
４．研究活動 

４．１ 研究部の活動概要 

○ネットワーク研究部 

東北大学総合情報ネットワークシステム TAINS は、本学のキャンパスネットワークとして全学的な

情報流通やコンピューティングの基盤であり、最先端のネットワークの整備、安定した運用管理、及び

有効利用のために必要な技術の研究開発が必要不可欠である。ネットワーク研究部は、このような 

TAINS の整備・運用管理・研究開発に積極的に取り組んでいる。 

 

(1) 学内共通情報基盤の企画・運用管理・利活用 

キャンパスネットワーク TAINS は、主要な各建物を 2 本の 1Gbps あるいは10Gbpsでスター状に結

ぶ幹線ネットワークであり、学内共通情報基盤の根幹を成すものであり、対外接続点には全学ファイア

ウォールが置かれており、情報部情報基盤課ネットワーク係が中心となって運用及び管理にあたってい

る。本年度は、セキュアウェブホスティングサービスの提供や全学ファイアウォールにおけるウェブ

フィルタリング機能の本格運用などについて特にネットワーク係をサポートした。 

図4.1 TAINSの基幹ネットワーク 

 

 また、例年同様、ネットワーク係を技術的に支援し、部局ネットワークの効率的な収容やホスティン

グサービスの利用促進、あるいは TAINS 無線 LAN システムの拡大、全学ファイアウォールの効果的運

用により本学のネットワークセキュリティ向上に資するとともに、DNS サーバや NTP サーバを始めと

する重要インフラサーバについて、ネットワーク研究部では、ネットワーク係と協同してこれらのサー

バの安定運用のための技術開発を行った。また、TAINSのネットワークサービスを構成するTAINS メー
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ル、VPN（OpenVPN, SSL-VPN等）サービス、ウイルス対策ソフト配布サービス、部局メールサーバ向け

スパムメール対策データベースの提供、国立情報学研究所の「UPKI 電子証明書発行サービス」に対す

る申請等について、技術的支援を行い、サービスの安定運用に貢献した。 

さらに、ネットワーク利用とセキュリティに関する講習会を実施するとともに、広報紙 TAINS ニュー

ス 47号の発行の中心的な役割を担い、学内におけるネットワーク活用の啓発活動を継続的に行ってい

る。 

加えて、情報部情報基盤課情報セキュリティ係を支援し、国立情報学研究所NII-SOCSに関わる「セ

キュリティ作業部会」や内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）サイバーセキュリティ

戦略本部などにおいて必要な資料収集を行うなど、本学における情報セキュリティ向上のために貢献し

ている。本学におけるCSIRTの運用や情報セキュリティ対策の検討に対しても重要な役割を担っている。 

 

(2) 東北地区の学術研究ネットワークの発展への貢献 

TOPIC は、東北地区において学術研究・教育活動を支援するコンピュータネットワーク環境の発展に

貢献するための組織である。ネットワーク研究部では、TOPIC 事務局スタッフや技術部幹事として、講

習会や研修会の企画・運営、あるいは東北地区の大学・高専等に対するドメイン名管理等の技術的支援

などを通じて、積極的に東北地区の学術研究ネットワークの発展に貢献している。特に例年秋に実施さ

れるTOPICネットワーク担当者研修会は多くの参加者を集め、活発な議論や情報交換が行われている。 

 

(3) 学術情報基盤の構築に係わる研究開発 

 大学や企業におけるネットワーク利用について、セキュリティと情報倫理の規定や制度に関する問

題が重要である。「高等教育機関における情報セキュリティポリシー推進部会」における活動で得た知

見を活かし、情報シナジー機構の下に置かれた情報セキュリティ関連規程ワーキンググループとの協同

により、各種細則やガイドラインの策定あるいは改訂の作業を行った。 

また、全国共同利用情報基盤センター長会議のもと、コンピュータ・ネットワーク研究会や認証研究

会に参加し、共同研究を実施している。また、本学情報シナジー機構に置かれた認証ワーキンググルー

プ等に参加し、東北大学における認証システムを始めとする情報基盤の確立に向けて協力した。 

 

(4) 情報ネットワークの環境電磁工学(EMC)に関わる信頼性評価及び計測方式 

情報ネットワークシステムにおいて、電磁ノイズによる妨害のために情報伝送の信頼性が損なわれる

ことがある。電磁妨害の抑制のために、放電や接触障害などの発生源と伝送ケーブルなどの伝搬路の現

象を調査し、信頼性評価と計測方式を研究している。また、情報通信システムの電磁的情報漏洩の機構

を解明するとともに、電磁情報セキュリティ問題へ展開し、暗号装置や PC 等の情報システムからの情

報漏洩を実験的実証及び理論解析し、新分野を先導している。 

本年度も昨年度に引き続き、暗号ハードウェアから秘密情報が遠方まで漏えいするメカニズムの解明

やモデル化を行うとともに、能動的な情報漏えいだけでなく、故障を注入することにより、暗号ハード

ウェアの誤動作を誘発させ、格納されている秘密鍵などの機密情報を奪取する攻撃に関する研究を行い、

そのような攻撃のタイミング制御に関する考察や対策技術などの検討を広範に進めた。また、PC等の情

報システムの表示からの情報漏えいを効率的に評価する技術に関する研究を進めた。 
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(5) 情報セキュリティに関する基礎的研究 

情報ネットワークシステムにおいて、セキュリティ確保の問題は極めて重要であり、セキュリティ確

保のために広く利用されている暗号について、基礎的研究を行っている。無制限の計算能力をもつ盗聴

者に対しても安全な暗号系の構築を目指し、実現が可能なための条件の解明などが検討課題である。 

本年度もカードを用いた秘密計算を実現するプロトコルの効率化に取り組み、特に比較演算の秘密計

算やパズルのゼロ知識証明を実現するプロトコルの開発に注力した。また、カスタムメイドのカード組

の作成に取り組み、オープンキャンパスなどにおいて一般市民の方々に実際にプロトコルの実験を体験

してもらっている。 

 

(6) 研究力 

ネットワーク研究部（Hideaki Sone, Takaaki Mizuki）のScopus/SciValにおける2010年-2019年

（Computer Scienceエリア）のデータによれば、本研究部の客観的な研究力は次の通りであり、特にトッ

プ10％論文が16本、その輩出率は23.9％であり、FWCIも1.43であり、本学の研究力向上に貢献している

と考えられる。 

 

Scholarly Output 67 

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) 1.43 

Citation Count 467 

Citations per Publication 7.0 

Top 10% most cited publications (field-weighted) 16 (23.9%) 

 

(7) その他 

ネットワーク研究部では、ネットワークのための基礎研究及び先端情報ネットワーク環境に関する研

究開発を行うとともに、大学院情報科学研究科の協力講座として教育にあたっている。 

 

 

○スーパーコンピューティング研究部 

スーパーコンピューティング研究部は、全国共同利用設備，HPCI資源提供機関として高メモリバンド

幅を必要とするアプリケーションを高速に処理可能な大規模科学計算システムの運用・管理と、本シス

テムを最大限に活用したプログラムの高速化技法や新しいシミュレーション技術の研究・開発を行って

いる。さらに、次世代スーパーコンピューティングシステムとその応用に関する研究をアーキテクチャ

レベルからシステムソフトウェアに渡って取り組み、得られた成果を国内外の学術論文誌論文、国際会

議論文、招待講演、展示等を通じて発表し、社会に還元している。以下に、本研究部の本年度の研究教

育活動について述べる。 

 

(1) 大規模科学計算システムの整備・運用に関する取り組み 

当研究部では、大規模科学計算システム SX-ACE、LX-402Re-2のためのプログラム最適化、3次元化可

視化装置のための可視化コンテンツ作成支援などのユーザ支援と新規利用者の開拓に継続的に取り組

み、ユーザとの共同研究をとおして、本システムにおける高効率シミュレーションの実現に向けて精力

的な研究活動を展開した。具体的には、文部科学省の学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点
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(JHPCN)を構成するセンター及び High-Performance Computing Infrastructure (HPCI)の構成拠点とし

ての活動、本センターの自主事業による民間利用の促進等に務めた。大規模科学計算システムの更なる

利用促進を図ることで、平成 31年度/令和元年度は 7 件の JHPCN採択課題、9件の HPCIの採択課題に関

して、スーパーコンピューティング研究部の教員がユーザとの共同研究に取り組むなど、ユーザである

計算科学者との共同研究を積極的に推進した。さらには、他の基盤センターとの連携のもと、設計､構

築を進めてきた HPCI の運用に取り組むなど、我が国の次世代の高性能計算基盤構築に貢献している。

また、世界最大規模の高性能計算に関する国際会議 SC19 において、本センターの大規模科学計算シス

テムの性能評価に関する成果発表、大規模科学計算システムに関する運用・研究開発成果の展示など国

際的な広報活動を行った。 

 

図 4.2 SC19におけるブース展示 

(2) 大規模科学計算システムにおけるプログラムの高速化に関する研究・開発  

これまで蓄積されたベクトル化、及び並列化に関するプログラム高速化技術を基に、スーパーコン

ピューティング研究部の教員は、共同利用支援係、共同研究支援係の技術職員と、ユーザ、及びシステ

ム導入業者である NECと共同で、ベクトル型スーパーコンピュータ SX-ACE、並列コンピュータ、共有ス

トレージシステムと三次元可視化装置から構成される大規模科学計算システムを用いた大規模・高速・

高精度シミュレーション技術の研究・開発を行っている。また、平成 31年度/令和元年度も本センター

自主事業として、継続的にセンターのスーパーコンピュータを利用する学内外の研究者が開発したシ

ミュレーションプログラムの高速化にも取り組み、5 件のプログラムに対して高速化を試み、1 件につ

いては単体性能で約 24.9倍、4件については並列性能で平均約 3.7倍の性能向上を達成することで、シ

ミュレーションを必要とする先端科学技術の推進に貢献している。 

また、スパコン研究部の教員、技術職員は、平成 26 年度に設立された高性能計算技術開発(NEC)共同

研究部門の構成員として、本センターの大規模科学計算システムで実行されているアプリケーション最

適化より得られた臨床学的な知見と、これまで本研究部で取り組んで来た高速・低消費電力な高性能計

算システムアーキテクチャ設計に関する研究成果に基づき、次期システムを見据えたアプリケーショ

ン・システムの協調設計、特に次世代システムのためのシステムソフトウェアを支える要素技術に関す

る研究に取り組んでいる。これらの活動をとおして、スーパーコンピュータシステムとシミュレーショ

ン技術の高度化とその応用に関する研究を強力に推進しながら、将来の計算機科学と計算科学の発展を

担う人材育成を行う研究・教育環境の整備を行った。 

なお、スーパーコンピューティングに関する国際的な学際研究を活性化させる場として、国内外から

講演者を招き、令和 2 年 3 月 9 日（月）～10 日(火)に高性能計算に関する国際ワークショップ「第 31

回 Workshop on Sustained Simulation Performance (WSSP)」（東北大学・シュトゥットガルト大学高
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性能計算センター・日本電気株式会社主催、学際大規模情報基盤共同利用共同研究拠点・HPCIコンソー

シアム共催）を企画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止を決断した。 

 

(3) 高性能計算システムとその応用に関する研究 

 次世代スーパーコンピュータシステムに関する研究開発 

現在の高性能計算システムではメモリ階層の複雑化が進んでおりタスク(ここではスレッドやプ

ロセスの総称)を実行しているコアと、データがおかれているメモリとの位置関係に依存してデー

タアクセスの遅延時間が大きく異なる。そのようなNon-Uniform Memory Access (NUMA)アーキ

テクチャを対象とし、並列タスクをプロセッサコアに適切に割り当てるタスクマッピングを研究

した。従前、タスクマッピングの研究はデータの置かれた場所とそれにアクセスするコアをでき

るだけ近づける、すなわちデータの局所性を高めることに重点が置かれてきた。しかしプロセッ

サに搭載されるコア数は年々増加し、膨大な数のメモリアクセス要求が同時に発生するように

なった。このため、特に局所性が高い状況では一部のメモリコントローラに負荷が集中し、長い

遅延が発生する。その結果、従来の局所性に基づくタスクマッピング手法では性能が却って低下

する懸念すらある。この点に着目し、メモリ負荷集中の解析から始まって、それを定量化する評

価基準の定義、および局所性とメモリ負荷集中の両方を考慮するタスクマッピング手法を提案し、

実システムおよび大規模シミュレーションに基づいてその効果を評価してきた。その成果のイン

パクトは大きく、 IEEE Access (IF:4.098) や Journal of Supercomputing Frontier and 

Innovationsをはじめとする多くの論文を発表することができた。 

 

 再構成可能デバイスによる高性能計算に関する研究開発 

将来の高性能計算システムの重要な構成要素の一つとして、Field Programmable Gate Array 

(FPGA)をはじめとする再構成可能デバイスが注目されている。近年の高性能計算システムの性能

はその消費電力によって制約されるため、より高い電力効率を達成するためにはより多くの回路

が計算に直接的に貢献できるようにハードウェアを設計する必要がある。FPGAは、各アプリケー

ションに特化した専用ハードウェアを構成することが可能であり、アプリケーション専用ハード

ウェアを実装した場合に期待できる実行性能や電力効率を議論できるデバイスとして広く研究開

発に用いられている。 

このような背景から、FPGAの高性能計算分野における効果的な活用方法とその効果についても

検討した。FPGAを用いて深いパイプライン処理を行う回路を構成し、さらには複数FPGAを用い

た並列計算を行うことにより、電力効率の高い高性能計算を実現できることが示された。また、

FPGAとNEC SX-Auroras TSUBASAとを連携させることによって期待できる性能についても、

性能をモデル化して定量的に議論した。FPGAに関する研究成果の中でも、特に津波シミュレー

ションに対するFPGAクラスタのスケーラビリティを議論した研究成果はIEICE論文誌に掲載さ

れ、高く評価された。 

 

 高性能計算アプリケーション開発環境 

近年、高性能計算システムの複雑化と多様化が急速に進んでいる。その結果、特定の高性能計算

システムを強く意識したプログラミング(性能最適化)をしない限り、そのシステム上で高い実行性

能を達成することが困難になりつつある。ドイツ SPPEXA の支援の下、ドイツシュトゥットガル

ト大学、ダルムシュタット大学、ジーゲン大学、オランダデルフト大学との国際共同研究をとお
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して、高性能のみならず、高い性能可搬性を維持可能なプログラム開発環境 Xevolver を研究開発

してきた成果をまとめ、国際論文誌に掲載された。 

次期ベクトルプロセッサである NEC SX-Aurora TSUBASA の性能を引き出すための利用技術

について広く検討を進め、流体計算におけるアルゴリズムレベルでの検討や、メモリ構成を意識

することで性能低下を回避する研究で成果を挙げることができた。昔のベクトルプロセッサ向け

に開発されたプログラムを最新の SX-Aurora TSUBASA に移植し、新旧のベクトルプロセッサに

おいてそれぞれ異なる点に着目したプログラム最適化が求められることを示し、その成果をまと

めた論文は国際論文誌 Journal of Supercomputing Frontier and Innovations に掲載された。ま

た同プロセッサのプログラム最適化の話題では入門書の執筆や特別講演を依頼されるなど、この

分野における本研究部の存在感を高めることができた。 

また、ベクトルプロセッサとそのホストプロセッサを適材適所で使い分けるためのプログラム

開発環境を検討し、OpenCL-like な環境を実現した成果を全文査読の国際会議論文としてまとめ

た。最終的に受賞には至らなかったが最優秀論文賞の候補に選ばれたことからも、同分野におい

て高く評価される成果であるといえる。 

 

 アプリケーション高速化に関する研究 

本研究部では前述の通り当センターのユーザとの共同研究、JHPCN の共同研究を通して、もの

づくり（機械力学・流体力学等）、サイエンスユーザアプリケーションの高速化に寄与している。

その中でも名古屋工業大学、日本気象協会と開発を進めている熱中症リスク評価システムの開発

においては、日本気象協会のホームページにおいて「熱中症セルフチェック」の公開を継続し、

近年社会問題にもなりつつある個人を考慮した熱中症発症リスクの啓発活動を行っている。本年

度は、本システムの成果をさらに広く社会に還元することを目的に、気象データと熱中症発症リ

スク評価を融合させることで熱中症搬送者予測手法を提案し、評価をとおしてその有効性を明ら

かにしている。これらの成果は猛暑期の医療体制整備などに寄与することが期待される。 

これら一連の成果は，Building and Environment (IF:4.82)、 Emvironmental International 

(IF:7.94)等の高いインパクトファクタを有する国際論文誌をはじめ、国内外の研究会，Workhop

等で成果発表を行っている。また、令和元年には電気学会第 75 回電気学術振興賞（進歩賞）を受

賞するなど、国内外から高い評価を受けている。 

 

 

 機械学習のためのハイパーパラメータチューニングに関する研究 

現在，機械学習は様々な分野で活用されており、より効率良く機械学習を活用可能な環境の整

備が強く求められている。当研究部では、これまで機械学習のプログラム最適化への応用として、

機械学習を用いたコンパイラオプション選択機構など、高性能計算分野における機械学習の活用

に関する研究に取り組んできた。これらの経験を踏まえ、機械学習の高性能計算分野への適用範

囲拡大を目的に、機械学習の挙動を制御するネットワークの層数、学習率、バッチサイズなどの

多様なハイパーパラメータの探索・決定を行うハイパーパラメータチューニングの高速化にも取

り組んでいる。ハイパーパラメータは機械学習によって得られる成果に多大な影響を及ぼす事が

知られているにもかかわらず、対象とするアプリケーションに応じて機械学習の専門家の経験に

基づいて、その都度ハイパーパラメータチューニングが行う事から多大な労力と時間を要する。

本研究ではベイズ最適化を用いて機械的にハイパーパラメータチューニングを行う手法に着目し、
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本年度はその効果的な並列化方法を研究した。従来手法では、同じハイパーパラメータの値を用

いた機械学習処理を並列に実行することが多いことに注目し、できるだけ異なるハイパーパラ

メータの値を並列探索する手法を提案し、その効果を評価した。その結果、従来よりも早く適切

なハイパーパラメータの値を見つけることが可能となり、最終的に得られる機械学習の精度を低

下させることなく、ハイパーパラメータチューニングの時間を短縮できることが示された。 

 

 

○情報通信基盤研究部 

本研究部は，大学運営の基盤となる，全学的に統合・一元化された情報通信基盤の提供と，その高

度な利用に関する研究開発を行うことを主たる任務としている．本年度は，センサネットワークやセ

ンサプラットフォーム環境に対応した情報通信基盤の強化，センサ型アプリケーションを含めた情報

通信基盤の高度利用，スマートシティや AR 作業支援などのサイバーフィジカルコンピューティング応

用に焦点を当て研究開発を推進した．その概要は以下のとおりである． 

 

(1) 多元情報通信基盤の基礎研究 

多元情報通信基盤と，それを利用したシステムのアーキテクチャ，設計手法，設計開発環境，ソフト

ウェアプラットフォーム等，設計開発方法論に関する研究開発を推進している．今年度は，自動交渉を

用いた円滑な情報流通のための情報価値決定手法に関して研究を進めた． 

 情報流通においてデータ提供への対価を決定するエージェントを用いた自動交渉に関する研究 

データ提供者から委託されたデータを適切に管理・運用しデータ利用者に提供する「情報銀行」

が登場してきている．しかし，現状の情報銀行では，データ提供者が得られる便益が，情報銀行や

データ利用者である企業側によって決められており，データ提供者の意思を便益に反映することが

困難という課題がある．そこで，本研究ではソフトウェアエージェントを介した自動交渉により，

データ提供者の意思を反映した便益を提供し，データ提供者にとって信頼できる情報銀行の仕組み

の実現を目指している．今年度は第三者エージェントによる交渉の改善について検討した．具体的

には，第三者(仲介)エージェントが各エージェントの選好情報を推定し，効用空間を導出，その空

間内で交渉に対し制約を課すことにより，データ提供者とデータ収集者の双方にとってより良い合

意案の実現を可能とした． 

 

(2) 多元情報通信基盤の高度化に関する研究 

情報通信システムを構成する多様なコンピュータ，デバイス，ネットワーク，ソフトウェア等の有効

活用を図るため、各構成要素をエージェントとして構造化することで各々に能動性を与え，それらの自

律的な協調により人間・システム双方にやさしいサービスを提供する多元情報通信基盤技術について研

究を推進している．今年度は主に，SDN におけるアプリケーション指向ネットワーク制御手法，SDN に

よる端末モビリティ管理， UAVを用いた屋外無線センサ管理等に焦点を当て研究を進めた． 

 SDNに基づくネットワークアプリケーションのための実用的サービス管理に関する研究 

センサネットワーク，5G/6G 無線ネットワーク等の多様化するネットワーク環境において，IoT，

エッジ，クラウドなどの最新技術を活用した新たなネットワークアプリケーション (NA) の実現

に注目が集まっている．しかし，NA における従来のサービス管理技術では，利用者の要求，ネッ

トワーク資源，およびシステムの動作等，様々な状況を考慮した効果的なサービス管理は困難で
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あり，そうした環境での高品位な NA の実現には限界がある．そこで本研究では，SDN (Software 

Defined Networking)技術に着目し，関連する環境の状況を考慮した，NA のための実用的なサービ

ス管理に関する技術の実現を目指している．今年度は，様々な状況の一つとして大規模災害時を想

定し，そのような際にもネットワーク通信の継続を可能とする耐災害ネットワーク技術を提案した．

具体的には，複数の制御コントローラを導入し，一部のデータ転送プレーンや制御プレーンが損壊

してもネットワークが持続するよう制御する手法を開発し，シミュレーション実験により，大規模

災害時におけるネットワークの耐災害性が向上可能であることを示した． 

 SDNに基づくドメイン間端末モビリティ管理に関する研究 

無線通信技術の進展や小型携帯端末の普及によって，移動する端末であるモバイル端末の利用

が一般化している．モバイル端末では，移動時にネットワークサービスを持続的に提供する必要

があるため，モバイル端末の移動後も通信を継続する仕組みである端末モビリティ管理の需要が

高まっている．近年は，ネットワークドメイン内の柔軟なネットワーク管理が可能である

SDN(Software Defined Networking)を，ドメイン内の端末モビリティ管理に適用する手法に関する

研究が進んでいるが，ドメイン間をモバイル端末が移動する際に柔軟かつ効率的に端末モビリテ

ィを管理するためには限界がある．そこで本研究では，SDN に基づくドメイン間端末モビリティ管

理の実現に向けた研究開発を行っている(図 4.3)．今年度は，通信フローを通信の要求に基づいて

分類し，この分類で得た結果を利用して，モバイル端末移動後の通信品質を考慮したドメイン間

ルーティング手法における重要度を自動で付与する方式を提案した．本手法により，モバイル端末

移動後にも個々の通信要求に対応した通信経路を設定し，モバイル端末のユーザが快適な通信を継

続可能であることをエミュレーション実験により検証した．  

SDN controller

SDN switch

Ds

Dc

Dd

CN
Cc

Cd

Cs

MN

移動
移動後の経路
情報の通知

  

図 4.3 SDN型ドメイン間端末モビリティ管理フレームワーク 

 

 UAVを用いた屋外無線センサの位置推定の高精度化に関する研究 

Wireless Sensor Network (WSN) 技術が，環境・災害モニタリングや人物追跡など，様々なアプ

リケーションで用いられている 1)．これらを用いる際は，センサの正確な位置情報を必要とする

が，森林・大規模農場や被災地・戦場等などのモニタリングの際は，Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) などを使って上空から無作為にセンサを散布して WSN を構築する場合がある．その場合，

センサの正確な位置情報を把握することが困難であり，UAV などを用いたセンサの位置推定が必
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要と考えられる．UAV による屋外無線センサの位置推定の既存研究としては，電波を分析した情

報を用いて位置推定を行う Received Signal Strength Indicator (RSSI) profiling の考えに基づ

いた手法が存在する．しかしながら，この手法では位置推定精度が低いという課題がある．そこ

で，本研究では大規模な範囲における屋外無線センサの位置推定精度の向上を目的として，電波

放射の特性を考慮した高精度な位置推定アルゴリズムを提案した．具体的には，（S1）移動平均法

による瞬時変動の抑制手法，（S2）飛行経路の改善および対称性による候補点導出手法，および（S3）

候補点の密度による推定点選択手法，の 3つの手法から構成されるアルゴリズムを設計・実装し(図

4.4)，シミュレーション実験を通して，提案手法の有効性を確認した． 

複数の候補点の導出

極値点の抽出 (S2)

推定点の選択 (S3)

×
×
×
×

× ×

×

×

×
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× ×

×

×
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×

時間

R
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R
SSI

UAVの飛行およびRSSIの取得 (S2)

  

図 4.4 UAVを用いた屋外無線センサの位置推定アルゴリズム 

 

(3) 多元情報通信基盤の高度利用に関する研究 

多元情報通信基盤の高度利用に関する研究として，本年度は主に，ICT 機器のグリーン化， AR を利

用した学習支援応用，AIセキュリティ，スマートシティ等について研究開発を推進した． 

 ネットワークトラフィックに基づく ICT 機器の消費電力推定手法に関する研究 

ネットワークシステム内の ICT 機器の消費電力問題の解決策として，ICT 機器の消費電力を計

測・可視化することで節電行動の促進やネットワークシステムの管理に役立てる取り組みが行わ

れている．この取り組みの実施方法としては，スマートタップ等の消費電力計測機器を用いて ICT 

機器の消費電力を直接計測する方法が一般的である．しかし，この方法では消費電力計測機器を

すべての観測対象機器に対して導入する必要があり，導入・設置コストがかかるという課題があ

る．そこで本研究では，観測対象の ICT 機器が接続されているネットワーク機器から観測対象機

器のネットワークトラフィックを収集し，その情報をもとに消費電力モデルを作成する手法を提

案した(図 4.5)．実験を通して，内部統計情報を用いた既存手法と使い分けることで提案手法を有

効活用することが可能であることを示した．また，作業ごとにモデルを作成することで推定精度が

向上したことを確認した． 
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観測対象機器 観測対象機器 観測対象機器
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図 4.5 ネットワークトラフィックに基づく ICT 機器の消費電力推定手法 

 

 ピアノ演奏学習支援のためのリアルタイム ARシステムに関する研究 

統計によると、日本国内では多くの人が趣味として音楽を楽しんでいるが，特にビアノに関して

は，人口の約 10 分の 1 の人が興味を持つとされている。ピアノ演奏を学習する支援システムとし

て，ITを活用した数多くのピアノ学習システムが開発されているが，いずれも一般的なピアノレッ

スンのスタイルである対面でのリアルタイム学習を考慮していない。対面式のピアノ演奏学習で

は、先生の模範演奏を見て学んだり，自分の指や鍵盤，楽譜などに気を配って演奏したりと，ひじょ

うに多くのことに注意を払う必要があり，特に初心者は注意力が低下して，十分な学習効果が得ら

れない問題がある。本論文では、このピアノに焦点を当て，対面式ピアノ演奏学習を支援するリア

ルタイム AR システムの実現を目指す．具体的には，教師側の運指を直接センサによりキャプチャ

し，その情報を生徒側のヘッドマウントディスプレイ（HMD）に転送，その情報から生徒側の鍵盤

上にバーチャルな手を表示してリアルタイムに教師の演奏を表示する．また，バーチャルな楽譜を

表示し，次に押すべき鍵盤を関連付けて表示する．提案システムを実装し(図 4.6)，初心者による

評価実験を実施した．その結果，本システムによりピアノ演奏の学習効果が向上することが検証出

来た． 

F3F2F1

 

図 4.6 ピアノ演奏学習支援のためのリアルタイム ARシステムの実装例 

 

 機械学習を用いたマルウェア検知システムのバックドア攻撃に対する安全性評価に関する研究 

マルウェアによる個人情報の不正取得や改ざんなどの被害は後を絶たない．その被害を軽減す

るため，マルウェア検知技術に関する研究が盛んに行われている．近年では，マルウェア亜種を検

知するために，検体を解析して得られた複数の特徴量をもとにマルウェアか否かを自動的に判別

する機械学習を用いた検知技術の研究開発が近年盛んに行われている．検知モデルはその学習過程

においてポイズニング攻撃を受けるリスクが存在する．ポイズニング攻撃は，攻撃者が訓練データ

に悪意あるデータ（ポイズニングデータ）を混入することで，学習したモデルの予測結果を意図的
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に操作する攻撃である．一方で検知モデルが特定の入力データのみに対し精度劣化するような攻

撃はバックドア攻撃と呼ばれるが，これについてはマルウェア検知においての検討はなされていな

い．本研究ではこのようなバックドア攻撃に対しマルウェア検知システムの安全性を評価すること

を目的とする．安全性の評価に関しては，攻撃が実際に可能かどうか，また可能であればその影響

はどのくらいかの攻撃の実現性・効果検証を行うとともに，その攻撃に対する既存の対策手法に

よって攻撃の影響をどれだけ抑えられるかの対策手法の効果検証を行った(図 4.7)． 

バックドア攻撃の構築に関しては，ポイズニングデータの生成アルゴリズムである

Back-gradient 最適化アルゴリズムを用いた．この攻撃手法を，実データセットを用いて評価した

結果，偽陰性率が 40% 以上増加し，大きな脅威となることを示した．また，ポイズニングデータと

正常データとの乖離を防ぐための制約項の導入により，外れ値検知による発見を回避するポイズニ

ングデータの生成法も提案し，その有効性を示した．この実験によって，検知回避性能と攻撃性能

がトレードオフの関係であることを示し，非検知化させるマルウェアによっては攻撃性能をある程

度保ちつつ検知率が低いポイズニングデータが生成可能であることを示した． 

さらにバックドア攻撃に対する対策手法として，統計量（重心）を用いたサニタイゼーション手

法に着目し，提案したバックドア攻撃に対する効果の検証を行なった．この対策手法を用いてバッ

クドア攻撃を評価した結果，精度劣化を抑制することができず，十分な対策にはならないことを示

した．  

 

図 4.7 マルウェア検知システムのバックドア攻撃 

 

 IoT 環境センサを活用した街の微気象の推定手法に関する研究 

街の様々な場所のデータを収集・蓄積・分析し，安心で便利なまちづくりを目指すエリアマネ

ジメントにおいて，地表面から地上 1.5 m 程度の気象状況である「微気象」が注目されており，そ

の詳細な把握による街の安全管理，都市計画への活用が期待されている．現在，一般的に配置さ

れている環境センサの多くは固定的に設置されており，センサが設置されていない任意の場所を

含めた街の詳細な微気象の把握は困難である． 

そこで本研究では，街全体の微気象を詳細に把握する空間的な推定に焦点を当て，固定型の環

境センサに加えて，移動物体にセンサを取り付けてデータを収集するモバイル型の環境センサを

導入する．さらに微気象を形成する周辺環境情報を考慮することで，センサの存在しない場所も

含めて街全体の微気象を詳細かつ高精度に推定する手法を提案した．具体的には，，固定センサと

モバイルセンサの双方の時間と空間（位置）の特性，および微気象を形成する周辺環境情報を考慮

した微気象の推定方法を提案した．具体的には，(1)地図情報を一辺 X m のグリッドに分割，(2)
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モバイルセンサ停止時のセンサデータの選択，(3)観測地点と推定地点の類似性の算出，(4)各セン

サの観測値と(2)の類似性からセンサ未設置エリアの値を推定，の 4 ステップから構成されるアル

ゴリズムを設計，実装した．実機による実環境における評価実験を通じ，時間，周辺環境情報の両

方を考慮することで高精度な推定が可能であることを確認した(図 4.8)． 

推定エリア
 

提案手法 単純手法
 

図 4.8 IoT 環境センサを活用した街の微気象の推定結果 

 

(4) 多元情報の応用に関する研究 

本研究部では，各種センサを用いて人物・物体・環境を認識するための手法，およびそれらの手法

を用い実用的システムを構築するための技術に関する研究を進めている．本年度は，具体的な応用を

視野に入れ，以下の項目を中心とした研究・開発を行った． 

 人物の種々の状態の認識を目的とした End-to-Endモデルの階層化 

映像からの人物状態の認識は，監視や，制御（ユーザインタフェース），解析（リハビリ支援等）

など幅広い分野での利用が期待される技術である．人物の状態には，位置，姿勢，動作，意図など

様々なレベルが考えられ，どのレベルでの人物の状態が必要であるかは，人物状態を利用するアプ

リケーションにより各々異なる．このような状況へ対応するために，本研究では，映像中の人物の

状態を異なるレベルで認識する End-to-End モデルを深層学習により各々作成し，作成した複数の

モデルを階層化することで，人物の様々な状態を同時に認識するシステムの実現を目指している． 

本研究部では，映像による人物追跡，人物の基本動作認識，人物と物体のインタラクション認識，

人物の意図の認識手法に関する研究を行っており，本年度は，小売店の店頭での人物の各種状態の

認識を対象とし，以下のモジュールで図 4.9のように構成される試作システムの設計と実装を行っ

た． 

(a) 人物・物体の位置の認識モジュール 

入力映像の各フレームで人物領域，物体領域を抽出するためのモジュール 

(b) 人物・物体の軌跡の認識モジュール 

(a)の出力（各フレームで抽出された人物・物体領域）を入力として，人物の各部位（頭，腕，

胴，足など）や物体をフレーム間で追跡するためのモジュール 
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(c) 人物の動作・物体との関係の認識モジュール 

入力映像および(b)の出力を入力として，人物の基本動作（歩く，座る，手を動かす等），及び

人物と他の人物や物体との関係を認識するためのモジュール 

(d) 人物の意図の認識モジュール 

小売店店頭での人物の行動を対象として，入力映像および(c)の出力を入力として，人物の意

図（商品を購入する，興味はあるが購入しない，興味が無い等）を認識するためのモジュール 

試作システムを用いた予備的な評価実験により，提案手法の有効性（処理効率，認識対象を変更

する場合の柔軟性）を確認した． 

 

 

図 4.9 人物の種々の状態の認識を目的とした End-to-Endモデルの階層化 

 

 屋内での物体との関係に基づく幼児の見守り 

近年，不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）で子供が亡くなる事例は，発生件数が大幅に減

少しているものの，このような日常生活事故により子供が救急搬送される事例は増加傾向にある．

中でも，学齢前の幼児については，日常生活事故の多くが屋内で発生している．従って，屋内での

幼児の状態を見守ることで，不慮の事故につながる危険な状況を検出し，周囲にいる大人へ警告を

発する手法の実現は，幼児の不慮の事故を未然に防ぐための有効なアプローチであるといえる． 

これまで，高齢者に対する屋内での見守り手法に関しては，様々な研究が行われてきた．それら

の手法の多くは，対象者の姿勢や動作に着目し，対象者が転倒した状態や蹲まっている状態を検出

することで，対象者が危険な状況にあるかを特定している．これに対し，幼児の姿勢や動作は，大

人の姿勢や動作と比較して多彩であるため，姿勢や動作のみから幼児の危険な状況を特定すること

は困難である．さらに，屋内で発生する幼児の不慮の事故は，椅子からの転落，暖房器具による火

傷，小さな物体の誤飲など，周囲の物体との関係で発生するものが殆どであり，屋内での周囲の物

体との関係を考慮しない既存の手法を用いても，幼児の危険な状況を正しく特定することは難しい． 

そこで，本研究では，屋内での周囲の物体との関係に基づく幼児の新たな見守り手法を提案し，

その基本設計について検討を行っている．提案手法では，図 4.10に示すように，カメラ映像から，

幼児の位置，姿勢，動き等の状態を認識し，事前に作成した危険な物体や箇所の情報を持つ屋内モ

デルと共に用いて，幼児と周囲の物体の関係を決定する．その後，危険な物体（箇所）への接近，

特定の箇所での危険な姿勢，特定の物体への危険な動作など，幼児の危険な状況を特定する．幼児

の姿勢や動作のみでなく，周囲の物体との関係も考慮することで，屋内での幼児の危険な状況を正
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しく特定することができ，幼児の不慮の事故を効果的に防ぐことが可能になると考えられる． 

本年度は，屋内に設置したカメラの映像から幼児の骨格点を抽出し，得られた骨格点と床面との

関係，および，幼児の標準体型を参照した骨格点相互の距離に基づき，屋内での骨格点の 3次元位

置を推定する手法の提案・開発を行った．人形を用いた予備実験の結果から，提案手法により，屋

内での幼児の状態を認識するに足る精度で骨格点の 3次元位置が推定できることを確認した． 

 

 

図 4.10 検出対象とする幼児の状態の例 

 

 遮蔽の状況を考慮した移動物体の追跡に関する研究 

近年，監視カメラや行動認識など様々な分野で，カメラ映像に基づく人物追跡手法が利用されて

いる．一般的に人物追跡に対するアプローチは，初期フレームで対象を抽出し逐次追跡を行う手法

と，各フレームで対象を抽出しフレーム間で同一物体を対応付ける手法の 2つに大別される．障害

物で人物が遮蔽されると，両手法とも，同一人物の領域を探索する際の範囲（フレーム間隔・位置

ずれ）を調整する必要が生じる．そこで，本研究では，映像中の人物領域の抽出頻度から，各人物

の移動速度・方向だけでなく情景中の障害物の位置の推定を行い，その結果に基づき，人物毎に遮

蔽の発生状況（遮蔽が生じる空間間隔と時間間隔）を求める．求めた遮蔽の発生状況を探索範囲の

動的変更させることで，従来手法よりも遮蔽に頑健な人物の追跡を図っている（図 4.11）． 

図 4.11 映像中での遮蔽発生状況の推定を行う人物の追跡手法の処理の流れ 
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本年度は，シミュレーション映像と実映像を対象とした評価実験を行い，提案手法を用いること

で，遮蔽の発生する状況でも安定した人物の追跡が可能であることを実証した（図 4.12）． 

 

図 4.12 シミュレーション映像と実映像を対象とした人物の追跡実験の結果 

 

 人物の骨格情報に基づく動作認識に関する研究 

人物が手で物体を動かす動作の検出は，荷物の置き引き，不審物の置き去り，工具を用いた作業

の検出など，幅広い分野での利用が期待される技術である． 

本研究では，人物と物体のインタラクションの検出を行う新たな手法を提案している．この研究

は，近年，OpenPose等の開発により人物の骨格情報の高精度に抽出可能となったことに着目し，「映

像から人物の骨格情報が高精度に得られるならば，手の周辺の領域を高精度に特定することも可能

となり，手と同様の動きを示す手以外の領域が手の周辺領域の中に存在するか否かを判定すれば，

物体を人物が手で動かす動作の有無を検出できる」との考えから着想されたものである． 

提案手法では，図 4.14 に示すように，手の周辺領域での画素の動き（オプティカルフロー）と

前腕の動きを決定し両者を比較することで，前腕が動いており，かつ前腕と同様の動きを示す画素

が手の周辺領域に多ければ物体を人物が手で動かしていると判定している．本年度は，提案手法に

基づくシステムを試作し，種々の状況を対象にした実験により提案手法の有効性を実証した（図

4.15）． 
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図 4.14 手の周辺の状態のみを用いた人物と物体のインタラクション検出 

 

 

図 4.15 人物と物体のインタラクション検出の例 

 

 プロジェクターから投影された ARコンテンツの視認性推定 

拡張現実（Augmented Reality: AR）は，様々なデジタルコンテンツ（AR コンテンツ）を現実の

物体に重ねて提示する技術であり，近年，作業支援へ応用するアプローチが注目されている．AR技

術による作業支援の中でも，投影型 AR 技術を利用するものは，プロジェクターを用いて，現実の

物体にコンテンツを直接投影するものであり，この技術を用いた場合，その場にいる複数のユーザ

へ同一のコンテンツを同時に提示することができ，また，利用形態に対する制限が少ない等，作業

支援で利用する際に有用な利点となる．一方，作業支援を効果的に行うためには，必要な情報を見

やすい状態でユーザへ提示する必要があるものの，プロジェクターは，その性質上，投影した映像

の見え方が投影箇所の状態により変化するため，文字などの情報をコンテンツとして投影すると，

投影箇所の状態によっては，投影情報の視認性が低下する場合があった．従って，投影型 AR 技術

を作業支援に利用するためには，この問題の解決を図ることが重要な課題となっている． 
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プロジェクションマッピングの分野では，投影された映像を所望の見え方に近付けるために，プ

ロジェクターとカメラを組み合せたシステムを利用したアプローチが用いられており，投影された

文字等の情報の視認性を向上させる目的でも，同様のアプローチに基づく手法が提案されている．

それらの手法では，図 4.16 に示すように，まず，対象箇所へ投影した情報の状態をカメラで撮影

し，得られた映像を用いて，投影情報の視認性の評価と視認性が向上する投影条件の決定を行い，

その結果に基づき，プロジェクターへの入力を変更することで投影情報の視認性の向上を図ってい

る． 

投影情報の視認性の要因には，遮蔽や歪み，ボケ等があるが，特に重要な要因の一つに，投影箇

所での投影情報（前景）と背景の区別の容易さがある．従来，前景と背景の区別の容易さを考慮し

た視認性向上手法では，投影状態の映像で前景と背景のコントラスト比を求め，その値が大きくな

るようプロジェクターへの入力を変更するアプローチがとられてきた．しかし，コントラスト比は，

模様が無い投影箇所ならば，前景と背景の区別の容易さを反映するものの，模様がある投影箇所で

は，模様の細かさや向きなどの影響を必ずしも反映しない．そのため，コントラスト比に基づく従

来手法では，模様がある箇所へ情報を投影する場合，前景と背景の区別の容易さを向上させる投影

条件を適切に決定し，プロジェクターへの入力を効果的に変更することが困難であった． 

そこで本研究では，投影状態の映像を前景の境界周辺と背景の領域に分割し，境界周辺領域では

境界の明瞭さを，背景領域では境界に類似した模様の強度を各々求め，両者を統合することにより

前景と背景の区別の容易さを評価する方法を提案し，これを用いることで，模様がある箇所へ情報

を投影する場合でも，前景と背景の区別の容易さを向上させる投影条件を適切に決定し，プロジェ

クターへの入力を効果的に変更する手法の実現を進めている． 

 

図 4.16 プロジェクターカメラシステムを用いた ARコンテンツの視認向上手法 

 

 

○先端情報技術研究部 

本研究部は、教育・研究環境に対する最適な情報技術（IT）の利用支援と IT 利用技術に関する研究

開発を行うことを主たる任務としている。この任務に関し、特に医学における教育・研究分野への情報

通信技術 ICT の応用に関する研究開発を行い、「サイバー医療」の推進を行った。その概要は次のとお

りである。 

 

(1) 生体情報を遠隔・非接触的に提示する鏡型ディスプレイのクラウド化 

１．背景と目的 
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 これまで開発してきた映像脈波解析システムは、Windows PC上の実行形式としてスタンドアロンで実

行されるものであった。もしこれがクラウドサーバー上で動作できれば、インターネットにアクセスで

きる任意のプラットフォーム（PC、タブレット、スマートフォン）に存在する身体動画をアップロード

することにより、映像脈波解析が可能となり、その結果を Webブラウザ上で確認することができるよう

になる。 

このような環境を発展させて行くと、インターネットにアクセスできる全世界の人々の循環状態（不

整脈・血行状態・血圧・血中酸素分圧・自律神経系指標・表情解析など）を、他のストレスや体調に関

係するアンケートとともにオンライン・リアルタイムにクラウド上に収集・解析し、評価結果やそれに

基づく健康指導あるいは健康ポイントなどを利用者にフィードバックするとともに、Web の世界地図上

で匿名化した全員の評価結果を同時に表示・共有する図 4.17 のようなツール(循環状態世界地図)を開

発することができる。これにより、画像・動画共有サイトのインスタグラムのように、巨大データ収集

とその利用が自動化することもできるようになる。 

そこで本研究では、このようなシステムのプロトタイプの構築を目的とした。 

クラウドサーバー

映像情報・ストレスチェック・
脳トレ結果・生活習慣情報

 解析結果提示
 健康指導
 健康ポイント還元

人工知能による
解析・分析

循環状態世界地図

スマートフォン

PC

図２ 循環状態世界地図
 

図 4.17  クラウド型映像脈波解析システムによる循環状態世界地図の構築 

 

２．方法 

 図 4.18 は、今回構築した映像脈波クラウドサービスの構成である。クライアント用 Web ブラウザは

php で、管理者用データベースは SQL で、脈波解析システムは、C++、C#、および OpenCV で作成した。

動作の検証は xamppを使用した仮想 Web環境で行った。 

 システムの動作は次のとおりである。 

１）管理者は、識別番号とパスワードなどを含む会員情報データベースを作成する。 

２）管理者は、識別番号とパスワードをユーザーに配布する。 

３）ユーザーは、Webブラウザから識別番号とパスワードを使ってログインする。 

４）会員情報データベースに基づいてユーザーが認証される。 

５）ユーザーは、その日の体調などに関するアンケートに入力する。 

６）解析対象として、a)プラットフォームに内蔵されたカメラを使用して身体の動画を撮影したものを

使用するか、b)過去に撮影した動画を使用するかを選択する。 

７）アンケートと動画がアップロードされる。 

８）クラウドサーバーは、アップロードされた動画から顔検出を行う。 

９）ユーザーは、ア)顔検出された部分の頬領域を解析対象とするか、イ)掌を解析対象とするかを選択

する。ここで、ア)を選択すると、そのままクラウドサーバーでの映像脈波解析が開始される。イ)

を選択した場合、マウスか指タップを使って、解析対象領域の左上座標と右下座標を指定すると、

-85-



映像脈波解析が開始される。 

１０）映像脈波解析が終了すると、ユーザーの Webブラウザ上に、諸種の解析結果、csvファイルへの

アクセスリンクが音声出力とともに表示される。 

１１）諸種のデータは、識別番号に対応するフォルダに格納される。 

１２）ユーザーがログアウトすると、中間ファイル・データが削除される。 

  

会員登録
（管理者用）

データベース（MySQL）
への登録

会員情報データベース
ID，PW（ハッシュ化），

氏名，その他

ユーザーの
ログイン

IDとPWの
メール送付

認証
アンケート

入力

アンケート・
動画アップ
ロード

脈波解析 入力データ解析データ
解析結果の

閲覧

Webブラウザ（php）

映像脈波クラウドサービスの構成

Webブラウザ（php）

「魔法の鏡」
Windowsサーバー内の実行形式

身体動画
の録画

管理者

ユーザー

ユーザー

 

図 4.18  映像脈波クラウドサービスの構成 

 

３．結果と考察 

図 4.19は、本システムのログイン画面、図 4.20はアンケート入力画面、図 4.21は Webブラウザ上

での動画撮影画面の例である。 

図 4.21の左の画面はカメラ映像表示画面であり、右の画面は撮影した動画を確認するためのもので

ある。映像脈波が抽出できる動画は、可逆圧縮されたものか、あるいは不可逆圧縮の場合には圧縮率が

低いものに限定される。現在のところ、ほとんどのスマートフォンのカメラでは不可逆圧縮かつ高圧縮

率のものとして撮影されるため、映像脈波解析ができない。一方、性能の高い内蔵カメラを持つ PCま

たはタブレットにおいては、映像脈波解析が可能となっている。今後スマートフォンを利用する場合に

は、圧縮率の低い動画圧縮を使う動画撮影用アプリの導入が必要である。 

 図 4.22 はアップロードされた動画から顔検出が行われた結果が黄色い枠で示された結果である。目

の部分は頻繁に動くため、実際に解析されるのは目の下の頬に対応する矩形部分である。 

 図 4.23 は Web ブラウザ上での解析結果表示の例であり、a)解析した映像脈波の動画表示、b)拍の切

り出し結果、c)信号対雑音比、d)自律神経指標および血圧相関値の表示、e)諸種のデータの csvファイ

ルへのアクセスリンクが表示される。信号対雑音比を表示するのは、映像脈波の抽出にとって対象とし

た動画が適切だったかどうか（体動が少なく照度が一定であったかどうか）を判断する目安とするため

である。 

-86-



 

図 4.19  クラウド版「魔法の鏡」のログイン画面     図 4.20  アンケート入力画面 

 

 

図 4.21  Webブラウザ上での動画撮影画面        図 4.22 顔検出結果の画面 
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a)

b)

c)

d)

e)
 

図 4.23  Webブラウザ上での解析結果表示 

a)解析した映像脈波の動画表示、b)拍の切り出し結果、c)信号対雑音比と精度限界ライン、d)自律神経

指標や血圧相関値などの表示、e)諸種のデータの csvファイルへのアクセスリンク 

 

４．結論 

 本研究で作成した、クライアントのプラットフォームに依存しないクラウド型脈波解析システムのプ

ロトタイプについて報告した。映像脈波解析システムをクラウド化した例は他に例がない。 

実際の運用においては、対象ユーザー（一般人、心療内科医師、あるいは研究者など）に応じて Web

ブラウザ上での解析結果表示の項目の種類や粒度を変えるべきであると思われる。 

今後は、ユーザーごとの履歴表示機能の開発、クラウドサーバーに収集されたデータに対するビッグ

データ解析機能の開発、および COIで開発した他のセンサとの連携機能の付加などを行っていく必要が

ある。 

 

(2) 体動にロバストな映像脈波に基づく心拍数推定手法に関する研究 

心拍数の時間変動は自律神経活動を反映しており、ストレス状態の把握や生活習慣病の予防・早期発

見に有用であるとされているが、近年、顔面などの身体映像から心拍数を推定する手法が注目を集めて

いる。映像を用いた心拍数推定では、まず、映像の各フレームにおいて顔面の皮膚領域を関心領域（ROI: 

region of interest）とし、ROI 内の全ピクセル輝度値の加算平均を算出する。全フレームに対しこの

計算を行うことで、輝度値の時系列信号（以下、video plethysmography: VPG と表記）を得ることがで

きる。VPG には心拍由来の皮膚表層の揺動や血中ヘモグロビン量変化による輝度変動などが重畳してお

り、極大値点間隔から心拍数を推定することが出来る。一方、大きな体動が生じると VPGによる心拍数

推定精度が大きく低下することが分かっている。VPG を得る対象者の身体が動いている場合、目的とす

る領域に ROIを維持するためには顔追跡アルゴリズムが有効である。一方、顔追従アルゴリズムを使っ

た場合、フレーム毎に ROI の位置、総画素数、形状などがわずかに変化してしまうため、これが VPGに

おけるノイズとなる可能性がある。そこで、いくつかの周期の異なる体動が生じた場合の顔面の動画に

対して顔追従アルゴリズムを適用することで得られる VPGについて、心拍数推定精度を比較した。心拍
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数の推定精度は、心電図計で得られた心拍数と比較し RMSEを算出することで評価した。 

3 名の被験者について、体動を 1 秒～8 秒周期で変化させた場合の心拍数推定精度を図 4.24 に示す。

この結果から、1 秒～2 秒周期の体動では心拍数の推定精度が大きく低下するが、安静時および 8 秒程

度の周期では推定精度が比較的高く、顔追従アルゴリズムを適用することによって 3bpm 以下の誤差で

の心拍数推定が可能であることが確認できた。 

 

さらに本研究では、従来のシングルカメラ映像による VPGをマルチカメラ映像に拡張し、体動にロバ

ストな心拍数推定方法の確立を目指した。VPG から体動の影響を除去するためには、独立成分分析を用

いた ICA法[1]やクロミナンス信号に基づいた Chrom 法[2]が有効であるとされているが、本研究ではこ

れら 2つの手法を組み合わせてマルチカメラ映像に適用する手法を提案し、シングルカメラ映像による

手法と心拍数精度の比較を行った。 

座位安静状態の被験者の正面と左右から複数の白色 LEDを照射し、正面と前方左右 45°の方向に設置

した合計 3 台の可視光カメラで顔面映像を撮影した（図 4.25）。被験者には上下左右方向にランダムな

タイミングで顔を向けるよう指示を与えた。3つのカメラそれぞれのカラーチャネル（RGB）から得られ

る合計 9 つの信号について、ICA 法と Chrom 法を組み合わせた手法を適用することで VPG 信号を生成し

た。心拍数の推定精度は、光電容積脈波計で得られた心拍数と比較し RMSEを算出することで評価した。 

実験の結果、マルチカメラ映像に提案手法を適用した手法の方が、従来のシングルカメラ映像を用い

る手法に比べて誤差を抑えることが可能であった。このことから、マルチカメラ映像を用いることで従

 

図 4.24 体動周期と心拍数推定精度（RMSE） 

 

図 4.25 マルチカメラ環境による映像脈波計測 
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来よりも体動にロバストな心拍モニタリングが行える可能性が示された。 

 

【参考文献】 

[1] M.-Z. Poh, D. J. McDuff, R. W. Picard, Non-contact automated cardiac pulse measurements 

using video imaging and blind source separation, Opt. Express 18, pp.10762–10774 (2010) 

[2] G. de Haan, V. Jeanne, Robust pulse rate from chrominance-based RPPG, IEEE Trans. Biomed. 

Eng. 60, pp.2878–2886 (2013) 

 

(3) 足こぎ車いす駆動動作時における下肢機械インピーダンス推定手法の確立 

これまで、足こぎ車いすを用いたリハビリテーションシステム（以下、リハビリシステム）として、

バーチャルリアリティ（Virtual Reality: VR）を活用したシステムの開発を行ってきた。本研究では、

VR による足こぎ車いす使用時の運動特性を評価するため、身体の制御特性を考慮したヒトの機械イン

ピーダンスに注目し、足こぎ車いすのペダリング運動中におけるヒトの機械インピーダンスを安定的に

推定する手法の確立を目的とした。 

ペダリング運動中のヒトの機械インピーダンス推定の先行研究として、外部からの摂動（外部トルク）

を用いた研究[1]が挙げられる。この手法では、ペダリング運動中の足先に図 4.26 のようなバネマスダ

ンパモデルを仮定し、ペダルトルクとクランク角度の情報を用いることで、機械インピーダンスの慣性、

粘性、剛性を推定することができる。一方、先行研究では、ペダリング運動における回転毎にトルクの

ばらつきが大きく、機械インピーダンスの推定値が負になるという結果がみられた。 

本研究では、ペダリングをしている足のうち片足のみを対象としてヒトの機械インピーダンスを推定

するための実験系を構築し、健常者を対象とした実験を行った。得られたデータの解析において、機械

インピーダンスを算出する際に行うペダリングの加速度曲線に対する最小二乗フィッティングに自由

度調整済み決定係数を用いた推定値のばらつき抑制を導入することで、安定した機械インピーダンス推

定が可能となることが示唆された。また、推定手法で用いる摂動の違いが推定値に及ぼす影響を調べた

結果、外乱トルクを 5Nm以上にすることで推定値のばらつきが抑えられること、負の推定値が発生する

原因として実験系の持つモータの特性が影響している可能性があることが分かった。 

 

【参考文献】 

[1] 宮崎友裕，瀬戸文美，昆陽雅司，田所諭，人体モデルを用いたペダリング運動時の下肢インピー

ダンス推定，ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集，2014 巻 (2014) 

 

図 4.26 ペダリングにおけるバネマスダンパモデル 

m：質量 

k：弾性係数 

c：粘性係数 

θ：ペダル角 
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(4) 前庭感覚提示機構を備えた次世代ヘッドマウンテッドディスプレイの開発 

ヘッド・マウンテッド・ディスプレイ（以下、HMD）の普及に伴い、バーチャルリアリティ（以下、

VR）などで人工的な 3次元立体映像を楽しむことが可能になっている。一方、HMDを用いた VRコンテン

ツの利用の際には、VR酔いなどの生体への悪影響が生じる場合がある。VR酔いは動揺病の一種であり、

複数の感覚間における不一致によって誘発するとされている。そこで本研究では、図 4.27 のような装

置を用いて頭部のみに揺動を与えて前庭感覚を提示する新たな手法を提案し、これによって VR 酔いの

低減が可能であるのかどうかについて検証を行った。 

6 人の被験者を対象とした実験を実施し、CG によって街並みを再現した VR 空間内を走行する体験を

してもらい、その前後で Simulator sickness questionnaire (SSQ)[1]を用いて VR酔いの程度を評価し

た。また、前庭感覚の提示条件として、「提示なし」、「正確な前庭感覚を提示」、「視覚情報と逆方向に

前庭感覚を提示」の 3つの条件を設定した。実験の結果、正確な前庭感覚を提示した場合に最も SSQの

スコアが低くなる一方、視覚情報と逆方向に前庭感覚を提示した場合に最もスコアが高くなった。この

結果から、提案手法を用いて視覚刺激と一致した前庭感覚を提示させることで感覚間の不一致を抑制す

ることが可能であり、さらに VR酔いを低減させられる可能性が示された。 

 

【参考文献】  

[1] R. S. Kennedy, N. E. Lane, K. S. Berbaum, M. G. Lilienthal, Simulator sickness 

questionnaire: an enhanced method for quantifying simulator sickness，Int. J. Aviat. 

Phychol., 3(3), pp.203–220 (1993) 

 

(5) リアルタイム適応放射線治療のための X線動画像中の腫瘍像抽出・強調による追跡法の開発 

胸部ならびに腹部など体幹部の腫瘍は、放射線治療の最中にも呼吸や心拍などにより、その位置や形

状が実時間的に変動する。リアルタイム適応放射線治療（Keall et al.、 Semin Radiat Oncol、 2019）

は、体内腫瘍の位置・形状の変化を計測し、これに基づき放射線照射範囲を腫瘍のみへ限局するよう放

射線ビームを制御することで、周辺健常組織の被ばくによる副作用を抑制し、必要十分な線量が投与可

能とする次世代型の放射線治療方式である。 

リアルタイム適応放射線治療の効果は、腫瘍位置・形状の正確な計測に大きく依存する。リアルタイ

ムな体内臓器の計測機器としては、X 線透視装置が広く用いられる。しかし、取得される X 線動画像に

おいて、腫瘍像は、骨や他組織に重畳して描出されるため、その位置・形状を正確に画像計測すること

には困難がともなう。この問題の対策として、X 線動画像から腫瘍像を強調・抽出する数理手法の開発

 

図 4.27 視覚情報に同期した前庭感覚提示機構 
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が行われている（澁澤 他、 信学技報、 2015）。このうち、システムの内部状態推定に基づく腫瘍抽

出法として隠れマルコフモデル（hidden Markov model; HMM）を用いた手法が提案されている（新藤 他、

電気学会論文誌 C、2020）。この手法では、HMM 構築のため、放射線治療開始前に取得された計画用 4

次元 CTより、治療中に観測されうる X線画像を模擬し、また CTから観測されうる X線画像の背後に存

在する各体組織の画像輝度成分を生成・利用する。しかし、計画用 4 次元 CT の時間解像度は数百ミリ

秒程度であり、数十ミリ秒間隔で観測される X 線動画像に生じる輝度変化を十分に表現できておらず、

そのため腫瘍像の抽出・強調の効果が制約される課題があった。そこで本研究では、図 4.28 のように

HMM 構築に用いる 4DCTの時間解像度を補間により向上し、短い時間のうちに生じる X線動画像上の輝度

とこれを構成する各体組織の輝度成分の細かな変化をモデルに取り込むことで腫瘍像抽出・強調の性能

向上を図った。 

提案法の効果を検証するため、ディジタルファントム画像を対象とした腫瘍抽出実験を実施した。X

線画像と抽出された腫瘍とその他の組織の画像例を図 4.29 に示す。原画像では腫瘍は他の組織に埋も

れて視認できない。また、補間なしの従来法の腫瘍像では輝度が散逸しており、正確な輪郭・形状を計

測不能である。一方、提案法では、補間の幅を狭めると中心部分にある円形状の腫瘍像がより明瞭に視

認できる。この結果より、提案法のようにモデル構築に用いる情報の粗さを補間により補うことで、腫

瘍像をより高いテクスチャ再現度（相互相関 CC）で抽出でき、さらには腫瘍追跡誤差も抑制可能である

ことが示された。 

 

粗い時間間隔の4DCTを補間

模擬X線画像生成
観測されうる輝度値とその構成成分を推定

                       

短い時間に生じる変化を模擬
➜内部状態と出力の候補を充実

HMM推定

•状態と出力

•状態遷移確率

•出力確率

 

図 4.28 4DCTの時間補間による X線動画像模擬とそれに基づく HMM 推定の模式図 
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従来法
（補間なし）

              
             

50 %間隔補間

              
             

12.5%間隔補間
提案法

25%間隔補間

              
             

              
             

腫瘍像

原画像

その他

抽出結果

 

図 4.29 X線画像から抽出した腫瘍像とその他の組織の画像の例 

 

(6) 深層学習による死後 CT画像を用いた溺死鑑別に関する研究 

本研究では、医用画像診断の計算機による支援(computer-aided diagnosis: CAD)システムを用いて、

疲労に起因する見落とし防止など、医師の読影業務負担軽減と診断の均霑化、それによる医療費削減を

目的としている。このために、従来の画像処理ならびにパターン分類技術に、医師の高度な専門知識に

基づく診断論理を反映させた知的画像診断アルゴリズムに加え、画像認識分野で顕著な性能が認められ

る深層学習を用いた手法を開発している。本年度は、法医学上の最重要課題である死因究明のための死

後 CT画像を対象に、溺死鑑別を支援するシステムの可能性について検討した。 

死亡原因は、とくに事件性が疑われる場合、剖検などを経て判定されることが多いが、本邦では遺体

を解剖することに対する心理的抵抗も根強い。このため、遺体を傷つけない死後画像診断（オートプシー

イメージング、Autopsy imaging: Ai）は、低い剖検率の我が国において、死因究明に重要な役割を果

たすことが期待されている。溺水は主要な死因であるにもかかわらず、依然として法医学上の最も判定

が難しい症例の１つであり[1]、剖検に加え、珪藻（プランクトン）検査との組合せが有効とされてい

る[2]。また、溺水鑑別は、除外診断と呼ばれることが多く、死亡時の周囲の状況、一般に認められる

非特異的な解剖所見などに基づいている。したがって、死後画像診断だけで溺水鑑別を行うこと自体が

非常に挑戦的な課題であるが、剖検率が低い日本の現状においては期待も高い。 

本研究では、深層学習の法医学分野への応用可能性を検討することを主な目的としたため、深層畳み

込み神経回路網（deep convolutional neural network: DCNN）として最も基本的な AlexNet [3]を用い

た。学習には、比較的少ないデータ量でも訓練可能な転移学習と呼ばれる手法を用いた。東北大学オー

トプシーイメージングセンターにおいて、剖検前スクリーニングの一部として死後マルチスライス CT

撮影が行われた。すべての症例は撮影後に、30年以上の法医解剖経験を有する熟練の法医師により剖検

が行われた。このような死後肺 CT 画像 280 症例と剖検による鑑別正解を用いて、後ろ向き研究を行っ

た。280症例の内訳は、溺死 140症例（3,784画像）、非溺死 140症例（3,863画像）とした。死後肺 CT

画像の使用に際しては、東北大学大学院医学系研究科倫理委員会の承認を受けた。DCNNの性能評価には、

10 分割交差検証を用いた。評価指標として、受信者動作特性（receiver operating characteristic: ROC）
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曲線と、ROC曲線下面積（area under the curve: AUC）を用いた。ROC曲線は、非溺死症例を誤って溺

死と鑑別した割合である偽陽性率（false positive rate: FPR）を横軸に、溺死症例を正しく溺死と鑑

別した割合である真陽性率（true positive ratio: TPR）を縦軸にプロットしたもので、左上に近いほ

ど分類器の性能が高いことを意味する。AUCは 0～1の値を取り、1に近いほど高性能を意味する。たと

えば、ROC 曲線が左上頂点を通る理想的な分類器の場合に 1、その正反対の右下頂点を通る場合は 0 に

なる。医用画像の場合、鑑別内容にも依存するが、一般には有効な分類器の 1 つの目安は AUCが 0.8以

上とされる場合が多く、0.9 以上だと熟練の専門医による鑑別に匹敵するか凌駕する場合が多い。 

10 分割交差検証の ROC解析の結果は、画像ごと（スライスごと）に溺死・非溺死鑑別を行った場合、

平均の AUC は 0.815 であり、DCNN の出力である確信度 0.5 以上を溺死と判定した場合、真陽性率

TPR=0.731、 偽陽性率 FPR = 0.255 であった。有効な分類器の 1 つの目安である AUC0.8 以上を達成し

た。また、各症例は概ね 30 枚弱の断層画像（スライス）で構成されているため、これらスライス群の

鑑別結果の多数決により、その症例の鑑別結果とした場合は、10回の平均 AUC は 0.879となり専門医に

匹敵する目安である約 9割を達成した。また、真陽性率 TPR=0.794、 偽陽性率 FPR = 0.168 となった。 

 

図 4.30 本研究で用いた死後 CT 画像の例。(a) すりガラス陰影を呈する典型的な真陽性例。(b) すり

ガラス陰影を呈する典型的な偽陽性例。(c) 肺に異常が認められない典型的な真陰性例。(d) 肺

尖部ならびに(e) 肺底部の画像例。いずれも診断根拠となる肺野領域が小さい。(f) 死後変化（腐

敗進行）を呈する偽陰性例。 

 

図 4.30に本実験で鑑別した死後肺 CT画像の例を示す。(a)は、溺死症例を、提案 DCNNが正しく溺死

と鑑別できた真陽性の典型例である。肺野に白っぽいもしくは薄い灰色の、いわゆる、すりガラス陰影
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（ground glass opacity: GGO）が認められる。正常肺では空気が大半を占めるため CT断層像では黒く

見えるが、肺に水などの液体が混入することにより、このように白く写る。実際、すりガラス陰影は多

くの溺死症例に共通する所見の１つであるが、溺死症例に特異な画像特徴ではなく、非溺死症例にも見

られる[4]。(b)は、(a)と同様にすりガラス陰影が認められるが、非溺死症例である。このような非溺

死症例は、DCNNが誤って溺死と鑑別する偽陽性の典型例であり、溺死の 1つの共通所見であるすりガラ

ス陰影が認められるだけに鑑別が難しい。これらの結果から、DCNNは溺死鑑別の主な特徴量として、す

りガラス陰影を獲得したと推測される。このような難しい偽陽性症例を正しく鑑別するには、すりガラ

ス陰影以外のより詳細な特徴量を獲得する必要があり、より自由度が高いネットワーク構造やそれを訓

練するに十分なデータの確保により、性能向上が期待される。 

(c)は、DCNNが非溺死症例を正しく非溺死と鑑別できた真陰性の典型例である。(a)や(b)と比較して、

すりガラス陰影は認められず、肺野は黒く見える。これは、肺に異常な液体などはなく、正常な空気が

存在することを意味する。このような正常な肺は溺死症例においては極めて稀であり、非溺死所見の有

力な特徴と考えられる。(d)ならびに(e)は、それぞれ肺尖部ならびに肺底部の画像例である。これらの

画像は、体幹の頭尾方向の位置的に、肺の上部と下部に相当し、断層画像全体に対して肺野の領域（内

部の黒っぽい部分）が小さく、溺死鑑別に有用な肺野特徴量が相対的に少ない。このため、(d)は DCNN

による鑑別結果が偽陽性であった。DCNNが溺死と判断した理由は、この画像は尖部であるため肺野領域

が小さいものの、すりガラス状の陰影が認められるためと推測された。一方、(e)は真陽性であった。

正しく鑑別できた根拠は不明であるが、肺野のすりガラス陰影有無以外の別な特徴量を獲得できた可能

性もある。ただし、さらなる検証が必要である。 

最後に、(f)に示すような、死後肺 CT 画像に特有の症例を考察する。(a)-(e)の症例は、一般の放射

線画像診断的な解釈がある程度可能であるが、(f)の症例はいわゆる死後変化（腐敗）が進行しており、

肺野から鑑別に有用な画像的特徴を読み取るのは極めて難しく、実際今回の実験で用いた症例の中でも

最も難しい症例の一つであった。このような腐敗が進行した症例では、専門医でも画像的な鑑別は難し

い。しかし、深層学習ではこのような難しい症例でも、十分な訓練データが確保できれば、性能向上が

期待できる。 

以上の結果より、死因究明という法医学上の目的において、症例毎の鑑別結果が専門医に匹敵もしく

はそれを超える目安に迫ったことは、提案 CADシステムの有用性を示唆するものである。また、高性能

でもその根拠を示すことが一般に難しいと言われる DCNN においても、専門医の診断結果にある程度合

致した解釈が可能であることが示唆された。これは読影医が CADシステムを利用する際に非常に重要な

知見である。我々の知る範囲では、深層学習 CAD システムの死後 CT 画像診断への応用は報告がなく、

本研究において、その有効性を示唆する結果を得たことで、今後の法医学分野への貢献が期待される。 

 

【参考文献】 
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death: Possibility of diagnosis by post-mortem computed tomography. European Journal of 

Radiology Volume 82, Issue 2, February 2013, Pages 361-36 

 

(7) 方向統計学に基づく高精度信号マッチングのための技術開発 

本研究は、相関関数を用いた信号マッチング技術に関して、その理論的な妥当性および性能限界を

明らかにすることを目的としている。さらに、方向統計学の概念を新しく導入した相関関数の統計的

解析法の確立を目指している。本手法では、2 信号間のクロスパワースペクトルを確率変数と仮定し、

相関関数の期待値と分散を導出することにより、周波数領域におけるクロスパワースペクトルの変化

に対する時間領域における相関関数の挙動を解析している。さらに、位相スペクトルが角度データで

あることを考慮した上で、方向統計学の概念を新しく導入した統計的解析法の確立を目指している。 

令和元年度は、代表的な相関関数である相互相関(CC: Cross-Correlation)関数と位相限定相関(POC: 

Phase-Only Correlation)関数それぞれの統計的性質の検討を行った。CC関数は、2信号の類似度を評

価する関数としてよく用いられており、2信号間のクロスパワースペクトルの離散フーリエ逆変換とし

て定義される。一方で POC 関数は、2信号間の正規化クロスパワースペクトルの離散フーリエ逆変換と

して定義され、クロスパワースペクトルを振幅スペクトルで正規化する操作が追加される。自然画像

のような低周波領域にエネルギーが集中する信号を扱う場合は、振幅正規化よって信号の高周波成分

が強調されるため、相関関数のピークが鋭くなる。そのため、図 4.31に示されるように、CC関数に比

べて POC関数の方が鋭いピークをもつ傾向にある。 

 

 

図 4.31 2信号間の CC関数（相互相関関数）と POC関数（位相限定相関関数）の例 

 

まず、CC 関数の統計的性質を明らかにするため、従来の研究として行ってきた POC 関数の統計的解

析を、より広義な CC 関数向けに拡張した。具体的には、2 信号間のクロスパワースペクトルの確率的

変動に伴う CC関数の挙動について解析し、その統計的性質を明らかにした。ここで、クロスパワース

ペクトルに重畳する雑音は、円筒（シリンダー）上の 2 変量確率分布に従う 2 変量確率変数としてモ

デリングしており、振幅に重畳する雑音は線形確率分布に従い、位相に重畳する雑音は円周確率分布

に従うものと仮定している。振幅スペクトルに分散σζ
2、位相スペクトルに円周分散 v の雑音を付加

した時の CC 関数の期待値と分散の値を評価した結果を図 4.32(a)および図 4.32(b)にそれぞれ示す。

CC 関数のピークの期待値は、振幅スペクトルの分散σζ
2には依存せず、位相スペクトルの円周分散 v

の増加に伴い単調減少する。また、CC 関数の分散は、振幅スペクトルの分散σζ
2および位相スペクト

ルの円周分散 v の増加に対して増加傾向にあることがわかる。さらに、期待値と分散を用いて、CC 関
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数の評価指標である SNR（Signal to Noise Ratio）と PCE（Peak to Correlation Energy）も導出可

能である。SNRは相関関数の雑音に対する耐性の指標として用いられ、PCEは相関関数のピークの鋭さ

を表す指標として用いられる。CC関数の SNRと PCE の値を評価した結果を図 4.32(c)および図 4.32(d)

にそれぞれ示す。SNRと PCE のいずれも、振幅スペクトルの分散σζ
2および位相スペクトルの円周分散

vの増加に対して減少傾向にあることがわかる。 

 

  

(a) 期待値                  (b) 分散 

  

(c) SNR                  (d) PCE 

図 4.32 CC関数の統計的性質（期待値、分散、SNR、PCE） 

（振幅スペクトルの分散σζ
2および位相スペクトルの円周分散 vの変化に対する挙動） 

 

さらに、信号のサンプリングによる POC 関数の統計的性質の変化を明らかにするため、連続時間信

号における POC 関数の統計的解析を行った。信号のサンプリングにより連続時間信号から離散時間信

号を得る際、連続時間信号の位相スペクトルに投影法による非線形変換を施すことにより、位相スペ

クトルの帯域を制限して、ラッピングの影響をなくす事を考える。このことにより、連続時間信号の

位相スペクトルの情報を失わずに離散時間信号の位相スペクトルを得ることが可能となる。そこで本

研究では、連続時間信号の位相スペクトルに対して投影法による非線形変換を施した場合の POC 関数

の挙動の変化について解析した。原信号の位相スペクトルを一様分布 U(-w、w)に従う確率変数である

と仮定し、その位相スペクトルに対して投影法による非線形変換を施したときの POC 関数の期待値と

分散を評価した結果を図 4.33(a)および図 4.33(b)にそれぞれ示す。非線形変換の影響により、期待値

と分散のいずれも、単調な増加傾向もしくは減少傾向の関係性にはならないことがわかる。これらの
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性質をもとに、連続時間信号と離散時間信号の POC 関数の統計的性質の関係性を明らかにすることが

今後の課題となっている。 

 

(a) 期待値                (b) 分散 

図 4.33 投影法による非線形変換を施した連続時間信号の POC関数の統計的性質（期待値、分散） 

 

(8) バイオメディカル・ビッグデータ解析 − ALLSTAR 研究 

 生体信号測定デバイスと情報ネットワークの発展によって、様々なヒトの生体情報が蓄積されビッグ

データを形成しつつあり、有効活用のための理論的、技術的よび倫理的問題の解決が課題となっている。 

 心電図を長時間記録するホルター心電図検査では、通常 24時間に渡って連続的に心電図を記録する。

心拍数の変化、不整脈の発生頻度や虚血性変化から自覚症状との対比を明らかにすることができる。24

時間の記録には、成人で約 10万拍分の心電図波形が記録され、データから得られる情報は膨大である。

ALLSTAR（Allostatic State Mapping by Ambulatory ECG Repository）研究の目的は、日本全国で記録

された 100 万例規模のホルター心電図データから構築された時系列データベース（ALLSTAR データベー

ス）を用いて心電図、加速度、体位等の各指標に対する環境因子の影響を分析することである。これま

で十分に活用できていなかった情報を詳細に分析し、日常生活中の自律神経活動状態に関する指標や、

循環器疾患のリスクを予測する指標など、従来の方法では捉えることのできなかった様々な生体情報を

得ることにより、持続可能なスマート社会の実現と分野を超えたビッグデータ利活用を目指す。  

 ALLSTARデータベースを解析することで、本年度は次の 3つの研究を行った。 

① 心拍変動と老衰死率の地域差との関連 [文献 1] 

老衰死は、死因を持たない高齢者の自然死と定義され、老衰死率とその生物医学的決定要因の地域

差の原因は不明であった。本研究では、ALLSTARデータベースを用いて老衰死率の地域差と、心拍

変動や身体活動の地域差との関係を検討した。結果、日本の 47 都道府県の年齢調整後の老衰死率

は男性で 1.2 - 3.6％、女性で 3.5 - 7.8％であった（図 4.34）。これらの比率を、108,865人の男

性と 136,536人の女性の心拍数変動と、16,661人の男性と 21,961人の女性の身体加速度と比較し

た。結果、死亡率リスクが低いことが知られている心拍変動指数と身体加速度は、老衰死率の高い

県で高く（図 4.35）、地域の健康状態に関連している可能性を示唆する。 

 

 

-98-



 

図 4.34 都道府県の人口（20歳以上）と取得したサンプル数の関係 

 
図 4.35 都道府県の年齢調整後の老衰死率と身体加速度の関係 

 

② 心拍変動に対する Heart Rate Fragmentation（HRF）の影響  [文献 2] 

 Heart Rate Fragmentation（HRF）は、心拍を制御する自律神経の電気生理学的ネットワークの動的

バイオマーカーとして知られている指標であり、迷走神経の変調に起因する周波数よりも高い周波数で

心拍数が変化する。HRF は、心電図が洞調律を示しているにもかかわらず、心拍変動解析を用いた迷走

神経機能が HRV の高周波（HF: 0.15-0.4 Hz）成分は、迷走神経のみによって仲介されるという仮定に

依存するため HRFの一部として測定され、HFコンポーネントは HRVによる迷走神経機能の評価が困難と

なる。本研究では、ALLSTAR データベースを用いて HRF を分析し、年齢による HRF 発生の変化と、HRV

の HF成分の評価に対する影響を解析した。結果、HRF は小児期（0歳から 20歳）と 80歳以上に観察さ

れ、HRVの HF成分への影響は年齢とともに一定に増加することを明らかにした。 

③ 心拍変動の季節変動と健康寿命の関連  [文献 3] 

 季節変動に伴う寒暑はヒトの健康リスクを高めるが、その影響は住環境や衣服によって調整可能であ

る。本研究では、健康寿命（HALE）の地域差と、心拍変動（HRV）の季節変動との関連性について解析

した。ALLSTARデータベースを用いて男性 86,712人と女性 108,771人の間の洞調律 R-R間隔（SDNN）の

24 時間標準偏差を分析した結果、季節差による HALE と SDNN の間に相関はなかったが、男性において
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SDNNの季節差は HALEが中央値よりも短い地域で大きくなる傾向がみられた（p = 0.08）。季節変動の大

きさは HALEの短縮要因である可能性を示唆する。 

【参考文献】 

[1] Hayano J, Kisohara M, Yoshida Y, Sakano H, Yuda E. Association of heart rate variability 
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Medicine, 7:1-7 (2019) 

[2] Hayano J, Kisohara M, Yuda E. Influence of heart rate fragmentation on the assessment of 

heart rate variability, 2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan 

(ICCE-TW), Yilan, Taiwan (May 2019) 

[3] Yuda E, Kisohara M, Yoshida Y, Ueda N, Hayano J, Associations Between Seasonal Variation 

of Heart Rate Variability and Healthy Life Expectancy in Japan, 6th International Conference 

on Environment and Bio-Engineering (ICEBE 2020), Kyoto, Japan (January 2020) 

 

 

○高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門 

高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門は、高性能計算に関する産学研究拠点として、平成 26年度

に設立された研究部門である。本研究部門では、本センター教職員・利用者・システムべンダーの技術

者が連携することで、アプリケーション・システムの協調設計を推進している。これにより、スーパー

コンピュータシステムとシミュレーション技術の高度化とその応用に関する研究を強力に推進しなが

ら、将来の計算機科学と計算科学の発展を担う人材育成にも取り組んでいる。以下に、平成 31年度・

令和元年度の本研究部門における活動について述べる。 

 

(1) プログラムの高速化技術に関する研究・開発 

 本研究部門では、利用者・本センターの教職員・NEC の技術者が密接に連携した高速化支援体制・

共同研究体制の下、ユーザコードの高速化支援に取り組み、臨床学的な知見に基づいたプログラム

高速化技術に関する研究に取り組んでいる。具体的には、利用者との打ち合わせを重ね、本研究に

携わる者がユーザコードを理解しながら、大規模科学計算システムに適したアルゴリズム、プログ

ラミング、データ構造について利用者に提案している。平成31年度・令和元年度は、本研究部門の構

成員であるスーパーコンピューティング研究部の教員、情報基盤の技術系職員、共同研究部門の教員・

研究員らが共に本センターで実行されているアプリケーションの大規模並列化に取り組み、表4.1に示

す通り5件のプログラムに対して高速化を試み、1件については単体性能で24.9倍、4件については並列

性能で平均約3.7倍の性能向上を達成できた。このほかにもユーザコードの最適化に関する共同研究

成果を国内会議、国際論文誌、国際会議の招待講演等で積極的に発表している。 
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表4.1 平成31年度・令和元年度高速化実績 

 

 

(2) アプリケーションとの協調設計に基づく高性能計算システム開発 

 前述のアプリケーションの最適化を通して将来のスーパーコンピュータシステムに求められる

性能要件の明確化と、次世代スーパーコンピュータシステムが設計される時代のデバイス技術等の

調査に取り組み、次世代の大規模科学計算システムのアプリ・システムの協調設計を行っている。 

 平成31年度・令和元年度は将来スーパーコンピュータの検討を引き続き実施した。特に本研究では

メモリ帯域律速型アプリケーションの高速化に取り組んでいることから、高いメモリ帯域のシステムに

おいても実効メモリ性能を低下させることが知られている間接参照型メモリアクセスに着目し、間接参

照を高速化するプリフェッチ機構をメモリサブシステムへ導入することについての検討を行った。間接

参照プリフェッチ手法は間接参照型メモリアクセスの実行性能において一定の効果があることは確認

されたものの、プロセッサへの実装難易度、及びメモリレイテンシが悪化する副作用からベクトルアー

キテクチャとの親和性は低いと結論づけた。現在、継続してメモリサブシステムの高速化をテーマに検

討を継続している。近年のプロセッサ設計はプロセッサあたり数十のプロセッサコアが搭載される設計

が主流となり、プロセッサ内部におけるこれらプロセッサコア間の接続設計・制御がアプリケーション

実効性能に大きく関与していることから、Intel Xeon、AMD EPYC、NVIDIA TESLA、NEC SX-Aurora 

TSUBASA等を用いた実効性能解析を行っている。これらプロセッサ毎にメモリサブシステムの設計思

想は異なっており、ここで得られた知見を次世代スーパーコンピュータ設計に取り入れる予定である。

これらの成果を、SC19、ISC19、Russian Supercomputer Daysなどの著名な国際会議の場で発表し、

他の研究者/設計者との議論を深めている。 

 

プログラム

番号 

 

主な改善点 

性能向上比 

単体性能 並列性能 

1 
指示行によるループ展開およびベクトル化の促進 

明示的なインライン展開によるベクトル化の促進 
24.9倍  

2 

動的な配列領域の確保による省メモリ化とグローバルメモリ

の利用 

MPI分割数の調整による演算時間インバランスの解消 

MPI通信命令の最適化 

 
1.4倍 

（128コア並列） 

3 
作業配列の導入によるベクトル化の促進 

MPI通信命令の最適化 
 

1.8倍 

(576コア並列) 

4 ASLライブラリの変更による演算の効率化  
4.9倍 

(4コア並列) 

5 
指示行によるループ展開およびベクトル化の促進 

MPI通信命令の最適化 
 

6.7倍 

(32コア並列) 
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(3) SX-Aurora TSUBASAの性能評価 

平成 31年度・令和元年度は、ベクトル型スーパーコンピュータ SX-Aurora TSUBASAの評価を引

き続き実施した。平成 30 年度に取り組んだ性能の評価に加え、電力の測定方法を確立し、電力の

初期評価を行った。SX-Aurora TSUBASAの特徴の 1つである高い電力効率について、ストリームベンチ

マークや姫野ベンチマークを用いて評価を行った。その結果、汎用のプロセッサよりも高い、GPU のア

クセラレータに比べ同程度の電力あたりの性能を達成できることが明らかになった。さらに、ベクトル

型スーパーコンピュータにおける最適化技術の研究に取り組んだ。SX-Aurora TSUBASA における I/O を

高速化する高速 I/O機能や、メモリレイアウト変更による超平面法のメモリアクセスの効率化、プログ

ラム実行時の NUMA モードなどのパラメータチューニングなどの最適化技術を研究開発した。これらの

研究成果を高性能計算に関する国際会議などで発表を行い、高い評価を得ることができた。 

 

(4) リアルタイム津波浸水被害推計システムの社会実装 

 本研究部門では、平成26年度よりリアルタイム津波浸水被害推計システムの研究・開発を進めて

いる。その成果として、本システムが内閣府の総合防災情報システムの一機能として採用され、平

成29年11月より運用が行われている。本システムにおいては日本の太平洋全沿岸を推計対象とするた

めの高速化研究を継続し、本年度は被害予測の範囲を鹿児島県から茨城県まで拡大した。この津波

浸水被害推計シミュレーションでは、昨年度開発した演算ロードインバランス改善版をシステムに

実装し、約8,000kmの沿岸をSX-ACE 520ノードで5分以内に被害推定を行うことが可能となった。 

 そして、本システムを地方自治体や企業に展開するため、システムのダインサイジング化の研究

も行った。本年度は南海トラフ地震で30mに達する津波が襲来すると予測されている高知県を対象

にXeon GoldプロセッサとXeon Phiプロセッサでの高速化を実施し、Xeon Gold 128コア、Xeon Phi 

256コアでリアルタイムに津波浸水被害推計が行えることを明らかにした。 

また、本システムを社会実装としてさらに発展させるために、(5)の「量子アニーリングアシス

ト型スーパーコンピューティング基盤の開発」において、本リアルタイム津波浸水被害推計システ

ムと量子アニーリングマシンの融合による「リアルタイム津波被害推定・最適避難経路即時提示ア

プリケーション」の研究・開発を継続している。本年度の研究成果としては、2019年に発生した山

形沖地震のデータを用いて、昨年度開発した定量的断層推定手法の有効性を示した。また、東日本

大震災で被災した仙台市荒浜地区をターゲットとして、強化学習と量子アニーリングを連携させた

避難経路推計手法を開発した。 

 

(5) 量子アニーリングアシスト型スーパーコンピューティング基盤の開発 

本研究部門のメンバーが中心となり、量子アニーリング、災害科学、地球科学、機械工学の専門家と

協力して取り組む文科省次世代領域研究開発事業 「量子アニーリングアシスト型次世代スーパーコン

ピューティング基盤の開発」では、ベクトル型スーパーコンピュータSX-Aurora TSUBASAのプログラム

高速化技術や機能高度化技術の研究開発に加え、組み合わせ最適化問題の解決に威力を発揮する量子ア

ニーリングを従来の高性能計算に取り入れることを可能とする次世代高性能計算基盤の研究開発に取

り組んでいる。併せて、本高性能基盤を活用したデータ科学・シミュレーション科学融合型次世代アプ

リケーションとしてデジタルツイン数値タービンアプリケーションとリアルタイム津波被害推定・最適

避難経路即時提示アプリケーションの研究開発にも取り組んでいる。事業開始2年目になる本年度は、

本計算基盤とアプリケーションの基本実装とその評価に取り組んだ。その結果、SX-Aurora TSUBASA

は、新たに開発したチューニング技術により、富岳を含む同時期に入手可能な最新のHPCプロセッサと
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比較して､同等以上の性能､および電力効率を達成できることを定量的に明らかにした。また、コンパイ

ラによる自動ベクトル化処理の一部に量子アニーリングマシンが利用できることも明らかにした。さら

に、量子アニーリングを用いることで機械学習の１つである凝集型階層クラスタリングをSX-Aurora 

TSUBASA上で高速化するための重要な知見を得ることができた。本事業で得られた研究成果は、学術

論文22編、国際会議論文36編、国内会議18編、基調講演・招待講演21件、解説記事6編、受賞5件を通じ

て社会に還元している。 

 

(6) 高性能マテリアルインフォマティクス基盤の研究開発 

新たな競争的資金プロジェクトとして科研費基盤A「量子アニーリングが拓く高性能マテリアルイン

フォマティクス基盤の新展開」が採択され、初年度である本年度は、分子動力学シミュレーションの高

速化手法に関する研究を行い、高コスト計算の特定とそのベクトル処理による高速化に着手した。また、

材料設計に必要な大規模データクラスタリングの開発においては、量子アニーリングと従来型アルゴリ

ズムの利点・欠点を詳細に分析し、両者を効果的に組み合わせた新たなクラスタリング手法のアイディ

アを得ることができた。 

 

(7) グラフ解析処理のベクトル型スーパーコンピューティング向け高速化技術の研究開発 

モスクワ大学との国際共同研究では、JSPSの２国間共同研究事業の支援を受けて、グラフ解析処理の

SX-Aurora TSUBASA向け高速化技術の研究開発に取り組んだ。JSPSの２国間共同研究事業の最終年度に

当たる本年度は、大規模グラフ問題においてもベクトル型スーパーコンピュータの特徴である高いメモ

リ性能を引き出すための最適化について検討を行い、再利用性の高いデータをオンチップメモリに配置

する最適化を行うことで高速化が実現できることを明らかにした。そして、大規模グラフ問題に対する

システム非依存のアルゴリズム解析、システムごとの実装方法とその高速化技術、性能評価結果などを

データベース化し、ロシア側と日本側が連携して運用するAlgoWikiとカタログシステムにこれらの成果

物を登録し、世界に向けてInternet経由で公開準備中である。得られた成果は国際共著論文として学術

論文1編、全文査読付き国際会議論文2編として発表し、内国際会議では最優秀論文賞を受賞した。 

 

 

○クラウドサービス基盤研究室 

クラウドサービス基盤研究室は、安全で信頼性の高いクラウドサービスを構築し、世界中様々な場所

からの安全な利用を実現するための、システム及びネットワークの基盤技術に関する研究を行うために、

平成 29 年 4 月に設置された。国立情報学研究所(NII)による最先端学術情報基盤(CSI)構築のために時

限設置されていた旧・最先端学術情報基盤研究室(CSI 研究室, 平成 18 年～29 年 3 月)より、学術系無

線 LANローミング基盤である eduroamを含む、認証連携基盤の運用支援を引き継ぎ、より広い範囲で認

証連携基盤や無線 LANローミングシステムの開発と高度化、クラウドサービス応用技術の開発を行って

いる。 

平成 31年度には、以下の研究開発業務を行った。一部の活動については、NII の客員教員の活動、及

び、NII 共同研究「[戦略研究テーマ] SINET5 を活用した革新的基盤機能及びアプリケーション・サー

ビスの提案 [研究課題] ICT 時代の教育・研究及び社会を支える大規模国際ローミング機能付き次世代

ホットスポット基盤の開発」と連携した。 
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(1)  eduroam の開発・運用支援 

eduroam JPの運用実務と研究開発を継続し、以下の成果を得た。 

 

 eduroamの運用と国内機関の eduroam接続支援 

eduroam 及び国内の eduroam JP の運用について、eduroam JP サーバ群の管理・運用を行った。

令和 2 年 3 月末までに 29 機関の新規接続を支援し(総数 279 機関)、学術情報基盤の高度化に貢献

した。技術文書の作成支援を行った。 

 

 eduroam / eduroam JPの国内外への情報展開・教育活動 

TNC19 (6 月, エストニア・タリン)、48th APAN meeting (7 月, マレーシア・プトラジャヤ)に

参加して、研究開発及び運用に関して諸外国と情報交換や報告・議論を行った。 

GÉANT の Global eduroam Governance Committee (GeGC、 2010年 11月発足)に本年度も引き続き

アジア太平洋州の代表として参加(4期目)して、eduroamの国際運用に貢献した。 

国内の各種会議で講演するなど、キャンパス無線 LANローミングの運用と開発に関して情報展開

と普及啓発活動を行った。 

 

 

図 4.36 eduroam JP参加機関数の推移 (2009～2019年, 2020年 3月) 

 

前身の CSI 研究室が参画していた、最先端学術情報基盤(CSI)構築において、全国の大学の共通の認

証基盤として、ウェブ認証連携の国際標準に基づく学術認証フェデレーション「学認」、国際無線 LAN

相互利用規格「eduroam」による学術無線 LAN ローミング、オープンドメイン認証局による「UPKI 電子

証明書発行サービス」を組み合わせ、統合的な認証連携アーキテクチャを設計・構築し実用化したこと

に関して、これらの技術が大学の学術コンテンツや学術ネットワーク資源等の安全な共有・共同利用、

遠隔講義や単位互換などの大学間学生交流など国内の大学間だけでなく、国際連携や商用サービスなど

に活用されていることが高く評価されたことにより、「大学間連携のための学術認証フェデレーション

の開発」(筆頭者: 岡部寿男, 西村 健, 佐藤周行, 後藤英昭, 曽根原 登)に対して、平成 31 年度科学

技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞（開発部門）を受賞した。 
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(2)  eduroam 代理認証システムの運用と会議向け期間限定 eduroam アカウントの試行 

平成 20年度に実証実験としてサービス提供開始した eduroam代理認証システムは、機関ごとに RADIUS

サーバを設置しなくても容易に利用でき、eduroam 利用の裾野を大きく広げる役割を担っている。平成

31 年度は、後述する次世代ホットスポットへの対応を継続した。年度末時点で、代理認証システムは国

内の eduroam 参加機関の 28.3%にあたる 79 機関に利用されるに至った。また、平成 26 年度に拡張した

「オンラインサインアップシステム」については、17機関(前年度+1)がこの機能を有効にしており、有

用性が認められた。 

代理認証システムは、一部の機関においてゲストアカウントの発行にも利用されている。平成 26 年

度に、当システムの機能を利用して、国際会議等の学術会議のゲストアカウント発行にも利用できるよ

うに「会議向け期間限定 eduroam アカウントの試行」を開始した。本年度もこれを継続し、年度内に 4

会議に利用された。NII が提供する「eduroam JP 認証連携 ID サービス」に「ビジター用アカウント発

行機能」が追加され、会議主催者が自らビジターアカウントを発行できる仕組みが整ったことから、

eduroam JPにおいて当試行の見直しを行った。その結果、試行としてはその役目を果たしたものとして、

2019 年 12 月をもって一般向けのサービスを終了した (一橋講堂のみ、NII 内で利用継続)。当試行は、

5 年強に渡る期間中に、のべ 65会議に利用された。 

 

 

(3)  初等・中等教育機関向けセキュア無線 LAN システムの開発と啓発活動 

本研究室では、学校無線 LANのセキュア化を推進するとともに、新時代の ICT 活用教育にも対応でき

るような学校ネットワークインフラの啓発、及び、ローミング基盤の構築を進めている。平成 31 年度

もこの活動を継続した。 

eduroam は、元々は大学等の高等教育研究機関や研究所等を結ぶ、安全で利便性の高い無線 LAN ロー

ミングシステムとして開発・展開が進められていたが、初等・中等教育機関における近年の ICT推進の

流れに従って、一部の国では既に初等・中等教育機関への導入も進んでいる。国内の基盤である eduroam 

JP は、NIIが運用の主体となっており、組織の性質上、対象が高等教育機関と研究所等に限定されてい

るという制約があった。本年度、「セキュア公衆無線 LANローミング研究会(NGHSIG)」(2017年に立ち上

げ)の参加事業者と NIIとの協働により、初等・中等教育機関の eduroam導入・運用支援を行うために、

「学校向け eduroam サービス」を開始した。eduroam では、各国(地域)に一つの運用組織しか認められ

ていないことから、運用主体が異なること以外は、同サービスにおける利用規程・ルールは原則として

eduroam JPのものを適用することとした。同サービスは実証実験の位置付けであり、学校への啓発活動

と、学校側のニーズや事情との擦り合わせを行いながら、学校に合った運用支援技術の開発を進め、正

式サービス化することが、今後の課題である。 

総務省資料によると、約 9割の学校が避難所・避難場所に指定され、地域の防災拠点として重要な役

割を持っているとされていることから、eduroam に限らず、市民一般も利用できるセキュアな公衆無線

LAN システムの導入も併せて、今後検討を進めていく。 

 

(4)  次世代ホットスポットの基盤開発・構築とセキュアな公衆無線 LAN の実現 

当研究室では、国内の公衆無線 LAN のセキュア化と次世代ホットスポット(NGH, Next Generation 

Hotspot)導入を推進する目的で、2017年 1月に「セキュア公衆無線 LANローミング研究会(NGHSIG)」を

発足させ、複数の大規模ローミングシステムを相互接続できるようなインターフェデレーション・ロー

ミングのための認証連携アーキテクチャや、運用方式・技術の開発を進めている。平成 31 年度もこれ
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を継続し、参加企業や開発者を増やしながら、通信事業者と協働で国内各地に Cityroam の名称で次世

代公衆無線 LANの整備を進めた。 

GÉANT と WBA の間の MoU (Memorandum of Understanding)を利用することで、Wireless Broadband 

Alliance (WBA)の各種 Working Group (WG)に参加し、世界の通信事業者と協働で、NGH基盤の構築に貢

献した。特に、eduroam を Passpoint/NGH に対応させ、世界の公衆無線 LAN に乗せるための技術・運用

開発を、世界の eduroamコミュニティをリードする形で同研究室が実施した。 

WBA では、世界の通信事業者及び都市を結んで、セキュアで利便性の高い公衆無線 LAN ローミング基

盤を実現しようとする計画があり、2020年初頭に WBA OpenRoamingとして開発を進める旨、発表があっ

た。本研究室が 2017 年と 2018 年に参加した WBA City Wi-Fi Roaming trial は、この準備的な位置付

けであった。また、OpenRoaming が WBA における技術開発の成果をベースとしていることから、研究室

で推進してきた eduroam-Passpoint/NGH連携についても、OpenRoamingの技術に反映されている。 

Cityroamの認証連携基盤は eduroamを統合する形で開発されている。同基盤に無線 LAN基地局を接続

することで、eduroam を含む NGH の各種ローミングサービスを、利用者に容易に提供できる。この仕組

みを利用して、Internet Week 2019などの会議を支援した。 

 

(5)  高性能文書認識・理解システムに関する研究 

環境中の文書や看板など、あらゆる文字情報をコンピュータが獲得できるような、高性能・高機能で

汎用的な文書認識・理解システムの実現を目指して、様々な手法の研究・開発を行っている。 

シーン文字は、看板等の文字のように装飾的なデザインが施されたものや、撮影環境によって影や照

明ムラ、ボケなどの影響を受けて、認識が難しくなるものが多い。日本語や中国語には数千字種が存在

することから、高精度な文字認識手法の開発はもちろん、十分な量の学習用データの収集も課題である。

前年度の研究をさらに推し進め、シーン文字認識用の学習データ自動生成・強化手法と、アンサンブル

学習と投票法を用いた日本語シーン文字認識手法の改良を行った (国際会議 ACPR2019 にて採択、発

表)。また、シーン文字認識の研究コミュニティで利用できるような、日本語シーン文字を含む評価用デー

タセットが無かったことから、日本語シーン文字を収集し、個別文字を切り出して正解データを付した、

日本語シーン文字データセットを作成した。 
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