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ごあいさつ 

 

 

日ごろから本校の教育・研究活動にご理解とご協力をいただき感謝を申し上げます。 

本フォーラムは、地域社会や産業界の動向から新規研究課題を模索することを目的と

して 2018年度から企画、開催しているものです。 

本校が研究の柱としております“離島工学”を充実させ、より発展させていく上でも、

本フォーラムをより具体的な研究テーマの検討の場としたいと考えております。 

第３回目の開催となった本年度は、新型コロナウイルス感染症対策に日々追われ、教

員も遠隔授業や学生支援対応で研究に十分な時間を割くことができず、昨年度に比べて

研究発表件数が少なくなりましたが、専攻科生はしっかりと研究成果を挙げております

ことに安堵しております。  

本来であれば、学外の関係各位にご参加頂き、各講演や研究発表における議論を通し

て、貴重なご意見を頂いて、交流を深めると共に、新しい共同研究へと繋がることを期

待したいところでありますが、コロナ禍での開催ということで、本フォーラムの目的を

十分に果たすことができませんが、ご理解を賜りますとともに、今後とも一層のご支援

を頂きますようお願い申し上げます。 

末筆ながら、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆様方のご健勝を祈念し

まして、ごあいさつに代えさせていただきます。 

 

 

2020年 12月 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

弓削商船高等専門学校長 

                             石 田 邦 光 
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日程・プログラム 
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（愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
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＜午前の部＞ 
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T01-01「Pythonを用いた研究開発のための共通プラットフォーム」 

○前田 弘文（情報工学科准教授） 
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○平田 浩司 氏（上島町企画情報課島おこし協力隊） 

 

 C01-02「高圧技術の可能性」 

     ○野口 琢史 氏（株式会社東洋高圧 代表取締役社長） 

 

 

昼休憩（12:00～13:00） 
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＜午後の部＞ 
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B02-07「地磁気フィンガープリントと点字ブロックマップを融合した歩行支援システ 
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C01-01 
 

移住・定住促進政策の文脈において利活用可能な空き家を把握する試み 
～上島町生名区における実態調査の経験から～ 

 

講演者：平田 浩司（上島町役場 企画情報課 島おこし協力隊） 
 

講演概要： 

上島町の生名区内において全戸を対象として，本年 8 月 17 日から 9 月 23 日にかけ 14 回に分けて，「空き家」

についての実態調査を実施しました．その結果，調査戸数 920 戸のうち 161 戸（17.5％）が「空き家」に該当し

ました．これら「空き家」のうち，49 戸（30.4％）を「利活用可能な空き家」，44 戸（27.3％）を「修繕すれば利

活用可能な空き家」と判断しました． 

この調査では「空き家」か否かの判断に際して，電気・水道・ガスというインフラの設置・使用状況，建物の

老朽度および危険度，庭や周辺で生える雑草の繁茂の度合いや放置物，玄関への進入路の状況などといった現地

の状況だけでなく，自治会の区長および地区長へのヒアリング時の指摘や，当該建物周辺の商店や住民へのヒア

リングで得た情報を重視しました．ただし，特に周辺住民へのヒアリングでは，客観的には継続的に人の住んで

いない「空き家」に該当する使用状況ではあっても，所有者の関係者が定期的に清掃などの管理を行っている，

あるいは物置として使用している，年末年始やお盆などには親戚が集

まるなどの理由から，主観的には「移住者に売却あるいは賃貸しする

ことのできる空き家ではない」という主張をしばしば耳にしました． 

「利活用可能な空き家」は多くありますが，「移住者に売却あるいは

賃貸しすることのできる空き家」は，ほとんどありません．このよう

な「空き家」に対する認識のギャップを埋めていくことが，今後の「空

き家」対策プラットフォームが担うべき役割になると考えています． 

 

講演者紹介：  

 私は上島町役場企画情報課において本年４月より，「移住促進（移住・定住促進、空き家問題対策）」を「ミッション」とす

る島おこし協力隊（＝地域おこし協力隊）として勤務しています．担当職員とともに移住相談や「空き家情報バンク」に関連

する窓口業務を行うなかで，移住希望者および移住者を迎える地域社会の双方のニーズについて学んでいます． 

 この講演でご報告させていただく上島町における「空き家」の実態調査も，協力隊としての活動の一環として実施していま

す．調査では，町内の全戸を対象として，継続的な居住実態のない家屋を「空き家」と定義し，建物と敷地の状態とともにそ

の数を定量的に記録しています．この調査では，「誰が登記上の所有者なのか」「誰が管理者なのか」といった，「空き家」の

定性的実態にまで踏み込んでいません．「空き家」の状態にあるとはいえ，「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

にある「特定空家」でない限り，個人の所有物に対して行政の立場から深入りはできないと考えるためです． 

 協力隊の活動期間終了後も上島町の「空き家」問題について，「空き家」対策プラットフォームを構築し運営することで関

わっていくだけでなく，その動向の分析・記録をつづけていきたいと考えています． 

 

略歴： 

1995 年 富山大学 人文学部人文学科文化人類学専攻 卒業 

1998 年 関西大学大学院 社会学研究科社会学専攻 修士課程修了 

2004 年 総合研究大学院大学（国立民族学博物館） 文化科学研究科地域文化学専攻 単位取得後退学 

新聞記者，編集者としての勤務経験を経て， 

2020 年 上島町企画情報課 島おこし協力隊（移住促進）として活動を開始 

1
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C01-02 
 

「高圧技術の可能性」 
 

講演者：野口 琢史（株式会社東洋高圧） 
 

 

講演概要：株式会社東洋高圧は高圧技術を扱う実験装置を製造しています．普段の生活の中で高圧技術というの

は殆ど聞くことが無いと思いますが，現在の生活に繋がる新素材の開発やこの先の新しい技術に繋がる技術でも

あります．高圧とは何かも含めてわかりやすく説明をさせて頂きます． 

 

 

 

 

 

 

講演者紹介（又は会社紹介） 

  

『 たしかな未来へー、新しいことに常にチャレンジする』 

 

弊社東洋高圧は広島市西区の元工業団地に未だ残っている中小企業 

 の１つです．この地区は広島復興時に市内近郊の工業地区として栄 

 え，現在では住宅地となっている地域となります．そこで，研究者 

 の方々より話を聞き，その方の研究に則した高圧の装置の製造をし 

 ております．現在その地区の工場が建設より長い年月が経っている 

 こと，客先のニーズが大型化していることなどもあり，西風新都に 

 新しい工場を建設．そちらでより大きな設備にも対応できるように 

 し，これまで以上に様々な仕事に従事できるようにしています． 

 

 

 

略歴（又は沿革）： 

1974年 4月 実験用の特殊機器の受注事業を創業 

1981年 4月 株式会社東洋高圧設立 

1990年 12月 本社を楠木 2丁目に移転 

2000年 3月 アメリカの PPI社と技術提携 

2006年 4月 元気なモノ作り中小企業 300社に認定 

      まるごとエキスの開発 

2007年 8月 ものづくり日本大賞を受賞 

2015年 5月 廣島ボイラー工業をM&A 

2018年 9月 西風新都工場竣工 

 

3
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T01-01 
Python を用いた研究開発のための共通プラットフォーム 

○前田 弘文*1 

Common Platforms for Research and Development using Python 

Hirofumi MAEDA*1 
 

Key Words : Python, Common Platform, Programming Education, Natural Language Processing, Robot 

 

1. 緒言 

近年，人工知能（AI），ビッグデータ，IoT といった言葉が世界を賑わせている．ロボット分野においても，

これらを利用した研究が活発に行われている．しかし，ロボットは本来組み込み技術（低級言語）に位置して

おり，高級言語を必要とするこれらの技術を取り入れることは容易ではない．そこで近年では，ROS や

OpenRTM-aist といったロボット専用のミドルウェアを利用する方法が用いられている(1)(2)．しかし，これらの

ミドルウェアの導入には高い専門知識を必要とし，使いこなすまでに時間を有する（修得するだけで 5 年生の

卒業研究期間が終わってしまう）ことから，非効率的と言わざるを得ない．また，他分野の研究者と連携を図

る上で一部の分野に特化したミドルウェアは，弊害を生む可能性が高い． 

 そこで，全てのシステムを Python（プログラミング言語）ベースに移行することで，これらの問題を解決す

ることを試みる． 

 

2. Python の採用理由 

システムの統合にあたって，Python を使用する理由には以下の 4 つがある．またこの 4 つに加え，先で述べ

たロボット専用ミドルウェアが Python でも利用可能であることが挙げられる． 

 

・マルチプラットフォーム 

 Windows，macOS，Linux など，多くの環境で動作する． 

 

・各種ドキュメントが豊富 

 チュートリアルを含むドキュメントがインターネット上で公開されている． 

 

・幅広い分野に適用 

 機械学習やディープラーニングなどの AI 分野，データ解析に加え，科学技術計算，Web アプリケーシ 

 ョン，GUI など多くの分野を得意としている． 

 

・ライブラリが豊富 

 インタプリンタ形式であるために処理速度に問題がある Python ではあるが，高速処理が可能なライブラ 

 リを利用することで主要部分の処理を高速化することができる． 

 

3. テストモデル 

高専でも研究成果が求められる現代において，多忙を極める高専教員が効率的かつ効果的に研究を進めてい

くためには，時間の有効活用が必要不可欠である． 

研究に使用するシステムを Python ベースに統一化することは効率化を図るだけでなく，教員間での情報や自

 
*1 弓削商船高等専門学校 情報工学科 准教授（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
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作ライブラリの共有を可能とする．また，学生が Python の知識を修得する際もチュートリアルやサンプルプロ

グラムなどのデータを研究室間で共有することができ，指導時間を減らすとともに教員負担を軽減することが

できると考えられる． 

今回，実際に卒業研究の時間を活用して，卒研生 5 名（専攻科生 1 名を含む）に輪講という形式で，SB クリ

エイティブ株式会社の新・明解 Python 入門を用いた Python の学習を実施してもらった．その結果，26 時間

（Python のインストール時間を含む）で学習を終えることができた．また，理解度を確認するために，グルー

プによるエクスプローラの制作課題を課したが問題なく達成することができた．これは，プログラミング教育

の授業で Java や MySQL 等に触れていることも大きく起因したと考えられる． 

また，Python の共通プラットフォーム（Anaconda）としての有効性を確認するために，テストモデルとして，

本年度は次年度以降を見据えて次の 2 つの題材に取り組んだ． 

 

・ロボットシステムの Python 化 

 レスキューロボットや下水道ロボットを始めとする全てのロボットの基本制御部分について，システムを 

構築する．この下水道ロボットに関する研究については，「B02-01」で別途発表する． 

 

・自然言語処理の基本部分を Python で構築 

 将来，学内外を問わず，英語教材の評価を客観的に行うための評価システムを開発する予定であり，そ 

の基礎プログラム部分を Python で構築した．この基礎プログラムでは，株式会社 Z 会の速読英単語 中 

学版を用いて，単語の頻度分析を行った．図 1 にその結果として，頻度が高い 10 個の単語を示す．「``」 

と「''」は「"（ダブルクォーテーション）」，「n’t」は否定の短縮，「's」は所有を意味し，実際に処理する 

際には無視できる．また，適合率は 99.8%（893 語中，誤認識 1 語，取りこぼし 1 語）で実用に耐え得る． 

 

 

図 1. 速読英単語 中学版の単語の出現頻度（上位 10 個） 

 

4. 結言 

今回の研究で，Python の利用価値を見出すことができた．しかし，システムの統一化が完全に終了していな

いため，今後も引き続きシステムの移行を行い，効率化に努めていく予定である．また，その成果として学術

論文に繋がるような研究結果も出したいと考えている． 

 

文   献 

(1) Open Source Robotics Foundation：OSRF，“Robot Operating System：ROS”，https://www.ros.org/，（2020/11/16 アクセ

ス）. 

(2) 国立研究開発法人産業技術総合研究所，“OpenRTM-aist”，https://openrtm.org/openrtm/ja，（2020/11/16 アクセス）. 
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T01-02 
機械学習を用いた準 2次元乱流の構造予測と海洋流への応用 

○河合 智賀*1 

Inferring 2-D turbulence flow structure utilizing machine learning  
and its application to ocean flow 

Chika KAWAI*1 

 

Key Words : 2-D turbulence, intermittency, machine learning 

 

海洋や大気など惑星表面流体における流れの構造は，特徴的な波長λ，深さ方向のスケールhとしてλ ≫ ℎ
となる準2次元構造を持つ．このような系では3次元乱流と異なり，Naiver-Stokes(N-S)方程式，あるいは 

N-S方程式のrotをとった渦度方程式において渦度の引き伸ばし項が存在しないため，渦度の2乗積分と

して定義されるエンストロフィーが保存される．このため，乱流の駆動スケールより長波長な流れの構造

が自発的に形成される「自己組織化」が観測されるなど，3次元乱流とは異なる現象が見られる（1）． 

一方，乱流の低解像度な計測だけから元の高解像度な構造を推論するための機械学習的な手法がこれま

で広く研究されてきた（2）．特に近年，畳み込みニューラルネットに代表される深層学習モデルの発達に

よる大きな発展が見られつつある（3）．これは画像処理の分野においてSuper-Resolution(SR)として知ら

れる問題設定だがこれを物理系に適用する際に問題となるのが「機械学習的に得られた推論結果が，物理

的に正しく意味があるか」というものである．画像認識においては，ニューラルネット(NN)を学習させる

ためのデータセットについて各データを並進，回転させ学習データを増やすなどでこの問題に対応し得る

が，乱流に代表される物理的な系の場合，高次のモーメントに対する要求を満たしつつNNを学習させる手

法は必ずしも自明ではない．この問題について，主に流体工学の文脈において3次元乱流の持つ様々な統

計量の機械学習的な予測に係る手法が検討されている．一方で，これらの先行研究においては準2次元乱

流についての検討はあまり進められていないようである． 

本研究では，上述したような準2次元乱流に特有の事情を考慮しつつ，機械学習的な手法を用いて低解

像度の観測から流れの高解像度な構造を再構成するための手法を検討している．現段階では基礎的な検討

のため周期境界条件の扱いやすい系について考慮している段階ではあるが，今後の展望も含めてその内容

を紹介する． 

文   献 

(1) Hasegawa, A. (1985).. Advances in Physics, 34(1), 1–42.  

(2) Nasrollahi, K., & Moeslund, T. B. (2014). Machine Vision and Applications, 25(6), 1423–1468. 

(3) Ledig, C., Theis, L., Huszar, F., Caballero, J., Cunningham, A., Acosta, A., Aitken, A., Tejani, A., Totz, J., Wang, Z., & Shi, W. 

(2017). 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 105–114. 

 
*1 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 助教（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 

乱流エネルギースペクトル:  

Kolmogorov の-5/3 則が成り立って 

いることが期待されるが… 

統計量 

乱流構造 

推論 ???

NN による推論で，左図のような関係が 

都合良く成り立っているとは限らない．

7



8



弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会 

CopyrightⒸ2020 国立弓削商船高等専門学校 

 
弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会講演論文集 〔2020.12.19，上島町〕 

B01-01 
ヒューマンエラーによる海難事故の軽減に関する研究 

－ BRM 訓練の実験実習への導入の試行 － 

○小川 元之進*1，多田 光男*2，山崎 慎也*2 

Research on Reducing Maritime Accidents Caused by Human Error 
－ Trial of BRM Training into Experimental Practical － 

〇Gennoshin Ogawa*1 and Mitsuo Tada*2and Shinya Yamasaki*2 
 

Key Words : BRM，Marine Accident，Human Error，Reduction 

 

●はじめに 

内閣府の交通安全白書（令和元年度版）によれば，平成 30 年中の海難船舶数は 2178 隻で，海難による死亡・

行方不明者数は 50 人と報告されている．図 1 には,海難船舶数及びそれに伴う死亡・行方不明者の推移を示す．

図 2 には，船舶種類別の海難船舶数の推移を示す．図 1 を見ると，海難事故件数や死傷者などは漸減しているこ

とがわかるが，図 2 の貨物船やタンカーを海難事故船舶数の推移を見ると横ばいから若干の増加傾向も見られる．

専用船のコスト競争のために船舶の大型化や専用船化が図られ，乗組員数の圧縮や低賃金外国人船員の配乗等が

一般的な社会傾向として海運界には浸透しているので，海難事故による被害の拡大懸念は必ずしも縮小していな

い．また，同白書では海難事故原因について 70％が人為過失（ヒューマンエラー）とし，その中の約 31％が「見

張り不十分」と「操船不適切」であるとしている．このことから航海中の意思疎通不足から相互に知り得た情報

の共有が計られずに大きな海難事故が起こるケースが多いと考えられ，それを未然に防ぐための BRM（船橋資源

管理）訓練が重要視されている．本稿では，本校商船学科 5 年生航海コースの学生を対象とし，操船シミュレー

ターを用いた BRM 訓練の実験実習への導入を試行してみたので，その概要を紹介することにする． 

  

図 1海難船舶数及びそれに伴う死亡・行方不明者の推移          図2船舶種類別の海難船舶数の推移 

●BRM 訓練の現状 

BRM 訓練とは，特定の技量を身につけるための訓練ではなく，ヒューマンファクターに起因する行動の原理

を，操船シミュレーターによる操船経験の後，参加者同士で当該経験を振り返りつつ討論することによって，自

身の行動の反省や見落としや気付かなかった新たな知見を得ようとする訓練である．現在，BRM 訓練は（株）日

本海洋科学，海技教育機構大型練習船，海技大学校，広島海技学院，商船系大学や大島商船高専が実施している．

前 4 者は受講証明書を交付しており，後 3 者は学内カリキュラムとして実施している． 

 

 
*1 弓削商船高等専門学校 海上輸送システム工学専攻 二年生（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 商船学科 
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●BRM 訓練の実験実習への導入の試行 

STCW条約（船員の訓練及び資格証明並びに当直基準に関する国際条約）2010年マニラ改正により，総ト

ン数500トン以上の甲板部の当直を担当する職員はBRM訓練（船橋資源管理訓練）が義務化された． 

本校ではこれまでBRM訓練の授業展開は行っておらず，海技教育機構大型練習船実習で実施するだけであ

ったが，校内練習船実習を含め航海当直における基本的な資質の涵養という側面から実験実習への導入の試

行を検討している． 

導入にあたって，以下の制約条件を設定した． 

① 1.5コマ（135分）×2回の実験実習で航海コースの学生のみに対応する． 

② 1グループ3人～5人で行える内容とする． 

③ 評価については100点法で実験実習の1テーマとして評価する． 

上記の制約条件を満足させるために，5年生の航海学実験で，航海コース1クラス（18名程度）を半分に

分割し，抱き合わせて1週間ずつ2テーマで前半と後半を入れ替え，2回実施する方法を採用した．また，

半分の人数をA班・B班・C班に分割し，各班3名とした． 

本校の操船シミュレーターは（株）日本海洋科学製で，海域としては来島海峡付近と備讃瀬戸付近の2

つのシーンしか映像化できない制約があり，決められた時間の中で効率的に実験実習を行う必要があるため

以下の工夫を行った． 

① すでに海技教育機構大型練習船での半年実習を終え，船員としての基本的な知識や技能を身に着けてい 

る商船学科5年生を被験者として選択した． 

② 備讃瀬戸東航路と水島航路の交差部付近の操船シナリオを可視化した． 

③ 3人 1組で1シナリオを30分以内でできるものとした． 

④ 評価については，操船シミュレーターで実習時に船長，操舵手，見張り員の役割分担を決め，必要な情

報に関するコミュニケーションが取れているかどうかを3点，2点，1点の3段階で評価し後日提出のレ

ポート評価と合わせて総合的に評価することとした． 

  
写真1 本校の操船シミュレーター           写真2 ブリーフィング中の様子 

●おわりに 

近年義務化されたBRM研修を授業の一環として商船学科5年生航海コースの実験実習(航海学実験)への導入

を試行した．STCW 条約に準拠した証明書の発給を伴う内容ではないが，導入のための工夫を紹介した． 

 

文   献 

(1) 児玉敬一，松下邦幸，多田光男「船舶運航における視覚情報の重要性とヒューマンエラー」，電子情報通信学会技

術研究報告 SSS2004，(2004) 15-21 

(2) 竹林君孝，多田光男「小型船・内航船のＢＲＭ訓練の必要性」，日本高専学会第 12 回年会講演論文集，(2006)49-50 

(3) 内野明子「ブリッジ・チーム・マネージメント（BTM）訓練のためのシナリオと評価システム」，日本航海学誌，

(2011)19-25 
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B02-01 
DH 法を用いた接触型計測器の順運動学 

石川 敬太*1，前田 弘文（指導教員）*2
  

Direct Kinematics of the Measuring Instrument using Denavit-Hartenberg Method 

Keita ISHIKAWA
*1

 and Hirofumi MAEDA ( Adviser )
*2 

 

Key Words : Exploration robot, Mobile robot, Water pipe, Denavit-Hartenberg Method, Robot control 

 

 

１．緒 言 

国内において毎年約 3,000 件もの下水道陥没事故が発生している．そこで，検査範囲を広げるために近年では

ロボットを用いた検査が活発に行われている．この中で，現在主流となりつつあるスタンドアローンタイプは，

安価で軽く，持ち運びが容易なため，少人数で作業が行える．そして，その特性を活かした自律制御による複数

配管の同時検査も実現している．この自律制御を行うにあたり，ロボットが転倒しないための対策として，これ

まではタイヤ交換やそれに類似する方法でロボットサイズを対象管径に合わせるという方法を取ってきた(1)(2)．本

研究では，この方法に頼らない高精度な直進制御（転倒抑制）を実現する．そのためには，これまでのように AR

マーカを用いた非接触によるロボットの位置・姿勢計測では，精度が不十分である．そこで，正確な位置・姿勢

を計測できる高精度な接触型計測装置の設計開発を行う． 

 

２．DH 法による順運動学の表現方法 

本研究で開発する接触型計測装置のリンク構造を図 1 に示す． 

 

 

図 1 Link structure of the measuring device 

 

本計測装置には，高精度な計測が求められるため，計測装置本体に対するキャリブレーションが必要不可欠で

ある．本計測装置は，エンドエフェクタをロボットに取り付け，各関節に搭載したエンコーダのセンサ値より，

ロボット（エンドエフェクタ）の位置・姿勢を算出する．そのため，エンドエフェクタの位置・姿勢には，計測

 
*1

 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2

 弓削商船高等専門学校 情報工学科 准教授（指導教員） 
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装置の加工・組立時に生じる機構誤差，据えつけ誤差，重力による変形等が蓄積され，誤差として現れる．また，

エンドエフェクタの位置・姿勢の算出には順運動を用いるため，先で述べた機構誤差が大きく影響を及ぼす．し

かし，一般的な順運動学では，この機構誤差を表現することができない．そこで，機構誤差を含む順運動学の表

現方法として，DH 法（Denavit-Hartenberg Method）を用いる． 

DH 法では，次のように計測装置を記述する． 

 

(1) 計測装置は，リンク𝑙𝑖（i = 1～n）とジョイント𝑃𝑖からなる．なお，𝑙0はベースリンクのため，計測装置には

含めない．また，𝑙𝑖は𝑃𝑖と𝑃𝑖+1の間に定義する． 

(2) 𝑃𝑖+1は𝑃𝑖の回転軸から𝑃𝑖+1の回転軸におろした法線の交点とする． 

(3) 各ジョイント上に相対座標系を設置する．つまり，相対座標系∑𝑖の原点は𝑙𝑖先端の𝑃𝑖上になる． 

 

よって，同次変換行列において，𝑧𝑖を関節出力軸の方向に取り，𝑥𝑖を基準座標系に対して各関節が同じ方向に

なるように取るとリンクパラメータは， 

 

(i) 𝑥𝑖軸に沿って𝑎𝑖−1だけ並進 

(ii) 𝑥𝑖−1軸回りに𝛼𝑖−1だけ回転 

(iii) 𝑧𝑖に沿って𝑑𝑖だけ並進 

(iv) 𝑧𝑖軸回りに𝜃𝑖だけ回転 

 

と定義され，変換行列 𝑻𝑖
𝑖+1 は，式(1)で表現でき，エンドエフェクタの位置・姿勢は式(2)となる． 

 

𝑻𝑖
𝑖+1 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑥𝑖−1, 𝑎𝑖−1)𝑅𝑜𝑡(𝑥𝑖−1, 𝛼𝑖−1)𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑧𝑖 , 𝑑𝑖)𝑅𝑜𝑡(𝑧𝑖 , 𝜃𝑖) 

 

    = [

1 0 0 𝑎𝑖−1

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 cos 𝛼𝑖−1 − sin 𝛼𝑖−1 0
0 sin 𝛼𝑖−1 cos 𝛼𝑖−1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖

0 0 0 1

] [

cos 𝜃𝑖 − sin 𝜃𝑖 0 0
sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

 

    = [

cos 𝜃𝑖 − sin 𝜃𝑖 0 𝑎𝑖−1

cos 𝛼𝑖−1 sin 𝜃𝑖 cos 𝛼𝑖−1 cos 𝜃𝑖 − sin 𝛼𝑖−1 − sin 𝛼𝑖−1 𝑑𝑖

sin 𝛼𝑖−1 sin 𝜃𝑖 sin 𝛼𝑖−1 cos 𝜃𝑖 cos 𝛼𝑖−1 cos 𝛼𝑖−1 𝑑𝑖

0 0 0 1

]         (1) 

 

𝑻0
6 = 𝑻0

1 𝑻1
2 𝑻2

3 𝑻3
4 𝑻4

5 𝑻5
6          (2) 

 

３．結 言 

本論文では，接触型計測装置ついて，機構誤差を含む順運動学の表現方法として，DH 法を提示した．しかし，

DH パラメータを用いると接触型計測装置の機構をうまく表現できない場合が生じる．特に，回転軸が平行より

僅かにずれている（誤差が小さい）場合が問題となる．そこで，今後は修正 DH 法やベクトル記法による機構モ

デルの構築を目指す． 

 

文   献 

(1) Ahrary, A., Kawamura, Y. and Ishikawa, M., “An automated intelligent fault detection system for inspection of sewer pipes”, 

IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, Vol.127, No.6(2007), pp.943-950. 

Nassiraei, A. A. F., Kawamura, Y., Ahrary, A., Mikuriya, Y. and Ishii, K., “Concept and design of a fully autonomous sewer 

pipe inspection mobile robot "KANTARO"”, IEEE International Conference on Robotics and Automation (2007), 

pp.4088-4093. 

12



 弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会 

CopyrightⒸ2020 国立弓削商船高等専門学校 

弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会講演論文集 〔2020.12.19，上島町〕 
 

B02-02 
Raspberry Pi を用いた BLE 測定器の開発と D2D 通信のシミュレーションに 

関する研究 

伊藤 清里菜*1，長尾 和彦（指導教員）*2  

Development of BLE measuring instrument using Raspberry Pi and simulation of D2D 
communication 

Serina ITO*1  and  Kazuhiko NAGAO ( Adviser )*2 

 

Key Words : Raspberry Pi, BLE, Simulation of D2D communication 

 

 

１．はじめに 

近年，紛失物の件数が増加傾向にある．令和元年度の紛失物は約415万点，現金は38億円以上と報告されて

いる(1)．現在，複数の紛失物捜索システムがあるが，専用のBLE端末が必要であるため，プライバシー上の問題

を伴う．そこで我々は，前年度にBLEを活用した専用端末を必要としないサーバレスな紛失物発見システムを開

発した．本システムは，任意のBLE端末を所持品に装着し，システムに登録することで管理する．紛失時には他

ユーザにD2D（Device to Device）通信を用いて捜索を依頼できる．前年度に，システムの動作実験を行ったと

ころ，所持品の管理や，複数人での捜索は行えたが，システムの長時間にわたる安定稼働ができないことが確認

された．原因として，システム内に蓄積するデータが多いこと，D2D通信において不必要な通信があるためだと

考えた． 

特別研究ではシステムの改良と安定稼働を目的とする．駅や学校など人の集まる場所において人数とBLE端末

数を計測し，実際の端末数の動向を調査する．BLE端末測定器は，複数箇所の測定に対応するためRaspberry Pi

を用いて作成する．調査により得たデータを元に，システム運用時の他ユーザとの通信頻度や，捜索を完了する

までにかかる時間をシミュレーションにより求め，システム稼働に必要な要件を整理する．また，改善前と改善

後のシステムを，シミュレーションにより比較する． 

 

２．紛失物発見システムの概要 

2.1 BLEの ID取得に対する計測研究 

 BLEはセキュリティの観点から，個体識別ができないとされている．我々はBLEを活用し，専用端末を必要と

しない検知システムを開発するため，汎用的に個体識別できるIDがないか実験を行った．実験にはBLEタグやス

マートウォッチを2台ずつ用いた．電波を計測するためにiPhone7（iOS12.2），iPhone（iOS12.2）を用意した．

BLE端末は受信側に存在を認識してもらうため電波を発し続けている．その電波をiPhoneで検出し（scan），対

象のBLE端末と接続し（connect）データを取得する．実験の結果，scan時とconnect時に取得できる値を組み

合わせることでBLE端末を一意に識別することができた．また，これらのデータが時間や通信先に関わらず固定

であることが確認された(2)． 

 

2.2 システム概要 

BLE端末の識別が可能であることに基づき，汎用的な検知システムの開発を行った．Figure 1にシステム構成

図を示す． 

 

 

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授（指導教員） 
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Figure 1：System Configuration Diagram 

 

ユーザは所持品に任意のBLE端末を装着する．管理したいBLE端末の電波を本アプリで取得し，端末IDを保存

することで，システムの管理下に置くことができる．全てのユーザは周辺のBLE端末の電波を常時検知し，端末

ID，日時，位置情報を自分のスマートフォン内にのみ保存している．紛失時には，アラートを発してユーザに知

らせるとともに，それらの情報をD2D通信により伝搬させ捜索に用いる．捜索依頼を受けたユーザが対象端末を

検知していた場合，日時と位置情報を捜索依頼に付加し，発見情報として伝搬させる．発見情報は日時で比較し

最新のものに更新する．ユーザからさらに他のユーザへ伝搬させることで捜索の範囲を広げる．D2D通信を用い

て捜索を行うため，4G・LTEなどの電波が使えない災害時や遭難時でも使用できる． 

  

３．システムの動作実験 

数百人規模の会場において動作実験を行った（2019.10.13, 2019.10.14）結果，4時間弱で動作が停止した．

これはD2D通信が最適化されていないこと，不必要なデータが蓄積されていることが原因だと考える． 

D2D通信時には，通信するユーザを判別しておらず，同じユーザに対して同じデータを複数回送信する可能性

がある．通信したユーザ，通信日時を記録し，前回の通信以降の情報のみ伝搬することで負荷を軽減できると考

える． 

不必要なデータの蓄積に関して，周囲のBLE端末の検知情報を複数件保存していることが原因として挙げられ

る．捜索に利用するのは最新一件であるため，再検知時に過去のデータを削除するべきだと考える．また，BLE

検知の頻度を最適化することや，蓄積するデータの間隔を調整することで蓄積データを削減できると考える． 

 

４．Raspberry Pi を用いた BLE 計測器の開発 

システムの安定稼働に必要な要件（蓄積するデータ量の目安，BLE端末の検知間隔，最適なD2D通信の頻度な

ど）を整理するためには，シミュレーションを行うことが有効であるが，シミュレーションを行うためには，実

際の人数とBLE端末数の動向の調査が必要である．そこで我々はRaspberry Piとサーモセンサ AMG8853を搭載

したGrid-EYE clickを用いて，人数とBLE端末数を測定する計測器を試作した．BLE端末の測定に関して，10

秒ごとにscanし，端末のMACアドレス，アドレスタイプ，電波強度が取得可能であることを確認している． 
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   0.4m        2.0m 

Figure 2：Measurement of cold water (0°C) by thermo sensor 

 

人数を特定するために使用するサーモセンサの性能を評価するためRaspberry Piを用いて熱計測器を作成した．

性能評価実験として，距離による精度の違いや測定可能な距離についての調査を行った．実験は2020.7.23に，

本庄コミュニティセンターの体育館で行った．室温は約30℃であった．測定対象物は，約0℃の冷水と約70℃の

お湯の2湯で，それぞれセンサの中央部分で検知されるよう配置し，センサから0.2mずつ距離を離しながら計測

を行った．Figure 2にセンサからの距離が0.4mと 2.0m離して計測した冷水のヒートマップを示す．0.4m地点で

周囲との温度差を確認できたのに対し，2.0m地点では周囲との温度差を確認できなかった．お湯を計測した際も

同様の結果が得られた．これは外気温が高い影響もあると考え，再度室温を25℃程度にした環境で測定した．セ

ンサと測定対象物との距離が大きいと精度が落ち，2.0mの地点では周囲との温度差を確認できなかった．性能評

価実験から，BLEの通信距離は10mなため，今回のサーモセンサは人数特定に適していないことが得られた． 

 

５．まとめ 

我々は，紛失物が多いという背景から，BLEを活用した紛失物発見システムを開発した．専用端末に限定され

ない汎用性や，サーバレスなため個人情報が漏洩せず，安全に利用できる特徴を持つ．また，4G・LTEなどの電

波状況に影響されないため，災害時や遭難時などでも捜索が可能である．システムの動作実験により安定稼働が

できないことが確認された．原因として，D2D通信が最適化されていないこと，不必要なデータが蓄積されてい

ることが考えられる．我々は，システムの安定稼働に必要な要件を整理する手法としてD2D通信のシミュレーシ

ョンが有効だと考えた．実際のBLE端末数の動向を調査するため，Raspberry Piとサーモセンサを用いて，人数

とBLE端末数を測定する計測器を試作した．サーモセンサの性能評価実験を行った結果，使用したセンサはBLE

の通信距離である10m先の地点の測定対象物を確認できないことが分かり，BLE計測器に適していないことが得

られた． 

今後はシステムの改善に加え，BLE端末数の動向をもとにシミュレーションによるシステムの負荷について検

討を進める．今後は調査の一環として，学生にBLE端末を配布し，本校の学生を対象としてBLE端末を用いた出

席管理システムを実装する．システムの検証を行ったのち，蓄積するデータ量の目安，最適なBLE端末の検知間

隔などの検討を行う．これらの値をもとに，D2D通信のシミュレーションおよびシステムの改善へと繋げていき

たい． 

  

 

 

 

 

 

文   献 

(1) 警視庁，遺失物取扱状況（令和元年中），https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html，

最終閲覧日 2020/11/24 

(2) 小山，長尾：BLE 端末における ID 追跡可能性に関する検討, 情報処理学会第 82 回全国大会（2020/3/5-7） 

15



16



 弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会 

CopyrightⒸ2020 国立弓削商船高等専門学校 

弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２０・専攻科特別研究中間発表会講演論文集 〔2020.12.19，上島町〕 
 

B02-03 
BLE 端末における追跡可能性に関する研究 

小山 祐佳*1，長尾 和彦（指導教員）*2  

Research on traceability of ID acquisition in BLE devices   

Yuka KOYAMA*1 and Kazuhiko NAGAO ( Adviser )*2 

 

Key Words : Bluetooth Low Energy, IoT, Privacy 

 

１．はじめに 

 ICT 端末の普及に伴い，無線通信を用いる多くの端末が増加している．総務省によると，世界の IoT 端末数が

2022 年には 300 億個以上となる見通しである(1)．特に BLE（Bluetooth Low Energy）対応端末は，Smart Watch，

タグ，マウスなど様々なものがある．BLE タグは，位置情報と連携し忘れ物防止システムとして利用されてい

る．BLE 端末には MAC アドレスや UUID などの識別値が存在している．BLE4.0 以降では，通信時のプライバ

シー保護のため，これらの値が機器や時間ごとに変化する設定となっており，BLE 端末の個々の識別はできな

いとされていた． 

 先行研究において，通信時の識別値の特定について調査したところ，全てにおいて特定できることを確認した
(2)．調査数は 6 種類と少なく，プライバシー保護の有効性に対する評価がなされていなかった．そこで本研究で

は，BLE 端末を利用し，適切なデータ管理を行うシステムを開発するため BLE 端末の追加調査及び，新型コロ

ナ対策アプリを調査し，BLE 通信を使用したプライバシー保護について考察する． 

 

２．BLE4.0 の概要 

 BLE は，Bluetooth 規格の一部で消費電力の低さや低コストが特徴である．BLE 通信において，接続要求およ

び通信の制御を行う側をセントラル，セントラルからの要求に応える側をペリフェラルと呼ぶ．以下の順番で，

BLE 端末同士の接続を行う． 

・ペリフェラルは，存在を認識してもらうために電波を発信し続けている（アドバタイジング）． 

・セントラルは，Scan を行い周囲の BLE 端末を認識する． 

・セントラルは，特定の BLE 端末に対して，Connect 要求を行う． 

・応答が返ってくると接続状態となり，データのやり取りを行う． 

 BLE 通信では，2 種類のパケットを利用する．Advertising Channel PDU と Data Channel PDU である Advertising 

Channel PDU は，Scan 時に取得することができる．Manufacture Data（MA）, Name 等のデータが格納されてい

る．Data Channel PDU では，BLE 独自の概念である Characteristics の Value が格納されている．これは，BLE 端

末同士でやり取りしたいデータであり Connect 時に取得することができる． 

 

３．BLE 端末の追加調査 

3.1 実験概要 

 先行研究と同様に，各 BLE 端末に対して Scan，Connect を行った．時間や取得する端末によって変化しない識

別値を得ることが可能か調査した．データ受信側には，MacBook:Ver10.14.4，iPhone7：Ver12.2 である．BLE 端

末は，Smart Watch 3 台を使用した．うち 2 台は，同じ種類である．実験期間は，2020.7.1，2020.7.2 の 2 日間であ

る． 

 

3.2 実験結果 

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授（指導教員） 
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 Manufacture Data（MA），Characteristics の Value（CV）により，BLE 端末の識別が可能であると確認された．

検証台数は，先行研究を含めると計 9 種類（17 台）である．認識率は，9/9 であった．Table 1.に実験結果の一部

を示す． 

Table 1. Experimental result 

 

 

４．BLE を使用したシステムに関する調査 

4.1 各国新型コロナ対策アプリケーションの調査 

我々は，先行研究によって判明した BLE 端末の特徴を活かし，紛失物発見システムを開発した(3)．その際，

サーバを使用せずスマートフォン内で管理を行う設計とし，プライバシーに配慮した．今回，システムのプライ

バシー保護に対する有効性を評価するため，各国の新型コロナ対策アプリについて調査を行なった．Table 2.に

各国のアプリの特徴を示す．多くの国では，BLE 通信を利用し接触確認を行っていた．アプリケーション登録

の際に個人情報を取得し，サーバによって情報管理を行う国も存在した． 

Table 2. Features of each country's app 

 

4.2 接触確認アプリケーションに対する意識調査 

本校の 144 名にアンケートを実施し、接触確認アプリの意識調査を行なった．結果は，登録しないが半数以上

を占め，個人情報の管理に対する警戒感は高いことが判明した． 

 

4.3 考察 

 新型コロナ対策では，プライバシーに対する考え方や接触確認の観点から各国で差がある．BLE通信以外の個

人情報をサーバ管理すると，情報が一か所に集中する．不正アクセス等による情報漏洩があった場合，個人を特

定される危険性が上がる． 

 BLE通信の傍受が無断で行われている場合，電波の窃用にあたる可能性もある．また，BLE端末によって個人

の追跡につながる可能性も否定できない．そのため，利用者の許諾を得ることに加え、BLE技術を適切に利用

し，管理する環境が必要であると考える． 

 

５．まとめ  

 今回，BLE 端末の追加調査と BLE 技術を利用しているシステムについて調査を行った．今後は，BLE 端末の

特徴を活かした「出席管理システム」の構築を検討し，安全なデータ管理について調査していく． 

文   献 

(1) 総務省 令和2年度版 IoT デバイスの急速な普及（最終閲覧日 2020.11.22） 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd114120.html 

(2) 小山他,“BLE 端末における ID 追跡可能性に関する検討”,情報処理学会第82回全国大会 

(3) 伊藤他,”BLE 検知による紛失物発見システムの開発”,情報処理学会第82回全国大会 
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B02-04 
Iot を利用した遠隔漁業の効率化に関する研究 

榊原 萌*1，田房 友典（指導教員）*2  

A Study on Improving the Efficiency of Remote Set-net Fishery Using Iot 

Moe SAKAKIHARA*1 and Tomonori TABUSA( Adviser )*2 

 

Key Words : IoT, Fishery Efficiency, Web Applications, Image Processing 

 

１．緒 言 

近年，世界での水産資源への関心が日に日に高まっている．しかし，2008 年時点では，世界の海洋水産資源の

割合は，「適度または低・未利用状態」が 15%と減少している一方，「満限利用状態」が 53%，「過剰利用または枯

渇状態」が 32%と増加している．今後このままの利用が継続すると，水産資源の枯渇がさらに進んでしまう可能

性がある．養殖業にも，様々な要因から生産量に限界があることが予想される．（１）そのため，持続可能な漁法で

ある定置網漁業が注目されており，ICT 技術を使った定置網漁業の取り込みについて報告されている．（２） 

本研究では，海上の定置網上に魚群探知機を設置し，そのデータを陸上からモニタリングするシステムを開発

する．システムの構成は画像処理に特化し，Iot を用いて実現する．転送されたデータは，Web 上から閲覧するこ

とができ，漁場に行くタイミングの効率化を測る．また，Iot を用いることで，海上での電力量はほとんど消費せ

ず，ランニングコストは格安，陸上との通信距離にも制限なし，波及効果の高いシステムを開発する． 

 

２．システム構成と各機能の解説 

本研究で作成したシステム（以下，「本システム」と呼ぶ）は，サーバ部と Web アプリケーション部から構成

される．図 1 は，本システムの構成を示している．また，本システムでは，マイコンは Arduino，サーバへデータ

を送信するための IoT サービスとして Sakura.io を使用している．この章では，これらの機能について解説する． 

 

 

Figure1 Configuration of the system 

 

2.1 サーバ部 

サーバ部では，温湿度データや撮影した写真の送信・保存と，写真の画像処理を行っている．設定した間隔で

温湿度の測定と写真撮影を行い，取得した各データを Sakura.io を用いてサーバに送信する．各データの保存が完

了すると，画像処理が行われる．画像処理には，Python と OpenCV を用いる．しかし，撮影から画像処理が完了

するまでに 1 枚あたり 5 分程度かかるため，画像処理をマイコン上で行い，その結果をサーバに送信する方式に

変更することを検討中である． 

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授（指導教員） 
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2.2 Webアプリケーション部 

Web アプリケーション部では，サーバに保存されている環境情報や魚群探知機の画面などのデータを Web 上

から確認できるようにする．図 2 は，作成した Web アプリケーションの各ページのスクリーンショットを示して

いる．トップページ(左)のグラフの描画には，グラフ描画用の JavaScript ライブラリである Chart.js を用いている．

左上の「日付変更はこちら」をクリックすると，データの表示範囲をユーザが任意に変更することができる(中央)．

グラフのマーカーをクリックすることで，詳細なデータをダイアログで確認できるように調整中である(右)．  

 

 

Figure2 Screenshot of the web application 

 

４. 既存システムとの比較 

ここでは，既存の研究で開発されているシステム（２）と比較し，本システムの優位性について述べる．IoT を使

用して海上の環境データを取得する研究は，本システム以外にもいくつか存在する．表 1 に，本システムと他の

システムを項目ごとに比較したものを示す．表 1 より，既存のシステムは 3G 回線を使用しているためデータの

転送速度が高いが，大容量のバッテリーなどを搭載しているため，200 万円と高価である．そのため，一般の漁

協などでは導入しづらい．これに対して，本システムは，IoT の回線のみを使用することで省電力化を実現し，

安価で汎用的，一般に普及しやすいものとなっている．一方，通信速度は遅いため，画像転送の速度は低く，送

信できる画像の条件が厳しくなる． 

 

Table1 Comparison of this system with other systems 

比較条件 本システム 他システム（２） 

使用している回線 IoT の回線 3G 

価格 約 10 万 200 万円 

画像の転送速度 約 897bps 約 25Mbps 

 

５．結 言 

遠隔漁業の効率化のため，IoT を用いたモニタリングシステムを開発した．本システムはサーバ部，Web アプ

リケーション部から構成されている．サーバ部では，データの取得・送信・保存を行う．Web アプリケーション

部では，保存されているデータをユーザが任意の範囲で確認できる．このシステムを用いることで，PC やスマー

トフォンから環境情報や魚群探知機の様子を確認でき，漁場へ向かうかどうかの判断の手助けになることが望ま

れる．また，他のシステムと比較すると，安価で一般に普及しやすいシステムとなっている．今後は，画像処理

における輪郭検出の精度向上や，Web アプリケーションの機能拡張に取り組んでいきたい． 

文   献 

(1) 水産庁 編，“第一章 特集 私たちの水産資源〜持続的な漁業・食糧供給を考える〜”，平成 21 年度 水産の動

向･平成 22 年度 水産施策 , No. 5 (2010), pp. 10-12. 

(2) 和田雅昭, 畑中勝守, IoT による持続可能な定置網漁業の取り組み, 特集「水産物の LCA」, Vol.14, No.3, 6(2018), 

pp.207-212. 
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B02-05 
機械学習を用いた居眠り検出システムの開発 

 

住廣 莉奈*1，益崎 智成（指導教員）*2  

Development of a doze detection system using machine learning  
 

Rina SUMIHIRO*1 and Tomonari MASUZAKI ( Adviser )*2 

 

Key Words : Face-eye recognition, Doze detection , Haar-Like Feature , Mechanical Learning 

 

 

１．緒 言  

現在，授業中居眠りをしている学生が多いことが問題視されている．株式会社資生堂の全国高校生にアンケー

トをした結果がある[1]．結果によると，授業中居眠りをしている時間が 1 人当たり 1 日平均 36.5 分でこれを 1

年間で平均すると約 120 時間である．また授業中の居眠りでおきたことについては，20.7%の生徒が，「成績が下

がった」と答え，19.0%の生徒が，「授業についていけなくなった．」と回答している．つまり，居眠りが原因で

大きく支障がおきていることがわかる．居眠りをしている学生を先生が起こすことで，授業が中断され，他学生

への集中力が切れる．本研究では，このような問題の解決策として，居眠りしている学生を検出するシステムを

開発する．その初期段階として，目が開いているか閉じているかの判定を検出するシステムを開発する．本シス

テムでは，カメラから人物検出を行い，顔を見つける．顔認識をもとに目認識を行い，目の開眼度情報から学生

が寝ているのか確認し，割合に応じて画面に警告が出る．現在の顔目認識を用いた既存のシステムにドライブモ

ニタがあり，カメラからドライバーの顔を認識し，顔の向きやまぶたの開閉を検出し，わき見や居眠りなど各種

の危険をブザー音で知らせるシステムである．ただし，運転者一人にしか認識できないため，教室内など複数人

の認識はできない．本システムでは，機械学習を用いて複数人の顔目認識を行うことができる．本システムでは，

教室内以外の場面での応用が期待できるため，どのようなデバイスでも実行できるように，Python 言語を用いて

開発を行う．画像認識部分には，OpenCV から提供されている顔目認識が可能なカスケード分類器を使用する． 

 

 ２．主 部  

本研究では，Haar-Like 特徴分類器を用いた居眠り検出システムを開発する．本システムは，まず人の前にカメ

ラを設置する．カメラの取得した映像から人物検出をおこない，顔・目認識をする．顔・目認識の情報から，人

物の目の開眼度情報を取得する．目の開眼度情報を元に，目が開いていれば起きていると判定を行い，目が閉じ

ていれば寝ていると判定を行う．また検出された人物と寝ている人物の人数比較をおこない，寝ている人数が半

数以上である場合は，赤表示が出力され，警告表示となる． 

 

2.1 顔目認識 

OpenCV で用意されている Haar-Like 特徴分類器を用いたカスケード分類器を使用した[2]．カメラから画像を

読み取り，顔の検出された範囲を四角で囲む．顔全体を四角で囲い，目検出のため顔の上半分を目認識の検出対

象の範囲とする．Haar-Like 特徴分類器の目認識判定を用いて目の部分を四角にかこむ．目の開眼度情報を元に居

眠り検出をおこない，目が開いている状態を起きていると判断する．目をつむっている状態を寝ていると判断を

行い，「Wake up！」の文字を顔の上に出力する．顔が認識された人数の半数以上目を閉じていると判断した場

合は，赤の表示を出力することで，先生が何人寝ているのか，また半数以上寝ているのかわかる．半数以上の部

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 助教（指導教員） 
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分はプログラムで簡単に変更可能のため，先生の人数の指定ができるようになっているため，個々の判断ができ

るようになっている．結果を Figure1 に示す． 

 

 

Figure1 Results of face-eye recognition 

 

2.2 居眠り検出の動作検証 

 1 人の顔の前にカメラを設置し，目が開いている状態と目が閉じている状態を 1m〜1m75cm まで 25cmずつ

離れて 10 秒間撮影した．その結果を Table1 左に示す．この結果から 1ｍ50cm離れて撮影を行えば認識率が

良いことがわかった．また，カメラと人物の距離が近すぎると目が閉じている状態を判断できず，1m75cm

以上のカメラと人物の距離が離れすぎると目が開いているか閉じているかの判断ができないことがわかる． 

 

2.3 居眠り検出の改良 

2.2 節の目の状態が判断できない問題の原因として，検出する最小の目の大きさを顔とカメラの距離に関わらず

一定にしていることが要因であると考えた．そこで，距離に応じて目の大きさを変化させる．顔の幅を画像から

読み取り，顔の幅の倍率によって検出する最小の目の大きさを変更することによって，距離に応じた目の大きさ

変更が可能である．改良した手法で同様に動作検証行った．その結果を Table1 右に示す．結果から，どの距離も

目の開閉状態の認識率が 100％となり距離に応じて検出する目の大きさを変えることで認識率が向上した． 

 

Table1 Before and after improvements of face-eye recognition 

 Before improvement After improvement 

 Open eyes Close eyes Open eyes Close eyes 

Distance Number of 

recognitions 

Recognition 

rate 

Number of 

recognitions

Recognition 

rate 

Number of 

recognitions

Recognition 

rate 

Number of 

recognitions 

Recognition 

rate 

1m 30/30  100% 3/30 10% 30/30 100% 30/30 100% 

1m25 ㎝ 30/30 100% 12/30 40% 30/30 100% 30/30 100% 

1m50 ㎝ 30/30 100% 27/30 90% 30/30 100% 30/30 100% 

1m75 ㎝ 0/30 0% 27/30 90% 30/30 100% 30/30 100% 

 

３．結 言 

本研究で，機械学習を用いた居眠り検出システムの開発の初期段階である，目が開いているか閉じているかを

判定する顔目認識システムを作成し，動作検証を行った．顔目認識の精度向上のため，カメラと顔の距離に応じ

て，顔の幅から検出する目の大きさの倍率を変更することで認識率が向上した．今後の課題としては，居眠り検

出システムを開発するためには，目をつむっている秒数を図り，秒数に応じて眠っていると判断できるシステム

開発が必要であると考える．そのため機械学習による応用を検証する必要がある． 

文 献 

(1) PRTIMES，“高校生の居眠りに関する実態調査”，https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001268.000005794．html，

（2020/11/20）． 

(2) OpenCV.jp, “画像処理とコンピュータビジョン-物体検出”, http://opencv.jp/，(2020/7/20） 
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B02-06 
ICT を活用した防災対策システムの開発 

竹下 都倭*1，桝田 温子（指導教員）*2  

Development of Disaster Prevention Measures System utilizing ICT 

Towa TAKESHITA*1 and Haruko MASUDA（Adviser）*2 

 

Key Words :catastrophe, disaster prevention map, evacuation site, hazardous area, ICT 

 

１．諸言 

近年，我が国では平成30年７月豪雨や北海道胆振東部地震，令和元年台風19号，令和2年7月豪雨など，毎

年のように甚大な被害を引き起こす大災害が発生している．上島町では，このような甚大な被害を引き起こす可

能性がある大災害が発生した場合，危機管理室からの依頼で地域住民に携帯電話会社から緊急速報メールやエリ

アメールが送信される．それを確認した住民は，指定された避難場所へ防災マップ(1)を活用して避難を行う．避

難場所へ到着すると，避難者名簿に必要事項を記入してもらい，これをもとに入所者を管理し，安否確認や補給

物資の配布を行う．そして，安全と判断されるまで避難場所で待機するという流れになっている． 

ここでの問題点は，防災マップや避難者名簿，食料・物資管理簿が紙媒体で利用されていることである．まず，

紙媒体の防災マップは普段持ち歩かないことから災害発生時に所持していない可能性がある．また，防災マップ

は上島町の公式ホームページでも確認することができるが，現在地や避難場所までの避難経路が分かりにくいと

いう問題がある．最後に，紙媒体の避難者名簿や食料・物資管理簿は，上島町全体での管理のしにくさや情報伝

達の難しさ，個人情報紛失の危険性があることである． 

 そこで本研究では，上島町（弓削島，佐島，岩城島，生名島）において，現在地から避難場所までの危険区域

を回避するような安全な避難経路をスマートフォン上に表示する防災マップアプリの開発と，避難者名簿や食料・

物資管理簿をクラウド上で一括管理し，危機管理室と各避難場所で情報共有できるような防災対策システムを開

発する．まず，スマートフォン上で紙媒体の防災マップと同様の避難場所や危険区域を表示させる防災マップア

プリを開発する．次に，現在地から避難場所までの津波浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの危険区域を回避

する避難経路を表示させる．そして，避難経路が浸水や土砂崩れなどによって断たれた場合に，昨年度開発した

災害情報投稿フォーム(2)から避難中の住民が投稿した画像と位置情報（緯度・経度）を受け取り，防災マップ上

に表示させる．また，避難者名簿や食料・物資管理簿をクラウド上で一括管理し，危機管理室と各避難場所，ま

たは各避難場所間での情報共有を可能にさせる．さらに，新型コロナウイルス（COVID-19）のような感染症の対

策を行い，最後に，実際に防災訓練で試験運用を行って，実用性を検証する．これらを行うことにより，危機管

理室や避難中の住民への早急な情報伝達ができ，より安全な避難を行えるようになる． 

本稿では，現在開発中の防災マップアプリの開発状況について報告する． 

 

２．防災マップアプリの開発 

 防災マップアプリの開発手順について述べる．まず，紙媒体の防災マップと同様の避難場所と危険区域を表示

させた防災マップアプリを開発する．次に，現在地から避難場所までの危険区域を回避する最短の避難経路を表

示させる．最後に，災害情報投稿フォームに避難中の住民が投稿した画像と位置情報を受け取り，防災マップ上

に災害発生場所を表示させる． 

昨年度の卒業研究で，スマートフォン上に上島町のマップを表示させ，弓削島と佐島の避難場所を表すマーカ

ーの配置とスマートフォンのGPS機能を用いて現在地を表示させたため，ここでは，岩城島と生名島の避難場所

の表示と上島町の危険区域の表示，避難場所の表示を現在いる島だけにするための方法について述べる． 

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 准教授 
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まず，岩城島と生名島の位置情報（緯度・経度）をgoogleマップと紙媒体の防災マップを見比べながら調べ，

図 2 のプログラムを用いてマーカーの表示を行った．また，避難場所の名称を確認できるようにするため，図 1

に示すようなポップアップを表示させた．次に，図1のような弓削島，佐島，岩城島，生名島の危険区域を表示

させるため，避難場所と同様にその区域を形成するすべての端点の位置情報を調べ，危険区域の範囲をラインで

結び，囲まれた範囲の色付けを行った．このとき，マップや経路が見えなくならないように透過率を調整した．

これらの危険区域の色は，紙媒体の防災マップを確認していた人でもわかるようにするため，上島町が公開して

いる防災マップと同様に，土砂災害警戒区域を黄色，土砂災害特別警戒区域を赤色，津波浸水想定区域を青色と

した．最後に，避難場所の表示を現在いる島だけにするため，図2のようにすべての避難場所の名前と位置情報

を記載していた部分を，図3に示すように，島ごとに避難場所を分けたCSVファイルを作成した． 

 

３．結論 

本稿では，避難場所と危険区域を表示させる防災マップアプリの開発を行った．研究成果は以下のようにまと

められる． 

 岩城島と生名島にある避難場所の位置情報を調べることで，上島町にあるすべての避難場所の表示を行う

ことができた． 

 危険区域を形成するすべての端点の位置情報を調べてラインで結び，囲まれた範囲の色付けを行うことに

より，それぞれの危険区域を表示させた． 

 危険区域の色を上島町で公開されている防災マップと同様にすることにより，防災マップを確認していた

人でもわかるようにした． 

今後の課題として，まず，現在地から避難場所までの危険区域を回避する避難経路を表示させることがあげら

れる．次に，災害情報投稿フォームに投稿された画像と位置情報を危機管理室や防災マップに送信できるように

することや，その受け取った画像と位置情報を防災マップ上で表示できるようにすることがあげられる．さらに，

避難者名簿と食料・物資管理簿をクラウド上で一括管理することにより，危機管理室と各避難場所での共有を可

能にし，最後に，新型コロナウイルスのような感染症の拡大を防ぐための対策を行うことがあげられる．  

 

 図 1. 避難場所と危険区域を表示した防災マップ     図 2. 避難場所を表示させるプログラム  

 

 

 

 

 

図3. 島ごとに分けた避難場所の位置情報 

 

参考文献 

(1) “上島町防災マップ”，弓削地区，佐島地区，生名地区，岩城地区 

(2) 越智瑞穂，“令和元年度卒業研究 ICTを活用した防災対策システムの開発 -災害情報投稿フォームの作成-” 
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B02-07 
地磁気フィンガープリントと点字ブロックマップを融合した 

歩行支援システムの開発 
－ 歩行特性の解析 － 

新田 涼輔*1，葛目 幸一（指導教員）*2  
Development of a Walking Support System Using Geomagnetic Fingerprints  

Combining with Braille Block Maps 
－ Analysis of gait characteristics－ 

Ryosuke NITTA*1 and Koichi KUZUME ( Adviser )*2 

 

Key Words : Visually impaired, Braille blocks, Geomagnetism Bluetooth Low Energy 

 

 

１．緒 言  

近年，視覚障碍者は年々増加しており弱視者を含めると 30 万人にものぼる．視覚障碍者は地面に敷かれた点字

ブロックから白杖や足底の感覚を用いて，点字ブロックの位置や種類を認識している，そのため主に雑踏中の心

的ストレスなどによる検出不良，不適切な設置,点字ブロックの識別能力の個人差などが原因で事故が発生してい

る．また視覚障碍者を支援するため，GPS 環境下で動作する経路案内アプリが開発されつつあるが，駅構内など

の非 GPS 環境では利用できない．これまでの我々の研究では非 GPS 環境内で地磁気を利用することで現在地の

特定ができることを示した．しかし，この現在地を特定するにはユーザが常に歩行していることが条件で，ユー

ザが静止していることと，計測した地磁気データから DTW（Dynamic time warping 動的時間短縮法）を用いてリ

アルタイムでの自己位置推定が難しい． 

本研究では加速度センサにより， ユーザの歩行特性の解析を行い点字ブロックマップと地磁気を利用した自己

位置推定への活用法について検討を行った． 

 

2．加速度センサによる歩行特性の解析  

 

点字ブロックマップと地磁気を利用した自己位置推定において，歩行特性の活用について下記項目について検

討する． 

①  歩数と歩幅で簡易的な歩行案内を実現する．ユーザが計測した地磁気と地磁気データベースとのDTW処

理により，高い精度で歩行案内を行う． 

②  ユーザが歩いているかどうかの歩行検知を行う． 

③  地磁気データベースの検索時間を短縮するために検索区間を限定する． 

 

3．実験方法 

3.1 実験システム 

本研究で開発した加速度，地磁気計測のシステム図を図 1 に示す. 加速度，地磁気センサを実装した装置をユ

ーザが指定した距離を歩行し加速度と地磁気を同時に計測する．測定したデータは Bluetooth でホスト PC を接続

されており，計測結果は PC 上に表示され,歩行解析を行う．なお，使用したセンサボードはローム社製 Arduino

用センサシールド，PC での開発言語は，Python である．送られてきたデータをグラフにし，歩いた歩数とセン

サで計測した歩数などの解析を行う． 

 
 

*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授（指導教員） 
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3.2 計測方法 

計測方法は，仮想点字ブロック上14mを直進し地磁気と歩数を計測し，計測した加速度をグラフで表示した．

なお実験は，本校情報工学科棟3階の廊下で行った．計測前にBLE同士の接続プログラムを実行し，接続確認後，

歩行開始地点からデータ採取を行うプログラムを実行し歩行終了地点でプログラムを終了させる.また,歩数を加

速度で計測するためにボディバックに加速度センサを入れユーザに装着する. 

計測回数は「通常歩行」,「遅く歩行」,「早く歩行」の3パターン歩行速度を変えて各5回計測を行った．ま

たセンサで読み取った歩数と実際の歩数を比較するため，歩行中はユーザが自分で歩いた歩数を数える．計測し

たデータをPC上にグラフで表示し，測定した加速度から歩数を推定する精度について検討した． 

 

3.3 歩行特性の解析方法 

加速度から歩数を計測するために，ローパスフィルタ(以下，LPF)を用いた．LPFを用いることで歩数を計測す

る際の無駄な振動を取り除くことができる. 以下にLPFを用いて補正した3軸(x,y,z)の合成値の算出式を示す． 

 
 

                   ; 計測した加速度ベクトルの大きさ 

 ；１サンプル前の出力値 

 ；LPF の特性を決定する定数 

 

の値が上限の閾値を超え，かつ下限の閾値より小さくなった時1歩として算出するよう閾値にヒステ 

リシス特性を持たせた．今回の計測では上限閾値を1.2，下限閾値を1.0に設定した． (3) 

 

  

図 1. 加速度,地磁気計測システムと装置装着図 

 

4．実験結果 

実験結果を表1と図2に示す． 

ユーザ2人の3パターンの歩行について実際の歩数と加速度センサで計測した歩数とその誤差率を表1に示す． 

どちらのユーザも「早く歩行」した場合の誤差率が他の2パターンと比べて小さいことがわかる．これは，遅

く歩行すると1歩を検出するまでの間にノイズ的な振動が発生するからである．また，遅く歩行することで，加

速度データの振動の幅が小さく歩数の計測に誤差が生じると考えられる． 

また，ユーザによって誤差率に大きな差が出た.これは，ユーザごとに加速度センサの値の振れ幅が異なるため

誤差率に差が出たと考えられる． 

図2は，ユーザ_1の「通常歩行1回目」の歩数の検出結果である．このとき実際の歩数と計測した歩数には4

歩の誤差が発生している．この原因として図2のグラフ中に歩数の非周期的な箇所が4ヵ所確認できる．この箇

所が本来1歩である部分が2歩として計測されているため歩数の誤差が生じた． 
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表1. ユーザ 2人の歩行データ 

遅く歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 27 29 2.13 7.4

2回目 26 28 2.32 7.7

3回目 27 29 2.14 7.4

4回目 27 28 2.15 3.7

5回目 27 29 2.15 7.4

平均 26.8 28.6 2.18 6.7

通常歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 23 23 3.09 0.0

2回目 23 27 3.13 17.4

3回目 24 23 3.13 -4.2

4回目 23 24 3.06 4.3

5回目 23 25 3 8.7

平均 23.2 24.4 3.08 5.2

早く歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 23 23 3.54 0.0

2回目 24 23 3.37 -4.2

3回目 24 25 3.46 4.2

4回目 23 23 3.51 0.0

5回目 23 24 3.45 4.3

平均 23.4 23.6 3.47 0.9

ユーザ_1

遅く歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 27 31 2.09 14.8

2回目 28 35 2.09 25.0

3回目 27 34 2.06 25.9

4回目 26 32 2.21 23.1

5回目 26 34 2.03 30.8

平均 26.8 33.2 2.10 23.9

通常歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 27 31 2.71 14.8

2回目 25 31 2.61 24.0

3回目 25 33 2.73 32.0

4回目 26 35 2.53 34.6

5回目 24 30 2.85 25.0

平均 25.4 32 2.69 26.0

早く歩行 実際の歩数 計測した歩数 平均速度(km/h) 歩数の検出誤差率(%)

1回目 22 22 3.43 0.0

2回目 22 21 3.19 -4.5

3回目 23 25 3.27 8.7

4回目 22 25 3.29 13.6

5回目 22 24 3.37 9.1

平均 22.2 23.4 3.31 5.4

ユーザ_2

 

 

 

図 2. 歩数の誤差が生じた4ヵ所をプロットした図 

 

5．結 言 

本研究では，加速度センサとLPFを使用し歩行特性の解析を行った．その結果，早く歩行することで誤差率が

小さく，ユーザごとに歩数の誤差率が違うことが分かった．また加速度を用いてユーザの歩行のナビゲーション

を行うことはユーザごとにLPFの閾値を設定することで可能であると考える． 

 今後の課題としてユーザごとのLPFの閾値の設定と，センサを装着する場所の検討，スマートフォンを用いて

加速度，地磁気データの計測を行う． 
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B02-08 
マイクロコンピュータを用いた点字ブロックの自動識別のための推論システム

の開発 
 

渡部 嘉司*1，葛目 幸一（指導教員）*2  

 

Development of an Inference System For Automatic Identification of Braille Blocks Using a 
Microcomputer 

 

Yoshitsugu WATANABE*1 and Koichi KUZUME (Adviser )*2 
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１．緒 言  

 現在，日本全国の視覚障碍者は約 30 万人を超え，そのうち，病気や怪我などで視覚機能に障害を持った

中途視覚障害者は，全体の約 6 割となっている(1).中途視覚障害の原因として，糖尿病網膜症，縁内障，黄

斑部変性症などの眼疾患や，事故による脳卒中の後遺症などが増えている．受障後間もない中途視覚障害

者の多くは，移動や情報入手の難しさにより，生活に不便さを感じることが多く，家に引きこもりがちに

なると言われている．本研究では，主に中途視覚障害者が外出時に，点字ブロックを認識する際，白杖か

らの情報だけでなく，本システムを組み合わせ,より高精度な識別支援を実現する．また誤認識を減らし，

安全性を高める点字ブロック自動識別のための推論組み込みシステムの開発を目的とする． 

 

２．点字ブロック自動識別のための推論システムの概要 

本研究では，先行研究で作成された 16ch 感圧センサで，得られた足圧データ(2)を基に点字ブロックの種別を識

別するための推論システムの開発を行う．識別する点字ブロックの種類は，警告ブロック，誘導ブロックの 2 種

類と平坦な地面を踏んでいる時，何も踏んでいない（無踏）時の 4 種類である．ハードウェアには，持ち運びが

楽で，安価な Raspberry Pi を使用し，AD コンバーターには MCP3008， 機械学習には MATLAB の Neural Pattern 

Recognition を用いた．ADC は量子化ビット数 10bit，サンプリング時間は 7ms である．システムは，16ch 足圧セ

ンサと Raspberry Pi を装着する．歩行時に，足圧センサから得られた電気信号を AD 変換し Raspberry Pi で推論し,

結果が警告ブロック，誘導ブロックの場合に装着者へ振動，または音で伝える．システムを図１に示す． 

 

３．実験方法 

我々は,これまでの研究で，ニューラルネットワークの学習において,識別率を下げずに入力データの bit 長，

隠れ層ニューロンの数の削減を検討した．その結果，入力データの bit 長 7bit，隠れ層ニューロンの数 6 層の条

件で識別率が低下しないことを確認した（図２参照）．本研究では，入力 16bit，隠れ層ニューロン数 6 の条件で

機械学習を行ったものを重み係数とする．求めた重み係数を，プログラムへ書き込み，推論させる．プログラム

で使用する活性化関数は tanh 関数とソフトマックス関数とする． 

 

４．実験結果 

 
*1 弓削商船高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻１年（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
*2 弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授（指導教員） 
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MATLAB による学習結果は，識別率 95．6%となり，識別率をあまり落とさずに隠れ層ニューロンの削減がで

きた．この学習結果から，使用された重み係数を，作成したプログラムへ書き込んだ．その結果，Raspberry Pi

での推論が確認できた．また Raspberry Pi での推論時間は 0.3ms となった．地面を踏んでから推論を終えるまで

約 0.3 秒以内で，ユーザが次の歩行を開始するまでの時間と比較して十分短い．よって 0.3ms はリアルタイム処

理を行える十分な速度と言える． 

  

5．結 言 

 本報告では，MATLAB で機械学習した重み係数を Raspberry Pi のプログラムに実装し，Raspberry Pi で推

論できることを確認した．また推論時間もリアルタイム処理を行うのに十分短いことが分かった． 

 今後の課題は，Raspberry Pi と MCP3008，16ch 足圧センサを接続し，入力の値を足圧センサから受け取

り，推論させる．そして装着者に，どのような手段で伝えれば歩行の妨げにならないか，伝達方法につい

て検討する必要がある． 

 

 

図１ 点字ブロック自動識別システム 

 

 
図２ 入力データのbit長の識別率の比較 
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表層潮流発電システムの用途研究

はじめに

弓削商船高等専門学校 商船学科 教授 筒井壽博
電子機械学科 准教授 長井 弘志

株式会社桧鉄工所 代表取締役社長 鴛田 敏

研究内容

おわりに

海洋エネルギー発電システムのひ
とつとして簡素な構造である下掛
け水車により表層潮流を活用する
方法を地元企業様と共同で開発を
続けている．

実証実験で用いた試作機は月間
積算量で約550 [kWh]程度の発電
能力が見込まれた．

今後はこの発電システムをベース
に有効活用できる用途として自立
型の人工漁礁や定置カゴ漁など地
元水産漁業に貢献できる仕様を構
築すべく，聞き取り調査と模型実
験を中心に開発をすすめている．

実海域での実験状況
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〈2019年10月1日現在〉

郵送にて
お手続きいただけます。

ホームページから
申込書のダウンロード可能！

※当行口座をお持ちでない方は、口座開設後にお申込みください。

https://www.himegin.co.jp/

365日 7：00～23：00

コンビニATM
利用手数料

当行ATMお引き出し
時間外手数料

保護者の方からの
仕送自動送金
取扱手数料・振込手数料

※保護者の方が当行口座から仕送りされる場合に限り
ます。別途お申込みが必要となります。

トリプル無料で、学生さんも家族もおトクに！クに

月
間4回
まで

全店（四国八十八カ所支店、ローンセンターを除く）

●お一人様1口座のみとなります。
●上記特典以外は普通預金と同様の
　商品内容です。

取 扱 店

卒業予定年月の翌月以降に到来する最初の９月もしくは３月の月末まで
※期限到来後は、通常の普通預金となります。特典期限

そ の 他
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※ナビダイヤルは、一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

全国銀行協会相談窓口 愛媛銀行の苦情受付窓口
【全国銀行協会相談室】〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル19階（全国銀行協会内）

０５７０-０１７１０９　または、０３-５２５２-３７７２
イーナットク

●受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）　●受付時間：午前９時～午後５時

【営業店】お取引店
【本　部】お客様相談所（TEL０８９-９３３-１１１１）

窓口およびメールオーダーでのお手続き
18歳以上の大学・大学院・短大・専門学校等に在学中の方および入学予定の方
※ただし、高専もしくは専門学校に在学中および入学予定の方は15歳以上でお申込みいただけます。
※当行口座をお持ちでない方は、口座開設後にお申込みください。

ご利用いただける方

ご本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）、ご印鑑、学生証等
入学予定の方は、合格証明書もしくは、入学金納付証明書が必要となります。ご用意いただくもの

メールオーダー すでに当行口座をお持ちの方はメールオーダーでもお申込みいただけます。
愛媛銀行ホームページから「学割口座」申込書を印刷

窓　口
口座開設と同時にお申込みいただけます。
必要書類をお近くの愛媛銀行窓口へお持ちください。
【取扱店】全店（ローンセンター各店、四国八十八カ所支店を除く）

申込書に記入、押印 郵送

〈2019年10月1日現在〉
https://www.himegin.co.jp/

当行ATMお引き出し
時間外手数料も

※通帳・硬貨のお取り扱いはできません。
※お振込みのご利用時には、別途振込手数料が必要になります。

平　日

土・日・祝日

平　日

土・日・祝日

平　日

土・日・祝日

お 引 き 出し
お 預 け 入 れ

1１０円
2２０円

無　料

110円

7:00 8:45 18:00 23:00

■コンビニ（ローソン銀行・イーネット・セブン銀行）ATMご利用手数料

※保護者の方が当行口座から仕送りされる場合に限ります。別途お申込みが必要となります。

保護者の方からの
仕送自動送金も
取扱手数料・振込手数料

な
ら

月間4回までお 振 込 み
（セブン銀行のみ）

残 高 照 会
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