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in the
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the the
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automate the
the discovery
discovery method
method of
of The
the central-peak crater and prepare a catalog
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size of
of central
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the
central-peak crater. Therefore,
goal is
is to
to create
create aa catalog
catalog ofofThe
the central-peak
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to
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crater
by machine
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ﬁrst extract
using
crater automatic
extractionextraction
method called
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for DEM”,
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cratersa high-speed
using a high-speed
crater automatic
method
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PixelMethod
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Methodlabel
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then
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a result,
was impossible
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them,
and
then try
identify thecrater
The central-peak
by it
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a result, to
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was impossible
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model
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conﬁrm
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model the
thatcatalog
could create
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but
the
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that
CNN
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method
the central-peak
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݄ʹେখଟͷΫϨʔλʔ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δɽͦͷதʹɼ
ʮதԝٰʯͱ͍͏ಛघͳߏΛ༗͢ΔΫϨʔλʔ ((ҎԼʮத
月には大小多数のクレーターが存在している．その中には，
「中央丘」という特殊な構造物を有するクレーター
以下「中
央丘クレーター」と呼称
が存在している．この中央丘には，月面表面に表出していながらも，月地殻内部の物質が露出し
ԝٰΫϨʔλʔʯͱݺশ)) ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δɽ͜ͷதԝٰʹɼ݄໘ද໘ʹදग़͍ͯ͠ͳ͕Βɼ݄֪෦ͷ࣭͕࿐ग़͠
ているという重要な特徴がある．すなわち，中央丘表面の探査によって，周囲の内部地殻の物質を推定することが可能と
͍ͯΔͱ͍͏ॏཁͳಛ͕͋Δɽ͢ͳΘͪɼதԝٰද໘ͷ୳ࠪʹΑͬͯɼपғͷ෦֪ͷ࣭Λਪఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
なるのである．この内部地殻の分析により，クレーター及び中央丘の成因の推定や，過去の月面の表層環境や地殻変動の
ͷͰ͋Δɽ͜ͷ෦֪ͷੳʹΑΓɼΫϨʔλʔͼٴதԝٰͷҼͷਪఆɼաڈͷ݄໘ͷදڥ֪มಈͷաఔ
過程が推定できることが期待される．しかし現在，中央丘クレーターの探査が盛んに行われてはいない．その要因として，
͕ਪఆͰ͖Δ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɽ͔͠͠ࡏݱɼதԝٰΫϨʔλʔͷ୳͕ࠪΜʹߦΘΕ͍ͯͳ͍ɽͦͷཁҼͱͯ͠ɼத
中央丘の存在確認が専門家の画像目視によるものであるが故，中央丘クレーターとして知られているクレーターが数少な
ԝٰͷଘࡏ֬ೝ͕ઐՈͷը૾ࢹʹΑΔͷͰ͋Δ͕ނɼதԝٰΫϨʔλʔͱͯ͠ΒΕ͍ͯΔΫϨʔλʔ͕গͳ͍
͜ͱ͕͛ڍΒΕΔɽ͜ΕΛղܾ͢ΔͨΊɼதԝٰΫϨʔλʔͷൃݟख๏ΛࣗಈԽ͢Δ͜ͱͰɼதԝٰΫϨʔλʔͷॴɼ
いことが挙げられる．これを解決するため，中央丘クレーターの発見手法を自動化することで，中央丘クレーターの場
େ͖͞Λཏͨ͠Ұཡ (ຊͰڀݚதԝٰΫϨʔλʔΧλϩάͱݺশ
) Λ࡞͠ɼࠓޙͷ݄໘୳ࠪʹ͓͍ͯௐࠪରͷީ
所，大きさ等を網羅した一覧
( 本研究では中央丘クレーターカタログと呼称
) を作成し，今後の月面探査において調査対象

ิͱͳΓ͏ΔதԝٰΛେ෯ʹ૿Ճͤ͞Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽΑͬͯຊͰڀݚɼதԝٰΫϨʔλʔΧλϩάͷ࡞Λ࠷
の候補となりうる中央丘を大幅に増加させることが求められる．よって本研究では，中央丘クレーターカタログの作成を
ऴඪͱ͠ɼͦͷҝͷதԝٰΫϨʔλʔͷࣗಈൃݟख๏ΛఏҊ͢Δɽຊ͍͓ͯʹڀݚɼJAXA ͷ݄पճӴʮ͔͙
の月周回衛星「かぐや
最終目標とし，その為の中央丘クレーターの自動発見手法を提案する．本研究においては，JAXA

(SELENE)ʯͷ؍ଌʹͨΒ͞Ε݄ͨ໘ͷඪߴϞσϧ (DEM)
(DEM) を用い，機械学習による中央丘クレーターの識別を行
Λ༻͍ɼػցֶशʹΑΔதԝٰΫϨʔλʔͷࣝผΛߦ
(SELENE)」の観測にもたらされた月面の数値標高モデル
い，それが中央丘クレーターカタログを作成できるほどの精度を有しているか検証する．具体的には，まず回転ピクセル
͍ɼͦΕ͕தԝٰΫϨʔλʔΧλϩάΛ࡞Ͱ͖Δ΄Ͳͷਫ਼Λ༗͍ͯ͠Δ͔͢ূݕΔɽ۩ମతʹɼ·ͣճసϐΫηϧ
εϫοϐϯά๏ͱ͍͏ DEM σʔλ͔ΒͷߴΫϨʔλʔநग़ख๏Λ༻͍֤ͯΫϨʔλʔͷ
データからの高速クレーター抽出手法を用いて各クレーターの DEM σʔλΛநग़ɼͦΕΒ
データを抽出，それら
スワッピング法という
にラベル付けを行った後，CNN
ʹΑΔதԝٰΫϨʔλʔͷࣝผΛࢼΔɽ݁Ռͱͯ͠ɼதԝٰΫϨʔλʔΧλϩάΛ࡞
ʹϥϕϧ͚ΛߦͬͨޙɼCNN による中央丘クレーターの識別を試る．結果として，中央丘クレーターカタログを作成
CNN ͕༗ޮͳख๏Ͱ͋
が有効な手法であ
できるほどの高精度な識別モデルを得ることはできなかったが，中央丘クレーター識別において
Ͱ͖Δ΄Ͳͷߴਫ਼ͳࣝผϞσϧΛಘΔ͜ͱͰ͖ͳ͔͕ͬͨɼதԝٰΫϨʔλʔࣝผʹ͓͍ͯ CNN
ることは確認できた．
Δ͜ͱ֬ೝͰ͖ͨɽ

1

͡Ίʹ

݄໘ͷΫϨʔλʔͷதʹɼ෦ʹதԝٰͱݺΕΔߏΛ༗͢Δͷ͕͋Δɽ͜ͷதԝٰͱɼΫϨʔ
λʔͷ෦ʹܗ͞ΕΔٰঢ়ͷತߏͰɼ݄ͷ෦࣭͕දʹ࿐ग़͍ͯ͠Δ݄໘ʹ͓͚Δوॏͳ؍ଌ
Ͱ͋Δɽதԝٰओʹੜ࣌ͷিಥͷن͕େ͖͍ͷɼͭ·ΓେܕͷΫϨʔλʔʹଘࡏ͢Δʹ͋
ΓɼதԝٰΛ༗͢ΔΫϨʔλʔதԝٰΫϨʔλʔͱݺশ͞Ε͍ͯΔ [1][2]ɽͦͯ͠ Matsunaga Βͷ[ ڀݚ3]
ͷΑ͏ʹɼ͜ͷதԝٰΫϨʔλʔͷੳʹΑͬͯɼ݄ͷՊֶతղੳʹ͓͚Δ༗ྗͳใΛಘΔ͜ͱ͕ظͰ͖
Δɽ͔͠͠ࡏݱɼதԝٰͷੳΛਪਐ͢Δ্ͰɼதԝٰΫϨʔλʔͷΧλϩά͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͍͏՝͕͋
Δɽैདྷɼੳରͱ͞Ε͖ͯͨதԝٰΫϨʔλʔɼ݄໘ը૾ΛઐՈ͕ࢹ͢Δ͜ͱͰൃ͖ͨͯ͠ݟɽ
͔͠͠ɼແʹଘࡏ͢Δ݄໘ΫϨʔλʔΛҰͭҰͭઐՈ͕֬ೝ͠ɼͦΕʹΑͬͯதԝٰΫϨʔλʔΛཏత
ʹ୳ࡧ͢Δࣄେͳ࣌ؒΛཁ͠ɼඇޮతͰ͋Δɽͦ͜ͰຊͰڀݚɼதԝٰΫϨʔλʔΛࣗಈͰநग़͢Δ
ҝͷख๏ͷߟҊΛࢼΈΔɽ
ઐՈ͕݄໘ΫϨʔλʔ͔ΒதԝٰΫϨʔλʔΛࣝผ͢Δ্Ͱࣝผରͱ͢ΔͷΫϨʔλʔͷը૾Ͱ͋
Γɼͦͷը૾ใதԝٰΫϨʔλʔͷܗঢ়Λද͍ͯ͠Δɽ͜ͷը૾͔ΒதԝٰΫϨʔλʔʹಛ༗ͷߏΛ֬
ೝ͢Δ͜ͱͰɼઐՈࢹͰͷதԝٰΫϨʔλʔࣝผΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽͦͷҝɼதԝٰΫϨʔλʔͷߏ
తಛΛԿΒ͔ͷํ๏Ͱղੳ͢Δ͜ͱʹΑΓɼதԝٰΫϨʔλʔͷࣝผ͕ࣗಈԽͰ͖Δͱߟ͑ΒΕΔɽͦ͜
ͰຊͰڀݚɼJAXA ͷ݄पճӴʮ͔͙ (SELENE)ʯʹΑͬͯऩू͞Ε݄ͨ໘ͷඪߴϞσϧ (Digital

Elevation ModelɼDEM)[4] Λ༻͍ΔɽDEM ܗɼຊͰڀݚΫϨʔλʔͷܗঢ়Λද͖ͰݱΔҝɼͦΕ
ͷղੳʹΑͬͯதԝٰΫϨʔλʔͷߏతಛͷղੳ͕ՄͱͳΔɽຊ͍༻ͰڀݚΔ DEM σʔλશͯɼ

DARTS at ISAS/JAXA ʹͯެ։͞Ε͍ͯΔ*4 ͷΛ༻͢Δ.
தԝٰΫϨʔλʔͷߏతಛͷࣗಈతͳղੳΛ࣮͢ݱΔͨΊʹɼຊͰڀݚɼ݄໘ੑֶ࣭ͷઐ
ੑΛඞཁͱ͠ͳ͍ɼػցֶशʹΑΔྨͷؼணΛఏҊ͢ΔɽػցֶशʹΑΔྨͷҝɼզʑ·ͣطଘ
ख๏ʹΑΔΫϨʔλʔͷΈͷநग़Λߦͳ͏ɽֶͦͯ͠शͷͨΊͷϥϕϧΛͦΕΒʹ༩͠ɼػցֶशʹΑΔத
ԝٰΫϨʔλʔͷࣝผΛߦ͍ɼͦͷ༗ޮੑΛݕ౼͢Δɽ
ຊͷߏ࣍ͷ௨ΓͱͳΔɽ̎ষͰɼຊͦͼٴڀݚͷதͰ༻͍ΒΕΔख๏ʹؔ࿈͢Δٴݴ͍ͯͭʹڀݚ
*4

*4

DARTS at ISAS/JAXA
http://darts.jaxa.jp

DARTS at ISAS/JAXA
http://darts.jaxa.jp
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ਤ 1: DEM σʔλ

͢Δɽ̏ষͰɼຊ͚͓ʹڀݚΔ۩ମతͳख๏ΛఏҊ͢Δɽ̐ষͰ, ̏ষͰͷఏҊख๏ʹݧ࣮͍ͨͮجΛߦ
͍ɼͦͷ݁ՌͷੳɼߟΛߦ͏ɽ̑ষͰɼຊͷ·ͱΊޙࠓͼٴͷ՝ʹ͍ͭͯड़Δɽ

2

ఏҊख๏

2.1 ΫϨʔλʔͷநग़
本研究での前処理として，月面の
に，DEM
デー
ຊͰڀݚͷલॲཧͱͯ͠ɼ݄໘ͷ DEM
DEM データからクレーターの領域のみを抽出する．図
σʔλ͔ΒΫϨʔλʔͷྖҬͷΈΛநग़͢Δɽਤ 11 ʹɼ
DEM σʔ
タの一例を示す．縦軸は南北 ((単位はピクセル
同左))，色は標高
単位はmmΛϐΫηϧͷʹ
( メートル ) をピ
λͷҰྫΛࣔ͢ɽॎ࣠ೆ
୯ҐϐΫηϧ))，横軸は東西
ɼԣ࣠౦ ( ಉࠨ
ɼ৭ඪߴ ((୯Ґ
クセルの値に変換
) を表している．そこで本研究においては，
山本らの開発した
RPSD(RPSW
法 [5]
ม
) Λද͍ͯ͠Δɽͦ͜Ͱຊ͍͓ͯʹڀݚɼࢁຊΒͷ։ൃͨ͠
RPSD(RPSW
for DTM)for
๏ DTM)
[5] Λ༻͍ͯ
を用いてクレーターの自動抽出を行う．
ΫϨʔλʔͷࣗಈநग़Λߦ͏ɽ

RPSD ๏ͷجຊํͱͯ͠ɼҙͷ͋ΔྖҬͷ DEM Λղੳରͱ͠ɼͦͷ֤ (ϐΫηϧ) ͷߴޯͼٴ
ɼͦͯ͠ΫϨʔλʔ෦ͷޯͷճసରশੑʹண͢Δɽ͜ΕΒΑΓղੳରͷத͔ΒΫϨʔλʔͷத৺ͱ
ͳΔΛਪఆ͠ɼ͔ͦ͜ΒपғͷඪߴΛੳ͢Δ͜ͱͰɼ۩ମతͳΫϨʔλʔൣғΛܾఆ͍ͯ͘͠ɽ
۩ମతͳॲཧͱͯ͠ɼ·ͣղੳରͱͳΔҰఆൣғͷ DEM σʔλΛऔಘ͢Δɽ࣍ʹɼऔಘͨ͠ DEM σʔ
λ͔Βɼ֤ͷޯͷେ͖͞Λදࣼ͢໘ޯϚοϓ S(x, y) ͱ֤ͷޯͷ͖Λදࣼ͢໘ํҐϚοϓ

F (x, y) Λ͢ࢉܭΔɽ࣍ʹɼS(x, y) ͱ F (x, y) ʹ͍ͭͯɼͦΕΒΛ֯П͚ͩճసͤͨ͞Ϛοϓ SП (x, y) ͱ
FП (x, y) Λ࡞͢Δɽຊ͍͓ͯʹڀݚɼП=90◦ , 180◦ , 270◦ ͷͷΛ࡞ͨ͠ɽ ਤ 2ʙਤ 5 ʹɼࣼ໘ޯ
Ϛοϓࣼͼٴ໘แғϚοϓͷҰྫΛࣔ͢ɽղੳൣғਤ 1 ͱಉ͡ൣғͰ͋Γɼࣼ໘ޯϚοϓͷ৭ޯͷେ
͖͞Λɼࣼ໘แғϚοϓͷ৭ޯͷ͖ (0˃Ͱ౦ɼ 180˃͘͠ -180˃Ͱɼ -90˃Ͱೆɼ 90˃Ͱ͖ʹ
্͕͍ͬͯ͘) Λද͢ɽ
Ҏ্Λ࡞ͨ͠ޙɼ͋ΔҰͷϐΫηϧ (x0 , y0 ) ʹ͓͚ΔճసରশੑΛ͍ͯ͘͠ࢉܭɽ·ͣɼத৺

(x0 , y0 ) ͔Βॎ࣠ɼԣ࣠ͱ ±lmax (நग़ର࠷େαΠζࢦఆͷͨΊͷύϥϝʔλ) ͷൣғΛ S(x, y), F (x, y)

͔ΒΓग़͠ɼSx0 ,y0 (x, y)  ͼٴFx0 ,y0 (x, y) Λ࡞͢Δɽ ಉ༷ͷൣғͰͷΓग़͠Λ SП (x, y)ɼFП (x, y) Ͱ

x, yy)
x, yy)
x, y) より，
も行い，SSxx00,,y
) 及び
) を作成する．次に，作成した
, y)S及び
ߦ͍ɼ
ͼٴFFxx00,y,y00,,φП((x,
Λ࡞͢Δɽ࡞ͨ͠ Sx0 ,yS0x(x,
ͼٴ
y 00,,φ
y 0 , y)
φ (ΑΓɼࣼ໘
П((x,
x0 ,y0S, xП
0 ,yy)
0 (x
0 ,(x,
斜面勾配が
θ LU～θ
, φ(x,
(x,y)y)Λɼ
を作成する．また，
ޯ͕
ВL ʙВ
ͷൣғʹ͋ΔϐΫηϧ͚ͩΛநग़ͨࣼ͠໘ޯநग़Ϛοϓ
Fx0 ,y0 (x, y) ٴ
U の範囲にあるピクセルだけを抽出した斜面勾配抽出マップUU
0 ,0y,0П
x0x,y

FxF
(x
, y(x,
) 及び
( 閾値ω
ͼ
y) F
ΑΓɼࣼ໘ํҐʹ͍ͭͯճస֯Пʹରͯ͠ճసରশͱͳ͍ͬͯΔϐΫηϧ
(ᮢТΛઃఆ͠ɼ
x0 ,y 0 , φ (x, y) より，斜面方位について回転角φに対して回転対称となっているピクセル
0 ,y
x00 ,y
0, П
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ਤ 2: ࣼ໘ޯϚοϓ S(x, y)

ਤ 3: 90◦ ճసޙͷࣼ໘ޯϚοϓ S90 (x, y)

ਤ 2: ࣼ໘ޯϚοϓ S(x, y)

ਤ 3: 90◦ ճసޙͷࣼ໘ޯϚοϓ S90 (x, y)

ਤ 4: ࣼ໘ํҐϚοϓ F (x, y)

ਤ 5: 90◦ ճసޙͷࣼ໘ޯϚοϓ F90 (x, y)

ਤ 4: ࣼ໘ํҐϚοϓ F (x, y)

ਤ 5: 90◦ ճసޙͷࣼ໘ޯϚοϓ F90 (x, y)

ճస࣌ͷࣼ໘ํҐͷ͕ࠩТҎԼͱͳΔΑ͏ͳϐΫηϧ
) ͚ͩΛநग़ͨ͠ճసରশநग़Ϛοϓ
Vx0V,yx00,,yП0,(x,
x,
を設定し，
回転時の斜面方位の差がω以下となるようなピクセル)
だけを抽出した回転対称点抽出マップ
φ (y)

y
Vx0,y 0, φ (x, y) の両マップにおいては，
) を作成する．Ux0,y 0, φ (x, y)，
抽出されたピクセルの値を 1，
抽出されなかっ
ճస࣌ͷࣼ໘ํҐͷ͕ࠩТҎԼͱͳΔΑ͏ͳϐΫηϧ
) ͚ͩΛநग़ͨ͠ճసରশநग़Ϛοϓ
Vx0 ,y00 , ͱ͓͘ɽ
Λ࡞͢Δɽ྆Ϛοϓʹ͓͍ͯɼநग़͞ΕͨϐΫηϧͷΛ
1ɼநग़͞Εͳ͔ͬͨϐΫηϧͷΛ
П (x, y)
たピクセルの値を
0 とおく．
Λ࡞͢Δɽ྆Ϛοϓʹ͓͍ͯɼநग़͞ΕͨϐΫηϧͷΛ
1ɼநग़͞Εͳ͔ͬͨϐΫηϧͷΛ 0 ͱ͓͘ɽ

ͦͯ͠ɼશͯͷ UП (xɼy)  ͼٴVП (xɼy) ʹ͓͍͕ͯ 1 ͱͳ͍ͬͯΔΑ͏ͳϐΫηϧͷΈΛநग़ͨ͠ճస
ͦͯ͠ɼશͯͷ H
UП
y) y)
ͼٴ
VП (xɼy) ʹ͓͍͕ͯ 1 ͱͳ͍ͬͯΔΑ͏ͳϐΫηϧͷΈΛநग़ͨ͠ճస
ରশੑධՁϚοϓ
(x,
Λ࡞͢Δɽ͜ͷϚοϓ͢ͳΘͪɼࣼ໘ޯ͕
ВL ʙВU ͷൣғʹ͋Γɼ͔
x0(x
,y0ɼ
ରশੑධՁϚοϓ
ͭࣼ໘ํҐ͕
360/H
Пݸͷճస֯ʹରͯ͠ճసରশ݅Λຬͨ͢ϐΫηϧ͚ͩΛநग़ͨ͠ϚοϓͰ͋Δɽਤ
6
x0 ,y0 (x, y) Λ࡞͢Δɽ͜ͷϚοϓ͢ͳΘͪɼࣼ໘ޯ͕ ВL ʙВU ͷൣғʹ͋Γɼ͔
ͭࣼ໘ํҐ͕
360/Пݸͷճస֯ʹରͯ͠ճసରশ݅Λຬͨ͢ϐΫηϧ͚ͩΛநग़ͨ͠ϚοϓͰ͋Δɽਤ 6
ʙਤ 11 ʹɼճసରশੑΛ࣋ͭͱ࣋ͨͳ͍ͦΕͦΕͰͷࣼ໘ޯநग़Ϛοϓɼճసରশநग़Ϛοϓɼճ
ʙਤ 11 ʹɼճసରশੑΛ࣋ͭͱ࣋ͨͳ͍ͦΕͦΕͰͷࣼ໘ޯநग़Ϛοϓɼճసରশநग़Ϛοϓɼճ
సରশੑධՁϚοϓΛࣔ͢ɽԫ৭͍ϐΫηϧ͕நग़͞ΕͨɼࢵͷϐΫηϧ͕நग़͞Εͳ͔ͬͨΛࣔ͢ɽ
సରশੑධՁϚοϓΛࣔ͢ɽԫ৭͍ϐΫηϧ͕நग़͞ΕͨɼࢵͷϐΫηϧ͕நग़͞Εͳ͔ͬͨΛࣔ͢ɽ
͜ͷ Hx0 ,y0 (x, y) ͷશϐΫηϧͷΛ߹͠ܭɼಉ༷ͷࢉܭΛղੳର DEM σʔλͷશϐΫηϧͰߦ͏ (࣮
͜ͷ Hx0 ,y0 (x, y) ͷશϐΫηϧͷΛ߹͠ܭɼಉ༷ͷࢉܭΛղੳର
DEM σʔλͷશϐΫηϧͰߦ͏
(࣮
ࡍʹࢉܭίετݮͷͨΊɼϐΫηϧ͓͖ʹࢉܭΛߦ͏
) ͜ͱʹΑΓɼղੳର
DEM σʔλʹର͢Δճ
ࡍʹࢉܭίετݮͷͨΊɼϐΫηϧ͓͖ʹࢉܭΛߦ͏
) ͜ͱʹΑΓɼղੳର
DEM σʔλʹର͢Δճ
సରশੑؔ
R(x, y) ΛٻΊΔɽͦͯ͠ɼR(x, y) ͷߴ͍ͷ͔Βᮢ
f ΛͬͯΫϨʔλʔத৺ީิ
సରশੑؔ
R(x, y)
ΛϦετΞοϓ͢Δ
. ΛٻΊΔɽͦͯ͠ɼR(x, y) ͷߴ͍ͷ͔Βᮢ f ΛͬͯΫϨʔλʔத৺ީิ
ΛϦετΞοϓ͢Δ
.
࣍ʹɼϦετΞοϓ͞Εͨީิʹର͠ɼΫϨʔλʔܘͷଌఆΛߦ͏ɽ·ͣɼத৺ީิ͔Βԣ࣠ɼॎ࣠
࣍ʹɼϦετΞοϓ͞Εͨީิʹର͠ɼΫϨʔλʔܘͷଌఆΛߦ͏ɽ·ͣɼத৺ީิ͔Βԣ࣠ɼॎ࣠
ͦΕͧΕͷਖ਼ෛํͷߴϓϩϑΝΠϧ
P (n) Λ࡞͢Δɽͦͯ͠ P (n) ΑΓ͞Βʹࣼ໘ޯϓϩϑΝΠϧ
ͦΕͧΕͷਖ਼ෛํͷߴϓϩϑΝΠϧ
P (n) Λ࡞͢Δɽͦͯ͠ P (n) ΑΓ͞Βʹࣼ໘ޯϓϩϑΝΠϧ
Q(n) Λ࡞͢Δɽ͜ΕΒΑΓɼn = lmin (நग़ର࠷খαΠζࢦఆͷͨΊͷύϥϝʔλ
) ͔Β n Λॱ࣍૿Ճ͞

Q(n)
Λ࡞͢Δɽ͜ΕΒΑΓɼn =Plmin (நग़ର࠷খαΠζࢦఆͷͨΊͷύϥϝʔλ
) ͔Β n Λॱ࣍૿Ճ͞
͍͖ͤͯɼத৺ީิ͔Βͷߴ͕
࠷খਂ͞ᮢ) ΑΓߴ͘ɼ͔ͭΫϨʔλʔน໘ͷ࠷େޯ͔ΒМͩ
͍͖ͤͯɼத৺ީิ͔Βͷߴ͕
) ΑΓߴ͘ɼ͔ͭΫϨʔλʔน໘ͷ࠷େޯ͔ΒМͩ
Pmin (࠷খਂ͞ᮢ
͚ޯ͕؇͘ͳͬͨ
(͘͠ޯͷ͕ෛʹͳͬͨ
) ࠷ॳͷͰͷ
n ΛٻΊΔɽ͜ͷࡍɼn ͕ lmax ʹୡ
͚ޯ͕؇͘ͳͬͨ (͘͠ޯͷ͕ෛʹͳͬͨ) ࠷ॳͷͰͷ n ΛٻΊΔɽ͜ͷࡍɼn ͕ lmax ʹୡ
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ਤ 7: ճసத৺ੑͷ͋Δ؍ଌʹ͓͚Δ
◦

ࣼ໘ޯநग़Ϛοϓ Ux0 ,y0 , П (xɼy)(П = 270 )

ճసରশநग़Ϛοϓ Vx0 ,y0 , П (xɼy)(П = 270◦ )

ਤ 8: ճసத৺ੑͷ͋Δ؍ଌʹ͓͚Δ

ਤ 9: ճసத৺ੑͷͳ͍؍ଌʹ͓͚Δ

ճసରশੑධՁϚοϓ Hx0 ,y0 (x, y)

ࣼ໘ޯநग़Ϛοϓ Ux0 ,y0 , П (xɼy)(П = 270◦ )

ਤ 10: ճసத৺ੑͷͳ͍؍ଌʹ͓͚Δ

ਤ 11: ճసத৺ੑͷͳ͍؍ଌʹ͓͚Δ
◦

ճసରশநग़Ϛοϓ Vx0 ,y0 , П (xɼy)(П = 270 )

ճసରশੑධՁϚοϓ Hx0 ,y0 (x, y)
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ਤ 12:
12: ԣ࣠ਖ਼ํͷߴϓϩϑΝΠϧ P
P (n)
(n)

ਤ 13:
13: ԣ࣠ਖ਼ํͷࣼ໘ޯϓϩϑΝΠϧ Q(n)
Q(n)

ͯ݅͠Λຬͨ͞ͳ͔ͬͨ߹ɼ݁ࢉܭՌಋग़͠ͳ͍ɽPmin ͼٴМʹ͍ͭͯɼࢁຊΒͷʹڀݚ४͡ɼ

Pmin = lmax ∗ 0.05ɼМ = 15 ͱͨ͠ɽҎ্ͷۀ࡞ࢉܭΛத৺ީิͷ্Լࠨӈ࢛ํʹߦ͍ɼಋग़͞Εͨ
ͷฏۉΛத৺ީิʹର͢ΔΫϨʔλʔͷϦϜ( ܘΫϨʔλʔͨ͠ͱ )ܘɽ͜ͷࡍɼҙͷύϥϝʔλ

smin (0 < smin < 5) Λઃఆ͠ɼ݁ࢉܭՌ͕ smin ݸҎ্ಋग़͞Εͳ͔ͬͨީิʹ͍ͭͯɼΫϨʔλʔத৺
Ͱͳ͔ͬͨͱΈͳ͢ɽਤ 12 ͼٴਤ 13 ʹɼԣ࣠ਖ਼ํ (౦͖) ͷߴϓϩϑΝΠϧࣼͼٴ໘ޯϓϩϑΝ
ΠϧΛࣔ͢ɽରਤ 6 ͱಉ͡Ͱɼԣ͕࣠ϐΫηϧɼॎ͕࣠ඪߴ (୯Ґ m ΛϐΫηϧʹม )͘͠
ޯ (୯Ґ rad) Λද͢ɽ
Ҏ্ͷʹࢉܭΑΓɼҰͭͷର DEM σʔλʹଘࡏ͢Δ ܘlmin ʙlmax ͷΫϨʔλʔ͕܈நग़͞ΕΔɽ
͜ΕΒΛ DEM σʔλͦΕͧΕʹ࣮ߦ͢Δ͜ͱʹΑΓɼΫϨʔλʔ܈ͷσʔληοτΛಘΔ.

2.2 ػցֶशʹΑΔࣝผ
࣍ʹɼநग़ͨ͠ΫϨʔλʔ܈ΛػցֶशʹΑͬͯྨ͠ɼதԝٰΫϨʔλʔΛࣝผ͢Δɽநग़͞ΕͨΫϨʔ
λʔͷ DEM  1 νϟϯωϧͷɼଈ֤ͪϐΫηϧຖʹҰ͚ͭͩΛ༗͢Δը૾σʔλͱྨࣅͨ͠σʔλͰࣜܗ
͋Δҝɼը૾ॲཧʹ͓͍ͯ༻͍ΒΕΔػցֶशख๏͕༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽΑͬͯɼը૾ྨͷද
తͳख๏ͷҰͭͰ͋Δ CNN(Convolution Neural Network)[6] ʹΑΔྨΛߦ͏ɽCNN ͱ͋ࢣڭΓֶशɼ
ͭ·ΓࢣڭσʔλΛඞཁͱ͢ΔֶशͰ͋ΓɼػցֶशΞϧΰϦζϜͷҰͭͰ͋Δ Neural Network ʹΈࠐΈ
ϑΟϧλͷΛಋೖͨ͠ͷͰɼը૾ࣝผʹ͓͍ͯߴ͍ੑΛൃ͢شΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

CNN ͷಈ࡞ͷ֓ཁҎԼͷ௨ΓͰ͋ΔɽCNN ʹೖྗ͞Εͨը૾·ͣɼΈࠐΈɼϓʔϦϯάͷೋ
छΛҙʹੵͤͨ͞ωοτϫʔΫΛ௨ΔɽΈࠐΈͱɼೖྗը૾ʹର͠ϑΟϧλʹΑΔΈࠐΈΛߦ͏
Ͱ͋Δɽ؆୯ͷͨΊʹೖྗɼग़ྗͱνϟϯωϧ 1ɼଈ֤ͪϐΫηϧຖʹҰ͔ͭ͠ըૉΛ࣋ͨͳ͍ೋ࣍
ݩը૾Ͱߟ͑Δͱɼೖྗը૾Λ I(x,y) ɼϑΟϧλͷΧʔωϧ (ϑΟϧλΛද͢ߦྻɼ͜͜Ͱେ͖͞Λ 3 ʷ 3
ͱ͢Δ) Λ K(x,y) ɼग़ྗը૾Λ O(x,y) ͱͨ࣌͠ͷΈࠐΈͷࢉܭҎԼͷΑ͏ʹͳΔɽ

O(x,y) =

3 ∑
3
∑

j=1 k=1

I(x−2+j,y−2+k) × K(j,k)

͜ͷԋࢉʹΑͬͯɼΈࠐΈͰೖྗը૾͔ΒΤοδͷಛΛநग़Ͱ͖Δ (y ࣠ํͷΤοδΛநग़͢Δ
ϑΟϧλͷΧʔωϧͷҰྫ: [[1, 2, 1], [0, 0, 0], [-1, -2, -1]])ɽΧʔωϧʹνϟϯωϧͷ࣍ݩΛՃͯ͠ࡾ࣍
͢ͱྻߦݩΕɼνϟϯωϧຖʹผʑͷಛ͕நग़͞Εɼग़ྗ֤ϐΫηϧຖʹෳͷΛ༗͢Δࡾ࣍ݩը૾
ͱͳΔɽϓʔϦϯάͱɼೖྗը૾ͷѹॖΛߦ͏Ͱ͋ΔɽΈࠐΈɼϓʔϦϯάʹΑͬͯಛྔͷந
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ग़ͱ࣍ݮݩΛߦͬͨޙɼNeural Network ͱಉ༷ͷશ݁߹ɼଈͪ (ଟ) ύʔηϓτϩϯʹΑͬͯྨΛ
ߦ͏ɽҎ্ͷωοτϫʔΫʹ͓͍ͯɼΈࠐΈͷΧʔωϧ͓Αͼશ݁߹ͷॏΈɾόΠΞεΛมͱͯ͠ڭ
ࢣσʔλʹΑֶͬͯशͤ͞Δ͜ͱͰɼతͷࣝผϞσϧΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ

CNN ʹΑΔྨͷҝɼࣝผϞσϧ࡞ͷલʹਓखʹΑΔΫϨʔλʔ܈ͷϥϕϧ͚Λߦ͏ɽϥϕϧ͚
ͷࡍɼநग़ͨ͠ΫϨʔλʔͷ DEM Λೋ࣍ݩը૾ͱͯ͠දࣔ͠ɼͦΕΛ࣮͕ऀݧࢹ֬ೝ͢Δ͜ͱʹΑͬ
ͯɼͲͷϥϕϧΛ༩͖͔͢ͷஅΛߦͬͨɽ༩͢ΔϥϕϧɼʮΫϨʔλʔͰͳ͍ʯʮඇதԝٰΫϨʔ
ターである」
「中央丘クレーターである」の三種とした．
「クレーターでない」というラベルを設けた理由は，
λʔͰ͋Δʯ
ʮதԝٰΫϨʔλʔͰ͋Δʯͷࡾछͱͨ͠ɽ͜ΕɼΑΓཏతͳதԝٰΫϨʔλʔ୳ࡧΛߦ͏
より網羅的な中央丘クレーター探索を行う為，RPSD
法において後述のようにパラメータを調整し，高再現
ҝɼRPSD ๏ʹ͓͍ͯޙड़ͷΑ͏ʹύϥϝʔλΛௐ͠ɼߴ࠶ݱద߹ͳσʔληοτΛ࡞ͨͨ͠ΊͰ
率低適合率なデータセットを作成したためである．加えて，
中央丘の有無に関係しない，CNN でのクレーター
͋Δ͜ͱʹՃ͑ɼதԝٰͷ༗ແʹؔ͠ͳ͍ɼCNN ͰͷΫϨʔλʔͷࣝผՄੑʹ͍ͭͯ͢ূݕΔͨΊͰ
の識別可能性についても検証するためでもある．
͋Δɽ

2.3 ద߹ͱ࠶ݱ
ຊ͍͓ͯʹڀݚਫ਼ධՁͷࢦඪͱͯ͠༻͍Δɼద߹͓Αͼ࠶͍ͯͭʹݱઆ໌͢Δɽҙͷϥϕϧ A ʹ
ؔ͢Δద߹ɺ࠶ݱͦΕͧΕҎԼͷࣜͰ͞ࢉܭΕΔɽ
ద߹ =

ػցֶशʹΑͬͯ A ͱࣝผ͞Εɼਖ਼ղͷϥϕϧ͕ A Ͱ͋Δσʔλͷ
ػցֶशʹΑͬͯ A ͱࣝผ͞Εͨσʔλͷ૯

࠶= ݱ

ػցֶशʹΑͬͯ A ͱࣝผ͞Εɼਖ਼ղͷϥϕϧ͕ A Ͱ͋Δσʔλͷ
ਖ਼ղͷϥϕϧ͕ A Ͱ͋Δσʔλͷ૯

ద߹ɺ࣮݁ݧՌ͕ͲΕఔޡΓͷͳ͍݁ՌΛ͍ࣔͤͯΔ͔ΛଌΔࢦඪͰ͋ΔɽҰํ࠶ݱɼ࣮݁ݧՌ͕ຊ
དྷݱΕΔ͖݁ՌΛͲΕఔ࿙Βͣ͞ʹ͍ࣔͤͯΔ͔ΛଌΔࢦඪͰ͋ΔɽҰൠʹ͜ͷೋࢦඪτϨʔυΦϑͷؔ
ʹ͋Δɽͭ·Γద߹Λ্͛Α͏ͱ͢Δ΄Ͳ࠶ݱԼ͠ɼݱ࠶ʹٯΛ্͛Α͏ͱ͢Δ΄Ͳద߹
Լ͢ΔɽຊͰڀݚɼதԝٰΫϨʔλʔʹର͢Δࣝผਫ਼ͷߴ͍ࣝผϞσϧΛߏங͢Δ͜ͱͰɼͦΕʹΑΔத
ԝٰΫϨʔλʔͷࣗಈநग़Λߦ͏͜ͱΛతͱ͍ͯ͠ΔɽΑͬͯɼதԝٰΫϨʔλʔҎ֎ͷΛதԝٰΫϨʔ
λʔͱͯࣝ͠ޡผ͞ΕΔࣄɼதԝٰΫϨʔλʔͰ͋Γͳ͕Βͦ͏ͱࣝผ͞Εͳ͍ࣄͷΑΓগͳ͍ɼͭ·Γத
ԝٰΫϨʔλʔʹؔ͢Δద߹ɾ࠶ݱͷߴ͍ࣝผϞσϧΛߏங͢Δ͜ͱ͕ຊڀݚͷओඪͰ͋Δɽ

3

࣮݁ݧՌ

3.1 σʔληοτ
ຊ࣮͍͓ͯʹݧɼISAS/JAXA ʹΑΓެ։͞Ε͍ͯΔ݄໘ͷ DEM σʔλΛ༻͍Δɽຊσʔλ݄໘ٿද
໘Λɼʮਖ਼ڑԁਤ๏ (Simple Cylindrical Projection)ʯͱݺΕΔಉܘͷԁ্ʹࣹӨ͢ΔӨ๏ʹΑͬͯ
ํʹܗมͰ্ͨͤ͞ܗɼԣ࣠ʹͳ͢ํܦΘͪ౦ɼॎ࣠ʹҢํ͢ͳΘͪೆΛͱͬͨͷͰ͋Δɽ
શٿ໘ 1◦ ʷ 1◦ ͷখਖ਼ํʹܗׂ͞Ε͓ͯΓɼখਖ਼ํܗҰຕʹ͖ͭ 4,096 ʷ 4,096 ϐΫηϧɼͦͷ֤ϐΫη
ϧ͝ͱʹߴσʔλ͕֨ೲ͞ΕͨόΠφϦσʔλͱͳ͍ͬͯΔɽখਖ਼ํܗશ෦Ͱ 360 ʷ 360 = 129, 600 ຕ
ଘࡏ͢Δ͕ɼೆͷ Ͳ΄ͮۙ͘ʹۃDEM ͷํܦͷΈ͕େ͖͘ͳ͍͖ͬͯΫϨʔλʔநग़͕ࠔʹ
ͳ͍ͬͯ͘ҝɼຊ͍͓ͯʹڀݚۙۃ࣮ݧରͱͤͣɼҢ 60◦ ʙೆҢ 60◦ ɼ౦ ܦ180◦ ʙ ܦ180◦ Λ࣮
ݧରͱͨ͠ɽ

RPSD ๏ʹΑͬͯநग़͞ΕͨΫϨʔλʔͷϥϕϧ͚Λࢪͨ݁͠ՌɼඇΫϨʔλʔͼٴඇதԝٰΫϨʔ
λʔʹର͠தԝٰΫϨʔλʔͷ͕ඇৗʹෆ͍ͯͨ͠ɽCNN Ͱͷֶशʹ͓͍ͯࢣڭσʔλͰ͋Δϥϕϧ
ͷσʔλ͕૬ରతʹʹۃগͳ͍߹ɼֶशޙͷࣝผϞσϧ͕ͦͷϥϕϧͷࣝผʹؔͯ͠ʹۃਫ਼ʹͳ
Δ͕͋ݥةΔɽΑֶͬͯशσʔληοτͰͷϥϕϧຖͷσʔλΛۉҰʹ͢ΔͨΊɼதԝٰΫϨʔλʔʹͷ
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ΈసɼճసͷॲཧΛࢪ͠ɼσʔληοτͷΦʔόʔαϯϓϦϯάΛߦͬͨɽ
લॲཧΛࢪͨ͠σʔληοτֶश༻σʔλͱςετσʔλʹׂ͠ɺֶश༻σʔλͰࣝผϞσϧͷֶशΛ
ߦ͍ɺςετσʔλͰࣝผਫ਼ͷূݕΛߦͬͨɻ

3.2 ύϥϝʔλ
࣮͠ࡍʹݧɼUSGS(ΞϝϦΧ࣭ௐࠪॴ)/NASA ΑΓެ։͞Ε͍ͯΔ*5 ΫϨʔλʔΧλϩά [7] Λʹݩɼ

RPSD ๏ʹ͓͚ΔύϥϝʔλͷҰ෦Λௐͨ͠ɽ ௐରͱͳΔύϥϝʔλɼΫϨʔλʔநग़ਫ਼ʹର͠
Өڹͷେ͖͍ f ͓Αͼ smin ͱͨ͠ɽ྆ύϥϝʔλʹڞɼΛେ͖͘͢Δఔநग़ରΫϨʔλʔͷܗঢ়ʹର͠
ͯີݫੑΛཁ͢ٻΔΑ͏ʹͳΔ͕ɼຊͰڀݚநग़͞ΕͨΫϨʔλʔͷࣝผΛ CNN ʹΑͬͯநग़͑ߦʹޙΔ
ҝɼ͜ͷີݫੑΛ؇ΊΔํͰͷௐΛߦͬͨɽ͜ΕΒɼf Λখ͘͢͞Δ͜ͱʹΑͬͯճసத৺ੑͷ͞ʹ
ΑͬͯؒҾ͔ΕΔΫϨʔλʔத৺ީิͷΛݮΒ͠ɼΑΓճసத৺ੑͷ͍த৺Λ༗͢ΔΫϨʔλʔɼͭ
·Γਅԁʹରͯ͠Έͷେ͖͍ΫϨʔλʔΛڐ༰͠ɼsmin ͷΛݮΒ͢ࣄͰΫϨʔλʔத৺͔Β౦ೆ͍
ͣΕ͔ͷҐஔʹผͷΫϨʔλʔʹΑΔʮ͙͑Εʯ͕ଘࡏͨ͠߹Λڐ༰͢ΔࣄͰɼநग़͞ΕΔΫϨʔλʔͷઈ
ରΛ૿͢ࣄΛҙਤͨ͠ͷͰ͋Δɽ྆ύϥϝʔλͷূݕɼௐάϦουαʔνʹΑͬͯߦ͍ɼ݁Ռͱ
ͯ͠ຊ͍༻͍͓ͯʹڀݚΔ f = 0.003ɼsmin = 3 ͱͨ͠ɽ͜ͷύϥϝʔλʹΑΔநग़Ͱɼநग़ରα
ΠζͷΫϨʔλʔʹର͠ 80% ͷ࠶ݱΛهͨ͠ɽ·ͨɼΫϨʔλʔத৺ީิͷಋग़ਫ਼ࢉܭͼٴίε
τݮͷͨΊɼlmin ɼlmax ࢁຊΒͷจͰ༻͍ΒΕ͍ͯͨͱൺֱͯ͠খ͞ͳͱͨ͠ɽΑΓେܕͷΫ
ϨʔλʔΛ୳ࡧ͢Δ߹ɼ͜ͷΛ૿େͤ͞ΔͷͰͳ͘ɼղੳର DEM σʔλΛͭͳ͗߹ΘͤɼͦΕ
Λ 4,096 ʷ 4,096 ʹॖখ͢Δ͜ͱͰநग़Մൣғʹམͱ͠ࠐΜͩɽҎ্ͷΑ͏ʹͯ͠ɼຊ࣮͍͓ͯʹݧҰճ
ͷ RPSD ๏͚͓ʹࢉܭΔղੳରൣғΛ 32◦ ࢛ํɼ64◦ ࢛ํɼ128◦ ࢛ํͷࡾ௨Γɼ(lmin , lmax ) ΛͦΕͧΕ

(8, 32), (8, 32), (16, 64) ͱ͢Δ͜ͱͰɼநग़ରΫϨʔλʔͷܘΛ߹Θͤͯ 4kmʙ128km ͱͨ͠ɽ͜Ε
Ҏ্ͷେ͖͞ͷΫϨʔλʔʹؔͯ͠ɼUSGS ͷΫϨʔλʔϦετʹࡌهͷΛར༻͠ɼRPSD ๏Λ༻͍
ͣʹࣗಈநग़ͨ͠ɽநग़͞ΕͨΫϨʔλʔͷதͰɼখܕͷΫϨʔλʔ͕େͰ͋Δͷʹର͠தԝٰΫϨʔ
λʔͷ͕গͳ͍ͨΊɼຊ࣮Ͱݧ͕ܘ 8km Ҏ্ͷΫϨʔλʔͷΈΛֶशʹར༻ͨ͠ɽ

3.3 ֶशϞσϧ
ຊ࣮ߏͰݧங͢Δ CNN ֶशϞσϧҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽ
ೖྗʹநग़͞Εͨ 500 ʷ 500 ͷΫϨʔλʔͷ DEM σʔλ

⇒ ϑΟϧλ 16 ͷΈࠐΈͼٴϓʔϦϯά
⇒ ϑΟϧλ 32 ͷΈࠐΈͼٴϓʔϦϯά
⇒ ϑΟϧλ 64 ͷΈࠐΈͼٴϓʔϦϯά

⇒ ϑΟϧλ 128 ͷΈࠐΈͼٴϓʔϦϯά

⇒ ϊʔυ 4,096ɼ׆ੑԽؔ Leaky Relu ͷશ݁߹ ʷ 2

⇒ ιϑτϚοΫεؔʹΑΔࡾྨ

ֶशʹ͓͚Δ࠷దԽΞϧΰϦζϜʹ Adam[8] Λ༻͍ͨɽ࣮ʹਂֶश༻ϑϨʔϜϫʔΫ Tensorflow[9]
Λɼ࣮ʹڥݧ NVIDIA GeForce 1080Ti Λ༻͠ɼGPU ʹڥΑΔֶशΛߦͬͨɽҰੈ͋ͨΓ 50 ຕ
ͷೖྗͰֶशΛߦ͍ɼֶशʹҰੈ͋ͨΓ 1.32 ඵΛཁͨ͠ɻ

*5

*5

USGS(ΞϝϦΧ࣭ௐࠪॴ)/NASA
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target

USGS（アメリカ地質調査所）/NASA
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target
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ද 1: ࣝผ݁Ռ
ਖ਼ղϥϕϧ

ࣝผ݁Ռ

ඇΫϨʔλʔ

ඇதԝٰ

தԝٰ

࠶ݱ

ద߹

ςετσʔλ

966

439

272

ࣝผ (ඇΫϨʔλʔ)

859

111

13

88.9%

87.4%

ࣝผ (ඇதԝٰ)

32

133

32

30.3%

67.5%

ࣝผ (தԝٰ)

75

195

227

83.5%

45.7%

ਤ 14: தԝٰΫϨʔλʔͷࣝผޭྫ

ਤ 15: தԝٰΫϨʔλʔͷࣝผࣦഊྫ

3.4 ࣝผਫ਼
ఏҊख๏ʹΑΓɼ3.3 અͷϞσϧΛ༻͍ɼϛχόον 50 ͷ֬తޯ߱Լ๏ [10] ʹΑͬͯ 20,000 ੈͷ
ֶशΛߦͬͨɽաֶशࢭͷͨΊɼearly stopping ʹΑͬͯ࠷దͳֶशϞσϧͷอ࣋Λਤͬͨɽ
ఏҊख๏ʹΑΔதԝٰΫϨʔλʔࣝผ݁Ռɼςετσʔλʹ͓͍ͯද 1 ͷΑ͏ʹͳͬͨɽ ද 1 ʹ͓͍ͯɺ
ԣ࣠ͷϥϕϧςετσʔλʹ܈༩ͨ͠ਖ਼ղͷϥϕϧɺॎ࣠ςετσʔλ܈Λࣝผͨ࣌͠ͷࣝผ݁ՌͰ͋
Δɻ͜ΕΑΓɼதԝٰΫϨʔλʔͷࣝผਫ਼࠶ ͕ݱ83.5%ɼద߹͕ 45.7% Ͱ͋ͬͨɽಛʹద߹͕
͘ɺϞσϧͱͯ͠ͷࣝผ੍தԝٰΫϨʔλʔΧλϩάͷ࡞ʹ༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ੍ʹୡ͍ͯ͠ͳ͍ͱ
ߟ͑Δɽద߹ͷཁҼʹ͍ͭͯɼਤ 15 ͷΑ͏ʹΫϨʔλʔ෦ʹى෬͕͋ΔΑ͏ͳΫϨʔλʔΛதԝٰΫ
Ϩʔλʔͱࣝޡผ͢Δࣄྫ͕ଟ͘ݟड͚ΒΕͨɽ͜ΕɼࢣڭσʔλΛਓྗͰ࡞ͨ͠ࡍɼதԝٰΫϨʔλʔ
ͷগͳ͞Λิ͏ͨΊɼΫϨʔλʔʹԿΒ͔ͷತߏ͕ଘࡏ͢ΔΑ͏ͳΫϨʔλʔΛશͯதԝٰΫϨʔ
λʔͱͯ͠ϥϕϧ͚͍ͯͨ͜͠ͱ͕ҰҼͱߟ͑ΒΕΔɽਤ 14 ͼٴਤ 15 ʹɼྨϞσϧʹதԝٰΫϨʔλʔ
ͱͯ͠ྨ͞ΕͨΫϨʔλʔͷࣝผޭྫࣝޡͼٴผྫΛࣔ͢ɽҰํɼதԝٰͷ༗ແΛߟྀ͠ͳ͍ΫϨʔλʔ
͔൱͔ͷࣝผਫ਼, ࠶ ͕ݱ82.6%ɼద߹͕ 83.3% Ͱ͋ͬͨɽ͜ΕΑΓɼΫϨʔλʔ͔൱͔ͷࣝผʹؔ͠
ては
が示唆されている．非クレーターでありながら中央丘クレーターとして誤識別される事例が特に多
ͯ CNN ͷ༗ޮੑΛ͍ࣔͯ͠Δͱ͑ݴΔɽඇΫϨʔλʔͰ͋Γͳ͕ΒதԝٰΫϨʔλʔͱͯࣝ͠ޡผ͞ΕΔ
かったため，出力をクレーターか否かの
2 ラベルのみとするような識別モデルを別に作成すれば，より高精
ࣄྫ͕ಛʹଟ͔ͬͨͨΊɼग़ྗΛΫϨʔλʔ͔൱͔ͷ
2 ϥϕϧͷΈͱ͢ΔΑ͏ͳࣝผϞσϧΛผʹ࡞͢Ε
度な識別モデルの実現が可能であると考えられる．
ɼΑΓߴਫ਼ͳࣝผϞσϧͷ࣮͕ݱՄͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
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4

·ͱΊ

ຊͰڀݚɼDEM σʔλͷը૾ॲཧతಛੑʹண͠ɼCNN ʹΑΔதԝٰΫϨʔλʔͷࣗಈࣝผख๏Λݕ
ূͨ͠ɽ࣮ݧͷ݁ՌɼࡏݱͷࣝผϞσϧʹΑͬͯະͷதԝٰΫϨʔλʔΛߴਫ਼ʹཏ͢Δʹ·ͩਫ਼͕
ෆेͰ͕͋ͬͨɼCNN ͕தԝٰΫϨʔλʔͷಛΛநग़Ͱ͖͍ͯΔՄੑߴ͍ͱߟ͑ΒΕΔ
.
示唆された．
ࠓޙͷ՝ͱͯ͠ɼRPSD ๏ͷશٿରԠʹΑΔࢣڭσʔλͷ૿Ճͱ݄໘ʹଘࡏ͢ΔશΫϨʔλʔͷཏɼٴ
ͼࢣڭσʔλͷ࠶ݕ౼ʹΑΔϞσϧͷ࠶ֶशɼߴਫ਼Խ͕͛ڍΒΕΔɽ·ͨɼఏҊख๏ΛΑΓ֦ு͠ɼதԝٰ
Ҏ֎ͷ݄໘ߏͷྨɼࣝผΛ DEM  ͼٴCNN Λ༻͍ͯߦ͏͜ͱ͕ɼຊڀݚͷΑΓൃలతͳ՝Ͱ͋Δɽ
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機械学習を用いた宇宙機の故障の予兆検知
梅津 里香*1，杉江 卓哉*1，長瀬 雅之*1，湖海 亮*1，
竹島 敏明*2，海老沢 研*2，満田 和久*2，山本 幸生*2

Detection of failure sign of spacecraft using machine learning
Rika Umezu*1，Takuya Sugie*1，Masayuki Nagase*1，Ryo Kokai*1，
Toshiaki Takeshima*2，Ken Ebisawa*2，Kazuhisa Mitsuda*2 and Yukio Yamamoto*2

Abstract
Safety and reliability of the spacecraft are very important. It is desirable to predict possible failures of a
spacecraft in advance and to have an operational environment leading to accident prevention. By applying
failure analysis utilizing machine learning technology to the operation data of a spacecraft, we accumulate
techniqus to detect defects beforehand and are doing research to contribute to stable operation of the
spacecraft. We tried to detect a sign of failure of the power supply using operational data of the X-ray
astronomical satellite "Suzaku". As a result, we suggest that it is possible to detect a sign of failure under
certain conditions.
Keywords: machine learning，failure analysis，spacecraft，Suzaku

概要
宇宙機は安全性や信頼性が厳しく問われ，未然に危険を予知し，事故防止に繋げる運用環境が
望まれる．宇宙機の運用データに機械学習の技術を適用して故障解析を行い，不具合を未然に検
知する技術を蓄積し，安定した宇宙機運用に資するための研究を行っている．
X 線天文衛星「すざく」の運用データを用いた電源系機器の故障の予兆検知を試み，一定条件
下での故障の予兆を検出することが可能であることを確認した．

1. はじめに
宇宙機は一度宇宙に打ち上げると修理を行うことが難しいため安全性，信頼性が厳しく問われ
る．そのため，日々の運用において未然に危険を予知し，事故防止に繋げる運用環境が望まれる．
宇宙機は 10 年以上の長期運用が行われる場合も多く，宇宙環境という過酷な環境に晒される中
で，運用中に故障する機器が少なくない．宇宙機の異常や故障の予兆を早期に検出することは，
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2
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安定運用のための重要な要件である．
長期運用される宇宙機には，膨大な運用データ・観測データが存在する．膨大なデータから得
られる運用中に発生した出来事と運用データの関係性を学習することで，機器の故障を事前に捉
えられる可能性があると考えられる．
本研究では，X 線天文衛星「すざく」の運用データを使用し，電源系機器に焦点をあてて故障
の予兆の早期検出を試みた．

2. 対象データ
故障の予兆検知を行い，その有用性を検証するには，運用中の機器のセンシングデータが存在
することや異常発生を表す情報が記録として残っていること等の条件がある．これらの条件を満
たし，かつ，約 10 年間の運用により十分なデータが溜まっている X 線天文衛星「すざく」を故障
の予兆検知の対象とした（表 1）．
表 1. X 線天文衛星「すざく」基本情報
打ち上げ

2005 年 7 月 10 日

科学観測終了

2015 年 8 月 26 日

軌道

高度 550km，傾斜角 31 度の円軌道

軌道周期

約 96 分

図 1. すざく衛星及び関連システムから
得られるデータの構成

衛星から得られるデータには，図 1 のように HK（HouseKeepeing）データや検出機器毎の観測
データなどがあるが，それらのほぼ全てが DARTS [1]上で公開されている．また，すざくのホー
ムページ [2]上では運用担当者による当時の運用ログ，観測ログを確認することも可能である．運
用，観測のログからは SAFEHOLD（何らかの原因で異常が発生した場合，熱電気的に安全な姿勢
を保持するモード）が発生した原因を確認することができる．これらのログを調査することで，
電源系機器の異常が原因と見られる SAFEHOLD を 7 箇所特定した．
運用期間中のバッテリ電圧と，電源系機器の異常が原因と考えられる SAFEHOLD のタイミン
グを示したものが図 2 である．打ち上げ後から 2012 年直前までは，バッテリの電圧値が安定的
に推移しているが，2012 年以後は，値が不安定になっていることが読み取れる．実際，太陽電池
の発生電力が打ち上げから 7 年目に急激に低下したことがすざく衛星の観測運用終了に至る経緯
の中に記されている [3]．そこには，観測運用終了に至った経緯としてバッテリの劣化が一要因と
して挙げられている．よって，バッテリの故障の予兆を検知することは宇宙機にとって重要なこ
とである．
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図 2. バッテリ電圧と電源起因の SAFEHOLD
（上：バッテリ A 電圧，下：バッテリ B 電圧，橙線が電源系機器起因の SAFEHOLD）
表 2. SAFEHOLD 発生時刻
すざく衛星の運用中に発生した SAFEHOLD のうち，電源系機

No.

SAFEHOLD 時刻

1

2012-01-24 01:27:46

器の異常が原因と見られる SAFEHOLD を表 2 にまとめた．この

2

2014-01-09 18:39:19

計 7 回の SAFEHOLD の発生をできる限り早期に検出することを

3

2014-01-16 19:21:00

目標とする．

4

2014-05-15 20:26:00

2011 年 12 月以降は，バッテリの状態が常時不安定となってお

5

2014-08-28 04:27:06

り，バッテリの使用方法についても工夫がなされ，頻繁にモード

6

2014-09-04 00:11:21

が変更されていた．先行研究 [4]を参考に運用期間を安定期フェ

7

2015-01-03 07:59:00

ーズ（～2011 年 12 月）と不安定期フェーズ（2011 年 12 月～）の
2 つに分け，不安定期に入り始めたタイミングの SAFEHOLD を検

出することを重視して確認を行う．
SAFEHOLD 発生の予兆を検出するための手法として機械学習を用いた．機械学習は，大量のデ
ータの中に潜んでいる傾向を学習によって導き出し，得られた学習結果に新たなデータを投入し
て将来の予測をする手法である．学習はバッテリの電圧や電流，太陽電池の温度など電源系機器
に関わる様々な HK データを組み合わせて行った．評価は学習済みモデルを使用して予測を行っ
た際の予測誤差を故障の予兆とみなして実施した．そのうち有用な結果が得られた 2 系統のバッ
テリ電圧・温度の計 4 項目のデータを利用した学習結果を以降に示す．

3. 異常検知手法
文献 [5] [6] [7]や先行研究 [8] [9] [10]を参考に今回の課題に適合する異常検知手法を選定して
評価を行った．その中で，不安定期の最初の異常を検出可能であった 4 つの手法について概要を
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示す．また，どの程度異常であるかを示す値（異常度）の算出方法についても合わせて示す．
その前に，各手法共通で実施するデータ前処理と学習データの抽出方法について説明する．
異常検知に用いるデータには欠損値が存在し，また，電圧と温度で出力されるタイミングが異
なるため学習前にデータを整形する必要がある．そのため，事前に線形補間を行い，一定間隔で
均一にリサンプリングしている．欠損の間隔が大きい場合はその期間のデータは対象外とした．
電源系機器は常時稼動しているため常に消耗している．10 年という長期間にわたって連続稼動
する過程で，正常時のデータの分布範囲も時間と共に変化していく．そのため，最初の期間の学
習データを使用し続けていると，正常時でも徐々に
異常度が高くなってしまう．これを避けるため，各手
法では，月が替わる毎に直近 1 月前のデータ（約
60,000 点）を訓練データとして学習し直している．
例を図 3 に示す．なお，SAFEHOLD が発生した異常
時のデータは学習から除外している．

図 3. 学習・評価の算出例

3.1 kNN を用いた異常検知
kNN（K Nearest Neighbor，k 近傍法）は，k 個の近傍との距離をもとに近い点は同じグループに
属するという考えからクラス分類に使用される手法である．今回は，最近傍のデータとの距離を
測定するために用いている．また，kNN は傾向を学習するのではなく，1 点 1 点との距離を測定
するため，最近傍との距離の算出に時間がかかる手法である．

図 4. バッテリ電圧の周期

図 5. kNN 異常判定

バッテリの電圧は衛星の軌道周期と同様の周期があり，約 96 分で 1 周期となる．横軸を時間，
縦軸を電圧で表したものが図 4 である．この 1 周期を 144 次元（40 秒刻み）のデータとして部分
時系列を作成した．その部分時系列を学習し，最近傍の距離を測定すると，図 5 のように正常な
データは近くに密集し，異常なものは遠くに分布する．よって，最近傍までの距離を異常度とし，
一定以上異常度が高いものを異常とみなす．
3.2 RNN を用いた異常検知
RNN（Recurrent Neaural Networks）は，時系列データの扱いに特化した NN（Neural Network）の
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一種である．NN は人間の脳の構造を模した機械学習のアルゴリズムであり，RNN は過去の隠れ
層を取り入れることにより時系列データの予測を可能としている．RNN の構造を図 6 に示す．

図 6. RNN モデル

図 7. RNN 実際の値（青）と予測値（橙）

シーケンス長を 30，隠れ層のノード数を 400 とし，直近の部分時系列を用いて現在値を予測す
るように学習し，実際の値と予測した値を比較する．正常時のデータを学習したモデルでは，異
常時のデータを予測できないため，予測値と実際の値の差が大きいほど異常であると考えること
ができる．よって，図 7 のように予測結果と実際の値の差（2 乗誤差）を異常度とし，異常を検
出する．
3.3 AutoEncoder を用いた異常検知
AutoEncoder（自己符号化器）は，NN を用いて特徴表現を獲得する機械学習の手法である．入
力層と出力層に同じデータを用いることで，ニューロン数を削減した中間層にデータの特徴を獲
得することができる．AutoEncoder の構造を図 8 に示す．

図 8. AutoEndoder モデル

図 9. AutoEncoder 実際の値（青）と再構成（橙）
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バッテリの電圧と温度の計 4 次元のデータを入力し，項目間の関係を学習する．入力した学習
データを出力層でそのまま再現するように学習した NN は，学習データと傾向が異なる異常時の
データを正しく再構成することができない．図 9 のように実際の値と再構成した結果の差（2 乗
誤差）の合計を異常度とし，異常を検出する．
3.4 OneClassSVM を用いた異常検知
SVM（サポートベクターマシン）は，マージン最大化という手法を用いてデータを 2 クラスに
分類する教師あり学習の手法である．OneClassSVM は，SVM と同様の手法を用い，データを 1 ク
ラスに分類することで外れ値を検出する教師なし学習の手法である．データのまわりに境界をつ
くりデータがそのクラスに属すかを判定し，それ以外は外れ値とみなす．

図 10. 周期の開始をあわせたバッテリ電圧

図 11. OneClassSVM 異常判定

図 10 のように，バッテリ電圧値の周期の開始タイミングを統一し，各タイミングの項目の値を
学習させる．学習した結果，生成される境界を図 11 に示す．正常の場合は境界内にプロットさ
れ，異常の場合は境界外の離れた位置に存在することになる．境界からの距離を異常度とし，異
常を検出する．OneClassSVM での学習には RBF カーネルを用いた．

4. 異常検知結果・考察
4.1 異常検知結果
3 章で説明した 4 つの手法を用いて異常を検出した結果を図 12，図 13，図 14，図 15 に示す．
正常状態と異常状態を区別するために閾値が必要であるが，訓練データが月毎に異なるため一
定値を基準とすることはできない．そのため，訓練データに関して異常度を算出し，その異常度
の標準偏差に一定値を掛け合わせた値を各月の閾値として算出した．閾値に掛け合わせる一定値
は，安定期に誤報が起らないよう手法毎に調整している．図の縦軸は異常率（学習データの異常
度/訓練データから算出した閾値）とし，
「1」を超えたもの（閾値を超えたもの）を異常とみなす．
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図 12. kNN 異常率（赤線：閾値，橙線：対象の SAFEHOLD）

図 13. RNN 異常率（赤線：閾値，橙線：対象の SAFEHOLD）

図 14. AutoEncoder 異常率（赤線：閾値，橙線：対象の SAFEHOLD）
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図 15. OneClassSVM 異常率（赤線：閾値，橙線：対象の SAFEHOLD）

4.2 考察
各手法での検出可能時間（SAFEHOLD をどれくらい前に検出することができたか，SAFEHOLD
前に異常度が閾値を超えた時間）を表 3 に示す．2 章で述べたとおり，不安定期は，バッテリの
状態が不安定になり，モード変更も行われていたことから，異常度も高く検出されている．ここ
では，安定期の誤報発生状況と不安定期初回の SAFEHOLD の検出結果に焦点を当て，学習時間お
よび異常度算出時間を含めて考察を行った．
表 3. 各手法での故障の予兆検知まとめ
SAFEHOLD 検出可能時間（時間前）

SAFE

安定

HOLD

期誤

2

3

4

5

6

7

検出数

報数

kNN

13

42

115

×

×

×

328

4/7

0

RNN

28

×

110

×

327

3/7

0

AutoEncoder

12

21

117

×

328

4/7

11

OneClassSVM

44

108

117

126

328

6/7

0

×

×

×

×

140

算出時間
（月あたり）

1

×

異常度
学習時間
（月あたり）

○

△

（1 分未満） （10 分未満）
△

○

（約 30 分）

（数秒）

△

○

（約 10 分）

（数秒）

○

○

（数秒）

（数秒）
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表 4. kNN の閾値と誤報の関係
SAFEHOLD 検出可能時間（時間前）
kNN

SAFEHOLD

安定期

1

2

3

4

5

6

7

検出数

誤報数

13

42

115

×

×

×

328

4/7

0

25

53

115

×

×

×

328

4/7

3

36

75

115

125

×

×

328

5/7

76

各手法において不安定期の初回の SAFEHOLD を 12 時間以上前から検出可能であることを確認
した．特に，RNN と OneClassSVM は安定期の誤報がなく，1 日以上前から検出することが可能で
ある．閾値の調整次第では，誤報も増えるが，検出可能時間を長くすることが可能である．安定
期の誤報を許容するのであれば，kNN も 1 日以上前から故障の予兆を検出することが可能である．
例えば，表 4 のように 3 件の誤報を許容するのであれば，kNN も 1 日以上前から故障の予兆を検
出することが可能である．
以上のことから，実際の宇宙機の運用においても，電源関連の値から算出された異常度やその
また実際の運用でも，電源関連の値から算出された異常度やその傾向から故障が発生しそうで
傾向から故障が発生しそうであるという予兆を検出することが可能である．運用要件にあわせて
あるという予兆を検出することが可能である．運用要件にあわせて調整することで，より早く故
閾値を調整することで，より早く故障の予兆を検出することもできる．
障の予兆を検出することができる．
今回の結果では，すざく衛星に対しては，安定期の誤報が少なく，より早期から多くの
SAFEHOLD を 検 出 す る こ と が で き ， か つ 学 習 及 び 異 常 度 算 出 に か か る 時 間 も 比 較 的 短 い
OneClassSVM が一番有用な手法であるといえる．このような結果となった要因の 1 つとして，kNN
や RNN，AutoEncoder はクラスタリングや予測値の推定に使用される手法であり，それらを応用
して異常検知に用いたのに対し，OneClassSVM は外れ値を検出することを目的とした手法であり，
今回の異常検知問題に関しても，その手法の特性が有効に働いたことが考えられる．

5. まとめ
機械学習技術を用いて，運用データから故障を事前に検知するためのモデル構築を行った．様々
なアルゴリズムを検証した結果，初回の故障の予兆検出に着目すると kNN，RNN，AutoEncoder，
OneClassSVM の 4 つのモデルで良好な結果が得られた．また，安定期の誤報数や検出可能時間か
ら OneClassSVM が 4 手法の中でも一番良い結果が得られた．安定期フェーズでの誤報を限りなく
抑えつつ，不安定期フェーズの中でも比較的安定した期間の最初の異常を 1 日以上前から検出こ
とが可能であり，実運用上有用であると考えられる．
今後は他の衛星へも同様の手法を適用できるか確認し，現在運用中の宇宙機や将来打ち上がる
宇宙機へ適用できるかを検討する．また運用で使用するためには，運用担当者にとって宇宙機の
状況が分かりやすいことも重要であるため，異常度が高くなると警告が発生するようなシステム
のプロトタイプを作成し，宇宙機の運用に貢献することを目標とする．
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1. 背景および目的
西日本に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨に代表される度重なる災害によって，専門家のみならず子供から大人
に至る一般市民の地球環境に関する注目度は高まっている.市民がそれを身近に学習するための道具として，デジタル地球
儀が有効と考える.JVC ケンウッドの触れる地球1)や Global Imagination の The Magic Planet2)など，多人数が一度に観覧できる
デジタル地球儀が市販されているが，小規模な組織で導入するにはいずれも高価である.他方で，科学館や小中学校におい
て導入可能な低予算で実現可能なデジタル地球儀として Dagik Earth3)4)が挙げられる.これまでキーボード，マウス，トラッ
クボール，Wii リモコン，バランス Wii ボード，Kinect，Leap Motion，赤外線リモコン，QR コードリーダーなどに代表され
る様々なコントローラーが，Dagik Earth に試行されてきた．しかしながら，デジタル地球儀そのものに触れてコンテンツ
を操作するユーザインターフェースは実現していなかった．そこで我々は，背面投影型デジタル地球儀 Dagik Earth のため
の半球面マルチタッチパネルの開発に着手した．

2. タッチパネルの仕組みと原理
2.1 光波におけるスネルの法則
図 1に半球面マルチタッチパネルの概念図を示す．赤外 LED によってアクリル半球の断面から入射した赤外線は，アク
リルと空気と境界面における全反射を繰り返して反対側の断面に到達する．この途中経路に触れることによって，赤外線
は指に反射する．これを赤外線カメラによって検出し，PC のポインティングデバイス制御と結び付けることによってタッ
チパネルを実現する．このようなタッチパネル方式は Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)方式と呼ばれる．次に前出し
た赤外線の全反射について考える．接合した2つの媒質 A および B の屈折率を𝑛𝑛� および𝑛𝑛� とし，その入射角および屈折角を

𝜃𝜃� および𝜃𝜃� とすると，スネルの法則𝑛𝑛� sin𝜃𝜃� � 𝑛𝑛� sin𝜃𝜃� が成り立つ.図 2より得られるアクリルの屈折率を𝑛𝑛� � ����，そして

空気の屈折率を𝑛𝑛� � ����として代入すると，sin𝜃𝜃� � �𝑛𝑛� ⁄𝑛𝑛� �sin𝜃𝜃� � �����⁄�����sin��⁄��となり，臨界角𝜃𝜃� � �����を超え
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図 1 半球面マルチタッチパネルの概念図．

図 2 光の波長に対するアクリルの屈折率6).
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2.2 赤外 LED とブラケット
赤外線のピーク波長が940nm，照射角が30°，順方向電流100mA 時の放射強度が40mW/sr である OptoSupply 社の直径3mm
の高輝度赤外 LED の OSI5LA3131A6)を使用した.図 3にこの赤外 LED 駆動回路を示す.試験段階の現在は，順方向電流を
100mA ちょうどにするために，安定化電源を用いて11.6V を供給している．直径40cm 厚さ3mm のアクリル半球の断面を240
番から2000番の耐水やすりで磨いた後に，アクリル研磨剤7)を用いて滑らかにした.このアクリル半球の断面に対して赤外
LED 光の中心軸を垂直に保持するために，ダブルクリップによって作成した LED ブラケットによってアクリル板を挟み込
んで固定した．この LED ブラケットは，PLUS 社の幅19mm のエアかるダブルクリップ CP-103AK を3mm の穴あけ加工する
ことによって作成した．LED ブラケットに搭載した赤外 LED をアクリル半球の断面に8個取り付け，その設置個所以外は
反射させるために白色塗料を塗った．
これまで様々な背面投影型 Dagik Earth の実装が公開されてきたが，それらの多くは，アクリル半球を支持するための
フランジ付きのアクリル半球が利用されてきた.しかしながら，本取り組みではアクリル板断面から赤外線を入射させるた
めに，荷重を支えるためのフランジを付けることができない．そこで図 4のアクリル半球の支持具を作成し，図 5のように
アクリル半球を4点支持した．

図 3 赤外
赤外 LED 駆動回路．
駆動回路．

図44 ダブルクリップを用いた着脱式
ダブルクリップを用いた着
図
のアクリル半球の支持具．
脱式 のアクリル半球の支持具．

図55 フランジ無しアクリル半球の4点支
図
フランジ無しアクリル半球の 4 点
持，およびフレキシブルアームを用いた
支持，およびフレキシブルアームを用い
赤外線 Web
カメラの支持を示す．
カメラの支持を示す．
た赤外線
Web

2.3 赤外線 Web カメラ
Dagik Earth と同様に，マルチタッチパネル機能も安価に実現することが望ましい.そこで本研究では，高価な既製品の赤
外線カメラを使わず，手頃な価格の Web カメラを，赤外線 Web カメラに改造した．使用した Web カメラは，バッファロー
の BSWHD06M である.多くの Web カメラと同様に，図 6の左図のような赤外域をカットするフィルターが組込まれていた
ので，ピンセットを用いてこれを除去した．さらには，図 7の様に Web カメラの CMOS センサ前に，光吸収・赤外線透過
フィルター（Infra Red (IR)フィルター）FUJIFILM IR84を組込んだ．短波長の可視光が IR フィルターによって吸収される時
の分光感度の概念図が図 6の右図である．以上に加えて，アクリル半球のエッジにおいて反射した赤外線をカメラが検出し
ないように，3φ のアルミワッシャーを CMOS センサー前に組込むことによってマスクした．このマスクの有無による検出
画像の差異を図 8に示す．

図 6 Web カメラの分光感度曲線の概念図を示す．多くの Web カメラは，左図のように赤外域をカットするフィルターが組み
込まれている．このフィルターを除去した後に，可視光除去フィルターを組込んで右図のような分光感度特性にする．
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図 8 左図は，アクリル半球のエッジで反射した赤外線が
見える．右図は，マスクを用いた際の赤外線 Web カメラの
画像である．
適切なサイズに切断した IR フィルター
図 7 適切なサイズに切断した
フィルター
センサ前に組み込む様子を示す．マ
を，CMOS センサ前に組み込む様子を示す．マ
スク用の3φ
スク用の
3φのワッシャーも同様に組み込む．
のワッシャーも同様に組み込む．

図 8 左図は，アクリル半球のエッジで反射した赤外
線が見える．右図は，マスクを用いた際の赤外線 Web
カメラの画像である．

2.4 タッチ箇所の検出とポインティングデバイス制御の紐づけ
指 が 触 れ た 箇 所 ， す な わ ち 赤 外 線 の 反 射 箇 所 を 検 出 す る た め に ， フ リ ー の ラ イ ブ ラ リ で あ る Community Core
Vision(CCV)8) Version 1.5の付属アプリケーションを利用した．図 9に CCV によるマルチタッチ検出の様子を示す．左上の画
像が赤外線 Web カメラによる入力画像である．ただし，入力画像に加えて，タッチ箇所の重心も描画されている．下の4つ
の画像は，背景除去，ノイズ除去，ハイパスフィルタ，弱いピクセルの増幅という各々のフィルターを入力画像に適用し
た画像である．右上の画像は全フィルターを適用後の画像であり，指が半球に触れることによって作られる白い小塊の1つ
1つにユニークな識別子が付与された．さらには，小塊の現在座標が3333番ポートから出力されることを確認した．仮に小
塊が移動しても，ひとたび付与された識別子はそのままであり，時々刻々と小塊の座標が出力される．しかしながら，小
塊がひとたび無くなった後に再び現れたとき，すなわち指をひとたび離してまた同じ指で触れた場合においては，新たな
識別子が付与される．

図 9 CCV によるマルチタッチ検出の様子を示す．

図図1010 遮光テスト環境．
遮光テスト環境．

図図1111 半球面マルチタッチパネルを操作している様子を示す.左
半球面マルチタッチパネルを操作している様子を示
図が回転前で，右図が回転後である．

す . 左図が回転前で，右図が回転後である．
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次に3333番ポートから出力される各々の小塊の現在座標をマルチタッチイベントに紐づけるために，Tangible User
Interface Object (TUIO)9)を用いた．TUIO にはサンプルアプリケーションが用意されていたものの，我々が必要とするキーボ
ード処理の機能不足があったため，Tuio.jar ライブラリを利用しつつ追加実装した DagikTouchController.jar を開発した10)．小
塊の座標を mouseMove メソッドに与える実装を行っている．
CCV，および TUIO を用いた DagikTouchController は共に Java 言語で書かれているため，Java Virtual Machine が動作する環
境であれば動作する．さらに赤外線 Web カメラは，USB インターフェースを持つ PC に接続される．そこで我々は，
Windows 10, Mac OS X, Raspbian 環境下において本システムの動作を確認した．

3. 実験および考察
11に遮光テスト環境を示す．Dagik Earth 用コンテンツを投影するためのプロジェクタの光路長を確保するため，高さ
図 10
は1.98m である．左図のように，19×89mm の木材をコーススレッドによって固定した骨組みに，リベットを付けた黒いプ
ラダンをロープでもやい結びして固定した．前面は，右図のように2重にしたサテン生地によって遮光している．遮光しつ
つ前面から内部に片手を入れてタッチ操作できるように設計されているため，図
10のとおり遮光テスト環境下において半
図 11
球面マルチタッチパネルの操作テストを行った．左図のように天頂に触れた後に，右図の状態まで手を触れたまま動かす
ことに従って，コンテンツが回転することを確認した．複数の赤外 LED が強め合う箇所でかつ，カメラの視野の中心であ
ることから，天頂付近の感度が良かった．球の端の感度を改善するには，赤外線 Web カメラを2×2の4台用いて放射状に設
置し，半球の端に至るまでカメラの視野を網羅すれば良いと考える．幸いなことに CCV は複数台のカメラ入力に対応して
いるため，半球の端の感度向上は実現可能と考える．
アクリル半球の支持も問題なく，天頂付近はそれほど強い力で押すことなくタッチ検出が可能であった．しかしながら，
コンテンツの回転動作時には横向きの動きに意識が取られ，球面に対して垂直な方向の力が弱まるため，回転動作の反応
が良くなかった．この押圧を定量的に測るために，インターリンク社の圧力センサーFSR40211)を手袋の指先に付け，
Arduino Uno の10ビット AD コンバーターによって，計測する仕組みを作成した．様々な被験者によるコンテンツ回転時の
押圧測定などの定量的な評価は，今後の課題である．

4. まとめ
本論文では，FTIR 方式を用いた背面投影型デジタル地球儀 Dagik Earth のための半球面マルチタッチパネルの開発状況を
報告した．
赤外線 LED, 赤外線 Web カメラ, CCV, TUIO を用いて半球面マルチタッチパネル・システムを構築した．未だ感度は十分で
はないものの，プロジェクタおよび赤外 LED を除く外部の光を遮った環境下において，半球面マルチタッチパネルを実現
した．今後は，カメラを複数台を使うなど，タッチパネルの応答性向上を狙う．本研究は，遮光テスト環境下において検
証を行ってきたため，実際に近い環境下で試験と改良を重ね，アウトリーチ現場へ提供することが次なる課題である．
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サポートツール

４．LSS訓練：ONC画像
C.
M.
P.
R.

... Crater
... Montes
... Planitia
... Rock

“キングダム”半球

LSSDPプロダクト
Box A観測

GCP-NAV

レンジ
レート

高度 20 kmから
直径：～800 m

Seven M.

ドップラー
データ

White P.
Bildung P.
Boar R.
Norm R.
（本初子午線†）
Burial Pit
Grimms M.

Apple R.
Mirror P.
Squire C.
Yodel M.
Horse C.

画像
テレメトリ

ドップラー 画像表示
モニタ

北極

Sneezy C.
Queen C.
Lumberjack C.
Comb R.

画像

管制卓

ΔV
コマンド

精細画像

ドップラー
データ生成

地上局模擬

テレメトリ
テレメトリ

コマンド

テレメトリ

コマンド

通信遅延模擬

探査機模擬

簡易画像 LIDAR
データ

画像
要求

精細画像 簡易画像 LIDAR
生成
生成
模擬

ダイナミクス
データ

ダイナミクス
データ授受

レイトレーシング

Coffin R.

Coal Hat R.
Snowman C.

地上設備

コマンド

Prince C.

各種属性

† Norm Rock南端を通る子午線を経度0°とした。
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形状
モデル

光学機器模擬

画像生成装置

ਤ 1: LSS ܇࿅ʹ͓͚Δ ONC ը૾ͷྫʢҾ༻ݩ: [10]ʣ

ਤ 3: HIL γϛϡϨʔλͷ֓ཁͱޫֶثػٖʢOISʣͷ
Ґஔ͚

Real-me Manual Shape/GCP
Matching for GCP-NAV Descent

2

Crical Operaons under
Large Communicaon Delay

OIS
ຊઅͰɼਤ 3 தʹࣔ͞ΕΔޫֶثػٖʢOISʣߏ

ஙͷ֓ཁΛड़Δɽ

2.1
2.1.1

Consistency among Ground Operator Behavior,
Operaon Procedure, Ground Tools, and Spacecra Behavior

OIS ͕ຬ͖ͨ͢ཁ݅
ɾਫ਼

֤छ܇࿅ͷՌΛߴΊΔͨΊʹɼOIS ཁ͞ٻΕΔ
Ԡ࣌ؒʹ܇࿅ߦʹेͳ࣭ͷٖը૾Λੜ͢

ਤ 2: RIO ܇࿅ུ֓ʢҾ༻ݩ: [11]ʣ

Δඞཁ͕͋Δɽ
ྫ͑ RIO ܇࿅Ͱڐ༰͞ΕΔԆ࣌ؒɼਫ਼ࡉը૾

ػɼ௨৴ڥɼ্ہɼ༷ʑͳٖίϯϙʔωϯτͰ

Ͱ 10 ఔɼ؆қը૾Ͱ 1 ඵఔͱͳΔɽଞํɼLSS

ߏ͞Ε͍ͯΔɽͦͷͻͱͭͱͯ͠ɼখ୳ࠪʹΔ

܇࿅ʹ͓͍ͯɼRIO ܇࿅ͱൺΔͱߴ͍ਫ਼ͷϨϯμ

ը૾ੜΛओతͱͨ͠ஔʢը૾ੜஔʣ͕։ൃ͞

Ϧϯά݁ՌΛఏ͢ڙΔඞཁ͕͋Δɽྫ͑Φʔόʔαϯ

Ε͍ͯΔɽը૾ੜஔʹ͓͍ͯɼ୳ࠪػΛٖ͢Δ
ίϯϙʔωϯτ͔Βड͚औͬͨμΠφϛΫεσʔλɼ
ٖ؍ଌʹ༻͞ΕΔޫֶثػͷߏʹ͍ͯͮجɼը

ϓϦϯάΛߟྀ͢Δͱɼສ × ສըૉఔͷϨϯμ

Ϧϯά͕ඞཁͱͳΔ߹͕͋ΓɼըૉຖͷҐஔਫ਼૬

Ԡͷͷ͕ඞཁͱͳΔɽྫ͑ཧֶ؍ଌʹ༻͍ΔԕΧ

૾υοϓϥʔσʔλͷٖσʔλ͕ੜ͞Εɼؔ

ϝϥʢONC-Tʣ[12] ͷը֯ 6 ఔͰ͋Δ͔Βɼ͜ͷ

͢Δίϯϙʔωϯτʹੜ݁Ռ͕ఏ͞ڙΕΔɽ

Α͏ͳ߹ɼ1 ըૉ͋ͨΓͷղ 1 ඵ֯ະຬͱͳΔɽ

ը૾ੜஔ RIO ܇࿅ͷΈͳΒͣɼLSS ܇࿅ͦ
ͷଞͷ༷ʑͳ܇࿅ɾূݕͷͨΊͷը૾ੜʹ͞ڙΕͯ

2.1.2

͓Γɼຊߘͷࣥච࣌ͰɼϦϡάͷܗঢ়Ϟσϧʹ
͍ͨͮجٖը૾ੜɼ͞Βʹద༻ൣғΛ͍͛ͯΔɽ
ͦͷը૾ੜஔʹ͓͍ͯத֩తͳػΛఏ͍ͯ͠ڙΔ

ΠϯλϑΣʔε

OIS ιϑτΣΞͱଞͷϓϩηεͱͷΠϯλϑΣʔε
ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽͳ͓ίϚϯυσʔλ֨ೲࣜܗ

ͷ͕ɼޫֶثػٖʢOptical Instruments Simulator,

ΛఆΊͨΠϯλϑΣʔεج४ॻඇެ։Ͱ͋ΔͨΊɼ͜

OISʣͰ͋Δɽ

͜Ͱ֓ཁΛड़ΔʹཹΊΔɽ

ҎԼɼ࣍અͰ OIS ߏஙͷ֓ཁΛड़ͨޙɼͦͷதͰ

• ଞϓϩηεͱͷΠϯλϑΣʔε TCP ͷιέοτ

ڞ௨ཁૉͱͯ͠༻͍ΒΕɼ͔ͭԋࢉෛՙͷߴ͍ϨΠτ
ϨʔγϯάػʹযΛߜͬͯɼͦͷݕ౼ɾධՁΛߦͬ

௨৴Λ༻͍Δɽ

ͨ݁Ռʹ͍ͭͯड़Δɽ
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ͷฤͱͯ͠ද͍ͯ͠ݱΔɽྫ͑ RIO ܇࿅Λ࣮ࢪ͢

ߦʹ͋ͨͬͯͷεςʔλειέοτ௨৴ͷฦ৴

Δ߹ɼOIS ͱͯ͠ਫ਼ࡉը૾ੜΛ୲͏ϓϩηεͱ؆

ͱͯ͠ཁʹݩٻ௨͢Δɽ

қը૾ੜɾLIDAR ٖΛ୲͏ϓϩηεͷ 2 ͕ͭฒߦ
Քಇ͢Δɽͦͷଞͷؔ࿈͢Δϓϩηεಉ࣌Քಇ͢Δ

• ίϚϯυͷϑΥʔϚοτ JSON ͠ͱࣜܗɼΔ

߹͕͋Δɽ

ύϥϝʔλࣄલʹఆٛ͞ΕͨͰࣜܗड͚औΔ
ͷͱ͢Δɽ͘͠ JSON ͰࣜܗύϥϝʔλΛ֨

2.2.1

ೲͨ͠ϑΝΠϧͷύεΛίϚϯυͱͯ͠ड͚औΔ.

OIS ιϑτΣΞͷॲཧʹ͍ͭͯɼͦͷུ֓ΛҎԼʹ

• ࣮ߦ݁ՌͱͳΔσʔλ܈લड़ͷίϚϯυʹΑΓ

ࣔ͢ɽ

ࢦఆ͞ΕͨͰࣜܗɼࢦఆ͞ΕͨϑΝΠϧγεςϜ
ʹॻ͖ग़͢ɽ

2.1.3

ॲཧͷྲྀΕ

OIS ιϑτΣΞͷىಈ OIS ιϑτΣΞɼඞཁͱ
͞ΕΔܗঢ়Ϟσϧ֤छଐੑใͷσʔλΛىಈ࣌ʹ

OIS ʹఏ͞ڙΕΔσʔλ

ಡΈࠐΈɼҎޙͷը૾ੜཁٻΛड৴͢ΔͨΊͷ TCP
ιέοτΛੜ͢ΔɽΔϙʔτ൪߸ϑΝΠϧʹอଘ

OIS ʹɼҎԼʹड़ΔΑ͏ͳܗঢ়Ϟσϧ֤छଐੑ
ΛऩΊͨϑΝΠϧ͕܈ఏ͞ڙΕΔɽ

ͯ͠ଞͷϓϩηε͔ΒࢀরՄͳঢ়ଶͱ͢Δɽ

֤छଐੑ

ը૾ੜཁٻɼμΠφϛΫεσʔλͷड৴

OIS ιϑτΣΞݪଇͱͯ͠ HIL γϛϡϨʔλ
ܗঢ়Ϟσϧ খ୳ࠪػɼͦͷଞٖʹඞཁͱͳΔ Ͱ֤छίϯϙʔωϯτͱ࿈͢ܞΔͷͰ͋ΔͨΊɼGUI
֤छܗঢ়Ϟσϧ͕ఏ͞ڙΕΔɽখϞσϧɼͦͷ༻ ͷΑ͏ͳରਓΠϯλϑΣʔε࣋ͨͳ͍ɽͦͷΘΓ
్ʹΑͬͯ 30 ສϙϦΰϯ͔Β 4 ԯϙϦΰϯఔͷʹ ܗɼTCP ௨৴Λϥοϓͨ͠ɼ؆қͷΫϥΠΞϯτ༻ CLI
Λఏ͢ڙΔɽ
ঢ়Ϟσϧ͕༻ҙ͞ΕΔɽ
ҎԼͷΑ͏ͳଐੑΛද͢σʔλߏͰ܈͞Ε

ΣΞɼը૾ੜͷཁൃ͕ٻੜ͢Δɼͦͷ࣌ͷ

͍ͯΔɽ͜ΕΒͷσʔλؔ࿈͢Δཧֶؔऀࡌػ

μΠφϛΫεσʔλͱը૾ੜ݅Λ TCP ιέοτܦ

͔ऀؔثΒఏ͞ڙΕΔͷͰ͋Γɼ܇࿅ͷతʹԠ

༝Ͱड৴͢ΔɽLIDAR ʹ࣮ݱը૾Λੜ͢ΔΧϝ

ͯ͡ը૾ੜʹ͞ڙΕΔɽ

• খܗঢ়Ϟσϧͷ֤ϙϦΰϯʹରͯ͠ɼ࣭
ͷଐੑΛ༩͑ΔରԠදɽγϛϡϨʔγϣϯͷ༻్

OIS ιϑτ

ϥͰͳ͍͕ɼιϑτΣΞ্Ͱ 1 ϐΫηϧͷਂ
ʢڑʣը૾ͱͯ͠ѻ͍ͬͯΔɽը૾ੜʹඞཁͱ͞Ε
ΔμΠφϛΫεσʔλɼOIS ιϑτΣΞ֎ͷϓϩη

ʹΑͬͯɼଞͷཧֶσʔλϘϧμʔࣝผͷ

ε͕୲͓ͬͯΓɼͦͷੜͷৄࡉʹ͍ͭͯຊߘͷର

ରԠදఏ͞ڙΕΔ߹͕͋Δɽ

֎ͱ͢Δɽ

• ଠཅϑϥογϡϥϯϓͷޫݯͷಛੑ.
ϨϯμϦϯά

OIS ιϑτΣΞɼड৴ͨ͠μΠφϛ

• ֤छ࣭ଐੑʢޫֶతಛੑʣ.

Ϋεσʔλͱɼىಈ࣌ʹಡΈࠐ·Εͨܗঢ়Ϟσϧʹ

• ࡌΧϝϥʢϑΟϧλɼCCDʣͷಛੑ.

͍ͯͮجըૉڑใΛ͢ࢉܭΔɽίϚϯυཁٻͷ
༰ʹΑͬͯɼ༧Ίఏ͞ڙΕ͍ͯΔ֤छଐੑըૉ

• ͦͷଞͷิॿతσʔλϕʔε.
ըૉࢉܭϥΠϒϥϦ

ࢉܭϥΠϒϥϦ͕༻͞ΕΔɽ

OIS ιϑτΣΞ͕ըૉΛܭ

݁Ռͷอଘ OIS ιϑτΣΞɼϨϯμϦϯά݁Ռͷ
ࢉ͢Δʹ͋ͨͬͯඞཁͱͳΔ͕ؔ܈ऩΊΒΕ͍ͯΔɽ ըૉڑใΛࢦఆ͞ΕͨϑΥʔϚοτͰϑΝΠ
ϧʹอଘ͠ɼͦͷεςʔλεΛ TCP ιέοτܦ༝Ͱฦ

2.2

OIS ιϑτΣΞ

৴͢Δɽ

OIS ιϑτΣΞɼલड़ͷཁ݅Λຬͨͨ͢Ίʹઃܭɾ  ػOIS ιϑτΣΞɼ࣍ͷը૾ੜཁ͕͋ٻΔ·
ߏங͞ΕͨɼϨΠτϨʔγϯάΛجຊͱͨ͠ϨϯμϦϯ Ͱ͢ػΔɽ
άιϑτΣΞͰ͋Γɼ֤छΧϝϥ LIDAR ͷޫֶ
ثػΛٖ͠ɼը૾ͷٖσʔλΛੜ͢ΔͷͰ

2.2.2

͋Δɽ

ઃఆϑΝΠϧ

ͳ͓࣮ࡍͷը૾ੜஔͰ༻్ຖʹෳͷϓϩηε

લड़ͷΑ͏ʹɼOIS ιϑτΣΞͰ JSON Ͱࣜܗί

͕ฒߦՔಇ͢Δ͜ͱ͕͋Δ͕ɼਤ 3 தͰศٓతʹ୯Ұ

ϚϯυΛಘΔ͜ͱͱͳ͍ͬͯΔͨΊɼىಈ࣌ʹ༻͍Δ֤
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{

}

"proc_out_directory":
"proc_image_name":
"proc_render_image_width":
"proc_render_image_height":
"proc_out_image_width":
"proc_out_image_height":
"proc_sensor_id":
"proc_fast_simulation":
...

{

"out",
"image.pgm",
2048,
2048,
512,
512,
9,
1,

}

"init_pid_file":
"init_port_file":
"init_ccd_db":
"init_model_probe":
"init_model_asteroid":
"init_geological_unit_id":
...

"run/pid.txt",
"run/port.txt",
"data/ccd",
"models/probe.stl",
"models/ast.stl",
"models/ast.dat",

ਤ 5: JSON ͷॻࣜྫʢىಈ༻ઃఆʣ
ਤ 4: JSON ͷॻࣜྫ

ද 1: ը૾ੜʹΔબࢶͷൺֱ

छઃఆϑΝΠϧݪଇͱͯ͠ JSON Ͱهड़͢Δ͜ͱͱ͢
Δɽਤ 4 ʹ JSON ͷॻࣜྫΛࣔ͢ɽ͜ͷྫʹهड़͞Ε
ͨύϥϝʔλɼىಈ࣌ʹ࣮ߦ࣌ͷίϚϯυͱͯ͠
༻ՄͳͷͰ͋Δɽ
͜͜ʹྫࣔ͞Εͨ༰ɼ࣍ͷΑ͏ʹղऍ͞ΕΔɽग़ྗ
σΟϨΫτϦʢproc_out_directoryʣΛ “out” ͱ͠ɼϑΝ
Πϧ໊ʢproc_image_nameʣΛ “image.pgm” ͱ͢Δɽ
ϨϯμϦϯά෯ʢproc_render_image_widthʣΛ 2048

ਫ਼ࡉը૾ੜ

؆қը૾ੜ

ϙϦΰϯ

ʙ4 ԯ

ʙ500 ສ

ըૉࢉܭ

֎෦ϥΠϒϥϦ

؆қ Hapke Ϟσϧ

࣭ใ

ϙϦΰϯຖ

Ұ

ཧֶσʔλ

Φϓγϣϯ

ແ

ਵॲཧ

ະఆٛ

LIDAR ٖ
ը৺ࢉܭ

Φʔόʔα

ͱ͠ɼߴ͞ʢproc_render_image_heightʣΛ 2048 ͱ͢

ඞਢ

Φϓγϣϯ

ϯϓϦϯά

Δɽग़ྗ෯ʢproc_out_image_widthʣΛ 512 ͱ͠ɼߴ
͞ʢproc_out_image_heightʣΛ 512 ͱ͢Δɽ͢ͳΘͪɼ

͜ͷྫ 4 ഒͷΦʔόʔαϯϓϦϯάΛཁ͍ͯ͠ٻΔɽ༻ ͘ίϚϯυʹΑͬͯ༩͑ΒΕΔ֤छύϥϝʔλͰΧε
͍ΔΧϝϥͱϑΟϧλͷΈ߹Θͤʢproc_sensor_idʣ λϚΠζ͞ΕΔͷͰ͋Δɽ
 9 ൪ͱ͠ɼ࣭ଐੑʹґΒͳ͍ߴͷϨϯμϦϯά
؆қը૾ੜʹ͋ͨͬͯɼLIDAR[13] ٖɼੜ

ʢproc_fast_simulationʣΛཁ͢ٻΔɽ

͞Εͨը૾ʹ͍ͨͮج؆қతͳը৺ࢉܭͷཁ͕ٻซ

ܗঢ়Ϟσϧɼಡࠐʹ࣌ؒΛཁ͢ΔҰํͰ܇࿅ʹΔ

༻͞ΕΔ͜ͱ͕͋Δɽਫ਼ࡉը૾ੜʹ͋ͨͬͯɼཧֶ

Ұ࿈ͷϨϯμϦϯάʹ͓͍ͯมߋ͢Δඞཁ͕ͳ͍σʔλ

σʔλɼผ్ఏ͞ڙΕΔσʔλΛซ༻ͨ͠ϨϯμϦϯ

ɼมߋ͢Δ͜ͱ͕·͘͠ͳ͍ύϥϝʔϥྨɼϓϩ

ά͕ཁ͞ٻΕΔ͜ͱ͕͋Δɽ

ηεͷىಈ࣌ʹ༩͑ΒΕͨͷΈΛ༗ޮͱ͢ΔɽͦͷΑ

ըૉࢉܭɼ2 छྨͷखஈΛ͍͚Δɽ

͏ͳύϥϝʔλͷྫΛਤ 5 ʹࣔ͢ɽ

͜͜ʹྫࣔ͞Εͨ༰ɼ࣍ͷΑ͏ʹղऍ͞ΕΔɽϓ ֎෦ϥΠϒϥϦΛ༻͍ͨըૉ ࢉܭਫ਼ࡉը૾ੜ͕ࢦ
ϩηε IDʢinit_pid_fileʣΛ “run/pid.txt” ʹ֨ೲ͢Δɽ ࣔ͞Εͨ߹ɼΔը૾ੜʹඞཁͱͳΔ࣭ใ
ίϚϯυड৴ʹ༻͢Δ TCP ιέοτͷϙʔτ൪߸ ֯ใʢೖࣹ֯ɼ؍ଌ֯ɼҐ૬֯ʣΛըૉຖʹه͠

ʢinit_port_fileʣ “run/port.txt” ʹ֨ೲ͢ΔɽCCD

্ͨͰɼىಈ࣌ʹಡΈࠐ·Ε֤ͨछଐੑσʔλΛఴ͑

ͷಛੑσʔλϕʔεʢinit_ccd_dbʣΛ “data/ccd” ͔
ΒಡΈࠐΉɽ୳ࠪػͷܗঢ়Ϟσϧʢinit_model_probeʣ
Λ “models/probe.stl” ͔ΒಡΈࠐΉɽখͷܗঢ়Ϟσ

ͯɼըૉࢉܭϥΠϒϥϦΛͼݺग़͢ɽ
؆қ Hapke ϞσϧΛ༻͍ͨըૉࢉܭ

؆қը૾ੜ

ϧʢinit_model_asteroidʣΛ “models/ast.stl” ͔ΒಡΈ

ͷͨΊʹɼ؆қ൛ͷ Hapke ύϥϝʔλΛ༻͍ࣹͨϞ

ࠐΉɽখͷ࣭ใʢinit_geological_unit_idʣΛ

σϧʢຊߘͰ؆қ Hapke Ϟσϧͱ͢هʣΛಋೖ͢Δɽ

“models/ast.dat” ͔ΒಡΈࠐΉɽ

͜Εਫ਼ࡉը૾ੜʹ͓͍ͯ֎෦ͷըૉࢉܭϥΠϒϥ
Ϧ͕࣮ߦ͍ͯ͠ΔࢉܭΛɼ࣭ଐੑεϖΫτϧ

2.3

ʹґΒͣߴͰࢉܭ༻͢ΔͷͰ͋Δɽ

ը૾ੜͷબࢶ

ຊߘͰ࠾༻ͨ͠؆қ Hapke Ϟσϧʹ͓͍ͯըૉ r
OIS ιϑτΣΞɼେผ͢Δͱ 2 छྨͷը૾ੜΛ Λ͢ࢉܭΔࣜΛࣜ 1 ʹࣔ͢ [14]ɽͳ͓ɼ͜ͷࣜ OIS ͷ
ߦ͏͜ͱ͕ظ͞Ε͍ͯΔɽͻͱͭਫ਼ࡉը૾ੜͰ͋ ༻్ʹΑͬͯมߋ͞ΕΔՄੑ͕͋Δɽ
Γɼ͏ͻͱͭ؆қը૾ੜͰ͋Δɽ྆ऀͷ͓͓·͔

r(σ, e, α) =

ͳ۠ผΛද 1 ʹࣔ͢ɽͨͩ͜͠ΕΒͷ۠ผɼݻఆ͞Ε
ͨཁͰ༷ٻͳ͘ɼ܇࿅ͷ༻్ʹԠͯ͡ɼىಈ࣌͠

cos σ
ω
{[1 + B(α)] p(α)+
4π cos σ + cos e
(1)
H(cos σ)H(cos e) − 1}
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͜͜Ͱ σ ೖࣹ֯ɼe ؍ଌ֯ɼα Ґ૬֯Λද͢ɽB(α)ɼ

p(α)ɼH(x) ɼͦΕͧΕࣜ 2ɼࣜ 3ɼࣜ 4 Ͱද͞ΕΔ.
B0

B(α) =
1+

1

tan

α

2
1 − ξ2
p(α) =
3
(1 + 2ξ cos α + ξ 2 ) 2
1 + 2x
√
H(x) =
1 + 2x 1 − ω
h

(2)

 ٭ب٤⪢✄

Λࢀর͢Δɽ

ਤ 6: γʔϯຖͷ voxel ׂ

3.2.1

Voxel ׂख๏ͷൺֱ

γʔϯຖͷ voxel ׂ

ϨΠτϨʔγϯά

γʔϯຖͷ voxel ׂͷྫΛ

ਤ 6 ʹࣔ͢ɽҎޙɼຊߘʹ͓͍ͯ voxel ׂΛ؆қʹ
ද͢ݱΔͨΊʹ 2 ࣍ݩͷγʔϯͰ 4 ׂΛجຊͱͨ͠

ຊઅʹ͓͍ͯɼOIS ιϑτΣΞͷػͷཁͱͳͬ
͍ͯΔϨΠτϨʔγϯάʹ͍ͭͯɼͦͷུ֓Λड़Δɽ

ਤΛ͕ࣔ͢ɼOIS ιϑτΣΞʹ͓͚Δ voxel ׂ 3
࣍Ͱۭؒݩɼ֤࣠ํʹ 2 ׂɼ߹ 8 ׂ͢Δ͜ͱ
Λجຊͱ࣮ͯ͠ߦ͞ΕΔɽ

ιϑτΣΞϨΠτϨʔγϯάͷ࠾༻

γʔϯຖʹ voxel ׂ͢Δʹ͋ͨͬͯɼγʔϯͷ
ΦϒδΣΫτஔ͕มԽ͢Δʹ voxel ׂΛ࠶࣮ߦ͢

جຊతͳख๏ɼจ[ ݙ15] ͷධՁ݁ՌʹؑΈͯɼܗ

Δ͜ͱͱͳΔɽຊߘͰఆ͢Δը૾ੜஔʹ͓͍ͯɼ

ঢ়ͷࢉܭɼӨͷʹڞࢉܭϨΠτϨʔγϯάΛ࠾༻͢Δ͜

ٖ͢Δը૾ຖʹΦϒδΣΫτஔ͕ҟͳΔͨΊɼγʔ

ͱͱ͢Δɽ͜Εɼಛʹ LSS ܇࿅ʹ͓͍ͯɼӄӨͷඳ

ϯຖͷ voxel ׂΛ࠾༻ͨ͠߹ɼϨϯμϦϯάͷʹ
voxel ׂΛͨͶͳΒͳ͍ɽ

ࣸΛؚΊͯɼߴ͍ϨϯμϦϯάਫ਼Λཁ͞ٻΕΔ͜ͱʹ
ڌΔɽਫ਼ͷͰ؍·ͨɼ୯ਫ਼ුಈখԋࢉͰ

LSS ܇࿅ʹΔߴ͍ਫ਼ཁٻΛຬͨͤͳ͍ͨΊɼ࠲ඪܭ
ࢉʹΔԋࢉഒਫ਼ුಈখΛ༻͍Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ͷͰ؍ GPGPU ʹΑΔߴԽݕ౼՝ͱ

ΦϒδΣΫτຖͷׂ

͜Εʹରͯ͠ɼΦϒδΣΫτۭ

ؒຖͷ voxel ׂͷྫΛਤ 7 ʹࣔ͢ɽvoxel ͷࡉԽ
֤ΦϒδΣΫτͷ࠲ඪ͞ߦ࣮ͰܥΕΔͨΊɼγʔϯ

ͯ͛͠ڍΒΕΔ͕ɼຊߘ͕ରͱ͢Δը૾ੜஔʹ͓

ͷΦϒδΣΫτஔ͕มΘͬͯɼΦϒδΣΫτۭؒʹ

͍ͯɼCPU ԋࢉΛ࠾༻͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ࠷େͷཧ༝

͓͚ΔΦϒδΣΫτܗঢ়͕มԽ͠ͳ͍ݶΓɼvoxel 

ܗঢ়Ϟσϧͷنʹ͋Δɽ܇࿅ʹ༻͍ΒΕΔܗঢ়Ϟσ

ׂΛ࠶࣮ߦ͢Δඞཁͳ͍ɽ

ϧɼ4 ԯϙϦΰϯ͍ۙϞσϧ͕ଘࡏ͠ɼ։ൃ࣌Ͱೖ

OIS ͷ༻్ʹݶΕɼؔ࿈͢Δ܇࿅Λ௨ͯ͡ɼΦϒ

खͰ͖Δ GPU ͷϝϞϦ༰ྔͰɼͦͷΑ͏ͳαΠζͷ
ܗঢ়ϞσϧΛऩ༰͢Δ͜ͱࠔͰ͋Δͱஅ͞Εͨɽ
؆қը૾ͷੜʹ͋ͨͬͯܰྔͷܗঢ়Ϟσϧ͕༻͍

δΣΫτͷมܗߟྀ͠ͳͯ͘ྑ͍ɽԾʹม͕ͨͬ͋ܗ
ͱͯ͠ɼมܗͷͳ͍ෳͷΦϒδΣΫτʹ༧Ί͢
Δ͜ͱͰରॲՄͰ͋Δɽ

ΒΕɼߴ͍ਫ਼ཁ͞ٻΕͳ͍ͨΊɼGPGPU ରԠͷ

·ͨ܇࿅ʹઌཱͬͯͷ४උ࣌ؒेʹઃ͚Δ͜ͱ͕

ιϑτΣΞΛฒߦͯ͠։ൃ͢Δબࢶɼ୯ਫ਼ුಈ
খԋࢉΛ༻͍Δબࢶ͕͋ͬͨɼޙड़ͷΑ͏ʹɼ

CPU Λ༻͍ͨഒਫ਼ුಈখԋࢉʹΑΔϨΠτϨʔ

Ͱ͖ΔͷͰɼ܇࿅։࢝લʹ Voxel ׂΛྃ͢Δ͜ͱͰɼ
܇࿅த voxel ׂʹཁ͢Δ࣌ؒΛ࣮࣭ 0 ʹ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δɽ

γϯάͰॴͷ࣌ؒʹॲཧΛऴ͑ΒΕΔॲཱ͕ͬ
ͨͨΊɼ։ൃɾอकίετݮͷ͔؍Βɼഒਫ਼ුಈ

ϨΠτϨʔγϯά࣌ͷ voxel ׂͷӨڹ

খʹΑΔ CPU ԋࢉʹҰຊԽ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ

3.2

 箖⮔ⵊ 

(4)

OIS ʹ͓͍ͯ؆қతʹɼલड़ͷ࣭ଐੑ͔Βදతͳ

3.1

 箖⮔ⵊ 

(3)

͜͜Ͱ ω ɼB0 ɼhɼξ ɼ࣭ʹΑͬͯఆ·ΔͰ͋Δɽ

3

 箖⮔ⵊ 

ϨΠτϨʔ

γϯάʹ͓͍ͯɼϨϯμϦϯά࣌ͷϨΠͷʹ૬Ԡ
ͷ࣌ؒΛཁ͢ΔɽVoxel ׂΛΦϒδΣΫτ୯ҐͰ࣮ࢪ

Voxel ׂ

͢Δ߹ɼγʔϯͰ୯ҰͷϨΠʢࢹઢɼޫઢʣͰ͋
ΔͷΛɼ֤ΦϒδΣΫτۭؒຖʹ࠲ඪม͠ɼҟͳΔ

ϨΠτϨʔγϯάʹ͓͍ͯɼvoxel ׂ͕ߴԽͷ

ϨΠͱͯ͠ѻ͏͜ͱͱͳΔɽྫ͑ਤ 7 ͷγʔϯͰ͋Ε

ཁͷͻͱͭͱͳΔɽຊߘʹ͓͍ͯจ[ ݙ15] ʹଇͬͨ

ɼਤ 8 ͷΑ͏ʹ 2 ͭͷΦϒδΣΫτۭؒʹ͓͍ͯʑ

voxel ׂΛ࠾༻͠ɼͦͷධՁΛߦͳͬͨɽҎԼʹɼͦ
ͷ voxel ׂख๏ͷ֓ཁΛࣔ͢ɽ

ͷϨΠΛ͢Δ͜ͱͱͳΔɽͦͷ֓೦ਤΛਤ 9 ʹࣔ͢ɽ

5
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ਤ 10: Ϧϡάͱ୳ࠪػͷҐஔؔ
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ਤ 8: ࠲ඪܥͷରൺ
ਤ 8: ࠲ඪܥͷରൺ
ਤ 8: ࠲ඪܥͷରൺ
ଟͷΦϒδΣΫτΛѻ͏߹ɼ͜ͷΑ͏ͳΦʔ
ଟͷΦϒδΣΫτΛѻ͏߹ɼ͜ͷΑ͏ͳΦʔ
όʔϔουΛແࢹͰ͖ͳ͘ͳΔՄੑ͕͋Δɽ͔͠͠ͳ
ଟͷΦϒδΣΫτΛѻ͏߹ɼ͜ͷΑ͏ͳΦʔ
όʔϔουΛແࢹͰ͖ͳ͘ͳΔՄੑ͕͋Δɽ͔͠͠ͳ
OIS ͕ѻ͏γʔϯʹ͓͍ͯɼΦϒδΣΫτݶ
͕Β
όʔϔουΛແࢹͰ͖ͳ͘ͳΔՄੑ͕͋Δɽ͔͠͠ͳ
͕Β OIS ͕ѻ͏γʔϯʹ͓͍ͯɼΦϒδΣΫτݶ
2
ΒΕ͓ͯΓɼओཁͳΦϒδΣΫτ୳ࠪͱػখͷ
OIS ͕ѻ͏γʔϯʹ͓͍ͯɼΦϒδΣΫτݶ
͕Β
2
ΒΕ͓ͯΓɼओཁͳΦϒδΣΫτ୳ࠪͱػখͷ
ͭͰ͋Δɽ܇࿅༰ʹΑͬͯएׯͷΦϒδΣΫτ͕ՃΘ
2
ΒΕ͓ͯΓɼओཁͳΦϒδΣΫτ୳ࠪͱػখͷ
ͭͰ͋Δɽ܇࿅༰ʹΑͬͯएׯͷΦϒδΣΫτ͕ՃΘ
ΔఔͰ͋Δɽ
ͭͰ͋Δɽ܇࿅༰ʹΑͬͯएׯͷΦϒδΣΫτ͕ՃΘ
ΔఔͰ͋Δɽ
ΔఔͰ͋Δɽ

3.2.2 γʔϯஔͷ࣮ྫ
3.2.2 γʔϯஔͷ࣮ྫ
3.2.2
γʔϯஔͷ࣮ྫ
࣮ࡍʹఆ͠͏Δখͱ୳ࠪػͷؔΛਤ
10 ʹࣔ
࣮ࡍʹఆ͠͏Δখͱ୳ࠪػͷؔΛਤ 10 ʹࣔ
2
ʯʹΑΔϦϡά
͢ɽಉਤʹ͓͍ͯɼࠨਤʮͿ͞
࣮ࡍʹఆ͠͏Δখͱ୳ࠪػͷؔΛਤ
10 ʹࣔ
2ʯʹΑΔϦϡά
͢ɽಉਤʹ͓͍ͯɼࠨਤʮͿ͞
ͷࡱ૾ྫʢ࣮ը૾ʣͰ͋Δɽӈਤɼ͜ͷҐஔؔΛ
2ʯʹΑΔϦϡά
͢ɽಉਤʹ͓͍ͯɼࠨਤʮͿ͞
ͷࡱ૾ྫʢ࣮ը૾ʣͰ͋Δɽӈਤɼ͜ͷҐஔؔΛ
ࣜతʹදͨ͠ݱͷͰ͋ΔɽϦϡάͱʮͿ͞
ͷࡱ૾ྫʢ࣮ը૾ʣͰ͋Δɽӈਤɼ͜ͷҐஔؔΛ
ࣜతʹදͨ͠ݱͷͰ͋ΔɽϦϡάͱʮͿ͞
2ࣜతʹදͨ͠ݱͷͰ͋ΔɽϦϡάͱʮͿ͞
ʯͷαΠζ 100 ഒҎ্ͷ։͖͕͋ΓɼਤதͰʮ
2ʯͷαΠζ 100 ഒҎ্ͷ։͖͕͋ΓɼਤதͰʮ
2ʯͰද͞ݱΕΔͷΈͱͳ͍ͬͯΔɽӈਤͷ੨
Ϳ͞
2ʯͷαΠζ
100 ഒҎ্ͷ։͖͕͋ΓɼਤதͰʮ
2ʯͰද͞ݱΕΔͷΈͱͳ͍ͬͯΔɽӈਤͷ੨
Ϳ͞
ONC-W1[17] ͷࢹൣ
৭෦ࠨਤΛࡱ૾ͨ͠Χϝϥɼ
2
ʯͰද͞ݱΕΔͷΈͱͳ͍ͬͯΔɽӈਤͷ੨
Ϳ͞
৭෦ࠨਤΛࡱ૾ͨ͠ΧϝϥɼONC-W1[17] ͷࢹൣ
ғΛྫ͍ࣔͯ͠ΔɽONC-W1 ͱฒΜͰԕଆͷࡱ૾Λ
ONC-W1[17] ͷࢹൣ
৭෦ࠨਤΛࡱ૾ͨ͠Χϝϥɼ
ғΛྫ͍ࣔͯ͠ΔɽONC-W1 ͱฒΜͰԕଆͷࡱ૾Λ
ONC-TONC-W1
ͷࢹൣғԫ৭Ͱྫ͍ࣔͯ͠Δɽ
୲͏Χϝϥɼ
ͱฒΜͰԕଆͷࡱ૾Λ
ғΛྫ͍ࣔͯ͠Δɽ
୲͏ΧϝϥɼONC-T ͷࢹൣғԫ৭Ͱྫ͍ࣔͯ͠Δɽ
͜͜ͰɼΧϝϥͷΈͳΒͣɼΧϝϥͷޙΖଆʹҐஔ͠
ONC-T ͷࢹൣғԫ৭Ͱྫ͍ࣔͯ͠Δɽ
୲͏Χϝϥɼ
͜͜ͰɼΧϝϥͷΈͳΒͣɼΧϝϥͷޙΖଆʹҐஔ͠
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ਤ 11: ϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂͷରൺ
ਤ 11: ϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂͷରൺ
ਤ 11: ϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂͷରൺ
͍ܾͯͯͯ͠ඳ͔Εͳ͍୳ࠪػͷΦϒδΣΫτ
͍ܾͯͯͯ͠ඳ͔Εͳ͍୳ࠪػͷΦϒδΣΫτ
ಉ࣌ʹγʔϯʹஔ͢Δͷɼ୳͕ࠪػখʹམͱ
͍ܾͯͯͯ͠ඳ͔Εͳ͍୳ࠪػͷΦϒδΣΫτ
ಉ࣌ʹγʔϯʹஔ͢Δͷɼ୳͕ࠪػখʹམͱ
10 ͷࠨਤʹখ͞ͳ
͢ӨΛඳࣸ͢ΔͨΊͰ͋Δɽਤ
ಉ࣌ʹγʔϯʹஔ͢Δͷɼ୳͕ࠪػখʹམͱ
10 ͷࠨਤʹখ͞ͳ
͢ӨΛඳࣸ͢ΔͨΊͰ͋Δɽਤ
2ʯ͕࣮ࡍʹӨΛམͱ͍ͯ͠Δʢಉ
Ͱ͋Δ͕ʮͿ͞
10 ͷࠨਤʹখ͞ͳ
͢ӨΛඳࣸ͢ΔͨΊͰ͋Δɽਤ
Ͱ͋Δ͕ʮͿ͞ 2ʯ͕࣮ࡍʹӨΛམͱ͍ͯ͠Δʢಉ
ਤதͷҹ෦ʣ
ɽ
Ͱ͋Δ͕ʮͿ͞
ਤதͷҹ෦ʣ
ɽ 2ʯ͕࣮ࡍʹӨΛམͱ͍ͯ͠Δʢಉ
͜ͷΑ͏ʹɼ֤ΦϒδΣΫτͷαΠζʹൺͯɼ୳ࠪ
ਤதͷҹ෦ʣ
ɽ
͜ͷΑ͏ʹɼ֤ΦϒδΣΫτͷαΠζʹൺͯɼ୳ࠪ
ػɾখΛؚΉγʔϯશମͷαΠζඞͣ͠খ͘͞
͜ͷΑ͏ʹɼ֤ΦϒδΣΫτͷαΠζʹൺͯɼ୳ࠪ
ػɾখΛؚΉγʔϯશମͷαΠζඞͣ͠খ͘͞
ͳ͍͜ͱͱɼγʔϯʹஔ͞ΕΔΦϒδΣΫτͷαΠ
ػɾখΛؚΉγʔϯશମͷαΠζඞͣ͠খ͘͞
ͳ͍͜ͱͱɼγʔϯʹஔ͞ΕΔΦϒδΣΫτͷαΠ
OIS ʹ͓͚Δը૾ੜͷ࣮
ζʹͳۃ૬ҧ͕͋Δͷ͕ɼ
ͳ͍͜ͱͱɼγʔϯʹஔ͞ΕΔΦϒδΣΫτͷαΠ
ζʹͳۃ૬ҧ͕͋Δͷ͕ɼOIS ʹ͓͚Δը૾ੜͷ࣮
ࡍͰ͋Δɽ
OIS ʹ͓͚Δը૾ੜͷ࣮
ζʹͳۃ૬ҧ͕͋Δͷ͕ɼ
ࡍͰ͋Δɽ
ࡍͰ͋Δɽ

3.2.3 ϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂ
3.2.3 ϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂ
3.2.3
ϙϦΰϯαΠζͱ voxel
ׂ
͜͜ͰϙϦΰϯαΠζͱ
voxel ׂͷؔʹ͍ͭͯݕ
͜͜ͰϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂͷؔʹ͍ͭͯݕ
౼͢Δɽ
͜͜ͰϙϦΰϯαΠζͱ voxel ׂͷؔʹ͍ͭͯݕ
౼͢Δɽ
11 ʹɼෆۉҰͳϙϦΰϯαΠζ͕ࠞࡏ͢ΔΦϒδΣ
ਤ
౼͢Δɽ
ਤ 11 ʹɼෆۉҰͳϙϦΰϯαΠζ͕ࠞࡏ͢ΔΦϒδΣ
ΫτͷྫΛࣔ͢ɽ͜ΕΦϒδΣΫτͷҰ෦ʹϙϦΰϯ
ਤ 11 ʹɼෆۉҰͳϙϦΰϯαΠζ͕ࠞࡏ͢ΔΦϒδΣ
ΫτͷྫΛࣔ͢ɽ͜ΕΦϒδΣΫτͷҰ෦ʹϙϦΰϯ
αΠζͷʹۃҟͳΔྖҬ͕ଘࡏ͢ΔྫͰ͋Δɽॴہత
ΫτͷྫΛࣔ͢ɽ͜ΕΦϒδΣΫτͷҰ෦ʹϙϦΰϯ
αΠζͷʹۃҟͳΔྖҬ͕ଘࡏ͢ΔྫͰ͋Δɽॴہత
ͳݱΦϖϨʔγϣϯΛৄࡉʹϨϯμϦϯά͢Δඞ
αΠζͷʹۃҟͳΔྖҬ͕ଘࡏ͢ΔྫͰ͋Δɽॴہత
ͳݱΦϖϨʔγϣϯΛৄࡉʹϨϯμϦϯά͢Δඞ
ཁ͕ੜͨ͡߹ʹɼ͜ͷΑ͏ͳෆۉҰͳϞσϧ͕ΘΕ
ͳݱΦϖϨʔγϣϯΛৄࡉʹϨϯμϦϯά͢Δඞ
ཁ͕ੜͨ͡߹ʹɼ͜ͷΑ͏ͳෆۉҰͳϞσϧ͕ΘΕ
ΔՄੑ͕͋Δɽ
ΔՄੑ͕͋Δɽ
͜͜ͰɼΧϝϥͷΈͳΒͣɼΧϝϥͷޙΖଆʹҐஔ͠ ཁ͕ੜͨ͡߹ʹɼ͜ͷΑ͏ͳෆۉҰͳϞσϧ͕ΘΕ
͜ΕΛΦϒδΣΫτ୯ҐͰۉʹ voxel ׂͨ͠߹ɼ
ΔՄੑ͕͋Δɽ
͜ΕΛΦϒδΣΫτ୯ҐͰۉʹ voxel ׂͨ͠߹ɼ
ࡉԽ͕ਐΉʹͭΕͯɼαΠζͷେ͖ͳϙϦΰϯʹର͠
͜ΕΛΦϒδΣΫτ୯ҐͰۉʹ voxel ׂͨ͠߹ɼ
ࡉԽ͕ਐΉʹͭΕͯɼαΠζͷେ͖ͳϙϦΰϯʹର͠
voxel ׂ͕ਐߦ͠ɼҰํͰαΠζͷখ͞ͳ
ͯաͳ
ࡉԽ͕ਐΉʹͭΕͯɼαΠζͷେ͖ͳϙϦΰϯʹର͠
ͯաͳ voxel ׂ͕ਐߦ͠ɼҰํͰαΠζͷখ͞ͳ
voxel αΠζ͕ेʹࡉԽ͞Εͳ
ϙϦΰϯʹରͯ͠
voxel ׂ͕ਐߦ͠ɼҰํͰαΠζͷখ͞ͳ
ͯաͳ
voxel αΠζ͕ेʹࡉԽ͞Εͳ
ϙϦΰϯʹରͯ͠
 䓺枱⪢✄
 箖⮔ⵊ 
 箖⮔ⵊ 
 箖⮔ⵊ 
͍ͱ͍͏ෆͳߧۉঢ়ଶͱͳΔɽ͜ͷΑ͏ͳෆߧۉɼେ
voxel αΠζ͕ेʹࡉԽ͞Εͳ
ϙϦΰϯʹରͯ͠
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 箖⮔ⵊ 
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͍ͱ͍͏ෆͳߧۉঢ়ଶͱͳΔɽ͜ͷΑ͏ͳෆߧۉɼେ
͖ͳϙϦΰϯͰߏ͞ΕΔΦϒδΣΫτͱখ͞ͳϙϦΰ
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 箖⮔ⵊ 
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͍ͱ͍͏ෆͳߧۉঢ়ଶͱͳΔɽ͜ͷΑ͏ͳෆߧۉɼେ
͖ͳϙϦΰϯͰߏ͞ΕΔΦϒδΣΫτͱখ͞ͳϙϦΰ
ϯͰߏ͞ΕΔॴہతͳΦϒδΣΫτͱʹ͢Δ͜ͱ
͖ͳϙϦΰϯͰߏ͞ΕΔΦϒδΣΫτͱখ͞ͳϙϦΰ
ϯͰߏ͞ΕΔॴہతͳΦϒδΣΫτͱʹ͢Δ͜ͱ
ͰରॲͰ͖ΔՄੑ͕͋Δɽ
ϯͰߏ͞ΕΔॴہతͳΦϒδΣΫτͱʹ͢Δ͜ͱ
ͰରॲͰ͖ΔՄੑ͕͋Δɽ
ͰରॲͰ͖ΔՄੑ͕͋Δɽ
ਤ 9: Voxel ͷɽ
ਤ 9: Voxel ͷɽ
ਤ 9: Voxel ͷɽ

6
6
6
This document is provided by JAXA.

宇宙科学情報解析論文誌

第八号

ද 3: HIL ը૾ੜஔͷओཁॾݩ

ද 2: ։ൃڥͷओཁॾݩ
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CPU

Intel Core i9-7900X

CPU

Intel Xeon CPU E5-2640 v4

ΫϩοΫ

3.30GHz

ΫϩοΫ

2.40GHz

CPU 

1

CPU 

2

ίΞ

10

ίΞ

20

PassMark 

21997[18]

PassMark 

20765[19]

ओهԱ

128GB

ओهԱ

256GB

OS

CentOS 7.5

OS

CentOS 6.8

ίϯύΠϥ

gcc 4.4.7

ίϯύΠϥ

gcc 4.4.7

ͱಉҰͷख๏Ͱੜ͞Εͨܗঢ়ϞσϧͰ͋ΔɽۉҰׂ

Voxel ׂͷํ

Ϟσϧɼ͍ͣΕಉҰͷԾখʢϦϡΰΠυʣ

Ҏ্ʹؑΈɼຊߘʹ͓͍ͯɼvoxel ׂΛҎԼͷํ

ʹ༝དྷ͓ͯ͠Γɼͦͷ૬ҧϙϦΰϯׂͷఔʹ͋Δɽ

Ͱߦ͏ɽ

͢ͳΘͪɼදͷԼҐʹҐஔ͢ΔϞσϧ্ۙҐͷϞσ
Voxel ׂΦϒδΣΫτ୯Ґͱͯ͠ࣄલʹ࣮ࢪ͢Δ ϧʹରͯ͠ɼϙϦΰϯʢࡾ֯ܗʣΛ 4 ্ׂͨ͠ͰɼҰ
͜ͱʹΑΓɼ܇࿅தʹ voxel ׂͷίετ͕ൃੜ͢Δͷ ஈ֊ৄࡉͳܗঢ়ੜͱߋͳΔϘϧμʔஔΛࢪͨ͠Ϟσ
Λࢭ͢Δɽ
ϧͱͳ͍ͬͯΔɽ
ಉҰΦϒδΣΫτͷதʹϙϦΰϯαΠζͷͳۃෆۉ

ෆۉҰׂϞσϧɼ֓ܗϦϡΰΠυʹ४͍ͯ͡

ߧ͕ଘࡏ͢Δ߹ɼͦͷେখঢ়ʹگԠͯ͡ෳ

Δɽ໊শඌʮMʯͷϞσϧɼنͷҟͳΔϙϦΰϯ

ͷΦϒδΣΫτʹͯ͠औΓѻ͏ɽ

αΠζ͕ࠞࡏͨ͠ܗঢ়Ͱ͋Δɽ͜ͷɼॴہతͳৄࡉϙ

Voxel ׂ܇࿅ͷ։࢝લʹेͳ४උ࣌ؒΛͬͯ

ϦΰϯΛநग़ͨ͠ͷ͕ɼඌʮSʯͷϞσϧͰ͋Γɼ

͖ͰྃΔͱఆ͞ΕΔͨΊɼvoxel ׂͦͷͷʹཁ

ΓͷେܕϙϦΰϯͰશମܗঢ়Λߏ͢Δͷ͕ɼඌʮLʯ

͢Δ࣌ؒຊߘͷݕ౼ର֎ͱ͢Δɽ

ͷϞσϧͰ͋Δɽ·ͨ N31ML ͱ N31MS ৗʹ 1 Ͱ
༻͍ΒΕ͓ͯΓɼ͜ͷΛʮN31ML+Sʯͱද͢ݱΔɽಉ

4

༷ʹ N151ML ͱ N151MS ͷʮN151ML+Sʯͱදݱ

ධՁ

͢Δɽ

ຊઅʹ͓͍ͯɼલઅͷํʹ ͍ͨͮجvoxel ׂͱɼ
ϨΠτϨʔγϯάͷॴཁ࣌ؒʹ͍ͭͯධՁΛߦ͏ɽ

֤γʔϯʹ͓͍ͯೖྗͱͯ͠༩͑ΒΕΔɼओཁͳμΠ
φϛΫεใΛද 5 ʹࣔ͢ɽ͜͜ͰҐஔͷ୯Ґ [m]ɼ
࢟ΫΥʔλχΦϯʢڏ෦ɼ࣮෦ͷॱʣͰද͞ݱΕͯ

4.1

͍Δɽ

ධՁڥ

ͳ͓ʮF-ThetaʯͷγʔϯɼF-θ ࡱ૾ܥΛٖ͢Δ
ͨΊʹࢀߟͷͨΊՃ͑ͨͷͰ͋ΔɽຊߘͰධՁͨ͠Χ

΄ͱΜͲͷੑධՁʹɼ։ൃڥΛ༻͍Δɽ։ൃ

ϝϥͷதͰɼDCAM3 ͕࠷͜Εʹ͍ۙɽө૾ग़ྗͱ

ڥͷओཁॾݩΛද 2 ʹࣔ͢ɽ·ͨ HIL ʹ͓͚Δը૾ੜ
ஔͷओཁॾݩΛද 3 ʹࣔ͢ɽPassMark ࣾͷϕϯν

ͯ͠ɼશఱपө૾ʢυʔϜϚελʔ [21]ʣͷϑΥʔϚο

ϚʔΫͰࣔ͞ΕΔੑʢAverage CPU Markʣ[18][19]

τͰ༻͞ΕΔͰࣜܗ͋Δɽ
ੜ͢Δը૾ɼΦʔόʔαϯϓϦϯάແ͠ͷɼॎ

ͱͯ͠ɼ΄΅ಉఔͷ CPU ੑͱͳ͓ͬͯΓɼ༻͍

1024 ըૉɼԣ 1024 ըૉͷը૾ͱ͠ɼըૉʹࢉܭ؆

ΔίϯύΠϥͷόʔδϣϯಉҰͱͨ͠ɽ

қ Hapke ϞσϧΛ༻͍Δɽ

ͳ͓ը૾ੜஔͷओهԱ͕։ൃڥͷ 2 ഒͱͳͬͯ

Δσʔλʹ͍ͯͮجϨϯμϦϯάͨ͠γʔϯͷྫΛ

͍Δ͕ɼը૾ੜஔʹ͓͍ͯෳͷλεΫ͕ฒߦ͠

ࣔ͢ɽۉҰׂϞσϧͷϨϯμϦϯά݁ՌΛਤ 12 ʹࣔ

ͯՔಇ͢ΔͨΊɼ1 ͭͷ OIS ϓϩηε͕։ൃͱڥൺ

͢ɽಉਤ 369M ϞσϧΛ༻͍ͨྫͰ͋Δ͕ɼۉҰׂ

ͯ 2 ഒͷओهԱΛ༗Ͱ͖Δ༁Ͱͳ͍ɽ

ͷ֤Ϟσϧʹ͓͍ͯɼϙϦΰϯαΠζͷେখΛআ͍ͯɼ

4.2

ಉਤͱಉ༷ͷϨϯμϦϯά݁ՌͱͳΔɽ

औΓѻ͏σʔλͱϨϯμϦϯά݅

ෆۉҰׂϞσϧͷϨϯμϦϯά݁ՌΛਤ 13 ʹࣔ͢ɽ
ಉਤ N31ML+S ϞσϧΛ༻͍ͨྫͰ͋Δ͕ɼෆۉҰ

ධՁʹ༻͍ͨܗঢ়ϞσϧΛද 4 ʹࣔ͢ɽ͜ΕΒ࣮ࡍ

ׂͷ֤Ϟσϧʹ͓͍ͯɼϙϦΰϯαΠζͷେখΛআ

ͷ܇࿅ʹ͞ڙΕͨϦϡΰΠυͷܗঢ়ϞσϧͦͼٴΕΒ
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ද 4: ܗঢ়Ϟσϧͷུ֓
ԾখɼۉҰׂϞσϧ
ϙϦΰϯ

໊শ

උߟ

[ ݸઍ]

αΠζ

331

4m

 ܘ 900m

1,344
5,450

2m
1m

ҎԼಉ༷

5.5M
22M

22,417

50cm

92M
369M

92,238
368,955

25cm
13cm

331K
1.3M

ONC-W1 a (୳ࠪػ༗)

ONC-W1 a (୳ࠪػແ)

ONC-W1 b (୳ࠪػ༗)

ONC-W1 b (୳ࠪػແ)

ONC-W2

ONC-T

DCAM3

F-Theta

ԾখɼෆۉҰׂϞσϧ

N31M

30,598

N31ML

22,728

50cm

શܠ

N31MS

7,870

8mm

ৄࡉԽ෦

N151M

150,779

ࠞࡏ

ࠞࡏ

N151ML

22,728

50cm

શܠ

N151MS

128,051

2mm

ৄࡉԽ෦

୳ࠪܗػঢ়Ϟσϧ

hayabusa2

213

ࠞࡏ

 4m×6m×3m

ද 5: ֤γʔϯͷओཁμΠφϛΫεใ

ONC-W1 a, ෆۉҰׂϞσϧ
Χϝϥ

ONC-W1[17]

୳ࠪػҐஔ

0, 0, 458

୳ࠪ࢟ػ

0.36017, 0.47590, 0.78029, 0.18692

ਤ 12: ධՁʹ༻͍ͨγʔϯʢۉҰׂϞσϧʣ

ONC-W1 b, ONC-W2
Χϝϥ

ʮONC-W1 bʯ: ONC-W1

͍ͯɼಉਤͱಉ༷ͷϨϯμϦϯά݁ՌͱͳΔɽಉਤதͷ
੨ؙৄࡉԽ͞ΕͨϙϦΰϯʢN31MSʣͷൣғΛࣔ͢ɽ

ʮONC-W2ʯ: ONC-W2[17]
୳ࠪػҐஔ
୳ࠪ࢟ػ

-194.69,-6.35,500.27
0.79954, 0.08406, 0.27253, 0.52858

4.3

ONC-T
Χϝϥ

ONC-T[12]

୳ࠪػҐஔ

-194.69, -6.35, 9000.27

୳ࠪ࢟ػ

0.79954, 0.08406, 0.27253, 0.52858

ຊઅͰۉҰׂϞσϧΛ༻͍ͯɼvoxel ׂͷධՁ
Λߦ͏ɽ

DCAM3ɼF-Theta
Χϝϥ

Voxel ׂͷධՁ

4.3.1

ʮDCAM3ʯ: DCAM3[20]

Voxel ׂʹ͏ voxel ͷ૿Ճ

Voxel ׂͷճͱׂޙͷ voxel ͷؔΛਤ 14 ʹ

ʮF-Thetaʯ: F-θ ࡱ૾ܥٖ
୳ࠪػҐஔ

-971, 0, 528

ࣔ͢ɽԣ͕࣠ voxel ׂͷճɼॎׂ͕࣠ޙͷ voxel

୳ࠪ࢟ػ

0.57485, 0.35713, 0.65536, 0.33542

Λද͍ͯ͠Δɽ1 ஈ֊લͷ voxel ͱͷൺΛਤ 15 ʹ
ࣔ͢ɽԣ͕࣠ voxel ׂͷճɼॎ࣠ voxel ׂޙͷ

voxel ͱɼҰஈ֊લͷ voxel ׂ࣌ͷ voxel ͱͷൺΛ
ද͍ͯ͠Δɽ͜ΕΒΑΓը૾ੜஔʹ༻ҙ͞ΕΔখ
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୳ࠪػ༗

୳ࠪػແ

ਤ 16: Voxel ׂͷճͱΩϟογϡαΠζ
キャッシュサイズ [GB]

ਤ 13: ධՁʹ༻͍ͨγʔϯʢෆۉҰׂϞσϧʣ
1.E+09

Voxel数

1.E+08

331K

1.E+07

1.3M
5.5M

1.E+06

22M

1.E+05
1.E+04

92M
6

7

8

9

10

11

12

13

369M

100
10

330K

1

1.3M
5M

0.1

22M

0.01
0.001

92M
6

7

8

9

10

11

12

13

369M

分割回数

分割回数

ਤ 17: Voxel ׂͷճͱΩϟογϡαΠζ

ਤ 14: Voxel ׂͷճͱׂޙͷ voxel 

ʢରεέʔϧʣ

ܗঢ়Ϟσϧʹ͍ͭͯɼvoxel ׂͷɼ4 ഒఔ

Δͱɼը૾ੜஔʹ͓͚Δ voxel ׂͷճ 12 ճ

voxel ͕૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ͯݟऔΕΔɽ͜Εɼͦ

ఔ͕࣮ݱతͳ্ͳʹݶΔͱߟ͑ΒΕΔɽ

ΕͧΕͷ voxel ׂʹ͋ͨͬͯɼॴଐ͢ΔϙϦΰϯΛ࣋
ͨͣʹফࣦͨ͠ voxel ͕ఔଘࡏͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɽ

4.3.2

4.3.3

ྔࢉܭͷੵݟ

͜͜Ͱɼෳͷ voxel ʹॏෳͯ͠ॴଐ͢ΔϙϦΰϯ

ΩϟογϡαΠζ

ൺֱతগͳ͍ͱԾఆͯ͠ϨΠτϨʔγϯάʹΔྔࢉܭ

OIS ʹ͓͍ͯɼvoxel ׂؔ࿈͢ΔҰ࿈ͷϨϯμϦ

ͷΦʔμΛੵݟΔɽ

ϙϦΰϯΛ M ͱ͢Δͱɼvoxel Λ n ճׂͨ͠ࡍ
ͨঢ়ଶͰϨϯμϦϯάͷࢦࣔΛͭɽ͜ΕΒͷσʔλɼ ʹ 1 ͭͷ voxel ʹॴଐ͢ΔϙϦΰϯͷฏۉɼલઅ
ಉҰܗঢ়ϞσϧͰ͋ΔݶΓʹ͓͍ͯ࠶ར༻ՄͰ͋Γɼ ͷ݁ՌΑΓɼ͓Αͦ M/(4n ) ͱͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽvoxel
ϯάʹઌཱ࣮ͬͯࢪ͞Εɼͦͷ݁Ռ͕ϝϞϦ্ʹৗற͠

֊ 1 ճͷʹΔίετΛ a ͱ͢Δͱ n ճׂͨ͠
voxel ͷ֊ʢn + 1 ֊ʣΛ͢Δίετ a(n + 1)
ՌΛਤ 16ɼਤ 17 ʹࣔ͢ɽΩϟογϡͷ༰ɼ֤ voxel ͷΦʔμͱͳΔɽVoxel ͷϙϦΰϯʹΔίετ
ͷใͱɼͦΕʹଐ͢ΔҰ࿈ͷϙϦΰϯͷ൪߸Ͱ͋Δɽ Λ b ͱ͢ΔͱɼྔࢉܭͷΦʔμ o ࣜ 5 Ͱද͞ΕΔɽݱ
ෆ༻࣌ϑΝΠϧγεςϜʹΩϟογϡ͓ͯ͘͜͠

ͱ͕ՄͰ͋ΔɽΔΩϟογϡαΠζΛੵݟͬͨ݁

ԣ͕࣠ voxel ׂͷճɼॎׂ͕࣠ޙͷΩϟογϡ ࣮ʹ͜ΕΒͷ a  b ͷΑ͏ͳ୯७ͳఆͰදͰݱ
αΠζΛද͍ͯ͠Δɽ͜ͷਤʹΑΔͱɼओهԱ༰ྔͱൺ ͖ΔͷͰͳ͍͕ɼ͜͜Ͱ͓͓·͔ͳ҆ΛಘΔͨ
ֱͯ͠ɼvoxel ׂճ͕ 11 ճΛ͑ΔลΓ͔ΒΩϟο Ίʹɼ؆ུԽͨ͠දݱΛ༻͍Δɽ
γϡαΠζ͕૿ʹܹٸՃ͍ͯ͠ΔɽϝϞϦ༗ྔΛߟ͑
bM
o = a(n + 1) + n
4
Voxel数の比

5

Voxel ׂճ n ΛมԽͤͨ࣌͞ʹɼΔ࠷͕ྔࢉܭখ

4

ͱͳΔͷɼඍ͕ 0 ͱͳΔۙɼ͢ͳΘͪࣜ 6 ཱ͕

331K

3

1.3M

͢Δۙͱߟ͑Δɽ

5.5M

2

22M

1
0

(5)

92M
6

7

8

9

10

11

12

13

369M

a+

分割回数

bM
1
log = 0
4n
4

(6)

ਤ 15: Voxel ׂޙͷ voxel ͷൺ
ʢ1 ஈ֊લͷ voxel ׂͱൺֱʣ
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10,000

ׂճͷ҆

331K

8

1.3M

9

5.5M
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22M

11

92M

12

369M

13

N31M

11

N31ML

11

N31MS

10

N151M

12

N151ML

11

N151MS

12

1,000

331K
1.3M

100

5.5M

10

22M
92M

1

-‐7

-‐6

-‐5

-‐4

-‐3

-‐2

-‐1

0

1

2

3

4

369M

分割回数（相対）

ਤ 18: ϙϦΰϯͷॏෳ
Voxel毎のポリゴン数

ܗঢ়Ϟσϧ

ポリゴンの重複数

ද 6: Voxel ׂճͷ҆

100,000
10,000

331K

1,000

1.3M
5.5M

100

22M

10
1

92M
-‐7 -‐6 -‐5 -‐4 -‐3 -‐2 -‐1

0

1

2

3

4

369M

分割回数（相対）

ਤ 19: Voxel ຖͷϙϦΰϯʢฏۉʣ
͜ΕΛม͢ܗΔͱɼࣜ 10 ͕ಋ͔ΕΔɽ

bM
a = n log 4
4
bM
n
log 4
4 =
a

(7)
(8) 4.3.4

log M
+
log 4

)

(

b
log 4
a
)
(
b
log 4
log
a

n log 4 = log M + log

n=

ͷ͕҆దͰ͋Δ͜ͱΛओு͢ΔͷͰͳ͍ɽ

log 4

Voxel ʹ·ؚΕΔϙϦΰϯ

ਤ 19 ʹɼ֤ voxel ʹ·ؚΕΔϙϦΰϯͷฏۉ

(9)

Λࣔ͢ɽԣ࣠ voxel ׂճͷ૬ରɼॎ࣠ voxel
ຖͷϙϦΰϯʢฏۉʣΛද͍ͯ͠ΔɽVoxel ׂճ

(10)

ͷ૬ର͕-2 Λ͑ͨลΓ͔Β voxel ຖͷϙϦΰϯ
ͷݮগ͕ಷԽ͠ɼ૬ର͕ 0 Ҏ্ʹͳΔͱɼvoxel ຖͷ
ϙϦΰϯ΄΅ҰఆͱͳΔɽ͜Ε͢ͳΘͪɼvoxel

͢ͳΘͪɼ(log M )/(log 4) ʹԿΒ͔ͷΛՃͨ͠ݮ
ͷ͕ɼ҆ʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽຊߘʹ͓͍ͯ؆୯ͷ
ͨΊɼ(log M )/(log 4) Λ voxel ׂճͷ҆ͱΈͳ͢

ׂճͷ૬ର͕ 0 ۙΛ͑Δͱɼvoxel ͷί
ετͷΈ͕૿Ճ͠ɼvoxel ͷϙϦΰϯʹΔίε
τݮগ͠ͳ͘ͳΔʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ

͜ͱͱ͢Δɽද 6 ʹɼຊߘͰ༻͍ͨܗঢ়Ϟσϧʹର͢Δ

voxel ׂճͷ҆Λࣔ͢ɽ
Ҏޙɼvoxel ׂճΛ “૬ର” Ͱ͢ه߹ɼ֤ ܗ4.3.5 Voxel ׂʹؔ͢Δ·ͱΊ
ঢ়ϞσϧͷϙϦΰϯ͔Β ͨ͠ࢉܭvoxel ׂճͷ
લड़ͷ݁Ռ͔ΒɼϝϞϦ༻ޮͷͰ؍ voxel 
҆ʹର͢ΔࠩΛ༻͍Δ͜ͱͱ͢Δɽ
ׂͷճ͕ 12 Λ͑ͳ͍ൣғ͕ଥͰ͋Γɼ·ͨॴཁ

͜͜Ͱɼ࣮ࡍʹ voxel ׂͨ͠ࡍʹϙϦΰϯ͕ෳͷ

࣌ؒͷͰ؍ voxel ׂͷ૬ର͕ 0 Λ͑ͳ͍ൣғ

voxel ʹͲͷఔॏෳͯ͠·ؚΕΔঢ়͋ͰگΔ͔Λਤ 18
ʹࣔ͢ɽԣ࣠ voxel ׂճͷ૬ରɼॎ֤࣠ϙϦ

͕ଥͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ

ΰϯ͕ॴଐ͢Δ voxel ͷฏۉΛද͍ͯ͠Δɽ1 ͭͷ
ϙϦΰϯ͕ 1 ͭͷ voxel ͷΈʹॴଐ͢Δ߹ʹॎ࣠ͷ

4.4

͕ 1 ͱͳΔɽʹ࣮ݱ voxel ׂճͷ૬ର͕-2 Λ

ϨϯμϦϯάͷॴཁ࣌ؒʹΔධՁ

ଓ͍ͯɼ4.2 અͷσʔλʹ͍ͯͮجɼ֤γʔϯͷϨϯ

͑ΔลΓ͔Βॎ࣠ͷ͕͠૿ٸɼҎޙࢦؔతʹ૿

μϦϯάॴཁ࣌ؒͷධՁΛߦ͏ɽ

Ճ͍ͯ͠Δɽલड़ͷྔࢉܭͷΦʔμͷԾఆ voxel ׂ
ճ͕গͳ͍࣌ʹͷΈཱ͢ΔͷͰ͋Δ͜ͱ͕ɼ͜ͷ

͜͜Ͱଌఆରͱ͢Δஔ Linux γεςϜͰ͋Γɼ

ਤ͔ΒಡΈऔΕΔɽҰํͰಉԾఆ͔Βಋ͖ग़ͨ͠ voxel

ଌఆҎ֎ͷϓϩηεΛશʹഉআ͢Δ͜ͱࠔͰ͋Δɽ

ׂճͷ҆Λج४ʹԣ࣠Λཧ͢Δ͜ͱͰɼҟͳΔ

ͦͷͨΊɼҟৗͳଌఆ͕݁ՌʹӨ͍ͳ͠ڹΑ͏ʹɼϨ

ϙϦΰϯͷϞσϧʹରͯ͠ɼάϥϑͷΛൺֱ͢Δ
͜ͱ͕༰қʹͳΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ

ϯμϦϯά͢Δγʔϯຖʹ 30 ճ܁Γฦͯ͠ॴཁ࣌ؒΛ
ܭଌ͠ɼͦͷதͰॴཁ࣌ؒͷ͍ 25 αϯϓϧΛܭଌ݁

ͨͩ͜͠Εɼ͘Ұൠతͳܗঢ়Ϟσϧʹରͯ͠ɼ͜
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ਤ 20: ֤γʔϯͷϨϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒ
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্: ONC-W1 aɼத: ONC-TɼԼ: DCAM3
所要時間（相対）
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Ռͱͯ͠࠾༻͢Δ͜ͱͱ͢Δɽ͜ͷճݧܦଇʹΑΔ
ͷͰ͋Δɽ

4.4.1

331K
5.5M
22M
1

ۉҰׂϞσϧͷݸผධՁʢ୳ࠪػແʣ

1.3M

10

92M
-‐5

-‐4

-‐3

-‐2

-‐1

0

1

2

3

4

369M

分割回数（相対）

খܗঢ়ϞσϧͷΈΛ༻͍ͯɼۉҰׂϞσϧͷϨ
ϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒΛܭଌͨ݁͠ՌΛਤ 20 ʹࣔ

ਤ 22: ֤γʔϯͷϨϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒ

͢ɽԣ࣠ voxel ׂճɼॎ࣠ॴཁ࣌ؒΛද͍ͯ͠

ʢ૬ରɼখܗঢ়ͷΈʣ
্: ONC-W1 aɼத: ONC-TɼԼ: DCAM3

ΔɽҎޙͷ݁ՌؚΊͯɼྫͱͯ͠ 3 छྨͷγʔϯͷ݁
ՌΛ͍ࣔͯ͠Δ͕ɼଞͷγʔϯʹ͍͓͓ͭͯ·͔ͳ

Δʹ͋Δɽ͜Ε 4.3.5 અͱໃ६͠ͳ͍݁ՌͰ͋Δɽ

ಉ༷Ͱ͋ͬͨɽ
·ͨ։ൃͱڥը૾ੜஔʢHILʣͱͷ࣮ߦ݁Ռൺ

“369M” Ϟσϧ voxel ׂճͷ૬ରͷ্͕ݶ-1

ൺͯଞϓϩηεͷӨ͕ڹେ͖͍ͨΊɼ͋͘·Ͱࢀߟ

ͷ૬ର͕ 0 Ҏ্ͱͳΔ·Ͱܭଌ͍ͯ͠Δଞͷέʔ

ͱͳΔ͕ɼ֓Ͷ։ൃʹڥएׯউΔ࣮ߦͱͳͬͯ

εͱঢ়͕گҟͳΔ͕ɼଞͷέʔε͔Βͷྨਪͱͯ͠ɼ

ֱΛਤ 21 ʹࣔ͢ɽൺֱʹ༻͍ͨͷ “ONC-W1 a” γʔ ʢઈରͱͯ͠ 4.3.5 અͰड़ͨɼଥͱࢥΘΕΔ voxel
ϯͷ “5.5M” ϞσϧͰ͋Δɽը૾ੜஔ։ൃ ͱڥׂճͷ্͋ͰݶΔ 12ʣͰ͋ͬͨͨΊɼvoxel ׂճ

͍Δɽͱͯ͠ɼը૾ੜஔͱ։ൃܾʹڥఆతͳ

͜ΕҎ্ voxel ׂճΛ૿ͯ͠ϝϞϦΛফඅͨ͠ͱ

૬ҧͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔͷͰɼҎޙ։ൃڥΛ༻͍ͯ

ͯ͠ɼॴཁ࣌ؒʹཱͬͨվળݟΒΕͳ͍ͱਪଌ͞

ධՁΛߦ͏͜ͱͱ͢Δɽ

ΕΔɽ
͜ΕΒͷॴཁ࣌ؒʹ͍ͭͯɼΒ͖ͭΛٻΊͨ݁ՌΛ

ਤ 20 ͷ݁Ռʹ͍ͯͮجɼvoxel ׂճͷ૬ରΛ
ԣ࣠ʹͱͬͨൺֱΛਤ 22 ʹࣔ͢ɽॎ࣠ɼܭଌରͱ

ਤ 23 ʹࣔ͢ɽॎ࣠ͷඪ४ภࠩɼॴཁ࣌ؒͷฏۉʹ

ͨ͠ voxel ׂճͷதͰॴཁ͕࣌ؒ࠷ͱͳͬͨͷ

ର͢ΔඦͰࣔͨ͠ͷͰ͋Δɽ

Λ 1 ͱ͓͍ͯ૬ରΛͨ͠هͷͰ͋Δɽશମͱͯ͠ɼ

voxel ׂճͷ૬ର͕-1 ͘͠ 0 ͷ࣌ʹॴཁ࣌ؒ
͕࠷ͱͳΓɼ͔ͦ͜ΒΕΔʹै͍ॴཁ͕࣌ؒ૿Ճ͢
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ਤ 23: ϨϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒͷඪ४ภࠩ

ਤ 24: ϨϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒͷࠩ

ʢ૬ରɼখܗঢ়ͷΈʣ

ʢ૬ରɼ୳ࠪܗػঢ়ͷ༗ແͷࠩʣ

্: ONC-W1 aɼத: ONC-TɼԼ: DCAM3

4.4.2

্: ONC-W1 aɼத: ONC-TɼԼ: DCAM3

ۉҰׂϞσϧͷݸผධՁʢ୳ࠪػ༗ʣ

͍࣋ͬͯΔɽ͜ΕΒͷൺֱ͔ΒɼϨϯμϦϯά࣌ؒͷ૿

୳ࠪػͷܗঢ়ϞσϧΛซ༻ͨ͠߹ͱখܗঢ়Ϟσ

ɼ֓ͶϙϦΰϯͷ 1/4 ͷ૿Ճʹ͑ΒΕ͍ͯΔ

ϧ୯ಠͷ߹ͱͰɼॴཁ࣌ؒʢฏۉʣͷࠩΛٻΊͨ݁

ͱߟ͑ΒΕɼେنܗঢ়ϞσϧͷϨΠτϨʔγϯάʹ͋

ՌΛਤ 24 ʹࣔ͢ɽਤ 25 ʹɼ୳ࠪػͷܗঢ়ϞσϧΛ

ͨͬͯɼߴʑ1 ඵ༨Γͷ࣌ؒͰϨϯμϦϯάΛऴྃ͢

ซ༻ͨ͠߹ͷॴཁ࣌ؒͷΒ͖ͭΛࣔ͢ɽਤ 24 ʹ͓

Δ݁Ռͱͳͬͨɽ

͚Δॎ࣠ͷɼॴཁ࣌ؒʢฏۉʣͷࠩΛখܗঢ়

؆қը૾֓Ͷ “1.3M” ͔Β “5.5M” ۙͷنͷܗ

Ϟσϧ୯ಠͰͷॴཁ࣌ؒʢฏۉʣʹର͢ΔඦͰද

ঢ়ϞσϧΛ༻͍Δ͜ͱ͕ఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͜ͷۙͷ

ͨ͠ͷͰ͋Δɽॴཁ͕࣌ؒ࠷ͱͳΔ͜ͱ͕ظ͞Ε

Ϟσϧ 1 ඵʹରͯ͠ेૣ͍࣌ؒͰϨϯμϦϯάΛ

Δɼvoxel ׂճʢ૬ରʣ͕-1 ͔Β 0 ͷۙͰɼͦ

࣮ߦͰ͖Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͜ͷɼը૾ੜ

ͷࠩߴʑ2%ఔͰ͋ͬͨɽ͜Εॴཁ࣌ؒܭଌͷࡍ

ஔΛ༻͍ͨଌఆ݁Ռਤ 21 ͔ΒಡΈऔΕΔͷͰ͋Γɼ

ͷΒ͖ͭʹରͯ͠ेେ͖ͳͰͳ͘ɼ୳ࠪػͷܗ

؆қը૾ੜʹର͢ΔཁٻΛຬͨ͢ͷͰ͋Δͱߟ͑Β

ঢ়ϞσϧΛซ༻͢Δ͜ͱͷॴཁ࣌ؒ૿ɼ࣮༻্ɼେ

ΕΔɽ

ʹӨ͑ߟͱ͍ͳڹΒΕΔɽ

“ONC-W1 a” ͷέʔεɼvoxel ׂճ͕গͳ͍ྖ

·ͨຊߘͰಋೖͨ͠ voxel ׂճͷ҆ɼϙϦΰ
ϯͷҟͳΔϞσϧʹରͯ͠దͳ voxel ׂճΛಋ

Ҭʹ͓͍ͯɼॴཁཱ͕࣌ؒͬͯ૿Ճ͢Δ͕ݟΒΕ

҆͘ͱͯ͠ɼ࣮ࡍͷը૾ੜஔʹ࣮͞Εɼvoxel

͕ͨɼॴཁ͕࣌ؒ࠷͘ͳΔͱظ͞ΕΔɼvoxel 

ׂͷύϥϝλʔࢦఆͷ؆ུԽʹد༩͍ͯ͠Δɽ͢ͳΘ
ͪɼܗঢ়Ϟσϧຖʹ voxel ׂճΛࢦఆ͢Δ͜ͱͳ͘ɼ

ׂճͷ૬ର͕-1ʙ0 ͷۙͰɼ͞΄Ͳͷ૿Ճ

͕ݟΒΕͣɼ͜Ε࣮༻্ͷࢧোແ͍ͱஅ͞ΕΔɽ ૬ରతͳ voxel ׂճʢ-1, 0 ʣΛىಈ࣌ͷύϥϝʔ
λʹઃఆ͢Δ͚ͩͰɼ༷ʑͳنͷখܗঢ়Ϟσϧʹ

4.4.3

ରͯ͠ɼ֓Ͷྑͳ࣮ߦ݁Ռ͕ಘΒΕΔ͜ͱͱͳͬͨɽ

ۉҰׂϞσϧͷධՁʢ·ͱΊʣ

ਫ਼ࡉը૾ͷੜʹΦʔόʔαϯϓϦϯάΛ͏͕ɼ

Ҏ্Λ·ͱΊͯɼ֤γʔϯͷϨϯμϦϯάʹΔॴཁ
࣌ؒͷɼ࠷ͱͳΔέʔεΛਤ 26 ʹࣔ͢ɽਤதʹࢀ
ߟͱͯͨ͠͠ࡌهઢɼϙϦΰϯͷ 1/4 ͷ͖Λ

ϨΠτϨʔγϯάػ୯ମͰධՁ͢ΔݶΓʹ͓͍ͯɼ
ྫ͑ 4 ഒ ×4 ഒͷΦʔόʔαϯϓϦϯάΛఆͯ͠ɼ

RIO ܇࿅Ͱཁ͞ٻΕΔԠ࣌ؒʢ10 ʣʹରͯ͠े
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ਤ 25: ϨϯμϦϯάʹΔॴཁ࣌ؒͷඪ४ภࠩ

22M
1

্: ONC-W1 aɼத: ONC-TɼԼ: DCAM3
ߴʹϨϯμϦϯάΛऴྃͰ͖ΔࠐݟΈͱͳͬͨɽͩ
͕࣮ࡍʹɼ֎෦ͷըૉࢉܭϥΠϒϥϦΛؚΊ࣮ͨ
ߦ࣌ؒؑΈͭͭԿഒͷΦʔόʔαϯϓϦϯά·Ͱڐ༰
͞ΕΔ͔ɼHIL ΛՔಇͤ͞ΔதͰదͳΛਪఆ͢Δඞ
ཁ͕͋Δɽ

N31ML+S
N31M

0.1

ʢ૬ରɼখܗঢ়ʴ୳ࠪܗػঢ়ʣ

4.4.4

10

9

10

11

分割回数

12

ਤ 27: ෆۉҰܗঢ়ϞσϧΛ༻͍ͨ߹ͷॴཁ࣌ؒ

11ɼ͢ͳΘͪද 6 ΑΓɼvoxel ׂճͷ૬ର͕ 0 ͷ
߹ʹ࠷ॴཁ͕࣌ؒ͘ͳ͍ͬͯΔɽN31M ʹ͋ͬͯ
ɼຊߘͰఆ͍ͯͨ͠ voxel ׂճͷ্͋ͰݶΔ 12
ճͰेʹॴཁ͕࣌ؒ͘ͳ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕͣɼ
ॴཁ࣌ؒͷॖʹͨΊʹɼ͞ΒͳΔ voxel ׂ͕ඞཁ

ෆۉҰׂϞσϧͷධՁ

ͱߟ͑ΒΕΔɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ͜ΕҎ্ͷ voxel ׂ

ෆۉҰׂϞσϧɼͦͷ༻్ੜ݅ʹΑͬͯ
༷ʑͳܗଶ͕ఆ͞ΕΔ͕ɼ͜͜ͰҰྫΛࣔ͢ʹͱͲ
ΊΔɽ

ϝϞϦར༻ޮͷͰ؍ɼ࣮ݱతͰͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽ
͜ͷൺֱ݁ՌΑΓɼෆۉҰׂϞσϧΛϙϦΰϯαΠ
ζʹԠͨ͡ෳͷϞσϧʹ͢Δ͜ͱͰϙϦΰϯαΠ
ζͷॴہతͳෆۉҰΛղফ͢Εɼൺֱతগͳ͍Ϧιʔ

ਤ 27 ʹɼN31ML+S ͷ “ONC-W1 a” γʔϯʹ͓͚

εͰϨϯμϦϯά࣌ؒͷॖ͕ਤΕΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɽ

Δଌఆ݁ՌΛࣔ͢ɽ͜ͷਤখͱ୳ࠪػΛγʔϯʹ

ͨͩ͠ɼͲͷΑ͏ͳෆۉҰׂϞσϧʹରͯ͠ͲͷΑ

ऩΊͨ߹ͷൺֱ݁ՌͰ͋Δ͕ɼখͷΈͷ߹ಉ

͏ͳޮՌ͕͋Δ͔ʹ͍ͭͯɼߋͳΔൺֱ࣮ݧߟ͕

༷ͷൺֱ݁Ռͱͳͬͨɽ
ॴཁ࣌ؒͷଌఆରͱͯ͠ɼN31MʢෆۉҰׂϞ
σϧʣɼN31ML+SʢN31M ΛϙϦΰϯαΠζ͕ۉҰͱͳ
ΔΑ͏ͳ 2 छྨͷܗঢ়Ϟσϧʹͨ͠ͷʣɼ͓Αͼ

N31ML Λߏ͢ΔϙϦΰϯͱαΠζ͕࠷͍ۙɼ22M
Λબఆͨ͠ɽԣ͕࣠ voxel ׂճɼॎ͕࣠ॴཁ࣌ؒΛ

ඞཁͰ͋ΓɼۉҰׂϞσϧ΄ͲͷըҰతͳ voxel ׂ
ͷ͕҆ݟग़͞ΕͨͷͰͳ͍ɽ
ࢀߟ·ͰʹɼಉҰγʔϯͰ N151M ͱ N151ML+S Λ
༻͍ͨ߹ͷॴཁ࣌ؒൺֱʹ͍ͭͯɼҰྫΛද 7 ʹࣔ
͢ɽ͜ͷྫͷ Voxel ׂճʢ૬ରʣ 0 Ͱ͋Δɽ

͍ࣔͯ͠Δɽ͜͜Ͱ N31ML+S ʹ͍ͭͯɼN31ML ͷ

voxel ׂճΛදͱ͍ͯࣔͯ͠͠ΔɽN31MS ͷ voxel
ׂճɼͦΕͧΕ N31ML ʹରͯ͠ 1 ճগͳ͍ͱ
ͳ͍ͬͯΔɽN31ML+S ʹ͋ͬͯɼvoxel ׂճ͕
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Ͱ͋ΓɼͦΕͱಉҎ্ͷ༻͕ڥҙ͞Εͨը૾ੜ

ද 7: ෆۉҰܗঢ়ϞσϧΛ༻͍ͨ߹ͷॴཁ࣌ؒ

ஔʹ͓͍ͯेͳੑΛൃ͖ͰشΔͱظ͞ΕΔͷ

Ϟσϧ

ॴཁ࣌ؒ [ms]

Ͱ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βը૾ੜஔʹ͓͍ͯɼෳϓϩ

N151M

56,850

ηε͕ฒߦՔಇ͢ΔڥԼʹ͋ͬͯɼ࣮ࡍʹίϯϑΟ

617

άϨʔγϣϯΛௐ͠ͳ͕ΒɼγεςϜશମͱͯ͠ॴ

N151ML+S

ͷػɾੑΛൃ͖ͰشΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷྗ͕͔ܽ
ͤͳ͍ɽ

5

ҰํͰϙϦΰϯαΠζ͕ෆۉҰͳܗঢ়Ϟσϧʹରͯ͠

͋ͱ͕͖

ɼࣄલʹΦϒδΣΫτΛ͢Δͷख࡞ൃ͕ۀੜ͠

ຊߘʹ͓͍ͯɼHIL γϛϡϨʔλͷը૾ੜஔʹ

͍ͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳέʔεͰΦϒδΣΫτΛ͢Δ

͓͚ΔϨΠτϨʔγϯάιϑτΣΞͷ֓ཁͱͦͷධՁ

͜ͱͳ͘ɼ࣮ݱతͳϝϞϦ༻ྔͰϨϯμϦϯάΛ

ʹ͍ͭͯड़ͨɽ

্ͤ͞Δ͜ͱɼվળͷ༨ͱͯ͠͞Ε͍ͯΔͱߟ

༻͍ΒΕΔܗঢ়Ϟσϧʹରͯ͠ɼvoxel ׂճͷ

͑ΒΕΔɽ

҆ͱͳΔ؆қͷࣜΛಋ͖ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨͨΊɼը૾ੜ

ຊߘͰड़ͨޫֶثػٖͷख๏ɼ
ʮͿ͞ 2ʯϛο

ஔʹ͓͚ΔίϯϑΟάϨʔγϣϯͷߏஙʹ͋ͨͬͯɼ γϣϯʹดͣ͡ɼؔ͘࿈͢Δ՝ͷԠ༻ظ͞
ΕΔͷͰ͋Γɼࠓޙ༷ʑͳཁʹٻԠͨ͡։ൃ͕ଓ͘

ߴԽͷͨΊͷࢼߦࡨޡΛ͖ͰݮΔΑ͏ʹͳͬͨɽ
։ൃ͚͓ʹڥΔධՁ݁Ռཁٻཁ݅Λຬ͢Δͷ

ͱߟ͑ΒΕΔɽ

ࢀߟจݙ
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