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ギ酸二量体の電子励起状態に関する理論的研究 

学籍番号 24413548氏名  陳 東輝 

指導教員名 志田 典弘 

 

1 はじめに 

水素結合ネットワークを介した多重水素移動反応

(MPT)は、酵素反応やシグナル伝達等生体機能の発現

に関わるあらゆる生体内化学反応で重要な役割を果

たしている。これらの反応は多くの場合、電子励起

状態に関与することから、励起状態水素移動反応

（ESPT）のメカニズムの解明が古くより課題とされ

てきた。 

図１に示すように、ギ酸二量体における２重水素

移動反応(DPT)は、MPTの本質を掴むためのプロート

タイプとして、電子基底状態に対して実験及び理論

の両面幅広く研究されている。しかしこの系におけ

る電子励起状態の研究が極めて少ない。過去の研究

では、基底状態と同じ対称性を仮定した平衡状態（EQ）

における垂直励起状態の解析に限られていた[1]。一

般的に二量体分子の励起状態は、分子全体が励起し

た状態と片側の分子だけが励起した状態の２つの候

補が考えられ、そのエネルギー準位は非常に近接す

ることが予想される。そしてこれら２つの状態は、

反応経路の途中で複雑に交差する可能性も考えられ

る。そこで本研究では、ギ酸二量体の電子励起状態

に着目し、この系におけるDPTに対応した電子励起

状態の特性を高精度な非経験的分子軌道計算を用い

て詳細に解析することを目的として研究を行なった。

特に（１）電子励起状態を精度良く記述する方法の

検討、（２）垂直励起だけではなく反応経路に沿った

電子状態の変化、（３）電子状態間の状態交差の可能

性、（４）電子状態と分子構造の対称性などの点を重

視して研究を行った。 

2 方法 

DPT の解析では、反応経路上のエネルギーや構造

変化が小さいため、異なる励起状態の全ての分子構

造を高精度で計算する必要がある。そこで、本研究

は励起状態の分子軌道法の中で一番信頼性の高い

MR-CI 法を主な計算法として採用し、CIS 法と

CAS-SCF法を補助的に併用した。 

これには、まず最初に CIS計算を行い励起状態の

大まかな様子を確認し、次にこの結果をもとに 

 

CAS-SCF 計算を行い、最後に MR-CI 法で動的電子相

関の補正を加えた。MR-CI法の参照状態には CAS-SCF

法の結果を用いた。CAS-SCF の計算には、対称性を

課した場合は８電子６軌道、及び対称性の制限を外

した場合は４電子３軌道の２種類の活性空間を用い

た。対称性を課した場合については、遷移状態（TS）

のみ D2h 対称性、それ以外の構造には C2h 対称性を仮

定して計算を行ない、片側励起については、全て C1
対称性で計算を行った。なお C1 対称性では、非平面

構造の記述も可能となる。基底関数には、Dunning

の aug-cc-pVDZを用いた。 

3 結果 

◇  対称性を課した計算結果 

図２は、HF法で得られたギ酸二量体の基底状態の

EQと TSに対して CIS計算を行い、得られた低い方

から８個の電子状態の垂直励起エネルギーと電子状

態の対称性に基づく相関を点線で表したものである。

S1, S2 状態のエネルギーがかなり近接しており、そ

の差はほとんどないことが解った。また波動関数の

対称性よりS1, S2 状態は、EQ→TSで状態交差を起こ

すことなくスムーズにつながっていることがわかる。

それに反しTSの S3, S4状態では、EQの更に高い励

起状態と状態交差を起こす。その結果、EQとTSで

異なる対称性の電子状態が得られた。 

図１： ギ酸二量体の水素移動反応 

  

表１：反応障壁 

図２：垂直励起エネルギーと対称性 
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表１は、いろいろな計算法で求めた S0, S1, S2状

態の全エネルギーと反応障壁(BA)を比較したもので

ある。S1, S2状態共に、基底状態に比べてBAがかな

り大きくなっていることがわかる。また、MR-CI法

はCAS-SCF法に比べてBAがかなり減少することもわ

かる。これより、励起状態における動的電子相関の

重要性が示唆された。 

図３は、CAS-SCF 法で求めた S1状態の反応経路及

び TS、途中の構造（I）、EQにおける励起に対応した

自然軌道を表したものである。 

 

図２の相関図で予想された通り、S1状態の反応経

路は EQから TSへと滑らかに繋がり、それと共に電

子状態も滑らかに変化して行くことが確認された。

また自然軌道の形状からもわかるように、S1状態の

電子状態は主にO原子の非占有軌道(n)からC原子を

中心とした反結合性軌道(*)への励起であることが

確認された。 

 また最適化された分子構造も波動関数と同じよう

に、EQに対してはC2h 対称性、TSに対してはD2h 対

称性となった。 

◇ 対称性の制限を外した計算結果 

次に、このような対称性を仮定することが妥当か

どうかを検討するために、対称性を一切外した C1対

称性のもとで行った。 

表２は、波動関数に C2h対称性を仮定し両側のギ酸

が均等に励起した状態と、C1対称性に落とした時の

S1状態のエネルギーとEQを示したものである。 

 

 

C1対称性の方がC2h 対称性の計算よりもエネルギ

ーが 0.2 a.u.以上低くなっていることがわかる。ま

た基準振動解析では、C1対称性では負の固有値がな

いのに対して、C2h 対称性では負の固有値が２個現れ

てしまう。これより C2h 対称性の構造は不安定なポ

テンシャルエネルギー曲面上の定常点に過ぎず、本

当の平衡構造は更に対称性の落ちた構造であること

がわかった。C1対称性の基で得られた EQでは、片側

のギ酸のみが大きくゆがんだ形をとり、分子全体で

は平面構造すら保たれていなかった。これは、片側

のギ酸のみが励起した状態に対応すると考えられる。 

図４、表３は、S1, S2 状態の IRC反応経路と反応

障壁である。 

 

 

２つの反応経路のグラフからは、S1, S2 状態とも

滑らかなエネルギー変化を伴う反応経路が得られる

ことがわかる。両側励起とは励起のタイプが全く異

なるが、この計算で得られたS1 状態のBAは、表１の

両側励起のBAと良く対応がとれている。一方S2 状態

のBAは4.1 kcal/molと非常に小さな値になっている。

おおまかに言って片側励起のS2 状態は、両側励起の

S3, S4 状態に対応する。従ってS2 状態では、図２の

ようにEQとTSの間で状態交差が起こることが予想さ

れる。しかしながらC１対称性の基では、交差する２

つの状態は常に同じ対称性となるため、これら２つ

の状態は交差することなくウイグナー・ノイマンの

非交差則により滑らかに変化して行くことが示され

た。 

4 まとめ 

以上より「ギ酸二量体の本当の励起状態は、片側

のギ酸のみの電子励起とそれに伴う非平面構造の

EQや TSである」ことが解った。また、S2 状態は高

励起状態と状態交差が起こることが示唆された。 

5  参考文献 
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図３：S1 状態の反応経路と自然軌道 図４：S1, S2 状態のIRC反応経路 

表３：S1 状態の反応経路と自然軌道 

表２：対称性の有無によるS1  状態の平衡構造 
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時系列データのフラクタル的解析手法について

学籍番号 25413505 氏名 伊佐次 礼
指導教員 大鑄 史男

1.本論文の目的

本論文は「Higuchi法の方法はボックス次元を推定し

ようとしているものである．」という主張の正当性をより

強固なものにすることを目的としている．本稿では時系

列データの理論的モデルとして河野の自己アフィン関数

[5]と [2]で紹介されている自己アフィン関数（F -自己ア

フィン関数と呼ぶ）を統合拡張した拡張 F -自己アフィン

関数を定義し，そのボックス次元を求め，両端変動法を

適用した結果と比較する．その結果，拡張 F -自己アフィ

ン関数では，両端変動法の上極限，下極限，ボックス次

元が同じ範囲に収まり，ボックス次元と両端変動法が一

致する可能性があることが分かった．また，河野の自己

アフィン関数とファルコナーの自己アフィン関数につい

ては両端変動法によってボックス次元が推定されること

が示されている [4][5]が，本稿ではもう少し広い範囲で

一致することが示される．これら結果により，Higuchiの

方法によって得られるフラクタル次元は多くの場合ボッ

クス次元である，という主張が補強されることになる．

2.ボックス次元

Nδ(A)を A ⊆ R2を覆うのに必要な直径 δ > 0以下の

集合の最小個数とする．Aの上ボックス次元と下ボック

ス次元は，以下のように定義される．

dimBA = lim sup
δ→0

logNδ(A)

− log δ
,

dimBA = lim inf
δ→0

logNδ(A)

− log δ
.

これらの上極限と下極限が等しく極限が存在するとき，

それを Aのボックス次元と呼び，dimBAと書く．

dimBA = lim
δ→0

logNδ(A)

−logδ
.

ボックス次元には他に同値な定義があるが，特に経験科

学上重要なものは，上の式のNδ(A)をAと交わりをもつ

δ-mesh cubesの個数としたものである．R2上の δ-mesh

cubesとは，[m1δ, (m1 + 1)δ]× [m2δ, (m2 + 1)δ] の形の

正方形である．

3.Higuchiの方法と両端変動法

Higuchiの方法の手順は以下の様である [1]．データ点

数N，サンプリングタイム∆tの時系列データX(i) (i =

1, · · · , N)が得られたとする．時系列データを k で粗視

化し，時系列のデータセットを次の様に k個構成する．

X̃m(k) :

X(m), X(m+ k), X(m+ 2k), . . . , X

(
m+

[
N −m

k

]
k

)
m = 1, 2, 3, . . . , k

この X̃m(k) (m = 1, · · · , k) に対して次の様な「長さ」
と呼ばれる量 Lm(k) (m = 1, 2, 3, . . . , k) を定義する．

Lm(k) =

[N−m
k ]∑

i=1

|X(m+ ik)−X(m+ (i− 1)k)|
k

ここで [ ]はガウス記号である．最後に k で粗視化され

た時の時系列の長さを Lm(k)の算術平均で定義する．

< L(k) >=

k∑
m=1

Lm(k)

k

この < L(k) >を kに対して，両対数でグラフにプロッ

トして最小二乗法で当てはめた直線の傾きの絶対値をこ

の時系列データ X(i)のフラクタル次元と呼ぶが，意味

することは必ずしも明確ではない．

Higuchi法の理論的背景が以下に示す両端変動法であ

る．f : [0, 1] → R の δ 幅での平均両端変動量 av(δ)を

K = [1/δ]として，

v(δ) =

K∑
n=0

|f((n+ 1)δ)− f(nδ)|, av(δ) =
v(δ)

δ
.

と定義する．Higuchi 法は次の極限値を推定していると

考えられる．

lim
δ→0

log av(δ)

− log δ

極限が存在しない場合は，上極限と下極限を考えること

になる．

4.拡張 F -自己アフィン関数

{S1, · · · , Sm0}, {T1, · · · , Tm1} を下記のように定義さ
れるR2 上のアフィン変換とする．

Si

[
t

x

]
=

[
γ0
i 0

a0i c0i

][
t

x

]
+

[
γ0
1 + · · ·+ γ0

i−1

b0i

]

Ti

[
t

x

]
=

[
γ1
i 0

a1i c1i

][
t

x

]
+

[
γ1
1 + · · ·+ γ1

i−1

b1i

]
0 < γ0

i < 1, |c0i | < 1, c0i ̸= 0 0 < γ1
i < 1, |c1i | < 1, c1i ̸= 0
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Si, Ti を統一的に記述するために，Rk
i (k = 0, 1) を以下

のように定義する．

Rk
i

[
t

x

]
=

[
γk
i 0

aki cki

][
t

x

]
+

[
γk
1 + · · ·+ γk

i−1

bki

]

Rk
i =

{
Si, k = 0, i = 0, · · · ,m0,

Ti, k = 1, i = 0, · · · ,m1.

ここで，t方向（横方向）の縮小率を x方向（縦方向）の

縮小率より小さいとする．Rk
1 , R

k
mk
それぞれの不動点は，

k に関わらず同一であるとして，

pk1 = Rk
1(p

k
1) =

(
0,

bk1
1− ck1

)
pkmk

= Rk
mk

(pkmk
) =

(
1,

akmk
+ bkmk

1− ckmk

)
, k = 0, 1

p01 = p11 = pl, p0m0
= p1m1

= pr

とおき，Rk
i はRk

i (pr) = Rk
i+1(pl), (1 ≤ i ≤ mk−1, k =

0, 1) を満たすものとする．

ω = (ω1, ω2, ω3, · · · ), ωj = 0 or 1 のような系列を考

え，以下のようにしてフラクタル図形を構成する．

pl と pr をつないでできる線分を E0 とおく．

Rω1
i (E0), i = 1, 2, · · · ,mk は Rω1

i (pl)と Rω1
i (pr) をつ

なぐ折れ線 E1 を構成する．自明な場合を除くために，こ

れらの全点は同一線上にはないとする．

この E1 をさらにアフィン変換 Rω2
i , i = 1, · · · ,mω2

で変換すると，それ自身が折れ線である Rω2
i (E1), i =

1, · · · ,mω2 を繋げた折れ線が得られる．この折れ線を

E2 と書く．このような手続きを続けることで

En : Rωn
1 (En−1), R

ωn
2 (En−1), · · · , Rωn

mωn
(En−1)

の折れ線が順次決まり，n → ∞として，アトラクター
Fω が決まる．このアトラクターは，[0, 1]上の実数値関

数のグラフと考えられ，拡張F -自己アフィン関数と呼ぶ．

また，γ0
i = 1

m , 0 < c0i < 1, i = 1, 2, · · · ,m とし，
ω = (0, 0, 0, · · · )のような系列を考えればRk

i によってで

きる関数 F(0,0,0,··· ) はファルコナーの自己アフィン集合

によってできる関数 F そのものであり，縦方向に 1
9 倍，

横方向に 1
3 倍し，必要に応じて反転するような変換を考

えれば，河野の自己アフィンの代表例である Peano関数

を構成することができる．

拡張 F -自己アフィン関数について以下が成立する．

定理 1 p = limn→∞
∑n

i=1 ωi/n として極限が存在す

るとき，Fω のボックス次元は次のようである．

dimBFω =

1−
q log(|c01|+ · · ·+ |c0m0

|) + p log(|c11|+ · · ·+ |c1m1
|)

q log γ0
max + p log γ1

max

,

q = 1− p.

dimBFωは系列 ω内での 1 or 0の割合によって依拠する．

定理 2 Fωに両端変動法を適用した結果は以下のよう

である．

1− log γmax

log γmin

·
q log(|c01|+ · · ·+ |c0m0

|) + p log(|c11|+ · · ·+ |c1m1
|)

q log γ0
max + p log γ1

max

≤ lim inf
δ→0

log av(δ)

− log δ
≤ lim sup

δ→0

log av(δ)

− log δ

≤ 2− log γmax

log γmin(
1 +

q log(|c01|+ · · ·+ |c0m0
|) + p log(|c11|+ · · ·+ |c1m1

|)
q log γ0

max + p log γ1
max

)
また，ボックス次元については以下が成立する．

1− log γmax

log γmin

·
q log(|c01|+ · · ·+ |c0m0

|) + p log(|c11|+ · · ·+ |c1m1
|)

q log γ0
max + p log γ1

max

≤ dimB Fω

≤ 2− log γmax

log γmin(
1 +

q log(|c01|+ · · ·+ |c0m0
|) + p log(|c11|+ · · ·+ |c1m1

|)
q log γ0

max + p log γ1
max

)
また，ファルコナーの自己アフィン関数と河野の自己

アフィン関数については，両端変動法の上極限と下極限

とボックス次元がそれぞれ一致し，アフィン変換をひと

つだけにした拡張 F -自己アフィン関数についても両端変

動法はボックス次元を与えることが証明される．

5.結論及び今後の課題

拡張 F -自己アフィン関数では，一般的に両端変動法の

上極限と下極限とボックス次元が同じ範囲内に収まるこ

とが示された．一致することは証明されていないが，可

能性は存在することがわかる．また，ω = (0, 0, 0, · · · )の
場合は一致することが示されていて，Higuchi hougaボッ

クス次元の推定値を与えていることが強く推察できる．

今後の課題として，一般的に一致することを確かめる

ことおよび非整数ブラウン運動の場合についての考察が

残されている．
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1 はじめに 

雲の研究における重要な問題のひとつは，雲粒子

がどれほど速く成長し雨粒子となるかである.雲粒

子成長の初期にはまわりの水蒸気が凝結して雲粒子

半径が増大するという拡散過程が一つの要素となる

が, これだけでは雨粒子になるまでに長い時間を要

する. ある程度雲粒子がおおきくなると， 雲粒子

の衝突により合体,成長メカニズムが重要になると

考えられる．そこで本研究では粒子間の衝突，併合

を組み込んだプログラムを開発しその整合性を検証

した.また,衝突プログラムの高速化をする事で実際

の雲に近い条件で長い時間の計算ができるように改

良し,高速化達成後は様々な条件での衝突の影響の

違いについて検証した. 具体的な条件として，高度

1500mに置かれた１辺25.6cmの立方体の中に雲粒子

をランダムに分散させるものとし,乱流場は一様等

方性とする.非圧縮性 Naviier-Stokes 方程式(以下

NS 式)をフーリエスペクトル法を用いた直接数値計

算(Direct Numerical Simulasion)で計算した.さら

に高速化のためMPIを用いた並列計算を導入してい

る． 

 

2 雲粒子間衝突計算の高速化 

雲粒子の衝突においては，２つの雲粒子間の距離

がある条件に達したら合併し,質量保存の法則，運動

量保存の法則を満たすといった簡単なモデルを採用

した．併合した場合，併合後の粒子の物理量は衝突

した２つの粒子のどちらかの配列に上書きし，もう

一方の粒子は消滅させることで更新されていき，全

体の粒子数は減尐していくこととなる.雲粒子同士

の 2体衝突の計算を文字通り全ての粒子ペアについ

て判定すると膨大な量の衝突判定を行わねばならず，

膨大な計算時間を必要とする．計算時間を削減する

ために以下のような方法をとった．並列計算を行う

ために全領域を多数の領域に分割し各プロセスに割

り当てる．各プロセス内の領域をさらに多数の 

 

 

 

セルに分割し，このセル内の粒子についてのみ衝突

判定を行う．実際にはセル内だけでなく隣接するセ

ル内の粒子との衝突も考慮するが，セルの各辺と 8

個の頂点については，現実の雲粒子密度はそれほど

高くないので無視した．これらにより 1ステップあ

たりの衝突計算時間は総当たりの場合と比べて 100

倍以上の加速を得て、現実の雲粒子数密度で長時間

の計算が可能となった. 

 

 

Fig. 1  Comparison of computational time for 

collision per step 

 

3 衝突計算の整合性の検証 

粒子衝突が正しく行われているかどうかを検証し

た．ある時刻における一辺Lの領域内での総衝突数

を Nとすると，単位体積，単位時間当たりの衝突数

  は以下のようになる. 

dtL

N
NC 3

         (3.1)     

ここで dt は時間刻み幅である. 衝突において重要

な無次元パラメータは粒子の特性時間   と乱流

のコルモゴロフ時間   との比，ストークス数   

である．ここで   を粒子半径とすると  ,  ,   

は以下のように定義される. 
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 は乱流の単位質量当たりの運動エネルギー散逸

率,   ,   はそれぞれ水,空気の密度,  は動粘

度である.ストークス数が十分小さい場合,衝突数

  は Saffman and Turnerらにより 

2
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ppC rnN       (3.3) 

と与えられている. 

定常乱流中 50R  でSt = 0.01, 0.1, 1, 2 の

場合につき，総粒子数      ，粒子数密度 

       個      で衝突数を計算し，Saffman 

Turnerの理論式と比べた．図2は衝突数の時間的推移

である．Saffman-Turner の式で衝突数を評価すると

約Nc = 17 であり、St = 0.01 のときはほぼ理論値

と一致しているが,St が大きくなるにつれ理論値と

のずれは大きくなっている． 

 

    Fig. 2  Time variation of collision frequency 

 

4 衝突による影響の検証 

 雲粒子の衝突に当たり,合併,水蒸気,温度場,粒

径分布,重力を順次取り入れて,各要因の影響を調べ

た. 粒子半径が m30 程から衝突の効果が表れる

といわれているが, m30 程ほどではまだ水蒸気

の凝結との相乗効果で粒子が成長している事が分か

った.また,粒子が大きくなるにつれ衝突が頻繁に起

こるという結果が得られた.雲の成長のにおいては

ある程度粒子が成長してきた段階で粒子間衝突が重

要な要因になると考えられる. 

 

 

Fig. 3  半径の時間推移(水蒸気 off) 

 

Fig. 3  半径の時間推移(水蒸気 on) 

 

5 まとめ 

本研究では雲粒子の衝突過程を導入し,その計算

の高速化を行い,衝突計算の妥当性を検証した. ま

ずはじめに計算時間の高速化によりこの様な計算が

できるようになった.さらに水蒸気や重力,粒径分布

などによる衝突の効果の違いによって,平均粒子半

径と粒径分布がどの様に変わるか検証した.衝突の

効果については半径 m30 程ほどの粒子では水蒸

気の凝結の効果がまだ重要で,粒子が大きくなれば

なるほど凝結の効果より衝突の効果が効いてくる事

が分かった.今後は計算時間を延ばし, 半径 m30

から雨を降らすような m100 の粒子になるまでの

計算を目指す. 
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1	 はじめに	 

  Liイオン二次電池は車載用などの大型電源とし
ても用いられることが検討されるが，更なる高容

量・高エネルギー密度といった高性能化，安全に対

する信頼性の向上，低コスト化が不可欠である．近

年，現在のLiCoO2に替わる高容量正極活物質とし

て，Li2MnO3-LiMO2 (M = Co, Ni etc.) 固溶体材料に興
味が持たれている．また，Liイオン二次電池の安全
性の問題に対する解決策の一つとして固体電解質材

料が期待されており，結晶性固体電解質材料

Li3xLa2/3-xTiO3 (通称LLTO) が高イオン伝導体として
盛んに研究が行われている．しかし電池の多くの性

能は電極材料や電解質そのものの特性だけでなく，

電極/電解質界面の構造と物性に大きく左右される
ため，高性能化のためには界面近傍の微視的な構造

や充放電時の化学反応を明らかにする必要がある．

本研究はこのような背景のもとに，第一原理計算に

基づいて (1) 固溶体正極材料内部と，(2) 固溶体正
極/固体電解質界面の，初期充電過程における微視的
な構造と電荷補償機構について詳細に検討した． 
2	 シミュレーション条件	 

	 本研究で用いられた固体電子構造の計算方法であ

るバンド計算法は，密度汎関数理論に基づく平面波

基底 PAW法[1]によるものである．電子状態計算に
は第一原理計算コードVASP[2]を用いており，交換
相関相互作用にはGGA+U[3]を導入の上，スピン分
極を考慮した計算を行っている．Li挙動の計算には
NEB法[4]を用いている． 
3	 固溶体正極材料内部の計算	 

	 固溶体正極材料内部の解析として，Li2MnO3 
(LMO) 結晶について，Li 欠損形成エネルギー，Li 
脱離に伴う電荷補償，Li 拡散に関しての計算結果を
示す．(i) LMOでは従来のLiCoO2正極と異なり，Li
脱離に伴う電荷補償は酸素が担うこと (図1)，(ii) 遷
移金属層からもLiの脱離が行われ得ること (図 2) 
を系統的に示し，高容量を発現している理由を理論

的に解明している．また，より現実に近いLi+ + Mn4+

→ Ni2+ + Co3+モデル (Co/Ni 置換固溶体モデル) に
関して比較検討を行ったところ，(iii) Li脱離に伴う
電荷補償は，LMO結晶と違って遷移金属のCoが担
うこと (図 3)，(iv) Co/Ni近くのLi 欠損形成エネル
ギー (3.9〜4.1 eV) がLMO領域 (4.54 eV) よりも小
さくなることが分かった．これは実験での初期充電

過程における価数変化の報告[5]と一致しており，固
溶体材料中における局所構造とCo/Niの置換に伴う
初期充電過程の反応機構の一部を解明している. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 : Li2MnO3におけるLi拡散活性化エネルギー． 
Li2MnO3 には 4h, 2c サイト(Li 層)，2b サイト
(Li1/3Mn2/3層) の 3つの Liサイトが存在している．
Li1/3Mn2/3層からもLiの脱離が行われ得ることが示
唆されている． 

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

En
er

gy
 [e

V]

Normalized migration path

(b) 4h→2c

(c) 4h→2b

(a) 4h→4h

Mn

O

Li

Li

Li

Co
O

図 1 : (a) Li2MnO3, (b)LiCoO2 のLi脱離に伴うホー
ルの 3次元プロット．Li2MnO3では O-2pが Liの
電荷補償を担っている． 
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4	 表面・界面モデルの計算	 

	 正極LMOと固体電解質LLTOの界面についての
計算結果を示す．格子定数の整合性が取れている界

面モデルでLi欠損形成エネルギーを計算したとこ
ろ，(i) LiLaO終端面とTiO終端面とで顕著な違いが
あること (図 4) が分かり，さらに電子状態解析から，
(ii) 終端面での差は界面での結合状態の違いに起因
していること (図 5) が分かった．本計算結果より，
界面抵抗の変化に関与すると考えられているLi空
乏層[6]の厚さが終端面に大きく依存し，終端面の制
御が界面構築において必須であることが予想される． 
5	 まとめ 
	 本研究では高容量かつ安全性の高い電池の開発に

向けて，第一原理計算を用いてLiイオン二次電池固
溶体正極材料について充放電時の化学反応の解明を

図ったものである．その結果，正極および正極/固体
電解質界面の微細原子構造・電子構造と初期充電過

程における反応機構の一部を解明し，材料設計にお

ける新たな指針を示している．本研究のような理論

研究は，実験事実だけからは窺い知ることのできな

い原子・電子レベルの情報を得ることができ，材料

設計上の重要な情報が得られる強力な開発ツールと

なることが示されている．今後，さらに第一原理計

算と高精度な実験計測を組み合わせることにより，

経験を超えた工学の創成が期待できる． 
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図 4 : LMO/LLTO界面モデルにおけるLi欠損形成エ
ネルギー．終端面で顕著な違いが見られる． 

図 5 : 界面形成に伴う電荷密度の変化．黄色は増加，
水色は減少を表しており，結合状態に違いが見られ

る．比較的イオン結合的な LiLaO終端では電子のス
クリーニングが起こりやすくなり Li 欠損形成エネ
ルギーが下がると考えられる． 
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コピー数多型データにおける遺伝子異常領域同定の高速化
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1 はじめに

近年のマイクロアレイ技術の発達により,これま

でより容易に遺伝子データが得られるようになっ

た. 遺伝子からは個々の疾患のリスクなどの有用

な情報を得ることができるため, 目的に合わせた

様々な解析手法が提案されている.

遺伝子から得られる情報のひとつにコピー数多

型 (Copy Number Variation:CNV)データがある.

通常の染色体においてゲノムコピー数は本来 2本

であるが, 特定の疾患を持つ患者の染色体におい

ては連続してコピー数の増幅や欠損が生じること

がある. 増幅や欠損が染色体に連続して見られる

場合, その領域を異常領域と同定することで疾患

の治療に役立てることが可能となる. 本稿では検

定の多重性を考慮したうえで 2群間における異常

領域の発生頻度に有意に差が見られる領域を統計

的検定によって同定する手法を紹介し, その高速

化の提案を行う.

2 多重検定の問題

2群間における異常領域の統計的検定を行う場

合, 任意の長さを持つ領域を検定する必要がある.

probe数 (CNVデータの長さ)を nとしたとき想

定される領域の数は nC2となり nに応じて非常に

多くなってしまう. このような複数の検定を同時

に行うことを多重検定と呼び, 検定の対象が多い

場合, 2群が同様の分布から発生したものであった

としても偶然に有意水準を超える差が生じること

がある.

2群間の検定における有意水準を pとし, 同時に

N 個の検定を行うとき, 少なくとも 1つの検定で

有意に差があるとされる確率は 1−(1−p)N < Np

となり, 検定の数が多くなればなるほど誤った検

定結果が生じやすくなる. 多重検定の問題を考慮

して検定を行う際は, 多重検定における第 1種の

誤り確率を示す Family-wise error rate (FWER)

が有意水準以下となるように補正して検定を行わ

なければならない.

代表的な補正方法としてボンフェローニ法が挙

げられる. しかし, ボンフェローニ法では検定の数

が増えると補正が非常に厳しくなり, 2群間に差

がある場合でも有意に差があると判断されにくく

なってしまう.

2.1 testableな検定と untestableな検定

ボンフェローニ法での検出力の低下を改善する

ため検定領域を testableと untestableに分類する.

多重検定における検定対象の中には検定を行な

わなかったとしても FWERに影響を与えないも

のが存在すると知られており [1], FWERに影響

を与えない領域を untestable, それ以外を testable

とし, p値に testableの数のみを用いて補正するこ

とで, FWERを有意水準以下に抑制しつつ, ボン

フェローニ法よりも高い検出力をもつ検定が可能

となる.

2.2 testableの分類

実際に testableを検出するには, 検定を行う対

象が取り得る最も低い p値を求めなければならな

い. 例えば, 分割表を用いた独立性の検定では片側

の群に曝露したサンプルが偏ったときを想定する.

各検定対象が取りうる中で最も小さな p値を求

め, 昇順にソートしたものを p̃
(1)
min < p̃

(2)
min < . . . <

p̃
(i)
min < . . .とする. そして, p̃

(1)
min+ p̃

(2)
min+ . . .と足

していき有意水準 αを超えるまでに足された遺伝

子を testableとする. このように testableを定義

することで FWERを有意水準以下に制御するこ

とができる.

しかし, 遺伝子などの大規模なデータを扱う場

合には探索数が非常に多くなり, 計算コストが膨

大なものとなってしまう. そのため, 本研究では主

に testable分類の高速化について考察する.

3 異常領域の検定

本研究では離散値データに対する検定を対象と

する. CNVデータを閾値に応じて増幅/欠損 (1)

と異常なし (0) の 2 値として処理を行い, フィッ

シャーの正確確率検定によって有意差を検定する.
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閾値 th=0.2 th=0.4 th=0.6 th=0.8
naive 提案法 naive 提案法 naive 提案法 naive 提案法

testable探索 1317.65 72.739 326.665 80.753 144.207 87.066 83.505 95.588
行列作成 - 7.137 - 7.136 - 7.133 - 7.128
検定など 12.11 15.09 10.466 12.711 10.028 12.921 9.957 12.069
合計 1329.76 94.966 337.131 100.6 154.235 107.12 93.462 114.785

表 1: 計算時間の比較

3.1 隣接組み合わせ法

離散データに対する多重検定を行うアルゴリ

ズムとして既に Limitless Arity Multiple-testing

Procedure(LAMP)[2]が提案されている. LAMP

は任意の遺伝子同士の組み合わせにおいて testable

同士の組み合わせでしか testableとなり得ないこ

とを利用し, testable分類の高速化を図っていた.

CNVデータに対して導入した場合, 隣り合う遺

伝子の組み合わせのみを考えれば良いことに着目

し, 隣り合う遺伝子が双方とも testableであると

きのみその組み合わせを考え, それ以外は探索を

行わないことで計算時間の削減を図った. 組み合

わせた遺伝子における各サンプルの増幅/欠損は組

み合わせるそれぞれの遺伝子において双方ともに

増幅/欠損がみられる場合に限定する. testableと

なる領域は一定数以上の増幅/欠損サンプルが見ら

れる領域であると定義しているので, 領域を拡げ

るにつれて増幅/欠損サンプルは減少し, testable

となりにくくなるため探索の候補は減少していき

testableの分類が効率良くできる.

3.2 高速化アルゴリズムについて

本研究では, 更なる高速化の提案として増幅/欠

損が連続して続く領域の情報を行列として保存し,

testableを探索するときに活用することで更なる

計算時間の削減を達成した. 詳細なアルゴリズム

については本論文を参照していただきたい.

長さをN , サンプル数を S, testableとなる単一

probe数が tとなるデータにおいて計算時間の評

価を行うと, 総探索ではO(St2)だったものが提案

アルゴリズムではO(SN + tS logS)となる. つま

り提案アルゴリズムは testableの数が増え探索候

補が大きく増加するデータであっても安定した高

速化がみこまれると考えられる.

4 計算機実験

乳がんの CNVデータから得られるサブタイプ

HERとTripleNegativeを用いて 2群の統計的検定

図 1: HER vs. TripleNegative

を行った.データは 235833の長さを持っており,検

定対象となる領域数は約 29億と膨大となる. サン

プル数は HERが 54, TripleNegativeが 53となっ

ている. 得られた異常領域の場所をヒートマップ

(図 1)に緑色で示し, 増幅/欠損を定義する閾値を

変化させ総探索と提案法の計算時間を比較した結

果を表 1に示す.

5 まとめ

本稿では,多重検定を考慮した統計的検定によっ

て遺伝子異常領域を同定する方法および, その高

速化について紹介した. 現状では離散値検定のみ

の適用となっており, 連続値を用いた検定に拡張

させることが今後の課題である.

参考文献
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1 まえがき

近年, 計測技術と情報技術の発展により, 数多の
データを容易に収集できるようになった.それに伴
い, 集めたデータから有用な情報を得るため, デー
タ解析の需要が高まっている. しかし, 人手を介し
たデータ解析は時間効率やコストの面から敬遠さ
れており, 高速かつ安価な機械学習による解析が
注目を浴びている.

機械学習のタスクにおいて, 未知の入力に対応
する連続値の出力値を推定する回帰学習の手法が
ある. 本稿で用いる分位点回帰分析も, その回帰学
習のひとつであり, ユーザが与える分位点と呼ば
れるパラメータにより, データを分位点の比に応
じて分けるような回帰関数を推定できる. 一般的
に回帰データは特定の分布から発生したデータと
仮定されるため, 回帰データの真の期待値と分散
が分かるならば, 異なる分位点における回帰関数
は交差しないことが予測される. だが従来の分位
点回帰分析では複数の分位点に関する関数を学習
する際, 独立に学習を行うため, 分布に沿った学習
を分位点間で行うことができない問題があった.

提案手法では, 従来の独立していた学習をマル
チタスク学習の拡張手法であるパラメトリックタ
スク学習 [1]により, 全分位点に対して相互に関連
性を持たせた一括学習を行う. その際に, 各分位点
における解の間に共通性と独立性を調整するよう
なパラメータを導入するスパース正則化を適用す
ることを考え, その有用性を計算機実験を通して
確認する.

2 問題設定

2.1 分位点回帰分析

入力を xi ∈ Rd, 出力を yi ∈ Rとするような学
習データ, {(xi, yi)}ni=1が与えられているとする.

また, 本稿で考える回帰関数は分位点パラメータ
を τ として f(xi) = w⊤xi + bと表される.

分位点回帰分析はユーザが設定する分位点 τ ∈
[0, 1]を用いて,データを1−τ : τの比に分割するよ
うな回帰関数を生成する手法である. この時, 損失

は推定値 f(xi), ユーザが与える分位点 τ ∈ [0, 1],

入出力 xi, yiを引数とした

L(τ, w, b, xi, yi)

=

{
(1− τ)|yi − f(xi)|, if f(xi) > yi,

τ |yi − f(xi)|, if f(xi) ≤ yi,

で表され, 最適化問題としてユーザが定める正則
化パラメータ C > 0を用いて

min
b, w

n∑
i=1

L(τ, w, b, xi, yi) +
C

2
R(w), (1)

と表現される. ここで R(w) は正則化項であり,

Ridge正則化 (ℓ2正則化) Rℓ2(w) = ||w||22 = w⊤w

を用いることが一般的である. 本研究の目標は, こ
の分位点回帰分析に対し, 複数の分位点に関する
より性能の良い学習器を作ることである.

2.2 ℓ2,1正則化付きマルチタスク学習

分位点をタスクと考え, τ = τ1, τ2, . . . , τT , T ∈
Nの多数の分位点を一括学習する ℓ2,1正則化によ
るマルチタスク学習を考える. ℓ2,1 正則化は各タ
スクごとの解wtを列ベクトルに持つ解行列W ∈
Rd×T に対して Rℓ2,1(W ) = (

∑d
i=1 ||wi||2)2 によ

る正則化を行うもので, 各分位点において共通し
た特徴である行ベクトルをスパースにしやすい特
徴がある [2]. その結果, タスク間の解空間を共有
するような学習を行うことができる. そのため ℓ2,1
正則化による学習は, 有用な特徴のみを用いて学
習を行う特徴選択とみなすことができる.

3 提案手法

3.1 ℓ2,1 + ℓ2正則化

提案手法では, スパース正則化として ℓ2,1 正則
化を拡張した ℓ2,1 + ℓ2 正則化を考える. ℓ2,1 正則
化で考えられる欠点としては, 独立な学習におけ
る Lasso(ℓ1正則化)のようにデータにスパース性
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を取り入れることで学習器の性能が落ちる場合が
ある. そのため, Elastic Netのようにスパース性
を調整するハイパーパラメータ θ ∈ [0, 1]を用い
て新たな正則化項

Rℓ2,1+ℓ2(W , θ) = θRℓ2,1(W ) + (1− θ)Rℓ2(W ), (2)

を考える. これをマルチタスク学習に応用すると,

最適化問題は

min
{bt, wt}Tt=1

T∑
t=1

n∑
i=1

L(τt, wt, bt, xi, yi)

+
C

2
Rℓ2,1+ℓ2(W , θ),

(3)

と表現される.

3.2 パラメトリックタスク学習

前節では, 用意する分位点が離散的な場合を考
えたが, その分位点が分位点全体を通して有意な
タスクかは不明である. 現実的に, 分位点は連続パ
ラメータであり, 分位点全体を通した構造を学習
するならば, 部分的に同時学習するのではなく, 分
位点の取りうる値 [0, 1]全体を一括して学習する
方が自然である. この時, パラメトリックタスク学
習は, 全分位点に対する損失の総和を取るため, 定
積分を用いて

min
b(τ), w(τ)

∫ 1

0

n∑
i=1

L(τ,w(τ), b(τ),xi, yi)dτ

+
C

2

∫ 1

0
R(w(τ))dτ,

(4)

と表される. 正則化項である R(w(τ))は, 提案法
である ℓ2,1 + ℓ2正則化をパラメトリックタスク学
習で扱うことができるように拡張する.

一方で, 特徴選択を行う本手法は, 有用な特徴
を生成する特徴抽出を行うように拡張できる. 学
習する特徴空間を正規直交行列 U により射影さ
れるものだと考えると, 特徴抽出における関数は
g(xi) = w⊤U⊤xi+bとなる.しかし,解wと行列
U を同時に求める場合, 非凸な最適化問題になっ
てしまう. そのため, a = Uwによる 2変数の同時
学習をすることで, 解 aに関する凸な最適化問題
を解き特徴抽出学習を行う. 具体的な変換や証明
などは本論文で述べる.

3.3 位置尺度モデルへの対応と利用

本提案法は, 位置尺度モデルと呼ばれる関数モ
デルと対応付けた学習を行うこともできる. 位置

尺度モデルは回帰データの期待値 µ(xi), E[ϵ] =

0, V [ϵ] = 1を満たすノイズ ϵ, 入力により尺度が
変わる分散 σ(xi)より, Yi = µ(xi) + σ(xi) · ϵと
表現される.

この時, 期待値 µ(xi)を最小二乗法で学習し, 提
案法で学習する出力を ŷi = yi−µ(xi) と変形する
ことで, 位置尺度モデルの分散部分 σ(xi) · ϵを直
接学習することが可能である. この対応関係は, 非
凸な位置尺度モデルの最適化問題を凸緩和するこ
とで導出可能で, 詳細は本論文にて説明する.

4 計算機実験

分位点回帰分析による全分位点に対する, テス
トデータに対する損失 Lを, 従来法と提案法で比
較する.複数のデータセットに対して,解を学習し,

全分位点における損失の総和の平均を示したもの
が表 1である. 実験の詳細は本論文で述べるが, 表
より, 提案法が従来法に比べてより有用な結果を
出していることが確認できる.

表 1: 実験結果
Data 従来法 特徴選択 特徴抽出

yacht h 16.66 14.78 14.70

eunite2001 23.10 21.79 21.84

mpg 19.22 18.53 18.53

housing 24.47 23.26 23.24

concrete 62.71 58.19 57.98

mg 106.7 106.9 107.0

airfoil 101.7 98.12 98.09

wine(red) 174.3 175.5 175.6

space ga 238.1 235.1 234.0

5 まとめ

本稿では, 無数に存在する分位点回帰分析に対
し, 提案法であるスパース正則化を用いて分位点
全体を同時に学習することを提案し, 計算機実験
を行うことでその有用性を確認した.

参考文献

[1] Takeuchi, Ichiro, et al. ”Parametric Task

Learning.” Advances in Neural Information

Processing Systems. 2013.

[2] Argyriou, Andreas, Theodoros Evgeniou,

and Massimiliano Pontil. ”Convex multi-task

feature learning.” Machine Learning 73.3

(2008): 243-272.
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1 はじめに 

乱流の多くはニュートン流体においてレイノルズ

数が大きい時に生じる現象である．一方で，レイノ

ルズ数が小さい場合に流れは層流となるが，非ニュ

ートン流体である高分子溶液の流れにおいては，そ

の強い弾性が流れ場に影響を及ぼし，流れが層流か

らある種の乱流状態へと遷移する事が知られている．

これは弾性乱流"(Elastic Turbulence)"と呼ばれ，

近年多くの実験，数値研究が行われている[1-4]．弾

性乱流は,ニュートン流体における乱流といくつか

の類似点がある事が知られている．それは，抗力・

揚力の増加や幅広い時間・空間スケールに渡って揺

らぎが励起されることである．特に，流れの運動エ

ネルギースペクトルはべき則 𝐸(𝑓) ∝ 𝑓−𝛼を示す．

ここで，指数𝛼の値は弾性乱流の実験でα=3.5となっ

ている[1]．近年,高分子溶液のこのような特性をマ

イクロ流路内の物質混合に応用する事が考えられて

いる． 

2 基礎方程式と手法 

高分子の力学的挙動を，有限伸張性の非線形バネ

で 2個の小球を連結する事でモデル化する．これは

FENE(Finitely Extensible Nonlinear Elastic)ダン

ベルモデルと呼ばれる．ここでは流体中のダンベル

モデルの運動方程式について記述する．希薄系を扱

うので，異なるダンベルモデル間での相互作用は無

視する．𝑛番目のダンベルモデル(𝑛 = 1,2, ⋯ , 𝑁𝑡) 

の運動方程式は以下のように表される． 

𝑑𝒙𝑖
(𝑛)

𝑑𝑡
= 𝒖 (𝒙𝑖

(𝑛)
, 𝑡) +

𝑟𝑒𝑞

√2𝜏𝑠

𝑾𝑖
(𝑛)                                

−
1

4𝜏𝑠
𝑓 (

|𝑹(𝒏)|

𝐿𝑚𝑎𝑥
) (𝒙𝑖

(𝑛)
− 𝒙𝑗

(𝑛)
).   (1) 

溶媒の速度場は𝒖(𝒙, 𝑡)とする．本研究では，FENEダ

ンベルモデルを扱うので𝑓(𝑧) = 1/(1 − 𝑧2)を用い 

る．|𝑹(𝒏)|はダンベルの末端間距離,𝐿𝑚𝑎𝑥はダンベル

の最大伸び切り長，𝜏𝑠はダンベルの緩和時間， 𝑟𝑒𝑞は 

 

 

ダンベルの平衡長を表す．また𝑾1,2
(𝑛)

(𝑡)は溶媒中の

ブラウン運動によるランダム力を表す．下つき文字

は  (𝑖, 𝑗) = (1,2) 𝑜𝑟 (2,1) の 値 を と る ． 𝛿𝑖𝑗 は

Kronecker のデルタであり，𝛿(𝑡)は Dirac のデルタ

関数である． 

溶媒の基礎方程式について記述する．流体は非圧

縮流体とすると，流体の運動は連続の式と NS方程式

に従う． 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 ,                                           (2) 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 =  −

1

𝜌𝑠

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 + 𝛽𝛿𝑖1 + 𝜈𝑠

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
2    +

1

𝜌𝑠
 𝑇𝑖𝑗

𝑝
 . (3) 

ここで溶媒の密度は小球の密度𝜌𝑑 に等しく

𝜌𝑠 = 𝜌𝑑 = 1に設定している．高分子によるストレ

ス場 𝑇𝑖𝑗
𝑝
は次のように表される． 

𝑇𝑖𝑗
𝑝(𝒙, 𝑡) = ∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑝

𝑁𝑡

𝑛=1

(𝒙𝒈
(𝒏)

) 𝛿 (𝒙 − 𝒙𝒈
(𝒏)

) ,             (4) 

𝑡𝑖𝑗
𝑝

(𝒙𝒈
(𝒏)

) =
𝜈𝜂

𝜏𝑠

𝑉

𝑁𝑡
[
𝑅𝑖

(𝑛)
𝑅𝑗

(𝑛)

𝑟𝑒𝑝
2

𝑓 (
|𝑅(𝑛)|

𝐿𝑚𝑎𝑥
) − 𝛿𝑖𝑗] . (5) 

ここで𝑉は領域の面積(𝐿𝑥 ×  𝐿𝑦)，𝒙𝒈
(𝒏)

はダンベル

の重心座標を表し，下付き文字𝑖, 𝑗はそれぞれ 

(𝑖, 𝑗) = 1,2の値をとる．𝜂は高分子の濃度に比例す

るパラメータである． 

 計算領域は，𝑥，𝑦方向が𝐿𝑥 = 4，𝐿𝑦 = 2の長方形

とし,その中央に一辺の長さ１の角柱を図１のよう

に配置する.左右は周期境界，上下は固体壁境界条件

を用いる． 

 

図１，計算領域の模式図 
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3 計算結果 

流れ場の弾性乱流への遷移を流れの抵抗，周波数ス

ペクトルの振る舞いを通して検証する．また，弾性

乱流への遷移前後で流れ場にどのような変化がある

かを議論する．なお，本研究ではワイゼンベルグ数

を𝑊𝑖 = 𝜏𝑠/𝑇で定義し，𝑇は流体の特性時間を表す．

データは流れ場が定常となった時のものである． 

 

図２,揚力係数の標準偏差 

 

揚力係数の標準偏差の振る舞いを図２に示す．図

２から𝑊𝑖 = 1.5以降で，揚力係数の標準偏差が急激

に増加している．よって𝑊𝑖 = 2前後で流れの揺らぎ

が大きくなっており，𝑊𝑖 = 2前後で流れが乱流へと

遷移していると推測できる． 

 

図３，速度𝑢の周波数スペクトル(𝑊𝑖 = 2.9) 

 

𝑊𝑖 = 2.9での主流方向速度𝑢の時系列データの周

波数スペクトルの振る舞いを図３に示す．測定点は

角柱の後方側の淀み点と角柱の角，壁付近の３点で

ある．図３より全ての点で周波数スペクトルの冪則

が観測された．その冪指数は，角柱周りで冪指数 3

より緩やか，壁面付近で 3程度を示した．淀み点の

スペクトルは他の領域に比べて小さい値であった． 

渦度の可視化結果をニュートン流体の場合を図４，

𝑊𝑖 = 2.9の高分子溶液の場合を図５に示す．両者を

比較すると，ニュートン流体の左右対称上下反対称

の構造が淀み点近傍で変化している．具体的には，

角柱前方の淀み点は上流側に移動し，角柱後方の淀

み点付近では 1つの小さな渦対を示しており，渦度

場の左右非対称性を確認した． 

 

図４，ニュートン流体の渦度場 

 

図５，希薄高分子溶液の渦度場(𝑊𝑖 = 2.9) 

5 まとめ 

本研究では，平行流路内に設置された物体周りの

流れにおいて，高分子鎖が流れ場に及ぼす影響をと

りこんだ並列計算を実施した．その結果， 𝑊𝑖 = 2前

後で流れが乱流へと遷移する事を見出した．また，

周波数スペクトルの冪指数は３程度の値を示し，渦

度場は淀み点近傍で大きな変化を見せた． 

今後の展望としては，物質混合の解析や高分子モ

デルのマルチビーズモデルへの拡張が挙げられる． 

6 参考文献 
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1	 はじめに	 

	 電気回路のダイオードのように整流方向にのみ熱

が流れる現象を熱ダイオード効果という．界面熱伝

導度（熱伝導率）は電気伝導率に比べて，物質や構

造による違いが小さいため，熱ダイオードの作成に

は多くの工夫が必要となる．そのため，現在有効な

熱ダイオードは非常に少ない．熱ダイオードの設計

には熱伝導の解析が不可欠であるが，分子レベルで

行う必要があるため，実験での解析は容易ではない．

そこで，分子動力学法（MD法）を用いた計算機シミ

ュレーションにより，異なる物質の界面における熱

ダイオード効果を検証した．	 

	 

2	 非平衡法	 

	 熱伝導率を求める手法として，非平衡法がしばし

ば用いられる．熱伝導率はフーリエの法則から実際

に計算することができる．しかし，本研究で扱うエ

ポキシ樹脂とAlの界面は，界面で大きな温度差が生

じるため，熱伝導率では議論しにくい．よって本研

究では，界面熱伝導度を用いて議論する[1]．界面熱

伝導度は	 

𝐺 = 𝐽/∆𝑇                                (1)	 
と表すことができる．ただし𝐽は熱流束，Δ𝑇は温度
差である．	 

	 非平衡法は，対象系の両端に高温部と低温部を作

ることによって温度勾配を与え，その温度勾配を維

持するために高温部に与えたエネルギー，あるいは

低温部から奪ったエネルギーから界面熱伝導度を求

める手法である．非平衡法は，高温に制御する場所

で，様々な波長をもつフォノンが自動発生するのを

待つ必要があり，長い時間のシミュレーションが必

要となる．そのため本研究では，並列化やリンクリ

スト法などの高速化を用いて計算をした．	 

	 

3	 シミュレーション条件	 

	 本研究では，図１のような高分子系であるエポキ

シ樹脂と金属である Al	 の界面について熱伝導シミ

ュレーションを行った．	 	 

	 

図1：エポキシ樹脂と金属Alの界面	 

	 

	 エポキシ樹脂の分子内の計算とエポキシ樹脂とAl

はDREIDING	 force	 field[2]，Al固体内ではEAMポテ

ンシャルを採用した[3]． 
	 

4	 シミュレーション結果	 

	 本研究では高温部を 250K，低温部を 150K とし，

系全体を平均200Kにして計算した．つまり高温部と

低温部に100Kの温度差をつけた．エポキシ樹脂から

熱が伝わる場合と Al から熱が伝わる場合を比較し

たいので，エポキシ樹脂 250K，Al150K の時（図 2，

図4）と，エポキシ樹脂150K，Al250Kの時（図3，

図5）の二通りを計算した．図2，図3から熱流束，

図 4，図 5 から温度差を計算することができる．そ

の時の界面熱伝導度を表1に示す．ただし，十分に

構造緩和を行ってから計算を始めた．	 

	 

図2：高温部に与えたエネルギーと低温部から奪った

エネルギー（エポキシ樹脂250K，Al150K）	 
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図3：高温部に与えたエネルギーと低温部から奪った

エネルギー（エポキシ樹脂150K，Al250K）	 

	 

図4：温度分布（エポキシ樹脂250K，Al150K）	 

	 
図5：温度分布（エポキシ樹脂150K，Al250K）	 

	 

表1	 界面熱伝導度	 

エポキシ樹脂

の温度[K]	 

Alの温度[K]	 界 面 熱 伝 導 度

[W/(m^2・K)]	 

250	 150	 7.41	 ×10^(-9)	 

150	 250	 3.33×10^(-9)	 

350	 250	 3.26	 ×10^(-9)	 

250	 350	 1.16	 ×10^(-9)	 

	 

5	 まとめ	 

	 エポキシ樹脂，Alをそれぞれ高温部にした時を比

較したところ，Al→エポキシ樹脂の時よりもエポキ

シ樹脂→Al の時の方が界面熱伝導度も高くなった．

これは平均温度を 300K にした場合も同様の結果と

なった．	 

	 Alに比べエポキシ樹脂は柔らかい分子のため，高

い振動数のフォノンが存在できない．そのため，Al

で発生したフォノンはエポキシ樹脂との界面におい

て反射する．このためエポキシ樹脂から熱が伝わる

場合のほうが界面熱伝導度は高くなったと考えられ

る．	 

	 本研究の結果により，分子動力学シミュレーショ

ンを用いて，熱ダイオード効果を定量的に確認する

ことができた．しかし，密度の依存性や他の物質で

の計算は行っていないため，今後はより詳細な検証

を行う必要がある．	 
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スペクトル法を用いた IEEE802.16無線通信システムの性能解析 
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1 はじめに 

IEEE802.16無線通信システムは見通し距離50km内

で最大通信速度70Mbpsを実現する広域高速の無線通

信規格である。現在ではIEEE802.16-2004規格に基づ

いたWiMAXというサービスが行われており、さらなる

高速通信を実現できるIEEE802.16ｍ規格に基づく

WiMAX2というサービスへの移行が行われている。 

 IEEE802.16ネットワークに関する研究は、新たな

規格の策定と前後して広く行われている。しかし多

くのパラメータや状態推移が複雑に絡み合うシステ

ムのため、これらの研究の多くは近似的な計算によ

る評価が一般的である。 

そこで、本研究では新たな解析手法としてスペク

トル法をIEEE802.16無線通信システムに適用させる

ことで理論値を求めることを目的とした。スペクト

ル法とは、無限に連なる個々の行列を成分ごとに分

け、スペクトル領域において母関数を用いて表した

方程式による解法のことである。この手法は各々の

パラメータから直接解を求められるため、システム

の確率過程の次元が大きい場合に特に有用である。

しかし、母関数についての境界条件が複雑になる場

合が多く、その方程式は簡単には構成できない。そ

こで本研究ではスペクトル法において非常に重要と

なるカーネル行列について計算し、求めるべき母関

数の存在を仮定ではなく具体的に証明することがで

きた。 

2 IEEE802.16無線通信システムの通信方式 

 IEEE802.16標準規格では PMP(一対多接続)方式が

想定され、1 つの基地局がカバレッジ内の全端末の

通信制御を行う。ネットワーク中の端末はすべて基

地局から割り当てられた帯域幅を利用してデータ送

信を行うため、まず基地局に帯域幅の割り当てを要

求しなければならない。 

 帯域幅要求の衝突を回避するため、各端末は帯域

幅要求の送信前にバックオフを行う。バックオフは

コンテンション期間で行われる。コンテンション期

間はコンテンションスロットと呼ばれる固定時間単

位のスロットで構成される。帯域幅要求を送信した

い端末は、まずバックオフカウントと呼ばれるラン

ダムな整数値を選ぶ。i回目の再送では0から𝑊𝑖 − 1

の範囲から選ばれる。𝑊𝑖はバックオフウィンドウと

呼ばれる値で、バックオフウィンドウの初期値𝑊0を

用いて𝑊𝑖 = 2𝑖𝑊0で表される。バックオフカウント

は1スロット経過する毎に1つずつカウントダウン

され、0 に到達したスロットで端末は帯域幅要求を

送信する。帯域幅要求を送信した端末は基地局から

の帯域幅割り当てを待つ状態となる。利用できる帯

域幅があれば、基地局は端末に帯域幅を割り当てる。

𝑇𝑊フレーム以内に割り当てが行われなければ、端末

は帯域幅要求の再送のために再びバックオフを行う。 

3 マルコフ連鎖によるモデル化 

 本研究では1基の基地局と n台の端末から構成さ

れる IEEE802.16 無線通信システムについて考える。

上田[1]のモデルを基に、マーク端末の状態を 3 次

元の離散時間マルコフ連鎖によってモデル化する。

時間推移はスロット単位で起こるものとする。離散

時刻tにおけるマーク端末のバッファ内のパケット

数、再送回数、バックオフカウント値もしくは帯域

幅割当要求送信後の経過スロット数を表す確率過程

をそれぞれx(t), s(t), b(t)とする。離散時刻tにおけ

るマーク端末の状態はX(t) = (x(t), s(t), b(t))と書

き表せ、X(t)は 3次元の離散時間マルコフ連鎖とな

る。この時のマルコフ連鎖の推移確率行列𝑷を求め

ると次のようになる。 

𝑷 =

[
 
 
 
 
 
𝐶0 𝐴1 𝐴2 𝐴3 ⋯
𝐶1 𝐵1 𝐵2 𝐵3 ⋯

𝐶2 𝐵1 𝐵2 ⋯

𝐶2 𝐵1 ⋯

𝐶2 ⋯

⋱]
 
 
 
 
 

 

これはM/G/1型マルコフ連鎖の推移確率行列となっ

ている。このとき、(i,j)成分の行列はバッファ内の

パケット数がiからｊへ変化するときの推移確率で
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ある。 

4 スペクトル法によるモデルの解析 

 端末の定常状態分布を 

𝝅 = (𝝅𝟎, 𝝅𝟏, 𝝅𝟐 ⋯) 

𝝅𝒌 = lim
𝑡→∞

𝑷(𝑥(𝑡) = 𝑘) 

= (𝜋𝑘,0,0,⋯ , 𝜋𝑘,𝑚,𝑊𝑚+𝑀−1) 

と定義したとき、推移確率行列𝑷との間に𝝅 = 𝝅𝑷と

いう関係式が成り立つ。この式について各成分行列

をまとめると、次の式が得られる。 

{

𝝅𝟎 = 𝝅𝟎𝐶0 + 𝝅𝟏𝐶1

𝝅𝒌 = 𝝅𝟎𝐴𝑘 + ∑ 𝝅𝒍𝐵𝑘−𝑙

𝑘

𝑙=1
+ 𝝅𝒌+𝟏𝐶2

   (1) 

また、次のようにそれぞれの母関数を定義する。 

A(z) = 𝐶0 + ∑ 𝑧𝑘𝐴𝑘

∞

𝑘=1
 

B(z) = 𝐶2 + ∑ 𝑧𝑘𝐵𝑘

∞

𝑘=1
 

𝝅(z) = ∑ 𝑧𝑘𝝅𝒌

∞

𝑘=0
 

式(1)についてこの変換を行うと以下のように書き

直すことができる。 

𝝅(z)(zI − B(z)) 

      = 𝝅𝟎(𝑧𝐴(𝑧) − 𝐵(𝑧)) + 𝑧𝝅𝟏(𝐶1 − 𝐶2) 

𝝅(z) =
[𝝅𝟎(𝑧𝐴(𝑧) − 𝐵(𝑧)) + 𝑧𝝅𝟏(𝐶1 − 𝐶2)]𝑎𝑑𝑗∆(z)

𝑑𝑒𝑡∆(z)
          (2) 

このとき∆(z) = (zI − B(z))と置き、これをカーネ

ル行列とした。det∆(z)が存在する場合、𝝅𝟎および

𝝅𝟏から𝝅(z)を導出することができる。本論文ではこ

の行列式を以下に示すように具体的に導出し、2つの

特異点が存在することを証明することができた。 

det(zI − B(z)) =

𝑧∑ 𝑊𝑖+(𝑚+1)(𝑀−1)−1𝑚
𝑖=0  [𝑧 − 𝑧𝑃𝑚𝑄𝑀−3(𝑄2 + 𝑄 + 1)∆𝑊𝑚

∗ −

z
𝑝

𝑊𝑚
𝑎𝑚𝑐(𝑧)(1 + ∑ ∏ 𝑞𝑗

𝑚𝑛
𝑗=1

𝑊𝑚−1
𝑛=1 ) − (ℎ𝑚,𝑚(𝑎) +

ℎ𝑚,𝑚(𝑏)∑ ∏ 𝑞𝑗
𝑚𝑛

𝑗=1
𝑊𝑚−1
𝑛=1 )]  

この式から、z = 1はシンプルな特異点であり、z = 0

は多重特異点であることがわかる。また、𝝅𝟎及び𝝅𝟏

を求めるためにはその未知数であるW + 1個の方程

式が必要であり、一つは式(1)の上式である。 

ここで、カーネル行列の余因子行列を求める。係

数行列母関数V(z)を用いて、V(z) = ∑ 𝑧𝑘𝑉𝑘
∞
𝑘=0 =

adj∆(z)と置いたとき、k = 1,2,⋯ ,W − 2において

次の方程式が成り立つ。 

{

𝐶2𝑉0 = 0

∑
1

(𝑘 − 𝑙)!
𝐵𝑙𝑉𝑘−𝑙

𝑘

𝑙=0
=

1

(𝑘 − 1)!
𝑉𝑘−1

 

特異点z = 0及びz = 1において、この係数行列と式

(2)を用いて𝝅𝟎及び𝝅𝟏についてのW個の方程式を得

ることができた。したがってこれらのW + 1個の方

程式より𝝅𝟎及び𝝅𝟏を定めることで、𝝅(z)を導出す

ることができる。また、定常状態分布𝝅𝒌の定義から 

𝝅𝒌 =
1

𝑘!

𝑑𝑘

𝑑𝑧𝑘
𝝅(𝑧)|

𝑧=0

 

によって𝝅(z)を再変換することで、𝜋𝑘をすべて求め

ることができる。 

5 まとめ 

 本研究ではIEEE802.16無線通信システムについて

スペクトル法を用いた性能解析を行った。従来の研

究ではカーネル行列の存在は仮定されることが多い

が、本論文ではその証明をすることができた。また、

解析を行っていく中で必要な式や計算はとても煩雑

なものが多く、式の導出だけで多くの時間がかかっ

てしまった。そのため様々なパラメータについてこ

の解法による𝝅𝒌の値を十分に数値シミュレーショ

ンすることはできなかった。一方で比較のために、

近似的にマトリクス法を用いた性能解析は行った。

しかしシステムの状態数が膨大であるため、マトリ

クス法では計算量を抑制したシミュレーションしか

行うことができず、やはり十分なシステムパフォー

マンスの評価は結論付けられなかった。今後の課題

としては、高次の複数階微分を必要とする𝝅(z)の再

変換におけるアルゴリズムの導出が挙げられる。そ

れによって、マトリクス法では扱うことのできない

ような高次元のパラメータも扱えるようになり、定

量的なシステムパフォーマンスの評価が可能になる

と考えられる。 

6 参考文献 
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[2] Wei Feng : “Spectral analysis of IEEE802.11 queueing 
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2014, pp.267-276, (2014) 
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1 はじめに

現実の機械学習問題を考えるとき, 一度学習し
た結果を永続的に使い続けるのではなく, 新たな
データや知見による学習結果の改善を要求される
場面は多い. このような状況では, 当然, 新しい情
報の加え方で学習結果の改善度は大きく変わり得
る. 他方, ストリーミングデータのように, 全ての
データを用いた (バッチ的)学習が困難な状況もし
ばしば観察される. すなわち, 学習に使えるデータ
数に上限があり, 学習者はこの制約の下で最良の
学習結果の獲得を目指す. 以上のような環境の下
では, 学習者には, 常に判別器の汎化性能が改善す
るような学習データ集合の更新が要求される. ま
た, 学習問題を考えるとき, 外れ値が判別器の性能
に与える影響も無視できない. もし外れ値を学習
データ集合に加えてしまえば, 判別器の汎化性能
が悪化する可能性は高い. 従って, 新たに得られ
たデータを学習データ集合に追加する際に, その
データが外れ値かどうかを判定し, 外れ値であれ
ば学習データに加えないといった措置を講じる必
要がある.

本研究の目的は, 1. 逐次的に得られるデータを
バッファに加えるかどうかを判定するアルゴリズ
ムを構成する, 2. 上述したアルゴリズムは, 外れ
値に対して頑健であるようにする, の 2点に集約
される. これら 2つの目的は, 判別器の検証誤差を
基準としたフィルタを用いることで同時に達成さ
れる. 本研究では, 判別器の更新に交差検証法を
多用するが, その際 ball test[3] を用いることで効
率化を図る.

2 逐次追加学習

逐次追加学習とは, すでに学習した概念や知識
などを新たな事実や観測を基に, より洗練させて
いく方法である. “逐次的”という言葉は, 問題と
アルゴリズムの両者に用いられる. 逐次的な問題
の特徴としては, 学習データが事前に得られない
代わりに, 時間とともに 1つずつ得られることや,

学習サンプルが現れるたびに無制限に学習を行う
必要があることが挙げられる. 一方, 逐次的アルゴ

リズムの特徴として, 以前に得られた学習データ
の再学習を必要としないことや, 学習アルゴリズ
ムが学習データの発生分布の変化に適応的である
こと, また, 以前に生成した仮説が目的を達成する
ために遥かに最良に思われても, 常に学習を行い,

得られる結果の質を向上させることが挙げられる.

逐次追加学習の例として, 生まれつき人間が備え
ている学習機能や, ロボットなどの自己適応など
がある.

3 学習効率化の準備

3.1 サポートベクトルマシン

サポートベクトルマシン (SVM: Support Vector

Machine)は機械学習における教師あり分類問題で
用いられる判別器の 1つである. SVMは分類性
能の高さから実データの解析に広く利用されてい
る. 本研究では切片項のない L2-SVM(式 (1))を
用いる.

min
w

1

2
||w||2 + C

n∑
i=1

ξ2i , (1a)

s.t. yi(w
⊤xi) ≥ 1− ξi, ξi ≥ 0, i = 1, . . . , n.

3.2 ball test

SVMの最適解w∗の存在領域は, ある実行可能
解と損失の勾配ベクトルから算出される中心mと
半径 rから

||w∗ −m||2 ≤ r2

とする超球に含まれることが知られている [3]. こ
のことにより, モデルの評価値の範囲が

x⊤m− ||x||r ≤ x⊤w∗ ≤ x⊤m+ ||x||r

と得ることができる. このことを利用して, ball

testにより検証誤差の上限と下限を得られる.
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4 逐次追加学習のための効率的な
データフィルタリング法 (提案法)

本研究では, 逐次的に得られるデータの効率的
なフィルタリング法を提案する (Algorithm 1). 学
習に用いれる学習データ数に上限がある場合を想
定し, 新たに得られたデータを追加するか否かを,

交差検証法を用いて得られた検証誤差により判定
する (提案法 1). 追加すべきと判定された場合に
は, 保持する学習データからランダムに 1インス
タンス取り除くことを繰り返す. また, 交差検証
法で検証誤差を得る前に, ball testを適用し, 検証
誤差の上限と下限を得る. ball testで判定された,

真の検証誤差を得る価値のある場合のみに, 交差
検証法を行うことで, SVMの学習を削減し, 計算
の効率化を図る (提案法 2).

Algorithm 1 Proposal (naive version)

Input buffer B with size N , initial training data
{(xi, yi)}ni=1, criterion of validation error CV Ec,
threshold α.
for t = 1, 2, ... do

Step 1 receive a new data (xnew, ynew).
Step 2 compute a k-fold cross validation error,
CV Et, w.r.t. B ∪ {(xnew, ynew)}.
if CV Et < CV Et−1 × (1 + α) then
B ← B ∪ {(xnew, ynew)}.

end if
if n > N then

update B by randomly replacing one instance
in B with (xnew, ynew).
solve (1) w.r.t. updated B, obtain wnew, set
CV Ec ← CV Et and go to Step 1.

end if
end for

Output wnew.

5 計算機実験

L2-SVMの正則化パラメータはC = 1
bufferSizeと

固定して実験を行う. 検証誤差は 10分割交差検証
法により得る. また, 外れ値を想定し, 4回に 1度
の頻度で新たに得られたインスタンスのラベルを
反転させる.

5.1 実験結果

図 1に汎化誤差の比較を示す. 赤線は従来法, 緑
線は提案法の汎化誤差を表す. 従来法に比べて, 検
証誤差によりフィルタリングを行った提案法の方
が汎化誤差を改善していることがわかる. また, 表
1に 2つの提案法での計算時間を示す.
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図 1: cod-rna: buffer/test=29535, add=500

表 1: 【提案法の計算時間の比較 [sec]】括弧内は
バッファ更新回数を示す. α = 0, 10回平均.

提案法 1 提案法 2

Dataset SVM SVM ball test total

cod-rna 264.736 156.765 0.4946 157.26

6 まとめ

逐次的に得られるデータの効率的なデータフィ
ルタリング法を提案し, 計算機実験によりその有
効性を検証した.
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1 はじめに 

 近年の無線通信端末の普及によって、ユーザーが

インターネットに接続する方法として無線通信を使

用する機会が増えている。無線通信は有線網の敷設

が困難である地域などにおいて、安価にアクセス網

を敷設することができる技術として非常に有用であ

り、その中でIEEE802.16は、ユーザーがインターネ

ットにアクセスするための手段を提供するラストワ

ンマイル技術として期待されている通信規格である。

その為、無線通信の性能向上は常に求められている。 

 本研究で端末の送信アルゴリズムに注目し、

IEEE802.16無線通信ネットワークの性能解析を行う

ことで新規格への指標を示す。特に、マルチチャン

ネル（多チャンネル）による集団送信について[1]

のモデルを拡張させ、実際の通信方式に近いモデル

を構築し、性能解析行う。 

 

2 IEEE802.16無線通信ネットワーク 

1 つの基地局が端末に対し帯域幅を割り当てるこ

とでカバーエリア内の全端末の通信制御を行う。基

地局と端末が送信を行うため、標準規格では複信方

式としてTDD方式とFDD方式が採用されている。本

研究ではTDD（time-division deplexing：時分割複

信）方式で通信を行う。この方式では、端末の送信

期間が（コンテンション期間）決められている。 

送信を行いたい端末は基地局に PN コードと呼ば

れる、基地局に端末情報を送信するコード列の送信

を行うことで、チャンネル獲得、帯域幅要求、デー

タ送信を行う。しかし、PNコード送信はコンテンシ

ョンベースで行われているため、セル内のほかの端

末が、同じ時間、同じチャンネルに送信を行った場

合衝突が発生してしまう。衝突を回避するために、

IEEE802.16システムでは、使用できるチャンネルを

分割し、複数にすることで衝突を減少させている。 

 

 

 

 

また、各端末にはバックオフアルゴリズムが標準

で設けられている。バックオフはコンテンション期

間に行われ、送信を行いたい端末はバックオフカ 

ウントと呼ばれるランダムな整数値を選ぶ。i  回目

の再送では 0 から Wi − 1 の範囲から選ばれる．Wi 

はバックオフウィンドウと 呼ばれる値で，バックオ

フ ウ ィ ン ド ウ の 初 期 値 0W を  用 い て

0

12 WW i

i

 で表される．バックオフカウント 

は 1 スロット経過する毎に 1 ずつカウントダウン

され， 0 に到達したスロットで端末は PNコードを

送信する。再度衝突が発生した場合は、同様に再送

回数を 1つ増やし、再度バックオフ状態になる。 

  

3 モデル設定準備 

 解析を行う前にモデル構築のために、時間、端末

の状態の定義を行う。 

・時間スロット 

 状態の時間推移はスロットと呼ばれる離散時間で

行われる。以下のように仮定し、解析を行う。 

【仮定】 

時間はスロット長σで発展していくものとする。

従って離散時間は{t=kσ,k≧0}となる。 

・端末の状態 

 本研究では、1 つの基地局と M 個の端末で構成さ

れる無線通信ネットワークについて性能解析を行う。

その中で１つの端末に注目し、解析を行う。その端

末をマーク端末と呼ぶことにする。他の端末はマー

ク端末同様の推移をすると考える。 

 端末の状態を表す確率過程を次のようにする。 

q(t):バッファ内のデータ数を表す確率過程 

s(t):再送回数の値を表す確率過程。 

b(t):バックオフカウンターの値を表す確率過程 

このとき端末の状態はΨ(t)=(q(t),s(t),b(t))と表

すことができる。q(t)=0の場合は s(t),b(t)は値を

とらないため、Ψ(t)=(0)と表す。 
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4 多チャンネルバックオフモデルの解析 

 本研究モデルでは、TDD方式・コンテンションベ

ース・バックオフアルゴリズムに加えて、集団送信

スキムを取り入れる。このスキムでは、PNコードの

送信に成功した際に、端末のバッファ内パケット数

が一定数を超えて場合、パケット送信時に1～C個の

パケットを送信する。このとき送信する数はランダ

ムに決定される。また、[1]のモデルではバックオフ

の状態を考慮されていなかった。その為、本モデル

ではバックオフのカウント状態も状態確率過程に取

り入れて解析を行うことで、実際の通信方式に近い

モデルの構築を行う。性能評価では処理量 、バッ

ファ内パケット数q、遅延時間 d を求める。 

 このモデルで、パケットの到着は確率εの幾何分

布に従う。このとき、マーク端末の状態推移は次の

ように行われる。 

 

図1：端末の状態推移図 

この図では表記が困難であるので、b(t)=0に固定し

ている。図左の数字をバッファ内のパケット数、右

側をそれぞれの状態としている。推移確率を求め、

その行列をPとする。 

 ここから定常分布の導出を行う。ここで定常分布

を以下のように定義する。 

)]0())(),(),(Pr[(lim]0[

)],,())(),(),(Pr[(lim][,









tbtstq

rjktbtstqk

t

t
rj





  

このとき定常分布の行列をπとした場合、定常分布

は次のようになる。 

P   1e  

ここから、定常分布方程式の導出を行う。 

次にパケット数について母関数を次のようにする。 







1

,, ][)(
z

k

rjrj zkz   

 

この母関数から各パフォーマンス量が求まる。 
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lは集団送信パケット数、bはパケット発生数、S
は送信に必要なスロット数を表す。 

 

5 まとめ 

 本研究ではIEEE802.16無線通信規格に基づいた

マルチチャンネルによる集団送信モデルを提案し、

性能解析の理論式を導出することができた。 

 理論式から性能の向上が見られた。しかし、数値

計算による性能評価が十分に行えていないため、数

値計算の必要がある。 

今後の展望では、集団送信スキムにおいて、送信

パケット数をランダムで決定していたが、実際には

基地局のバッファ量などの要因が関係してくる。従

って、端末の状態だけでなく、基地局の状態も取り

入れることで、送信パケット数を動的に決定するモ

デルを構築する必要がある。 

 

6 参考文献 

[1] Jun-Bae Seo,"Queueing Behavior of IEEE802.16 Random 

AccessProtocol for Sporadic Data Transmissions"  

[2] Sang-Sik Ahn, Hyong-Woo Lee,Jun-Bae Seo and Choong-Ho 

Cho,"Perfomance Analysis of IEEE802.16e Random Access 

Protocol with Mobility,"  

[3] Jun-Bae Seo and Hyong-Woo Lee et al., "Performance 

Analysis of IEEE802.16d Random Access Protocol," 
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その高分子溶液流れのオイラー‐ラグランジュ計算への応用 
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指導教員名 渡邊 威 准教授 

1 はじめに 

 乱流中に高分子を添加することで起こる現象に，

壁面と流体との間に生じる摩擦抵抗の低減が挙げら

れる．このテーマに取り組むため，フーリエスペク

トル法を用いた乱流と大多数の高分子鎖の相互作用

を実現したオイラー‐ラグランジュ数値計算に，

Volume Penalization(VP)法[1]を適用し，壁面を伴

う乱流計算を行う．しかし，この手法では境界が多

孔質物体で表現されるため，流体が壁領域内部に浸

透し，統計性質にその影響が現れる．したがって，

計算1) VP法を用いた数値計算による壁乱流の統計

性質の検証を行い，さらに計算2)壁乱流の統計性質

に対する高分子の影響の解析へ応用した． 

 

2 基礎方程式 

高分子鎖をダンベルモデルと呼ばれる非線形バネ

で連結した二つの小球でモデル化する．𝑛番目のダ

ンベルモデル(𝑛 = 1,2, ⋯ , 𝑁𝑡 )の，重心ベクトル 

𝒓𝑔
(𝑛)

 及び末端間ベクトル𝑹(𝑛)の運動方程式は次式

で与えられる． 

𝑑𝒓𝑔
(𝑛)

𝑑𝑡
=

1

2
(𝒗 (𝒙1

(𝑛)
) + 𝒗 (𝒙2

(𝑛)
))        

+
𝑟𝑒𝑞

√8𝜏𝑠

(𝑾1
(𝑛)

+ 𝑾2
(𝑛)

)， (1) 

𝑑𝑹(𝑛)

𝑑𝑡
= 𝒖1

(𝑛)
− 𝒖2

(𝑛)
−

1

2𝜏𝑠
𝑓 (

|𝑹(𝑛)|

𝐿max
) 𝑹(𝑛)      

+
𝑟𝑒𝑞

√2𝜏𝑠

(𝑾1
(𝑛)

− 𝑾2
(𝑛)

)． (2) 

ここで𝒖は流体の速度場，𝒗は小球の速度場，𝑾はブ

ラウン運動によるランダム力である．本研究は非線

形バネとしてFENEモデル𝑓(𝑧) = 1/(1 − 𝑧2)を用い

る．また，定数τs及び𝐿𝑚𝑎𝑥は，バネの緩和時間，最

大伸び切り長を表す． 

 流れ場の運動方程式は，非圧縮流体とすると連続

の式とNavier-Stokes(NS)方程式に従う． 

𝜵 ∙ 𝒖 = 0，            (3) 

𝜕𝒖

𝜕𝑡
+ 𝒖 ∙ 𝛻𝒖 = −

1

𝜌𝑓
𝛻𝑝 + 𝜈𝑓

𝜕2𝒖

𝜕𝑥2
+ (1 − 𝜒)𝛼𝒆1 

−
1

𝜂
𝜒𝒖 + 𝜵 ∙ 𝑻𝑝． (4) 

ここで𝒑は圧力場であり，定数𝜈𝑓，𝜌𝑓，𝛼はそれぞれ

流体の動粘性係数，流体の密度，平均圧力勾配を表

す．式(3)右辺第4項はVP項と呼ばれ，𝜂は浸透率，𝜒は， 

𝜒(𝑥2) = {
 1 (壁境界及び内部)

 0 (流体中)    
   (5) 

で与えられるマスク関数である．また高分子による

ストレス場𝐓pは次式で表される． 

𝑇𝑖𝑗
𝑝

=
𝐿1𝐿2𝐿3

𝑁𝑡

𝜈𝑓𝜂𝑝

𝜏𝑠
∑ [

𝑅𝑖
(𝑛)

𝑅𝑗
(𝑛)

𝑟𝑒𝑞
2

𝑓 (
|𝑹(𝑛)|

𝐿𝑚𝑎𝑥
) − 𝛿𝑖𝑗]

𝑁𝑡

𝑛=1

 

× 𝛿 (𝒙 − 𝒓𝑔
(𝑛)

) (6) 

𝜂𝑝は剪断速度をゼロとしたときの高分子溶液の粘

性に対する高分子の寄与を表す．  

 

3 計算 1)の結果 

 VP法を用いた数値計算による壁乱流の統計性質の

妥当性を検証するため，固体壁を扱う壁乱流の数値

計算[2]の結果と比較する．また，3つの浸透率の結

果を比較し，浸透率依存性を調べる． 

Run1-1 Run1-2 Run1-3 

1.2 × 10−3 3.6 × 10−3 1.08 × 10−3 

壁指標で表した平均速度分布を図2に示す．ここで

は対数則及び壁法則に注目する．対数則については，

文献[2]は𝑢1
+ = 2.5 𝑙𝑜𝑔 𝑥2

+ + 5.5である．一方で本

計算は図2より，傾きは一致するものの，切片に浸透

率依存性が見られ，Run1-1から順に5.5，5.3，4.8で

ある．壁近傍の平均速度分布については,文献[2]の

壁法則𝑢1
+ = 𝑥2

+に壁面上での平均速度𝑢1
+|𝑤𝑎𝑙𝑙を加

えた𝑢1
+ = 𝑥2

+ + 𝑢1
+|𝑤𝑎𝑙𝑙で表される．しかし，速度

勾配に差異はないため，性質上は影響がないと言え

る． 
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図2：計算1)の平均速度分布 

 

4 計算 2)の結果 

 壁乱流の統計性質に対する高分子の影響を解析す

るため，高分子モデルを分布させる前(Run2-init)

とさせた後(Run2)の結果を比較する． 

平均速度分布を図3に示す．図3より，対数則は高

分子を分布させる前が𝑢1
+ = 2.5 𝑙𝑜𝑔 𝑥2

+ + 5.1である

のに対し，高分子を分布させた後は 𝑢1
+ =

3.2 𝑙𝑜𝑔 𝑥2
+ + 2.4へと変化している．壁近傍における

平均速度分布は𝑢1
+ = 𝑥2

+ + 𝑢1
+|𝑤𝑎𝑙𝑙で一致する．ま

た，遷移領域では高分子の影響で平均速度が低下し

ており，これが流路平均流速を低下させる要因とな

っている．摩擦抵抗低減が生じると流量は増加する

と考えられるため，本計算では摩擦抵抗低減が生じ

ているとは言い難い．これは壁近傍における高分子

の影響が大きすぎるためだと考えられる．実際に図

4に示す全剪断応力に対する寄与に注目すると，ポ

リマーストレスのピーク時における寄与が 36％程

度となっており，高分子の影響が極めて大きいと言

える． 

 

図3：計算2)の平均速度分布 

 

図4：全剪断応力に対する寄与 

 

5 まとめ 

 本研究は，高分子の添加による抵抗低減効果

について，フーリエスペクトル法を用いた乱流と

大多数の高分子鎖の相互作用を実現したオイラー・

ラグランジュ数値計算に，Volume Penalization(VP) 

法を適用して，壁面を伴う乱流計算を試みた． 

 VP法を用いた数値計算による壁乱流の統計性質

の妥当性の検証では，浸透の影響が見られたものの，

壁乱流の特徴的な性質そのものにその影響はなく，

また浸透率を小さくするほど粘着条件を厳密に満た

す固体壁の場合の結果に近付くという結果を得た． 

そして，高分子モデルを流体中に分布させた計算

に応用したが，遷移領域における平均速度の低下に

よる流路平均流速の低下から，今回の計算では摩擦

抵抗低減は生じていないという結果を得た．この原

因として，高分子の流れ場への影響が大きいパラメ

ータを設定したことが挙げられる．高分子の影響は，

ワイゼンベルグ数𝑊𝑖𝜏の値によりコントロールでき

る．適切な𝑊𝑖𝜏 を選べば，平均速度分布の振る舞い

が変わると考えられる． 
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表 1: 素反応一覧[2] 

不可逆過程の熱力学に基づいた水素気体の燃焼解析 

学籍番号 25413535氏名 坂井 孝行 

指導教員名 杉山 勝  

 

 

1 はじめに 

現代の生活においては，消費エネルギーの約80%

が燃焼によって得られている．その燃焼が行われる

際に排出される，窒素酸化物や硫黄酸化物などの環

境汚染物質が大きな問題となっている．そのため，

燃焼をより効率よく行うことや，燃焼によって発生

する汚染物質をより少なくすることなどが求められ

ている．また，現在広く燃料として使用されている

化石燃料は埋蔵量に限りがあるため，それらの代替

となる燃料が必要となっている．その代替燃料とし

て注目されているのが水素である．水素は燃焼して

も汚染物質が発生しにくいという特徴が挙げられる

[1]． 

そこで本研究では水素の燃焼を数値解析すること

で，特に水素と酸素の混合比が燃焼に及ぼす影響に

ついて調べる． 

 

2 基礎式 

解析を行う際に，以下のことを仮定する． 

・領域内の物理量は一様であるとする． 

・反応は定圧下で行われ，その圧力は大気圧とす

る． 

・気体は理想気体とし，比熱は一定とする． 

・外力や粘性は無視し，流れも無いものとする． 

このときの解くべき基礎式は以下のようになる． 

𝜌
d𝜔𝑖

d𝑡
=∑𝑀𝑖𝜈𝑖𝑗𝑟𝑗

𝑗

 

𝜌𝑐𝑝
d𝑇

d𝑡
= −∑ℎ𝑖𝑀𝑖𝜈𝑖𝑗𝑟𝑗

𝑖,𝑗

 

𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇∑
𝜔𝑖
𝑀𝑖

𝑖

 

 ここで，𝜌は密度，𝜔𝑖は𝑖成分の質量分率，𝜈𝑖𝑗は反応

𝑗における𝑖成分の化学量論的係数，𝑟𝑗は反応𝑗の反応

速度，𝑀𝑖は𝑖成分のモル質量，𝑐𝑝は定圧比熱，𝑇は温

度，ℎ𝑖は𝑖成分のエンタルピー，𝑝は圧力，𝑅は気体

定数を表す．𝑟𝑗は速度定数𝑘と反応物質の濃度の積で

与えられ，ℎ𝑖は標準生成エンタルピー𝐻𝑖
0と𝑖成分の

𝑐𝑝,𝑖を用いて， 

 ℎ𝑖 = 𝐻𝑖
0 + ∫ 𝑐𝑝,𝑖

𝑇

298
d𝑇′ 

と表される． 

解析対象として水素と空気の混合気体を想定し，

その際に考慮する素反応として表1のものを考える

[2]．ここでMは第3体と呼ばれる物質で，窒素な

どが含まれる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各反応の反応速度定数𝑘はこの表の𝐴，𝑛，𝐸を用い

て， 

 𝑘 = 𝐴𝑇𝑛exp(−𝐸/𝑇) 

で表される．また各化学種の物性値は表 2の通りと

した[3]． 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2: 各化学種の物性値[3] 
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図 3: 𝜙 = 0.5から1.0 図4: 𝜙 = 1.0から2. 0 

図 5: 𝜙 = 0.5 図 6: 𝜙 = 1.0 

図7: 𝜙 = 2.0 

図 1: 𝜙 = 0.5から1.0 図 2: 𝜙 = 1.0から2. 0 

3 解析結果 

 基礎式を，4 次のルンゲクッタ法を用いて数値解

析した結果を示す．解析を行う際に，水素と酸素の

混合比を表す指標として，燃料当量比𝜙を 

𝝓 = 実際の混合気が含む燃料の物質量

完全燃焼に必要な燃料の物質量
 

と定義し，この値を変化させて解析を行った． 

 

3.1 当量比𝝓が温度変化に及ぼす影響 

燃料当量比𝜙を変化させた際の，燃焼後の温度を

図1と2に示す． 

 

 

 

 

 

 

 
 

これらの図より，燃焼後の温度は燃料当量比𝜙が

1.0で最も高く，𝜙が1.0から離れるにつれてだんだ

ん低くなることが分かる．さらに，𝜙が1.0よりも小

さくなる場合は大きくなる場合に比べ，より温度が

低くなっていることが分かる． 

次に，燃料当量比𝜙を変化させた際の単位時間当

たりの反応熱の変化を図3と4に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

これらの図より燃料当量比𝜙が0.5から1.0よりも

少し大きくなるまで単位時間当たり発生する反応熱

はより大きくなり，最大値をとるまでにかかる時間

も早くなる．そしてさらに𝜙が大きくなると再び減

少していくことが分かる． 

 

3.2 当量比による化学種の生成速度の変化 

燃料当量比𝜙を変化させた際の各化学種の生成速

度の時間変化を図5，6および7に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの図を比較するとHは，燃料当量比𝜙が0.5

の時は生成速度がピークを迎えた後に減少し，消費

速度でもほぼ同じ大きさの値をとっている．しかし，

𝜙が大きくなるにつれて生成速度のピークは大きく

なり，その後の消費速度は小さくなっていることが

分かる．Oに関しては，これとは対照的に𝜙が小さく

なるにつれて生成速度のピークは大きくなるがその

後の消費速度は小さくなっている． 

 

4 まとめ 

 空間的に一様とみなせる系において水素の燃焼解

析を行った結果以下のことが分かった． 

 燃焼後の温度は燃料当量比𝜙が1.0で最大とな

り，1.0から離れるにつれ低くなっていく． 

 燃料当量比𝜙が大きくなるにつれ単位時間当た

りに発生する反応熱は大きくなりおよそ𝜙が

1.4で最大となり，その後減少していく． 

 𝜙が1.0よりも小さい場合はOが多く生成され，𝜙

が1.0よりも大きい場合はHが多く生成される． 
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雲粒子成長への上昇気流の効果 
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1 はじめに 

 雲は，地球環境に対して大きな影響をおよぼすた

め，雲の成長メカニズムを解明することは，気象を

考える上で重要である．我々は，これまでの研究に

おいて乱流中における雲粒子の凝結，蒸発や衝突・

合体による成長，それに伴う乱流場，温度場，水蒸

気場への影響を考慮することが可能となっている．

今回は，これらに加え上昇気流の効果を追加し，雲

粒子や乱流，温度，水蒸気の時間的発展について計

算を行った．以下で，その結果を報告する． 

 

2 基礎方程式 

雲中を上昇気流 Wで上昇している領域を仮定し，

位置𝑿と流体の速度𝒖に対して以下の様なガリレイ

変換を用いることで上昇気流の効果を取り入れる． 

{
𝑿 = �̃� + ∫ 𝑾(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

= �̃� + 𝐻(𝑡)𝒆𝒛

𝒖 = �̃� + 𝑾(𝑡)

          (1) 

上付きのチルダ記号は，移動する系の変数を表す．

領域内部の乱流 �̃�，浮力𝐵は以下の式で表される．

浮力は，Boussinesq近似を用いている． 

�̃� ∙ �̃� =  𝟎                                    (2) 

𝜕�̃�

𝜕𝑡
+ �̃� ∙ �̃��̃� = −

1

𝜌𝑎
 �̃�𝑝 +  𝜈𝑎�̃�2�̃� 

+ (𝐵 −
𝑑𝑊(𝑡)

𝑑𝑡
) 𝒆𝑧 + 𝒇      (3) 

𝐵 = 𝑔 (
𝑇 − 𝑇𝑒

𝑇𝑒
+ 𝜀(𝑞𝑣 − 𝑞𝑣𝑒) − 𝑞𝑙)            (4) 

ここで，𝜌𝑎は空気の密度，𝜈𝑎は空気の動粘度，𝑔は

重力加速度，𝑇𝑒は基準温度，𝜀は水と空気の質量比，

𝑞𝑣𝑒は基準水蒸気混合比，𝑞𝑙は水分混合比である．上

昇気流の速度𝑊と高度𝐻の方程式は以下の式で定義

している． 

𝑊(𝑡) = 𝑊0 + ∫ 𝐵(𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑑𝑠
𝑡

0

 ，                  (5) 

𝐻(𝑡) = 𝐻0 + ∫ 𝑊(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

  ．                (6) 

ここで，上付きのバー記号は体積平均である．領域

内部の温度𝑇，水蒸気𝑞𝑣は移流拡散方程式に雲粒子

からの効果を追加したものを作る． 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ �̃� ∙ �̃�𝑇 =  𝜅𝑇�̃�2𝑇 +

𝐿𝑣

𝐶𝑝
 �̃�𝑑 − ΓW ，     (7) 

𝜕qv

𝜕𝑡
+ �̃� ∙ �̃�𝑞𝑣 =  𝜅𝑣�̃�2𝑞𝑣 − �̃�𝑑 ．                   (8) 

ここで，𝜅𝑇は温度の拡散係数であり，𝐿𝑣は潜熱，𝐶𝑝は

定圧モル比熱，�̃�𝑑は雲粒子からの効果，𝜅𝑣は水蒸気

の拡散係数である．Γは温度変化率であり，以下の

ように湿潤断熱Γsに，エントレインメント率による

効果ΓEntを足しあわせたものを使用する． 

𝛤(𝑡) = 𝛤𝑠(𝑡) + 𝛤𝐸𝑛𝑡(𝑡)                  (9) 

𝛤𝑠 = {
𝛤𝑑 (1 +

𝐿𝑣𝑞𝑣̅̅ ̅

𝑅𝑑�̅�
) (1 +

𝜀𝐿𝑣
2 𝑞𝑣̅̅ ̅

𝐶𝑝𝑅𝑑 �̅�2
)

−1

(𝑆 > 0) 

𝛤𝑑(1 + 0．846𝑞𝑣̅̅ ̅)
−1

                         (𝑆 < 0)

(10) 

Γ𝐸𝑛𝑡 =

𝜇 (�̅� − 𝑇𝑒 +
𝐿

𝐶𝑝
(𝑞𝑣̅̅ ̅ − 𝑞𝑣𝑒))

1 +
𝑞𝑣̅̅ ̅𝐿2

𝐶𝑝𝑅𝑣 𝑇
2

 

              (11) 

ここで，𝑅𝑑 は気体定数である．雲粒子の位置�̃�𝑙 ，

速度�̃�𝒍 は以下のようになっている． 

𝑑�̃�𝑙

𝑑𝑡
= �̃�𝑙   ，                        (12) 

            
𝜕�̃�𝒍(𝒕)

𝜕𝑡
=  

1

𝜏𝑝𝑙
{�̃�𝑙(𝑡) − �̃�𝑙(𝑡)} 

− (𝑔 +
𝑑𝑊(𝑡)

𝑑𝑡
) 𝒆𝒛   ．   (13) 

変数の下の𝑙 は雲粒子の番号を示す．𝜏𝑝は緩和時間

である．雲粒子半径𝑟𝑙の変化は以下のように求めら

れ，半径は過飽和度Sに比例して成長する． 

𝑟𝑙(𝑡)
𝑑𝑟𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑆(𝑡)  ，           (14) 

S(𝑡) =
𝑞𝑣(𝑡)

𝑞𝑣𝑠(𝑇，𝑃)
− 1   ，       (15) 

           𝑞𝑣𝑠(𝑇，𝑃) =
610．78

𝑃(�̅�，𝐻)
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× 𝑒𝑥𝑝 (17．269
𝑇 − 273．16

𝑇 − 35．86
)  ．(16) 

ここで，𝐾は雲粒子表面での水蒸気拡散係数であり，

𝑞𝑣𝑠は飽和水蒸気混合比，𝑃は圧力である． 

 

3 計算方法 

本研究では地上温度23℃，雲底が500mに存在する

雲中のある領域で乱流，温度，水蒸気混合比などを

考慮して数値解析を行う．この領域は速度Wで鉛直方

向に上昇するとする．乱流場は非圧縮で一様等方か

つ定常状態であると仮定し，乱流場，温度場，水蒸

気混合比はEuler的に，粒子はLagrange的に方程式を

解いていく．3軸方向に周期境界条件を課し，流体方

程式の空間微分にはスペクトル法を，スカラー方程

式の空間微分には，結合コンパクト差分法を使用す

る．時間積分にはホイン法を用いて計算を実行した．  

 

4 計算結果 

 計算結果の図を以下に示す．上昇気流を考慮した

計算をOn，考慮していないものをOffとした．上昇気

流は，初期時刻に0であったものが時間とともに増加

し，480秒付近で最大値8m/s弱まで増加した後下降気

流へと変化している．その後は，同じような周期で

振動している． 

 

図1：上昇気流の速度 

 

雲粒子の平均半径の時間変化について見ていく．

図2に示す様にOffでは，1200秒の間に11μmと全体で

1μm しか凝結成長していない．しかしOnでは，雲粒

子の半径は初めの200秒は上昇気流の速度がさほど

速くないため，Offと同様の成長を見せるが，上昇気

流の速度が速くなり，それに伴う高度の上昇によっ

て600秒間に24μmまで成長している．その後，24μm

から18μmまでの間で蒸発と凝結を繰り返している．

この結果から，上昇気流によって雲粒子の半径成長

は飛躍的に促進されることがわかる． 

 

図2：雲粒子の平均半径 

 

次に，エントレインメント率を幾つか変更した場

合の雲粒子の半径変化の図を示す．エントレインメ

ント率の違いに対して半径の最大値はさほど変わる

ことなくどれも約24μmであり，蒸発による半径の減

少はエントレインメント率が小さいほうが大きいこ

とがわかった．  

 

図3：エントレインメント率による 

雲粒子の平均半径の違い 
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1 はじめに 

私達が普段目にする流れに関する現象の大半は乱

流である．乱流と聞いてイメージし易い津波や台風

は私達の生活を脅かすものである．これらのように

乱流は大変身近で重要な存在であると言えるのだが，

その複雑かつ多様な運動形態の本質は未だ解明され

ているとは言えない．現時点における乱流の研究に

おいて，Kolmogorovが1941年に発表した理論(K41)

は大きな基礎となっている．その理論とは， 

・レイノルズ数が十分大きい 

・単位質量当たりの平均エネルギー散逸率が有限 

という条件下で速度差分 )()( xurxuu  ，及

びスカラー差分 )()( xrx   のモーメン

トについて 

                         𝑆𝑛
𝑢(𝑟) =< 𝛿𝑢𝑛 >= 𝐴𝑛𝑟

𝑛

3 

𝑆𝑛
𝜃(𝑟) =< 𝛿𝜃𝑛 >= 𝐵𝑛𝑟

𝑛
3 

というベキ法則が普遍的に成立するというものであ

る．しかしこの理論の破れは多くの実験で見られた． 

上記の条件を満たすことのできる大規模直接数値

計算(DNS)コードを開発した後藤・渡邊ら[1]により

この普遍性の破れに関する研究が行われている．彼

らは外部よりランダムなスカラー揺らぎ𝑅𝜃の注入

により生成されるスカラー場を ，第3軸方向に加

えられた一様な平均スカラー勾配により生成さ

れるスカラー場をq として，完全に同じ速度場の中

でこの2つのパッシブスカラーを比較している． 

次のスカラーのモーメント𝑆𝑛
𝜃,𝑞

について局所的なス

ケーリング指数を以下の様に定義する． 

 

𝜁𝑛
𝜃,𝑞(𝑟) =

𝑑(𝑙𝑜𝑔𝑆𝑛
𝜃,𝑞

(𝑟))

𝑑(𝑙𝑜𝑔𝑟)
 

DNSによるデータを表したのが図1である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1:スカラー差分モーメントのスケーリング[2] 

 

赤が 𝜁𝑛
𝜃，青が 𝜁𝑛

𝑞
である．もしスケーリング指数が

普遍的であるならば二つの曲線は，慣性移流領域

(100 ≤ 𝑟 𝜂⁄ ≤ 800)で一致しなければならない．し

かし図はnが大きい時一致していない．特に𝜁𝑛
𝜃はｒ

の一次関数となっており， は単純なスケーリング

則に従わないことがわかる．つまり乱流により輸送

されるスカラー場にスケーリング則の普遍性が成立

するという共通の認識が誤りであることを強く示唆

している．本研究では後藤・渡邊のデータ[2]を元に

２つのスカラーに対して可視化を行いその場の構造

の違いを見ていく．高解像度の可視化と高波数側の

寄与をなくすフィルターをかけることにより，その

構造的差異が見られる可能性があり，それによりス

ケーリング則の普遍性の破れの手がかりとなるかも

しれない．さらに本研究においては渦度等の速度統

計量とも比較を行い，乱流混合現象の理解を深める

ことを目指す． 

 

2 基礎方程式 

速度場により輸送されるスカラー場 発展方程

式は以下の移流拡散方程式で与えられる． 

𝜕𝜃

𝜕𝑡
+ (𝒖 ⋅ 𝜵)𝜃 = 𝜅𝜵2𝜃 + 𝑅𝜃 

ここで𝜅 は拡散係数，𝑅𝜃 は Gaussian Randam 

isotropicであり、以下の様に定義される． 

< 𝑅𝜃 > = 0 
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< 𝑅𝜃(𝑥, 𝑡)𝑅𝜃(𝑥, 𝑠) >= 𝐹𝜃(|𝑥 − 𝑥′|)𝛿(𝑡 − 𝑠) 

𝐹𝜃(𝑘) = {
    𝑐𝑓     (1 < 𝑘 < 3)

0          (𝑘 = 0)
 

もう一つのスカラー𝑞は第 3 軸方向に一様なスカラ

ー勾配𝛤をかけた場合のものでそのスカラー発展方

程式は以下の様になる．  

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ (𝑢 ⋅ 𝛻)𝑞 = 𝜅𝛻2𝑞 − 𝛤𝑢3 

 

3 結果と考察 

図1と図2は標準偏差で規格化後の二つのスカラー

場を可視化したものである．図1の等値面は上下に存

在し，横に万遍なく広がっている様子が伺える．図2

の等値面は中心に集まり，縦方向に伸びている様子

が伺えた． 

3次元等値面図のみでは内部構造を確認できない

ため，図3ではスカラー値分布xz断面図を比較した．

左図から の値は全方向に対して伸縮している点

は見られるが，右図においてq がz軸方向に途切れ

ることなく伸びているように見ることができる．こ

れは3次元等値面可視化結果と同様な傾向であり，z

軸方向に一定の相関があることを示唆している． 

後藤・渡邊の研究[1]ではz軸方向のスカラーのフ

ラックス< 𝑢3𝑞 >は0ではなく，負の有限な値を取る

事が記されている． 

𝑁𝑢 = −
< 𝑢3𝑞 >

𝜅𝛤
= −𝐶𝑝𝑃𝑒 < 0 

ここで𝑁𝑢ヌッセルト数，𝑃𝑒はペクレ数，𝐶𝑝は正の定

数である．このz軸方向のスカラー輸送により，z軸

方向にq の広がりが見い出すことができたと考え

られる． 

 

4 まとめと今後の展望 

等値面，断面どちらにおいてもθに比べqのz軸方

向への伸縮は見られた．しかしこの結果は瞬時値を

可視化したものである．可視化結果の信頼性を上げ

るため，他の時間においての可視化結果を取る必要

がある．さらに本研究では可視化による目視が基本

となったため，スカラーの縦成分に関する統計量を

とり，グラフ等でも確認を行うことも重要となる． 

 

 

    図1 5.1 における等値面 

 

    図2 5.1q における等値面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 スカラー値分布のxz断面図 (左：  右：q ) 
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1 はじめに 

無線通信ネットワークにおいて、限られた周波数

資源（チャンネル）を効率よく利用しできるだけ多

数のユーザーが利用できるアクセス方式が展開され

てきた。その一つとして、スロット付きALOHA(S-

ALOHA)方式と呼ばれる多重ランダムアクセス方式が

用いられている。 

 S-ALOHA方式の性能解析はこれまでに広く行われ

ている。従来の研究では、データパケットの到着が

独立で到着率が一定であるという仮定の下で解析が

行われている。しかし、実際の無線通信ネットワー

クでは、データパケットの到着は環境や時間によっ

て変化する相関性トラヒックである。そこで本研究

では、相関性トラヒックをもつS-ALOHA無線通信シス

テムをバッファサイズの異なる2つのモデルで提案

し、性能解析を行った。 

2 S-ALOHA無線通信システム 

 本研究が取り扱うS-ALOHA無線通信システムでは、

1 つの基地局と M 個の端末が同時に通信を行う多重

アクセス方式を想定している。１つの基地局が利用

可能な周波数帯域は限られており、端末の通信が衝

突しないよう、その周波数帯域をチャンネルに分割

している。したがって本研究では P個のチャンネル

をもつ S-ALOHAシステムを考えている。同じ時刻に

同一スロットで2つ以上の端末が送信を行うと衝突

が起き送信は失敗してしまう。そのような衝突を回

避するアルゴリズムとして、一様バックオフを取り

入れている。一様バックオフでは、各端末は送信を

行う際に、バックオフカウンタと呼ばれるランダム

な整数値を[0,1, ⋯ U]から一様に選ぶ。バックオフカ

ウンタは1スロット毎に1ずつカウントダウンされ、

0 に到達すると送信を試みる。また、再送回数をバ

ックオフステージと呼び、バックオフステージの最

大数をJ-1とする。 

パケットの到着トラヒックは相関性トラヒックと

している。これはデータパケットの到着が時間によ 

 

 

って変化するトラヒックである。具体的には、𝑐(𝑡)

を到着トラヒックの状態過程とし、𝑐(𝑡) = 𝑖の時、デ

ータパケットの到着は到着率𝜆𝑖のポアソン過程に従

うとしている。到着トラヒックの状態は推移確率行

列𝑸 = {𝑞𝑖,𝑖′}0≤𝑖,𝑖′≤𝑁−1
に従い推移する。また、到着トラ

ヒックの状態の定常分布をβ = (𝛽1, ⋯ , 𝛽2)とする。 

3 有限バッファモデルの解析 

 端末のバッファサイズが有限である有限バッファ

モデルに対して解析を行う。バッファサイズはKと

する。時刻tにおける端末の状態過程を次のように定

義する。 

𝑋(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑠(𝑡), 𝑐(𝑡), 𝑏(𝑡)) 

ここで、𝑥(𝑡)はバッファ内パケット数、𝑠(𝑡)はバッ

クオフステージ、𝑐(𝑡)は到着トラヒックの状態、𝑏(𝑡)

はバックオフカウンタの値の状態過程を表している。

確率過程𝑋(𝑡)の状態空間𝑆はすべて離散値であり、

到着トラヒックの状態過程がマルコフ連鎖で到着は

ポアソン過程に従うという仮定の下で、確率過程

𝑋(𝑡)は１つのマルコフ連鎖である。この 4次元のマ

ルコフ連鎖の推移確率行列𝑷は以下のようになる。  

       
端末の状態の定常分布を 

𝜋0,𝑖 = lim
𝑡→∞

𝑃(𝑋(𝑡) = (0, 𝑖))     

𝜋𝑘,𝑗,𝑖,𝑢 = lim
𝑡→∞

𝑃(𝑋(𝑡) = (𝑘, 𝑗, 𝑖, 𝑢)) 

とすると、バッファサイズが有限であるため、定常

分布は常に存在する。マルコフ連鎖の性質𝝅 = 𝝅𝑷, 

𝝅𝑒 = 1より定常分布𝛑が求め、定常状態における

バッファ内の平均パケット数𝐸[𝐿]を求める。 

𝐸[𝐿] = ∑ 𝑘𝜋𝑘

𝐾

𝑘=0
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4 無限バッファモデルの解析 

 端末のバッファサイズが無限である無限バッフ

ァモデルに対して解析を行う。有限バッファモデル

と同様に端末の状態過程を時刻tにおける端末の状

態過程を次のように定義する。 

𝑋(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑠(𝑡), 𝑐(𝑡), 𝑏(𝑡)) 

有限バッファモデルと異なるのは、バッファ内パケ

ット数の取りうる値に上限がないことである。した

がって、推移確率行列𝑷は以下のように表される。

 

定常分布を有限バッファモデルと同様に定義すると、

定常分布𝛑が存在する必要十分条件は以下となる。 

𝜖 < 1 𝐸[𝐷]⁄  

𝜖は平均到着率であり𝜖 = ∑ 𝜆𝑖𝛽𝑖
𝑁−1
𝑖=0 で表される。ま

た𝐸[𝐷]は平均遅延を表している。 

 無限バッファモデルはスペクトル法を用いて解析

を行う。パケット数に注目した定常確率ベクトルを 

𝜋𝑘 = (𝜋𝑘,0,0,0, 𝜋𝑘,0,0,1, ⋯ , 𝜋𝐾,𝐽−1,𝑁−1,𝑈−1) 𝑘 ≥ 0 

とし、𝜋(𝑧) = ∑ 𝑧𝑘𝜋𝑘  ,∞
𝑘=0  𝐴(𝑧) = 𝐶0 + ∑ 𝑧𝑘𝐴𝑘

∞
𝑘=1  ,  

𝐵(𝑧) = 𝐶2 + ∑ 𝑧𝑘𝐵𝑘
∞
𝑘=1 と定義すると、マルコフ連鎖

の性質𝝅 = 𝝅𝑷から以下の方程式が得られる。 

𝜋(𝑧)

=
[𝜋0[𝑧𝐴(𝑧) − 𝐵(𝑧)] + 𝜋1𝑧(𝐶1 − 𝐶2)]𝑎𝑑𝑗[𝑧𝐼 − 𝐵(𝑧)]

𝑑𝑒𝑡 [𝑧𝐼 − 𝐵(𝑧)]
 

分母det [𝑧𝐼 − 𝐵(𝑧)]の零点から𝜋0, 𝜋1を求め、𝜋(𝑧)

を導出する。そこからすべての定常分布𝛑を求める

ことができる。 

5 数値計算結果と考察 

 今回有限バッファモデルに関して数値計算を行

った。4次元のマルコフ連鎖でモデル化したところ

状態数が膨大なものとなった。そこで、今回の数値

計算では計算量の抑制のため、ネットワーク内の端

末数M=100、バッファの容量K=10、バックオフステ

ージの最大数J=5、到着トラヒックの状態数N=2、バ

ックオフウィンドウサイズU=20とした。相関性トラ

ヒックに関しては、ON状態ではパケットが到着し、

OFF状態ではパケットが到着しない、ON-OFF2状態の

到着トラヒックとした。図1はOFF状態からOFF状態

の推移確率𝑞0,0を変化させた𝐸[𝐿]を表している。

𝑞0,0 = 0.65,0.75,0.85で比較を行った。𝑞0,0が大き

くなると𝐸[𝐿]の値は小さくなっている。これは、

𝑞0,0が大きくなるとパケットが到着しない状態が長

くなるため、バッファ内にパケットが溜まりにくく

なるためと考えられる。 

 

図 1：バッファ内平均パケット数 

 

6  まとめ 

 本研究では相関性トラヒックをもつS-ALOHAシス

テムモデルを提案し、性能解析を行った。解析モデ

ルが4次元のマルコフ連鎖となったことで状態数が

非常に大きくなり、計算量を用句精するために推移

確率行列𝑷のサイズを制限した計算しか行えなかっ

た。特に到着トラヒックの状態数は2つとして数値計

算を行ったが、実際の到着トラヒックは多数の事象

に依存するため、到着トラヒックの状態数を増加さ

せたうえで計算結果を検証する必要がある。 

 また、無限バッファモデルにおいてスペクトル法

による解析法を提案した。しかし、det [𝑧𝐼 − 𝐵(𝑧)]の

零点の一部を仮定している。そのため、det [𝑧𝐼 −

𝐵(𝑧)]のすべての零点を確立させ、実際にスペクト

ル法により数値解析を行う必要がある。 
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1	 はじめに	 

核融合，高効率ガスタービン，宇宙・航空などの

分野での超高温材料の開発が緊急の課題となってい

る。5B族や6B族のbcc金属は融点が高く，新規耐熱材

料の可能性を大いに含んでいるが，bcc金属の多くは

低温で粒界が脆化するなど，構造材料として使用す

るための課題が多い。粒界に不純物元素や合金元素

などの溶質元素が偏析すると材料の強度が低下する

ことが知られている。一方で，強度が著しく上昇す

ることもあるが，その詳細なメカニズムは未知な部

分が多い。粒界において，結合状態などが性質に大

きく関わるので，電子構造の観点からbcc金属材料の

粒界について正確な知見が必要である。しかし，粒

界の前に,結晶における遷移金属固溶について詳

しく知る必要があるので，本研究では密度汎関数

理論に基づく第一原理計算を用いて，bcc-Wの結晶

において遷移金属を置換型固溶し，電子状態，特にd

電子に着目して,固溶エネルギーの元素依存性の起

源を明らかにすることを目的とする。	 	 

2	 計算に使用するコード	 

本研究では平面波基底PAW法に基づく第一原理計

算(Frist-principles	 calculations)コードである

VASP[1,2]を使用する。平面波基底の重ね合わせで波

動関数を表現し，密度汎関数理論に基づいた電子状

態の計算を行う。また，PAW 法は擬ポテンシャルの

一種で，内殻電子を擬ポテンシャルに置き換えるこ

とにより，展開する平面波基底の数を減らし，計算

に大きく負担のかかる行列の対角化を高速的に計算

できる。VASPには豊富なポテンシャルが付属してい

て，現在では殆どの元素に関する完全結晶や表面・

界面等の様々な問題に適用出来る汎用的なコードの

一つである。	 

3	 計算条件と予備計算	 

予備計算として，まずは完全結晶：W及び3d，4d

の遷移金属のk点サンプリングとcutoff-energyを

選 定 し ， 	 W 結 晶 の 格 子 定 数 は

3.174[Å](Exp	 :3.16[Å])と良い計算結果が得られた。

さらに凝集エネルギー𝐸cohを計算した結果，実験値
を良く再現できた。	 

次にWの3x3x3スーパーセル(54原子)：スーパー

セルのk点サンプリングを選定し，空孔の形成エネ

ルギー	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E
form (Wvacancy ) = E(53W)− 53Ebulk (W)	 	 	 	 (1)	 

を計算した(表 1)。完全結晶とスーパーセルでは実

験値や他の計算値を再現でき，計算は妥当と言える。	 

表1：Wの空孔形成エネルギー	 

E form
[eV]	 原子数	 	 

3.142	 54	 This	 work	 

3.14	 54	 Yue-Lin	 Liu	 et	 al.(2009)[3]	 

3.11	 128	 Becquart	 et	 al.(2007)[4]	 

3.6	 Exp.	 Ehrhart	 et	 al.(1991)[5]	 

	 

4	 W における固溶シミュレーションの結果	 

bcc-Wのスーパーセルにおける3d，4dの遷移金属の

固溶エネルギーの計算を行った(図2)。計算では	 

	 	 	 E sol (TM) = E[(N−1)W+TM]	 
	 	 	 	 	 	 	 	 −(N−1)Ebulk (W)−Ebulk (TM) 	 	 	 	 	 	 (2)	 

を用いた。3d，4dの遷移金属

の固溶エネルギーはd電子

数に依存し，3dのTi，Vと

4dのNbが固溶しやすいこ

とが判明した。さらに，固

溶により，遷移金属のdバ

ンド電子状態はbcc構造特

有な谷構造を得る(図1)。	 

固溶エネルギーの d電子

数依存性を説明するために

d バンドの電子状態に注

目し，d バンドの変化の

みで議論できるのかにつ

いて検討を行った。	 
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図	 1：Zrの固溶による電子

状態変化	 
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図	 2：W中の遷移金属の固溶エネルギー(3d，4d)	 

	 

d バンドエネルギーは	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ed = ∫
E f (ε −Ef )D(E)dE 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 

を用いて求めた。電子状態を𝐸!までの積分を行うこ
とによって，dバンドのエネルギーを求めることがで

きる。Δ 𝐸! = 𝐸! 固溶後 − 𝐸! 結晶 でdバンドの
エネルギーの変化を評価したところ，d電子数に依存

したエネルギー変化が得られた(図3)。
	 

 
図	 3：遷移金属とWの dバンドエネルギーの変化	 

 
Zr，Nb，Agは固溶によりエネルギーは大きく下が
ることが判明し，WのdバンドエネルギーはTcにお

いて変化が一番小さい，さらにRh，Pd，AgはWに
遠距離的な影響を与えていることが判明した。しか

し，∆𝐸! 遷移金属 + ∆𝐸!(W)では固溶エネルギー
を再現出来なかった。これは固溶により，結合にか

かわらない内殻軌道がクーロン反発を受けて，エネ

ルギー準位がシフトしたことを考慮していないため

だと考えられる。 
5	 まとめ	 

本研究では，bcc-W	 中へ遷移金属	 (3d,4d)	 の固溶

についてシミュレーションを行った。遷移金属によ

るbcc金属への固溶の違いを，従来の原子体積からの

解釈ではなく，d電子を中心とした電子論の立場から

初めてアプローチをした。結果として，原子当たり

のdバンドエネルギーの変化を定量的に計算できた

が，現段階では全エネルギー計算から得られる固溶

エネルギーの傾向を完全には説明出来ていない。今

後のbcc金属の粒界の研究において，電子状態は完全

結晶と大きく異なるが，同様のアプローチは可能で

あると予想される。理論研究によりbcc金属の粒界脆

性を克服し，超高温材料の材料設計についての指針

を提案することができる。 
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Run.I，

である．

加から減少に転じ，

Run.II

見られ，その後徐々に上昇し

で定常となる．

次に，
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次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

学籍番号

数値数値数値数値計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

(1.7)～

ーリエ級数展開

を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

組み合わせた

数値計算領域は

で与える．

���,
ここで，	+
定数である．

計算は全部で

に示す． 

表

L 

8 

8π 
計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察

，Run.II

である．

加から減少に転じ，

Run.IIでは

見られ，その後徐々に上昇し

で定常となる．

，Run.II

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

学籍番号

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

～(1.11

ーリエ級数展開

を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

組み合わせたAB/CN

数値計算領域は

で与える． � ��
+ �

定数である． 

計算は全部で

 

表 

 �
 

 

計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察

Run.II

である．Run.I

加から減少に転じ，

では

見られ，その後徐々に上昇し

で定常となる．

Run.II

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

学籍番号

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

(1.11)

ーリエ級数展開,	
を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

AB/CN

図 

数値計算領域は�
� � � -� 2)

 

計算は全部で2つ

 1 各

�方向格子数

計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察

Run.IIにおける

Run.I

加から減少に転じ，

では=1000

見られ，その後徐々に上昇し

で定常となる． 

Run.IIにおける壁面摩擦速度

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

学籍番号 

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

)を式	�軸方向にチェビシェフ級数展開

を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

AB/CNスキームを用いる．

 1 流れ場と計算手法

�軸方向に

� -�1)/*
つ行い，それぞれの

各Run

方向格子数

1024

2048

計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察計算結果と考察    

における

Run.I では

加から減少に転じ，�
=1000

見られ，その後徐々に上昇し

 

における壁面摩擦速度

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

 25413566

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

を式(1.2)

軸方向にチェビシェフ級数展開

を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法

軸方向に

�1 �*, -
行い，それぞれの

Runにおける計算条件

方向格子数

1024 

2048 

    

における

では�=2000�=3000
=1000から

見られ，その後徐々に上昇し

における壁面摩擦速度

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

25413566

指導教員名

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件

(1.2)

軸方向にチェビシェフ級数展開

を用いて離散化して解く．

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法

軸方向に

� �#�
-は振幅の大きさを調整する

行い，それぞれの

における計算条件

方向格子数 

 

 

におけるエネルギーの時間変化は図

=2000

000

から

見られ，その後徐々に上昇し

における壁面摩擦速度

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

25413566

指導教員名

計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件計算手法と計算条件    

(1.2)に代入し，

軸方向にチェビシェフ級数展開

を用いて離散化して解く．�軸方向の境界条件はタ

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法

軸方向に*と
�# cos

は振幅の大きさを調整する

行い，それぞれの

における計算条件

 �

エネルギーの時間変化は図

=2000 を境にエネルギーは増

000以降では変化が見られ

から1500

見られ，その後徐々に上昇し

における壁面摩擦速度

計算応用科学

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

25413566 氏名

指導教員名

    

に代入し，

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法

とし，

� cos�
は振幅の大きさを調整する

行い，それぞれの

における計算条件

�方向格子数

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

1500の間で急激な減少が

見られ，その後徐々に上昇しRun.I

における壁面摩擦速度

計算応用科学

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

氏名

指導教員名

に代入し，

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法

し，初期条件は以下

�+�
は振幅の大きさを調整する

行い，それぞれの

における計算条件

方向格子数

513

513

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

の間で急激な減少が

Run.I

における壁面摩擦速度

計算応用科学

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

氏名 

指導教員名 

に代入し，

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

ウ法を用いて満足させる．時間積分には

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる．

流れ場と計算手法 

初期条件は以下

�. 
は振幅の大きさを調整する

行い，それぞれの計算条件は表

における計算条件

方向格子数

513 

513 

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

の間で急激な減少が

Run.Iよりも大きい値

における壁面摩擦速度�

計算応用科学

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算

 松浦

 渡邊

に代入し，�軸方向にフ

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

ウ法を用いて満足させる．時間積分には2次精度アダ

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

スキームを用いる． 

 

初期条件は以下

 

は振幅の大きさを調整する

計算条件は表

における計算条件 

方向格子数 

 

 

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

の間で急激な減少が

よりも大きい値

�3で規格化し

計算応用科学

次元ポワズイユ乱流の直接数値計算 

松浦 

渡邊 

軸方向にフ

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

次精度アダ

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

初期条件は以下

は振幅の大きさを調整する

計算条件は表

 

方向格子数 

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

の間で急激な減少が

よりも大きい値

で規格化し
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 貴裕

 威

軸方向にフ

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

次精度アダ

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

初期条件は以下

(2.1)

は振幅の大きさを調整する

計算条件は表

0.25

0.25

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られ

の間で急激な減少が

よりも大きい値

で規格化し

分野

貴裕

威 

軸方向にフ

軸方向にチェビシェフ級数展開

軸方向の境界条件はタ

次精度アダ

バシュフォース法とクランクニコルソン法を

 

初期条件は以下

(2.1)

は振幅の大きさを調整する

計算条件は表1

C 

0.25

0.25

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

以降では変化が見られな

の間で急激な減少が

よりも大きい値

で規格化し

分野 

貴裕 

  

軸方向にフ

次精度アダ

(2.1) 

 

0.25 

0.25 

エネルギーの時間変化は図

を境にエネルギーは増

な

の間で急激な減少が

よりも大きい値

で規格化し 
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図 2 Run.I，Run.IIにおけるエネルギーの時間変化，

黒:Run.I，赤:Run.II 

 

 

図 3 Run.IIにおけるレイノルズ数456の時間変化， 

赤:上壁，青:下壁 

 

たレイノルズ数$%3の時間変動を図3に示す． 	�=1000を超えたあたりから非対称な流れへと遷移 

するが，�=6000以降で再び対称な流れとなる．また�=2000以降では細かい振動が無くなり，流れは乱流

から遠ざかっている． 

 図 4は Run.I 及びRun.II の�=2000 における変動

速度を�方向に平均をとった図である．Run.Iでは対

称な流れが維持されている一方で，Run.IIでは極小

値が上壁に大きく偏っており，計算する領域長さに

依存して非対称性が表れることが分かる． 

 

図 4 7 =2000 における平均速度分布の様子，

黒:Run.I，赤:Run.II 

 

ここで，エンストロフィースペクトル89:を 

89:��� � 1; < 12	|�:��, ��|#>?@A
>? B� 

と定義し，図5にRun.IIの�=500-1000の間で時間 

平均とったエンストロフィースペクトル89:の様子 

 

図 5  Run.IIのt=500～1000の間で時間平均をとっ

たエンストロフィースペクトルの振る舞い．実線

(黒 ):壁近傍，一点鎖線 (黒 ):流路中央，実線

(赤):CDE � EFG
，一点鎖線(赤): CDE � EFH

 

 

を示す．流路中央では低波数側はIFJ
，高波数側はIFK

に近い振る舞いで減少し,壁近傍ではIFK
に近い

振る舞いで減少する．IFJ
の減衰は二次元一様等方

乱流におけるエンストロフィーカスケード領域での

スペクトルの振る舞いでも見られ，興味深い結果で

ある． 

 

5555    まとめまとめまとめまとめ    

流れ方向領域長さ*が8の時では乱流に至らず，非  

対称性も現れなかった．一方*が8)のときは非対称 

な流れとなることが分かった．エンストロフィース

ペクトルは，流路中央ではIFJ
での減衰が見られ，

二次元一様等方乱流に近い流れの領域が存在してい

る可能性がある． 

本研究では$%=32000における流れを調べたが，今

後の展望として，異なる$%数において調査し，$%数
依存性を明らかにする必要がある．同様に初期条件

の振幅-の値を変えて，初期条件依存性も調査した

い． 
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電子誘電体のテラヘルツ光パルスによる制御 

学籍番号 25413576氏名 山岸 直也 

指導教員名 高橋 聡 

 

1 序論 

近年、電子強誘電体と呼ばれる新たな物質群が、

新たなデバイス材料として注目を集めている。電子

強誘電体においては、電子の移動によって強誘電性

が出現する。そのため、通常の誘電体よりもはるか

に速い分極の変化が見込まれ、光スイッチデバイス

への展開などが期待されている。 

本研究では電子強誘電体TTF-CAを考察する。

TTF-CA においては、同一の TTF分子のHOMOに二つ

の電子が存在する場合の電子間相互作用が、TTF分

子のHOMOとCA分子のLUMOのエネルギー差よりも大

きければ、電子がTTF分子のHOMOからCA分子のLUMO

に移動する。そして TTF分子が正イオン、CA分子が

負イオンとなる。移動が起きない相は中性相と呼ぶ。

移動が起きた相は強誘電性が出現し[1-3]、このとき

の相はイオ性ン相と呼ばれる。 

近年の光技術の発展により、持続時間が1ps程度

で、1MVcm-1に達する最大電場を一方向に偏らせる、

THz光短パルスを生成することが可能となった。こ

のような性質は、分極の制御には最適であると考え

られる。そこでT. Miyamotoらは、TTF-CAをTHz

光短パルスによって励起した場合の、分極の変化の

ダイナミックスをパンプ・プローブ法により研究し、

以下の結果が得られた[4]。イオン性相を励起した場

合には、分極の変化は電場にほぼ比例し、分極の変

化はほぼ瞬時成分のみなからなる。中性相を励起し

た場合、分極の変化はイオン性相の変化に比べては

るかに小さく、瞬時成分が支配的ではない。 

しかし、なぜ電子強誘電体 TTF-CAがこのような性

質を示すのかは、まだ理解できていない。これを理

解することは、応用への展開にも重要となる。そこ

でTTF-CAにTHz光短パルスを照射したときの電子の

動きをシミュレーションによって求め、この結果と

実験結果との比較、検討により、これらの性質を理

解することを、本研究の目的とする。 

2 モデル・解析方法 

イオン性相ではサイト間距離が２サイトごと長短

長短・・・と変化する。これをボンド長交替と呼ぶ。

これを取り入れた TTF-CA のハミルトニアンは以

下のように与えられる 
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(1) 

ここで、 ,nc  および
†

,nc  はサイト n でのスピン

の電子の消滅および生成演算子、2は TTFサイト

と CA サイトのエネルギー差、2 はより長いボン

ドとより短いボンドの遷移積分の差、 は両者の平

均、U（V）は同一（隣接する）サイトに二つの電子

が存在した場合の電子間クーロン相互作用エネルギ

ー、  A t は無次元化されたTHzパンプ光のベクト

ルポテンシャルである。 

総サイト数N=14の系を考え、   0A t  の場合の

ハミルトニアンの基底状態
0 をランチョス法に

より数値的に厳密に求める。
0 を、 

   / 2 1 tanh /A t A t D=         ( 2 ) 

によって記述されるパルス光を照射した場合の時間

依存シュレディンガー方程式の解  t を数値的

に厳密に解いた。 

3 結果 

 t （
0 ）におけるドナーサイトからアクセ

プターサイトへの電荷の移動量を ( )t （ ）と表

し、光励起によって誘起された電荷移動 ( )t を
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( ) ( )t t    により定義する。 ( )t は分極の

変化に比例し、この物理量の時間変化に注目する。 

共通のパラメーターとして 0.17   、U=2.41、お

よびV=1.07を用い、イオン性相では 0.13  およ

び 0.024  、中性相では 0.158  および 0 

を用いる。ここでエネルギーの単位として eVを用

いることとする。また、D=300eV-1を用いた。   

  イオン性相を考える。 ( )t をAに対して奇の成

分 (odd) ( )t と偶の成分 (even) ( )t に分割する。

0.1A  での (odd) ( )t と (even) ( )t を図1に示す。 

このグラフから、イオン性相においては奇成分

(odd) ( )t が支配的であることがわかる。

 

図 1 イオン性相、 0.1A  での (odd) ( )t （赤線）

と (even) ( )t （緑線）。 

 

図2 (odd) ( )t と、適当にスケールした電場 

図2に、 (odd) ( )t と、適当にスケールした電場を

比較してみた。この図からわかるように、 (odd) ( )t

は、ほぼ電場に追随する瞬時成分のみからなること

がわかる。 

さらに、 2A  において (odd) ( )t のピーク値はA

にほぼ厳密に比例し、強励起領域の 5A  付近まで

比例関係は近似的に成立することがわかった。  

 中性相でも同様の計算を行ったところ、イオン性

相で支配的だった成分 (odd) ( ) 0t  となり、その

結果、 ( )t がイオン性相のそれよりもはるかに

小さくなった。 

 

4 考察 

本研究では、Miyamoto らの主要な実験結果の再

現に成功した。また ( )t の定量的な比較をしたと

ころ、相境界から離れた相での値は実験結果と同程

度となっているが、相境界付近での値は100倍程度

大きいことがわかった。 

また中性相で、 0  の計算をおこなったところ、

瞬時成分 (odd) ( )t が発生し、瞬時成分が非常に小

さかった原因は、ボンド長交替が無いためであるこ

とがわかった。これは、以下のように説明できる。

電場に対して1次の効果のみを考えれば、電場に比

例した電流が発生する。ボンド長交替が無い場合、

すべてのボンドは等価であるから、すべてのサイト

において流入する電流と流失する電流が等しくなり、

結果として、各サイトの電気量は変わらないことに

なる。 

5 参考文献 
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3. K. Kobayashi et al., Phys. Rev. Lett. 108, 
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4. T. Miyamoto, et al., Nat. Commun.4:2586 doi: 
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1. はじめに 

雲物理の研究は主に大気乱流を対象とする

巨視的なもの，と雲を構成する雲粒子を対象と

する微視的なもの二つの分野に分けられる．本

研究の目的はラージエディシミュレーション 

(LES)を用いて一つの雲全体を対象としてメソ

スケールの巨視的なシミュレーションを行い，

雲乱流中の温度・湿度・上昇気流などの物理量

が積雲の成長への影響を評価すること，および

雲マイクロ物理研究におけるメソスケールパラ

メータを与えることである． 

2. 物理過程と方程式 

2.1. 大気乱流 

大気乱流によって熱量・水蒸気・雲粒子な

どを輸送する．大気運動の計算ではブシネスク

近似を使ったナビエ-ストークス方程式で行う．

LES のサブグリッドスケール (SGS)応力は

Smagorinski-Lillyモデルで計算される． 

2.2. 雲粒子 

雲粒子は雲凝結核（CCN）の活性化によっ

て形成する．雲粒子の周りの水蒸気が過飽和で

ある場合は凝結成長し，非飽和であるは蒸発衰

退する．雲粒子の相対運動によって衝突合体を

し，複数小さい雲粒子が一つの大きい雲粒子に

なる． 

2.3. 方程式系 

𝛁 ∙ 𝐮 = 𝟎 

(
∂

∂t
+ 𝐮 ∙  𝛁) 𝐮 = −𝑐𝑝 Θ π′

+ 𝑔 (
𝜃′

Θ
+ 0.608𝑄𝑣

′ − 𝑄𝑤) 𝒛 + 𝝉𝒖
𝑠𝑔𝑠

 

(
∂

∂t
+ 𝐮 ∙  𝛁) θ = 𝜏

𝜃′
𝑠𝑔𝑠

−
𝐿

𝑐𝑝�̅�
[
𝛿𝑄𝑣

𝛿𝑡
]

𝑐𝑛𝑑
 

(
∂

∂t
+ 𝐮 ∙  𝛁) 𝑄𝑣 = 𝜏

𝑄𝑣
′

𝑠𝑔𝑠
+ [

𝛿𝑄𝑣

𝛿𝑡
]

𝑐𝑛𝑑
 

(
∂

∂t
+ 𝐮 ∙  𝛁) 𝜉∗ = 𝜏𝜉∗

𝑠𝑔𝑠
− [

𝛿𝜉∗

𝛿𝑡
]

𝑎𝑐𝑡
 

(
∂

∂t
+ 𝐮 ∙  𝛁) 𝑛∗ = 𝜏𝑛∗

𝑠𝑔𝑠
+ [

𝛿𝑛∗

𝛿𝑡
]

𝑐𝑛𝑑
+ [

𝛿𝑛∗

𝛿𝑡
]

𝑐𝑜𝑙𝑙
 

𝑄𝑤 = ∑ 𝜌𝑤

4

3
𝜋𝑟3𝑛∗ 

ここで，𝜏𝑠𝑔𝑠は LES モデルとしての SGS 応力を表

す．𝐮は大気の速度ベクトル，θは大気のポテンシ

ャル温度，πは大気の圧力エキスナー，𝑄𝑣は大気の

水蒸気混合比，𝑄𝑤は大気の液体水混合比を表す．

𝜉∗と𝑛∗は CCN と雲粒子の数密度と大気密度の比を

表す． 

2.4. エントレインメント率 

エントレインメント率はあるスカラーの

流入流束と質量の全流束の比率を表す．円柱近

似を用いて，下の式により定義される． 

ϵ = −
∂ϕ

∂z

1

𝜙𝑐 − 𝜙𝑒
 

3. 数値的な手法 

3.1. ビン法 

本研究では，雲粒子の粒径分布に基づいた

1 次元ビン法を使っている．各ビンと粒子半径

（μｍ）の関係は下の式のようになる： 

r(j) = 4.0 × 2(𝑗−1)/6 

3.2. SMAC法 

SMAC法によりは速度の計算を 3ステップに

わけられる： 

１） 圧力の勾配を除いた速度時間発展の式で予

測速度𝐮∗を計算する， 

２） ガウスザイデル法を用いて方程式∇2𝑝 = 𝛁 ∙

𝐮∗の圧力𝑝を解く， 
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３） 圧力の勾配を加えて𝐮𝑛+1 = 𝐮∗ − 𝛁𝑝，次の

時間ステップの速度を計算する． 

3.3. 初期条件と境界条件 

初期の速度を 0に設定して，温度，湿度と

圧力は参照値と同じに設定する．上昇気流を作

るために計算領域の底に一つの楕円体の領域に

最大温度 0.3℃高いパルスを設定される． 

水平方向の境界条件は周期条件であり，垂直方

向の境界条件はリジッド条件である． 

まだ雲に流体とともに動くトレーサーを

置き，そのトレーサーの内部の諸物理量の時間

変化も追跡した． 

3.4. 計算条件の設定 

No. 温度減率 

(℃/㎞) 

最大湿度 

（％） 

パルス水平半径 

(メートル) 

1 5.5 98 500 

2 5.5 100 500 

3 5.8 98 500 

4 5.5 98 250 

 

4. 計算結果 

Run 1~4 における液体水の分布図１－図２

に示す．時間とともに、空気塊が上昇し、やが

て 3000ｍ付近にある逆転層で上昇が抑えられ

ることがわかる 

 

図1：15minのときの液体水分布（g/kg） 

 

図2：25minのときの液体水分布（g/kg） 

エントレインメント率の垂直分布を図４に

示す． 

 

図3：エントレインメント率の垂直分布 

２番目のトレーサーの諸物理量の時間変化

は図4に示す．

 

図4：トレーサーの諸物理量の時間変化 

5. まとめ 

計算結果によって，積雲の成長に以下の特

徴がみられた： 

１） 温度減率が上昇気流の強さへの影響が強い． 

２） 雲大気の塊の運動はランダム性がある． 

6. 参考文献 

[Arakawa,1966] Arakawa(1966). Computational 

design for long-term numerical integration of the 

equations of fluid motion: Two-dimensional 

incompressible flow. J. Comput. Phys., 1:119–143. 42 

[Ogura, 1972] Ogura (1972). The development of warm 

rain in a cumulus model. J. Atm. Sci., 30:262–277. 

9, 10 

[Takahashi, 1981] Takahashi, T. (1981). Warm rain 

development in a three-dimensional cloud model. J. 

Atmos. Sci., 38:1991–2013. 1, 1
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李研究室 後藤 千香行自律分散ロボット群による

線分被覆問題の可解性について No. 24413529 goto chikayuki

1 背景
　近年，自律分散ロボット群の協調動作のためのア

ルゴリズム設計が注目を集めている．特に，分散アル
ゴリズム分野においては，与えられたタスクが求解可
能であるために必要なロボットの最小の能力を明らか
にするという課題が理論的な観点から数多く研究され
ており，そのための様々な計算モデルが提案されてい
る [1, 2]．ロボットの能力は，典型的には以下のよう
な因子によって特徴づけられる：(1)ロボットの動作
タイミングが同期しているか（同期性），(2)ロボッ
ト毎に複数の異なるアルゴリズムを動作させることが
できるか（匿名性），(3)ロボットは過去の行動履歴
を記録する必要があるか．（無記憶性），(4）ロボット
は他のロボットの位置をどの程度把握できるか（可視
性）,(5)ロボットに故障は生じうるか，またシステム
は故障が生じても正しく動作するか（故障耐性）．
本研究では，視野の制限された自律分散ロボット群

による線分上の被覆問題について検討する．この問題
では，各ロボットは，他のロボットの位置を感知でき
るセンサー，および，侵入者を感知できるセンサーの
２種類を備えており，それぞれが異なる検出可能範囲
を持つ．問題の最終的な目標は，与えられた線分上の
全ての点を各ロボットの侵入者検出領域で被覆するよ
うに，侵入者を検出できる障壁範囲を形成することで
ある．
各ロボットの侵入者を検出できる範囲をｒ，他の

ロボットを感知することができる視野をRとする．ま
た，ロボットは固有の ID，および過去の行動履歴を
記録するためのメモリを持たないものとする．各ロ
ボットは初期状態において，被覆対象となる線分上の
任意の有理数点に配置されており，移動は線分に沿っ
た移動のみが可能である．このとき，ロボットは，視
野内の他のロボットの位置を確認し，アルゴリズムを
用いて自分の移動先を計算し，計算した場所に移動
する．
被覆線分の長さをLとすると，各ロボットが，被覆

できる領域は高々2rであるので，線分被覆問題を解
くためには少なくとも n̄ = ⌈L/2r⌉台のロボットが必
要である．また，被覆問題の可解性はその他にも (1)
視野範囲 Rの大きさ，(2)余剰ロボットの台数，(3)
各ロボットが左右の方向付けに関して合意が取れてい
るかどうか，(4)ロボットの同期モデル，等の因子に
より影響される．
ロボットの同期のスケジュールは以下の３つがあ

る．完全同期モデル（FSYNC）は，すべてのロボッ
トが同時に行動を開始し，行動に掛かる時間を考え
ないものとする．準同期モデル（SSYNC）は，すべ
てのロボットではなく，一部のロボットのみが行動す
る．このとき，行動するロボットは同時に行動し，行
動に掛かる時間を考えないものとする．非同期モデル
（ASYNC）は，ロボットの同期をまったく行わず，行
動の開始や，行動に掛かる時間を定義しない．

2 既知の結果
過去の研究では，ロボットの数が n̄台であり，ロ

ボットの方向の合意が取れているとき，非同期の場合
でも，線分被覆問題を解くことができるアルゴリズ
ムが [1]で提案されている．対して，ロボットの方向
の合意が取れていないとき，線分被覆問題を解くこ
とができるアルゴリズムが，すべてのロボットの同期
が取れている場合について示されている [3]．このア

表 1: 被覆問題の可解性

視野 余剰台数 同期モデル 方向付け 可解性

R = 2r 0 FSYNC なし 可解

R ≥ 2r 0 ASYNC あり 可解

R = 2r 0 SSYNC なし 不可能

R > 2r 0 SSYNC なし ϵ-近似

ルゴリズムは O(n2)ラウンドで線分被覆を達成する
が，ロボットが記憶容量を持ち，かつ初期配置の座標
が有利点であるときに，O(n)ラウンドで線分被覆が
達成出来ることアルゴリズムも併せて示されている．
また，準同期と非同期のロボットの方向に合意が取れ
ていない場合，n = ⌈L/2r⌉線分被覆問題を解くアル
ゴリズムが存在しないことを [1]で証明されている．
ロボットの視野に制限を設けず，距離にかかわらず自
分に最も近いロボットの位置が分かる場合において，
準同期の線分被覆問題を解くことができるアルゴリ
ズムが [2]で提案されている．上記の可能性，不可能
性はいずれも R = 2r，すなわちロボットの視野タイ
トな条件下での結果であるが，視野が 2rより僅かに
大きい場合，準同期において，任意の小さな ϵに対し
て，ϵ-近似で解く手法が [1]で提案されている．ここ
で ϵ-近似とは線分被覆問題の条件を弱めたもので，被
覆に関して幅 ϵ以下の隙間が空くことを許した問題で
ある．これらの結果を表 1にまとめる．
本研究の結果は，上記の結果と異なる以下の２条件

について，線分被覆問題の可解性を検討し，その結果
として，これらの条件下で同問題を解くアルゴリズム
を示す．
• ロボットの余剰台数を１台増やす．
• ロボットに行動と視野内の他のロボットの位置を
記憶するメモリを持たす．

3 余剰台数１を持つ場合における線分被覆
ロボットを１台増やすことで SSYNCの線分被覆問

題を解くことができる．アルゴリズムは [1]と同じア
ルゴリズム 1を用いる．ρを任意の正の定数として，
各ロボットの元々の視野を R− ρ，検出範囲を r − ρ
とみなし，このアルゴリズムを用いることで，ϵ-近似
でない，線分被覆を達成することができる．
余剰代数が１台存在する場合，最終的な被覆完了状

態において，各ロボットの被覆している範囲はわずか
に重なることになる．このことは，各ロボットが（自
身が本来被覆可能な範囲よりも）すこし小さい被覆半
径を持つとしたときに，線分をタイトに被覆しよう
としている状況と見なすことができる．このとき，ロ
ボットの視野は（仮想的に小さいと見なした）被覆半
径に対して相対的に大きくなる．すなわち，R > 2r
であるようなシステムと見なすことができる，アル
ゴリズムのアイデアは，この点を利用して，既存の
R > 2rにおける ϵ-近似アルゴリズムを動作させるこ
とである．



Algorithm 1 CONVERGENT COVERAGE

Algorithm for sensor si ∈ S

if only one sensor sj ∈ {si+1, si−1}is visible to si

and d = dist (si, sj) < 2r then

si move distance 2r−d
2 + ρ

2 away from si.

else

if both si+1, si−1 are visible. then

if d1 = dist (si−1, si) < d2 = dist (si−1, si)

(resp. d1 = dist (si+1, si) < d2 =

dist (si−1, si)) then

si moves d2−d1

2 toward si+1(resp. toward

si−1)

end if

end if

end if

4 初期配置の変更
過去の研究では，FSYNCで線分被覆問題を解くた

めに，初期配置が有理数点であることが条件であった．
本研究では，この条件を外すことができた．そのため
のアルゴリズムの概要を以下に示す．
1. まず，各ロボットは現在の状況を観測し，自身の
視野内におけるロボットとの距離を観測しておく．
次に，自分の座標系における正の方向に，向って，
隣接するロボットと移動先で衝突が生じない距離
だけ移動する．このとき，移動する距離も併せて
記録しておく．

2. 移動後，記録しておいた移動距離を下に，自身の
移動前の位置を推定する．そして，移動前の位置
を基準として，現時点における他のロボットの距
離を測定する．測定の結果，自身の正方向に移動
したロボットは自分と同一の方向付けを持ってい
ると見なし，そうでない場合は異なる方向付けを
持っているとみなす．

3. 方向付けに関する情報を得た後，記録していた移
動距離に基づき，測定前の位置に戻る．

4. 方向付けの情報を下に，線分被覆アルゴリズムを
動作させる．

方向検知，方向付けの下での線分被覆アルゴリズムの
疑似コードは Algorithm 2，3 にて示される．このア
ルゴリズム全体について，以下の定理が得られる．

定理 1 上記アルゴリズムは線被覆問題を O(n)ラウ
ンドで解く．

参考文献
[1] M. Eftekhari, P. Flocchini, L. Narayanan, J. Opa-

trny, and N. Santoro. Distributed Barrier Coverage
with Relocatable Sensors. Structual Information and
Communication Complexity, pages 235-249, 2014.

[2] R. Cohen and D. Peleg. Local spreading algorithms
for autonomous robot systems. Theoretical Com-
puter Science, pages 71-82, 2008.

[3] M. Eftekhari and P. Flocchini, L. Narayanan and J.
Opatrny and N. Santoro. Distributed algorithms for
barrier coverage using relocatable sensors. Proceed-
ings of PODC 2013, page383–392, 2013.

Algorithm 2 方向の算出
for i = 0ton′ − 1 do

d← min (|di − di+1|, d)
end for

ローカルの右へ d
3 移動

for i = 1 to n′ do

if s′i が右にいる then

if (d′i +
d
3 )− di > 0 then

s′i の方向付けは同じ

else

s′i の方向付けは反対

end if

else

if (d′i − d
3 )− di < 0 then

s′i の方向付けは同じ

else

s′i の方向付けは反対

end if

end if

end for

ローカルの左へ d
3 移動

Algorithm 3 方向付けを利用した線分被覆
Algorithm for robot si ∈ S

ϵ ≤ r is a fixed positive (arbitarily small) constant

if si−1 is not visible to si (there is a gap to its

left) then

si move distance r to the left.

else

if both si+1, si−1 are visible. then

if d1 = dist (si−1, si) < d2 = dist (si−1, si)

(resp. d1 = dist (si+1, si) < d2 =

dist (si−1, si)) then

si moves d2−d1

2 toward si+1(resp. toward

si−1

end if

end if

end if
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プラント入出力データに基づく閉ループ系の安定判別 

25413502 朝原 一馬 

指導教員名 米谷 昭彦

1 はじめに 

システム同定によって得られる制御対象の公称モ

デルは，ノイズやモデル構造の限界等により制御対

象の動特性を完全には記述することができない．こ

の制御対象と公称モデルとの差である摂動を許容す

る制御手法にロバスト制御法がある．ロバスト制御

系を設計するためには公称モデルに加え，摂動の周

波数応答の上界である重み関数も同時に推定する必

要がある．設計されるロバスト制御系の制御性能と

安定性は，この重み関数に依存すると同時に互いに

トレードオフの関係にあるため，これまでは安定性

重視の保守的な重み関数の選択がなされてきた． 

そこで本論文では，プラントの入出力データに基

づいて直接閉ループ系の安定判別を提案することで

重み関数の選定時における保守性の問題に対しアプ

ローチを行う．安定判別に偏角の原理を用いること

で，安定判別の評価指標である周回積分値は安定の

条件下では0と決まるのに加え，不安定の条件下で
も整数値を取るため，閉ループ系の安定性を数値情

報として知ることができ，従来のロバスト制御法よ

りも保守性の少ない制御系の設計が期待できる． 
 

2  提案法 

従来のロバスト制御法では摂動の上界である重み

関数を過大に評価してしまい，安定性を重視した制

御系設計をせざるを得ない問題があった．そこで本

研究では，閉ループ系の安定判別に偏角の原理を用

いた安定判別法を適用する．偏角の原理を用いると，

安定条件下での周回積分値は0と決まるため，より
確度の高い安定判別を行うことができる． 

定理1：偏角の原理 

関数 [ ]zf が高々有限個の極以外では閉曲線Cの
上とその内部で解析的であるものとする．さらに

[ ] 0≠zf がC上で成立するものとする．このとき， 
[ ]
[ ] PZdz
zf
zf

j C
−=

′
∫π2

1
     (4) 

が成り立つ．ここで， PZ , はそれぞれ閉曲線C内
にある [ ]zf の零点および極の総個数である． 

閉ループ系において，その零点は一巡伝達関数の

零点と同値である．閉ループ伝達関数が安定ならば，

[ ]zPzC ][1+ の極と零点はすべて単位円内に存在

することとなる．  

いま， [ ]zP を単位円を正の向きに 1 周する曲線
を積分路として式(4)のように線積分を行う場合を
考える．定理1よりその解は（単位円内に含まれる
零点の総個数）-（単位円内に含まれる極の総個数）

となる．ここで， [ ]zP において
1−→ zz とおいた

[ ]zP2 を考える． z平面で単位円に囲まれる領域は
1−z 平面の単位円外の領域と等価である．つまり，

[ ]zP が安定で極と零点がすべて単位円内に存在す

る場合， [ ]zP2 の極と零点はすべて単位円外に存在

することとなり， [ ]zP2 に対し式(4)を適用するとそ
の解は0となることがわかる．よって，本論文では
以下のような閉ループ系の安定判別法を提案する． 

提案法 

還送差 ][][1 zPzC+ において
1−→ zz とおいた

関数 ][][1 11 −−+ zPzC に対し直線補間を行うこと

で式(4)を計算し，これが0以外の値を持つとき不安
定，0となるとき安定と判別する．ただし，Cは正
の向きを持つ単位円とし， ][][1 11 −−+ zPzC は単位

円上に極を持たないシステムとする．また，制御対

象の周波数応答はプラントの入出力データから求め

たものを使用する． 

対数積分の計算方法 

 周回積分値を計算するにあたり，得られるデータ

は実システムの周波数応答の離散的周波数における

値であるので直線補間により周回積分値を計算する． 

単位円Cを正の向きに 1 周する曲線を積分路とし
て次の問題を考える． 

[ ]
[ ] dz
zf
zf

C∫
′

     (5) 

C上の微小区間 1z ， 2z の範囲を考えると，2 点間
のある任意の点 zでの微分は 

                
[ ] [ ]

12

12

zz
zfzf

−
−

      (6) 

と近似できる．2 点 [ ]( )11, zfz と [ ]( )22 , zfz に対し直
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線補間を行うと，点 zに対応する2点を結ぶ直線上
の ][zf は 

    [ ] [ ] [ ] [ ]( )1
12

12
1 zz

zz
zfzfzfzf −

−
−

+=  (7) 

で求めることができる．これを 1z から nz まで拡張
することで区分的に計算すると，(4)式は 

[ ]
[ ] ( )1:

2

2

2
1

2
1 bbdz

zP
zP

j nC
−=

′
∫ ππ 単位円

 (8)  

となる． ib は [ ] [ ] [ ] ii
ii

ii
i zzP

zPzP
zzz −

−
−

+
+

+
2

212

1 の偏

角である． 

3 数値例 

閉ループ系に対し，偏角の原理を用いた安定判別

法を適用しノイズフリーの条件下で安定判別のシミ

ュレーションを行った． 制御対象を 

m

n

L

L

nn

n

TssT
sT

s
a

11
1

2 22

2

+
⋅

+
−

⋅
++

ω
ωζω

ω
  (9) 

              nmT ω10=         (10) 

 

とし，制御系の立ち上がり時間を ][5 s=σ として

LQIコントローラを設計し閉ループ系を構築した．
この閉ループ系に対して， ][][1 11 −−+ zPzC の周回

積分値を計算すると0となり閉ループ系の安定性が
保証できることが確認できた．図 1 に

][][1 11 −−+ zPzC のベクトル軌跡を示す．ベクトル

軌跡は原点を囲んでおらず周回積分値は正しいこと

が確認できる． 

 
図1.還送差のベクトル軌跡 

4  制御系設計 

提案法を制御系に援用することで保守性の少ない

制御系を設計する．実機の制御対象の入出力信号か

ら同定を行い，LQIコントローラを設計した．その
際，制御系の立ち上がり時間を短くしていくことで

応答速度を重視した制御系設計を試みた．提案法で

は ][5 s>σ で閉ループ系は安定と判別した．立ち上

がり時間を短くすると，安定判別精度が落ちるため，

実際の安定判別に対して多少の余裕をもつ必要があ

る．そこで今回は ][15 s=σ でのコントローラを実

機に適用した．そのときの閉ループ系の応答を図2

に示す．応答が振動的になるほど立ち上がり時間を

短くしても閉ループ系の安定判別は正しく行えてい

る． 

 
図2.実機の閉ループ応答 

 

5 まとめ 

本論文では，閉ループ系の安定判別において，偏

角の原理を用いた安定判別法を用いることで，より

確度の高い安定判別が行えることを示した．それに

より制御系設計に提案法を援用することで，従来法

よりも保守性の少ないコントローラの設計，すなわ

ち制御性能を重視した制御系が設計できる．  

 

6 参考文献 

[1]福島 宏明・杉江 俊治“雑音の統計的性質を利用したモ
デル集合同定”計測と制御 vol39,No.12,743-748(2000) 
[2]本田 恵理“偏角の原理を用いたプラントモデル摂動の上
界評価法の提案”名古屋工業大学修士論文(2012) 
[3]重松 秀“LQI制御を用いたポストPID制御の試み” 
名古屋工業大学修士論文(2011) 
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－操縦運動モデルの最適化による性能向上－ 

学籍番号 25413503氏名 有木 亮真 

指導教員名 水野 直樹 

 

 

1 はじめに 

船舶の運航は先進国での人件費の高騰や船員志願

者の不足，省力化という点から，近年自動化が望ま

れている．特に着桟操船は船速の低下に伴い操舵性

が著しく低下し高度な操船技術が要求されるため，

着桟操船の自動化が望まれている． 

 着桟操船の自動化は操船所要時間を評価基準とし

た最短時間操船法[1]で制御解を導出することができ

るが，制御解の計算に時間を要するため，実海域に

おける実用化が難しい．そこで，実海域での外乱に

対応するため，モデル予測制御による目標追従を行

う方法が提案された[2]．しかし，モデル予測制御に

は操縦運動モデルが必要であり，設計データや模型

試験結果から決定されたモデルの精度が低いと，制

御性能が低下してしまう可能性がある．この問題を

解決するために，操縦運動モデルを MOGA-Ⅱと呼

ばれる遺伝的アルゴリズムを用いて最適化するとい

う方法が提案された[3]．しかし，最適化するパラメ

ータが多いため，最適化に時間を要し，操船中に船

舶の特性が変化したときに対応できない． 

 そこで本研究では，修正するパラメータを減らし

て操縦運動モデルの最適化を行うことで，モデルの

精度向上と計算時間の短縮を試みた．なお，モデル

精度の検討は，操縦運動モデルを用いたシミュレー

ションによって行った． 

 

2 着桟操船の定式化 

目標とする着桟操船を

図 1のように“ある位置

において一定方向・速度

で航行している船舶を，

指定した位置へ，その位

置での方向・速度を指定

して移動させる操船”と

定義する．ここで，原点 

 

 

O を着桟位置，点 A を着桟制御開始位置，点 B を

着桟位置手前の誘導目標の位置とし，本研究では着

桟距離 l [m]の区間の制御を対象とする．また，𝑥, 𝑦

は船舶の位置座標[m]，𝑢, 𝑣, 𝜓, 𝑟はそれぞれ船舶の前

後方向速度[m/s]，横方向速度[m/s]，回頭角度[deg]，

回頭角速度[deg/s]である． 

 

3 操縦運動モデルの最適化 

3.1 対象船舶 

本研究では対象船舶を東京海洋大学所有の小型練

習船“汐路丸”とする．汐路丸の主要目を表 1に示

す． 

表 1：対象船舶の主要目 

Lpp 46.0 m 

Breadth 10.0 m 

Depth 43.8 m 

Draft 2.83 m 

Gross Tonnage 425 ton 

また本研究で用いる数学モデルは，MMGモデルに

基づいた非線形な操縦運動モデル [1]を用いる． 

3.2 最適化手法 

 実船実験の指令値をモデルに入力してシミュレー

ションを行い，そのシミュレーション出力と実船実

験データの誤差を最小にするように，船体運動モデ

ルのパラメータの最適化を行う．操縦運動モデルの

パラメータは多くあるが，青木らの論文([4]に示され

ているように，舵力の中の整流係数 𝛾𝑅 と流入速度

の比𝜀 が船舶の操縦性能に大きな影響を及ぼすパラ

メータである．そこで，本研究では効率良く短時間

で最適化を行うため，最適化を行うパラメータとし

て  𝛾𝑅, 𝜀 の 2つを選定した．  

最適化手法としては，最適化するパラメータが 2

つと少なく，また船体運動モデルが非線形モデルで

あるため，滑降シンプレックス法[5]を用いた．この

図 1：着桟操船の定式化 

x 
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A 

B 
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とき，評価関数 Jは次のように各状態の誤差の二乗

和を無次元化し重みを付けて足し合わせたものを用

いた．重みは，先行研究でパレート最適解から一番

良い解を選択したときの評価関数で用いられた値を

使用した． 

𝐽 = 𝐽𝑥 + 2𝐽𝑦 + 𝐽𝑢 + 2𝐽𝑣 + 3𝐽𝑟 + 3𝐽𝜓 (1) 

𝐽𝑖 = ∑{𝑆𝑖(𝑡) − 𝑀𝑖(𝑡)}2

𝑁

𝑡=0

 (2) 

𝑆𝑖(𝑡)：時刻 tのときのシミュレーションデータ 

𝑀𝑖(𝑡)：時刻 tのときの実船実験データ 

𝑁：実船実験データの操船所要時間 

𝑖：各状態(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, 𝑟, 𝜓) 

 また，実船実験データは 2014年 1月 22日に行っ

た向かい風時と追い風時のそれぞれ 2回ずつ，合計

4回の着桟距離 250mの自動着桟操船実験の結果を

用いた． 

 

4 最適化結果 

 本研究の手法で船体運動モデルの最適化した結果

を表 2 に示す．なお，最適化に要した時間は Intel  

Core i7@1.60GHzのCPUを備えたコンピュータを

使用したとき 133.5秒であり，1回の着桟に比較し

ても短時間で最適化が終了していることが分かる． 

表 2：最適化前後のパラメータ 

 
𝛾𝑅 𝜀 

従来モデル 

（最適化前） 
0.361565038  0.969618617  

最適化モデル 

（最適化後） 
0.520531335  1.109727368  

最適化後のパラメータの有効性は，最適化で使用

しなかった実船実験データの指令値をモデルに入力

してシミュレーションした結果で評価した．図 2に

2011年1月26日に行った着桟距離350mの自動着

桟操船実験の向かい風時の実験データと，従来のモ

デルと最適化したモデルを用いたシミュレーション

結果を示し，表 3には実船実験データと両モデルに

よる結果の出力の誤差の二乗和を示す． 

図 2および表 3より，従来の船体運動モデルを用い

たシミュレーションデータと比べて，最適化した船

体運動モデルを用いたシミュレーション結果のほう

が，すべての状態(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, 𝑟, 𝜓)に関して実データと

の誤差が小さくなった．  

 
図 2：モデルによる実験データの再現  

表 3：各変数に対する誤差二乗和 

 従来モデル 最適化モデル 

𝑥 1.584× 105 7.407× 102 

𝑦 1.831× 105 4.079× 103 

𝑢 2.824× 10   2.792× 10   

𝑣 1.950× 10   1.881× 10   

𝑟 8.419 4.643 

𝜓 2.696× 104 2.192× 103 

5 まとめ 

 本研究では，操縦運動モデルの 2つのパラメータ

を滑降シンプレックス法で最適化した．その結果，

操縦運動モデルによるシミュレーションの精度を向

上させることができた．また，短時間で最適化でき

るため，航海中に船舶の運動特性が変化した場合に

も有効であることを確認した．  
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周期成分の揺らぎを考慮した複素ケプストラムに基づく統計的音声生成システム
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指導教員名　　南角　吉彦

1 はじめに
音声合成手法の一つに，人間の発話過程が音源である励振

源と，共振である音響フィルタから成ると仮定するソース・
フィルタモデルがある．このモデルにおける励振源には，有
声区間ではパルス列，無声区間では白色雑音を元にして波形
を生成する手法が広く用いられる．しかしこのような励振源
を用いた場合，自然音声に見られる周期/非周期成分が混合
した音声を表現することが難しい．
この問題に対して，残差信号から周期成分と非周期成分を

推定する手法 [1]が提案された．しかし自然音声は周期成分
に微妙な変動（揺らぎ）を持つため，適切に周期/非周期成分
を分離することが難しく，表現能力の低いフィルタが推定さ
れた．その後，周期成分を表す有声フィルタが確率変数であ
ると仮定した手法 [3]が提案され，周期成分の揺らぎを考慮
可能になった．しかし推定される非周期成分は自然音声と比
べて過大もしくは過小となり，適切な周期/非周期成分の推
定には至らなかった．
本研究では，有声フィルタを確率変数である複素ケプスト

ラムでモデル化する手法を検討した．これは，ケプストラム
領域における音声信号のモデル化が多くの研究で有効性が確
かめられており，周期成分の揺らぎに対しても有効であると
考えたためである．これにより周期/非周期成分が適切に学
習され，より自然性の高い合成音声が実現できると期待する．

2 残差波形を用いた統計的混合励振源モデル
統計的混合励振源の生成過程を図 1に示す．混合励振源 e(n)

は，パルス列 t(n)を有声フィルタHvに通して得られた v(n)

及び，白色雑音 w(n)を無声フィルタ Hu に通して得られた
u(n)の線形結合で生成される．Hv とHu は以下のように定
義される．

Hv(z) =

M
2∑

l=−M
2

h(l)z−l (1)

Hu(z) =
K

1−
∑L

l=1 g̃(l)z
−l

(2)

ここで，M 及び Lは有声及び無声フィルタの次数，K は無
声フィルタのゲインである．Hv及びHuが与えられる時，パ
ルスたたみ込み行列 Aと無声フィルタ行列 Gを用いて，e

の尤度関数は以下のように定義される．

P (e|Hv, Hu)

=
1√

(2π)N |R|
e−

1
2u

⊤R−1u

=
1√

(2π)N |G⊤G|−1

e−
1
2 [e−Ah]⊤G⊤G[e−Ah] (3)

式 (3)より Hv と Hu が相互に影響を与え合うので，交互に
推定することで同時最適化を行う．

3 周期成分の揺らぎを考慮した統計的混合励振源
モデル

上記の混合励振源により周期/非周期混合した音声を表現可
能になったが，生成された音声はノイズが大きなものとなっ

Pulse train

White noise

Synthesized
Speech

t(n)

w(n)

e(n)

Mixed
Excitation

Voiced Filter Coefficients

Unvoiced Filter Coefficients

v(n)

h

g

Voiced 
Excitation

Unvoiced 
Excitation

u(n)

H(z)

Hv(z)

Hu(z)

図 1: 混合励振源における生成過程

た．これは，自然音声の周期成分が微妙な変動を持つことに
よると考えられる．有声フィルタは完全に周期的であると仮
定しており，非周期成分から変動する周期成分を完全に取り
除けなかったことが原因である．そこで有声フィルタを以下
のような確率変数と定義する手法が提案された．

P (ĥ|Hv) = N
(
ĥ|µh,Σh

)
(4)

この手法では周期成分がパルス毎に揺らぐと仮定し，上記の
確率分布よりパルス毎に個別のフィルタ係数が生成されると
する．これらにより有声フィルタが周期成分の揺らぎを考慮
可能となり，非周期成分を抑えることに成功した．しかしな
がら対角共分散でモデル化する場合，自然音声と比べると依
然としてノイズが大きく，全共分散の場合は小さすぎる結果
となった．

4 複素ケプストラムに基づく統計的音声生成シス
テム

これらを踏まえ提案法では，有声フィルタを複素ケプスト
ラムでモデル化する手法を提案する．ケプストラム領域での
モデル化の有効性は既に確かめられており，周期成分の揺ら
ぎを取り扱う上でも有用であると考えたためである．提案法
は有声フィルタを以下のように定義し，

P (ĉ|Hv) = N (ĉ|µc,Σc) (5)

パルス毎に有声フィルタ係数が以下のように生成されるとす
るものである．

ĥ = F−1 exp (F ĉ) (6)

F は離散フーリエ変換行列である．さらに従来の音響フィル
タは有声フィルタ及び無声フィルタで表現可能であるとして，
提案法では図 2 のように音声信号を直接学習することを試
みる．

図 2: 提案法の音声生成過程
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上記及び尤度関数 (3)を用いてQ関数を以下のように定義
する．

Q(Hv,Hu, H
(i)
v ,H(i)

u )

=

∫
P (ĉ|s,Hv,Hu) logP (s, ĉ|H(i)

v ,H(i)
u )dĉ (7)

このQ関数を最大化するように，有声フィルタ及び無声フィ
ルタを交互に推定する．

5 評価実験
提案法の有効性を確認するために，残差信号及び音声信号

の推定実験を行った．

5.1 実験条件
フィルタ推定条件を表 1 に示す．残差信号を学習する際

は，24 次ケプストラムの逆フィルタリングにより得られた
ものを使用する．また各手法は表 2のように呼称する．手法

表 1: 共通の実験条件
学習データ 各音素 1000点程度のデータを 5個

サンプリング周波数 16kHz

Hv,Hu の次数 0∼256次

表 2: 各手法のインデックス

CONV DIAG
周期成分の揺らぎを考慮した統計的混合

励振源モデル（対角共分散）

CONV FULL
周期成分の揺らぎを考慮した統計的混合

励振源モデル（全共分散）

PRO
複素ケプストラムに基づく統計的音声生

成システム
CONV DIAG, CONV FULL, PROの有声及び無声フィルタ
の初期値には手法 [1]の推定結果を与えた．

5.2 残差信号及び音声信号学習実験
実験の一例として，図 3,4において音素/m/における残差

信号及び音声信号を学習した結果を示す．手法 PROによる
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図 3: 音素/m/の残差信号における無声フィルタゲインの推移

無声フィルタゲイン推移はCONV DIAG及びCONV FULL

の中間に収束しており，ノイズ低減効果が確認できた．これ
は提案法により有声フィルタの表現能力が向上したためと考
えられる．また，この際に推定された励振源信号及び音声信
号の一部を手法 PRO及び CONV DIAGに関して図 5に示
す．図 5より，手法PROにより推定された信号はノイズ成分
が低減され，さらに周期成分が明瞭に推定されていることが
わかる．合成された音声を聞き比べると，従来法に比べ明瞭
性が向上していることが確認できた．しかしながら，音素/z/

の音声信号に代表されるような局所的にノイズが存在する信
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図 4: 音素/m/の音声信号における無声フィルタゲインの推移
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図 5: 推定された励振源信号（左）及び音声信号（右）

（CONV DIAG:上段，PRO:下段）

号に関してはノイズ低減効果が見られなかった．これは複素
ケプストラムの変動がフィルタ係数全体に及ぶためだと考え
られ，提案法については残差信号をモデル化することが望ま
しいと推測される．

6 むすび
本研究では，周期成分の揺らぎを考慮した複素ケプストラ
ムに基づく音声合成システムを提案した．ケプストラム領域
における音声信号のモデル化は多くの研究で行われ有効性が
確かめられており，周期成分の揺らぎを表現する際にも有用
であると考えたためである．音声合成実験より，局所的にノ
イズ成分が存在するような条件を除き，ノイズ成分の大きい
従来法に比べ提案法のノイズ低減効果が確認できた．提案法
はリフタリングやメルスケールの導入によりさらなる改善が
期待される．

参考文献
[1] R. Maia, T. Toda, K. Tokuda, S. Sakai, and S. Nakamura,

”On the state definition for a trainable excitation model in
HMM-based speech synthesis,” Proc. of ICASSP, pp. 3965–
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[2] Z. Ghahramani, and G. E. Hinton, ”The EM Algorithm for
Mixtures of Factor Analyzers,” Tech. Rep. Univ. of Toronto,
CRGTR-96-1, May. 1996.

[3] 可児 賢治，徳田 恵一，李 晃伸，“音声合成のための周期成分の
揺らぎを考慮した統計的励振源モデル”
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1 はじめに 

スマートフォンに代表されるモバイル機器の普及

に伴い，これらの機器への性能要求が高まりを見せ

ている．このようなモバイル機器では一般に，搭載

されるメモリの容量が汎用計算機と比較して少ない

ため，ガベージ・コレクション（GC）のようなメモ

リ管理機能の性能が非常に重要となる．しかし GC

には，その有用性の一方で，GC実行時のアプリケー

ションプロセス停止により，システムのレスポンス

が低下してしまうという問題が存在する．そこで本

研究では，ハードウェア支援によって，より高速か

つ効率的なGCを実現することで，こうした問題の解

決を目指す． 

2 ガベージコレクション 

GCとは，プログラムが動的に確保したメモリ領域

のうち，不要になった領域を自動的に解放する機能

である．しかし，GCは実行時にアプリケーションを

停止させる必要があり，これに伴うシステムのレス

ポンス低下が問題となっている．この問題を解決す

るために，GCはこれまで，主に動作アルゴリズムの

改良という観点から研究されてきた．しかし，それ

らはスループットを犠牲にして停止時間の短縮を図

るものであったり，システムに合わせた煩雑なチュ

ーニングが必要であったりと，根本的な問題解決に

は至っていない．これに対し本研究では，多くの GC

アルゴリズムに共通して存在する構成処理要素に着

目し，これを高速化するハードウェア支援手法を提

案する． 

3 DalvikVMにおける GCの動作 

ハードウェア支援による GC 高速化手法を考察す

るにあたり，まずモバイル端末の実行環境として広

く普及しているDalvikVM[1]に実装されたGCを対象

に，実行時間の内訳を調査した．その結果，多くの

プログラムではオブジェクト間の参照を辿る処理に

時間を要していることが分かった．そこで本論文で

は，このオブジェクト探索処理を高速化するハード 

 

 

ウェア支援手法を提案する． 

DalvikVMでは，Mark & Sweep[2]と呼ばれるGCア

ルゴリズムを採用している．このアルゴリズムでは，

オブジェクトにマークをつけることで，そのオブジ

ェクトがゴミであるかどうかを判別する．しかし

DalvikVMの場合，各オブジェクトへのマーク処理は，

当該オブジェクトがマーク済みであるかどうかに依

らず毎回実行されているという問題が存在する．本

来，オブジェクトへのマーク処理は一回ずつのみ実

行すれば良いため，そのような重複したマーク処理

は本質的には無駄であり，この冗長なマーク処理は

GCの大きなオーバヘッドとなってしまう． 

そこで本論文では，このような冗長なマーク処理

を省略するためのハードウェア支援手法を提案する．

これにより，GC実行時間の多くを占めるオブジェク

ト探索処理を高速化し，GCの大幅な性能改善を目指

す． 

4 冗長なマーク処理の省略 

GC 実行時に冗長なマーク処理を省略するために

は，マーク対象のオブジェクトが過去にマークされ

たことがあるか否かをマーク処理前に判断可能とす

る機構を新たに実装し，マーク済みのオブジェクト

に対するマーク処理を省略できるようにする必要が

ある．これを実現するために，本提案手法ではプロ

セッサのハードウェアを拡張し，マーク済みのオブ

ジェクトを記憶するための専用表を追加する．さら

に，これに併せて既存のマークフェーズの動作も拡

張し，各オブジェクトへのマーク処理を専用表の確

認後に行うように変更する．そして，マーク対象の

オブジェクトが既に表に登録されている場合，つま

り当該オブジェクトが既にマークされている場合，

これに対するマーク処理を省略することで冗長なマ

ーク処理を防ぐ． 

なお本提案手法では，マーク処理の省略によって

得られる効果を高めるべく，マーク済みのオブジェ

クトを記憶するために，一次検索表，二次検索表と
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定義した二つの専用表を組み合わせて利用する．そ

して過去にマークがなされたオブジェクトのうち，

マーク処理が複数回実行されたオブジェクトは一次

検索表で，一回のみ実行されたオブジェクトは二次

検索表で管理する．これにより，冗長なマーク処理

が頻発しているオブジェクトを一次検索表で優先的

に管理し，それらのオブジェクトに対するマーク処

理を省略することで，マーク処理の大幅な高速化を

実現する． 

以上で述べたように，本提案手法ではマーク済み

のオブジェクトを専用表を用いて管理する．そして，

これに登録されているオブジェクトへのマーク処理

を省略することで，マーク処理の大きなオーバヘッ

ドとなっている冗長なマーク処理を省略し，GCの大

幅な高速化を図る． 

5 評価 

提案手法をgem5シミュレータに実装し，シミュレ

ーションにより評価した．評価には GCBench，

AOBench，SPECjvm2008から 5個の，計7個のプログ

ラムを用いた．GCの実行サイクル数比を図1に示す．

凡例はサイクル数の内訳を示しており，MarkRootは

ルート集合からのマーク，ScanMarkedはオブジェク

トの探索，Sweepは不要なオブジェクトの回収，misc

はスレッド同期などMark & Sweep以外の処理に要し

たサイクル数を示している．また，2 本のグラフは

それぞれ，既存の Mark & Sweep（MS），冗長なマー

ク処理を省略する提案モデル（P）の結果を示してお

り，（MS）の GC実行サイクル数を 1として正規化し

ている． 

結果を見ると，提案モデル（MS）は多くのベンチ

マークプログラムで GC 実行サイクル数を削減でき

ていることがわかる．これは，提案手法によって冗

長なマーク処理が省略され，ScanMarkedが削減され

たためである．特に，crypto.signverify では

ScanMarkedの占める割合が大きく，提案手法が有効

に働いたため，12.4%のGC実行サイクル数が削減で

きている．ベンチマークプログラム全体でも，最大

12.4%，平均 5.7%の GC実行サイクル数を削減できて

いることが確認できた． 

また，プログラムの総実行サイクル数と GCによる

平均停止時間も計測した．その結果，プログラムの

スループットを示す総実行サイクル数は，既存手法

と同等であること，および平均停止時間は既存手法

と比較して短縮できることが確認できた．以上の結

果から，提案手法を用いた場合，既存手法と同等の

スループットを維持しつつ，GC実行サイクル数の削

減，およびこれに伴う停止時間の短縮を実現できる

ことが確認できた． 

 

図1：GC実行サイクル数 

5 まとめ 

本論文では，GCの代表的アルゴリズムに共通して

存在するオブジェクト探索処理をハードウェア支援

によって高速化する手法を提案した．本提案手法で

は，マーク済みのオブジェクトを専用表で管理し，

各オブジェクトへのマーク時にこれを参照すること

で，冗長なマーク処理を省略する．そして提案手法

の有効性をシミュレーションにより評価した結果，

既存の Mark & Sweep と比較して，GC を高速化でき

ることを確認した． 

本研究の今後の課題として，専用表の追加に伴っ

て増加すると考えられる消費電力を調査し，これを

抑制する手法を考察することが挙げられる． 
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1 まえがき

自由視点映像合成ではRGB画像だけでなく，被写体との距

離を示す奥行き画像を含む，RGB-Dデータを使用するDepth

Image Based Rendering (DIBR)が用いられる．RGB-Dデー

タの情報量は膨大であり，従来よりも高効率な符号化が求め

られる．RGB-Dデータを高効率に符号化するには，自由視点

画像の劣化を引き起こす各画像の符号化歪みを，ポストフィ

ルタにより取り除く必要がある．

自由視点画像のための奥行き画像符号化の従来研究では，精

度の低い奥行き画像が使用されてきた．そのため，奥行き画

像の情報量を RGB画像の情報量よりも大幅に削減し，歪み

除去にはRGB画像を参照することで輪郭位置を修正するジョ

イントフィルタを用いることが有効であるされてきた．しか

し，近年技術の向上により高精度な奥行き画像を取得可能に

なったため，高精度な奥行き画像は従来と比べ，歪みがわず

かであっても，合成画像に大きな影響を与えるようになった．

そのため，従来のように奥行き画像を符号化すると，合成画

像の品質が大きく劣化してしまう．

そこで本論文では，精度の高い奥行き画像を用いて自由視点

画像合成を行う場合，従来研究の符号化傾向と異なり，RGB

画像と奥行き画像をほぼ同じようにして情報を削減した方が

符号化効率がよくなることを示す．また，その場合の奥行き

画像に対するポストフィルタは，ポストフィルタセット [1]が

最もよいことを示す．加えて，RGB画像の符号化歪みに対し

ては，奥行き画像の情報を活用し，歪みを除去する新たなポ

ストフィルタを提案する．

本概要では，精度の高い奥行き画像を自由視点画像合成に

用いたときの各画像の最適な符号化は，従来研究の符号化傾

向と異なることを示す [2]．また，その傾向は最新の符号化方

式である H.265/HEVCにおいても同様であることを示す．

2 奥行き画像の精度と自由視点画像合成

自由視点画像合成において奥行き画像の精度が高くなると，

上限はあるものの，合成画像の品質は高くなる．その場合，奥

行き画像に歪みが発生した場合の影響も大きくなり，合成画

像の品質は大きく劣化する．従来研究では，奥行き画像の精

度が低く，合成画像の品質が低かった．この場合では，奥行

き画像の歪みが合成画像に与える影響は小さいため，奥行き

画像の情報量を RGB画像よりも大きく削減し，ジョイント

フィルタにより修正することが最適であるとされてきた．

図 1に奥行き画像の精度とポストフィルタの関係について

示す．図 1のように入力の奥行き画像の精度が低く，RGB画

像と輪郭の位置が異なっている従来研究の場合は，ジョイン

トフィルタにより輪郭の位置が修正されるため，RGB画像を

参照しないノンジョイントフィルタよりも効果的であること

がわかる．

図 1: 奥行き画像の精度とポストフィルタの効果

しかし，本論文の実験のように，入力の奥行き画像の精度

が高く，各画像の輪郭の位置が正確である場合，輪郭位置の修

正は必要なく，符号化歪みを除去する効果が求められる．ま

た，精度の高い奥行き画像の符号化歪みは，合成画像の品質

に与える影響が大きい．そのため，奥行き画像の情報を大き

く削減せずに，各画像の情報量を同等に削減した方が，符号

化効率が高くなる可能性がある．また，この場合において，奥

行き画像と同等の歪みが発生した RGB画像を参照するジョ

イントフィルタよりも，ノンジョイントフィルタの方が効果

が高くなる可能性がある．

そこで本研究では，奥行き画像の精度が高い RGB-Dデー

タの情報を如何に削減するべきかを検討するために，各画像

の品質を変えて実験を行う．また，その場合で最適なポスト

フィルタを調べるためにノンジョイントフィルタとジョイン

トフィルタの比較・評価を行う．

3 比較実験

3.1 実験方法

本実験では JPEG，H.264/AVC，H.265/HEVC の 3 種類

の符号化形式を用いて，RGB-Dデータの符号化を行う．実験

で用いるデータセットの奥行き画像は精度の高いMiddlebury

を用いる．奥行き画像の真値の欠損は，周囲の最小の奥行値

によりパディングした．さらに，奥行き画像に 3×3 の最大値
フィルタを用いることで，奥行き画像の輪郭を広げた．これ

は，文献 [3] のアルファマッティングを用いた合成画像の近似

であり，合成画像の品質向上を狙って行った.

実験で比較するポストフィルタは，ノンジョイントフィル

タのポストフィルタセット [1] とジョイントフィルタのウェイ

ティッドモードフィルタ [4]に加えて，ウェイティドモードフィ

ルタの参照画像を RGB画像から奥行き画像に変更したもの，

そしてポストフィルタセットにウェイティドモードフィルタを

組み込んだ四つのフィルタである．ウェイティドモードフィル
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(a) Art (695×555) (b) Books (695×555) (c) Cloth1 (626×555)

図 3: 各データセットの合成画像の PSNRと総符号量 (H.264/AVC)

(a) Post filter set (b) Weighted mode filter

図 2: ジョイントフィルタとノンジョイントフィルタの比較

タとポストフィルタセット以外の二つのフィルタを追加した

理由は，同じ構造のフィルタにおいて，RGB画像を参照画像

として利用するべきなのかという議論を行うためである．実

験の評価は，左右の RGB画像と奥行き画像を用いてその中

間視点を DIBRにより合成し，PSNRにより行う．

3.2 実験結果と考察

図 2に H.264/AVCで符号化したときの奥行き画像に対し

て，ポストフィルタセットとウェイティッドモードフィルタを

用いたときの合成画像を示す．このように画像で比較すると，

ジョイントフィルタであるウェイティッドモードフィルタでは

細いオブジェクトが歪んでいるが，ノンジョイントフィルタ

のポストフィルタセットではきれいに合成されていることが

わかる．この結果は，ウェイティッドモードフィルタが参照す

る RGB画像の符号化歪みによる影響であると考えられる．

図 3に H.264/AVCで符号化したときの各データセットの

PSNRによる実験結果を示す．図の横軸は総符号量（左右の

RGB 画像と奥行き画像の総和）であり，縦軸は合成画像の

PSNRを示してる．また，一つの円で囲まれているグラフの

束は RGB画像が同じ品質であることを表しており，そのグ

ラフは右にいくほどに奥行き画像の品質が高くなっているこ

とを示している．そして，RGB画像の品質は右のグラフにな

るほどに高くなっていることを表している．

図 3において各条件を比較したとき，ポストフィルタセッ

トとウェイティッドモードフィルタを追加したフィルタが効果

が高くなっている．この二つのフィルタの結果がほぼ同じで

あることから，参照画像に RGB画像を用いる効果はなかっ

たといえる．このことは，ウェイティッドモードフィルタと参

照画像を奥行き画像に変更したフィルタの結果に対しても同

様のことがいえる．このことから，奥行き画像の精度が高い

場合はジョイントフィルタではなく，参照画像に性能が依存

しないノンジョイントフィルタ，中でも性能が高いポストフィ

ルタセットが最適であるといえる．

RGB-Dデータにおける各画像品質の関係について，図 3(a)

のRGB画像のQP=32とQP=26のグラフを比較する．RGB

画像がQP=26の奥行き画像の品質が低い左側よりも，QP=32

の RGB画像の奥行き画像の品質が高い右側の方が合成画像

の品質が高くなっていることがわかる．このことは，奥行き

画像の精度が高い場合は，奥行き画像の情報を一方的に削減

するのではなく，RGB画像の品質と奥行き画像の情報をバラ

ンスよく削減したしたほうが，RGB-Dデータの符号化効率が

高くなることを示している．

4 むすび

本論文では，精度の高い奥行き画像を用いた場合の自由視

点画像合成に最も適したポストフィルタと，RGB-Dデータの

情報量の割り振りを明らかにするために，従来研究の実験環

境の問題点を挙げて，その問題点を解決するための比較実験

を行った．その結果，H.265/HEVCを含めた各符号化形式に

おいて，自由視点画像合成に最適なフィルタは文献 [1]のポス

トフィルタセットであることを明らかにし，RGB-Dデータを

符号化する場合，RGB画像の品質に対して，奥行き画像もほ

ぼ同じ品質で符号化することが望ましいことを示した．

また，本論文では，RGB画像に対するポストフィルタとし

て，奥行き画像を参照する新たなポストフィルタを提案し，そ

のポストフィルタにより従来手法よりも主観的に輪郭部のボ

ケを取り除けること確認した．

今後の課題として，イントラ符号化だけでなく，インター

符号化に対する影響や，中間視点以外の視点を生成したとき

の影響を調査することがあげられる．また，奥行き画像のポ

ストフィルタに関して，精度の低い奥行き画像に対してジョ

イントフィルタは，ノンジョイントフィルタよりどの程度有

効であるのかといった調査が挙げられる．
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入力信号の信頼度を考慮した音響・画像特徴量のモデル化に基づくバイモーダル音声認識

学籍番号　　２５４１３５１７　　氏名　　岡田 麻未

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
雑音に頑健な音声認識手法として音響的雑音の影響を受け

ない情報を併用するバイモーダル音声認識がある．この手法
では，併用するデータに音響的雑音の影響を受けない画像デー
タを用いる．この手法の有効性は，これまで行われた研究に
おいて示されている [1]．バイモーダル音声認識では，音声情
報における音響的雑音が強い場合，画像情報である口唇周辺
動画像から得られる情報が重要となる．一方，音響的雑音が
弱ければ音声から得られる情報が重要となる．それぞれの情
報をどの程度重要視するかという度合いを表すパラメータと
して特徴量重みがある．
ある雑音環境下における適した特徴量重みを動的に決定す

る様々な手法が提案されており，その一つにガウス混合モデ
ル (Gaussian Mixture Model; GMM)に基づく特徴量変換を
利用した特徴量重みの動的決定手法がある [2]．この手法では，
雑音を含む音声特徴量のテストデータからGMMを利用して
時々刻々と変化する雑音に適した特徴量重みを動的に決定す
ることを可能としている．しかし，このときに用いるGMM

においては，雑音を含む学習データに対して適切な特徴量重
みをあらかじめ人手で与える必要があり，非常に大きなコス
トがかかる．また，そのときに与える“適切な特徴量重み”
はヒューリスティックな方法で決定したものであり，実際の
適した特徴量重みであるとは限らない．
そこで，本論文ではニューラルネットワークを用いたバイ

モーダル音声認識における音声・画像特徴量の重み推定を含
むモデル化を検討する．近年，ニューラルネットワークを用い
た音声認識が高い性能を示している [3]．提案法では，ニュー
ラルネットワークに音声・画像の統合特徴量を入力し，二つ
の特徴量間の相関を自動で学習させることで，疑似的に“適
切な特徴量重み”を内部で計算する．これにより，提案法で
は，あらかじめ“適切な特徴量重み”を与える必要がないた
め，モデル時のコストを大幅に削減することができる．また，
入力信号の信頼度を考慮しながら識別的にモデル学習を行う
ため，高い認識精度が期待される．

2 バイモーダル音声認識
バイモーダル音声認識には，音声と画像の統合手法として

時間的な統合単位の違いなどを考慮して様々な手法が存在す
る．ここでは，その手法のうち初期統合法と呼ばれる，特徴
量を統合する手法を示す．ここで，音声と画像の時刻 t にお
ける観測ベクトルを ot =

(
o(a)

t ,o(v)

t

)
と表した場合， ot の状

態 i における出力確率は次式により計算することができる．

Pi (ot |M) = Pλ(a)

(o(a)

t |M)× Pλ(v) (
o(v)

t |M
)

(1)

ここで，P
(
o(a)

t |M
)
は状態 i において音声の特徴ベクト

ル o(a)

t を出力する確率であり， P
(
o(v)

t |M
)
は状態 i にお

いて画像の特徴ベクトル o(v)

t を出力する確率である．また，
λ(a), λ(v) は音声と画像それぞれの特徴量重みである．

3 特徴量重みの動的推定手法
バイモーダル音声認識では，時間とともに変動する雑音の

強さや種類に応じて，特徴量重みを動的に決定する必要があ
る．先行研究 [2]では，GMMに基づく特徴量重みの動的推

定手法が提案されている．この手法では，認識時において与
えられるテストデータの音声特徴量から適切な特徴量重みを
推定し，特徴量重みを動的に決定することができる．
しかし，この手法においてはいくつか問題点が存在する．
バイモーダル音声認識を行う音響・画像モデルと，そのモデル
に与える適切な特徴量重みを推定するための同時確率GMM

はそれぞれ独立に存在している．そのため，特徴量重みと音
響・画像モデル間で影響を与えるような特徴量などに関しては
全く考慮されていない．また，この手法では同時確率GMM

を学習させる際，雑音重畳音声に対して適切な特徴量重みを
与える必要があるが，先行研究では，複数の SNR値を持つ
雑音重畳テストデータセットを使用して，バイモーダル音声
認識を行い，SNR 毎に認識率を最大とする音声特徴量重み
を求めることで，適切な特徴量重みを決定している．しかし，
これはあくまでヒューリスティックな方法で決定したもので
あり，本当に適した特徴量重みであるかどうかはわからない．
また，各 SNR値ごとに与える特徴量重みを変えて認識率を
調べるというこの工程は，非常にコストが大きい．

4 ニューラルネットワークを用いたバイモーダル
音声認識

本論文では，先行研究の問題点を解決するために，ニューラ
ルネットワークを用いたバイモーダル音声認識を提案する．

4.1 ニューラルネットワーク
ニューラルネットワークとは，神経の構造をモデル化した
もので，その最小単位である神経細胞 (ニューロン)のモデル
をユニット (素子)と呼ぶ．
現在，一般的に用いられているニューラルネットのモデル
は，図 1 に示すように，多入力，一出力を持つユニットであ
る．他のニューロンとの結合部には，それぞれ可変の重みWi

を付ける．重みWiは正負の値を取り，正の場合は興奮性，負
の場合は抑制性に対応している．重み付けされた，他のニュー
ロンからの入力値Wixiは，総和X として求められ，応答関
数 f により変形され，出力値として出力される．総和X，出
力値 Y は式 (2), (3)のように表される．

X =

n∑
i−1

Wixi (2)

Y = f(X) (3)

応答関数 f としては，様々なものが考えられているが，本研
究では tanh関数を用いた．

4.2 ニューラルネットワークを用いたバイモーダル音声認識
この手法では，音響・画像モデルと特徴量重み推定モデル
の二つの役割をニューラルネットワークで行う．音声・画像
の特徴量を統合した統合特徴量をニューラルネットワークに
入力し，音声・画像特徴量の相関を学習させる．この時，学
習データに対して適切な特徴量重みを人手で与えたりはせず，
ニューラルネットワーク内部で擬似的に適切な特徴量重みを
計算させる．これにより，特徴量重み推定モデルを生成する
ことや，与える音声特徴量に対して適切な特徴量重みをあら
かじめ設定しておく必要もなくなり，大幅なコストの削減が
できるため，さらに効率的で精度の高い認識を行うことが期
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Y = f(X)

x1

x2

x3

xn

w1

w2

w3

wn

fX =
n∑

i=1

wixi

図 1: ニューロンのモデル

表 1: モデルの学習・認識時の音声・画像の分析条件

原音声
SNR30 dBの
白色雑音を重畳

サンプリング
16kHz/60Hz

周波数（音声/画像）
フレーム周期（音声・画像） 10ms

音声特徴量
18次メルケプストラム
（0-18次）+∆+∆∆

画像特徴量
10次主成分スコア
（1-10次）+∆+∆∆

待される．また，ニューラルネットワークの出力値はコンテキ
スト依存HMMの各状態の事後確率とし，この出力をHMM

の事後確率と置き換えることによってバイモーダル音声認識
を実現する．ニューラルネットワークを用いたバイモーダル
音声認識の図を図 2に示す．

図 2: ニューラルネットワークを用いたバイモーダル音声認

識 (3階層型)

5 HMM状態の識別実験
提案手法の有効性を確認するため，M2TINITデータベー

スを用いた実験を行った．モデルの学習データには，データ
ベースの 503文章分の音声・画像データのうち，448文章分を
用い，学習データに含まれない 53文章分をテストデータとし
て利用した．音声と画像の分析条件を表 1に示す．ここでは，
初期統合手法と提案法であるニューラルネットワークを用い
た手法をHMMの状態番号認識実験によって比較する．隠れ
層の数は 1層と 3層，隠れ層のユニット数は 1000，2000のも
のを用いた．また，初期統合手法として，混合数 4のGMM

を用いた．前後 4 フレームを取り，合計 9 フレームを 1 つ
の特徴量ベクトルとした特徴量で行った結果を図 3に示す．
“A-DNN”は音響特徴量のみ，“AV-DNN”は音響・画像特徴
量を 1:1で統合した統合特徴量を使用したもの，また，“AV-

GMM”は混合数 4のGMMの初期統合手法で，最も認識率
の高かった，音響特徴量重み:画像特徴量重み = 0.6 : 0.4と
して雑音を含む認識データで認識を行った結果を示している．
結果から，隠れ層の数，ユニットの数を増やすことで僅か

な認識率の向上が見られる．これは，数を増やすことでモデ
ルの自由度が上がり，より特徴量を正確にモデル化すること

ができるようになっているためと考えられる．しかし，統合
特徴量を用いた認識結果はGMMのものと比較すると認識率
は大きく下回っている．この理由として，音響特徴量と画像
特徴量を統合して一つのベクトル特徴量にしていることで，
先行研究では別のストリームとして扱っていたために区別出
来ていたそれぞれの特徴量が，ニューラルネットワークでは
上手く学習することが出来なくなっているためと考えられる．
事前学習として雑音を含む音響特徴量のみを用いてニューラ
ルネットワークを学習し，その学習した際に得られたパラメー
タを初期値としたニューラルネットワークで雑音を含む統合
特徴量を用いて学習を行った場合の結果を図 4に示す．図 4

において，事前学習を行うことで，大きく認識率が向上し，
GMMの結果を大きく上回る認識精度を示している．このこ
とから，ニューラルネットワークに対して，適切な初期値や
事前情報を与えることで，期待される認識精度を得ることが
可能であることが確認できた．
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図 3: 前後 4フレームの特徴量を使った認識結果
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図 4: 事前学習を行った認識結果 (前後４フレーム特徴量)

6 むすび
本研究では，入力信号の信頼度を考慮した音響・画像特徴
量のモデル化に基づくバイモーダル音声認識手法について検
討した．実験結果からは先行研究を上回る認識精度が示され，
人手で適切な特徴量重みを与える必要なく，ニューラルネッ
トワーク内部で音響・画像特徴量間の相関を考慮する学習・
認識が行えることが確認できた．
今後の課題としては，ニューラルネットワークの出力値の
状態事後確率を利用してコンテキスト依存HMMを構築して
行う連続音素認識の実験，複数の雑音環境下への提案法の拡
張などが挙げられる．
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響学会秋研究発表会講演論文集，2-1-12, pp.81-82, Sep.2009.
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劣駆動パラレルリンクロボットの非ホロノミック制御における追従性能の改善 
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指導教員名 米谷 昭彦 

1 はじめに 

多自由度の閉ループ機構を有するパラレルリンクロ

ボットは，アクチュエータをベース上に配置するこ

とによって，機構の剛性と固有振動数が高くなり，

高速・高精度・高出力な作業を可能としている．し

かし，このタイプのロボットは一般に高価であると

いった欠点を持っている．この欠点を克服するため，

パラレルリンクロボットのリンクやセンサの数を減

らすことにより，コスト削減を行うとする．すると，

パラレルリンクロボットは劣駆動となり，ロボット

の運動時にリンクが振動し，停止後もリンクは自然

に減衰することなく，振動し続けてしまうようにな

る．そこで本研究では，車のサンルーフの取り付け

などに用いられるワーク移動ロボットをアプリケー

ションとすることを想定したパラレルリンクロボッ

トを制御対象とし，その位置制御を行うとともに，

その際リンクに発生する振動を制御によって抑える

ことを目的とする． 

 

2 パラレルリンクロボットのモデル 

今回考察するモデルは，奥行きを考慮しない，2 台

の台車とそれらを繋ぐ3 本のリンクからなる3自由

度の閉ループ機構とする． 

本研究で扱うパラレルリンクロボットを図2.3に示

す． 

 

図1：パラレルリンクロボットのモデル 

このパラレルリンクロボットのモデルは2台の台車

とそれらを繋ぐ3本のリンクからなる閉ループ機構

であり，車の製造ラインにおけるサンルーフ取り付

け装置を想定している．このパラレルリンクロボッ

トは拘束条件を考慮すると3自由度2入力となる．

本来なら入力より多い自由度を制御する事は出来な

いが，このパラレルリンクロボットは非ホロノミッ

ク拘束を持つので，制御する事ができる．また，二

つの台車を入力として扱うが，本研究では設計の見

立てをよくするため台車の加速度を入力として扱い，

カスケード制御を用いる事で，パラレルリンクロボ

ットの位置や振動を制御する． 

 

3 予見と目標軌道からのフィードフォワードを組

み合わせたLQI 

従来法である LQI(Linear Quadratic optimum 

control with Integral action)を使用してパラレル

リンクロボットの制御を行うと非ホロノミック拘束

を利用して制御をしているリンクの角度が振動的に

なってしまい，振動を制定するまでに長い時間を要

する．そこで本研究では，予見制御と目標軌道から

のフィードフォワードを従来のLQIに組み込む事で

動作時に発生する振動を抑える事にする． 

まず，パラレルリンクロボットの状態方程式をテー

ラー展開の1次近似線形化を用いて以下の様な形に

表す． 

)()(
)()()(

tt
ttt

Cxy
BuAxx

=
+=&

  (1) 

次に目標軌道からのフィードフォワードをLQIに組

み込む為に、目標軌道サブシステムの状態方程式を

示す。本研究では目標軌道 )(tr をステップ関数 )(tz
を二回積分して求めているので次の様になる． 
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次に予見部分の状態方程式を示す。本研究では伝達

にかかる時間であるむだ時間を予見時間として使用

する。むだ時間要素Lをパデ近似を用いて1入出力
の状態方程式で表すと 
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となりこれを2入出力の形にするには 
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となる．ここで(1)(2)(6)式で拡大系を構築すると 
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r(t)y(t)e −=  

となる． 

この拡大系に対して評価関数 

∫
∞

+=
0

)]()()()([ dtHuuQxx ttttJ e
T

ee
T

e   (6) 

を定義してその評価関数を最小にする入力を求める

と 

∫
∞

+−++=
0 4321 )()()()()()( tdtttttt p xKryKxKrKu f  (7)  

となる．ここで上式の右辺の第一項は目標軌道から

のフィードフォワードを表しており，第二項は予見

制御部分のフィードフォワードを表している． 

 

4 シミュレーションによる制御応答の評価 

下に提案法を使ったパラレルリンクロボットの動作

のシミュレーション結果を示す．なお本研究では中

央リンクの中心座標と角度の応答で評価する． 

 

図2：中央リンクの横方向座標  

 

図3：中央リンクの縦方向座標 

 

図4：中央リンクの角度 

図2～図4に示されるように，中央リンクの中心座標

は目標軌道に追従しつつ，角度は従来法のLQIと比較

すると振動を抑制する事が出来ている． 

 

5 まとめ 

本研究では，パラレルリンクロボットのコスト削減

のため，車のサンルーフの取り付けなどに用いられ

るワーク移動ロボットをアプリケーションとするこ

とを想定したアクチュエータの数を減らした劣駆動

パラレルリンクロボットを制御対象とし，劣鼓動パ

ラレルリンクロボットの非ホロノミックを利用し，

その位置制御を行うとともに，その際リンクに発生

する振動を制御によって抑えることを目的とした． 

今後の課題として，制振も含めた台車のより短時間

での移動を行えるような経路の考案，また2次元モデ

ルから3次元モデルへの拡張，実機検証などが挙げら

れる． 

 

6 参考文献 

[1]美多 勉：“非線形制御入門 劣駆動ロボットの技能制御
論”，昭晃堂（2000） 
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音声対話システムにおける重み付き有限状態トランスデューサに基づいた音声認識部と応答選択部の統合

学籍番号　　２５４１３５２４　　氏名　　喜多村 翔斗

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
本研究では，一問一答型音声対話システムの実用化への課

題とその解決策に述べる．一問一答型音声対話システムの実
用化のためには，ユーザーとシステムとの間で，より自然な
音声対話が求められている．従来のシステムでは音声認識部
と応答選択部が独立に処理を行っているため，音声認識部で
の誤りが応答選択部に影響し，応答選択の精度が低下する．
また，音声認識部の処理終了まで応答選択部は処理を待機し
なければならないことから応答速度の低下にも繋がる．この
ように音声認識部と応答選択部が独立していることから生じ
る応答精度の低下と応答速度の低下により，音声対話の自然
性が損失してしまうことが従来のシステムの問題点として挙
げられる．
そこで，本研究では，重み付き有限状態トランスデューサ

(Weighted Finite-State Transducer; WFST) [1]に基づいた
音声認識部と応答選択部の統合を行い，これらの問題を解決
する．

2 音声対話システム
本研究では音声対話システムの中でも一問一答型の音声対

話システムを対象としている．一般的な一問一答形式の統計
的音声対話は，ユーザが質問発話した音声の特徴に対して出
力確率が最大になるような応答を選択する問題として捉える
ことができる．質問発話の音声信号系列を入力 O，それに対
する応答文を出力 Aとするとき，以下のように定式化できる．

Â = argmax
A

P (A|O) (1)

質問発話の音声から直接応答文を選択することは困難なので，
中間表現に単語列 W を定義することで，以下の式のように
置き換えられる．

Â = argmax
A

∑
W

P (A|W )P (W |O) (2)

式 (2)の P (A|W )は応答選択部，P (W |O) は音声認識部から
与えられ，それぞれの統計モデルが適切に学習されることが
重要である．
タスク知識として発話文集合ではなく，キーワードのみが

与えられる場合，式 (1)の中間表現にキーワード K を用い
たキーワードに基づく音声対話システムがあり，式 (3)で表
される．

Â = argmax
A

∑
K

P (A|K)P (K|O) (3)

この枠組みでは，タスク知識となりうる単語をキーワードと
設定することで，応答精度を保ちながら，データ収集のコスト
を抑えることが可能である．このシステムにおいて，音声認識
部ではキーワードを認識する必要がある．式 (3)の P (K|O)

では，質問発話の音声信号系列から直接キーワードを求める
ことでキーワードの抽出精度を高めている．そのため，応答
選択に必要な知識を正確に抽出することで，システム全体の
応答性能の向上が期待できる．

3 WFSTに基づく音声認識部
WFST は有限オートマトンを拡張した形で定義される．

WFST の例を図 1 に示す．WFST は遷移に入力シンボル・
出力シンボル・重みを持つオートマトンである（図中では入

0 1
red : sun /0.3

3

blue : earth /0.5

2
yellow : moon /0.2 end : ε /1.0

図 1: 重み付き有限状態トランスデューサ

図 2: 各階層のWFST（合成前）

力：出力 / 重みとして記述）．このWFSTに対して「red,

blue, yellow, end」というシンボル系列を入力すると「sun,

earth, moon」が出力される．εは空語を表すため，シンボル
としては何も出力がされない．音声認識では重みは対数値と
して扱われることが多いため，前述した入力シンボル系列に
対する重みは 2.0（0.3+0.5+0.2+1.0=2.0）となる．
WFSTは数学的に簡明な枠組みであり，合成・決定化・最
小化などの演算を事前に適用してネットワークの最適化を行
うことができる．音声認識部で特に重要となるのは合成演算
であり，2つのWFSTを入力とし，新しく 1つのWFSTを
出力する．
WFSTに基づく音声認識部では，各種モデルを個々のWFST

として構築する．そして，それらを合成することで単一のオー
トマトンで表現し，その上で探索を行う．図 2に合成前の各
階層の例を示す．O,H は HMMである音響モデルから生成
され，それぞれ出力確率と遷移確率を重みとして持つ．C は
音素コンテキスト情報から生成され，モノフォン音素をトラ
イフォン等のコンテキスト依存音素へと変換する．Lは発音
辞書から生成され，音素を単語へと変換する．Gは言語モデ
ルから生成され，言語重みを付与する．合成後のWFSTは
O ◦H ◦ C ◦ L ◦Gとして表現され，合成前の Oの入力と G

の出力を持つ．合成後は特徴量を入力として単語列を出力す
る単一のWFSTとなる．

4 CRFに基づく応答選択部
条件付確率場 (Conditional Random Fields; CRFs) [2]は，
入力系列 xに対する出力系列 yの確率 P (y|x)を最大化する
ように学習を行う識別モデルであり，以下の式により求めら
れる．

P (y|x) = 1

Z(x)
exp

(
n∑

i=1

K∑
k=1

λkfk(xi, yi)

)
(4)

ここで，fk は素性関数といい，入力，出力間の特徴を示す．

fk(xi, yi) =

{
1 (xi, yi)がある特徴を満たす

0 otherwise
(5)

また，λk は素性関数 fk の重み，Z(x)は正規化項である．
CRFに基づいた応答選択部では，条件付確率場における入
力 xを音声認識と形態素解析によって得られた形態素列 (単
語，品詞情報)，出力 yを応答文とする．
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ǫ : ǫ/0.0

ǫ : ǫ/0.0

k1 : ǫ/λ1

k2 : ǫ/λ2

kn : ǫ/λn

k1 : ǫ/λn+1

k2 : ǫ/λn+2

kn : ǫ/λ2n

w0 : a1/0.0

w0 : a2/0.0

wp : ǫ/0.0

wp : ǫ/0.0

図 3: 条件付き確率場と等価なWFST(Aトランスデューサ)

5 WFSTに基づく音声対話システム
本研究で提案する大規模音声対話システムはWFST型音

声認識デコーダの枠組みを利用して構築する．WFST型音声
認識デコーダの階層の末尾に応答選択を行う階層を追加し，
計 6層のWFSTから成るWFST型音声対話デコーダを構築
する．追加する階層はAトランスデューサと呼び，認識単語
列を入力として，応答文を出力するWFSTである．Aトラ
ンスデューサはCRFをWFSTのモデル構造によって表現し
たものである．学習したCRFと等価なWFSTを図 3に示す
まず，初期状態から文頭記号読み込んで状態遷移する際，

全ての応答文 a に対して，その応答文を出力しながら状態遷
移を行う．続いて，質問文中にあるキーワード k を抽出し，
抽出したキーワードと先ほど出力した応答文 aに対するCRF

の重みをWFSTを重みとして加算する．また，質問単語が
キーワードセットKに含まれない単語の場合は，状態遷移や
重みの加算は行わず，次の質問単語の読み込みを行う．重み
の加算処理はループ構造をしており，全ての質問単語を読み
込むまでループ処理を行う．ただし，全ての質問単語がキー
ワードセットK に含まれていない場合は，キーワードの抽
出を行うことができず，終了状態へ遷移することもできない
ため，受理することができない．キーワードの抽出に一度で
も成功した場合，文末記号を読み込んで，ループ処理を抜け
ることができ，終了状態へと遷移する．
このWFSTを Aトランスデューサとして利用し，音声認

識デコーダの末尾の階層に追加することで，音声対話デコー
ダを構築する．

6 評価実験
提案法の有効性を検証するために，評価実験を行った．以

下に比較したシステムとその詳細について述べる．

• 独立システム (Independent system)

音声認識部と応答選択部が独立したシステムである．音
声の特徴量を入力として音声認識部 O ◦H ◦C ◦ L ◦Gに
より質問文を出力する．次に認識した質問文を入力とし
て応答選択部 Aにより応答文を出力する．デコーディン
グの際，ビーム幅は 13.0で実験を行う．
• 統合システム (Compose system)

音声認識部と応答選択部を統合したシステムである．統

Independent system

O ◦H ◦ C ◦ L ◦G
Words

w

A
a

 Answer
Sentence

  Acoustic
Obserbations

o

Compose system

O ◦H ◦ C ◦ L ◦G ◦A  Acoustic
Obserbations

o a

 Answer
Sentence

図 4: 比較システム

表 1: 正解率と処理速度

ビーム幅 応答選択 処理時間

独立システム 13.0 59.49% 307s

15.0 60.30% 530s

13.0 60.81% 397s

統合システム 11.0 60.66% 248s

9.0 59.64% 118s

7.0 57.23% 47s

合にはWFSTの compose を用い，合成した O ◦H ◦C ◦
L ◦G ◦Aから音声の特徴量を入力として応答文を生成す
る．統合システムは独立システムと違い，応答文を直接的
に生成するシステムである．デコーディング時にはビー
ム幅を 7.0から 15.0まで 2.0刻みで実験を行う．

これら 2つのシステムを用いて，音声認識部と応答選択部
の統合の有無について比較，考察を行う．また，各システム
の模式図を図 4に示す．
各システムにおける音声認識率，応答正解率及び処理速度
について表 1にまとめる．
統合システムでビーム幅を増減させた場合，応答正解率は
さほど変わらない結果となった．対して，処理速度はビーム
幅に対して敏感に変化することがわかった．また，ビーム幅
が 9.0 , 11.0の場合において，応答正解率，処理時間ともに
独立システムより良い結果となり，提案法の有効性が確認で
きた．統合システムの応答正解率，処理速度が向上した理由
として，統合システムでは音声の入力特徴量から直接的に応
答文を選択するので，途中で音声認識結果を出力する必要が
無いことから，処理速度が向上した．また，独立システムで
は音声認識を誤った場合，それを応答選択部に引き継いで，
間違った応答文を生成することがあるが，統合システムでは，
そのようなケースでも柔軟に対応することでき，結果して応
答正解率が向上したのだと考えることができる．

7 むすび
本研究では，統計的音声対話システムにおける，WFSTに
基づいた音声認識部と応答選択部の統合を提案した．評価実
験では，統合システムが応答正解率，処理速度ともに独立シ
ステムより良い結果となり，提案法の有効性が示された．今
後の課題として，応答選択部を担うAトランスデューサを決
定性のWFSTに変換することなどが挙げられる．

参考文献
[1] M. Mohri, F. Pereira, and M. Riley, “Weighted Finite-State

Transducers in Speech Recognition,” in Proc. Computer
Speech and Language, vol.16, no.1, pp. 69-88, 2002.

[2] 吉見 孔孝，徳田 恵一，李 晃伸，南角 吉彦, “音声対話システム
における確率モデルを用いた応答選択および質問文生成” 名古
屋工業大学修士論文, Feb. 2010.
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音声対話システムにおけるユーザとシステムの話速の関連性の調査

学籍番号　　２５４１３５２５　　氏名　　城戸 亮彦

指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに
昨今，音声対話システムは急速にマスユーザに広がってお

り，音声対話システムを利用したアプリケーションも日常生
活の中に年々普及してきている．このようなアプリケーショ
ンの増加に伴い，音声対話システムのユーザ層や使用状況は
多様化してきておりシステムに慣れていない人にも心地よく
円滑に使えるシステムが求められている．
本研究では，この引き込み現象のように，ユーザのノンバー

バル情報をシステムが検知し同調させることによる，ユーザ
フレンドリな音声対話システムの実現を目指す．ここで引き
込み現象とは,人間同士のコミュニケーションにおいて,コミュ
ニケーションを行っている二者が，発話内容以外の情報（声
の大きさ，高さ，テンション，発話速度，交代潜時（一方が
話し終わってからもう一方が話し始めるまでの時間））をお
互いに相手に同調させる現象のこと [1, 2]である．
本研究では，ノンバーバル情報の中でも発話速度（以降，

話速と呼ぶ）に着目し，ユーザの話速に対するシステムの話
速がユーザビリティにどう影響するかについて調査する．等
身大の一定のリアリティをもった音声対話システムにおいて，
ユーザの話速とシステムの話速の関連性，またシステムの話
速を変化させたときのユーザから見たユーザビリティの変化
について，実験により調査する．そして，実際にユーザがシ
ステムの話速に同調し，引き込み現象が発生するかどうかを
調査することで，ユーザとシステムの話速の関連性を明らか
にしつつ，それが対話内容によってどのように変化するかに
ついて明らかにする．

2 ユーザの話速に対応する音声対話システム
目標とするユーザの話速に対応する音声対話システムの構

成を図 1に示す．

図 1: 提案システムの構成

従来の音声対話システムの音声認識モジュールでは，認識
した音声を文字列として認識するのみである．目標とする音
声対話システムでは，音声を認識する際に発話長と音素数を
取得し，ユーザの話速を推定する．そして推定した話速を用
いて音声を変換し，音声合成の際に利用することで，ユーザ
の特性を用いて合成音声の話速を制御するシステムが構築で
きると考える．

3 ユーザビリティ評価実験
システムの話速を変更したときのユーザビリティの変化に

ついて評価実験を行った．ユーザの話速と好まれるシステム

の話速の関係や，引き込み現象の発生条件と分析，タスクに
よる差などについて考察した．

3.1 実験準備
実際に音声対話システムを利用してもらい，ユーザ評価実
験を行った．実験は屋内で行い，65inchの液晶ディスプレイ
を縦置きに設置した．ディスプレイに「メイちゃん [3]」を表
示し，その正面にマイク，両側にスピーカーを一台ずつ設置
した．実験風景を図 2に示す．

図 2: 実験風景

被験者とシステムの間で，5ターン前後の対話を行っても
らう．対話のタスクとして，以下の 3種類を用意した．
• 聞き取りタスク
被験者はシステムが読み上げる内容を聞くだけで，対話
は行わない．
• 一問一答タスク
システムがユーザに質問を行い，ユーザはそれに対して
返答を行う．
• 会話タスク
対話の目的を意識しない，擬似的な会話を楽しんでもらう．
12人の被験者に，上記の 3種類のタスクごとに 5 回の対話
を，計 15 対話行ってもらう．そのとき，システムの話速を 5

段階の中からランダムで変更する．対話が終わるごとに質問
紙調査を行い，「使いやすかったか」「聞き取りやすかったか」
「総合評価」などについて，5段階で評価してもらった．
話速は録音した音声から算出した．ユーザがシステムへ引
きこまれたかどうかについては，アンケート内容および話速
の変化から判断した．

3.2 実験結果・考察
実験により得られた話速から，被験者を 4人ずつ話速の遅
い人（以下グループ A）・普通の人（以下グループ B）・速い
人（以下グループ C）の 3グループに分類した．被験者の話
速の分布とグループの境界を図 3に示す．
また，会話タスクにおける，それぞれのグループのシステ
ム話速ごとの総合評価の値を図 4に示す．
図 4より，グループ Aの人は話速の遅いシステムを好み，
グループCの人は話速の速いシステムを好む傾向が見られた．
また，話速の遅い人はシステム話速が自分の話速から外れて
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図 3: 被験者の話速の分布とグループの境界

図 4: 会話タスクでのユーザ話速ごとのシステム話速評価

も評価が下がらないのに対し，話速が速い人はシステム話速
が自分の話速から外れると評価が下がる傾向が見られた．
この傾向は会話タスクで一番明確に現れたが，それは会話

タスクがユーザが人間同士の会話のように考えながら対話を
行うタスクだったためだと考察する．
続いて,被験者の話速と最も好まれたシステム話速の相関

を調べた．最も好まれたシステム話速は評価値の加重平均を
用いて推定した．話速の遅い人は話速の遅いシステムを,話速
の速い人は話速の速いシステムをそれぞれ好んだ場合，相関
係数は正の値を取るはずである．相関係数は一般的に，±0.2
以上でやや相関があり，±0.4以上で相関があるとされるが，
相関係数は 0.36 であり，やや正の相関が見られることがわ
かった．
また，被験者の話速と評価値の分散の相関も同じように調

べた．話速の遅い人はシステムの話速の変化に寛容で，話速の
速い人はシステムの話速の変化に不寛容であった場合，相関
係数は負の値を取るはずである．その結果，相関係数は-0.20

であり，やや負の相関が見られることがわかった．
これらのことから，どのユーザに対しても同じ話速で返答

するシステムより，ユーザの話速に近い話速で応答を返すシ
ステムの方がユーザビリティの高いシステムになるであろう
と考察できる．また，遅い話速のシステムと速い話速のシス
テムでは，速い話速のシステムの方がユーザビリティは高く
なるであろう．
さらに，引き込み現象の有無についての考察も行った．会

話タスクでの 1発話目から 6発話目までのユーザの平均話速
の推移を図 5に示す．
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図 5: 会話タスクでの被験者の話速の推移

図 5において，話速の速いシステムと対話を行う場合，被
験者の話速は発話回数を重ねるたびに速くなり，話速の遅い
システムと対話を行う場合，発話回数を重ねる度に遅くなる．
しかしシステム話速ごとに話速の推移を比較してみても，ほ
とんどのケースでそのような現象は観察されず，引き込み現
象は確認できなかったといえる．このような結果となった理
由に，引き込み現象の発生条件として以下のような話速以外
の要因が関係していると考えられる．
• 人間同士の会話に観察されるノンバーバル情報である，会
話のリズムや抑揚
• 6発話目の「ありがとうございました」で話速が急激に上
昇していることから，対話の内容や長さ
• 実験の様子より確認された，単語を認識してもらうため
の丁寧な話しかけや，システムに対する慣れや緊張
これらの考察より，会話のリズムやタスク内容を考慮した
モデルを用いたり，システムに対するユーザの緊張を解消す
ることで，ユーザとシステムの間で引き込み現象を生じさせ
ることができれば，より親しみを持ってもらえる音声対話シ
ステムになるであろう．

4 むすび
本研究では，音声対話システムの話速を変化させたときの
ユーザビリティと，ユーザの話速と好まれるシステムの話速
の関連性について調査を行った．また，人間同士の対話で見
られるような引き込み現象が，人間と音声対話システムの間
でも発生するのかについても調査した．実験結果より，ほと
んどの対話で，話速の遅い人は話速の遅い音声対話システム
を，話速の速い人は話速の速い音声対話システムを好む傾向
が見られた．また，話速の遅い人は話速の速い音声対話シス
テムにもある程度寛容だが，話速の速い人は話速の遅い音声
対話システムに不寛容であるという知見も得られた．引き込
み現象が発生する要因としては，会話のリズムや抑揚，対話
の内容や長さなどの，話速以外の別の要因の可能性が考えら
れる．

参考文献
[1] Condon, S.W and Sander, L.W, “Neonate movement in syn-

chronized with adult speech,” Interaction participation and
language acquisition, Science, Vol.183, p.99–101 1974.

[2] 渡辺富夫，“身体性コミュニケーションにおける引き込みと身
体性”，ベビーサイエンス，Vol.2, pp.4–12，2003.

[3] メイちゃん — http://mei.web.nitech.ac.jp/
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因子分析を用いたHMM音声合成における発話適応学習
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指導教員名 　　　南角 吉彦

1 はじめに
コンピュータに人間のような自然な音声を発話させる手法

として，隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model; HMM)

に基づく音声合成システム [1, 2]が提案されている．これは

音声のスペクトル，ピッチ，継続長を HMMの枠組で同時に

モデル化し，HMMから出力されるパラメータに基づいて音

声を合成するシステムである．このシステムの長所の一つと

して，HMMのパラメータを操作することで合成音声の声質

を容易に変更できることが挙げられる．HMM音声合成シス

テムにおいて多様な話者性や感情などのスタイルを表現する

手法の一つとして，因子分析を用いた HMM 音声合成手法

[3]が提案されている．因子分析を用いた HMM音声合成手

法では，モデルパラメータに対して出力される特徴を表すこ

とができる少数の基底を設定し，この基底に関して操作を行

うことで任意の声質で音声を合成できる．これまでは話者性

や感情といったまとまったスタイルを元に因子をモデル化し

ていた．しかし，観測データに変動を与える因子の特徴とし

ては他にも様々なものが考えられる．そこで本研究では発話

の変動を一単位とした発話適応学習を提案し，因子のクラス

を発話に切り替えることで音声にどのような影響がでるか考

察する．

2 因子分析を用いたHMM音声合成システム
2.1 因子分析

因子分析 (Factor Analysis; FA)とはある観測変数を因子

を介して記述する手法であり，次式のような観測変数の生成

モデルを考える．

o = Wa+ n (1)

ここで aは Q次元の共通因子，nはD次元のノイズベクト

ル，W = [w1,w2, . . . ,wQ], wi = [wi1, wi2, . . . , wiD] は共

通因子を観測変数に変換する因子負荷行列である．これを音

声に適用すると，話者の発話データから抽出した音声特徴量

o = [o1, o2, . . . , oD]がそれらに共通する因子ベクトルと，各

変数に固有なノイズ成分により生成されるモデルとなる．こ

こで共通因子 aとノイズベクトル nはガウス分布から出力

される確率変数とする．ノイズベクトルの平均を µ，分散を

Σとすると，観測 oの出力確率は次式で与えられる．

P (o |Λ) =

∫
P (o |a,Λ)P (a |Λ)da (2)

P (o |a,Λ) = N (o |Wa+ µ,Σ) (3)

2.2 因子分析に基づいたモデル構造

因子分析を用いたHMM音声合成システムでは，因子分析

における因子負荷行列W を基底の集合と考え，それらとノ

イズベクトル n が HMMから出力されると仮定したモデル

O

Model parameter space

Features

Noise feature

New featureFactor loading matrix

Noise vector

Factor

図 1: 因子分析を用いた発話適応学習の概要

である．このモデルでは，基底が入力データの変動に応じて

変形するため，HMM と同様に状態の変動に対応したモデル

となる．また，HMMパラメータは基底の線型結合として表

現されるため，モデルの構造として線形変換による特徴量生

成を含むモデルとなる．

感情 rの発話の観測系列を o(r)，対応するHMMの状態パ

スをS(r)，因子を a(r)とすると，このモデルによる観測系列

の生成過程は次式のようになる．

o(r) = WS(r)a(r) + nS(r) (4)

因子負荷行列WS(r) とノイズベクトル nS(r) は状態遷移に

依存するため，可変長の発話を同直接表現可能である．また，

因子ベクトルはクラスごとに用意されるため．因子が各クラ

スの特徴を表現するモデルとなっている．

全クラスの発話データ o = [o(1),o(2), . . . ,o(r)] に対する尤

度関数は次式で表される．

P (o |Λ) =
∏
r

∑
S(r)

∫
P (o(r) |a(r),S(r),Λ)

× P (a(r) |Λ)P (S(r) |Λ)da(r) (5)

P (o(r) |a(r),S(r),Λ) =

N (o(r) |WS(r)a(r) + µS(r) ,ΣS(r)) (6)

3 因子分析を用いた発話適応学習
従来の適応学習では，話者性や発話スタイルなどといった

まとまったクラスごとに因子を与え，変動を表現することを

仮定していた．しかし，話者ごとに分けるなどの明確に区分

できる特徴ごとにクラスを分けることは容易であるが，感情

等の明確に区分することが困難な特徴で分割した場合，同一

クラスの発話間に声質の差異が発生する．従来までの手法に

よる適応学習では，この差異を表現することができない変換

パラメータを用いていた．だが，適応学習ではクラスの分類

を任意に設定することができるため，細かい特徴の違いも表
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現することは可能である．そこで，クラスを発話単位で分割

し，適応学習する発話適応学習を行う．これにより，発話ご

とに因子を与えることで，発話間の特徴の差異を因子が吸収

することができ，より精度の高いモデルの学習が可能となる．

また，合成時に適応学習から得られた重みを与えることによ

り，重みに対応した発話の特徴を再現することができる．発

話適応学習の概要を図 1に示す．モデル空間において，因子

分析を用いた発話適応学習のモデルの因子負荷行列とノイズ

ベクトルは音声特徴を表し，因子が発話の特徴を表す．発話

適応学習では発話ごとにパラメータを持つため，従来の適応

学習と比較してパラメータ数が膨大になる．だが，因子分析

を用いた発話適応学習では，発話間の特徴を因子と基底とい

う少ないパラメータで表現するため，パラメータの増加を抑

えることが可能である．

4 音声合成実験
4.1 実験条件

学習に用いるデータとして，女性話者 1名の音素がバラン

スよく入っている文を 450文，感情がない文を 787文，怒り・

照れ・喜び・悲しみの感情の文を各 200文ずつ用いた．サン

プリング周波数は 48kHz，分析周期は 5msとした．学習に

用いる特徴量ベクトルはスペクトルパラメータ，基本周波数

パラメータから成る．スペクトルパラメータとしてメルケプ

ストラム分析で得られた 0 49次のメルケプストラムとその

∆, ∆2 を用いた．基本周波数パラメータとしては対数基本

周波数とその∆, ∆2を用いた．評価実験では，SPE: 特定感

情音声合成，SAT: CMLLRに基づいた話者適応学習 [4, 5]，

EMO: FAを用いた感情適応学習，UTTtrain: FAを用いた発

話適応学習 (学習データ適応)，UTToracle: FAを用いた発話

適応学習 (正解データ適応) の 5手法を比較した．適応する

パラメータに関して，SAT, EMOでは正解データに対応する

感情の学習データから推定された変換行列，または因子を適

応した．UTToracle では学習されたモデルを用いて正解 (評

価用) データの因子を推定して適応を行った．UTTtrainでは

推定された正解データの因子と近い値を持つ因子を学習デー

タから推定された因子から選択して適応した．試験に関して

5段階MOS，及び 5段階 DMOSによる評価を行った．被験

者数は 10名で行い，被験者ごとに各条件の合成音声各感情

20文ずつ計 120文からランダムに 15文を選択し評価した．

MOSにおいては音声の自然性，DMOSにおいては感情の類

似性の評価を行った．

4.2 実験結果

MOS試験の結果を比較すると，提案法を含むすべての適

応学習において SPEより大きくスコアを伸ばしていること

から適応学習は任意の特徴を持つ音声を合成することに長け

ていることがわかる．DMOS試験の結果を比較すると，発話

適応学習において UTToracleと UTToracleでは UTToracleが

優れていることから，適応する因子についてまだ改善の余地

があることがわかる．提案法である因子分析を用いた発話適

応学習は自然性，感情の類似性共に従来法より改善されると
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図 2: MOS試験結果
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図 3: DMOS試験結果

いうことはなかった．発話適応学習では因子のクラスの総数

が増え，感情単位より多様な特徴を表現することができるよ

うになったが，クラスが増えたことにより学習が難しくなり，

音声が不安定になりやすくなったことが原因でスコアが高く

ならなかったと考えられる．

5 むすび
本稿では，因子分析を用いたHMM音声合成における発話

適応学の提案と合成音声の自然性，感情の類似性の評価を行っ

た．提案法における評価実験の結果，提案法においても適応

学習の有効性を確認することができた．だが，発話適応学習

による表現性の大幅な向上により学習が困難になったため音

声が不安定になる傾向がみられた．そこで今後の研究課題と

しては，基底や因子に感情適応学習で学習したモデルを与え

るなどのあらかじめ表現したい特徴の分布の傾向を事前情報

として与えることによって表現可能な音声の制御を行うなど

の改善手法が考えられる．
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エッジを考慮した自由視点画像合成に関する研究

学籍番号 25413531 氏名 小寺 直紀
指導教員名 石橋 豊

1 まえがき
　新しい映像メディアとして，ユーザが視点位置を自由
に選択することができる自由視点画像 [1]の研究が活発
に行われている．自由視点画像は原画像と奥行き画像を
入力し，Depth Image Based Rendering (DIBR) [2]を
用いて合成される．しかし，原画像のエッジ位置と奥行
き画像のエッジ位置の不一致により，DIBRで合成され
た自由視点画像には，擬似輪郭の発生や，物体と背景が
滑らかに繋がらずに不自然になってしまうといった問題
がある．
そのため，その問題を改善するためにいくつかの手法

が提案されている [2,3]．これらの手法は，背景部分に
残ってしまった前景色を取り除くことでDIBRによる擬
似輪郭の発生の抑制を行っている．しかし，前景と背景
の繋がりには特に考慮しておらず，不自然なままであり，
十分ではない．
そこで，本論文では，擬似輪郭を抑制しつつ，さらに

前景と背景の繋がりを滑らかにする自由視点画像合成を
行うための，次の 3つの手法を提案する．1つめのオブ
ジェクトエッジを考慮した自由視点画像合成手法ではオ
ブジェクトエッジに対してアルファマッティング [4]を用
いて前景，背景，アルファマスクの三枚の画像に分解し，
DIBRにより目的の視点にワーピングした後に，エッジ
のボケをアルファマスクを用いて復元することで画像品
質の改善を行う．2つめのエッジ再構成型自由視点画像
合成手法では，上記の手法を複数のエッジを扱えるよう
に拡張を行った手法である．3つめのエッジシフト型自
由視点画像合成手法では，原画像に存在するエッジを維
持したまま，DIBRによるワーピングを行うことで，画
像品質の改善を行っている．
本概要では，このうち，エッジ再構成型自由視点画像

合成手法について説明する．

2 エッジ再構成型自由視点画像合成
　エッジ再構成型自由視点画像合成手法では従来手法で
発生する問題点をアルファマッティングを用いて改善を
行う．本手法では，入力するステレオのカラー画像を物
体の境界領域を表す境界画像とその他の領域を表す非境
界領域の 2つに分離し，さらに境界画像を前景境界画像，
背景境界画像，アルファマスクに分離する．これらの画
像をDIBRにより任意の視点にワーピングし自由視点画
像を合成する．

2.1 フィルタベースアルファマッティング
　アルファマッティングとは，入力画像 I を式 (1)の関
係に当てはまる前景 IF，背景 IB，アルファマスク αへ
と分解する処理である．

I ≃ αIF + (1.0− α)IB (1)

アルファマッティングは様々な解法が提案されているが，
高い精度を得ようとすると，前景領域，背景領域，未知
領域の 3つの状態を表すトリマップを用いる必要があり，
一般的にトリマップは人の手によるマニュアルで作られ
る．また，アルファマッティング自体の計算コストも大
きいため，提案手法ではフィルタをベースにした高速か
つ自動でアルファマッティングを行う手法の提案を行う．
提案手法は，マッティングを行う対象を物体境界とし

ているため，境界領域と非境界領域を表すマスク画像の

生成を行う．マスク画像は奥行き画像を用いて生成する．
奥行き画像の境界領域では，前景部分の奥行き値と背景
部分の奥行き値がほぼ二値の状態であり，大きな差があ
ると層ですることができる．そこで奥行き画像を数画素
分，膨張したものと縮小したものの差分を取り，この差
分が閾値以上の部分を境界領域，それ以外の部分を非境
界領域とする．さらに，境界領域を奥行き値を用いて，
前景領域と背景領域貳分け，前景領域（255），背景領域
（0），非境界領域（128）を示す三値のマスク画像を生
成する．マスク画像を用いて原画像の非境界領域を表す
非境界画像を生成する．
マスク画像の境界領域は奥行き画像のエッジ位置を中

心にして判定を行うため，奥行き画像のエッジ位置は，
原画像のエッジボケの領域内に存在していることが理想
である．そこで，ジョイントショックフィルタと呼ぶ輪
郭補正を行うフィルタを提案する．ジョイントショック
フィルタはショックフィルタの拡張であり，式（2）に基
づく．

It = −sign(∆(Guided(I,G)))|∇I| (2)

sign(x) =

1 (x ≥ 0)

−1 (x < 0)
(3)

It：時刻 tにおける画素値 I(x, y, t)の tによる偏微分
Guided：ガイデッドフィルタ [5]，G：ガイド画像．
奥行き画像をフィルタリング対象画像，原画像をガイド
画像都とし，式 (2)を繰り返し行うことで，奥行き画像
のエッジ位置を原画像のエッジ位置にシフトさせる．本
手法ではその高速化手法を提案している [6]．
手案手法では，図 1のようにマスク画像に対して原画

像をガイド画像としたガイデッドフィルタでフィルタリ
ング，閾値による二値化を行う．このことで，マスク画
像は原画像のエッジ位置にシフトされるため，それに合
わせて奥行き画像のエッジ位置をシフトされる．
アルファマスクの生成にはガイデッドフィルタを用い

て行う．文献 [5]より二値マスクに対してガイデッドフィ
ルタでフィルタリングしたものはアルファマスクとほぼ
同値であることが示されているため．そこで，マスク画
像にガイデッドフィルタでフィルタリングしたものをア
ルファマスクとして用いる．また，前景画像と背景画像
はアルファマスクの情報を用いて推定した．

2.2 マッティングベース画像合成果
　マッティングを行うと，非境界画像，前景画像，背景
画像，アルファマスクの四枚の画像が生成されるため，
４回ワーピングをする必要がある．しかし，境界領域と
非境界領域のワーピングは互いに影響が無いため，非境
界領域と背景画像を一枚の画像に統合し，ワーピングす
ることで，ワーピング回数を３回に削減する．また，前
景，背景の奥行き画像は，最大値フィルタ，最小値フィ
ルタを用いることで生成する．アルファマスクは前景に
付随するものとし，前景の奥行き値でワーピングを行う．
まず生成した非境界画像と背景境界領域，非境界奥行

き画像と背景奥行き画像をそれぞれ総合してベース画像
IBとベース奥行き画像DBを生成する．次に左右のベー
ス画像 IBL,Rをを左右のベース奥行き画像DB

L,Rで，左右
の前景画像 IFL,Rとアルファマスク αL,Rを左右の前景奥
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(a) フィルタリング前 (b) フィルタリング後 (c) 二値化

図 1: ジョイントショックフィルタの高速化．

表 1: 各手法における PSNR (dB)

Input Matting Non Matting Robust Matting

TeddyH 35.03 32.74 33.57

Aloe 36.27 33.77 34.00

Laundry 36.31 29.00 33.75

Wood2 40.95 40.31 38.50

表 2: アルファマスクの生成時間 (ms)

Matting Robust Matting

30 38000

行き画像DF
L,Rで，それぞれ目的の視点へとワーピング

し，距離に応じた重みでブレンドする．そしてブレンド
された各画像をアルファマスクを用いて合成し，最終的
な自由視点画像 Isysとする．

3 実験結果と考察
　実験ではマッティングを行わない手法 [2]と既存のア
ルファマッティングとの比較のためにアルファマスクの
生成にロバストマッティング [7]を用いた手法との比較を
行った．入力には文献 [8]で提供されているデータセット
を使用し，奥行き画像は真値を用いた．評価は，入力した
二視点の画像の中間位置の画像を合成し，PSNRの比較
を行った．本概要ではデータセット”TeddyH”，“Aloe”，
“Laundry”，“Wood2”の結果について示す．また，提案
手法とロバストマッティングのアルファマスクの取得時
間を計測した．
まず，表 1，2，図 2に実験結果を示す．表 1から提

案手法はマッティングを用いない手法に比べ，PSNRが
高いことが分かる．また，図 2よりマッティングを用い
ない手法では擬似輪郭が発生しており，前景と背景の繋
がりが不自然であることが確認できるが提案手法では維
持輪郭が無く，物体の繋がりも自然なものとなっている
ことが分かる．また，表 1よりロバストマッティングを
用いた手法は提案手法より PSNRが低いものとなって
いるが，これはロバストマッティングで生成されたアル
ファマスクに所々に大きな外れ値が発生しているためで
あると考えられる．一方，提案手法は，フィルタによる
スムージングで生成しているため，大きな外れ値が発生
しずらく，提案手法の方が高いPSNRになったと考えら
れる．また，表 2より，提案手法の方が高速にアルファ
マスクを取得できることが確認できる．

(a) Matting (b) Non Matting

図 2: 合成画像（TeddyH）

4 むすび
　本論文では，DIBRによる自由視点画像合成を行う際
に，原画像と奥行き画像のエッジ位置不一致による発生
する画像品質の劣化を改善するための手法の提案を行っ
た．その結果，エッジ再構成型自由視点画像合成手法で
は，ワーピング後にエッジを再構成することで，客観的
にも主観的にも高品質に画像合成を行えることを示した．
また，本論文では他のデータセットでも実験を行って

おり，同様に高品質に画像合成を行えることを示した．
そして，他に提案したエッジシフト型自由視点画像合成
手法においても，有効性を示した．
今後の課題として，推定した奥行き画像を用いた場合

の調査などが挙げられる．
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統計的音声対話システムにおけるタスクキーワードと汎用言語モデルを密統合した応答選択
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指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに

近年，音声インターフェースを用いて機械と対話する音声
対話システムの研究が盛んに行われている．音声認識・音声
合成技術などの進歩により，最近では NTTドコモの「しゃ
べってコンシェル」[1]や，Appleの携帯秘書アプリ「Siri」[2]
などが普及している．キーボードやマウスよりも操作方法が
分かりやすいため，今後も広く普及していくと予想される．
　我々は音声対話システムの中でも，一問一答形式の音声対
話システムを研究対象にしている．このシステムでは質問・
応答データから構成される学習データを大量に用意する統計
的手法を用いるが，個々のタスクごとに大規模な学習データ
の収集を行うことは多大な労力を要する．これに対し，応答
選択に必要な簡便なタスク知識としてキーワードと応答文の
組のみを与え，汎用言語モデルからキーワード以外の情報を
補間して，仮想の質問文データベースを生成する手法が研究
されている [3]．
　しかし，キーワードに対してキーワード以外の単語を含む
想定質問文は無数に考えられ，数文の最尤文探索にも多大な
時間を要する．このため，充分な統計量を応答選択に与える
ことが難しい．さらに，それらを全探索することは計算量の
制約から不可能である．
　そこで，本研究では文という制約を外し，キーワードに対
して近傍にある単語を優先して生成する手法を提案する．こ
の手法では，キーワードと単語の組み合わせ数を減らすこと
ができ，計算量の削減を可能にする．
　一方，従来の学習において各データはその尤度に関係なく
一意に学習されている．そこで汎用言語モデルの全語彙単語
の尤度を，統計量として応答選択部の CRFの学習に組み入
れ，尤度の大きい候補を重点的に学習する手法を提案する．

2 一問一答形式の統計的音声対話システム

一問一答形式の統計的な質問応答の枠組みでは，ユーザが
質問発話した音声の特徴に対して出力確率が最大になるよう
な応答を選択する．質問発話の音声信号系列を入力O，それ
に対する応答文を出力A とするとき，質問発話に対して出力
確率が最大となる応答文 Âの選択は以下のように表される．

Â = argmax
A

P (A|O) (1)

P (A|O)を求めることは困難なので，中間表現として認識し
た単語列W を定義し，式 (1)を式 (2)で置き換える．

Â = argmax
A

∑
W

P (A|W )P (W |O) (2)

ここで式 (2) の P (A|W ) は応答選択部，P (W |O) は音声認
識部を示している．式 (2)のシステムは，質問発話の音声信
号から応答を選択する一般的な枠組みである．音声認識部
P (W |O)では発話音声データとテキストコーパスから学習を

行い，応答選択部 P (A|W ) では質問文と応答文の組の対話
データから学習を行う．

3 タスクキーワードと汎用言語モデルに基づく
統計的音声対話システム

本研究では，タスク知識として，キーワードKと応答文A

の組のみがあらかじめ与えられる条件で高精度な統計的音声
対話システムの実現を目標とする．ここで認識誤りを含む認
識結果に対してキーワードに基づく頑健なマッチングを行う
ために式 (3)の手法を用いる [3]．また，キーワード以外の単
語を G（ガーベージ）と表す．

Â = argmax
A

∑
K,G

P (A|K,G)P (K,G|O) (3)

{K,G}は音声認識結果の単語列を表しており，式 (2)のW

と似た内容だが，文中に含まれるキーワード K とガーベー
ジ Gが区別されている点で異なる．P (K,G|O)はキーワー
ドスポッティングにおけるキーワードK とガーベージ Gを
表している．つまり，キーワード K は抽出するが，その周
りに出現するガーベージ Gも含めてモデル化を行う．一方，
P (A|K,G)は応答選択部を表しており，キーワード K を含
む単語列W

′
= {K,G}は汎用言語モデルを用いて生成する．

このように，キーワードK と応答文 Aの組のみが与えられ
る条件下において擬似的なデータベースを生成することで，
タスクごとに発話コーパスを収集することなくロバストなシ
ステムが実現可能となる．

4 タスクキーワードと汎用言語モデルを
密統合した応答選択

4.1 タスクキーワードの近傍単語を優先した候補生成

認識結果 P (K,G|O) がキーワードスポッティングによる
キーワードとそれ以外の汎用N -gram言語モデルに合致する
部分であることから，本研究では文生成において文という制
約を外し，キーワードからの距離 dの近傍単語の生成のみに
限定することを提案する. 近傍単語に限定することで計算量
の削減が可能となり，より多くの候補を生成できる．この距
離 dの近傍単語を用いた仮説生成は式 (4)で表せる．なお，
生成する単語列W

′
はキーワードKを含む単語列W であり，

かつキーワードK と単語 w
′
との距離が d，つまりK と w

′

の間に d単語存在するものを対象とする．

Ŵ ′ = argmax
A

P (W |K,λk, λg)

δ(W = {K,w1, w2, w3, · · · , wd+1})

≃ argmax
A

∑
w1

∑
w2

∑
w3

· · ·
∑
wd

{P (K)P (w1|K)

P (w2|w1,K) · · ·P (wd+1|wd, wd−1, wd−2,

　 · · · , w1,K)} (4)
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図 1: 密統合したシステムの全体構成

4.2 汎用言語モデルの統計量に基づく学習

候補生成では，尤度上位の候補が優先的に生成されるが，
生成された候補は尤度上位，尤度下位の区別がされておらず，
どの候補も一意に学習されている．このとき学習では，式 (5)

を満たすようにパラメータ Λを定めている．

N∑
n=1

{
F (X

(n)
, Y

(n)
) −

∑
Y

F (X
(n)

, Y )P (Y |X(n)
,Λ)

}
= 0 (5)

しかし本来であれば，尤度上位の候補は応答正解率を向上
させる上で非常に有用であることから，重点的に学習をされ
ることが望ましい．そこで汎用言語モデルの統計量に沿った
学習方法を考える．ここである単語 w

′
の汎用言語モデルに

おける尤度を C(w
′
)とすると，統計量を直接学習に組み入れ

る式は式 (6)で表せる．

N∑
n=1

C(w
′
)F (X

(n)
, Y

(n)
) − C(w

′
)
∑
Y

F (X
(n)

, Y )P (Y |X(n)
,Λ)

 = 0 (6)

4.3 密統合したシステムの全体構成

このシステムの全体像を図 1に示す．音声認識部では，ユー
ザの発話に対して P (K,G|O)が最大となるW

′
= {K,G} を

出力する．ここでは，タスクキーワードと汎用言語モデルを
用いて，キーワードのスポッティングを行う．このとき，汎
用言語モデルはガーベージとして使用する．認識した単語列
W

′
= {K,G}は形態素解析後，応答選択部に渡される．応答

選択部では，認識結果として渡された単語列W
′
= {K,G}

に対して P (A|K,G)が最大となる応答文 Aを出力する．ま
た学習時はキーワードと汎用言語モデルから統計量を抽出し，
応答文と対応付けて CRFで学習する．その後，学習で作ら
れたモデルを基に応答選択を行う．

5 評価実験
汎用言語モデルには CSRCで配布されている Web 言語モ

デル（WebLM）を使用した．WebLM は，タスクを限定し
ないWeb から収集したテキストコーパスから学習した単語
3-gramモデルであり，語彙数は 60,250 語である．計算機の
CPUは Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz，メモリ
量は 32GByteである．

図 2: 生成単語列数に対する応答正解率

表 1: 各手法における応答正解率

応答正解率 (%)

タスクキーワードのみ 68.90

文生成手法 71.97

近傍単語生成手法 76.01

統計量学習手法 77.32

　実験結果を図 2，および表 1に示す．ここで応答正答率は，
入力に対する応答が評価データに対してあらかじめ付与され
ている正解ラベルと一致するかどうかで算出している．
図 2より文生成手法が生成数を増やしても精度が改善しな
いのに対し，近傍単語優先生成手法は生成数を増やすほど高
い応答正解率を示した．同じ生成数で比較しても応答正解率
は提案法が上回っているため，より有効な情報を多く含んだ
候補生成を行えていると言える．さらに，文生成では生成に
10 時間 34分 32秒かかるのに対して，近傍単語優先生成で
は 24分 19秒と大幅に計算時間を削減できた．
　一方，統計量学習においても，単語列数が増えるほど応答
正解率が上がる傾向が確認できた．表 1より従来法である文
生成手法と比較すると，71.97% から 77.32% と 5.35% 向上
した．よって，統計量学習手法は応答正解に寄与する候補を
重点的に学習でき，効率の良い学習が行えたと言える．

6 むすび
一問一答の統計的音声対話システムのための候補生成にお
いて，生成対象を文から近傍単語優先にすることで，有効な
単語列の生成を可能にした．また，学習においては統計量を
直接学習に組み入れることで尤度の大きい候補を重点的に学
習した．今後は複数キーワードでの実験を行う．

参考文献
[1] 辻野孝輔，栄藤稔，礒田佳徳，飯塚真也，“実サービスにおける
音声認識と自然言語インターフェース技術”, 人工知能学会誌,
Vol.28 No.1, pp.75-81, Jan. 2013.

[2] Jerome R Bellegarda, “ Spoken Language Understanding
for Natural lnteraction: the Siri Experience”，Interna-
tional Workshop on Spoken Dialogue Systems (IWSDS2012),
Nov.29, 2012.

[3] 平野 隆司　他，“登録キーワードと汎用言語モデルを用いた音
声認識部・応答選択部の密結合に基づく統計的音声対話システ
ム”，研究報告音声言語情報処理（SLP）, 2012．　
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遺伝的プログラミングを用いたロボットアームの障害物回避 

―順次各軸動作プログラムの自動生成― 
学籍番号 25413537 氏名 佐藤 洋太 

指導教員名 水野 直樹 

 

 

1 はじめに 

 近年，ロボットの活躍の場は生活空間などに広ま

っており，動作を妨げる障害物などが存在するよう

な環境では，ロボットの制御システム自身が自動的

に動作を決定する機能を持つことが望ましい． 

ロボットアームの障害物回避動作を自動生成す

る方法として遺伝的アルゴリズムを用いたもの[1]

があるが，これは軌道計画や回避動作の一つ一つの

数値解を求めるものであり，一度に全ての動作計画

を生成するものではない．そこで，本研究ではロボ

ットアームが順次各軸動作を行う条件下で，障害物

を回避するような動作計画を遺伝的プログラミン

グ（以下 GP と呼ぶ）によって生成する手法を提案

する． 

GPによって動作関数を自動生成することで，より

複雑な障害物配置での回避動作を行うことが期待

でき，各軸の動作のみを指示するため特異姿勢の問

題を回避することができる． 

 

2 対象とするロボットアーム 

 本研究では図 1 に示すよ

うな RPP型 3自由度ロボット

アームを想定する．各リンク

は円柱とし，そのパラメータ

を表 1に示す．また，各関節

は球状としその半径はロボ

ットアームのベースから各

関節を肩，肘としたとき，肩

は Link1，肘は Link2，手先

は Link3と同じ半径とする． 

さらに，ロボットアームが

図 1の x軸方向を向き，q2=q3=0[deg]の状態を基準

とした各関節の可動域を表 2に示す． 

 

表 1：ロボットアームのパラメータ 

 長さ [mm] 半径 [mm] 

Link1 317 148.4 

Link2 450 122.2 

Link3 550 92.2 

 

表 2：各関節の可動域 

q1 ±177 

q2 ±91 

q3 ±137 

 

3 GPによる順次各軸動作プログラムの生成 

3.1 GPの概要 

GP とは遺伝子の交叉や突然変異など生物の進化

のメカニズムを工学的に扱い，自動生成する関数や

プログラム（個体）を木構造で表現する手法である． 

 

3.2 順次各軸動作プログラムの表現 

GP において個体を表現する木

構造は，引数を持つ非終端ノード

と引数を持たない終端ノードに

よって構成される．本研究では図

2 に示すように，引数を順次実行

する Prog2[2]などの非終端ノード

を用いることにより，各個体がロ

ボットアームの各軸を順次動作さ

せるプログラムを表現している．なお，本研究では

動作開始時の姿勢から個体の表すプログラムの動

作を全て行った後に，その姿勢から全軸を同時に動

作させ，動作目標の姿勢へ到達させるものとする． 

 

3.3 各ノードの設定  

木構造を構成する非終端ノード及び終端ノード

を以下に示す． 

 

【非終端ノード】 

(a)引数 2個または 3個を順次実行するノード 

「Prog2, Prog3」 

(b) 1つの軸を動作させるノード 

「q1, q2, q3」 

(c)2つの軸を同時に動作させるノード 

「Simq1q2, Simq1q3, Simq2q3」 

(d)全ての軸を同時にけ動作させるノード 

「SimAll」 

【終端ノード】 

(e)各軸を動作させる角度の値を与えるノード 

「Dm30, Dm29, …, Dm1, D0, D1, …, D30」 

それぞれ-30, -29, …, -1, 0, 1, …,30[deg]を

表す． 

 

(a)のノードは(b)，(c)，および(d)のノードのみ

を引数として持ち，また(b)，(c)，および(d)のノ

ードは(e)の終端ノードのみを引数として持つよう

に設定する． 

 

3.4 適合度の定義  

GPでは適合度を定義し，各個体の評価を行うこと

図 1：RPP型 3自由度

ロボットアーム 

図 2：個体の持

つ木構造 

q1

q2

q3

z

x

Link3

Link2

Link1

Prog2

Simq1q3 Prog2

Simq2q3-22 q117

278 -15
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で目的の解を得ることができる．本研究では，ロボ

ットアームの障害物回避および目標姿勢に到達す

るまでの手先軌道の最短化を課題とし，これを実現

させるために以下のように適合度を定義した． 

まず，開始姿勢から目標姿勢に到達するまでの手

先軌道の長さを ，開始姿勢の手先位置と目標姿勢

の手先位置の距離を  とし，目標姿勢に到達するま

での手先軌道の長さを評価する最短軌道適合度  を 

                   
  

 
 (1)  

とした．ただし，     は  の最小値を与える 0 から

1 の任意の値であり，この値が小さいほど  が全体

の適合度に与える影響が大きくなる． 

次に，障害物に衝突した場合，最初に衝突した時

の手先位置と目標姿勢の手先位置の距離を  とし，

障害物に衝突した場合の評価を与える障害物衝突

適合度  を 

           

  
  

  (2)  

とした．ただし，  は障害物に衝突した場合の全体

の適合度の最大値となる 0から 1の任意の値であり，

  は任意の係数である．なお，  が負の値となる場

合は    とする． 

 さらに，個体の表すプログラムの動作が全て終了

した時の手先位置と目標姿勢の手先位置の距離を  
とし，目標姿勢にどれだけ近づいたかを評価する終

了時姿勢適合度  を 

      
  
  
 (3)  

とした．ただし，  は障害物に衝突した場合にのみ

適用するものとする． 

 したがって，個体に与える全体の適合度 は，障

害物に衝突した場合， 

            (4)  

となり，障害物に衝突しなかった場合， 

      (5)  

となる．また，各関節の可動域を越えた動作を行っ

た個体は上記の適合度に関係なく   とする． 

 

4 シミュレーションによる検討 

4.1 条件設定 

図 3に示す障害物配置において開始姿勢から目標

姿勢への障害物回避動作を GPによって生成した． 

 

 
図 3：障害物配置 

開始姿勢および目標姿勢は表 3に示す通りである．

障害物は半径 50mm の球であり，肘を大きく引いて

回避するような動作が不可能な背面の壁が存在し，

また手先を大きく上に伸ばして回避することが困

難な天井が存在するとした． 

 

表 3：開始姿勢と目標姿勢 

 開始姿勢 [deg] 目標姿勢 [deg] 

q1 150 30 

q2 30 30 

q3 60 60 

 

4.1 シミュレーション結果 

 GP によって生成された順次各軸動作プログラム

の一例を図 4に示す．さらに，生成されたプログラ

ムによる障害物回避動作を図 5に示す． 

 

 
図 4：生成された動作プログラム 

 

 
図 5：生成された動作プログラムによる回避動作 

 

図 5より，ロボットアームが生成されたプログラ

ムによって障害物回避を行っていることがわかる． 

 

5 まとめ 

本研究では，遺伝的プログラミングによってロボ

ットアームが障害物回避を行うような順次各軸動

作プログラムを自動生成する手法を提案し，シミュ

レーションにより提案手法の有効性を確認した． 

 

6 参考文献 
[1]馬場，久保田：遺伝アルゴリズムを用いたロボットマニ

ピュレータの軌道生成及び障害物回避，日本ロボット学会誌，

Vol.11，No.2，pp.299~302，（1993） 

[2]白山，越野：遺伝的プログラミングを用いた自律移動ロ

ボット制御プログラムの生成，人工知能学会全国大会論文集，

（2004） 
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自由視点映像及び力覚メディア伝送におけるQoE評価とQoS制御に関する研究

学籍番号 25413538 氏名 三宮 大弥
指導教員名 石橋 豊

1 序論

近年，力覚メディアは医療，教育，ゲーム等のエンターテ
インメント等の様々な分野で利用されるようになってきてい
る．力覚メディアを視覚メディアと併用して伝送することで協
調作業などの作業効率が向上することが期待されている．ま
た，利用者が視点を自由に選択可能な自由視点映像 [1]に関す
る研究が盛んに行われており，視覚メディアとしてその映像
を用いると，従来の映像を用いる場合に比べさらに作業効率
が改善できると期待される [2]．しかし，インターネットなど
の QoS (Quality of Service)保証のないネットワークを介し
て視覚メディアや力覚メディアを伝送すると, ネットワーク遅
延やその揺らぎなどの影響により，メディアの出力品質が劣
化したり，利用者間の公平性が損なわれる可能性がある．そ
のため，QoE (Quality of Experience)が大きく劣化する恐れ
がある．
文献 [1]では，自由視点映像伝送における合成画像伝送方式

と画像・奥行き画像伝送方式に対してQoE評価を行い，ネッ
トワーク遅延が視点変更に及ぼす影響を調査している．その
結果，画像・奥行き画像伝送方式はインタラクティブ性に優
れるが，ネットワーク遅延が大きくなると，サーバ端末とク
ライアント端末間の視点位置の差が大きくなるため，画像品
質が劣化することが明らかにされている．そのため，視点位
置の差を小さくし，画像品質を改善するためにQoS制御を行
うことが必要である．
また，文献 [2]においては，自由視点映像及び力覚メディア

を用いた遠隔制御システムにおいて，実験により視点変更の
効果を調査し，視点変更は有効であることを示している．し
かし，高さ方向の一次元の動きのみで実験が行われており，視
点変更の効果についての検討は必ずしも十分であるとはいえ
ない．
さらに，ネットワーク型リアルタイムゲームではネットワー

ク遅延の影響などにより，遠隔地に点在するプレイヤー間での
状態の不一致が発生しプレイヤー間の公平性に影響を及ぼす
可能性がある [3]．文献 [3]では，三次元仮想空間におけるネッ
トワーク型ゲームのネットワーク遅延の影響を調査し，ネッ
トワーク遅延の差が利用者間の公平性に影響を及ぼすことが
示されている．実空間においても，三次元仮想空間と同様に
その差がプレイヤー間に不公平さをもたらす可能性があるが，
実空間において映像と力覚メディアを用いた複数プレイヤー
間の公平性に関する問題を扱った研究はない．
そこで，本研究では，自由視点映像伝送において，画像・

奥行き画像伝送方式を扱い，QoS制御として視点情報の予測
制御，視点情報の予測及びバッファリング制御の組み合わせ，
と視点移動距離制御を提案し，その効果をQoE評価によって
調査する．また，自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠
隔制御システムを扱い，高さと奥行き方向の二つの方向への
移動における視点変更の効果や二人のプレイヤー間のネット
ワーク遅延がプレイヤー間の公平性に及ぼす影響を調査する．

2 自由視点映像伝送における視点情報の予測制御の効果

前述のように，画像・奥行き画像伝送方式は，ネットワー
ク遅延が増加するにつれてサーバ端末とクライアント端末間
の視点位置の差が増大するため画像品質が劣化するという問
題がある．視点位置の差を小さくし，画像品質を改善するた
めにサーバ端末においてクライアント端末に伝送する視点情
報を予測することが考えられる．そこで，本章では，画像・
奥行き画像伝送方式に対し，サーバ端末において視点情報を
予測する制御を提案し，その効果をQoE評価によって明らか
にする．サーバ端末において，受信した視点の位置情報と一
つ前の視点の位置情報を基に一定時間先の視点位置を予測し，
その視点に対応する自由視点画像合成に必要な情報をクライ
アント端末に伝送する．視点予測には線形一次予測を用いる．
そして，クライアント端末においてユーザの現在の視点位置
と受信した情報を基に自由視点画像合成を行う．
QoE評価では，文献 [1]と同じ評価システムを用いた．サー

バ端末には，水平方向に 5cm間隔で並べられた 20台のカメ
ラで撮影された風船の映像 (映像群 1)と 7台のカメラで撮影
された剣道の映像 (映像群 2)が蓄積されている [1]．そして，
被験者に二つの映像群に対して文献 [1]と同様の作業を行って
もらった．その結果，往復ネットワーク遅延に応じて，最適
な予測時間が存在することが分かった．また，その最適な予
測時間は往復ネットワーク遅延にほぼ等しいが，予測がうま
くいかない場合には，往復ネットワーク遅延が 300ms以上の
とき，往復ネットワーク遅延よりかなり小さくなることが明
らかとなった．

3 自由視点映像伝送における視点情報の予測及びバッファ
リング制御の組み合わせの効果

第 2章と文献 [4]では，前述の画像・奥行き画像伝送方式の
問題を解決するために，視点情報の予測制御及びバッファリ
ング制御を提案し，QoE評価によって最適な予測時間やバッ
ファリング時間が存在することを示している．これら二つの
制御を組み合わせて行うことによって，各制御を独立に行う場
合よりもさらにQoEが改善されると考えられる．そこで，本
章では，第 2章と文献 [4]の視点情報の予測制御及びバッファ
リング制御を組み合わせる．第 2章と文献 [4]の結果から得ら
れた近似式を基に最適な予測時間及びバッファリング時間を
導出し，予測時間とバッファリング時間の合計が最適な予測
時間もしくは最適なバッファリング時間となるように予測制
御とバッファリング制御を組み合わせる．この理由は，予備
実験により，その他の組み合わせにすると視点位置の差が大
きくなることが分かったためである．
第 2 章と同様に QoE 評価を行った結果，予測時間とバッ

ファリング時間の最適な組み合わせが存在することが分かっ
た．また，最適な組み合わせでの予測時間はバッファリング
時間より小さくなるため，視点情報の予測及びバッファリン
グ制御を組み合わせる場合にはバッファリング制御に重きを
置いた方がよいことが判明した．

4 自由視点映像伝送における視点移動距離制御の効果

画像・奥行き画像伝送方式における画像品質の劣化を抑制
するために，第 2章，第 3章及び文献 [4]で提案された制御
は，往復ネットワーク遅延の大きさに応じて最適なバッファ
リング時間や予測時間，及びそれらの組み合わせが存在する
ことを示している．しかし，ネットワーク遅延は必ずしも正
確に測れるとは限らない．この場合には，ネットワーク遅延
に依存しない制御が必要となる．クライアント端末でユーザ
の視点移動距離を制限することで，ネットワーク遅延に関係
なく視点位置の差を小さく維持することができると考えられ
る．そこで，本章では，ネットワーク遅延に依存しない制御
として視点移動距離制御を提案し，その効果を QoE 評価に
よって明らかにする．

2.1 視点移動距離制御

クライアント端末において，サーバ端末から受信した視点
の位置情報とユーザの現在の視点位置の差が閾値を超えてい
た場合，その差が閾値を越えないようにユーザの視点移動距
離を制限する．つまり，サーバ端末から受信した視点位置と
クライアント端末の視点位置から視点移動のベクトルを導出
し，そのベクトルの大きさが閾値と等しくなる視点位置で自
由視点画像合成を行う．閾値として，映像群 1を用いた評価
では，第 3章で得られた客観評価結果を基に総合品質のMOS
(Mean Opinion Score)が 3.5と 4.0になる値を選択する．閾
値は自由視点画像合成がサーバ端末から受信した視点位置か
らそれぞれ 0.55，0.16台分隣のカメラを使って行われること
を意味する．また，映像群 2での評価において，閾値は総合
品質のMOSが 3.5と 3.8になる値を選択する．この値はサー
バ端末から受信した視点位置からそれぞれ 0.43，0.09台分隣
のカメラを使って自由視点画像合成を行うことを表す．評価
における閾値として前述の値を選択したのはMOS値が 3.5以
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図 1: 総合品質のMOS (映像群 1)

図 2: 総合品質のMOS (映像群 2)

上であれば許容可能であることと，より高い品質を達成する
ためである．

2.2 評価方法

本章では，文献 [1]と同じ評価システムを用いる．そして，
ネットワークエミュレータ (NIST Net)により端末間に伝送
される各パケットに固定遅延 (1フレームが 33.3msのフレー
ム数で表現．以下，フレーム遅延と呼ぶ)を付加する．サーバ
端末には二つの映像群が蓄積されている．QoE評価では，付
加するフレーム遅延は 3フレーム間隔で 3フレームから 12フ
レームまでとし，比較のために視点移動距離制御を行わない
場合 (制御無し)と最適なバッファリング時間でのバッファリ
ング制御を採用した．そして，視点移動距離制御，最適なバッ
ファリング時間でのバッファリング制御及びフレーム遅延を
ランダムに組み合わせて各被験者に提示した．このとき，視
点移動距離制御における二つの閾値はその制御が選択された
とき，ランダムに選ばれた．そして，画像品質，視点変更のイ
ンタラクティブ性，及び総合品質について，伝送を行わずサー
バ端末だけでローカルに自由視点映像の生成を行う場合を基
準として，5段階妨害尺度 (5: 劣化が感じられない～1: 劣化
が非常に邪魔になる)に従って評点をつけてもらい，MOSを
求めた．

2.3 評価結果と考察

映像群 1と映像群 2におけるフレーム遅延に対する総合品
質のMOSの結果を図 1と図 2に示す．図 1と図 2から，フ
レーム遅延の大きさに関係なく視点移動距離制御は最適なバッ
ファリング時間でのバッファリング制御と同程度のMOSを
達成できていることが分かる．これは，自由視点画像合成に
使用される視点位置とサーバ端末から受信した視点情報の差
が閾値を超えないためである．

5 自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムにおける視点変更の効果

前述のように，文献 [2]では，高さ方向の一次元の動きのみ
で実験が行われている．しかし，視点を動かす方向によって

視点変更の効果が異なる可能性があるため，複数の方向への
視点変更を行う場合に対しても実験を行い，視点変更の効果
を調査する必要がある．そこで，本章では，自由視点映像及
び力覚メディアを用いた遠隔制御システムに対し，実験によっ
て視点を自由に動かす場合と動かさない場合において，高さ
方向と奥行き方向の二つの方向に対して視点変更の効果を調
査する．
実験では，一人の利用者が映像を見ながら触覚インタフェー

ス装置を遠隔操作し，触覚インタフェース装置スタイラスの
先端を指定された高さまたは奥行きの位置まで移動させる作
業を対象とした．そして，視点を自由に動かす場合と動かさ
ない場合で一定時間内の作業回数，作業の成功数 (指定され
た位置を正しく指し示すことができた回数)を比較した．その
結果，視点を自由に動かす場合は，動かさない場合に比べ一
定時間当たりの作業回数は減少するが作業の成功数が増加す
ることが分かった．

6 自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムにおけるネットワーク遅延がゲームプレイヤー間の公平
性に及ぼす影響

前述のように，三次元仮想空間内におけるネットワーク型
リアルタイムゲームでは，ネットワーク遅延の差が利用者間
に不公平をもたらすことが示されている．実空間においても，
三次元仮想空間と同様にネットワーク遅延が利用者間の公平
性に影響を及ぼす可能性がある．そこで，本章では，実空間
におけるネットワーク型ゲームとして第 5章と同様の作業を
対象とし，二人のプレイヤーがより早く指定された位置に触
覚インタフェース装置スタイラスの先端を移動させることを
競うゲーム (ネットワーク型位置合わせゲーム)を行う．本章
での自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムは一つのスレーブ端末と二つのマスタ端末で構成されるよ
うに，第 5章の遠隔制御システムを二つ組み合わせ使用する．
QoE評価では，ネットワーク型位置合わせゲームを 10回繰

り返し，二人のプレイヤーは作業の勝利数を競った．そして，
付加遅延が 0msの場合と比較して，公平性について評価を行っ
た．その結果，ネットワーク遅延の差の絶対値が約 50msより
大きい場合にプレイヤーは不公平を感じるということが明ら
かになった．また，実空間でのネットワーク遅延の差の許容
可能範囲は三次元仮想空間のそれよりも広いことが分かった．

7 結論

本論文では，まず，自由視点映像伝送の画像・奥行き画像伝
送に対して，QoS制御として視点情報の予測制御，視点情報
の予測及びバッファリング制御の組み合わせ，と視点移動距
離制御を提案し，その効果をQoE評価によって調査した．そ
の結果，最適な予測時間，及び最適な予測時間とバッファリン
グ時間の組み合わせが存在することが分かった．また，視点
移動距離制御はネットワーク遅延の大きさに関係なく最適な
バッファリング時間でのバッファリング制御と同程度のMOS
を達成できることが明らかとなった．
さらに，自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御

システムにおいて，視点変更の効果やネットワーク遅延が利
用者間の公平性に及ぼす影響を QoE評価によって調査した．
そして，視点を自由に動かす場合は，動かさない場合に比べ，
一定時間あたりの作業回数は減少するが，成功数が増加する
ため，視点変更は有効であるということが分かった．この他，
ネットワーク遅延の差の絶対値が約 50msより大きい場合に
プレイヤーは不公平を感じ，実空間でのネットワーク遅延の
差の許容可能範囲は三次元仮想空間のそれよりも広いことが
示された．
今後の課題として，多様な視点変更に対してQoE評価を行

い，視点変更の影響を詳しく調査することやネットワーク遅
延揺らぎやパケット欠落が公平性に与える影響を調査するこ
と等が挙げられる．
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1 はじめに 

 これまで，SIMDや並列化によって複数の単位処理

を同時実行により高速化する，様々なプロセッサ高

速化手法が提案されてきた．これに対し，計算再利

用技術に基づいた高速化手法である自動メモ化プロ

セッサ[1]が提案されている．自動メモ化プロセッサ

は，関数およびループを計算再利用可能な命令区間

と見なし，実行時にその入出力を再利用表に記憶し

ておくことで，同一命令区間を同一入力を用いて再

び実行しようとした際に，その実行自体を省略する．

本論文では，自動メモ化プロセッサのベースアーキ

テクチャとして従来採用されてきた単命令発行型ア

ーキテクチャをスーパスカラアーキテクチャに変更

した，スーパスカラ型自動メモ化プロセッサを提案

する．また設計したプロセッサに対して，計算再利

用が適用可能か否かを予測することで，高速化させ

る手法も併せて提案する．  

2 自動メモ化プロセッサ 

自動メモ化プロセッサは，一般的なプロセッサが持

つ構成に加え，メモ化のための再利用表MemoTblお

よ MemoTblへの書き込みバッファであるMemoBufを

持つ．自動メモ化プロセッサは，関数を呼び出す

call命令を検出すると，その関数の実行中に出現し

た入出力をMemoBufに記憶していく．そしてreturn

命令を検出すると，蓄えてきた入出力を MemoBufか

ら MemoTblへ一括で書き込む．その後，プログラム

の実行が進み，再び同じ命令区間を検出すると，現

在の入力と過去の入力を比較する．この一致比較の

ことを再利用テストと呼ぶ．もし，それらの入力値

が完全に一致した場合，過去の実行結果を MemoTbl

からレジスタやキャッシュへ書き戻すことで実行を

省略する． 

3 スーパスカラ型自動メモ化プロセッサ 

これまで自動メモ化プロセッサには，単命令発行で

パイプライン化されていない単純なベースアーキテ

クチャが採用され，研究されてきた．しかし，現在 

 

 

市場に流通しているプロセッサにはこのような単純

なアーキテクチャではなく，ハードウェア構成が複

雑なスーパスカラアーキテクチャが広く採用されて

いるため，これまで研究されてきた単命令発行型自

動メモ化プロセッサの評価結果は必ずしも実用性を

実証できていない可能性がある．そこで，自動メモ

化プロセッサの実用性を確認するために，スーパス

カラプロセッサ上に自動メモ化機構を実装する場合

に発生しうる問題を検討し，そのような問題を回避

するスーパスカラ型自動メモ化プロセッサの設計方

式を提案する．ベースアーキテクチャには，ARM ベ

ースのスーパスカラプロセッサを用いた．このプロ

セッサは，フロントエンドでは命令フェッチ，デコ

ード，リネームを行い，バックエンドではアウトオ

ブオーダで命令を実行する．この設計したスーパス

カラ型自動メモ化プロセッサの再利用テスト成功時

のパイプライン実行の様子を説明する．まず，関数

呼び出しのための命令がリタイアされたタイミング

で再利用テストを行う．再利用テストを行っている

間はパイプラインをストールさせず，現在実行中の

関数をこの再利用テストとオーバラップして引き続

き実行させることによって，再利用テストのオーバ

ヘッドを緩和する．その後，再利用テストに成功し

たとすると，パイプライン中に存在する実行を省略

した関数内の命令をフラッシュすると同時に，過去

の実行結果を書き戻すことで，実行を省略する． 

4 再利用予測による高速化 

再利用テストと命令のパイプライン処理を単純にオ

ーバラップさせると，オーバラップした命令のパイ

プライン処理が再利用テスト成功時には全て無駄と

なってしまう．そこで，この再利用テスト成功時の

無駄な命令実行を削減し，計算再利用による高速化

の効果をより得られるようにする手法を提案する． 

なお，再利用テスト中の無駄な実行サイクルを検索

バブル，再利用テスト外の無駄な実行サイクルを再

利用バブルと呼ぶ．まず検索バブルを削減するため 
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図1 : 実行サイクル数 

に，再利用テストの成否を予測する再利用予測機構

を提案する．この機構が再利用テストに失敗すると

予測したときは，再利用テスト失敗後に実行するこ

ととなる関数内部の命令を再利用テスト中に投機的

に実行する．一方で，再利用テストに成功すると予

測したときは，再利用テスト成功後に実行すること

となる関数復帰先以降の命令を再利用テスト中に投

機的に実行する．次に，再利用バブルを削減するた

めに，デコードステージで関数呼び出しのための命

令を処理したときに，その関数に対して再利用予測

を行う手法を提案する．このようにすることで，予

測が正しかった場合，再利用テスト終了後に実行す

ることとなる命令を再利用テスト外と再利用テスト

中に投機的に実行することができ，無駄な命令実行

を削減することができる． 

5 評価 

スーパスカラ型自動メモ化プロセッサと提案手法の

有効性を示すために，汎用ベンチマークプログラム

であるSPEC CPU95を用いてシミュレーションにより

評価した．評価結果を図1に示す．この図は，各ベン

チマークプログラムの結果を4本のグラフで示して

おり，それぞれは 

(N) メモ化を行わないモデル 

(M) スーパスカラ型自動メモ化プロセッサ 

(P) (M) + 検索バブル削減手法 

(D) (D) + 再利用バブル削減手法 

が要した総実行サイクル数を表しており，(N)を1と

して正規化している．また凡例はサイクル数の内訳

を示しており，a_execはキャッシュミスペナルティ

を含んだ命令サイクル数，spec_cycleは(D)において，

再利用予測を行ってから，再利用テストを開始する

までに無駄とならなかった命令サイクル数，

r_bubbleは再利用バブル，overlapは再利用テスト中

において，命令の実行が無駄とならなかったオーバ

ラップサイクル数，s_bubbleは検索バブル，write

は書き戻しオーバヘッド，pendingは再利用テストを

開始するためにキャッシュコントローラがビジー状

態からアイドル状態に遷移するまでに待機していた

サイクル数である．まず(M)の結果より，自動メモ化

プロセッサはベースアーキテクチャをスーパスカラ

アーキテクチャとした場合でも計算再利用による性

能向上を得られることが確認できた．また(P)を見て

みると，124.m88ksimや147.vortexで，s_bubbleが削

減されることで性能向上していることがわかる．こ

れは，検索バブル削減手法により，再利用テスト中

の無駄な命令実行を削減できたからである．最後に

(D)を見てみると，124.m88ksimで(P)よりも性能低下

していることが分かる．これは，再利用バブル削減

手法では，ある関数呼び出しのための命令をデコー

ドしてから，その関数に対する再利用テストが行わ

れるまでに，別の関数呼び出しのための命令をデコ

ードする場合に，その別の関数に対して再利用予測

を行わないことが原因であった． 

6 おわりに 

本論文では，自動メモ化プロセッサの実用性を確認

するために，ARMアーキテクチャベースのスーパスカ

ラプロセッサ上に自動メモ化機構を実装し，その性

能を評価した．また，設計したスーパスカラ型自動

メモ化プロセッサに対する高速化手法として，再利

用テストの結果を予測することで，再利用適用時の

無駄な実行サイクルを削減する手法を提案した．ス

ーパスカラ型自動メモ化プロセッサと高速化手法の

有効性を検証するために，SPEC CPU95ベンチマーク

を用いてシミュレーションにより評価した．その結

果，スーパスカラ型自動メモ化プロセッサと高速化

手法の有効性を確認した．今後の課題としては，再

利用バブル削減手法をより効果的にする手法を実装

していくことが挙げられる． 

6 参考文献 
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1 はじめに
話者認識技術として，生成モデルに基づく話者認識が広く

利用される一方で，近年，識別モデルに基づく話者認識が提
案されている．生成モデルは与えられた学習データを正確に
再現することを目的として，特徴量の全ての次元をモデル化
するのに対し，識別モデルは，話者の事後確率のみを再現し
ようとするため，その目的に対し有用な特徴を取捨選択して
利用することができる．識別モデルによって適切な特徴量選
択が可能だと仮定すると，識別モデルにおける課題は，いか
に識別に有用な特徴を列挙し，入力として与えるかという問
題に帰着される．この問題に対し，効率的に学習データに基
づいて特徴を自動生成する手法として，生成モデルを用いた
特徴量生成が提案されている [1]．生成モデルから得られる
統計量は，モデルの推定精度に大きく依存しているため，よ
り良い生成モデルを推定することが重要な課題となる．そこ
で本稿では，これまで生成モデルに適用されてきたベイズ基
準を，識別モデルのための特徴量生成に適用することを提案
する．識別モデルの一種である対数線形モデル (Log Linear

Model; LLM) を用いた話者認識において，ベイズ基準によ
り推定された GMM [2]に基づいた特徴量を適用し，従来の
推定基準と比較し，認識性能が改善することを示す．

2 対数線形モデルに基づく話者認識
統計モデルに基づく話者認識では，式 (1)に示す，入力X

に対する話者 yの事後確率 P (y | X)が最大となる話者を認
識結果とする．

P (y |X,Λ) =
1

W (X)
exp {Λ · f(X, y)} (1)

ただし，Λ = {λ1,λ2, . . . ,λK}はモデルパラメータ，W (X,λ)

は確率の和が 1となるための正規化項，K は素性数，fk は
素性関数，λk は素性関数 fk の重みを表すモデルパラメータ
である．ここで，素性関数はX と y が特定の条件を満たす
ときに任意の特徴量を出力する関数である．

3 GMMの統計量を用いた対数線形モデルに基
づく話者認識

第一章で述べたように，LLMに入力する特徴を，より効率
的に学習データに基づいて自動生成する手法として，GMM

を用いた特徴量生成が提案されている [1]．本研究で行うLLM

に基づく話者認識の流れを図 1に示す．
3.1 GMMの統計量に基づく素性関数
先述した通り，本研究では LLMの特徴量としてGMMか

ら得られる統計量を用いる．
3.1.1 対数尤度特徴 GMMから得られる特徴の一つに，入
力X = (x1,x2, ...,xT )に対する対数尤度特徴がある．対数
尤度特徴を出力する素性関数は次式で表される．

fk(X, y) =




1
T logP (X | 1,Λ)

...
1
T logP (X |K,Λ)

 (y = k)

0 (otherwise)

(2)

図 1: 提案法の話者認識システム

対数尤度は，従来のGMMに基づく話者認識において，認識
時に用いられる．従って，LLMに基づく話者認識において，
λk の話者 k に対応するパラメータのみを１に，その他のパ
ラメータを０に設定した場合にGMMに基づく話者認識と同
じ結果を得ることができる．さらに，LLMを用いることに
よって，全話者に対する対数尤度の依存度を重みによって表
現することができるため，高精度な識別が可能である．
3.1.2 微分特徴 GMMから得られる特徴の一つに，対数
尤度特徴をモデルパラメータに関して微分した特徴がある．
微分特徴を出力する素性関数は次式で表される．

fk(X, y) =




1
T∇Λ logP (X | 1,Λ)

...
1
T∇Λ logP (X |K,Λ)

 (y = k)

0 (otherwise)

(3)

本研究では，GMMのパラメータである，混合重みwmと，平
均 µm に関する微分特徴を用いる．これらの特徴量はGMM

のモデルパラメータと入力Xに対するGMMの統計量によっ
て表現される．対数尤度特徴と微分特徴は，それぞれに異なっ
た話者の情報を表している．

3.2 ベイズ基準の統計量に基づく素性関数
素性関数は LLMに基づく話者認識の認識精度に大きく影
響する．また，GMMに基づく統計量が LLMの素性関数に
用いられるとき，この統計量はGMMの推定精度に強く依存
している．従って，GMMの推定精度が LLMに基づく話者
認識の認識に大きく影響するため，この推定精度は重要な問
題であり，高精度な推定を行うことで認識精度が向上する．
GMMの推定基準として，ベイズ基準を用いることによって
高精度なモデルが推定可能だと示されている [3]．そこで，提
案法では，GMMをベイズ基準によって推定し，そのGMM

から得られる統計量を LLMの素性関数に用いる．
3.2.1 ベイズ基準における対数尤度特徴 ベイズ基準にお
ける対数尤度特徴を出力する素性関数は次式で定義される．

fk(X, y) =




1
T F̄(X | 1, θ̄)

...
1
T F̄(X |K, θ̄)

 (y = k)

0 (otherwise)

(4)



平成 26年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 計算システム工学分野

この素性関数において，対数周辺尤度の代わりに予測分布の
下限 F̄ が用いられる．式中の θ̄は事後分布を表すハイパーパ
ラメータである．また，式 (2)と同様に，この素性関数を用
いることで，全話者に対する対数尤度の依存度を重みによっ
て表現することができるため，高精度な識別が可能である．
3.2.2 ベイズ基準における微分特徴 ベイズ基準における
微分特徴として，事後分布を表すハイパーパラメータを用い
て下限 F̄ を微分したものを用いる．微分特徴を出力する素性
関数は次式で表現される．

fk(X, y) =




1
T∇θ̄F̄(X | 1, θ̄)

...
1
T∇θ̄F̄(X |K, θ̄)

 (y = k)

0 (otherwise)

(5)

本研究では，ベイズ基準の事後分布のハイパーパラメータに
関する微分特徴を用いる．この特徴量は事後分布のハイパー
パラメータと予測分布から得られる統計量を用いて表現され
る．ベイズ基準における対数尤度特徴と微分特徴は，それぞ
れに異なった話者の情報を表しいる．

4 評価実験
提案法の有効性を確認するために，話者認識実験を行った．

本実験では実験データとして ATR日本語音声データベース
c-setの男女各 40人の音声を用いた．学習データとして各話
者 10単語，認識データとして各話者 520単語を用いた．実
験の手法として，GMM に基づく話者認識 (GMM), GMM

により推定したモデルの対数尤度を特徴量とした LLMに基
づく話者認識 (LLM-L), LLM-Lの特徴量に混合重みの微分
特徴を加えた LLMに基づく話者認識 (LLM-LW), LLM-LW

の特徴量に平均の微分特徴を加えた LLMに基づく話者認識
(LLM-LWM)を比較する．また，それぞれGMMの推定手法
には，ML, MAP法（従来法），VB法（提案法）を使用した．
　図 2に，GMMの混合数を 64，LLMの学習回数をML法
の誤認識率が最低となるように設定した際の認識結果を示す．
結果より，GMMにおいて，VBの誤認識率がML, MAPに
比べて低い結果となった．これは，先述したように，VBが
ML, MAPよりもモデルの推定精度が高いことに起因する．
GMMと LLM-Lの結果を比較すると，LLM-Lの誤認識率が
低いことが分かる．これは，GMMに基づく特徴量である対
数尤度が識別に有効な特徴量であることと，それを LLMに
入力することで，GMMよりも識別的な基準で学習，認識が
行われたことを示している．また，全ての LLMの誤認識率
を見ると，GMMの誤認識率よりも低い結果となっているこ
とが分かる．このことから，LLMの認識精度が GMMの推
定精度に依存しているため，GMMの汎化性能を向上させる
ことで LLMの認識精度を改善することが可能だと示してい
る．次に，LLMの誤認識率に注目すると，ほとんどの場合で，
LLM-Lよりも複数の特徴を使用した LLM-LW, LLM-LWM

の誤認識率が低くなっていることが分かる．これは，対数尤
度特徴と微分特徴がそれぞれ異なった話者の情報を表してお
り，相補的な関係にあることを示している．また，それらの
有効な特徴量を複数 LLMに入力していくことで，特徴量選
択の幅が広がり認識精度が改善できていることを示している．
さらに，LLM-LWMの結果は，ML, MAPよりもVBの誤認
識率の方が低くなっている．汎化性能を上げたGMMから得
られる特徴量の有効性が示せたと同時に，提案法の有効性が
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図 2: 誤認識率（GMMの混合数 64）

確認できる．認識率の上がり幅に注目してみると，MLでは
GMMから LLM-Lへの認識率が大きく改善されたのに対し
て，MAPとVBの改善は小さかった．このことから，GMM

の推定精度を上げることで LLMによる認識性能の改善が小
さくなることが分かる．しかし，MAPと VBでも改善はみ
られることから，LLMに対する入力として，効率的に学習
データに基づいて特徴を自動生成可能な GMM に基づく特
徴量生成を用いることで，双方のモデルの利点を活かした話
者認識が実現できていることが分かる．また，LLM-Lから
LLM-LWと，LLM-LWから LLM-LWMへの認識率の上が
り幅はML，MAP，VBにおいて顕著な差がなかった．これ
は，LLMへの入力に認識に有効な特徴量を増やすことによっ
てGMMの推定精度によらずに認識性能を改善することが可
能であることを示している．

5 むすび
本稿では，生成モデルに基づく特徴量生成を用いた識別モ
デルによる話者認識を行った．生成モデルは与えられた学習
データを正確に再現することを目的として，特徴量の全ての
次元をモデル化するのに対し，識別モデルは，話者の事後確
率のみを再現しようとするため，その目的に対し有用な特徴
を取捨選択して利用することができる．識別モデルに対する
入力として，効率的に学習データに基づいて特徴を自動生成
可能な，生成モデルに基づく特徴量生成を用いることで双方
のモデルの利点を活かした話者認識が実現される．本研究で
は，生成モデルの汎化性能を向上させることで識別モデルの
認識性能を向上させる手法を提案した．提案法において，生
成モデルであるGMMの汎化性能を向上させたベイズ基準に
基づく統計量を，識別モデルの一種である対数線形モデルに
入力することで，従来法よりも認識性能が向上することを確
認した．今後の課題としては，大規模データセットによる評
価や，識別モデルの階層化などが挙げられる．
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1 はじめに 

船舶のエンジン回転数制御装置（エンジンガバナ）

には PID制御を基本とするアルゴリズムが採用され

ていた．しかし，コントローラの制御定数が固定あ

るいはあらかじめ調整する方法では，制御対象の特

性が環境条件，動作条件によって変化する場合に，

制御性能が低下し，回転数の維持が困難になり，最

近要求の高まっている燃費向上や環境汚染の防止と

いう点でも要求を満たすことは困難である． 

この問題に対して，エンジン制御で要求される性

能を測定可能なデータで構成された評価関数によっ

て定義し，その評価関数を自動的に最大化あるいは

最小化する最適化制御手法が検討されている． 

本研究では，最適化制御手法のうちから直接探索

法によるPIDゲインの最適化手法に着目し，具体的

設計法を提案するとともに，その有効性をシミュレ

ーションによって検討した結果を報告する． 

 

2 船舶主機関モデル 

 船舶のエンジン回転数制御は，一般に船舶が波浪

中を航行する際にもエンジン回転数を一定に保つよ

うに行われている．例えば，PID制御を用いたエン

ジン制御系は図1のブロック線図のような構成とな

っている．図中のプラントは船舶主機関で，その特

性はエンジン特性，プロペラ特性，さらに海象条件

によって変動する非線形特性を持っている． 

 

Fig. 1 PID control system of the marine main engine 

本研究では，波浪中を航行する船舶の特性を再現す

るために，コンテナ船エンジンモデル 2)を用いて計

算を行った．採用したモデルは，図 2の様な構成で

あり，大きく分けるとエンジン及び船体系のブロッ

クからなっている． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Engine and ship mode 

3 最適化制御系の構成方法 

3.1 直接探索法による制御系の構成 3) 

これまで採用されてきた極値制御手法による制御

系は，1変数の最適化を基本としており，PIDゲイン

を同時に最適化することは困難である．そこで，複

数のゲインを自動調整する方法として，直接探索法

に基づいたパラメータの最適化手法を検討した．パ

ラメータ調整の具体的方法は可調整パラメータ（比

例ゲイン𝐾𝑝 と微分ゲイン𝐾𝑑 を可調整とした．船舶

主機関制御においては，外乱が定常的に加わる条件

を考えるため，積分ゲイン𝐾𝑖  は一定値とした．）に，

計画的な摂動を与え，パラメータが増加した区間，

減少した区間，それぞれ先の評価関数値を実測し，

その両者を比較して，パラメータ摂動の中心値を逐

次修正するというものである．今回用いたパラメー

タ調整法の概念図を図3に示す． 

 

 

Fig. 3 Parameter optimization scheme 

なお，パラメータ調整には次式を用いた． 

 
𝑘𝑝𝑏(𝑛 + 1) = 𝑘𝑝𝑏(𝑛) 

+𝐺𝑝[(𝐽3(𝑛) + 𝐽4(𝑛)) − (𝐽1(𝑛) + 𝐽2(𝑛))] (1)  
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 𝑘𝑑𝑏(𝑛 + 1) = 𝑘𝑑𝑏(𝑛) 

+𝐺𝑑[(𝐽3(𝑛) + 𝐽4(𝑛)) − (𝐽1(𝑛) + 𝐽3(𝑛))] (2)  

ここで 𝐾𝑝𝑏 ,   𝐾𝑑𝑏   はそれぞれ比例ゲイン，微分ゲイ

ンの摂動の中心値で，𝐽𝑖   は図4の各区間における評

価関数の実測値である．また𝐺𝑝,   𝐺𝑑  は正数のゲイ

ンで，𝑛 は𝑛 回目の試行であることを示す． 

 

3.2 評価関数の設定 

本研究では，制御性能を表わす出力（評価関数）

として主機関回転数変動およびラック位置の変動の

振幅を検出し，それらを含んだ図 4の評価関数を極

小化すべき出力とした．図中𝛺𝑘 は高域フィルタの時

定数，𝛺𝑙 は低域フィルタの時定数であり，α は操作

信号の変動を抑制する重みである． 

 

Fig. 4 Detector of amplitude
4)
 

この評価関数では振幅の検出に遅れを生じるが，そ

の特性は伝達関数によって決まることから，制御系

を安定とするための摂動信号の補償器を容易に設計

できる． 

 

3.3 内部モデルの導入 

本研究では，PID制御のみでは周期外乱を十分に

抑制できないと考え，図5に示すような内部モデル

を導入した．通常の内部モデルの導入ではフィード

バック制御系が安定ならば外乱は完全に抑制される

が，一方で操作信号が過大に変動する可能性がある．

そこで，評価関数の入力変動振幅の重みに応じた特

性を持たせるため，内部モデルにダンピング項を加

え，その係数 𝜁 を最適化することによって主機関回

転数を制御することを検討した． 

 

Fig. 5 Internal model of periodic disturbance 

 

4 シミュレーションによる評価 

3章で述べた直接探索法による最適化制御手法の性

能を評価するため図1のモデルに周期12秒の正弦波

外乱を加えてシミュレーションを実行した．設計パ

ラメータは𝑮𝒑 = 𝑮𝒅 = 𝟓𝟎𝟎𝟎 と設定した．表1に評

価関数の最終値を示す． 

Table 1 Converged values of performance index 

PID control 1.85×10-3 

Direct search method 1.65×10-3 

 2つのゲインを最適化する直接探索法による制御

系ではPID制御と比較して約10%の改善が見られ

た．図6に直接探索法により2変数を最適化した場

合の評価関数値の時間変化を通常のPID制御とと

もに示す．  

 

Fig. 6 Trend of performance index 

6 まとめ 

本研究では波浪中の船舶の主機関回転数制御に関

して，適応極値制御および直接探索手法による最適

化を用いた制御系を設計し，その有効性を検討した．

船舶主機関モデルを対象にしたシミュレーションに

よってこの手法が有効であることが確認された． 
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ハイブリッド型Peer-to-Peerネットワークにおける

クラウドのストレージを用いた効率的なコンテンツ共有に関する研究

学籍番号 25413548 氏名 冨森 将司

指導教員名 石橋 豊

1 序論

　近年，計算機の高性能化やネットワークのブロードバン

ド化が進み，インターネット上ではテキスト情報のみなら

ず，静止画，動画，音楽といった多様なコンテンツが多数

のユーザにより交換されるようになった [1]．そこで，この
ようなコンテンツの大容量化及び多様化に対応して，ユー

ザが目的のコンテンツを効率的に探索，取得するための方

法として，Peer-to-Peer (P2P)ネットワークを用いたコン
テンツ共有が注目されている．

　 P2Pネットワークを用いたコンテンツ共有では，一般
に，複製配置法と呼ばれる手法が用いられる．複製配置法

では，あるピアに存在するコンテンツの複製を作成し，他

の複数のピアに分散的に配置する．これにより，ネットワー

ク上の複数のピアで同種のコンテンツを重複して保持でき

ることから，コンテンツの消失を抑制することが可能とな

る．また，コンテンツの探索時間の短縮や，ネットワーク

への負荷を抑制できる利点もある．しかし，複製を保持す

るためのピアのストレージ容量は有限であり，複製配置法

の効果には限界がある．

　一方，サーバの仮想化技術や分散処理技術等を用いた，ク

ラウドコンピューティングが急速に発達，普及している [1]．
クラウドコンピューティングを用いたシステム (以下，ク
ラウド)が提供するサービスの一つにオンラインストレー
ジサービスがある．このサービスでは，インターネットを

介してクラウド上のストレージを利用することができ，そ

のコストを負担する限り事実上容量制限は無い．

　このようなクラウドの利点に注目し，P2Pネットワーク
におけるコンテンツ共有システムにクラウドを組み合わせ

ることで，効率的にコンテンツ共有を行うことが期待でき

る．しかし，P2Pネットワークにおけるコンテンツ共有手
法に関する従来研究の多くは，コンテンツの保持にピアの

ストレージのみを利用した環境を想定しており，ピアとク

ラウドの両方のストレージを用いることが可能な環境を想

定したコンテンツ共有手法については，十分に検討されて

いない．

　そこで，本研究では比較的コンテンツの位置情報の管理

が容易なハイブリッド型 P2Pを対象とし，これにクラウ
ドストレージを加えた効率的なコンテンツ共有手法につい

て検討する．また，計算機シミュレーションにより，その

有効性を検証する．

2 コンテンツの有用性を考慮した共有手法の提案と評価

2.1 問題の定式化

　BAモデルに従ってルータのネットワークトポロジを生
成し，各ルータに端末が接続するネットワークを仮定する．

また，コンテンツの位置情報等を管理しているインデック

スサーバが存在するものとする．各ピアはネットワークへ

の加入・離脱を行い，クラウドは常にネットワーク上で稼

働するものとする．各ピアのストレージ容量には制限があ

り，クラウドにはその制限は無いものとする．また，クラ

ウドシステムを構成するデータセンタにコンテンツが配置

された場合，即座に他のすべてのデータセンタにミラーリ

ングされる．

　本章では評価尺度に用いるコストとして，クラウドで利

用されたストレージ容量，コンテンツ転送時のホップ数と

そのトラヒック容量の積の総和，コンテンツ取得に失敗し

た回数のそれぞれについて，単位時間あたりの平均を取っ

た値をストレージコスト，ネットワークコスト，ロストコ

ストと定義する．これらのコストの加重和を総コストとし

て用い，総コストを最小とするコンテンツ共有手法が優れ

ていると判断する．なお，総コストの算出では，各コスト

は当該手法のコストの平均値で正規化した値とする．

2.2 提案手法

　効率的なコンテンツ共有を行うためには，先述したスト

レージコスト，ネットワークコスト，ロストコストの三つ

を抑制する必要がある．また，ハイブリッド型P2Pネット
ワークを構成するピアのみでは，ロストコストの抑制は限

界があり，クラウドを用いることで更なる抑制が可能とな

る．ただし，クラウドを用いる際には，その利用コストを

抑制する必要がある．

　提案手法では，各コンテンツに，ネットワーク上で保持

すべき優先度を示す有用度と呼ばれる値を与え，これを元

に複製配置を制御する．また，ピアとクラウドの両方を用

いてコンテンツを共有するが，両者は異なる特性を持つた

め，その差異を考慮して，コンテンツの配置先がピアかク

ラウドかによって，用いる有用度を使い分ける．ピア，ク

ラウドに配置する際に用いる有用度をそれぞれUp，Ucと

し，これらの定義を以下に示す．

有用度の定義

＜有用度 Upの定義＞

　有用度Upの定義では，各コストの抑制に寄与するよう留

意しなければならない．ただし，クラウドに配置するコン

テンツの選択は，後述する有用度Ucにて制御を行っており，

また，提案手法は，ある程度複製がネットワーク上に分散

して配置される機構を備えた ERCT (Expanded Replica
Control by number-of-hops Threshold)[2]をベースに採
用している．したがって，有用度 Up の定義には主にロス

トコストの抑制に紀よするように定義することが妥当であ

ると考えられる．

　ロストコストの抑制を実現するために，容量制限のある

ピアのストレージを効率的に利用する必要がある．そのた

め，有用度 Upは，複製の一つが持つロストコストの抑制

への貢献度を，その複製の容量で除した値と定義する．こ

こで，複製一つが持つロストコストの抑制への貢献度とは，

その複製が一つ削除されることによって減少する，システ

ム全体のコンテンツ取得成功率の期待値の減少量として表

される．したがって，あるコンテンツ xi の有用度 Up(xi)
を以下の式 (1)で定義する．

Up(xi) =
∆E[Psuccess](xi)

S(xi)
(1)

∆E[Psuccess](xi): コンテンツ xiの複製が一つ削除されたときの

取得成功率の期待値E[Psuccess]の変化量

S(xi): コンテンツ xiの容量

＜有用度 Ucの定義＞

　この有用度 Uc と閾値 Uth を比較して，閾値 Uth を上回

る有用度 Uc を持つコンテンツは，クラウドに配置するよ

うな処理を施す．ロストコストの抑制の観点から，クラウ

ドには要求頻度の高いコンテンツを配置して，これらのコ

ンテンツが消失しない状態を維持することは重要である．

また，クラウドの近隣のピアが要求する可能性の高いコン

テンツを配置することで，ネットワークコストを抑制する．

なお，ストレージコストの抑制のため，有用度 Uc は要求

頻度をコンテンツの容量で除して求める．これらより，コ

ンテンツ xiの有用度 Uc(xi)は以下の式 (2)で定義される．

Uc(xi) =

∑

h=0

{
∑

v∈Vh

Frequest(v, xi)×
Wh

|Vh|

}

S(xi)
(2)

Frequest(v, xi) : ピア vがコンテンツ xiを

要求する頻度

Vh : クラウドから最短 hホップで

到達できるピアの集合

|Vh| : 集合 Vhの要素数

Wh : 重み (Wk > Wl, if k < l)
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制御内容及び処理内容の詳細

＜コンテンツ要求発生時の制御＞

1. 要求ピアと提供ピア間のホップ数が，複製配置に関する
閾値Hth 以下の場合，要求ピアはコンテンツを参照し，

処理を終了する．そうでない場合は 2へ．
2. 要求ピアのストレージの空き容量が要求コンテンツの容
量以上の場合，要求ピアに要求コンテンツの複製を配置

し，処理を終了する．そうでない場合，要求ピアが保持

するコンテンツの有用度 Upの和が最大となるようにス

トレージに残し，それ以外のコンテンツを移転コンテン

ツとして 3へ．
3. 要求ピアからのホップ数が閾値Hth以下，かつストレー

ジ容量に十分な空きがあるピアのうち，要求ピアからの

ホップ数が最も小さいピアに移転コンテンツを移転させ，

処理を終了する．該当するピアが存在しない場合，移転

コンテンツをクラウドへ移転し，処理を終了する．

＜一定間隔で行う処理＞

　有用度 Uc が閾値 Uth 以上のコンテンツの複製をクラウ

ドに配置し，有用度 Uc が閾値 Uth 未満のコンテンツをク

ラウドからピアへ移転する．また，同じコンテンツの複製

同士のネットワーク上での距離が閾値Dthホップ以上とな

るように複製を削除する．

2.3 評価

2.3.1 評価方法

　計算機シミュレーションを用いて評価を行う．各コスト

の加重和を総コストとし，重みの値を変化させることによ

り，各コストの相対的な重要度を変化させる．

2.3.2 比較対象手法

　有用度 Up を，要求頻度を容量で除した値と定義した

RUS (Replication by Utility defined Separately)[3]，及
び RUSからクラウドを用いる部分と一定間隔で行う処理
を省略した ERCT[2]の二つを採用する．
2.3.3 シミュレーション条件

　ルータ数，ピア数をそれぞれ 2000とし，ピアの初期配置
数は 1000とする．扱うコンテンツの種類数は 5000とし，
各コンテンツを 1つずつ，無作為に選択したピアに配置し
た状態でシミュレーションを開始する．また，閾値 Hth，

Dth，Uth (×10−5)はそれぞれ 3，20，5～ 15とした．
2.3.3 結果及び考察

　シミュレーション結果を総コストとして図1に示す．ロ
ストコストを重視した条件においては，提案手法は最も総

コストを抑制できた．提案手法の，ピアにおけるコンテン

ツの有用度は，そのコンテンツの複製一つあたりの取得成

功率の期待値への貢献度を意味する値として定義している

ため，ロストコストの抑制に大きく繋がった．さらに，こ

の有用度を用いることで，効率的にピアのストレージを使

用することができ，ストレージコスト，ネットワークコス

トの抑制にも良い影響を与えたと考えられる．これに対し，

従来手法の有用度の定義は，提案手法のそれと比較して，

厳密さに欠けていたといえる．

3 コンテンツの人気度の地域特性を考慮した共有方式の提

案と評価

　クラウドのデータセンタは地域毎に分散して配置される

場合が多いことから，本章では，地域毎の各コンテンツの

人気度の差異を考慮した共有手法を提案する．

　BAモデルにより生成されたルータネットワークを一つ
のASとし，これを一つの地域として対応付ける．複数の
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図 1: 総コスト

ASが相互に接続するネットワークを仮定し，各 AS内で
最も次数 (接続されるリンク数)の大きいルータを AS間
接続の役割を担うルータとし，AS間をまたぐ通信は，通
常の通信よりもコストが大きく発生するようにする．また，

各コンテンツが要求される頻度の傾向は，要求を行うピア

が所属するASに依存する．なお，各ASの嗜好の傾向に
関する相関は考慮せずに決定する．

　提案手法では，次のような制御を行う．各々の地域で人

気のあるコンテンツは，その地域内で保持するような制御

を加える．具体的には，地域毎に別々の有用度を用いて，

保持すべきコンテンツを決定する．また，ある地域におい

て人気のあるコンテンツはその地域での有用度が高くなる

ように設定し，要求ピアが同地域内から目的のコンテンツ

を取得できるようにする．さらに，有用度を，地域内に存

在するコンテンツの個数に反比例するように設定し、より

多種のコンテンツをネットワーク上で保持させるようにす

る．

　シミュレーションによる評価の結果，コンテンツの人気

度の地域特性を考慮した制御を加えた場合と，そうでない

場合では，前者のほうがコストを抑制できることが確認で

きた．　

4 コンテンツの取得成功率の期待値を用いた共有方式の提

案と評価

　本章では，クラウドストレージは容量に事実上制限がな

いという利点を活かして，コンテンツ共有システムが要求

される取得成功率を確実に維持できるような制御方式につ

いて検討する．問題の定式化は第 2章と同様である．提案
手法の方針は，取得成功率の期待値がネットワーク上に存

在するコンテンツの複製数によって決定されるため，目標

以上の期待値を維持するために必要な各コンテンツの複製

数を算出し，ネットワーク上に配置するというものである．

その際，あるピアからの要求頻度が高いコンテンツの複製

はそのピアの近隣に配置するように決定する．さらに，ピ

アのストレージのみで必要数分の複製を配置することがで

きない場合は，クラウドを用いる．システム稼働開始から

一定時間が経過し，コンテンツの分布が定常状態になった

ところで，上記の制御を実施し，目標とする取得成功率を

維持するコンテンツ配置を行う．

　シミュレーションによる評価の結果，提案手法は従来手法

よりもコンテンツの取得成功率を向上させ，かつストレー

ジコストの抑制も同時に実現できた．しかし，ネットワー

クコストが増大し，これに重みを置いた場合の総コストは，

従来手法よりも拡大する結果となった．また，システムが

要求する取得成功率を維持するためには，どの程度のスト

レージコスト，ネットワークコストが発生するかといった

知見も得ることができた．

5 結論

　本研究では，ハイブリッド型P2Pネットワークにおける
クラウドのストレージを併用した，効率的なコンテンツ共

有手法を提案した．また，その有効性を計算機シミュレー

ションにより評価した

　第 2章では，共有システム上での各コンテンツの有用度
を定義し，これを用いてネットワーク上で保持すべき複製

の優先度を決定する手法を提案した．その結果，クラウド

を用いない従来の手法と比較して，大幅にコンテンツの消

失を抑制できた．

　第 3章では，コンテンツの人気度が地域により差がある
場合に有効な共有手法の提案を行った．具体的には，ある

地域において人気のあるコンテンツは，その地域内で保持

するように制御を行う機構を加えた．結果として，そのよ

うな制御がコストを抑制できることを確認できた．

　第 4章では，コンテンツ共有システムがサービスとして
要求される取得成功率を設定し，これを維持するようなコ

ンテンツ共有手法について検討した．その結果，提案手法

は，従来手法と比較して，コンテンツの取得率を大きく向

上させつつストレージの使用量も低減することができた．

　今後の課題として，異なるネットワーク形態やより大き

なネットワーク規模での提案手法の有効性の検証等が挙げ

られる．
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1 はじめに 

近年の半導体技術の発達により，その生産性の向

上のために電力（温度）制御の高精度化と高速化の

要求が高まっている．また電源ラインに発生する高

調波電流によってコンデンサの焼損や熱損が起き，

他機器の誤作動や誤制御などの原因になるといった

問題がある．こうした背景から日本では 1996年に
高調波電流規制が試行され，高調波抑制のニーズが

高まっている．こうした背景から当研究室では高分

解能ゼロクロス制御と呼ばれる電力制御手法を提案

してきた．この方法によって高調波の抑制と高精度

を両立することができたが，使用する変調器の動作

領域の広さとノイズ低減効果(制御精度)のトレード
オフ問題が残っていた．  
まず温度制御系として，図1のように交流電源か
ら抵抗性ヒータに印加する電圧をスイッチングによ

って調整し温度を制御するシステムを想定した．本

研究では高調波抑制と高精度を両立するためにゼロ

クロス制御とΔΣ変調を組み合わせる高分解能ゼロ

クロス制御を採用する．また高いノイズ低減効果を

維持したまま動作領域を拡大するため，変調器での

スイッチングパターンの生成の際に状態方程式を用

いた評価法を導入し，コントローラからの操作量の

大きさに応じて評価方法を動的に変化させるアプロ

ーチを提案する． 

 

図1：温度制御系の概略図 
 

2 ゼロクロス制御とは 

 ゼロクロス制御とは交流電源のゼロクロス点ご

とにスイッチングを行い，ヒータに印加する電圧を

制御する方式である． 
 ゼロクロス制御によってスイッチングされた電圧

には不連続点がないため，抵抗性ヒータの消費電流

に含まれる高調波成分が少ないというメリットがあ

る．しかし，ゼロクロス制御はその変調原理から，

遅れの少ない制御周期で制御しようとすると分解能

が低くなってしまうという問題点があるため電力制

御の高精度化が難しい． 

 

3 ΔΣ変調とは[1] 

 ゼロクロス制御のもつ電力制御の高精度化が難し

いという問題点を解決するため，本研究ではΔΣ変

調という手法を用いる． 

ΔΣ変調とはノイズシェーピングフィルタによっ

て量子化ノイズを周波数整形して，特定の周波数に

含まれるノイズを低減させる手法である．この手法

とヒータの動特性の組み合わせにより，実効分解能

の高い温度制御が可能となる．  

 

4 高分解能ゼロクロス制御 

図2に本研究で用いる変調器のブロック線図を示
す．操作量が0～1の連続値でシステムに入力され，

スイッチング制御のために0（off）か1（on）の2値
の制御信号に変調されて出力される． 

 本研究では遅延の少ない制御のため，電源周期の

1～4 サイクルを制御周期とするゼロクロス制御を
考える．n サイクル制御の場合，1 制御周期で表現
できる on-offパターンは2nパターン存在する．しか

し，ゼロクロス制御のみの場合ではその原理上，出

力をn+1パターンでしか表現できない．ここでゼロ
クロス制御にΔΣ変調を適用すると，ノイズシェー

ピングフィルタの動特性により各on-offパターンが
変調器の出力に与える影響は全て異なる．ノイズシ

ェーピングフィルタを設計し，on-off パターンを設
定すると，各パターンをノイズシェーピングフィル

タに入力したときの出力への寄与を予め計算するこ

とが可能である．それらの計算結果を数値データと

して纏めておき，そのデータを基に最も量子化ノイ
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ズの少なくなるon-offパターンを選択して出力する
ことで量子化ノイズを低減できる．nステップ先の
出力への寄与を計算し，パターンを選択する方法を

本研究ではnステップ予測と称する．  
 

 

 

 

 

図2：提案する変調器ブロック線図 
 

5 複数ステップ予測による温度揺らぎの低減結果 

 図1に示すような温度制御系においては，ヒータの

特性やスイッチング方法に関わらず制御量(温度)に

は微小な揺らぎが発生してしまう．実機への適用の

際にはこの温度揺らぎを極力抑えることが求められ

る．そこでPIDコントローラと提案する変調器とヒ
ータモデルを組み合わせ，シミュレーションによっ

て温度揺らぎを評価した．ヒータモデルの伝達関数

は )1)(11.0/(1 ++ ss とし，PIDパラーメータは
PK =1.14, IT =0.70[s], DT =0.12[s]とした．一定値

を目標温度として入力した結果，単純なゼロクロス

制御のみの場合と比べて複数ステップ予測を用いる

ことで温度揺らぎを約1/5に低減できることが分か
った．また，実機を用いた検証でも複数ステップ予

測の温度揺らぎ低減効果を確認することができた． 

ゼロクロス制御のみでは大きな温度揺らぎが発生

してしまっていたが，複数ステップ予測では温度揺

らぎを小さく抑えることができる． 

 

6 動作領域の拡大 

 シミュレーションによる評価により予測ステップ

数を増やすと動作領域は広く，ノイズ低減効果は低

くなることが分かっている．本研究では，変調器に

入力される操作量信号の大きさに応じて予測ステッ

プ数を動的に変更するアプローチを提案する．通常，

制御中にフィルタを変更することはできないが，提

案法の評価ステップ数の変更はシステム行列が変わ

らないため可能である． 

提案法を用いるにあたり，予測ステップ数を変更

する閾値の設定が必要となるが，閾値として厳密な

最適値を決定するのは容易ではない．本研究では，

振幅0.05の正弦波のバイアスを変化させたときの
S/N比の推移グラフを用い，S/N比が単調減少になる
点で多ステップ予測に切り替えるように設定した．  
提案法の性能を評価するために，4ステップ予測
との比較を行った．変調器への入力を変調率55％の
正弦波としたとき，4ステップ予測と比較してS/N比
を約10dB改善することができた．また提案型変調器
を実機に適用し，目標値を1.0[℃/s]のランプ信号と
した場合の4ステップ予測との時間波形の比較を図
3に示す．4ステップ予測と比較して提案型の変調器
を用いた場合は温度揺らぎが抑えられていることが

分かる．これは複数ステップ予測を行う際に用いら

れる0次近似に起因するものであり，図3に示された
時間領域において提案法の予測ステップ数は2であ
るために，4ステップ予測よりも揺らぎが抑えられ
たと考えられる．さらに予測ステップ数が2で固定
されている場合は動作領域がフルスケールの15～
85％しかなかったのに対して，提案法を用いること
で動作領域は6～94％に拡大された． 従って提案す
る制御手法を用いれば，温度揺らぎの低減に効果的

な変調器の動作領域の拡大が可能である． 

 
図3：ランプ目標値への追従  

 

7 まとめ 

 本研究では高分解能ゼロクロス制御において，変

調器の動作領域を拡大するために，操作量信号の大

きさに応じて予測ステップ数を動的に変更するアプ

ローチをとった．その結果，温度揺らぎを更に抑制

し，動作領域の広い制御が可能となった． 

 

8 参考文献 
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1 はじめに 

近年, ロボット技術の発展に伴い広い分野で移動

ロボットが使用されるようになっている.そのため，

移動ロボットを運用する場所は走行に適した環境と

は限らないという問題が生じるようになった．この

ような問題の一つとして，不整地など走行に適さな

い環境での制御などが提案されている．しかし，大

型船内で移動するロボットのように走行面が動揺す

る環境での制御はあまり検討されていない．このよ

うな環境では動揺により生じる重力加速度の斜面方

向成分や遠心力等の外力によりタイヤに横滑りが発

生し，移動ロボットの制御は困難となる．そこで本

研究では，船上など周期的な動揺のある環境で移動

ロボットを目標経路に追従させることを目的とし，

周期外乱の内部モデルを導入した制御系を用い外乱

の抑制を図ることを検討した．さらにタイヤの横滑

りを考慮した移動ロボットモデルを用いてシミュレ

ーションを行い提案手法の有用性を確認した．  

 

2 移動ロボットモデル 1) 

 走行面が動揺する環境では移動ロボットのタイヤ

に横滑りが生じる．横滑りが生じる場合，横滑り角

と車速に応じて車輪に対して垂直な力𝑌𝑓，𝑌𝑟が生じ

る．この力はコーナリングフォースと呼ばれ，横滑

り角が小さい場合横滑り角に比例するため以下のよ

うに表すことができる． 
 

 𝑌𝑓 = −𝐾𝑓𝛽𝑓 = −𝐾𝑓 (𝛽 +
𝑙𝑓𝑟

𝑉
− 𝛿) (1) 

 𝑌𝑟 = −𝐾𝑟𝛽𝑟 = −𝐾𝑟 (𝛽 +
𝑙𝑟𝑟

𝑉
) (2) 

 

ここで，𝑙𝑓：重心から前輪までの距離[m]，𝑙𝑟：重心

から後輪までの距離[m]，𝐾𝑓：前輪コーナリングパ

ワー[N/rad]，𝐾𝑟：後輪コーナリングパワー[N/rad]，

 𝛽：重心周りの滑り角[rad]，𝑟：角速度[rad/s]，𝛿：

実舵角[rad]である． 

このコーナリングフォースを考慮した移動ロボッ

トの運動方程式は次のように表される． 
 

𝑚𝑉 (
𝑑𝛽

𝑑𝑡
+ 𝑟) = 2𝑌𝑓 + 2𝑌𝑟 (3) 

 𝐼
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 2𝑙𝑓𝑌𝑓 − 2𝑙𝑟𝑌𝑟 (4) 

 

 

 

ただし，𝐼：ヨーイング慣性モーメント[kgm2]であ

る．本研究では移動ロボットの運動特性が式(3),(4)

で表されるとして制御系の設計，評価を行った． 

 

3 外乱の内部モデルを利用した制御の基本構成 2) 

3.1 制御系の構造と内部モデルの導入 
離散時間モデル規範形制御系を内部モデルを含む
形に拡張して外乱に対処する構成法を述べる． 
まず，外乱を受ける制御対象を次式で表す． 

 

 𝐴(𝑧−1)𝑦(𝑘) = 𝑧−𝑑𝐵(𝑧−1)𝑢(𝑘) + 𝑤(𝑘) (5) 
 

ここで，𝑢(𝑘)は制御対象の時刻𝑘𝑇の入力，𝑦(𝑘)は

出力を示し，𝑤(𝑘)は外乱である．また，制御対象は

次の仮定を満足するものとする． 

a）𝐴(𝑧−1)，𝐵(𝑧−1)の次数𝑛，𝑚および，むだ時間𝑑は

既知 

b）𝐵(𝑧−1)は漸近安定多項式，すなわち制御対象は

逆安定系 

c）𝑤(𝑘)は次の線形自由形モデルで表される． 
 

 𝐷(𝑧−1)𝑤(𝑘) = 0 (6) 
 

このとき，外乱を無視してモデルマッチングを達

成する制御入力𝑢(𝑘)は，次の多項式の解𝑅(𝑧−1)，

𝑆(𝑧−1)を用いて計算できる 3)． 
 

 𝐶(𝑧−1) = 𝐴(𝑧−1)𝑅(𝑧−1) + 𝑧−𝑑𝑆(𝑧−1) (7) 
  

このとき，制御入力は次式となる． 
 

 
𝐵(𝑧−1)𝑅(𝑧−1)𝑢(𝑘)            

         = 𝐶(𝑧−1)𝑦∗(𝑘 + 𝑑) − 𝑆(𝑧−1)𝑦(𝑘) 
(8) 

 

 
図 1：内部モデルを導入したモデル規範形制御系 

 

ここで，𝐶(𝑧−1)は閉ループの極を与える漸近安定

多項式，𝑦∗(𝑘)は有界な目標値である．一方，外乱

を抑制するには，図1に示すように，外乱の特性多

項式を内部モデルとして導入し，式(7)にかえて次の

多項式を考えればよい． 
 

 𝐶(𝑧−1) = 𝐴(𝑧−1)𝐷(𝑧−1)𝑅′(𝑧−1) + 𝑧−𝑑𝑆′(𝑧−1) (9) 

このとき，制御入力は次式となる． 
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𝐵(𝑧−1)𝐷(𝑧−1)𝑅′(𝑧−1)𝑢(𝑘)            

       = 𝐶(𝑧−1)𝑦∗(𝑘 + 𝑑) − 𝑆′(𝑧−1)𝑦(𝑘) 
(10) 

 

3.2 内部モデルの修正による構造の簡略化 

 𝑅(𝑧−1)の係数は𝐴(𝑧−1)，𝐶(𝑧−1)の𝑑 − 1次のべ

きまでの係数のみで決まることを考慮し，𝑅(𝑧−1)と

𝑅′(𝑧−1)の係数を一致させることで制御系の構造の

簡略化を図る．𝑅(𝑧−1) = 𝑅′(𝑧−1)と式(9)を考慮する

と𝑆′(𝑧−1)は次式となる．  
 

 
𝑆′(𝑧−1) =  𝑧𝑑𝐶(𝑧−1)(1 − 𝐷(𝑧−1))

+ 𝑆(𝑧−1)𝐷(𝑧−1) 
(11) 

 
図 2：構造を簡略化した制御系 

 

4 シミュレーションによる検討 

4.1 シミュレーションに使用する移動ロボット 

シミュレーションを行う際に使用した移動ロボッ

トのパラメータを表1に示す． 

表1：移動ロボットのパラメータ 

𝑚 20[kg] 𝑙𝑟 0.24[m] 

𝑉 1[m/s] 𝐾𝑓 285.4[N/rad] 

𝐼 0.37[kgm2] 𝐾𝑟 476.1[N/rad] 

𝑙𝑓 0.28[m]   

本研究では前輪の角度𝛿を操作して移動ロボット

の方向𝜃を制御することを考える．このとき，移動

ロボットの方向は 
 

 𝜃 = 𝛽 +
1

𝑠
𝑟 (12) 

 

と表せる．式(3),(4)と式(12)より求まる𝛿から𝜃までの

伝達関数をサンプリング周期 0.01[s]で離散化すると， 
 

 𝐴(𝑧−1)𝑦(𝑘) = 𝑧−1𝐵(𝑧−1)𝑢(𝑘) + 𝑤(𝑘) (13) 

 𝐴(𝑧−1) = 1 − 1.54𝑧−1 + 0.58𝑧−2 − 0.031𝑧−3 (14) 

 
   

𝐵(𝑧−1) = 0.23 − 0.23𝑧−1 + 0.0054𝑧−2 (15) 
 

となる．このシステムを制御系設計用モデルとした． 
 

4.2 シミュレーション時の外乱 

シミュレーションに使用する外乱は図 3に示すよ

うな複数正弦波の合成波とした．  

 
図 3：複数正弦波による外乱 

 

4.3 内部モデル制御のシミュレーション条件 

今回のシミュレーションでは，式(5)におけるむだ

時間𝑑 = 1，サンプル時間は 0.01[s]とした．内部モ

デルは，外乱を単一周期の正弦波と仮定し  
 

 𝐷(𝑧−1) = 1 + 𝑑1𝑧−1 + 𝑧−2 (16) 
 

と設定した． 

なお，閉ループ極を与える漸近安定多項式は， 
 

 𝐶(𝑧−1) = 1 − 0.004𝑧−1 + 4.0e − 06𝑧−2 (17) 
 

とした．（極を0.002に設定） 

 

4.4 経路制御の実現 

本研究では，Y座標0[m] 

の直線を目標経路とし，経

路誤差が生じた場合は図4

のように目標方向を修正

して経路追従を達成する．

図4において，e は現在の    

Y座標と目標のY座標との距離[m]， 𝜃𝑟は目標方向

[rad]， 𝛥 は任意の定数[m]である．  

       

4.5 シミュレーション結果 

 PID 制御および提案手法でシミュレーションを行

った結果を図 4 に示す.図 4 は PID 制御（赤色の実

線で表示），提案手法（青色の実線で表示）を用いた

際のロボットの経路誤差を示した図である．  

 
図 4 経路誤差の比較 

図 4より， PID制御に比べ，提案手法の方が高い

追従性能を示していることがわかる． 

 

5 まとめ 
本研究では，動揺環境下における移動ロボットの

制御法として外乱の内部モデルを利用した制御系を
提案し，シミュレーションにより有用性を示した．
今後の課題としては移動ロボットの速度変化による
非線形性の考慮などが挙げられる． 

 

6 参考文献 
1) 安部正人：自動車の運動と制御(第二版)，山海堂，50/57，

(2003) 

2) 水野直樹：モデル規範形適応制御系における内部モデルの

一導入法，計測自動制御学会論文集Vol.30，No.5，594/596，
(1994) 

3)ランダウ，富塚：適応制御システムの理論と実際，オーム

社，138，(1981)  
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図 4：目標方向修正 
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地域課題解決のための集合知マップの作成 

学籍番号 25413556氏名 西本 昂平 

指導教員名 岩田 彰 

 
 
1 はじめに 

平成26年現在，日本では少子高齢化が進み，現在

の高齢者率は25.1％となっており，すでに超高齢社

会を迎えている．一方では，地域コミュニティにお

ける日常的な交流機会が減り，地域コミュニティが

衰退しているということが言える．地域コミュニテ

ィが衰退することにより防災や観光，医療面などに

おいて様々な課題が表出することが考えられる． 

そのような地域課題解決のために各地で地図を用

いた地域課題の解決の例が数多く存在する．本研究

ではそのような先行事例に習い，ICTを用いて，各
地域にて地域独自の地図を作成することにより，多

種多様な地域課題を解決するための助けとなるよう

な“地域課題解決のための集合知マップ”システム

（以下本システム）を構築する． 
本研究では，地図を活用した地域課題の解決とい

う最終目標に向けて，まず本システムを使用して地

域独自の地図を作成することを目的としている．本

システムの実証は愛知県名古屋市緑区鳴子町にて行

い，実証実験終了後のアンケート調査から評価及び

システムの改善を行う． 

2 地域住民参加型集合知マップ 

本システムは各地域コミュニティにおいて，地域

住民が各々知っている情報を地図上にマッピングす

ることで視覚化し，それを共有するためのシステム

となっている．すべての地域住民及び自治体の職員

が地図上に情報をマッピングすることが可能である

ため，市販されている地図には載っていない情報や，

最新の情報なども地図上に表すことができる． 

以下の図 1に本システムの全体概要図を示す．シ

ステム上ではベースとなるOpenStreetMap上に震度

予想図や地形図などといった自治体が提供する公式

な地図や，地域住民が作成した地域独自の地図をレ

イヤとして重ねて表示させることができる．またそ

の情報を一般公開することでユーザーである地域住

民や自治体，また旅行者などの間で共有することが

可能である． 

図 1：住民参加型集合知マップシステム 

 本システムの大きな特徴の一つとしては，地域コ

ミュニティに合わせて様々な地図をレイヤとして重

ねることができる点である．地域における課題は地

域ごとに大きく異なる．そのため本システムでは，

各種地域課題に合わせて，様々な種類の地図を作成

し重ねあわせることができるようになっている．  
3 実証 

本システムの実証実験を愛知県名古屋市緑区鳴子

町で行った．以下の表1に実証についての詳細を記

載する． 

実証場所 愛知県名古屋市緑区鳴子町 

対象 「いきいき鳴子ウォーキング」に参

加した名古屋市立大学の学生 

人数 13人 

期間 2014年 10月24日 

目的 地域課題の解決という最終目標に向

けて，まず本システムを利用して地

域独自の地図を作成する 

表１：実証実験概要 

今回作成した地図の種類は，事前に実証実験にて

システムを使用していただいた学生にアンケート調

査を行い決定した．具体的には医療地図，災害地図，

バリアフリーマップの3種類である． 

4 結果 

以下の図２に実証実験にて作成した各種地図を記

載する． 
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図2：作成した各種地図 

 実証実験終了後にシステムを使用した学生に対し

てアンケート調査を行い，そこからシステムの改善

を行った．改善点としては，マルチデバイス対応，

レイヤ作成機能となっている． 

5 評価・考察 

 図3に「今回の地図作成システムを利用して，鳴子

地区独自の地図を作るという目的を達成出来たと感

じますか」というアンケート調査の結果を記載する．

「大いにそう思う」と「少しそう思う」と回答した

方が合計で90％を超えたことから，本実証実験の「地

域課題解決という最終目標に向けて，地域独自の地

図を作成する」という目的を十分に達成できたと考

える．今後の方針としては，改良を加えた本システ

ムを用いて、実証実験時に比べて、より広範囲での

地図の作成を行う予定である．  

 

図3：アンケート調査結果 

 先行事例との比較として，熊本市の住民参加型ハ

ザードマップ[1]及び，暮らしの便利マップ[2]との

比較を行う．地図作成の容易さに関して，熊本市の

住民参加型ハザードマップでは，ハザードマップを

大きな電子ボードとタッチペンを用いて作成するた

め，非常に感覚的な操作が可能である．しかし電子

ボードなど非常に大掛かりな設備を必要とするため，

導入コストは高い．またハザードマップという使用

用途に特化しているため，様々な地域課題に対応で

きないという点では汎用性は低いといえる．次に暮

らしの便利マップであるが，こちらは汎用性，導入

コストなどに関して大きな違いはないが，こちらの

地図は市の職員や自治体が地図を作成するといった

システムとなっている．本システムでは市や自治体

のみならず，住民が中心となり，地図を作成するた

め，より多くの情報を地図上に記載，共有すること

ができる点で優れている． 

 熊本市住民

参加型ハザ

ードマップ 

暮らしの 

便利マップ 
本システム 

地図作成の

容易さ 
◯ 

住民が 

作成しない 
◯ 

汎用性 △ ◎ ◎ 

コスト × △ ◯ 

表1：先行事例との比較 

6 まとめ 

 本研究では，地図を用いたICTによる地域課題解

決を行うためのシステムである“地域課題解決のた

めの集合知マップ”を提案し，実装した． 

本システムの実証を愛知県名古屋市鳴子町にて行

った．実証の目的は地域課題解決という最終目標の

ためにまず地域の課題に合わせた独自地図を作成す

ることである．実証実験後にはアンケート調査を行

い，システムに対しての評価と改善を行った．今後

の方針は，改善後のシステムを用いて，より広範囲

の地図を作成し，その地図を公開・共有することで

地域課題の解決を目指すことである． 

7 参考文献 

[1] 熊本市 NTT西日本 (2013). 「スマートひかりタウン

熊本」プロジェクト 住民参加型ハザードマップ. 

http://www.hikarikumamoto.jp/(参照2015-02-03) 

[2] 株式会社ソフマックシステムズ. 暮らしの便利マップ. 

http://www.sofmac-

systems.jp/products/products_main.html．(参照 2015-02-

03) 
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1 はじめに 

マルチコア環境における並列プログラミングでは，

共有変数に対するアクセス調停のために一般的にロ

ックが用いられてきた．しかし，デッドロックの発

生などの多くの問題がある．そこで，ロックを用い

ない並行性制御機構としてトランザクショナルメモ

リ（TM）[1]が提案されている．TMはトランザクショ

ン（Tx）を投機実行することで，ロックを用いる場

合よりも並列度を向上させている．このTMをハード

ウェア上に実現したハードウェアトランザクショナ

ルメモリ（HTM）では，Futile Stall[2]という問題

が発生しうる．そこで本論文では，このFutile Stall

を解決するための2つの手法を提案する． 

2 ハードウェアトランザクショナルメモリ 

HTMでは，Txの性質を保証するため，Tx内のメモ

リアクセスを監視する．Tx間で同一アドレスへのア

クセスが発生した場合，競合が検出される．競合が

発生した場合，一方の Txの実行を中断させる（スト

ール）．さらに，複数Txがストールしている状態で，

デッドロックが発生した場合，いずれかの Txの途中

結果が破棄される（アボート）．これに対し，Tx の

終了まで競合が検出されない場合，Tx内で更新され

た値がメモリに反映される（コミット）． 

さて，一般に共有変数に対する Readアクセスは，

その後にWriteアクセスをともなう場合が多く見ら

れる．このようなアクセスを含む Txが並列実行され，

Read アクセスのみが完了された場合，その後の

Write アクセスにより結果として競合が発生する．

そのため，その過程において発生したストールは完

全に無駄となる．このようなストールは Futile 

Stallと呼ばれ，HTMの性能を低下させうる． 

3 関連研究 

これまで数多くのHTMに関する研究が行われてき

た．しかし，これらの研究では共有変数にアクセス

する順序といった情報を考慮していない．これに対

し本研究では，同一変数に対する Read，Writeの順

序でのアクセスに着目したスケジューリングを検討

する．なお，Bobbaら[2]は本研究と同様に共有変数

に対するアクセス順序に着目し，Store Predictor

という機構を用いた手法を提案している．Bobba ら

の手法は本研究と着眼点が共通しているため，後述

する 6章で提案手法との比較評価を行う． 

4 排他的実行による高速化 

2章で述べたように，同一変数に対するRead，Write

の順序でのアクセスを含むTxを複数スレッドが並列

実行し，Readアクセスのみを完了することが，Futile 

Stallを発生させる要因となりうる．そこで本論文で

は，同一変数に対するRead，Writeの順序でのアクセ

スを含む処理を排他実行する手法を提案する． 

この手法では，同一変数に対するRead，Writeの順

序でのアクセスを含むTxを実行するスレッドが当該

変数にReadアクセスした場合，実行Txをコミットす

るまで当該変数へのアクセスを許可しないようにす

る．なお，この提案手法では共有変数に対してRead

アクセスしか行わないTxは，排他実行の対象としな

いようにしている． 

5 投機的実行による高速化 

一般的なプログラムのTxには，同一変数に対する

Read，Writeの順序でのアクセスの後に，当該変数に

対して再度アクセスしないものがある．このような

Txが並列実行された場合，同一変数に対するRead，

Writeの順序でのアクセスを完了した時点で当該変

数に投機的にアクセスしたとしても，結果として一

貫性が保たれる．そのため，1つめの提案手法には更

なる高速化の余地があると考えられる． 

そこで本論文では，Tx内で同一変数に対するRead，

Writeの順序でのアクセスが完了した時点で，当該Tx

のコミットに先立って投機的アクセスを許可する手

法を併せて提案する．なお，投機的アクセスが許可

された場合はその動作に関与するTxのコミット順序

を制御する． 

6 評価 

2つの提案手法をLogTM[3]に実装し，評価を行っ 

た．評価にはGEMS microbench，SPLASH-2，STAMPか
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ら12個のプログラムを用いた．評価結果を図1および

図2に示す．これらの図では，各プログラムの評価結

果が4本のバーで構成されており，それぞれ左から，

(B)既存のLogTM，(R)Store Predictorを用いた参考

モデル，(P1)排他的実行による高速化モデル，(P2)

投機的実行による高速化モデルの結果を示しており，

(B)の実行サイクル数を1として正規化している．図1

は全モデルの結果を示しており，図2は図1から，(R)

でBtreeを実行した結果を除いたものを示している．

凡例は内訳を示しており，Non_transはTx外のサイク

ル数，Good_transはコミットされたTxのサイクル数，

Bad_transはアボートされたTxのサイクル数，

Abortingはアボート処理に要したサイクル数，

Backoffはバックオフ処理に要したサイクル数，

Barrierはバリア同期に要したサイクル数，Stallは

ストールに要したサイクル数，Waitは待機処理に要

したサイクル数をそれぞれ示している． 

図1:各プログラムのサイクル数比 

図2:各プログラムのサイクル数比（(R)によるBtree

の結果を除く） 

まず，(P1)と(B)を比較すると，(P1)は多くのプロ

グラムで性能向上を達成できている．これらのプロ

グラムには，同一変数に対するRead，Writeの順序で

のアクセスを行うTxが含まれている．(P1)では，こ

のようなTxを排他実行することでFutile Stallを抑

制できた．また(P1)と(R)を比較すると，Btreeにお

いて(P1)が性能向上している一方で，(R)の性能は低

下している．次に(P1)と(P2)を比較すると，Prioque

とRadiosityで(P2)が(P1)よりも性能向上している．

この理由として，これらのプログラムでは(P1)でデ

ッドロックの誤検出によるアボートが頻発したこと

が挙げられる．その結果，(P2)ではFutile Stallの

抑制がなされていた状況で，(P1)ではアボートが頻

発したため，性能差が生じたと考えられる． 

7 おわりに 

本論文では，Futile Stallを解決する2つの手法を

提案した．提案した2つの手法の有効性を確認するた

めに評価を行った．評価の結果，1つめの提案手法は

既存のHTMと比較して，16スレッドで最大72.3%，平

均13.6%の高速化を達成できることを確認した．一方，

2つめの提案手法は，16スレッドで最大67.2%，平均

13.9%の高速化を達成でき，1つめの提案手法と比較

しても高速化を達成できるプログラムがあることを

確認した．今後の課題として，1つめの提案手法では

排他実行の対象とするTxの選択アルゴリズムの改良

を，そして2つめの提案手法では同一変数に対する

Read，Writeの順序のアクセスが完了する地点を厳密

に記憶できる枠組みを検討する必要がある． 

6 参考文献 

[1] Herlihy, M. et al.: Transactional Memory: 
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松尾研究室 福田 諭DTN通信でのレスポンス送信アクセスポイント選択

による転送効率化手法 No. 25413562 Satoshi Fukuda

1 はじめに
Delay/Disruption/Disconnect Tolerant Network-

ing（DTN）は遅延や途絶，不通に耐性のある通信を実

現するための通信技術である．DTNは極端に長い通信

遅延時間や頻繁なパケットロスなど，従来のTCP/IP

通信が想定していない劣悪な条件での通信を現実的な

コストで克服することを目指しており，通信インフラ

が未整備の地域でのサービスに利用できると考えられ

ている．

中でも DTN を利用したインターネットアクセス

サービスは，インフラが未整備の発展途上エリアや採

掘現場などでのインターネットアクセスの実現や，都

市などのインフラが整備されたエリアでも移動体通信

事業者のトラフィックのオフロードなど様々な需要が

あると考えられる．

既存のDTN技術を用いたインターネットアクセス

に関する研究 [1]では，クライアント端末が生成した

リクエストをDTNルーティングによりインターネッ

トに接続されたアクセスポイント（以下AP）へ転送

し，そのAPからサーバレスポンスをDTNルーティ

ングによりクライアントへ配送することで，インター

ネットアクセスを実現している．既存のインターネッ

トアクセス実現方法では，サーバレスポンスはクライ

アントからのリクエストを最初に受信した APのみ

が受け取り，クライアントへ配送している．しかし，

クライアントのリクエストが複数の中継端末を経由し

てAPに転送される場合には，リクエストを受信した

APとクライアント端末が地理的に離れてしまい，結

果としてレスポンスが生成されてからクライアントに

配送されるまでの時間（配送遅延）が増加するという

問題がある．本稿では，クライアント端末への配送確

率に基づき，サーバレスポンスを転送するAPを選択

することで，レスポンスの転送効率を向上させる手法

を提案し，計算機シミュレーションにより評価する．

2 関連研究
Pitkanenらは複数のAPが存在する状況下で，DTN

ルーティングを利用したインターネットアクセス手法

を提案している [1]．DTN環境下でのインターネット

アクセスは，RSSフィードの受信や P2Pファイル受

信，ブログへの投稿など比較的遅延に耐性のあるコン

テンツでの利用に適していると考えられている．以下

に Pitkanenらの既存手法について述べる．

2.1 概要

DTN環境下でのインターネットアクセスでは，図 1

に示すように，エリア内にインターネットアクセス可

能な複数のAPを設置し，クライアントがリクエスト

をDTNルーティングにより転送することで，APを介

AP 

Server 

AP 

AP 

有線リンク 

DTNによる転送経路 

Client 

図 1: 既存手法でのインターネットアクセス

したインターネットアクセスを実現する．インターネッ

トへデータを要求するクライアントノードは，DTN

ルーティングによりデータのリクエストメッセージを

転送する．リクエストメッセージを受信した APは，

インターネット上のサーバからリクエストメッセー

ジに対応するレスポンスメッセージを取得し，DTN

ルーティングにより，そのレスポンスメッセージをク

ライアントノードに配送する．このような動作によ

り，DTN環境下でのインターネットアクセスを実現

できる．

既存手法では，レスポンスメッセージの中継転送に

よる配送率の向上及び配送遅延の削減のための拡張

として，地理的に近い k − 1 個の近傍 AP へレスポ

ンスメッセージを複製することを提案している．イ

ンターネット上のサーバがレスポンスメッセージを転

送する場合，レスポンスメッセージの複製を地理的に

近い k− 1個の APに転送する．その後，k個の AP

がDTNルーティングにより，レスポンスメッセージ

をモバイルノードに配送する．この複製により，レス

ポンスメッセージがリクエストメッセージを受信し

た APだけでなく，その k近傍の AP近辺のエリア

にも拡散するため，宛先ノードへの配送遅延が削減で

きる．

2.2 問題点

既存手法では，レスポンスメッセージの配送遅延を

削減するために，リクエストメッセージの転送遅延が

大きい場合に k近傍のAPへレスポンスメッセージを

転送していた．しかし，リクエストメッセージが複数

のノードを中継して転送された場合には，リクエスト

メッセージを送信したノードが，リクエストメッセー

ジを受信するAPから地理的に離れてしまう場合があ

る．このような場合，仮にリクエストメッセージを受

信した APの k近傍の APにレスポンスメッセージ

の複製を転送したとしても，リクエストメッセージを

送信したノードが k近傍の APいずれとも離れてし

まう場合がある．その結果，レスポンスメッセージが

宛先ノードに届くまでの配送遅延が増加してしまう．
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レスポンスメッセージの配送遅延の増加は，サービス

の品質に大きな影響を与えるため，配送遅延の削減手

法が必要である．またレスポンスメッセージの複製が

複数のAPに送信される場合，複製を保持するノード

の数が増加し，それらのノードのストレージやノード

間の帯域を圧迫してしまう．

3 提案手法
提案手法では，配送遅延の短縮，配送率の向上を

実現するために，エリア内に存在する複数の APか

ら，宛先ノードへの配送確率に応じて，レスポンス

メッセージを転送するAPを適切に選択する手法を提

案する．

3.1 概要

提案手法では，PRoPHET v2 Routing[2]に基づき，

各ノードは他のノードと接続した際に，ノード間の配

送確率を算出する．APも同様に他のノードと接続し

た場合に，配送確率の情報を更新し，更新した配送確

率の情報を，すべての APを管理するサーバに集約

させる．サーバはレスポンスメッセージ転送時に，宛

先ノードへの配送確率を参照し，配送確率が最も高い

APにレスポンスメッセージを転送する．また，ノー

ドの移動により配送確率が変化し，宛先ノードへの配

送確率が最も高いAPが替わった場合には，配送確率

の最も高くなったAPに対して，レスポンスメッセー

ジの複製を転送する．これにより，時間経過に追従し

たレスポンスメッセージ転送 AP選択を実現する．

4 評価実験
評価実験ではHTTP通信を想定したアプリケーショ

ンの評価を行った．最大レスポンスメッセージサイズ

を 1および 5[MB]，モバイルノードのストレージ容

量を 10[MB]から 50[MB]で 10ずつそれぞれ変化さ

せて評価した．評価結果を図 2，図 3に示す．

図 2より，提案手法はレスポンスメッセージサイズ

が小さいケースでは配送遅延，配送率ともに既存手法

とほとんど変わらないか，悪化していることが確認で

きる．このようなケースでは，たとえ宛先ノードへの

配送確率が高くないAPにレスポンスメッセージを転

送したとしても，レスポンスメッセージが短時間で広

い範囲に拡散されるため，宛先ノードへ配送できたと

考えられる．しかし，レスポンスメッセージサイズが

大きい図 3では，提案手法は既存手法（k=1）よりも

配送遅延が削減され，配送率が向上されていることが

確認できる．これらのケースではレスポンスメッセー

ジサイズが大きいため，メッセージの転送に時間がか

かる．DTN環境ではノードの移動などにより通信の

切断が頻繁に起きるため，ノード間の接続が持続する

時間は短かくなる．そのため，複数のノードを中継し

て転送されるレスポンスメッセージ数が減少し，レス
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（レスポンスメッセージサイズ 5MB）

ポンスメッセージがレスポンスメッセージ転送AP近

辺の狭い範囲のみに留まる．既存手法では，リクエス

トメッセージの転送遅延が大きい場合，地理的に離れ

たAPの近辺にリクエストメッセージに対応するレス

ポンスメッセージが留まり，レスポンスメッセージが

宛先ノードに届く可能性が低くなったと考えられる．

また図 3では，提案手法は既存手法（k=3）と比較し

てレスポンスメッセージの配送率が向上しているこ

とが確認できる．既存手法（k=3）では，リクエスト

メッセージを受信したAP近傍の複数のAPにレスポ

ンスメッセージを転送するため，ノードのストレージ

やノード間の帯域を圧迫し，配送率が低下したと考え

られる．提案手法では，宛先ノードへの配送確率が最

も高いAPにレスポンスメッセージが転送されたこと

で，AP近辺の範囲に留まったとしても，宛先ノード

もその近くに存在する可能性が高いため，レスポンス

メッセージの配送率の向上及び配送遅延の短縮を実現

できたと考えられる．

5 まとめ
本稿では，DTN環境下でのインターネットアクセ

スにおいて，宛先ノードへの配送確率に応じてレスポ

ンスメッセージを転送するAPを選択することで，配

送遅延の削減及び配送率の向上を実現する手法を提

案した．提案手法を計算機シミュレーションにより評

価したところ，リクエストメッセージを受信したAP

がレスポンスメッセージを転送する既存手法よりも，

配送遅延が削減され，配送率が向上されていることを

確認した．

参考文献
[1] M. Pitkanen, T. Karkkainen, and J. Ott. “Oppor-

tunistic Web Access via WLAN Hotspots”. In Pro-
ceedings of IEEE Pervasive Computing and Commu-
nications (PerCom), pp. 20–30, 2010.

[2] A. Lindgren, A. Doria, E. Davies, and S. Grasic.
“Probabilistic Routing Protocol for Intermittently
Connected Networks”, 2012. RFC 6693.
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ユーザ生成型音声対話コンテンツ実現に向けた分散型音声対話アーキテクチャおよびそのコンテンツ記述法

学籍番号　　２５４１３５６３　　氏名　　船谷内 泰斗

指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに
本研究では，音声対話コンテンツをメディアコンテンツと

みなして，その自由な構築や創作を促すユーザ生成型音声対
話コンテンツについて研究している．この研究では，音声認
識のモデルや音声合成のモデル，対話のシナリオ，画面に表
示されるエージェントのモデルやモーション等ユーザへの応
答を表現する実際の動作に必要なあらゆる要素を音声対話コ
ンテンツとする．そして音声対話システムを駆動部であるシ
ステムと提供部であるコンテンツに分離し，音声対話のあら
ゆるコンテンツを再生・共有可能なプラットフォームを用意
することによって，コンテンツとしての音声対話がユーザ生
成のような形で自然に作成・流布可能な環境の構築を目指し
ている．このような環境が実現すれば，タスク非依存に駆動
するシステムは異なるタスク間で再利用可能になり，システ
ムを容易に構築できるようになるだろう．また，設計者以外
によるコンテンツ提供が可能となり，ユーザが望む多種多様
なタスクに対応できるようになるだろう．これにより音声対
話システムのさらなる普及が期待できるとされている．
ところが，現在は各コンテンツに対しスクリプトをそれぞ

れ個別に記述するような形であり，専門知識のない一般ユー
ザがコンテンツだけを組み合わせて自由に音声対話システム
を構築できる段階には至っていない．それを行うためには，
モジュール間の制約関係やモジュールどうしの連携の仕方に
ついて統一的に定義を行い，必要なアーキテクチャを考案す
る必要が生じている．そこで本研究では，専門知識のない一
般ユーザが自由に音声対話システムを構築できる環境を実現
するためのアーキテクチャとして分散型音声対話アーキテク
チャを提案する．

2 FSTに基づく分散型音声対話アーキテクチャ
の提案

本研究では，音声対話システムのアーキテクチャをユーザ
の視点から図 1のように三階層に分けて定義する．上段が現
在の多くの音声対話システムを示しており、そのアーキテク
チャは，研究者や企業の専門エンジニアがモジュールを作成
し，それをひとまとまりにして構築するものである．中段は
音声対話システムの各モジュールが部品化されたアーキテク
チャを示している．MMDAgent [1] や従来のユーザ生成型音
声対話コンテンツの研究で構築されたシステムのアーキテク
チャはこの段階である．各モジュールが部品化されているた
め，モジュールの機能を理解している一般の技術者がそれら
を自由に組み合わせて音声対話システムを構築できる．しか
し，各モジュールの変更や改善，追加はまだ専門的な知識を
前提としており，一般ユーザには敷居が高く，一般ユーザに
よる音声対話システム構築を促進させるためにはモジュール
を一般化しパッケージ化する必要がある．
下段が，モジュールがタスク等でまとめられたパッケージ

として連携可能なアーキテクチャを表している．一般化とパッ
ケージ化が進めば，タスクパッケージを選択するだけで音声

図 1: アーキテクチャの三階層の概念図

図 2: 分散型音声対話アーキテクチャの概要図

対話システムを構築可能になり，専門知識のない一般ユーザ
でも音声対話システムを自由にカスタマイズできる環境が実
現するだろう．本研究はこの段階を目指している．そのため
のアーキテクチャは，モジュールの高度な部品化と容易な組
み換えを高次元で実現する必要がある．
本研究では，この図 1の 3段目を実現するアーキテクチャ
として分散型音声対話アーキテクチャを提案し，そのアーキ
テクチャをMMDAgent上に実装する．アーキテクチャの概
要図を図 2に示す．以下その概要を説明する．

2.1 FSTに基づくモジュール表現

本アーキテクチャでは，音声対話システムを構成するすべ
てのモジュールを有限状態トランスデューサ（FST）とみな
すこととする．図 2の左端である音声認識エンジンは，音声
を入力として認識結果を出力とする FSTと考えることがで
きる．左から 2番目の音声合成エンジンも同様に，合成テキ
ストを入力として音声を生成する FST とみなすことができ
る．そして対話シナリオも対話内に登場する様々なイベント
を入力としてシステムのアクションを出力する FSTと考え
られる．さらに，エージェントを制御している主体とは別に，
エージェントのモデルやモーションも，命令を受けて表示し
ているモデルの情報や実行しているモーションの情報を出力
する FSTとして考えることができる．このように，すべて
のモジュールを FSTと考えることで，モジュールの機能に
依らず，各モジュールを音声対話の部品として統一的に扱う
ことが可能となる．
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2.2 名前付けによる FST管理

本アーキテクチャにおいて FSTはロード時にユーザが指
定した個別の名前が付けられ管理される．このため FSTは
同じ機能を持つ FSTを区別し扱うことができる．

2.3 FST内部変数

FSTとして扱うモジュールは全て内部変数を持ち，さらに
変数の初期値をユーザが設定可能とする．そうすることで，
FST内部変数の初期値に他の FSTに付けた名前を与えるこ
とができるようになり，システムを動かすユーザの手で自由
に FST間の連携を設定できるようになる．

2.4 メッセージキューによるモジュール間の情報共有

すべての FST は 1 つのグローバルメッセージキューを共
有し動作する．そしてキューに流れるメッセージはすべての
FSTにブロードキャストされる．このようなアーキテクチャ
にすることで音声対話に関わるすべてのモジュールがすべて
の情報を利用できるようになる．さらに，モジュールはメッ
セージキューを共有する以外に制約を持たないため，ユーザ
が自由に FST を変更・追加しシステムを構築可能である．

2.5 各モジュールの FST化の実装

MMDAgentにおいて，音声認識や音声合成はプラグインと
して提供されており，その実態は動的リンクライブラリ（.dll）
のファイルである．これはプログラムであるため，内部変数は
内部で持つことで実現し，名前付けと変数の初期値はシステ
ム本体から初期化関数の中で変数名と値の組を送り，プラグ
イン側でそれを元に内部で初期化し保持する．対話シナリオ
（.fst）はテキスト形式で FSTを直接記述しているため，対話
シナリオ毎に内部変数を持ち，対話シナリオ内で変数を参照
できるよう拡張を施し，名前付けと変数の初期値は初期化す
るときに外部から与えられ，それを内部変数で保持する．モ
デル定義ファイル（.pmd）とモーション定義ファイル（.vmd）
は定義ファイルであるが，それぞれの実行時にはそれぞれを
コントロールし入出力を受け持つ FSTが生成されると想定
する．各 FSTは，各定義ファイル毎に内部変数を持ち，それ
ぞれの名前と変数の初期値を保持する．

2.6 取り組むべき課題および本研究で扱う範囲

ユーザが自由に音声対話システムを構築できる環境では様々
な問題が生じる．例えばモジュールの機能重複，動作に必要
なモジュールの不足，システム不全を起こすようなモジュー
ルの組み合わせ等である．ユーザ生成型音声対話コンテンツ
の実現のためには，これらの問題をシステムが管理し，自動
で解決する仕組みが求められる．しかし，音声対話のコンテ
ンツでは受理するメッセージの衝突といったコンフリクトが
考えられるため，自動で判断することは困難である．
そこで，本研究の扱う範囲は，まずモジュールの名前付け

や他モジュールの名前渡し等を静的にまとめて記述するため
のスクリプトを定義し，問題をそのスクリプトに集約させる
ことを行う．そして実際の解決はモジュールを追加するユー
ザが手動で行うものとする．しかし将来的にはそのスクリプ
トをパッケージ管理等の仕組みにより自動生成することを目
指すべきである．

3 .xdf起動スクリプト
本アーキテクチャでモジュールを並べてシステムを起動す

るためのスクリプトとして .xdfファイルを定義する．スクリ

RECOG Julius.dll
SYNTH OpenJTalk.dll
MEI mei.pmd
WAIT wait.vmd
SCENARIO main.fst -D model=MEI -D motion=WAIT

図 3: .xdfファイル記述例

in RECOG_EVENT_STOP, SYNTH_EVENT_STOP
out MODEL_ON, SYNTH_START, MOTION_ON
require-in RECOG_EVENT_STOP, SYNTH_EVENT_STOP
require-out MODEL_ON, SYNTH_START, MOTION_ON

図 4: モジュール型定義記述例

図 5: 依存関係チェックの模式図

プトの記述例を図 3に示す．システムは .xdfファイルに書か
れた順番でモジュールのロードと名前付けを行い，変数の初
期値を与える．名前は先に記述されたモジュールが優先され，
重複したモジュールはエラーとする．

4 モジュール間の依存関係のチェックおよび解決
モジュール間の依存関係や，目的とする動作を行えるかど
うかをモジュール側でチェックするために，モジュールは受
理する可能性のある入出力メッセージの一覧とモジュールが
機能するために他のモジュールの入出力に要求するメッセー
ジの一覧が書かれた型定義を持つとする．
型定義の記述例を図 4に示す．inには受理する可能性のあ
る入力メッセージの一覧，outには出力する可能性のある出力
メッセージの一覧を記述する．require-inにはモジュールが機
能するために他のモジュールの出力に要求するメッセージの
一覧を記述する．require-outにはモジュールが機能するため
に他のモジュールの入力に要求するメッセージの一覧を記述
する．システムによる依存関係チェックの模式図を図 5に示す．
モジュールのロード時に型定義を確認し，require-inに記述
されているメッセージがすでに読み込んだモジュール型定義
の outに記述されているかチェックする．同様に require-out

に記述されているメッセージは inに記述されているかチェッ
クする．チェックを通過したモジュールがシステムにロード
される．

5 むすび
MMDAgent上で提案アーキテクチャを実装し，実際に複
雑な対話スクリプトに関して動作させ，提案した仕組みが実
際に機能することを確認した．本アーキテクチャによって音
声対話モジュールを分離してコンテンツ化して使えるように
なると期待できる．

参考文献
[1] Akinobu Lee, Keiichiro Oura, and Keiichi Tokuda,

“MMDAgent–A fully open-source toolkit for voice inter-
action systems”, Acoustics, Speech and Signal Processing
(ICASSP), 2013 IEEE International Conference on, pp.
8382–8385, May 2013.
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1 序論
仮想環境において五感を扱うことが可能な装置を使用

し，嗅覚メディアや力覚メディアを用いることで臨場感

の高いコミュニケーションが可能になると期待されてい

る．臨場感は多義性と多次元性を持つことが知られてお

り，臨場感を評価する際には注意が必要である．嗅覚,

力覚などの各感覚が臨場感に与える効果についての研究

は必ずしも十分ではない．また，視覚，聴覚，力覚，嗅

覚などを同時に扱う場合の効果についても明らかにされ

ていない．

筆者らは，これまで，複数の仮想環境において，各感

覚刺激が臨場感に与える効果について調査してきてい

る [1], [2]．評価手法としては，評定尺度法と SD 法を

用い，それらの結果の関係を重回帰分析によって明らか

にする手法を使用している．そして，各感覚の効果を明

らかにしている．しかし，視覚の効果の調査は行われて

おらず，力覚や嗅覚などの感覚を同時に提示する場合に

どのような効果があるのかを明らかにすることが必要で

ある．また，力覚，聴覚，視覚の臨場感への効果のアプ

リケーションによる違いなどを明らかにすることが必要

である．更に，上記の臨場感の評価手法が，ネットワー

ク遅延などの影響を調査する臨場感のユーザ体感品質

（QoE: Quality of Experience）評価においても有効であ

るかどうかは明らかでない．

そこで本論文では，嗅覚，力覚，聴覚，視覚が臨場感

に与える効果を明らかにする．そのために，複数の仮想

環境において，臨場感の主観評価を行う．臨場感の評価

手法としては，前述の評価手法を使用する．そして，嗅

覚，力覚，立体視による視覚，聴覚がどの程度大きく臨

場感に寄与するのかを明らかにする．更に，本論文では，

遠隔ドラム演奏を対象にネットワーク遅延が臨場感に及

ぼす影響をQoE評価によって明らかにする．QoE評価

手法としては，臨場感の主観評価手法として，用いた前

述の手法を利用する．そして，臨場感の QoE評価にお

いても，前述の評価手法が有効であることを明らかに

する．

2 力覚・聴覚が臨場感に与える効果の調査
前述のように，対象とする作業によっては各感覚が臨

場感に与える効果が異なる可能性がある．そこで，本章

では，力覚・視覚・聴覚を用いた遠隔ドラム演奏 [3]に

対して，力覚，聴覚の提示の有無を切り替えて，各感覚

刺激が臨場感に与える効果を調査する．評価では，評定

尺度法と SD法を組み合わせて用い，それらの結果の関

係を重回帰分析によって調査する手法を使用する．被験

者には，1分間自由にドラムを叩いてもらう作業して，

評価を行ってもらった．その結果を図 1に示す．この図

から，聴覚刺激の方が力覚刺激よりも効果があること明

らかである．文献 [1]，[2]の結果との比較から，作業に

よって各感覚の効果は異なることが明らかとなった．ま

た，このアプリケーションにおける臨場感は，第 2因子

（評価性因子）が大きな要素であった．

3 立体視による視覚・力覚・嗅覚が臨場感に与える効
果
第 2章及び文献 [1]，[2]では，力覚，嗅覚，聴覚の臨

場感への効果を明らかにしている．しかし，視覚が臨場

感に与える効果は明らかでない．そこで，本章では，視

覚として，立体視による視覚を対象とし，臨場感の評価

を行う．具体的には，力覚・嗅覚・立体視による視覚を

用いた遠隔生け花 [4]において，力覚，嗅覚，立体視に

よる視覚の有無を切り替えて臨場感を主観評価する．評

価方法としては，前述と同じ評価手法を用いる．被験者

には，2本の花を生ける作業をして，評価してもらった．

評価の結果を図 2に示す．この図から，立体視による視

覚の効果は，他の感覚と同程度の効果であることが明ら

かである．また，このアプリケーションにおける臨場感

は，第 1因子（評価性因子）と第 2因子（活動・力量性

因子）が主な構成する要素であった．

4 立体視による視覚・力覚・聴覚が臨場感に与える効
果
第 3章では，立体視による視覚の臨場感への効果を

明らかしている．しかし，立体視による視覚の効果は，

アプリケーションによって異なることが考えられる．本

章では，立体視による視覚・嗅覚・力覚・聴覚を用いた

果物狩り競争ゲーム [5]において，力覚，立体視による

視覚，聴覚の有無を切り替えて臨場感の主観評価を行っ

た．評価では，前述の評価手法を用いた．その結果を図

3に示す．この図から，立体視による視覚の効果は，他

の感覚の効果に比べて小さいことが分かる．また，この

アプリケーションにおいて，第 1因子（活動・力量性性

因子），第 2因子（評価性因子），第 3因子（操作・迫

力性因子）が臨場感を構成する主な要素であることが明

らかになった．
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5 ネットワーク遅延が臨場感に及ぼす影響
前述のように，様々な仮想環境において，評定尺度法

と SD法を組み合わせて用い，重回帰分析によってそれ

らの結果の関係を調査する手法を用いて，臨場感の主観

評価を行ってきた．しかし，この手法がネットワーク遅

延などの影響を調査する臨場感の QoE評価においても

有効であるかどうかは明らかでない．また，ネットワー

ク遅延が臨場感に及ぼす影響についても充分に調査され

ていない．そこで，本章では，力覚・聴覚を用いた遠隔

ドラム演奏を用いて，ネットワーク遅延が臨場感に及ぼ

す影響の調査を QoE評価によって行う．

評価では，一人の利用者が遠隔で他の一人の利用者の

ドラムスティックを主体的に操作する作業を対象として，

臨場感の主観評価手法と同様の手法を用いた．その結果，

評定尺度法により，臨場感はネットワーク遅延の増加に

伴い劣化し，主体的に操作する場合の方が操作される場

合に比べて劣化の度合いが大きいことが明らかとなった．

更に，SD法により印象の評価を行い，評定尺度法の結

果との関係を調査したところ，このアプリケーションの

劣化は第 1 因子である評価・操作性因子のみで表現で

きることが示された．その結果の妥当性を確認するため

に，触覚インタフェース装置の操作性の評価を行ったと

ころ，そのMOSは臨場感のMOSとほぼ同じであった．

これらより，遠隔ドラム演奏におけるネットワーク遅延

による臨場感の劣化の主な要因は，触覚インタフェース

装置の操作性であることが明らかになった．このように

本評価手法を用いることで，どのような要因が主に劣化

するのかを明らかにできるため，本評価手法は臨場感の

QoE評価でも有効であると言える．

6 結論
本論文では，まず，力覚．嗅覚，聴覚，立体視による

視覚の臨場感への効果を，力覚・視覚・聴覚を用いた遠

隔ドラム演奏，力覚・嗅覚・立体視による視覚を用いた

遠隔生け花，立体視による視覚・嗅覚・力覚・聴覚を用

いた果物狩り競争ゲームにおいて，調査を行った．その

結果，各感覚の臨場感への効果は，アプリケーションの

よって異なることが明らかとなった．

次に，力覚・聴覚を用いた遠隔ドラム演奏において，

ネットワーク遅延の影響をQoE評価によって調査を行っ

た．そして，評定尺度法と SD法を組み合わせて用い，

それらの関係を重回帰分析によって調査する手法が，臨

場感の QoE評価においても有効であるかどうかを調査

した．その結果，遠隔ドラム演奏における臨場感の劣化

要因は操作性であることを示した．そして，前述の評価

手法は臨場感の QoE評価手法としても有効であること
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図 1: 遠隔ドラム演奏のMOS
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図 3: 果物狩り競争ゲームのMOS

を明らかにした．

今後の課題として，臨場感の定義を行った異なるアプ

リケーションを用いて臨場感の評価を行い, アプリケー

ションの違いのみが臨場感に与える影響の調査や，生け

花やドラム演奏などの経験の有無による臨場感の評価の

違いなどが挙げられる．臨場感のQoE評価については，

様々なアプリケーションに対して，ネットワーク遅延が

臨場感に及ぼす影響の調査や，QoS制御が臨場感に与え

る効果の調査が重要である．
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1 はじめに 

動画像処理を扱う情報機器の普及と，ヘテロジニ

アスな計算機環境が一般的となりつつあることから，

ヘテロジニアスな計算機上で動画像処理プログラム

を開発する機会が増加しているが，このような環境

で高性能なプログラムを開発することは困難である．

そこで，動画像処理ライブラリRaVioli[1]が提案さ

れている．RaVioliでは動画像処理プログラミングを

抽象化し，プログラマの負担を軽減している．しか

しRaVioliには，まだ動画像処理を抽象化しきれてい

ない問題と，プロセッサの性能を十分に活かし切れ

ていない問題が存在する．本稿では，これら2つの問

題点を解決するプログラミング環境を提案する． 

2 動画像処理ライブラリ RaVioli 

RaVioli は，プログラマから解像度を隠蔽するこ

とで，抽象度の高い動画像処理プログラミングを実

現している．さらに，RaVioli の GPU 向け拡張とし

て RaVioli/CUDA が提案されている．RaVioli/CUDA

は，CUDA を用いる際に必要な記述をライブラリ内部

に隠蔽することでプログラマの負担を軽減している． 

しかし，RaVioli/CUDAには問題点が2つ存在する．

1つ目は，RaVioli/CUDAがまだ動画像処理を十分に

抽象化できていない点である．RaVioli/CUDA では，

CUDA が提供するデータ転送 API などを隠蔽してい

るものの，関数内で各スレッドが担当する画素の指

定などが必要であり，プログラマは CUDAの知識が必

要となる．もう1つの問題は，ヘテロジニアスな環

境を十分に活かし切れていない点である．

RaVioli/CUDAではGPUが画像処理を実行中，CPUが

遊休状態となってしまい，CPU/GPU の 2 つのユニッ

トを効率的に活用できない． 

そこで本研究では，RaVioli/CUDAよりも高抽象度

な言語を提案する．また，RaVioli/CUDAをCPU/GPU

が協調動作するように拡張する．さらに，提案言語

プログラムから拡張した RaVioli/CUDA プログラム

へと自動変換するトランスレータを提供する．これ 

 

 

により，プログラマが簡単な記述のみで高性能なプ

ログラムを開発可能な環境を提供する． 

3 動画像処理プログラミング環境の提案 

3.1 高い抽象度を持つ動画像処理言語 

本言語では，“処理単位@処理範囲”という記述方

式を用いることで，統一的な記述が可能となる．処

理単位とは，画像あるいは動画像の構成要素のこと

であり，処理範囲とは，処理を施したい画像あるい

は動画像の範囲および対象のことである．  

3.2 2種類のCPU/GPU協調動作手法 

CPUとGPUを混載したシステムの性能を引き出すた

めには，各ユニットが遊休状態になる時間を短縮す

ることが重要である．そこで提案手法では，画像，

動画像処理に存在する2つの並列性に着目し，2種

類の協調動作手法を提供する．まず，画像処理には

一般的にデータ並列性が存在する．このような場合，

画像を領域分割し，各部分領域を並列に処理するこ

とで高速な処理を実現できる．そこで，図1のよう

に画像を 2つに領域分割し，各部分領域に対する処

理を CPU/GPUへそれぞれ割り当て，並列に実行する

ことで高速な処理を実現する．なお，本稿ではこれ

を空間的協調と呼ぶ． 

 

図 1：空間的協調の様子 

一方，動画像処理は基本的に複数のステージから

構成されるため，このステージ間にタスク並列性が

存在する．このような場合，パイプライン化による

高速化が有効である．そこで図 2のように，CPU/GPU

それぞれに対してステージを割り当て，処理をパイ

プライン的に実行することで高速な処理を実現する．



平成 26年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 

計算システム工学分野 

なお本稿ではこれを時間的協調と呼ぶ． 

図 2：時間的協調の様子 

4 2種類の協調動作手法の実現方法 

2つのCPU/GPUの協調手法を実現するために

RaVioli/CUDAを拡張した． 

4.1 空間的協調用高階メソッド 

 空間的協調を利用した提案言語プログラムから

RaVioli/CUDAプログラムへ変換する際に生成される

高階メソッドの処理の流れについて説明する．この

関数ではまず，指定された値に応じて入力画像を2

つに分割する．そしてGPUへ割り当てる部分画像を

GPUへ転送し，GPU用の構成要素関数を呼び出す．次

に，GPUの実行と並行してCPUは自身が担当する部分

を並列に処理する．CPUの処理が完了すると，GPU の

処理結果を受け取りCPU/GPUそれぞれの処理結果を

統合する．このように空間的協調用高階メソッドで

は，CPU/GPUが並行動作し，高速な処理を実現できる． 

4.2 時間的協調用高階メソッド 

 時間的協調を利用した提案言語プログラムから

RaVioli/CUDAプログラムへ変換する際に生成される

高階メソッドの処理の流れについて説明する．この

関数では“AUTO”を引数として呼び出されることで

自動的に適切なステージの割り当てを算出し，その

割り当てで処理を実行できる．“AUTO”を引数として

呼び出されると，まず1フレーム目に対して動画像処

理の全ステージをCPUで実行し，このときの各ステー

ジの実行に要した時間を計測する．次に2フレーム目

に対して全ステージをGPUで実行し，同様に各ステー

ジの実行に要した時間を計測する．そしてこれらの

結果を用いて，最も高速化が見込めるCPU/GPUのステ

ージ割り当てを算出し，CPU/GPUへ各ステージを割り

当てる．その後3フレーム目以降に対してパイプライ

ン実行を行う．このようにすることでプログラマは

各ステージの処理量を意識することなく，自動的に

効率的なパイプライン実行を実現できる． 

5 評価 

トランスレータにより生成されたプログラムの実

行時間を比較した．まず，空間的協調を利用した場

合の結果を図3に示す．図3は10本のバーで構成され

ており，各バーはGPU へ割り当てる画像の割合を0

～100%まで10%刻みで変化させた場合の実行時間を

示している．図3より，トランスレータにより生成さ

れた空間的協調を利用するプログラムでは高速な処

理を実現できることを確認した． 

図3：画像処理（空間的協調利用）の実行時間比較 

次に，時間的協調を利用した場合の結果を図5に示

す．図4より，トランスレータにより生成された時間

的協調を利用するプログラムでは高速な処理を実現

できることを確認した． 

4：動画像処理（時間的協調利用）の実行時間比較 

6 おわりに 

 本研究では，より直感的に動画像処理プログラム

を記述できる言語と，CPU/GPUの協調動作を実現する

RaVioli/CUDAの拡張を提案した．さらに，提案言語

プログラムから拡張したRaVioli/CUDAプログラムへ

と自動変換するトランスレータも提案した．これに

より，プログラマが簡単な記述をするのみでCPU/GPU

を混載したシステムの性能を引き出すことができる

動画像処理処理プログラミング環境を実現した． 

7 参考文献 
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松尾研究室 松野 雅也複数の一貫性レベルを保証可能な

バックエンドベースレプリケーション No. 25413568 Masaya Matsuno

1 はじめに
レプリケーションは，あるデータベースの複製 (レ

プリカ)を別サーバ上にリアルタイムに作成する技術
である．これにより，レプリカ間で負荷分散が可能と

なり高可用性，耐故障性を実現することができる．し

かしその一方で，レプリケーション時にはレプリカ間

でデータの一貫性をどの程度保証するべきかという

課題が存在する．一般的には，より強い一貫性を保証

するほど性能が犠牲になるため，アプリケーションが

要求する最低限の一貫性を保証することが望ましい．

しかし，特定の一貫性レベルを保証するだけでは利

用可能なアプリケーションが限られてしまうため，複

数の一貫性レベルを保証可能な汎用性のあるレプリ

ケーションプロトコルが求められる．既存研究である

Multi-Consistency Data Replication[1](McRep)は，
クライアントとレプリカの間に専用のミドルウェア

（以降，レプリケータと呼ぶ）を配置したミドルウェ

ア方式の非同期レプリケーションであり，複数の一貫

性レベルを保証可能とする手法である．しかし，この

手法はミドルウェア方式のレプリケーションであるた

め，クライアント数の増加につれてレプリケータが性

能のボトルネックとなる恐れがある．本研究では，既

存研究であるMcRepを拡張し，ミドルウェアベース
ではなくバックエンドベースで同様のレプリケーショ

ン制御を実現する手法を提案する．

2 既存研究
既存研究であるMcRepは，ミドルウェア方式の非

同期レプリケーションであり，かつ 6つの一貫性レベ
ル（Linearizability， Sequential Consistency，Seri-
alizability，Session Snapshot Isolation，Generalized
Snapshot Isolation，Causal Consistency）を保証可
能とする手法である．

2.1 動作概要

McRepにおける動作フローは図 1に示すように，
一貫性レベルが Causal Consistencyの場合とそれ以
外の場合によって分けることができる．McRepでは，
レプリケータはクライアントからリクエストを受け

取ると，設定されている一貫性レベルを満たすレプ

リカを選択する．条件を満たすレプリカが存在した

場合には，そのレプリカへクライアントのリクエス

トを送信する．もし，この時に条件を満たすレプリ

カが存在しなければ，レプリカの中から 1つ選択し，
そのレプリカへレプリケータ内のキューに格納され

ている未実行の更新結果を伝播する．更新結果を受

け取ったレプリカでは，その更新結果をコミットし，

自身のバージョン番号である RVNをインクリメント
する．このように選択したレプリカのバージョンを上

更新更新更新更新

レプリカへ
リクエストを送信

リクエストを受信

一貫性レベルに応じて
条件を満たすレプリカを選択

更新結果を
キューに格納

クライアントへ
応答を返す

クライアントへ
応答を返す

レプリカから
応答を受信

Read-only

選択可能選択可能選択可能選択可能 選択選択選択選択不可能不可能不可能不可能

未実行の
更新結果を伝搬

Causal Consistencyの場合

トランザクション
を実行

リクエストを受信
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条件を満たすレプリカを選択

更新結果を
キューに格納

クライアントへ
応答を返す

クライアントへ
応答を返す

レプリカから
応答を受信

更新更新更新更新 Read-only

選択可能選択可能選択可能選択可能

レプリカへ
リクエストを送信
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未実行の
更新結果を伝搬

競合解決

Commit

Abort

Causal Consistency以外の場合

トランザクション
を実行

図 1: McRepにおける動作フロー

げ，条件を満たすように制御した後でクライアントの

リクエストを送信することとなる．レプリカはレプリ

ケータからリクエストを受け取ると，そのトランザ

クション処理を実行し，クライアントへ応答を返す．

この時，一貫性レベルが Causal Consistencyであれ
ば実行したトランザクションの更新結果を即時にコ

ミットするが，Causal Consistency 以外であればこ
の時点ではコミットは行わない．そして，レプリケー

タはレプリカから応答を受け取ると，トランザクショ

ンの種類が Read-Onlyトランザクションであった場
合には単純にクライアントへ応答を返す．一方，更新

トランザクションであった場合には，一貫性レベルが

Causal Consistencyであれば受け取った更新結果を
即時にキューへ格納した後，クライアントへ応答を返

す．Causal Consistency以外の場合には，競合解決を
行った後で，キューへ更新結果を格納し，クライアン

トへ応答を返すこととなる．

2.2 問題点

McRepは，トランザクション処理を各レプリカに
おいて並列に実行可能であり，かつレプリカ間で同期

的に実行する必要がないため，レプリカ数に応じて性

能がスケールアウトすることが期待される．その上，

6つの一貫性レベルをサポートしており，汎用性のあ
るレプリケーションプロトコルであるといえる．しか

し，McRepはミドルウェア方式のレプリケーション
であるため，クライアント数の増加につれてレプリ

ケータがシステム全体のボトルネックとなる恐れが

ある．

3 提案手法
提案手法では，レプリケータがミドルウェア部で動

作するのではなくバックエンド部で動作するように



平 成 26 年 度 創成シミュレーション 工 学 専 攻 修 士 論 文 概 要

トランザクション
の種類を判断

レプリケータに未実行の
更新結果を要求

レプリケータへ
リクエストを送信

既存手法と同様に処理し、
更新結果をキューに格納

レプリケータから
応答を受信

クライアントへ
応答を返す

自身が一貫性レベルを
満たしているかを判断

Yes No

トランザクション
を実行

クライアントへ
応答を返す

更新更新更新更新 Read-only

未実行の
更新結果を伝搬

リクエストを受信

図 2: 提案手法における動作フロー

拡張する．ミドルウェア方式であるMcRepでは，レ
プリケータがクライアントからの全リクエストに関

して一貫性制御を集中的に行っており，レプリカは単

にレプリケータの要求通りに処理を行う方式となって

いた．これに対し，提案手法ではレプリケータだけで

なく各レプリカにおいても同様にバージョン管理を行

い，一貫性制御を行うように拡張する．レプリカにお

いても一貫性制御を行うことで，レプリケータが集

中的に行っていた一貫性制御を分担して行うことが可

能となり，レプリケータの処理量が軽減される．その

上，レプリケータがバックエンドで動作することで，

クライアントからの全リクエストがレプリケータを

経由する必要がなくなり，システム全体のボトルネッ

クとなることを回避することができる．

3.1 動作概要

提案手法における動作フローを図 2に示す．既存手
法の動作フローと比較すると，更新トランザクション

に関しては同等の処理を行うが，Read-Onlyトラン
ザクションに関しては，各レプリカで一貫性レベルを

満たしている限り，レプリケータを介することなく処

理可能である点が大きく異なる．つまり，提案手法で

は既存手法と比較して，Read-Onlyトランザクション
実行時におけるレプリケータとの通信回数が削減さ

れ，レプリケータの処理量を軽減することができる．

4 評価実験
評価にはベンチマークとして pgbenchを用い，ク

ライアント数を 300で固定し，レプリカ数を 2台か
ら 5台まで変化させた場合のスループットを評価し
た．またその際，更新トランザクションでは 3つの
UPDATE文と 1つの INSERT文を，Read-Onlyト
ランザクションでは 1つの SELECT文を実行してい
る．評価結果は図 3に示す．まず更新トランザクショ

ンに注目すると，オリジナルの場合ではレプリカ数の

増加につれて性能が低下していることが分かる．こ

れは，同期レプリケーションであるため，更新トラン

ザクション実行時において，全レプリカからの応答を

待つ必要があるからだと考えられる．一方で，既存手

法及び提案手法では非同期レプリケーションであるた

め，レプリカ数に依存せず，性能が安定していること

が分かる．次に Read-Onlyトランザクションの場合
に注目すると，オリジナル及び既存手法おいては，レ

プリカ数が増加しても性能が向上していないことが分

かる．これらは，ミドルウェア方式のレプリケーショ

ンであるために，レプリケータがボトルネックとなっ

て，性能がスケールアウトしなかったためであると考

えられる．一方で，提案手法ではレプリカ数の増加に

連れて性能が線形に向上していることが分かる．これ

は，バックエンドベースでレプリケーション制御を行

うことで，レプリケータがボトルネックとなることを

回避できているためだと考えられる．
更新トランザクションの場合

Read-Onlyトランザクションの場合
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図 3: レプリカ数に応じたスループットの推移

5 まとめ
本研究では，既存のミドルウェア方式のレプリケー

ション手法であるMcRepを拡張し，ミドルウェアベー
スではなく，バックエンドベースで同様のレプリケー

ション制御を実現する手法を提案した．提案手法では

レプリケータがバックエンドで制御を行なうことで，

全リクエストがレプリケータを経由する必要がなくな

る上，レプリカにおいても一貫性制御を行なうように

拡張することで，レプリケータにおける処理量を軽減

することができる．評価から，提案手法は既存手法と

比較して，レプリケータがボトルネックとなることを

回避し，Read-Onlyトランザクションにおいては性
能がスケールアウトすることを確認した．

参考文献
[1] Raihan Al-Ekram and Ric Holt. Multi-Consistency

Data Replication. IEEE 16th International Confer-
ence on Parallel and Distributed Systems, pp. 568–
577, December 2010.
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HMM歌声合成における音声データの誤りに頑健なモデル化手法
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1 はじめに
HMMに基づく歌声合成 [1]では，あらかじめ用意した歌

声データから，音色を表すスペクトルや音高を表す基本周波
数，音の長さを表す継続長などの歌声の特徴を抽出し HMM

によってモデル化する．合成時には，与えられた楽譜に従っ
てモデルを連結し，動的特徴量を考慮してパラメータを生成
することで，歌声を生成する．
統計的手法を用いるため，合成される歌声の品質は学習デー

タに強く依存しており，高精度な歌声合成には十分な量の高
品質なデータベースが必要になる．しかし，実際のデータベー
スには，歌詞・音高の歌い間違いやノイズなどの誤りが含まれ
ていることが多い．特にインターネット上の大量の音声デー
タを学習データとして利用するような場合には，データベー
ス内に多くの誤りが含まれると考えられる．誤りを含む音声
データを学習に用いた場合，誤りの周辺で適切な音素境界の
推定が行われず，モデル推定精度に影響を与える可能性があ
る．HMM歌声合成では，曲単位（数分）の学習データを用い
ることが多く，誤りを含む曲を除外することで，総学習デー
タ量が大きく減少し，合成される歌声の品質に大きな影響を
与える可能性がある．
そこで本稿では，音声データ内の誤りを局所的に除外する

ことにより誤りによる影響を軽減し，誤りに頑健なモデルを
学習する手法を提案し，主観評価実験により提案手法の有効
性を評価する．

2 連結学習における音声データの誤りの影響
合成される歌声の品質は学習データの品質に強く依存する

ため，モデルの学習には高品質な学習データを用いることが
望ましい．しかし，実際に収録された歌声データベースには
モデル化に適さない以下のような歌声データが含まれている
ことが多い．
• 歌詞，音符長，音高などの歌い間違い
• 曲中で用いられる他言語の歌詞
• 咳などの文字で表記できない音声
• クリッピング，反響音，雑音
本本稿では，モデル化に適さないこれらのデータを音声デー
タ誤りと呼ぶ．音声データ誤りを含むデータを連結学習に用
いた場合，音声データ誤りの周辺で適切な音素境界の推定が
行われず，周辺音素のモデルの推定にも影響を与える可能性
がある．音声データ誤りが音素境界の推定に与える影響の例
を図 1に示す．“k a e r u n o u ”の “e”にクリッピングが存
在する場合，図 1 (a)のような正しい音素境界が推定されず，
図 1 (b)のように誤った音素境界が推定され，“e”のモデル
だけでなく，周辺音素のモデルの推定精度も低下する可能性
がある．
通常，HMMテキスト音声合成の場合は，文章単位（数秒

～十数秒）の学習データを用いるため，誤りを含む文章を学
習データから除外しても，総学習データ量への影響は少なく，
合成音声の品質に与える影響は小さいが，HMM歌声合成で
は曲単位（数分）の学習データを用いるため，誤りを含む曲を
除外することで，総学習データ量が大きく減少し，合成歌声
の品質に大きな影響を与える可能性がある．また，話し声の
収録と比較して，歌声の収録は曲ごとに歌唱の練習が必要で

k a ? r u n o u

HMM

SCORE

WAVEFORM

ka e ru no u

Voice data error

k a ? r u n o u

HMM

k-a+e

SCORE

WAVEFORM

ka e ru no u

Voice data error

e-r+u

k-a+e a-e+r e-r+u

(a)Appropriate phoneme boundary

(b)Inappropriate phoneme boundary

a-e+r

図 1: 音声データ誤りが音素境界の推定に与える影響

あるため，収録にかかるコストが高い．このため，音声データ
誤りを含む曲を除外せずに有効活用できる方法が必要である．
そこで，音声データ誤りに該当する音符に音声データ誤り
の有無を表すコンテキストを付与し，音声データ誤りを考慮
したモデル化を行う，音声データ誤りに頑健な学習手法を提
案する．“k a e r u n o u”の “e”にクリッピングが存在して
いる場合でも，音声データ誤りのモデルを割り当てて連結学
習を行うことで，図 1 (a)に示すような正しい音素境界が推
定されると考えられる．

3 音声データ誤りのモデル化手法
音声データ誤りのモデルを学習するために，音声データ誤
りの有無を表す誤りフラグをコンテキストに導入する．あら
かじめ，人手で音声データ誤りを判別し，音声データ誤りに
該当する音符のコンテキストに誤りフラグを付与する．合成
時は，誤りフラグを用いない事で音声データ誤りの影響が軽
減されると考えられる．ただし，音声データ誤りには様々な
パターンが考えられ，その出現箇所や頻度も未知であること
から，あらゆる音声データ誤りを適切にモデル化することは
難しい．そこで，音声データ誤りのモデル化に関して以下の
3手法を提案する．
Automatic Classification 音声データ誤りのモデルと音声
データ誤り以外のモデルを分類するかどうかを自動で決
定する．

Context-dependent Error Model 音声データ誤りのモ
デルと音声データ誤り以外のモデルをあらかじめ分類し，
音声データ誤りを詳細にモデル化する．

Global Error Model 音声データ誤りのモデルと音声デー
タ誤り以外のモデルをあらかじめ分類し，音声データ誤
りを曖昧にモデル化する．

これらの手法の実現のためにコンテキストクラスタリング [2]

を用いてモデル化を行う．各手法のコンテキストクラスタリ
ングの例を 図 2に示す．
Automatic Classificationでは，音声データ誤りの有無
がコンテキストとして有効であると仮定して，音声データ誤
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図 2: 誤りフラグを用いたコンテキストクラスタリング

りのモデルと音声データ誤り以外のモデルが混在する決定木
を構築する．決定木を構築する際の質問には誤りフラグに関
する質問も含まれており，音声データ誤りのモデルと音声デー
タ誤り以外のモデルを分類するかどうかは尤度最大化基準に
基づき自動的に決定される．また，音声データ誤りの音響的
特徴が楽譜情報と何らかの関係性を持つかどうかを確認する
ために，以下の 2手法を試みる．どちらの手法においても，
あらかじめ誤りフラグの情報を用いて，音声データ誤りのモ
デルと音声データ誤り以外のモデルを分類する．Context-

dependent Error Modelでは，音声データ誤りと楽譜情
報との間に何らかの関係性があると仮定し，音声データ誤り
のモデルの決定木と音声データ誤り以外のモデルの決定木の
2つの決定木を構築することで，音声データ誤りのモデルを
楽譜の情報に基づくコンテキストに従って詳細にモデル化す
る．Global Error Modelでは，音声データ誤りには様々な
パターンがあるためモデル化することが困難であると仮定し，
音声データ誤りのモデルを一つにまとめることで音声データ
誤りの曖昧なモデル化を行う．

4 主観評価実験
提案法の有効性を評価するため，主観評価実験を行った．

学習には女性 1名による J-POP楽曲 30曲，約 150分の歌声
データベースを用いた．コンテキストクラスタリングの分割停
止基準に最小記述長 (Minimum Description Length; MDL)

基準を用いることでモデルのパラメータ数を決定した．音声
データ誤りの有無を表す誤りフラグは，音声データに対して
音符単位で人手により誤りかどうかの判別を行い，コンテキ
スト情報として付与した．誤りがあると判別された音符は学
習データ全体の 1.4%であった．Global Error Modelの音
声データ誤りを一つにまとめたモデルに関して，音声データ
誤りの確率分布をより曖昧にした場合の影響を確かめるため，
音声データ誤りの確率分布の平均と分散を割り当てられた学

図 3: 主観評価実験結果

習データから推定 (estimate)したもの，音声データ誤りの
確率分布を学習データ全体の平均と分散で固定 (fix)したもの
の 2種類を用いた．評価には童謡 10曲の 38フレーズを用い，
被験者 10名に被験者毎にランダムに選択した 10フレーズを
聞かせ，歌声の自然性について 5段階MOSで評価させた．
図 3に主観評価実験結果を示す．Automatic Classifica-

tionがConventional Methodより高いMOSを示してい
るのは，コンテキストクラスタリングにおいて誤りフラグに
関する質問が選択され，音声データ誤りのモデルが分離され
たことにより，合成時に音声データ誤りのモデルが用いられ
なかったためだと考えられる．また，Context-dependent

Error ModelはConventional Methodよりも低いMOS

を得たが，この原因は，音声データ誤りの音響的特徴と楽譜
情報のコンテキストの間に明確な関係が見い出せず，誤りの
パターンが分類されなかったためだと考えられる．これに対
し，Global Error Model (estimate)及びGlobal Error

Model (fix)は高いMOSを示しており，音声データ誤りの
確率分布を曖昧にすることで，連結学習時の音声データ誤り
が周辺のモデルに与える影響が軽減されたと考えられる．ま
たGlobal Error Model (estimate)に比べてGlobal Er-

ror Model (fix)が高い自然性を得ていることから，様々な
パターンを含む音声データ誤りを適切にモデル化することは
困難であり，音声データ誤りの確率分布を曖昧にするほど連
結学習における周辺のモデルへの影響が軽減されると考えら
れる．

5 むすび
本論文では，HMM歌声合成における，音声データの誤り
に頑健なモデルの学習手法を提案した．音声データ誤りがモ
デルの学習に与える影響を軽減するために，音声データ誤り
の有無を表す誤りフラグをコンテキスト情報として付与し，
音声データ誤りを 3種類の手法でモデル化して比較した．主
観評価実験の結果，あらゆる種類の音声データ誤りをすべて
適切にモデル化することが困難であることから，音声データ
誤りを曖昧にモデル化することで，連結学習時に周辺のモデ
ルへの影響が軽減され，合成された歌声の自然性が向上する
ことを確認した．今後の課題としては，より多くの音声デー
タ誤りを含む音声データベースを用いた歌声合成実験，別の
歌唱者での実験などが挙げられる．
参考文献
[1] K. Oura, A. Mase, T. Yamada, S. Muto, Y. Nankaku,

and K. Tokuda, “Recent Development of the HMM-based
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[2] S. Young, J. J. Odell, and P. Woodland, “Tree-based state
tying for high accuracy acoustic modeling,” in Proc. ARPA
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1 はじめに 

近年，ロボットの知能化に伴い自律移動ロボット

の研究が盛であり，中でもポテンシャル法を用いた

研究は多く行われている．この手法は，目的地に引

力ポテンシャルを，障害物には斥力ポテンシャルを

仮想的に設置し，ポテンシャル関数の負の勾配に沿

うようにロボットを移動させる手法であり，障害物

回避と目標地到達を同時に実現できる利点を持つ． 

しかし，ポテンシャル関数の引力，斥力の大きさ

を決定するパラメータはロボットに動作させたい内

容に応じて与えなければならず，設定を誤ると障害

物回避を行わない，目標点への移動に時間がかかる

など望ましくない動作を行う．さらに，合成された

ポテンシャル関数において勾配が0となる｢停留点｣

が発生し，ロボットを停止させる恐れがある．これ

らの問題を解決するためにはパラメータの調整や与

える関数の設計を試行錯誤する必要がある． 

 本研究では後藤[1]により提案された，ポテンシャ

ル関数の設計に遺伝的プログラミング（以下GPと呼

ぶ）を用いる手法により，与えられた課題に対し上

記の問題に陥らず，人間では見つけ出し辛いような

課題を満たすポテンシャル関数が得られることを確

認する． 

 

2 ポテンシャル関数設計における課題 

 GP とは生物が進化の過程で行われた交叉や突然

変異を工学的に扱うことで最適解を探査する手法で

ある．また，GPの操作対象である個体は木構造で表

現される [2]． 

木構造について図１を用いて説明する．木構造を

構成する各ノードは，定数や四則演算子，さらには

関数などで表現できる．このうち，演算子など引数

を持つノードは非終端ノードと呼ばれ，子ノードに

応じて処理を行う．一方，定数や関数など引数を持

たせないノードは終端ノードと呼ばれ，木の末端を

表す．この末端である子ノードから，親ノードに向

かって順次処理を行い，最終的に木の頂点での処理

から個体１つの表現が得られ，それは複雑な式や関

数を表現している． 

  

 

 

 

 

 

図 1：個体を構成する木構造 

 

このように式や関数を表現する個体を集団で扱い，

各個体が課題に適しているかを示す適合度を計算す

る．そして，適合度が高い個体の特徴が反映される

よう次世代の集団を生成し，世代を重ねることで課

題に対する解を得る手法である． 

 

3 GPによるポテンシャル関数の設計 

GPで扱う個体を構成するノードを以下に示す． 

【非終端コード】 

 a) ポテンシャル関数を足し合わせるコードα 

 b) 各ポテンシャル関数を表現するコードβ 

【終端コード】 

 c) ポテンシャル関数のパラメータを決定するコ

ードη   

ここでポテンシャル関数を表現するコードβにつ

いて説明する．ポテンシャル関数が発生させる引力

や斥力の強さを決めるパラメータCやその発生地点

を表す位置 xgなどは，定数を表現する終端コードη

群を引数として決定するよう設計する．また，コー

ドβには引力ポテンシャル，斥力ポテンシャル関数

の両方を含むが，個体生成時にどの関数が選択され

るかは課題に関わらずランダムに選択される． 

 コードβで使用したポテンシャル関数の内，引力

ポテンシャルと斥力ポテンシャルを例として図2に

＋ 

× g(x) 

3 f(x) 

3f(x) + g(x)  = 
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示す．図 2-(a)のポテンシャル関数は，発生源 xgから

離れた位置でも勾配が発生しているのに対し，図２

-(b)の関数はパラメータ r によって勾配が発生する

範囲が変わる[3]．GPを用いれば，課題に応じて適切

な関数の選定やそのパラメータ調整が行われること

が期待される． 

 

 

(a)                           (b) 

図 2：ポテンシャル関数の一例 

 

4 適合度の定義  

GPでは，適合度の定義により得られる解が規定さ

れる．本研究では，「障害物回避と目標点への最短移

動」と課題を設定した．その上で従来の適合度[1]の

正しく障害物回避が行われず，経路が最短に向かわ

なかったという問題点を解決し，課題の解決を実現

するため適合度を以下のⅰ)～ⅲ)のように定義した． 

ⅰ）始点から障害物に接触するまでの距離が長いほ

ど評価を上げる，接触距離適合度 f1(0 < f1 < 0.8) 

ⅱ）経路の距離が短いほど評価を上げる，距離最小

化適合度 f2(0 < f2 < 1) 

ⅲ）以上の適合度を障害物に接触している場合とし

ていない場合に分けて適用する．式は以下に示す． 

 f = { 

f1 ( 0 < f1 < 0.8 ) 
 (1) 

f2 ( 0.8 < f2 < 1 ) 

以上の設定により，障害物を回避しつつ，最短で

目標点に到達するポテンシャル関数を得るよう GP

で計算される．特に，停留点の発生については，課

題遂行時に経路が目標点に到達しない場合適合度 f

は0となり，そのような関数は次世代生成に影響を

与えなくなる．そのため，GPの操作を繰り返すこと

で，停留点を発生させるような関数は排除される． 

 

5 シミュレーションと結果 

 図3-(a)に示すようなL字通路型の環境でシミュレ

ーションを行い，前項で述べた課題を満足し，また

人間が作るようなもので無く，GP特有のポテンシャ

ル関数が生成されるかを確かめた．GPによる計算は，

集団が持つ個体数100に対し世代数 100まで計算を

行った．結果として，最高適合度が得られた時の経

路およびその時に生成されたポテンシャル場を図 3

に示す． 
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  (a)実験環境と結果    (b)ポテンシャル場 

図 3：最高適合度による結果 

 

 図3-(a)より，経路は通路の内側に沿う様に，より

短い距離となるよう生成されているのがわかる．ま

た，図3-(b)より，生成されたポテンシャル場は壁へ

の衝突を避けるために引力ポテンシャルが配置され

ている．このことから GPは斥力だけでなく引力も障

害物回避に利用するなど様々なポテンシャル場を生

成する能力があることがわかる． 

 

6 おわりに 

本研究では，従来の適合度の問題点を改善し，よ

り複雑なポテンシャル関数の生成に成功した．生成

されたポテンシャル場は環境の外形を再現するよう

なものではなく，特殊なポテンシャル配置となって

おり，GPが人間が見つけ出し辛い様なポテンシャル

場を生成する能力があることを示した． 
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地域特性を表すツイートの探索的閲覧支援システム 

学籍番号 25413574氏名 森田 洋平 

指導教員名 岩田 彰 

 
 
 
1 はじめに 

近年，マイクロブログなどのソーシャルメディア

が急速に普及してきており，個人が自分の意見を発

信する機会が増えてきている．そのため，他の多く

の人の意見や評判情報を得たいと思った時に手軽に

得ることが可能となってきている．マイクロブログ

上の意見や評判情報はブログや商品レビューなどに

比べ，投稿量が多く，投稿者の属性も幅広いため，

ブログや商品レビューからは得ることのできない情

報を得られる可能性がある．そこで，新聞や雑誌に

おいては世論調査，企業においてはマーケティング

等にも利用されるなど，マイクロブログの評判分析

は現在最も関心の持たれている技術の 1つである． 
2  Twitterと評判分析に関する研究 

日本国内での利用者も多く，大量の情報発信が行

われているマイクロブログの一つにTwitterがある．
Twitterはツイートと呼ばれる 140文字以内という
長さ制約のある要素の集合で構成されており，投稿

量の多さと，リアルタイム性の高さからTwitterを
用いた評判分析に関する研究が注目を集めている． 

Twitter を用いた評判分析の研究として，評価情
報として，評価対象・属性・評価語の3つ組を抽出
することで，「対象を評価する」要素を効果的に抽出

し，ツイートの評価極性を判定する研究や，対象に

対する評判傾向の時間的変化とその原因を，ユーザ

のセンチメントの時間的変化と，変化点でのトピッ

ク抽出をすることで求める手法の研究や，任意の検

索語句に対する評価をポジティブ度・ネガティブ度

のキャラクターを用いて可視化する研究，また，あ

る話題に関する発言を分析，評価するための探索的

ツイート閲覧システムについての提案など，様々な

研究が行われている． 
しかし，こうした研究では地域によって評判傾向

が異なる題材（政党に対する評判など）に対する考

慮がされていないため，人口が多く，投稿数の多い

地域の評判傾向が全体の評判傾向として強く現れて

しまう危険性が高い． 

そこで本研究では，ある対象に対する評判を地域

ごとに分析し，地域の特徴的な意見を抽出できるシ

ステムの開発を目指す． 
3  開発システムとインターフェース 

開発システムの全体の概要を表した図を図1に示す． 

 

図1：開発システム概要図 

本システムでは，データベースサーバで Twitter 
API を用いて収集したツイートに対して，「位置情
報の抽出」や，「評価極性分析」，「n-gram の抽出」
などを前処理として行い，それらをデータベースへ

と格納しておく．位置情報の取得にはツイートに付

加されている位置情報だけでなく，GeoNLP APIを
用いてテキストからの抽出も試みている．また，評

価極性分析には株式会社エクシングから提供されて

いる言語解析WebAPIを使用した． 
アプリケーションサーバではクライアントからの

クエリーに対するツイートをデータベースサーバか

ら受け取り，「ノイズ処理」，「極性・日付・地域ごと

のツイート数計算」，「特徴語の抽出」，「表示するツ

イートの選択」などブラウザに表示するための計算

を行う．特徴語の抽出には，「頻度法」，「TF-IDF」，
「情報利得と自己相互情報量」の3種類の指標を用
いた． 
また，クライアント側で表示されるインターフェ

ースの全体図を図2に示す．インターフェースの機
能としては，「クエリー入力部」，「評価極性マップ」，

「ツイート数の時系列グラフ」，「評価極性割合グラ

フ」，「特徴語グラフ」，「タイムラインビュー」があ

る． 
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これらの機能を用いて，目的となるツイートを探

索的に閲覧していくことで，地域ごとの人々の関心

事や，心配事を構造化し分析・評価するのに役立つ

と考えられる． 

 

図2：インターフェースの全体図 

 

4 評価 

被験者 10人に本システムを使用して，問題 2問
を解いてもらい，システムの有用性等に関するアン

ケートを実施することで，本システムの評価を行っ

た．以下に問題と解答結果の一部を載せる． 
問題1. 昨年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙に

関して，全国的に争点となっているもの，沖縄県で争点とな

っているものは何か．それぞれ答えよ．（複数解答可） 

 

表 1：問題1の解答結果上位3位 

全国  沖縄県  

争点 人数 争点 人数 

集団的自衛権 10 辺野古新基地移設 10 

原発再稼働 8 米軍基地 5 

経済政策 5 集団的自衛権 3 

 
「辺野古新基地移設」や「米軍基地」は沖縄独自

の争点であり，沖縄では最大の争点となっていた．

沖縄独自の争点が抽出できていることより，本シス

テムを用いることで地域によって意見が異なる問題

に対しても，地域ごとの意見が正しく抽出できると

考えられる． 
 

問題2．沖縄県での「辺野古への新基地移設」に対する各政

党（候補者）・県民の立ち位置（賛否や支持政党とその理由

など）をまとめてください． 

問題 2 の解答として，「自民党と共産党，社民党，
生活の党，無所属の 4 党が対立関係にある」また，
「県民は反対派が多く，共産党，社民党，生活の党，

無所属を支持」と解答者全員が記入していた． これ
は実際の選挙の状況・結果と合致する． 
また，以下にアンケートの質問と集計結果を示す． 
質問 1.本システムを用いることで地域の特徴的な意見を抽出

するのに役立つと思いますか 

質問 2.本システムを利用することで効率的に意見をまとめる

ことができると思いますか 

質問 3.本システムは意見の抽出に必要な機能が揃っていると

思いますか 

質問 4.本システムは意思決定支援やマーケティング，世論調

査などに役立つと思いますか 

質問5.今後，本システムを使いたいと思いますか 

 

図3：アンケートの集計結果  

システムの有用性に関する質問である，質問1に
対して 90%，質問 2に対して 70%の人が肯定的な
解答を示した．このことから地域の特徴的な意見を

抽出できるシステムの開発を実現できたと考える． 
5 まとめ 

本研究では，任意のクエリーに対する評判を分析

する際，地域によって評判が変わるようなクエリー

に対する正しい評判情報を得られるように，地域ご

とに分析し可視化することで，地域の特徴を表すツ

イートを探索的に閲覧可能な支援システムを開発し

た．評価実験の解答やアンケート結果より，地域ご

とに分析を行う本システムの有用性について確認を

行った． 
今後の課題としては，アンケートの自由記述欄に

記入されていた意見を参考に追加機能の実装や，ユ

ーザビリティの高いシステムの開発などが考えられ

る． 
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1 はじめに 

プラントアラームシステムとは，化学プラントに

おいて極めて重大な異常の発生を早期に検知する為

のオペレータ支援システムである． 

近年，DCSの高度化により，アラームを容易に設

定できるようになった．その反面，アラームの意義・

必要性を考えずに，大量のアラームが設定されるよ

うになった．その結果，オペレータの誤判断や誤操

作を招き，プラント事故の大きな要因となっている． 

その為，近年，アラームをマネジメントする方法

の必要性が高まっている．IECは IEC 62682 [1]にお

いて，アラームを適切に設計・運用・保全・変更管

理するためのアラームマネジメントに関するライフ

サイクルをガイドラインとして図1の様に提唱して

いる． 

本研究では，図 1 において，Identification およ

び rationalizationにあたる，「アラームを設定する

センサーの選択（センサー群）」を識別異常原因群

とCEモデルに基づき行う方法を提案する． 

 

図1：アラームマネジメントライフサイクル 

 

2 先行研究と研究目的 

 「アラームを設定するセンサーの選択」を目的と

した先行研究が文献[2]として提案されている．しか

し，この手法では，先行研究ではツリー探索により

設計を行っていた．その為，多くの変数を持つモデ

ルに対して設計を行う場合，膨大な計算時間が必要

となった．また，異常を検知できた際に異常原因の

識別が可能なセンサー群の導出を目指していた．そ

の為，センサーを持たない伝播経路を伝播し異常が

拡散する可能性について考慮されていなかった．し

かし，アラームシステムにおいて，異常が拡散され

る前に早期の検知し，対応できることが重要である． 

そこで本論文では，より計算に適したモデルとし

て，行列を用いた演算によりセンサー群の適切性を

評価すること，および，異常の伝播に対する検知の

網羅性を評価することが可能な評価法の提案を目指

した． 

 

3 CEモデル 

先行研究では，図 3に示す CEモデル上で検討を行

っていた．従って，本論文でも，CEモデルを用いて

アラームシステム設計を検討する． 

 
図 2：例題タンクモデル 

 

図 3：図2のCEモデル 

タンクへの流入量F1，タンク内の液位 L1，タンク

からの流出量F2に関する定性的な因果関係（ⅰ,ⅱ,

ⅲ）はCEモデル上の矢印と対応する． 

ⅰ：流入量 F1の変化は，液位L1に直接影響する． 

ⅱ：液位 L1の変化は，流出量F2に直接影響する． 

ⅲ：流出量 F2の変化は，液位L1に直接影響する． 

CE モデル上に識別したい異常原因は四角で示さ

れている． 
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4 提案手法の概要 

本論文では図3に示した様なCEモデルの異常原因

および状態変数間の因果関係の有無を{1,0}で表し

た行列表現を用いて計算を行う．この様な，プラン

ト自体を表したモデルをプラント行列 Gと呼ぶ． 

プラント行列 Gをアラーム構成（識別異常原因群

と各異常原因を検知するセンサー）を表すアラーム

設定行列 Aを用いて変換する．これにより，行列演

算によるセンサー群の適切性の評価を行う． 

また，異常の伝播に対する検知の網羅性を評価す

る為に，実際には存在しない仮想終端ノードTを導

入することにした． 

 

5 センサー群の適切性の評価 

行列演算によるセンサー群の適切性の評価方法に

ついてCEモデル上で説明する．図4のCEモデルで，

異常 1，2 をそれぞれセンサー2，4 で検知する．こ

の場合，異常 1が発生した時，選択したセンサーの

内，最初に異常が伝播するセンサーは 2であり，異

常 2が発生した時，最初に異常が伝播するセンサー

は 4である．従って，適切なアラーム構成といえる． 

このような，最初に異常が伝播するセンサーを行

列上で表現する為に，プラント行列 Gをセンサーか

らの伝播を無くし，センサーと異常原因とのペアリ

ングを示した図5の様に行列上で変換する．この変

換を行う為に，本論文ではアラーム構成を示すアラ

ーム設定行列 Aを導入することで，センサー群の適

切性の評価が可能になる． 

 
図 4：例題CEモデル（プラント行列 G） 

 

図 5：行列Gをアラーム構成で変換した行列 

 

 

 

6 異常の伝播に対する検知の網羅性を評価 

図 5のモデルにおいて，異常 1で発生した異常が

ノード 2で検知される前に，センサーを選択してい

ない分岐先に伝播し異常が拡散してしまう可能性が

ある．アラームシステムにおいて，異常が拡散され

る前に早期の検知し，対応できることが重要である．

従って，いずれの分岐先でも検知できるようにセン

サーが設定されるべきである． 

このことを評価する為に，最下流のノードから実

際には存在しない仮想終端ノード Tへの伝播を追加

した．これにより，図5は図 6の様に表現され，行

列上でも検知されていない伝播経路が存在すること

を示すことができ，網羅性なしと評価される． 

また，異常 1をセンサー2に加えてセンサー6でも

検知する場合，網羅性ありと評価される．このよう

にこの手法を用いれば異常の伝播に対する検知の網

羅性を評価できる． 

 

図 6：仮想終端ノードTを追加した図 5 

 

7 まとめ 

本論文では，アラームシステム設計における，識

別異常原因群に対するセンサー群の選択方法を示し

た． 

本論文では，グラフ上での表現やツリー探索では

なく行列演算によりアラーム構成の評価を行う方法

として，アラーム設定行列Aを導入した．行列演算

により評価することで計算の高速化が期待できる． 

また，異常の伝播に対する検知の網羅性を評価す

る為に仮想終端ノードTを導入した．異常の伝播に

対する検知の網羅性を評価できる為，先行研究より

情報量の多い評価が可能となる． 
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松尾研究室 山崎 一樹仮想スイッチと仮想マシンによる

二重 TCP再送制御を抑制する TCPトンネリング手法 No. 25413577 Kazuki Yamazaki

1 はじめに

マルチテナントサービスを提供するデータセンタに

おいて，仮想ネットワークを構築する手法としてエッ

ジ・オーバレイ方式が注目を集めている．エッジ・オー

バレイ方式は IPトンネル技術を利用し，各物理サー

バ上で動作する仮想スイッチ間でトンネルを構築す

る．各テナントの VMが送信するパケットは，ホス

トの物理サーバ上の仮想スイッチによりカプセル化

され，トンネルを通って対向物理サーバ上の宛先VM

へ届けられる．このため，既存の物理ネットワークの

機器を置き換えることなくネットワーク仮想化を実現

でき，マルチテナント方式を採用するデータセンタに

おいて需要が高まっている．

ネットワーク仮想化を目的としたトンネリングプロ

トコルが既にいくつか提案されている．VXLAN (Vir-

tual eXtensible Local Area Network) [1]は，IETFに

よって標準化されており，データセンタにおいて実際

に利用されているプロトコルであるが，性能面に問題

がある．一方，STT (Stateless Transport Tunneling)

[2]は，パケット処理のオフロード機能を利用するこ

とで高い性能を実現可能なプロトコルであるが，既存

のネットワーク機器との親和性の問題がありVXLAN

ほど普及していない．

エッジ・オーバレイ方式によるネットワーク仮想化の

需要が増加する中，トンネリングプロトコルの性能向

上は重要な課題である．そこで本研究では，VMパケッ

トのカプセル化に TCPを利用することで，STTと

同様のオフロード機能を利用可能であり，かつ，STT

の持つネットワーク機器との親和性問題を回避する

新たなトンネリングプロトコル，T3を提案する．し

かしながら，VM間の TCP通信を TCPによってカ

プセル化した場合，TCPの制御が二重となり，再送

が発生した場合に性能が低下してしまうことが知ら

れている [3]．そのため，トンネルを通して VM間で

TCPの再送が発生しないように制御する二重再送抑

制手法を併せて提案し，T3に実装している．本抄録

では，提案プロトコルのの概要を示した後，評価実験

によりオフロード機能の利用によって高い性能が実現

できることを示す．

2 既存のプロトコルとその問題点

2.1 Virtual eXtensible Local Area Network

(VXLAN)

VXLANは，UDPによるトンネリングプロトコル

であり，ヘッダが仮想ネットワーク識別子のみのシン

プルな構成となっている．VXLANは既に RFC7348

として標準化されており，データセンタにおいて実際

に利用されている．

しかし，VXLANは一般的な NICによって提供さ

れているパケット処理のオフロード機能を利用でき

ず，高い性能を実現することが困難であるという問題

がある．

2.2 Stateless Transport Tunneling (STT)

STTは，オフロード機能の利用により高い性能を

実現可能なトンネリングプロトコルである．STTは

疑似 TCP ヘッダを利用して VM パケットをカプセ

ル化することにより，一般的な NICによって提供さ

れているTCP Segmentation Offload（TSO）などの

TCPセグメントに対するオフロード機能を有効に利

用できる．

しかし，STTのパケットは正しいTCPセグメント

ではないため，既存のネットワーク機器との親和性が

低く，それらの機器においてパケットが破棄されると

いう問題があり，実用は困難である．

3 提案プロトコル T3

VXLANおよび STTの問題点を解決するトンネリ

ングプロトコル T3 (Transparent Transport Tunnel-

ing) を提案する．T3は，トランスポート層に TCP

を利用するネットワーク仮想化のためのトンネリング

プロトコルである．

3.1 T3の利点

T3は，既存の TCPを利用してカプセル化を行う

ことで次の利点がある．

• TCPオフロード機能が利用できる

• ネットワーク機器との親和性の問題がない
• 外側ヘッダのオーバヘッドを削減できる
• TSOの効率を高めることができる

• Data Center TCPをトンネリングに利用できる

既存のTCPを利用することで，TCPのオフロード

機能を利用でき，また，既存のネットワーク機器を置

き換えることなく利用することが可能である．また，

TCPはストリーム型のプロトコルであるため複数の

VM パケットをまとめてカプセル化することが可能

であり，カプセル化に伴う外側ヘッダのオーバヘッド

が削減できるほか，TSOの効率を高めることができ

る．さらに，データセンタ向けTCP実装であるData

Center TCPをトンネリングに利用できる．

3.2 二重TCP再送制御の抑制

TCPを利用したトンネリングでは，TCPの再送制

御が二重に働くことによる性能低下が問題となる．こ

れは，TCPトンネルによる再送制御で信頼性が保証

される状況においても，VMも再送を行ってしまうこ

とで VMの輻輳ウィンドウが不要に縮小するためで

ある．T3ではこの問題を解決するために，二重再送
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図 1: VMの TCP通信区間の分割

抑制手法を併せて提案し，T3のプロトコルの一部と

して実装する．

二重再送抑制手法では，VM間通信が TCPである

場合に図 1のように通信区間を 3区間に分割し，そ

の区間ごとに信頼性制御を独立して行う．T3ではこ

の制御により，TCPセグメントに対する確認応答が

各区間で返され，セグメントの再送は各区間ごとに行

われる．例えば，トンネル部分でセグメントが欠落し

た場合は，T3 (TCP)トンネルによる再送のみが行わ

れ，VMから再送が行われることがない．そのため，

T3ではVMが不要な再送を行うことがなく，TCPト

ンネルにおける性能低下を抑制する．

4 性能評価

提案プロトコル T3の基本性能評価として，T3を

利用してトンネリングを行った場合の VM間通信の

スループットを計測した．評価結果を図 2に示す．

図 2(a)より，T3を利用してVM間でTCP通信を

行った場合，STT同等の高いスループットが出てい

ることが確認できる．VXLAN は最大スループット

が 3.4Gbpsで頭打ちとなっているのに対し，T3およ

び STTの最大スループットは，10.7Gbpsとなってい

る．これは，T3と STTは，VXLANでは利用出来な

い TCPのオフロード機能を利用可能であるためであ

る．また，T3には TCPを利用したカプセル化によ

る TCPのプロトコルオーバヘッドと，TCPの二重

再送抑制制御のためのオーバヘッドが存在する．しか

しながら，これらが存在しない STTと同等のスルー

プットであることから，これらのオーバヘッドは十分

小さいと考えられる．

続いて，図 2(b)より，VM間通信がUDPである場

合も，TCP通信の場合と同様の理由により T3は高

いスループットが出ていることが確認できる．また，

STTよりも T3の方がスループットが高い．これは，

T3では TCPのバッファリングにより複数の VMパ

ケットをひとつにまとめてカプセル化できるため，外

側ヘッダのオーバヘッドが STTに比べ小さいためで

ある．以上より T3は，カプセル化に TCPを利用す

ることによるプロトコルオーバヘッドや，二重再送

抑制制御によるオーバヘッドの影響は十分に小さく，

VM間通信において STTと同等の高いスループット

を実現可能であることが確認できた．
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図 2: VM間通信のスループット

5 まとめ

本抄録では，トランスポート層プロトコルとして

既存の TCPを利用したネットワーク仮想化のための

トンネリングプロトコル T3 (Transparent Transport

Tunneling)を提案した．T3は，TSOなどのTCPに

対するオフロード機能を有効に利用することが可能

で高いスループットを実現できる．また，TCPトン

ネリングにおいて問題となる二重 TCP再送制御を抑

制する機能を併せて提案した．更に T3は，DCTCP

をトンネリングに利用することが可能で，透過的に

仮想ネットワークの VM間通信に対して DCTCPの

詳細な輻輳制御を適用することができる．T3の基本

性能を評価した結果，オフロード機能を利用できな

い VXLANは最大スループットが 3.4Gbpsであった

のに対し，オフロード機能を利用できる T3では最大

10.7Gbpsのスループットを確認した．また，同様に

オフロード機能を利用可能な STTとの比較からは同

等のスループットであることがわかり，TCPをトン

ネリングに利用することによるオーバヘッドは十分に

小さいことが確認できた．
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1 はじめに 

IPMSM（埋込永久磁石同期モータ）は交流モータの

一種であり，高出力・高効率であるという利点を持

つ．IPMSMはHV，EVの動力用モータや，コンプレッサ

等に使用されている．IPMSMの制御を行うためには，

ロータ永久磁石の回転角度に応じた電流を流す必要

がある．角度を検出するために，通常は機械的な角

度センサを用いる．しかし，角度センサの設置によ

ってセンサのコストが掛かる，小型化の際の障害に

なる，過酷な環境下では使用できない，といった様々

なデメリットが生じる．これらの問題点を克服する

ため，IPMSMのセンサレス制御が以前から研究されて

きた．一般的には，高速回転時では逆起電力，低速

回転時では巻線インダクタンスの位置依存性を利用

してセンサレス制御を行う．当研究室の先行研究[1]

では，300[rpm]以下のセンサレス制御を行うことは

できなかった．そこで本研究は低速時のセンサレス

制御を実現するために，インダクタンスの位置依存

性を利用して角度推定を行うことを目的とする． 

 

2 電圧方程式 

三相（u,v,w相）IPMSMの基本モデルを，図1に示

す[2]． 

 

図 1 IPMSMモデル 

 α軸はu軸と同方向であり，β軸はα軸と直交し

た軸である．d軸はロータの永久磁石の N極方向で

あり，u軸から角度θだけ回転させたものである．q

軸は d軸と直交するようにとる．d，q軸上の電圧方

程式は以下のようになる． 
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3 先行研究の検証 

先行研究[1]では，拡張カルマンフィルタを用いた

センサレス制御を行った．カルマンフィルタとは，

システム雑音・観測雑音を考慮したうえで，最適な

推定値を与える最適オブザーバである．カルマンフ

ィルタを使用するには，システムが線形状態方程式

で記述されていなければならない．一方，拡張カル

マンフィルタは線形近似を行うことで非線形状態方

程式に対応した最適オブザーバである．これまでに，

拡張カルマンフィルタによるセンサレス制御を行っ

た論文[3]は数多く存在する． 

回転速度を高速(1000[rpm]，定格速度の50[%])と

低速(100[rpm]，定格速度の 5[%])の 2通りとし，拡

張カルマンフィルタを用いて角度推定を行った実験

結果をそれぞれ図2，図 3に示す．  
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図 2 高速回転時の角度の真値と推定値 
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図 3 低速回転時の角度の真値と推定値 



平成 26年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 

計算システム工学分野 

 高速回転時は精度良く角度を推定できているが，

低速回転時は推定誤差が大きいのが分かる．カルマ

ンフィルタのみでは，低速回転時に精度良く角度を

推定することができない．本研究では，インダクタ

ンスの位置依存性から角度を推定する方法を提案す

る．  

 

4 提案法の原理 

 図4にαβ軸電圧，電流，電流差分の関係を示す． 

 

図4 推定誤差φの検出原理 

 

インダクタンスの影響を間接的に測定するために，

高周波重畳法がよく用いられる．これは，モータの

回転に影響を与えない程度の高周波電圧もしくは電

流を重畳することで電流変化を誘起させる方法であ

る．重畳する軸がずれている(φ≠0)と，直交方向に

相互インダクタンスの影響が現れる．そこで，α軸

電圧vαとβ軸電流差分値i
・

βの積を計算し，その平均

値からφを求めることを考える．平均値を0に，つま

り推定誤差角度φが0になるようにフィードバック

を行う． 

 

5 シミュレーションおよび実機による測定結果 

シミュレーションにより，角度φを変えてα軸電

圧とβ軸電流差分値の積の平均値をプロットした結

果を図5に示す． 
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図5 (vα×iβ差分)の角度依存性 

図5より，角度φによって平均値が正弦波状に変化す

るのが分かる．次の図6は，実機を使用して4通りの

ロータ位置に対し，角度φを変えて平均値を測定し

た結果である．ただし電流重畳は推定d軸に行い，推

定d軸電圧と推定q軸電流差分値の積の平均値をプロ

ットしている． 
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図6 実機における平均値測定結果 

図6より，オフセットが含まれているものの実機にお

いてもシミュレーション同様，平均値の角度依存性

が観察された． 

 

6 まとめ 

 本研究では低速回転時のIPMSMセンサレス制御を

行うために，インダクタンスの位置依存性を利用し

た角度推定法を提案した．高周波電流重畳を行い，

電圧と電流差分の情報から推定誤差角度φを求める

ことを考えた． 

 今後の課題は，推定誤差角度φから角度推定信号

を生成することである．そして，角度推定信号を用

いて低速回転時のセンサレス制御が実際に行えるか

の検証を，シミュレーションおよび実機にて行う必

要がある．  
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1 はじめに 

 船舶の制御に関する研究の一つとして，舵を制御

することで船舶のローリングを低減させる舵減揺制

御がある．従来の舵減揺制御では風や波により直接

ローリングが生じると仮定し，制御系設計を行って

いた．実際には船体の形状や重心位置によって船舶

の上下運動やピッチングがローリングに影響を及ぼ

す場合[1]がある．しかし，従来の舵減揺制御ではピ

ッチングを考慮した制御設計は行っていなかった． 

そこで本研究では，ピッチングとローリングの連

成を含む6自由度の船体運動モデルに基づいて制御

系を設計することでピッチングと連成してローリン

グが生じる場合に有効な舵減揺制御を提案し，その

制御性能をシミュレーションで確認した． また，シ

ステム同定を行った上で提案した舵減揺制御を構成

することで，実用性の検討も行った． 

 

2 問題の設定 

2.1 ローリングとピッチングが連成する場合 

 本研究では，船体重

心に固定した図１の船

体座標系の𝑥，𝑦，𝑧軸

方向の並進運動と𝑥，𝑦，

𝑧軸まわりの回転運動

の6自由度の運動を考

える．また，船舶の非

対称性に起因してロー

リングとピッチングが連成関係になることが分かっ

ている．そこで，船舶の重心を𝑦軸方向に移動させ、

船舶を非対称特性とすることでローリングとピッチ

ングが連成する状況とした．本研究では特性にピッ

チングと連成して生じたローリングが船体固有振動

と共振する以下の図のような状況を問題となる状況

としてローリングの低減を目的とした． 

 
図２ 連成によるローリング特性の変化 

 

 

図２は同じ振幅の外乱によってピッチングが生じる

ときに連成して生じたローリングである．図のよう

に同じ振幅のピッチングでもその周期が船体固有振

動と共振する場合にはローリングの振幅が増加する． 
 

2.2 制御用モデルの構築 

 モデルに基づく制御系設計では，何らかの方法で

制御対象のモデルを構築する必要がある．船舶の場

合，大規模な解析実験による物理モデルが構築され

ていることもあるが，一般的に入手困難である． 

そこで本研究では，舵減揺制御を設計する際に用

いる離散時間状態方程式のパラメータを推定し，そ

のパラメータを用いて舵減揺制御を設計する手法も

提案し，その制御性能から，実用性を検討した． 

 

3 舵減揺制御[2] 

3.1 提案する制御系 

 舵減揺機能を持ったオートパイロットではロール

角とヨー角が外乱によって状態が変動した時に元の

状態に戻すように操舵(保針)することが求められる．

これは，舵角を入力，ロール角，ヨー角 を出力とし

た１入力2出力系のレギュレータ問題として考える

ことができる．そこで本研究では，上記の目的に適

した最適レギュレータを用いることにした．ただし，

ヨー角は目標値に追従させる必要があるため，積分

型最適レギュレータ(以下，LQI 制御)を採用し，サ

ーボ特性を付与した． 

 

3.2 制御設計 

本研究では6自由度の非線形船体運動モデル（物

理モデル）に基づく制御系設計を行った．そこでま

ず，船舶がある方向に速度一定で航行していること

を仮定し，その状態からの微小変動を考えることで，

線形近似し，以下の離散時間状態方程式を導出する． 

 
𝒙(𝑘 + 1) = 𝑨𝒙𝒊(𝑘) + 𝑩𝛿𝑟 (𝑖 = 1,2) 

𝒚(𝑘) = 𝑪𝒙(𝑘) 
(1) 

ただし，δ𝑟は舵角[deg]である．また，状態ベクトル

は以下とする． 

 𝒙𝟏(𝑘) = [𝑣 𝑝 𝑟 𝜙 𝜓] (2) 

 𝒙𝟐(𝑘) = [𝑣 𝑝 𝑞 𝑟 𝜙 𝜃 𝜓] (3) 

ただし， 𝑣：左右方向の速度[m/s]， 

𝑝，𝑞，𝑟：順にロール，ピッチ，ヨー角速度[deg/s]， 

𝜙，𝜃，𝜓：順にロール角，ピッチ角，ヨー角[deg]

図１ 船体座標系 
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である．ここで，式(2)はピッチングを考慮しない，

式(3)はピッチングを考慮する状態ベクトルである． 

 次に最適レギュレータの評価関数を以下に示す． 

 𝐽 = ∑{𝒙(𝑘)𝑇𝑸𝒙(𝑘) + 𝑟𝑢(𝑘)2}

+∞

𝑘=0

 (4) 

この時，𝑸は𝑛 + 1次正定値対称行列，𝑟は正実数で

ある．また，本研究ではヨー角を目標値に追従させ

るため，目標ヨー角を𝜓𝑑(𝑘)とし，状態ベクトルに 

 𝑒(𝑘) = 𝜓𝑑(𝑘) − 𝜓(𝑘) (5) 

を加えた𝑛 + 1次元拡大システムにおいて式(4)の評

価関数を用いる．評価関数中の重み𝑸としては，例

えば以下の値として舵減揺制御性能を比較した． 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑞𝑣 , 𝑞𝑝, 𝑞𝑟 , 𝑞𝜙 , 𝑞𝜓 , 𝑞𝑒] (6) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[  0,   0,   0 ,50 ,10 ,10] (7) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑞𝑣 , 𝑞𝑝, 𝑞𝑞  , 𝑞𝑟 , 𝑞𝜙 , 𝑞𝜃  , 𝑞𝜓 , 𝑞𝑒] (8) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0,0,                0 ,0 ,   50 ,10 ,0 , 10] (9) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0,0,2.0 × 107 ,0 ,   50 ,10 ,0 , 10] (10) 

ただし，いずれの場合も𝑟 = 1とした．式(1)の離散

時間状態方程式と式(7)，(9)～式(10)に示した重みを

用いた時の状態フィードバックゲインが導出でき，

以下の式から評価関数が最小となる舵角が決定でき

る． 

 𝛿𝑟(𝑘) = −𝒌𝑑1𝒙(𝑘) − 𝑘𝑑2𝑣(𝑘) (11) 
𝑣(𝑘) = 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘 − 2) + ⋯ + 𝑒(0) (12) 

 

3.3 舵減揺制御の制御性能比較 

 本節では，設計したLQI制御の制御性能を確認す

る．この時，ピッチングと連成して生じるローリン

グの振幅が約10degになるような周期外乱を加えた．

性能比較は，ローリングのシミュレーション時間

(200s)までの時間応答から基準となるロール角の標

準偏差を求め，LQI制御による舵減揺制御を用いる

ことで基準の何%低減できたかで行った．以下の表

に前節の重み式(6)，式(9)，式(10)を用いた時の舵減

揺制御の制御性能を示す．保針性能に関しては式(6)

の重みを用いた時のヨー角の標準偏差を基準とし，

重みを変更した時に基準の何%ヨー角の標準偏差が

増加したかを比較した． 

表１ 物理モデルを用いた場合の制御性能 

重み 式(6) 式(9) 式(10) 

減揺率[%] 69.84 69.84 76.30 

ヨー角 

増加率[%] 
 0.00 4.12 

表１より，LQI制御によってローリングとピッチン

グが連成する場合の舵減揺制御が設計できたことが

確認できる．重み式(6)と式(9)の結果からはピッチン

グを考慮したことで減揺率が向上することは確認で

きなかった．これは，重みが式(9)の時のピッチ角と

ピッチ角速度のフィードバックゲインが 10-6(ピッ

チ角)，10-4(ピッチ角速度)のオーダーと非常に小さ

いためである．ただし，重み式(10)の結果からピッ

チ角速度に関する重みを増加させることで減揺率が

向上しており，ピッチングを考慮することで減揺性

能が向上することが確認できた． 

 

4．推定パラメータを用いた舵減揺制御 

4．1 パラメータ推定手法 

 本研究では，時点𝑘とその 1 ステップ後の式(2)の

状態量と舵角δ𝑟(𝑘)が利用可能な信号であるという

条件の下，状態ベクトル式(1)の離散時間状態方程式

の𝑨，𝑩に含まれる全パラメータを並列に配した

Landauの適応則[3]を用いて推定した． 

 

4．2推定パラメータを用いた舵減揺制御の制御性能 

 本節では，推定パラメータを用いたLQI制御によ

る舵減揺制御系の制御性能について述べる．この時，

LQI 制御を設計する時の重み𝑸，𝑟は式(9)とした． 

以下に式(9)の重みを用いた時の LQI 制御による舵

減揺制御の性能を示す． 

表２ 推定パラメータを用いた制御系の性能 

重み 式(9) 
式(9) 

(推定パラメータ使用) 

減揺率[%] 69.84 68.17 

ヨー角 

増加率[%] 
 -8.43 

表2より，推定パラメータを用いた場合でも同様に

舵減揺制御が行えたことで実用性が確認できた．  

 

5 まとめ 

 本研究では，ピッチングと連成してローリングが

生じる場合の減揺制御問題を考え，LQI制御による

舵減揺制御系の提案を行った．その結果，従来の舵

減揺制御では用いられていなかったピッチ角とピッ

チ角速度を状態ベクトルに含め，ピッチングを考慮

することで減揺性能が向上することが確認できた．

さらに，制御対象の入出力データを用いて導出した

推定パラメータを用いて舵減揺制御系を構成し，シ

ミュレーションで物理モデルに基づく制御系と同様

な減揺性能が期待できることを示した．  

 

6 参考文献 
[1] Thor.I.Fossen，Henk Nijmeijer，(eds.)；Parametric 

Resonance in Dynamical Systems，Springer Science，

107-125，(2012) 

[2] 浜田，松本，高橋；現代制御理論入門，コロナ社，213-215，

(1997) 

[3] 新中新二；適応アルゴリズム-離散と連続，真髄へのアプ
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因子分析に基づくHMM音声合成における基底クラスタリング
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1 はじめに
近年，与えられた入力テキストを人間の音声に変換する音
声合成技術が目覚ましく発展しており，一般社会にも広く浸
透してきている．一般に用いられている合成器では，ある特
定の話者の声を用い，感情や発話スタイルは入力に関わらず
一定であった．これは合成音声を用いた円滑な意思疎通を妨
げる可能性となるため，話者性や感情を表現可能な合成音声
を実現するための技術の開発が求められている．
本研究では，その高い柔軟性から，隠れマルコフモデル (Hid-

den Markov Model; HMM)に基づく音声合成システム [1]を
採用する．一般にHMM音声合成システムにおいて，様々な
感情や発話スタイルをも表現できる特定の話者の合成器を作
りたい場合，その話者の数万文程度の収録音声がモデル学習
に必要となる．この収録コストを削減するためには，様々な
話者が様々な感情や発話スタイルで発話した大量の音声デー
タを有効活用する必要があると言える．
そのような大量の音声データを扱える枠組みとして，近年，
因子分析に基づく HMM音声合成手法が提案されている [2]．
この手法は，声の特徴がモデルの次元よりも低い次元によっ
て表現されると仮定し，そのような声の特徴を表す低次元の
部分空間を構築する．この部分空間を構築する基底は大量の
音声データから学習され，基底にかかる重みを様々に変化さ
せることで声の特徴を制御することができる．基底のモデル
構造は合成音声の自然性や話者の再現性などに大きな影響を
与えるが，考慮可能なモデル構造の数は膨大である．従来手
法においては，モデル構造の選択を簡単にするため，各基底
のモデル構造はすべて同一としていた．しかし，各基底が表
現する声の特徴はそれぞれ異なるものと考えられ，このモデ
ル構造は明らかに最適でない．
そこで，本研究では基底ごとに最適なモデル構造があると
仮定し，それぞれ異なるモデル構造を，互いの関係性を考慮
しながらすべて同時に構築できる枠組みを提案する．各基底
が異なるモデル構造を取ることによって，より柔軟に音声を
モデル化することが可能となり，合成音声の品質の向上が期
待される．しかし，考慮すべきモデル構造の数が爆発的に増
加するため，モデル構造を評価するために年単位の計算量が
必要となる．そこで，いくつかの計算量削減アルゴリズムを
導入することで，現実的な計算時間によるモデル構造の選択
を実現する．

2 HMMに基づく音声合成
HMMは時系列のモデル化に適した確率モデルの 1つであ
る．HMMで音声をモデル化するとき，モデル化単位として
音素が用いられることが多い．音声は連続的な観測系列であ
り，同一音素でも文脈的な要因（コンテキスト）により音響
的な特徴量が変化することが知られている．従って，様々な
コンテキストを考慮することで精度の良いモデル化ができる
ようになる．しかし，考慮すべきコンテキストの数は膨大で
あり，すべてのコンテキストの組み合わせについて対応する
ことは困難である．そこで，決定木に基づくコンテキストク
ラスタリング手法 [3]によって，パラメータ共有構造を構築
することが一般的である．
HMM音声合成システムでは，そのモデルパラメータを変

化させることで容易に合成音声の特徴を変化させることがで
きる．多様な音声を合成するためにこの利点を用いた枠組み
の 1つとして話者補間がある [4]．話者補間では，いくつかの
学習済みのHMMを用意しておき，これらのモデルパラメー
タを線形補間することによって新しいモデルを作成する．し
かし，補間によって表現できる声の種類には限界があること
や，各モデルが独立に学習されるために音声データの効率的
な利用が困難であるという問題がある．

3 因子分析を用いたHMMに基づく音声合成
多様な音声の合成を実現するため，因子分析をHMMに組
み込んだ音声合成手法が提案されている [2]．この手法では
出力される観測の生成過程が因子分析に従うと仮定しており，
クラス rに属する観測系列 o(r) は次のように表現される．

o(r) = Lz(r)x(r) + nz(r) (1)

ただし，

x(r) ∼ N (0, I) (2)

nz(r) ∼ N (µz(r) ,Σz(r)) (3)

である．クラスは因子を共有する単位を表し，クラスを話者
とするならば，1クラスが 1人の学習話者に当たる．HMM

の各状態は因子負荷行列とノイズに関するパラメータを持っ
ており，これらを状態遷移系列 z(r)に従って連結したものが，
それぞれLz(r)とnz(r)に当たる．つまり，基底が発話の長さ
に応じて変形するため，発話を直接表現できるモデルとなっ
ている．x(r)は因子を表し，クラス rのすべての観測に対し
て依存関係を持つ隠れ変数である．因子負荷行列とノイズに
関するパラメータはすべてのクラスで共有されるため，因子
がクラス固有の特徴を表現すると見なせる．このため，因子
x(r)の事後分布を任意のクラスの音声データから推定するこ
とで，そのクラス固有の声を表現することができる．
因子負荷行列を構成する基底とノイズに関するパラメータ
はコンテキストに依存しており，何らかのパラメータ共有構
造が必要となる．

4 基底クラスタリングによる状態共有構造の選択
これまで，基底のパラメータ共有構造はすべて同じである
と仮定し，決定木に基づくコンテキストクラスタリングによっ
てパラメータ共有構造を構築していた．しかし，因子の各次
元が表す意味はそれぞれ異なるものと考えられ，それに伴い
最適な基底のパラメータ共有構造もそれぞれ異なるべきだと
考えられる．ただし，基底と基底の間には依存関係が存在す
るため，個々の基底にとって最適なものが基底全体として最
適なパラメータ共有構造になるとは限らない．すべての基底
にとって最適なパラメータ共有構造を得るためには，1つず
つ構築するのではなく，基底間の関係性を考慮しながらすべ
て同時に構築することが望ましい．本研究では，そのような
同時構築を可能にする基底クラスタリングを提案する．
基底クラスタリングによるパラメータ共有構造を図 1に示
す．基底クラスタリングにおいて最大化すべき関数は次のよ
うに書ける．
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図 1: 基底クラスタリングによるパラメータ共有構造

Q =
∑
r,m,t

γ(r)
m (t)

⟨
logN

(
o
(r)
t

∣∣∣Wmξ(r),Σm

)⟩
(4)

ここで，γ
(r)
m (t)はクラス rの観測 o

(r)
t が与えられた下で時刻

tにおいてコンテキストmに属す事後確率，⟨·⟩は因子の近似
事後分布に関する期待値を表し，

Wm =
[
µm Lm

]
, ξ(r) =

[
1 x(r)T

]T
(5)

である．すべての決定木のリーフノードの総数を Lとし，す
べての基底を連結したベクトルw = [wT

1 ,w
T
2 , . . . ,w

T
L]

Tを定
義する．式 (4)をwに関して微分しゼロと置くことで，次の
線形方程式が得られる．

Gw = k (6)

ここで，

k =


k1

...

kL

 , G =


G1,1 · · · G1,L

...
. . .

...

GL,1 · · · GL,L

 (7)

kl1 =
∑

p,m,r,t
fp(m)=l1

Σ−1
m γ(r)

m (t)
⟨
ξ(r)p

⟩
o
(r)
t (8)

Gl1,l2 =
∑

p,q,m,r,t
fp(m)=l1
fq(m)=l2

Σ−1
m γ(r)

m (t)
⟨
ξ(r)p ξ(r)q

⟩
(9)

であり，fp(m)は p番目の基底においてコンテキストmが含
まれるリーフノード番号を出力する関数，ξ(r)p は ξ(r)の p番
目の要素である．
クラスタリングを行う際には，モデルの評価を行うために
何度も尤度計算を行う必要があり，式 (6)を解かなければな
らない．この計算には L×Lの逆行列の計算が含まれる．ま
た，基底とノイズ分散に依存関係があるため，これらの更新
をそれぞれが収束するまで繰り返す必要がある．このため，
現実的な計算時間での基底クラスタリングの実現ができない．
そこで，逆行列の補題とノイズ分散の大域的なパラメータ共
有構造を導入することで，大幅な計算量削減を行う [5]．

PropConv

95% confidence interval

30.7% 69.3%

50.0%

図 2: 自然性に関するプリファレンステスト

5 音声合成実験
提案するパラメータ共有構造の有効性を検証するために，
音声合成実験を行った．学習データとして話者 30名がそれ
ぞれ 50文ずつ発話した計 1500文を用いた．適応話者は学習
話者に含まれない話者 5名とし，学習文に含まれない 10文
を適応データとして用いた．この各適応話者について，学習
および適応に含まれない 40文を評価文として合成した．サ
ンプリング周波数 48kHz の音声信号からフレーム長 25ms，
フレーム周期 5msの Blackman窓を用いて 0から 24次のメ
ルケプストラム係数と対数基本周波数を抽出し，これらの 1

次，2次動的特徴量を連結した 78次元のベクトルを特徴量と
した．HMMは 5状態のスキップ無し left-to-right型とした．
比較手法は，基底のパラメータ共有構造がすべて同じ Conv

と，すべて異なる Propとした．
主観評価実験として自然性に関するプリファレンステスト
を行った．合成した文の中からランダムに文を選び，各手法
により合成された音声のペアを被験者 10名に聞かせ，どちら
が自然性について優れているかを選択させた．被験者 1名当
たりの評価文数は 15文とした．実験結果を図 2に示す．提案
するパラメータ共有構造は，従来のものと比べて明らかに優
位に選択されていることが分かる．これは，異なるパラメー
タ共有構造を持つ基底の組み合わせによって，よりメルケプ
ストラムを表現しやすくなったからだと考えられる．

6 むすび
本論文では，自然かつ多様な音声の合成を実現するため，
因子分析に基づくHMMのモデル構造に注目し，基底クラス
タリングを提案した．この手法では，基底ごとに最適なモデ
ル構造があると仮定し，それぞれ異なるモデル構造を，互い
の関係性を考慮しながらすべて同時に構築する．
主観評価実験の結果，提案する基底のモデル構造は従来の

ものよりも高い評価値を得ることができ，基底クラスタリン
グが合成音声の自然性に関して有効であることを示した．今
後の課題としては，基本周波数パラメータに対して基底クラ
スタリングを適用することが挙げられる．
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仮想環境と実環境におけるネットワーク遅延とパケット欠落が

力覚による意思伝達に及ぼす影響に関する研究

学籍番号 25413583 氏名 YU HANG
指導教員名 石橋 豊

1 序論

近年, 力覚メディアを用いた分散環境の研究が活発に行われ
ている. 力覚メディアは, 力を伝えるための情報であり, これ
により仮想環境を扱う場合では仮想オブジェクトの形状や重
さ, 硬さなどを, 実環境では手の動きなどを伝達することが可
能となる. 従って, 従来の視覚・聴覚メディアのみを用いる場
合に比べ, 協調作業などにおいて, 作業効率を大きく改善する
ことができると期待されている [1]. そのため, 医療分野, ロ
ボット制御分野, 芸術・教育分野等の様々なアプリケーション
において, 力覚メディアが利用されるようになってきている.
しかし, インターネットなどのサービス品質 (QoS: Quality of
Service) 保証のないネットワークを介して力覚を転送すると,
ネットワーク遅延やパケット欠落などにより, ユーザ体感品質
(QoE: Quality of Experience) が大きく劣化する可能性があ
る. そのため, ネットワーク遅延やパケット欠落などが QoE
に及ぼす影響を調査する必要がある.
力覚を用いた協調作業では, 各利用者の力を他の利用者に

伝え, 相互に力覚を感じながら作業が行われる. そのため, 高
効率に自分の意思 (オブジェクトを動かす方向や止めたい位
置など) を他の利用者に伝達する必要がある. そのような研
究の例に文献 [1] がある. この文献では, 分散仮想環境におけ
る, 対等な立場の二人の利用者が協力しながらオブジェクトを
持ち上げ, 自分の意思 (オブジェクトを動かす方向) を力覚に
よって相手に伝達し, 目標物体を消去する作業を扱っている.
そして, ネットワーク遅延が意思伝達の正確さに及ぼす影響を
QoE 評価により調査している. その結果, ネットワーク遅延
が約 10ms 以下の場合は許容できることが示されている. し
かし, 実際のインターネット環境では, ネットワーク遅延だけ
でなく, パケット欠落も生じるので, これが力覚による意思伝
達の正確さに及ぼす影響も調査する必要がある. また, 力覚を
用いた協調作業においては, 作業の正確さだけでなく精度も重
要である. そのため, 仮想環境におけるネットワーク遅延など
が意思伝達の精度に及ぼす影響を調査する必要がある. さら
に, 仮想環境だけでなく, 前述の影響を実環境においても調査
する必要がある. しかし, これらの調査はこれまでに行われて
いない.
以下では, まず, 第 2 章において, 仮想環境におけるパケッ

ト欠落が力覚による意思伝達の正確さに及ぼす影響をQoE の
主観評価と客観評価により調査する. 次に, 第 3 章では, 仮想
環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に及ぼす影
響を調べる. 第 4 章では, 実環境におけるネットワーク遅延が
力覚による意思伝達の正確さに及ぼす影響を調査し, 第 5 章
では, 意思伝達の精度に及ぼす影響を調べる. 最後に, 第 6 章
で, 本研究の結論と今後の課題について述べる.

2 仮想環境におけるパケット欠落が意思伝達の正確さに及
ぼす影響

本章では, 文献 [1] の作業と同様に, 協力しながら一つのオ
ブジェクトを持ち, 目標物体を消去する協調作業を対象とす
る. そして, ネットワーク遅延が力覚の意思伝達に及ぼす影響
を (QoE: Quality of Experience) の主観評価と客観評価によ
り調査する.

2.1 力覚を用いた協調作業

図 1 に示すように, 協調作業では, 二人の利用者がクライア
ントに接続された触覚インタフェース装置を用いて, 三次元仮
想空間内で作業を行う. 二人の利用者は触覚インタフェース
装置を操作してカーソルで仮想空間内のオブジェクトを両側
から挟んで持ち上げて目標物体まで動かす [1]. さらに, 図 2
に示すように, 仮想空間の奥から手前方向に 35mm の場所に,
床に垂直な縦 4 横 5 の格子を表示し, この格子に沿ってオブ
ジェクトを移動させる. 格子上のランダムに選ばれた格子点
に目標物体が表示されている. 目標物体は, オブジェクトに内

包されると消去される. 消去されると, 目標物体はランダムに
選ばれた別の格子点に出現する.
オブジェクトを移動させるときに, 目標物体まで最短ルー

トを選択し, 目標物体を消去する. 複数のルートが存在すると
き, 上下左右のどちらの方向に動かすかの意思を伝達する必要
がある各格子点において, 各利用者は移動の方向をできるだけ
ランダムに決める. そして, 自分の意思 (オブジェクトを動か
す方向) を力覚によって相手に伝達するようにオブジェクト
を動かす. また, 各利用者は相手の意思が分かれば, 相手の意
思通りに合わそうとする. 分からなければ, 自分が行きたい方
向に移動しようとする. しかし, 二人の意思が異なり, 同時に
相手の意思が分かる場合には, オブジェクトが落ちる場合と,
どちらかの利用者の意思に合わされる場合がある. なお, オブ
ジェクトを落した場合は, 落ちた場所まで持っていき, 作業を
再開する.

図 1: システムの構成

図 2: 仮想環境の表示例

2.2 評価システムと評価方法

本章では, 文献 [1]と同じ評価システムを用いる. QoE評価
では, 前節の作業を行い, 自分の意思を力覚によって相手に伝
達し, 相手の意思が分かれば, 相手の意思通りに合わそうとし,
相手の意思が分からなければ, 自分が行きたい方向に移動する
(以下, 評価 1と呼ぶ) [1]. しかし, このような評価だけでは,
意思が正しく伝わったか否かが分からない. これを調べるた
め判断が必要な格子点を通過した直後にオブジェクトの移動
を一旦止めて, 各利用者は相手の意思, そして, 自分の意思を
記録者に口頭で伝える (評価 2と呼ぶ) [1]. この 2種類の評価
において, ネットワークエミュレータ (NIST Net) によってパ
ケット欠落率とネットワーク遅延を変化させて, QoE の主観
評価と客観評価を行う.
評価では, パケット欠落と固定遅延を発生させ, 装置の操作

性, 意思の伝達性, 総合品質 [1] に対して, 5段階妨害尺度 (5:
劣化が感じられない ∼1: 劣化が非常に邪魔になる)に従って
評点をつけてもらい，MOSを求めた.
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2.3 評価結果と考察

評価 1 と評価 2 の結果がほとんど同じであったので, ここ
では, 評価 2 の結果だけを示す. 評価 2 における, パケット欠
落率に対するMOS を図 3 に示し, 判断が必要な格子点を通っ
た平均回数, 相手の意思が分かった平均回数, 平均正答回数を
図 4 に示す.
図 3 より, 装置の操作性, 意思伝達性, 総合品質のMOS は

ほとんど同じであり, パケット欠落率が増加するにつれて, そ
れらは減少することが分かる. また, 固定遅延が 0ms と 10ms
のとき, パケット欠落率がそれぞれ約 30%, 約 10%以下であれ
ば, MOS が 3.5 以上になっている. 文献 [3] より, これらの領
域は許容可能であると言える. さらに, 図 4 から, パケット欠
落率の増加につれて, 判断が必要な格子点を通った平均回数,
相手の意思が分かった平均回数, 平均正答回数が減少すること
が確認できる.
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図 3: パケット欠落に対する MOS
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図 4: パケット欠落に対する平均回数 (固定遅延: 10ms)

3 仮想環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に
及ぼす影響

本章では, 文献 [2] の協調作業システムを使用し, 仮想環境
における作業を扱う. そして, ネットワーク遅延が力覚による
意思 (オブジェクトを止めたい位置) 伝達の精度に及ぼす影響
を QoE 評価により調査する. 作業内容として, 一対の利用者
は協力して仮想空間内のオブジェクトを上下または左右方向
から挟んで持ち上げる. 一対の利用者のうち一人 (移動役) が
指定のルートに沿って動かし, 他の一人が (止める役) が格子
上に描かれた停止線にオブジェクトの一辺が達したら, 止め始
める. 格子の一辺を約 2秒間でオブジェクトを動かす. 止め
る役の利用者がオブジェクトの動きを止めるときは, カーソル
をオブジェクトの進行方向と反対方向にまっすぐ押す. 移動
役は, 止めようとしていることが分かれば直ちに動きを停止
する. 評価システムは, 二つの端末がネットワークエミュレー

タ (NIST Net) を介して接続される. 端末間で転送される各
パケットに対して, ネットワークエミュレータを用いて固定遅
延を発生させる. QoE評価では, 触覚インタフェース装置の操
作性, 意思の伝達性, 総合品質, 仮想環境におけるオブジェク
トの停止位置と停止線の平均距離を採用した. その結果, 仮想
環境におけるネットワーク遅延が約 40ms 以下であれば許容
できることが明かとなった. また, 固定遅延の増加につれて,
オブジェクトの停止位置と停止線の平均距離も増加すること
が確認できた.

4 実環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の正確さに
及ぼす影響

本章では, 力覚メディア及びビデオを用いた遠隔制御システ
ム [4] を使用し, 実環境における協調作業を扱う. そして, ネッ
トワーク遅延が力覚による意思伝達に及ぼす影響を QoE 評
価により調査する. 本章での力覚メディア及びビデオを用い
た遠隔制御システムは, 文献 [4] と同様に, 二つの端末から構
成される. 作業内容として, 一対の利用者は, 協力して実環境
内の鉛筆 (触覚インタフェース装置のスタイラスに固定) を紙
に書かれた格子に沿って動かし, 目標物体まで移動させる. 目
標物体は両端末の同じ位置の格子点に置かれる. 第 2章, 第 3
章と同様に, 各利用者は, 自分の意思を力覚によって相手に伝
達し, 相手の意思が分かれば, 相手の意思に合わそうとし, 分
からなければ, 自分が行きたい方向に移動しようとする. QoE
評価方法は, 第 2 章と同じである. 評価の結果, ネットワーク
遅延が約 300ms 以下であれば, 許容できることが明かとなっ
た. 許容範囲が仮想環境と大きく違う理由は, 実環境と仮想環
境の力の計算方法が異なるからである.

5 実環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に及
ぼす影響

本章では, 第 4 章と同じシステムを使用し, 実環境における
ネットワーク遅延が意思伝達の精度に及ぼす影響をQoE の主
観評価と客観評価により調査する. QoE評価では, 触覚イン
タフェース装置の操作性, 意思の伝達性, 総合品質, 端末 1 に
おいてオブジェクトまたは鉛筆が停止した位置と停止線の距
離を採用した. その結果, ネットワーク遅延が約 200ms 以下
であれば, 許容できることが明らかとなった.

6 結論

本論文では, 仮想環境と実環境における力覚メディアを用い
た協調作業を扱った. この協調作業では, 各利用者の力を他の
利用者に伝え, 相互に力覚を感じながら作業が行われる. まず,
仮想環境において, 二人の利用者が自分の意思を力覚によって
相手に伝達する協調作業を対象とし, パケット欠落が力覚によ
る意思伝達の正確さに及ぼす影響を調査した. その結果, ネッ
トワーク遅延が 0ms, 5ms, 10ms のとき, パケット欠落率がそ
れぞれ約 30%, 約 20%, 約 10% 以下であれば許容可能である
ことが分かった. また, 仮想環境において, 二人の利用者が自
分の意思を力覚によって相手に伝達する作業を対象とし, ネッ
トワーク遅延が力覚による意思伝達の精度に及ぼす影響を調
査した. その結果, ネットワーク遅延が約 40ms 以下であれば,
許容可能であることが明らかとなった. そして, 実環境におい
て, 二人の利用者が自分の意思を力覚によって相手に伝達する
協調作業を対象とし, ネットワーク遅延が力覚による意思伝
達の正確さに及ぼす影響を調査した. その結果, ネットワーク
遅延が約 300ms 以下であれば, 許容可能であることが示され
た. さらに, ネットワーク遅延が力覚による意思伝達の精度に
及ぼす影響を調査した結果, ネットワーク遅延が約 200ms 以
下であれば, 許容可能であることが分かった.
今後の課題として, 別の作業を扱い, 同様の調査を行うだけ

でなく, 意思伝達の正確さと精度を上げる QoS 制御や他の力
の計算方法を検討すること等が挙げられる.
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1 INTRODUCTION

As the size of networks continues to increase, the

scalability of the centralized controller becomes in-

creasingly issues in Software Defined Networking.

Distributed controllers have been proposed to solve

the problem. However, such distributed architecture

introduces a new challenge to the load re-balancing

of controllers when uneven load distribution among

the controllers due to the statically configured map-

ping between a switch and a controller. Therefore,

under variable traffic conditions in real networks,

keeping load balance dynamically among the con-

troller clusters is essential for realizing a high per-

formance and scalability control plane.

To address these issues, we proposed a dynamic

load balance method based on switch migration

mechanism for clustered controllers. The switch

migration is a mechanism that two controllers

handover their roles for one switch to change the

number of connected active switches in order to

migrate the switch traffic from one controller to

another controller. We implemented a prototype

system based on the Open source SDN controller

OpenDaylight [1] to evaluated the performance

of our design. The result shows that the method

enables controllers to relieve the overload via switch

migration and can improve throughput and reduce

the response time of the OpenFlow control plane.

2 BACKGROUND

OpenFlow [2], is one of the mostly representative

protocol for SDN, the message called packet-in is

the most fundamental features of it. The massive

packet-in message which from data forwarding

plane to control plane can make the controller

heavily-load. Some work [3] has proposed physically

distributed control plane to relieve the packets

load. However, the distributed controllers method

introduces a new problem that load imbalance

among controllers which would result in suboptimal

performance. OpenFlow 1.3 version specifies three

roles for a controller: MASTER, SLAVE and

EQUAL. However, each controller only has one

role that means there is only one master controller

in one cluster and in this way still can not shift

Group A

OpenFlow 

switch 
Group C

Group B

Global controller cluster

Global DB

Local DB

Local controller cluster

図 1: Architecture of proposed method

the load among the controllers. Furthermore,

how to coordinate the role changing among the

multiple controllers is not provided. [4] proposed a

mechanism to dynamically migrate switches among

multiple controllers using the role-request message

of OpenFlow 1.3, however, the seamless migration

of a switch case complex communication between

controllers. The detail of how to estimate the load

of controller and whether support controller failover

are also not described in the work.

3 PROPOSED METHOD

The proposed method has three advantages. First,

the different controllers can be set master role for

individual switch, according to the feature, we can

dynamically shift the load across the multiple con-

trollers by switch migration to avoid a particular

controller overloading. Second, we use distributed

architecture to avoid the single point of failure prob-

lem and support the crash-tolerant for controllers

in the event of the controller failure. Finally, our

method provide a simple management for controllers

and switches by grouping the network.

In this framework, shown in Fig.1, the whole net-

work is divided into several groups according to the

geographical distance. Each group is set up multi-

ple controllers, which called the local controller clus-

ter. In each group, the switches establish commu-

nication with the local controller cluster. The local

controller cluster performs load scheduling and ac-

cording to the load conditions of controllers, to co-

ordinate switch migration which one controller can

change the number of connected active switches by
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図 2: Average maximum throughput

changing its role for a certain switch. All the local

cluster make up a big controller cluster, which we

called the global controller cluster, to provide the

global view of network to the upper controller.

The controller structure is implemented based on

an Open source SDN controller OpenDaylight. It

contains three modules:

• Load monitoring module collects and calculates

controllers load periodically.

• Load scheduling module According to the load

conditions of controllers to decides which con-

troller should be elected as master to receive load

shifting and when to perform the switch migra-

tion.

• Switch migration module is responsible for coor-

dinating actions for switch migration.

4 EVALUATION

We evaluate the performance of the proposed

method compared with a switch-controller static

mapping model.

4.1 Throughput

From the result as illustrated in Fig. 2, we observe

that in static mapping model, the mean throughput

of controllers decreases under workload B and sharp

decreases under workload C. We also plotted the dif-

ference value of two controllers. When the difference

value of load is greater than a threshold value, the

switch migration is triggered. Controllers dynami-

cally change the number of connected active switches

to achieve load balancing.

4.2 Response Time

Figure 3 plotted the response time CDFs of OFC

B fixing the load level. The response time increases

0 5 10 15 20 25 30 35
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

workload C (static)

workload C (proposal)

workload B (proposal)

workload B (static)

workload A (static)

workload A (proposal)

cu
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti

o
n
 f

u
n
ct

io
n
 (

C
D

F
)

workload A (static)

workload A (proposal)

workload B (static)

workload B (proposal)

workload C (static)

workload C (proposal)

Packets 

loss

Response Time (in msec)

図 3: Response time

marginally up under workload B and goes up higher

under workload C. In static method, only about 25

percent of ping replies arrived in 5ms, while in the

proposed can achieve more than 70 percent. That is

because once the packet interval rate exceeded the

capacity of the controller, queuing causes response

time to shoot up. We also noticed that packet begin

to loss due to the overload.

5 CONCLUSION

The load imbalance among controllers results in

suboptimal network performance. To address this

problem, we propose a scalable and crash-tolerant

load balancing based on switch migration for mul-

tiple OpenFlow controllers. According to the load

conditions of controllers, our proposed method en-

ables the controllers coordinate actions to dynam-

ically shift the load across the multiple controllers

through switch migration which also support the

controller failover. The result of evaluation showed

that compared with the traditional static mapping,

our method can improve the resource utilization of

controller cluster, and improve the throughput and

response time of control plane.
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全天球カメラを用いた縮尺模型実験による視点高さおよび室内空間の形状変化に関する研究	 

学籍番号 25413506 氏名	 石原	 昌紀	 

指導教員名	 北川	 啓介

	 

	 

【１】研究の目的	 

	 人は「見回す・見上げる」といった知覚動作によ

り、空間の水平・垂直方向の情報を把握し、室内空

間の大きさや印象を受けとる。観測者の視点高さ変

化は視覚情報の把握の内容に相違をもたらし、知覚

される空間も異なる。本研究では室内空間の形状変

化と視点高さの変化が空間の大きさ感におよぼす影

響を明確化することを目的とする。	 

【２】実験方法	 

（１）	 評価対象空間	 正方形で床一辺長さをa、壁

面高さをhとし、その中央にいる観測者の視点高をe

と３変数を物的要素とし、それぞれ２通り、６通り、

２通りに変化させた、合計24の評価対象空間を設定

する（図１、表１）。これらの評価対象空間の縮尺

1/10の模型を作成し、被験者にスケール感を与える

ため椅子・観葉植物を配置した。全天球カメラを用

いて部屋中央から、視点高を1100mmおよび1500mmと

し評価対象空間のパノラマ画像を撮影した。撮影し

た画像をパーソナルコンピュータのスクリーンに表

示し、これを評価対象のスクリーン映像として被験

者に提示した。	 

（２）表示方法	 評価対象空間のスクリーン映像を

に撮影された評価対象空間と同じ位置関係で評価対

象空間を評価させた（図２）。被験者にキーボード

操作によりスクリーン映像にて、評価対象空間内の

あらゆる方向を自由に見回して体験させた。	 

（３）実験内容	 ①実験期間：平成26年10月8日～10

日②実験場所：大学実験室③被験者：建築学科の学

生15名（男性10名、女性5名）④評価方法：意識上感

じる空間の広がりを大きさ感として定義する。標準

刺激空間の大きさ感を100とし、ME法を用い比較刺激

空間を相対評価させた。「くつろぎ感」「好感度」

「開放感」の３尺度をSD法を用いて7段階に評価させ

た。	 

【３】室内空間の知覚形状と大きさ感の関係	 

（１）評価傾向	 被験者 15 名による全 24 パター

ンの評価対象空間の大きさ感の ME 値をサンプルに

因子分析（主因子法、バリマックス回転）を行った

（表２）。その結果、評価傾向が大きく異なる被験

者はおらず、15名全員を分析対象とした。男女の大
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きさ感の評価傾向について、女性の方が大きさ感を

大きく評価する傾向にあるが、全体の傾向は一致す

るため、男女とも同様に分析した。	 

（２）物的要素と大きさ感	 対象空間ごとの大

きさ感の ME 値を図３に示す。床一辺長さ a、壁

面高 h、が大きくなると大きさ感の ME 値も大き

くなる。壁面高 h が同じとき、a=5400(mm)の対

象空間の大きさ感の ME 値は、a=3600(mm)の対

象空間よりおよそ 100 大きな値をとる。また視

点高 e の大きさ感への影響は少ない。	 

（３）大きさ感の評価構造	 因子分析により得

られた評価対象空間の因子得点の布置図を図４

に示す。その結果、Ⅰ軸とⅡ軸の２つの評価傾

向が得られた。Ⅰ軸は評価対象空間の視点高さ

より上の仮想容積比 Rv であり、Ⅱ軸は視点から

の壁面見上げ高さ H/D である。複数の物的要素

の組み合わせによる新たな変数を物的要因とし

た。	 

（４）仮想容積比と大きさ感	 間ごとの大きさ感の

ME値の因子得点を図５に示す。床一辺長さ

a=3600(mm)よりa=5400(mm) の時の因子得点が高い。

a=3600(mm)のとき、視点高が高いほど大きさ感の因

子得点は高く、a=5400(mm)のときは、壁面高が高い

ほど因子得点は高い。仮想容積比Rvと対象空間の大

きさ感（ME値）の関係を図６に示す。仮想容積比Rv

が大きくなるほど大きさ感も大きくなる。仮想容積

比Rvが小さいとき、a=5400(mm)の対象空間はa 
=3600(mm)の対象空間と比較して、大きさ感のME値は

大きい。しかし仮想容積比Rv小さいとき、a=5400(mm) 
の対象空間はa=3600(mm)の対象空間と比較して、大

きさ感のME値は小さい。実験で得られた対象空間の

大きさ感が自身の仮想容積に対してどれくらい大き

いかを考える。得られた大きさ感に自身と標準刺激

空間の仮想容積の比の逆数を乗じて得られる値をME

値補正による大きさ感と呼ぶ。仮想容積比Rvと対象

空間のME値補正による大きさ感の関係を図７に示す

仮想容積比Rvが大きくなるほど大きさ感は小さくな

る。仮想容積比Rvが小さいとき、ME値補正による大

きさ感はe=1500(mm)と比較しe=1100(mm)の方が大き

い。仮想容積比Rvが大きくなると視点高eによる変化

は少なくなる。視点高eが同じとき、仮想容積に対す

るa=3600(mm)の対象空間のME値補正による大きさ感

はa =5400(mm) の対象空間と比較して、およそ20大

きな値をとる。	 

（５）壁面見上げ角度と大きさ感	 Ⅱ軸について対

象空間ごとの大きさ感のME値の因子得点を図８に示

す。対象空間の壁面高が高いほど、対象空間の因子
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得点は大きくなる。壁面見上げ高さH/Dについて、そ

の逆数をとり、壁面見上げ角度D/Hを考える。壁面見

上げ角度D/Hと対象空間の大きさ感（ME値）の関係を

図９に示す。壁面見上げ角度D/Hが大きくなるほど大

きさ感は小さくなる。a=5400(mm)の対象空間はa 
=3600(mm)の対象空間と比較して、大きな大きさ感を

与える。壁面見上げ角度D/Hが大きいとき、

e=1100(mm)の対象空間はe=1500(mm)の対象空間と比

較して大きな大きさ感を与える。視点高eが同じとき、

壁面見上げ角度D/Hに対するa=5400(mm)の対象空間

の大きさ感のME値はa=3600(mm) の対象空間と比較

して、およそ100大きな値をとる。	 

【４】室内空間の知覚形状と印象評価の関係	 

（１）被験者の評価傾向	 被験者15名による評価対

象空間の印象評価の標準偏差を図１０に示す。標準

偏差が1.0に満たない被験者を評価対象空間に対し

て、その印象の違いを感じていないものとしこれに

該当した２名を分析対象から除外し、ほか13名（男

性10名、女性3名）を分析対象とする。男女の大きさ

感の評価傾向について、女性の方がより〈落ち着く〉

〈快適な〉〈開放的な〉と対象空間を評価したが、

全体の傾向は一致しており、男女とも同様に分析す

る。	 

（２）物的要素と印象評価	 視点高eが低くなると、

「くつろぎ感」、「好感度」は〈落ち着く〉〈快適

な〉と評価される。同様に床一辺長さaが大きくなる

と、「くつろぎ感」「好感度」「開放感」は〈落ち

着く〉〈快適な〉〈開放的な〉と評価される。壁面

高hが大きくなると「開放感」はより〈圧迫的な〉と

評価され、壁面高hが低いとき「開放感」は〈開放的

な〉と評価される。また壁面高h=4000～6000(mm)で

は最も〈落ち着く〉〈快適な〉と評価される。	 

（３）物的要因と印象評価	 壁面見上げ角度D/Hと対

象空間の評価尺度ごとの印象評価の関係を図１１に

示す。「くつろぎ感」について、壁面見上げ角度

D/H=0.5～1.0のとき最も〈落ち着く〉と評価される。

また壁面見上げ角度D/Hが小さくなると視点高eおよ

び床一辺長さaによる物的変数の差異は小さくなり、

〈落ち着かない〉と評価される。「好感度」につい

て、壁面見上げ角度がD/H=0.5のときより大きくなる

と最も〈落ち着く〉と評価される。a=3600(mm)では

D/H=2.0～4.0のとき最も〈快適な〉と評価され、

a=5400(mm)ではD/H=1.0のとき最も〈快適な〉と評価

される。床一辺長さaが大きくなると、対象空間は〈快

適な〉と評価される。「開放感」について、壁面見

上げ角度D/Hが大きくなるほど〈開放的な〉と評価さ

れる。D/H=0.5～1.0のときを境に、〈開放的な〉と
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〈圧迫的な〉が分けられる。同じ壁面見上げ角度の

ときa=5400(mm)の対象空間の「開放感」はa=3600(mm) 
の対象空間の「開放感」よりおよそ一尺度だけ〈開

放的な〉と評価される。	 

（４）大きさ感と印象評価	 大きさ感のME値が大き

くなると、ME値補正による大きさ感は小さくなり、

室内空間を実際より小さく感じる。そのために大き

さ感の大きな室内空間は、〈落ち着かない〉〈不快

な〉〈圧迫的な〉と評価される。	 

【５】結論	 

	 図１２に物的要素と物的変数および大きさ感と印

象評価の関係を示す。物的要素について、壁面高h

が高いほど大きさ感は大きくなる。また壁面高hが低

いほど仮想容積に対する大きさ感は大きくなり、〈開

放的な〉と評価される。床一辺長さaが大きくなると

大きさ感は大きくなり、〈快適な〉〈開放的な〉と

評価される。視点高eは大きさ感を変化させず、室内

空間を〈落ち着く〉〈快適な〉と評価させる。物的

要因について、仮想容積比Rvが大きくなると大きさ

感も大きくなるが、仮想容積に対する大きさ感は小

さくなる。壁面見上げ角度D/Hが大きくなるとより

〈開放的な〉と評価され、大きさ感も大きくなる。

また壁面見上げ角度D/H=1.0で最も〈落ち着く〉〈快

適な〉と評価される。大きさ感が大きくなると仮想

容積に対する大きさ感は小さくなり、〈落ち着かな

い〉〈不快な〉〈圧迫的な〉と評価される。	 室内

空間の大きさ感と印象評価は、視点から体験する空

間から受けとる。室内空間の使用状況と使用目的に

適った室内空間の設計が必要である。	 

	 

 



 

大規模交差点における歩行者と左折車の危険挙動と交錯危険性評価 

 

指導教員 鈴木 弘司 准教授                        氏名 伊藤 大貴 

1 はじめに 

 現在，大規模交差点の事故の予防対策は急務であるが，

交通事故自体は稀な事象であり，実際に発生した事故事例

を用いた予防対策の効果の検証には時間がかかる．そのた

め，顕在化した事故を用いた評価ではなく，潜在的な事故

危険性を評価する方法が求められている． 

 そこで，本研究では，近年，歩行者と左折車の事故が発

生している多車線道路が交差する信号交差点において，観

測調査を行い，歩行者，左折車の挙動を分析することで，

両者の危険行為と交差点構造の関係性を明らかにする．そ

の後，定量的な評価指標を用いて，交錯危険性の高い交錯

の特徴を明らかにし，また，両者の挙動を時系列で把握す

ることで，一連の交錯の中での危険性の推移を分析すると

ともに，交差点に潜む交錯危険性を定量化する． 

 

2 分析対象地点と調査概要 

 分析対象地点は，名古屋市内における5箇所の交差点，

計9つの横断歩道(図1)とする．なお，これらの交差点は，

表1に示すように交差点構造が異なっている．外部観測に

より得られた座標データから，速度，軌跡，交錯位置を算

出し，分析に用いている．本研究における交差点構造定義

図を図2に,歩行者流入方向と交錯領域定義図を図3に示す．  

 

3 歩行者の危険行為と交差点構造の関連性分析 

 信号交差点における歩行者現示に対して，道路交通法

(以降，道交法)によって点灯状態による横断の可否が定め

られており，青点滅，赤点灯時に横断を開始することは道

交法に違反する行為であると考えることができる．そこで，

本研究では，道交法第7条に基づき，歩行者現示が青前，

青点滅時，赤点灯後に進入することを「信号無視」という

危険行為とみなし，交差点構造と危険行為の発生件数の関

連性を分析するため，流入方向ごとに危険行為発生件数モ

デルを構築する．なお，本研究では，横断歩道ごとに分析

対象時間帯が異なるため，取得サイクル数が異なっている．

そのため，各横断歩道における危険行為発生件数を，調査

サイクル数で除した1サイクルあたりの信号無視発生件数

[件/サイクル]を用いて分析を行う．本研究における信号

無視の定義を表2に，流入方向別危険行為発生件数推計モ

デルの説明変数一覧を表3に，流入方向別の1サイクルあた

りの歩行者危険行為発生件数推計モデルのパラメータ推

 

図1 調査対象交差点位置図 

表1 調査対象横断歩道の構造特性諸量 

 

 

図2 交差点構造定義図 

表2 歩行者信号無視定義 

  

桜通本町（SH）

広小路伏見（HF）

桜通大津（SO）

平安通1（H）

西大須（N）

伏見駅

大曽根駅

名工大200m

横断歩道名
横断歩道長

【m】
流出ｾｯﾄﾊﾞｯｸ長

【m】
交差角
【°】

横断歩道
設置角【°】

流出先
車線数

29.0 13.2 90 90 4

29.5 12.9 90 90 4

28.5 4.7 90 90 3

33.8 14.7 90 90 3

27.1 19.0 90 90 3

25.7 4.0 110 110 3

33.3 11.1 70 70 2

25.6 18.3 110 100 3

17.1 10.1 70 120 2

流出セットバック長

横断歩道長

横断歩道設置角

交差角

左折車進行方向

流入セットバック長

対象 信号現示 危険行為名 現示ごとの信号無視の定義

歩行者

青点灯前 フライング
歩行者現示の青点灯前に横断帯へ
進入する行為

青点滅
青点滅以降進入

歩行者現示の青点滅以降に横断帯へ
進入する行為

赤点灯
残留

歩行者現示の赤点灯時，横断者が
横断帯に存在している行為



 

定結果をそれぞれ表4，表5に示す． 

 表4，表5より，流入セットバックは，「点滅以降進入」

と「残留」において有意な変数となり，係数の符号が正で

あることがわかる．その理由として，流入セットバックが

長いと，歩行者は,交錯の可能性がある左折車は，交差点

に入りながら横断歩道上の歩行者を確認しやすいため，強

引な横断をしても，左折車側が危険な行為を避けるだろう

という意識が作用することが考えられる．逆にNear side

流入歩行者の「フライング」では，流入セットバックは負

の係数であるが，流入セットバックが長い分，青現示が開

始しても，CZに到達するまでに時間がかかるため，フライ

ングをしなくても，左折車と交錯をすることなく横断がで

きることが影響したと推察される．また，横断歩道長ダミ

ーや流出車線数ダミーが「フライング」について正の係数

となっている．これらは，信号待ちした歩行者が，少しで

も早く横断したいと考えることが影響したと考えられる． 

以上より，歩行者の信号無視には，横断歩道長や流入セ

ットバック，流出車線数と関連性があることがわかる． 

 

4 左折車危険行為と交差点構造の関連性分析 

 左折車の交差点進入タイミングを集計したところ，「青

現示前」，「黄」，「赤」に進入する車両を確認できた．しか

し，これらの現示での進入は，歩行者と同様，道交法によ

って禁止されている．そこで，左折車の危険行為の発生状

況を整理し，交差点構造との関連性を分析する．なお，本

研究では，左折車の危険行為は「信号無視」の他に，道交

法の参考規定に基づき，「交差点進入時非徐行走行」，「横

断者優先権無視」，「先行車側方通過前一時不停止」，「横断

歩道直近での先行車追い抜き」を扱う．「信号無視」の定

義として道交法に基づき，左折車の進入の可否を解釈し，

表6のように定義する．「交差点進入時非徐行走行」は，交

差点流入時に，10[km/h]より高い速度で進入する行為，「横

断者優先権無視」は流出側横断歩道における交錯領域とそ

の両端より3mの中に，進行方向が交錯する横断者がいるの

にも関わらず，流出横断帯を通過する行為，「先行車側方

通過前一時不停止」は，左折車が先行車の横に移動する際，

先行車の後ろで一時停止することなく，そのまま横で移動

する行為，「横断歩道直近での先行車追い抜き」とは，左

折車が先行車の横を追い抜く際，一時停止せずに追い抜く

行為と定義する．これらの危険行為を，各横断歩道に1サ

イクルあたりの発生件数を算出し交差点構造が与える危

険行為への具体的な影響度を確認するため，回帰分析を行

い，各危険行為発生台数推計モデル[台/サイクル]を構築

する．「フライング」，「黄以降進入」，「交差点進入時非徐

行走行」の発生台数推計モデルのパラメータ推定結果を表

 

図3 歩行者流入方向と交錯領域定義図 

 

表3 流入方向別危険行為発生件数推計モデルの説明変数 

 
表4 1サイクルあたりの歩行者危険行為発生件数推計モ

デルのパラメータ推定結果(Nearside流入，N=9) 

 

表5 1サイクルあたりの歩行者危険行為発生件数推計モ

デルのパラメータ推定結果(Farside流入，N=9) 

7に，「横断者優先権無視」，「先行車側方通過前一時不停止」，

「横断歩道直近での先行車追い抜き」，の発生台数推計モ

デルのパラメータ推定結果を表8に示す．なお，これらの

説明変数 定義

横断歩道長[m] 横断歩道の長さ

横断歩道長ダミー[m] 横断歩道長が26m以上を1，26m未満を0

流入セットバック[m] 左折車の流入側のセットバックの長さ

流入セットバックダミー[m] 流入セットバックの長さが10m以上を1，10m未満を0

流出セットバック[m] 左折車の流入側のセットバックの長さ

巻込み長[m] 交差点隅角部の歩道と車道の境界線の長さ

巻込み長ダミー[m] 巻込み長が20m以上を1，20m未満を0

青点灯現示長[秒] 歩行者現示の青点灯中の時間

青点滅現示長[秒] 歩行者現示の青点滅中の時間

カウントダウン機能ダミー 歩行者現示にカウントダウン機能がついていれば1，
そうでなければ0

流出車線数[本] 左折車の流出先の道路の車線数

流出車線数ダミー 流出車線数が4本だと1，そうでなければ0

隅角比 流出セットバックの長さを流入セットバックの長さで除した値

隅角比ダミー 隅角比が1以上を1，1未満のときを0

危険行為 フライング 青点滅以降進入 残留

説明変数 係数 標準化係数 係数 標準化係数 係数 標準化係数

(定数) 1.045** -0.253 -0.641**

横断歩道長ダミー 0.618** 0.437

流入ｾｯﾄﾊﾞｯｸ -0.102* -0.807 0.042*** 0.846 0.077*** 0.700

流出車線数ﾀﾞﾐｰ 2.398** 0.942

自由度調整済み 0.787 0.675 0.866

危険行為 フライング 青点滅以降進入 残留

説明変数 係数 標準化係数 係数 標準化係数 係数 標準化係数

(定数) 0.128 -0.217** -0.576**

横断歩道長ダミー 0.157* 0.343 0.403* 0.334

流入ｾｯﾄﾊﾞｯｸ 0.027** 0.750 0.070*** 0.748

流出車線数ﾀﾞﾐｰ 1.674*** 0.842

自由度調整済み 0.668 0.817 0.866



 

モデルの説明変数候補は,表3と同じである．  

表7より，「フライング」については，交差角が有意な変

数となった．つまり，交差角が大きくなるとフライングが

生じやすいといえる．理由として，交差角が大きくなると，

左折車からは横断歩道までの距離が長く感じられ，早いタ

イミングでの進入を誘発するものと推察される．「黄以降

進入」については，流入セットバックと横断歩道長ダミー，

流入区間距離が有意な変数となっている．流入セットバッ

クや流入区間距離が長いと，車両用現示が黄以降になり，

駆け込んで交差点に進入しても，横断歩道状況の確認をす

ることができるため，無理な進入がしやすいものと考えら

れる．横断歩道長が長いと，CZも大きくなり，その分左折

車の走行領域も拡大される．左折車は，青現示開始から時

間が経過するにつれて速度が高くなり，青現示終盤での平

均進入速度が22.72[㎞/h]であるのに対し，黄以降での平

均進入速度が26.45[㎞/h]と，約4[㎞/h]高くなる傾向にあ

るが，左折領域の拡大により，高い流入速度を有していて

も，無理な左折を行うことができるためと推察される．「交

差点進入非徐行走行」については，流入セットバックが大

きくなると非徐行走行が発生しやすいと言える． 

表8より，「横断者優先権無視」については，横断歩道長

と流出車線数ダミーと関係があることがわかる．流出車線

数が多いと，その分CZが大きくなることになる．よって，

横断歩道が長く，また流出車線が多いと，対象領域の拡大

につながり，危険行為が生じやすいと言える．「先行車側

方通過前一時不停止」は，横断歩道長や流入セットバック，

流入区間距離と関係があるとわかる．ここで，横断歩道長

が大きいと，先行車のいる車線の隣に空きの車線やスペー

スができやすい．また，流入セットバックや流入区間距離

が長いと，隅角部に差し掛かる前に先行車の隣の車線に移

動するという選択が可能になり，結果的に，先行車の後ろ

に付くことなく，二重左折を行うことができやすいと推察

され，実際に，このようなケースはいくつか確認できてい

る．「横断歩道直近での先行車追い抜き」は，基本的には，

「先行車側方通過前一時不停止」と同時に発生しているこ

とが多い．よって，横断歩道長が変数に入るのは，「先行

車側方通過前一時不停止」と同様な理由と考えられる． 

 以上より，左折車の危険行為には，主に横断歩道長や流

入セットバック，流出車線数といった構造と関連性がある

ということがわかる． 

 

5 予測PET指標を用いた危険交錯の時系列変化分析 

 本研究では，従来のPET(Post encroachment time)指標
1)の問題点を考慮し，交錯危険性を時系列に定量化するに

あたり，予測PET指標を提案する．予測PET指標は，予測地 

表6 左折車の信号無視定義 

 
表7 フライング，黄以降進入，交差点進入時非徐行走行 

の発生台数推計モデルのパラメータ推定結果(N=9) 

 

表8 横断者優先権無視，横断歩道直近での先行車追い抜  

  きの発生台数推計モデルのパラメータ推定結果(N=9) 

 

点における交錯点までの左折軌跡長(Lt)，左折車走行速度 

(Vt)，歩行者の交錯点までの距離(lt)，歩行速度(vt)を用

いて式(1)のように示す潜在的な交錯危険性を表す指標で

ある． 

予測PET = (𝑡 +
𝐿𝑡

𝑉𝑡
) − (𝑡 +

𝑙𝑡

𝑣𝑡
)     式(1) 

この値が正であると，その予測交錯は歩行者が先行であ

ることを示し，負の値であると，その予測交錯は左折車が

先行であることを示す．なお，交錯危険性と交差点構造と

の関係を把握するため，左折車の走行軌跡を交差点内にて

図4のように6つのエリアに分割し，各エリアにおける予測

PETの傾向を探る．なお,本研究ではPET指標は,歩行者が,

歩行者から見て左折車の手前の車輪軌跡を通過してから

計測を開始するため,歩行者が1車線分通過するまでは左

折車との接触危険性があるとしている．そのため,歩行者

が1車線分を通過するのに必要な平均時間である1.9[s]を

閾値とし,1.9[s]以下の交錯を危険交錯と定義し,本章で

はこの危険交錯を対象に分析を行う．この条件を満たす危

険交錯は，取得時間内で全16件確認され，SOSで5件，SHE

対象 信号現示 危険行為名 現示ごとの信号無視の定義

左折車

青点灯前 フライング
車両用現示の青点灯前に横断帯へ
進入する行為

黄点灯
黄点灯以降進入

車両用現示の黄点灯以降に交差点へ
進入している場合赤点灯

危険行為 フライング 黄以降進入 交差点進入時非徐行走行

説明変数 係数 標準化係数 係数 標準化係数 係数 標準化係数

(定数) -0.090 -1.446** -0.711

横断歩道長ダミー 0.199** 0.471

流入セットバック 0.027*** 0.813 0.419*** 0.849

巻込み長ダミー -0.029* -0.493

交差角 0.001** 0.627

流入区間距離 0.144** 0.433

自由度調整済み 0.515 0.872 0.681

危険行為 横断者優先権無視 先行車側方通過前一時不停止 横断歩道直近での先行車追い抜き

説明変数 係数 標準化係数 係数 標準化係数 係数 標準化係数

(定数) -0.425 -4.583*** -0.179*

横断歩道長 0.025** 0.535 0.023** 0.670

横断歩道長ダミー 0.322* 0.253

流入セットバック 0.097*** 0.982

流出車線数ダミー 0.235** 0.547
横断歩道設置角
直角ダミー 0.157* 0.373

流入区間距離 0.440*** 0.437

自由度調整済み 0.764 0.932 0.804



 

で1件，HFNで1件，NWで2件，HEで2件，HSで5件発生してい

る．そこで，5件ずつ危険交錯が発生しているSOS，HSに着

目し，予測PETの推移を確認する．SOSの予測PET推移状況

を図5，NWの予測PET推移状況を図6に示す． 

図5，図6より，主にエリアがCからD，DからE，EからCZ

において予測PETの符号が負から正へと変化する様子が見

て取れる．つまり，この変化するエリアにて，交錯挙動に

変化が生じていると考えられる．そこで，符号変化が確認

できたエリアC，D，E，CZについて予測PET推計モデルを構

築し，交差点構造要因や，左折車走行特性との影響を分析

していく．エリアC，D,E，CZについての予測PET推計モデ

ルのパラメータ推定結果を表9に示す． 

表9より，予測PETは，エリアCでは，交錯発生時の現示，

左折車挙動による影響があり，エリアDは，交錯左折車の

流入出時挙動による影響があることがわかる．よって，こ

の二つのエリアは，主に交錯特性要因の影響を受けている

ことがわかる．エリアEでは，交錯左折車の挙動の他に，

流出横断帯幅，曲率半径といった，交差点構造の影響があ

ることがわかる．エリアCZでは，交錯発生時の現示，交錯

発生位置といったCZの状況の他，左折最短軌跡長の影響を

受けていることがわかる．エリアC，Dでは見られなかった

交差点構造要因が，エリアE，CZでは，有意な変数に含ま

れる結果となった． 

以上より，予測PET推計モデルを構築したことで，予測

PETに影響を与える要因を示すことができた．特に，流入

から隅角部の頂点を越えるまでは交錯特性要因の影響を

受け，隅角部終盤やCZでは，交錯特性要因を交差点構造要

因の両方を受けることを示すことができた． 

 

6 まとめ 

 本研究では，各主体の挙動と交差点における危険行為の

発生状況と交差点構造の関連性を分析した．また，予測交

錯指標を考案し，交錯事象を時系列ごとに捉えて評価する

ことで，交差点内における交錯危険性を評価した．左折車

の走行特性には，流入セットバックや横断歩道長といった

交差点流入出部の構造が主に影響を与えており，危険交錯

には交差点の隅角部を含む交差点全体の構造が影響を与

えていることが明らかとなった．今後は，歩行者や左折車

の各挙動，また両者間の交錯特性を具体化し，より精度の

高い予測PETの推移を分析する必要がある． 
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図4 左折車走行エリアの定義図 

 

図5 SOSの危険交錯予測PET推移状況 

 

図6 NWの危険交錯予測PET推移状況 

表9 エリア別予測PET推計モデルパラメータ 

推定結果(N=16) 

 

左折車流入時 左折車交差点隅角部走行時 CZ通過時
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左折車流入時 左折車交差点隅角部走行時 CZ通過時
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１.序論

　設計者が自身の設計した新築の建築物について解

説する際，「柱をなくし大空間を確保している」とい

う文章のように自身の建築物からなくしたものを語る

ときがある。これは改修のように現実に撤去したわ

けではなく，設計過程上で，既存の概念からある建

築物のプロトタイプをつくり，そのなかで要素を消す

作業を行っている。設計者の思考として，ある事象

に着目し，それが消去という概念を辿ることで，建築

物に付加価値を与えていると考えられる。そこで本

研究では，建築物を構成する部位や様相，概念など

が実際に存在しない，または存在を確認することが

できないことで一種の付加価値を生む性質を反在性

と定義し，建築物の言語描写における建築の反在性

を明らかにすることを目的とする。

２.研究対象

　本研究では，年代に対して文献の偏りがなく，設

計者の言語描写として十分な資料を得ることができ，

かつ継続的に建築作品及びその解説文を掲載して

いる点を考慮して，建築専門誌『新建築』1) を研究

資料として設定する。1950 年から 2013 年までを対

象期間とし，設計者自身の作品解説文の中で，建築

物自体や建築物を構成する部位や様相，概念が，実

際に存在しない，または存在を確認することができ

ない状態にすることを消去と定義し，消去について

記述された箇所，1,758 事例を研究対象とする。

３．研究方法

　研究対象とした言語描写から消去の表現が用いら

れている記述をキーコンテクストとして抽出する（図

１）。抽出したキーコンテクストから，設計者によっ

て消去された建築物を構成する物や様相，概念を示

す語句を消去対象，消去のされ方を示す語句を消去

の種類，消去対象をもつ事物を示す語句を主体，消

去対象が消去されることで発生する影響や様相を示

す語句を効果と定義し，それぞれ抽出，分類する（表

１～４）。消去対象に対して，消去の種類，主体，効

果のそれぞれの組合せのコレスポンデンス分析を行

い，得られた散布図から分類同士の相関を整理する。

これらの分析結果から得られた消去対象に対する消

去の種類，主体，効果の側面の組合せを，内容を考

慮しながら複合的に整理することで，設計者が解釈

する消去という表現を通した，建築物の言語描写に

おける建築の反在性を考察する。

建築物の言語描写における消去の表現からみる建築の反在性
学生番号 25413513 氏名　上間　鉄平

指導教員名　北川　啓介

表４　効果の分類
分類名

《柔軟性》
《開放性》
《強調》
《融和》
《簡素》

《連続性》

《拡張》
《景観形成》

《一体感》
《体験》

《風景享受》

《安穏》

《浮遊感》

《象徴性》
《均質化》

《守護》

箇数
138
109
76
66
67
61

52
53

50
51

39

36

40

34
32

39

分類名

《流動性》

《機能保完》

《幾何学》

《形態形成》

《自然回帰》

《透明性》

《曖昧性》
《新奇性》

《居場所》

《平滑》

《軽快》
《交流》
《柔和》

《表出》

《静寂》

《素材感》
《多様性》

箇数

30

29

31

28

30

38

27
27

25

30

23
23
22

24

22

20
21

分類名

《優美》
《居住性》

《回遊性》

《親近感》

《錯覚》

《変化》

《開口形成》

《抽象性》

《明るさ》
《光影》

《採光》

《縮小》

《耐久性》

《通風》

《非日常》
《行動誘引》

箇数

20
19

18

25

19

17

15

16

16
16

15

17

14

16

14
13

分類名

《自立性》

《動的》

《映写》
《永続性》

《距離感》
《効率化》

《消失》

《都市形成》

《不可測》

《空間生成》
《中間性》
《安全性》

《創造性》

《奥行感》
《規模感》

《空虚》

箇数

16

13

11
11

12
12

13

15

12

10
10
9

11

8
8

11

《伝統》
《日常》

《背景化》
《不安定》
《明瞭》

《可視化》
《豊潤》

《重厚感》
《場所性》
《深奥》

《緊張感》

《原風景》
《情感》

《全体性》

《外部化》
《風化》

8
9

8
8
8
8
7

6
6
6
6

5
5

7

4
4

《身体性》
《複雑性》
《閉鎖性》

4
2
2

表３　主体の分類

［建物］ 193

［開口］ 24

［境界］ 12

［空間］ 200

［機能］ 23

［周辺環境］ 12

［室］ 189

［住宅］ 23

［設備］ 12

［壁］ 93

［天井］ 23

［敷地］ 10

［素材］ 84

［面］ 22

［吹抜］ 8
［施設］ 86

［立体物］ 21

［柱］ 9

［外観］ 81

［意匠］ 18

［時間］ 7

［内部空間］ 72

［内外］ 20

［物体］ 7

［外形］ 47

［建具］ 19

［角］ 7

［屋根］ 45

［仕上］ 16

［光影］ 6
［通路］ 48

［方向］ 21

［道路］ 8

［構造］ 37

［構成］ 15

［規模］ 4

［場］ 38

［平面］ 16

［断面］ 4

［外園］ 32

［自然物］ 15

［外部空間］ 4

［部分階］ 32

［階段］ 13

［梁］ 3

［床］ 27

［外周］ 13

［調度品］ 25

［細部］ 14

分類名 分類名 分類名 分類名箇数 箇数 箇数 箇数

表２　消去の種類の分類
抽出例定義 箇数

対象自体が実際に存在しない 消去した
表出しない
存在感のない

対象が位置操作によって，存在を確認できない
対象がその性質によって，存在を体感できない

分類名
〔消除〕

〔不認知〕
〔隠蔽〕

1282
147
329

表１　消去対象の分類
分類名 分類名 分類名 分類名箇数 箇数 箇数 箇数
【壁】 117

【距離】

【開放】 13

21

【堅苦】 6
【柱】 106

【強調】

【外観】 13

22
【曖昧】 6

【境界】 97
【質感】

【冷淡】 13

21
【重層】 6

【梁】 72

【通路】

【連続】 15

20

【床】 6
【構造材】 59 【建築】

【細部】 14

21 【秩序】 6
【規膜】 49

【高低】

【先入観】 14

19

【被覆】 6
【意匠】 46 【内部空間】

【全体像】 14

20 【面】 6

【素材】 42

【部分】

【奥行】 14

22

【生活】 6【開口】 46
【陰影】

【干渉】 11
19 【平滑】 5

【外形】 39 【立体】
【形式】 11

19
【暗黒】 4

【機能】 34
【仕上】

【線】 11
18

【階段】 5
【重さ】 37

【遮蔽物】
【凸凹】 10

18

【行動】 4
【継目】 34

【角】

【中心性】 12

17

【支持】 4
【建具】 34

【光】

【孤立】 10

20

【風化】 4
【設備】 32

【調度品】
【様相】 10

16
【無駄】 4

【均一】 29 【特殊】 【違和感】 816
【自然現象】 3【方向性】 30

【外部環境】

【内外】 8

18

【場所性】 3
【圧感】 28 【室】

【意図】 9

15 【物体】 3
【彩色】 25 【天井】 【屋根】 715

【外部空間】 2【固定】 25 【透明】 【変化】 715
【象徴】 3

【閉鎖】 23

【並列】

【外園】 6

14

【植栽】 2
【主従】 22 【以外】 【完結性】 615

学習室，図書室，音楽室はそれぞれ南
側のコンクリート壁に鉄骨梁を架け渡
し，柱のない連窓で，中庭側と小中学
校側に開放された空間としている．

ない消去の種類

『新建築』2010 年 11 月号 pp.151
似島学園高等養護部・学習館
宮森一郎建築設計室

抽出テキスト

開放された空間

消去対象

主体

効果

図１　消去対象・主体・消去の種類・効果の抽出例

抽出項目 分類

【柱】

〔消除〕

《開放性》

［開口］連窓

柱

４．消去の種類と消去対象によるコレスポンデンス分析

　消去の種類と消去対象によるコレスポンデンス分

析を行い，散布図から両者の相関を整理した（図２）。
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主体は，【壁】，【屋根】，【光】など建築の環境に関わ

る対象と相関がみられた。設計者は，快適な環境と

なる空間を構成する建築部位や現象に着目している

ことがわかる。

６.効果と消去対象によるコレスポンデンス分析

　効果と消去対象によるコレスポンデンス分析を行

い，散布図から両者の相関を整理した（図４）。

　〔消除〕は，【柱】，【壁】，【意匠】，【境界】，【高低】，

【方向性】，【中心性】，【秩序】，【暗黒】，【開放】，【象徴】，

【完結性】など，ほぼすべての対象と相関がみられ

た。【柱】，【壁】，【高低】などと組み合わさる場合，

設計者は建築の構成において，既存の概念にある

構成をもとに計画的に消去しているといえる。また，

【中心性】，【秩序】，【象徴】などと組み合わさる場合，

観念的な事象を消去することで，自身の設計論を建

築に反映しているといえる。つまり，この〔消除〕は，

建築計画上での既存の概念の捨象的行為だと考え

られる。〔隠蔽〕は,【内部空間】，【全体像】，【生活】

などと相関がみられた。これは，空間や形態など，

実際には消去することが困難な事象を視覚的に不明

瞭にすることで人の体験に抑揚を与えているといえ

る。〔不認知〕は，【外形】，【距離】，【規模】などと相

関がみられた。これは，人の感覚として存在する尺

度を不確実にすることで,実体としての建築空間か

らの認識上での解放を図っているといえる。

５.主体と消去対象によるコレスポンデンス分析

　主体と消去対象によるコレスポンデンス分析を行

い，散布図から両者の相関を整理した（図３）。

　［物体］，［素材］などの物質的な主体や［立体物］，

［外形］など形状を示す主体は，【重さ】，【質感】，【支持】

など物性に関わる対象と相関がみられた。設計者は，

形態に関わる主体の物性に着目していることがわか

る。［周辺環境］，［道路］，［敷地］など外部の条件を

示す主体や［機能］，［内外］など領域を示す主体は，

【固定】，【行動】，【境界】など建築のシステムに関わ

る対象と相関がみられた。設計者は，外的な条件を

考慮した建築のシステムに着目していることがわか

る。［内部空間］，［室］，［通路］など空間を示す主体

や［平面］，［方向］，［外周］など空間の位相を示す

　《景観形成》，《都市形成》，《場所性》など地域

的な立ち位置を建築が確立する効果や《親近感》，

《日常》，《融和》など人や地域との関わりを生む効果

は，【孤立】，【圧感】，【形式】など建築の主張性を示

す対象との相関がみられた。設計者は，建築の主張

性を消去し，建築を外向的な存在にすることで，地

域との関わりを図っている。《柔軟性》，《回遊性》，

《安全性》など人の活動をより円滑にする効果や

《拡張化》，《開口形成》，《透明性》など空間の領域

-1
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-3

1

0

0 2軸21-1-2

1軸

【仕上】

［機能］

［周辺環境］
［内外］

［調度品］

［光影］

［時間］
［設備］

［道路］

［外園］

［境界］

［通路］

［住宅］

［内部空間］

【外観】

【開放】
【連続】
【設備】

【高低】

［角］

［空間］

［室］

［外周］

［開口］

［断面］
［仕上］

［規模］

［建築］

［屋根］

［建具］

［壁］

［外形］

［細部］
［梁］

［物体］

［素材］

［外観］［構造］

［面］

【立体】

【象徴】

【陰影】
【並列】【堅苦】

【細部】【意図】

【均一】
【場所性】【無駄】

【面】

【変化】

【支持】

【重さ】
【特殊】

【風化】
【継目】
【秩序】

【以外】 【圧感】［構成］

【質感】
【平滑】

【様相】

【強調】

【主従】

【透明】

【階段】

【完結性】

【梁】【生活】

【意匠】【開口】

【規模】【距離】【凹凸】【方向性】
【違和感】

【先入観】

【遮蔽物】
【内部空間】

【外部空間】

【全体像】

【形式】

【建築】
【境界】

【中心性】

【室】
【通路】

【植栽】

【物体】
【暗黒】

【柱】

【床】

【光】
【天井】

【行動】

【固定】

［天井］

【彩色】

［方向］

［敷地］

［部分階］

［外部空間］

【外部環境】
【自然現象】

［外形］
［意匠］
［自然物］
［立体物］

［場］［施設］【閉鎖】

［床］［吹抜］【孤立】

【壁】【被覆】

【干渉】
【屋根】

【構造材】【素材】【調度品】【内外】

【重層】【機能】

【曖昧】【冷淡】
【外園】

［柱］
【角】
【外形】
【奥行】

［平面］
［階段］
【建具】

【線】
【部分】

形態を構成する物体

外部条件とシステム

環境を構成する空間

図３　主体と消去対象のコレスポンデンス分析散布図

【消去対象】
［主体］

1 軸固有値 (0.3274)
2 軸固有値 (0.2777)
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弱
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【植栽】

【主従】

【以外】

【梁】
【室】

【自然現象】
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【堅苦】【強調】

【形式】
【暗黒】【均一】

【曖昧】

【連続】

【干渉】

【無駄】

【象徴】

【秩序】
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【平滑】
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【開放】

【重層】【床】

【高低】【行動】
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【完結性】

〔不認知〕

〔隠蔽〕

【意匠】

【柱】【陰影】
【細部】

【縦目】

〔消除〕

【消去対象】
〔消去の種類〕

1 軸固有値 (0.3583)
2 軸固有値 (0.2003)

強
傾向の強弱

弱

認識的な解放

雰囲気の不明瞭

計画的な捨象

図２　消去の種類と消去対象のコレスポンデンス分析散布図

外向的な様相

空間の機能的構成

建築形態の異次元化

感覚の抽象化

《効果》
【消去対象】強

傾向の強弱
弱

図４　効果と消去対象のコレスポンデンス分析散布図
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【完結性】

【圧感】

【象徴】

【立体】

【意図】

【奥行】

【物体】
【重さ】
【重層】
【強調】

【建築】
【全体像】

【秩序】

【機能】

【規模】【外観】 【外部空間】

【暗黒】
【部分】【冷淡】
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【光】
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【違和感】
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【植栽】
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《素材感》
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【開放】

《緊張感》《光影》
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を性格づける構成を生み出す効果は，【建具】，【壁】，

【高低】など空間を仕切り領域をつくる対象との相関

がみられた。設計者は，空間の境界を多角的に消去

することで，人の活動を活発化する機能的領域の生

成を図っている。《象徴性》，《自立性》など建築の独

立性を向上させる効果や《抽象性》，《強調》，《表出》，

《素材感》など建築部分の存在感を向上させる効果

は，【意匠】，【仕上】，【質感】など建築が纏う意匠的

様相を示す対象との相関がみられた。設計者は，視

覚を刺激する情報を一部捨象することで，他の感覚

や感性を冴えさせ，建築の捉えられ方の演出を図っ

ている。《不安定》，《消失》，《背景化》など建築の

存在を曖昧化する効果や《自然回帰》，《幾何学》，

《永続性》など日常生活に純粋には存在し難い世界

や形態を生む効果は，【外形】，【距離】，【陰影】な

ど形態を認識する情報を示す対象との相関がみられ

た。設計者は，形態の感覚を消去することで，建築

を解体し異次元化することを図っている。

「「森舞台」においては，能舞台を「建築」で覆
わずに，周囲の森の中に溶かし込んでいくこと
とした」

「そのスカイラインはかつてのスタジアムのよ
うな威圧感をもたない，地形と連続した，周
辺環境への影響に配慮した形態となっている」

「海の広場にも山の広場にも領域はあるが，境
界はない。…空間としてあるいは視界として
積極的に街路に対してコミットしている」

「ファサード：ワイヤーに張力を与え，風圧力
を負担させることにより，方立，無目をなくし，
透明なファサードを構成した」

「一切特殊なディテールも張弦梁も使っていな
い。汎用性をもたせコストコントロールをしや
すくするためと，内部に一切突起物のないフレ
キシビリティに富んだ天井面を確保する」

「このパビリオンには壁がなく，ファサードが
ない。…どこからでも人びとが自由に出入りし
たり素通りしたりできる，透明で開放的な，町
に開かれた公共空間を目指した」

「一度その中に迷い込んでしまえば，システム
は背景に消え去り，いくつもの「向こう側」
が誘いかける散策空間が現れる」

「ここでは天井を張らずに大きな空間を確保し
て，これを重量のある小舞土壁で取り囲むこと
にして，できるだけライブな音環境をつくって
いる」

「基準階においてスパン 14.4m の柱の無い空間
をつくり出し，オフィスワーカーに快適な居住
空間を提供する一方，フレキシブルなスペース
プランニングも可能としている」 

「木とスティール ,RC と木といった構造の組合
せを行いながら木造本来の持ち味である開放性
とシンプルさを求めた。筋かいのない連続窓か
ら見える杉木立ちはやはり美しかった」

「対象とする面までの距離が分かりにくくなり，
焦点の合わない，つかみどころのない一種の浮
遊感さえ感じるような平面をつくり出すことが
できることに注目した」

「ガラスの透明性が消却されてかえって，ガラ
スの質感が強調され，ブロンズのサッシュやト
ラバーチンの床仕上げとともに実に洗練された
優雅な雰囲気をつくっていると考えている」

「夜や逆側に強い光がある朝のうちは，完全に
透けてしまってガラスのピースが消えてしま
い，構造のフレームが浮かび上がる」

「各施設を一望のもとに眺めることはできず，
歩きながらしだいに全体像がつかめてくるよう
になっている」

「2 階の窓は…木の上の鳥の巣のように枝の間
から下の様子はうかがえるが，外からはほとん
ど中は見えないという状況で，守られている感
じの強い住まいである」

「精密なプランニングの末にでき上がった空間
は，むしろどこまでも偶然の産物のような，まっ
たく意図されていない，自然の地形のような複
雑さを獲得する」

「質量の大きな素材を使いながらも厚さを極端
に薄くすることで，その重さが何処かへ消え去
り，奥行が消え，時に影さえない，ぺったりと
した，独特の平面世界が生まれる」

「単純な外部と内部という分類のしにくい空間
で，むしろその境界をあいまいにするようなフ
ラクタルな外縁空間といえるかも知れない」

「描かれた壁，サインボードは，壁からモノと
しての意味を奪い去り，ひとつの記号へと転換
することによって，壁の存在感を希薄にする」

「完結した形態に収斂せず，端が流れだし，ひ
ずんだ，不均衡に満ちた空間を自動的に獲得す
ることになる」

「中国人社会で根強く信じられている「風水」
において好まれる鋭角のない優しく柔らかな形
態を得るうえでも効果的であった」

「敷地は，都心部ではあるが静かな住宅地に隣
接しているため，研究棟でありながらその気
配を感じさせない周辺環境に配慮した施設を
目指した」

【柱】【構造材】 【梁】【継目】【建具】【凹凸】 〔隠蔽〕-
-

〔消除〕
［外観］［素材］［仕上］［壁］［面］《透明性》《簡素》

【仕上】【構造材】【梁】【特殊】【固定】-
-

〔消除〕
［天井］［細部］［構造］［調度品］《柔軟性》《効率化》

【壁】【遮蔽物】【境界】【堅苦】【外観】-
-

〔消除〕〔不認知〕
［機能］［施設］［周辺環境］［内外］《開放性》《連続性》

【柱】【梁】【壁】【天井】【構造材】【境界】 〔不認知〕-
-

〔消除〕
［空間］［内部空間］［方向］［外周］ 《開放性》《拡張》

【高低】 【機能】【凹凸】【境界】【壁】 〔不認知〕-
-
〔消除〕

［空間］［内部空間］［室］［通路］《交流》《創造性》

【柱】【壁】【梁】【凹凸】 【固定】【調度品】 〔隠蔽〕-
-
〔消除〕

［内部空間］［室］［平面］［境界］《柔軟性》

【柱】【構造材】【壁】【外部環境】 〔隠蔽〕-
-

〔消除〕
［開口］［室］［建具］［部分階］［方向］《風景享受》

［周辺環境］
【建築】【機能】【生活】【先入観】 〔不認知〕-

-
〔隠蔽〕

［施設］［内部空間］ 《都市形成》《景観形成》

【境界】【閉鎖】【形式】【孤立】-
-

〔消除〕
［周辺環境］［外園］［機能］［施設］《都市形成》《融和》

【規模】【重さ】【圧感】【機能】【方向性】 〔不認知〕-
-

〔消除〕
［外観］［壁］［外形］［意匠］《景観形成》《親近感》《融和》

【被覆】【外観】【境界】【内外】 〔不認知〕-
-
〔消除〕

［空間］ ［部分階］［通路］ ［境界］［室］ 《融和》《景観形成》

【距離】【奥行】【連続】【干渉】【規模】 〔不認知〕-
-
〔消除〕

［壁］［柱］［面］［外観］［意匠］［天井］《自立性》《浮遊感》

【意匠】【彩色】【透明】【仕上】【継目】【細部】-
-

〔消除〕
［素材］［壁］［内部空間］《抽象性》 《素材感》《強調》

【質感】【重さ】【外形】【線】【構造材】【外観】-
-

〔不認知〕
［素材］［建築］［外観］［面］ 《表出》《素材感》《強調》

【内部空間】【全体像】【通路】【透明】〔消除〕-
-

〔隠蔽〕
［道路］［施設］［通路］ ［周辺環境］ 《体験》《不可測》

【内部空間】【開口】 【生活】【変化】 〔隠蔽〕-
-

〔消除〕
［外観］［壁］［開口］［方向］《守護》《閉鎖性》《重厚感》

【意図】【外形】【彩色】【立体】【圧感】-
-

〔消除〕
［構成］［空間］［柱］［調度品］《自然回帰》《安穏》

【規模】【立体】 【陰影】【奥行】【継目】 〔不認知〕-
-
〔消除〕

［素材］［外観］［立体物］［屋根］《幾何学》

【境界】【内外】【機能】【物体】【壁】【建具】 〔不認知〕-
-

〔消除〕
［空間］［内部空間］［施設］［境界］《曖昧性》《流動性》

【強調】【意図】 【奥行】【細部】【距離】 -
-

〔消除〕〔不認知〕
［外観］［仕上］［素材］［壁］《消失》《背景化》《曖昧性》

【完結性】【重さ】【質感】【秩序】〔消除〕-
-

〔不認知〕
［外形］［物体］［壁］［面］《非日常》 《永続性》《不安定》

【重さ】【奥行】【境界】【主従】【均一】 〔不認知〕-
-

〔消除〕
［外形］［天井］［外観］［面］《流動性》《柔和》
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Ⅰ:外向的
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Ⅳ:異次元化
Ⅲ:抽象化

Ⅰ:外向的
Ⅱ:機能的

Ⅳ:異次元化
Ⅲ:抽象化

C: 心理的境界の喪失による
融和する空間

A: 物性と権威を失った形態による
親和的な景観

B: 敷地外と建築システムとの調和

D: 外部環境での建築・機能の擬態化

E: 純粋形態の追求

F: 可変性を保持した部位形態

G: 施設機能と外部空間の
公共性の向上

H: 制限のない創造的行為の誘導

I: 内部空間の心理的拡張性と
実体的拡張性の調整

J: 内部空間の構成の可変性

K: 縁取り範囲の調整による
優美な風景の獲得

O: 関係把握の不可による
物体の自律的挙動

M: 表層的情報の捨象による
本質の抽象化

N: 変化に伴う物性の消失による
新たな様相の表出

T: 不明瞭な体験による
期待感と不安感の演出

L: 周辺との関係の切断による
建築のシェルター化

S: 形態秩序の消失による
自然状態の想起

P: 立体情報の単純化による
形態の次元変換

U: 領域概念の消失による
空間の曖昧化

R: 建築形態の存在の希薄化

Q: 形態概念の欠如による
建築空間の非現実化

V: 物体間の関係の曖昧化による
建築形態の認識的軟化

凡例）図注）・各側面において，該当したものを網掛けで示す。

・枠内は組合せ例を示す。【　】は消去対象の分類，〔　〕は消去の種類の分類，

[　]は主体の分類，《　》は効果の分類を表す。また，組合せ例を示す枠に付随

する(　)は事例数を表す。「　」は記述例を表し，以下に各記述例の引用元を示す。

建築物名 ,掲載年 .掲載月/A:札幌ドーム ,2001.7/B:大阪府営泉大津なぎさ住宅 ,1999.6/C:森舞台 ,1996.9/D:東京理科大学 5号館 2003.1/E:那須野が原ハーモニーホール ,1995.3/F:トヨタL＆F広島本社 ,2004.3/G:サーペンタイン・ギャラリー・
パビリオン 2009,2009.9/H: 武蔵野美術大学美術資料図書館新棟 ,2009.7/I: 稱名寺本堂 ,2003.2/J: 梅田センタービル ,1987.5/K: 球麗温 ,1996.3/L: 岡山県営中庄団地 ,1996.7/M: 八重州ブックセンター ,1978.11/N: ひたち野リフレ ,1998.11/
O: ユナイテッド・シネマ前橋 ,2007.6/P:tea house,2006.9/Q: 大分県医師会新館 ,1972.4/R: 領壁の家 ,1978.2/S:T house,2005.5/T: 熊本県立あしきた青少年の家 ,1998,9/U: 稲垣市立城山小学校 ,1993.1/V: リパブリック・プラザ,1996.11

ⅲ:環境を構成する空間
ⅱ:外部条件とシステム
ⅰ:形態を構成する物体

主体

Ⅳ：建築形態の異次元化
Ⅲ：感覚の抽象化

Ⅰ：外向的な様相
Ⅱ：空間の機能的構成

効果

a：計画的な捨象
b：雰囲気の不明瞭
c: 認識的な解放

消去の種類

図５　消去対象・消去の種類・主体・効果からみる建築の反在性の類型
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都市シミュレーション工学分野
７.消去の対象・消去の種類・主体・効果からみる

建築の反在性の類型

　消去対象に対する消去の種類，主体，効果のコレ

スポンデンス分析から得た側面の組合せを整理した

結果，建築の反在性の類型 22 種を得た（図５）。

　Ａは，【規模】，【圧感】などの対象が［外形］，［外観］

から〔消除〕，〔不認知〕となることで，《景観形成》，

《親近感》などの効果を生み出す。これは，景観を

構成する建築の外面的形態から周囲にとって存在感

の強い秩序や規模を感じさせないことで，周辺の景

観と調和し，人を誘い込むような表情を周囲に与え

る様子を描写している。建築のもつ秩序や形態は，

考慮されることで都市への影響を変質させる可能性

があるといえる。Ｄは，【建築】，【生活】などの対象

が［周辺環境］，［施設］，［内部空間］から〔隠蔽〕，

〔不認知〕となることで，《都市形成》，《景観形成》

などの効果を生み出す。これは，都市に現れる建築

やその機能が感覚的に捉えられなくなることで，存

在感を消し，代わりに周辺の環境や機能に紛れるこ

とで景観として機能する様子を描写している。設計

者は，建築や機能の存在自体が自ずともってしまう

主張性に可能性と危険性を感じているといえる。Ｈ

は，【凹凸】，【境界】，【高低】などの対象が［空間］，

［室］，［通路］から〔消除〕，〔不認知〕となることで，

《交流》，《回遊性》などの効果を生み出す。これは，

空間内に領域をつくる境界となるものを消去するこ

とで，空間内での活動の自由度を向上させ，創造性

の高い環境を生み出す様子を描写している。設計者

は，人の行動に影響や制限を与えるものを消しつつ，

編集することで人の活動を誘発することに可能性を

見出しているといえる。Ｍは，【質感】，【彩色】，【仕上】

などの対象が［素材］，［面］，［外観］から〔消除〕

となることで，《抽象性》，《強調》などの効果を生

み出す。これは，建築の外郭が纏う視覚的な情報を

消去することで，外郭のもつ外形や視覚的な情報で

隠されていた物性などが抽象化された本質的な形態

を描写している。設計者は，既存の概念のなかで隠

れている質を見出し，他のものを捨象することで抽

象的な形態を構成しているといえる。O は，【距離】，

【重さ】，【連続】などの対象が［壁］，［面］から〔消除〕，

〔不認知〕となることで，《浮遊感》，《自立性》など

の効果を生み出す。これは，物体と人，または物体

同士の実体的な関係自体や関係に寄与する感覚を

消去することで，建築空間が自立的に挙動する様子

が比喩的に描写されている。人の感覚が消去された

状態での物との関係の認識は，物がもつ構築性や

実体性からの解放につながっているといえる。Ｑは，

【規模】，【立体】，【重さ】などの対象が［立体物］，［素材］，

［屋根］から〔消除〕，〔不認知〕となることで，《幾何学》

などの効果を生み出す。これは，複雑な形態をもつ

立体物の立体感やそれに寄与する尺度を消去するこ

とで，立体物を多面体や面，線，点など，形態の次

数を変換する様子が描かれている。建築形態を形の

基本単位に近づけることで象徴化しているといえる。

Ｕは，【意図】，【外形】などの対象が［構成］，［空間］

から〔消除〕となることで，《自然回帰》，《安穏》な

どの効果を生み出す。これは，空間の構成から設計

者の意図やそれに準ずる外形や秩序を消去すること

で，建築の様相や空間の環境を自然な状態に近づけ

ている様子が描かれている。設計者は，恣意性の強

い形ではなく，人の手を感じさせない自然発生的な

状態が人の感情を刺激すると考えている。

８.消去の表現からみる建築の反在性

　建築の反在性において，設計者が設計過程のな

かで消去を行うとき，ただ不要なものを消去するだ

けでなく，消去する行為，状態自体に本質的な価値

を見出しているものがみられた。特に，物体として

の建築である以上，存在せざるを得ない建築物自体

や形といった事象に対し，設計者は積極的に消去を

図ろうとしていた。それは，建築物が周囲に対し自

ずと主張性をもつ存在であるからこそ，建築物がも

つ恣意的な形態や構成を消去し，自然な状態に近づ

け，人工物としてのイメージを払拭している。逆に，

建築物の主張性を活かすため，単純な形態に近づけ

るものもあり，なかには建築を図形的にみせるものも

ある。これらは，自然な状態と象徴的な図形といっ

た逆行した目的ではあるが，共に建築物からの解放

を図っているといえる。また，建築物を現象的で不

安定な存在としているものもみられた。その際，尺

度の情報を消去の対象としているものが多く，建築

物の実体的な概念を曖昧化するために，建築物を把

握する尺度を利用しているといえる。一方で，設計

者の意図や建築の機能といったものも消去の対象と

なることがあり，設計者は，計画でない偶発的に生

じる建築形態や活動を期待しているといえる。

９．結論

　設計者は，建築の反在性によって，建築物の構成

においては，部分的に捨象と抽象を用いて建築の本

質を表現し，建築内での活動においては，部位を消

去し生まれた領域が活動の可能性を表現し，建築の

認識においては，人の感覚を曖昧化し，建築を認識

的に解体，自然状態や図形，現象といった虚像とし

て場所に存在させることで，既存の認識を超えた建

築を表現しようとしていることが明らかとなった。
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中京都市圏発物流における荷主の搬出行動に関するモデル構築 

 

指導教員 藤田 素弘 教授                                 大岩 大記   

 

1．はじめに 

 現在日本では，企業間における物流の運搬手段の

中心はトラックであり，鉄道輸送の割合は約 4.0%と

非常に少ない 1)．鉄道輸送は一度に大量の輸送が可

能で，二酸化炭素排出量もトラックのおよそ 7 分の

1 であり，鉄道輸送の割合を増やすことで，エネル

ギー消費の節約，道路渋滞の解消，環境負荷の軽減

などが期待される．また，輸送手段を決定する上で

は取り扱い品目や，取引先となる荷主や顧客の決定

方法についての分析も重要であり，それらを分析す

ることで荷主の搬出行動をより包括的に分析するこ

とが可能である． 

 そこで本研究では，中京都市圏総合都市交通計画

協議会が平成19年に実施した第4回中京都市圏物流

調査および物流センサスのデータを分析し，搬出先

地域予測モデル，輸送手段選択モデルを作成する．

作成したモデルに対して，平成 24年経済センサスで

得られる中京都市圏の実際の事業所のデータを適応

して感度分析を行い，搬出先の変化や輸送手段の変

化を分析，考察する．本研究を行うことで，搬出先

の決定に影響を与える要因分析や，鉄道輸送増加に

つながる基礎的な知見を得ることを目的とする． 

 

2．アンケート分析 

 調査対象地域は名古屋から約 60km圏域の愛知県，

岐阜県，三重県の各エリアで，81のゾーン数に区分

した中ゾーンを図-1に示す． 

搬出先地域予測モデルや輸送手段選択モデルを作

成するにあたって，アンケートデータから搬出先の

決定要因や輸送手段選択の要因を分析する必要があ

る．そこで，図-2には目的地までの距離と搬出量の

関係を，図-3には搬出重量と輸送手段の関係を，図

-4には目的地までの距離と輸送手段の関係をそれぞ

れ示す．図-2 からは 100km 以下の搬出量は約 65%

を占めており，距離が遠くなるほど搬出量が減って

いく傾向にあることが分かる．図-3から航空機，自

家用トラック，営業用トラックでは比較的重量の小

さい荷物を，船舶，鉄道では比較的重量の大きい荷

物を取り扱う割合が高いことが分かる．図-4から自

家用トラック，営業用トラックは比較的短距離の輸

送を，鉄道，船舶，航空機は比較的長距離の輸送を

行うことが分かる． 

 

3．モデルの作成手順 

搬出先地域予測モデルは各事業所が各地域へ搬出 

 

 

する重量の割合を予測するモデルである．本研究で

は全国の都道府県を表-1 のように 15 地域に分類し

た地域を搬出先とする．また，搬出先地域予測モデ

ルでは表-2に示した鉄道輸送の割合が比較的多い搬

出業種，届け先業種，品目の組み合わせを対象にそ

れぞれモデルの作成を行う．また，式(1)に示すモデ

図-1 調査対象地域の中ゾーンへの分類 
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図-2 目的地までの距離と搬出量の関係 
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図-3 搬出重量と輸送手段の関係 
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図-4 目的地までの距離と主な輸送手段の関係 



ル式を用いてパラメータ推定を行う． 

 

  (1) 

 

    ：地域 への  日あたりの搬出重量の割合 

     ：説明変数 

    ：説明変数に対するパラメータ 

搬出先地域予測モデルでは以上の理論を用いてモ

デルを作成する． 

次に輸送手段選択モデルの作成方法について示す．

輸送手段選択モデルの選択肢はトラックと鉄道で，

選択肢の番号はトラックを 0，鉄道を 1 とする．パ

ラメータの推定にはロジスティック回帰分析と定数

修正の方法を組み合わせた手法を用いる．まず，ロ

ジスティック回帰式を式(2)に示す． 

  
　kk xxxZ
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  ：選択肢  を選択する確率 

   ：説明変数 

  ：説明変数に対するパラメータ 

   ：定数項 

ここで，表-3より鉄道輸送の件数はトラック輸送

の件数に比べて極めて少ないことが分かる．仮に，

そのままのサンプル数でモデルを作成すると，モデ

ルはトラック輸送の性質に依存する傾向が極めて強

く，鉄道選択はほとんどないといった状況になる．

そこで文献 2) 3)にはこのような過小推定が発生する

場合の改善方法が示されている．まず文献 2)を参照

に，モデルに鉄道輸送の性質を反映させるために，

トラック件数を鉄道件数の 10 倍の数になるように

ランダム抽出する．その後，ランダム抽出で得られ

たサンプルを用いて，式(2)のロジスティック回帰分

析を行う．その際得られたパラメータには’マーク

を付けておく．そして，トラックのランダム抽出を

行ったことによるサンプルのバイアスをなくすため，

定数部分に着目し，以下のように定数を変形する． 
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他のパラメータ値は βk=βk’として以下のように全

件数の確率を算出する． 
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ŷ：サンプル抽出時の鉄道件数/サンプル抽出時の

トラック件数と鉄道件数の合計件数 

 

 

 

τ：実際の鉄道件数/実際のトラック件数と鉄道件

数の合計件数 

以上のように，全件数の確率を算出する．  

 

4．モデルの作成結果 

 

(1) 搬出先地域予測モデルの作成結果 

搬出先地域予測モデルの作成結果について，表-4

には搬出業種が軽雑系製造業，化学系製造業の合計

4 つのモデルのパラメータ推定結果を示す．表-5に

は搬出業種が鉄鋼系製造業，金属製品製造業，機械

系製造業の合計 6 つのモデルのパラメータ推定結果

をそれぞれ示す． 

各モデルとも各地域へのトラック費用と鉄道費用

の平均を分母に入れた説明変数を採用している．こ

の説明変数に対するパラメータ値は正であるため，

費用が高い地域ほど搬出の割合が低くなることを示

す．物流において商品の値段の決定する際，人件費，

保管費用，輸送費用といったさまざまな費用が関係

しているが，各事業所とも近場の顧客と取引をする

ことで，輸送費用を抑えていることが考えられる．

また，各地域の届け先業種の事業所数/面積について，

パラメータの値は正である．各地域の届け先となる

業種の事業所数密度が高いほど，その地域への搬出

割合が高くなる． 
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(2) 

地域No. 地域名 都道府県
1 北海道地方 北海道
2 北奥羽地方 青森県，秋田県，岩手県
3 南奥羽地方 宮城県，山形県，福島県
4 北関東 茨城県，群馬県，栃木県
5 南関東 埼玉県，東京都，千葉県，神奈川県
6 甲信地方 山梨県，長野県
7 北陸地方 新潟県，福井県，富山県，石川県
8 東海地方 静岡県，岐阜県，愛知県，三重県
9 近畿地方 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県
10 山陰地方 鳥取県，島根県
11 山陽地方 岡山県，広島県，山口県
12 四国地方 香川県，愛媛県，徳島県，高知県
13 北九州地方 福岡県，佐賀県，長崎県
14 南九州地方 大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県
15 沖縄地方 沖縄県

表-1 各都道府県の 15地域への分類 

         搬出業種→届け先業種 品目

　 軽雑系製造業→軽雑系製造業
　 軽雑系製造業→卸売業
　 化学系製造業→化学系製造業
　 化学系製造業→卸売業
　 鉄鋼系製造業→金属製品製造業
　 鉄鋼系製造業→卸売業
金属製品製造業→金属製品製造業
金属製品製造業→機械系製造業
   機械系製造業→機械系製造業
   機械系製造業→卸売業

軽工業品

化学工業品

金属機械工業品

表-2 搬出先地域予測モデル作成の対象となる搬

出業種，届け先業種，品目の組み合わせ 

総計
件数 割合[%] 件数 割合[%] 件数

軽雑系製造業（軽工業品） 4746 98.7% 61 1.3% 4807
化学系製造業（化学工業品） 9028 99.4% 57 0.6% 9085
鉄鋼系製造業（金属機械工業品） 2117 97.9% 46 2.1% 2163
金属製品製造業（金属機械工業品） 774 97.4% 21 2.6% 795
機械系製造業（金属機械工業品） 7705 99.1% 69 0.9% 7774

総計 24370 99.0% 254 1.0% 24624

トラック 鉄道           　　　　　　　　　　　輸送手段
業種（品目）

表-3 輸送手段選択モデル作成の対象となる業種，

品目，トラック件数，鉄道件数の内訳 



  

 

 

 

(2) 輸送手段選択モデルの作成結果 

 輸送手段選択モデルの作成結果について，表-6に

パラメータの推定結果を示す．これより，全ての業

種で目的地までの距離のパラメータか鉄道費用とト

ラック費用の差のどちらかのパラメータが有意とな

っている．駅での積み替え等に時間を要する鉄道輸

送において，目的地が近いときよりも遠いときの方

が，全所要時間に占めるレール部分での輸送が相対

的に長くなるため，鉄道を利用しやすいことや，目

的地が遠くなるほど鉄道費用がトラック費用より安

くなることなどが原因として考えられる．また，鉄

道駅へのアクセス距離，発送料のパラメータ値より，

出発鉄道駅までの距離がより短く，発送料がより安

いほど，鉄道を利用しやすいことが分かる．搬出時

の重量，出発鉄道駅の 30ft コンテナの取り扱いの有

無，1 年間の出荷頻度の各パラメータ値より，搬出

の重量が大きく，大量輸送が可能なコンテナの使用

が可能で，出荷頻度が少ないほど，鉄道を利用しや

すいことが分かる． 

 

5．感度分析による搬出行動の変化 

 ここでは，4.で作成した搬出先地域予測モデルと

輸送手段選択モデルを用いて，軽油価格の変動や鉄

道コンテナの補助金政策，オフレールステーション

設置を想定した感度分析を行う． 

 

 

 

(1) 軽油価格の変動による感度分析 

 図-5には文献 4)を参照して，愛知県の軽油価格の

推移を示している．軽油価格は絶えず変動しており，

今後は下落していくことが予想される．また，2008

年には最大 166.7 円であったことも分かっている．

そこで軽油を利用して走行するトラック輸送におい

て，軽油価格の変動により走行費用も変動すると仮

定して，搬出行動の変化を分析する． 

 

軽油価格の変動額は1リットルあたり40円減少し

た場合と 40円増加した場合を想定する．文献 5)を参

照して図-6のトラックサイズと燃料消費量の関係か

ら式(3)に示すように，軽油価格が 1リットルあたり

40円増減することで，5トン車では 7.735円/kmの増

減を，10 トン車では 10.32 円/km の増減を仮定でき

る． 

]/[32.104010099.010

]/[735.7405099.05

416.0

416.0

km

km

円　　トン車：　　　

円　　トン車：　　　



 (3) 

 輸送手段選択モデルにおいて費用が有意となった

化学系製造業と鉄鋼系製造業を対象に，表-7に各地

域，各輸送手段での搬出量の割合の結果を示す． 

感度分析の結果について，まず，各地域への搬出

割合に着目する．軽油価格が減少する場合は東海地

方への搬出が減少して，遠方の地域ほど搬出が増加

する傾向がある．逆に，軽油価格が増加する場合は

東海地方への搬出が増加して，遠方の地域ほど搬出 

搬出業種
　　　⇒届け先業種

品目

説明変数

各事業所の生産量(1/16)/各地域へのトラック費用

と鉄道費用の平均(1/16)[トン(1/16)/万(1/16)]
40.142 *** 34.361 *** 44.436 *** 50.041 ***

各地域の軽雑系系製造業の事業所数(1/4）/各地

域の面積(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]
2.9097 *** - - -

各地域の卸売業の事業所数(1/2）/各地域の面積
(1/2)[事業所数(1/2)/(km2)(1/2)]

- 0.9245 *** - -

各地域の化学系製造業の事業所数(1/4）/各地域

の面積(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]
- - 8.5176 *** -

各地域の卸売業の事業所数(1/4）/各地域の面積
(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]

- - - 2.5855 ***

東海地方-(出発中ゾーンの軽雑系製造業の事業
所数/1000)

1.8501 *** - - -

東海地方-(岐阜県発) - 1.1267 ** - -

東海地方-(従業員数9人以下の事業所) - 2.7425 ** - -

山陽地方-(従業員規模2/100) - - 6.7292 ** -

北海道-（三重県発） - - - 4.863 ***

サンプル事業所数 81 60 104 59

尤度比 0.381 0.297 0.334 0.333
***：1%有意　**：5%有意

パラメータパラメータ パラメータ パラメータ

軽工業品 化学工業品

軽雑系製造業
⇒軽雑系製造業

軽雑系製造業
⇒卸売業

化学系製造業
⇒化学系製造業

化学系製造業
⇒卸売業

表-4 搬出業種が軽雑系製造業，化学系製造業の搬

出先地域予測モデルのパラメータ推定結果 

表-5 搬出業種が鉄鋼系製造業，金属製品製造業，

機械系製造業の搬出先地域予測モデルのパ

ラメータ推定結果 

表-6 各業種の輸送手段選択モデルのパラメータ

推定結果 
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図-5 軽油価格の推移 
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搬出業種⇒届け先業種

品目

説明変数

各事業所の生産量(1/16)/各地域へのトラック

費用と鉄道費用の平均(1/16)[トン(1/16)/万(1/16)]
62.149 *** 53.629 *** 74.058 *** 132.67 *** 76.420 *** 35.196 ***

各地域の金属製品製造業の事業所数(1/4）/

各地域の面積(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]
2.9896 * - - - - -

各地域の卸売業の事業所数(1/4）/各地域の

面積(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]
- 2.1280 ** - - - 2.6099 ***

各地域の機械系製造業の事業所数(1/4）/各

地域の面積(1/4)[事業所数(1/4)/(km2)(1/4)]
- - - - 2.7692 *** -

山陽地方-(三重県発) 3.2980 *** - - - - -

北関東地方-(三重県発) - - - 3.8603 ** - -

山陽地方-(従業員数100以上の事業所) - - - - 1.4247 *** -

北奥羽地方-(岐阜県発) - - - - 3.4234 *** -

サンプル事業所数 28 19 28 35 330 59

尤度比 0.465 0.368 0.395 0.767 0.507 0.228
***：1%有意　**：5%有意　*：10%有意

金属機械工業品

パラメータ パラメータ パラメータ パラメータ パラメータ パラメータ

鉄鋼系製造
業⇒金属製
品製造業

鉄鋼系製
造業⇒卸
売業

金属製品製
造業⇒金属
製品製造業

金属製品製
造業⇒機械
系製造業

機械系製造
業⇒機械系
製造業

機械系製
造業⇒卸
売業

鉄費用とトラ費用の差[万] - -2.14.E-01 ** -2.58.E-01 ** - -
鉄時間とトラ時間の差[時] - -7.64.E-02 ** - -3.17.E-01 ** -
鉄距離とトラ距離の差[km] - - - - -
鉄道駅へのアクセス距離[km] -8.67.E-02 * - - -3.23.E-01 ** -
鉄道駅までの発送料/トン[万/ト
ン]

-1.32.E+00 ** -1.09.E+00 ** -2.53.E+00 ** - -1.33.E-03 *

目的地までの距離[km] 7.52.E-03 ** - - 8.08.E-03 ** 6.55.E-03 **

搬出時の重量[トン] - - - 1.04.E+01 ** 3.46.E-01 **

1年間の出荷頻度[回/年] -2.86.E-02 ** -1.83.E-03 ** -3.25.E-03 ** -1.02.E-01 ** -2.96.E-02 **

届先北海道ダミー(北海道=1，
他=0）

- 6.19.E+02 *

*
- - -

届先福岡県ダミー(福岡県=1，
他=0）

- 3.06.E+00 * - - 2.36.E+00 **

出発鉄道駅の30ftコンテナの取
扱(有=1，無=0)

- - - 1.94.E+00 * 4.36.E+00 **

出発鉄道駅の20ftISO規格コン
テナ取扱(有=1，無=0)

8.09.E-01 *

届業種ダミー1（軽雑=1，他=0）

届業種ダミー2（機械=1，他=0） 2.02.E+00 **
届施設ダミー（倉庫類=1，他=0）

品目ダミー(化学工業=1，他=0）

修正後定数-鉄道 -7.29.E-01 -1.92.E+00 -2.53.E-03 -6.63.E-01 -1.20.E+01
トラック的中率 99.8% 99.7% 98.7% 99.0% 99.6%
鉄道的中率 83.6% 54.4% 41.3% 61.9% 53.6%
合計的中率 99.6% 99.4% 97.5% 98.0% 99.2%
**：1%有意　*：5%有意

　　　　　　　　                 業種
                                  （品目)
 説明変数

軽雑系製造業
（軽工業品）

化学系製造業
(化学工業品)

鉄鋼系製造業
（金属機械工業品）

金属製品製造業
（金属機械工業品）

パラメータ パラメータ パラメータ パラメータ パラメータ

機械系製造業
（金属機械工業品）



 

が減少する傾向がある．また，各地域の輸送手段の

内訳について近畿，北陸，甲信など比較的搬出量が

多い地域で輸送手段に大きな変化が見られる．これ

は，搬出量が多いほど利用するトラックの台数が多

く，費用の変動額が大きくなるため，輸送手段が変

化する割合が高くなることが原因として考えられる． 

 

(2) 鉄道コンテナの補助金政策による感度分析 

 鉄道輸送において，コンテナ 1個あたり 3000円を

補助する政策の感度分析を行う．輸送手段選択モデ

ルにおいて費用が有意となった化学系製造業と鉄鋼

系製造業を対象に，表-8に各地域，各輸送手段での

搬出量の割合の結果を示す．これより，全体で約 14%

の鉄道輸送増加が期待できる．また，近畿，北陸と

いった搬出量が多い地域では利用するコンテナの台

数も多く，補助金額も多くなるため鉄道輸送への転

換割合が高い． 

 

(3) オフレールステーション設置による感度分析 

 輸送手段選択モデルの説明変数として鉄道駅への

アクセス距離を取り入れた．そこで，図-7には鉄道

駅へのアクセス距離が 10km 短くなった場合の鉄道

輸送に転換する件数をゾーンごとに示す．これより，

ゾーン周辺に鉄道駅がなく，なおかつ鉄道駅を設け

ることで，鉄道輸送に転換することが期待されるゾ

ーン 128（長久手市，日進市，東郷町），129（みよ

し市）の地域に着目し，ゾーン 128 に新たに名古屋

貨物ターミナル駅を結ぶオフレールステーションの

設置を想定する．オフレールステーション(略称

ORS)とはレールから離れた貨物駅として設置し，拠

点駅との間をトラックにより輸送する施設のことで

ある．輸送手段選択モデルにおいて鉄道駅へのアク

セス距離が有意となった軽雑系製造業と金属製品製

造業を対象に，表-9に各地域，各輸送手段での搬出

量の割合の結果を示す．これより，全体で約 8%の鉄

道輸送増加が期待できる．オフレールステーション

設置の政策では鉄道駅へのアクセス距離の短縮に加

えて，鉄道駅への発送料も変動すると仮定して感度

分析を行った．そのため，搬出量が多い地域では利

用する鉄道コンテナが多く，発送料の変動額が大き 

いため鉄道輸送に転換する割合が高い． 

 

 

 

 

 

 

6．まとめ 

 本研究では，搬出先地域予測モデルと輸送手段選

択モデルを作成することで荷主の搬出行動をより詳

細に分析した．感度分析では，搬出地域によって搬

出量や輸送手段が変化する割合は異なることが分か

った．また，鉄道輸送増加のための政策として，鉄

道コンテナ1個あたりに3000円を補助する政策はオ

フレールステーション設置の政策よりも効果的であ

ることが分かった．今回は搬出先と輸送手段の予測

を別々のモデルで行ったが，今後は搬出先と輸送手

段を同時に予測するモデルの構築が望まれる． 
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表-7 軽油価格の変動による感度分析の結果 表-8 鉄道コンテナ 1 個あたりに 3000 円補助した

場合の感度分析の結果 

パターン

　　地域

手段
北海道 北奥羽 南奥羽 北関東 南関東 甲信 北陸 東海 近畿 山陰 山陽 四国 北九州 南九州 沖縄 合計

二酸化
炭素量
[トン]

トラック 0.00% 0.05% 0.13% 0.54% 1.49% 1.17% 2.02% 63.80% 13.70% 0.42% 0.36% 0.45% 0.04% 0.06% 0.00% 84.2% 68703

鉄道 0.03% 0.03% 0.18% 1.35% 7.31% 2.06% 1.82% 0.00% 1.29% 0.16% 0.84% 0.46% 0.20% 0.03% 0.03% 15.8% 5434

合計 0.03% 0.08% 0.30% 1.90% 8.80% 3.23% 3.84% 63.80% 14.99% 0.58% 1.19% 0.91% 0.24% 0.09% 0.04% 100% 74137

トラック 0.00% 0.05% 0.12% 0.50% 1.30% 1.01% 1.71% 63.80% 12.34% 0.40% 0.34% 0.42% 0.03% 0.06% 0.00% 82.1% 65059

鉄道 0.03% 0.03% 0.18% 1.40% 7.50% 2.22% 2.13% 0.00% 2.65% 0.19% 0.86% 0.49% 0.20% 0.03% 0.03% 17.9% 6094

合計 0.03% 0.08% 0.30% 1.90% 8.80% 3.23% 3.84% 63.80% 14.99% 0.58% 1.19% 0.91% 0.24% 0.09% 0.04% 100% 71153

トラック 100.0% 96.7% 98.0% 91.5% 86.8% 86.2% 84.8% 100.0% 90.1% 94.3% 93.7% 93.4% 95.1% 98.8% 99.5% 97.4% 94.7%
鉄道 100.0% 106.6% 101.4% 103.4% 102.7% 107.8% 116.9% - 205.0% 114.9% 102.7% 106.6% 100.9% 102.4% 100.1% 113.7% 112.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 96.0%

全地域，
全輸送
手段の
合計値
を1とし
たとき

の，各地
域，各輸
送手段
への搬
出割合

通常時

鉄道コン
テナ1個
あたりに
3千円補

助

通常時
に対す
る割合

鉄道コン

テナ1個あ

たりに3千

円補助

パターン

　　地域

手段
北海道 北奥羽 南奥羽 北関東 南関東 甲信 北陸 東海 近畿 山陰 山陽 四国 北九州 南九州 沖縄 合計

二酸化
炭素量
[トン]

トラック 0.00% 0.05% 0.13% 0.54% 1.49% 1.17% 2.02% 63.80% 13.70% 0.42% 0.36% 0.45% 0.04% 0.06% 0.00% 84.2% 68703
鉄道 0.03% 0.03% 0.18% 1.35% 7.31% 2.06% 1.82% 0.00% 1.29% 0.16% 0.84% 0.46% 0.20% 0.03% 0.03% 15.8% 5434
合計 0.03% 0.08% 0.30% 1.90% 8.80% 3.23% 3.84% 63.80% 14.99% 0.58% 1.19% 0.91% 0.24% 0.09% 0.04% 100% 74137

トラック 0.00% 0.06% 0.15% 0.63% 1.92% 1.99% 2.69% 63.29% 14.96% 0.52% 0.41% 0.58% 0.04% 0.07% 0.01% 87.3% 74923
鉄道 0.03% 0.02% 0.16% 1.29% 6.93% 1.29% 1.22% 0.00% 0.28% 0.09% 0.80% 0.35% 0.20% 0.03% 0.03% 12.7% 4589
合計 0.03% 0.08% 0.31% 1.92% 8.85% 3.28% 3.91% 63.29% 15.24% 0.60% 1.21% 0.93% 0.24% 0.09% 0.04% 100% 79512

トラック 0.00% 0.04% 0.12% 0.46% 1.23% 1.03% 1.69% 64.18% 13.14% 0.38% 0.32% 0.40% 0.03% 0.05% 0.00% 83.1% 65930
鉄道 0.03% 0.03% 0.18% 1.42% 7.54% 2.18% 2.10% 0.00% 1.62% 0.19% 0.86% 0.50% 0.21% 0.03% 0.03% 16.9% 5804
合計 0.03% 0.07% 0.30% 1.88% 8.77% 3.20% 3.79% 64.18% 14.76% 0.57% 1.18% 0.89% 0.24% 0.08% 0.04% 100% 71734

トラック 108.3% 109.7% 115.5% 115.9% 128.5% 170.8% 133.2% 99.2% 109.2% 122.2% 113.1% 128.6% 117.6% 111.7% 112.4% 103.7% 109.1%
鉄道 100.0% 93.1% 92.6% 95.1% 94.8% 62.5% 67.0% - 21.3% 54.3% 96.1% 76.2% 97.8% 89.1% 99.7% 80.5% 84.5%
合計 100.1% 104.2% 102.2% 101.1% 100.5% 101.7% 101.8% 99.2% 101.6% 103.4% 101.2% 102.3% 100.8% 104.3% 101.3% 100% 107.3%

トラック 92.7% 89.3% 92.6% 85.0% 82.6% 87.9% 83.9% 100.6% 96.0% 90.2% 88.8% 87.5% 81.5% 88.1% 88.9% 98.6% 96.0%
鉄道 100.0% 111.0% 102.3% 105.0% 103.2% 105.7% 115.4% - 125.4% 117.1% 103.5% 109.5% 102.7% 114.1% 100.4% 107.2% 106.8%
合計 99.9% 96.5% 98.3% 99.2% 99.7% 99.3% 98.9% 100.6% 98.5% 97.6% 99.1% 98.5% 99.5% 96.6% 98.9% 100% 96.8%

全地域，
全輸送
手段の
合計値
を1とし
たとき

の，各地
域，各輸
送手段
への搬
出割合

通常時

軽油価
格が40
円減少

軽油価
格が40
円増加

通常時
に対す
る割合

軽油価
格が40
円減少

軽油価
格が40
円増加

図-7 鉄道駅へのアクセス距離が 10km 短縮した場

合の鉄道輸送に転換する件数分布 

表-9 オフレールステーション設置を想定した場

合の感度分析の結果 
パターン

　 地域

手段
北海道 北奥羽 南奥羽 北関東 南関東 甲信 北陸 東海 近畿 山陰 山陽 四国 北九州 南九州 沖縄 合計

二酸化
炭素量
[トン]

トラック 0.03% 0.08% 0.16% 0.63% 4.40% 2.18% 2.36% 69.39% 10.46% 0.58% 0.40% 0.59% 0.14% 0.08% 0.05% 91.53% 10069

鉄道 0.03% 0.12% 0.30% 0.83% 2.94% 0.64% 0.80% 0.00% 0.49% 0.38% 0.60% 0.64% 0.38% 0.15% 0.18% 8.47% 452

合計 0.06% 0.20% 0.45% 1.46% 7.33% 2.82% 3.16% 69.39% 10.95% 0.96% 1.00% 1.23% 0.52% 0.23% 0.23% 100% 10521

トラック 0.03% 0.08% 0.15% 0.62% 3.90% 2.16% 2.22% 69.39% 10.43% 0.57% 0.40% 0.58% 0.14% 0.08% 0.05% 90.80% 9857

鉄道 0.03% 0.13% 0.30% 0.84% 3.43% 0.65% 0.94% 0.00% 0.52% 0.39% 0.60% 0.65% 0.39% 0.15% 0.18% 9.20% 485

合計 0.06% 0.20% 0.45% 1.46% 7.33% 2.82% 3.16% 69.39% 10.95% 0.96% 1.00% 1.23% 0.52% 0.23% 0.23% 100% 10342

トラック 98.9% 98.4% 97.7% 98.4% 88.7% 99.4% 94.2% 100.0% 99.7% 97.9% 98.5% 98.7% 98.0% 98.5% 98.8% 99.2% 97.9%
鉄道 101.0% 101.0% 101.3% 101.2% 116.9% 102.1% 116.9% - 107.4% 103.2% 101.0% 101.2% 100.7% 100.8% 100.3% 108.6% 107.4%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.3%

全地域，
全輸送手
段の合計
値を1とし
たときの，
各地域，
各輸送手
段への搬
出割合

通常時

オフレール
ステーショ
ン設置時

通常時
に対する

割合

オフレール
ステーショ
ン設置時



液状化を考慮した上部構造･杭基礎･地盤一体系耐震評価手法の確立に関する研究 

 

指導教員 張 鋒 教授 岡 良亮 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

埋立地や臨海部などの軟弱地盤地域において，地震

により構造物の基礎部破損及びそれに伴う構造物傾

斜などの被害が報告されている．本研究では，杭基礎

周辺地盤をセメントなどの地盤固化材料を用いて部

分的に改良する杭基礎補強工法に着目し，3 次元動的

FEM解析による 1G場振動台実験のシミュレーション

解析および，実構造物を想定した数値実験により同工

法の耐震補強効果を検証した． 

 

2. 1G 振動台実験のシミュ振動台実験のシミュ振動台実験のシミュ振動台実験のシミュレーションレーションレーションレーション 

2.1 解析条件解析条件解析条件解析条件    

解析には土・水連成を考慮した弾塑性有限要素解析

コード DBLEAVE1)
を用いた．図図図図 1 に 3 次元解析メッ

シュ（節点数 24648，要素数 21735）を示す．この解析

メッシュは奥行方向の対称性を考慮して手前面を半断

面とした．地盤は実験と同様に均一な豊浦標準砂とし，

力学特性については回転硬化型弾塑性構成式 Cyclic 

mobility model2)
を用いて表現した．地盤材料パラメー

タを表表表表 1 に示す．杭模型は実験で用いたアルミパイプ

を AFD モデル

3)
および，ハイブリッド要素

4)
を用いて

モデル化した．上部構造物を模擬した重りは 3kgの質

点とした．また，セメントを混合して作製した改良体

は一軸圧縮試験の結果から弾性係数 E=1.0E5kPaの弾

性体とした．解析ケースは 図図図図 2 に示すような計 4 ケ

ースに対してそれぞれ乾燥条件と飽和条件のケースと

した．Case1を基本の改良パターンとして，Case2，3

は改良体を多段に配置した．また，解析における加振

は，実験において実際に振動台上で計測された図図図図 3 の

加速度を入力加速度としてメッシュの底面から与えた． 
 
 

0.01m 

1.15m 

1.2m 

 

0.04m 

0.5m 

0.5m 

6.0kg 

0.5m 

0.5m 

0.04m 

3.0kg 

1.2m 

0.01

 
図図図図 1    3 次元次元次元次元解析メ解析メ解析メ解析メッシュッシュッシュッシュ 

表表表表 1    地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ 
Compression index λ 0.05
Swelling index κ 0.0064
Stress ratio at crit ical state R f 3.3
Void ratio Ν  (p '=98kPa on N.C.L) 0.87
Poisson's ratio ν 0.3
Degradat ion parameter of overconsolidation state m 0.01
Degradat ion parameter of structure a 0.5
Evolution parameter of anisotropy b r 1.5
Init ial degree of structure R 0.99
Init ial degree of overconsolidation 1/R 0 (dry,saturat ion) 7.5, 3.0
Init ial anisotropy ζ 0 0   

 
図図図図 2    解析ケース解析ケース解析ケース解析ケース 
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図図図図 3    入力加速度入力加速度入力加速度入力加速度 

2.2 解析結果解析結果解析結果解析結果    

図図図図 4 に乾燥条件における杭頭部（GL-0.025m）およ

び Case1 において改良体下端部にあたる箇所

(GL-0.175m)の C 杭曲げモーメント時刻歴の実験結果

と解析結果を示す．なお，左の杭を L 杭，中央の杭を

C 杭，右の杭を R 杭としている．図図図図 4 より無補強の

Case0では杭頭部で大きな曲げモーメントが発生して

いることがわかる．一方，Case1の改良ケースでは杭

頭部で曲げモーメントが抑制されている．これは，改

良体により杭変形が抑えられたためである．また，図図図図 

4 よりこれらの傾向は実験と解析で同様の結果となっ

ていることがわかる．図図図図 5 に乾燥条件で，解析におい

て曲げモーメントが最大を計測した時刻における曲げ

モーメント分布の実験結果と解析結果の比較を示す．

図図図図 5 より実験と解析の比較をすると，杭頭部において

曲げモーメントが抑えられ，改良体の下端部において

曲げモーメントが増大するという同様の傾向が確認さ

れた．また，改良を多段にしたケースでは，改良効果

も深度方向に広がった． 

図図図図 6 に飽和条件 Case0の地点 A（R杭より 8cmの地

点）における過剰間隙水圧比時刻歴の実験と解析の比

較を示す．実験結果では加振開始直後に間隙水圧が急

上昇したが，解析結果では比較的緩やかに間隙水圧が

上昇しており，実験結果と解析結果では地盤の剛性低

下の速さに違いがみられた．図図図図 7 に飽和条件における

杭頭部（GL-0.025m）および Case1において改良体下

端部にあたる箇所(GL-0.175m)の C 杭曲げモーメント



時刻歴の実験結果と解析結果を示す．間隙水圧上昇速

さの違いにより加振開始直後には実験と解析の結果に

違いが見られるが，それ以降両者の結果は概ね一致し

ている．図図図図 8 に飽和条件で解析において曲げモーメン

トが最大を計測した時刻における曲げモーメント分布

の実験結果と解析結果の比較を示す．実験結果および

解析結果ともに，無補強 Case0では杭頭部で曲げモー

メントが最大となり，改良したケースでは改良体下端

部で最大の曲げモーメントを生じるという同様の傾向

が確認された． 
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図図図図 4    Case1, 2 のののの C 杭杭杭杭曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴（乾燥）（乾燥）（乾燥）（乾燥） 

(a)Case0(t=0.71sec) (b)Case1(t=0.71sec)

(c)Case2(t=1.25sec) (d)Case3(t=0.70sec)
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図図図図 5    曲げモーメント分布実験・解析の比較（乾燥）曲げモーメント分布実験・解析の比較（乾燥）曲げモーメント分布実験・解析の比較（乾燥）曲げモーメント分布実験・解析の比較（乾燥） 
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図図図図 6 過剰間隙水圧比の時刻歴実験・解析比較（過剰間隙水圧比の時刻歴実験・解析比較（過剰間隙水圧比の時刻歴実験・解析比較（過剰間隙水圧比の時刻歴実験・解析比較（Case0）））） 
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図図図図 7    Case1, 2 のののの C 杭杭杭杭曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴曲げモーメント時刻歴（飽和）（飽和）（飽和）（飽和） 

(a)Case0(t=0.76sec) (b)Case1(t=0.76sec)

(c)Case2(t=3.85sec) (d)Case3(t=0.76sec)
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図図図図 8    曲げモーメント分布実験・解析の比較（飽和）曲げモーメント分布実験・解析の比較（飽和）曲げモーメント分布実験・解析の比較（飽和）曲げモーメント分布実験・解析の比較（飽和） 



3. 実スケール実スケール実スケール実スケール地盤における地盤における地盤における地盤における数値実験数値実験数値実験数値実験 

3.1 解析条件解析条件解析条件解析条件 

数値実験は DBLEAVE を用いた 3 次元動的弾塑性

FEM 解析を用いて行った．図図図図 9 に解析メッシュ（節

点数 15612，要素数 13680）を示す．また，解析は奥行

方向の対称性を考慮して半断面として計算を行った．

上部構造物は 600t（実桁重量の半分）の質点としてモ

デル化した．また，杭先端は支持層に 1.5m 貫入させ

た．力学特性については，地盤に Cyclic mobility model

を適用し，コンクリート杭には AFD モデルおよび，

ハイブリッド要素を用いた．各パラメータを表表表表 2～～～～表表表表 

4 に示し，杭の配置図を図図図図 10 に示す．また，改良体

は弾性係数 E=1.0E5kPaの弾性体とした．解析ケース

は図図図図 11 に示すような計 4 ケースに対してそれぞれ乾

燥条件と飽和条件のケースとした．補強パターンは

Case1を基本の改良パターンとして，Case2，3は Case1

と同じ改良土量で成層地盤の層境を考慮して多段に改

良体を配置した．地震動は図図図図 12 の加速度を用いた． 

 
図図図図 9    解析メッシュ解析メッシュ解析メッシュ解析メッシュ 

表表表表 2    地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ地盤材料パラメータ 
Soil R f ν Ν λ κ m m* b r

Layer 1 3.3 0.30 0.87 0.05 0.0064 0.01 0.50 1.5

Layer 2 3.3 0.30 0.87 0.05 0.0064 0.01 0.50 1.5

Layer 3 3.0 0.40 0.88 0.0083 0.0035 1.1 0.020 0.50 
表表表表 3    状態変数の初期値状態変数の初期値状態変数の初期値状態変数の初期値 

Soil OCR R 0 * ζ 0 γ  (kN/m3) k  (m/sec)

Layer 1 2.0 0.75 0.00 18 1.0 x 10-4

Layer 2 5.0,8.0,15 0.75 0.00 18 1.0 x 10-4

Layer 3 2.0 0.75 0.00 17 1.0 x 10-9  
表表表表 4    杭部材の諸元杭部材の諸元杭部材の諸元杭部材の諸元 

Compressive strength of concrete: σ c=3.8E4 kPa
Tensile strength of concrete: σt =3.0E3 kPa
Young's modulus of concrete: E c=3.0E7 kPa
Yielding strength of steel: σ y0=3.45E5 kPa
Young's modulus of steel: E s=2.1E8 kPa
Arrangement of the reinforcement:
main:φ 29 x 28, hoop: φ 16@300, OB(overburden of RC): 15 cm 

 
図図図図 10    杭配置図杭配置図杭配置図杭配置図 

 

図図図図 11    解析ケース解析ケース解析ケース解析ケース 
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図図図図 12    入力地震動入力地震動入力地震動入力地震動 

3.2 解析結果解析結果解析結果解析結果 

 図図図図 13 に乾燥条件において最大値を計測した時刻に

おける曲げモーメントの深度分布を示す．全ケースに

おいて 36 秒付近で曲げモーメントが最大値を計測し

ているが，これは 36秒付近で比較的大きな加速度が生

じているためであると考えられる．Case0の無補強ケ

ースに着目すると，杭頭部で最大の曲げモーメント

(M=2.73kN·m)が発生しており，地層境(GL-14m)付近に

おいても大きな値を示している．これは，それぞれフ

ーチングと杭の剛結による作用と地盤の剛性差による

ものであると考えられる．Case1のブロック状改良で

は，改良体による杭の変形抑制効果により杭頭部の曲

げモーメントが抑制されているが，一方で，地層境に

おける曲げモーメントが Case0より大きな値となった．

Case2，3 に着目すると Case0，1 と比較して地層境に

おける曲げモーメントが低減している．このことから

多層地盤の層境に改良体を配置することで，効果的に

耐震補強効果が得られることがわかった．図図図図 16 によ

り最大曲げモーメントを各ケースで比較すると，どの

改良ケースにおいても，Case0無補強ケースと比較し

て曲げモーメントの低減が確認された． 

図図図図 15 に飽和条件において最大値を計測した時刻に

おける曲げモーメントの深度分布を示す．4ケース中 3

ケースにおいて 50 秒付近で曲げモーメントが最大値

を計測しているが，これは，50秒付近で比較的長周期

の加速度が生じており，共振に近い状態となったため



だと考えられる．また，図図図図 14 に最大の曲げモーメン

トを計測した時刻付近である 36秒，および 50秒の過

剰間隙水圧比の分布を示す．どちらの場合も上層の砂

層の過剰間隙水圧比が 1.0付近に達しており液状化し

ていることがわかる．また，下部の粘土層も液状化に

は至っていないものの，有効応力が減少していること

がわかる．図図図図 15 の Case0に着目すると，杭頭部およ

び地層境(GL-14m)付近で大きな曲げモーメントが生

じていることがわかる．また，乾燥条件の場合と比較

して曲げモーメント最大値が大きくなっているが，こ

れは地盤の液状化により地盤の抵抗が小さくなり，杭

が変形しやすくなったためだと考えられる．Case1の

ブロック状改良では，改良体による杭の変形抑制効果

により杭頭部の曲げモーメントが抑制されているが，

一方で，改良体を配置していない地層境では比較的大

きな曲げモーメントが発生した．Case2，3に着目する

と Case0，1と比較して地層境における曲げモーメント

が低減しており，地層境に改良体を配置することで，

耐震補強効果が得られた．図図図図 16 により最大曲げモー

メントを比較すると，改良体を多段に配置したケース

でより大きな耐震補強効果を確認した． 

(a)Case0(t=35.52sec) (b)Case1(t=35.94sec)

(c)Case2(t=36.49sec) (d)Case3(t=36.49sec)
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図図図図 13    曲げモーメント分布（乾燥曲げモーメント分布（乾燥曲げモーメント分布（乾燥曲げモーメント分布（乾燥）））） 

 
図図図図 14    過過過過剰間隙水圧比分布剰間隙水圧比分布剰間隙水圧比分布剰間隙水圧比分布(Case0）））） 
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図図図図 15    曲げモーメント分布（飽和）曲げモーメント分布（飽和）曲げモーメント分布（飽和）曲げモーメント分布（飽和） 
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図図図図 16    最大曲げモーメントの比較最大曲げモーメントの比較最大曲げモーメントの比較最大曲げモーメントの比較 

4. まとめまとめまとめまとめ 

 本稿では，地盤の部分改良による杭基礎の耐震補強

工法に着目して，3次元動的 FEM解析による 1G場振

動台実験のシミュレーション解析を行った上で，FEM

解析を実物スケールまで拡張して数値実験を実施した．

その結果，液状化地盤において同工法による杭の曲げ

モーメント低減効果が確認された．また，改良を多段

にすることで曲げモーメント低減効果が大きくなるこ

とも確認した． 
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1.  研究の背景と目的
　これまで、そぞろ歩きのような自由探索行動を表
すエージェントモデルとして、スペースシンタック
ス理論 ( 以下 SS 理論 )1) により「自然な動き」を模
擬すると称するEVACSなどが知られていた2),3),4)。
　それに対し、何か目的物を探索する行動などは能
動的探索行動であると言える。能動的探索行動は、「経
路探索行動」、「目的物探索行動」の 2 種類に分類で
きる。ここで、今日の「デパ地下状況 ( 地下の密集
した売り場の中であれこれ迷いながら商品を購買す
る状況 )」等で見られる目的物探索行動について考え
ると、売り場を巡る効率のため同じ経路を辿ろうと
しない反面、メンタルマップの不完全さや記銘・想
起の不完全さゆえに経路が重複する行動が時折観察
される。しかし、このような目的物探索行動を表す
モデルについての議論は活発ではない。
　本研究では、はじめに最少筆書原則 ( できるだけ
少ない筆書数で行動すること )と忘却 (人間の記憶の
不完全さ ) を考慮した能動的探索行動モデルとして
考案された Lessened Strokes Exploration Model( 以下
LSEM)5),6) をシミュレーション実験によってその特性
を確認する。次に、三次元仮想空間システムにおけ
る被験者実験を行い、その際の人の能動的探索行動
がいかなる行動ルールをもって行われているのかを
分析する。さらに、LSEMと被験者実験より得たデー
タとの突き合わせを行う。その上で、LSEMが人の行
動特性のどのような側面を表しているのかを分析、
検討する。
2.  能動的探索行動とそのモデル
2.1  LSEMについて
　本研究で取り扱う LSEM とは、経路履歴、いわば
足跡を歩行平面に「記録」し、可能な限りその足跡
を踏むことを避ける、つまり、「筆書数 (stroke)」を
最少化しようと振る舞う歩行者モデルである。また、
この足跡の消去によって「忘却」を操作的に扱うこ
とが可能になる。図 1 がその実験対象空間である。
LSEM は図 2 に示す行動アルゴリズムに従って、候
補商品購入数を満たすまで行動する。
2.2  LSEMの行動原理とその特徴
　LSEMの行動原理を詳説する。まず、細密グリッド
として表現された空間上に、ある進行方向を向いた
エージェントを考える。エージェントは進行方向を
中心に等角度に「分割単位領域 ( 扇形状に区分され

た領域 )」で構成された視野を持つ。「分割単位領域」
における各々の方角は進行方向を変更する際の候補
となる。棚や壁までの直線距離、すなわち見通し線(分
割単位領域 ) が最深長である方角を一つ選択し、一
時間ステップあたり一歩進行する。これを繰り返す。
このとき、見通し線の候補集合は、SS 理論の
Visibility Graph Analysis におけるVisual Step Depth( 以
下 VSD) が１で構成する領域、すなわち Isovist と等
しい。VSD が２や３の場合に拡張することも考える
ことができ、その際には、見通し線の長さは、長さ
の総和に置き換えられる（図3）。
　さて、LSEMにおいてエージェントが一歩進行する
際に「足跡」を歩行平面に記録する。候補方角を検
討する際に見通し線を遮る「足跡」の有無によって、
辞書式順序を設ける。これを足跡制約と呼ぶが、こ
の制約は壁や棚の制約より弱い（優先順位が低い）
点に注意されたい。すなわち、まず「足跡」にかか
らない見通し線を候補とし、方角を選択することに
し、この候補がない場合にのみ「足跡」にかかる見
通し線を候補として、最深長原則によって進行方角
を選択する。( 図 4) なお、「足跡」は、十分に狭い通
路を通過した印として、進行方角の真後ろから左右
45 度にかかる歩行者大のタイル３つを歩行平面に記
録する。
2.3  足跡制約を導入したLSEMver.1
　LSEM について最初に、足跡制約を導入した
LSEMver.1 とそうでないモデルとの比較を行い、足
跡制約の効果を示す。このシミュレーションは、図
1 において空間内に 40ヶ所設けられた商品のうち
30ヶ所の商品に接近した時点でシミュレーションを
終了するものである。ここでは、歩行ステップ数と
足跡が重複したタイル数（以下重複タイル数）の二
つの指標に着目する。前者は足跡 (経路履歴 )の記録
による能動的探索行動の効率化の効果を、後者は「最
少筆書原則」からの逸脱の程度を表している。表 1
に足跡制約の有無の比較結果を示す。なお、各行には、
VSDを1,2,3とした際のケースを示す。各ケースとも
シミュレーションを50回試行し、歩行ステップ数と
重複タイル数の平均値と標準偏差を示した。
　すべての比較において足跡制約の導入により歩行
ステップ数、重複タイル数の双方の劇的な短縮が確
認された。また、双方の指標の相関は高く、ともに
歩行行動の冗長性を示していることも確認した。こ
れらのことは、足跡制約を導入した LSEM が自由探
索行動よりもむしろ能動的探索行動のモデルとして
好適な性質を備えていることを示唆している。
　また、VSD の違いをみると、足跡制約を導入した
場合には VSD が 2 の場合に最も歩行が効率的で、他

方、足跡制約を導入しない際には、VSD が、3,1,2 の
順に歩行が効率的であることが明らかになっている。
　被験者実験データと突き合わせることなどで、そ
の行動が LSEM のどの VSD のケースに適合している
かを選択することが原理的に可能になった。
2.4  忘却を導入したLSEMver.2
　本節では、エージェントの通過経路上に記録され
る足跡 (経路履歴 )を単位時間あたり一定の確率で消
去することで「忘却」を導入した LSEMver.2 につい
てシミュレーション分析を行うことにより、モデル
の性質について検討する (図5)。
　空間が未知な場合の探索行動を検討するために
VSDを１とし、いくつかの忘却率をケースとして行っ
たシミュレーション結果を図 6 に示す。終了条件は
前節と同じとした。ここで冗長性の指標として歩行
ステップ数に着目すると、歩行ステップ数が忘却率
に対して単調増加することが明らかになっている。
また、LSEMver.2 において忘却率が十分大きい (足跡
が記録されない ) 場合、能動的探索行動のみならず
自由探索行動を含むモデルであると言える。
3.  三次元仮想空間における被験者実験
3.1  三次元仮想空間の作成とその特徴
　LSEMシミュレーションにおけるエージェントの歩
行行動と三次元仮想空間における行動の双方のデー
タを突き合わせるため、3D デザインツールにより仮
想空間を作成した。棚と商品は、比較のため LSEM
と同数同配置とした (図1)。
　図 7 に実験システムのフローチャートを示す。実
験画面には2Dマップと 3Dマップがあり、被験者に
は 3D マップのみ見えている。そして、被験者が仮
想空間内をキーボードのE(前進 )、S(左回転 )、D(右
回転 )、X( 後退 ) の 4 つのキーを使用して歩行者
(LSEM のエージェントに該当する ) を行動させるこ
とで、2DマップにLSEM同様の足跡記録がなされる。
分析のため、実験の終了と同時に歩行記録、足跡記録、
CSV ファイル ( 時間ステップ数、時間ステップ数ご
との座標、重複タイル数 )を保存することとした。
3.2  三次元仮想空間被験者実験の概要
　被験者 25 名による図 1 の仮想空間での被験者実
験を行った。歩行者が商品認識圏内に侵入すること
で、赤い球体の出現と同時に商品値が表示されるた
め、被験者はその都度目的商品か否かの判定をする
( 図 7)。実験終了条件は、候補商品 5 個のうち 3 個
を見つけた時点とした (図7)。
4.  三次元仮想空間被験者実験とLSEMシミュレーショ
ンの結果の突き合わせによる検討
4.1  三次元仮想空間被験者実験にみる忘却率の検討
　この節では、前章の被験者実験で得たデータをも

とに、LSEM における忘却率の推定を試みる。LSEM
においても被験者実験と同じ終了条件 ( 候補商品 5
個のうち 3 個を見つけた時点 ) のもと忘却率
0,0.01,0.02,0.03,0.05 の 5 ケースについてシミュレー
ションを各25回試行した。なお、被験者実験はメン
タルマップ皆無状況下であるため、LSEM の VSD は
1とした。図8に被験者実験、図9にLSEMシミュレー
ション ( 忘却率 0 ケース ) の測定結果を示す。LSEM
シミュレーションに比べ、被験者実験の方が歩行ス
テップ数、重複タイル数ともにばらつきが大きいこ
とが読み取れる。そこで、重複タイル数を歩行ステッ
プ数で除したものを重複率、すなわち、どれだけ同
じ経路を辿ったかの指標として、被験者実験とLSEM
シミュレーション (忘却率0ケース )を平均値の差の
検定を行ったものが表 2である。有意水準 10%で差
が認められず、この結果は忘却率 0 ケースが被験者
実験で得たデータの傾向に近いと考えてよい。
4.2  足跡制約の当てはまりの検証
　LSEMに導入した足跡制約の有効性を検証するため
に、被験者実験から得たデータを用いて、10 歩行ス
テップごとに座標をプロットし、進行方向選択の行
動ルール抽出を試みた。図10に行動ルール抽出の順
序を示す。各プロット点における進行方向選択は、
足跡制約を踏まえた最深長方向である①「足跡制約型
最深長方向」、足跡制約を無視し、足跡を横断するよ
うな最深長方向である②「非足跡制約型最深長方向」、
そのどちらでもない③「その他」、の3項目に分類した。
図11に行動ルール抽出のための分類例を示す。集計
した結果が表 3、図 12 である。計 482 の観測地点
のうち、足跡制約型最深長方向の選択が最も多く
(343 地点 (71.16%))、次いで、その他 (102 地点
(21.16%))、非足跡制約型最深長方向 (37 地点
(7.68%)) となっている。これは、LSEM における足跡
制約の有効性を支持していると考えられる。
5.  結論
　本研究では、能動的探索行動モデルとして開発さ
れた LSEM が人の行動のいかなる側面を表している
かを検証した。得られた知見を以下に示す。
1) 足跡制約を導入した LSEMver.1 は、既存の自由探
索行動と比べてはるかに効率的な結果であることか
ら、足跡制約が能動的探索行動における「目的物探
索行動」のモデルに有効な行動ルールであることを
確認した。2)足跡 (経路履歴 )の消失によって「忘却」
を導入した LSEMver.2 のシミュレーションによれば、
冗長性の指標である歩行ステップ数が忘却率に対し
て単調増加することが明らかになった。また、忘却
率が十分に大きい場合、LSEMver.2は自由探索行動
を表現可能なモデルであると言える。3) 仮想空間に

おける被験者実験に関しては、
LSEM( 忘却率 0 ケース ) が近い傾向を示していると
考えられる。4) 被験者実験において、10 歩行ステッ
プごとの進行方向選択をカウントすると 7 割を超え
る地点において足跡制約型最深長方向の選択が多く、
LSEMにおける足跡制約という行動ルールの有効性が
示唆された。
　以上のことから、LSEMが自由探索行動とは異なる、
「目的物探索行動」を表す能動的探索行動モデルとし
て有効な特性を持っていることが明らかになった。
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三次元仮想空間実験による能動的探索行動モデルの特性分析
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図2 LSEM(Lessened Strokes Exploration Model) の
行動アルゴリズム

図 1 能動的探索行動実験のための対象空間

図 3 スペースシンタックス理論における
Visual Step Depth の説明図
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1.  研究の背景と目的
　これまで、そぞろ歩きのような自由探索行動を表
すエージェントモデルとして、スペースシンタック
ス理論 ( 以下 SS 理論 )1) により「自然な動き」を模
擬すると称するEVACSなどが知られていた2),3),4)。
　それに対し、何か目的物を探索する行動などは能
動的探索行動であると言える。能動的探索行動は、「経
路探索行動」、「目的物探索行動」の 2 種類に分類で
きる。ここで、今日の「デパ地下状況 ( 地下の密集
した売り場の中であれこれ迷いながら商品を購買す
る状況 )」等で見られる目的物探索行動について考え
ると、売り場を巡る効率のため同じ経路を辿ろうと
しない反面、メンタルマップの不完全さや記銘・想
起の不完全さゆえに経路が重複する行動が時折観察
される。しかし、このような目的物探索行動を表す
モデルについての議論は活発ではない。
　本研究では、はじめに最少筆書原則 ( できるだけ
少ない筆書数で行動すること )と忘却 (人間の記憶の
不完全さ ) を考慮した能動的探索行動モデルとして
考案された Lessened Strokes Exploration Model( 以下
LSEM)5),6) をシミュレーション実験によってその特性
を確認する。次に、三次元仮想空間システムにおけ
る被験者実験を行い、その際の人の能動的探索行動
がいかなる行動ルールをもって行われているのかを
分析する。さらに、LSEMと被験者実験より得たデー
タとの突き合わせを行う。その上で、LSEMが人の行
動特性のどのような側面を表しているのかを分析、
検討する。
2.  能動的探索行動とそのモデル
2.1  LSEMについて
　本研究で取り扱う LSEM とは、経路履歴、いわば
足跡を歩行平面に「記録」し、可能な限りその足跡
を踏むことを避ける、つまり、「筆書数 (stroke)」を
最少化しようと振る舞う歩行者モデルである。また、
この足跡の消去によって「忘却」を操作的に扱うこ
とが可能になる。図 1 がその実験対象空間である。
LSEM は図 2 に示す行動アルゴリズムに従って、候
補商品購入数を満たすまで行動する。
2.2  LSEMの行動原理とその特徴
　LSEMの行動原理を詳説する。まず、細密グリッド
として表現された空間上に、ある進行方向を向いた
エージェントを考える。エージェントは進行方向を
中心に等角度に「分割単位領域 ( 扇形状に区分され

た領域 )」で構成された視野を持つ。「分割単位領域」
における各々の方角は進行方向を変更する際の候補
となる。棚や壁までの直線距離、すなわち見通し線(分
割単位領域 ) が最深長である方角を一つ選択し、一
時間ステップあたり一歩進行する。これを繰り返す。
このとき、見通し線の候補集合は、SS 理論の
Visibility Graph Analysis におけるVisual Step Depth( 以
下 VSD) が１で構成する領域、すなわち Isovist と等
しい。VSD が２や３の場合に拡張することも考える
ことができ、その際には、見通し線の長さは、長さ
の総和に置き換えられる（図3）。
　さて、LSEMにおいてエージェントが一歩進行する
際に「足跡」を歩行平面に記録する。候補方角を検
討する際に見通し線を遮る「足跡」の有無によって、
辞書式順序を設ける。これを足跡制約と呼ぶが、こ
の制約は壁や棚の制約より弱い（優先順位が低い）
点に注意されたい。すなわち、まず「足跡」にかか
らない見通し線を候補とし、方角を選択することに
し、この候補がない場合にのみ「足跡」にかかる見
通し線を候補として、最深長原則によって進行方角
を選択する。( 図 4) なお、「足跡」は、十分に狭い通
路を通過した印として、進行方角の真後ろから左右
45 度にかかる歩行者大のタイル３つを歩行平面に記
録する。
2.3  足跡制約を導入したLSEMver.1
　LSEM について最初に、足跡制約を導入した
LSEMver.1 とそうでないモデルとの比較を行い、足
跡制約の効果を示す。このシミュレーションは、図
1 において空間内に 40ヶ所設けられた商品のうち
30ヶ所の商品に接近した時点でシミュレーションを
終了するものである。ここでは、歩行ステップ数と
足跡が重複したタイル数（以下重複タイル数）の二
つの指標に着目する。前者は足跡 (経路履歴 )の記録
による能動的探索行動の効率化の効果を、後者は「最
少筆書原則」からの逸脱の程度を表している。表 1
に足跡制約の有無の比較結果を示す。なお、各行には、
VSDを1,2,3とした際のケースを示す。各ケースとも
シミュレーションを50回試行し、歩行ステップ数と
重複タイル数の平均値と標準偏差を示した。
　すべての比較において足跡制約の導入により歩行
ステップ数、重複タイル数の双方の劇的な短縮が確
認された。また、双方の指標の相関は高く、ともに
歩行行動の冗長性を示していることも確認した。こ
れらのことは、足跡制約を導入した LSEM が自由探
索行動よりもむしろ能動的探索行動のモデルとして
好適な性質を備えていることを示唆している。
　また、VSD の違いをみると、足跡制約を導入した
場合には VSD が 2 の場合に最も歩行が効率的で、他

方、足跡制約を導入しない際には、VSD が、3,1,2 の
順に歩行が効率的であることが明らかになっている。
　被験者実験データと突き合わせることなどで、そ
の行動が LSEM のどの VSD のケースに適合している
かを選択することが原理的に可能になった。
2.4  忘却を導入したLSEMver.2
　本節では、エージェントの通過経路上に記録され
る足跡 (経路履歴 )を単位時間あたり一定の確率で消
去することで「忘却」を導入した LSEMver.2 につい
てシミュレーション分析を行うことにより、モデル
の性質について検討する (図5)。
　空間が未知な場合の探索行動を検討するために
VSDを１とし、いくつかの忘却率をケースとして行っ
たシミュレーション結果を図 6 に示す。終了条件は
前節と同じとした。ここで冗長性の指標として歩行
ステップ数に着目すると、歩行ステップ数が忘却率
に対して単調増加することが明らかになっている。
また、LSEMver.2 において忘却率が十分大きい (足跡
が記録されない ) 場合、能動的探索行動のみならず
自由探索行動を含むモデルであると言える。
3.  三次元仮想空間における被験者実験
3.1  三次元仮想空間の作成とその特徴
　LSEMシミュレーションにおけるエージェントの歩
行行動と三次元仮想空間における行動の双方のデー
タを突き合わせるため、3D デザインツールにより仮
想空間を作成した。棚と商品は、比較のため LSEM
と同数同配置とした (図1)。
　図 7 に実験システムのフローチャートを示す。実
験画面には2Dマップと 3Dマップがあり、被験者に
は 3D マップのみ見えている。そして、被験者が仮
想空間内をキーボードのE(前進 )、S(左回転 )、D(右
回転 )、X( 後退 ) の 4 つのキーを使用して歩行者
(LSEM のエージェントに該当する ) を行動させるこ
とで、2DマップにLSEM同様の足跡記録がなされる。
分析のため、実験の終了と同時に歩行記録、足跡記録、
CSV ファイル ( 時間ステップ数、時間ステップ数ご
との座標、重複タイル数 )を保存することとした。
3.2  三次元仮想空間被験者実験の概要
　被験者 25 名による図 1 の仮想空間での被験者実
験を行った。歩行者が商品認識圏内に侵入すること
で、赤い球体の出現と同時に商品値が表示されるた
め、被験者はその都度目的商品か否かの判定をする
( 図 7)。実験終了条件は、候補商品 5 個のうち 3 個
を見つけた時点とした (図7)。
4.  三次元仮想空間被験者実験とLSEMシミュレーショ
ンの結果の突き合わせによる検討
4.1  三次元仮想空間被験者実験にみる忘却率の検討
　この節では、前章の被験者実験で得たデータをも

とに、LSEM における忘却率の推定を試みる。LSEM
においても被験者実験と同じ終了条件 ( 候補商品 5
個のうち 3 個を見つけた時点 ) のもと忘却率
0,0.01,0.02,0.03,0.05 の 5 ケースについてシミュレー
ションを各25回試行した。なお、被験者実験はメン
タルマップ皆無状況下であるため、LSEM の VSD は
1とした。図8に被験者実験、図9にLSEMシミュレー
ション ( 忘却率 0 ケース ) の測定結果を示す。LSEM
シミュレーションに比べ、被験者実験の方が歩行ス
テップ数、重複タイル数ともにばらつきが大きいこ
とが読み取れる。そこで、重複タイル数を歩行ステッ
プ数で除したものを重複率、すなわち、どれだけ同
じ経路を辿ったかの指標として、被験者実験とLSEM
シミュレーション (忘却率0ケース )を平均値の差の
検定を行ったものが表 2である。有意水準 10%で差
が認められず、この結果は忘却率 0 ケースが被験者
実験で得たデータの傾向に近いと考えてよい。
4.2  足跡制約の当てはまりの検証
　LSEMに導入した足跡制約の有効性を検証するため
に、被験者実験から得たデータを用いて、10 歩行ス
テップごとに座標をプロットし、進行方向選択の行
動ルール抽出を試みた。図10に行動ルール抽出の順
序を示す。各プロット点における進行方向選択は、
足跡制約を踏まえた最深長方向である①「足跡制約型
最深長方向」、足跡制約を無視し、足跡を横断するよ
うな最深長方向である②「非足跡制約型最深長方向」、
そのどちらでもない③「その他」、の3項目に分類した。
図11に行動ルール抽出のための分類例を示す。集計
した結果が表 3、図 12 である。計 482 の観測地点
のうち、足跡制約型最深長方向の選択が最も多く
(343 地点 (71.16%))、次いで、その他 (102 地点
(21.16%))、非足跡制約型最深長方向 (37 地点
(7.68%)) となっている。これは、LSEM における足跡
制約の有効性を支持していると考えられる。
5.  結論
　本研究では、能動的探索行動モデルとして開発さ
れた LSEM が人の行動のいかなる側面を表している
かを検証した。得られた知見を以下に示す。
1) 足跡制約を導入した LSEMver.1 は、既存の自由探
索行動と比べてはるかに効率的な結果であることか
ら、足跡制約が能動的探索行動における「目的物探
索行動」のモデルに有効な行動ルールであることを
確認した。2)足跡 (経路履歴 )の消失によって「忘却」
を導入した LSEMver.2 のシミュレーションによれば、
冗長性の指標である歩行ステップ数が忘却率に対し
て単調増加することが明らかになった。また、忘却
率が十分に大きい場合、LSEMver.2は自由探索行動
を表現可能なモデルであると言える。3) 仮想空間に

おける被験者実験に関しては、
LSEM( 忘却率 0 ケース ) が近い傾向を示していると
考えられる。4) 被験者実験において、10 歩行ステッ
プごとの進行方向選択をカウントすると 7 割を超え
る地点において足跡制約型最深長方向の選択が多く、
LSEMにおける足跡制約という行動ルールの有効性が
示唆された。
　以上のことから、LSEMが自由探索行動とは異なる、
「目的物探索行動」を表す能動的探索行動モデルとし
て有効な特性を持っていることが明らかになった。
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図 6  忘却率と歩行行動の冗長性

図 4足跡制約による進行方向選択
表 1 足跡制約による歩行行動の冗長性

図 5  足跡 ( 経路履歴 ) の消失による忘却の説明図

足跡制約あり
平均値 標準偏差

足跡制約なし
平均値 標準偏差

歩行ステップ数 1890.32 1112.34 352.12 132.12
重複タイル数
歩行ステップ数
重複タイル数
歩行ステップ数
重複タイル数

4563.84 3180.43 227.74 241.22
5747.96 3515.03 275.52 43.64
15931.28 10339.78 92.82 43.77
775.40 326.38 279.12 37.38
1365.94 849.43 99.70 42.78

Visual Step Depth=1

Visual Step Depth=2

Visual Step Depth=3

0

200

400

600

800

忘却率0

歩
行
ス
テ
ッ
プ
数

忘却率0.01 忘却率0.02 忘却率0.03 忘却率0.05

1000

1200

1400

1600

1800

2000

平均値
標準偏差

標準偏差

最小値

最大値

商品位置(N=40)

足跡（軌跡）Human Agent
棚(N=40)

スタート位置(X=25,Y=25)S

S

商品位置(N=40)

足跡（軌跡）Human Agent
棚(N=40)

スタート位置(X=25,Y=25)S

a) ある地点における足跡 ( 経路履歴 ) の消失 ( 忘却率 0.01)

b) a) からさらに進んだある地点における足跡 ( 経路履歴 ) の消失 ( 忘却率 0.01)
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足跡（経路履歴）エージェント(　は進行方向) 棚スタート位置S

a) において 19 分割された見通し線 ( 分割単位領域 ) のうち、①の見通し線は最深長方
向であるが足跡により遮られているため、b) では足跡がない見通し線のうち、最深長
方向である②の見通し線を選択して移動している。

1

2

a) ある地点におけるエージェントの視野 b) 進行方向選択後のエージェントの挙動

足跡（経路履歴）エージェント(　は進行方向) 棚



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
2

1.  研究の背景と目的
　これまで、そぞろ歩きのような自由探索行動を表
すエージェントモデルとして、スペースシンタック
ス理論 ( 以下 SS 理論 )1) により「自然な動き」を模
擬すると称するEVACSなどが知られていた2),3),4)。
　それに対し、何か目的物を探索する行動などは能
動的探索行動であると言える。能動的探索行動は、「経
路探索行動」、「目的物探索行動」の 2 種類に分類で
きる。ここで、今日の「デパ地下状況 ( 地下の密集
した売り場の中であれこれ迷いながら商品を購買す
る状況 )」等で見られる目的物探索行動について考え
ると、売り場を巡る効率のため同じ経路を辿ろうと
しない反面、メンタルマップの不完全さや記銘・想
起の不完全さゆえに経路が重複する行動が時折観察
される。しかし、このような目的物探索行動を表す
モデルについての議論は活発ではない。
　本研究では、はじめに最少筆書原則 ( できるだけ
少ない筆書数で行動すること )と忘却 (人間の記憶の
不完全さ ) を考慮した能動的探索行動モデルとして
考案された Lessened Strokes Exploration Model( 以下
LSEM)5),6) をシミュレーション実験によってその特性
を確認する。次に、三次元仮想空間システムにおけ
る被験者実験を行い、その際の人の能動的探索行動
がいかなる行動ルールをもって行われているのかを
分析する。さらに、LSEMと被験者実験より得たデー
タとの突き合わせを行う。その上で、LSEMが人の行
動特性のどのような側面を表しているのかを分析、
検討する。
2.  能動的探索行動とそのモデル
2.1  LSEMについて
　本研究で取り扱う LSEM とは、経路履歴、いわば
足跡を歩行平面に「記録」し、可能な限りその足跡
を踏むことを避ける、つまり、「筆書数 (stroke)」を
最少化しようと振る舞う歩行者モデルである。また、
この足跡の消去によって「忘却」を操作的に扱うこ
とが可能になる。図 1 がその実験対象空間である。
LSEM は図 2 に示す行動アルゴリズムに従って、候
補商品購入数を満たすまで行動する。
2.2  LSEMの行動原理とその特徴
　LSEMの行動原理を詳説する。まず、細密グリッド
として表現された空間上に、ある進行方向を向いた
エージェントを考える。エージェントは進行方向を
中心に等角度に「分割単位領域 ( 扇形状に区分され

た領域 )」で構成された視野を持つ。「分割単位領域」
における各々の方角は進行方向を変更する際の候補
となる。棚や壁までの直線距離、すなわち見通し線(分
割単位領域 ) が最深長である方角を一つ選択し、一
時間ステップあたり一歩進行する。これを繰り返す。
このとき、見通し線の候補集合は、SS 理論の
Visibility Graph Analysis におけるVisual Step Depth( 以
下 VSD) が１で構成する領域、すなわち Isovist と等
しい。VSD が２や３の場合に拡張することも考える
ことができ、その際には、見通し線の長さは、長さ
の総和に置き換えられる（図3）。
　さて、LSEMにおいてエージェントが一歩進行する
際に「足跡」を歩行平面に記録する。候補方角を検
討する際に見通し線を遮る「足跡」の有無によって、
辞書式順序を設ける。これを足跡制約と呼ぶが、こ
の制約は壁や棚の制約より弱い（優先順位が低い）
点に注意されたい。すなわち、まず「足跡」にかか
らない見通し線を候補とし、方角を選択することに
し、この候補がない場合にのみ「足跡」にかかる見
通し線を候補として、最深長原則によって進行方角
を選択する。( 図 4) なお、「足跡」は、十分に狭い通
路を通過した印として、進行方角の真後ろから左右
45 度にかかる歩行者大のタイル３つを歩行平面に記
録する。
2.3  足跡制約を導入したLSEMver.1
　LSEM について最初に、足跡制約を導入した
LSEMver.1 とそうでないモデルとの比較を行い、足
跡制約の効果を示す。このシミュレーションは、図
1 において空間内に 40ヶ所設けられた商品のうち
30ヶ所の商品に接近した時点でシミュレーションを
終了するものである。ここでは、歩行ステップ数と
足跡が重複したタイル数（以下重複タイル数）の二
つの指標に着目する。前者は足跡 (経路履歴 )の記録
による能動的探索行動の効率化の効果を、後者は「最
少筆書原則」からの逸脱の程度を表している。表 1
に足跡制約の有無の比較結果を示す。なお、各行には、
VSDを1,2,3とした際のケースを示す。各ケースとも
シミュレーションを50回試行し、歩行ステップ数と
重複タイル数の平均値と標準偏差を示した。
　すべての比較において足跡制約の導入により歩行
ステップ数、重複タイル数の双方の劇的な短縮が確
認された。また、双方の指標の相関は高く、ともに
歩行行動の冗長性を示していることも確認した。こ
れらのことは、足跡制約を導入した LSEM が自由探
索行動よりもむしろ能動的探索行動のモデルとして
好適な性質を備えていることを示唆している。
　また、VSD の違いをみると、足跡制約を導入した
場合には VSD が 2 の場合に最も歩行が効率的で、他

方、足跡制約を導入しない際には、VSD が、3,1,2 の
順に歩行が効率的であることが明らかになっている。
　被験者実験データと突き合わせることなどで、そ
の行動が LSEM のどの VSD のケースに適合している
かを選択することが原理的に可能になった。
2.4  忘却を導入したLSEMver.2
　本節では、エージェントの通過経路上に記録され
る足跡 (経路履歴 )を単位時間あたり一定の確率で消
去することで「忘却」を導入した LSEMver.2 につい
てシミュレーション分析を行うことにより、モデル
の性質について検討する (図5)。
　空間が未知な場合の探索行動を検討するために
VSDを１とし、いくつかの忘却率をケースとして行っ
たシミュレーション結果を図 6 に示す。終了条件は
前節と同じとした。ここで冗長性の指標として歩行
ステップ数に着目すると、歩行ステップ数が忘却率
に対して単調増加することが明らかになっている。
また、LSEMver.2 において忘却率が十分大きい (足跡
が記録されない ) 場合、能動的探索行動のみならず
自由探索行動を含むモデルであると言える。
3.  三次元仮想空間における被験者実験
3.1  三次元仮想空間の作成とその特徴
　LSEMシミュレーションにおけるエージェントの歩
行行動と三次元仮想空間における行動の双方のデー
タを突き合わせるため、3D デザインツールにより仮
想空間を作成した。棚と商品は、比較のため LSEM
と同数同配置とした (図1)。
　図 7 に実験システムのフローチャートを示す。実
験画面には2Dマップと 3Dマップがあり、被験者に
は 3D マップのみ見えている。そして、被験者が仮
想空間内をキーボードのE(前進 )、S(左回転 )、D(右
回転 )、X( 後退 ) の 4 つのキーを使用して歩行者
(LSEM のエージェントに該当する ) を行動させるこ
とで、2DマップにLSEM同様の足跡記録がなされる。
分析のため、実験の終了と同時に歩行記録、足跡記録、
CSV ファイル ( 時間ステップ数、時間ステップ数ご
との座標、重複タイル数 )を保存することとした。
3.2  三次元仮想空間被験者実験の概要
　被験者 25 名による図 1 の仮想空間での被験者実
験を行った。歩行者が商品認識圏内に侵入すること
で、赤い球体の出現と同時に商品値が表示されるた
め、被験者はその都度目的商品か否かの判定をする
( 図 7)。実験終了条件は、候補商品 5 個のうち 3 個
を見つけた時点とした (図7)。
4.  三次元仮想空間被験者実験とLSEMシミュレーショ
ンの結果の突き合わせによる検討
4.1  三次元仮想空間被験者実験にみる忘却率の検討
　この節では、前章の被験者実験で得たデータをも

とに、LSEM における忘却率の推定を試みる。LSEM
においても被験者実験と同じ終了条件 ( 候補商品 5
個のうち 3 個を見つけた時点 ) のもと忘却率
0,0.01,0.02,0.03,0.05 の 5 ケースについてシミュレー
ションを各25回試行した。なお、被験者実験はメン
タルマップ皆無状況下であるため、LSEM の VSD は
1とした。図8に被験者実験、図9にLSEMシミュレー
ション ( 忘却率 0 ケース ) の測定結果を示す。LSEM
シミュレーションに比べ、被験者実験の方が歩行ス
テップ数、重複タイル数ともにばらつきが大きいこ
とが読み取れる。そこで、重複タイル数を歩行ステッ
プ数で除したものを重複率、すなわち、どれだけ同
じ経路を辿ったかの指標として、被験者実験とLSEM
シミュレーション (忘却率0ケース )を平均値の差の
検定を行ったものが表 2である。有意水準 10%で差
が認められず、この結果は忘却率 0 ケースが被験者
実験で得たデータの傾向に近いと考えてよい。
4.2  足跡制約の当てはまりの検証
　LSEMに導入した足跡制約の有効性を検証するため
に、被験者実験から得たデータを用いて、10 歩行ス
テップごとに座標をプロットし、進行方向選択の行
動ルール抽出を試みた。図10に行動ルール抽出の順
序を示す。各プロット点における進行方向選択は、
足跡制約を踏まえた最深長方向である①「足跡制約型
最深長方向」、足跡制約を無視し、足跡を横断するよ
うな最深長方向である②「非足跡制約型最深長方向」、
そのどちらでもない③「その他」、の3項目に分類した。
図11に行動ルール抽出のための分類例を示す。集計
した結果が表 3、図 12 である。計 482 の観測地点
のうち、足跡制約型最深長方向の選択が最も多く
(343 地点 (71.16%))、次いで、その他 (102 地点
(21.16%))、非足跡制約型最深長方向 (37 地点
(7.68%)) となっている。これは、LSEM における足跡
制約の有効性を支持していると考えられる。
5.  結論
　本研究では、能動的探索行動モデルとして開発さ
れた LSEM が人の行動のいかなる側面を表している
かを検証した。得られた知見を以下に示す。
1) 足跡制約を導入した LSEMver.1 は、既存の自由探
索行動と比べてはるかに効率的な結果であることか
ら、足跡制約が能動的探索行動における「目的物探
索行動」のモデルに有効な行動ルールであることを
確認した。2)足跡 (経路履歴 )の消失によって「忘却」
を導入した LSEMver.2 のシミュレーションによれば、
冗長性の指標である歩行ステップ数が忘却率に対し
て単調増加することが明らかになった。また、忘却
率が十分に大きい場合、LSEMver.2は自由探索行動
を表現可能なモデルであると言える。3) 仮想空間に

おける被験者実験に関しては、
LSEM( 忘却率 0 ケース ) が近い傾向を示していると
考えられる。4) 被験者実験において、10 歩行ステッ
プごとの進行方向選択をカウントすると 7 割を超え
る地点において足跡制約型最深長方向の選択が多く、
LSEMにおける足跡制約という行動ルールの有効性が
示唆された。
　以上のことから、LSEMが自由探索行動とは異なる、
「目的物探索行動」を表す能動的探索行動モデルとし
て有効な特性を持っていることが明らかになった。
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図 9  LSEMシミュレーション ( 忘却率 0ケース ) における重複率
( 重複タイル数 /歩行ステップ数 )

図 8  三次元仮想空間被験者実験における重複率
( 重複タイル数 /歩行ステップ数 )

図 7  三次元仮想空間被験者実験システムのフローチャート

図 10  三次元仮想空間被験者実験における
進行方向選択の行動ルール抽出

表 2  重複率の平均値の差の検定
平均値
(標準偏差)

三次元仮想空間被験者実験
(N=25)

0.305
(0.096)

LSEMシミュレーション
(忘却率0ケース, N=25)

0.293
(0.122)

検定結果

p=0.712
(有意差10%で認められず。)
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1.  研究の背景と目的
　これまで、そぞろ歩きのような自由探索行動を表
すエージェントモデルとして、スペースシンタック
ス理論 ( 以下 SS 理論 )1) により「自然な動き」を模
擬すると称するEVACSなどが知られていた2),3),4)。
　それに対し、何か目的物を探索する行動などは能
動的探索行動であると言える。能動的探索行動は、「経
路探索行動」、「目的物探索行動」の 2 種類に分類で
きる。ここで、今日の「デパ地下状況 ( 地下の密集
した売り場の中であれこれ迷いながら商品を購買す
る状況 )」等で見られる目的物探索行動について考え
ると、売り場を巡る効率のため同じ経路を辿ろうと
しない反面、メンタルマップの不完全さや記銘・想
起の不完全さゆえに経路が重複する行動が時折観察
される。しかし、このような目的物探索行動を表す
モデルについての議論は活発ではない。
　本研究では、はじめに最少筆書原則 ( できるだけ
少ない筆書数で行動すること )と忘却 (人間の記憶の
不完全さ ) を考慮した能動的探索行動モデルとして
考案された Lessened Strokes Exploration Model( 以下
LSEM)5),6) をシミュレーション実験によってその特性
を確認する。次に、三次元仮想空間システムにおけ
る被験者実験を行い、その際の人の能動的探索行動
がいかなる行動ルールをもって行われているのかを
分析する。さらに、LSEMと被験者実験より得たデー
タとの突き合わせを行う。その上で、LSEMが人の行
動特性のどのような側面を表しているのかを分析、
検討する。
2.  能動的探索行動とそのモデル
2.1  LSEMについて
　本研究で取り扱う LSEM とは、経路履歴、いわば
足跡を歩行平面に「記録」し、可能な限りその足跡
を踏むことを避ける、つまり、「筆書数 (stroke)」を
最少化しようと振る舞う歩行者モデルである。また、
この足跡の消去によって「忘却」を操作的に扱うこ
とが可能になる。図 1 がその実験対象空間である。
LSEM は図 2 に示す行動アルゴリズムに従って、候
補商品購入数を満たすまで行動する。
2.2  LSEMの行動原理とその特徴
　LSEMの行動原理を詳説する。まず、細密グリッド
として表現された空間上に、ある進行方向を向いた
エージェントを考える。エージェントは進行方向を
中心に等角度に「分割単位領域 ( 扇形状に区分され

た領域 )」で構成された視野を持つ。「分割単位領域」
における各々の方角は進行方向を変更する際の候補
となる。棚や壁までの直線距離、すなわち見通し線(分
割単位領域 ) が最深長である方角を一つ選択し、一
時間ステップあたり一歩進行する。これを繰り返す。
このとき、見通し線の候補集合は、SS 理論の
Visibility Graph Analysis におけるVisual Step Depth( 以
下 VSD) が１で構成する領域、すなわち Isovist と等
しい。VSD が２や３の場合に拡張することも考える
ことができ、その際には、見通し線の長さは、長さ
の総和に置き換えられる（図3）。
　さて、LSEMにおいてエージェントが一歩進行する
際に「足跡」を歩行平面に記録する。候補方角を検
討する際に見通し線を遮る「足跡」の有無によって、
辞書式順序を設ける。これを足跡制約と呼ぶが、こ
の制約は壁や棚の制約より弱い（優先順位が低い）
点に注意されたい。すなわち、まず「足跡」にかか
らない見通し線を候補とし、方角を選択することに
し、この候補がない場合にのみ「足跡」にかかる見
通し線を候補として、最深長原則によって進行方角
を選択する。( 図 4) なお、「足跡」は、十分に狭い通
路を通過した印として、進行方角の真後ろから左右
45 度にかかる歩行者大のタイル３つを歩行平面に記
録する。
2.3  足跡制約を導入したLSEMver.1
　LSEM について最初に、足跡制約を導入した
LSEMver.1 とそうでないモデルとの比較を行い、足
跡制約の効果を示す。このシミュレーションは、図
1 において空間内に 40ヶ所設けられた商品のうち
30ヶ所の商品に接近した時点でシミュレーションを
終了するものである。ここでは、歩行ステップ数と
足跡が重複したタイル数（以下重複タイル数）の二
つの指標に着目する。前者は足跡 (経路履歴 )の記録
による能動的探索行動の効率化の効果を、後者は「最
少筆書原則」からの逸脱の程度を表している。表 1
に足跡制約の有無の比較結果を示す。なお、各行には、
VSDを1,2,3とした際のケースを示す。各ケースとも
シミュレーションを50回試行し、歩行ステップ数と
重複タイル数の平均値と標準偏差を示した。
　すべての比較において足跡制約の導入により歩行
ステップ数、重複タイル数の双方の劇的な短縮が確
認された。また、双方の指標の相関は高く、ともに
歩行行動の冗長性を示していることも確認した。こ
れらのことは、足跡制約を導入した LSEM が自由探
索行動よりもむしろ能動的探索行動のモデルとして
好適な性質を備えていることを示唆している。
　また、VSD の違いをみると、足跡制約を導入した
場合には VSD が 2 の場合に最も歩行が効率的で、他

方、足跡制約を導入しない際には、VSD が、3,1,2 の
順に歩行が効率的であることが明らかになっている。
　被験者実験データと突き合わせることなどで、そ
の行動が LSEM のどの VSD のケースに適合している
かを選択することが原理的に可能になった。
2.4  忘却を導入したLSEMver.2
　本節では、エージェントの通過経路上に記録され
る足跡 (経路履歴 )を単位時間あたり一定の確率で消
去することで「忘却」を導入した LSEMver.2 につい
てシミュレーション分析を行うことにより、モデル
の性質について検討する (図5)。
　空間が未知な場合の探索行動を検討するために
VSDを１とし、いくつかの忘却率をケースとして行っ
たシミュレーション結果を図 6 に示す。終了条件は
前節と同じとした。ここで冗長性の指標として歩行
ステップ数に着目すると、歩行ステップ数が忘却率
に対して単調増加することが明らかになっている。
また、LSEMver.2 において忘却率が十分大きい (足跡
が記録されない ) 場合、能動的探索行動のみならず
自由探索行動を含むモデルであると言える。
3.  三次元仮想空間における被験者実験
3.1  三次元仮想空間の作成とその特徴
　LSEMシミュレーションにおけるエージェントの歩
行行動と三次元仮想空間における行動の双方のデー
タを突き合わせるため、3D デザインツールにより仮
想空間を作成した。棚と商品は、比較のため LSEM
と同数同配置とした (図1)。
　図 7 に実験システムのフローチャートを示す。実
験画面には2Dマップと 3Dマップがあり、被験者に
は 3D マップのみ見えている。そして、被験者が仮
想空間内をキーボードのE(前進 )、S(左回転 )、D(右
回転 )、X( 後退 ) の 4 つのキーを使用して歩行者
(LSEM のエージェントに該当する ) を行動させるこ
とで、2DマップにLSEM同様の足跡記録がなされる。
分析のため、実験の終了と同時に歩行記録、足跡記録、
CSV ファイル ( 時間ステップ数、時間ステップ数ご
との座標、重複タイル数 )を保存することとした。
3.2  三次元仮想空間被験者実験の概要
　被験者 25 名による図 1 の仮想空間での被験者実
験を行った。歩行者が商品認識圏内に侵入すること
で、赤い球体の出現と同時に商品値が表示されるた
め、被験者はその都度目的商品か否かの判定をする
( 図 7)。実験終了条件は、候補商品 5 個のうち 3 個
を見つけた時点とした (図7)。
4.  三次元仮想空間被験者実験とLSEMシミュレーショ
ンの結果の突き合わせによる検討
4.1  三次元仮想空間被験者実験にみる忘却率の検討
　この節では、前章の被験者実験で得たデータをも

とに、LSEM における忘却率の推定を試みる。LSEM
においても被験者実験と同じ終了条件 ( 候補商品 5
個のうち 3 個を見つけた時点 ) のもと忘却率
0,0.01,0.02,0.03,0.05 の 5 ケースについてシミュレー
ションを各25回試行した。なお、被験者実験はメン
タルマップ皆無状況下であるため、LSEM の VSD は
1とした。図8に被験者実験、図9にLSEMシミュレー
ション ( 忘却率 0 ケース ) の測定結果を示す。LSEM
シミュレーションに比べ、被験者実験の方が歩行ス
テップ数、重複タイル数ともにばらつきが大きいこ
とが読み取れる。そこで、重複タイル数を歩行ステッ
プ数で除したものを重複率、すなわち、どれだけ同
じ経路を辿ったかの指標として、被験者実験とLSEM
シミュレーション (忘却率0ケース )を平均値の差の
検定を行ったものが表 2である。有意水準 10%で差
が認められず、この結果は忘却率 0 ケースが被験者
実験で得たデータの傾向に近いと考えてよい。
4.2  足跡制約の当てはまりの検証
　LSEMに導入した足跡制約の有効性を検証するため
に、被験者実験から得たデータを用いて、10 歩行ス
テップごとに座標をプロットし、進行方向選択の行
動ルール抽出を試みた。図10に行動ルール抽出の順
序を示す。各プロット点における進行方向選択は、
足跡制約を踏まえた最深長方向である①「足跡制約型
最深長方向」、足跡制約を無視し、足跡を横断するよ
うな最深長方向である②「非足跡制約型最深長方向」、
そのどちらでもない③「その他」、の3項目に分類した。
図11に行動ルール抽出のための分類例を示す。集計
した結果が表 3、図 12 である。計 482 の観測地点
のうち、足跡制約型最深長方向の選択が最も多く
(343 地点 (71.16%))、次いで、その他 (102 地点
(21.16%))、非足跡制約型最深長方向 (37 地点
(7.68%)) となっている。これは、LSEM における足跡
制約の有効性を支持していると考えられる。
5.  結論
　本研究では、能動的探索行動モデルとして開発さ
れた LSEM が人の行動のいかなる側面を表している
かを検証した。得られた知見を以下に示す。
1) 足跡制約を導入した LSEMver.1 は、既存の自由探
索行動と比べてはるかに効率的な結果であることか
ら、足跡制約が能動的探索行動における「目的物探
索行動」のモデルに有効な行動ルールであることを
確認した。2)足跡 (経路履歴 )の消失によって「忘却」
を導入した LSEMver.2 のシミュレーションによれば、
冗長性の指標である歩行ステップ数が忘却率に対し
て単調増加することが明らかになった。また、忘却
率が十分に大きい場合、LSEMver.2は自由探索行動
を表現可能なモデルであると言える。3) 仮想空間に

おける被験者実験に関しては、
LSEM( 忘却率 0 ケース ) が近い傾向を示していると
考えられる。4) 被験者実験において、10 歩行ステッ
プごとの進行方向選択をカウントすると 7 割を超え
る地点において足跡制約型最深長方向の選択が多く、
LSEMにおける足跡制約という行動ルールの有効性が
示唆された。
　以上のことから、LSEMが自由探索行動とは異なる、
「目的物探索行動」を表す能動的探索行動モデルとし
て有効な特性を持っていることが明らかになった。
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図 11  進行方向選択の行動ルール抽出のための分類例
表 3  10 歩行ステップごとの
抽出した行動ルールの各回数

図 12  進行方向選択における
   抽出した行動ルールの割合

①足跡制約型
最深長方向 (71.16%)

②非足跡制約型最深長方向 (7.68%)

③その他
(21.16%)

計

一人あたりの
平均回数 ( 回 )

該当する方向の
選択回数 ( 回 )

343 13.72
37 1.48
102
482 19.28

4.08

①足跡制約型最深長方向
②非足跡制約型最深長方向
③その他

足跡（経路履歴） 選択した方向棚被験者(　は進行方向)

①足跡制約型最深長方向 (N=343)

②非足跡制約型最深長方向 (N=37)

見通し線が最深長である
方向を選択

足跡までの見通し線が
最深長方向である

足跡に遮られていない
見通し線の中から最深長
方向を選択

見通し線が足跡に遮られ
ている最深長方向を選択

左に同じ 足跡の有無に関わらず、
最深長方向以外を選択

③その他 (N=102)
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1. はじめに 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分は各国で注目さ

れているが，解決しなければならない問題はまだ山積

している．地層処分を実施する場合，高レベル放射性

廃棄物をガラス固化した後，炭素鋼製のオーバーパッ

クで覆い，さらにこれらを緩衝材（人工バリア）で覆

ったものを埋め戻し材と共に地表面より 300m以深の

岩盤中（天然バリア）に埋設するのが一般的な考え方

である 1)．しかし，自然バリアが堆積軟岩の場合，高

レベル放射性廃棄物が放出する大量の熱エネルギー

が岩盤の長期安定性を脅かす可能性がある．そこで，

本稿では高温環境下における堆積軟岩の力学挙動を

定量・定性的に評価できる熱弾粘塑性構成式の確立を

目的に，4 種類の異なる温度環境下における田下石を

用いた三軸圧縮・クリープ試験を実施し，得られた試

験結果を用いて，提案する熱弾粘塑性構成式 2)のパフ

ォーマンスを検証した．本稿では、数値実験で不飽和

状態のベントナイトを地層処分場に設置し,飽和・不

飽和下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデルを境界値問題へ

適応させた結果についてまとめる. 

2. 熱と不飽和特性を考慮した構成式の提案 

 温度変化と飽和度の変化 3),が堆積軟岩の力学挙動

に及ぼす影響が大きいという試験結果に基づいて、飽

和・不飽和下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデルを提案する. 

堆積軟岩の力学挙動は,超過圧密材料として取り扱う

ことができるため,Subloading モデル 4)をベースに,温

度変化と飽和度の変化を考慮した発展則を導入する. 
2 2

2

0 0 0

1 1 1
ln ln 0

1 1

ps e
v

p p p

p M
f

p M e C e C C

  



     

 

 (1) 

0

( ) Λ ,
1

e
e sd a b

e p

 
     



 (2)  

1 1( )ln[( OCR) / ]e N Np p      (3) 

03 ( )s s

N N Tp p K T T     (4)  

( ) ( );s r
s r r r s r

r r

N N
N S N Q S S Q

S S


    


  (5)                

s rd QdS   (6)                                                

ここで式(1)は降伏関数を,
e と

s はそれぞれ温度と

飽和度の影響を考慮した際の,正規圧密線との間隙比

の差を表す。 

3. 境界値問題‐熱土水空気連成解析‐ 

 提案する構成式のパフォーマンスを検証するため

に,実スケールにおける熱土水空気(THMA)有限要素

連成解析を行った.Table.1に解析で用いたパラメータ

を示す．実スケールにおける高レベル放射性廃棄物処

分施設の熱土水空気連成解析では，高レベル放射性廃

棄物が放出する熱の影響を模擬するために，トンネル

壁面の内側の全要素を内部熱源として設定する．ただ

し，実際に高レベル放射性廃棄物を地層処分する場合，

廃棄物の体積が占める割合は，トンネルの体積に対し

て1.6%程度であると考えられているため，トンネル内

側の内部熱源の熱量は，トンネルの体積に相当する廃

棄物の放出する熱量の1.6%の値に設定する．高レベル

放射性廃棄物が放出する熱量は，時間とともに減衰す

ると考えられており，地層処分を実施する前に地上で

ある期間において自然放射する熱減衰を行わない場

合(Case1)と，熱減衰を行う場合(Case2)の2 ケースを

実施する．Fig.3 に高レベル放射性廃棄物が放出する

熱の影響を模擬した内部熱量の経年変化を示す． 

 

Fig.1 内部熱量の経年変化 

さらに，熱源の周りを不飽和状態のベントナイトで囲

い込むように設置した.ベントナイトの初期条件は,

飽和度を86%,サクションを62MPa,全水頭を-6945mに

設定した.また,Munozら5)
(2006)によって得られた水分

特性曲線と飽和度 -透水係数関係をそれぞれFig.2, 

Fig.3に示す.この水分特性曲線と透水係数の関係に従

って,有限要素解析を行った. 
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   Fig.2 水分特性曲線 Fig.3 飽和度-透水係数関係 

3.1  2次元解析条件 

Fig.4に2次元解析メッシュを示す.解析メッシュは420

要素,460節点で構成されており,トンネル半断面の下

端面の節点を鉛直方向固定,トンネル半断面の左右側

面の節点を水平方向固定に設定する。寸法は高さ

520m,幅210m,地表面から熱源までの距離を300m,熱源

を直径20mの半円形として設定した.初期応力は.自重

解析によって与えた.水理境界は,トンネル半断面の上

端面を排水条件,下端面,左右側面とトンネル壁面を非

排水条件に設定し,軟岩の全水頭を520mに設定した. 

3.2  3次元解析条件 

Fig.5 に,3 次元解析メッシュを示す.解析メッシュは

8740 節点,7560 要素により構成されおり,トンネル

半断面の下端面の節点を鉛直方向固定,トンネル半

断面の左右側面の節点を水平方向固定に設定する.

寸法は,高さ 520m,幅 210m,奥行き 210mとし,上端面

（地表面）より 300m の地点に直径 20m の半円孔

を設けている.初期応力は,自重解析によって与え

た.水理境界は,トンネル半断面の上端面のみを排

水条件,残りの面とトンネル壁面（内部熱源との境

界のみ）を非排水条件に設定し ,軟岩の全水頭を

520m に設定した.
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 Bentonite Rock 

Thermal expansion coefficient (1/K) αT -1.0×10-6 -2.5×10-5 

Thermal conductivity (kJ m−1 K−1 Min−1) KtS 0.060 0.200 

Specific heat (kJ Mg-1 K-1) CS 723 840 

heat transfer coefficient (kJ/m2Kmin.)αT 236 236 

 

 Bentonite Rock 

Compression index  λ 0.050 0.010 

Swelling index κ 0.010 0.001 

Void ratio (p’=98 kPa on N.C.L) e0 1.040 0.450 

Poisson’s ratio ν 0.300 0.120 

Critical state stress ratio RCS 9.15 4.50 

Consolidation yield stress(MPa) pc  20 

Parameter of overconsolidation a 5.000 2.000 

Parameter of suction b 0.5 0.5 

Time dependent parameter α  0.5 

Parameter of overconsolidation β 1.00 1.10 

Void ratio (p’=98 kPa on N.C.L.S) Nr 1.060 0.500 

 

 Bentonite Rock 

Saturated degrees of saturation 𝑆𝑟
𝑠 1.00 1.00 

Residual degrees of saturation 𝑆𝑟
𝑟 0.40 0.40 

Parameter corresponding to drying AEV (kPa) 𝑆𝑑  11000 21000 

Parameter corresponding to wetting AEV (kPa) 𝑆𝑤  800 1000 

Initial stiffness of scanning curve (kPa)  𝑘𝑠𝑝
𝑒  25000 90000 

Parameter of shape function  c1 0.000001 0.00003 

Parameter of shape function  c2 0.000005 0.00006 

Parameter of shape function  c3 30.0 50.0 

Table1 パラメータ一覧
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Fig.4 2次元解析メッシュ 自重解析結果 Fig.5 3次元解析メッシュ 自重解析結果



3.3 2次元解析結果 

 Fig.5~10 に温度, 飽和度,サクション, ベントナイ

トの全水頭,ベントナイトの体積ひずみ,軟岩の偏差ひ

ずみの経年変化を示す.Fig.5 より,両ケースで時間が

経過するにつれて,熱が放射状に伝播する様子が確認

され,熱量を大きく設定したCase1はCase2よりも広

範囲に熱が伝播している様子が確認された .ま

た,Case1 では,熱源からの水平距離が 0m,2m,10m の

節点において温度の明確なピーク値が確認された.以

上より,提案する解析手法は熱量の違いを表現できる

ことが確認された. 

Fig.6 より,Case1 では,ベントナイトの飽和度は

30 年までは急激に上昇し,その後は緩やかな上昇

に切りかわり,70 年後に飽和に達したことが確認

できる.一方,熱源からの距離が 2m の軟岩の飽和度

は 30 年までは急激に減少し,その後は上昇に転じ

る.Fig7 より,Case1 では,ベントナイトのサクショ

ンは 30 年までは急激に低下し,その後は緩やかな

上昇に切りかわり,70 年後に 3MPa(地下 300m の

間隙水圧に相当)に収束していることが確認された.

一方,熱源からの距離が 2m の軟岩のサクションは

30 年程度までは増加し,その後は減少に切りかわ

り,ベントナイトと同様に-3MPa に収束している.

つまり,サクションが減少する過程では飽和度が上

昇し,サクションが増加する過程では飽和度が減少

する傾向を表現できることが確認された.また,ベ

ントナイトが飽和に達すまでの時間を比較する

と,Case1 では 70 年後だったのに対して,Case2 で

は 80 年後だった. Case1 では Case2 よりも大きな

熱量を与えたことで,Fig.8 より Case1 の方がベン

トナイトの全水頭が早く上昇していることが確認

できる.その結果,サクションの減少が早まり,飽和

に達するのも早くなったと考えられる. 

Fig.9 より両ケースで,ベントナイト特有の吸水

に伴う膨張挙動を表現できていることが確認され

た.膨張量を比較すると,熱量の小さい Case2 の方

が膨張量は大きかった.先述した通りCase1と比較

して Case2 の方が飽和度の発展が遅いため式(6)の

s の発展も遅くなり,Case2 の体積膨張量の方が大

きくなったと考えられる. Fig.10 より、Case1 と 
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Case2 の軟岩の偏差ひずみを比較すると Case2 の方

がベントナイトの膨張量が大きかった分,偏差ひずみ

の値が大きい値を示している. 

3.4. 3次元解析結果 

 Fig.11~16に温度, 飽和度,サクション, ベントナイ

トの全水頭,ベントナイトの体積ひずみ,軟岩の偏差ひ

ずみの経年変化を示す.全体的に先述した 2 次元の解

析結果と同様の傾向を示している .しかし,Fig.6 と

Fig.11 を比較すると,3 次元の解析結果ではベントナ

イトが飽和に達するのが早く,熱源からの水平距離が

2mの軟岩が常に飽和状態になっていることが確認さ

れた（Fig.13 にも示しているように、サクションは

まだマイナスの状態にある）.このような解析結果が

得られたのは,ベントナイトに水を供給する軟岩が 3

次元の時の方が多いためだと考えられる. 

4. まとめ 

提案する解析手法用いることで,内部熱源の初期熱量

の違いや，発生する温度分布，サクション、飽和度,

体積ひずみ,偏差ひずみの経年変化を定量的に評価す

ることができた．但し、その精度は今後の現場試験や

室内モデル実験で検証する必要がある。 
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動的載荷要素試験および境界値問題の数値実験によるデコルマ形成メカニズムの解明 

 

指導教員 張鋒教授                       氏   名  小枝 幸真 

 

1. はじめに 

 沈み込み帯におけるプレート境界断層（デコルマ）

形成時の力学特性を理解することは，海溝型地震発生

帯の形成メカニズムを解明する手がかりになる．しか

しながら，巨大地震に関する研究は地質記録等からの

類推によるものがほとんどであり，断層材料を用いた

力学試験やその形成メカニズムに関する研究は少なく，

室内要素試験や数値実験等の基礎的な研究が求められ

る．そこで，本研究では境界断層を形成する岩盤の力

学特性を把握する初期段階として，南海トラフ堆積物

と物性が近い未固結シルト岩を用いて K0 条件下での

静的・動的載荷試験を実施し，その力学特性と内部組

織を観察した．また，有限変形 FEM 解析を用いた数値

実験により，プレートの沈み込み過程で生じるせん断

変形と地震等による動的外力がデコルマ形成に及ぼす

影響を検証した． 

 

2. 未固結シルト岩を用いた室内要素試験 

2.1 試験概要 

 本試験では約三百万年前に海溝斜面に堆積し，現在

は房総半島に露出する被覆層から採取した未固結シル

ト岩を使用した．採取後にコアリングを行い，直径

25mm×高さ 20mm に端面整形した．未固結シルト岩の

物性値を Table1 に示す．また，定ひずみ圧密試験（ひ

ずみ速度 0.01%/min，最大圧密応力 20MPa）を実施し

た結果，未固結シルト岩の圧密降伏応力は 5～6MPa 程

度であることを確認した． 

 

Table1 未固結シルト岩の物性値 

 Unit Value 

Soil particle density  ρs g/cm3 2.64 

Dry unit weight  d kN/m3 14.4 

Void ratio  e - 0.80 

Moisture content  w % 25.9 

Degree of saturation  Sr % 85.7 

 

2.2 K0動的載荷試験および帯磁率異方性測定 

2.2.1 試験条件 

 K0 条件下における動的載荷が未固結シルト岩の力学

特性と内部組織に与える影響を把握するために，K0 動

的載荷試験を実施する．K0 動的載荷試験とは，実地盤

の応力状態である K0 条件下で試料に動的荷重を作用

させる試験であり，試験には K0動的載荷装置 1)を使用

する．試験は初期圧密応力載荷時を上端排水とし，動

的載荷時は非排水条件で実施した．また，作用させる

荷重を確実に有効応力として与えるために，試験には

不飽和状態の未固結シルト岩を用いた．定ひずみ圧密

試験から得られた圧密降伏応力を基に設定した K0 動

的載荷試験の試験条件を Table2 に示す． 

 

Table2 K0動的載荷試験の試験条件 

Case
Consolidation
stress (MPa) 

Stress 
amplitude (MPa) 

Frequency 
(Hz) 

Number of 
vibrations 

A 

5 

1 

0.5 

1000 
B 2 
C 3 
D 4 
E 

1 
100 

F 10 
1000 

G 15 5 

 

2.2.2 試験結果 

 K0 動的載荷試験における鉛直変位～振動回数関係を

Fig.1 に示す．グラフの縦軸は動的載荷開始直前の変位

を 0mm とした鉛直変位の値であり，圧縮を正とする．

Fig.1 (a)より，振動回数が多いほど動的載荷後の塑性変

形量が大きく発生すると言える．また，Fig.1 (a)，(b)

に着目すると，応力振幅が大きいほど動的載荷中の変

位の増減幅は大きく，動的載荷後の塑性変形量も大き

く発生することが分かる．さらに Case B と Case D で

は，振動回数七百回前後で金属の疲労破壊に似た現象

（二段階変位挙動）が発生した．一方，初期圧密応力

を圧密降伏応力より大きく設定したCase FとCase Gに

着目すると，疲労破壊に似た現象は確認されないため，

この現象は未固結シルト岩の構造崩壊に起因している

と考えられる．言い換えれば，構造を保持した未固結

シルト岩が数百回の動的載荷を受ける場合，構造の崩

壊に伴う大変位挙動を示す可能性も否定できない． 

 静的・動的載荷試験前後の未固結シルト岩の内部組

織を観察するために，堆積過程や様々な応力履歴を受

けた地盤材料の内部組織の議論などに応用できる帯磁

率異方性測定 1)を実施した．K0 条件下における静的・

動的載荷試験前後の帯磁率異方性測定結果を Table3 に

示す．表中の L と F はそれぞれ，粒子の配列状態が線

構造または面構造であることを意味し，値の大きさは

構造の発達度合いを表す．なお，L と F が等しい場合

はランダムな粒子配列状態であることを意味する．

Table3 より，K0条件下における静的・動的載荷は，未

固結シルト岩の内部組織（帯磁率異方性）変化に寄与

しないと言える．これらの結果は，内部組織を保持し

たまま急激な密度増加を示すデコルマの力学特性に類

似している．しかしながら，載荷前の試料は堆積過程

の影響により，初生的にかなり異方的（面構造）であ



る上に，動的載荷による変位量が小さいことで帯磁率

異方性に変化が生じなかった可能性も否定できないた

め，さらなる検討が必要である． 

 

 

(a) Case A, Case E 

 

(b) Case B, Case C, Case D 

 

(c) Case F, Case G 

Fig.1 鉛直変位～振動回数関係 

 

Table3 帯磁率異方性測定結果 

 
Before loading After loading L F 

L F L F 
Consolidation 
test 

1.018 1.037 1.017 1.037 -0.001 0 

Case A 1.020 1.081 1.020 1.080 0 -0.001
Case B 1.018 1.086 1.018 1.085 0 -0.001
Case D 1.011 1.053 1.010 1.052 -0.001 -0.001
Case E 1.018 1.085 1.018 1.086 0 0.001
Case F 1.019 1.079 1.019 1.080 0 0.001

 

3. デコルマ形成メカニズムの数値実験による検証 

3.1 地震等の動的外力を受ける海底岩盤の力学特性 

 地盤工学や地震学において海底岩盤を議論する場合

は一度の地震動のみを考慮し，海底岩盤を均質な弾性

材料として取り扱うことが多い．しかしながら，境界

断層ではプレート沈み込みに伴う断層運動に起因する

材料破壊や破壊に伴うすべり挙動が発生しているため，

弾塑性材料と評価することが海底岩盤をモデリング化

する上で適切であると考える．そこで，それらの材料

特性を考慮した上で地震等の動的外力が海底岩盤，特

に将来的にデコルマになる境界断層（プロトデコルマ）

の力学特性に及ぼす影響を数値実験により検証する． 

 解析メッシュは，Fig.2に示す16226節点および15972

要素から構成される横幅 6060m，深さ 2000m の二次元

海底岩盤とする．また，南海トラフ付近の沈み込み帯

の特徴（沈み込み角度：2～5 度，デコルマ層厚：約 32.6m）

を再現するために境界断層の沈み込み角度を約 2 度と

し，境界断層の層厚は 40m とした．境界断層の深さは

実際のプロトデコルマとデコルマの存在が確認されて

いるそれぞれの深度約 400m と深度約 800m を参考に

390m～640m とする．なお，初期応力は自重応力場と

して与えた． 

 海底岩盤に与える振動荷重は地震等による衝撃が伝

播してきたことを想定し，Fig.3 に示す最大 5MPa の振

動荷重を解析メッシュの左側面における深さ 1000mの

節点に入力する．また，振動点の周辺 320m（赤線で表

示）を構成する節点を x 方向に等変位境界とすること

で，実際に観測されるような地震動や材料破壊を再現

する．減衰定数 h に関しては設定が困難であるため，

通常のコンクリート部材や軟岩の値として 0.05 とする．

なお，振動終了後に慣性力が落ち着くことを確認した

後，連続的に圧密解析を実施し，過剰間隙水圧の消散

や体積ひずみ挙動にも着目する． 

 境界条件は解析メッシュ下端面を鉛直・水平方向固

定とし，両側面は鉛直方向自由，水平方向固定とした．

ただし，振動点とその周辺 320m を構成する節点は鉛

直・水平方向自由とした．水理境界については解析メ

ッシュ下端面および両側面を非排水境界とし，地下水

位は GL と同じであると仮定した．材料パラメータは

大陸プレートと海洋プレートは弾性材料とし，境界断

層は本研究で対象とするプロトデコルマのような若干

の過圧密かつ高位な構造を有する弾塑性材料とした．

材料パラメータと拘束圧 5MPa での要素シミュレーシ

ョン結果を Table4，Fig.4 に示す．この結果より，天然

のデコルマで観察される様な骨格構造の喪失に伴う軟

化挙動を示しながら塑性圧縮（大圧縮）が進行する特

性を定性的に表現していることが確認できる． 

 なお，海底岩盤に最大 5MPa の振動荷重を直接与え

ると，岩盤が破壊し振動エネルギーは伝播されないた

め，解析メッシュの左側面に存在する幅 60m の要素に

振動荷重を与えても破壊しない弾性材料を設けた．そ

の性質は硬岩（ヤング係数 E=2.0E+7～3.0E+7kPa）を

参考にした．なお，弾性材料と振動荷重用弾性材料の

その他のパラメータは弾塑性材料と同じである． 
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 解析は数百年に一度の振動荷重（延長 1sec，地震に

よるもの）とその後の圧密沈下の 1 サイクルを計算す

る Case A と合計 100 サイクル（二百年周期）を与える

Case B を設け，振動荷重が境界断層の力学特性に与え

る影響，特に天然のデコルマで観察される様な体積ひ

ずみ 30%程度の大圧縮が発生し得るかを検証する．な

お，本数値実験では Fig.2 に示す境界断層の x 方向沿い

310m，910m，1510m，2110m，2710m に位置する節点

（赤色で表示）と要素の特性に着目する． 

 Case A における境界断層の平均応力，過剰間隙水圧，

体積ひずみの時刻歴を Fig.5 に示す．平均応力に着目す

ると振動後大幅に減少し，過剰間隙水圧も最大約

3.7MPa まで上昇する．また，過剰間隙水圧の消散に伴

い最大約 1.5%の体積ひずみが生じることが分かる．こ

れらの結果より，これまで地盤工学や地震学では一般

的に海底岩盤を全て均質な弾性材料として扱われてき

たが，弾塑性材料としての性質を決して無視すること

はできず，境界断層を弾塑性材料と見なす必要がある

と考えられる．一方，Fig.6 に示す Case B に着目する

と，100 サイクルの振動荷重と圧密沈下を受けると体

積ひずみは最大で 20%以上発生している．さらに，構

造の発展は最大で約 0.024 であり，顕著な構造喪失（完

全に構造を喪失した場合は R*=1 となる）は見られない．

すなわち，プロトデコルマで体積ひずみが 20%以上発

生したにも関わらず，内部構造はランダムな状態を保

持したままであり，地震等の動的外力がデコルマの形

成要因である可能性が示唆された． 

 

 
Fig.2 解析メッシュ（平均応力分布） 

 

 
Fig.3 振動荷重 

Table4 材料パラメータ 

 Elasticity Elasto-plasticity 
Elasticity 

(loading position)
Compression index  - 0.11 - 
Swelling index  - 0.0076 - 
Critical state stress ratio Rf - 3.90 - 
Void ratio N (p'=98kPa on N.C.L) 0.70 0.70 0.70 
Poisson's ratio  0.20 0.20 0.20 
Young's modulus E (kPa) 9.00E+5 - 1.935E+7 
Degradation parameter of 

  overconsolidation state m 
- 0.10 - 

Degradation parameter of 
  structure a 

- 0.25 - 

Evolution parameter of 
  anisotropy br 

- 0.001 - 

Initial degree of structure  R0
* - 0.01 - 

Initial degree of 
  overconsolidation OCR (1/R0) 

- 5.00 - 

Initial anisotropy 0 - 0.00 - 
Permeability k (m/sec) 1.00E-9 1.00E-9 1.00E-9 
Wet unit weight t (kN/m3) 21.07 21.07 21.07 

 

  

Fig.4 要素シミュレーション結果   (a) 平均応力 

  

(b) 過剰間隙水圧         (c) 体積ひずみ 

Fig.5 Case A の解析結果 

  

(a) 体積ひずみ              (b) 構造 

Fig.6 Case B の解析結果 

 

3.2 せん断変形を受ける海底岩盤の力学特性 

 前節においては，地震動等の動的外力がプロトデコ

ルマに及ぼす影響を検証したが，南海トラフで観測さ

れる沈み込み速度は年間約 4cm とされ，それに起因す

るせん断変形の影響を適切に検証する必要がある．そ
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こで，プレートの沈み込みを数値実験で再現し，せん

断変形がデコルマ形成に及ぼす影響を検証する．解析

メッシュおよび材料パラメータ，水理境界は前節と同

様とし，大陸・海洋プレートを弾性材料，境界断層を

弾塑性材料とした．境界条件は大陸プレートを水平方

向固定，海洋プレートを鉛直方向固定かつ両側面をと

もに等変位境界とする．また，プレート沈み込み過程

を忠実に再現するために，Fig.7 に示すように海洋プレ

ートに対して南海トラフ付近で観測される年間 4cm の

プレート移動量を千年間与え，海洋プレート内部に対

しても等間隔で強制的に作用させる． 

 海洋プレートに年間 4cm のプレート移動量を千年間

（強制変位 40m のせん断変形）与えた後の大陸プレー

ト，境界断層，海洋プレートの偏差ひずみ分布を Fig.8

に示す．これより，境界断層と大陸プレートが接する

境界断層の最上部に局所的にせん断帯が発生している

ことが分かる．境界断層における見かけのせん断ひず

みは 100%発生（層厚 40m に対して強制変位は 40m で

あるため）するはずにも関わらず，せん断帯では 250%

以上の偏差ひずみが発生しており，せん断帯以外の境

界断層ではほとんど発生しない結果が得られた．一方，

Fig.9 に示す体積ひずみ分布に着目すると，せん断帯に

おいて 2%以上の体積ひずみが発生するものの，せん断

帯以外の境界断層では 1%程度であることが分かる．す

なわち，一度せん断帯が発生すると，その後のせん断

変形はせん断帯部分でほとんどまかなわれる（変形の

局所化；localization）と言え，プレートの沈み込み過程

で発生するせん断変形はランダム組織かつ高密度状態

にあるデコルマの特異性に寄与することはなく，デコ

ルマの高密度化を促す要因から排除できる． 

 

4. 結論 

 未固結シルト岩は，数百回の動的載荷を繰返し受け

ると，構造崩壊に伴う金属の疲労破壊に似た急激な大

変位挙動を示すにも関わらず，内部組織に変化は見ら

れなかった．この結果は，内部組織を保持したまま急

激な密度増加を示すデコルマの力学特性と全く同じで

ある．言い換えれば，プロトデコルマが地震等の動的

外力を受ける場合は，ランダム組織を保持したまま大

圧縮する天然のデコルマと同様の現象を見出した．よ

って，本研究で提案する試験装置・方法により，デコ

ルマ形成メカニズムを解明する糸口を見つける可能性

は充分にある． 

 数値実験においては，境界断層をプロトデコルマの

ような弾塑性材料と見なし，地震等の動的外力とプレ

ートの沈み込み過程を再現した．その結果，沈み込み

過程でのせん断変形を受けると大陸プレートと接触す

る境界断層の最上部で局所的にせん断帯が形成され，

せん断帯以外の断層材料はせん断変形をほとんど受け

ないことが分かった．一方，動的外力を二百年に一度

与えるサイクルを合計百回与えた場合，境界断層の体

積ひずみは 20%以上発生するにも関わらず，構造や異

方性に顕著な変化は見られなかった．これらの結果よ

り，地震による疎密波や流圧変動等の動的外力がデコ

ルマの形成要因である可能性は非常に高いと言える． 
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Fig.7 強制変位分布（赤線に年間 4cm の強制変位） 

 

 

Fig.8 偏差ひずみ分布（上；全体，下；点線拡大） 

 

 
Fig.9 体積ひずみ分布（上；全体，下；点線拡大） 
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１.序論

　日本では，国産木材の有効活用に向けた制度整備

や普及活動が進められており，建築に木材を効果的

に用いることで，住環境の向上や環境負荷の低減が

期待できる。しかし，木材の主要な供給先である建

築分野において，設計者や利用者の木材に対する認

識が十分に考えられてきたとはいえない。そこで本

研究では，日本の設計専門家と非専門家の内装用木

材を用いた住空間に対する欲求と実現化要素を考察

し，木質住空間設計に関わる潜在的な欲求を明らか

にすることを目的とする。また，本研究で得られる知

見は国産木材を有効活用する指針にもなりえる。

２.調査の概要

　建築空間の設計に関して，3 年以上の実務経験を

有する建築家とインテリアデザイナーを専門家と定

義する。また，学生として大学の学部生及び大学院

生と，一般として 3 年以上の勤務経験がある社会人

を非専門家と定義する注 1）。以上に年齢，性別の偏り

を考慮した 40 名を被験者として選定した（表１）。

内装用木材を用いた住空間想起の評価構造からみる潜在的欲求

日本の設計専門家と非専門家を対象として
学生番号 25413536 氏名　坂井　文也

指導教員名　北川　啓介

３．評価項目を用いた被験者の評価構造の類型化

　被験者の属性とその回答の傾向を把握するため

に，インタビューによって全被験者の内 5 名以上が

使用した44評価項目をもとに数量化Ⅲ類分析を行っ

た。まず，第 1～ 3 軸におけるカテゴリースコアをも

とに，各軸の解釈を行う（表３）。

専門家
建築家

非専門家
学生

属性
年代

計

一般 インテリアデザイナー

表１ 被験者の属性

※括弧内の数字は全体における女性の数を示す。

20 代
30 代
40 代
50 代

10人(5人)

10人(5人) 10人(5人)

0人(0人)
0人(0人)
3人(2人)
3人(1人)
4人(2人)

10人(5人)

0人(0人)
4人(2人)
3人(2人)
3人(1人)

10人(5人)

0人(0人)
3人(1人)
3人(2人)
4人(2人)

0人(0人)
0人(0人)

　建築の内装材として一般的に用いられる木材をエ

レメントとし，複数用意した候補の中から，予備実

験及び関係者の合議により，樹種と加工方法を決定

した。まず，日本産杉材白太及び赤身，フィンラン

ド産パイン材及びスプルース材の 4 種を選定した。

さらに，全ての木材に対し，表面が平滑になるよう

磨いたものを無垢材とし，その無垢材に 2 種類の加

工を施し，計 12 種の木材を用意した注 2）（表２）。

樹種名（加工の種類） 樹種名（加工の種類）
杉材白太（無垢）
杉材白太（ワックス仕上げ）
杉材白太（オイル仕上げ）
杉材赤身（無垢）
杉材赤身（ワックス仕上げ）
杉材赤身（オイル仕上げ）

パイン材（無垢）　
パイン材（ワックス仕上げ）
パイン材（オイル仕上げ）
スプルース材（無垢）
スプルース材（ワックス仕上げ）
スプルース材（オイル仕上げ）

表２ 調査に使用したエレメント

　以上のエレメントを用いて，内装用木材に対する

評価を階層的に把握するため，既報 1）と同様に，各

被験者に対して個別インタビューを行った。

評価項目 評価項目第1軸 第2軸 第3軸評価項目
嫌悪感がない
光沢がない

違和感がない
木本来の色
やさしい感じ
乾燥している

白い

楽しい
飽きない

自然な色
自然な

滑らかな手触り
重みがある

無垢

安心

リラックスができる

丈夫
濃い色

落ち着く

まっすぐな木目

落ち着いた

部屋が明るい

黄色くない

薄い色

暖かみがある

黄色い

気持ちいい

長く使える

高級感

いい香り

密な木目

馴染みのある

きれいな木目

はっきりした木目

愛着がもてる

オールマイティ
個性的

堅い
茶色い
きれいな

加工されている
特徴的な木目

深みがある

固有値
相関係数
累積寄与率

固有値
相関係数
累積寄与率

固有値
相関係数
累積寄与率

加工されている
黄色い

密な木目
滑らかな手触り

丈夫

長く使える

きれいな

茶色い

安心

落ち着いた

高級感

愛着がもてる

部屋が明るい

楽しい

気持ちいい

重みがある

濃い色
飽きない

自然な色

いい香り
暖かみがある

乾燥している

落ち着く

きれいな木目

嫌悪感がない

やさしい感じ

薄い色

オールマイティ

堅い

無垢
白い

リラックスができる

深みがある

光沢がない

個性的

自然な
木本来の色

違和感がない

黄色くない

コーディネートしやすい
まっすぐな木目
馴染みのある

はっきりした木目
特徴的な木目

はっきりした木目
嫌悪感がない

光沢がない
リラックスできる

堅い
無垢

楽しい
安心

きれいな

自然な色
黄色い

特徴的な木目
高級感

重みがある

深みがある

丈夫
落ち着く

自然な
密な木目

落ち着いた

個性的

乾燥している

いい香り

白い

濃い色

暖かみがある

加工されている

馴染みのある

長く使える
木本来の色

滑らかな手触り
やさしい感じ

きれいな木目

愛着がもてる
コーディネートしやすい

部屋が明るい

違和感がない

茶色い
まっすぐな木目
気持ちいい
黄色くない

オールマイティ
薄い色
飽きない

コーディネートしやすい

0.3638

9.44%
0.6032

0.3463

18.42%
0.5885

0.3058

26.34%
0.5530

1.9600
1.9478
1.4867
1.4840
1.3465
1.2428
1.1366
0.8687
0.8321
0.7956
0.7341
0.7087
0.6787
0.5328
0.4599
0.3864
0.3650
0.3093
0.2939
0.2904
0.2437
0.1199
0.1034
0.0286

-0.0109
-0.1351
-0.3997
-0.4836
-0.6708
-0.6968
-0.7450
-0.7524
-0.7636
-0.7885
-0.9172
-1.0006
-1.2257
-1.2328
-1.6225
-1.8243
-1.9687
-2.2179
-2.2869
-3.0885

2.0331
2.0113
1.5978
1.2405
1.0700
1.0004
0.9415
0.9005
0.8344
0.6881
0.6706
0.5903
0.5517
0.5463
0.5019
0.4977
0.4697
0.4592
0.4305
0.3240
0.2454
0.1877
0.1848
0.0924
0.0592

-0.2482
-0.2623
-0.4216
-0.4935
-0.5186
-0.5347
-0.5830
-0.6646
-0.8309
-0.8579
-1.0101
-1.1167
-1.1936
-1.2225
-1.3353
-1.4910
-2.3626
-2.5506
-2.9852

2.0791
2.0144
1.6076
1.2451
0.8221
0.6621
0.6527
0.6408
0.6169
0.5772
0.5119
0.5083
0.4031
0.3793
0.3658
0.3389
0.3301
0.2844
0.2838
0.2491
0.2059
0.2013
0.1818
0.1474
0.1306
0.1122
0.1073
0.0603
0.0111
0.0061

-0.0392
-0.0894
-0.1811
-0.3849
-0.4048
-0.4115
-0.4730
-0.6716
-0.9268
-0.9864
-1.5432
-1.7505
-2.7494
-4.3367

※表中の網掛けは，カテゴリースコアが絶対値1以上の評価項目を示す。

表３ 数量化Ⅲ類分析によるカテゴリースコア

　第 1軸は，正の値に「光沢がない」，「乾燥している」

などがみられ，負の値に「特徴的な木目」，「個性的」

などがみられる。このことから，負の方向に個性の強

さを表現する軸と解釈できる。第 2軸は，正の値に「黄

色い」，「加工されている」などがみられ，負の値に「特

徴的な木目」，「黄色くない」などがみられる。このこ
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とから，正の方向に加工された木材の性質を表現す

る軸，負の方向に自然さを表現する軸と解釈できる。

第 3 軸は，正の値に「はっきりした木目」，「光沢がない」

などがみられ，負の値に「飽きない」，「オールマイティ」

などがみられる。このことから，正の方向に木らしさ

を表現する軸と解釈できる。

　次に，評価項目から被験者の評価構造の類型化を

行うために，数量化Ⅲ類分析から得られた被験者の

サンプルスコアによるクラスター分析注 3）を行った。

得られたデンドログラムにおいて，等しい類似度で

区切ることによって類型化を行った（図１，２）。

を図示した評価構造図を作成した（図３）。その際，

クラスターの評価構造の特徴をより明確に把握する

ため，カテゴリースコアが絶対値 1以上である評価

項目に関連する評価項目については，クラスター内

の被験者が複数名使用した項目に限定した。図中に

おいて，左にはインタビューによって得られた上位

項目を，右には下位項目を示し，それぞれ被験者の

木質住空間に対する欲求とそれらを実現するための

木材の要素と捉えることができる。

4.1 クラスター別の評価構造図の特徴

　クラスター１は，上位項目に「個性的」，「愛着がも

てる」がみられ，下位項目に「特徴的な木目」，「茶

色い」，「はっきりした木目」がみられる。このことから，

木材の特徴である木目が強調されていることや色が

ついていることが空間の個性を創出し，愛着がもて

るような住まい手自身のオリジナルな空間を求めて

いると考えられる。また，木材を「インテリアのポイ

ントになる」ものとして認識しており，必ずしもすべ

ての内装材に対して個性的であることを求めている

わけではないが，特徴的な材料を積極的に採用する

傾向が強いクラスターであるといえる。クラスター２

は，上位項目に「落ち着く」，「違和感がない」がみられ，

下位項目に「薄い色」，「黄色くない」がみられる。こ

のことから，色味が抑えられた木材を用いることで，

居心地のよい空間を求めていると考えられる。中位

項目にみられる「空間や生活を限定しない」，「コー

ディネートしやすい」，「オールマイティ」，「和風でな

い」が示すように，特定のイメージを与える空間を

避ける傾向があり，内装材が主張しないものを好ん

でいる。そのため，色味はより白に近いものを，木目

はよりまっすぐな柾目のものを，表面はより無垢なも

のを選ぶことによって，空間を単純化し，いかなる

家具や住まい手にも適応できる空間を求める傾向が

強いクラスターであるといえる。クラスター３は，上

位項目に「嫌悪感がない」，「リラックスできる」がみ

られ，下位項目に「光沢がない」，「無垢」がみられる。

このことから，木材のもつ木らしさから癒しを感じ，

リラックスできる空間を求めていると考えられる。多

くの下位項目は「自然な」につながることから自然さ

を求める傾向が強いクラスターであるといえる。自然

さを求める要因として，木のもつ自然さがやさしい印

象を与え，リラックスできる空間を求めていることが

考えられる。さらに，自然さが「嫌悪感がない」，「安心」

につながることから，新建材ではない本物の木材で

あることの安心感を想起していると考えられる。した

がって，新建材を連想するような光沢があり，軽い

木材を避けるクラスターであるといえる。クラスター

４は，上位項目に「気持ちいい」，「安心」がみられ，
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　クラスター分析により，5 つのクラスターを得たが，

被験者数が 2 名のみであるクラスター 5を除いた 4
つのクラスターを用いて考察を行う。

４．クラスター別の評価構造

　前章で得られた 4 つのクラスターの評価構造につ

いて考察する。それにあたり，各クラスターが強い

傾向を示した軸におけるカテゴリースコアが絶対値

1以上である評価項目を基準とし，階層的なつながり
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下位項目に「密な木目」，「加工されている」がみられる。

このことから，木材に密度があり，加工されているこ

とによって安心感を求めていると考えられる。加工

されている木材を好むのは，「丈夫」を想起し，「長

く使える」ことを求めているからであると考えられる。

また，複数の下位項目から「高級感」につながって

おり，内装材を選定する上で木材の高級感を重視す

るクラスターであるといえる。

4.2 クラスター間の比較考察

　クラスター１，３において「はっきりした木目」が共

通して用いられる。クラスター１は，他項目とのつな

がりから，木目の色のコントラストによって浮かび上

がった木目の印象が，個性を創出しており，木目を

デザインされたものとして評価しているといえる。一

方で，クラスター３は，他項目とのつながりから，木

目の印象を強く感じることによって，木の独特の居心

地の良さを想起しているといえる。クラスター２，３に

おいて「白い」が共通して用いられる。クラスター２は，

他項目とのつながりから，より白い木材を選ぶことに

よって，木材の特徴を可能な限り捨象し，内装材と

図３　クラスター別の評価構造図

空間的欲求 実現化要素 属性
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きれいな木目(2)

安心(5)

落ち着く(5)

見栄えがする(2)

愛着がもてる(3)

オールマイティ(2)
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黄色くない(1)

はっきりした木目(2)
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馴染みのある(2) 流行(2)

素材が生きる(2)
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はっきりした木目(2)

重みがある(4)

光沢がない(5)

白い(5)

滑らかな手触り(2)

やさしい感じ(3)

自然な色(3)

自然な(3)

無垢(6)木本来の色(3)

違和感がない(3)

落ち着いた(2)

暖かみがある(3)コーディネートしやすい(2)

リラックスできる(4)

落ち着く(6)

安心(5)

健康的(2) 嫌悪感がない(5) 丈夫(5)

触り心地がいい(2)

特徴的な木目(3)

やわらかい感じ(4)

木本来の色(2)

個性が強くない(3)自然な(7)

和風でない(3)

オールマイティ(3)

馴染みのある(3)

きれいな木目(4)

個性的(4)

イメージと合致する(2)

部屋が明るい(4)

空間や生活を限定しない(3)

日本人が好き(2)

部屋がきれい(4)

中間色(2)

いい経年変化をする(2)

木目が少ない(3)

主張しない(2)

白い(7)

黄色くない(10)

薄い色(6)

無垢(6)

自然な色(2)

まっすぐな木目(4)

はっきりした木目(1)

飽きない(3)長く使える(6)

安らぐ(3)

違和感がない(3)

落ち着く(8)

部屋が広く感じる(2) コーディネートしやすい(6)

木目が多い(2)

※図中属性の略は，左から専門の頭文字，年代，性別を示す。

カテゴリースコアが絶対値１以上の評価項目（付属の数字は使用人数）凡例 １名 2 名 3 名以上
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しての存在感を抑えようとしているといえる。一方で ,
クラスター３は，他項目とのつながりから，より自然

さを象徴する色合いとして木材の白さを認識するこ

とによって，それらから受けるやさしさからリラック

スできる空間を想起しているといえる。クラスター２，

３において「自然な」が共通して用いられる。クラス

ター２は，他項目とのつながりから，視覚的な特徴か

ら象徴的な自然さを認識しているといえる。一方で，

クラスター３は，他項目とのつながりから，物質的な

特徴から本物の自然さを認識しているといえる。ク

ラスター３，４において「安心」が共通して用いられる。

クラスター３は，他項目とのつながりから，新建材で

なく自然素材であることを感じることによって，安心

感を想起しているといえる。一方で，クラスター４は，

他項目とのつながりから，材料としての強度の信頼

性によって，安心感を想起しているといえる。

4.3 被験者の属性の考察

　専門家のみによって構成されるクラスター１を考

察すると，専門家は , 住まい手に愛着がもてる個性

的な空間を提供しようとしていることがわかる。さ

らに，木目や色などが特徴的な木材を用いること

で，設計者が意図して選んだことが住まい手に伝え

られることや，木材という画一的でない材料によっ

て，創作意欲が掻き立てられるという作り手側の思

想がうかがえる。女性の割合が多いクラスター３を

考察すると，女性は，木らしさから落ち着きを想起

する傾向があると考えられる。木らしさから受けるや

さしさを「女性らしい」と表現した被験者もみられ

たことから，これらを女性らしい価値観が表れた評

価構造と捉えることができる。その一方で，男性の

割合が多いクラスター４を考察すると，男性は，空

間の印象よりも，木材の物理的な性能を重視する傾

向があることがわかる。比較的年齢が高い被験者が

集まっているクラスター４を考察すると，年代が高

い被験者は，一度住まいを購入した世代であること

から，材料から受けるイメージよりも，材料の耐久

性を求める傾向にあると考えられる。また，「密な木

目」に対して「古さを感じない」ことから，国産の杉

材を避ける傾向にある。これは，以前大量に生産さ

れていた杉材がいたるところに使われていた経験か

ら，低質な印象を受けているからであると考えられる。

インテリアデザイナーは，クラスター４には含まれて

いない。これは改装を繰り返すことのできる内装を

手掛けるインテリアデザイナーにとって，長く使える

ことに価値を見出すことはなく，むしろクラスター１

のように個性的で常に新しいものを求めているから

であるといえる。一方で，建築家はいずれのクラス

ターにも存在することから，多様な価値観を包括す

る存在であるといえる。設計者として，多様なニー

ズに対応するため，住まい手に対して積極的にはた

らきかけるような空間を避ける傾向にあり，耐久性も

踏まえて，住まい手への配慮が影響したと考えられ

る。非専門家に関しては，学生と一般で傾向の違い

を読み取ることは難しい。クラスター２のように内装

が主張しないものを好む非専門家は，自身で空間を

コーディネートしたいという欲求をもっており，住ま

いに強いこだわりをもっていると考えられる。クラス

ター３とクラスター４では年代の違いによって無垢と

加工された木材という木材の表面状態の違いに価値

観が分かれることが示唆された。

５.結論

　木材は，建築材料のなかでも自然物であるがゆえ

に，木目や節といった模様や色合い，触り心地，重さ，

香りなどによって個体差がある。これらは専門家と

しての作家性を刺激する場合もあるが，逆に，個体

差が最小限に抑えられた空間を求める傾向もみられ，

これを生活のなかに本質を見出そうとする日本人の

潜在的な欲求と捉えることができる。また，杉材の

色合いが，和風を想起させるものとして認識される

ことがあるが，必ずしもいい意味で捉えられるわけ

ではなく，利用者にとって限定的で，ときには粗雑

な印象を与えてしまうことも明らかとなった。木材の

強度面に価値を見出す傾向においては，重く堅い木

材や加工された木材を用いることよる，狂いのない

緻密な空間に対する欲求がみられる。一方で，安ら

ぎや女性らしい繊細さを想起するものとして，自然

な木材に価値を見出す傾向がみられ , それらが年代

の低い被験者の潜在的な欲求として示唆された。以

上から，木材の自然さを受け入れられるような建築

がつくられ，それを住まい手が繕いながら使い続け

られる知識を得ることが，今後の木質建築に求めら

れているものと考えられる。

注
注 1) 大学に所属する学部生及び大学院生と，3 年以上

の勤務経験がある社会人を非専門家と定義する。
ただし，非専門家に含まれる学生及び一般は，建
築もしくはインテリアに関連する分野を専攻又は
専門としていない者を対象とした。

注 2) 各木材の寸法は W100mm × H250mm×D10mm と
し，評価対象に偏りが出ない様に，節がなく，模
様，色，コントラスト，傷などを考慮してエレメ
ントを選定し，さらに可能な限り同じ切断面とし
た。また，全ての木材を乾燥室で一定期間保管し，
含水率などの前提条件を揃えた上で調査に使用し
た。なお，全ての調査は標準的な室内環境で行った。

注 3) 分析に際しては，ward 法，ユーグリッド距離を採
用した。

参考文献
1) 坂口大史，北川啓介，浅倉和真：内装用木材の評価

による空間想起 : フィンランドの設計専門家と非専
門家を対象として，日本建築学会関東支部研究報告
集，pp.225-228，2014.2



高レベル核廃棄物地層処分に関わる軟岩の熱力学挙動に関する研究 

 

指導教員 張 鋒 教授                         氏名 神部 智也 

 

1.1.1.1.    はじめにはじめにはじめにはじめに    

高レベル放射性廃棄物の処理方法として，地層処分が

注目されているが，解決しなければならない問題が少な

くない．天然バリアである堆積軟岩に地層処分を実施す

る場合，高レベル放射性廃棄物が長期に渡って大量の熱

エネルギーを放出するため，岩盤の長期安定性を脅かす

可能性があると懸念されている．一方，高温環境下にお

ける堆積軟岩の研究は数多く行われてきたがまだ十分と

は言えず，温度の影響を定量的に評価できる熱弾粘塑性

構成式に基づいた数値解析手法の確立が望まれている．

本研究では，トンネル模型試験の実施及び，提案する構

成式を用いた有限要素解析での実験結果の再現を目的と

する．試験試料として人工軟岩という新たな材料を用い

るため，まずは異なる温度環境下における三軸圧縮試験

及び三軸クリープ試験を実施し，材料特性の把握に努め

る．その後，構成式の妥当性を検証するため，三軸圧縮

試験と三軸クリープ試験の試験結果と解析結果の比較を

行う．さらに，人工軟岩を用いたトンネル模型試験とそ

の再現を試み，境界値問題への適用性を示す．    

2.2.2.2.    人工軟岩の材料特性人工軟岩の材料特性人工軟岩の材料特性人工軟岩の材料特性    

 人工軟岩とは，堆積軟岩の力学挙動を模擬することを

目的に開発された材料である．表 1に使用材料とその配

合比及び諸特性を示す．示す配合比は重量比である．ま 

 

た図 1に示す養生期間別の一軸圧縮試験結果から，養生

期間が強度に与える影響は少なからずあることが分かり，

試験は全て養生期間 1週間で実施する．次に，人工軟岩

の力学特性及び，温度が力学挙動に与える影響を把握す

るため，高温高圧三軸試験機(図 2)を用いて三軸圧縮・ク

リープ試験を実施した．なお，本試験機は今年度，不飽

和試料である人工軟岩(水に触れられない)の試験に対応

できるようにするため，セル内にインナーチャンバーを

設置した．体積ひずみの計測可能性を確かめるために，

堆積軟岩を用いた三軸圧縮試験を実施し，その試験結果

を図 3に示す．これより本試験機は，圧縮及び膨張の体

積変化に対応できることが分かる．人工軟岩での試験は，

力学挙動及び温度の影響を把握するため，次の条件で実

施する．三軸圧縮試験は 0.1%/min.のひずみ速度において，

有効拘束圧 0.1MPaと 0.3MPaで 20℃及び 60℃，三軸クリ

ープ試験は有効拘束圧 0.1MPa，20℃の試験を実施した．

三軸圧縮試験結果を図 4に，三軸クリープ試験結果を図 5

に示す．まず拘束圧依存性に着目すると，応力ひずみ関

係において，20℃，60℃共に有効拘束圧 0.1MPaでは軸ひ

ずみ 1%付近でひずみ軟化挙動が見られた．これは堆積軟

岩の力学挙動と一致する．次に有効拘束圧 0.3MPaでは一

転，ひずみ硬化に転じている．これは有効拘束圧が上が

ればひずみ硬化に転じるという既往の研究でも確認でき

配合比（数値は重量比） 物理特性 

石膏（A 級） 1 
見かけ含水比

[%] 
55.81～80.15

珪藻土 0.6 

水 1 
一軸圧縮強度

[MPa] 
0.70～0.85

遅延剤（クエン酸三Na） 0.0025 
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た傾向とも一致する．温度依存性については，温度が上

がると強度が下がるという傾向が確認できる．体積ひず

みについては拘束圧依存性が確認できなかった．データ

の数がまだ不十分なので今後検証していく必要がある．

ただし，圧縮しかしないことは堆積軟岩に見られる正の

ダイレイタンシー特性とは異なり，本研究室で用いる人

工軟岩が軟化しながら圧縮するという典型的な，構造を

持つ材料であることがわかった．クリープ試験について

は，荷重を一定に保った状態でも 100min.付近で急激に軸

ひずみ速度が上昇し，破壊に至ることがうかがえる．こ

のことから堆積軟岩同様，クリープ挙動を有することが

分かる．  

3.    提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデル提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデル提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデル提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデル 

 前章で述べた，温度変化が堆積軟岩の力学挙動に及ぼ

す影響が大きいという試験結果に基づいて，温度依存性

を考慮した下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデルを提案する．

堆積軟岩特有の力学挙動は，超過圧密材料として取り扱

うことができるため，橋口ら

1)
が提案する下負荷面概念と

中間主応力の影響考慮できる変換応力 tij
 

2)
を用いた下負

荷面軟岩弾粘塑性モデル

3)
をベースに，温度変化に起因す

る等価応力の概念

4)
を導入する．降伏関数及び状態変数で

あるρの発展側を式(1)～(4)に示す． 

0 0
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)/1ln( 1),( ttCnatG +⋅⋅= ρρρ               (4)  

ここで式(1)は降伏関数であり，式(2)~(4)は，式(1)の適合条

件に含まれる状態変数ρの発展則 &ρ を応力状態，時間，温

度の関数として規定したものである． 

表 2にパラメータ一覧を，図6~8に実験結果と解析結果

の比較を示す．これより本構成式はひずみ軟化，ダイレイ

タンシー特性，クリープ挙動を表現できることが分かる．

特に応力ひずみ関係は精度よく再現でき，拘束圧依存性

(ひずみ軟化からひずみ硬化への遷移)も表現でき，温度が

上昇すると強度が低下する温度依存性も表現できている． 

しかし本研究で用いる人工軟岩は正のダイレイタンシ

ー特性が見られない，先述したように構造を持つ試料であ

る．本構成式では構造の影響を加味していないので解析で

はどうしても体積膨張が発生してしまい，これが現在の解

析の限界である．今後本構成式に構造を加味できるように

改良することが課題と言える．以上のように本構成式は三

軸圧縮試験結果を定性的に，三軸クリープ試験結果を定量

的に表現できる． 

4.4.4.4.    人工軟岩を用いたトンネル模型試験人工軟岩を用いたトンネル模型試験人工軟岩を用いたトンネル模型試験人工軟岩を用いたトンネル模型試験 

 人工軟岩を用いてトンネル模型試験を実施する．図 9に

トンネル模型を示す．試験試料は 500mm×500mm×150mm

に成形された人工軟岩であり，中心に直径 100mmの円柱

型の穴を設ける．この供試体に左右及び上部から載荷し，



破壊する試験を実施する．試験条件は左右及び上部共に

0.005MPa/min.の載荷速度で左右は0.1MPaまで載荷後保持

し，上部は破壊するまで載荷を続ける．試験時の応力経路

を図 10に示す．値が試験条件と異なるが，図の値はシリ

ンダーにかかっている荷重であり，供試体にかかっている

荷重は述べた通りの値である．このように本試験機は設定

した応力経路通りに正確に載荷できる．載荷から破壊まで，

カンチレバー変位計によりトンネル壁面の変位を，ロゼッ

トゲージにより表面のひずみを計測する．図 11にトンネ

ル壁面の変位を，図 12~14に壁面からの距離別にトンネル

壁面周方向のひずみの分布を示す．変位，ひずみ共にトン

ネル収縮方向を正とする．まずトンネル壁面の変形に着目

する．これによりトンネル壁面の天端(赤)は収縮方向，イ

ンバート(黒)は拡大方向へと移動する傾向が確認できる．

またトンネル壁面周方向のひずみに着目すると，各距離の

ひずみ量において卓越しているのはトンネルの右上と右

下のひずみであった．また、本ケースではひずみに対称性

があると仮定して実験に臨んだため，トンネル壁面から

40mmの距離にはトンネルの右下と下にロゼットゲージを

装着しなかった．しかし本結果からひずみに対称性がある

とは言い難いため，今後は全ての方向においてひずみを測

定する必要がある．なお破壊時の荷重であるが，本データ

を計測したケースでは供試体に明確なクラックや変形が

見られなかったため，計測データから判断すると試験開始

から 97.833min.後に破壊したと考えられる．そのため，載

荷速度を考慮すると上載圧 0.49MPaで破壊したと考えら

れる．また，本ケースの試験後の供試体の写真を図 15に

示す．このように，供試体に明確なクラックや変形が見ら

れなかった(延性破壊)． しかし別ケースでは半分の試験時

間で破壊したうえ，図 16に示すように大きくクラックが

複数箇所に入り，破壊した(典型的な脆性破壊)．原因とし

て材料撹拌時に気泡が多く入ってしまったこと，湿度が低

く供試体が乾燥していたことが挙げられる．このように本

試験においては個体差が大きく，今後供試体作成から載荷

まで慎重に実施していく必要があると考えられる． 

5.    構成式の境界値問題への適用構成式の境界値問題への適用構成式の境界値問題への適用構成式の境界値問題への適用 

 提案する構成式に基づいた有限要素解析によるトンネ

ル模型試験の再現を試みる．解析メッシュを図17に示す．

解析メッシュは 861節点，800要素により構成されており，

トンネル半断面の下端面の節点を鉛直方向に固定，右側面

の節点を水平方向固定に設定する．ひずみの左右対称性が

既往の研究により確認されているため半断面のみを用い

るが，寸法は模型試験と同様，高さ 500mm，幅 250mmと

し，中央部に直径 100mmの半円孔を設けている．用いる

パラメータは表 2に示した，拘束圧 0.1MPaにおけるパラ

メータと同様の値である．初期応力は等方荷重により

0.05MPa与える．解析は 2ステージまで行う．1ステージ

では左右拘束圧と上載圧を同時に 0.1MPaに達するまで載

荷する．続いて 2ステージでは上載圧のみを計算が止まる

まで載荷し続ける．左右拘束圧及び上載圧の載荷速度はト

ンネル模型試験と同じ 0.05MPa/min.である． 

 図 18に偏差応力分布，図 19に偏差ひずみ分布を示す．

3つの段階はそれぞれ 1ステージ終了時 (10min.)，ステー

ジ 2の載荷途中，破壊直前(106min.)である．これらの結果



より，鉛直方向の載荷が進行(10～50min.)するにつれて，

スプリングライン周辺に偏差応力が集中し，その結果，偏

差ひずみが発生することが確認できる．偏差ひずみは斜め

方向に広がっているが，これは模型試験結果で述べた，「卓

越したひずみは右上と右下である」というという結果に合

致する．なお，得られた破壊時の上載圧は，初期拘束圧と

載荷速度を考慮すると 0.58MPaであり，実施したトンネル

模型試験より得られた破壊時の上載圧 0.49MPaと大差が

なく，定量的な再現性が得られたと言える．なお，この解

析結果はトンネル模型試験を実施する前にすでに得られ

ていたものであり，この再現性からランクA 解析になると

もいえる．次にトンネル模型試験の計測箇所に相当する解

析メッシュの節点と要素の挙動について着目する．図 20，

図 21に解析結果と実験結果の比較を示す．まずは図 20に

示すトンネル壁面の挙動に着目する．試験結果におけるト

ンネル壁面の天端(赤)，インバート(黒)はそれぞれトンネル

壁面収縮方向，拡大方向へ移動しているが，解析でも同様

の傾向が確認できる．しかし天端の変位量に差が出る結果

となってしまった．次に図 21のトンネル壁面から 20mm

の位置で測定された，トンネル壁面周方向ひずみの結果の

比較を示す．トンネル上下のひずみはほとんど発生せず解

析結果と一致した．しかしトンネル横方向のひずみは実験

ではほとんど発生していないが解析では壁面拡大側にひ

ずみが発生する結果となった．  

6.    まとめまとめまとめまとめ 

・三軸圧縮・クリープ試験により，本研究で用いる人工軟

岩は堆積軟岩特有のひずみ軟化，クリープ挙動を有するこ

とが確認できた．また，軟化しながら体積圧縮する(負の

ダイレイタンシー特性)構造を持つ特性，拘束圧依存性及

び温度依存性も確認できた．但しデータ数が少なく，更な

るデータの蓄積が必要である． 

・提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性モデルは堆積軟岩特有

の各挙動及び拘束圧及び温度依存性を定性的に表現でき

ることが確認できた．しかし人工軟岩に適用させるには構

造も表現できるよう改良する必要がある． 

・トンネル模型試験を，提案する下負荷面軟岩熱弾粘塑性

モデルに基づいた等スケールFEM解析によりシミュレー

トしたところ，偏差ひずみや偏差応力の分布，破壊時間及

び破壊荷重を定性的に表現できることが確認された．但し，

試験ケースがまだ少ないため，試験数を増やし，さらには

クリープ試験に取り組んでいく． 
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1. はじめに 

近年、高度経済成長期において早急に建設された社会インフラの老朽化と、その維持管理が問題になっている。

しかし、維持管理の重要性が認識される一方で、今日の厳しい経済状況や税収の減少から道路維持管理予算は年々

非常に厳しくなる状況である。そして、維持管理不足の結果が、「笹子トンネル天井板落下事故」というかたち

で浮き彫りとなり、維持管理問題が注目されている。維持管理においても、技術者不足、維持管理費用の問題が

深刻となることが予測されている。これらの問題に対処するためには、できるだけ簡易に、そして正確にコンク

リートの品質を評価する技術が求められている。 

筆者らはこれまでに、都市高速道路トンネル排・送気側ダクトにおいて調査を行い、乾燥や排気ガス(CO2)濃度

などの環境条件よる、コンクリート表層品質の違いを、中性化深さを基準として把握し、排・送気側ダクトの耐

久性について評価をした。そのなかで、測定時期(相対湿度)による各現場非・微破壊試験の測定値の変動傾向を把

握してきた。 

本研究では、統計処理の手法、現場コンクリートの品質を考慮することで、各非破壊試験における測定値(代表

値)の取得方法を確立すること、そして環境区分およびコンクリート品質による区分を設け維持管理区分と検査方

法を提案することを目的として、都市高速道路トンネル排・送気ダクトの調査を行った。 

 

2. 調査概要 

2.1 調査対象構造物と測定箇所 

調査の対象とした構造物は、都市高速道路地下トンネルの排・送気ダクトで、調査時点における供用年数は 12

年であり、また笹子トンネルと同形式である。トンネル上面図を図-1に示す。また、測定箇所と上面図について

図-2に、各調査における相対湿度環境等を表-1に示す。さらに東山トンネルにおける中性化の分布を図-3に示す。 

排・送気側ダクト間の環境条件の差異としては、風速や風量の違い、壁面への煤の付着状況が考えられる。平

成 24年度の調査では上り線(山上)の換気塔から 100mの範囲を調査し、平成 25年度では上り線の換気塔から 1000m

の範囲を調査した。今回の調査では、上り線・下り線(山下)の換気塔から 1000m の範囲を R.H.50%(山上)、 

R.H.40%(山下)にて調査した。調査箇所および測定点を増やすこと(山上で 20箇所、山下で 20箇所、通路で 1箇所

の計 41箇所)で標本母数を増やし、構造物がはらむ施工や環境条件による品質のばらつきの影響を減じることを検

討した。 

2.2 調査方法 

 調査方法として、反発度試験、表面水分率試験、表面透気試験(トレント法)、表面吸水試験、中性化深さ試験(ド

リル削孔)等各種現場非・微破壊試験を通して、コンクリート構造物の品質評価を実施した。 
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表-1 各調査について 

図-4 相対湿度と表面水分率の関

係 

図-2 測定箇所と上面図 
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2.2.1表面水分率試験 

覆工コンクリートの表面水分率を測定するために、市販の高周波容量式水分計を用いた。各測定箇所において

20点の測定値の平均を表面水分率とした。高周波容量式水分計の測定深さは 10mm～40mmとされている。測定値

に影響を与える因子としては、R.H.や測定者の技量(試験機の押し付け具合)が考えられるため、同一の者が試験を

担当することで測定値のばらつきを低減させることに努めた。 

2.2.1 反発度試験 

市販のテストハンマーを用いてコンクリート強度推定のための非破壊試験方法マニュアル(日本建築学会)を準

用し、覆工コンクリートの強度を調査した。各測定箇所において 40点の測定値の平均を推定圧縮強度とした。テ

ストハンマーの測定深さは 10mm～20mm とされている。測定値に影響を与える因子としては R.H.や表面状態(脆

弱部、ひび等)が考えられる。 

2.2.2 表面吸水試験 

市販の吸水試験機を用いて覆工コンクリートの物質移動抵抗性(吸水性状)を調査した。各測定箇所において 3点

の測定値の平均を吸水量とした。吸水試験機の測定深さは 10mm～30mmとされている。測定値に影響を与える因

子としては、R.H.や表面状態(マイクロクラック)が考えられる。また、本研究では、表面状態や環境条件の、測定

値への影響を少しでも低減するために、20分時点での吸水量から 10分時点での吸水量を差し引いたものを吸水量

(20min-10min)とした。以下はこれを吸水量と表記する。 

2.2.3 表面透気試験(トレント法) 

市販のトレント試験機を用いて覆工コンクリートの物質移動抵抗性(透気性状)を調査した。各測定箇所において

5 点の測定値を採取し、データ整理方法として、オーダー毎に平均値を算出した。また、本研究では 100オーダー

の平均値を採用している。測定値に影響を与える因子としては、R.H.や表面状態(ひび、マイクロクラック等)、測

定箇所(測定箇所が数 cm程度ずれると、試験対象のコンクリート品質が異なる)が考えられる。 

 

3. 調査結果および考察 

3.1 相対湿度が各種非破壊試験に及ぼす影響 

3.1.1  表面水分率 

 相対湿度と表面水分率の関係を図-4、5に示す。本図より、R.H.70%から R.H.50%に相対湿度が低下するにつれ

て、表面水分率が低下することが見受けられた。しかし、R.H.50%から R.H.40%に相対湿度が低下しても、表面水

分率は変動しない結果となった。この結果からは、本調査で用いた表面水分率計はコンクリート表面から 10mm～

40mm の水分率を平均して算出しているため、R.H.50%よりも低下すると表面水分率計の測定深さ(10mm～40mm)

よりも深いところまで、乾燥していることが考えられる。相対湿度によってコンクリート内部の水分深さが異な

る存在をしていると思われる。 
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図-5 相対湿度と表面水分率の関係 図-6 相対湿度と推定圧縮強度の関係 図-7 推定圧縮強度の変化量 

図-8 相対湿度と吸水量の関係 図-9 吸水量の変化量 図-10 中性化深さの分類 

図-11 中性化深さと吸水量の関係 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30

吸
水
量

20
m

in
-1

0m
in

(m
l)

中性化深さ(mm)

R.H.50% R.H.40%

R2=0.08

0～10 10～18 18～20 20～

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
送 5.0 4.8 11.5 13.8 14.7 15.5 17.5 19.0 18.5 13.0

排 12.5 6.3 11.0 13.7 14.7 21.0 13.0 23.8 19.3 19.7

送 13.2 14.8 18.9 21.9 20.4 23.7 22.8 19.4 21.2 21.6

排 22.9 21.6 19.3 22.5 21.5 23.2 18.2 19.6 17.1

9.7

中性化深さ(mm)

山上

換気塔

山下

連絡通路



3.1.2  推定圧縮強度 

 相対湿度と推定圧縮強度の関係と推定圧縮強度の変化量を本図に示す。図-6、7より、R.H.50%から R.H.40%に 

相対湿度が低下するにつれて、推定圧縮強度が増加することが見受けられた。これは推定圧縮強度が相対湿度(低) 

の影響を受けて、過大評価された結果と思われる。また、東山トンネルにおいて、相対湿度変動(R.H.50%から

R.H.40%)による推定圧縮強度の補正値を KRH(R.H.=50、40)=2.7 N/mm2とした。 

3.1.3 表面吸水試験 

 相対湿度と吸水量の関係と吸水量の変化量を図-8、9に示す。本図より R.H.50%から R.H.40%に相対湿度が低下

するにつれて、吸水量が増加することが見受けられた。これは吸水量が相対湿度(低)の影響を受けて、過大評価さ

れた結果と思われる。その変化量は 0.17(ml)であるため、東山トンネルにおいて、相対湿度変動(R.H.50%から

R.H.40%)による吸水量の補正値を Kwa(R.H.=50、40)=0.17mlとした。 

3.2 中性化深さによるコンクリート品質の分類 

 中性化深さの分類を図-10に示す。本研究における中性化深さの分類方法について以下に述べる。本図における

中性化の中央値から、中性化深さの増加方向と減少方向に、25%の範囲で閾値(10mm と 18mm)をとることで中性

化深さを 3つのグレード(0mm～10mm、10mm～18mm、18mm以上)に分類した。 

3.3 中性化深さと各測定値の関係 

 従来のデータ整理方法における中性化と吸水量の関係を図-11 に示す。従来では相対湿度環境を混同した上で、

各種非破壊試験の測定値と中性化深さとの相関関係を観察していたが、図-11に見られるように測定値がばらつき

中性化と吸水量の相関関係は見受けられなかった。そこで本研究では、図-3 のように中性化深さを、ある程度幅

を持って分類し、中性化のグレードと測定値の関係を観察した。なお、測定値のばらつきが少ない R.H.50%を相

対湿度の基準とした。 

3.3.1  中性化深さと表面水分率の関係 

 中性化深さと表面水分率の関係を図-12に示す。本図は表面水分率の正規分布を、中性化深さの 3つのグレード

によって色分けしたグラフである。この図より、数点においては中性化深さのグレードと表面水分率の分布が対

応していない測定箇所もあるが、基本的には中性化深さのグレードと表面水分率の分布が対応(中性化深さの大き

いグレードほど、表面水分率が低い)することが分かる。また、東山トンネルにおいて中性化深さのグレードに対

応する表面水分率の閾値は、下限で 2.2%、上限で 2.8%であった。 

3.3.2  中性化深さと推定圧縮強度の関係 

中性化深さと推定圧縮強度の関係を図-13に示す。本図は推定圧縮強度の正規分布を、中性化深さの 3つのグレー

ドによって色分けしたグラフである。この図より、表面水分率と同様に、数点においては中性化深さのグレード

と推定圧縮強度の分布が対応していない測定箇所もあるが、基本的には、中性化深さのグレードと推定圧縮強度

の分布が対応(中性化深さの大きいグレードほど、推定圧縮強度が低い)することが分かる。また、東山トンネルに 
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図-12 中性化深さの分布 図-13 推定圧縮強度の分布 図-14 吸水量の分布 

図-15 吸水試験とマイクロクラック 図-16 透気係数の分布 図-17 中性化深さと透気係数の関係 

図-19 維持管理区分と推定圧縮強度の関係 図-18 維持管理区分と表面水分率の関係 図-20 維持管理区分と吸水量の関係 
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おいて中性化深さのグレードに対応する推定圧縮強度の閾値は、下限で 41N/mm2、上限で 47N/mm2であった。 

3.3.3  中性化深さと吸水量の関係 

中性化深さと吸水量の関係を図-14に示す。本図は吸水量の正規分布を、中性化深さの 3つのグレードによって

色分けしたグラフである。この図より、中性化深さのグレードと吸水量の分布の対応は見受けられなかった。中

性化深さが 18mm 以上のグレードにおける吸水量は、0.6ml 以上に分布されると予想されたが、吸水量は 0.1ml～

0.6ml の間にばらついて存在している。これは、吸水挙動が表面状態(マイクロクラック)の影響を受けて、吸水量

がばらついた結果と思われる。図-15に表面吸水試験がマイクロクラックの影響を受けている状態を示す。本図か

ら、マイクロクラックの影響を受けて、コンクリートに吸水された水が滲み出ていることが分かる。この様に、

吸水量はマイクロクラックの影響を受けることから、表面水分率試験や反発度試験と比較して、測定場所の選定

をしっかい行うべきだと思われる。マイクロクラックの評価が今後の課題と思われる。 

3.3.4  中性化深さと透気係数の関係 

中性化深さと吸水量の関係を図-16に示す。本図は透気係数の正規分布を、中性化深さの 3つのグレードによっ

て色分けしたグラフである。この図より、中性化深さのグレードと透気係数の分布における対応は見受けられな

かった。中性化深さの全てのグレードにおける透気係数がばらつく結果になった。これは、表面透気試験に 

おいて、測定する箇所が数 cm 程度ずれると透気係数がオーダーをまたいで変化することが影響したと思われる。

同一測定個所における、中性化深さと透気係数の関係を図-17に示す。本図から、限定された測定場所においては、

中性化深さと透気係数には良好な相関関係が見受けられた。このことから、表面透気試験においては、調査する

コンクリート構造物の特徴を加味し、測定方法を再考することで、中性化深さのグレードと透気係数の分布に対

応関係を見出すことができると思われる。 

3.4  中性化深さ(維持管理区分)の推定方法 

表-2に上記した 3 つの中性化深さのグレ―ドに、さらに 1 つのグレードを設けてそれぞれを維持管理区分と称

し、維持管理項目について記載した。維持管理区分と各測定値の対応表を表-3 に示す。また、維持管理区分と各

種非破壊試験の対応につい図-18、19、20、20に示す。ここでは各維持管理区分間で各種試験の測定値が重なり合

うことに留意する。 

 表-3、図-18、19 より、表面水分率と推定圧縮強度では、維持管理区分と測定値の対応が見受けられた。また、

全測定値における最大値と最小値がそれぞれ、維持管理区分 1、4に対応した。表-3、図-20より、透気係数では、

維持管理区分 1、2、3 において測定値が維持管理区分とある程度対応(表面水分率と推定圧縮強度と比較して、測

定値が重なりあう範囲が広い)した。表-3、図-21 より、吸水量では、化レベル 1、2、3 において各劣化レベルに

おける、測定値の最大値が維持管理区分と対応した。これは、各維持管理区分における吸水量の最小値は定まら

ないが、吸水量の最大値が維持管理区分を捉え得ることを示す。 

 以上のことから、R.H.50%において表面水分率と推定圧縮強度を用いることでコンクリート構造物の中性化深さ

を維持管理区分ごとに、推定できる可能性が示された。吸水量と透気係数は劣化レベルの推定において補助的な

役割をすると考えられる。 

 

4. 結論 

 (1) 表面水分率と推定圧縮強度を用いること(吸水量と透気係数を補助的に使用)で中性化深さ(維持管理区分)の

推定(R.H.50%)が出来る可能性を示した。 

 (2)表面水分率、推定圧縮強度、吸水量において相対湿度(R.H.50%R.H.40%)と測定値の関係が示された。透気係

数においては試験方法等の再考の必要性が示された 

3：要経過観察 18～20
4：要詳細観察 20～

維持管理

安全な箇所
東山トンネル内コンクリートの平均的な品質箇所

現時点では問題ないが今後経過観察していくと良い箇所
詳しく観察すべき箇所

劣化レベル 中性化深さ(mm)

1：安全 0～10
2：普通 10～18

0

0.1

0.2

0.3

1 3 5 7 9 11

確
率
密
度

透気係数(×10-16m2)

0～10mm 10～18mm 18mm以上

図-21 維持管理区分と 

透気係数の関係 

表-2 維持管理区分と中性化深さ 

表-3 維持管理区分と各種測定値 
4：要詳細観察 20～ 2.0～2.2% ～39.3N/mm2 0.5ml 6.7×10-16m2
3：要経過観察 18～20 2.1～2.3% 40.1～41.2N/mm2 0.3～0.6ml 5.1～9.2×10-16m2

2：普通 10～18 2.2～2.7% 41.1～47.4N/mm2 0.2～0.5ml 4.5～8.4×10-16m2
1：安全 0～10 2.5～2.9% 48.7～50.1N/mm2 0.2～0.4ml 4.1～5.4×10-16m2

劣化レベル 中性化深さ(mm)
表面水分率 推定圧縮強度 吸水量20min-10min 透気係数

RH50%



水 セメント

ML (0:10) 576 0 197 41
ML (5:5) 572 98 98 47
ML (7.5:2.5) 569 146 49 52
ML (9:1) 572 176 20 48
ML (10:0) 566 194 0 55
M (5:5) 628 76 76 31
M (9:1) 629 137 15 30
L (5:5) 741 22 22 16
L (9:1) 739 39 4 18
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図２．１（a）Lサイズ造粒細骨材 

図２．１（b）Lサイズ造粒細骨材 

表２．１（a）造粒シリーズの配合 

表２．１（b）添加シリーズの配合 

造粒による細骨材粒子形状の改善および微粒分の選択的配置がモルタルのフレッシュおよび硬化性状に

与える影響 

   指導教員 梅原 秀哲 教授                   25413552   中村 好裕    

 

１． はじめに 

 近年，良質な天然骨材の枯渇化が懸念されており，海砂を中心とした天然砂の採取が規制され，コンクリート

業界では細骨材の不足が重大な問題となっている。従来から，コンクリート用材料として使用されてきた天然骨

材の代替砂が必要とされるなかで，省資源・省エネルギーの観点から，産業副産物の有効利用の機運が高まって

おり，銑鉄を製造される際に副生される高炉スラグ細骨材（以下，スラグ細骨材）が注目されている。高炉スラ

グは潜在水硬性を持つため，モルタルやコンクリートなどのセメント硬化体に混入した場合には，セメント硬化

体の乾燥収縮ひずみの低減，中性化の抑制，長期強度の増進といった性能改善の効果が期待できると報告されて

いる。しかし，スラグ細骨材をはじめとする副産物骨材は，粒子形状や石質，密度などの基礎的な特性が天然骨

材と異なるため，天然骨材を使用したセメント硬化体に比べて，流動性やブリーディングなどのフレッシュ性状

が悪化させるという問題が報告されている。そこで本研究では，「造粒」という手法を用いて，スラグ細骨材の粒

子形状を改善することで，モルタルのフレッシュ性状を向上させることを目的とした。また，造粒することで得

られた細骨材（以下，造粒細骨材）をモルタル用材料として使用すると，細骨材周りに微粒分を選択的に配置す

ることが可能となり，細骨材とペースト界面に存在する遷移帯が緻密化されることが期待されるため，圧縮強度

試験，乾燥収縮試験，透気試験などの硬化物性試験を実施した。また，ひび割れの自己治癒性能を有するという

報告もあるため，各種硬化物性の試験結果から自己治癒性能についても検討を行った。 

 

２． 概要 

２．１ 造粒細骨材の作製 

 本研究では，傾動式ミキサ（以下，ミキサ）による転動造粒法を用いて，造粒細骨材を作製した。作製した手

順は，①コア材料（スラグ細骨材）とコーティング材料（セメント，スラグ微粉末）をミキサに投入する，②霧

吹きで水（100 g程度）を吹きかけながら，90 秒間ミキサを回転させる，③ミキサ内部に付着したコーティング材

を掻き落とし，②と同様の動作を行う，④再度，ミキサ内のコーティング材を掻き落とし，2 分間ミキサを回転さ

せる，⑤ミキサから造粒細骨材を取り出す，とした。取り出した後，造粒細骨材のふるいわけを行い，粒径 2.4～

1.2 mm（以下，Lサイズ）と粒径 1.2～0.6 mm（以下，M サイズ）の造粒細骨材を抽出した。なお，粒径 0.6 mm

以下の細骨材を S サイズとした。また，造粒細骨材のコーティング材におけるスラグ微粉末とセメントの質量比

（以下，コーティング材比）の違いは，造粒細骨材自体の空隙構造を変化させ，モルタルの各種硬化物性に影響

を与えることが考えられるため，コーティング材比として，スラグ微粉末：セメント＝10：0，9：1，7.5：2.5，5：

5，0：10 の 5 水準を設定した。造粒細骨材は作製後からモルタルを打設するまでの 2 週間，20℃，R.H.80%の恒

温恒湿槽に静置した。造粒細骨材の写真を図２．１（a），（b）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ モルタル供試体の作製 



図３．１ X線 CT画像 図３．２（a）MIP（BS） 図３．２（b）MIP（BFS:C=9:1） 

図３．２（c）MIP（BFS:C=0:10） 図３．２（c）MIP（BFS:C=5:5） 図３．３ モルタルフロー試験 

２．２．１ 使用材料 

 セメントは普通ポルトランドセメント（宇部三菱，密度 3.16 g/cm3），細骨材はスラグ細骨材（福山産，密度 2.72 

g/cm3，吸水率 0.80%）および造粒細骨材（密度：Lサイズ 2.36 g/cm3，M サイズ 2.47 g/cm3）を使用した。造粒

細骨材のコーティング材としては，上記セメントおよびスラグ微粉末（ブレーン値 4000 cm2/g，密度 2.91 g/cm3）

を使用した。また，空気量の違いが硬化物性に与える影響を排除するため，消泡剤をセメント質量×0.02%添加し，

フレッシュ時におけるモルタルの空気量を 2%以下に調整した。 

２．２．２ 配合 

 供試体は，水セメント比を 60%，セメント：細骨材＝1：2.75 として作製した。造粒細骨材を使用した配合にお

いて，スラグ細骨材に対して造粒細骨材を置換する粒径としては，M，L 両サイズ（以下，ML 置換），M サイズ

（以下，M 置換），Lサイズ（以下，L置換）の 3 水準を設定した（造粒シリーズ）。スラグ細骨材に対する造粒細

骨材の置換率はそれぞれ，14%，43%，57%であった。なお，造粒細骨材を置換していない粒径では，通常のスラ

グ細骨材を使用した。また，造粒シリーズで使用した材料を，それぞれ単体で，同量となるように添加した供試

体を作製し（添加シリーズ），モルタル中における微粒分の配置の違いがモルタルのフレッシュ性状および硬化性

状に与える影響について検討を行った。配合を表２．１（a），（b）に示す。 

２．２．３ 各種試験概要 

（１）モルタル試験 

 フローは JIS R 5201，空気量は JIS A 1128 に準拠し，測定を行った。圧縮強度は φ50 × 100 mmの円柱供試体を

用い，標準養生を行った供試体で材齢 1，4 週時点において試験を実施した（JIS A 1108）。乾燥収縮試験用供試体

は打設後 24 時間で脱型し，材齢 7 日まで標準養生を行った後に基長を測定した。その後，温度 20℃，R.H.60%の

室内で乾燥材齢 7 週まで測定を行った（JIS A 1129）。透気試験は φ50×10 mmの円盤供試体を用い，材齢 4 週まで

標準養生を行った供試体で試験を実施した。前処理として，養生後アセトンに数分浸漬させた後，40℃，R.H.20%

の恒温恒湿槽に 1 日の質量変化率が 1%以下となるまで静置した。ひび割れの自己治癒に関する検討は，圧縮強度

用試験体を用いて行った。材齢 7 日における圧縮強度試験後（最大荷重に到達後直ちに除荷）に水中養生を 2 週

間行った供試体で，養生前後の圧縮強度と動弾性係数を調べることでひび割れの回復程度を評価した。 

（２）細骨材微視構造分析 

 X 線 CT 法により，造粒細骨材自体の内部構造の観察を行った。また，水銀漸次繰り返し圧入法により，スラグ

細骨材および造粒細骨材自体の空隙構造分析を行った。水銀漸次繰り返し圧入法における加圧・減圧過程として，

⓪0→0.2→0.1，①0.2→124→0.2，②0.2→200→0.2MPaのパターンを設定し，測定を実施した。 
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図３．４ 圧縮強度試験結果 図３．５ 乾燥収縮試験結果 図３．６ 質量減少率試験結果 

図３．８ 動弾性係数結果試験結果 
図３．７ 透気試験結果試験結果 

３． 試験結果および考察 

３．１ 造粒細骨材の空隙構造 

３．１．１ X線 CT法による造粒細骨材の画像解析 

 L サイズの造粒細骨材（BFS:C=5:5，作製後 1 週間 20℃，R.H.60%の恒温恒湿槽に静置した後，4 週間水中養生

を行った）を X 線 CT 法により撮影した画像を図３．１に示す。写真の白色で示されている部分がスラグ細骨材

（内部の黒い部分は空隙），灰色部分がスラグ細骨材周りにコーティングされているペースト分であり，その厚さ

は 0.1～0.3 mm程度であった。画像より，スラグ細骨材周りに微粉末をコーティングすることで粒子形状が改善さ

れていることが見受けられる。 

３．１．２ 水銀漸次繰り返し圧入法による造粒細骨材の空隙構造分析 

 水銀漸次繰り返し圧入法で得られる空隙径分布を図３．２（a）～（d）に示す。全空隙量，連続空隙量ともに

スラグ細骨材が最も少なく，造粒細骨材ではコーティング材に含まれるスラグ微粉末の割合が高いほど多くなる

傾向が確認された。全空隙と連続空隙の差をインクボトル空隙と定義すると，スラグ細骨材の空隙はほとんどが

インクボトル空隙であることがわかる。閾細孔径については，スラグ微粉末量の多い造粒細骨材（BFS:C=9:1）が

BS や他の造粒細骨材と比べて小径となる結果であった。 

３．２ 造粒による細骨材粒子形状の改善がモルタルのフレッシュ性状に与える影響 

 15 打モルタルフロー試験結果を図３．３に示す。BS のフロー値が 185 mmであるのに対して，造粒細骨材を使

用した配合はすべて，それを上回る結果を示した。造粒細骨材を使用した配合は，造粒細骨材の置換率の増加（L

置換：14%→M 置換：43%→ML置換：57%）に伴い，フローは大きくなる結果となり，ML 置換の配合で最大 50 

mm 程度フローは増大した。このことから，細骨材の粒子形状を改善することで，モルタルの流動性は改善される

と言える。 

３．３ 微粒分の選択的配置による遷移帯および細骨材周りの組織の改質効果 

３．３．１ 圧縮強度試験 

 材齢 28 日における圧縮強度試験結果を図３．４に示す。BS と造粒細骨材を使用した配合の圧縮強度を比較す

ると，造粒細骨材を使用したほとんどの配合で，BSの圧縮強度を上回る結果が示された。これは，造粒細骨材を

使用することで，細骨材とペースト界面に存在する遷移帯の量および厚さが減少したことと，細骨材周りの組織

が緻密化したことによる影響であると考えられる。 
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図３．９（a） 造粒シリーズの自己治癒に関する検討結果 図３．９（a） 添加シリーズの自己治癒に関する検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３．２ 乾燥収縮試験 

 乾燥収縮および質量減少率試験結果をそれぞれ図３．５，図３．６に示す。材齢 35 日における BS の乾燥収縮

率は-700×10-16，質量減少率は 3.61%であり，どちらも各試験の中で最小値を示した。造粒細骨材を使用した配合

については，置換率の増加に伴い，乾燥収縮率，質量減少率ともに大きくなる結果となった。これは，空隙量の

極めて少ないスラグ細骨材に対して空隙を有する造粒細骨材を置換することで，モルタル内の全空隙量が増加し，

水分逸散抵抗性が低下したことによる影響であると考えられる。 

３．３．３ 透気試験結果 

 材齢 28 日における透気試験結果を図３．７に示す。造粒シリーズの透気係数について見てみると，BS の透気

係数は 2.8×10-17 m2となり，全配合の中で最も小さい値を示した。造粒細骨材を使用した配合については，コーテ

ィング材中に占めるセメントの割合が高いほど，透気係数が小さくなる傾向が見られ，造粒細骨材自体の緻密さ

による影響が確認された。 

 造粒シリーズと添加シリーズの透気係数を比較すると，M 置換および L 置換の配合では，造粒シリーズの方が

透気係数は小さくなり，ML 置換では添加シリーズの方が小さくなる結果となった。添加シリーズの ML 置換の配

合では，造粒シリーズに比べて W/B が大きく低下していることから，ペースト部分の緻密化が進行しており，透

気性能が改善されたと考えられる。一方，L 置換および M 置換の配合では，W/B は添加シリーズの方が小さくペ

ースト部分が緻密であるにもかかわらず，造粒シリーズの方が透気係数は小さくなっていることから，微粒分を

細骨材周りに配置することで，遷移帯が緻密化され，気体の透過を抑制していると思われる。 

３．４ 微粒分の選択的配置によるひび割れの自己治癒性能評価 

 造粒シリーズおよび添加シリーズで，材齢 7 日における圧縮強度試験後（供試体内部にひび割れが導入されて

いる）に 2 週間水中養生（以下，自己治癒養生）を行った供試体の圧縮強度と，打設から 4 週間水中養生を行っ

た供試体の圧縮強度の比較をそれぞれ図３．９（a），（b）に，自己治癒養生前後における各シリーズの動弾性係

数の差（回復率）を図３．８に示す。圧縮強度について見てみると，造粒シリーズでは自己治癒養生を行った供

試体の方が 4 週間水中養生を行った供試体よりも圧縮強度が大きいのに対して，添加シリーズでは圧縮強度はほ

ぼ同程度となっている。これは，モルタル中の微粒分の配置の違いによる影響であると考えられる。モルタル内

部に導入されるひび割れの多くは細骨材周りに発生すると考えられるため，そこに選択的に微粒分を配置してい

る造粒シリーズでは，ひび割れが発生した際にも，水分の供給を受けることでひび割れ部に水和物が生成されや

すくなることが予想される。動弾性係数について見ると，自己治癒養生前後での回復率は，造粒シリーズの方が

添加シリーズよりも最大で 10%程度大きくなる結果であった。コーティング材中に含まれるセメントの割合が高

いほど，シリーズ間の差が大きくなっていることから，未反応のままモルタル内に残存していたセメントの水和

によるひび割れ部の閉塞および周辺組織の緻密化が，動弾性係数の回復に影響を与えたと考えられる。 

４． まとめ 

（１）スラグ細骨材の粒度分布の一部として造粒細骨材を置換することで，モルタルフローは大きくなり，粒子

形状の改善がモルタルの流動性を向上させることが示された。 

（２）造粒細骨材のコーティング材に含まれるセメントの割合が高いほど，遷移帯およびコーティング部のペー

スト組織を緻密化し，各種硬化物性を向上させることが示された。 

（３）造粒により細骨材周りに微粒分を選択的に配置することは，水硬性微粉末を未反応のままモルタル内に残

存させることを可能とし，ひび割れの自己治癒性能を付与することが示された。 
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自歩道交差点部の断面形状を考慮した自転車走行への影響分析 

 

  指導教員 藤田素弘 教授                        氏名 前田 翔哉       

 

1 はじめに 

昨今における自転車利用の増加に伴い，国土交通

省は，全国 98箇所の地区を「自転車通行環境整備モ

デル地区」として指定している．しかし名古屋市内

で整備されている自転車道は，多くが歩道内に設置

されているため，依然として歩道に混入する事例が

見受けられる．その原因として様々な問題点が挙げ

られるが，これまでの研究で，交差点部の段差（車

道と歩道の境界部）における快適性と振動レベルの

相関が明らかとなっており，さらに段差は，速度を

減少させる重要な役割がある．よって本研究の目的

は，交差点部の段差における快適性や振動レベル，

速度のデータを調査し，また同時に段差の断面形状

を測定することで，快適かつ速度減少を兼ね備えた

自転車走行用段差を検討することである． 

 

2 走行実験の概要 

走行実験対象地区として，愛知県名古屋市鶴舞地

区のうち 17交差点を含む区間を選定した．対象地区

及び各段差を図 1 に示す．この地区は，「自転車通

行環境整備モデル地区」に指定されている自転車道

の一部を含んでおり，J－1，J－2，K－1，K－2がそ

れにあたる．走行ルートの設定に関しては，地区内

のうち図 1に示す矢印のルートを選定した．また図 

2 に示すように，各交差点において交差点前と交差

点後の 2箇所の段差が存在している． 

次に，走行実験の概要を表 1に示す．ここで走行

速度に関しては，被験者が日常走行している速度を

通常走行とし，それよりも低い(又は高い)場合を低

速(又は高速)走行として走ってもらい，具体的な走

行速度を数値で指示していない．また走行実験にお

ける評価値，振動レベル，速度のデータを取得する

ために，自転車のハンドル付近において，図 3に示

すような調査機材を設置した．評価記録器は被験者

による評価値データ，加速度計 MVP-SDは振動加速度

データ，Contour GPS は交差点の段差における速度

データを取得するために用いた．ここで加速度計に

よって得られた振動加速度データに関しては，はじ

めに高速フーリエ変換によって，時間に対する振動

加速度波形を，周波数に対する振動加速度波形に変

換する．更に，周波数に応じた振動感覚補正を施し，

基準振動を 0(dB)として表現することで，振動レベ

ル（dB）として分析に用いた．また振動レベル（dB）

は， X 軸（左右方向），Y 軸（進行方向），Z 軸（鉛

直方向）の 3方向の振動レベルを取得した． 

 

 

図 1 走行実験対象地区 

 

図 2 交差点部の段差 

表 1 走行実験概要 

 

 
図 3 調査機材 

実施日 2012年12月

対象人数 20代の男女計16名

自転車
シティサイクル
26inch
タイヤの空気圧3bar

走行回数及び速度
1回目：通常走行
2回目：低速走行
3回目：高速走行

段差における評価値

1：不快
2：やや不快
3：普通
4：やや快適
5：快適

・段差直後に押しボタンで評価
・訂正可能

信号機等による停止
同様の速度で進行できるまで
の距離をとって待機



 

図 4 Z軸方向における評価値と振動レベル 

表 2 速度差の検定 

 

表 3 評価値に関する重回帰分析の結果 

 

 

3 走行実験データの分析 

Z 軸方向における評価値と振動レベルのプロット

を図 4に示す．通常走行，低速走行，高速走行に区

別してデータを示し，それぞれにおいて，決定係数

を示す．以上より，すべての速度別において，評価

値と振動レベルには負の相関があることが分かる．

また速度域が高くなるにつれて振動レベルが増加す

ることで，評価値は下がることも分かる．また低速

走行や高速走行と比較して，通常走行における相関

の精度が低い．この原因としては，実験の走行順に

おいて，通常走行が常に最初であったために，段差

の比較における評価基準が不明確であった理由が挙

げられる．よって段差の評価は，走行経験の有無が

関係することも考えられる．また X 軸振動，Y 軸振

動は Z 軸振動と比較して値は小さいが，Z 軸振動と

同様のことが確認できた． 

 次に，速度データに関する平均値の差の検定結果

を表 2に示す．以上より，自転車道の平均段差速度

と歩道段差速度，また高速走行の平均段差速度と通

常走行の平均段差速度の差は無いことが分かった．

一方で，通常走行の平均段差速度と低速走行の平均

段差速度の差は十分にあることが分かった． 

更に，評価値を目的変数とし，各方向別の振動レ

ベルを説明変数とした重回帰分析を行う．この重回

帰分析による結果を表 3に示す．以上より，Z軸振

動のみが有意となった．よって，X軸振動，Y軸振動，  

 

図 5 歩道及び車道 

 
図 6 交差点の境界部 

 
図 7 高低差の符号 

 

図 8 角度の符号 

 

Z軸振動の中においても，特に Z軸振動を減少させ

ることで，評価値は向上することが分かった．この

理由としては，Z軸振動が鉛直方向であり，X軸振動

や Y軸振動と比較して値が大きいこと，また決定係

数 R2の値が大きいことが挙げられる． 

 

4 断面形状測定の概要と集計 

交差点部の段差における測定箇所を図 5，図 6に

示す．測定方法としては，歩道側及び車道側におけ

る高さをトータルステーション，境界部における角

度を角度計，境界部における高低差や長さをノギス

によって測定した．また高低差及び角度の符号を図 

7，図 8に示す． 

A－1から Q－2における全段差箇所の断面形状デ

ータの平均値及び標準偏差を表 4に示す．以上より，

歩道側及び車道側ともに，高さは境界部から離れる

につれて高くなり，尚且つばらつきも大きくなるこ

とが分かる．また現状の自転車道については，全て

の段差において長さ①が約 50cm，高低差②が 0cmと

いう設計になっている． 

R² = 0.4644R² = 0.5905

R² = 0.6065

0

1

2

3

4

5

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

評
価
値

振動レベル(dB)

通常

低速

高速

線形 (通常)

線形 (低速)

線形 (高速)

平均値の速度差（km/h） t値

自転車道－歩道 0.52 0.54

高速走行－通常走行 1.26 1.91

通常走行－低速走行 4.20 7.88

評価値モデル（N=102）

説明変数 パラメータ t値

切片 59.56 11.67

Z軸振動 -0.49 -11.10

調整済みR2乗 0.55



表 4 各断面形状データの平均値及び標準偏差 

 

表 5 全段差の重回帰分析 

 

表 6 交差点前の段差に関する重回帰分析 

 
 

5 自転車走行と断面形状の関係 

全段差における評価値，Z 軸振動，速度に関する

重回帰分析を表 5，交差点前の段差に関する重回帰

分析を表 6，交差点後の段差に関する重回帰分析を

表 7，またそれぞれの変数の相関係数を表 8に示す．

ここで信号機ダミーとは，信号機のある段差を 1，

信号機の無い段差を 0としたダミー変数である．以

上より，全段差では高低差①，交差点前では歩道側

150cm 地点高さ，交差点後では車道側 100cm 地点高

さが，快適性向上と速度減少の可能性がある．その 

表 7 交差点後の段差に関する重回帰分析 

 
表 8 相関係数 

 

 

図 9 全体図 

 

理由として，評価値や Z軸振動の重回帰分析で有意

になったこと，また相関係数における評価値と速度

の符号が異なることから，評価値向上と速度減少を

同時に担うことができるためである． そして，全て

の評価値に関する重回帰分析において，歩道側 150

～200cm 地点高さが有意となった．よって歩道側

200cm 地点高さを下げることで，快適性が向上する

と言える．しかし交差点後では，歩道側高さを下げ

ることで速度も増加することが分かり，方向別で検

討する必要がある． 

 

6  衝突時の人体指標 HICの導入 

 「歩道側 200cm地点高さ」を直接的な変数とする

衝突を分析することで，交差点前を対象とした具体

的な歩道側 200cm地点高さを逆算する．本研究の衝

突とは，歩道側 200cm地点高さを走行している自転

車が，長さ②にぶつかる事と定義する．衝突による

指標としては，自動車の衝突実験として用いられる

HIC（頭部傷害値）を使用した．HICの計算式や図を

式 1，式 2，式 3，式 4，式 5，図 9，図 10に示す． 

平均値 標準偏差
歩道側50cm地点高さ(cm) 2.729 1.855
歩道側100cm地点高さ(cm) 5.479 3.021
歩道側150cm地点高さ(cm) 8.297 4.226
歩道側200cm地点高さ(cm) 10.609 5.523
歩道側250cm地点高さ(cm) 12.224 6.239
歩道側300cm地点高さ(cm) 13.026 6.703
車道側50cm地点高さ(cm) 1.662 1.152
車道側100cm地点高さ(cm) 2.325 1.979
車道側150cm地点高さ(cm) 3.365 2.416
角度①(°) -4.250 3.906
角度②(°) -5.332 4.790
角度③(°) 2.915 1.792
角度④(°) 4.512 3.274
高低差①(cm) 0.482 0.604
高低差②(cm) -0.324 0.473
高低差③(cm) 0.479 0.698
長さ①(cm) 19.591 12.533
長さ②(cm) 48.747 2.889

全段差

説明変数
目的変数：評価値 目的変数：Z軸振動 目的変数：速度

パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値

切片 3.71 18.82 116.93 498.46 4.39 0.89

歩道側200cm地点高さ -0.04 -2.76

角度① 0.07 3.30

高低差① 0.37 2.43

長さ① -0.04 -4.41

長さ② 0.26 2.58

信号機ダミー -1.84 -2.86

N 34 30 34

調整済みR2乗 0.39 0.46 0.23

交差点前

説明変数
目的変数：評価値 目的変数：Z軸振動 目的変数：速度

パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値

切片 4.01 11.34 115.32 327.73 3.00 0.48

歩道側150cm地点高さ -0.08 -2.29

角度① 0.10 2.13

角度② -0.11 -2.57

高低差③ 0.97 3.61

長さ② 0.29 2.24

信号機ダミー -3.01 -3.50

N 17 12 17

調整済みR2乗 0.38 0.52 0.44

交差点後

説明変数
目的変数：評価値 目的変数：Z軸振動 目的変数：速度

パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値

切片 3.33 16.01 116.17 690.96 18.59 28.69

歩道側200cm地点高さ -0.04 -2.41 -0.14 -2.61

車道側100cm地点高さ 0.12 2.47

角度① 0.06 2.92

高低差① 0.34 1.98

N 17 12 17

調整済みR2乗 0.60 0.21 0.27

全段差 交差点前 交差点後

評価値 Z軸振動 速度 評価値 Z軸振動 速度 評価値 Z軸振動 速度

歩道側150cm地点高さ -0.53 0.51 0.10

歩道側200cm地点高さ -0.48 0.36 -0.16 -0.57 0.24 -0.56

車道側100cm地点高さ 0.37 -0.49 -0.28

角度① 0.54 -0.26 0.33 0.50 -0.38 0.35 0.61 -0.18 0.41

角度② 0.00 0.06 0.24

高低差① -0.17 0.36 0.10 -0.05 0.32 -0.05

高低差③ -0.48 0.51 -0.06

長さ① 0.50 -0.38 0.11

長さ② 0.32 0.14 0.30 0.21 0.17 0.28



 
図 10 衝突時 

 
 

 
   

             
 

 
             

 

 
   

                                 

m:総重量(kg)=83.4 

v1:歩道側 200cm地点高さの速度(m/s)=4.617 

g:重力加速度(m/s2)=9.8 

h:歩道側 200cm地点における高さ(m) 

Crr:転がり抵抗係数=0.007 

L:走行距離(m)=2 

ρ:空気の密度(kg/m3)=1.226 

Cd:シーディー値=0.9 

A:前方投影面積(m2)=0.67 

vw:向かい風の速度(m/s)=0 

v2:衝突前の速度(m/s) 

         
 

 
     角度③                                 

                                                                     

v3:接地面に対する垂直方向の速度(m/s) 

v2:進行方向の速度(m/s) 

θ4:v2と v3の角度差(°) 

  
      

 
                                                            

G:衝撃値(m/s2) 

v3:接地面に対する垂直方向の速度(m/s) 

t:衝突の所要時間(s)=0.04 

      

     
     
  

  
 
   

                                                               

HIC:頭部傷害値 

t1,t2:積分開始,終了時間(t2-t1≦15msec) 

t1=0.04,t2=0.055 

G:加速度(G) 

これらの式より，HIC を含めた評価値に関する重

回帰分析や，表 5，表 6，表 7で示した評価値に関

する重回帰分析を，まとめて表 9に示す．ここで HIC

のモデルを交差点前のみとした理由は，HIC 指標が

歩道側から車道側に入る場合の衝突のみを想定して

いるためである．以上より，HIC を含めたモデルの

精度が最も良いこと，また高低差，長さ，自転車道

ダミーといった新しい変数が有意となっていること

が分かる．ここで HICの算出において，歩道側 200cm

地点高さや角度③が用いられていることから，歩道

側 200cm地点高さを下げること，また角度③を小さ

くすることで，快適性が向上するとも言える．また 

表 9 HICを含めた評価値に関する重回帰分析 

 

表 10 歩道側 200cm地点高さの逆算条件 

 

表 11 重回帰モデルによる歩道側 200cm地点高さ 

 

 

HICが有意であることから，HICは評価値と関係性が

あると言える． 

次に，表 10 に示す重回帰モデル及び変数の設定

と，式 1～式 5 により逆算した歩道側 200cm 地点高

さを表 11 に示す．以上より，歩道側 200cm 地点高

さを 7.3cm未満とすることで，自転車走行が快適と

なることが分かった． 

 

7 まとめ 

 本研究では，自歩道交差点部の段差における自転

車の走行実験を行うことで，段差での快適性や振動

レベル，速度のデータを入手し分析した．その結果，

特に鉛直方向の振動レベルを減少させることで，快

適性が向上することが分かった．また，これらの段

差における断面形状を測定し，走行実験データと照

合することで，快適性，振動レベル，速度を目的変

数とした重回帰モデルを作成した．以上より，歩道

側 150～200cm地点高さを下げることで，段差での快

適性が向上することが分かった．更に歩道側 200cm

地点高さを変数とする衝突を考慮することで，衝突

の際の人体指標となる HICを計算した．以上より，

歩道側 200cm地点高さを 7.3cm未満とすることで，

段差での走行が快適となることが分かった． 

目的変数：評価値（1:不快，2:やや不快，3:普通，4:やや快適，5:快適）

説明変数
全段差（HICなし） 交差点前（HICなし） 交差点後（HICなし） 交差点前（HICあり）

パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値

切片 3.71 18.82 4.01 11.34 3.33 16.01 -1.42 -0.76

HIC -10.68 -3.03

歩道側150cm地点高さ -0.08 -2.29

歩道側200cm地点高さ -0.04 -2.76 -0.04 -2.41

車道側100cm地点高さ 0.12 2.47

角度① 0.07 3.30 0.10 2.13 0.06 2.92

高低差③ -0.32 -2.22

長さ① -0.08 -2.98

長さ② 0.12 2.91

自転車道ダミー
(1:自転車道，0:自転車道以外)

3.32 3.68

N 34 17 17 17

調整済みR2乗 0.39 0.38 0.60 0.63

重回帰モデル
評価値 = －10.68（HIC）―0.32（高低差③）－0.08（長さ①）

＋0.12（長さ②）＋3.32（自転車道ダミー）－1.42

変数の設定

評価値＝3（快適性：普通）
高低差③＝0cm（HICの算出条件より高低差がないとする）
長さ①＝15.57cm（交差点前の自転車道以外の平均値）
長さ②＝48.71cm（交差点前の自転車道以外の平均値）
自転車道ダミー＝0（自転車道以外を対象）

評価値 HIC 歩道側200cm地点高さ（cm）

3 0.0169 7.3



 
都市高速道路合流部における衝突危険性評価に関する研究 
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1 はじめに 

 高速道路合流部は合流車両と本線走行車両との車両錯

綜が頻繁に生じる区間である．運転者は，合流部流入時に

おいて短時間で周辺交通状況を認知し，判断する必要があ

る．そのため，合流部は運転者にとって走行の負担が多く

存在する区間であるといえる．また合流部における交通状

況は，本線走行車両の挙動や安全性，円滑性に対して影響

を及ぼすと考えられ，適切な運用管理が求められる.例え

ば，渡辺ら1)は，都市高速道路において，合流車両のギャ

ップ探索行動と加速度調整行動に関するモデルを構築し

ている．しかしながら，都市高速道路合流部において，流

入可能な本線車両間のギャップ選択後に発生する衝突危

険性をコンフリクト指標により評価し，合流時の衝突危険

性に影響を与える周辺交通状況を分析した事例は少ない． 

そこで本研究では，名古屋高速道路における右側合流

部及び左側合流部のデータから，コンフリクト指標を用

いて，合流車両と本線走行車両との潜在的な衝突危険性

を定量的に評価し，合流時の安全性に影響を与える要因

について分析する． 
 

2 計測対象区間における交通状況 

合流部の構造を図 2-1 に示し，計測対象である各合流

部の概要を表 2-1 に示す．各合流部における合流位置累

積分布に関する計測結果を表 2-2 に示す．なお，合流位

置割合はハードノーズ先端からの距離を全長で除し百分

率とした値である．合流位置割合 5%あたり堀田入口では

14m，笠寺入口では 10m，黒川入口では 8mを指す． 

 堀田入口における各時間帯の累積分布を比較すると， 

14時台，15時台における合流位置は類似しており，半数

の合流車両が合流位置割合 30%以下の区間で合流を開始

し，65%の区間までに合流が完了していることがわかる．

また，笠寺入口において， 14時台では，半数の合流車両

が合流位置割合 35%以下の区間，一方，16 時台では，半

数の車両が合流位置割合 60%以下の区間で合流を開始し

ており，また，合流位置割合 85%まで合流部を利用してい

るため，両者の分布が異なるといえる．本研究では，5

分間平均交通量が 81.7[台/5 分]である 14 時台の交通量

を自由流，5分間平均交通量が 134[台/5分]である 16時

台を限界流と定義し，両者を分けて分析に用いる．また，

黒川入口において 14時台では，半数の合流車両が合流位

置割合 50%以下の区間において合流を開始し，また 15時

台では，半数の車両が合流位置割合 40%以下において合流

を開始していることがわかる．よって，合流部中流付近

での合流が集中していると考えられる． 

 

3 錯綜事象に対する評価指標 

PICUD(Possibility Index for Collision with Urgent 

Deceleration)指標は，宇野，飯田ら2)により提案された

コンフリクト指標である．PICUD指標は，前方車両が急減

速した場合，後方車両が反応遅れを伴って急減速をし，

完全に停止した状況での車間距離を表したものである．

したがって，PICUD指標の値が 0以下である時，衝突を意

味するため，急減速が発生した場合，両車両が衝突する

潜在的危険性が高いことを示している． 

 本研究では，合流車両が合流を開始してから完了する

までの間における，本線前方車両と合流車両，合流車両

と後方車両の二種類の錯綜の組み合わせを対象として計

測を行い，衝突危険性評価に用いる． 

 
 

 

 

加速車線長
ゼブラ帯 テーパー長

進行方向

加速車線長[m]
(ゼブラ帯)

テーパー長
[m]

全長
[m]

堀田入口
(右側合流) 200(65) 80 280
笠寺入口

(右側合流) 125(30) 75 200
黒川入口

(左側合流) 135(40) 25 160

合流位置(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

堀田入口
14時台(%) 0(0) 0(0) 1.3(1) 3.8(2) 25.3(17) 46.8(17) 65.8(15) 82.3(13) 91.1(14) 93.7(2)

15時台(%) 0(0) 0(0) 2.5(2) 6.25(3) 23.8(14) 50(21) 63.8(11) 80(13) 87.5(6) 91.3(3)

笠寺入口
14時台(%) 3.08(2) 4.62(1) 6.15(1) 10.8(3) 26.2(10) 35.4(6) 44.6(6) 56.9(8) 69.2(8) 76.9(5)

16時台(%) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3.13(2) 7.81(3) 20.3(8)

黒川入口
14時台(%) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2.56(1) 10.3(3) 17.6(3) 38.5(8) 51.3(5)

15時台(%) 0(0) 0(0) 0(0) 2.56(1) 2.56(0) 12.8(4) 30.8(7) 48.7(7) 56.4(3) 71.8(6)

合流位置(%) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

堀田入口
14時台(%) 94.9(1) 96.2(1) 98.7(2) 100(1) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)

15時台(%) 96.3(4) 98.8(2) 100(1) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)

笠寺入口
14時台(%) 83.1(4) 90.8(5) 96.9(4) 100(2) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)

16時台(%) 34.4(9) 53.1(12) 64.1(7) 79.7(10) 84.4(3) 90.6(4) 93.8(2) 98.4(3) 100(1) 100(0)

黒川入口
14時台(%) 69.2(7) 84.6(6) 94.9(4) 100(2) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)

15時台(%) 76.9(2) 87.2(4) 94.9(3) 100(2) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)

図 2-1 合流部構造 
 表 2-1 各合流部構造の概要 
 
 

表 2-2 各合流部における合流位置累積分布 

 
 

( ):各合流位置割合におけるサンプル数 



 
 本研究では，以下の式(1)及び変数を用いて PICUDの値

を算出する．反応遅れ時間は 1.0 秒と設定し，減速時の

加速度は0.3Gとする．また，合流開始から完了までの間，

0.6秒間隔で PICUD指標値を算出する．PICUD指標値を算

出するため，合流時に本線走行車両が存在しない場合の

合流車両は計測対象外とする．各合流において合流開始

から完了までの間に計測された PICUD 指標値の中から最

小値を選択し，その合流挙動における「最小 PICUD」と定

義する． 

4 合流部における衝突危険性分布に関する分析 

各合流部における合流車両本線流入時の危険事象割合

を表4-1に示す．危険事象割合は式(2)を用いて算出する．

また，図4-1に各合流部における合流時平均速度を示す． 

表 4-1より，堀田入口では，合流開始位置割合 10%以上

50%未満の領域において危険事象割合が上昇することが

わかる．図 4-1 より，加速車線を利用する距離が短く，

十分な加速を行わず，低速状態で合流を開始するため，

本線走行車両との衝突危険性が高まったと考えられる．

一方，合流開始位置割合 50%以上 60%未満において危険事

象割合が低下することがわかる．  

また，表 4-1 より，笠寺入口(限界流)における危険事

象割合は，全体的に高い傾向にあるが，特に合流開始位

置割合70%以上90%未満において危険事象割合が上昇して

いることがわかる．笠寺入口において，合流位置割合 70%

以上の領域はテーパーの部分であり，車線幅が徐々に狭

まり，合流部終端部が接近するためと考えられる．一方，

合流開始位置割合40%以上70%未満において危険事象割合

が低下していることがわかる．また，表 4-1 より，笠寺

入口(自由流)における危険事象割合では，合流開始位置

割合 20%以上 30%未満や 40%以上 50%未満の合流部上流付

近において，危険事象割合が高い傾向にあるとわかる．

笠寺入口の限界流時に比べ，自由流時における危険事象

割合が各合流開始位置割合において低下していることが

わかる．自由流時は限界流時と比較し，交通量が低下し

ているため，合流車両にとって円滑に合流可能な車間を

選択しやすい交通状況であったと考えられる． 

 表 4-1 より，黒川入口における危険事象割合では，合

流開始位置割合30%以上50%未満において危険事象割合が

上昇していることがわかる．右側合流の場合と同様にし

て，左側合流においても低速状態の合流挙動は衝突危険

性の上昇に影響を与えると考えられる．  

5 錯綜発生時の安全性に関する要因分析 

各合流部における錯綜発生時の衝突危険性に影響を及

ぼす要因について判別分析を用いて分析する．表 5-1 に

判別分析に用いる被説明変数及び説明変数を示す．また，

表 5-2 に堀田入口及び笠寺入口(限界流)における判別分

析の結果を示し，表 5-3 に笠寺入口(自由流時)及び黒川

入口における判別分析の結果を示す． 

表 5-2 より堀田入口において説明変数が合流時の安全

性に影響を与える理由を以下のように推察する．「合流位

置割合[50%以上 60%未満]ダミー」についてはこの合流区

間において合流することで，合流時の安全性が高まるこ

とを示す．合流部中流付近で合流を開始することにより

合流車両は十分な加速を得るため，錯綜時における衝突

危険性は低下すると考えられる． 「第二車線 1分間交通

量(合流開始後)」については，合流開始後に第二車線に

到着する交通量が増加した場合，合流時の危険性が高ま

ることを示す．第二車線到着交通量が増加する場合，本

線走行車両による占有率が上昇し，合流車両にとって合

流しづらい交通環境が形成される．そのため，円滑に合

流可能な本線走行車両間の車間を選択することが困難と

なり，狭まった車間へ合流することにより，衝突危険性

が高まると推察される．「合流必要距離割合」については，

合流開始から完了までに要する距離が増加した場合，合

流時の安全性が高まることを示す．合流必要距離が短い

場合，本線へ短時間で合流するため，本線後方車両が十

分な減速を行わない場合，衝突危険性が上昇すると推察

される． 

PICUD =
V22

−2a
+ s0 − �V1∆t +

V12

−2a
�     (1) 

 

 

 

 

合流開始位置(%) 0 10 20 30 40
堀田入口 0 0.69 0.62 0.69 0.71
笠寺入口(限界流) 0 0 0 0.75 0.56
笠寺入口(自由流) 0.17 0 0.52 0.37 0.40
黒川入口 0 0 0.14 0.45 0.39
合流開始位置(%) 50 60 70 80 90
堀田入口 0.33 0.5 0 0 0
笠寺入口(限界流) 0.67 0.59 1 0.90 0.50
笠寺入口(自由流) 0.13 0.11 0 0 0
黒川入口 0.20 0.40 0 0 0
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表4-1 各合流部における危険事象割合 

危険事象割合 =
合流位置毎のPICUD0 以下の合流車両数

合流位置毎の合流車両数
      (2) 

V1:減速開始時の後続車両速度[m s⁄ ] 
V2:減速開始時の先行車両速度[m s⁄ ] 
s0:車間距離[m] a:減速時の加速度[m s2⁄ ] 

図4-1 各合流部における合流時平均速度 



 

 

 

 
 
 

説明変数 詳細

構造面 合流位置割合[10%間隔]ダミー 合流位置が対象範囲:1,範囲外:0
合流時の
円滑性

合流必要距離割合
合流開始から完了までに要した距離の
合流部全長に対する割合[%]

車種
大型車混入率 合流する本線での大型車混入率

合流車両(大型)ダミー 合流車両が大型車両:1,普通車両:0

本線交通状況
合流開始前1分間交通量 合流開始前の1分間における本線交通量[台/分]
合流開始後1分間交通量 合流開始後の1分間における本線交通量[台/分]

他合流車両

前方合流車両の有無ダミー 前方に他の合流車両が存在:1,存在しない:0
後方合流車両の有無ダミー 後方に他の合流車両が存在:1,存在しない:0
前方合流車両(大型)ダミー 前方合流車両が大型車両:1,普通車両:0
後方合流車両(大型)ダミー 後方合流車両が大型車両:1,普通車両:0

被説明変数 詳細

合流における危険性の有無
1.安全：合流時に計測された最小PICUDが正

0.危険：合流時に計測された最小PICUDが負

堀田入口 笠寺入口(限界流)
説明変数 標準化係数 非標準化係数 標準化係数 非標準化係数

合流位置割合
[30%以上40%未満]ダミー

0.260 0.553

合流位置割合
[30%以上40%未満]ダミー

-0.461 -1.21

合流位置割合
[50%以上60%未満]ダミー

-0.763 -3.49

合流必要距離割合[%] -0.328 -0.055
第二車線1分間交通量

(合流開始後)[台] 0.686 0.103

大型車混入率 0.812 32.6

後方合流車両の有無ダミー 0.465 1.14

合流車両(大型)ダミー 0.541 1.72

定数 -1.845 -2.62
的中率(全体) 75.8%的中率(全体) 71.4%
有意確率 0.000有意確率 0.079
サンプル数 149サンプル数 63

笠寺入口(自由流) 黒川入口

説明変数 標準化係数 非標準化係数 標準化係数 非標準化係数

合流位置割合
[20%以上30%未満]ダミー

0.726 1.79

合流位置割合
[30%以上40%未満]ダミー

0.271 0.628

合流位置割合
[40%以上50%未満]ダミー

0.579 1.44

合流位置割合
[50%以上60%未満]ダミー

-0.270 -0.806 -0.351 -0.829

合流位置割合
[60%以上70%未満]ダミー

-0.295 -1.07

第二車線1分間交通量
(合流開始後)[台] 0.431 0.070

大型車混入率 -0.650 -10.4

前方合流車両(大型)ダミー 0.689 4.39

定数 -1.90 2.34
的中率(全体) 67.9%的中率(全体) 69.2%
有意確率 0.007有意確率 0.017
サンプル数 84サンプル数 78

 表 5-2 より笠寺入口(限界流)において説明変数が合流

時の安全性に影響を与える理由を以下のように推察する．

合流位置割合[40%以上 50%未満]ダミー」については,合流

時の安全性が高まることを示す．交通量が増加する限界

流時であっても，合流部中流付近での合流挙動は衝突危

険性の低下につながる要因であると推察される．「後方合

流車両の有無ダミー」については，合流車両の後方に他

の合流車両が存在する場合，合流時の危険性が高まるこ

とを示す．合流車両の後方に他の合流車両が存在すると

き，本線後方車両が後方合流車両を追い越すために加速

する場合があると考えられる．本線後方車両の加速によ

り，衝突危険性が上昇すると推察される．「合流車両(大

型)ダミー」については，合流車両が大型車である場合，

合流時の衝突危険性が高まることを示す．大型車の場合，

合流に必要な本線走行車両間の車間距離は大きくなる．

本線交通量が飽和に近い状態では，本線走行車両間の車

間距離は狭まるため，車長が普通車よりも長い大型車の

合流は衝突危険性を高める要因であると推察される． 

表 5-3 より笠寺入口(自由流)において説明変数が合流

時の安全性に影響を与える理由を以下のように推察する．

「合流位置割合[50%以上 60%未満]ダミー」及び「合流位

置割合[60%以上 70%未満]ダミー」については,合流時の安

全性が高まることを示す．合流位置割合 50%から 70%の領

域は，テーパー直前の加速車線部を含むため，加速車線

を十分に利用した合流車両が進入し，限界流時と同様に

合流部中流付近での合流が危険事象の発生を低下させる

と推察される．「合流位置割合[20%以上 30%未満]ダミー」

及び「合流位置割合[40%以上 50%未満]ダミー」について

は,合流時の危険性が高まることを示す．合流位置割合

20%から 30%はゼブラ帯であり，本線が自由流であっても，

ゼブラ帯からの合流は危険性を高める傾向にあると考え

られる．「第二車線 1分間交通量(合流開始後)」について

は，合流時の危険性が高まることを示す．本線が自由流

であるが，本線車両が車群を形成し合流部へ到達する場

合，衝突危険性が上昇すると推察される． 

 表 5-3 より黒川入口において説明変数が合流時の安全

性に影響を与える理由を以下のように推察する．「合流位

置割合[50%以上 60%未満]ダミー」については,合流時の安

全性が高まることを示す．右側合流部において，合流部

中流付近での合流が衝突危険性の低下の要因となったが，

左側合流部においても同様にして合流部中流付近での合

流が危険事象発生の低下につながる要因であると推察さ

れる．「前方合流車両(大型)ダミー」については，前方に

存在する合流車両が大型車である場合，合流時の危険性

が高まることを示す．前方に合流車両が存在する場合，

前方合流車両を本線に流入させるため，本線走行車両は

減速挙動をとる場合がある．前方合流車両が大型車であ

る場合，本線に流入する速度が低下するため，本線走行

車両は減速挙動を取りやすくなると考えられる． 

表 5-1 説明変数及び被説明変数詳細 

表 5-2 衝突危険性要因分析[堀田・笠寺(限界流)] 

表 5-3 衝突危険性要因分析[笠寺(自由流)・黒川] 



 
6 感度分析による合流部改善評価 

 判別分析の結果をもとに表 6-1 に示すパターンを用い

て感度分析を行い，合流部改善施策について考察する． 

図 6-1 に堀田入口におけるパターン 1 の適用，図 6-2

にパターン 2 の適用による予測危険事象割合の推移を示

す．図 6-1より，合流位置を現状から 25%下流へ促した場

合，予測危険事象割合が最小となることがわかる．現状

の堀田入口における 14時台，15時台の半数の合流車両が，

合流位置割合 30%未満において合流を開始しているため，

合流位置を 25%下流へ促した場合，衝突危険性を低下させ

る効果が高まると考えられる．また，図 6-2より，本線 1

分間到着交通量が 2台減少した場合，危険事象割合が 10%

低下することがわかる． 

図 6-3 に堀田入口における合流部改善施策について示

す．図 6-3より，ゼブラ帯付近にラバーポールを設置し，

加速車線付近での低速合流を抑制させ，衝突危険性の発

生を軽減させる．また，合流位置 50%から 60%付近に路面

標示を施し，合流部中流付近へ合流を促すことが有効で

あると推察される．さらに合流部手前の第二車線上に避

走を促す路面標示の設置により，合流時における第二車

線交通量を減少させることが有効であると推察される． 

 図6-4に笠寺入口(自由流)におけるパターン1の適用，

図 6-5 にパターン 2 の適用による予測危険事象割合の推

移を示す．図 6-4より，合流位置を現状から 30%下流へ促

した場合，予測危険事象割合が最小であることがわかる．

また，図 6-5より，本線 1分間到着交通量が 5台減少し

た場合，予測危険事象割合が10%低下するとわかる． 

図 6-6 に笠寺入口における合流部改善施策について示

す．図 6-6より，合流位置割合 50%から 70%区間において

合流を促す路面標示の設置を行い，合流車両を合流部中

流付近で合流を開始させることやベクション制御による

合流車両速度の上昇を促すことが衝突危険性低下に対し

て有効であると推察される． 

 
7 まとめ 

 本研究では，都市高速道路合流部における衝突危険性

に影響を与える要因を分析した．その結果，特に合流位

置割合及び本線 1 分間交通量が衝突危険性に影響を与え

ることを明らかにした．また，それらの要因に着目し，

衝突危険性の低い合流挙動を促す合流部改善施策の検討

を行った．今後は，本線走行車両の避走挙動を考慮した

サンプル取得や本線が交通容量に達した左側合流部にお

ける衝突危険性要因分析を行う必要がある． 
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パターン内容

1 現在の合流位置割合から±5%ずつ変化させる
2 本線1分間到着交通量(合流開始後)を±1台ずつ変化させる
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表 6-1 感度分析パターン詳細 

図 6-1 パターン 1による感度分析[堀田入口] 

図 6-2 パターン 2による感度分析[堀田入口] 

図 6-3 堀田入口における合流部改善施策 

図 6-4 パターン 1による感度分析[笠寺入口(自由流)] 

図 6-5 パターン 2による感度分析[笠寺入口(自由流)] 

図 6-6 笠寺入口における合流部改善施策 



置換率が異なる高炉スラグ微粉末を使用したセメント硬化体の硬化物性と空隙構造の関係 
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1. 研究の背景と目的 

高炉スラグ微粉末を添加したコンクリートは耐海水性・化学抵抗性に優れ，高炉スラグ微粉末の有する潜在水硬

性により長期強度が増進するため，ダムや港湾などの大型土木工事で使用されている。しかしコンクリートの劣化

現象のうち中性化や凍害に対しては，配合や養生条件により劣化抵抗性の低下が指摘されている。劣化因子である

炭酸ガスや水分はコンクリート内部の空隙を移動場としているが，コンクリートは量，寸法，形状および成因の異

なる空隙が互いに連結しあう複雑な空隙構造を有するため，高炉スラグ微粉末を添加したコンクリートの空隙構

造と耐久性の関係について未だに統一的な見解が得られていない。一般に，コンクリートの空隙構造を評価する手

法として，水銀圧入法が広く用いられている。しかし，水銀圧入法による空隙構造評価にはインクボトル空隙の影

響が問題として指摘されている。この問題に対し，水銀の圧入を段階的に行うことによりインクボトル空隙を分離

抽出し，インクボトル空隙を排除した連続性の高い空隙(連続空隙)を得ることのできる，水銀漸次繰返し圧入法が

提案されている。本研究では，水銀漸次繰返し圧入法により高炉スラグ微粉末の置換率がセメント硬化体の空隙構

造に及ぼす影響を詳細に把握し，セメント硬化体の空隙構造と硬化物性の関係を検証することを目的とした。 

 

2. 実験概要 

2.1使用材料および配合 

表－1に配合を示す。水結合材比(W/B)を 30，40，50，60%の 4水準とし，白色ポルトランドセメント(密度 3.05 

g/cm3)に対する高炉スラグ微粉末(BFS，密度 2.90 g/cm3)の置換率を 0，10，30，45，60，70%の 6水準設け，ペース

ト供試体を作製した。混和剤として減水剤(標準形)，消泡剤，増粘剤を使用し，フレッシュ時の目標空気量 1.0%以

下に設定し打設した。練り混ぜにはモルタルミキサーを使用し，全材料を投入した後に 60秒間低速で練り混ぜ，

掻き落とした後に 60秒間高速で練り混ぜ，下記で示す各種試験用供試体に対応した型枠に打ち込んだ。いずれの

供試体も材齢 3日の時点で脱型し，20℃の水中で材齢 28日まで養生した。 

2.2実験項目 

(1)圧縮強度試験 

φ50×100 mmの円柱供試体を作製し，JIS A 1108に準拠して材齢 28日で試験を実施した。 

(2)透気試験 

φ50×10 mmの円盤供試体を作製し，材齢 28日まで 20℃水中養生を行った。前処理では，アセトンに 48時間浸

漬させた後に 20 ℃，R.H.20%の環境下のソーダ石灰を敷き詰めたデシケータ内にて，2 ヶ月間真空乾燥させた。

試験は負荷圧力を 0.3～0.5 MPaとし，水上置換法により透気量の測定を行った。 

W C Sｇ 減水剤 消泡剤 増粘剤

30N 478 1593 0 1 0.05 0.5 0.1

30B10 478 1433 159 1 0.05 0.5 0.0

30B30 478 1115 478 1 0.05 0.5 0.3

30B45 478 876 717 1 0.05 0.5 0.3

30B60 478 637 956 1.5 0.75 0.5 0.6

30B70 478 478 1115 1.5 0.75 0.5 1.0

40N 550 1374 0 1 0.05 0.5 0.0

40B10 550 1236 137 1 0.05 0.5 0.0

40B30 550 962 417 1 0.05 0.5 0.4

40B45 550 756 618 1 0.05 0.5 0.4

40B60 550 550 824 1 0.05 0.5 0.0

40B70 550 413 962 1 0.05 0.5 0.0

50N 604 1208 0 1 0.05 0.5 0.5

50B10 604 1087 121 1 0.05 0.5 0.0

50B30 604 846 362 1 0.05 0.5 0.0

50B45 604 664 544 1 0.05 0.5 0.1

50B60 604 483 725 1 0.05 0.5 0.5

50B70 604 362 846 1 0.05 0.5 0.0

60N 647 1078 0 1.2 0.06 0.6 0.0

60B10 647 970 108 1.2 0.06 0.6 0.0

60B30 647 754 323 1.2 0.06 0.6 0.0

60B45 647 593 485 1.2 0.06 0.6 0.1

60B60 647 431 667 1.2 0.06 0.6 0.2

60B70 647 754 754 1.2 0.06 0.6 0.3

60

混和剤(C×％) 空気量

（％）

単位量(kｇ/m
3
)W/B

(％)

30

40

50

区別50N 20サイクル

-20℃

50B30 20サイクル

-20℃

50B60 20サイクル

-20℃

50N 20サイクル

-5℃

50B30 20サイクル

-5℃

50B60 20サイクル

-5℃

60N 20サイクル

-20℃

60B30 20サイクル

-20℃

60B60 20サイクル

-20℃

60N 20サイクル

-5℃

60B30 20サイクル

-5℃

60B60 20サイクル

-5℃

表－1 配合 

写真－1 凍結融解試験結果 
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図－1 圧縮強度試験結果 図－2 透気試験結果 

図－3 同一 W/Bにおける空隙径分布 

図－4 同一 BFS置換率における空隙径分布 

図－5 圧縮強度と空隙量および面積指標との関係 図－6 透気係数と空隙量および面積指標との関係 



 (3)凍結融解試験 

8×8×8 mmの供試体を作製し，材齢 28日まで 20℃水中養生を行った。前処理では，アセトンに 48時間浸漬させ

た後に 20 ℃，R.H.20%の環境下のソーダ石灰を敷き詰めたデシケータ内にて，2 ヶ月間真空乾燥させた。凍結融

解試験は水道水を入れたφ20×35 mm のガラス瓶に試料を 24 時間浸漬させた後に開始した。 凍結過程は-30℃ま

で冷却可能な冷凍庫内に試料を静置し，融解過程は 20℃，R.H.60%の室内に試料を静置することで温度変化を与え

た。また最低凍結温度は-20℃および-5℃の 2 水準とし，凍結最小空隙径を制御した。樋口式により算出できる各

温度に対応する空隙直径はそれぞれ 12 nmおよび 40 nmである。 

(4)空隙構造分析 

8×8×8 mmの供試体を作製し，前処理として養生後，アセトンに 48時間浸漬させた後に 20 ℃，R.H.20%の環境

下のソーダ石灰を敷き詰めたデシケータ内にて，2ヶ月間真空乾燥させた。空隙構造分析は水銀圧入式ポロシメー

ター(Themo Quest 社製 Pascal 140/240)を用い，水銀漸次繰返し圧入法により行った。加圧・減圧過程には，

⓪0→0.2→0.1，①0.2→124→0.2，②0.2→180→0.2，③0.2→200→0.2 MPaのパターンを設定し測定を実施した。 

 

3. 水結合材比および高炉スラグ微粉末の置換率が硬化物性に及ぼす影響 

3.1圧縮強度試験 

図－1に圧縮強度試験結果を示す。はじめに BFS置換率が同一のときのW/Bによる影響をみる。いずれの BFS

置換率においても，W/Bが低いほど圧縮強度が高くなる傾向が観察される。 

つぎに同一W/Bにおいて BFS置換率による影響をみる。W/B = 30%では，BFS置換率 45%まで圧縮強度の変化

は僅かである。そのなかでも BFS 置換率 10，30%の B10，B30 において最も圧縮強度が高くなっていることがわ

かる。BFS 置換率が 60%程度まで増加すると，圧縮強度は Nの 3/4程度まで減少する。特に，BFS置換率を 70%

まで上げた B70では，圧縮強度は 52.4 N/mm2となり，Nの圧縮強度 97.0 N/mm2に対して 1/2程度となった。 

W/B = 40%では，BFS置換率による圧縮強度の変化が最も小さい。このW/Bにおいては，BFS置換率 30%にお

いてピークが観察される。 

W/B = 50，60%では，BFS 置換率 60%まで緩やかに圧縮強度が高くなり，BFS 置換率 70%で無置換と同程度の

圧縮強度に低下する傾向が観察された。これらの傾向は水中養生材齢 28日のコンクリート供試体における傾向と

ほぼ同様の結果である。 

セメントにより形成される骨格構造および空隙構造と，そこに生成・充填される BFS の潜在水硬性により生成

される水和物の割合が，これらの硬化物性に影響していることが考えられる。詳細な空隙構造分析を行い，検証を

する必要がある。 

3.2透気試験 

 図－2に透気試験結果を示す。はじめに同一 BFS置換率においてW/Bによる影響をみる。いずれの BFS置換率

においても，W/Bが低いほど透気係数が小さくなる傾向が観察された。BFS置換率 45%までは，W/B = 40%と 50%

の間で透気係数のオーダーが 101も異なっている。圧縮強度では W/B に関して，このような大きな差は確認でき

ていない。 

つぎに同一 W/Bにおいて BFS 置換率による影響をみる。いずれの W/Bにおいても，BFS 置換率 60%(N～B60)

まで透気係数は低下し，BFS置換率 70%(B70)において上昇に転じる傾向が観察された。Nに対する B60の透気係

数の割合は，W/B = 30%で 0.24，W/B = 40%で 0.22，W/B = 50%で 0.05，W/B = 60%で 0.16であることから，W/B

が高いときによりBFS置換による透気性状改善の効果が発揮されたと言える。BFS置換による硬化物性の変化は，

圧縮強度よりも透気係数においてより顕著に表れた。 

 

4. 水銀圧入試験により得られる空隙構造と高炉スラグ微粉末の置換率との関係 

 図－3に同一W/Bにおける空隙径分布を示す。全空隙および連続空隙ともにいずれのW/Bにおいても，BFS置

換率が高いほど空隙径分布が小径側にシフトする傾向が観察され，その傾向は W/B が高いほど顕著になることが

わかる。またしきい空隙径も同様にBFS置換率とともに小径化し，分布も広域となる。累積空隙量についても 60B70

を除いて BFS置換率が高いほど減少する傾向が見られた。これは BFSの有する潜在水硬性により空隙が緻密化し

た影響だと考えられる。 

 図－4に同一 BFS 置換率における空隙径分布を示す。全空隙および連続空隙ともにいずれの BFS 置換率におい

ても，W/Bが高いほど空隙量も多い傾向が観察される。しきい空隙径は BFS置換率が高いほど一致性が高くなり，

BFS置換率 30，60%では 40B30，40B60を除いてほぼ同径である。この結果より BFS置換率に対応した固有の空 

 



 

隙径の水和物が生成される可能性が考えられる。 

 

5. 圧縮強度・透気係数と空隙構造評価指標との関係 

 図に圧縮強度と累積空隙量および面積指標との関係を示す。全空隙および連続空隙ともに，圧縮強度は累積空隙

量の方が面積指標より相関が高く，決定係数はそれぞれ 0.8，0.4程度となった。圧縮強度は固相の量に大きく影響

を受けると考えられ，本研究で得た圧縮強度の値は空隙量により評価できたと思われる。 

 図に透気係数と累積空隙量および面積指標との関係を示す。全空隙において累積空隙量との決定係数 0.46 に対

し，面積指標との決定係数は 0.85 となり良好な相関が観察された。連続空隙においては累積空隙量および面積指

標ともに 0.7程度の決定係数となった。透気係数には気相の量および径が影響するため，空隙の量および径の情報

を内包する面積指標で評価できたものと考えられる。 

 

6. 凍結融解抵抗性と空隙構造との関係 

写真にW/B=50，60%における凍結融解試験前，20サイクル終了時の試料状態を示す。W/B=50%について，最低

凍結温度-20℃ではいずれの BFS置換率においても目視で確認できる劣化が生じ，最低凍結温度-5℃ではいずれの

BFS 置換率においても劣化は確認されなかった。W/B=60%について，BFS 置換率によらず最低凍結温度-5℃の方

が-20℃よりやや劣化程度が大きくなる傾向を確認できた。 

図に凍結融解試験前後の空隙径分布の変化を示す。W/B=50%において，最低凍結温度によらず BFS 無置換の

50Nで全空隙の 80 nm~1000 nmの空隙径が粗大化した。一方 BFS置換率 30%，60%では全空隙・連続空隙ともに

緻密化した。 

W/B=60%について，BFS置換率0%，30%では最低凍結温度-20℃においてW/B=50%と同様に全空隙の80 nm~1000 

nmの空隙径が粗大化し，最低凍結温度-5℃においては全空隙・連続空隙ともに 1000 nm以下の空隙径が粗大化す

る結果となった。一方 BFS置換率 60%では全空隙・連続空隙ともに緻密化した。 

 

7. まとめ 

（1）同一W/BにおいていずれのW/Bでも BFS置換率が高いほど全空隙・連続空隙ともに空隙径分布が小径側に

シフトする傾向が観察された。 

（2）BFS置換率を高めると，W/Bによらずしきい空隙径の一致性が高くなる傾向が観察された。BFSの置換率に

対応した固有の空隙径の存在が示唆される。 

（3）圧縮強度は空隙量と，透気係数は空隙の量と径の情報を包含した面積指標との相関が高くなった。 

（4）凍結融解試験により BFS 無置換では空隙の粗大化が見られ，置換率を高めると空隙の緻密化が認められた。 
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開口を有する薄板軽量形鋼の弾性せん断座屈係数
学籍番号 25413573 氏名　森　誠司

指導教員　佐藤　篤司　准教授

１．序論
　薄板軽量形鋼は厚さ 2.3mm 未満の鋼材が用いら
れるスチールハウスの構造材として使われる部材で
あり，図 1(a) のような薄板軽量形鋼の横架材に (b)
のように開口を設けることは，配管を通すことによ
る建築容積の減少など様々なメリットがある．
　文献 [1] では実験結果より開口せいはウェブせい
の 1/3 以下が望ましいとされている．また文献 [2]
では開口を有するウェブ要素の弾性座屈係数は実験
値・解析結果から求めており，理論的な値ではない．
　そこで本研究ではエネルギー法を用い，開口を有
する薄板軽量形鋼の弾性せん断座屈係数を求めるこ
とを目的とする．
２．現在の規定
　「鋼構造座屈設計指針 [2]」では，フランジによる
座屈係数への影響の記載はなく，矩形平板が様々な
境界条件や応力状態の場合の座屈係数を示してい
る．四辺単純支持の矩形平板が純せん断を受ける場
合の弾性座屈係数 kは (1)式のように示されている．

（記号）l：辺長比
　「薄板軽量形鋼造建築物設計の手引き [1]」では，
開口を有するウェブの許容せん断応力度は無開口の
許容せん断応力度に低減係数 qs（(2) 式）を乗じる .

（記号）a：開口せい ,  h：梁せい
　現在，文献 [1] では開口を有する場合，(2) 式を
用いて計算した座屈応力度を用いて耐力を計算して
いるが，本論文では直接開口を有する場合の弾性せ
ん断座屈係数をエネルギー法により求める．

(1)k = 5.34+4.00/λ 2

(2)qs =

{
1.71−3.61(a/h)≤ 1.0 (a/h ≤ 0.383)
0.456−0.377(a/h) (a/h > 0.383)

図 1: 薄板軽量形鋼の形状 図 3:kn

(a) (b)
λ

k n

1.0
0

2
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1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Eq.(1)

図 2: 矩形平板の形状・記号定義

x

y

τ

τ

τ

τ
l

h
h：板せい　l：板幅　t：板厚
E：ヤング率　n：ポアソン比
t：純せん断応力度（=kp 2D/th2）
D：板強度（=Et3/12(1-n )）
wmn：たわみ関数

（=amnsin(mp (x+l/2)/l)sin(np (y+h/2)/h)）

記号

３．エネルギー法による弾性せん断座屈係数の導出
３．１ 矩形平板の弾性せん断座屈係数の導出
　図 2 のような四辺単純支持平板の歪エネルギー
U を (3) 式に，外力仕事 V を (4) 式に示す．

　これより，次の一般座屈条件式 (5) 式が得られる．

　(5) 式により求めた矩形平板の弾性せん断座屈係
数 kn を図 3 に示す．図に示すようにエネルギー法
による計算結果は (1) 式と良い対応が確認できる．

(3)

(4)V = τt
∫∫ ∂w

∂x
· ∂w

∂y
dxdy

−2(1−ν)

{
∂ 2w
∂x2 · ∂ 2w

∂y2 −
(

∂ 2w
∂x∂y

)2
}]

dxdy

U =
1
2

D
∫∫ [(

∂ 2w
∂x2 +

∂ 2w
∂y2

)2

(5)∂U
/

∂amn +∂V
/

∂amn = 0

３．２ リップ溝形鋼の弾性せん断座屈係数の導出
３．２．１ 回転バネ剛性
　図 4(a) のようなリップ溝形鋼のフランジによる
補強効果を考慮するため，フランジを (b) のように
剛性 Kf の回転バネに置換する．回転バネ剛性 Kf は
(c) のモデルからたわみ角法により計算していく．
　たわみ角法により計算した回転バネ剛性 Kf（図
4(c) の A 点の回転剛性）を (6) 式に示す．

(6)Kf =
2EI
hl f

(
l f +

6h(l f + lc)
3l f +4lc

)
３．２．２ 導出方法・計算結果
　表 1 のリップ溝形鋼はスチールハウスの横架材に
よく用いる断面であり，それらについて計算する．
　回転バネ剛性エネルギー Ef を (7) 式に示す．

　歪エネルギー U，外力仕事 V は矩形平板と同様
に (3) 式，(4) 式とし，それらと (7) 式により次の一
般座屈条件式（(8) 式）が得られる．

　(8) 式により求めたリップ溝形鋼の弾性せん断座
屈係数 kf を図 5 に示す．両断面に殆ど差はないが
共に矩形平板より座屈係数が上昇している．

E f =
1
2

Kf

∫ l/2

−l/2

( ∂w
∂y

����
y=−h/2

)2

+

(
∂w
∂y

����
y=h/2

)2
dx (7)

(8)∂U
/

∂amn +∂V
/

∂amn +∂E f
/

∂amn = 0

(a) (b) (c)
図 4: フランジの

モデル化

表 1: 断面形状Kf

Kf

A
B

C

M

M
A'

h

l f

lc 断面名 184LCW 235LCW

ウェブ
h(mm)

184 235

フランジ
lf(mm)

50
(0.272)

50
(0.213)

リップ
lc(mm)

20
(0.110)

20
(0.085)

※括弧内はウェブせいとの比

k f

0

2

4

6

8

10

λ
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

235LCW
184LCW
(non flange)

Eq.(1)

図 5:kf
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３．３ 開口平板の弾性せん断座屈係数の導出
　図 6 の開口平板では応力集中によって矩形平板
より複雑な応力状態となる．そこで既往の文献より，
応力分布関数と応力集中係数を導入し開口平板の応
力状態を再現し，エネルギー法による導出を行う．
３．３．１ 応力分布関数
　文献 [3] によると，図 7 のような一様せん断力を
受ける無限板の応力分布関数は (9) 式のように表す
ことができる．

　(9) 式を，(10) 式を用い直交座標系に変換する．

(9.a)

(10.a)
(10.b)
(10.c)

(9.b)
(9.c)

σx = (σr +σθ )
/

2+(σr −σθ )
/

2 · cos2θ − τrθ sin2θ

σy = (σr +σθ )
/

2− (σr −σθ )
/

2 · cos2θ + τrθ sin2θ

τxy = (σr −σθ )
/

2 · sin2θ + τrθ cos2θ

σr = σ0(1+3ρ4/r4 −4ρ2/r2)sin2θ

σθ =−σ0(1+3ρ4/r4)sin2θ

τrθ = σ0(1−3ρ4/r4 +2ρ2/r2)cos2θ

３．３．３ 導出方法・計算結果
　開口平板の歪エネルギー U は無開口の場合の (3)
式と同様である．純せん断力を受ける開口平板の外
力仕事 V は，応力分布関数 (9) 式，(10) 式，応力集
中係数 (11) 式を用い (12) 式のように表す．

　(3) 式と (12) 式より得られた一般座屈条件式 (5)
式より開口平板の弾性せん断座屈係数 kh を求める．
計算方法は矩形平板と同様だが，開口により積分範
囲が複雑となるため，区分求積により近似する．

x

y

τ

τ

τ

τ
l

a

h

κ τ

a/h

3

4
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κ τ

a/h
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0
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eq.(11)
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θρ σ0
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σ0

図7:開口無限板 図 8:kt 図 9:k 't

図 6: 開口平板の形状

　図 10 に開口平板の弾性せ
ん断座屈係数 kh を示す．図
より開口が大きくなるにつれ
て kh が小さくなる．また低
開口率では無開口と同様に辺

長比が大きくなると kh が小さくなるが，開口が大
きい場合は辺長比による変化は見られなくなる．
　図 11 に無開口に対する開口平板の弾性せん断座
屈係数の低下率 kh/kn を示す．図より開口率が大き
くなるにつれて kh/kn が小さくなっていることが分
かる．また辺長比による変化は少ない．
　図 12 にエネルギー法によって得られた開口平板
の座屈波形を示す．同開口率の (a) と (b) を比べる
と辺長比が大きくなることにより対角線方向の波形
が長くなる．また同辺長比の (b) と (c) を比べると
開口が大きいほうが波幅が大きく，開口による座屈
への影響が大きくなる．

３．３．２ 応力集中係数
　有限の板の場合には応力の最大値が変化するため
文献 [4] 中に示されている直線上に一様せん断力を
受ける場合の応力集中係数kt を用いる．kt を図 8
に示す．kt は最小断面の平均せん断力に対する比
率であり，板縁にかかる純せん断応力に対する応力
集中係数をk 't とするとk 't=kt/(1-a/h) となる．
　k 't を図 9 に示す．これを最小二乗法により非線
形近似すると (11) 式のように表すことが出来る．

(11)κ ′
τ = 0.136 ·470a/h +(4−0.136)

V =
1
2

t
(

κ ′
τ

4

)∫∫ [
σx

(
∂w
∂x

)2

+σy

(
∂w
∂y

)2

+2τxy
∂w
∂x

· ∂w
∂y

]
dxdy
(12)

３．４ 開口を有する薄板軽量形鋼の
弾性せん断座屈係数の導出

　開口を有する薄板軽量形鋼の場合，フランジによ
る影響，開口による影響の二つを考慮して導出する．
　歪エネルギー U は今までと同様に (3) 式，外力仕
事 V は開口平板と同様に (12) 式，またフランジの
回転バネ剛性 Kf によるエネルギー Ef は (7) 式を用
いることで，一般座屈条件式 (8) 式が得られる．
　図 13 に開口を有する薄板軽量形鋼の弾性せん断
座屈係数 kfh を示す．図より，開口平板と同様に開
口率が大きくなると kfh が小さくなることが分かる．
図 14 に開口平板と開口を有する薄板軽量形鋼の弾
性せん断座屈係数の比較を示す．両者を比較すると，
低開口率の方が座屈係数の上昇の絶対値が大きく，
開口率が大きい方が上昇率が大きくなる．
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図 12: 開口平板の座屈波形（エネルギー法）
(a)l=1.0, a/h=0.3 (b)l=1.5, a/h=0.3 (c)l=1.5, a/h=0.6

k f
h

λ
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.00

2

4

6

8

10

(kf)0.1
0.2

0.3
0.4
0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

a/h

λ
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.00

2

4

6

8

10

k f
h

k f hkh

a/h = 0.3
a/h = 0.6

図 13:kfh(235LCW) 図14:khとkfhの比較(235LCW)



平成 26 年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集
都市シミュレーション工学分野

４．FEM 解析による弾性せん断座屈係数との比較
　3 章にてエネルギー法により導出した弾性座屈係
数とFEMによる弾性座屈解析との結果を比較する．
　解析には Marc 2011 を用いた．解析モデルの境
界条件は図 15 に示す通りとし，板縁の面外変形を
拘束することにより四辺単純支持としている．また，
解析は完全弾性として行った．
４．１ 矩形平板の弾性せん断座屈係数との比較
　図 16 にエネルギー法と FEM により求めた矩形
平板の弾性せん断座屈係数 kn の比較を示す．図よ
り，エネルギー法と FEM による kn は両者とも (1)
式と良い対応を示していることが分かる．
４．２ リップ溝形鋼の弾性せん断座屈係数との比較
　図 17 にエネルギー法と FEM により求めたリッ
プ溝形鋼の弾性せん断座屈係数 kf の比較を示す．
図よりエネルギー法で導出した kf は FEM 解析の結
果より小さいものになっている．これはフランジの
面外曲げ剛性のみをエネルギー法に用いたが，実際
には面内曲げ剛性にも効果があり [5]，その分が考慮
できなかったためと考えられる．
４．３ 開口平板の弾性せん断座屈係数との比較
４．３．１ 応力状態の比較
　エネルギー法で導出する際に用いた応力状態
と FEM 解析により得られた応力状態を比較する．
比較にはミーゼス相当応力を用いる．例として
l=1.5，a/h=0.3,0.6の場合の応力分布を図18に示す．

また，図 19 に FEM 解析により求めたミーゼス相
当応力の最大値を (11) 式と共に示す．応力分布形
状やミーゼス相当応力の最大値は良い対応を示して
おり，エネルギー法に用いた応力分布関数，応力集
中係数の妥当性が確認できる．
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図 17:kf の比較

図 18: ミーゼス相当応力図 19: 相当応力の最大値

図 16:kn の比較図 15: 解析モデルの境界条件
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図 22: 開口平板の座屈波形（FEM）
(a)l=1.0, a/h=0.3 (b)l=1.5, a/h=0.3 (c)l=1.5, a/h=0.6
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(b)a/h=0.6，エネルギー法

 9.319
 8.387
 7.455
 6.523
 5.591
 4.660
 3.728
 2.796
 1.864
 0.932
 0.000 (×τ)

(d)a/h=0.6，FEM

10.115
 9.141
 8.168
 7.194
 6.220
 5.247
 4.273
 3.299
 2.326
 1.352
 0.378 (×τ)

４．３．２ 弾性せん断座屈係数の比較
　図 20 にエネルギー法と FEM により求めた開口
平板の弾性せん断座屈係数 kf との比較を示す．図
中の a/h=0.3 のような低開口率の場合はよい対応を
示しているが，a/h=0.6 のように開口率が大きくな
るにつれて差異が大きくなってくる．
　図 21 に kh/kn の比較を示す．エネルギー法と
FEM による結果は kh と同様に開口率が小さいほど
一致しており，開口率が大きくなると FEM の結果
の方が大きくなっている．図 22 に FEM 解析より
得られた開口平板の座屈波形を示す．同開口率，同
辺長比のエネルギー法の座屈波形と概ね一致する．
４．４ 開口を有する薄板軽量形鋼の

弾性せん断座屈係数との比較
　図 23 にエネルギー法と FEM により求めた開口
を有する薄板軽量形鋼の弾性せん断座屈係数 kfh の
比較を，図 24 に kfh/kf の比較を示す．kfh，kfh/kf 共
に開口平板の場合と同様に低開口率の方が高開口率
よりも差異が小さくなっている．またリップ溝形鋼
の場合と同様にフランジの剛性の影響の考慮分によ
り辺長比が大きい部分はエネルギー法が FEM の結
果より小さくなっている．
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５．開口を有する薄板軽量形鋼の
弾性せん断座屈係数の定式化

５．１ リップ溝形鋼の定式化
　フランジによる kf の上昇の絶対値 kf−kn を図 25
に示す．FEM 解析の結果より辺長比が大きい方が
補強効果が大きくなるため，l=1.0~1.6 を線形近似
する．近似結果より得た kf−kn を (13) 式に示す．

　(1) 式に (13) 式を足した kf(value) をリップ溝形鋼の
弾性せん断座屈係数 kf の評価式とする．
　図 26 に kf(value) と計算・解析結果の対応を示す．
評価式はエネルギー法の結果を精度よく，FEM の
結果を安全側に評価している．

(13.a)
(13.b)

k f − kn =

{
0.248λ +0.08 (184LCW)

0.201λ +0.05 (235LCW)

５．２ 開口平板の定式化
　図 27 に無開口に対する開口平板の弾性せん断座
屈係数の低下率 kh/kn を示す．開口率によって線形
となり，線形近似（(14) 式）を行い評価式とする．

　(1) 式に (14) 式を乗じた，開口平板の弾性せん断
座屈係数評価式を図 28 に，エネルギー法と FEM

(14.a)

A =

{
0.406(a/h)−0.024 (a/h ≤ 0.3)
−0.175(a/h)+0.150 (a/h > 0.3)

(14.b)

(14.c)B = 1.67(a/h)2 −2.75(a/h)+1.18

kh/kn = Aλ +B

の結果と (14) 式の比較を図 29 に示す．また，FEM
の結果と評価式の対応を図 30 に示す．(14) 式は
FEMの結果を+10%以内，または安全側に評価する．
５．３ 開口を有する薄板軽量形鋼の定式化
　開口を有する薄板軽量形鋼の弾性せん断座屈係数
kfh は，フランジによる上昇を (13) 式により，開口
による低減を (14) 式により考慮した評価式とする．
　(13)式と (14)式により算出したkfh(value) を図31に，
エネルギー法と FEM の結果と評価式の比較を図 32
に示す．また FEM の結果と評価式の対応関係を図
33 に示す．図より，kfh(value) は FEM による結果を
+10% 以内，もしくは安全側に評価する．
５．４ 既往実験との比較
　文献 [6] 中のせん断座屈実験との比較を行う．文
献 [6] では開口による低減係数 sqs を(15)式とした．

図 34 に各評価式と文献 [6] 中の実験結果，解析結
果との比較を示す．図より kfh(value) は (2) 式の過小評
価している部分より高く，かつ (2) 式よりも実験・
解析結果に近い値となる．
６．結論
　本研究ではエネルギー法により開口を有する薄板
軽量形鋼の弾性せん断座屈係数を求め，それを用い
評価式を算出した．

(15)sqs = 1.097−1.126(a/h)≤ 1.0

図 27:kh/kn（エネルギー法）

図 29:kh/kn との比較

図 28:kh との比較

図30:khの対応関係（FEM）

図25:kf − kn（エネルギー法）図26:kf の評価式 (235LCW)
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図33:kfhの対応関係（FEM）
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図 34: 既往実験との比較
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表1　試験体概要

name 壁長
[mm]

最大耐力 [kN]
破壊性状 備考+ -

1P 910 13.6 -15.4 合板剥離
2×0.5P 455×2 14.2 -12.4 合板剥離
F_2P 455×2 14.7 -15.4 合板剥離
F_2Pb 455×2 15.6 -16.7 合板剥離 接合部に FB挿入



　

　

　

　

　

　

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎(𝑃𝑃 − 𝑏𝑏) (1)

　表3　DS値・終局耐力Pu

name Ry[rad] Ru[rad] DS Pu[kN]
1P 0.0028 0.022 0.36 12.5

2×0.5P 0.0028 0.024 0.34 13.2
F_2P 0.0034 0.021 0.40 13.6
F_2Pb 0.0039 0.028 0.37 14.4

表4　近似式の係数
name a b
1P 3.48 1.11

2×0.5P 4.27 1.96
F_2P 3.41 1.12
F_2Pb 3.11 1.08

h[
m
m
]

P：荷重
H：耐力壁高さ
L'：耐力壁芯間距離（L'=L-455）
EIc：耐力壁の曲げ剛性
GAc：耐力壁のせん断剛性
EIb：垂壁の曲げ剛性
GAb：垂壁のせん断剛性
Kb：耐力壁脚部の回転バネ剛性
Kf：垂壁接合部の回転バネ剛性



　

　

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑇𝑇1P𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐⁄  (2), 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑎𝑎 𝑎𝑎1P⁄  (3)

　

　

𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ( 𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
) ( 𝑃𝑃

𝑅𝑅1P𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
)⁄  (4), 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = ( 𝑃𝑃

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
) ( 𝑃𝑃

𝑅𝑅1P𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
)⁄  (5)

　

　

　

𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑢𝑢
𝐶𝐶0 × g

 (6)

　

　

　

　

　

　



　

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑔𝑔⁄  (7)

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑢𝑢⁄  (8), 𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐷𝐷𝑆𝑆 × 𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 (9)

𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 ×∑𝑊𝑊𝑖𝑖 (10), 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 × 𝐶𝐶0 (11)

𝐴𝐴𝑖𝑖 = 1 + ( 1
√𝛼𝛼𝑖𝑖

− 𝛼𝛼𝑖𝑖) ×
2𝑇𝑇𝑐𝑐

1 + 3𝑇𝑇𝑐𝑐
 (12), 𝛼𝛼𝑖𝑖 =

∑𝑊𝑊𝑖𝑖
∑𝑊𝑊  (13)

　

　

　

　

　

表5　4層建物の地震応答解析の諸量
Floor Wi

[kN/m2] mi
Quni

[kN/m2]
ni KVi

[kN/mm]1P 2×0.5P F_2P F_2Pb ni（図 13）
4F 1.6 0.194 3.11 0.249 0.236 0.229 0.216 0.249 36.0
3F 3.8 0.387 7.53 0.602 0.571 0.554 0.523 0.602 84.0
2F 3.8 0.387 10.73 0.858 0.813 0.789 0.745 0.858 84.0
1F 3.8 0.387 13.00 1.040 0.985 0.956 0.903 1.040 96.0

𝐾𝐾𝜃𝜃1 = { 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑖𝑖′ × 𝑤𝑤𝑖𝑖
2 1P

2 × 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑖𝑖′ × 𝑤𝑤𝑖𝑖
2 2 × 0.5P, F_2P, F_2Pb 

𝐾𝐾𝜃𝜃2 = {𝐾𝐾𝑉𝑉𝑖𝑖′ × 𝑤𝑤𝑖𝑖
2/2 1P

𝐾𝐾𝑉𝑉𝑖𝑖′ × 𝑤𝑤𝑖𝑖
2 2 × 0.5P, F_2P, F_2Pb 

𝐾𝐾𝑉𝑉𝑉𝑉
′ = { 𝑛𝑛𝑉𝑉 × 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑉𝑉 1P, 2 × 0.5P

𝑛𝑛𝑉𝑉 × 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑉𝑉 × 4 3⁄ F_2P, F_2Pb 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = {910 − 40 × 2[mm] 1P
455 − 40 × 2[mm] 2 × 0.5P, F_2P, F_2Pb 
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１． はじめに 

中京都市圏は他の三大都市圏と比較して自動車の交

通手段分担割合が高く，自動車への依存度が高い地域

である．そのため，交通量の増加に伴う渋滞が大きな

問題となっている．このような渋滞問題を解消するた

めの交通施策を行うには，効率的で説明力の高い交通

量予測手法の開発が必要となる．各時間帯を対象とし

て交通量推計や施策評価が可能な時間帯別均衡配分モ

デルは，理論的には実用レベルにあるものの，精度向

上のためには時間帯別 OD 交通量の課題を残している． 

時間帯別 OD 交通量の精度を向上させる方法のひと

つとして，観測交通量を用いた時間帯別 OD 交通量の

逆推定手法がある．既存研究 1)では，各時間帯を別単

位として OD 交通量を直接推定するものや，同時生起

確率最大化問題として PT 調査による時間係数の先験

確率に強く依存しているものなどがある．PT 調査では

深夜時間帯の OD が集計されにくい等，集計時のバイ

アスが生じている可能性が高く，時間係数自体誤差が

あると考えられる．そこで本研究では，日 OD 交通量

に対する時間帯別 OD 交通量の各時間帯の比率を時間

変動係数と定義し，時間変動係数の逆推定から時間帯

別 OD 交通量を推定する手法について検討を行う．こ

こで，時間帯別 OD 交通量は日 OD 交通量に時間変動

係数を乗じて与えられるが，その日 OD 交通量にも誤

差が存在する．これは道路特性データや高速転換率式

パラメータ等の要因によるものであるが，本研究は日

OD 交通量についても既存研究 2)による日観測交通量

を用いた日 OD 交通量の逆推定手法との併用を基本と

して検討を行う．本手法のフローチャートを図-1に示

す． 

 

２． 中京都市圏実ネットワークへの適用計算と時間

変動パターンの特性 

ここではまず既存の OD 表で配分モデルを実ネット

ワークに適用し，時間変動係数の特性を考察する． 

(1) 現状時間帯別 OD 交通量の実ネットワークへの適

用 

本研究で扱う高速道路転換率内生型利用者均衡配分

は，時間帯別OD交通量（台数）を既知とする需要固定

モデルで，BPR関数型のリンクパフォーマンス関数を

使用したものである． 

ネットワークデータは，中京PT のネットワークを基

に，平成22年道路交通センサス調査までに新設された

道路を加えたものを使用する．ゾーン数482ゾーン，リ

ンク数6683，ノード数4468から構成される．ネットワ

ーク全体図を図-2に示す． 

道路特性データは，中京PT の現況（平成13 年）と

将来（平成27 年）のBPR コード表に基づき，ネット

ワークに合致するように調整したものを使用する． 

高速転換率式パラメータは，平成23年の最新の名古

屋高速利用者台数データを基に補正を行ったものを使

用する．本研究では24時間一律で同じ転換率式を使用

する．設定したパラメータを表-1に示す． 

本研究では，日OD交通量に平成22年道路交通センサ

ス調査データを使用する．車種は乗用車，バス，小型

貨物，大型貨物の4種類あり，OD台数は車種ごとにそ

れぞれ集計されている．時間帯別OD交通量には，ベー

スとして平成22年道路交通センサス調査データを使用

するほか，日OD交通量に各時間帯の時間変動係数を乗

じて時間帯別OD交通量を算出する方法を用いる．セン

サス調査データによる時間変動パターンを図-3に示す．

これより，乗用車は7時，普通貨物は9時がピークとな

 

図-1 本手法のフローチャート 

 

 

図-2 道路ネットワーク全体図 

 

表-1 高速転換率式パラメータ 

 θ：a θ：b ψ：c ψ：d 

都市圏内々 0.231 -0.356 -1.55 5.984 

域外関連 0.048 0 0 2.876 

 

日観測リンク交通量からの

日ＯＤ交通量逆推定

時間帯別観測リンク交通量からの

時間変動係数逆推定

日OD交通量と時間変動係数から

時間帯別OD交通量の算出



っている．小型貨物は12時前後にピークがあり，車種

によって異なった特徴がみられる． 

また精度検証のための実測値は，平成22年道路交通

センサス調査データの観測リンク交通量のうち愛知県

内で24時間分の時間帯別観測交通量が得られる箇所を

対象とし，上下方向別512地点の値と配分結果との比較

を行う． 

(2) 時間帯別OD交通量の推計上の特性 

まずはセンサス調査によって得られた日OD交通量

を用いて日配分を行う．配分結果を図-4に示す．これ

より，データは概ね適しているといえるが，大きく離

れた点もいくつか見られる．特に交通量の多いリンク

で誤差の大きい点が目立つ． 

次に時間帯別OD交通量を用いて配分計算を行った．

朝ピーク時間帯の例として8時台の配分結果を図-5に

示す．これより，朝ピーク時間帯におけるリンク交通

量の過大推計の傾向が読み取れる．この傾向は7，9時

台においても同様に見られた．またオフピーク時にお

けるリンク交通量は過小推計の傾向が見られた．これ

らの要因として，OD調査時の時間変動係数の集計バイ

アスや，域外から流入するOD交通量による影響が考え

られる．よって全体のOD交通量の時間変動係数を修正

する必要があると考えられる． 

 

３． 観測リンク交通量からの日ＯＤ交通量逆推定 

既存の OD 表で日配分を行った結果，誤差の大きい

点がいくつか見られた．そこでまずは既存 OD 表と観

測リンク交通量を用いた逆推定手法により日 OD 交通

量の修正を行う．本研究では，既存研究による道路区

間交通量及び発生交通量の残差平方和最小化モデル 2)

を用いる．なお，道路交通センサス調査による観測リ

ンク交通量データは普通車と大型車に分類し集計され

ている．よって乗用車と小型貨物を普通車，バスと大

型貨物を大型車として扱い，2 車種別での逆推定を行

った．逆推定により得られた OD 交通量を用いて日配

分を行った結果を図-6に示す．これより，交通量の多

いリンクでの過大推計が改善されているのが分かる．

センサス OD 交通量をそのまま使用した場合と逆推定

による修正後の OD 交通量を用いた場合との精度を比

較したものを表-2に示す．表から，修正後の方が RMS

 
図-3 全域車種別時間変動パターン 

 

 

図-4 日交通量配分結果(センサス） 

 

 
図-5 センサス OD配分結果(8時台) 

 

 
図-6 日交通量配分結果(逆推定) 

  

表-2 配分結果の RMS誤差の比較 

センサス 逆推定 

普通車 RMS[台] 普通車 RMS[台] 

全線 5031 全線 4896 

高速 3945 高速 4390 

一般 5338 一般 5053 

大型車 RMS[台] 大型車 RMS[台] 

全線 2370 全線 1551 

高速 3275 高速 1555 

一般 1998 一般 1552 
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誤差は小さくなっており，特に大型車の精度が向上し

ているのが分かる． 

 

４． 残留交通量を考慮した観測交通量からの時間変動

係数による時間帯別ＯＤ交通量逆推定 

時間帯別均衡配分では一般的に前後の時間帯での残

留交通量を考慮できる OD 修正法を用いるが，逆推定

の基本モデルでは残留交通量を修正した後の時間帯別

OD 交通量を近似的に求めることになり，ベースとな

る発時刻での時間帯別 OD 交通量とは幾分異なる．よ

ってここでは，残留交通量修正前（一般的な発時刻で

集計した時間帯別 OD 交通量）の時間変動係数を逆推

定する手法について新たに検討した．各時間帯の発 OD

交通量は，日 OD 交通量に時間変動係数を乗じて得る

ことができる．ここで与条件として，ゾーン rs間の日

OD 交通量を rsQ ，n時間帯におけるリンクaの観測リ

ンク交通量を n

ax̂ とする．また，n時間帯における OD

ペア rs間の時間変動係数を
n

rsE ，OD 交通量 rsQ がリ

ンクaを利用する確率を
n

rsaP ,  ，時間帯別残留交通量を
n

rsq とすると，配分計算によって算出されるリンクaの

推計リンク交通量 n

ax は次式で表すことができる． 

    

   

r s

n

rsrs

n

rsa

n

rs

n

rsrs

n

rsa

n

rsrs

n

rsa

n

rs

n

a dQPEdQPEQPEx ,

1

,

1

, (1) 

ここで， Tcd n

rs

n

rs 2/ (
n

rsc は最短経路時間，T は時

間帯幅)，出発地域K ，到着地域 L の地域別時間変動

係数を
n

klE ，地域数m とし，リンク交通量の推計値
n

ax

と実測値
n

ax̂ の残差平方和が最小になるようにモデル

化を行うと，目的関数は以下のような式になる． 
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klE             (4) 

上記の問題の最適化条件は，制約条件を取り込んだ

Lagrange 関数を定義することにより導き出される．

  n

kla

Kr Ls

n

rsrs

n

rsa UdQP ,, 1 
 

， 1

,

1

,



 

  n

kla

Kr Ls

n

rsrs

n

rsa VdQP とし， 

制約条件を取り込んだ Lagrange 関数 は次のように

なる． 
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ここで， kl は Lagrange 乗数を表す．出発地域K のう

ち任意の出発地域 I ，到着地域 J とし， を
n

ijE およ

び ij で偏微分して零とおくと次式が得られる． 
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       (7) 

よってODペア rs間のリンクa 利用率
n

rsaP , が得られる

場合，上式から発着地域別時間変動係数 n

klE を得ること

ができる．非負制約については， n

klE (本モデルでは

0.001)を制約条件として次の step に従い計算を行う 3)． 

 

step1. 全ての解 n

klE に対し次式を満たせば最適解とす

る．そうでない場合は 0s ， n

klE を )(sE n

kl とし

て step2 へ 

n

klE ，および n

klE のとき， 0≧
n

ijE

  (8) 

step2. )(sE n

kl
となる変数

n

klE に対し，  )1(sE n

kl

とおき変数群から取り除く．また，新たな変数

群から解 )1( sE n

kl を得る． 

step3. 全ての解 )1( sE n

kl
に対し式(8)を満たせば最適

解とする．そうでない場合は 1 ss として

step2 へ 

 

こうして新しく得た時間変動係数を用いて作成した時

間帯別 OD 表を使用し配分計算を行う．配分結果を再

び逆推定モデルに当てはめ，また新たな時間変動係数

を得る．これを時間変動係数の値が収束するまで繰り

返し行うことにより，最も適した変動係数が導かれる． 

 

５． 配分計算と精度検証 

(1) 時間変動係数の収束計算 

センサスODデータをそのまま使用し配分計算を行

った結果，ピーク時間帯での過大推計が見られた．そ

こで，元ODデータを基に得た時間変動係数を初期解と

して逆推定モデルの収束計算を行う．ただし域外から

発生するODペアはトリップ時間が1時間を超えるもの

が多く，配分計算では実際に都市圏内に流入する時刻

よりも早く交通量として流れてしまう等の影響を考慮

し，域外発の時間変動係数は次のような修正処理を行

った上で固定し収束計算を行った．すなわち，長距離

移動の場合，域内に流入するのに時間がかかることや，

休憩等により移動を中断していることも考えられる．

よって長距離ODペアの都市圏内に流入する時刻を域

内の境界までの平均所要時間で修正を行い，さらにそ

の時刻から3:3:2:2の割合で分散化したものを域外発の

時間変動係数をして扱った．この割合は，元OD交通量

でいくつか試行した結果最も良かったものとして採用

した．また，時間変動係数を逆推定する地域区分のパ



ターンを図-7に示す．  

(2) 配分結果 

各パターンの朝ピーク時誤差の比較を表-3 に示す．

これらより，残留交通量修正済み OD 交通量のモデル

と比較して，大きな変化はないものの，全体的に精度

は向上していることが読み取れる．また各パターンを

比較すると，地域をより細分化した場合の方が朝ピー

ク時間帯の RMS 誤差はどちらの車種でも小さくなっ

ており，時間帯別 OD 交通量の精度は向上していると

いえる．次に，各地域区分の中でも最も精度の高かっ

た 15 パターンの 8 時台散布図を図-8 に示す．これよ

り，元 OD データをそのまま使用した場合と比較して，

過大推計の傾向が改善されていることがわかる．7，9

時台においても同様に過大推計の改善が見られた．  

 

６． まとめ 

本研究では，平成 22 年道路交通センサス調査による

日 OD 交通量と日観測リンク交通量のデータを基に，

既存研究による逆推定モデルを用いて日 OD 交通量の

修正を行い，また修正した日 OD 交通量と時間帯別観

測リンク交通量を基に，残留交通量を考慮した時間変

動係数の逆推定手法を提案した．また，修正した時間

変動係数を基に作成した時間帯別 OD 交通量を用いて

配分計算を行い，平成 22 年における交通量の再現性向

上を図った．その結果，朝ピーク時間帯の過大推計が

改善され，朝ピーク時間帯及び全体の誤差は小さくな

り精度は向上した．また，残留交通量修正済み OD 交

通量のモデルと比較しても，朝ピーク時間帯及び全体

の誤差はより小さくなることが分かった．一方で，他

地域と比較して交通量の少ない地域区分や，OD 間距

離の長いペアを多く含む時間変動パターンにおいては，

前後の時間帯での時間変動係数に一定のブレが見られ

た．これは，時間帯別均衡配分と OD 修正法の適用条

件の特性によるものと思われる．よって今後は長距離

OD についての扱いや修正方法についての検討が必要

と思われる． 
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図-7 逆推定における地域方向区分の各パターン 

 

表-3 配分結果のＲＭＳ誤差の比較 

  全線 7時 8時 9時 合計 

普 

通 

車 

初期 OD 651 669 411 7295 
都市圏内一律 523 466 367 6507 

残留有 516 450 358 6349 
域内→域内，域外 524 464 361 6503 

残留有 513 446 348 6322 
3地域方向別 496 435 344 6286 

残留有 493 434 345 6267 
15パターン 487 430 341 6249 

残留有 482 433 340 6229 
  全線 7時 8時 9時 合計 

大 

型 

車 

初期 OD 151 197 241 4218 
都市圏内一律 132 154 163 3877 

残留有 134 140 161 3872 
域内→域内，域外 131 153 158 3711 

残留有 131 136 152 3682 
3地域方向別 127 150 160 3668 

残留有 130 138 157 3677 
15パターン 129 130 142 3458 

残留有 123 135 139 3478 
 

 

図-8 15パターン散布図(8時台) 

 

① 域外発固定，都市圏内一律，の1パターン

② 域外発固定，域内→域内，域内→域外の2パターン

③ 域外発固定，名古屋，海部・尾張，知多・三河の3地域に区分

 それぞれの方向別に時間変動係数の逆推定

 （3地域×3地域＋域内発その他＝10パターン）

④ 域外発固定，上記3地域の到着地にその他を追加，

さらに，岐阜→岐阜，三重→三重を追加した15パターン

 （3地域×4地域＋岐阜→岐岐阜＋三重→三重＋その他＝15パターン）
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1.  Introduction 

    Following the Taliban subdue in Kabul (December 

2001), the city has experienced a building boom over the 

time. A detailed examination of such buildings mainly 

residential houses depicts that most of them strive to copy 

and paste the neighboring architectural styles or styles of 

those countries they were migrated to. Therefore, many 

projects end up as a patchwork instead of resulting from 

consistent and informed decisions. Simply importing 

designs to another climate entails numerous problems 

specially boosting the energy consumption. As a result, this 

research analyze climate data and vernacular architecture 

of Kabul to retrieve some principles and seek potential use 

of them with a responsive interpretation to today’s modern 

era.     

    A comprehensive survey aimed to study the current 

situation of houses in Kabul, and to identify the needs and 

issues of inhabitants was conducted in July 2014. Findings 

of the survey in three different wards of Kabul city 

pinpointed high energy demand of the houses as one of the 

critical issues. Therefore, based on the findings of the 

survey this research intended to seek the guidelines for 

sustainable housing design and proposed some solutions 

based on simulation analysis to mitigate energy 

consumption of residential houses. 

2.  Architecture is bound with climate 

    Throughout the time, and relating to the local and 

regional climates, myriad types and techniques of 

sheltering were examined to provide a more comfortable 

and bearable condition for the occupants. Myriad of 

examples depict that architecture has been always 

influenced by climate conditions. However, technology 

today make it possible to build a glazed palace in the desert, 

but thinking responsively architecture is bound with 

climate.  

    Vernacular architecture ages back to the mankind’s 

age. Human had built shelters of using resources available 

around them with the means of protection against the 

weather, animals and other dangers. Over time, these 

primary shelters developed to the new housing types. 

Looking back to history, human created shelters are built 

based on principles and building methods, that some have 

more than thousand years old. Some are rarely used today; 

some are lost; and some others are interpreted to the 

modern era. Therefore, a look back to the climatic 

problems and the way human have solved them is 

invaluable.   

3.  Survey and analysis of housing in Kabul city 

    A comprehensive field survey was conducted in May 

2014 in three different wards (districts) of Kabul city. 

Wards 1, 3 and 10 were chosen as survey research areas, in 

order to include the variants in urbanization age, settlement 

type (planned and unplanned), housing styles and social 

status of the residents.  

Making a questionnaire; physical measurement; 

Institutional record review and explanatory survey were the 

processes undertaken for data collection of this study. The 

questionnaire designed in 9 different main parts each 

consisting some other items. (1) General questions about 

the house. (2) General questions about inhabitants. (3) 

Questions about how comfortable they feel with their 

houses. (4) Seasonal system and energy source 

(heating/cooling systems) that they mostly apply. (5) 

Questions about construction materials. (6) Question about 

having extra buildings. (7) Questions about any space 

inside the house for special gatherings. (8) Questions about 

their satisfactions with public facilities.  

And (9) what improvements they have brought into their 

house with reason and the date. 

    Findings of questionnaire via inhabitants’ response 

from 93 surveyed houses show that different plot sizes 

(100m² to more than 900m²) are exist where 58% of them 

are in 300 m². 43% of houses are more than 60 years old 

while only 1% of inhabitants are living more than 60 years 

in a single house. 6% of houses in the studied area are 

single storey, 23% two storeys, 24% three storey and 47% 

are built in four storeys. Numbers of rooms in a house are 

varies from 2 rooms to more than 10 rooms, where 47% of 

houses have more than 10 rooms. People are using 

electricity and water both ways publically and privately. 

71% of inhabitants in studied areas using private wells to 

provide their need for water while only for 29% public 

drink water is available. Almost all areas inside Kabul city 

have electricity but still due to the periodically shortage of 
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electricity 6% of households are using private electrical 

generators. In the studied areas of Kabul city, 39% of 

inhabitants were government employee, 19% private 

sector’s employee and 42% remains are unemployed.  

42 % of houses were used by single families, 36% by two 

families, 10 % were three families and 12% were four 

families lived together in a house. 18% of households are 

using gas for heating, 31% wood, 30% electricity and    

remains are using charcoal as heating resource. 

    The frequency of “Yes” answers for feeling comfort 

was mostly higher than 60%. Inhabitants mostly satisfied 

with day- lighting of their homes (96.7%). As per 

researcher’s observation and inhabitants answers there 

were openings all around the building but in different sizes. 

Openings faced the north direction were smaller in size 

than those faced the south direction. Those which were in 

sides and faced the neighbors’ openings had 170 cm 

windows sill height from the floor level (for privacy). 

Where the other windows’ sill were (70-100) cm higher 

than floor levels.  

    Feeling comfort with the living spaces was voted 

(87.8%) positive answers. Inhabitants prefer the size of 

(3x4) m² for the bedrooms where (5x6) m² or larger were 

their ideal living room size. Feeling comfort with the 

number of rooms and number of sanitary were depended 

on the number of families and people living in a house. An 

ideal height for most of the inhabitants was (270-280) 

meters. They felt comfort with the houses, which were 

faced to the south direction the most, and feeling comfort 

with privacy depended to the relationship between 

neighbors. The lowest percentage belongs to the noises 

(60.6%). Having no insulation or sound barriers was the 

main result for feeling uncomfortable with the outside 

noises. 

    Based on physical survey, many as built drawings 

were taken from some old and recently built houses. 

During survey, researcher witnessed many differences 

between each different age built buildings. Differences in 

building area, construction material, room sizes, size and 

types of openings, and many other factors. As illustrated in 

the figure, there are two residential houses, one is built 60 

years ago while the second one is recently built house in 

Kabul city. The 60 years old house is made of massive 

brick walls with wide of 60cm. Openings are mostly south 

faced and those which are north faced are smaller in size 

and for light and ventilation reasons. It has a dining and 

living space with a kitchen and bathroom, while second 

floor is more private with three bedrooms and a bathroom. 

The family living in this house was very satisfied with the 

solar gain and the amount of energy consumptions they 

were paid, their house is warm in winter and cold in 

summer and they rarely needs for cooling. But on the other 

hand, the recently built house is built in three floors, 11 

rooms, 3 kitchens and 9 bathrooms. This house is built of 

concrete and 35cm brick walls with the same size openings 

all around the building. The building is cold in winter and 

hot in summer. What we learn from this comparison is that: 

the 60 years old house is also a western style house but 

adopted with the climate of Kabul and the massive walls 

provide a comfortable indoor for the residents. Recently 

built house has Pakistani style and it doesn’t equipped to be 

adoptable with Kabul climate. Of course it should not be 

built with 60cm masonry walls in this era but it can be 

equipped with insulations to become more comfortable for 

Figure 1 Two residential houses in Kabul city. Upper one is a 

recently built house. Lower one is a 60 years old house. 

 (Drafted by author) 
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the residents. A simulation have done by means of effects 

of materials on energy consumption. The results will be in 

upcoming sections.  

4.  Guidelines for Designing a Sustainable House 

    Any space in design phase which ends up with energy 

reduction without harming the environment can be counted 

as a guideline for sustainability. Energy reduction is a 

significant factor but there are other social ecological and 

environmental factors to consider as well.   

    This research attempts to introduce very cheap and 

effective ways of reducing energy consumptions for houses 

in Kabul. According to the findings of the survey people 

are not eager to use insulation materials for their buildings, 

thus the simulations here in this research can convince 

them. The other way to mitigate the energy consumption is 

the idea of double layer windows which derived from 

Gulkhana, (covered space for growing vegetables during 

the cold weather period). Survey showed that almost all 

houses in Kabul city have balconies which are not 

sufficiently in use. As shown in the figure below, applying 

an extra layer that can cover the balcony can be counted 

useful in term of energy reduction.  

Figure 2 Concept plan for double window layers in a bedroom’s 

balcony, summer time. (Drawn by author) 

Left: summer day, the exterior envelope is fully opened, 

while the interior widow can be opened for a short time by 

means of ventilation. Right: hot summer day, the interior 

façade is closed for insulation, while the outer layer is fully 

opened to prevent overheating of the façade space area. 

Figure 3 Concept plan for double window layers in a bedroom’s 

balcony, winter time. (Drawn by author) 

Left: midwinter day, the exterior envelope is fully closed, 

while the interior widow can be opened. The warmth air 

generated inside the balcony enter the room and make a 

pleasant comfortable temperature. Right: winter cloudy 

day or night time, the interior façade is closed for insulation, 

while the outer layer is also closed. The warmth air 

generated between the two layers enclose the inner area and 

keep inside warmer than the outside temperature. 

5. A model simulation 

    The case for this simulation was a three storeys 

residential house in Kabul city. Relying on the findings of 

the survey that had done by researcher on 93 different 

houses in three different wards of Kabul city, various 

simulations were ran. The first simulation have done by the 

common used construction materials in roof, walls and 

windows and the results kept as a base for other results to 

be compared with. Three different scenarios established.  

5.1 Scenario A: Roof variable materials 

    Buildings are consists of elements and roof is the 

uppermost element or the cap of a building. Roof receives 

the most amount of sun during the day and thus, during the 

year. Using the right materials that can absorb the most 

amount of solar, can easily make it susceptible for heat to 

transfer throughout the day and therefore increasing energy 

consumption. Nowadays, asphalted (Isogam) concrete 

slabs are common roof material, the result of simulation for 

concrete with asphalt was considered as a base of 

comparison for the other materials. The new insulated roof 

reduced the amount of energy consumption for heating and 

cooling within the course of the year by 3.7%.  

 

5.2 Scenario B: Wall variable materials 

    According to the history, walls are a long time known 

elements used by human. In general, mostly all houses’ 

walls are made of brick in Kabul city, especially the exterior 

walls.  It is because of its availability and also the good 

efficiency it brings to the user.  

To improve the efficiency of walls, seven simulations were 

performed using different construction materials and 

insulation. Keeping 350 mm brick wall as a base to find the 

Concrete with Asphalt      46,939,564 0%

Concrete with Insulation 45,418,968    3.2%

Concrete withThatch 45,204,208    3.6%

Concrete withThatch and metal 45,189,768    3.7%

Heating and 

cooling loads
Material Reduction %

Table 1 Heating and cooling loads with the reduction percentages roof 

material’s simulation. 
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other materials energy reduction percentage can be seen in 

table below. 

5.3 Scenario C: Window variable materials   

    Window is an interface between interior and exterior 

of a building, it connects the occupants with the outside 

world. A responsible placement, size and type of window 

can minimize the energy consumptions. A great percentage 

of houses in Kabul city using single timber frame windows. 

To improve the efficiency of house, four simulations were 

performed using different type of window openings. 

According to the result of simulation, the best variant is to 

use double glazed aluminum frame that in compare with 

single timber frame (common type) 11.10% reduces the 

energy consumption.  

5.4 Best Scenario: Combination of the best outcome of 

scenarios   

    Considering the three important elements of a 

building, (roof, wall and window) in a simulation and 

finding behavior of individual elements into the energy 

consumption reduction, led us to make a responsible 

decision for minimizing energy consumption by selecting 

appropriate materials. The main goal of this simulation was 

to simulate impacts of material, especially insulations on 

energy consumption in a building.  

Outcome of simulations depicts that within individual 

scenarios, there is at least one best material or method by 

which we can minimize the energy consumption to the best 

possible reduction percentage. Therefore, selecting bests of 

each scenarios can hands together to construct a better 

model with lower energy consumption.  

Scenario (A) introduced concrete slab with thatch and 

corrugated sheets with an energy reduction percentage of 

3.7%. Scenario (B) introduces the reverse brick veneer R-

20 as the best wall method by which we can save 5.3% of 

energy consumption. The second good is brick wall with 

polystyrene as insulation and both side plaster by which 

4.4% energy can be saved. Due to availability and easy 

installation of polystyrene it is considered to be applied for 

the best model scenario. Scenario (C) introduces double 

glazed aluminum frame windows as the best choice with 

11.10% reduction in energy consumptions. Considering 

the new materials for the three elements and running a new 

simulation, provides the new data. As can be seen in table 

below, 30.4% of energy consumption from heating and 

cooling loads can be saved by applying new materials.  

6. Conclusion  

    Findings of the survey in three different wards 

(districts) of Kabul city pinpointed high energy demand of 

the houses as one of the important issues. The key reasons 

for this high energy demand were identified as: 

inappropriate orientation; improper openings and none 

insulated building materials. Therefore, this research tried 

to propose solutions for these demands. The only way to 

reduce the energy demand is to think green and sustainable. 

On the other hand, sustainability means environmental 

friendly, thus vernacular architecture and the lessons 

derived from it is useful.  

    Findings of survey showed lack in use of any type of 

insulation in houses. Thus, Autodesk Ecotect provided 

simulations to be ran by means of energy reduction 

comparisons. As a result, by insulating the building 

elements 30.4% of heating and cooling energy loads could 

be saved.  
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46,939,564      0%

44,466,808      5.3%

51,422,004      -9.5%

52,466,276      -11.70%

53,326,896      -13.60%

77,845,656      -65.80%

44,854,860      4.40%

Brick Plaster(130)

Brick Polystyrene Plaster

Brick Plaster(350)

Reverse Brick Veneer R20

Double Brick Cavity Plaster

Brick Cavity Concrete Block Plaster

Brick Concrete Block Plaster 

Reduction %

Heating and 

cooling loads 

in (Wh)

Material

Table 4 Four different window types and individual’s load 

reduction percentage. 

53,213,372         0%
55,746,592         -4.8%

48,129,284         9.50%

47,319,632         11.10%

Heating and 

cooling loads in 

(Wh)

Reduction %

Double Glazed Alum. Frame

Material

Single Timber Frame
Single Alum. Frame

Double Glazed Timber Frame

 

Table 3 Comparison of the actual case with the best scenario. 

Actual Case      53,213,372 0%

Best Scenario 37,017,057    30.4%

Heating and 

cooling loads
Material Reduction %

Table 2 Heating and cooling Loads with individual load reduction 

percentage of scenario B. 
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