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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”をはじめとするさまざまな分野の研究を

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４回目の開催となった今年度も、世界的には未だに新型コロナウイルス感染症の収

束を迎えていない状況下ですが、我が国においては９月いっぱいで全ての緊急事態宣言

が解除され、現在は日々の感染者数でかなり低い状況で推移しています。新たな変異株

の発生など、決して安心できる生活を取り戻せているわけではありませんが、今年度も

感染対策に十分配慮し、対面での開催とさせていただきました。 

研究発表件数としては、必ずしも多くはありませんが、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

ことを期待しています。 

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。 

 

 

2021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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T01-01 
マイクロチャネル内の流体と熱伝達 

○ ダワァ・ガンバット*1 

Fluid Flow and Heat Transfer in Microchannels 

Ganbat DAVAA*1  

 

Key Words : Fluid flow, Heat transfer enhancement, Modifying geometry, Fluid mixing 

 

研究概要 

マイクロエレクトロニクス技術はコンピュータ，ナビゲーションシステム，レーダーシステムなどで幅広く使

用されているため，電子デバイスの熱管理は非常に重要である． 

近年，産業技術の急速な発展により，パフォーマンス要件が高まり，ファンや金属フィンは，新しい電子機器

の冷却需要を満たすには実用的でない場合がある．電子機器の小型化に伴い，発熱密度が増加し，電子機器の冷

却技術やマイクロ熱流体デバイスの性能向上は重要視されている．マイクロスケールの流路を有する伝熱機器の

代表例はマイクロチャネルヒートシンクである．マイクロチャネルを用いることで低熱抵抗が達成できるため，

マイクロチャネルヒートシンクは，電子装置や車載用から宇宙船載用熱交換機に至るまで様々な分野で用いられ

ている．しかし，マイクロチャネルに液体を連続的に導入すると，流れが安定して秩序構造を維持しやすいので

通常のマイクロチャネルでは高効率冷却はまだ実現されていない．層流熱伝達を促進する手法として，流路の壁

面を周期的に変化させて壁面と流体の間の熱および物質移動を促進させる方法が知られており，このようなアプ

リケーションの熱伝達を強化するためにはいくつかのアプローチがある．そのうちの 1 つは，複雑な形状チャネ

ルの使用であり(1)，熱交換装置に波状壁を備えたチャネルを利用することは，真っ直ぐな壁チャネルの代わりに

波状壁の配置を使用すると熱伝達係数が増加するため，性能を改善する有望なアプローチである． 

この研究の主な焦点は，波状チャネルの熱伝達促進性能に関係して，マイクロチャネルヒートシンクのチャネ

ル壁の形状に着目し熱伝達の促進を検討することである．研究目的は，波状壁の不均等な振幅が流体の流れの挙

動と熱伝達に及ぼす影響を明らかにすることである．著者の知る限り，本研究の対象となっている波状チャネル

の熱水力性能に対する波状壁の不均等な振幅の影響を調べた研究はありません．そこで我々は，正弦波の波状壁

からなりたつマイクロチャネル内の流体の流れと熱伝達のシミュレーションを行う予定である． 

波状の壁の構成は，熱伝達の向上につながるだけでなく，圧力損失のペナルティの増加も引き起こす．したが

って，適切な範囲で運転操作すると，波状チャネルは，流体の流れの混合と熱境界層の周期的な破壊，又は熱と

物質移動を大幅に強化することにより，熱水力性能を向上さ

せる．流体混合作用が伴う波状の 3 次元のマイクロチャネル

ヒートシンクを設け，解析ソフトウェアを用いて，流れと伝

熱特性を解明する．計算領域はシリコン基板上に作製したマ

イクロチャネルと作動流体である水の領域から成り立つ．チ

ャネル内での流れプロファイルと温度場の解析を行い，状壁

面を持つマイクロ流路における流れと伝熱特性の比較し熱伝

達と摩擦損失の両方を考慮に入れてヒートシンクのパフォー

マンスを検討する．そして，レイノルズ数が等しい場合で比

較し，最も優れたパフォーマンスを評価する．  

 

図 1 ポリマー基板マイクロチャネルチップ（北海道大学理学部化学科）(2) 

 
*1 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 教授（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
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北海道大学理学部化学科で製造したポリマー基盤マイクロチャネルチップを図 1 に示す．この図からポリマー

基盤マイクロチャネルの大きさについてよく理解できるであろう． 

図 2 には本研究のマイクロヒートシンクのイメージ図を示す．この図は 3DCAD Fusion360 で作成したものであ

る．ヒートシンク内に設置しているマイクロチャネルは色々な形で作成することができるが，熱伝達を良くする

ためにはマイクロチャネル内を流れる液体と接するマイクロチャネルの壁面を増やす方法が一般的である． 

前回は直管マイクロチャネルとジグザグマイクロチャネルの熱伝達に及ぼす影響を比較した解析(3)を行った．

ジグザグマイクロチャネルヒートシンクの構成を図 3 に示す． 

本研究では，波状チャネルの熱伝達促進性能に関係して，マイクロチャネルヒートシンクのチャネル壁の形状

に着目し，熱伝達の促進を検討する．研究目的は，波状壁の不均等な振幅が流体の流れの挙動と熱伝達に及ぼす

影響を明らかにすることである． 

図 4 には，本研究で検討する波状マイクロチャネルの例を示している．これらの流路の壁面は互いに 0°（上図）; 

45°（中図）; 90°（下図）で相違する２つの正弦波から成り立つが, 他の相違の場合の解析も行う予定である． 

 

図 2 マイクロヒートシンク       

図 3 ジグザグチャネルヒートシンクの構成 
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図 4 波状マイクロチャネル 
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T01-02 
日本語の意味理解に関与する韻律的特徴の探索的研究 

－ ポーズとイントネーションの比較から － 

○山本 健太*1 

Exploratory Research on the Prosodic Characteristics That Affect  

Sentence Processing in Japanese 

－ A Comparison between Pause and Intonation － 

Kenta YAMAMOTO*1 

 

Key Words : Pause, Intonation, Prosodic Features, Sentence Processing 

  

●研究概要 

近年，国際化の波とともに外国人に対する日本語教育の需要が高まりつつある中，日本語母語話者と外国人と

の接触場面のさらなる増加と多様化が予想される．このような状況下では，音声によるコミュニケーションも自

ずと増加することになる．しかしながら，外国人にとって日本語の聞き取り（知覚）と発音（生成）が非常に困

難であるという壁が立ち塞がる．この知覚と生成の問題をめぐり，知覚の観点からは，日本語の音声がどのよう

に聞こえているのか，また，どのような点が聞き取りにおいて困難であるのか，生成の観点からは，外国人日本

語学習者が発音する日本語のどのような特徴が日本語母語話者にマイナス評価されてしまうのか，どうすれば矯

正可能なのか，といった問題が音声習得研究者の興味を惹きつけている． 

 本研究では，知覚の観点から外国人日本語学習者の音声習得を紐解くことを目指し，最終的に「どこを矯

正すれば発音が改善されるのか」という問題に答えるための第一歩として，文節間のポーズ（間）とイント

ネーション（音の高低差）という二つの韻律的特徴によって文の意味が変わる条件において，外国人日本語

学習者の知覚特徴を探索的に探っていく． 

●研究室紹介 

本研究室では，外国人日本語学習者を対象とした日本語音声の知覚研究，海事人材の育成を支援する効果的な

海事英語学習教材の開発と運用という二つの柱で研究を行なっている。現在は主に，日本語の曖昧文の知覚に

おいて，ポーズとイントネーションのどちらが文意の切れ目の判断に関わるのかを調査している。海事英語学

習教材の開発に関しては，データ駆動型学習の実用化を目指し，完成図書や海技試験等の英文からコーパスの

構築を行なっている。 

 

 

文   献 

(1) 石崎晶子，“日本語の音読において学習者はどのようにポーズをおくか −英語・フランス語・中国語・韓国語を母

語とする学習者と日本語母語話者の比較−”，世界の日本語教育，Vol. 15(2005)，pp. 75-89 

(2) 江田早苗・内藤由香・平野絵理香，“学習者によるイントネーション知覚と意味理解のストラテジー −音声教育へ

の応用と提言−”，日本語教育，Vol. 143(2009)，pp. 48-59 

(3) 畑佐由紀子・高橋恵利子・伊東克洋，“第二言語としての日本語の音声習得と評価研究”，広島大学大学院教育学研

究科紀要，Vol. 2, 文化教育開発関連領域(65)，pp. 177-186 

 

 
*1 弓削商船高等専門学校 総合教育科 助教（〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000） 
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C01-01 
 

「海・川・湖」の浮力を動力とする安定した再生可能エネルギーの研究開発 

～地産地消の発電を目指して～ 
 

講演者：白石 康貴（株式会社ウスイ電業） 

 

講演概要： 

日本政府は「２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」カーボンニュートラルを目指す

ことを宣言し，再生可能エネルギーの主力電源化実現に向けて本格的に動き始めました．地球と人類の未来の存

亡をかけて取り組むべき再生可能エネルギーの開発，実用化に於いて，四方が海に囲まれ，排他的経済水域の面

積では世界６位の広大な海域を有し，かつ大小さまざまな河川，湖など豊かな自然を有する日本にとって，波力，

浮力を利用した再生可能エネルギー発電の開発と社会実装は，急務の課題であります． 

弊社では約２５年間取り組んできた波力，浮力を動力とする動力変換機構の研究開発を基に，従来の波力発電

では難しいとされてきた０．３ｍ～１ｍ程度の小さな波や，従来の河川利用の中小水力発電とは動力変換構造の

異なる浮力を利用した発電システムの事業化に本格的に取り組み，時間や天候に左右されない，限りなく２４時

間安定した地産地消の再生可能エネルギーの提供と社会実装を目指しており，本開発装置の動作原理の説明や今

後の事業化の展望を本講演の内容とさせていただきます． 

 

講演者紹介（又は会社紹介）：  

 弊社 株式会社ウスイ電業は，「ものづくりの町」愛媛県新居浜市に 

本社のある会社です． 

主な事業は住友グループ，大王グループの電気工事業です． 

同時に開発技術，生産技術，協力会社のネットワークを活かした 

製品開発にも積極的に取り組んでいます． 

「株式会社ウスイ電業は，電気を通じて人と社会に貢献する企業として 

常に学び，成長していきます」 

「電気に携わる者として社会に貢献し，自らの人生に貢献していきます」 

という、先代 碓井 良和の創業理念のもと，約２５年前より波力，浮力の持つ 

大きな可能性に魅せられ自社独自の研究開発を行ってきました． 

 

略歴（又は沿革）： 

１９７４年   有限会社ウスイ電業 創業 

１９８９年   白石 康貴 入社 

１９９６年   再生可能エネルギー（波力，浮力）の研究開始 

２００６年   株式会社ウスイ電業へ組織変更 

２０１５年   株式会社ウスイ電業 二代目 代表取締役へ就任 

同 年   株式会社ウスイテクノス 設立 

２０１８年   株式会社ウスイ電業，株式会社ウスイテクノス ＧＯＭＥＳ共同事業開始 

２０２０年   株式会社ＵＳＵｉ 設立 

     

現在に至る 
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C01-02 
 

「自動運航船の研究紹介」と「研究活動と英語」 
 

講演者：澤田 涼平（国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所） 
 

 

講演概要： 

人手不足や採算性の観点から離島を結ぶ技術として，船舶の自動化に近年注目が集まっている．本発表では，

そのような船舶の自動化に関する研究として，自動避航と自動着桟の研究について紹介する．自動避航の研究で

は，ロボットの制御等の応用で使われている深層強化学習を用いて，複数船舶の絡む見合い関係で衝突を回避す

るモデルを学習により得る手法を紹介する．自動避航制御では，船体運動のシミュレーションを活用して開発し

た自動着桟制御の概要を示し，実験船の制御システムやこれを用いた因島での実船実験の内容を紹介する． 

また，後半では，講演者が経験した研究や業務上などであった英語を使った経験について英語体験談として簡

単に紹介する． 

 

 

 

講演者紹介（又は会社紹介）：  

 

 

海上技術安全研究所は，海上・港湾・航空技術研究所を成す 3つの研究所のうちの一つであり，9つの研究系と 2

つのセンター，そして 4つのプロジェクトチームで構成されています．講演者が所属する自動運航船プロジェク

トチームでは，自動運航船を実際に運用する上でのガイドラインや評価手法の検討および，実験船などを用いた

自動操船システムの開発などを行っています． 

 

 

略歴（又は沿革）： 

2016年 大阪大学工学部地球総合工学科船舶海洋工学コース 卒業 

2018年 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻船舶海洋工学コース 博士前期課程 卒業 

2018年 （国研）海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 知識・データシステム系 研究員 

2020年 （国研）海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 自動運航船プロジェクトチーム（併任） 

2020年 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻船舶海洋工学コース 博士後期課程 入学 現在に至る 
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B02-01 
Moodle と JupyterHub を用いたプログラミング環境の構築 

池田 裕希*1，長尾 和彦（指導教員）*2，田房 友典（指導教員）*2 

Building a programming environment using Moodle and JupyterHub 

Yuki IKEDA*1，Kazuhiko NAGAO ( Adviser )*2 and Tomonori TABUSA ( Adviser )*2 

 

Key Words : Moodle, JupyterHub, JupyterNotebook, nbgrader, LTI_Authenticator 

 

 

１．はじめに 

本校情報工学科では，問題解決手法やアルゴリズムなどのプログラミング技術の習得を目標として，複数の授

業でプログラミング教育を実施している．授業の一連のプロセスを説明する．まず，教師は紙やパワーポイント

などを用いて分岐処理などの知識を説明する．次に，生徒は学内 PC 内の Eclipse などの開発環境を用いて課題へ

取り組み，Moodle などの提出フォームにプログラムを提出する．次に，教師は提出されたプログラムをダウンロ

ード・実行し，手動で採点する．最後に，教師は採点結果を手動で Moodle へ反映させる． 

これらのプロセスにおける問題点として，授業における一連のプロセスが一つの環境に統合されていないこと

による教材管理の不便さや，学外での自学自習のための環境構築の手間が想定される．これは，生徒の負担の増

加や授業進行の非効率の要因となる．  

本発表では，問題点の解決を目標に JupyterHub を用いた環境構築の負担軽減，nbgrader を用いたプログラミン

グ教育プロセスの統合・効率化，LTI_Authenticator を用いたユーザ管理の負担軽減について述べる． 

 

２．プログラミング環境の概要 

2.1 JupyterHubを用いたプログラミング環境の構築 

教材管理や環境構築などの負担を軽減するため， 

① データのサーバ保存が可能であること 

② オンライン上で各ユーザ専用の環境が提供できること 

という条件の元，ブラウザ上で動作する開発環境を検討した．JupyterNotebook(1)などの開発環境を提供する

JupyterHub(2)，Moodle 上において Quiz 形式で動作する CodeRunner(3)と VPL(4)，paiza 株式会社が提供する paiza.IO(5)

を候補とした．全ての候補において対話的にプログラミングが可能である．CodeRunner と VPL は Moodle との親

和性が高く手軽に導入できるが，プログラムの部分実行ができない．プログラミングにおいて重要な小規模開発

を繰り返す積み上げ式での学習が困難である．paiza.IO は積み上げ式での学習が困難なことに加え，テキストを

交えた教材を作成できない．JupyterNotebook はセルコーディング方式によるトライ&エラーの容易性，テキスト

とプログラムを混在させた教材適正の高さ，オープンソースや豊富なライブラリによる拡張性の高さが挙げられ

る．これらの理由から，JupyterHub が最適であると考えた． 

検証環境には，リソースの消費が少なく開発の容易性から，コンテナ型仮想化プラットフォームである Docker

を用いた． 

 
*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 LTI_Authenticatorを用いた Moodleと JupyterHub間のシングルサインオンの実装 

JupyterHubは Moodleとユーザ管理が別になるため負担となる．LTI_Authenticatorは各システム間の連携

機能を実現するプラグインである．本校で学習管理に使用している Moodleと開発環境に使用した

JupyterHub間のシングルサインオンを実装した．ただし，LTI_Authenticatorは Moodleに対応しておらず，

ソースコードを変更し Moodleのユーザ情報に対応させる処理を行った(6)． 

 

2.3 nbgraderを用いた課題支援環境の構築 

JupyterNotebookは知識の説明，課題提出，評価を段階的に行えるが成績評価はできない．nbgraderは

JupyterNotebookを用いた課題の作成と採点を容易にするプラグインである．nbgraderは学習記録の CSV

ファイル作成機能が実装されている．Moodleの評定フォーマットに対応していないため，出力する CSVフ

ァイルの構成を Moodleの評定用に変更する実装を行った．また，パワーポイントを用いて使用方法のチュ

ートリアルを作成した．  

 

2.4 プログラミング教育を行う教員へのヒアリング 

作成したプログラミング環境をプログラミング教育の担当教員へ説明し，評価と改善策についてヒアリン

グを行った．その結果，学習支援プラグインである nbgraderによる課題作成は，一部の教員から操作が複

雑であると指摘された．また，効率化の目的からテキスト形式などの別フォーマットファイルの課題変換機

能が要望された． 

 

３．まとめ 

 本研究では，プログラミング教育におけるプロセスが統合されていないことや，プログラミング開発環境

の汎用性の低さから，Moodleと JupyterHubを用いたプログラミング環境を構築した．専用端末に限定され

ない汎用性や，各ユーザ専用の開発環境の提供，データのサーバ内保存，Moodleと JupyterHub間のシング

ルサインオン，JupyterHub上で教育プロセスが実施可能などの特徴を持つ．また，教師へのヒアリングを

通じて，現システムの評価と改善策について検討した． 

今後は，別フォーマットファイルの課題変換機能や学習記録の Moodleへの自動反映機能の開発，授業を想

定しての運用テストを行う．  

 

文   献 

(1) Project Jupyter，「Project Jupyter | Home」，2021，https://jupyter.org/，（11 月 25 日閲覧）． 

(2) Project Jupyter，「Project Jupyter | JupyterHub」，2021，https://jupyter.org/hub，（11 月 25 日閲覧）． 

(3) Richard Lobb （ University of Canterbury ） Tim Hunt （ The Open University ），「 CodeRunner 」， 2021 ，

https://github.com/trampgeek/moodle-qtype_coderunner - code-runner，（11 月 23 日閲覧）． 

(4) Juan Carlos Rodríguez-del-Pino，「Virtual Programming Lab」 2021， https://moodle.org/plugins/mod_vpl，（11 月 23 日閲覧）． 

(5) paiza 株式会社，「paiza.IO」，2014， https://paiza.io/ja，（11 月 23 日閲覧）． 

(6) 石坂徹，桑田喜隆，合田憲人，政谷好伸，横山重俊，浜元信洲，“Moodle と JupyterNotebook の連携によるプログラミ

ング教育環境の構築”，日本ムードル協会全国大会発表論文集，Vol. 7, No. 316 (2019), pp. 32-37. 

(7) 桑田喜隆，石坂徹，政谷好伸，長久勝，横山重俊，浜元信州，“クラウドを利用した対話的なプログラミング教育環境

とその評価手法の提案“，情報処理学会研究報告 2008-CE-93（５） 
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B02-02 
CNN を用いた自然画像に頑強な読唇システム 

 

 上村 海斗*1，田房 友典（指導教員）*2，梅木 陽（指導教員）*3 

Robust lip-reading for natural image using CNNs 

Kaito UEMURA*1，Tomonori TABUSA ( Adviser )*2 and You UMEKI ( Adviser )*3 

 

Key Words : CNN, Image processing, Rip reading  

 

 

１．緒 言 

今日，声帯や聴覚に異常のある方のコミュニケーションを支援するため，また人々の暮らしを快適にするため

に機械読唇や音声による入力が研究されている(1) (2) (3) ．しかし，それらの手法では認識精度がマイクやカメラな

どの機器の性能に依存する上に複数人数での対話時に識別が難しいという問題点があり，実用化には至っていな

い．この認識精度の悪さは，入力された顔画像の精度が原因である．そのため，本研究では顔画像からの唇検出

精度の向上を行う．本研究では入力の動画に対して dlib を用いて顔検出を行い顔のランドマークを抽出する．そ

の後に唇周辺に大きさの補正を施し唇の大きさを一定にそろえたものを抽出する． 

 

 ２．構 成  

従来の読唇システムでは畳み込みニューラルネットワーク CNN を用いる(4) ．中でも，画像認識の分野におい

て高い認識精度を持っている VGG19 と呼ばれるアーキテクチャを利用している．VGG19 は畳み込み層とプーリ

ング層の層と呼ばれる二種類の層を交互に積み合わせたアーキテクチャである．このアーキテクチャに動画内か

ら切り出した唇画像および音声データを学習させ，発話の認識を行っている． 

顔検出及び唇周辺の切り取りには dlib というライブラリを用いる．dlib は，Davis E. King らによって開発が開

始された高性能な顔の器官検出（Face Alignment）が手軽に利用できるライブラリである(5)．dlib を用いる利点は

顔検出の精度が高い事及び学習済みのモデルが豊富なことがあげられる． 

今回は shape_predictor_68_face_landmarks.datのモデルを用いて回帰ツリー分析を行い 68点の顔のランドマーク

を検出した(6)．その後に唇周辺のランドマークのみを取り出すことで唇周辺の画像を作成する． 

 従来の読唇システムの唇認識は，顔の画像をそのまま用いる，もしくは顔のランドマークを読み取り，唇の中

心から指定の大きさで切り取っている (1)(2)(3) ．しかし，これらの手法ではカメラとの距離が変わると唇の大き

さが変わってしまう．またカメラとの距離が遠くなると唇だけでなく顎や鼻が映ってしまう．これらが読唇術の

結果に悪影響を及ぼしていると考えられる． 

 

３．提案手法 

 本研究では唇を検出した後に切り取りを行う前にランドマークの距離が指定の大きさになるように大きさを補

正する．その後に唇周辺のみを切り抜くことで唇の大きさが一定となる．また鼻や顎などが映りこむこともなく 

なるため，画像内の唇の大きさが一定となるため読唇の精度の向上につながると考えられる． 

 本システムの動作手順は次のようになる．まず入力の動画を映像と音声に分割する．次に映像からランドマー

クを検出し唇周辺のみを切り取り，大きさを補正する．その後にグレースケール変換しフレーム毎に分割する． 

 
*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） 
*3 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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      図 1（a）成功した画像              図 2（b）鼻や顎が映った画像 

図 1 実験結果 

 

４．実験方法 

動画を入力し顔のランドマーク検出を行う．またランドマークを用いて唇周辺の切り取りが正しく動作するか

を確認する．最後に提案手法と従来の唇検出と精度を比較する． 

 

５．実験結果 

自作の動画を用いてランドマーク検出を行い，唇周辺のみを切り取った画像を出力した．図 1（a）は入力動画

の唇周辺を切り取った画像を一枚抽出したものである．また従来の手法では，顔の形による特徴点の位置の違い

や入力の解像度や顔の大きさや向きによって切り取り範囲や唇の大きさにばらつきがみられたが，本手法では唇

の大きさを一定にそろえることが出来た． 

                                                        

６．結 言 

今回は，Dlib を用いて回帰ツリー分析を用いて顔検出を行い顔のランドマークを 68 点取得することが出来た．

次にそれらを用いて唇周辺のみを抽出することが出来た．また，入力動画の解像度や大きさ，顔の形，向きによ

って切り取りの範囲や唇の大きさに多少のばらつきが見られた従来の手法に比べて本研究では唇の大きさを一定

にすることが出来た． 

今後の展望は，顔のランドマークの検出を回帰ツリー分析以外の方法で行うことで顔検出処理の精度向上及び処

理の高速化を目指していく．次に唇周辺の画像の切り取りの方法を改良することによって複数人数での入力時に

別の人間を区別して唇画像のデータを取得できるように改善していく．最後に検出した特徴点を用いて発言して

いる発声音の識別を行い，発声音からの文章の推測及びその精度向上を目標に進めていく． 
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B02-03 
機械学習を用いた PM2.5 濃度予測に関する研究 

黒飛 拓磨*1，徳田 誠（指導教員）*2，梅木 陽（指導教員）*3 

A Study on Prediction of PM2.5 Concentration using Machine Learning  

Takuma KUROTOBI*1，Makoto TOKUDA ( Adviser )*2 and Yo UMEKI ( Adviser )*3 

 

Key Words : Machine Learning, Deep Learning, PM2.5, Time Series Data, Image Processing 

 

 

１．緒 言  

近年，近隣諸国および日本国内で発生した PM2.5 は，弓削島にまで及んでいる．実際に，弓削島内での

PM2.5 濃度は 1 日の平均が，環境省が定める基準値 35[μg/m3]を超えている場合がある．そこで，数時間後の弓

削島の PM2.5 濃度を予測し，曝露の回避行動の促進に役立てたい． 

先行研究として，平成 29〜30 年度の本校専攻科特別研究(1)において，3 層のニューラルネットワーク（Neural 

Network）を用いた PM2.5 濃度予測が報告されている．この研究では，近隣 4 都市で計測した PM2.5 濃度および

生口島の平均風速と最多風向の 6 種類が入力データとして用いられ，ニューラルネットワークの出力値（PM2.5

濃度の予測値）と教師データ（実際の PM2.5 濃度）との誤差が最小になるように学習された．その結果，1〜2 時

間後までの濃度予測は実用レベルにあるものの，3 時間後以降の予測は不十分な精度であった．原因として，風

速などの諸条件によっては，近隣都市から流れてくる PM2.5 が 3 時間後には弓削島を通過している可能性がある

ことと，データ数の不足による過学習が考えられる． 

そこで，本研究では，学習データと教師データの加工法や組み合わせを変更する．具体的には，本校で測定し

た PM2.5 濃度を時系列データとして用いる手法や，近隣都市や本校から得た時系列データを併用し，モノクロ

画像に見立てた学習データを用いる手法を考えている．これに伴い，これらの手法に有効とされるディープラー

ニング（Deep Learning）を導入することで，予測精度の向上を図る．また，高速処理が可能な実行環境を使用す

ることでデータ数の大幅な増加にも対応する． 

 

２．ディープラーニング 

2.1 ディープラーニングの種類  

本研究で用いるディープラーニングとは，人工知能の一種であるニューラルネットワークの中間層を多層に結

合することにより，学習能力を高めたものであり，CNN（Convolutional Neural Network）と RNN(Recurrent Neural 

Network）に大別される．CNN は，主に画像処理において，RNN は時系列データ，音声，文章などの情報の並び

に意味を持つデータを扱う場合に有効なネットワークである． 

 

2.2 実行環境 

ディープラーニングにおける実行環境として，主にユーザビリティと処理速度の２つが求められる。ディープ

ラーニングで用いられるアルゴリズムは非常に高度であるため，自ら組み上げることは推奨されておらず，正し

く動作することが確認されていて，かつ使いやすさの優れた無料ライブラリなどの使用が一般的である．この条

件を満足するものに，Sony NNC(Neural Network Console)(2)，TensorFlow，PyTorch などが挙げられる．Sony NNC

は，ドラッグ＆ドロップによりノーコードで設計が可能である点が特長であり，有償ではあるもののクラウド上

の GPU サーバの利用が可能であることから，廉価な維持費で手軽にディープラーニングを導入できるという利

 
*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） 
*3 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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点がある．また，機械学習用に GPU を搭載した計算機を購入するよりも導入コストを抑えながらローカル環境

を構築する方法として，NVIDIA 社の Jetson シリーズがある．Jetson(3)の OS が Ubuntu であるため経験と知識が求

められるが，インターネット上ではそれを支援するサイトも散見される． 

 

３．シミュレーション  

3.1 シミュレーション条件 

本研究では，本校の PM2.5 濃度の時系列データを使用し，代表的な RNN である LSTM を用いて 1 時間後，2

時間後，3 時間後，12 時間後，24 時間後の 5 パターンの予測を行なった．使用した学習用データは，2015 年 12

月 27 日から 2016 年 8 月 7 日までの約 7 ヶ月間，確認用データは，2016 年 9 月 12 日から 2017 年 3 月 1 日までの

約 6 ヶ月間のうち 1 ヶ月間を無作為に抽出したものである．なお，この期間におけるサンプリング間隔は 1 時間

であることから，学習用データ数は 5386 セット，確認用データ数は 720 セットとなっている．計測データの欠損

部分の扱いについては，2 時間以内までであれば前後の平均値で補完している．また，24 時間の連続データを 1

組の学習データセットとし，そこから数時間後のデータを教師データとした． 

 

3.2 シミュレーション結果 

本シミュレーションでは，Sony NNC クラウド版を採用した．3.1 節の設定において NVIDIA®︎T4GPU という GPU

を使用して 500 回の学習を行った．図 1 は 3 時間後の未学習データに対する LSTM の出力値と教師データを表し

たものである．図 1 を見ると波形はおおむね同じ形であり，屋外での活動を回避するべき濃度 35[μg/m3]以上で

あっても良好に予測できていることが分かる．  

 

 

          

図 1 Predicted results after 3 hours 

 

次に，図 2 に 24 時間後の予測結果を示す．1 時間後から 3 時間後といった比較的近い未来の予測よりも精度

が劣り，適切な予測ができていない．具体的には，回避すべき 35[μg/m3]以上の濃度が発生した全 7 区間のう

ち，1 区間しか予測できていないことが分かる．12 時間後の予測においても類似した傾向がみられ，学習データ

の選び方や前処理に対する工夫がさらに必要であることが分かった． 
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図 2 Prediction results after 24 hours 

 

４．結 言 

本報告では，LSTM を使用した 3 時間後，24 時間後における PM2.5 濃度の予測結果を述べた．今回の課題とし

て，半日以上経過した状態の予測が困難なことが挙げられる．しかし，LSTM 以外の深層学習の利用や学習に用

いるデータセットの構成を工夫することにより，精度の向上が期待できる．今後は RNN だけでなく，CNN を用

いて，近隣都市の情報も加え，かつ部分的に時系列データを含むという先行研究とのハイブリッド構造の導入を

検討している．また，利用したクラウド版の Sony NNC は，高速処理が可能な計算機の導入といった初期費用が

不要な反面，クラウド上の高速演算装置の使用を申請してから実際にプログラムが動作し始めるまでにかなりの

時間と使用料を要した．そのため，試行錯誤を行う上での作業効率が非常に悪かった．この問題を踏まえ，今後

はローカル環境において，高速処理が可能な計算機である Jetson AGX Xavier を導入し，TensorFlow を利用した開

発を考えている． 
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B02-04 
RC サーボモータのモデル化 

塩飽 航平*1，前田 弘文（指導教員）*2，徳田 誠（指導教員）*2  

Modeling of the R/C Servo Motor 

Kohei SHIOAKU*1, Hirofumi MAEDA ( Adviser )*2 and Makoto TOKUDA ( Adviser )*2 

 

Key Words : Exploration robot, Mobile robot, Water pipe, Motor Modeling, Robot control 

 

 

１．緒 言 

我国では昭和 40年代以降，下水道事業の実施都市が急増し，各地で下水道整備の普及が促進されてきた．

これまでに全国の下水道施設は，管路総延長約 460,000 [km]，下水処理場数約 2,200 ヶ所となっている．その

ため，管理施設の増加とともに，長期使用施設の老朽化が顕在化している．下水管渠の標準的耐用年数は 50

年とされており，すでにこの年数を超える下水管渠の延長は約 10,000 [km]以上となっている．また，管渠布

設後 30年が経過すると道路が陥没する箇所が急増する傾向もある．このような背景から，排水管・下水管の

維持管理は重要であり，継続的に行っていかなければならない．しかし，実際に管内を検査する作業は，人

が行うには過酷であり，検査範囲も広大である．そこで，近年ではロボットを用いた検査が活発に行われて

いる．ところが，これらのロボット検査にも問題があり，有線による外部制御・外部電源が主流であること

から，ロボットシステム全体が大掛かりなものとなっている．そのため，メンテナンス性が悪く，高価なシ

ステムとなっている．そこで，本研究ではこれまで研究してきたレスキューロボットのノウハウを活かし，

自律で持ち運びが容易な小型配管検査ロボットの開発を行ってきた(1)．その中で我々は，直進制御によってロ

ボットの転倒を防止することで，1種類のタイヤで複数の管径に対応する方法を提案した．しかし，より高度

な運動性能をシステムに持たせるためには，ロボットに搭載されている RC サーボの内部状態を考慮した動

的モデルに基づく制御が必要不可欠である．そこで本論文では，RCサーボモータの線形システムの同定を行

うための前処理として，RCサーボモータのモデル化について述べる． 

 

２．RC サーボモータのモデル化 

本 RCサーボモータは，DCモータ，ギヤヘッド，磁気式エンコーダ，速度・角度制御回路およびモータドライ

バから構成されている．また，モータへの指令はシリアル通信によって与えられる．システムのブロック線図本

研究で開発する接触型計測器のリンク構造を図 1に示す．組み込みコントロール𝐾は制御回路とモータドライバ，

プラント𝑃(𝑠)は DCモータ，磁気式エンコーダおよび負荷を含んでいる． 

 

 

図 1 Block diagram of the R/C servo motor  

 

図 2 より，印加電圧𝑉(𝑠)から DC モータの回転角度𝜙(𝑠)までの伝達関数（𝑃(𝑠)）を求める．印加電圧𝑉(𝑡)は，

キルヒホッフの第 2法則より， 

 

 𝑉(𝑡) = 𝑅𝐼(𝑡) + 𝐿𝐼(̇𝑡) + 𝑒(𝑡)      (1) 

 
*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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 𝑒(𝑡) = 𝑘𝑒�̇�(𝑡)        (2) 

 

となる． 

 

 

図 2 The DC motor model 

 

ここで，𝐼(𝑡) [A]はモータに流れる電流，𝑒(𝑡) [V]は逆気電圧，𝑅 [Ω]はモータの内部抵抗，𝐿 [H]は電機子イン

ダクタンス，𝑘𝑒は逆起電圧定数である．次にモータの発生トルク𝜏(𝑡)は， 

 

 𝜏(𝑡) = 𝑘𝜏𝐼(𝑡) = 𝐽�̈�(𝑡) + 𝐷𝜙�̇�(𝑡)     (3) 

 

となる．ここで，𝑘𝜏 [Nm/A]はトルク定数，𝐽 [Ns2/m]は負荷の慣性モーメント，𝐷𝜙 [Ns/m]は粘性摩擦係数で

ある．よって，式（1）～（3）より，𝑉(𝑡)から𝜏(𝑡)への伝達関数は， 

 

 
𝑇(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑘𝜏(𝐽𝑠+𝐷𝜙)

(𝑅+𝐿𝑠)(𝐽𝑠+𝐷𝜙)+𝑘𝑒𝑘𝜏
       (4) 

 

となる．さらに，式（3）の運動方程式から， 

 

 
𝜙(𝑠)

𝑇(𝑠)
=

1

(𝐽𝑠+𝐷𝜙)𝑠
        (5) 

 

となり，伝達関数𝑃(𝑠)は， 

 

 𝑃(𝑠) =
𝜙(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝑘𝜏

{(𝑅+𝐿𝑠)(𝐽𝑠+𝐷𝜙)+𝑘𝑒𝑘𝜏}𝑠
     (6) 

 

となる． 

 

３．結 言 

本論文では，RCサーボモータのモデル化について述べた．今後は，RCサーボモータの線形システムの同定

を行うために，組み込みコントローラのモデル化を行う．そして，SRIVC法を用いて線形システムの同定を行

う予定である． 

 

文   献 

(1) Hirofumi, M., “Automatic Compensation of the Positional Error Utilizing Localization Method in Pipe”, International Journal 

of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol.9, No.6(2021), pp.151-157. 
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B02-05 

OpenPose を用いた上半身姿勢推定による 

居眠り検出システムの開発 

住廣 香奈*1，田房 友典（指導教員）*2，益崎 智成（指導教員）*3 

Development of Doze Detection System by Upper Body Posture Estimation Using OpenPose 

Kana SUMIHIRO*1，Tomonori TABUSA ( Adviser )*2 and Tomonari MASUZAKI ( Adviser )*3 

 

Key Words : Posture estimation , Doze Detection, OpenPose, Machine Learning 

 

１．緒 言  

現在，授業中に居眠りをしている学生が多いことが社会問題として挙げられている．日本青年研究所と一ツ橋

文芸教育振興会が日米中韓の高校生約 6200 人を対象に授業中の居眠りの有無について調査をした結果，日本は

日米中韓で最多の 45.2％に上った(1)．また，株式会社資生堂による調査では，授業中に居眠りする時間の 1 日の

平均が 1 人当たり 36.5 分という結果となり，年間で約 7300 分居眠りをしていることが明らかになった(2)．授業

中に居眠りをしたことで成績が下がったと 5 人に 1 人が回答し，10 人に 1 人が授業についていけなくなったと

回答した．つまり，授業中に居眠りをすることで学生生活に大きく支障が生じていることがわかる．本研究では，

授業中の居眠り対策として，機械学習を用いて居眠りをしている生徒を検出する新たなシステムを開発する． 

本システムでは，本研究室で開発した目の開閉による居眠り検出システムの欠点である姿勢判定による居眠り

検出の開発を行う．上半身が起きている場合，”OK”を表示し，寝ている場合は，”Wake up”を表示することで居

眠りしている学生を検出する． 

授業中の居眠り検出の前例として，名古屋大学大学院工業研究科情報工学専攻が 2002 年にビデオ画像による

授業中の居眠り検出を行っている(3)．しかし，頭を検出するために黒い領域を抽出して検出を行っていることで

学生が黒い服装である場合，検出されず，髪色が黒髪以外は検出されない問題がある．また，本研究のこれまで

の実験より，学生の居眠り画像を学習させた OpenCV のカスケード分類器を用いる手法では，カメラからの距離

が近すぎたり，遠すぎたりすると，検出できないという問題がある． 

本システムは，姿勢による居眠り検出を行うため，髪色や服装の色を関係なく，居眠り検出を行うことができ，

カメラからの距離が関係なく，検出できる．教室内以外のあらゆる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った．画像認識部分には，OpenPose を用いて認

識を行っている． 

２．主 部 

  本研究では，OpenPose を用いた居眠り検出システムを開発する．本システムは，静止画像から人物検出を行い，

姿勢を推定する．姿勢の情報から，骨格の位置情報を取得する．人物の骨格を元に肩幅と首の長さを取得し，肩

幅に対する首の長さの比を求める．求めた比が 0.3 以上であれば起きていると判定し，求められた比が 0.3 未満あ

るいは，両肩と首の骨格の検出結果に欠けのある人物は，寝ていると判定する． 

 

2.1 上半身の骨格認識 

OpenPose を用いて，画像中の人物の姿勢推定を行う．静止画像を入力とし，人物の骨格の位置情報を取得す

る．取得した位置情報から，左右の肩と首の画像中の位置を取り出し，肩幅と首の長さを取得する．肩幅と首

 
*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） 
*3 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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の長さの比を求める．求めた比が 0.3 以上であれば起きていると判定を行い，”OK”と表示する．求められた

比が 0.3 未満あるいは，比が求められることができず，両肩と首の骨格の検出結果に欠けのある人物は，姿勢

が崩れているため寝ていると判定を行い，”Wake up”と赤字で表示する．人数を把握するため，１人の骨格が

検出されるごとにカウントを行い，シーン中の人数を把握することができる．  

 

  
 

 

図１.OpenPose による居眠り検出 

 

2.2 居眠り検出の動作検証 

検証のため入力画像を 50 枚用意し，OpenPose を用いた居眠り検出を行った．その結果，全ての画像に誤認識

がなく，居眠りの検出を行うことができた．その後，本研究室で作成した OpenCV のカスケード分類器を用いた

既存手法と提案手法の距離による認識率の比較を行った．上半身が起きている状態と上半身が寝ている状態を

50cm~2mまで50cmずつ離れて撮影した．実験結果を表1に示す．この結果から，既存手法では，1mから1m50cm

までしか居眠りを検出することができなかった．その原因として，カスケード分類器を作成にあたって保存した

正解画像によるものであることが要因であると考えた．それに比べ，提案手法では，肩幅と首の長さの比によっ

て居眠りを判定するため，距離に関係なく，検出することができた． 

 

表１：OpenCV とOpenPose の姿勢認識 

 OpenCV OpenPose 

 上半身が起きている

状態 

上半身が寝ている 

状態 

上半身が起きている 

状態 

上半身が寝ている 

状態 

距離 認識 認識率 認識 認識率 認識 認識率 認識 認識率 

50cm 10/10 100% 1/10 10% 10/10 100% 10/10 100% 

1m 10/10 100% 10/10 100% 10/10 100% 10/10 100% 

1m50cm 10/10 100% 10/10 100% 10/10 100% 10/10 100% 

2m 10/10 100% 0/10 0% 10/10 100% 10/10 100% 

 

３．結 言 

本研究で，上半身の姿勢推定による居眠り検出を行った．OpenPose により求めた人物の骨格の位置情報を用

いて姿勢推定を行うことで，距離による認識率が既存手法よりも向上した．今後の課題として，動画像を入力と

し居眠り時間を計ることで，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． 

文   献 

(1) 国立青少年教育振興機構，“高校生の勉強と生活に関する意識調査報告書-日本・米国・中国・韓国の比較-”，

http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/114/，(2017/3/13)． 

(2) 株式会社資生堂，“居眠りゼロプロジェクト”, https://ao-haru.jp/press/seabreeze-inemuriproject/，(2018/11/20）． 

(3) 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻， “ビデオ画像による授業中の居眠り検出 ”，

https://www.ieice.org/publications/conference-FIT-DVDs/FIT2002/pdf/N/N_35.PDF，(2002)． 

2020

https://ao-haru.jp/press/seabreeze-inemuriproject/，(2018/11/20
https://www.ieice.org/publications/conference-FIT-DVDs/FIT2002/pdf/N/N_35.PDF
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B02-06 
NeRF を用いた高精度な構造物の復元 

 

高瀬 玄渉*1， 峯脇 さやか（指導教員）*2，益崎 智成（指導教員）*2 

Accurate 3-D Reconstruction with NeRF 

 

Towa TAKASE*1，Sayaka MINEWAKI ( Adviser ) *2 and Tomonari MASUZAKI ( Adviser )*2 

 

Key Words : Neural Radiance Fields， Structure from Motion， 3D restoration  

 

 

１．緒 言 

 近年，SfM（Structure from Motion）を用いた，文化財の保存，写真測量や地形モデルの作製が盛んに行われ

ている．2019 年 10 月 31 日に沖縄県にある首里城の火災が発生した．現在では，SfM を用いた首里城の復元プ

ロジェクトが行われている．また，世界遺産なども同様に SfM を用いて 3D モデル化されている．SfM を用いた

ソフトウェアは多数存在しており，高度な知識なしで，3D モデルを作成することができる．この手法の利点とし

て，首里城や世界遺産などで応用されているように，現在存在しない対象に対しての復元も可能であり，必要な

入力データも既存の静止画像を応用可能なため，新たに入力データを作成する必要がないことがあげられる． 

本校には，商船学科の航海練習のために，練習船弓削丸があるが，新たな練習船の造船予定があり，現在の弓

削丸は廃船予定となっている．そこで，本研究では，学習の参考資料や本校来訪者への展示物にできる，高精度

な弓削丸の 3D モデル作成を目的とした三次元復元システムを提案する．本システムは，弓削丸のみに限定され

ず，写真が豊富に存在するものであれば様々な形状の物体の三次元復元に応用可能である． 

既存の三次元復元手法として， Meshroom(1)は，オープンソースの三次元復元ソフトウェアであり，運用が容

易な手法として挙げられる．また，近年高精度な三次元復元手法として NeRF（Neural Radiance Fields）(2)(3)が

あり，機械学習を用いた 3D モデルの描画によって高精度な復元を実現している． 

本論文では，Meshroom と，NeRF を用いた 3 次元復元法について述べ，その動作の検証結果について示す． 

 

 

２．主 部 

2.1 Meshroom を用いた三次元復元の検証 

Meshroom とは，非営利団体 ALICEVISION 協会が開発したオープンソースの三次元復元ソフトウェアであ

る(1)．Meshroom は，点群データを作成するだけでなく，不要な部分を除いたメッシュを作成することがで

き，さらに，作成されたメッシュにテクスチャを貼り付けることが可能である． 

様々な角度から撮影したテープカッターの画像 156 枚を入力として，Meshroom による三次元復元実験を

行った．図 1 は入力画像の例，図 2 は図 1 の復元画像である．図 1，図 2 より，完全に復元できていないこと

が明らかである．また図 2 において，復元できている土台や側面部分は，平らではなく，波打ったように凸凹

している． 

この結果より，Meshroom は木のような表面が複雑な構造を持つ物や，様々な色で構成される物の三次元復

元に適しているが，同一色の滑らかな面の復元には適していないことが明らかになった．弓削丸の船体側面の構

造は，凹凸が少なく，複雑な構造ではない．したがって，Meshroom では，弓削丸を高精度な 3D モデルにする

ことは難しいと考えられる． 

 
*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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2.2 NeRF（Neural Radiance Fields）を用いた三次元復元の検証 

近年，三次元復元の高精度な手法として，NeRF が提案されている(2)(3)．NeRF は，物体が存在する座標の密

度が高くなるような，空間上の各座標に色と密度を対応付けるベクトル場をニューラルネットワークで近似する

ことで，三次元空間の形状を表現する手法である．ここでの密度とは，その点に物体が存在することを示す指標

のことである．このニューラルネットワークの訓練に必要なデータセットは，様々な角度から撮影した画像のみ

であり，教師 3D モデルを必要としない．また，任意の視点からの非常に高精細な画像を生成できる． 

Google の提供する機械学習の教育や研究用の開発環境である Google Colaboratory で NeRF の動作確認を

行った．Colaboratory は，Web ブラウザから Python を記述，実行できるサービスで，環境を構築する必要が

なく，無料で GPU にアクセスできるという特徴がある． 

実装したシステムの流れを述べる．まず，任意の視点の複数枚の画像を入力データとして，準備し，システム

に読み込ませる．次に，撮影されたカメラの位置情報を求める．読み込んだカメラの位置情報から， 三次元復

元をする領域を定義する．任意の学習回数を指定し，NeRF による学習を行う．三次元復元結果として，指定し

た視点からの 3D モデルの描画結果を画像として出力する． 

入力データは，DeepVoxels Dataset (4)を利用し，478 枚用意した．学習時間は，30 分である．入力画像の 1

つを図 2 (a)に，復元した結果を図 2 (b)に示す．Colaboratory の環境上で利用できる時間が制限されており，学

習回数が少ないため，精巧な結果が得られていないが，入力画像の大まかな形状を復元できた．システムの学習

回数を増やせば，今後はさらなる精度向上が見込めると考えられる． 

 

３．結 言 

 本論文では，廃船予定である弓削丸の三次元復元を目的とした 3 次元復元システムを提案した．弓削丸を 3D

モデルとして保存しておくことで，授業での参考資料や来訪者への展示物として活用できる．三次元復元を行う

手法には，SfM を用いる．しかし，SfM を用いたソフトウェアの一つの Meshroom では，同一色の滑らかな面

の三次元復元が難しいことが分かった．そこで，NeRF と呼ばれる，高精度な三次元オブジェクトを作成でき

る，新手法を採用した．今後は，NeRF を用いた 3 次元復元システムを構築する． 

 

文   献 

(1) ”ALICEVISION Photogrammetric Computer Vision Framework”，AliceVision，https://alicevision.org/#，(参照 2021-4-30). 

(2) 株式会社 ALBERT，“三次元空間のニューラルな表現と NeRF”，ALBERT Official Blog，2020-5-8，

https://blog.albert2005.co.jp/2020/05/08/nerf/, (参照 2021-10-1). 

(3) Ben Mildenhall，Pratul P.Srinivasan，Matthe Tancik，Jonathan T.Barron，Ravi Ramamoorthi，Ren Ng，

“NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis”，ECCV 2020， pp. 405-421. 

(4) Vincent Sitzmann, Justus Thies, Felix Heide, Matthias Nießner, Gordon Wetzstein, Michael Zollhöfer,  

“DeepVoxels: Learning Persistent 3D Feature Embeddings”, Computer Vision and Pattern Recognition 

2019, p. 2437-2446. 

(a) 入力画像     (b) 復元結果 

図 2 NeRF 出力結果 

(a) 入力画像     (b) 復元結果 

図 1 Meshroom 出力結果 
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B02-07 
接触型計測器の関節角取得 

多田 伊吹*1，前田 弘文（指導教員）*2，桝田 温子（指導教員）*2  

Acquisition of Joint Angles for the Measuring Instrument 

Ibuki TADA*1, Hirofumi MAEDA ( Adviser )*2 and Haruko MASUDA ( 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．その検証のためには，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器の設計開発を行う． 

 

２．接触型計測器の関節角の取得方法 

本研究で開発する接触型計測器のリンク構造を図 1に示す． 

 

 

図 1 Link structure of the measuring device 

 

本計測器には，高精度な計測が求められるため，計測器本体に対するキャリブレーションが必要不可欠である．

本計測器は，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，計測器の加工・

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

 
*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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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，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) 

 

次に，システム全体を図 2に示す．エンコーダの取得には，株式会社アルファプロジェクト社製の STK-7125を

用いる．また，STK-7125 のデバッグ評価用ボードである同社の STK-7125EVB を用いて，STK-7125 へのプログ

ラムの書き込み補助を行う．エンコーダには，武藤工業株式会社の UN-200 と DX-025 を使用し，オープンコレ

クタによる STK-7125との接続を行い，位相計数モードによって A相 B相の差分から回転角度を計測する．その

後，STK-7125で得られたエンコーダ値は，BLEを介して iPadへと送信される． 

 

 

図 2 Schematic diagram of the system 

 

３．結 言 

本論文では，接触型計測器について，エンコーダによる関節角の取得方法を提示した．しかし，STK-7125に

よるエンコーダ取得自体は，各関節角のデジタル値によるデータに過ぎない．そこで，今後は BLEを介して

iPadに各関節角を集積し，そのデータを元に DH法を用いてロボットの位置・姿勢を算出する予定である． 

 

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. 

(2) 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. 
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B02-08 
事前情報付きマスクを利用した画像修復に関する研究 

   中司 泰誠*1，梅木 陽（指導教員）*2，田房 友典（指導教員）*3 

Image Inpainting using Prior Information Masks 

Taisei NAKATSUKA*1，Yo UMEKI ( Adviser )*2 and Tomonori TABUSA ( Adviser )*3 

 

Key Words: Prior Information Masks, Image Inpainting, GAN, Patch Base 

 

 

１．研究目的 

近年，SNS の普及により画像加工に対する関心が高まっている．画像加工の中に画像修復（Image Inpainting）
(1)という技術がある．この技術は，写真の傷，広範囲のシミや不要なオブジェクトを取り除くことができる．Adobe

社が販売している画像編集ソフト Adobe Photoshop の機能であるスポット修復ブラシ，修復ブラシツールはこの

技術を用いており多くの人に重宝されている．しかしながら，この技術は完璧ではなく，修復箇所が見込み違い

のものになる場合が数多く発生する．特に図 1（a）のようなフェンスが含まれている画像において修復精度が低

い傾向がみられた．本研究では，修復精度の向上を目標に研究を行う． 

 

２．関連研究 

 画像修復には主に 2つの修復方法がある．1つは，周囲から似た特徴を持つ領域を探索し，修復箇所に張り付

けることで修復を行うパッチベースである．動作が速く手軽に修復を行うことができるが，修復精度が低いこと

が多い．ひっかき傷など少量の修復(2)に向いている．もう 1つは，入力画像から新しい疑似データを生成し修復

を行う GAN (Generative Adversarial Network) (3)である．GAN とは，Ian J. Goodfellow らが 2014年に発表した深層

学習モデルであり，教師なし学習の 1つの手法として画像処理，情報可視化の分野などで注目されている．GAN

は generator（生成器）と discriminator（判別器）の 2つのネットワークから成り立っている．2つのネットワーク

を競わせることで学習を行う．この斬新な構成により，従来の生成モデルより鮮明で本物らしい画像生成が可能

となった．顔などの複雑な領域の修復が可能だが，特化した修復を行うには専用のデータが必要となるため学習

のために多くの時間を要する． 

 

３．従来手法 

本研究では，Generative Image Inpainting(4)を用いて研究を行う．これは，パッチベースの GAN である

SN-PatchGAN を使用しており，高密度の画像パッチにスペクトル正規化識別器を適用しているため SN-PatchGAN

は定式化が簡単で，高速かつ安定した学習が可能である．画像の自動修復とユーザガイドによる拡張の結果から

Generative Image Inpainting は従来の手法よりも高品質で柔軟性のある結果を得ることができる．しかし，図 1（a）

のようなフェンスが含まれている画像を修復した場合，図 1（c）のような不自然なアーティファクトが発生する

問題がある．このアーティファクトは修復時，画像が正しい似た特徴を持つ領域を探索することができず，余分

な領域の情報を含んで修復したためだと考えられる． 

 

 

 
*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 助教（指導教員） 
*3 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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（a）元画像       （b）欠損領域 

  

（c）修復結果    （d）修復結果 

図 1 従来法と提案法の修復結果 

 

４．提案手法 

Generative Image Inpainting は元画像にマスク画像という欠損領域を示す画像を元画像に重ね処理することで欠

損領域の修復を行う．マスク画像を図 1（b）に，修復結果を図 1（c）に示す．図 1（c）から，修復はされてい

るがアーティファクトと呼ばれる人工物が生成され，修復精度の低い結果であることがわかる．そこで本研究で

は事前情報付きマスクを提案する．事前情報付きマスクとは，修復箇所に必要な領域を全体から探索するのでは

なく，その箇所に適切な領域からだけ探索を行えるよう指定できるマスク画像である．これによって図 1（c）に

示したような似た特徴を持つ領域を誤認識したために生成されたアーティファクトを除去できる． 

実験では，模擬的な事前情報付きマスクとして元画像とマスク画像を 3つの領域に切り分け，それぞれ修復し

3つを合成し修復を行う分割法を提案した．分割法の修復結果が図 1（d）である．従来手法と修復結果を比較す

ると修復精度が高くなっていることがわかる．少しだが不自然な歪みが生成された．そのため，更に修復精度を

高めるため，今回手動で領域を分割し修復を行ったが，今後は自動的にマスク画像を分割し，最適な領域探索を

行うことができるシステムの開発を行う． 

 

５．まとめ  

研究結果より，修復する際に必要な画像上の領域をあらかじめ指定する事前情報付きマスクを作成する．事前

情報付きマスクを作成することで，似た領域の探索を効率的に行うことができ修復精度の向上ができると考えら

れる． 

 

文   献 

(1) M. Bertalmio, et al. “Image inpainting.” In: Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive 

techniques. 2000. p. 417-424. 

(2) X. Zhu et al. “A deep learning approach to patch-based image inpainting forensics.” Signal Processing: Image Communication, 

2018, 67: 90-99. 

(3) I. Goodfellow, et al. “Generative adversarial nets.” Advances in neural information processing systems, 2014, 27.  

(4) J. Yu, et al. “Generative image inpainting with contextual attention.” In: Proceedings of the IEEE conference on computer 

vision and pattern recognition. 2018. p. 5505-5514. 
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B02-09 
絵画制作支援システムを活用した工学教育教材の開発 

三上 楽人*1，大澤 茂治（指導教員）*2，藤本 隆士（指導教員）*3 

Development of the Engineering Education Materials Using a Painting Support System 

Gakuto MIKAMI*1，Shigeji OSAWA ( Adviser )*2 and Takashi FUJIMOTO ( Adviser )*3 

 

Key Words : Engineering Education , Painting Support System, Underwater Drone, Arduino 

 

 

１．緒 言  

低年齢層への理科系教育が重要とされている．また，近年では文部科学省が GIGA スクール構想を掲げ，小中

学校に ICT 環境を整備し，情報教育を推進している．弓削商船高等専門学校でも，小中学校への出前授業や公開

講座などでプログラミングやロボット操縦といったテーマで，低年齢層への理科系教育を意識した取組がなされ

てきている．電子機械工学科では，3 年次の工作実習においてアクアメカトロニクスと題して，水の特性を理解

する内容を設定している．また，4 年次，専攻科において，それを発展させた内容を用意している．これらの実

習・実験により，電子機械工学科でも，水中ドローンや水中ロボットといった，海や船という弓削商船高専の特

色を活かした分野を学ぶことを意図している． 

本研究では，このような，ものづくりと情報処理に加え，本校の海や船といった要素を組み合わせた，低年齢

層向けの理科系教材を開発することを目的としている．具体的には，低年齢層でも簡単に作れ，ものづくりの楽

しさを味わえるような教材として水中ドローンをキット化することを目指した．一方，キット化することで子供

なりのオリジナリティーを損なわずに愛着の持てるモノとするため，お絵描きをさせることにする．子供にとっ

て，お絵描きは，思ったような絵が描けないとか，上手に色が塗れないとかの困難さがあり，意外にハードルが

高い．そこで，既存の絵画制作支援システムを併用することで，低年齢層の子供でも簡単にドローンに彩色して

絵描けるように支援することを考えた． 

 

２．絵画制作支援システムの特徴 

既存の絵画制作を支援するシステムには，コンピュータやタブレット，あるいはスマートフォンで稼働するア

プリケーションタイプのものが多い．また，絵画制作の一部を支援するような考え方で開発されているものもあ

る．倉田ら(1)は，写真をもとに，作者が線画を手描くことで，基となった写真を利用して彩色をしてくれるシス

テムを提案している（図 1）．これにより，比較的容易な手描き線画を描くだけで，高度な画力を必要とする彩色

を施した絵を完成させることができるようになる． 

 

 
図１ 絵画制作支援システムの使用例 

 
*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 電子機械工学科 准教授（指導教員） 
*3 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 教授（指導教員） 
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３．テストボードの試作 

 Arduino，押しボタン，プロペラを接続したテストボード（図 2）を試作し，プロペラの接続部を磁気結合する

ことを考え，予備実験を行った．その結果，大気中では磁気結合型プロペラの動作が確認できた．今後，水中で

のプロペラ動作の確認を行う．これを用いることで，低学年層の子供でも簡単に組み立てられるようなキット

化された水中ドローン教材を作ることができる． 

 

 

図２ テストボードの外観 

 

４．結 言 

2020 年度からプログラミング教育が必修化され，小中高等学校などの各教育機関では，着々とプログラミング

教育が導入されている．本研究では，オープンキャンパスで弓削商船高専に興味を持ってもらう．楽しみながら

海や水に関する「ものづくり」を体験してもらいたい．楽しみながら「プログラミング」を学んでもらいたい．

という考えから，小中学生が興味を持ってものづくりとプログラミング学習ができる，水中ドローンを製作する． 

まず，Arduino，押しボタン，プロペラを接続したテストボードを試作し，プロペラの接続部を磁気結合するこ

とを考え，予備実験を行った．その結果，大気中では磁気結合型プロペラの動作が確認できた．これを用いるこ

とで，低学年層の子供でも簡単に組み立てられるようなキット化された水中ドローン教材を作ることができる． 

次に，彩色した絵を簡単に描ける絵画制作支援システムについて調査した．絵画制作支援システムを用いるこ

とで，各々のオリジナリティを出したデザインの水中ドローンが製作できる． 

 今後，水中でのプロペラ動作の確認，絵画制作支援システムの導入，グラフィックタイプの Arduinoプロ

グラム環境の導入を行い，水中ドローンのキット化を進める． 

 

文   献 

(1) 倉田沙織，石山雄也，森 博志，外山 史，東海林健二，“参照画像を利用した手描き線画への彩色”，映像メディ

ア学会誌，Vol. 68, No. 8 (2014), pp.381-384. 
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B02-10 
IoT とスマートフォンによる上島町の交通管理・案内システムの開発 

宮地 香樹*1，田房 友典（指導教員）*2，峯脇 さやか（指導教員）*3 

Development of Traffic Management and Navigation System in Kamijima Town  

Using IoT and Smartphone 

Koki MIYACHI*1，Tomonori TABUSA ( Adviser )*2 and Sayaka MINEWAKI ( Adviser )*3 

 

Key Words : Bus Location System, Counting of Passengers, IoT and smartphone 

 

１．緒 言  

瀬戸内海のほぼ中央に位置する上島町の主な公共交通機関は，バスとフェリーであり通勤や通学，高齢者の通

院などに多く利用されている．上島町では，バスの運行時刻をバス停に記載したり，インターネット上に公開し

たりして利用者に知らせている．2022年３月には岩城橋の開通により，バスのルートが追加され，町民や観光目

的で訪れた人にとって，目的地に向かうバスの乗車判断や時刻の把握が難しくなる．政令指定都市などではバス

ロケーションシステムが導入されているが，地域毎の特色をシステムにカスタマイズし，様々なメーカがバス会

社や地方公共団体へ導入している（1）．インターネット上の乗換アプリケーションでは，上島町の細かいバス停の

記載がないものや，フェリーとの連動がなく島内での移動に限られるものしかない（2）．現状では，島外への移動

を伴う観光客や町民がバスを利用する際，適切な乗り継ぎ便を知ることができない．また，観光客や，普段バス

に乗らない町民などは，最寄りのバス停が分からず，バス停の位置や時刻を調べることができない． 

本研究では，上島町のバスを主体として安心して乗車できるシステム，フェリーなどの公共交通の乗り継ぎを

サポートし，利便性の高いシステムを開発する．システムの実現には IoTを用いて，スマートフォンで時刻表や

乗り継ぎが確認できる上島町の交通管理・案内システムを開発する．  

 

２．システムの概要 

図 1が開発する交通管理・案内システムの全体の流れである．システムはバス側と利用者側に分かれている．

バス側では，Arduinoを使用して，超音波測距センサと GPS受信機を用いて人数計測とバスの位置情報の取得を

行う（3,4）．人数計測を行う理由は 2つある．1つは，利用者に混雑度を知らせることで，コロナ禍における感染予

防のためのソーシャルディスタンス確保を手助けすることである．もう 1つは，上島町の特定の時間帯のバス利

用者が低下しており，時間帯別の利用度を測定することで，一部のバスの運行を予約制に変更する可否を判断す

るためである．バス側で取得したデータは Sakura.io を用いて Web 上に送信する．またその際に乗車人数などの

情報をデータベースに保存する．利用者側では，バス停の位置や時刻表などの基本的な案内アプリに必要な情報

に加え，バス側で取得した現在のバスの位置情報と人数を追加で表示する．バス停の位置や時刻表については，

データベースで管理し，必要に応じたテーブルを読み込むことで，バスの路線や時刻の変更への対応が容易にな

る．利用者はバス停などに設置する QRコードから，サイトにアクセスすることで必要な情報を閲覧できる． 

 

図 1 システムの構成 

バス側システム
GPS

⼈数計測

WEB

ユーザ

バスの現在位置

⼈数

時刻表

etc...

時刻表
・⽣名フェリー

・芸予汽船
・三原⾼速船など

 
*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） 
*3 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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３．人数計測の手法・バス側の構成 

 上島町で運営されているバスは，乗降口が 2つと 1つのバスがある．乗降口が 1つしかないバスでは，人の乗

降を区別しなければ乗車人数の計測が行えない．そこで，人数計測は超音波測距

センサを 2つ用いる．2つのセンサを図 2のように，バスの乗降口の階段部分の

横側に少し距離を置いて設置する．人が通過しない場合はセンサの検出はドアの

道幅で一定となり，測定した距離に変動があった場合に人が通過したと検知す

る．2 つのセンサのうち，どちらのセンサが先に通過を検知したかによって，通

過した人の乗降を判断する． 

乗降口が 2つある場合には，前側と後側の両方に Arduinoを設置して検知を行

う必要がある．しかし，2 箇所で検知を行う場合にはそれぞれの情報の同期が必

要である．そこで，図 3 のように Xbee を用いて，2 つの Arduino 間で通信を行

う．後側の乗降口で人数の変動が起こった場合に，変動情報を保持しておき，30

秒〜1分間隔おきに前側の Arduinoに情報を送信する．また，GPS受信機の設置は 1つである． 

 

図 3 乗降口が 2つある場合の構成 

 

４．ユーザ側の表示 

利用者側がサイトアクセス時に表示させる情報は，バス停の位置とバスの現在地が記された疑似的な案内マッ

プを予定している．利用者がバスをタップした場合は，バスの乗車人数やそのバスが次に向かうバス停などを表

示させる．バス停をタップした場合は，そのバス停にバスが到着する予定の時刻を表示し，バス停を現在地と目

的地に指定できる．現在地と目的地を選ぶと，現在地からそこに向かうバスの時刻を一覧表示する．また，直近

でそのバス停に到着する目的地行きのバスの表示の色を変えるなど，利用者が分かりやすいように配慮する．さ

らに，フェリーの時刻表との連携を行い，フェリーの乗りたい時刻と現在地の指定により，最短のバスの乗車時

刻を表示する機能も開発予定である．その他の機能については，プロトタイプの完成後，ユーザに使用などのア

ンケートを行い，改善を行なっていく． 

 

５．結 言 

現在は，バス側のシステムの開発を行なっており，Xbee によるデータ同期と GPS 受信機による GPS の受信，

測距センサを用いた簡単な人数計測が行えている．しかし，人数計測に関して，センサの前で立ち止まったり，

二人同時に乗ったりした場合などの一部の状況で精度に課題がある．年度内に，人数計測プログラムの改良を行

い，実際にバスに設置し実験検証を行う．バス側のシステムの完成後，ユーザ側の開発に取り掛かる予定である． 

文   献 

(1)主なバスロケーションシステム製品リスト https://www.rosenzu.com/net/mieru/busloclist.html （11月 24日閲覧） 

(2)株式会社ナビタイムジャパン 乗換案内-NAVITIME https://www.navitime.co.jp/transfer/ （11月 24日閲覧） 

(3)鈴木祐希（2015），福本昌弘，“赤外線測距センサーを用いた通過の検知”，高知工科大学 情報学群学位論文（未公刊） 

(4)鴫原育子，山田稔，“利用者位置から検索するバスナビゲーションシステムに関する研究”，土木学会論文集 F3， Vol.70，

No.2，PP293-302（2015） 

図 2 センサの設置場所 

3030



 弓削商船高等専門学校産学連携フォーラム２０２１・専攻科特別研究中間発表会 

CopyrightⒸ2021 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２０２１・専攻科特別研究中間発表会講演論文集 〔2021.12.11，上島町〕 
 

B02-11 
平行平板間内を流れる非ニュートン流体の解析 

横山 友花*1，ダワァ ガンバット（指導教員）*2，長井 弘志（指導教員）*3 

Analysis of non-Newtonian fluid flow between parallel plates  

Yuka YOKOYAMA*1 ，Ganbat DAVAA ( Adviser )*2 and Hiroyuki NAGAI ( Adviser )*3 

 

Key Words : Non-Newtonian fluid, power-law model, Newton's method, Computational Fluid Dynamics 

 

 

１．緒 言 

非ニュートン流体は，粘性が一定の値を示さずに変化する流体で，様々な工業製品，日常品の原材料として利

用されている(1)．例えば，液晶やはちみつ，ペンキなどの塗料は非ニュートン流体に分類される．このような製

品の製造過程や使用時には「流れ」現象が現れる．流れ中の流体の挙動は製造効率や，流体のもつ機能性の発現

に影響する．したがって，非ニュートン流体の流動挙動に関する知見を得ることが必要となる．本研究では，一

方が軸方向に運動する平行平板間内を流れる非ニュートン流体について３種類の速度分布を想定する．流体の速

度分布のイメージを図 1 に示す．これらの流体について，移動平板の相対速度，および流れ指数が流体の速度や

摩擦係数に及ぼす影響についての解析を行う．本稿では，左図の速度分布（Case1）を示す流体についての解析を

行うために作成した物理・数学モデルと，最大速度での無次元位置 の解析結果について報告する． 

 

図 1．速度分布のイメージ図 

 

２．物理モデル 

図 2 に示す物理モデルを考える．流体解析に際して次の仮定を設定する(2)． 

 流れは非圧縮・定常層流で流体力学的に十分発達している． 

 流体は非ニュートン流体で，せん断応力は指数法則で表され，物性値は一定とする． 

 一方の平行平板が軸方向に速度一定で運動している． 

 
図 2．物理モデル 

 

 
*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 電子機械工学科 教授（指導教員） 
*3 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 准教授（指導教員） 
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主要記号 

 摩擦係数  圧力  流体の平均速度 

 無次元パラメータ  一般化されたレイノルズ数  移動平板の軸方向速度 

 チャネルの幅  密度  固定平板に垂直な座標 

 整合性インデックス  流体の軸方向速度  軸方向座標 

 

３．数学モデル 

流体の運動方程式とその境界条件は上記の仮定より，次式になる． 

 

ここで，運動方程式の左辺，せん断応力  は Ost-wald-de Waele の指数法則 (power-law model)で与えられる(3)． 

 

 の場合はニュートン流体に相当，  は流体の粘性係数 (viscosity) と一致する． 

摩擦係数  と一般化されたレイノルズ数  は，それぞれ次式で計算される． 

 

 は流体の平均速度であり次式で定義される． 

 

速度場の解析に際して次の無次元数を導入する． 

 
 

(a)  

運動方程式と境界条件を無次元化すると，次式になる． 

 

ここで，  は次式で定義される無次元数である． 

 

運動方程式を境界条件の下で積分すると次式になり，無次元速度  が得られる． 

 

(b)  

(a)と同様に，運動方程式を境界条件の下で積分すると次式になり，無次元速度  が得られる． 
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４．数値解析 

ニュートン法（Newton's method）を用いて，最大速度での無次元位置  についての数値解析プログラム

を作成した．数値解析プログラムには，プログラミング言語“Python”を用いる．また，最大速度での無次元位

置  は次式で得られる．最大速度での無次元位置 の解析結果を図 3に示す． 

 

移動平板の相対速度，および流れ指数が流体の速度や摩擦係数に及ぼす影響を明らかにするために，今後は，

以下の順番で解析を行う． 

1) 解析で得た最大速度での無次元位置  を利用して，以下のパラメータや速度を解析する． 

 無次元パラメータ  

 （摩擦係数）×（一般化されたレイノルズ数）(  

 無次元速度  

2) 解析で得た上記のデータを利用して速度分布，摩擦係数に関するグラフを作成する． 

 

 

図 3．最大速度での無次元位置 の解析結果 
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５．結 言 

本稿では，一方が軸方向に運動する平行平板間内を流れる非ニュートン流体について，作成した物理・数学モ

デルと最大速度での無次元位置  の解析結果を示した．今後は解析で得たデータを利用して，流体の速度分

布と摩擦係数を解析し，グラフを作成する．さらに，移動平板の相対速度，および流れ指数が流体の速度や摩擦

係数に及ぼす影響を明らかにする． 

 

文   献 

(1) 山本剛宏，“非ニュートン流体の数値流動解析－流体内部構造からのアプローチ－”，流体工学部部門：流れの読み

物，https://www.jsme-fed.org/newsletters/2005_9/no5.html，(2021/11/19)． 

(2) Davaa G., Shigechi T. and Satoru M., “Plane Coutte-Poiseuille Flow of Power-Law Non-Newtonian Fluids”, Reports of the 

Faculty of Engineering, Nagasaki University, Vol.30, No.54 (1999), pp. 29-36 

(3) T. F. Irvine and J. Karni, Non-Newtonian Fluid Flow and Heat Transfer, in S. Kakac, R. K. Shah and W. Aung (eds.), 

Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer, 20.6-20.9, Chapter 20, John Wiley & Sons, Inc. (1987) 
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