いる。その学生は、海外研修で得た様々な刺激から生

外の世界を知りたい」と考えるようになっていたり、「将

じた自分の中の変化を見つめ、日本人の当たり前を英語で

来具体的な留活を考えており、
（当該科目の受講などで）1

伝えるところから行動していくという決意を、帰国後レポ

年生の間に何度か海外に行き環境に慣れておきたい」と考

ートに書いている。

えていたりしたことが分かった。さらには、現在大学院進

英語使用の状況について調べた追跡調査では、「研究室
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の留学生と会話する」「留学生のチューター（在学中の生

三つ目に、海外研修中の日々の取り組みを全員でふりか

活・学習支援をする係）に志願した」「アルバイト先で外

える話し合いの導入がある。話し合いは毎晩実施され、総

国人観光客に接客した」「スカイプ英会話を始めた」と回

括が議事進行役を担う。参加者全員で作り上げる話し合い

答した者がいた。また、
「TOEIC 受験に向けた自主学習」

となるように引率者は見守る。「今日何をして何を得て、

を挙げた者が複数名おり、実際の受験でスコアを向上させ

これから何をどのように得たいのか」を明確にするための

た者もいる。これらの事例も当該科目による意識の変容が

場として、話し合いは少人数での対話から端緒を得て自分

もたらした行動の発露であると言えるだろう。加えて、英

の思考を深めるように仕組まれ、様々な考えを全体で共

語の自主学習に励まし合いながら継続的に取り組み、互い

有・確認することで終結するように構成される。全体の共

の英語力の向上を目的とした学生サークルを立ち上げる

有では、他者の意見に対する同意・共感を積極的に口に出

者が 5 回目参加者の中から生まれ、その学生と共に、勉学

すなど、参加者全員で場を作り上げる様子が見られた。

とは異なる課外活動をサークルで企画して実践的に英語
を使うようになった学生が 2 名いることも加筆する。

これらの特色が活かされるように、事前学習の段階から
参加者集団を一つのチームとして扱い、学び合う関係を作

学年・学科の異なる個人が偶然集まった当該科目である

るように集団を育てる。学び合う関係では、学びを対象世

にもかかわらず、参加者の中には、今なお学内で顔を合わ

界の意味を構成する認知的・文化的実践にとどめず、他者

す度に会話したり、SNS で連絡を取り合ったりするだけで

との関係を構成する社会的・政治的実践から、自己の編み

なく、互いの進路の相談に乗ったり、学外で交流する時間

直しをする倫理的・文化的実践へと発展させるように、対

を持ったりしている姿が見られることは、当該科目による

話が重視される 9)。その関係を構築できた参加者同士で人

深い交流を経て人との繋がりを大切にしたいと考えるよ

間性・社会性を高めた様子が現れている。

うになった行動の現れであると思われる。
帰国後レポートより

3.3 当該科目の特色とその効果

・ 私がリーダーとして心がけたことは、メンバーの心情
を考えることである。約 2 週間ほとんど同じ時間を過ごし

ここまでに述べたことからは、教育目標にある「国際性」

たため、メンバーが不満やストレスが溜まっていないか気

の涵養と「コミュニケーション能力」の向上に一定の成果

を配った。また、プログラムをスケジュール通りに行動す

が見られる。そこで、「人間性・社会性」の涵養について

るために、時間の厳守も心がけた。（3 回目参加者）

効果を与えたと思われる当該科目の特色を 3 つ挙げる。

・

私はリーダーを普段あまりやるタイプではないので、

一つ目に、参加者全員が役割を分担して、主体的に動き

リーダーを経験することができ、今ではそのことが良い経

ながら授業全体を作っていく教育方法がある。参加者が決

験になったと思っており、また、リーダーだからこそ分か

まった時点で 3～5 人のグループ編成を行い、総括、学生

るメンバーのそれぞれの良いところや凄いところなどを

交流、英語通訳、事務管理の 4 つの役割のいずれかを全員

確認することができ、リーダーという役目がどれだけ大切

に担わせる。各担当者は海外研修に向けた準備の過程で必

なのかが分かった。（4 回目参加者）

要な情報を得て動き、グループ全体に伝達する。グループ

・

私のグループでの役割は「英語サポート係」であり、

リーダーとして置かれる総括は全体の進捗管理を行い、必

研修前のメンバーの英語力向上と研修中の日記の添削、大

要に応じて引率者から助言を仰ぐ。従って、総括にリーダ

学での挨拶などを行った。
（中略）1 つ嬉しかったことは、

ーシップを持たせるために、毎年総括と引率者による情報

全員の作文力がかなり向上したことだ。初日は 3 行書くだ

交換や協議の時間が多く割かれる。

けで精一杯でたどたどしい英語だったが、日が経つにつれ

二つ目に、大学内での授業で用いた参加型学習の手法が

て分の量、質、内容、全てにおいて、ほとんどの人がチェ

ある。事前学習では、参加者各自がワークシートを記入し

ックを掛けなくてもいいくらいまで書けるようになって

た状態で教室に集まり、授業内の対話活動を通して自分の

いた。2 週間でのメンバーの成長度合いに衝撃を受ける毎

知識・情報を交換する。双方向での情報交換で展開される

晩だった。（6 回目参加者）

対話活動を通して、参加者が学習者と指導・助言者の両方

・ 最初の方は全然みんな積極的に発言できておらず、最

を体験する。事後学習においては、参加者各自が海外研修

初の反省会などは意見が特に出ず、反省会すらもしっかり

での自己成長を付箋紙に書き出した用紙に、他の参加者が

と行うことができていなかった。しかし、日を重ねるごと

巡回しながら付箋紙で書き足す活動を取り入れる。最終的

にみんな反省会の時に発言できるようになっており、お互

に、参加者全員が主観的な見立てに他者の視点による客観

いが積極的な発言を意識することで主体性が身についた。

的な見立てを加えた用紙を見て、自分の成長を強く確認す

主体性が得られたのは、みんなが同じ方向を向いて頑張ろ

ることができる。この利点については、授業改善アンケー

うとしていたからこその結果ではないかと感じた。（5 回

トの「色々なことを付箋紙に書きだしてまとめる作業が、

目参加者）

個人的には、振り返りがしっかりとでき、とても良いアイ

・ このメンバーで学んだことは積極的に行動することの

デアだった。
（3 回目参加者）」という意見からも伺える。

重要性である。今回の研修は 10 人という大人数でのもの
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だったのでそれぞれ得意なことや苦手なことが様々あっ

学部での情報発信の活性化は当然ながら、海外渡航に関心

た。メンバーを引っ張ってリーダーシップをとれる人、英

のある学生が集まる場所での集中的な情報発信に取り組

語が得意で現地の人と上手くコミュニケーションを取れ

む。また、他科目と連携して情報発信する方法が考えられ

ている人、初めての場所や人にも臆せず積極的に行動でき

る。例えば、全学部の学生を対象とする基礎教育科目「国

る人などがいて、他のメンバーができないことを補いなが

際化入門」注 11 は、2020 年度受講者の 52.3％（最終受講者

らの生活になった。（6 回目参加者）

数 65 名中 34 名）を工学部生が占め、大学生の国際志向性

・ 5 月に留学すると決めたときには想像できないくらい

を把握する目的で筆者が実施したオンライン調査注 12 で

に自分の口から自然と英語が出てくるようになった。これ

「将来、海外渡航（留学を含む）や海外駐在の希望がある」

は英語が必須の環境に置かれたことに加えて、寮内で日本

と回答した者が 84.0％（69 名中 58 名）に上るなど、海外

人だけのときも英語で話した結果である。8 人が 2 週間一

研修への参加につながる工学部生の存在が伺える。「国際

緒に過ごして、ほかの 7 人の変化に刺激を受けて高め合う

化入門」のような国際関係の科目であれば、当該科目との

ことが出来たのだろう。（5 回目参加者）

親和性があり、科目間で連携できると考える。

授業改善アンケートより

5．おわりに

・ 現地では先生に指示されるより自分たちで考えて行動
するように指導されたので、卒業してから役立つと思った。

以上のように、当該科目を通して出現した参加者の意識
の変容からは、英語に対する苦手意識の払拭と自主的な英

（6 回目参加者）

語学習への意欲の向上、異文化理解と多文化共生の意識の

4. 課題

高まり、日本の再認識、グローバル人材への着眼といった
様々な成果が見られた。長期留学に挑戦する者など行動の

当該科目の受講定員は 10 人であるにもかかわらず、定

変容も見出せたが、意識の変容に留まった者が多くいる。

員を充足した年が少ない。受講登録前の受講希望者の相談

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」

には毎年 10 人以上が現れるが、実際の受講には至らない。

にあるように、社会・文化的、技術的ツールを相互作用的

その原因はいくつか考えられる。

に活用する能力、多様な社会グループにおける人間関係形

まず、費用と日程の問題がある。工学部生の多くが海外

成能力、自律的に行動する能力、といった3つの能力から

渡航にかかる費用をアルバイト収入では賄えない状況に

成るOECDキーコンピテンシーは、これからの人材に必要

あり、外部機関の研修費補助制度で財政支援に取り組んで

とされる普遍的なコンピテンシーであると考えられてい

きた。しかしながら、制度には適用要件があり、条件を満

る10)11)。このコンピテンシーに通じる意識の変容が見られ

たさない学生が存在する。ただし、この費用の問題につい

ただけに、実際の行動につなげる者を増やすことが命題で

ては、近年導入された大学内の研修費補助制度によって現

ある。

実的な解消につながることが期待される。日程については、

大学教育における海外研修の動向を検証してきた子

安全で無理のない行程を第一義とする海外研修であるた

島・岡島は、2000年代の量的な拡大期を経た海外体験学習

め、受講登録時点で研修期間を確定できない事情が問題を

が、その教育効果と発現するプロセスの明確化を経て、今

生んでしまう。工学部は 7 学科

後質的な充実を目指す時期に入ると予想する4)。当該科目

注 10

に分かれ、各学科で特

色ある専門性の高い授業を展開するために、夏季休業期間

についても、質的な充実のために教育効果の検証を続け、

中に集中講義、校外学習、研究活動を組み込む。全学科の

研修先の教員・学生からの客観的な評価を収集することで

工学部生を対象とする当該科目であるため、これらの取り

検証の精度を高める必要がある。また、科目全体の効果を

組みと重複しない研修日程の設定が求められる。重複を回

上げていくには、前例の踏襲に終わらないよう、PDCAサ

避しようと研修期間の確定を急いだ年度があったが、研修

イクルで改善策を立て、その改善策の妥当性を過年度参加

先との日程調整と航空券の手配に支障が生じ、結局日程の

者に見てもらう方法が有効ではないかと考えている。

確定が受講登録期間以降にずれ込んだ。従って、日程の問
題に対しては、研修期間の候補を提示するようにし、夏季

注釈

休業期間中に活動が入る学科を把握した上で受講希望者
の相談に対応し、希望者各自で受講登録期間前に担任や研

1. 平成 28 年度までは対象者を学部 2 年生以上としていた

究指導教員を通して最終確認するように指導することで

が、平成 29 年度以降は学部 1 年生までに拡大した。

対処したい。

2. 令和 2 年度についてはコロナ感染症拡大のため中止と

別の原因には、当該科目の認知度の低さが考えられる。

したため、これまでの実施回数は 6 回である。

留活の相談でセンターに訪れる学生の多くが、当該科目の

3. 2017 年 12 月 8 日～12 月 22 日に 3 回目参加者の 5 名（う

学習内容を知らないだけでなく、学部選択科目に設定され

ち 1 名が 2018 年 8 月 10 日に回答）と 4 回目参加者の 4

ている事実すら知らないと答える。認知度の改善には、工

名に対して質問紙による調査、2019 年 6 月 4 日～7 月 24
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日に 5 回目参加者の 8 名に対して質問紙による調査、2020
年 6 月 9 日～6 月 16 日に 6 回目参加者の 10 名に対して
Google forms を用いた質問票による調査を実施した。
4. 追跡調査での回答者数は 27 名である。
5.「将来に向けた目標意識は深まった」という問いを加え
た授業改善アンケートは、5 回目以降の参加者である 18
名に対して実施された。
6. 「進路プランや将来計画に変化はあった」という問い
を加えた質問紙・質問票による追跡調査は、5 回目以降の
参加者である 18 名に対して実施された。
7. 大学等で学ぶ留学のみならず、旅行以外の自由な発想
で計画された海外での学習活動を意味する。
8. 3 名のうち 1 名は合格後に家庭の事情で辞退し、別の 1
名はコロナ感染症拡大によって海外渡航が許可されなか
ったため、留活を実現した学生は 1 名である。
9. インタビューは 2020 年 2 月 20 日に対面で実施され、
その結果は国際教育センターのウェブサイト（https://www.
miyazaki-u.ac.jp/tech/iec/）で記事として掲載されている。
10. 令和 2 年度までは 7 学科編成であるが、令和 3 年度か
ら 1 学科 6 プログラム編成に変わる。
11. 国際化入門は、宮崎大学国際連携センターの伊藤健一
准教授のコーディネーションにより、複数名の教員による
オムニバス形式で前期に開講される。
12. 令和 2 年度前期に開講された「国際化入門」の受講者
が、2020 年 5 月 12 日～5 月 27 日に Google forms を用いた
質問票に回答する形式で実施し、69 名の有効回答を得た。

参考文献
1) 内閣府: 令和 2 年版子供・若者白書（全体版）～令和
元年度子ども・若者の状況及び子ども・若者育成支援
施策の実施状況, pp.206-208, 2020. https://www8.cao.g
o.jp/youth/whitepaper/r02honpen/pdf_index.html (2021/1/
27 閲覧)
2) 文部科学省: トビタテ！留学 JAPAN～データでみる日
本の留学. https://tobitate.mext.go.jp/about/case/ (2021/1/
27 閲覧)
3) 日本学生支援機構: 2018（平成 30）年度日本人学生留
学状況調査結果, p.1, 2020. https://www.studyinjapan.go.
jp/ja/_mt/2020/08/date2018n.pdf (2021/1/27 閲覧)
4) 文部科学省大学審議会: グローバル化時代に求められ
る高等教育の在り方について（答申）, 2000. https://w
ww.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/006/gijirok
u/020401bd.htm (2021/1/27 閲覧)
5) 子島 進・岡島 克樹: 海外体験学習の多様性と可能
性～これまでの 10 年・これからの 10 年, 東洋大学国
際地域学部『国際地域学研究』第 18 号, pp.65-74, 201
5.
6) 正楽 藍・吉田 実久: 学士課程教育における海外体
験の学習成果～成果測定の意義と可能性, 神戸大学大
学教育推進機構『大学教育研究』第 26 号, pp.59-78, 2
018.
7) 安居 信之・越野 圭美: 「海外フィールドワーク」

における学生の学び～関西学院大学の事例から,グロ
ーバル人材育成教育学会『グローバル人材育成教育研
究』第 7 巻第 1 号, pp.22-29, 2019.
8) 正木 幹生: グローバル人材育成における短期留学の
展望～北海道大学「ファースト・ステップ・プログラ
ム」を事例として, グローバル人材育成教育学会『グ
ローバル人材育成教育研究』第 6 巻第 1 号, pp.56-66,
2018.
9) 佐藤 学: 学びの快楽～ダイアローグへ, p.29, 世織書
房, 1999.
10) 文部科学省中央教育審議会: 2040 年に向けた高等教
育のグランドデザイン（答申）, p.3, 2018. https://www.
mext.go.jp/content/20200312-mxt_koutou01-100006282_1.
pdf (2021/1/27 閲覧)
11) OECD: The Definition and Selection of Competencies
of Key Competencies - Executive Summary, p.5, 2005.
https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (2021/1/27 閲覧)

Analysis of Relationship between Reactor Temperature and
Power Consumption on Methane Production System

265

Analysis of Relationship between Reactor Temperature and
Power Consumption on Methane Production System
ThetHtar SWEa), SoeHtet WAIb), Ryoya YOSHIMURAc), Yasuyuki OTAd), Kensuke
NISHIOKAe)
Abstract
Natural gas (methane) is a lower cost option and can apply in industrial sector. It can save energy and affect in
both economic and environmental factors. Methane (CH4) Production by combining Hydrogen (H2) from water (H2O)
by electrolysis method and carbon dioxide (CO2) from outer source has been an innovative technology for decades.
There are two major theoretical and conceptual frame work for Power-to-Gas (P2G) technology. The first one is water
electrolysis method and the other is Sabatier Process with two fixed bed reactors. Previous work in University of
Miyazaki was examined and pursue a new method by changing reactor temperatures and using gas chromatography
machine to achieve high methane concentration. In this study, a number of significant contributions to power
consumption was revealed. After a series of experiments, it was found that 97.51% of methane concentration at
temperature 180°C and 260°C for reactor 1 and reactor 2 for 4 hours operating time.

Keywords: P2G technology, Water electrolysis, Sabatier process, Photovoltaic, Methane, Hydrogen
1. INTRODUCTION
In recent years, all nations from all over the world
are trying to keep the raise in global temperature that
was happened from several sectors including carbon
emission. Basically, all synthetic products we use
every day are by burning fossil fuels. Carbon dioxide
is released and we are rapidly warming up the earth.
To deal with the impact of climate change, many
developing countries are also encouraged to sign in
their agreement and cooperate the rules and
regulations in Global Climate Action Agenda.
Generally, it can be seen that decarburization has
become a mainstream topic for the energy industry
since natural gas has the lowest carbon dioxide
emissions among fossil fuels1). Therefore, to replace
fossil fuels by sustainable resources for example
renewable electricity and to store large scale of its
energy for instance in summer to be able to use in
winter, we use CO2 and sustainably produce electricity
with hydrogen that is produced by splitting water.
Power to fuel system can satisfy the increased
demand of decarbonized energy and also is very useful
in the transport system. In the P2G technology, the
a)

b)
c)
d)
e)
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promising energy carrier is hydrogen as it can be easily
produced by electrolysis of water2). Further conversion
of hydrogen to methane by CO2 from outer source has
done with thermal reactors.
The challenging problem which arises in this
domain is choosing the best reactor and catalyst to
outcome high methane concentration efficiency. Since
the methanation process is an extremely exothermic
reaction, an effective method of temperature
management is to control the reactor inlet gas stream;
this may cause undesired energy losses. In addition,
heat management in a fixed-bed reactor may be
difficult. Therefore, in order to manipulate the reactor
with temperature controlling medium system, at least
two reactors are needed to connect in series for good
control of reaction temperature in a fixed bed reactor
to maximize the CH4 generation3). Further major point
is that Ni-ZrO2 is an active Ni-based catalyst for CO2
methanation as a result of enhanced Ni dispersion
resulting from the presence of Zr. The other
advantages of this are of its low cost, highest activity,
and highest selectivity for methane formation. In all
cases, a catalyst is required that is capable of
increasing reaction rates within the temperature range
of 25°C to 500°C3).
In this study, we investigate methods for
improving methane conversion efficiency and solarto-methane (StM) efficiency. Therefore, we changed
the temperature of both reactors and analyzed. After
that, to calculate the methane concentration, we used
gas
chromatography
to
measure
methane
concentration. It has significant benefits while
evaluating the efficiency.
On the other hand, power consumption is also
vital in response to the challenges of the increasingly
prominent problems such as climate change and
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environmental pollution, which severely threaten
human society and development. This study will
compare the power consumption by utilizing low
reactor temperature and high reactor temperature.
Only 0.156 kWh in 4 hour operating time for both
reactors was needed and higher methane concentration
was achieved. This has particular advantages over
other systems. In power consumption section, the
relationship between methane concentration and
power consumption will be demonstrated.

Sun Light

3 Concentrator Photovoltaics (solar collector)

4 DC/DC Converters + 4 EC cells

2. Related Work
The former researchers evaluated the Sabatier
reaction utilizing hydrogen produced by concentrator
photovoltaic (CPV) modules and used quadrupole
mass spectrometer (QMS) to measure methane
concentration. They used an established technique,
namely solar-to-hydrogen (StH) conversion system to
analyze its efficiency with the performance of CPV
modules. At University of Miyazaki, three highly
efficient CPV modules were installed and connected
in parallel with four sets of DC/DC converters and EC
cells. Sunlight was converted to electricity by CPV
modules and was supplied to EC cells3,4).
For the current work, in order to point out PtG
technology with different reactors temperatures,
power supply was utilized instead of using
photovoltaic modules while measuring the
composition of methane with different components of
reactants. After then, utilizing CPV modules, methane
production was analyzed with variable of reactors
temperature. In this study, we used gas
chromatography (GC; GC 7100, J-Science) to measure
methane concentration. It has significant benefits
while evaluating the concentration efficiency. The
results were more accurate.
3. Experimental Procedure
Figure 1 shows the summary of StM process.
Firstly, photovoltaic modules collect the sun light and
convert them into electricity. The power supply to
electrochemical (EC) cells was performed by using 4
DC/DC converters which was connected in parallel
with 4 EC cells. DC/DC converters convert lower DC
voltage into higher levels by storing the input energy
and then releasing into the output at a higher voltage
level. EC cells generate hydrogen by chemical
reactions. Water was split electrochemically into H2
and O2. Two reactions occurred and the anode reaction
is oxygen evolution reaction. The water was oxidized
to oxygen. At the cathode reaction, hydrogen
evolution reaction was taken placed. They are shown
in equations (1) and (2)5).
2H2O
4H+ + 4e-

O2 + 4H+ +4e2H2

(1)
(2)

Water Electrolysis

H2

O2

+
CO2

Reactor
1

Reactor
2

CH4

Fig. 1. Flow chat of the summary of Solar-to-Methane
conversion process.

The next step is Sabatier process. Methane
can be obtained by the following exothermic reaction.
CO2 + 4H2

CH4 + 2H2O ΔH = -165 kJ/mol (3)

The stoichiometric ratio of CO2 and H2 is 1:46,8).
To investigate this statistically, we changed 0.02 point
of CO2 in every 30 min interval measurements to
achieve the highest methane concentration at 260°C of
each reactor. The evolved hydrogen from Polymer
Electrolyte Membrane (PEM) electrolysis method was
filtered with dryer (silica gel) and dry pure gas was put
into the reactors. At that time, CO2 was introduced
from the outside source. Reaction was occurred in
Reactor 1 first, and then, the unreacted gas flew
through to the reactor 2.

Fig. 2. Two fixed bed reactors.
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Consequently, since the Sabatier process is an
exothermic reaction, it is limited by the
thermodynamic equilibrium. Typically, lower
temperatures from 250°C to 400°C is desirable for
higher methane selectivity7). In this study, we set the
reactor temperatures as shown in table 1 in order to get
higher reaction rate from reactor 2 to product higher
concentration of CH4.
Table 1. Reactor temperature set.

Low temperature
condition
High temperature
condition

Reactor 2
temperature
(°C)

180

260

260

260

As catalyst effects the product yield , Ni/ Ydoped ZrO2 catalyst which support the reaction
activity was utilized. Firstly, the two gases were feed
into the reactors and they diffused in the catalyst. And
then, the reactants, the left side of equation (3), are
absorbed on an active site. Hydrogen molecules and
carbon dioxide molecules have been absorbed and
they undergo the Sabatier reaction. After that, they
desorb from the catalyst surface as methane molecules
and diffuse out to leave the catalyst9). Moreover, N2
gas is used as gas carrier in methanation system and it
also performed as cleaning process to refresh the
system after the experiments were finished.
To analyze the amount of methane composition,
we used an established technique, namely gas
chromatography (GC) as shown in figure 3. It is a
common type of chromatography used in analytical
chemistry for separating and analyzing compounds.
By utilizing it, the relative amount of components can
be determined. Firstly, standard gases were allowed to
pass through the system and determined. Argon (Ar)
is used as carrier gas. And then, mixed elements are
separated into single elements while being carried out
by Ar gas. In interface section, carrier gas was
removed and elements were lead to ion source and
formed into ions, accelerated and sent to analysis
section. Finally, detector catch and name the quantity
of compounds.
In our research, the produced gases were
analyzed in every 30 min interval time for 4 hours.
6)

Fig. 3. Gas Chromatography.

4. ANALYSIS AND RESULTS
To determine the highest methane concentration
yield, we analyze the different stoichiometric ratio. As
shown in figure 4, 0.92: 4 ratio of CO2: H2 was the best
efficiency outcome. Accordingly, the later
experiments were done with this proportion.

Concentration (%)

Reactor 1
temperature
(°C)

Ratio (CO2:H2)
Fig. 4. Different stoichiometric ratio of CO2 and H2.

We carried out on June 22, 2020 (lowtemperature condition) and June 23, 2020 (hightemperature condition) to evaluate the methane
production and to measure the power consumption of
reactors under actual outdoor conditions. The normal
direct irradiance (DNI), which was converted to
electricity by using the CPV module, was stable in
two-days as shown in figure 5. The StM system was
operated between 10:00 a.m. and 2:00 p.m.

Fig. 5. DNI during the experimental period.
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Figure 6 shows the concentration of (a) CH4, (b)
H2 and (c) CO2 on different reactors temperature
conditions. Methane concentration declined during
system operation (as shown in figure 6 (a)) when
hydrogen concentration was increased and carbon
dioxide concentration was reduced.

both reactors, the reactor 2 temperature was stable and
reactor 1 was nearly the same with the former one.

Fig. 7. Time dependence on surface temperature (Tsurface) of
reactors 1 and 2.

Aside from that, we examined the various
temperature effects. The key point of the adjustment in
temperature is that to get lower power consumption
with high methane concentration. Furthermore, high
feed temperatures will effect in reactor overheating,
negatively resulting product distribution of the
exothermic Sabatier reaction process10).

Fig. 6. Concentration of (a) CH4, (b) H2 and (c) CO2 on
different reactors temperature.

Figure 7 shows the time dependence on surface
temperature (Tsurface) of reactors 1 and 2. The dot lines
are also shown in the target temperature. By
comparing the two-days data of reactors changed, it
can be seen that in figure 7 (a) 180°C of reactor 1 and
260°C of reactor 2, temperature of reactor 1 was
reached 180°C at about10 am and then raised over
300°C. It was because the catalyst action released heat
and surface temperature is increased. At that time,
reactor 2 temperature was firstly increased over
targeted temperature 260°C and then, maintained at
the setting temperature. For Figure 7 (b) 260°C for

Therefore, the other fact such as fluctuations of
temperature are unavoidable in operating time. Figure
8 shows the relationship between reactors temperature
and its power consumption. It has significant benefit
on lowering temperature of reactor 1. Not only the
total power consumption of reactors was low, but also
the higher methane concentration was achieved as
shown in table 2.

Fig. 8. The relationship between reactors temperature and its
power consumption.
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Table 2. Effect of power consumption depending reactor on
temperature
Power Consumption
Date

Time

2020.06.22

10 am to
2 pm

2020.06.23

10 am to
2 pm

Total Power
Consumption

are outstanding. Higher methane concentration with
lower power consumption was achieved.
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Reactor 1
(kWh)

Reactor 2
(kWh)

0.031
0.028

of reactors

The assumption of the above mentioned table
is supported by the fact that methane concentration
reached at maximum peak with 97.51% when we
utilized the lower reactor 1 temperature with 180°C.
Moreover, the power consumption was also obtained
lower when comparing the result of using 260°C for
both reactors. On the flip side, solar to methane
efficiency (ɳStM) can be defined as the following
equation (4)3).
ɳStM =
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|ΔHº| × amount of CH4
EDNI + Ereactors

(4)

where ΔHº = -802 kJ/mol, the integrated irradiance is
defined as EDNI and Ereactors is expressed as the energy
consumed by the reactors in the methanation system3).
Therefore, it can be seen that, StM efficiency increase
when the electrical energy is reduced in case of low
temperature reactor.
5. CONCLUSION
Overall, our results demonstrate a strong effect of
the best outcome methane concentration 97.51 % at
0.92: 4 ratio of carbon dioxide and hydrogen, which
was produced by electrolysis method by the Sabatier
reaction at the temperature of 180°C and 260°C from
reactor 1 and 2 respectively. Power consumption of
reactors was analyzed and it can be seen that the results
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屋外設置太陽電池アレイにおける温度分布を考慮した
最適温度測定箇所の検討
前田

進行 a) ・西岡

賢祐 b)

Examination of the optimum temperature measurement point
considering the temperature distribution in the outdoor PV array
Michiyuki MAEDA, Kensuke NISHIOKA
Abstract
Accurate temperature measurements of each of the photovoltaic (PV) modules in an array, the entire PV
array, and the power generation system are crucial. In this study, we have established a temperature measurement
protocol for the PV array. It was observed that the temperature at the center of the array was closest to the average
temperature regardless of the measurement period and weather conditions; thus, it can be considered as the unbiased
and robust representative temperature for the PV array. Moreover, lower irradiance conditions are better for accurate
and repeatable PV module temperature measurements.

Keywords: Photovoltaic array; Temperature measurement; Temperature variation; Temperature
distribution; Representative temperature

1.

はじめに

がほとんどなく、観測場所によるばらつきはあるが、平均

近年、世界のエネルギー消費量は人口の増加とともに急

で 2 m/s～3 m/s の風が吹いている。これにより、測定箇所

1)。しかし、化石燃料は限りある資源で

や測定方法の違いにより大きな温度測定誤差が生じる。ま

あり、エネルギー枯渇問題が懸念されている。さらに、化

た、環境因子の一つである日射量が温度測定に及ぼす影響

石燃料を用いた発電を行う際の温室効果ガス排出による

も明確となっていない。

速に加速している

地球温暖化が深刻化している。このことから、再生可能エ

本研究では、実際に太陽電池アレイを屋外で稼動させ、

ネルギーを用いた発電方法の中でも特に太陽光発電は急

屋外設置太陽電池アレイの温度差分布を作成することで、

速に導入が増加している。しかし、太陽光発電は、太陽か

最適温度測定箇所の検討を行った。

らの光を直接電気に変換しているため、発電量が時間や天
候に大きく左右され、安定的な発電が困難であることが挙

2. 実験方法

げられる。そのため、現在太陽光発電は火力発電や原子力

太陽電池アレイを屋外に設置し、面内温度測定を行うこ

発電など他の発電方法と組み合わせた運用が行われてい

とで、面内温度分布の計測を行った。使用した太陽電池ア

る 2)。このような状況の中で、太陽電池の出力を正確に評

レイは宮崎大学に方位南向きに設置されており、縦3枚

価・測定するための性能評価技術や、発電量予測技術の重

(2325 mm)、横28枚 (43400 mm)の多結晶シリコン太陽電池

3-6)。しかし、現在の評価手法では、屋

モジュールで構成されている。測定期間は2017年7月1日～

外での実動作時において太陽電池性能を正確に評価でき

2018年6月30日の一年間であり、各日の8:00:00～16:00:00

要性が増している

ないという問題があげられる

7-9)。ここで重要となるのが、

の間である。この測定期間の間、太陽電池アレイの面内温

太陽電池の高精度な温度測定技術である。温度が出力に与

度分布、日射量の測定を毎秒行った。図1に太陽電池アレ

える影響は大きく、シリコン太陽電池においては温度が 1

イの温度測定箇所概略図を示す。図1に示すように、温度

oC

上昇すると、出力が 0.4%低下する 10-14)。つまり、1 oC

測定は21枚の太陽電池モジュール中央にT型熱電対(林電

の温度測定誤差が 0.4%の太陽電池実性能誤差につながる。

工株式会社製 TC-T-F-0.2-C1)を取り付け行った。熱電対を

従って、屋外における太陽電池実性能を高精度に評価する

太陽電池モジュールに取り付けるために、縦40 mm、横10

ためには、太陽電池温度を正確に測定する必要がある。し

mmのカプトンテープを用いた。日射量は全天日射計(英弘

かし、屋外で高精度に太陽電池温度を測定することは容易

精機株式会社製

MS-411)を用いて行った。

ではない。この理由として、風向・風速といった環境因子
が及ぼす影響が考えられる 15)。屋外では、無風であること
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生
b) 環境・エネルギー工学研究センター教授

図1

太陽電池アレイの温度測定箇所概略図
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次に面内に温度分布を持つ太陽電池アレイの代表的な

3. 結果

温度を示すために、測定結果を用いた解析方法について述
べる。測定データは、式(1)に示すように、測定箇所とデー
タ数に基づく行列として構成する。
𝐓𝐓1,1 ⋯ 𝐓𝐓1,𝑁𝑁
⋱
⋮ )
𝐓𝐓 = ( ⋮
𝐓𝐓21,1 ⋯ 𝐓𝐓21,𝑁𝑁

3.1 瞬間における面内温度分布と温度差分布
図2に2017年8月28日の、高日射時(12:22:44)と低日射時

(1)
(2)

𝑖𝑖 = 1. .21

(3)

𝑗𝑗 = 1. . 𝑁𝑁

(15:59:00)における瞬間での面内温度分布と平均温度から
の温度差分布を示す。二つの日射条件における風向・風速
はほぼ同じ値である。図2(a)より、高日射時では、最大温
度は59.8 oC、最低温度は47.4 oC、低日射時では最大温度が
40.9 oC、最低温度は36.0 oCであった。また、図2 (b)より、

行列 T は、21 行 N 列の測定された温度データである。

低日射時に温度分布と温度差分布が緩和され、平均温度に

表 1 に測定箇所と行番号の関係を示す。行列 T の各行は、

近い領域が拡大している。さらに、システム中央温度が最

表 1 に示すように測定箇所の温度データに対応している。

も平均温度に近く、代表温度となり得る。

N は、2017 年 7 月 1 日～2018 年 6 月 30 日の一年間、各日
の 8:00:00～16:00:00 の毎秒測定された、各測定箇所のデ
ータ数を示している。
表1

測定箇所と行列 T の行番号の関係

T1,j

T2,j

T3,j

T4,j

T5,j

T6,j

T7,j

T8,j

T9,j

T10,j T11,j T12,j T13,j T14,j

T15,j T16,j T17,j T18,j T19,j T20,j T21,j
単位：oC
次に、面内に温度分布を持つ太陽電池アレイの代表的な
温度を示すために、測定値を用いた導出方法について述べ
る。初めに、毎秒ごとの太陽電池アレイの平均温度をもと
に各太陽電池モジュール温度との温度差を導出した。その

図2

瞬間における温度分布と温度差分布

温度差を用い、各太陽電池モジュールで測定期間内におけ
る温度差の平均偏差を求めた。導出式を式(1)と(2)に示す。
また、温度測定に適している日射量範囲を導出するために、
上記の解析を表 2 に示す日射量範囲ごとに行った。
∆𝐓𝐓
= |𝐓𝐓 − ̅̅̅̅̅
𝐓𝐓 〈𝑖𝑖〉 |
𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝑖𝑖,𝑗𝑗

∆𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑖𝑖 =

𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑗𝑗

∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 ∆𝐓𝐓𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑁𝑁

3.2 年間における温度差分布
図3に長期的な観測を行った場合の、各日射量における
温度差分布を示す。図3より、200≦Irr＜300 W/m2では最大

(4)

(5)

式中の𝛥𝛥𝛥𝛥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 は測定された温度𝐓𝐓𝑖𝑖,𝑗𝑗 と𝐓𝐓𝑖𝑖,𝑗𝑗 の j 番目の要素
̅̅̅̅̅̅
〈𝑖𝑖〉 との絶対差である。i はモジュール番号、j は
の平均値𝐓𝐓
𝑗𝑗
データ番号を示している。つまり、ある瞬間における各測

温度差が1.04 oC、最小温度差が0.20oC、900≦Irr W/m2では
最大温度差が4.62 oC、最小温度差が0.52 oCとなり、日射量
が高いほど温度差が大きくなる傾向を示した。また、日射
量が低くなるにつれ、温度差分布のばらつきが緩和された。
これらの原因として、日射量が高いほど太陽電池が高温に
なり、外気温との温度差が大きくなり、温度差分布のばら
つきが大きくなったことが考えられる。

定箇所の温度データと太陽電池アレイ面内平均温度との
絶対温度差を示している。𝛥𝛥𝛥𝛥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 は各温度測定箇所に

おける年間平均偏差を示している。この𝛥𝛥𝛥𝛥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 を用い

て年間における温度差分布の作成を行った。
表2

日射量範囲

単位：W/m2

図3

各日射範囲における年間温度差分布
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風下側である場合、風による冷却効果の影響は小さく平均

各日射範囲における太陽電池アレイ温度と外気温の温

温度より太陽電池モジュールの温度が高くなるためピー

度差を調査した。図 4 に各日射範囲における太陽電池アレ

クが右側に移動する。従って、太陽電池アレイ端ではこの

イ温度と外気温との平均温度差の関係を示す。図中の温度

ような傾向になったと考える。

差は、各日射範囲に当てはまる温度差の平均値を導出した
ものである。計算に使用した値の測定期間は 2017 年 7 月
1 日～2018 年 6 月 30 日の一年間であり、各日の 8:00:00～
16:00:00 の毎秒である。図 4 より、200 W/m2~300 W/m2 で
は平均温度差が 14.3 oC であるが、日射量の増加とともに
温度差は大きくなり、900 W/m2 以上では 33.7 oC と非常に
大きな値を示している。この結果は、日射量の増加に伴い、
太陽電池アレイの平均温度と外気温の温度差が増加する
ことを示す。このことから、日射量が増加することで、温
度分布のばらつきが大きくなったことが考えられる。

(a) 200≦Irr≦300

(b) 900≦Irr
図5

図4

太陽電池アレイ中央での温度差の度数分布

太陽電池アレイ平均温度と外気温の温度差

3.4 度数分布
図 5、図 6 に太陽電池アレイ中央温度差𝛥𝛥𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 と左端

での温度差𝛥𝛥𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗 の度数分布を示す。図 5 より、200≦Irr
＜300 W/m2 では、ピークが約 0 oC にあることがわかる。

また 900 W /m2≦Irr では、200≦Irr＜300 W/m2 に比べピー
クが 0oC～1oC にある。これは、日射量の増加により気温
と太陽電池間の温度差が上昇し、対流熱伝達の影響が大き

(a) 200≦Irr≦300

くなることで、温度分布が生じやすくなることが原因であ
ると考えられる。これにより、太陽電池アレイ内に大きな
温度差が生じたことで、平均温度から外れた値になる回数
が増えたことが考えられる。また、図 6 より、図 5 に比
べ、200≦Irr＜300 W/m2 では、ピークが大幅に広くなって
いる。900≦Irr W/m2 では、ピークが 0oC ではなく、二つに
分割されている。この影響はアレイの中央から離れるほど
大きくなる。これは、アレイの端であるほど温度変化が激
しくなることが原因である。また、図 6 のように単純な移
動ではなくピークが左右に分裂している原因として、風向
の違いが考えられる。測定箇所が風上側である場合、アレ
イ内で最も冷却効果が大きいため平均温度よりも温度が
低く、ピークが左側に移動する。これに対し、測定箇所が

図6

(b) 900≦Irr
太陽電池アレイ端での温度差の度数分布
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次に、太陽電池アレイ中央におけるアレイ全体の平均
との温度差±0.5oC

以内に含まれる全体の割合を求めた。

図 7 に𝛥𝛥𝛥𝛥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗 が±0.5oC 以内に含まれる全体の割合を示

す。図 7 に示すように日射量が減少すると、±0.5

oC

に含

まれる割合が増加している。200W/m2≦Irr<300W/m2 で
は、92.39%と最も高く、日射量の増加と共に減少し、
900W/m2≦Irr では 44.08%であった。

図7

参考文献

アレイ中央における温度差±0.5oC に含まれる割合

4. 結論
本研究では、太陽電池アレイの最適な温度測定方法を
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最小誤差を実現する太陽電池モジュール温度計測方法の検討
前田
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Examination of solar cell module temperature measurement
method to realize the minimum error
Michiyuki MAEDA, Kensuke NISHIOKA
Abstract
Instead of measuring the backsheet temperature, the temperature of the solar cell in a PV module structure
should be known because the solar cell temperature determines the temperature characteristics of the PV module. As
the backsheet temperature is easily obtained, it is generally used as the module temperature; however, it is significantly
affected by wind and does not accurately indicate the solar cell temperature inside the PV module. By covering a
thermocouple for measuring the backsheet temperature with a polyethylene foam, the effect of wind on the measured
temperature can be suppressed significantly.

Keywords:
1.

Photovoltaic module; Measurement; Temperature; wind; Irradiance

はじめに

定し、モジュール内の太陽電池と同様の状況でバックシー

太陽光発電システムの設置は世界中で急速に進歩して
いる

トの温度を測定を行った。

1-4)。太陽電池モジュールは通常、標準のテスト条件

（STC：1000 W / m2 の放射照度、1.5G の気団のスペクト

2. 実験方法

5-7）、実

図1に本実験に使用した太陽電池モジュールを示す。図

際の太陽電池モジュールはさまざまな気象条件で動作す

1の太陽電池モジュールは、実際のモジュール内の温度Tin

ル、25°C のセル温度）で定格が定められているが

る必要がある。したがって、実際の屋外環境で太陽電池モ

を直接測定するために、内部熱電対を挿入し製造された。

ジュールを正確に評価することが重要である。屋外で太陽

この太陽電池モジュールを使用することで内部温度の測

電池モジュールを正確に評価および診断するには、さまざ

定を可能とした。図2に太陽電池モジュールの概略図を示

まな気象条件下で動作する太陽電池モジュールの電流-電

す。熱電対はタイプT熱電対(林電工株式会社製 TC-T-F-

圧特性を STC に変換する必要がある

8-12）。太陽電池モジ

0.2-C1、0.2mmφ)が太陽電池モジュールのすぐ下に挿入さ

ュールの効率は温度に大きく影響されるため、温度を正確

れている。太陽電池モジュールは、カバーガラス、多結晶

に測定すると、正確な評価を行うことが可能である

13-19）。

屋外での太陽電池モジュールの正確な測定と評価は、日射

シリコン太陽電池(セルサイズ：15.6cm×15.6cm)、エチレ
ン酢酸ビニル(EVA)、封止材(厚さ：450μm、速硬化タイプ)、

量や風速などの不安定な気象条件のために高い注意が必

およびバックシート(合計厚さ：326μm、ポリフッ化ビニル

要である 20）。一般に、太陽電池モジュールのバックシート

(38μm)/ポリエチレンテレフタラート(250μm)/ポリフッ化

に固定された熱電対により、太陽電池モジュールの温度が

ビニル(38μm))から構成されている。

測定される。ただし、バックシートに固定された熱電対は、
太陽電池モジュール外部のバックシート温度を測定する
ため、モジュール構造内の太陽電池の温度よりも低い温度
を検出する

21）。太陽電池モジュールの温度特性はバック

シートの温度ではなく、モジュールの内部温度に依存する
ため、モジュール構造内の太陽電池の温度を正確に測定す
ることが重要となる。本研究では、モジュールの内部温度
を直接測定するために、内部熱電対を備えた太陽電池モジ
ュールを用いて温度測定を行った。また、風速の微妙な変
化の影響を緩和するために、熱電対をアルミニウムテープ
とポリエチレンフォームの二重構造でバックシートに固
a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生
b) 環境・エネルギー工学研究センター教授

(a)太陽電池モジュール表面
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3. 結果
3.1 温度変化の一日推移
図3に高気温時の2日間 【(a). 快晴：2020年8月2日、(b).
曇天：2020年8月1日】10:00:00～16:00:00に観測された測定
温度 (内部温度、カプトン、アルミ、0.5mmフォーム、1.0mm
フォーム、2.0mmフォーム)と気象条件 (日射量、風速、周
囲温度)を示す。測定期間中、気温に大きな変化は見られ
なかった。一方、風速は変動していた。また、5種類の温
度測定結果は、太陽電池モジュール裏面のほぼ同じ位置で
測定を行ったものの、互いに異なることが観察された。こ
の時、Tinは太陽電池内部に挿入された熱電対で測定され
(b)太陽電池モジュール裏面

ており、実際の太陽電池温度に最も近い温度であることか

図1

らTinを基準の温度とする。カプトンテープ、アルミテープ、

太陽電池モジュール図

0.5 mmフォームに関しては、Tinより低い測定結果を示し
た。アルミニウムは熱放射率が低いため、アルミテープは
カプトンテープより高い結果を示したと考える。0.5 mmフ
ォームに関しては、アルミテープとフォームの二重構造と
なっている。一般的に熱放射率は、光沢のある金属は小さ
な値をとり、光沢のない金属や非金属は大きな値をとる。
そのため、最表面のフォームの熱放射率がアルミテープよ
り高いため、アルミテープより低い測定結果を示したと考
える。一方、Tinと近い結果を示した1.0 mmフォームと2.0
図2

太陽電池中央セル概略図

mmフォームは、0.5 mmフォームより厚いフォームを用い
たため、熱放射率より保温効果の影響が大きくなり、Tinと

また、本実験では、内部温度と最も測定誤差の小さい手

近い温度を示したと考える。

法を検討するため、カプトンテープ (寺岡製作所、厚さ25
μm)、アルミテープ (まつうら工業、厚さ100 μm)に加え、
発砲ポリエチレンとアルミテープを組み合わせたテープ
(以下フォームと略す)を0.5 mm、1.0 mm、2.0 mmの異なる
厚さのフォームの5種類のテープを用いて図2のように熱
電対をバックシートに固定し温度測定を行った。フォーム
は、発泡ポリエチレンとアルミテープを両面テープ (ニチ
バン株式会社、90μm)を用いて接合した。熱電対に固定す
る際のテープの大きさは、それぞれ、縦50 mm、横20 mm
のものを測定に使用した。測定箇所は図1に示すように、
太陽電池モジュール中央にある太陽電池セル裏面で測定
を行った。地面から太陽電池中央までの高さは0.9 mであ
る。風速と風向は、風速計 (Lufft

V200 A)を用いて1秒間

隔で測定を行った。設置箇所は、太陽電池モジュールの北
側に距離6 m、高さ2 mで設置された。日射計は全天日射計
(英弘精機株式会社製

MS-411)を用いて、1秒間隔で連続

測定を行った。傾斜角度は太陽電池モジュールと同じ30°
に設置された。太陽電池モジュールによって吸収された総
太陽エネルギーがモジュール内で熱に変換されるよう、電
気負荷は接続されなかった。

(a) 快晴時
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ュール構造内の太陽電池温度であり、わずかな風速の影響
を受けず、それと同様に、測定時にフォームを用いること
でわずかな風速の影響を受けなかったことが考えられる。
一方、カプトンテープ、アルミテープは、それぞれテープ
でしか覆われていないため、風速のわずかな変化の影響を
受けたと考えられる。
さらに、2.0 mmフォームはTinよりも高い測定結果を示
し、1.0 mmがTinと最も近い温度を示すことが分かった。こ
れは、2.0 mmフォームは保温効果が大きく、Tinより高い温
度を示したと考えられる。その結果、フォームの厚さ1.0
mmを用いた温度測定が内部温度Tin と最も近い温度を測
定できることが分かった。

3.2 温度と電圧の関係
図5に高気温時 (2020年8月2日11:00:00~13:00:00)におけ
(b)曇天時
曇天時
図3

高気温時における測定温度及び気象条件

る各測定温度と電圧の関係を示す。それぞれ日射量が950
W/m2以上のときの温度と電圧のデータを用いた。図5から
分かるように、測定温度は異なる値を示した。カプトンテ

図3(b)曇天時における太陽電池の温度は、主に太陽放射

ープ、アルミテープの温度と電圧の関係は、広い範囲を示

照度の影響を強く受けることが観察された。太陽放射照度

した。一方、フォームを用いた測定方法は、範囲が狭く、

が増加すると共に、太陽電池の温度が上昇し、太陽放射照

内部温度と近い傾向にあることが分かる。これは、カプト

度が減少すると共に、太陽電池の温度が低下した。図3 (a)

ンテープ、アルミテープはフォーム等で覆われていないた

快晴時における太陽電池の温度は、日射量が安定している

め、風の影響による温度変化が原因だと考える。カプトン

場合でも、温度が変化していることが確認された。これは、

テープ (25μm)はアルミテープ (100μm)よりも薄く、風の

風速の変化により太陽電池の温度が変化していることが

影響を受けやすいため、アルミテープに比べ範囲が広くな

原因である。測定温度に対する風速の冷却効果を明らかに

ったと考えられる。また、フォームを用いた測定方法は、

するため、図3 (a)に示すよう、測定温度と同日の日射量が

熱電対が覆われており、微弱な風の影響を軽減したため、

安定した時間帯における測定温度と風速との関係を図4に

通常の太陽電池モジュール内部温度に近い傾向を示した

示す。

と考えられる。

図4

測定温度と風速の関係

図4より、風速の増加に伴い、太陽電池の温度が低下し、
風速が減少するに伴い、太陽電池の温度が増加しているこ
とが分かる。また、カプトンテープ、アルミテープで測定
を行った太陽電池の温度は、わずかな振幅の変化が観測さ
れたが、Tinとフォームで測定を行った太陽電池の温度は、
その変化が見られなかった。これは、Tinは、太陽電池モジ

図5

温度と電圧の関係
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3.3 度数分布
図 6 に 5 種類の測定温度と内部温度との温度差を示す。
使用データは、2019 年 12 月 23 日から 2020 年 9 月 3 日の

以上のことから、厚さ 1.0 mm フォームを用いることで、
内部温度では見られない風速の影響を抑え、太陽電池内部
温度に最も近い温度測定が可能であることが分かった。

うち、測定を行った 81 日間のデータ(雨天時以外)を使用
した。図 6 より、カプトンテープ、アルミテープ、0.5 mm

参考文献

フォームは内部温度との温度差の変化が大きく、ばらつき
が見られる。一方、1.0 mm フォームと 2.0 mm フォームは
温度差

0oC

付近をピークにばらつきが少ないことが分か

る。表 1 に、それぞれ温度差の±0.5oC 以内に含まれる割
合を示す。表 1 からも分かるように、カプトンテープが最
も低く 24.3%であった。一方、1.0 mm フォームが 97.7%と
最も±0.5oC 以内で測定可能であることが分かった。この
ことから、1.0 mm フォームはほとんどの測定結果が±
0.5oC 以内の誤差で測定可能であることが分かった。

図6

各測定値と内部温度との温度差における度数分布

表1

内部温度との温度差±0.5oC に含まれる割合

4. 結論
本研究では、実際に屋外で動作する太陽電池モジュール
の内部温度と、熱電対を覆う 5 種類のテープを用いて温度
計測を行い、太陽電池モジュール内部温度に近い温度計測
方法を調査した。結果として、フォームを用いることで、
風速によるわずかな温度変化を抑えることが分かった。ま
た、フォームの厚さ 0.5 mm では、十分な防護効果は無く、
2.0 mm では、保温効果が大きいことが分かった。1.0 mm
フォームを用いることで、太陽電池内部温度に最も近い温
度測定が可能であることが分かった。さらに、長期間の測
定において、内部温度との温度差が±0.5oC 以内に含まれ
る割合として、カプトンテープが最も低く、24.3%、1.0 mm
フォームが最も高く、97.7%であることから、1.0 mm フォ
ームが最も内部温度に近い測定結果を示すことが分かっ
た。
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エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）
エネルギー系コース（C）

カリックスアレーン誘導体の溶剤としての芳香族エーテルの開発と溶媒抽出特性の
評価
キチン結合性タンパク質ヘベインによる糖鎖認識
乳化法によるβ - クリプトキサンチンの高分散化と経口吸収性の評価
ヒュウガトウキに含まれるアンギュラー型ピラノクマリン類の分析と微量含有成分
の合成
異なる長さのアルキル鎖をもつアゾベンゼンとニオブ酸の複合化と光誘起形態変化
セルロース - アミン複合体におけるゲスト分子の挙動
分子プローブを用いた多フッ素化界面活性剤 / 粘土複合体の層状環境解析
ビフェニル /PCB 分解性シュードモナス属細菌の芳香環メタ環開裂経路の調節に関す
る研究
金属錯形成反応に伴い薬物包括性を変える両親媒性短鎖ペプチドの開発
環境調和型酸化反応を鍵反応とするフィトールからフィタン酸への変換
光 in situ 重合によるマイクロカプセルの調製と生体触媒の固定化
糖連結法の最適化によるリンポルフィリン光増感剤の開発と光増感作用
ホウレンソウおよびポットマリーゴールドに含まれるカロテノイド類の簡易分析法
の開発
水溶性ポリマーの添加による焼酎粕の固液分離特性
ニオブ酸ナノスクロール複合体の作製と微細構造解析
アゾベンゼン / ニオブ酸複合体における光運動機能の発現
有機酸を用いた均一系およびエマルション系でのシリカゲル粒子の調製
マイクロサンドを用いた超高速凝集沈殿法に関する基礎的研究
原位置ベーンコーンせん断試験によるため池堤体の安定性評価方法の検討
浅い湖における風擾乱による底泥巻き上げと土砂収支について
実物大走行実験による土のう路盤の性能評価
水環境に存在する病原性細菌の一斉検出法の開発
高腐食促進環境における Al 系防錆溶射皮膜の大気暴露特性に関する研究
人工知能を用いた航空写真にもとづく河床材料の粒径判別について
速硬系コンクリートを用いて補修・補強した道路橋 RC 床版の疲労性状評価
橋梁から更新された軽量盛土の地震時挙動に関する基礎的検討
Performance Analysis of Asphalt Pavements in Afghanistan for its
Sustainable Design Life
Mineral speciation and leaching behaviors in recycled roadbed material
using solidified boiler fly ash
Changes in phylogroups and antibiotic-resistant profiles of Escherichia coli
in municipal wastewater under aerobic condition
Capability Approach for Evaluating Minapolitan Program in Klaten Regency,
Central Java Province, Indonesia
Acceleration effect of coal ash on methane fermentation of organic waste
Implication of Shoreline Change on Spatial Planning - A Case Study in
Semarang Municipality and Demak Regency Coastal Area, Indonesia Analysis of the effect of perception of bus performance and road condition
onto the ferry usage - A case study at ferry port in North Buton regency Evaluation of Urban Flood Control Projects
-A Case Study at Bendung Watershed in Palembang City, IndonesiaSustainability of Community-based Disaster Risk Reduction Program, Case of
Disaster Resilient Village in Lobaningratan and Prawirodirjan, Yogyakarta
電子線照射によって Si 中に形成された炭素起因欠陥準位の熱回復処理効果
GaAs 上の InAs/GaSb 超格子用格子緩和層の PL による評価
GaAs 基板上格子歪緩和層と中赤外波長帯超格子の成長と評価
MOVPE 法で作成した半導体薄膜結晶のラマン分光法を用いた評価
MOVPE 法で作製した InAs 層厚一定の InAs/GaSb 超格子の中赤外発光過程
チムニーラダー型硫化物 Sr9Ti8S24 の結晶成長と熱電特性
⁸ He の中性子ノックアウト反応測定による n+He 同位体の相対エネルギーの導出
X 線その場観察法を用いた GaAsSb/GaAs(001) の格子緩和初期における異方性評価
B 中間子の D* ηπ崩壊反応の解析
MAXI/GSC で観測された Be 型 X 線パルサーにおけるＸ線強度と硬度比の関係
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大 坪 尚 貴
河 野 景 哉
下 條 将 也
鈴 木 蒼 史
田 代 健 也
多田 陽一朗
田中 涼太郎
田 上 和 幸
鶴 田 浩 誠
中 村 孔 悠
中 村 友 紀
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宮 内 大 輔
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Khaing
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エネルギー系コース（C） 燃焼合成により作製したアルミン酸ストロンチウム蛍光体の Sr 組成の発光特性に与
える影響
エネルギー系コース（C） 望遠鏡の遠隔制御に向けた天体の自動導入
エネルギー系コース（C） 熱解析シミュレーションを用いた走行条件が車載太陽電池の温度分布に及ぼす影響
の検討
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
エネルギー系コース（C） 牧草の生育状況と窒素含有率の光センシングの研究
エネルギー系コース（C） Ｘ線分光撮像衛星 XRISM に搭載するＸ線 CCD 素子のフライト形態における性能評価
エネルギー系コース（C） PLD 法によって付着させた Si(111)- 清浄表面上の金原子の STM 観察
エネルギー系コース（C） ナノピラー間隔を制御した Si- ナノピラー /SiGe 複合膜の熱特性評価
エネルギー系コース（C） 屋外設置太陽電池の擾乱条件に対する最小誤差温度計測方法の検討及び検証
エネルギー系コース（C） MAXI の観測データを用いたブラックホールＸ線連星のアウトバースト中における状
態遷移の研究
エネルギー系コース（C） 原子層エピタキシー法を用いて意図的に N を制御した GaAsN 膜中の N 分布および電
気特性評価
エネルギー系コース（C） 液滴エピタキシー成長 GaAs 量子ドットにおけるフォトルミネッセンスピークエネル
ギーの特異な温度依存性
エネルギー系コース（C） 固体高分子形水電解の不純物起因劣化時における性能回復手法の検討
エネルギー系コース（C） 歪緩和層挿入超格子太陽電池における正孔を含むキャリア輸送特性評価
エネルギー系コース（C） Methane production by catalytic reaction using hydrogen derived from
photovoltaic
エネルギー系コース（D） 画像処理技術を用いた高齢者の行動認識に関する研究
エネルギー系コース（D） CT 画像再構成アルゴリズムのための PWM 乗算器に関する研究
エネルギー系コース（D） シリコーンゴムの絶縁及び撥水性の低下特性と回復特性
エネルギー系コース（D） カメラを用いた牛舎内の牛の摂食行動検知に関する研究
エネルギー系コース（D） CMOS コンパレータにおけるシステマティックオフセット電圧低減手法に関する研究
エネルギー系コース（D） 容量入れ替え法を用いた逐次比較型 ADC のための組合せ容量の最適化に関する検討
エネルギー系コース（D） パルス光を照射した太陽電池モジュールの過渡応答特性に関する研究
エネルギー系コース（D） 3 次元モデルを用いた屋内電波伝搬に関する数値的評価
エネルギー系コース（D） 非同期型コンパレータを用いた時間領域増幅器に関する研究
エネルギー系コース（D） 誘電体バリア放電を用いたマンゴー軸腐病防除および殺菌特性に関する研究
エネルギー系コース（D） 空冷を用いた小規模熱電発電システムの開発に関する研究
エネルギー系コース（D） コンクリート中の金属柱からの電磁波散乱応答に関する研究
エネルギー系コース（D） ＣＶケーブルの水トリー劣化位置標定に関する研究
エネルギー系コース（D） プラズモニック導波路により構成される共振器構造に関する研究
エネルギー系コース（D） 人体腹部の電波影響に関する数値的評価
エネルギー系コース（D） シミュレーションを用いた太陽電池モジュールにおける非接触電位測定の評価
エネルギー系コース（D） グレーティングカプラにおける同方向光波結合特性に関する数値的検討
エネルギー系コース（D） 牛の耳標を用いた牛の個体識別に関する研究
エネルギー系コース（D） フォトニック結晶により構成される微小共振器の基礎特性
エネルギー系コース（D） 誘電体導波路とプラズモニック導波路の光結合に関する検討
エネルギー系コース（D） 電力ケーブル中の部分放電の常時監視技術
エネルギー系コース（D） Voltage Profiles on HV Distribution Lines with Various Network Configurations
and Customers
エネルギー系コース（D） Influence of Defective Bypass Diodes on Electrical and Thermal Properties of
Photovoltaic String and Array
エネルギー系コース（D） Predicting Calving Time of Dairy Cows by Time Series Model
機械・情報系コース（E） 加速度のみを用いたウシのモニタリングのための実時間行動推定手法
機械・情報系コース（E） 豚の体重推定のための領域抽出と特徴量取得に関する研究
機械・情報系コース（E） ワイヤレス給電回路の負荷変動による送電電力低下を改善する手法について
機械・情報系コース（E） 管内で複数台のロボットを用いた共同作業を目的とした移動メカニズムと相互通信
手法
機械・情報系コース（E） 幾何的手法に基づく UAV の経路計画に関する研究
機械・情報系コース（E） 周期性のある構造化光と機械学習を用いた三次元計測
機械・情報系コース（E） 遮蔽に対してロバストな AR マーカの開発
機械・情報系コース（E） 自動車運転評価のための生体情報解析に関する研究
機械・情報系コース（E） コンクリート構造物における非破壊検査を目的とした打音検査ユニット及び点検ロ
ボットの開発
機械・情報系コース（E） 複数ターゲットへのワイヤレス電力伝送における周波数と効率の関係
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機械・情報系コース（E）
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機械・情報系コース（E）
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機械・情報系コース（F）
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機械・情報系コース（G）
機械・情報系コース（G）
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機械・情報系コース（F）
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機械・情報系コース（F）

機械・情報系コース（G）
機械・情報系コース（G）
機械・情報系コース（G）
機械・情報系コース（G）
機械・情報系コース（G）
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不安定なベースをもつマニピュレータに関する研究
三次元データと実空間の対応方法に関する研究
テニスプレイヤーのポジションとポーズ情報を用いた打球方向予測
ワイヤレス給電研究のための回路方程式自動生成について
次世代燃料電池用高性能 Pt-Ni 合金担持触媒の開発
燃料電池用白金系触媒の酸化物担体への担持法の開発およびチタン系複合酸化物担
体の組成最適化
全方位の移動を目的とした複数のサブクローラを持つ多方向移動クローラ機構と
フィードバック制御手法
マルチモーダル言語を用いた感情認識
プロペラ推力利用ベランダ把持壁面移動装置の研究
3D Swimming Motion Control of Paddle Based Shrimp-like Robot
Pig Weight Estimation System Using Linear Regression Model
レーザにより燃焼制御を行う固体マイクロスラスタの研究
ビームダウン式太陽集光装置のためのバッチ式熱交換器の開発
人工股関節ステムの設置位置が骨反応に及ぼす影響
周期的加熱を受ける不均質長方形板の曲げ振動解析 ( 下面での温度変化が零に保た
れる場合 )
非定型大腿骨骨折の生体力学的評価
飼料タンク洗浄・塗装ロボットの改良設計 ( ロボット本体の軽量化設計と試作 )
並列 2 平板後流におけるレイノルズ数の影響に関する実験的研究
重心移動を利用したロボットシステム操作時の筋活動評価
GFRP/clay セラミックスの汚水浄化材への応用
短周期ボアホール地震計に搭載する３成分一体型速度センサの開発
回流水槽による低レイノルズ数領域における二平板まわりの流れ現象に関する研究
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効率向上に関する研究
Ni-W 電着工具の製作に関する研究―電着時間や電流密度の適切なめっき膜生成条件
についての検証―
フレキシブル継手の２段設置による配管内音波伝播の低減効果
畜産生産性向上のための畜舎内温熱環境推定シミュレーション
局所熱処理による人工股関節ステムのヤング率グラデーション
ツインスクリュー膨張機による太陽熱エンジンの実行可能性の検討
ビームダウン式太陽集光装置のための蓄熱粒子流動型レシーバの開発
冷蔵庫用レシプロ圧縮機を柔軟に支持するための非線形ばね支持要素の開発
ディスクグラインダ使用に伴う手腕振動の発生要因の解明とその抑制に関する研究
水推進剤を用いた宇宙機用大電力アークジェット推進機の研究
超小型航空機用翼型の空力特性に関する数値的研究
ビームダウン式太陽集光装置のためのレトルト加熱方法の検討
Numerical Study on the Aerodynamic Characteristics of NREL S809 Airfoil for
Wind Turbine
DESIGN AND TEST OF NITROUS OXIDE/DIMETHYL ETHER BIPROPELLANT THRUSTER USING
IMPINGEMENT INJECTOR
患者データを用いた機械学習による病状予測
視線追跡機能付き HMD を用いた眼位異常検出
ブロックチェーン技術とプロキシ再暗号を用いた医療データ管理システムに関する
研究
機械学習によるログ解析を用いた WAF Mod Security 用チューニング支援ツールの開
発
AR 技術を用いた教育支援アプリの開発
自然言語仕様書から機械学習を用いた VDM++ 仕様書の型定義と定数定義を自動生成
する手法の提案
個体毎の領域分割を用いた遮蔽に強い複数物体追跡
音声入力を用いた農作業記録管理システムの開発
省電力長距離通信を利用した津波災害時の避難支援システムの研究
マップアプリケーションを利用した再配達を含めた配達ルート最適化
Development of Email Spam Classification System based on Machine Learning
Approach
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宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程

○ 宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程

改正

平 成 24 年 ４ 月 １ 日
制
定
平成 29 年 10 月 17 日

第１条 宮崎大学工学部（以下「本学部」という。
）は、学術刊行物として宮崎大学工学部紀要（以
下「紀要」という。
）を電子媒体として毎年１回発刊する。
第２条 紀要は、本学部における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、学内外との学術交流を
果たすことを目的とする。
第３条 投稿代表者は、工学教育研究部の教員とする。
第４条 紀要の編集は、宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会（以下「広報・地域連携委
員会」という。
）が行う。
第５条 投稿締切日、電子化経費、その他紀要の発刊に関連する必要事項は、広報・地域連携委員
会で決定するものとする。
第６条 紀要への投稿は、広報・地域連携委員会の指定する様式に従って行い、広報・地域連携委
員を通じて行うものとする。
第７条 紀要への投稿物の掲載に当たっては、次に掲げる区分を設ける。
(1) 学術論文（総合論文）
(2) 学術論文（研究報告論文）
(3) 資料
２ 前項第１号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表の研究論文、既発表論文の集大成又
は内容を追加・補充し、論文としたものを原則とする。
３ 第１項第１号は、広報・地域連携委員会が査読者を選出し、審査の後、掲載の可否を決定する。
４ 第１項第２号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表論文であるものとする。その掲載
に当たっては、関係教員了承済みのものを原則とする。
５ 第１項第３号への投稿は、調査・実験などで得られた有益な資料などを対象とし、その採否は
広報・地域連携委員会が行う。
第８条 紀要に掲載された投稿物の著作権は、原則として本学部に帰属し、本学部はそれらの投稿
物を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録できるものとする。
第９条 第３条、第６条及び第７条に定めるもののほか、投稿に関する必要事項は別に定める。
附 則
１ この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
２ 宮崎大学工学部学術刊行物規程は廃止する。
附 則
この規程は、平成 29 年 10 月 17 日から施行し、平成 29 年４月１日から適用する。
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研究報告論文は、宮崎大学学術情報リポジトリに
記載されています。
(https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/)
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