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スパースモデリングを用いた逆畳み込みによる
「あかり」遠赤外線銀河画像の高解像度化
村田 一心

*1

Resolution enhancement with sparse modelling for galaxies detected with
AKARI/FIS
MURATA Kazumi*1

ABSTRACT
This work enhances the spatial resolution of nearby-galaxy images with AKARI Far-infrared surveyor (FIS) via
a de-convolution algorithm with a sparse modelling. The resolution of the FIS is about 80 arcsec, which is not
enough to measure size of galaxies, so that AKARI/FIS has been used only for a point source analysis in galaxy
studies. Hence, in this work, a de-blurring analysis with sparse modelling was performed to enhance the spatial
resolution of AKARI/FIS images. The analysis was conducted to reduce an objective function with a data fidelity
term, higher degree total variation, and positivity constraint. As a result, the spatial resolution was improved by
about twice.
Keywords: AKARI, resolution enhancement, Far-infrared, galaxies, size measurement.

概

要

本研究では、赤外線天文衛星「あかり」の遠赤外線サーベイヤー (FIS) で検出された近傍銀河の高解
像度化を行った. FIS の空間分解能は 80 arcsec 程度と非常に悪く、近傍銀河のサイズ測定は難しい. その
ため、これまでの研究では主として FIS で検出された天体は点源として扱われてきた. しかし、分解能
を改善できれば、いくつもの新しいサイエンスを広げることができる. そこで本研究では、スパースモ
デリングを用いた逆畳み込みを行い、FIS 画像の高解像度化を実現した. 画像の高解像度化は、観測デー
タと PSF との整合性および「天体画像は滑らか」「フラックスは非負」という先見情報をコスト関数に
組み込み、コスト関数を最小にする画像を求めることによって行った. この方法により、空間分解能は
2 倍程度改善された.
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はじめに

「あかり」は日本初の本格的赤外線天文衛星で、60-180μm の遠赤外線で全天サーベイを行った. 遠
赤外線での観測は銀河進化の観点からも重要である. 星を活発に形成する銀河からは大量の紫外線が放
射されるが、それらの光の大部分は塵に吸収され、減衰してしまう. 一方、紫外線を吸収した塵は温度
が上昇し、遠赤外線帯で熱放射を行う. そのため、銀河を遠赤外線で観測することにより、塵に隠され
た星形成活動のエネルギーを測定することができる.
「あかり」は従来の赤外線全天サーベイ衛星 IRAS より、感度も高く、数倍の解像度を持つ 1). しかし
解像度が高いと言っても「あかり」遠赤外線全天サーベイにおける空間分解能は 70-90 arcsec 程度であ
る 2). そのため、赤方偏移 z = 0.01 の銀河 (見かけの大きさが 50 arcsec 程度 1) を分解することができな
い. 実際、
「あかり」の遠赤外線観測を用いた銀河形成の研究では、銀河を点源として扱うことがほとん
どである 3,4). したがって、画像処理によって「あかり」遠赤外線画像の分解能を改善することができれ
ば、さまざまな新しいサイエンスが開拓されることが期待される.
空間分解能を改善する方法としては、画像の点広がり関数 (PSF) を用いた逆畳み込みを行うことが
考えられる. 画像のボケ具合のパターンを逆算することで、高解像度の画像を得るというものである.
しかし単純な逆畳み込みはノイズに対して非常に弱いため、様々な方法が開発されている. 例えば、近
年の赤外線全天サーベイ WISE の研究チームが用いている、最大相関法 (Maximum correlation method;
MCM5)) である. これは光子の分布がポアソン分布に従うことを仮定し、最大事後確率推定により、PSF
を考慮した時の観測画像と矛盾のない高解像度の画像を得る方法である 2.
しかし、この方法を適用するには正確な PSF が必要な上、ノイズが低く抑えられている必要がある.
WISE のように PSF が安定していてノイズが低い画像に対しては極めて有効であるが、
「あかり」に適用
するのは難しい. また、MCM は他の類似方法と同様、一定以上の解像度を得ようとすると、リング状の
アーチファクトが出現してしまう.
このような問題を解決するために有効なのが、先見情報を用いる方法である. ノイズ有り画像を逆畳
み込みする場合、観測画像と誤差の範囲で矛盾しない画像は無数に存在するため、最適解を一意に決め
ることができない. そこで別の情報を追加することで、よりそれらしい解を求めることができる. この
ように、先見情報を用いて最適解を求める方法を正則化という. 詳しくは次節で説明するが、正則化に
しばしば用いられる方法の 1 つがスパースモデリングである.
スパースモデリングは、画像にある変換 (恒等変換を含む) を加えることで、非ゼロ成分が少ないス
パースな画像を作成するモデルである. 実際の観測データは、情報の欠陥やノイズなどの原因により、
このような変換をしてもスパースにはならない. しかし、変換後の画像がスパースになるように画像を
再構成することで、より現実に近い解を得ることができる. スパースモデリングは、EHT (Event Horizon
Telescope) によるブラックホール直接撮像の成功によって一時に有名になった. 彼らのデータには電波
干渉計特有の、周波数空間における不足データが存在するため、再構成画像を一意に決めることができ
ない. そこで彼らは先見情報を用いることで、観測と矛盾のない高解像度の画像を再構成している 7,8).
本研究では、スパースモデリングを用いた逆畳み込みにより「あかり」遠赤外線画像の分解能を改善
し、近傍銀河のサイズ測定を可能にすることを目的とする. 本研究で用いるスパースモデリングは、EHT
のものと異なり、他の望遠鏡での観測にも適用できる. EHT での解析は、電波干渉計特有のデータ欠損
1
2

銀河の大きさを 10 kpc とした時の見かけの大きさ. 赤方偏移 z = 0.01 は銀河が近傍にあるかどうかを分別する一つの指標である.
ほとんど同じ方法が、核医学における放射線断層画像の推定に用いられている. 最尤推定・期待値最大化法 (ML-EM 法)という 6).
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を補うためのものであったが、本研究で用いるものはノイズによって失われた画像の各画素値の信頼性
を補うためのものだからである. また、EHT で使われていた正則化項にも改良を加えた. 本論文におけ
る手法を適用すれば、他の多くの観測画像を高解像度にできると期待できる.
本論文は次のように構成されている. 第 2 節では、スパースモデリングを用いた高解像度化方法を解
説する. 第 3 節では、本研究で用いたデータおよび銀河サンプルについて述べる. 第 4 節では画像再構
成の結果を示し、銀河サイズの測定確度が向上したことを示す. 第 5 節では本手法の応用やさらなる画
質向上の可能性について述べる.

２

スパースモデリングを用いた画像の逆畳み込み方法

本節では、スパースモデリングを用いて画像を高解像化する手法について述べる. その概要を述べると、
観測データとの整合性と正則化項を用いたコスト関数を定義し (2.1, 2.2 節)、そのコスト関数が最小に
なる解を推定する (2.3 節) ということになる. ここで、正則化項としては高階全変動の L1 ノルム (2.2
節) を用いることで、より適切な再構成画像を作成した. 以下、それぞれについて述べる.

2.1 正則化項を用いたコスト関数の定義
観測データから PSF の影響を取り除き、高解像画像を作成するには、PSF を畳み込んだときに観測画
像と矛盾しない画像を作成すれば良いと考えられる. 言い換えると、観測データおよび PSF との整合性
を示す、次のようなコスト関数を最小にすれば良いと考えられる.
1

𝑓𝑓𝑓𝑓 = ‖𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝒚𝒚𝒚𝒚‖22

(1)

2

ここで、A は PSF を表す行列、x は再構成画像、y は観測データである. しかし、観測データにノイズが
乗っていると、多くの場合 x は発散してしまう.

そこで、先見情報を用いた正則化を行う. 一般に天体画像は滑らかなはずである. 言い換えると、隣
接ピクセル同士の画素値の差分はゼロに近い. 隣接画素の差分の L2 ノルムを全変動 (Total Variation;
TV) と言い、その画素値 XTV,i,j は次のように表される.
(2)

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = �(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 )2 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 )2

このようにして得られる TV 画像は画素値のほとんどがゼロに近く、非ゼロの値を持つ画素は非常に少
ないはずである. つまり、スパースモデリングを適用できる. 通常、スパースな解を得るには L1 ノルム
が適していることが知られている. TV の L1 ノルムは次のように表すことができる 9).
‖𝑥𝑥𝑥𝑥‖ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑𝑗𝑗𝑗𝑗 ∑𝑗𝑗𝑗𝑗 �(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 )2 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 )2

(3)

𝑨𝑨𝑨𝑨 = argmin𝑥𝑥𝑥𝑥 {‖𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝒚𝒚𝒚𝒚‖22 + 2𝜆𝜆𝜆𝜆‖𝑨𝑨𝑨𝑨‖ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 } 𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡. 𝑨𝑨𝑨𝑨 > 0

(4)

また、銀河のフラックスは正の値を持つはずである. これらの条件を考慮すると、推定すべき再構成
画像は次のように表される.
ここで、λは観測データとの整合性と全変動正則化の重みを決定する正則化パラメータである.
argminx{・}は{・}を最小にする x を求める演算子である.

2.2

高階全変動を用いた正則化

画像再構成における全変動正則化は非常に簡単で有効性もあるため、様々な研究分野で応用されてい
る 10). しかしその一方、全変動は隣接画素の値の差分であるため、それをゼロにすることは画像が階段
関数状 (Cartoon 化) になることを意味する. これは全変動が多く用いられる医用画像では大きな問題に
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はならないが、天体画像では望ましくない. それを防ぐため、Kuramochi ら は、全変動の L2 ノルムの
2 乗を正則化に用いている 8). しかし、L2 ノルムの正則化ではスパースな解を得ることは難しく、画像
の復元力が弱まってしまうことが広く知られている.
そこで本研究では、高階全変動の L1 ノルムを正則化に用いることにした. 全変動は画像の一階微分
に対応するため、これがゼロになるということは画像が定数であることを意味する. しかし天体画像は
滑らかな曲線の集まりである. そこで画像を二次関数の集まりと捉え、三階微分がゼロ、すなわち全三
階変動 (Total 3rd degree variation; T3V) を正則化に用いた. 微分階数が大きすぎてもパラメータの個数が
増えてしまうことを考えると、曲線を最も単純に表すことのできる T3V 変換を適用することは自然の
帰結と言える. T3V の L1 ノルムは次のように表すことができる.
2

2

‖𝑨𝑨𝑨𝑨‖ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑𝑗𝑗𝑗𝑗 ∑𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ��3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 � + �3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 � +
2

2

�3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 � + �3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 � � (5)

ここで、平方根内の第 3、4 項はそれぞれ、右上方向、右下方向の 3 階微分成分である. 全変動の替わ

りに T3V の L1 ノルムを正則化に用いることで、画像のフラット化を防ぎつつスパースな解を得ること
ができる. T3V を用いたコスト関数を改めて示すと、次のようになる.

2.3

𝑨𝑨𝑨𝑨 = argmin𝑥𝑥𝑥𝑥 {‖𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝒚𝒚𝒚𝒚‖22 + 2𝜆𝜆𝜆𝜆‖𝑨𝑨𝑨𝑨‖ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 } s.t. 𝑨𝑨𝑨𝑨 > 0

(6)

交互方向乗数法を用いた最適化

前節までで最小にすべきコスト関数は得られた. 本節ではコスト関数の解法について述べる. 本
研究では速度と安定性を考慮して、交互方向乗数法 (Alternating Direction Method of Multipliers;
ADMM11)) を用いた.
交互方向乗数法は拡張ラグランジュ法 3を応用したもので、複数の項を持つコスト関数のそれぞ
れを双対問題に置き換え、各変数を交互に更新する. ここでは、非負の条件をコスト関数に組み込
むため、次のようなコスト関数を考える.
𝜄𝜄𝜄𝜄[0,∞] (𝑨𝑨𝑨𝑨) = �

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑨𝑨𝑨𝑨 ≥ 0
∞, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

(7)

このコスト関数を用いて式(6)を変形させると、次のようになる.
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 �‖𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 – 𝒚𝒚𝒚𝒚‖22 + 2𝜆𝜆𝜆𝜆‖𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛‖L１,２ + 𝜄𝜄𝜄𝜄[0,∞] (𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛)� 𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑡𝑡𝑡𝑡. 𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛 = 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑨𝑨, 𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛 = 𝑨𝑨𝑨𝑨

(8)

ここで、BT3V は 3 階微分全変動の各方向成分への変換行列である.

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 , ⎞
⎛
BT3V x= ⎜
3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ⎟
⎝

3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

(9)

⎠

3
ラグランジュの未定乗数法と罰金法を組み合わせた方法. 罰金項の係数を大きくする代わりに未定乗数を更新することで制約条件を
満たすように仕向けることができる.
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また、式(8)第二項の下付きの L1,2 は混合 L1, 2 ノルムを表している. T3V そのものは L2 ノルムで、その
L1 ノルムを取るので混合ノルムとなる. ここで、z1 と z2 という新たなパラメータを導入した. これら
に関する制約条件に対して拡張ラグランジュ法を適用し、それぞれに対する未定乗数を d1, d2 とする.
このように変換すると、観測値との整合性を u で、T3V の正則化を z1 で、非負制限を z2 の変数で表
し、d1, d2 と合わせて順番に更新していくことができる. 具体的には次のように更新する.
𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = �𝑨𝑨𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑨𝑨/𝜆𝜆𝜆𝜆 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇�

−1

1

𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = GST �𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) + 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛) , �
𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = P[0,∞] �𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) + 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛) �

�𝑨𝑨𝑨𝑨𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒚𝒚𝒚𝒚/𝜆𝜆𝜆𝜆 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛 − 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛) + 𝜇𝜇𝜇𝜇(𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛 − 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛)� (10)
(11)

𝜇𝜇𝜇𝜇

(12)

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛) + 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) − 𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)

(13)

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛) + 𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) − 𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)

(14)

ここで、u に関する部分は 2 次関数であることから解析的に解け、z1, z2 に関する部分は近接写像の結
果として、グループ軟閾値処理 (GST)、凸射影 (P[0,∞]; 負の値を 0 にする)でそれぞれ計算している. μ
は反復処理する上でのパラメータである (勾配法における更新率に相当). グループ軟閾値処理とは、
LASSO 型の問題 4の解として知られる軟閾値判定処理の拡張版である. z1 は LASSO 型と異なり L1 ノル
ムではなく L1,2 混合ノルム、すなわち二乗和の平方根 (L2 ノルム) の絶対値の和 (L1 ノルム) で与え
られている. このような問題の解を与えるのがグループ軟閾値処理で、以下のように与えられる.
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑨𝑨𝑨𝑨, 𝛾𝛾𝛾𝛾) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �0, 1 −

𝛾𝛾𝛾𝛾

�∑𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗2

� 𝑨𝑨𝑨𝑨

(15)

ここで、j はグループ番号すなわち混合ノルムにおける各 L2 ノルム成分の番号、i は画素番号に対応
する.
ADMM の最大の利点は、それぞれの更新に解析解が存在するため、非常に安定で高速に収束するこ
とである. 一方、デメリットは観測との整合性を示す 2 次関数の解析解を求めるには逆行列の計算が必
要 (式 10) になり、膨大なメモリを消費することである. ただし、本研究で用いる画像は 128x128 画素
と比較的小さいため、メモリの消費量は大きな問題にはならない 5.

3
3.1

研究に用いたデータ

赤外線天文衛星「あかり」遠赤外線全天サーベイマップ

本研究では、
「あかり」遠赤外線サーベイヤー (Far-Infrared Surveyor; FIS12)) での全天サーベイマ
ップ 13) を使用した. FIS には、N60, Wide-S, Wide-L, N160 の 4 バンドが存在するが、もっとも感度
の高い Wide-S (参照波長 90μm 6) のデータのみを用いた. Wide-S の典型的な感度は 3 MJy/str 程度
である 2).
FIS 全天サーベイにおける PSF は有松らによって調べられている 14). 彼らは多数の恒星に対して
スタッキング解析を行い、10 Jy より暗い天体については PSF の明るさ依存性がないことを確認し
4
5
6

残差の二乗和と L1 ノルムすなわち解の絶対値の総和を最小にする問題を指す.
1G バイト程度である.
キャリブレーションを行なった波長帯のことである.
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た. それより明るい天体については定かではないが、これは第 5 章で議論する.
PSF の構築は多数の天体で行われているが、当然ノイズは存在する. そこで本研究では白旗らの
研究 15) に従い、PSF を 2 つのガウス関数で近似した (図 1). 幅の狭い主成分と、広い裾野を持つサ
ブ成分とに分け、xy 両方向の幅をフリーパラメータとしてフィッティングした. ここで、x, y 方向
は検出器座標の横・縦成分であり、y 方向はスキャン方向 (黄緯方向) に対応する. 得られた関数の
主・サブ成分の幅 (FWHM) は x 方向が 53.3, 118.3 arcsec, y 方向が 92.2, 224.3 arcsec であった. 一部
フィッティング関数と観測値とが合っていない部分があるが、これは不安定な背景光と PSF 作成時
のサブサンプリングによって発生するピクセル間の相関に由来するものと思われる.

図 1 「あかり」FIS Wide-S バンドの x 方向 (左) 、y 方向(右)のプロファイル. データ点は Arimatsu et al. (2014) で提供
されているものを使用した. 黒の実線が 2 つのガウシアンでのフィッティング結果. 破線および点線はそれぞれ主・サブ
成分を示す. 測定された FWHM は x 方向が 61.9, y 方向が 108.5 arcsec であった.

公開されている PSF はスタッキング解析を用いて求められているため、本来の PSF よりも座標
測定誤差の分だけ広がっていると考えられる 7. 本来の PSF よりも広がった PSF で逆畳み込みを実
行すると解が求まらず、発散してしまう可能性がある. そこで本研究では、フィッティングにより
得られたガウシアンの幅を x 方向に 0.5 pixel, y 方向に 1 pixel 縮小した PSF を用いた. この値は座
標決定精度が典型的には 0.5 〜 1 pixel 未満であること、y 方向は x 方向に比べて広がりが 2 倍程
度であることに由来する. ただし、縮小の有無によって本研究の結論に大きな影響はないことは確
認した.
3.2

IRAS Revised Bright Galaxy Sample

本研究では IRAS 衛星によって作成された Revised Bright Galaxy Sample (RBGS

16)

) の 629 天体を銀河

サンプルとして用いた. このカタログは、IRAS の 60μm バンドで 5.24 Jy 以上の明るさを持つ銀河全て
が収録されており、近傍赤外線銀河の研究に非常に多く使われている. 本研究の目的は、
「あかり」遠赤
外線画像の解像度を向上させ、近傍銀河のサイズを測定できるようにすることであるので、その試金石
として RBGS は最適な銀河サンプルである.

7

公開されている PSF の README より.
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結果

「あかり」遠赤外線全天サーベイマップで観測された IRAS RBGS に収録されている銀河 629 天体に
対し、本研究での提案手法で高解像度化を行った. その際サブピクセルサンプリングを行い、64x64 画
素 (1 画素は 15 arcsec) に切り出した銀河の画像を、128x128 画素 (1 画素は 7.5 arcsec) で出力した. 正
則化パラメータλは 0.1 とした.
高解像度化の例を図 2, 3 に示す. 図 2 は M51 への適用で、もともと PSF でぼやけていた画像 (左) が
シャープになり、渦巻き模様や伴銀河の光もよく見えるようになった (中央) ことがわかる. ただし、
Herschel/PACS の画像 (右) と比較すると、課題が残っていることがわかる. ここで、Herschel の画像は
70μm 帯の画像 (PACS / green) をピクセルサイズ、分解能共に FIS の高解像度画像に揃えたものである.
両者を比較すると、渦巻き模様のパターンは類似しているが、FIS 画像では中心付近での凹みが見られ
る. これは、本研究で用いた PSF と実際の PSF との差異から生じると考えられる。詳しくは次節で議論
する. なお、渦巻きの腕の一部や伴銀河において PACS と FIS とでコントラストが異なるのは、観測波
長の違い (70μm と 90μm) に由来すると考えられる. 図 3 は IRAS09022-3615 への適用前後の y 方向の
プロファイルを示している. もともと 4 arcmin 程度に広がっていたプロファイル (ピンク) が、2 arcmin
以下に抑えられている (緑) ことが見て取れる.

図 2

M51 の画像の比較. 元々の画像 (左) ではぼやけていた渦巻き模様が、高解像度化した画像 (中央) では見えてい

ることがわかる. 参考のため、Herschel/PACS の画像を FWHM 40 arcsec のガウシアンでぼかした画像 (右) を示した。

図 3

IRAS09022-3615 の強度プロファイル. 元々 (緑) は 4 arcmin ほど広がっていたが、高解像度化後 (ピンク) は 2
arcmin 程度の広がりになっていることがわかる.
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本研究の最大の目的は、近傍銀河の遠赤外線帯でのサイズを測定できるようにすることである. そこ
で、銀河のサイズを測定した結果を文献値と比較した. 本研究では、銀河のサイズとして全フラックス
の半分が入る半径 (R50) とした. 全フラックスは簡単のため、座標中心から平均が Wide-S バンドの検
出感度 (3 MJy/str) になる領域までの半径に含まれる総フラックスとした. サイズの測定では、切り出し
た視野内 (128 x128 pixel; 16 arcmin に相当) に複数の天体が写っているデータや、視野をはみ出すほど
大きい天体、視野内にデータ欠損が含まれるデータ、100μm 帯で 100 Jy 以上明るく PSF の差異が目立
つ銀河は、逆畳み込みとは別の不定性が乗ってしまうため除外した. 一方、文献値としては SIMBAD 8で
示されている値を用いた. 文献値が入手できなかったサンプルも除外し、最終的にサイズの比較に用い
たサンプル数は 479 天体であった.
SIMBAD で示されているサイズは測定方法が異なるが、主として可視光で一定以上暗くなるまでの領
域として定義されている. 銀河の主軸・短軸共に測定されているので、簡単のため両者の平均を用いた.
文献値と「あかり」による銀河サイズとでは観測波長が異なるため、放射源も異なる. さらに、サイズ
の定義も異なるため、直接の比較は難しい. しかし、銀河全体で見た場合には放射源の違いは緩和され
ると考えられる. 何より近傍銀河においては、見かけのサイズが銀河までの距離に反比例するため 9、サ
イズの定義が異なっていても両者は相関するはずである.

図 4 「あかり」で測定した銀河のサイズと、文献値との比較. 元々の画像 (ピンク) より、高解像度化を適用したもの
(緑) の方がより小さなサイズまで測定できていることがわかる.

銀河サイズの測定・比較結果を図 4 に示す. 予想通り一対一の関係にはならないが、両者には確かに
相関が見られる. したがって、SIMBAD が提供する銀河サイズは、本研究で測定したサイズを議論する
上で、定性的な比較対象にできる. SIMBAD size が 4 arcmin 程度で傾きが変わっているのは、遠い銀河
ほど暗く、SIMBAD で主に使われているサイズの定義では原理的にサイズを過小評価してしまうためと
考えられる.
元々の画像でのサイズ測定との比較 (ピンク) を見ると、SIMBAD で 2 arcmin 以上の銀河では相関が
見られるが、それより小さい銀河についてはほぼ無相関で R50 ~ 1 arcmin となっている. 一方、逆畳み
込みをした結果 (緑) では、外れ値を持つ天体はいるものの、SIMBAD でのサイズが 1 arcmin 以下の銀
河でも相関を示している. これを見ると、逆畳み込みにより R50 = 0.6 arcmin 程度までサイズ測定可能
になったと考えられる. つまり、本研究の手法により、空間分解能は 2 倍程度改善されたことになる.
8
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http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
ユークリッド幾何学で近似できる範囲に限る. 赤方偏移 z=0.01 までであれば十分に近似できる.
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議論・今後の展望

本研究での提案手法により、
「あかり」遠赤外線画像を高解像度化し、近傍銀河のサイズが測定できる
ようになった. 本節では、本研究によって可能になるサイエンス、さらなる高解像度化への課題、他の
望遠鏡への応用について議論する.

5.1

新しく広がるサイエンス

これまでの「あかり」遠赤外線画像は主として点源として扱われてきた. そのため、銀河のサイズ測
定は他の波長帯での観測に頼らざるを得なかった. しかし、遠赤外線と他の波長帯とでは放射源が異な
る. そのため、銀河のサイズも異なると考えられる.
例えば、活動銀河核 (AGN) を持つ銀河は、中間赤外線帯ではダストトーラスからの放射が支配的で
あるため、ほぼ点源となるはずである. しかし、遠赤外線帯ではダストトーラスの放射よりも星形成に
由来する成分が卓越することが一般的なため、放射源はより広がっていると考えられる. それを検証す
る研究は Herschel17)を用いて行われている

18)

が、一部の AGN についてしか行われていない. そこで全

天サーベイである「あかり」を活用することで、より多くの一般的な AGN についても研究できるよう
になると考えられる.
また、遠赤外線光度面密度の測定や合体過程にある銀河の分離は、銀河形成を理解する上で重要だと
考えられているが 19)、そのような研究は「あかり」の空間分解能によって制限されてきた. 本研究での
提案手法を適用すれば空間分解能は 40 arcsec 程度まで改善できる. 空間分解能 40 arcsec は赤方偏移
z = 0.01 (距離 40 Mpc 程度) における 8 kpc に対応する. つまり、遠赤外線光度密度の測定も、合体する
直前の銀河の分離も z = 0.01 より手前の銀河については可能になったと考えられる.

5.2

さらなる精度向上、およびアーチファクトの除去

本研究では、全天体の PSF は一定として逆畳み込み演算を行った. しかし、特に明るい天体について
は PSF の違いが影響を及ぼしている可能性がある. 図 3 を見ると、逆畳み込み後のプロファイル (緑)
では y=-1.5 arcmin のあたりで凹凸が見える. これはよく見ると元々のプロファイル (ピンク) がやや左
側に尾を引いているためである. このようなプロファイルは他の多数の天体にも見られたので、個々の
天体の PSF が異なることを示唆している.
図 2 で示した M51 の Herschel 画像との比較では、この PSF の差異が影響していると考えられる. PSF
の差異が無視できない状態で逆畳み込みを適用すると、適用後のプロファイルには負の値が生じやすく
なる. しかしフラックスは非負の値を持つ条件を課しているため、値は 0 に補正される. その代わりに
0 付近の値を持つ領域が広がることになる. その結果、明るい領域の周辺で本来よりも低い値が生じや
すくなると考えられる. この現象はあくまでサブ成分であるので、天体のサイズ測定には大きな影響は
ないが、分解した天体の詳しい形状測定への影響は無視できない.
この原因の一つは、FIS の検出器特性である、slow transient response15)にあると考えられる. これは検
出器の応答が入射光に対して遅れる現象で、FIS のようにスキャン観測を行う場合に影響を及ぼす. も
ちろんデータ処理の段階でこの現象は考慮されているが 13)、補正しきれていない、あるいは過補正して
いる成分があっても不思議ではない. また、有松らは PSF の明るさ依存性は確認しているが 14)、10 Jy よ
り暗い天体のみを対象にしているだけでなく、スタッキング解析を行っているため、個々の分散は打ち
消されていると考えられる. 個々の PSF がどれだけ異なるかは本研究での解析だけではわからないが、
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これらを適切に考慮した PSF の逆畳み込みができれば、より鮮明な画像を作成できると考えられる.
天体ごとの PSF の違いを考慮する上でもう一つ重要な事象がある. それは光学系以外に依存する成分、
すなわち画像処理段階で発生する PSF である. 「あかり」全天サーベイマップは、スキャンデータをス
タックする際、近傍画素にも FWHM = 30 arcsec のガウス関数で重みをつけて足し合わせている 13). 「あ
かり」の PSF の FWHM は 50-100 arcsec 程度 2)であるので、大きな影響はないように見える. しかし、
この処理によりノイズまでも広がってしまうことに問題がある. 本来、式 (6) によって計算されるコス
ト関数は、ピクセルごとにノイズが独立であることが前提になっている. その場合、単純な逆畳み込み
によって増幅されるノイズも高周波成分が支配的になるため、TV や T3V のような正則化で打ち消すこ
とができる. しかし、ノイズが平均化されピクセル同士が独立でなくなると、逆畳み込みによって増幅
されるノイズは低周波成分を持つため、正則化で打ち消すのが難しくなる. その結果、強めの正則化パ
ラメータを設定することになり、高解像度化はそれによって制限されてしまう. この現象はノイズが大
きい天体、つまり明るい天体で特に影響が出てしまう. これを解決するには、明るさごとに PSF の成分
を変えるなどの操作が必要になるため、より高度な最適化関数の開発が必要である.

5.3

他の望遠鏡への応用

本研究では、
「あかり」遠赤外線銀河画像に対する逆畳み込み演算を行った. しかし、本手法は他の天
文衛星はもちろん、地上望遠鏡による観測データにも適用できる. そのためには、前節で述べたような
処理が必要になる. すなわち、地上望遠鏡ではシーイングが観測ごと、場所ごとに異なるため、天体ご
とに適切な PSF で逆畳み込みを実装する必要がある.
また、他の望遠鏡に応用する場合に興味深いのが、他波長間での解像度を揃えることである. 天文学
の研究においては、他波長間で分解能を揃える際には、分解能が悪い方に合わせるのが一般的である.一
般に、カラー画像に単純なモデルを適用すると、画像が滲んでしまうことが知られている. このような
状況に加え、天体画像においては波長ごとに PSF の形状が大きく異なる. これらの課題を解決し、空間
分解能を改善しつつ解像度を揃えることができれば、応用面でも価値が高い.

6

まとめ

本研究では「あかり」遠赤外線銀河画像を高解像度化することで、これまでできなかった、近傍銀河
のサイズ測定を可能にした. 画像の高解像度化には、観測データと PSF との整合性および「天体画像は
滑らか」
「フラックスは非負」という先見情報をコスト関数に組み込み、コスト関数を最小にする画像を
推定することで実現した. 「あかり」遠赤外線近傍銀河のサイズ測定が可能になったことにより、遠赤
外線光度面密度の測定、AGN 天体の遠赤外線帯での広がりなどの新しいサイエンスが進展することが
期待できる. 本研究をさらに発展させるには、1. 天体ごとに適切な PSF を作成すること、2. ノイズがぼ
かされている状況でもより適切な高解像度処理を行えるようにすること、3. 異なる波長間で分解能を改
善しつつ揃えること、が考えられる. これらの課題を解決することで、銀河のより細かい構造が見える
ようになるだけでなく、他の望遠鏡への応用もできると期待される.
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月極域探査における月面探査機の
着陸地点の候補の探索手法の提案
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In recent years, the existence of volatile substances such as water ice has been confirmed in the lunar polar
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spacecraft specification. Furthermore, after landing on the moon, spacecraft should reach from the landing site
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݄ۃҬʹଘࡏ͢ΔΫϨʔλʔͷ෦ʹɼӬٱӨͱݺΕΔྖҬ͕ଘࡏ͢Δ [1]ɽӬٱӨɼҰΛ௨ͯ͠
ଠཅޫ͕શͨ͘Βͳ͍ྖҬͰ͋ΔɽͦͷͨΊྖҬ෦ͷԹৗʹԹͰอͨΕ͍ͯΔɽ͜Ε·Ͱͷڀݚ

[2], [3] ʹΑΓɼӬٱӨͱͦͷपลʹ͓͍ͯɼਫණͳͲͷൃشੑ࣭ͷଘࡏ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɽ͔͠͠ݱঢ়Ͱ
ɼਫණͷਖ਼֬ͳྔɼΤωϧΪʔࢿͯ͠ͱݯͷར༻ՄੑͳͲʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɽਫ
ණɼকདྷͷ༗ਓ݄໘୳ࠪਂӉ୳ࠪʹ͓͍ͯΤωϧΪʔࢿͯ͠ͱݯͷར༻͕ظ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼ݄໘
ʹଘࡏ͢ΔਫණΛղੳ͢Δ͜ͱͰɼ݄ʹٿଘࡏ͢Δਫͷؔ͢ʹݯىΔݟͷ֫ಘ͕ظ͞Ε͍ͯΔɽͦͷ
ͨΊɼ2020 Ҏ߱ɼੈք֤ࠃͷۀاۃ݄͕ؔػڀݚҬͷ୳ࠪܭըΛ༧ఆ͍ͯ͠Δ [4], [5]ɽຊͰɼӉ
ߤۭڀݚ։ൃ( ߏػJAXA) ͕ 2020 લʹɼ݄ۃҬ୳ࠪϛογϣϯ [6] Λݕ౼͍ͯ͠Δɽ
݄ۃҬ୳ࠪϛογϣϯΛޭͤ͞ΔͨΊͷॏཁͳཁૉͷҰͭͱͯ͠ɼ୳ࠪػͷணͷબఆ͕͋͛ΒΕ
Δɽݱஈ֊Ͱɼ݄ೆۃҬʹ͓͚Δ࣭͕ڥಛతͳΛௐࠪతͱͯ͠ɼͦͷपลྖҬΛணީ
ิྖҬͱ͢Δ༧ఆͰ͋Δɽணɼ݄໘ͷࣼ֯ɼணʹޙরΛ֬อՄͳؒظɼணʹޙͱٿͷ
௨৴͕ՄͳͲͳؒظͷ݄໘ͷػࠪ୳͕ڥͷண݅Λຬ͔ͨͨ͠Βબग़͢Δ͜ͱ͕·͍͠ɽ·ͨɼ
ண࣌ʹɼண͕ࠩޡੜ͡ΔͨΊɼணͱͯ͠ఆΊͨʹਖ਼֬ʹண͢Δ͜ͱࠔͰ͋ΔɽΑͬ
ͯɼணͷબఆɼணࠩޡߟྀͯ͠ߦ͏ඞཁ͕͋Δɽ
݄໘ʹணޙɼ୳ࠪػௐࠪత·ͰҠಈ͢Δඞཁ͕͋Δɽ୳ࠪػͷߦܦ࿏ɼ݄໘ͷࣼ֯ɼ
রɼͱٿͷ௨৴ͳͲɼ݄໘ͷػࠪ୳͕ڥͷߦ݅Λຬͨͨ͠Λ௨Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽܦ࿏ͷ୳ࡧ
ͰɼরͷͨΔॴɼͱٿ௨৴͕ՄͳॴͳͲͷ݄໘ڥͷ࣌ؒมԽߟྀͯ͠ߦ͏ඞཁ͕͋Δɽ
Ҏ্ΑΓɼ୳ࠪػͷணͷબఆʹɼணͷڥɼணࠩޡɼண͔ͨ͠Βௐࠪత·Ͱ
ͷ୳ࠪػͷߦܦ࿏ͷڥͷ 3 ͭͷཁૉΛߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δɽͦ͜ͰຊͰڀݚɼ͜ΕΒ 3 ͭͷཁૉΛߟྀ
݄ͨ͠໘୳ࠪػͷணͷީิͷબఆख๏ΛఏҊ͢ΔɽఏҊख๏ʹΑΓɼ୳͕ࠪػணՄͰ͋Γɼணޙ
ʹ୳ࠪߦ͕ػՄͳͷΈΛ௨Γௐࠪత·Ͱ౸ୡՄͰ͋Δͷநग़Λߦ͏ɽ
ຊจͷߏ࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɽ2 ষͰɼணͷڥɼணࠩޡɼ୳ࠪػͷߦܦ࿏ͷ 3 Λߟྀ͠
ͨ୳ࠪػͷணͷબఆख๏ΛఏҊ͢Δɽ3 ষͰɼ2 ষͰड़ΔఏҊख๏ʹ͍ͨͮجணͷબఆΛߦ
͍ɼͦͷ݁ՌͷߟΛߦ͏ɽ4 ষͰɼຊจͷ·ͱΊΛड़Δɽ

2

ணͷީิͷબఆख๏

ຊষͰɼ݄໘୳ࠪػͷணͷީิͷબఆख๏ʹ͍ͭͯड़Δɽ

2.1 ணީิͷநग़ͷྲྀΕ
୳ࠪػͷணͷީิͷબఆͷྲྀΕʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ͡ΊʹɼணͷબఆͷͨΊɼ୳ࠪػͷண
ՄͳɼߦՄͳΛͦΕͧΕఆٛ͢Δɽ࣍ʹɼணީิྖҬͷத͔Βɼ୳͕ࠪػணՄͳΛ
நग़͢Δɽநग़͞Εͨͷத͔Βɼண͕ػࠪ୳ʹޙௐࠪత·Ͱ౸ୡՄͳΛநग़͢Δɽ͜͜
Ͱɼண͔Βௐࠪత·Ͱͷܦ࿏ɼ݄໘ڥͷ࣌ؒมԽΛߟྀ͢Δඞཁ͕͋ΔͨΊɼ੩తڥΛ
ఆͨ͠ΞϧΰϦζϜͰٻΊΔ͜ͱ͍͠ɽ୳ࠪػɼௐࠪతʹ౸ୡ͢Δ·Ͱʹ௨Δશͯͷʹର͠
ͯɼͦͷ͕୳ࠪػͷߦՄ݅Λຬͨͨ͠λΠϛϯάͰ௨Βͳ͚ΕͳΒͳ͍ɽͦ͜ͰɼຊͰڀݚɼ
෯༏ઌ୳ࡧ [7] Λؒ࣌ͨ͠ͱݩมԽΛߟྀͨ͠ΞϧΰϦζϜΛఏҊ͠ɼܦ࿏ͷ୳ࡧΛߦ͏ɽ࠷ʹޙɼணࠩޡ
ԁΛߟྀͯ͠ɼఆ͞ΕΔணࠩޡԁྖҬʹ·ؚΕΔશͯͷ͕୳ࠪػͷண݅Λຬ͔ͨͯͭ͠ɼணޙ
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ʹ୳͕ࠪػௐࠪ·Ͱ౸ୡՄͳΛணͷީิͱͯ͠நग़͢Δɽ

2.2 ୳ࠪػͷணՄͳͷఆٛɾநग़
୳ࠪػͷணͷީิΛߜΔͨΊɼ୳ࠪػͷணՄΛఆٛ͢Δɽ࣮ࡍͷϛογϣϯʹ͓͚Δɼ୳ࠪ
ػͷணՄͳͷ݅֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍͕ɼ͓͓Αͦ࣍ͷΑ͏ͳ͕݅ݕ౼͞Ε͍ͯΔɽ

1)

͕ࣼ֯ 10 ҎԼͰ͋Δ

2)

୳͕ࠪػணޙɺ1 िؒҎ্࿈ଓͰর͕֬อՄͳ

3)

୳͕ࠪػணޙɺ1 िؒҎ্࿈ଓͰͱٿ௨৴͕Մͳ

ຊͰڀݚɼ্هͷ 3 ͭͷ݅Λશͯຬͨͨ͠Λ୳͕ࠪػணՄͳͱͯ͠நग़Λߦ͏ɽ

2.3 ୳ࠪߦ͕ػՄͳͷఆٛɾநग़
ຊ͚͓ʹڀݚΔ୳ࠪߦ͕ػՄͳɼ࣍ͷ 3 ͭͷ݅Λશͯຬͨ͢ͱ͢Δɽ୳ࠪߦ͕ػՄͳ
ɼ࣮ࡍͷϛογϣϯʹ͓͚Δ݅֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍͕ɼ͓͓Αͦ࣍ͷΑ͏ͳ͕݅ݕ౼͞Ε͍ͯΔɽ

1)

͕ࣼ֯ 25 ҎԼͰ͋Δ

2)

র͕֬อՄͳ

3)

ͱٿ௨৴͕Մͳ

1) ͷ݅ɼ͕ࣼ֯େ͖͍߹ɼ୳ࠪػͷస͕֬େ্͖͘ঢ͢ΔͨΊͰ͋Δɽ2) ͷ݅ɼ୳ࠪػ
ͷՔಇΤωϧΪʔ͕ଠཅޫൃిʹґଘ͢ΔͨΊͰ͋Δɽ3) ͷ݅ɼ୳ࠪػͷࡏݱ؍ଌσʔλΛͱٿ
ૹड৴͢ΔͨΊʹɼৗʹͱٿ௨৴Մͳঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ͕·͍ͨ͠ΊͰ͋ΔɽຊͰڀݚɼ্هͷ 3 ͭͷ
݅Λશͯຬͨͨ͠Λ୳ࠪߦ͕ػՄͳͱ͢Δɽ2.2 ͷ݅Ͱநग़ͨ͠ணީิͷத͔Βత
·Ͱͷܦ࿏͕֬อՄͳΛநग़͢Δɽܦ࿏͕֬อՄͰ͋Δ͔ͷఆɼޙड़͢Δڥͷ࣌ؒมԽΛ
ߟྀͨ͠ܦ࿏୳ࡧΞϧΰϦζϜΛ༻͍ͯߦ͏ɽ

2.4 ணࠩޡΛߟྀͨ͠ணͷநग़
1 ষͰड़ͨΑ͏ʹɼ࣮ࡍͷண࣌ʹɼண͕ࠩޡੜ͡Δ͜ͱ͕༧͞ΕΔɽຊͰڀݚɼணͱ͠
ͯఆΊͨΛத৺ͱͨ͠ணࠩޡԁ͕ൃੜ͢Δ͜ͱΛఆ͢ΔɽΑͬͯɼ͋ΔΛணͱͯ͠ఆΊͨ
ͱ͖ʹɼఆ͞ΕΔணࠩޡԁྖҬʹ·ؚΕΔશ͕ͯணͱͯ͠ͷ݅Λຬ͔ͨͯͭ͠ɼணʹޙௐ
ࠪඪ·Ͱ౸ୡՄͳΛணͷީิͱͯ͠நग़͢Δɽ

2.5 ڥͷ࣌ؒมԽΛߟྀͨ͠ܦ࿏୳ࡧΞϧΰϦζϜ
ຊڀݚɼk m ࢛ํͷྖҬʹ͓͚Δ݄໘هʹͱ͕ؒ࣌͝ڥ͞Ε͍ͯΔσʔλΛར༻͢Δ͜ͱΛఆ͢
Δɽ͜͜Ͱɼk m ͱ͍͏͞ɼ୳ࠪػΛߦͤͨ͞ͱ͖ɼ୳ࠪػͷߦํͱਨʹಈ͘෯ΑΓେ͖͍
ҙͷͱߟ͑Δɽ͜ͷ k m ࢛ํͷྖҬΛຊͰڀݚҰͭͷͱͯ͠ఆٛ͢ΔɽணީิྖҬ͜ͷ k m ࢛
ํͷྖҬ͔Βߏ͞ΕΔͱߟ͑ͯɼਤ 1 ͷΑ͏ʹ֤ʹ࠲ඪΛ༩͑Δɽ୳ࠪػͷ 1 ճͷҠಈɼ֤ͷத
৺͔Βྡ͢Δͷத৺ʹҠಈ͢Δͱߟ͑Δɽ
র͕ͨΔɼͱٿ௨৴͕ՄͳͳͲɼҰ෦ͷ݄໘ڥ࣌ؒมԽ͢ΔɽͦͷͨΊຊͰڀݚɼ
ڥͷ࣌ؒมԽΛߟྀͨ͠ܦ࿏୳ࡧΞϧΰϦζϜΛ༻͍ΔɽΞϧΰϦζϜͷϑϩʔνϟʔτΛਤ 2 ʹࣔ͢ɽ௨
ৗɼ෯༏ઌ୳ࡧΛ༻͍ͨܦ࿏୳ࡧͰɼͪߦྻΛ༻͍ͯҐஔʹؔ͢ΔใΛอ࣋͢Δ͕ɼ͜ͷΞϧΰϦζϜ
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Ͱɼ୳ࠪػͷҐஔใʹՃ͑ͯɼ୳ࠪ։͔࢝Βͷܦա࣌ؒΛͪߦྻͰอ࣋͢Δ͜ͱͰɼڥͷ࣌ؒมԽʹ
ରԠͨ͠ܦ࿏ͷ୳ࡧΛߦ͏ɽ
࣍ʹɼ͜ͷΞϧΰϦζϜͷೖྗͱग़ྗʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽண (sx, sy)ɼௐࠪత (gx, gy)ɼ୳ࠪ
։࢝࣌ࠁ Ts ɼ୳͕ࠪػҰ࣌ؒ͋ͨΓʹҠಈՄͳճ v ɼ੍ ࠁ࣌ݶTl Λೖྗͱͯ͠ɼ୳ࠪߦ͕ػՄͳ
ͷΈΛ௨Γɼ੍ʹؒ࣌ݶண͔Βௐࠪత·Ͱ౸ୡՄͰ͋Δ͔ͷఆΛग़ྗͱ͢Δɽ͜͜Ͱɼ
୳ࠪ։࢝࣌ࠁ Ts ͱ੍ ࠁ࣌ݶTl ͦΕͧΕ࣌Λ͓ࣔͯ͠Γɼ୳͕ࠪػҠಈՄͳ࣌ؒɼTl ͱ Ts ͷࠩͰද
ͤΔɽ୳͕ࠪػҰ࣌ؒ͋ͨΓʹҠಈՄͳճ v ͱ୳͕ࠪػҠಈՄͳ͔࣌ؒΒɼ୳͕ࠪػҠಈՄͳճΛ

N ͱ͢Δͱɼ࣍ͷΑ͏ʹද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
N = v(Tl − Ts )

(1)

͜ΕΒͷΛ༻͍ͯɼΞϧΰϦζϜͷॲཧͷྲྀΕΛઆ໌͢Δɽ͡ΊʹɼணީิྖҬͷશͯͷΛඇ୳
ࡧࡁΈͱ͢Δɽ࣍ʹɼͪߦྻʹ [୳ࠪػͷҐஔ (x ࠲ඪ), ୳ࠪػͷҐஔ (y ࠲ඪ)ɼ୳ࠪػͷҠಈճ (n)] ͷ 3
ͭͷσʔλ͔ΒͳΔཁૉΛՃ͑Δɽ͜͜Ͱɼॳظͷ୳ࠪػͷҐஔண (sx, sy) Ͱ͋Γɼ୳ࠪػͷҠಈճ
 0 Ͱ͋Δɽͦͷޙɼ୳ࠪػͷࡏݱΛ୳ࡧࡁΈͱ͢ΔɽҎ߱ɼҎԼͷॲཧΛ܁Γฦ͢ɽ

1. ͪߦྻͷઌ಄ͷཁૉΛऔΓग़͠ɼ[୳ࠪػͷҐஔ (x ࠲ඪ), ୳ࠪػͷҐஔ (y ࠲ඪ)ɼ୳ࠪػͷҠಈճ
(n)] ͱ͢Δɽ
2. ୳ࠪػͷҠಈճ (n) ͕Ҡಈճͷ্ͱݶ͍͠ (n = N ) ߹ɼॲཧΛऴྃ͢Δɽ
3. ୳ࠪػͷҐஔͱ্Լࠨӈʹྡ͢ΔͰɼ୳ࠪػͷߦ݅Λຬͨͯ͠ɼ͔ͭ୳ࡧࡁΈͰͳ͍શͯͷ
Λ୳ࠪػͷભҠઌͱ͢Δɽશͯͷ୳ࠪػͷભҠઌʹରͯ͠ɼ[୳ࠪػͷભҠઌ (x ࠲ඪ), ୳ࠪػͷભ
Ҡઌ (y ࠲ඪ)ɼ୳ࠪػͷҠಈճ] ΛͪߦྻʹೖΕΔɽ͜͜Ͱɼ୳ࠪػͷҠಈճʹ n + 1 Λઃఆ
͢Δɽ·ͨɼ୳ࠪػͷભҠઌΛશͯ୳ࡧࡁΈͱ͢Δɽ

4. ୳ࠪػͷભҠઌʹௐࠪత͕·ؚΕ͍ͯΔ߹ɼॲཧΛऴྃ͢Δɽ
5. ୳ࠪػͷࡏݱʹྡ͢Δ͕શͯ୳ࡧࡁΈͰͳ͍߹ɼ[୳ࠪػͷҐஔ (x ࠲ඪ), ୳ࠪػͷҐஔ (y
࠲ඪ)ɼ୳ࠪػͷҠಈճ] Λͪߦྻʹೖྗ͢Δɽ͜͜Ͱɼ୳ࠪػͷҠಈճʹ n + 1 Λઃఆ͢Δɽ

6. ॲཧ 1 ʹΔɽ
༻͢Δσʔλɼh ࣌ؒ͝ͱͷ݄໘ه͕ڥ͞Ε͍ͯΔͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖࣮Ͱݧɼh ࣌ؒ͝ͱʹ݄໘
͕ڥมԽ͢Δ͜ͱߟ͑Δɽ୳͕ࠪػҰ࣌ؒ͋ͨΓʹҠಈͰ͖Δճ v Ͱ༩͑ΒΕ͍ͯΔͨΊɼ୳ࠪ ͕ػhv
ճҠಈ͢Δͨͼʹ݄໘ڥมԽ͢Δɽॲཧ 5 Ͱɼ୳ࠪػҠಈͤͣʹɼ୳ࠪػͷ 1 ճͷҠಈʹཁ͢Δ࣌ؒ
͚ͩɼͦͷͰ࣌ؒܦաΛͭॲཧͰ͋ΔɽΑͬͯɼ୳ࠪػͷҐஔมԽ͠ͳ͍͕ɼҠಈճ 1 ૿͑Δɽ
͜ΕʹΑΓɼڥͷ࣌ؒมԽΛߟྀͯ͠ɼ୳ࠪʹؒ࣌ݶ੍͕ػ౸ୡՄͳશ͕ͯݕग़͞ΕΔɽॲཧ 4 Ͱ
ऴྃͨ͠ͱ͖ɼௐࠪత·Ͱ౸ୡՄͰ͋Δͱఆ͠ɼॲཧ 2 Ͱऴྃͨ͠ͱ͖ɼௐࠪత·Ͱ౸
ୡෆՄͰ͋Δͱఆ͢Δɽ

ਤ1

ணީิྖҬͷΠϝʔδ
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ڥͷมԽΛߟྀͨ͠ΞϧΰϦζϜͷϑϩʔνϟʔτ

3

࣮݁ݧՌ

ຊষͰɼ3 ষͰड़ͨख๏Λ༻͍ͯߦͳ࣮ͬͨݧͷ݁ՌΛ͢هɽ࣮ͰݧɼணީิྖҬ͔Β̎ͭͷ
Λநग़ͯ͠ɼͦΕͧΕͷΛௐࠪతͱͨ࣌͠ͷணͷީิͷ୳ࡧΛߦͳͬͨɽ

3.1 ࣮͍ͨ༻ʹݧσʔλ
࣮͍ͨ༻ʹݧσʔλͷৄࡉΛද 1 ʹࣔ͢ɽͦΕͧΕͷ݄໘ڥͷσʔλͷهํ๏ɼҪ্Β [9] ͷจʹ
ͯ͞ࡌهΕ͍ͯΔɽ͜ͷσʔλɼ2020  10 ݄ 1  0 ͔࣌Β 2020  12 ݄ 31  24 ࣌·ͰͷணީิྖҬ
ͷ݄໘ڥΛγϛϡϨʔγϣϯͨ͠σʔλͰ͋Δɽ1 ϐΫηϧ͋ͨΓʹ 10 m ࢛ํͷྖҬʹؔ͢Δσʔλ͕
ه͞Ε͍ͯΔɽຊͰڀݚɼ͜ͷ 10 m ࢛ํͷྖҬΛ 1 ͱ͢ΔɽணީิྖҬɼॎԣ 301 ʷ 301 ͷ
͔ΒͳΓɼɼ90,601 Ͱ͋Δɽه͞Ε͍ͯΔσʔλணީิྖҬͷͦΕͧΕͷʹ͓
͚Δরڧɼͱٿͷ௨৴ͷՄ൱ɼࣼ֯Ͱ͋ΔɽরڧɼணީิྖҬͷ֤ʹ͓͚Δଠཅޫ
ͷ ͕ڧ12 ஈ֊Ͱ 3 ࣌ؒ͝ͱʹه͞Ε͍ͯΔɽরڧɼଠཅΛ 12 ͷޫ͔ݯΒߏ͞Ε͍ͯΔͱͯ͠ɼ
ҙͷʹ͓͚Δরڧɼͦͷͷද͔Βߴ 1 m ͷҐஔ͔Β؍ଌՄͳޫ͋ͰݯΔɽ12 ͷޫ
ݯͷஔʹ͍ͭͯɼ[9] ʹ͞ࡌهΕ͍ͯΔɽͱٿͷ௨৴ͷՄ൱ɼணީิྖҬͷ֤ͱ্ٿͷ֤
ج͕ہ௨৴ՄͰ͋Δ͔͕ 2 Ͱ 3 ࣌ؒ͝ͱʹه͞Ε͍ͯΔɽࣼ֯ɼணީิྖҬͷ֤ʹ͓
͚Δ݄ද໘ͷ͕ࣼ֯ه͞Ε͍ͯΔɽ

3.2 ࣮ݧઃఆ
࣮ݧઃఆΛද 2 ʹࣔ͢ɽ୳ࠪ։࢝࣌ࠁɼ୳͕ࠪػணՄͳ͕ଟଘࡏ͢Δ࣌͋ͰظΔ 2020  11 ݄

6  6 ࣌ͱͯ͠ɼ੍ࠁ࣌ݶɼ1 िؒޙͷ 2020  11 ݄ 13  6 ࣌ͱͨ͠ɽΑͬͯ୳ࠪࠪ୳͕ػՄͳ࣌ؒ
168 ࣌ؒͰ͋Δɽ୳ࠪ ͕ػ1 ࣌ؒ͋ͨΓʹҠಈՄͳճɼ୳ࠪػͷҠಈΛ࣌ 0.06 km ͱఆͯ͠ɼ
10 m ͷؒͷҠಈΛ 1 ࣌ؒ͋ͨΓʹ 6 ճҠಈՄͰ͋Δͱઃఆͨ͠ɽΑͬͯ୳ࠪʹؒظ͕ػҠಈͰ͖Δ
ճ࠷େͰ 1,008 ճͰ͋Δɽௐࠪతͷਖ਼֬ͳҐஔݱঢ়Ͱ֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍ɽͦͷͨΊɼௐࠪత
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ͷରͱͳΔΛؚΉͱ͞ΕΔྖҬͷத͔Β 2 ΛϥϯμϜʹநग़ͯ͠ɼͦΕͧΕͷΛ A, 
 B ͱ࣮ͯ͠ݧΛߦ͏ɽCR1(89.4391S, 137.1345W) Λ࠲ͨ͠ͱݪඪ͚͓ʹܥΔ Aɼ B ͷ࠲ඪͱ
ҢܦΛද 3 ʹࣔ͢ɽরɼݱஈ֊ͷϛογϣϯݕ౼ঢ়[ گ9] ͱಉ༷ʹɼর ͕ڧ12 ஈ֊த 6 Ҏ্ͷ
Λর͕ͨΔͱఆٛͨ͠ɽ௨৴ɼ্ٿͷ 4 ͭͷجہͷɼ1 ͭҎ্ͱ௨৴͕ՄͳΛ௨
৴Մͳͱఆٛͨ͠ɽ·ͨɼ࣮ɼPython ͷࢉܭϥΠϒϥϦͰ͋Δ SciPy[8] Λ༻͍ͯߦͬͨɽ

3.3 ࣮݁ݧՌ
ணީิྖҬͰɼ2 ষͰड़ͨ୳͕ࠪػண݅Λશͯຬͨͨ͠Λநग़͢ΔɽணީิྖҬͰɼຊ
࣮Ͱݧઃఆͨ͠୳ࠪ։࢝࣌ࠁʹ͓͚Δ୳͕ࠪػணՄΛਤ 3 ʹࣔ͢ɽநग़͞Εͨ 1,726 Ͱ
͋Δ.
͡Ίʹɼ A ʹର͢Δ݁Ռʹ͍ͭͯड़Δɽ A ͷҐஔɼਤ 3 ʹௐࠪతͱ͍ͯࣔͯ͠͠Δɽ
 A ʹରͯ͠ɼ2 ষͰड़ͨܦ࿏୳ࡧΞϧΰϦζϜΛ༻͍ͯɼௐࠪ·Ͱܦ࿏Λ֬อՄͳΛநग़͢
Δɽண݅Λຬͨͨ͠ʹରͯ͠ɼͦΕͧΕௐࠪత·Ͱͷܦ࿏͕֬อՄͰ͋ΔΛਤ 4 ʹࣔ
͢ɽநग़͞Εͨ 856 Ͱ͋Δɽ࠷ʹޙɼணࠩޡԁΛߟྀͨ͠நग़Λߦ͏ɽணࠩޡԁͷܘΛ

100 m ͱͯ͠ɼணީิͷநग़Λߦͬͨ݁ՌΛਤ 5 ʹࣔ͢ɽநग़͞Εͨ 30 Ͱ͋ͬͨɽ࣮ݧ
ͷ݁Ռͱͯ͠ɼ A Λௐࠪతͱͨ͠߹ɼ90,601 ͔ΒͳΔணީิྖҬͷத͔Βɼ30 ·Ͱ
ணީิΛߜΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ B ʹ͍ͭͯಉ༷ͷखॱͰணީิͷநग़Λߦͬͨɽ B ͷ
ҐஔΛਤ 6 ʹௐࠪతͱͯࣔ͠͠ɼ B ʹର͢Δ݁ՌΛද 3ɼਤ 7ɼਤ 8 ʹࣔ͢ɽ
ද1

࣮ݧσʔλͷৄࡉ

ணީิྖҬ

CR1(89.4391S, 137.1345W) Λத৺ͱͨ͠ 3 km ࢛ํͷྖҬ

௨৴جہͷॴࡏ

ӓాɼΰʔϧυετʔϯɼΩϟϯϕϥɼϚυϦου

γϛϡϨʔγϣϯؒظ

2020  10 ݄ 1  0 ࣌ - 2020  12 ݄ 31  24 ࣌

هִؒ

3 ࣌ؒ͝ͱ

1 

10 m ࢛ํͷྖҬ

ද2

࣮ݧઃఆ

୳ࠪ։࢝࣌ࠁ

2020  11 ݄ 6  6 ࣌

੍ࠁ࣌ݶ

2020  11 ݄ 13  6 ࣌

୳ࠪػͷҠಈ

1 ࣌ؒʹ 6 ճҠಈՄ

র͕ͨΔ

র ͕ڧ6 Ҏ্ͷ

௨৴Մͳ

௨৴ج ہ1 ͭҎ্ͱ௨৴͕Մͳ

ணࠩޡԁͷܘ

100 m

ද3

ௐࠪతͷ࠲ඪɾҢ݁ݧ࣮ͱܦՌ

ௐࠪత

 A

 B

ௐࠪతͷ࠲ඪ (x, y)

(69, −99)

(36, −49)

ௐࠪతͷҢܦ

(89.4734S, 134.6922W)

(89.4591S, 135.6508W)

ௐࠪత·Ͱͷܦ࿏͕֬อՄͳ

856 

1,665 

ணࠩޡԁΛߟྀͨ͠ணͷީิ

30 

102 
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(: 1,726 )

 A ·Ͱͷܦ࿏͕֬อՄͳ
(: 856 )

ਤ5

ਤ6

 A ʹରͯ͠ணࠩޡԁΛߟྀͨ͠

ணͷީิ (: 30 )

ਤ7

 B ·Ͱͷܦ࿏͕֬อՄͳ
(: 1,665 )

ਤ4

୳͕ࠪػணՄͳͱௐࠪత B

(: 1,726 )

ਤ8

 B ʹରͯ͠ணࠩޡԁΛߟྀͨ͠

ணͷީิ (: 102 )
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·ͱΊ

ຊͰڀݚɼ݄ۃҬ୳ࠪϛογϣϯʹ͓͚Δ݄໘୳ࠪػͷணͷબఆख๏ΛఏҊͨ͠ɽख๏ͱͯ͠ɼ
݄໘͔ڥΒ୳͕ࠪػணՄɼ୳ࠪߦ͕ػՄͳΛఆٛ͠ɼ୳͕ࠪػணՄͰ͔ͭɼணʹޙௐࠪ
త·Ͱ౸ୡՄͳͷநग़Λߦͬͨɽ࠷ʹޙணࠩޡԁΛߟྀ͠ɼͦͷΛணͱͯ͠ఆΊͨ
ͱ͖ʹɼఆ͞ΕΔணࠩޡԁྖҬʹ·ؚΕΔશͯணՄͰ͔ͭɼௐࠪత·Ͱ౸ୡՄͳ
Λநग़ͨ͠ɽࠓޙͷ՝ͱͯ͠ɼ୳ࠪػͷߦܦ࿏ͷ୳ࡧख๏ͷ࠶ݕ౼͕͋͛ΒΕΔɽຊͰڀݚఏҊͨ͠ख๏
Ͱɼࣼ֯ɼরɼͱٿͷ௨৴ͱ͍ͬͨશͯͷ݄໘ͳྑ͕ڥͷΈΛ୳ࠪߦ͕ػՄͰ͋Δͱ
ఆٛͨ͠ɽ݄໘ڥͷதͰɼরʹؔ͢Δ݅ɼଠཅޫ͕୳ࠪػͷՔಇΤωϧΪʔͷ֬อʹඞཁͳͨΊઃ
ఆͨ͠ɽ͔͠͠ɼௐࠪతʹ౸ୡ͢Δ·ͰʹඞཁͳͷՔಇΤωϧΪʔΛ֬อͰ͖Εྑ͍ͨΊɼৗʹ
র͕ͨΔͷΈΛ௨Δඞཁͳ͍ɽͦͷͨΊࠓޙɼরͷ݅ΛॏΈͱͨ͠୳ࠪػͷߦܦ࿏ͷ୳ࡧख
๏Λݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
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機械学習による月面 DEM の高解像化
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Resolution enhancement of DEM of the lunar surface using
machine
learning
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Abstract
Abstract

Digital Elevation Model (DEM) of the lunar surface is one of the data used to discuss landing sites and travel route candidates
for the lunar probe. When using DEM, if the DEM resolution is low, cannot grasp the detail for the terrain. However, the
creation of a high-resolution DEM of the lunar surface is expensive because it requires manual work. In this paper, we aim to
generate a high-resolution DEM without manual work by using a low-resolution DEM that exists for the entire lunar. In general,
the interpolation method is used to generate a higher resolution DEM from the existing DEM. However, the interpolation
method is not suﬃcient for use to discuss the landing site of the lunar explorer and moving path candidates. In this paper,
we consider that a method using deep learning that achieves high performance in image super-resolution can be applied and
veriﬁed the eﬀectiveness of the method. In the evaluation based on the mean of mean error and the mean of maximum error,
the veriﬁed method generated a DEM with higher accuracy than the general interpolation method. However, we consider that
the performance is insuﬃcient for discussing the landing site of the lunar probe and travel route candidates for the lunar probe.
Keywords:
Digital
Elevation
Model, Deep
Learning,
Neural Network
Key Words
: Digital
Elevation
Model,
Deep Learning,
Neural Network
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ཁ

݄໘ͷඪߴϞσϧʢDigital Elevation Model; DEMʣɼ݄໘୳ࠪػͷணҠಈܦ࿏ީิΛݕ౼͢ΔͨΊʹ༻
͍ΔσʔλͷҰͭͰ͋ΔɽDEM Λ༻͢ΔࡍɼDEM ͷղ૾͕͍ͱৄࡉͳܗΛѲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽ͔͠͠ɼ
݄໘ͷߴղ૾ͷ DEM ͷ࡞ਓखʹΑΔ࡞ۀΛඞཁͱ͢ΔͨΊɼߴ͍ίετ͕͔͔Δɽͦ͜ͰຊͰڀݚɼ݄ͷશٿ
ଘࡏ͢Δղ૾ͷ DEM Λ༻͍ͯɼਓखΛհͣ͞ʹߴղ૾ͷ DEM Λੜ͢Δ͜ͱΛඪͱ͢ΔɽҰൠతʹطଘͷ
DEM ͔ΒΑΓղ૾ͷߴ͍ DEM Λੜ͢Δͱ͍͏తʹิؒख๏͕༻͍ΒΕΔ͕ɼ݄໘୳ࠪػͷணҠಈܦ࿏
ީิͷݕ౼ͱ͍͏తʹ༻͍ΔʹेͰͳ͍ɽͦ͜ͰຊͰڀݚɼ ը૾ͷղ૾ʹ͓͍ͯߴ͍ੑΛ࣮͍ͯ͠ݱΔਂ
ֶशͷٕज़Λ༻͍ͨख๏͕ద༻Ͱ͖Δͱߟ͑ɼͦͷख๏ͷ༗ޮੑΛͨ͠ূݕɽฏۉฏ͓ࠩޡۉΑͼฏ࠷ۉେʹࠩޡΑΔධ
ՁͰɼͨ͠ূݕख๏Ұൠతͳิؒख๏ΑΓߴਫ਼ͳ DEM ͕ੜ͞Εͨɽ͔͠͠ɼ݄໘୳ࠪػͷணҠಈܦ
࿏ީิͷݕ౼ͷͨΊʹෆेͳੑͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
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1 ͡Ίʹ
݄໘୳ࠪػͷணҠಈܦ࿏ީิΛݕ౼͢ΔͨΊʹ༻͍ΔσʔλͷҰͭͱͯ͠ɼ݄໘ͷඪߴϞσϧ
ʢDigital Elevation Model; DEMʣ͕͋ΔɽDEM ϐΫηϧ͝ͱʹඪߴΛ࣋ͭσʔλͰ͋ΔɽҰͭͷϐΫη
ϧ͕ද͢Ҭ͕খۭؒ͘͞ղʢҎԼɼղ૾ͱݺশ͢Δʣ͕ߴ͍ DEM Ͱͳ͚ΕɼৄࡉͳܗΛѲ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽ݄໘ͷ DEM ΛՄࢹԽͨ͠ྫΛਤ 1ɼਤ 2 ʹࣔ͢ɽͦΕͧΕͷਤʹ͓͍ͯɼ֤ϐΫηϧͷ
৭ͦͷ DEM ʹ͓͚Δඪߴͷେ͖͞Λද͓ͯ͠Γɼ৭͕໌Δ͍ϐΫηϧ΄Ͳඪߴ͕େ͖͍͜ͱΛද͠
͍ͯΔɽ
݄໘ͷ DEM ʹ SLDEM2013 1)ʢҎԼɼSLDEM ͱݺশ͢ΔʣͳͲ͕ଘࡏ͢ΔɽSLDEM  JAXA ͷ݄प
ճӴʮ͔͙ (SELENE)ʯͷܗΧϝϥʢTerrain Camera; TCʣʹΑͬͯऩू͞ΕͨσʔλʹΑΔεςϨΦ
ࢹʹՃ͑ɼLOLA 2) ͷσʔλʹΑΔશମௐɼTC ͷܽଛ෦ͷิͲͳΛࢪͯ͠ߏங͞Εͨ DEM Ͱ͋Δɽ
·ͨɼSLDEM ͱൺֱͯ͠ߴղ૾ͳ DEM ͱͯ͠ɼLRO NAC DEM 3) ʢҎԼɼNACDEM ͱݺশ͢Δʣ͕ଘ
ࡏ͢Δɽ͔͠͠ɼNACDEM ͋Δఔͷ࣭ͱྔͷ݄໘ը૾͕ଗ͍ͬͯΔྖҬͰͳ͚Ε࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͣɼ݄໘ͷҰ෦ͷͷ͔͠ެ։͞Ε͍ͯͳ͍ɽՃ͑ͯɼNACDEM ͷ࡞ʹਓखʹΑΔ࡞͕ۀඞཁͱͳΔɽ
ͦͷͨΊɼ3km ࢛ํͷ DEM ͷ࡞ʹࡾϲ݄Ҏ্ͷ࡞ۀΛඞཁͱ͠ɼͦͷ࡞ʹऀۀઐతͳࣝͱ࡞ʹۀ
ର͢Δख़࿅͕ٻΊΒΕΔ͜ͱ͔Βɼߴ͍ίετ͕͔͔Δͱ͍͏͕ଘࡏ͢ΔɽSLDEM ͱ NACDEM ͷॾݩ
Λද 1ɼද 2 ʹࣔ͢ɽ
ද 1 SLDEM2013 ͷॾݩ

DATA SET ID

σʔλ

MAP SCALE [m/pixel]

SLN-L-TC-5-SLDEM2013-V1.0

64800

7.4031617246699464

ද 2 LRO NAC DEM ͷॾݩ

DATA SET ID

σʔλ

MAP SCALE [m/pixel]

LRO-L-LROC-5-RDR-V1.0

464

2~

ͦ͜ͰຊͰڀݚɼ͢Ͱʹ݄ͷશٿଘࡏ͢Δղ૾ͷ DEMʢSLDEMʣΛ༻͍ͯɼਓखΛհͣ͞ʹߴղ
૾ͷ DEM Λੜ͢Δ͜ͱΛඪͱ͢Δɽٿͷཧσʔλʹ͓͍ͯɼطଘͷ DEM ͔ΒΑΓղ૾ͷߴ
͍ DEM Λੜ͢Δͱ͍͏తʹิؒख๏͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɽิؒख๏Ͱɼ༩͑ΒΕͨؔʹΑͬͯط෦
ͷඪߴ͔Βະ෦ͷඪߴͷਪఆΛߦ͏ɽ͔͠͠ɼิؒख๏Λ݄໘ʹద༻͢Δ߹ɼະ෦ʹඪߴͷ
มԽ͕ͳٸখ͞ͳΫϨʔλʔͳͲͷ͕ܗଘࡏ͢ΔͱɼͦͷܗΛਪఆ͢Δ͜ͱ͕͍͠ɽΑͬͯɼ݄໘୳ࠪ
ػͷணҠಈܦ࿏ީิͷݕ౼ͱ͍͏తʹ༻͍ΔʹेͰͳ͍ɽͦ͜ͰɼຊͰڀݚɼղ૾ʹ͓͍
ͯߴ͍ੑΛ࣮͍ͯ͠ݱΔਂֶशͷख๏Λద༻͠ɼղ૾ͷ DEM ͔Βߴղ૾ͷ DEM Λੜ͢Δɽ͜
ͷ݁ՌΛެ։͞Ε͍ͯΔߴղ૾ͷ DEM ͱൺֱ͢Δ͜ͱͰɼূݕख๏ͷੑΛੜ͞Εͨ DEM ͷਫ਼ͱɼ
ணબఆҠಈܦ࿏ઃʹܭର͢Δ༗ޮੑͷೋͭͷ͔؍Β͢ূݕΔɽ
ຊจɼҎԼͷߏʹै͏ɽ̎ষͰɼຊؔʹڀݚ࿈͢Δ͍ͯͭʹڀݚड़Δɽ̏ষͰɼຊͰڀݚ༗ޮ
ੑͷূݕΛߦ͏ɼ۩ମతͳख๏Λઆ໌͢Δɽ̐ষͰɼ̏ষͰࣔͨ͠ख๏ʹͦͱݧ࣮͍ͨͮجͷ݁Ռʹ͍ͭͯ
ͷߟΛߦ͏ɽ̑ষͰɼຊจͷ·ͱΊޙࠓͼٴͷ՝ʹ͍ͭͯड़Δɽ
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ਤ 2 DEM ͷՄࢹԽྫʢ3Dʣ

ਤ 1 DEM ͷՄࢹԽྫʢ2Dʣ

2 ؔ࿈ڀݚ
2.1 DEM ͷิؒ
͍͓ͯʹ্ٿɼߤۭʹػࡌ͞ΕͨϨʔβεΩϟφͳͲʹΑͬͯܗͷ܈σʔλΛऔಘ͠ɼͦͷ܈
σʔλ͔Β DEM Λ࡞͢Δ͜ͱ͕ߦΘΕ͓ͯΓɼͦͷࡍʹิؒख๏͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɽ܈σʔλɼߤۭ
ػͷࡱӨҐஔͳͲͷӨʹڹΑΓɼॴʹΑͬͯີʹσʔλΛऔಘͰ͖ͳ͍͜ͱ͕͋ΔɽͦͷΑ͏ͳɼ܈
σʔλ͕ૄͳॴͰ DEM ͷඪߴΛਫ਼ྑ͘ૠͰ͖͍ͯͳ͍Մੑ͕͋ΔɽͦͷͨΊɼ܈σʔλ͕ີ
ͳॴͰಘΒΕͨ DEM ͷඪߴ͔Βɼ܈σʔλ͕ૄͳॴͷ DEM ͷඪߴΛิؒ͢Δ͜ͱ͕ߦΘΕ͍ͯ
Δ 4) ɽ͔͠͠ɼσʔλ͕ૄͳॴͷൣғ͕େ͖͍΄Ͳɼิؒͷਫ਼͕ѱ͘ͳΔ͜ͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
·ͨɼຊͨ͠ࣅྨͱڀݚతͰ͋Δɼطଘͷ DEM ͔ΒΑΓղ૾ͷߴ͍ DEM Λੜ͢Δͱ͍͏తʹ
ิؒख๏͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɽؘݹΒͷ ڀݚ5) ʹ͓͍ͯɼઢ ؒิܗ6, 7) εϓϥΠϯิؒ 8) ɼAkima ͷิؒ
9)

ͳͲ͕ͦͷදతͳख๏ͱͯ͛͠ڍΒΕɼੑͷൺֱ͕ߦΘΕ͍ͯΔɽ
ຊͰڀݚɼਂֶशͷٕज़Λ༻͍ͨख๏ͷ༗ޮੑͷূݕΛɼؘݹΒͷ͛ڍͰڀݚΒΕ͍ͯΔख๏ͱൺֱΛ

͢Δ͜ͱͰߦ͏ɽ

2.2 ୯Ұը૾ղ૾
ຊڀݚղ૾ͷ DEM Λ༻͍ͯߴղ૾ͷ DEM Λੜ͢Δ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠Δ͕ɼը૾ΛऔΓѻͬ
͍͓ͨͯʹڀݚɼຊͨ͠ࣅྨͱڀݚతΛ࣋ͭ୯Ұը૾ղ૾ʢSingle image super-resolution; SISRʣͷڀݚ
͕ଘࡏ͢Δɽ

SISR ̍ຕͷղ૾ʢLRʣͷը૾͔Βߴղ૾ʢHRʣͷը૾Λੜ͢Δ͜ͱΛతͱͨ͋͠ͰڀݚΔɽ
ߴ͍࣭֮Λ࣋ͭߴղ૾ը૾͔ΒՁͷ͋ΔใΛಘΒΕΔͨΊɼҩྍ༻ը૾ॲཧӴੜը૾ॲཧɼη
ΩϡϦςΟը૾ॲཧͷΑ͏ͳଟ͘ͷʹ͓͍ͯ͘Ԡ༻͞Ε͍ͯΔ͋ͰڀݚΔɽ
ॳظͷ SISR ͷओͳख๏ Bicubic ิؒ

10)

ͳͲͷิؒϕʔεͷख๏ɼ࠶ߏϕʔεͷख๏

11) ɼεύʔε

ίʔσΟϯάΛ༻ֶ͍ͨशϕʔεͷख๏ 12) ͷ 3 ͕ͭଘࡏ͍ͯͨ͠ɽ͔͠͠ɼ࠷ۙͰਂֶशϕʔεͷख๏
͕ଞͷख๏ΑΓ༏ҐੑΛ͍ࣔͯ͠Δ 13) ɽ
ਂֶशϕʔεͷख๏ͰओʹΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫ (Convolutional Neural Network; CNN) Λ
༻͍ΔɽCNN ओʹը૾ೝࣝʹԠ༻͞ΕΔχϡʔϥϧωοτϫʔΫͷҰछͰ͋Δɽྡͨؒ͠ͷಛఆͷϢ
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χοτͷΈ͕݁߹Λ࣋ͭΛ͓࣋ͬͯΓɼ͜Εੜͷͷࢹ֮ʹؔ͢ΔਆܦՊֶͷݟΛߟʹݩҊ͞Εͯ
͍Δɽ·ͨɼCNN ը૾ೝ͚ࣝͩͰͳ͘ɼηάϝϯςʔγϣϯɼ࢟ਪఆͳͲ༷ʑͳλεΫΛղͨ͘Ίͷ
ϕʔεωοτϫʔΫͱͯ͘͠ར༻͞Ε͍ͯΔ 14) ɽ

Chao Β 15, 16)  3 ͷ CNN Λ༻͍ͨղ૾ख๏ʢSRCNNʣΛఏҊ͠ɼߴੑͳ SISR Λ࣮ͨ͠ݱɽ·ͨɼ
CNN ͷΛΑΓਂͨ͘͠ VDSR 17)  RED 18) ɼEDSR 19) ͳͲ͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔɽ
ଟ͘ͷ CNN ʹΑΔղ૾ख๏Ͱɼղ૾ͷը૾Λ Bicubic ิؒͳͲͷิؒख๏Ͱ֦େͨ͠ޙɼCNN ʹ
ΑΔϞσϧͷೖྗͱ͢Δ͜ͱͰߴղ૾ͷը૾Λੜ͢Δɽֶशஈ֊ͰɼͳͱݩΔը૾Λ༻ҙ͠ɼͦΕΒΛ
ॖখͨ͠ ͼ࠶ʹޙBicubic ิؒͳͲͷิؒख๏Ͱ֦େ͢Δ͜ͱͰɼղ૾ͷը૾Λੜ͢Δɽͦ͏ͯ͠༻ҙ
ͨ͠ղ૾ͷը૾Λೖྗσʔλɼݩͷը૾Λਖ਼ղσʔλͱͯ͠ѻ͍ϞσϧͷֶशΛߦ͏ɽ

DEM ը૾ͱಉ͘͡ϐΫηϧ͝ͱʹΛ࣋ͭσʔλͰ͋ΔɽͦͷͨΊɼDEM ʹରͯ͠ CNN Λద༻͢Δ
͜ͱ͕ՄͰ͋Δɽͦ͜ͰɼຊͰڀݚ SISR ͷڀݚΛࢀߟʹͨ͠ख๏Λ༻͍࣮ͯݧΛߦ͏ɽ

3 ূݕख๏
ຊͰڀݚɼCNN ʹΑΔ SISR ͷख๏Λࢀߟʹ͠ɼҙͷҬͷղ૾ͷ DEM ͔ΒɼͦͷҬͷߴղ૾
ͷ DEM ΛಘΔख๏Λ͢ূݕΔɽ
ຊͰڀݚը૾Ͱͳ͘ DEM Λ༻͍Δ͕ɼجຊతʹ SISR ͷ߹ͱಉ༷ʹղ૾ͷ DEM Λೖྗσʔ
λɼߴղ૾ͷ DEM Λਖ਼ղσʔλͱͯ͠ϞσϧΛֶश͢ΔɽSISR ͷख๏ͱҟͳΔͱͯ͠ɼຊڀݚͷ߹
݄໘ͷશٿଘࡏ͢Δղ૾ͷ DEMʢSLDEMʣͱɼ݄໘ͷҰ෦͚ͩ࡞͞Ε͍ͯΔߴղ૾ͷ DEM
ʢNACDEMʣ͕ผʑͷσʔλͱͯ͠ެ։͞Ε͍ͯΔɽͦͷͨΊɼߴղ૾ͷ DEM ͔Βղ૾ͷ DEM Λ࡞
͢ΔͷͰͳ͘ɼNACDEM ͱɼͦΕʹରԠ͢Δ࠲ඪͷ SLDEM Λิؒख๏ʹΑ֦ͬͯେͨ͠σʔλΛߴղ
૾ͷ DEM ͱղ૾ͷ DEM ͷϖΞͱֶͯ͠शΛߦ͏ɽ͜ͷํ๏ɼߴղ૾ͷ DEM ͔Βμϯαϯϓ
ϦϯάʹΑͬͯղ૾ͷ DEM ΛಘΔ߹ʹൺɼߴղ૾ͷ DEM ʹରԠ͢Δ࠲ඪͷղ૾ͷ DEM Λ
Γग़͢ͱ͍͏ॲཧ͕ඞཁͱͳΔɽ
͔͠͠ɼ࣮ࡍʹߴղ૾ͷ DEM Λੜ͢Δࡍʹ༻͍Δ SLDEM Λ༻͍Δ͜ͱͰɼΑΓ࣮༻ʹద͢ΔϞσϧ
ͱֶͯ͠श͢Δ͜ͱ͕ظͰ͖Δɽ

3.1 Ϟσϧͷ֓ཁ
ຊ ͨ͠ʹߟࢀͰڀݚCNN ʹΑΔ SISR ͷख๏Ͱ͋Δ VDSR ͱ RED ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ

VDSR  Jiwon Β 17) ʹΑͬͯఏҊ͞ΕͨϞσϧͰ͋Δɽਤ 3 ʹ VDSR ͷϞσϧͷ֓ཁΛࣔ͢ɽඇৗʹਂ
͍ͷωοτϫʔΫΛ༻͍Δ͜ͱͰߴ͍ੑΛ࣮͍ͯ͠ݱΔɽਂ͍Λ༻͍ΔϞσϧͷͱͯ͠ɼֶश͕
ऩଋ͢Δ·Ͱʹ͕͔͔࣌ؒͬͯ͠·͏͜ͱ͕͛ڍΒΕΔɽ͔͜͠͠ͷϞσϧͰɼग़ྗͰೖྗσʔλΛ͠
߹ΘͤΔ͜ͱʹΑΓɼதؒͰඪσʔλͱೖྗσʔλͷࠩͷΈΛֶशͤ͞ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰɼֶशͷૣ
͍ऩଋΛ࣮͍ͯ͠ݱΔɽ

RED  Mao Β 18) ʹΑͬͯɼղ૾ϊΠζআͲͳڈΛؚΉը૾෮ݩͷख๏ͱͯ͠ఏҊ͞ΕͨϞσϧͰ͋
Δɽਤ 4 ʹ RED ͷϞσϧͷ֓ཁΛࣔ͢ɽରশతͳΈࠐΈͱٯΈࠐΈ͔ΒͳΔϞσϧͰ͋ΓɼΈࠐ
ΈͰೖྗσʔλΛநԽͨ͠ಛΛಘΔɽҰํɼٯΈࠐΈͰಘΒΕͨಛϚοϓΛΞοϓαϯϓϦ
ϯά͢Δ͜ͱͰը૾ͷࡉ෦Λ෮͢ݩΔɽ͜ͷରͱͳΔΈࠐΈͱٯΈࠐΈΛଓ͢Δ͜ͱͰɼޯফࣦ
ͷΛ͗ɼਂ͍ͷֶशΛՄͱ͢Δɽ·ͨɼ͜ͷଓʹΑͬͯΈࠐΈଆ͔ΒٯΈࠐΈଆಛ
ϚοϓΛ͢͜ͱʹͳΔɽ͜ΕʹΑΓɼΈࠐΈॲཧʹΑͬͯநԽ͞ΕΔલͷݩͷೖྗը૾ʹ͍ۙಛϚο
ϓอ࣋͞ΕΔɽͦͷͨΊɼ៉ྷͳը૾Λ෮͢ݩΔ͜ͱʹد༩͢Δɽ
͜ͷೋͭͷख๏Λར༻ͨ͠ཧ༝ɼղ૾ͷը૾Λߴղ૾ͷը૾ͱಉ͡αΠζʹ֦େ͔ͯ͠Βωο
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τϫʔΫͷೖྗͱ͢ΔͨΊɼղ૾ͷ DEM ͷղ૾ͱߴղ૾ͷ DEM ͷղ૾ͷഒ͕ҟͳΔϖΞ
ΛಉҰͷωοτϫʔΫͰֶश͢Δ͜ͱ͕Մͱ͍͏͜ͱʹ͋Δɽߴ͍ੑΛ࣮͍ͯ͠ݱΔϞσϧͷଞͷྫ
ͱͯ͠ EDSR ͳͲ͕͋Δɽ͜ΕΒͷϞσϧ Sub-pixel convolution

20)

ͱ͍͏ख๏Λ༻͍͍ͯΔɽSub-pixel

convolution ɼೖྗ࣌Ͱղ૾ͷը૾Λ֦େͤͣʹͦͷ··ೖྗ͠ɼಘΒΕͨಛϚοϓΛωοτϫʔ
ΫͰฒͼସ͑Δ͜ͱͰɼ࠷ऴతʹ֦େ͞Εͨը૾Λग़ྗ͢Δख๏Ͱ͋Δɽ͜ͷख๏ Deconvolution ͱൺֱ
ͯ͠ޮతͳ֦େΛՄͱ͢Δͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɼωοτϫʔΫͰ֦େΛߦ͏ͨΊɼ֦େ͋Β͔͡Ίઃఆ
ͨ͠ഒͰݻఆͱͳΔɽͦͷͨΊɼSub-pixel convolution Λ༻͍ΔϞσϧͷ߹ɼೖྗσʔλͷղ૾ͱग़ྗ
σʔλͷղ૾ͷഒ͕ҟͳΔϖΞΛಉҰͷωοτϫʔΫͰֶश͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽҰํɼࠓճ༻͍Δσʔ
ληοτͰɼղ૾ͷ DEMʢSLDEMʣͷղ૾͕શͯͷҬͰҰఆͰ͋Δͷʹର͠ɼߴղ૾ͷ DEM
ʢNACDEMʣҬ͝ͱʹղ૾͕͋Δఔҟͳ͓ͬͯΓɼղ૾ͷഒ͕ҟͳΔϖΞΛֶशͰ༻͢Δ͜ͱ
ʹͳΔɽͦͷͨΊɼEDSR ͳͲͷ Sub-pixel convolution Λ༻͍Δख๏ࠓճ༻͢Δσʔληοτʹద͞
ͳ͍ɽ
·ͨɼVDSR ͱ RED ͷ྆ऀΛར༻ͨ͠ཧ༝ɼVDSR ͕ը૾ͷղ૾ͷΈΛతͱͨ͠ख๏Ͱ͋Δͷʹର
ͯ͠ɼRED ղ૾ͷΈͳΒͣɼϊΠζআͲͳڈؚΉը૾෮ݩΛతͱͨ͠ख๏Ͱ͋Δͱ͍͏ҧ͍ʹ͋Δɽ
͜ͷҧ͍͕ߴղ૾ͷ DEM ͷੜͷӨ͢ڹΔՄੑΛߟ͑ɼൺֱͷͨΊʹ྆ऀΛར༻࣮ͯ͠ݧΛߦͳͬͨɽ

ਤ 3 VDSR ͷ֓ཁਤ

ɹ

ਤ 4 RED ͷ֓ཁਤ
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3.2 Ϟσϧͷߏ
ࠓճ༻ͨ͠ϞσϧͷߏΛද 3ɼද 4 ʹࣔ͢ɽͦΕͧΕͷදʹ͓͍ͯɼNumber Ϟσϧͷ֤ʹׂΓ
ͯͨ൪߸ɼType ͷछྨΛද͍ͯ͠Δɽͷछྨͱͯ͠ɼConvolution ͕ΈࠐΈɼDeconvolution ͕
ٯΈࠐΈɼAdd ͕ೖྗΛ͠߹Θͤͯग़ྗ͢ΔΛද͍ͯ͠Δɽ·ͨɼKernel ΈࠐΈʹ͓͚ΔϑΟ
ϧλͷαΠζɼStride ΈࠐΈʹ͓͍ͯϑΟϧλΛೖྗʹରͯ͠ద༻ִ͍ͯؒ͘͠ɼFilters ΈࠐΈ
ʹ͓͚ΔϑΟϧλͷΛද͍ͯ͠ΔɽActivation ׆ੑԽؔΛද͓ͯ͠ΓɼຊڀݚͷϞσϧͰਖ਼نԽઢܗ
ؔʢRectified Linear Unit; ReLUʣΛ༻͍͍ͯΔɽ
ද3

Number

ຊ ͨ͠༻ͰڀݚVDSR ͷߏ

Type

Kernel

Stride

Filters

Activtion

3×3

1

128

3×3

1

96

ReLU

3×3

1

64

ReLU

3×3

1

1

Input
1

Convolution

2

Convolution

3 - 20

Convolution

21

Convolution

22

Add(input,21)
ද4

Number

ຊ ͨ͠༻ͰڀݚRED ͷߏ

Type

Kernel

Stride

Filters

3×3

3

64

3×3

3

64

3×3

3

3×3

3

3×3

3

3×3

3

3×3

3

Activtion

Input
1 - 12

Convolution

13,14

Deconvolution

15

Add(14,11)

16,17

Deconvolution

18

Add(17,9)

19,20

Deconvolution

21

Add(20,7)

22,23

Deconvolution

24

Add(23,5)

25,26

Deconvolution

27

Add(26,3)

28,29

Deconvolution

30

Add(29,Input)

ReLU
64
ReLU
64
ReLU
64
ReLU
64
ReLU
64
ReLU

3.3 ֶश
ωοτϫʔΫͷύϥϝʔλΛ࠷దԽ͢ΔͨΊʹ࠷খԽ͢ΔରͱͳΔؔʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ
ิؒख๏ʹΑ֦ͬͯେͨ͠ղ૾ͷ DEM Λ xɼߴղ૾ͷ DEM Λ yɼ֤ DEM ͷϐΫηϧΛ n ͱ
͢Δɽֶश͢ΔͨΊͷσʔληοτͱͯ͠࠲ඪ͕ରԠͨ͠ x ͱ y ͕༩͑ΒΕͨ߹ʹɼඪͱͳΔͷ

ŷ = f (x) Λ༧ଌ͢Δɼؔ f Λ࠷దԽ͢Δ͜ͱͰ͋Δɽ͜͜ͰŷඪͱͳΔ y ʹର͢ΔਪఆͰ͋Γɼؔ
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 f ωοτϫʔΫͦͷͷΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
ֶशͷͨΊʹ༻͍Δଛࣦؔͱͯ͠ฏۉೋࠩޡʢMean Squared Error; MSEʣ n1 (y − f (x))2 Λ༻͍Δɽ͜

͜ͰɼMSE ඪσʔλͰ͋Δ y ͱղ૾ DEM ΛωοτϫʔΫʹೖྗͨ݁͠ՌಘΒΕΔग़ྗ f (x) ͷࠩޡ

ΛධՁ͢Δؔͱͯ͠༻͍͓ͯΓɼMSE ͕খ͍͞΄Ͳඪσʔλʹ͍ۙग़ྗ͕ಘΒΕ͍ͯΔ͜ͱΛҙຯ͢Δɽ
͜ͷଛࣦؔΛ࠷খԽ͢ΔΑ͏ʹωοτϫʔΫͷύϥϝʔλΛ࠷దԽ͢Δɽ

4 ධՁ࣮ݧ
4.1 σʔληοτ
࣮͏ʹݧσʔληοτͱͯ͠ɼղ૾ͷ DEM ʹ DARTS at ISAS/JAXAʢhttps://www.darts.

isas.jaxa.jpʣͰެ։͞Ε͍ͯΔ SLDEM Λ༻ͨ͠ɽ·ͨɼߴղ૾ͷ DEM ͱͯ͠ NACDEM 3) Λ
༻ͨ͠ɽSLDEM ͷղ૾ 7.4m/pixel Ͱ͋ΓɼNACDEM ʹ͓͍ͯެ։͞Ε͍ͯΔͷͷ͏ͪɼղ૾
͕ 2m/pixel ͷͷΛ༻ͨ͠ɽ

NACDEM ܽଛؚΜͰ͍ΔͨΊɼܽଛΛআ͘෦͔Β 500 × 500 ϐΫηϧ͝ͱʹσʔλΛΓग़͠

ͨɽͦͷޙɼΓग़ͨ͠ NACDEM ͷ࠲ඪʹରԠ͢ΔҬͷ SLDEM ΛΓग़͠ɼߴղ૾ͷ DEM ͱղ૾
ͷ DEM ͷϖΞͷσʔληοτΛ࡞ͨ͠ɽ
༻ͨ͠σʔλͷ༁ɼτϨʔχϯάσʔλ͕ 16,000 ϖΞɼόϦσʔγϣϯσʔλ͕ 4,000 ϖΞɼςε
τσʔλ͕ 4,000 ϖΞͱͳ͍ͬͯΔɽτϨʔχϯάσʔλֶशʹ༻͍ΔσʔλͰ͋ΓɼόϦσʔγϣϯσʔ
λֶशதʹϞσϧͷධՁΛߦ͏ͨΊʹ༻͍ΔσʔλͰ͋Δɽ·ͨɼςετσʔλͦΕͧΕͷख๏ͷධՁΛ
ߦ͏ͨΊʹ༻͍ΔσʔλͰ͋Δɽ
·ͨɼ࣮ʹڥݧ NVIDIA GeForce 1080Ti Λ༻͠ɼGPU ݧ࣮͍͓ͯʹڥΛߦͬͨɽ

4.2 ൺֱख๏
࣮ͰݧɼؘݹΒͷ ڀݚ5) Ͱ͛ڍΒΕ͍ͯΔɼطଘͷ DEM ͔ΒΑΓղ૾ͷߴ͍ DEM Λੜ͢Δࡍʹ༻
͍ΒΕ͍ͯΔɼҎԼʹࣔ͢ิؒख๏ͱൺֱΛߦ͍ɼ༗ޮੑͷূݕΛߦ͏ɽ

• εϓϥΠϯิؒ
• Akima ิؒ
• ઢؒิܗ
• ࠷ۙิؒ
εϓϥΠϯิؒɼσʔλʢϐΫηϧʣͰ۠͞ΕΔখ۠ؒ͝ͱʹɼଟ߲ࣜΛఆΊͯิؒΛߦ͏ख๏Ͱ͋
Δɽ͜͜Ͱɼଟ߲ࣜͷ 2 ֊·Ͱͷಋ͕ؔ࿈ଓͱͳΔΑ͏ʹܾఆ͢ΔɽຊͰڀݚ 3 ࣍ҎԼͷଟ߲ࣜΛ
ఆΊͯิؒΛߦ͏ 3 ࣍εϓϥΠϯิؒΛ༻͍ΔɽAkima ͷิؒεϓϥΠϯิؒͱಉ༷ʹখ۠ؒ͝ͱʹ 3 ࣍
ҎԼͷଟ߲ࣜΛఆΊͯิؒΛߦ͏ख๏͕ͩɼ1 ֊·Ͱͷಋ͕ؔ࿈ଓͰ͋Εྑ͍ͱ͍͏͕ҟͳ͍ͬͯΔɽ
ͦͷͨΊɼεϓϥΠϯิؒʹൺͯৼಈ͠ʹ͍͘ͱ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼઢؒิܗখ۠ؒ͝ͱʹ 1 ࣍ͷଟ߲
ࣜΛఆΊͯิؒΛߦ͏ख๏Ͱ͋Γɼ࠷ۙิؒ࠷ۙ͘ʹଘࡏ͢ΔϐΫηϧͷΛͦͷ··༻͍Δख๏Ͱ
͋Δɽ
ධՁࢦඪͱͯ͠ɼੜ͞Εͨ DEM ͷਫ਼ͷධՁͷͨΊʹɼؘݹΒͷ ڀݚ5) Λ͡Ίͱͨ͠ DEM ͷੜ
ʹؔ͢Δଟ͘ͷ͞༻ͰڀݚΕ͍ͯΔฏ࠷ͱࠩޡۉେࠩޡΛ༻͢Δɽੜ͞Εͨσʔλͱެ։͞Ε͍ͯΔߴ
ղ૾ͷ DEM Ͱ͋Δ NACDEM Λൺֱ͕ͯࠩ͠ޡখ͚͞Εɼਫ਼͕ߴ͍ DEM Λੜ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯ
Δͱ͑ݴΔɽ·ͨɼ୳ࠪػͷணͷબఆҠಈܦ࿏ͷઃ͍͓ͯʹܭɼඪߴͷมԽ͕ͳٸখ͞ͳΫϨʔ
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λʔͳͲͷܗͷ࠶͓͍߹ݱΑͼฏୱ͕ॏཁͱͳΔ͕ɼ͜ΕΒͷධՁʹɼੜ͞Εͨ DEM ͷՄࢹԽ݁
Ռ͓Αͼߴղ૾ͷ DEM ͱͷࠩޡΛϑʔϦΤม͠ՄࢹԽͨ݁͠ՌʹΑͬͯͦΕͧΕධՁΛߦ͏ɽ

4.3 ݁Ռ
࣮݁ݧՌΛද 5 ʹࣔ͢ɽදʹ͓͍ͯɼԼ࢛͕ͭ CNN Λ༻͍ͨख๏ͷ݁ՌͰ͋ΔɽͦΕΒ࢛ͭͷख๏ͷހׅ
ʹ͞ࡌهΕ͍ͯΔิؒख๏ɼղ૾ͷ DEM ͷ֦େʹ༻͍ͨิؒख๏Λ͍ࣔͯ͠Δɽ·ͨɼධՁࢦඪͷ
ฏۉฏࠩޡۉɼग़ྗ͞Εͨσʔλͱਖ਼ղσʔλͰ͋Δߴղ૾ͷ DEM ͱͷϐΫηϧ͝ͱͷࠩޡͷฏۉ
ΛɼςετσʔλͰ͋Δ 4,000 ϖΞͰฏͨ͠ۉͰ͋Γɼฏ࠷ۉେࠩޡϐΫηϧ͝ͱͷࠩޡͷ࠷େΛɼς
ετσʔλͰ͋Δ 4,000 ϖΞͰฏͨ͠ۉͰ͋Δɽ
4.3.1

ࠩޡ

ฏۉฏ͍͓ͯʹࠩޡۉɼઢؒิܗΛ༻͍ͨ RED ͕ɼฏ࠷ۉେ͍͓ͯʹࠩޡઢؒิܗΛ༻͍ͨ VDSR ͕
࠷ੑ͕ྑ͘ɼͲͪΒͷࢦඪʹ͓͍ͯ CNN Λ༻͍ͨख๏ͷੑ͕ྑ͍݁Ռͱͳͬͨɽ͜ΕΒͷ݁Ռ͔
Βɼੑͷ͍͓ͯʹ؍Ұൠతͳิؒख๏ͱൺֱͨ͠߹ɼCNN Λ༻͍ͨख๏ߴղ૾ͷ DEM ͷੜʹ
͓͍ͯ༗ޮੑ͕͋Δͱ͍͑Δɽ
Ұൠతͳิؒख๏ͷதͰɼฏۉฏࠩޡۉɼฏ࠷ۉେࠩޡͷ྆ํʹ͓͍ͯઢ࠷͕ؒิܗྑ͍ੑΛࣔͯ͠
͓Γɼ࠷ۙิؒ྆ํʹ͓͍ͯ࠷͕ࠩޡେ͖͍݁Ռͱͳͬͨɽ

CNN Λ༻͍ͨख๏ͷ݁ՌΛൺֱͯ͠ΈΔͱɼREDɼVDSR ͷͲͪΒʹ͓͍ͯิؒख๏ʹઢؒิܗΛ༻͍
ͨ߹ͷํ͕ɼ࠷ۙิؒΛ༻͍ͨ߹ΑΓྑ͍ੑΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼCNN ʹΑΔख๏ͷੑ
ʹɼղ૾ͷ DEM ͷ֦େʹ༻͍Δิؒख๏ͷੑ͕Ө͢ڹΔ͜ͱ͕ਪ͞ΕΔɽ
ද5

࣮݁ݧՌ

ฏۉฏ[ ࠩޡۉm]

ฏ࠷ۉେ[ ࠩޡm]

εϓϥΠϯิؒ

5.1436

17.4075

Akima ิؒ

5.1422

17.3667

࠷ۙิؒ

5.1572

17.8092

ઢؒิܗ

5.1396

17.4673

VDSRʢ࠷ۙิؒʣ

5.0498

17.4673

VDSRʢઢؒิܗʣ

5.0392

16.9617

REDʢ࠷ۙิؒʣ

5.0591

17.5657

5.0387
16.9942
REDʢઢؒิܗʣ
(খҎԼୈ 5 ҐͰ࢛ࣺޒೖ͍ͯ͠Δ)

4.3.2

ՄࢹԽ

ͦΕͧΕͷख๏ΛదԠͨ݁͠Ռͱɼਖ਼ղσʔλͰ͋Δߴղ૾ͷ DEM ͷࠩޡΛՄࢹԽͨ͠ྫΛਤ 5 ʹࣔ
͢ɽ·ͨɼਖ਼ղσʔλͰ͋Δߴղ૾ͷ DEM ͱͦΕʹରԠͨ͠࠲ඪͷղ૾ͷ DEM ΛՄࢹԽͨ͠ྫͱɼ
ղ૾ͷ DEM ʹର֤ͯ͠ख๏Λద༻ͨ݁͠ՌΛՄࢹԽͨ͠ྫΛਤ 6 ʹɼͦΕͧΕͷख๏ΛదԠͨ݁͠Ռ
ͱɼਖ਼ղσʔλͰ͋Δߴղ૾ͷ DEM ͷࠩޡΛϑʔϦΤมͨ͠ͷΛɼςετσʔλͰ͋Δ 4,000 ϖΞͰ
ฏͯ͠ۉՄࢹԽͨ݁͠ՌΛਤ 7 ʹࣔ͢ɽ
ਤ 5 ʹ͓͚Δɼ্Ұྻͷิؒख๏ʹΑͬͯੜ͞Εͨ DEM ͷͱࠩޡɼԼҰྻͷ CNN Λ༻͍ͨख๏ʹΑͬ
ͯੜ͞Εͨ DEM ͷࠩޡΛൺֱ͢Δͱɼ૬ରతͳࠩޡͷେ͖͞Λද͢৭ͷ໌Δ͕͞શମతʹ҉͘ͳ͍ͬͯΔ
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͜ͱ͔Βɼશମతʹ͕ࠩޡখ͘͞ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜ͷ݁Ռͱɼࠩޡͷ݁Ռ͔ΒɼCNN ʹΑΔख๏
ɼҰൠతͳิؒख๏ΑΓਖ਼֬ͳඪߴΛਪఆͰ͖͍ͯΔͱ͑ݴΔɽ
1 ͷߴղ૾ͷ DEM ͱ
2 ͷղ૾ͷ DEM Λൺֱ͢Δͱɼ
1 ͷߴղ૾ͷ DEM ʹ͓͍ͯ
ਤ 6 ʹ͓͚Δ
2 ͷղ૾ͷ DEM ʹ͓͚ΔͰଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜ͷΑ͏ͳใ͕
ݟΒΕΔখ͞ͳԜತ͕
3 ͔Β
6 ͦΕͧΕͷิؒख๏ʹΑͬͯੜ͞Εͨ DEM ΛՄࢹԽͨ͠ྫ
ղ૾ͷ DEM ͰࣦΘΕ͍ͯΔɽ

͕ͩɼ͜ͷখ͞ͳԜತΛਪఆͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ
7 ͔Β
10 ͷ CNN Λ༻͍ͨख๏ʹΑΔ݁ՌΛݟΔͱɼͪ͜Βಉ༷ʹɼߴղ૾ͷ DEM ʹݟΒΕ
͔͠͠ɼ

ͨখ͞ͳԜತ͕ਪఆͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜ΕΑΓɼ͜ΕΒͷख๏ɼ݄໘୳ࠪػͷணҠಈܦ
࿏ީิΛݕ౼͢Δͱ͍͏తʹ༻͍ΔͨΊʹੑ͕ेͰͳ͍ͱ͑ݴΔɽ
খ͞ͳԜತΛਪఆͰ͖ͳ͍ཧ༝ͱͯ͠ɼσʔληοτʹ͓͍ͯ͜ͷΑ͏ͳখ͞ͳԜತ͕ࣦΘΕ͍ͯΔύ
λʔϯͷҬ͕ɼใ͕ࣦΘΕ͍ͯͳ͍Ҭʹରͯ͠গͳ͍͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɽղܾํ๏ͱͯ͠ɼ͋Β͔͡
Ίখ͞ͳԜತ͕ࣦΘΕ͍ͯΔύλʔϯͷσʔλΛநग़͠ɼͦͷσʔλͱͦͷଞύλʔϯͷσʔλ͕ෆߧۉ
ʹͳΒͳ͍Α͏ʹσʔληοτΛ࡞͢Δ͜ͱ͕͋Δɽ
·ͨɼͦͷଞͷղܾํ๏ͱͯ͠ɼ݄໘ͷը૾͔ΒܗͷඪߴΛਪఆ͢Δͱ͍͏ํ๏͛ڍΒΕΔɽ͜ͷํ
๏ʹɼ୯ਂ؟ਪఆʢMonocular Depth Estimationʣͷ͕ڀݚԠ༻Ͱ͖Δͱߟ͑Δɽ୯ਂ؟ਪఆɼ1 ຕͷ
ը૾͔ΒϐΫηϧ͝ͱʹͦͷγʔϯͷԞߦ͖Λਪఆ͢Δ͜ͱΛతͱͨ͋͠ͰڀݚΔ

21) ɽߴղ૾ͷ݄໘ը

૾ߴղ૾ͷ DEM ͱൺֱͯ͠ඇৗʹଟ͘ଘࡏ͍ͯ͠ΔͨΊɼࠓճͷతʹ༗༻ͳํ๏Ͱ͋Δͱߟ͑Δɽ
࣍ʹɼਤ 7 ΛݟΔͱɼͲͷख๏ͷࠩޡൺֱతத৺ʹ͍ۙपΛଟؚ͘ΜͰ͓Γɼ࢛۱ͷߴप
͕গͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔Δɽߴप͕গͳ͍ͱ͍͏͜ͱɼ͕ࠩޡେ͖͘มԽ͢ΔྖҬ͕গͳ͍ͱ͍͏
͜ͱͰ͋Δɽͭ·Γɼσʔλશମͱͯ͠୳ࠪػͷணͷબఆҠಈܦ࿏ͷઃܭͷࡍʹॏཁͱͳΔฏୱ
ࣼʹӨ͢ڹΔΑ͏ͳࠩޡൺֱతগͳ͘ɼ·ͨɼख๏ؒͰ໌֬ͳࠩݟΒΕͳ͔ͬͨɽ

ਤ 5 ࣮݁ݧՌྫʢࠩޡͷՄࢹԽʣ
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ਤ6

ਤ7

࣮݁ݧՌྫʢDEM ͷՄࢹԽʣ

࣮݁ݧՌྫʢࠩޡΛप͝ͱʹՄࢹԽʣ
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·ͱΊͱࠓޙͷల

ຊͰڀݚɼਂֶशͷٕज़Λ༻͍ͯਓखΛհͣ͞ʹ݄໘ͷղ૾ͷ DEM ͔Βߴղ૾ͷ DEM Λੜ
͢Δख๏ʹ͍ͭͯͨ͠ূݕɽͨ͠ূݕख๏ɼྨࣅͨ͠తΛ࣋ͭղ૾͕͍ը૾͔Βղ૾͕ߴ͍ը૾Λ
ੜ͢Δը૾ͷղ૾ͷڀݚΛࢀߟʹͨ͠ɽ
εϓϥΠϯิؒͳͲͷٿͷ DEM ʹҰൠతʹద༻͞ΕΔิؒख๏ͱൺֱͯ͠ɼࠓճͨ͠ূݕख๏ਫ਼͕
ߴ͍ DEM Λੜ͕ͨ͠ɼҰൠతͳิؒख๏ͱಉ༷ʹɼඪߴͷมԽ͕ͳٸܗͷਪఆΛ͢Δ͜ͱͰ͖ͣɼฏ
ୱࣼͷӨ͍ͯͭʹڹҰൠతͳิؒख๏ͱൺֱͯ͠༗ҙͳࠩͳ͔ͬͨɽͦͷͨΊɼ݄໘୳ࠪػͷண
Ҡಈܦ࿏ީิΛݕ౼͢Δͱ͍͏తͷͨΊʹ༻͍Δʹੑ͕ेͰͳ͍ͱ͑ݴΔɽҰൠతͳิؒ
ख๏ΑΓਫ਼͕ߴ͍ DEM ΛੜͰ͖Δ͜ͱ͔ΒɼԿΒ͔ͷ੍݅ʹΑΓࣄલʹͳܹٸมԽ͕ͳ͍͜ͱΛ
֬ೝͨ͠ҬͰ͋Εɼࠓճͨ͠ূݕख๏༗ޮͰ͋Δͱߟ͑Δɽ͔͠͠ɼඪߴͷมԽ͕ͳٸܗΛؚΉҬ
Ͱ͋Δ߹ɼܗͷਪఆ͕ࠔͰ͋Γɼղ૾͔ΒิؒΛ༻͍ͯߴղ૾Խ͞Εͨ DEM Λݕ౼ʹ༻͍Δͷ
ҙΛཁ͢Δɽ͜ͷ߹ɼ෦తʹղ૾ͷߴ͍ܗσʔλΛ༻͍Δͷରࡦ͕ඞਢͰ͋Δɽ
ࠓޙͷ՝ͱͯ͠ɼߴղ૾ԽରͷҬʹɼܗͷਪఆ͕ࠔͱͳΔඪߴͷมԽ͕·ؚΕΔ͔൱͔Λผ
͢Δ͜ͱ͕͋Δɽ·ؚΕΔ߹ʹɼͦͷࠩޡͷ্ݶΛఆྔతʹࣔ͠ɼ࡞͞Εͨ DEM ͕୳ࠪతʹར༻Մ
͔Λར༻ऀ͕ࣝผͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Ζ͏ɽ
Ճ͑ͯɼඪߴͷมԽ͕ͳٸܗͷਪఆΛՄͱ͢Δ͜ͱࠓޙͷ՝ͱͯ͛͠ڍΒΕΔɽํ๏ͱͯ͠ɼ
σʔληοτʹ͓͚ΔɼඪߴͷมԽ͕ͳܹٸখ͞ͳԜತ͕ࣦΘΕ͍ͯΔύλʔϯ͕ଘࡏ͢Δσʔλͷͱͦͷ
ଞͷύλʔϯͷσʔλͷෆߧۉͷղফɼ1 ຕͷը૾͔ΒϐΫηϧ͝ͱʹԞߦ͖Λਪఆ͢Δ͜ͱΛతͱ͠
ͨ͋ͰڀݚΔ୯ਂ؟ਪఆͷख๏Λࢀߟʹ͢Δ͜ͱͰɼ݄໘ͷը૾͔ΒܗͷඪߴΛਪఆ͢Δͱ͍͏ํ๏͕
ߟ͑ΒΕΔɽ
·ͨɼࠓճͷ࣮ ͨ͠༻ͰݧDEM ܦҢάϦουͷͷΛ༻͍ͯ͠ΔɽܦҢάϦουͷ DEM
Λ༻͢Δ߹ͷͱͯ͠ɼͦͷ DEM ͕ද͢Ҭ͕ߴҢͰ͋Δ΄ͲΫϨʔλͳͲͷ͕ΜͰ͠·
͏͜ͱ͕͋Δɽࠓճͷ࣮Ͱݧ༻͢Δ DEM ͷҢଳΛࢦఆ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊɼΜͩܗͷೖྗʹରͯ͠
ΜͩܗΛɼΜͰ͍ͳ͍ܗͷೖྗʹΜͰ͍ͳ͍ܗΛग़ྗ͢ΔΑ͏Ϟσϧֶश͢Δ͜ͱʹͳΔɽ
ͦͷͨΊɼϞσϧͷֶश༻ʹ͕ͳ͍ͱߟ͑Δɽ͔͠͠ɼߴҢҬͱҢҬͷ DEM ͷσʔλͷ
όϥϯε͕ʹۃѱ͍߹ͳͲɼϞσϧͷੑʹѱӨڹΛ͢΅ٴՄੑ͕͋ΔͨΊରࡦ͕ඞཁʹͳΔͱߟ͑
Δɽ·ͨɼಛఆͷҢଳ͝ͱʹϞσϧΛֶशͤ͞Δ͜ͱʹΑΓɼͦͷҢଳʹର͢ΔΑΓߴੑͳϞσϧͱ͠
ֶͯशͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔՄੑߟ͑ΒΕΔɽ
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2014  12 ݄ʹଧ্ͪ͛ΒΕͨখ୳ࠪػʮͿ͞ 2ʯɼ2018 ͷՆʹখϦϡά (162173ɼ
1999 JU3 ) ͷ୳ࠪΛ։࢝ͨ͠ɽ
ʮͿ͞ 2ʯͷখϦϡάͷۙӡ༻ʹࡍͯ͠ɼͦΕΒͷӡ༻͕ద
ʹ࣮ࢪͰ͖ΔΑ͏ʹɼ࣮ࡍͷ؍ଌΔӡ༻ʹઌཱͬͯɼখͷॴہతͳܗঢ়ٖࡱ૾ٖ͕ඞཁͱ͞Ε
ͨɽຊߘʹ͓͍ͯɼ͜ͷΑ͏ͳཁૉΛ࣮͢ݱΔͨΊͷɼখܗঢ়Ϟσϧͷੜख๏ՄࢹԽ࣌ͷ࠶ׂख๏
ʹ͍ͭͯड़Δɽຊख๏Ϧϡάʹࢭ·ΒͣɼྨࣅͷఱମͷԠ༻ظ͞ΕΔͷͰ͋Δɽ

Ωʔϫʔυ:

খɼܗঢ়Ϟσϧͷੜ

Abstract
Abstract
The Hayabusa 2 asteroid explorer was launched in December 2014 and began to explore Ryugu (162173ɼ
1999 JU3 ) in the summer of 2018. During the proximity operations around Ryugu, in order that each
operation may be executed properly, it is required to simulate the local shapes of the asteroid and images
of on-board cameras in advance. In this paper, we describe several methods of generating shape models of
asteroids and a subdivision method during rendering. These methods are expected to be utilized in the case
of other celestial objects.

Keywords: Asteroid, Shape Model Generation

1

·͕͖͑
ຊߘʹ͓͍ͯɼখܗঢ়Ϟσϧੜख๏ͷɼہ

ॴతͳখܗঢ়Λͨ͠ϞσϦϯάख๏ϨϯμϦϯ
ά࣌ͷϙϦΰϯ࠶ׂʹؔ࿈͢Δख๏ʹ͍ͭͯड़Δɽ
খ୳ࠪػʮͿ͞ʯʹଓ͍ͯ։ൃ͞Εͨʮ
Ϳ͞ 2ʯɼC ܕখͷαϯϓϧϦλʔϯϛογϣϯ
Λ୲ͬͯ 2014  12 ݄ 3 ʹଧ্ͪ͛ΒΕͨޙɼ2018
 6 ݄ʹখϦϡά (162173ɼ1999 JU3 ʣʹ౸ண
͠ɼ؍ଌΛ։࢝ͨ͠ɽ
খϦϡάʹ͍ͭͯɼࣄલʹѲͰ͖ͨใ
͕গͳ͘ɼখ౸ணʹඋ͑ͨݕ౼४උͷҰͯ͠ͱɼ
ϦϡάͷٖఱମʢRyugoidʣ͕࡞͞Ε [1]ɼը૾

ਤ 1: LSS ܇࿅༻ը૾ͷྫ [4]

ੜஔ [2] ϋʔυΣΞγϛϡϨʔλ [3] ͱʹڞɼ༷ʑ
ͳ܇࿅ʹ͞ڙΕͨ [4][5]ɽਤ 1 ɼλονμϯબ

ʹ༻͍ΒΕͨܗঢ়Ϟσϧੜख๏ͷΈͰɼۙӡ༻

ఆ܇࿅ [4] ͷҰ࡞ͯ͠ͱ͞ΕͨɼRyugoid ͷ؍ଌγ

ʹ͚ٖͨը૾ੜʹෆेͰ͋Δ͜ͱ͕໌͠ɼ

ϛϡϨʔγϣϯը૾ͷྫͰ͋Δɽ

৽ͨͳ՝ݕ౼ʹೖͬͨɽ

ҰํͰʮͿ͞ 2ʯͷϦϡά؍ଌ։࢝Ҏ߱ɼ༷ʑ

Ryugoid ͷܗঢ়Ϟσϧɼओͱͯ͠ߴߴͷҙҐஔ

ͳ؍ଌσʔλ͔ΒɼϦϡάͷܗঢ়ද໘ͷঢ়ଶ͕

͔ؔΒͷࡱ૾Λఆ͠ɼશମΛൺֱతۉҰͷϙϦΰϯ

໌͠ɼ͞ΒͳΔۙӡ༻ʹ͚ͨࡱ૾γϛϡϨʔγϣϯ

αΠζͰੜ͢Δ͜ͱΛతͱ͍ͯͨ͠ɽͦͷϙϦΰϯ

͕ඞཁͱͳͬͨɽ͔͠͠ͳ͕Β Ryugoid ͷٖը૾ੜ

 4 ԯۙ͘ʹୡ͠ɼ1 ϙϦΰϯͷαΠζຌͦ 10ʙ

∗ Ӊߤۭڀݚ։ൃߏػӉՊֶॴڀݚ

20cm ఔͱͳͬͨɽ͔͠͠ͳ͕ΒλονμϯΛؚΊ
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2

جຊతͳߏܗͼٴঢ়ੜख๏
ຊઅʹ͓͍ͯɼRyugoid ͷࣄྫ [1] ͔Β౿ऻ͢Δɼج

ຊతͳܗঢ়ੜख๏ʹ͍ͭͯड़ΔɽRyugoid ͷܗঢ়Ϟ
σϧੜʹɼຊઅͰड़ΔҎ֎ʹɼΫϨʔλͷಛ
తͳܗঢ়Λੜ͢Δͷ༷ʑͳΞϧΰϦζϜ͕ซ༻͞
Ε͍ͯΔ͕ɼຊߘͷख๏ʹӨ͍ͨͳ͠ڹΊɼઆ໌

2018  9 ݄ 27  [6]

ΛׂѪ͢Δɽ·ͨܗঢ়ੜʹ͢ڙΔܗॳݪঢ়Ϟσϧ༩

2018  10 ݄ 26  [7]

͑ΒΕ͍ͯΔͷͱ͢Δɽ

ਤ 2: ONC-T ࣮ը૾ͷྫ

2.1

ͨϦϡάද໘ͷۙը૾ͷྫΛਤ 2 ʹࣔ͢ɽྫ͑

ܗঢ়Ϟσϧͷߏཁૉͱɼͦͷྨ

ਤ 3 ʹɼܗঢ়ϞσϧͷߏཁૉΛࣔ͢ɽ

͜ͷΑ͏ͳղ૾Ͱٖ͢ΔͨΊʹɼϙϦΰϯαΠ
ζ mm ୯Ґͷͷ͕ඞཁͱͳΔɽ͜ͷΑ͏ͳղ
ͰɼRyugoid ʹ༻͍ΒΕͨΑ͏ͳશۉٿҰͳܗঢ়Ϟσϧ
Λ࡞͢ΔͨΊʹେͳϙϦΰϯ͕ඞཁͱͳΓɼ࣮ݱ
తͰͳ͍ɽͦͷͨΊλονμϯʹಛԽͯ͠ɼہ
ॴతʹϙϦΰϯαΠζΛࡉ͔ͨ͘͠ܗঢ়Ϟσϧ͕ඞཁͱ
ͳͬͨɽ
ҰํͰؒޫͷͰࢉܭԕํ͔Βͷࣹఆ͠͏
Δɽ·ͨλονμϯϑΣʔζʹ͋ͬͯൺֱతΕͨ
ॴ͔Βͷࡱ૾ʹࡍͯ͠খͷൣғͷ૾ࡱ͕ܗ
ରͱͳΓ͏Δɽ͜ΕΒΛղܾ͢ΔͨΊʹɼૈ͍શମ
Ϟσϧͱࡉ͔͍ॴہϞσϧΛซͤ࣋ͭܗঢ়Ϟσϧ͕ඞཁ
ͱͳΔɽ
λονμϯީิͰɼؠੴͷҐஔαΠζ
͕ܭଌ͞ΕͨྖҬ͕͋ΔɽλονμϯϑΣʔζͷ࠶ݱ
ʹɼ͜ΕΒͷܭଌ݁ՌΛө͢Δ͜ͱ͕༗༻Ͱ͋Δɽ

ਤ 3: ܗঢ়Ϟσϧͷߏཁૉͱɼͦͷྨ

ͦͷଞɼۙӡ༻࣌ʹࡱӨ͞Εͨը૾ʹΑΔͱɼେ͖ͳ
ؠੴ͕খ͞ͳؠੴʹຒΕΔͷɼRyugoid ͷϞσϦϯ

ಉਤͷ্ஈɼૉମܗঢ়Ϟσϧɼܗঢ়ϞσϧΛੜ͢

άͰఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨΑ͏ͳҐஔؔ࠶͢ݱΔ͜ͱ

Δ্Ͱͷɼجຊܗঢ়Λ͍ࣔͯ͠Δɽૉମܗঢ়Ϟσϧɼ

͕༗༻Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɽ

ͦΕΛߏ͢Δ֤ͷ࠲ඪΛอ͍࣋ͯ͠ΔɽԼஈͷ
ෳ߹ܗঢ়Ϟσϧɼૉମܗঢ়Ϟσϧʹରͯ͠ɼখ

͜ͷΑ͏ͳ݅ΛߟྀʹೖΕͭͭɼۙࡱ૾ʹదͨ͠

ؠੴද໘ͷԜತΛͨ͠มҐ (ϕΫτϧ) ΛՃ͠

ܗঢ়ੜख๏Λݕ౼ͨ͠ɽ
ҎԼɼ2 અʹͯܗঢ়Ϟσϧͷجຊతͳߏܗͼٴঢ়ੜ

ͨϞσϧͰ͋Δɽෳ߹ܗঢ়Ϟσϧͷ֤ͷ࠲ඪ୯

ख๏ʹ͍ͭͯड़ͨޙɼ3 અʹͯؠੴͷੜख๏ɼ4 અ

ಠͰଘࡏͤͣɼૉମܗঢ়Ϟσϧͷ֘ͷ࠲ඪͱ

ʹͯॴہతͳܗঢ়ੜख๏ɼͦͯ͠ 5 અʹͯϨϯμϦϯ

มҐͷͰද͞ΕΔɽҎޙɼ୯ʹʮ࠲ඪʯͱهड़

ά࣌ͷϙϦΰϯ࠶ׂʹ͍ͭͯड़Δɽ6 અʹ࣮ͯࡍͷ

͢Δ߹ɼૉମܗঢ়Ϟσϧͷ࠲ඪΛࢦ͢ͷͱ͢Δɽ
ܗঢ়ϞσϧΛߏ͢ΔϙϦΰϯɼখ໘ʢਤதͰ

ద༻ྫΛड़ͨޙɼ·ͱΊΛड़Δɽ
ͳ͓࣮ࡍͷࡱ૾γϛϡϨʔγϣϯܗঢ়Ϟσϧͷੜ

ࠇઢʣɼؠੴ໘ʢಉɼઢʣ͓ΑͼখͱؠੴͰڞ༗

ख๏Ҏ֎ʹɼࣹಛੑͷ࣭ใޫݯͷಛੑɼࡱ

͢Δ໘ʢಉɼઢʣͰߏ͞ΕΔɽ࣮ݱͷখʹ͓͍

૾ܥͷಛੑɼ༷ʑͳཁૉΛ૯߹ͯ͠ݕ౼͢Δඞཁ͕͋

ͯɼ͜ͷΑ͏ͳڞ༗໘ଘࡏ͠ͳ͍͕ɼRyugoid ͷࣄ

Δ͕ɼຊߘʹ͓͍ͯܗঢ়ੜʹؔ࿈͢Δख๏ʹݶఆ͠

ྫͼٴຊߘʹ͓͍ͯɼ͜ͷΑ͏ͳڞ༗໘Λઃ͚Δ͜ͱ

ͯड़Δ͜ͱͱ͢Δɽ·ͨຊߘͷख๏ࡱ૾γϛϡϨʔ

Ͱܗঢ়Ϟσϧੜ࣌ͷϙϦΰϯݮΛਤΔͷͰ͋Δɽ

γϣϯɼ͢ͳΘͪ 3D CG ϨϯμϦϯάͷద༻ʹಛԽ

ಉਤͷࠨྻখຊମͷܗঢ়Λ͍ࣔͯ͠Δɽ͢ͳΘ

ͨ͠ݕ౼ͱͳ͓ͬͯΓɼ͜͜Ͱड़Δख๏ͷҰ෦ࡱ૾

ͪখຊମখ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘Ͱߏ͞

γϛϡϨʔγϣϯҎ֎ͷͰͷར༻ʹࢧোΛདྷ͢Մ

ΕΔଟ໘ମͱͳΔɽӈྻؠੴͷܗঢ়Λ͍ࣔͯ͠Δɽ͢

ੑ͕͋Δ͜ͱΛ༧Ί͓அΓ͓ͯ͘͠ɽ

ͳΘͪؠੴؠੴ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘Ͱߏ͞ΕΔ
ଟ໘ମͱͳΔɽதԝྻɼRyugoid ͷࣄྫʹ͓͍ͯܗঢ়

2
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ૉମܗঢ়ϞσϧͷฏԽ

୯७ʹϙϦΰϯΛதͰ࠶ׂͨ͠ͷΈͰ͋Εɼ

ͱͳΔɽຊߘʹ͓͚Δख๏ͱͷ૬ҧޙઅʢ3.1 અʣʹ

ׂલͱಉ͡ฏ໘্ʹϙϦΰϯ͕ੜ͞ΕΔͨΊɼͦΕΛ

ͯड़Δɽ

Β͔ͳܗঢ়Ϟσϧͱ͢ΔͨΊʹɼฏԽΛࢪ͢ɽ

2.2

ϙϦΰϯͷجຊߏͱ࠶ׂ

2.3.1

ૉମܗঢ়ϞσϧΛߏ͢ΔϙϦΰϯͷجຊߏΛਤ 4

ฏԽͷํ

ਤ 4 ͷ Vv1 ʹࣔ͞ΕΔΑ͏ͳɼ
ʮྡʯ͢Δͷ

ʹࣔ͢ɽ

બఆ͓ΑͼɼͦΕΒΛ༻͍֤ͨͷฏԽɼҎԼͷ
ํͱ͢Δɽ
খຊମͷฏԽ:

ྡ͢Δɼখຊମɼ͢

ͳΘͪখ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘ͷத͔Βਤ 4 ͷ

Vvn (n = 1, ...) ʹ૬͢ΔΛநग़͢Δɽ
ؠੴͷฏԽ:

ྡ͢Δɼؠੴ໘ͱখɾؠ

ੴڞ༗໘ͷத͔Βਤ 4 ͷ Vvn (n = 1, ...) ʹ૬͢Δ
Λநग़͢Δɽখɾؠੴڞ༗໘Λߏ͢Δ֤ͷ࠲
ඪɼখຊମΛੜ͢Δࡍʹܾఆ͞ΕΔɽΑͬͯ
ؠੴΛฏԽ͢Δஈ֊ͰɼͦΕҎ֎ͷɼ͢ͳΘͪ
ؠੴ໘Λߏ͢Δͷɼখɾؠੴڞ༗໘Λߏ
͠ͳ͍ͷΈ͕ฏԽͷରͱͳΔɽ

ਤ 4: ϙϦΰϯͷجຊߏ
֤ϙϦΰϯࡾ֯( ܗਤதͷ Tt ) Λجຊ୯Ґͱ͠ɼ3

2.3.2

ͭͷͱ 3 ͭͷลΛ࣋ͭɽ֤ (ಉɼVv ) ෳͷ

ฏԽͷखॱ

ҎԼʹɼૉମܗঢ়ϞσϧͷฏԽखॱΛࣔ͢ɽͦͷΞ

ࡾ֯ʹܗΑΓڞ༗͞Ε͓ͯΓɼͦΕΒࡾ֯ܗͷลΛհ͠

ϧΰϦζϜɼฏԽʹͬͯܗঢ়Ϟσϧ͕ॖখ͢Δ͜

ͯྡ͢Δ (ಉɼVv1 , ..., Vvn ) Λ࣋ͭɽখຊମ

ͱ͕ͳ͍Α͏ʹௐͨ͠ɼݧܦଇʹΑΔͷͰ͋Δɽ͜

ͷܗঢ়ͱͯ͠ɼ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ྡ͢Δ֓Ͷ

Ε·Ͱʹࢼߦͨ͠ܗঢ়Ϟσϧʹରཱͯͬͨ͠ഁ

6 ͱͳΔɽࡾ֯ܗͷ֤ลɼͦΕͧΕͷลΛհͯ͠ྡ

ݟड͚ΒΕͳ͍͕ɼ༩͑ΒΕΔܗॳݪঢ়ϞσϧͷԿ

͢Δࡾ֯ܗͷลͱɼઢΛڞ༗͢Δɽ
ܗঢ়Ϟσϧͷ࠶ׂʹࡍͯ͠ɼૈ͍Ϟσϧ͔Βॱʹɼ
֤ลͷதΛ৽ͨͳͱ͢ΔϙϦΰϯΛੜ͢Δ͜ͱ

ʹΑͬͯɼҟͳΔΞϧΰϦζϜ͕ඞཁͱͳΔՄੑ
͋Δɽ
·ͣ v ൪ͷ Vv ͷૉମܗঢ়Ϟσϧʹ͓͚Δ࠲ඪ

ʹΑΓɼ1 ஈ֊ߴਫ਼ࡉͳϞσϧ͕ੜ͞ΕΔɽͦͷུ֓

Λ uv ɼVv ʹྡ͢Δ֤ Vvi ͷૉମܗঢ়Ϟσϧʹ

Λਤ 5 ʹࣔ͢ɽ

͓͚Δ࠲ඪΛ uvi (i = 1, . . . , N ) ͱ͢ΔɽͦΕΒΛฏ
ͨ͠ۉҐஔ uavg ɼࣜ 1 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ

uavg =

N
∑
uvi
i=1

N

(1)

ྡ͢Δͷ๏ઢΛ nvi (i = 1, . . . , N ) ͱ͢Δͱɼ
ͦΕΒΛฏͨ͠ۉϕΫτϧ navg ࣜ 2 Ͱ༩͑ΒΕΔ.

navg =

ਤ 5: ϙϦΰϯͷ࠶ׂ

N
∑
nvi
i=1

N

(2)

͜͜Ͱ uvi ͱ uavg ɼnvi ɼnavg ͕ٿମ্ (ਤதͷදݱ

ϙϦΰϯ࠶ׂͷஈɼͦΕΒ࠶ׂͷ݁Ռͱͯ͠

ͱͯ͠ɼԁ্) Ͱਤ 6(1) ͷΑ͏ͳҐஔؔʹ͋ΔͱԾ

ಘΒΕΔϙϦΰϯαΠζɼཁ͞ٻΕΔਫ਼ࡉϨϯμ

ఆ͢Δɽϕvi  nvi ͱ (uvi − uavg ) ͱͷͳ֯͢Ͱ͋Δɽ

Ϧϯάͷࡍʹѻ͑ΔϝϞϦ༰ྔͷ੍ʹΑΓɼ࡞͢

navg ɼٿͷத৺ o ͱ uavg Λ݁ͿઢͱฒߦͰ͋Δͱ

Δܗঢ়Ϟσϧ͝ͱʹมԽ͢Δɽ

Ծఆ͢Δɽ

3
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ਤ 6: ૉମܗঢ়ϞσϧͷฏԽ
͜ͷͱ͖ uavg ͔Βٿ໘·Ͱͷ∆ ڑuvi ɼࣜ 5 Ͱ
༩͑ΒΕΔɽ∆uvi Λฏͯ͠ۉɼࣜ 6 ΑΓ ∆uv ΛಘΔɽ

|uvi −uavg | : |uvi −o| : |uavg −o| = 1 :

1
sin ϕvi
:
cos ϕvi cos ϕvi
(3)

∆uvi = |uvi − o| − |uavg − o|
(
)
1 − sin ϕvi
= |uvi − uavg |
cos ϕvi
∆uv =

ਤ 7: தมҐ๏

(4)

ͦΕͧΕͷ࠲ඪʹ͓͚Δ๏ઢํΛ ns0 , ns1 ͱ͢

(5) Δɽ͜͜Ͱͷʮ๏ઢʯɼૉମܗঢ়Ϟσϧ্Ͱɼͦ
ͷΛڞ༗͢ΔϙϦΰϯͷ๏ઢํΛฏͨ͠ۉͷͱ

N
∑
∆uvi

(6)

N

͢Δɽখຊମͷ๏ઢํΛ͢ࢉܭΔ߹ɼΛڞ

༗͢ΔϙϦΰϯখ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘͔Βબ
 uv ͷฏԽޙͷҐஔ u′v ࣜ 7 Ͱ༩͑Δͷͱ͢Δɽ ΕΔɽؠੴͷ๏ઢํΛ͢ࢉܭΔ߹ɼΛڞ༗͢
i=1

u′v

= (1 − Cs )uv + Cs

(

navg
∆uv
uavg +
|navg |

)

ΔϙϦΰϯؠੴ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘͔ΒબΕΔɽ
ͦΕͧΕͷ๏ઢΛฏͨ͠ۉϕΫτϧ nsm Λɼதͷ

(7)

มҐํΛఆΊΔϕΫτϧͱͯ͠ѻ͏ɽ(ࣜ 10)

͔͠͠ͳ͕Β࣮ݱͷҐஔؔɼྫ͑ਤ 6(2) ʹ͋
ΔΑ͏ͳͳؔͰ͋ΔͨΊɼࣜ 7 Λ༻͍ͯదͳΒ

ns0 + ns1
(10)
2
͜ͷதʹ͓͚ΔมҐ f sm ɼઢʹ;͞Θ
͍͠ཚ rs Λ༻͍ͯɼࣜ 11 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ
nsm
f + f s1
+ rs
(11)
f sm = s0
2
|nsm |
nsm =

͔͞ͱԜತΛද͢ݱΔͨΊʹɼܗঢ়Ϟσϧ࠶ׂͷ
ஈ֊ຖʹύϥϝλͷબఆΛ৻ॏʹߦ͏ඞཁ͕͋Δɽ

2.4

มҐͷࢉܭ

લઅͷख๏ʹΑΓɼฏԽΛͬͨΒ͔ͳૉମͷখ

͜͜Ͱ rs ͷͷൣғɼͰ࣌ݱੜ͞Εͨܗঢ়

ϞσϧΛੜ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ࣮ࡍͷখΛ

͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛಘͳ͕ΒͷݧܦଇʹΑΔͷ

͢ΔͨΊʹɼ͜ͷૉମܗঢ়ϞσϧʹมҐΛ༩͑Δɽ ͱͳ͍ͬͯΔɽ
Ҏ্ΑΓɼมҐΛՃͨ͠தͷ࠲ඪ wsm ࣜ 12
มҐʹதมҐ๏ [8] ฏԽΛద༻͠ɼখ
Ͱ༩͑ΒΕΔɽ

ͷԜತΛͨ͠ܗঢ়Λੜ͢Δɽ
ຊߘʹͯ༻͍ͨதมҐ๏ͷ֓ཁΛਤ 7 ʹࣔ͢ɽ
ಉਤʹ͓͍ͯɼૉମܗঢ়Ϟσϧ্Ͱ s ൪ͷઢΛߏ

wsm = usm + f sm

͢Δ࠲ඪΛ us0 , us1 ͱ͢Δɽ
ૉମܗঢ়Ϟσϧʹ͓͚Δ֘ઢͷதΛ usm ͱ͢Δɽ
 us0 , us1 ʹ͓͚ΔมҐʢલஈ·Ͱͷதม

2.5

(12)

มҐͷฏԽ

Ґ๏ฏԽʹܾ͍ͯͮجఆ͞ΕͨมҐྔʣΛͦΕͧΕ

தมҐ๏ʹՃ͑ͯɼมҐʹର͢ΔฏԽΛՃ͑
f s0 , f s1 ͱ͢ΔɽॳஈͰதมҐ๏Λద༻͢Δࡍʹɼ ͨํ͕ɼখ໘Λదʹද͖ͰݱΔՄੑ͕͋ΔͨΊɼ
f s0 , f s1  ʹڞ0 ͱ͢Δɽ
ඞཁʹԠͯ͡มҐʹର͢ΔฏԽΛࢪ͢͜ͱͱ͢Δɽ
ෳ߹ܗঢ়Ϟσϧ্Ͱ s ൪ͷઢΛߏ͢Δ࠲ඪ
v ൪ͷ Vv ʹΔɼฏԽޙͷมҐ f ′v 
ws0 , ws1 ࣜ 8, ࣜ 9 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ
ࣜ 13 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ

ws0 = us0 + f s0

(8)

ws1 = us1 + f s1

(9)

f ′v
4

= (1 − Cs )f v + Cs

N
∑
f
i=0

vi

N

(13)
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͜͜Ͱ f vi ྡ͢Δ Vvi ͷมҐͰ͋Δɽf v
ɼฏԽલͷ Vv ͷมҐͰ͋Δɽ
͜͜Ͱ༻͍ΔύϥϝλීวతͳఆͰͳ͘ɼܗঢ়
Ϟσϧ࠶ׂͷஈ֊ຖʹݕ౼͢ΔͷͰ͋Δɽ

2.6

খຊମͷܗঢ়Ϟσϧੜखॱ

લઅ·Ͱʹड़֤ͨख๏Λ༻͍ͯখຊମͷܗঢ়Ϟ
σϧΛੜ͢ΔखॱΛࣔ͢ɽ
·ͣظॳࢉܭͷܗঢ়Ϟσϧͱͯ͠ɼܗॳݪঢ়Ϟσϧ͕
༩͑ΒΕΔɽ͜ͷ࣌Ͱɼ֤ͷมҐ 0 Ͱ͋Γɼ
ૉମܗঢ়Ϟσϧͱෳ߹ܗঢ়Ϟσϧͷ֤ͷ࠲ඪҰ

ਤ 8: ؠੴͷஔ
ϥϯμϜஔͷؠੴ:

க͢Δɽ

ࡱ૾͞Εͨશͯͷؠੴʹ͍ͭͯৄ

ࡉ͕ܭଌ͞Ε͍ͯΔͱݶΒͳ͍ɽຊߘʹ͓͍ͯɼৄ

Ҏޙɼࢦఆ͞Εͨ࠶ׂஈʹࢸΔ·ͰɼԼهͷखॱ

ࡉ͕ܭଌ͞Ε͍ͯͳ͍ؠੴͷɼಠཱͨ͠ؠੴͱͯ͠ϙ

Λ܁Γฦ͢ɽ

ϦΰϯԽ͢Δͷ͕దͱߟ͑ΒΕΔͷʹ͍ͭͯɼ༧Ί

1. ૉମܗঢ়ϞσϧΛ࠶ׂ͢Δɽ(2.2 અ)

༩͑ΒΕͨଇʹ͍ͯͮجɼϥϯμϜʹҐஔαΠζɼ

2. ૉମܗঢ়Ϟσϧ͕࠶ׂ͞Εͨ݁Ռͱͯ͠৽ͨʹ
ੜ͞Εͨʹରͯ͠ɼதมҐ๏ʹΑΓม
ҐΛ༩͑Δɽ(2.4 અ)

ܗঢ়Λ༩͑Δɽຊߘʹ͓͍ͯɼ͜ΕΒΛʮϥϯμϜ
ஔͷؠੴʯͱশ͢Δɽ͜ͷؠੴੜख๏͕ɼRyugoid
ʹ͓͚Δؠੴੜʹ༻͍ΒΕͨख๏ʹ૬͢Δɽ

3. શͷૉମܗঢ়Ϟσϧ࠲ඪʹରͯ͠ฏԽΛ
ߦ͏ɽ(2.3 અ)

খຊମͷܗঢ়ʹΑΔସ:

͞Βʹখنͷؠੴɼ

ؠੴઐ༻ͷϙϦΰϯΛੜ͢ΔΘΓʹɼখຊମͷ

4. શͷมҐʹରͯ͠ฏԽΛߦ͏ɽ(2.5 અ) ܗঢ়ϞσϧʹԜತΛ༩͑Δ͜ͱͰସ͢ΔɽͦͷͨΊʹ
༻͍ΔϙϦΰϯɼখ໘ͱখɾؠੴڞ༗໘Ͱߏ
5. ੜ͞Εͨશͯͷܗঢ়Ϟσϧɼ࣍અͰड़Δ ؠ͞ΕΔɽϦϡάΛࡱӨ࣮ͨ͠ը૾ʹΑΔͱখن
ੴͷੜͷͨΊʹอ͓࣋ͯ͘͠ɽ

ͷؠੴʹຒ·ͬͨେنͷؠੴͷྨݟड͚ΒΕΔɽ͜
ͷΑ͏ͳؔΛද͢ݱΔͨΊʹɼখຊମͷܗঢ়Ϟσ

3

ϧʹରͯ͠ɼؠੴ͕ຒΕΔΑ͏ͳํʹ૬ରతͳΦϑ

ؠੴͷੜ

3.1

ηοτΛ༩͑ɼຒΕͨؠੴදݱՄͱ͢Δɽ
͜ͷΑ͏ͳΦϑηοτΛ༻͍ͳ͍߹ɼখɾؠੴ

ؠੴͷஔ

ڞ༗໘શʹখ໘ܗঢ়ͱؠੴܗঢ়ͰӅณ͞ΕΔͨ

Ryugoid ʹ͓͍ͯܗঢ়ϞσϧΛੜ͢Δࡍʹɼ Ίɼग़ྗ͞ΕΔܗঢ়Ϟσϧ Ryugoid ͷέʔεͱಉ༷
ଇʹ͍ͯͮجϥϯμϜʹؠੴΛஔ͢Δख๏͕༻͍ΒΕ ʹɼখ໘ͱؠੴ໘Ͱߏ͞ΕΔଟ໘ମͰදݱՄͰ
ͨɽ͜Εʹରͯ͠ຊߘʹ͓͚Δख๏ͰɼҎԼͷΑ͏ͳ

͋Δɽ·ͨؠੴಉ࢜ͷॏͳΓΛഉআͰ͖Εɼࢉܭ

֦ுΛߦͬͨɽ

3D ϓϦϯλʹ͢ڙΔܗঢ়Ϟσϧͱͯ͠ར༻ՄͰ
͋Δ (ਤ 8(a)).
ҰํͰΦϑηοτΛ༩͑ͨ߹খ໘ͱؠੴ໘ͷ

ຊߘʹ͓͍ͯɼؠੴਤ 8 ͷΑ͏ʹྨ͢ΔɽҎԼ
ʹɼͦͷུ֓Λड़Δɽ

ڥք͕Ұக͠ͳ͘ͳΔͨΊɼग़ྗ͞ΕΔܗঢ়Ϟσϧখ
ࢦఆஔͷؠੴ:

ൺֱతେ͖ͳؠੴɼͦͷҐஔα

ຊମʢখ໘ʴখɾؠੴڞ༗໘ʣͷܗঢ়Ϟσ

Πζ͕ܭଌ͞Ε͍ͯΔ߹͕͋ΔɽͦͷΑ͏ͳؠੴɼ ϧʹؠੴͷܗঢ়ΛՃͯ͠ද͢ݱΔ (ਤ 8(b))ɽ͜ͷ
ܭଌʹ͍ͯͮج༩͑ΒΕͨҐஔɼαΠζɼܗঢ়ͷ ߹ɼॳͷখɾؠੴڞ༗໘ͱؠੴ໘ͱෆ࿈ଓͱͳ
ใʹ͍ͯͮجɼখຊମͷܗঢ়Ϟσϧ্ʹؠੴΛஔ

Δɽຊߘʹ͓͍ͯࡱ૾ͷٖΛओ͍͍͓ͯʹ؟ΔͨΊɼ

͢Δɽຊߘʹ͓͍ͯɼ͜ΕΒΛʮࢦఆஔͷؠੴʯͱ

͜ͷΑ͏ͳϙϦΰϯಉ࢜ͷෆ࿈ଓੑॏͳΓΛڐ༰ͯ͠

শ͢Δɽ

͍Δ͕ɼࢉܭɼʹΑͬͯɼ͜ͷΑ͏ͳܗঢ়Ϟ
σϧͷར༻ʹࢧোΛདྷ͢߹͕͋Δɽ

5
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3.2

ؠੴ໘ͷੜख๏

ؠੴɼ༩͑ΒΕͨҐஔɼαΠζɼܗঢ়ൺʢʹܘ
ର͢Δܘߴ͞ͷൺʣɼܘͷํʹ͍ͦͯͮجͷ
ஔΛܾఆ͢ΔɽࢦఆஔͷؠੴͱϥϯμϜஔͷؠੴͷ
૬ҧɼ༩͑ΒΕΔύϥϝʔλ͕ܭଌʹܾ͍ͯͮجఆ͞
ΕΔ͔ଇʹ͍ͯͮجϥϯμϜʹܾఆ͞ΕΔ͔ͷ૬ҧ
Ͱ͋ͬͯɼੜΞϧΰϦζϜͷ૬ҧແ͍ɽ
ਤ 11: ؠੴͷੜʢຊख๏ʣ
࣮ࡍͷؠੴੜʹ͓͍ͯɼؠੴͷܗঢ়͕ըҰԽ͠ͳ
͍Α͏ʹɼੜ͢Δ֤ʹϥϯμϜͳΦϑηοτΛ
༩͢Δɽ
ਤ 9: ؠੴͷੜʢখ໘ʣ

3.3

·ͣখຊମͷϙϦΰϯͷத͔Βɼ༩͑ΒΕͨҐஔ

ؠੴͷܗঢ়Ϟσϧੜखॱ

લઅ·Ͱʹड़֤ͨख๏Λ༻͍ͯؠੴͷܗঢ়ϞσϧΛ

ใαΠζʹ͍ͯͮجɼదͳϙϦΰϯ࠶ׂஈ֊ʹ

ੜ͢ΔखॱΛࣔ͢ɽ
খຊମͷܗঢ়Ϟσϧ 2.6 અͷखॱͰੜ͞Εɼ

͓͍ͯɼؠੴੜՕॴͱͳΔϙϦΰϯΛఆΊΔɽͦͷ֓
೦ਤΛਤ 9 ʹࣔ͢ɽؠੴੜՕॴɼ1 ͭͷΛڞ༗

อ࣋͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛલఏͱ͢Δɽখɾؠੴڞ༗໘
͢ΔҰ࿈ͷϙϦΰϯʢࡾ֯ܗʣͰߏ͞ΕΔɽਤ 9 ɼ ɼ֘͢ΔϙϦΰϯͷ࠶ׂޙখͱؠੴͱͰڞ
1 ͭͷΛڞ༗͢Δ 6 ͭͷϙϦΰϯ͕ؠੴੜՕॴͱ ༗͞Εͳ͚ΕͳΒͳ͍ɽ·ͨؠੴ໘தมҐ๏ͷΈ
ͳͬͨ߹ͷྫͰ͋ΔɽΔՕॴɼؠੴੜʹޙখ

Ͱൺֱతྑͳܗঢ়ΛੜͰ͖Δͱஅ͞ΕͨͨΊɼม
ɾؠੴڞ༗໘ͱͳΔɽؠੴͱͷڥքʹ͋ͨΔઢɼ Ґʹର͢ΔฏԽߦΘͳ͍ɽ
খ໘ɼখɾؠੴڞ༗໘ɼؠੴ໘Ͱڞ༗͞ΕΔ͜
ׂͷ֤ஈ֊Ͱɼখຊମͷܗঢ়ϞσϧΛࢀর͠
ͱͱͳΔɽ

ͭͭɼࢦఆ͞Εͨ࠶ׂஈʹࢸΔ·ͰɼԼهͷखॱΛ

ଓ͍ͯɼؠੴͱͷڥքͱͳΔઢʹԊͬͯɼؠੴ໘ͷ

܁Γฦ͢ɽ

ϙϦΰϯΛੜ͢Δɽ

1. ૉମܗঢ়Ϟσϧͷؠੴ໘Λ (͠ଘࡏ͢ΔͳΒʣ
࠶ׂ͢Δɽ(2.2 અ) খɾؠੴڞ༗໘Λߏ

Ryugoid ͷख๏ʹ͓͍ͯɼਤ 10 ͷΑ͏ʹ 2 ߏ
ͷؠੴ໘Λੜ͢Δɽ͜ͷख๏Ͱؠੴ্໘ͷϙϦΰϯ
͕খ໘ͷϙϦΰϯͱൺֱͯ͠େ͖͘ͳΓ͕ͪͰ͋Γɼ

͢Δ֤ลɼϙϦΰϯʹ͍ͭͯɼ࠶ׂ࣌

ؠੴͷϙϦΰϯαΠζʹओ؟Λஔ͘߹ඞͣ͠ޮ

ʹ৽ͨʹੜ͢Δ͜ͱͳ͘ɼ2.6 અͷखॱͰ࠶

తʹܗঢ়ϞσϧΛੜͰ͖ΔͱݶΒͳ͍ɽ

ׂ͞ΕͨখຊମଆͷݺԠ͢ΔลɼϙϦ
ΰϯΛڞ༗͢Δɽ͜ͷखॱΛ౿Ή͜ͱʹΑΓɼখ
ɾؠੴڞ༗໘ɼখຊମଆͱؠੴଆͱͰ
߹ੑΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽҎԼͷॾखॱʹ
͓͍ͯɼখɾؠੴڞ༗໘Λߏ͢Δॾཁૉ
ͷมߋ͢Δ͜ͱͳ͘ɼ2.6 અͰੜ͞Εͨখ
ຊମଆͷݺԠ͢ΔΛڞ༗͢Δɽ

2. ૉମܗঢ়Ϟσϧͷؠੴ໘͕࠶ׂ͞Εͨ݁Ռͱ͠
ͯ৽ͨʹੜ͞Εͨ࠲ඪʹରͯ͠ɼதม
Ґ๏ʹΑΓมҐΛ༩͑Δɽ(2.4 અ) খɾؠ

ਤ 10: ؠੴͷੜʢRyugoid ੜ࣌ͷख๏ʣ

ੴڞ༗໘Λߏ͢Δ֤৽ͨʹੜ͞ΕΔ
ͷͰͳ͍ͨΊɼมҐมߋ͠ͳ͍ɽ

͜Εʹରͯ͠ຊߘͰ༻͍ͨख๏Λਤ 11 ʹࣔ͢ɽؠੴ
ͷੜԼɼதɼ্ͷ 3 ߏͱ͢Δɽ͜ͷΑ͏

3. ؠੴ໘Λߏ͢Δͷɼখɾؠੴڞ༗໘

ͳߏΛͱΔ͜ͱͰɼͦΕͧΕͷϙϦΰϯ͕খ໘ͷ

Λߏ͠ͳ͍ͷ࠲ඪʹରͯ͠ฏԽΛߦ͏ɽ

ϙϦΰϯͱൺֱͯ͠େ͖͘ͳΓ͗͢ͳ͍Α͏ʹௐ͢Δ

(2.3 અ)

͜ͱ͕༰қʹͳΔɽ

6
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4. ͜ͷ࠶ׂஈ֊ͰɼࢦఆஔͷؠੴΛੜ͢Δඞ
ཁ͕͋ΔͳΒɼࢦఆ͞ΕͨҐஔαΠζɼܗঢ়
ʹैͬͯࢦఆݸͷؠੴΛੜ͢Δɽ(3.2 અ)

5. ͜ͷ࠶ׂஈ֊ͰɼϥϯμϜஔͷؠੴΛੜ͢
Δඞཁ͕͋ΔͳΒɼࢦఆ͞Εͨଇʹैͬͯɼ
ඞཁݸͷؠੴΛੜ͢Δɽ(3.2 અ) ͨͩ͠
ଇʹଇͬͯؠੴΛੜ͢Δ༨͕ແ͍߹ɼؠ
ੴΛੜ͠ͳ͍ɽ
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ܗঢ়Ϟσϧ͕ੜ͞ΕͨޙɼඞཁʹԠ
ͯ͡ɼؠੴ͕খʹຒΕΔΑ͏ͳํͷΦϑηο

ਤ 13: ؠੴੜ (ෳ߹ܗঢ়Ϟσϧ)

τΛ༩͑Δɽ

3.4

ࠨ: ଆ໘ਤɼӈ: ਖ਼໘ਤ

ੜྫ

ਤ 14 ɼνϡϦϡϞϑɾήϥγϝϯίክͷܗঢ়Ϟ
σϧͷྫ [9] Ͱ͋Δɽૈ͍Ϟσϧ͔Βࡉ͔͍Ϟσϧ·Ͱɼ

্هख๏ʹࢦ͍ͯͮجఆஔͷؠੴͱϥϯμϜஔͷ
ؠੴΛੜͨ͠ྫΛਤ 12 ʹࣔ͢ɽಉਤૉମܗঢ়Ϟσ

ॱ࣍ύονϫʔΫͰଓ͞Ε͍ͯΔ༷ࢠ͕͑ΔɽϙϦ

ϧʹద༻ͨ͠ͷͰ͋ΓɼΦϑηοτઃ͚͍ͯͳ͍ɽ ΰϯαΠζ͕มԽ͢Δڥքෆఆ͓ͯͬͳͱܗΓɼͳ
ਤதͷ৭ɼࢦఆஔͷؠੴΛ͍ࣔͯ͠Δɽಉਤͷྫ ϙϦΰϯ͕ີू͍ͯ͠ΔྖҬ͕ͯݟऔΕΔɽ
ɼԁঢ়ͷஔΛ༩͑ͨͷͰ͋Δɽ੨৭ɼϥϯμ
ϜஔͷؠੴΛ͍ࣔͯ͠Δɽ৭খද໘Λࣔͯ͠
͍Δɽ

ਤ 12: ؠੴੜ (ૉମܗঢ়Ϟσϧ)
ࠨ: ଆ໘ਤɼӈ: ਖ਼໘ਤ
: ࢦఆஔͷؠੴɼ੨: ϥϯμϜஔͷؠੴɼ
: খ໘

ਤ 14: νϡϦϡϞϑɾήϥγϝϯίክͷྫ [9]

ਤ 13 ʹɼখؠੴද໘ͷԜತΛͨ͠ܗঢ়Ϟσ

ਤ 15 ɼఱମը૾ੜιϑτΣΞͷҰͭͰ͋Δ

ϧΛࣔ͢ɽ

PANGU[10] ͷҰྫͰ͋Δɽ࢛ลܗΛج४ͱͨ͠نଇత

ͳ͓ɼ͜͜ʹࣔ͢ਤ͍ͣΕஔܗঢ়ͷ֬ೝΛ

ͳϒϩοΫߏͰɼஈ֊తʹϙϦΰϯαΠζ͕ࡉ͔͘

తͱͨ͠ͷͰ͋Γɼ࣮ࡍͷখͷؠੴࣹಛ

ͳ͍ͬͯΔɽϙϦΰϯαΠζ͕มԽ͢Δڥք࢛ลʹܗ

ੑΛߟྀͨ͠ͷͰͳ͍ɽ

༝དྷ͢Δنଇతͳͷͱͳ͍ͬͯΔɽ
͜ΕΒͷख๏ʹରͯ͠ɼຊߘʹ͓͍ͯɼࢦఆ͞Εͨ

4

ҙܗঢ়ͷൣғΛ࠶ׂՄͰ͋Γɼ͔ͭ࠶ׂ͠ͳ͍

ϙϦΰϯαΠζͷॴہతͳภΓ

4.1

ϙϦΰϯͱͷڥքʹͳۃϙϦΰϯܗঢ়ͷΈ͕ੜ͡ͳ
͍Α͏ͳख๏Λݕ౼͢Δɽ

ઌߦࣄྫ

ϙϦΰϯαΠζ͕ॴہతʹมԽ͢Δྫʹ͍ͭͯɼઌߦ
ࣄྫΛ͔ͭزհ͢Δɽ

7
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ʣ
ϯΛߏ͢Δ 3 ลΛ࠶ׂෆՄͷลͱ͢Δɽ
؆୯ͳܗঢ়ʹର͢Δ࠶ׂͷྫΛਤ 17 ʹද͢ɽখ
ܗঢ়ͷΑ͏ͳ߹ดଟ໘ମΛॳܗظঢ়ͱͯ͠ѻ͏͜
ͱ͕ଟ͍ͱߟ͑ΒΕΔ͕ɼಉਤʹࣔ͢Α͏ͳ։͍ͨܗঢ়
ʹ͓͍ͯɼຊઅͷख๏ద༻ՄͰ͋Δɽ

ਤ 15: PANGU Λ༻͍ͨࣄྫ [10]

4.2

ॴہతϙϦΰϯ࠶ׂͷݪଇ

ຊߘʹ͓͍ͯɼॴہతͳྖҬͷϙϦΰϯ࠶ׂΛҎ
ԼͷखॱͰ࣮͢ݱΔɽ
ͱ͋Δ࠶ׂͷஈ֊ͰɼͦΕҎ্࠶ׂ͢ΔྖҬͱɼ
ͦΕҎ্࠶ׂ͠ͳ͍ྖҬͱ͕༩͑ΒΕͨͱ͢Δɽͦͷ
߹ʹద༻͞ΕΔϙϦΰϯׂͷݪଇΛਤ 16 ʹࣔ͢ɽ

ਤ 17: ॴہత࠶ׂ 2
͜ͷΑ͏ͳखॱΛ౿Ή͜ͱʹΑͬͯɼ࠶ׂ͢ΔྖҬ
ͱ࠶ׂ͠ͳ͍ྖҬͱͷؒɼൺֱతແཧͷͳ͍ܗঢ়ͷ
ϙϦΰϯͰ࿈݁͢Δ͜ͱ͕ՄͱͳΔɽ·ͨ 1 ͭͷ
Λڞ༗͢ΔϙϦΰϯൺֱతগʹ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɽ͜ͷਤͷྫͰɼҰͭͷΛڞ༗͢ΔϙϦΰϯ
 9 ҎԼʹ͑ΒΕ͍ͯΔɽ

ਤ 16: ॴہత࠶ׂ 1
ಉਤʹ͓͍ͯઢɼ࠶ׂՄͳลΛද͢ɽઢɼ
࠶ׂෆՄͷลΛද͢ɽ࠶ׂෆՄͷลʹ͍ͭͯɼྡ

4.3

ੜྫ

ॴہత࠶ׂͷ࣮ߦྫΛਤ 18 ʹࣔ͢ɽ͜Εখ

ϙϦΰϯʹͯ֘ઢΛڞ༗͢Δล࠶ׂෆՄͱ͢

ͷͳ͔Ͱɼܘ 25m ͷԁܗൣғͷΈ࠶ׂͷஈΛଟ

Δɽࠇઢɼண͍ͯ͠ΔϙϦΰϯͷ࠶ׂ݁Ռͱͯ͠

ͨ͘͠ྫͰ͋Δɽ20,480 ϙϦΰϯͷܗॳݪঢ়Ϟσϧʹର

ߋͳΔ࠶ׂ͕ՄͰ͋Δ͕ɼྡϙϦΰϯʹͯ֘

ͯ͠ɼԁܗൣғͷ֎ଆ෦ 4 ஈ֊ͷ࠶ׂɼଆ෦

ઢΛڞ༗͢Δล͕࠶ׂෆՄͱͳͬͨ߹ɼ࿈ಈ͠

࠷େ 12 ஈ֊ͷ࠶ׂΛࢪ͍ͯ͠ΔɽͦͷϙϦΰϯ

ͯ࠶ׂෆՄͱͳΔลΛද͢ɽ

ɼখ໘ͱؠੴ໘ͷ߹Ͱܭ 4.6 ԯϙϦΰϯɼখ

ಉਤ্ஈͷ֤ϙϦΰϯ࠶ׂલͷঢ়ଶΛද͢ɽճస

ɾؠੴڞ༗໘ΛؚΊΔͱɼ 5.3 ԯϙϦΰϯͱͳͬͨɽ

ରশͷͷΛআ֎͢Δͱɼࠨ͔ΒॱʹɼͦΕҎ্࠶ׂ

͜ͷྫͰɼ5 ஈ֊Ҏ্࠶ׂ͞ΕͨൣғʹͷΈؠੴ

͠ͳ͍ྖҬɼ1 ลͷΈ࠶ׂ͢ΔྖҬɼ2 ลͷΈ࠶ׂ

Λஔ͍ͯ͠Δɽ·ͨখؠੴද໘ͷࡐ࣭ϥϯμ

͢ΔྖҬɼ3 ลΛ࠶ׂ͢ΔྖҬʹྨ͞ΕΔɽ

ϜʹׂΓͯΒΕ͓ͯΓɼ࣮ࡏͷখͷಛੑΛදͯ͠

ಉਤԼஈɼͦΕΒͷϙϦΰϯ͕࠶ׂ͞Εͨޙͷঢ়

͍ΔͷͰͳ͍ɽ

ଶΛද͢ɽͦΕҎ্࠶ׂ͠ͳ͍ྖҬʹมԽແ͍ɽҎ

͜ͷྫͰੜ͞Εͨؠੴͷ࠷খαΠζɼ֓Ͷ 1cm ఔ

ޙͷ࠶ׂͷ֤ஈ֊ʹ͓͍ͯͦͷྖҬׂ͕͞ΕΔ͜

ͱͳͬͨɽͳ͓͜ͷྫʹ͓͚Δ࠶ׂஈͷ۠ผؠ

ͱແ͍ɽͦΕҎ֎ͷϙϦΰϯɼ࠶ׂՄͳลΛ 2

ੴͷ࠷খαΠζɼಛஈͷϛογϣϯʹݺԠͨ͠ͷͰ

͠ɼͦͷதΛͱ͢Δ৽ͨͳϙϦΰϯΛੜ͢

ͳ͘ɼٕज़తͳূݕͷͨΊʹઃఆͨ͠ͷͰ͋Δɽ࣮

Δɽ࠶ׂෆՄͷลɼͦͷதʹΛׂΓͯΔ

ࡍʹݸʑͷϛογϣϯʹద༻͢Δࡍʹɼ࣮༻ͱͳΔϙ

ΘΓʹɼطଘͷͷ͍ͣΕ͔Λ৽ͨͳϙϦΰϯͷ

Ϧΰϯͷ্ཹʹݶҙͭͭ͠ɼ۩ମతͳ࠶ׂஈΛྖ

ͱׂͯ͠ΓͯΔɽ͜ΕΒ࠶ׂͷ݁Ռͱͯ͠ɼΛ

ҬຖʹఆΊΔ͜ͱʹͳΔɽ

࠶ׂෆՄͷลͱڞ༗͢Δ͜ͱͱͳͬͨϙϦΰϯɼͦ
ΕҎ্࠶ׂ͠ͳ͍ྖҬͱ͢Δɽ
ʢ͢ͳΘͪɼͦͷϙϦΰ
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ONC-T ࣮ը૾ [7]

(b) ֦େ ( 1m x 1m)

ࠨਤ૬ॖईٖը૾

ਤ 19: ࣮ը૾ͱͷൺֱ
૾ [7] ͱٖը૾ͷൺֱΛਤ 19 ʹࣔ͢ɽಉਤࠨ͕࣮ը૾
Ͱ͋Γɼӈ͕ຊઅͷख๏ʹ͍ͨͮجٖը૾Ͱ͋Δɽ
ٖը૾ɼؠੴͷଇʹ࣮ը૾ͷղੳ݁ՌΛөͤ͞
ͨͷͰͳ͍ͨΊɼ͋͘·Ͱࢀߟʹཹ·Δ͕ɼຊߘ

(c) Φϑηοτ 2cm

ͷΑ͏ͳख๏Λ༻͍ͯɼ࣮ࡍͷۙӡ༻ʹ͢ڙΔٖ

(d) Φϑηοτ 3cm

ը૾͕ੜՄͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨͱߟ͑Δɽ
͜͜Ͱ༻͍ͨܗঢ়Ϟσϧɼਤ 18 ͱಉҰͷͷͰ͋

ਤ 18: ॴہత࠶ׂͷྫ

Δɽܗঢ়Ϟσϧੜʹཁͨ࣌ؒ͠ɼXeon E5-2680 ͷ

2 CPU ߏͰ֓Ͷ 2 ࣌ؒఔͰ͋ͬͨɽ͜ͷɼσόο
άใϑΝΠϧ I/O Λআ͍ͨɼܗঢ়Ϟσϧੜࣗ
૾ͷ 1 ล͕ 1m ʹ૬͢Δ֦େਤΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͜ͷܗ
ͷؒ࣌ࢉܭɼ1 ࣌ؒఔͱੵݟΒΕΔɽΞϧΰϦζ
ঢ়Ϟσϧੜྫʹ͓͍ͯখنͷؠੴΛଇʹैͬ
Ϝͷ࠷దԽࠓޙͷ՝ͱͳ͍ͬͯΔ͕ɼݱঢ়ͷख๏ʹ
ͯஔ͢Δ͜ͱ͕ࠔͱͳ͍ͬͯΔɽ
͓͍ͯɼಉنͷܗঢ়ϞσϧੜͰ͋Εɼಉͷॴ
ಉਤͷԼஈؠੴ͕খද໘ʹຒΕΔ͖ʹɼ૬
ཁ࣌ؒͰԋࢉ͕ऴྃ͢Δ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɽ
ରతͳΦϑηοτΛ༩͑ͨྫͰ͋Δɽ(c) ۉʹ 2cm
ఔɼ(d) ۉʹ 3cm ఔͷΦϑηοτΛ༩͍͑ͯΔɽ
ਤ 18 ͷɼ(a) ֘͢ΔԁܗൣғͷҬɼ(b) ը

5

ΦϑηοτΑΓαΠζͷখ͞ͳؠੴখຊମͷ໘
ʹӅ͞ΕΔ͜ͱͱͳΔɽ͜͜ͰӅ͞ΕͨؠੴͷϙϦΰϯ

ϨϯμϦϯά࣌ͷϙϦΰϯ࠶ׂ
લઅͷੜྫʹ͍ͭͯड़ͨΑ͏ʹɼࡉ͔͍ܗঢ়Ϟσ

Λলུ͢Δ͜ͱʹΑΓɼॴཁϙϦΰϯͷ૿େΛ͑ͭ

ͭখܗঢ়Λද͢ݱΔ͜ͱ͕ՄʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽ ϧΛੜ͢ΔͨΊʹɼେͳྔͷϙϦΰϯΛඞཁͱ͢
ΔɽϙϦΰϯ࠶ׂͷஈΛ૿͢ՕॴΛॴہతʹߜͬ

ͳ͓ຊߘʹ͓͚Δٕज़తͳࡍ࣮ͱূݕͷܗঢ়Ϟσϧੜ

ͨͱͯ͠ɼѻ͑ΔϙϦΰϯʹ͕͋ݶΔɽຊઅʹ

ͱͷؒʹɼҎԼͷΑ͏ͳཹҙ͕͋Δɽ

͓͍ͯɼܗঢ়ϞσϧͷϙϦΰϯΛ͑ͳ͕Βখ

ຊߘʹ͓͍ͯɼΦϑηοτΛ༩͑Δ߹༩͑ͳ͍

߹ɼಉҰͷؠੴଇʹ͍ͯ͠ࢉܭ͍ͯͮجΔ͕ɼ ؠੴද໘ͷԜತΛͨ͠ը૾Λੜ͢ΔͨΊʹɼϨϯ
ΦϑηοτΛ༩͑ͨ݁Ռͱͯ͠খ໘Լʹશʹຒ

μϦϯά࣌ʹதมҐ๏Λద༻͢Δख๏ʹ͍ͭͯड़Δɽ

Εͯ͠·͏ؠੴɼຊདྷܗঢ়Ϟσϧͱͯ͠ੜ͢Δඞ

༻͍ΔϨϯμϦϯάख๏ϋʔυΣΞγϛϡϨʔλ

ཁͷͳ͍ؠੴͰ͋Δɽ͜ΕΒͷෆཁͳؠੴΛɼܗঢ়ੜ

ͷҰ෦ͱͯ͠։ൃ͞ΕͨϨΠτϨʔγϯάιϑτΣΞ

ஈ֊͔Β͢ݮΔͨΊʹɼ༩͑ΔΦϑηοτΛ༧Ί

[2] Λجຊͱ͓ͯ͠ΓɼࢹઢޫઢΛ͢Δ͜ͱʹΑ

ఆΊ্ͨͰɼͦͷΦϑηοτΛࢪ͢͜ͱʹΑΓখ໘

Γɼ֤ըૉͷًΛ͢ࢉܭΔɽϨϯμϦϯά࣌ͷϙϦ

ԼʹશʹຒΕΔΑ͏ͳখنͷؠੴΛੜ͠ͳ͍

ΰϯ࠶ׂɼ͜ͷϨΠτϨʔγϯάͷΦϓγϣϯͱ͠

ଇʹมߋ͢Δ͜ͱ͕·͍͠ɽ

࣮ͯ͢Δɽ
؆୯ͷͨΊɼϨϯμϦϯά࣌ͷϙϦΰϯ࠶ׂͷࡍɼ

·ͨຊߘʹ͓͍ͯɼখຊମͷܗঢ়ʹΑΔସՕ

ॴΛɼݸผʹੜͨ͠ؠੴͱ۠ผ͘͢͢͠ΔͨΊʹɼ ࢹઢޫઢ͕ώοτͨ͠ϙϦΰϯͷΈΛ༻͍ͯதมҐ
๏ͷࢉܭΛߦ͏ɽͦͷ֓ཁΛਤ 20 ʹࣔ͢ɽ

খද໘ͷมҐ߇͑Ίʹੜ͍ͯ͠Δɽ࣮༻త
ͳܗঢ়Λੜ͢ΔͨΊʹଥͱͳΔΦϑηοτখ

جຊతͳੜख๏ 2.4 અʹ४͡Δ͕ɼҎԼͷΑ͏ͳ

ද໘ͷมҐʹ͍ͭͯɼ࣮ը૾ͷࢀߟใʹؑ

૬ҧ͕͋Δɽ֤ͷ๏ઢํɼ֘ϙϦΰϯ໘ͷ๏

Έͭͭɼݸผͷݕ౼͕ඞཁͱͳΔɽ

ઢํͱ͢Δɽ͢ͳΘͪྡ͢ΔϙϦΰϯͷ๏ઢํ

ࢀߟ·ͰʹʮͿ͞ 2ʯࡌΧϝϥ ONC-T ͷ࣮ը

ߟྀ͠ͳ͍ɽܗঢ়Ϟσϧੜ࣌ʹ༻͍ͨΑ͏ͳૉମܗঢ়
ϞσϧมҐࢀরͤͣɼϨϯμϦϯά࣌ʹ༩͑Β

9

This document is provided by JAXA.

宇宙航空研究開発機構研究開発報告 JAXA-RR-19-006

42

(a) શܠ

(b) ࢦఆஔͷؠੴ

ਤ 20: ϨϯμϦϯά࣌ͷதมҐ๏ࢉܭ
Εͨܗঢ়ϞσϧͷΈͰ͢ࢉܭΔɽ·ͨதมҐ๏Ͱࢉܭ
͞Ε֤ͨͷ࠲ඪɼ࠶ׂ͞ΕͨϙϦΰϯͷ๏ઢ

(c) ϥϯμϜஔͷؠੴ

ํͷࢉܭͷΈʹ༻͍ɼޫઢࢹઢͱ֘ϙϦΰϯͱͷ
ަʹࢉܭ༻͍ͳ͍ɽͦͷ֓ཁΛਤ 21 ʹࣔ͢ɽ

ਤ 22: ۙࡱ૾ͷྫ [11]
ͷหผ͕దͰ͋Δ͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯɼͳ͓Ұͷݕ
౼͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ϨϯμϦϯά࣌ʹଟஈ֊ͷϙϦΰϯ࠶ׂΛߦ͏߹
ɼ͜ͷΑ͏ͳෆ߹ׂ͕ͷʹൃੜ͢Δ͓ͦΕ͕͋
ΔͨΊɼຊߘͰ 1 ஈ֊ͷׂʹͱͲΊ͍ͯΔɽ

ਤ 21: ϨϯμϦϯά࣌ͷதมҐ๏ࢉܭʢަࢉܭʣ

6

தมҐ๏ʹΑΓੜ͞Εͨܗঢ়Ϟσϧͱޫઢࢹઢ
ͱͷަɼʹີݫಉਤத ؙͷՕॴͱͳΔɽର͠

ਤ 22ɼਤ 23ɼਤ 24 ʹຊख๏ͷద༻ྫΛࣔ͢ɽ͜Ε

ͯຊख๏ʹ͓͍ͯɼதมҐ๏ࢉܭલͷϙϦΰϯʹج

ɼλονμϯͷࣄલͨͬߦͯ͠ͱূݕɼλονμ

͍ͮͯަΛ͢ࢉܭΔɽ͢ͳΘͪಉਤதͷ੨ͱަؙ͕
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論文要旨のテキストマイニング分析による
天文衛星の測定データを基にした研究動向の把握
-Ｘ線天文衛星「すざく」を題材にして–
中村 匡佑*1，水上 祐治*1，大畠 昭子*2，本多 啓介*3，中野 純司*3

A Study on Grasp of Research Trend based on Measurement Data of Astronomical Satellite by
Text-Mining Analysis of Abstract of Thesis:
Using the Theses of X-ray Astronomical Satellite "SUZAKU"
NAKAMURA Kyosuke*1, MIZUKAMI Yuji*1, OHATA Akiko*2, HONDA Kesuke*3, NAKANO Junji*3

ABSTRACT
Various observation data obtained from artificial satellites and explorers are expected to be widely used in all industry,
government and academia. Meanwhile, since the space development project is large-scale activity, its contribution is
required to be explained in all sessions including the National Assembly. In addition, it is said that research capability
in Japan has decreased since the mid-1990s.

Therefore, the improvement of research capability is urgently required

and the necessity of objective explanation materials on academic contribution is increasing. This paper aims to derive
a method to prepare objective information which is an auxiliary explanation of academic contribution to verify its
effect. In the analysis of this paper, text mining analysis is applied to the abstract of the thesis to extract research
trends per each year for 20 years and the effect of the method is verified. The academic papers related to the X-ray
astronomical satellite "SUZAKU" that were collected by bibliographic databases, were used in this study.
Keywords: text mining, abstract, research trend, exploration satellite, institutional research

概

要

宇宙開発プロジェクトは大規模な事業であるため、その貢献について、国会をはじめあらゆる場面で説
明が求められる。特に、人工衛星・探査機から得られる様々な観測データは、産官学すべてにおいて広く
活用が期待される。また、日本の研究力は 1990 年代中盤から低下しているとされ、研究力の向上が急務
となっていることがあり、学術的貢献に関して客観的な説明資料の必要性が高くなっている。そこで本
稿は、学術的貢献の補助的説明となる客観的情報を用意するための手法を導出すること、そして、その効
果を検証すること目標とした。分析では、論文の要旨にテキストマイニング分析を施して年代別の研究
トレンドを抽出、そして、その手法の効果を検証した。分析対象は、書誌データベースを用いて収集した
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Ｘ線天文衛星「すざく」関連の論文である。

はじめに

1.

人工衛星・探査機から得られる様々な観測データは、広く活用が期待されている(2018)1)。一方、水上
ら(2019)2)は、宇宙開発プロジェクトは大規模な事業であるため、その貢献について、国会をはじめあら
ゆる場面で説明が求められているとしている。また、文部科学省(2017)3)は、1990 年代中盤からの日本の
国際的な研究力低下を指摘しており、研究力の向上が急務となっていることがあり、学術的貢献に関し
て客観的な補助的説明資料の必要性が高くなっている。そこで本稿は、学術的貢献の補助的説明となる
客観的情報を用意するための手法を導出すること、そして、その効果を検証することを目標とした。
分析では、論文の要旨にテキストマイニング分析を施して年代別の研究トレンドを抽出、そして、その
手法の効果を検証した。分析対象の論文は、Ｘ線天文衛星「すざく」関連として、書誌データベースを用
いてそれら論文群を収集した。論文群を収集後、3 段階で分析を行った。まず、テキストマイニングの単
語抽出分析を行い、品詞別に「出現頻度の高い名詞と固有名詞の抽出」を行った。次に、テキストマイニ
ングの共起ネットワーク分析を用いて、
「すざく衛星の関連研究の研究対象と手法」を析出した。そして、
テキストマイニングの対応分析を用いて「年代別の研究動向」を示した。なお、テキストマイニング分析
では、KH Coder 4)を用いた。

関連研究レビューと本稿の目的

2.
2.1.

研究開発成果オープン化モデルと本稿の目的

海老沢(2018)は、宇宙科学研究所 (ISAS: Institute of Space and Astronautical Science) のポリシーは、
「公
開データが広く利用されることが科学の進歩につながる」として、人工衛星・探査機から得られる観測デ
ータは、様々な分野での活用が期待されているとしている。図 1 に JAXA (Japan Aerospace Exploration
Agency) の研究開発成果オープン化モデルを示す。なお、この図は、JAXA 第一宇宙技術部門 衛星利用
推進 Web ページ 5)をもとに筆者が作成したものである。
この研究開発成果オープン化モデルでは、まず、人工衛星・探査機から得た測定データは、生データと
して蓄積される。しかし、この生データは、例えば機械的信号であること、ノイズが含まれていること、
不完全なデータであること等があり、そのままでは広く活用することが難しい。そこで、この生データに
対して、モデル化、複合・同化、アルゴリズム等の整理・解析の処理を施し、広く活用可能なプロダクト、
データセット等の情報に加工して提供するものであり、これら情報は、データアーカイブとして JAXA 内
で蓄積されている。データアーカイブとして JAXA 内で蓄積されている情報は、産学官 (産業界 (民間企
業)、学術界 (教育・研究機関)、官公庁 (国・地方公共団体) ) で活用され、企業戦略、派生研究、政策立
案等に利用されている。また、産学官で派生した新たな知識は、JAXA へ戻り(掘り起し)、新たな活動の
指針となっている。
本稿の目的は、学術界 (教育・研究機関) への貢献度を客観的に測定する手法を導出すること、そして、
その効果を検証することにある。
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図 1 JAXA の研究開発成果オープン化モデル
JAXA 第一宇宙技術部門 衛星利用推進 Web ページをもとに筆者作成
2.2.

宇宙科学分野のデータアーカイブについて

NASA は 1990 年から X 線天文データアーカイブの開発・運用を開始 6)、宇宙科学研究所/宇宙航空研究
開発機構 (ISAS / JAXA) では 1997 年から宇宙科学データアーカイブの開発・運用を開始 7)している。さ
らに、川上ら(2017)8)は、ISAS に蓄積されている歴史的に価値のある貴重な資料を含む技術資料の散逸を
防止し，情報の共有化と有効活用を図ることを目的として，2007 年度より宇宙科学資料データベースシ
ステム DARTS (Data ARchives and Transmission System)9)及びデータ登録を続けている。
宇宙科学分野では、これら観測データの活用促進を目的とした活動が盛んであり、DARTS に続く代表
例として、2009 年度から 6 ヵ年計画でスタートした大学間連携プロジェクト「超高層大気長期変動の全
球地上ネットワーク観測・ 研究」(IUGONET：Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork)
10)

が挙げられる。IUGONET は、複数の要因が複雑に絡み合う「超高層大気長期変動」のメカニズムを解

明することを目的として、東北大学，名古屋大学，京都大学，九州大学，国立極地研究所の 5 機関が所有
する多種多様な超高層大気データを統合して公開するプロジェクトである。林ら(2012)11) によると、
IUGONET プロジェクトでは，これまでに蓄積された多様な地上観測データに関するメタデータのデー
タベースを構築するとしており、このメタデータ・データベースによって，各機関・組織に分散して存在
する観測データの横断的な検索・取得を可能にし，観測データの効率的な流通，さらには分野横断型の総
合解析による新しい超高層大気研究を促進するとしている。また、田中ら(2012)12)は、IUGONET で開発
された解析ソフトウェア UDAS (IUGONET Data Analysis Software)の概要を紹介しており、UDAS は，IDL
(Interactive Data Language) で書かれた統合データ解析ツール TDAS (THEMIS Data Analysis Software suite)
のプラグインソフトであり，TDAS の機能を利用することで、種類の異なる複数の時系列データの可視
化・解析を容易にするとしている。さらに、小山ら(2012)13)は，SPASE コンソーシアムによって策定され
た SPASE データ・モデル/メタデータ・フォーマットをベースに，さらに拡張を施した IUGONET 共通
メタデータ・フォーマットを策定した。そして，フリーのリポジトリ・ソフトウェアであり，デフォルト
では Dublin Core メタデータ・フォーマットのみを取り扱う DSpace に対し，IUGONET 共通メタデー
タ・フォーマットを取り扱えるようにカスタマイズを施している。また、堀ら(2012)14)は、IUGONET で
策定・公開されたメタデータフォーマットと，そのフォーマットに沿って策定されたメタデータの登録・
管理を行うシステムを構築したとしている。最後に小山ら(2014)15)は、IUGONET プロジェクトのメタデ
ータ・データベースは広範な研究領域を対象としている為，専門分野外のユーザーにとって単語検索時
における適切な検索語句の選択が容易でないことを指摘して、この問題を解決する連想検索の機能をシ
ステムに付加している。
IUGONET 以外でも複数のプロジェクトがあり、北川ら(2014)16)は、地球惑星試料デポジトリ DREAM
(Depository for references of earth and analytical materials)を整備、中川ら(2016)17)は、全天 X 線監視装置
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表 1 研究評価の分類
系統

目的

分析手法

論文数調査

論文の生産性指数
研究活動の規模指数

単純集計

引用統計・分析

引用分析
共著分析
論文の消費指数
(謝辞分析)
研究活動の品質指数
(共語分析)
(共分類分析)
根岸・山崎(2001)と藤垣ら(2004)をもとに筆者作成

MAXI (Monitor of All-sky X-ray Image) の観測データを全世界の科学者が容易に利用できることを目的と
して，データ公開を進めており，2011 年 11 月に開始した Web インタフェースを用いたオンデマンドデ
ータの公開に続き，データを恒久的に後世に残すためのデータアーカイブの開発を進めている。さらに、
高木ら(2016)18)は、科学衛星や探査機の運用に必要とされる工学情報（テレメトリデータ, 局設備からの
データ など）を一元的に収集管理し, また利用しやすい形で関係者に配布するための「科学衛星運用工
学データベース」EDISON (Engineering Database for ISAS Spacecraft Operation Needs) の整備を進めている。
そして、野口ら(2017)19)は、MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) 搭載の MCS (Mars Climate Sounder) による
観測データの利用を広めるための環境整備を進めている。
宇宙科学分野では、IUGONET をはじめ、観測データの活用促進を目的とした複数のプロジェクトがあ
り、情報の公開と共に細分化が進んでしまった。そこで、根本ら(2018)20)は、資料の種類や機関を横断し
た資料情報の整理を目的として、デジタルオブジェクト識別子 (DOI: Digital Object Identifier) を用いた
「サブジェクトリポジトリ」の構築を推進している。
2.3.

書誌データベースを用いた研究力評価について

根岸・山崎 (2001)21)は、書誌データを用いた研究評価の方法には、文献の発表数を対象に分析する論文
数調査の系統と、論文への引用度数や論文刊の引用による結合関係を対象に分析する引用統計・分析の 2
系統があるとしている。研究評価の分類を表 1 に示す。根岸ら (2001)、藤垣ら (2004)22)、Mizukami et al.23)
は、前者の「論文数調査」の目的は、論文の生産性指数、研究活動の規模指数を求めることであり、主に
単純集計の手法が用いられる。一方、後者の「引用統計・分析」の目的は、論文の消費指数、研究活動の
品質指数を求めることであり、引用分析、共著分析等の手法が用いられるとしている。また、少数ではあ
るが、謝辞分析、共語分析、供分類分析等の手法が用いられる。なお、謝辞分析は、論文中に記されてい
る謝辞が分析対象、そして、共語分析は、論文中に記されている複数の語の間の関係が分析対象、最後に
共分類分析は、分野分類の共出現現象が分析対象である。
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図 2 論文数の年次変化

分析

3.
3.1.

分析データ

分析対象の衛星は、Ｘ線天文衛星「すざく」である。この衛星は、遠距離にある天体のⅩ線観測、宇宙
の高温プラズマのⅩ線分光観測等を目的としている衛星であり、2005 年に M-V ロケット 6 号機にて内之
浦宇宙空間観測所から打ち上げられ、10 年間の運用後、2015 年に観測を完了している。分析対象の衛星
の選択においてこの衛星が選ばれた理由として、比較的最近の衛星であるので、現状の把握に適してい
ると考えられること、10 年間の運用期間があるので、時系列での分析に適していること、すでに運用が
完了しているので、さらに測定データが増加することがなく、恒久的な分析が可能であることが挙げら
れる。
分析対象の論文は、Clarivate Analytics 社の論文データベース Web of Science – Core collection (以下、
WOS) を用いて収集した。なお、WOS は、Impact Factor の算出に用いる書誌データベースであり、査読
論文の網羅性が高いと考えられる。表 2 に論文の検索条件を示す。分析対象の論文は、トピック
に”SUZAKU”が含まれる英語論文であり、2001 年から 20019 年の 18 年間を対象とした。検索の結果、分
析対象の論文は 1419 本であった。なお、検索条件のドキュメントタイプは、査読論文 ”Article”
と ”Review” のみとし、重複を避けるために発表論文等の査読なし論文 ”Proceedings” は対象外とした。
表 2 検索条件
WoS 検索条件：(TS=(SUZAKU) OR TS=("ASTRO-E II") OR TS=("ASTRO-E 2") OR TS=("ASTROE II") OR
TS=("ASTROE 2") OR TS=("ASTROEII") OR TS=("ASTROE2") OR TS=("ASTRO-EII") OR TS=("ASTRO-E2"))
AND 言語: (English) AND ドキュメントタイプ: (Article OR Review)
索引=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI タイムスパン=全範囲
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表 3 対応分析の設定
集計単位と抽出語の選択
文章と見なす単位
条件

対応分析の設定
グラフの種類

H5

出現数

外部変数

≧ 350

品詞

名詞のみ
150*1

上記条件での対象語数

抽出語 x 外部変数
論文誌名

差異が顕著な語を分析に使用

上位 100 語

バブルプロット(円の大きさ)

語の出現回数

*1: HKCoder の推奨値は 100-150 である。

図 2 にすざく衛星の関連論文の年次変化を示す。なお、”ASTRO-EII”は、すざく衛星を打ち上げる前
のプロジェクト名である。また、JAXA の慣習により、衛星打ち上げ後はプロジェクト名が ”SUZAKU”
に変更になっている。本稿では、”ASTRO-EII”で検索された論文は、すざく衛星の観測データを使用した
論文ではないと判断して分析の対象外としている。実測の論文において、論文数は、打ち上げ翌年の 2006
年に 18 編の論文が発表されており、2009 年の 149 編が最も多くその後は減少傾向を示している。式 1 に
すざく衛星関連論文の論文数年次変化の近似線の式を示す。式 1 に当てはめると、2019 年、2020 年の論
文数の予測は、84.078 編、82.770 編である。
3.2.

分析手法

論文の要旨にテキストマイニング分析を施して年代別の研究トレンドを抽出、そして、その手法の効果
を検証する。論文の要旨は、論文の目的、手法、結論等の概要を簡潔にまとめたものであり、論文の特徴
を示すものである。また、おおよそ 500 文字で構成されており、文字数の差が原因での分析結果の偏りが
少ないと考えられる。分析は 3 段階で行った。まず、単語抽出分析を行い出現頻度の高い語句を抽出、次
に、対応分析を施して年次別の研究の傾向を抽出した。最後に、すざく衛星関連論文と新たに得られた他
の衛星・宇宙望遠鏡の関連論文の関係を論文数比較する。
単語抽出分析について
テキストマイニングの単語抽出分析を行い、品詞別に出現頻度の高い名詞と固有名詞の抽出を行う。分
析ツールは、KH Coder Ver.3.Alpha.13k24)用いた。なお、テキストマイニング分析は、テキストデータに対
して、自然言語解析の手法を使って、文章を単語（名詞、動詞、形容詞等）に分割し、それらの出現頻度

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

名詞
出現数
x-ray
3350
emission
2023
observation
1535
spectrum
1505
source
1197
component
916
datum
894
energy
888
result
887
cluster
807

#
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

表 4 単語抽出分析の結果
名詞
出現数 #
固有名詞
Region
Galaxy
Flux
Temperature
Accretion
Gas
Disk
Density
Absorption
Time

760
711
660
655
556
551
530
504
496
489

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# 固有名詞
出現数
出現数
SUZAKU
1608 11 Compton
172
XMM-Newton
322 12 NuSTAR
162
AGN*
313 13 ICM*
155
Galactic
285 14 Telescope
149
Chandra
276 15 Gamma
144
NGC*
271 16 kT
129
Seyfert
243 17 Si
121
XIS*
240 18 Spectrometer
110
SWIFT
211 19 MG
101
SNR*
197 20 Imaging
100
* Ｘ線を用いた分析手法の短縮形表現である。

式 1 すざく衛星関連論文の論文数年次変化の近似線の式 (2006-2018)
y = -0.0022x4 + 0.2372x3 - 5.9782x2 + 49.246x

(R² = 0.7492)
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図 3 論文要旨情報の対応分析
や相関関係を分析することで有益な情報を抽出する手法である。那須川ら(2001)25)は、テキスト・マイニ
ングにおける分析対象は、基本的には名詞が中心であるとして、他の様々な技術を使い他の品詞を含め
る手法をまとめている。本稿では、分析対象を名詞と固有名詞と定めて分析した。また、1 文字で抽出さ
れた語句は分析の対象外としている。
対応分析について
すざく衛星関連論文の年代別の研究トレンドを示す。対応分析は、一般的にはコレスポンディング分析
と言われ、クロス集計結果を 2 次元の散布図に展開する手法である。また、対応分析は、質的多変量解析
の一種であり、数量化Ⅲ類と同等の分析が可能である。散布図は、掲載年に着目した場合、原点（0，0）
付近の年に含まれる語の分布に特徴がないこと、原点（0，0）から遠いほどその分布に特徴があることを
示す。表 3 にその対応分析の設定を示す。
すざく衛星と他の衛星・宇宙望遠鏡の論文数比較
すざく衛星関連論文と新たに得られた他の衛星・宇宙望遠鏡の関連論文の関係を年次比較する。対応分
析で得られたすざく衛星に関連する他の衛星・宇宙望遠鏡に関して、論文数の比較を行いすざく衛星関
連論文の論文数への影響を分析する。
3.3.

分析結果
単語抽出分析の結果

表 4 に論文要旨情報に単語抽出分析を施した結果を示す。左側が出現頻度の高い名詞上位 20 位、右側
が出現頻度の高い固有名詞上位 20 位である。左側の名詞においては、Ｘ線分析に関わる語句が多く示さ
れている。左側の固有名詞では、衛星名の”SUZAKU”と” XMM-Newton”が上位 2 位、そして、” NuSTAR”
が 11 位に入っている。なお、2 位の” XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission-Newton)は、1999 年に欧州
宇宙機関のギアナ宇宙センターからアリアン 5 ロケットで打ち上げられた X 線観測衛星である。そして、
11 位の”NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)”は、2016 年に NASA が打ち上げた高エネルギーX 線を
観測するための X 線宇宙望遠鏡である。次の注目すべき点として、左側の固有名詞では、Ｘ線分析の分析

手法である AGN が 3 位, NGC が 6 位, XIS が 8 位, SNR が 10 位, ICM が 13 位に入っている。
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図 4 SUZAKU と NuSTAR の論文数の年次変化
対応分析の結果
図 3 に論文要旨情報と論文発表年情報の対応分析の散布図を示す。この図は、第 1 成分と第 2 成分の
散布図であり、全体の 52.87％ ( ← 39.48% + 13.38% )を説明するものである。年次情報は、2006 年から
2018 年があり、分析手法として、XIS、NGC、AGN、SNR、関連の衛星・宇宙望遠鏡として、XMM-Newton,
NuSTAR が示されている。また、中心からの距離を基にして、2006 から 2008 までの 3 年間は強い特性、
2009, 2013, 2017, 2008 は特性、その他は、弱い特性が示されている。
すざく衛星と他の衛星・宇宙望遠鏡の論文数比較
図 3 の対応分析で強い特性を示した NuSTAR 宇宙望遠鏡を対象に分析を行う。図 4 にすざく衛星関連
論文と NuSTAR 宇宙望遠鏡関連論文の論文数の年次別変化とその推移を示す。また、2016 年には、すざ
く衛星の後続衛星である ひとみ衛星の打ち上げの情報を示す。なお、ひとみ衛星は、2016 年 2 月 17 日
に種子島宇宙センターから H-IIA ロケット 30 号機で打ち上げられたが、同年 3 月 26 日に通信が途絶し
て、4 月 28 日に運用を断念している。
すざく衛星関連論文の論文数 2009 年をピークとして、その後は減少傾向にある。一方、NuSTAR 宇宙
望遠鏡関連論文は、打ち上げから 3 年の 2015 年には、すざく衛星関連論文の論文数に追いつき、その後
も増加傾向がつづいている。式 2 に NuSTAR 宇宙望遠鏡関連論文の論文数年次変化の近似線の式を示す。
3.4.

考察

分析方法により年代別の特徴を 4 つのグループに分類することができる。まず、XIS (X-ray Imaging
Spectrometer) グループがある。打ち上げ直後の 2006 年から 2010 年の 5 年間は、XIS 分析を中心とする
式 2 NuSTAR 宇宙望遠鏡関連論文の論文数年次変化の近似線の式 (2006-2018)
y = 1.1722x2 - 13.441x + 28.181

(R² = 0.9508)
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グループを形成している。しかし、その特性は経年とともに減少している。松本ら(2006) 26)によるとすざ
く衛星に掲載されている XIS は、撮像とＸ線分光分析に同時対応したⅩ線 CCD カメラである。
次に、NGC (New General Catalogue) グループがある。2011 年は、NGC を中心とするグループを形成し
ている。しかし、その特性は弱い。NGC は、星雲、星団や銀河など 7840 個の天体が載っている天体カタ
ログである 27)
そして、AGN (Active Galactic Nuclei) グループがある。2012 年から 2013 年の 2 年間と 2016 年は、AGN
を中心とするグループを形成している。しかし、2013 年以外はその特性は弱い。AGN（Active Galactic
Nuclei）は、活動銀河核であり、太陽系程度の小さな領域から莫大なエネルギーを放出している天体を中
心核に持つ銀河のことをいう。理化学研究所 (2014) 28)は、AGN はブラックホールにガスが激しく吸い込
まれることで、強大なエネルギー量を放射していることが観測されている。
最後に SNR (Supernova Remnant) グループがある。 2014 年から 2015 年の 2 年間、2017 年から 2018 年
の 2 年間は、SNR を中心とするグループを形成している。しかし、2014 年から 2015 年の 2 年間はその
特性が弱い。SNR は、超新星残骸であり、恒星が超新星爆発を起こし星間空間で飛び散った恒星物質が、
巨大な高温プラズマ雲に形成される天体である

29)

このように、すざく関連論文の研究のトレンドは、13

年間の間に XIS、NGC、AGN、SNR にその特徴が移行した。
ここで図 3 の対応分析から NuSTAR という単語が現れた。NuSTAR とは、NASA から打ち上げられた
Ⅹ線宇宙望遠鏡である。ブラックホールや超新星残骸などの高エネルギーⅩ線の観測が可能であり、す
ざく衛星と同等の衛星であるといえる。NuSTAR は 2012 年に打ち上げられ、現在も運用中である 30)。同
じⅩ線天文衛星であることから すざく衛星と NuSTAR の比較研究など関連づけられた論文が書かれて
いる可能性があると考えられる。
さらに、図 4 にすざく衛星と NuSTAR の論文数の年次別変化とその推移を示した。すざく衛星は運用
が終了していることもあり、論文数は減少傾向にあるが、NuSTAR 論文は運用から 3 年ですざく衛星の
論文数に追いつき、その後も増加傾向にある。つまり SUZAKU 論文の減少とともに NuSTAR 論文が増加
している。新たな性能を持った天文衛星が上がれば、その衛星の論文出版割合は増えて、それ以前の衛星
の論文出版割合が減ることは自然な流れであると考えられる。

4.

まとめ
人工衛星・探査機から得られる様々な観測データは、産官学すべてにおいて広く活用が期待されてい

る。一方、宇宙開発プロジェクトは大規模な事業であるため、その貢献について、国会をはじめあらゆる
場面で説明が求められている。また、日本の研究力は 1990 年代中盤から低下しているとされ、研究力の
向上が急務となっていることがあり、学術的貢献に関して客観的な説明資料の必要性が高くなっている。
そこで本稿は、学術的貢献の補助的説明となる客観的情報を用意するための手法を導出すること、そし
て、その効果を検証すること目標とした。分析では、論文の要旨にテキストマイニング分析を施して年代
別の研究トレンドを抽出、そして、その手法の効果を検証した。
人工衛星・探査機の測定データの活用度を論文数とその特徴で表すことを目指し、Ｘ線天文衛星「すざ
く」プロジェクトの情報を用いて、テキストマイニング分析の適用の試行を行った。分析の結果、すざく
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衛星関連論文の研究のトレンドは、13 年間の間に XIS (Ⅹ線 CCD カメラ)、NGC (天体カタログ関連の分
析)、AGN (活動銀河核関連の分析)、SNR (超新星残骸関連の分析) にその特徴が移行していることを掴ん
だ。この結果から、すざく衛星は、研究のニーズに合わせた柔軟な運用が可能であったと考えられる。
次に、論文数に関する分析では、すざく衛星関連論文の論文数 2009 年をピークとして、その後は減少
傾向にあることを掴んだ。一方、NuSTAR 宇宙望遠鏡関連論文は、打ち上げから 3 年の 2015 年には、す
ざく衛星関連論文の論文数に追いつき、その後も増加傾向がつづいている。
すざく衛星にはない NuSTAR の特長の一つに「硬 X 線による高精度撮像観測」がある。2016 年に打ち
上げられたひとみ衛星もまた「硬 X 線による高精度撮像観測」が可能であったが、運用期間が短く、す
でに運用が断念されている。このため、高精度撮像観測の需要が NuSTAR に集中しており、NuSTAR の
論文数が増加していると考えられる。このように、これら現在の構図は、ひとみ衛星の運用断念が影響し
ていると考えられる。なお、ひとみ衛星は優れた分光観測性能を備えており、短期間の運用であったにも
関わらず、ひとみ衛星プロジェクト関連の論文は、2015 年から 2019 年の 5 年間に 247 編あり、その性能
と注目度の高さをうかがい知ることができる。
今後の方向性として、論文要旨のテキストデータのみではなく、観測データの活用度を確かめる方法を
検討する。テキストマイニング分析では、分析時間が短い特徴がある。手法の精度向上とともに、特徴を
生かした月報用簡易分析など、その活用方法を模索することがある。
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