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10 月 24 日（木）

12:50 – 13:00 開会の挨拶

13:00 – 14:30 岡田 真人（東京大学 大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻）Masato Okada

[基調講演] スパースモデリングとデータ駆動型科学
近年，統計学，機械学習，パターン認識，信号処理，通信工学，計測工学と
いった幅広い分野で，高次元データのスパース性に注目したスパースモデリ
ングの方法論が提案されている．本講演では，生命・脳科学，医工学，地球惑
星科学・天文学などの幅広い分野に関して普遍的な，スパースモデリングによ
るデータ駆動型科学の可能性について議論する．

14:45 – 15:45 守本 晃（大阪教育大学 情報科学）Akira Morimoto

ウェーブレットを利用した画像分離問題の解法について
複数個の元画像の線形和または平行移動させた元画像の重み付き足し合わせ
を観測する．観測した複数個の画像から元画像の個数・混合パラメータを推定
し，最終的に元画像を分離する問題をブラインド画像分離問題とよぶ．画像
分離問題を扱うことにより，２次元のウェーブレット関数に求めたい性質や解
法アルゴリズムの現状および問題点を提起し議論する．

16:00 – 17:00 入野 俊夫（和歌山大学 システム工学部）Toshio Irino

聴覚におけるスケール分析のための末梢系フィルタバンクのウェーブレット性と非線
形性

私たちは，音声を一声聞くだけで，大人か子供かすぐわかる．同時に話者の
寸法にかかわらず言語的な内容もすぐ理解できる．このことから，人間には，
寸法（スケール）と声道形状（音韻性）を分離抽出する機構があると考えてい
る．この聴覚計算理論として，安定化ウェーブレット-メリン変換を提案して
きた. この理論を受けて，通常発声やささやき声の聴覚的スペクトルから声道
長推定を行う問題に関して検討してきた．この結果，聴覚末梢系のウェーブ
レット性と非線形性を反映させたガンマチャープ聴覚フィルタバンクが最も性
能が良かった．本講演では，これらの背景と結果を紹介し，非線形性も含めた
理論的枠組みをぜひ議論していただきたい．

懇 親 会
10 月 24 日（木）の夕方に，河原町周辺（場所未定）で懇親会を予定しています．予算は 5000
円程度です．参加希望者は 10 月 17 日（木）までに藤田景子（富山大学）さん宛にメールでお
知らせ下さい．藤田景子さんのアドレスは，

B keiko@sci.u-toyama.ac.jp
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10 月 25 日（金）

9:30 – 10:30 福田 尚広 （筑波大学大学院 数理物質科学研究科）Naohiro Fukuda

ウェーブレット理論を応用した微分方程式の数値解析
微分方程式の数値解法のひとつにガレルキン法がある．本講演では，正規直
交スケーリング関数および双直交スケーリング関数を基底関数として利用し，
微分方程式の数値解析を行う．特に，スケーリング関数の数値解析に有効な関
数への修正方法や，誤差評価等について述べる．

10:45 – 11:45 藤ノ木 健介（大島商船高等専門学校 情報工学科）Kensuke Fujinoki

非分離型２次元ウェーブレットの構成と画像処理への応用
離散ウェーブレット変換はテンソル積により多次元へと容易に拡張できる．し
かしこの分離型の方法では方向選択性に乏しく，様々な方向特性をもった信号
解析に対して問題が生じる可能性がある．本講演では結晶構造の定式化を基に
2次元格子を定義し，その格子上に方向選択性を有する非分離型 2次元ウェー
ブレットを構成する方法を述べる．特に三角形格子の場合に着目し，画像の
エッジ検出やキーポイント解析を含む応用例について紹介すると共に，多次
元への拡張の可能性を議論する．

13:15 – 14:15 岡田 知久（京都大学大学院医学研究科 画像診断学・核医学）Tomohisa Okada

医用画像における圧縮センシング：現状と課題
医用画像分野での技術進歩は多岐にわたるが、サンプリングそのものを短縮
する技術は応用範囲が広く、その波及効果には非常に大きなものがある。臨床
上有用と考えられる項目を中心に現状と今後の課題を提示して、可能となり
うる解決法に関する参加者のご意見を伺いたい。

14:30 – 15:30 三村 和史（広島市立大学大学院）Kazushi Mimura

非適応型グループテスト：解析とアルゴリズム
グループテストは，複数の血液を混ぜて行う血液検査の手法であり，検査回数
の削減を主な目的とする．ランダム射影を用いた血液混合を行った場合など
の手法の性能やアルゴリズムについて議論する．

このRIMS共同研究に関する情報は，

B http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ashino/rims2013/

をご覧下さい．また，このRIMS共同研究は，京都大学数理解析研究所と文部科学省が共催する

平成 25年度 文部科学省「数学・数理科学と諸科学・産業との連携研究ワークショップ」
です．連携研究ワークショップに関する情報は，

B http://www.mext.go.jp/a_menu/math/index.htm

をご覧下さい．

連絡先：芦野 隆一（Ryuichi Ashino）

Tel: 072-978-3685

ashino@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
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スパースモデリングとデータ駆動型科学

岡田真人

東京大学　大学院新領域創成科学研究科　複雑理工学専攻

概要. 本講演では，高次元データのスパース性に注目したスパースモデリングと，それ

にもとづく高次元データ駆動科学の可能性について議論する．

Sparse modeling and data-driven science

Masato Okada
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo,

Abstract. In this talk, I introduce sparse modeling that based on fundamental principle

of sparseness: most of useful information is embedded in the low-dimensional subspace for

high-dimensional observation data in the various fields of natural science. Sparse modeling

enables us to promote High Dimensional Data-Driven (HD3) science in a wide sphere.

本講演では，高次元データのスパース性に注目したスパースモデリングと，それにもと

づく高次元データ駆動科学の可能性について議論する．

まずスパースモデリングの一例として，圧縮センシングを紹介する．圧縮センシングで

は観測データが，関数のフーリエ展開のように，基底の線形和で記述できるとする．ま

た，観測データ数が基底の個数よりも小さい，基底関数の係数が一意に定まらない不良設

定問題になっているとする．そこで係数の一部が 0であると仮定する．これをスパース性

の仮定と呼ぶ．係数にスパース性の拘束条件を導入することで問題を良設定化する訳であ

る．この圧縮センシングを用いて，MRIや NMRの高速計測や，ブラックホールの可視化

が行なえることを紹介する．

次にデータをスパースに表現できる基底をデータから求める枠組みとして，ブラインド

センシングについて考える．この枠組みは，脳の視覚の情報処理の研究が出発点であり，

自然画像のパッチを多数学習サンプルとする事で，データのみから画像をスパースに表現

する基底としてウェーブレット基底を自動抽出することができる．我々のグループはこの

枠組みを音声に適用する事で，音声から自動抽出される基底が和音であることを示した．

これは多量のデータにスパース性を仮定する事により，そのデータの背後にあるデータの

生成プロセスが自動抽出できることを示唆している．

圧縮センシングやブラインドセンシングのようにデータのスパース性のみを仮定して，

データ解析やデータの背後になる潜在構造を推定するスパースモデリングは，幅広い学問

分野に適用する事が可能である．最後に，スパースモデリングにもとづく高次元データ駆

動科学の創成の展望について述べる．

1
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ウェーブレットを利用した画像分離問題について

守本晃 ∗

∗ 大阪教育大学情報科学

概要. 複数個の元画像の線形和または平行移動させた元画像の重み付き足し合わせを観

測する．観測した複数個の画像から元画像の個数・パラメータを推定し，最終的に元画像

を分離する問題をブラインド画像分離問題とよぶ．２次元の連続ウェーブレット変換を使

用したこの問題の解法を通して，２次元のウェーブレット関数に求めたい性質や解法アル

ゴリズムの現状および問題点を提起し議論する．

An image separation using wavelet analysis
Akira Morimoto∗

∗Osaka Kyoiku University

Abstract. This talk is concerned with an image separation problem to separate original

images from mixed observed images. The mixed observed image is a linear combination

of original images or a superposition of weighted shifted original images. We apply a

continuous multiwavelet transform to estimate the number of original images and model

parameters from the observed images. We discuss two dimensional multiwavelet functions

proper to an image separation problem. We also point out several problems to separate

original images.

この研究は，芦野隆一（大阪教育大学数理科学）・萬代武史

（大阪電気通信大学工学部）との共同研究である．

1. はじめに

パーティ会場のような，いくつもの音声や背景雑音が複雑に混ざった音声信号の中か

ら，人間は特定の人物の音声信号のみを聞き取ることができる．この人間の聴覚能力は，

実験心理学者の Cherry [8]により指摘され，カクテルパーティ効果と名付けられた．
工学的な設定では，複数の信号源から出た信号が，混合モデルと呼ばれる適当な法則に

従って混合された観測信号を複数個観測する．複数の観測信号の情報のみから，信号源の

個数や混合モデルのパラメータを推定し，信号源の信号を分離する逆問題をブラインド信

号源分離問題と呼ぶ．

ブラインド信号源分離問題の有力な解法手段として，独立成分分析と呼ばれている方法

がある．詳しくは Cichocki-Amari [9]参照．ブラインド信号源分離問題のいろいろなアプ
ローチについては Haykin-Chen [10]がサーベイしている．我々は，時間周波数解析ある

1
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いは時間スケール解析に基ずくブラインド信号源分離問題の解法を考える．時間周波数解

析に基づく方法では，信号を時間周波数領域に写し，一つの信号源の信号のみが活動して

いる時間周波数点を探すことが主題となる [1, 3, 7, 11]．
本講演では，画像の分離問題に焦点を当てて，2 次元の空間スケール解析（ウェーブ
レット解析）に求めたい性質や解法アルゴリズムの現状および問題点を提起し議論する．

2. 問題設定

音声あるいは画像の分離問題を考えるので，信号は，空間変数 t ∈ Rまたは t ∈ R2 の実

数値 2乗可積分関数とする．未知個数 N 個の信号源からの信号を sn(t), n = 1, . . . , N とす
る．また J 個の観測信号を x j(t), j = 1, . . . , J とする．簡単のため J ≥ N すなわち，観測
信号の個数の方が信号源の個数より多いと仮定する．

信号源の信号と観測信号の間の関係（混合モデル）としては，瞬時混合モデルと一番簡

単な時空間混合モデルと呼ばれるモデルを考える．

瞬時混合モデルは，

(2.1) x j(t) =
N∑

n=1

a j,n sn(t), j = 1, . . . , J

である．ただし，定数 a j,n ∈ Rを混合係数，行列 A = (a j,n) ∈ RJ×N を混合行列と呼ぶ．

一番簡単な時空間混合モデルは，時間遅れを含むモデルで，

(2.2) x j(t) =
N∑

n=1

a j,n sn(t − c j,n), j = 1, . . . , J

である．ただし，c j,n ∈ Rあるいは，c j,n ∈ R2 は，時間遅れ係数または平行移動パラメー

タと呼ばれる定数である．

信号源分離問題は，観測信号 x j(t)の情報のみから，混合モデルのパラメータ（信号源
の個数 N,混合係数 a j,n,時間遅れ係数 c j,n 等）を推定して，最終的に信号源の信号 sn(t)を
求めることである．

我々は，音声信号の分離に関しては，解析ウェーブレット変換を用いた解法を提案し

ている．瞬時混合モデルを [1, 13] で扱い，一番簡単な時空間混合モデルを [4, 5, 14] で
扱った．

画像の場合には，瞬時混合モデルを [3, 6, 12, 15] で取り扱った．本講演では，空間ス
ケール解析を用いた画像分離問題の解法（特に一番簡単な時空間混合モデル）について議

論しよう．瞬時混合モデルの解法のキーアイデアを次節で述べる．

2
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3. キーアイディア

2枚の元画像 s1(t), s2(t)から，観測画像が，

x1(t) = a1,1s1(t) + a1,2s2(t)
x2(t) = a2,1s1(t) + a2,2s2(t)

で得られる平行移動無しの重ね合わせを考えよう．観測画像 x1(t), x2(t)のみから，元画像
の枚数 N = 2と混合係数 a j,n を推定したい．たとえば，Fig. 1が観測画像の例である．

　

Fig. 1. 観測画像の例：左 x1(t)，右 x2(t)．

一つの元画像 s1(t) のみ活動している点 t1 ∈ R2 (s1(t1) , 0, s2(t1) = 0) を見つける
ことができれば，x1(t1) = a1,1s1(t1), x2(t1) = a2,1s1(t1) より，モデルパラメータの比
a2,1/a1,1 = x2(t1)/x1(t1)が求められる．元画像そのものでは，一つの元画像のみが活動し
ている点はほとんど無い．ところが，画像の輪郭線やエッジに着目すると，これらは線状

の 1次元の要素であり，元画像のエッジの重なりは一般的には交点なので，一つの元画像
のエッジのみの点を探すことは容易であると考えられる．

そこで，Fig. 1の観測画像に対して，ウェーブレット変換などの線形のエッジ強調フィ
ルタをかけることにより，Fig. 2を得る．観測画像と元画像のエッジ強調画像を大文字で，
X1(t), X2(t), S 1(t), S 2(t)と記すと，エッジ強調フィルタの線形性から，これらの関係式は

X1(t) = a1,1S 1(t) + a1,2S 2(t)
X2(t) = a2,1S 1(t) + a2,2S 2(t)

であり，元の混合モデルと同じ関係式を満たす．Fig. 2のエッジ強調フィルタは人間の目
で確認しやすいように，広い方向のエッジを強調してあるため，この研究に用いるフィル

タとしては性能は良くない．

3
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Fig. 2. 観測画像にエッジ強調フィルタをかけた例：左 X1(t)，右 X2(t)．

さらに，同じスケール位置成分にアクセスできる複数のウェーブレット変換（エッジ強

調フィルタ）をで求めたエッジ強調画像全てで，X1(t)と X2(t)の比が同じになるところを
一つの元画像のみが活動しているスケール位置点と見なしている．例えば，[12]では，双
直交ウェーブレット bior3.3, bior4.4を用いた定常離散ウェーブレット変換の同じレベ
ルの同じ方向のエッジ（縦・横．斜め）をペアにして用いた．

Fig. 3左は，円環を 52等分に分割する複素数値のマルチウェーブレット関数の解像度 1
, 2の 104個の複素数値エッジ強調画像（実部と虚部をペアにする）を基に描いた図で，外
側幅 50ドットの灰色部分は画像の境界に近いため無視した場所を示す．内部の灰色部分
（黒点，赤点．緑点を含む）は，エッジ強調画像の絶対値が閾値より大きいところ（エッ

ジ部分）を表す．黒点（赤点と緑点を含む）は，実部の比と虚部の比が一致するところ，

つまり一つの元画像のみが活動していると考えられる位置を表す．黒点部分の比つまり

(a1,n, a2,n)T の推定値を大きさ 1に正規化して単位円周上にプロットし（a1,n ≥ 0と取る），
その偏角のヒストグラムを描くと Fig. 3右のヒストグラムが得られる．
ヒストグラムのピークの数が元画像の個数 N の推定値であり，ピークの位置が比

(a1,n, a2,n)T の偏角の推定値である．Fig. 3左では，高い方のピークに対応する位置を緑点
で，低い方のピークに相当する位置を赤点で表した．赤点を元画像 s1(t)上にプロットす
ると Fig. 4左に，緑点を元画像 s2(t)上にプロットすると Fig. 4右を得る．元画像の赤点
と緑点の位置を一つの元画像のみが活動しているエッジとして用いた．

これが，空間スケール解析に基づいた画像分離のキーアイデアであり，512 × 512の自
然画像の瞬時混合問題では，元画像の個数が N = 3 程度までは分離できた [12]．空間ス
ケール情報行列の特異値分解 [2]を用いると，N = 5まで分解できる [3]．ガウスの消去法
を応用する [6]と，512 × 512の自然画像の瞬時混合問題では，元画像の個数が N = 11程
度までは分離可能であった．

4
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Fig. 3. エッジデータと偏角のヒストグラム．

　

Fig. 4. パラメータ推定に使った位置情報を元画像上にプロットした図．
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聴覚におけるスケール分析のための末梢系
フィルタバンクのウェーブレット性と非線形性

入野俊夫 ∗

∗ 和歌山大学　システム工学部

概要. 　私たちは, 音声を一声聞くだけで, 大人か子供かすぐわかる. 同時に言語的な
内容もすぐ理解できる. 話者の寸法が異なるため, 声道の音響的な共鳴周波数は異なるに
も関わらずである. このことから, 人間には, 寸法（スケール）と声道形状（音韻性）を分
離抽出する機構があると考えている.この聴覚計算理論として, 安定化ウェーブレット-メ
リン変換を提案してきた. この理論を受けて, 　通常発声やささやき声の聴覚的スペクト
ルから声道長推定を行う問題を検討した. この結果, 聴覚末梢系のウェーブレット性と非
線形性を反映させたガンマチャープ聴覚フィルタバンクが最も性能が良かった。本講演で
は, これらの背景と結果を紹介する. 非線形性も含めた理論的枠組みをぜひ議論していた
だきたい.

Nonlinearity and Wavelet property in the auditory filterbank
suitable for scale analysis

in the auditory system
Toshio Irino∗

∗Faculty of Systems Engineering, Wakayama University

Abstract.
We hear vowels pronounced by adults and children as approximately the same although

the vocal tract length (VTL) varies considerably from group to group. At the same time,

we can identify the speaker group. This suggests that the auditory system can extract and

separate information about the size of the vocal-tract from information about its shape.

We had proposed a computational theory, named Stabilized Wavelet-Meliin Transform

(SWMT), to explain the observation. Recently, we compared several auditory filterbanks

whether they are suitable for VTL estimation as suggested in the theory. We found that a

dynamic compressive gammachirp filterbank, which is a nonlinear filterbank fitted with the

psychoacoustical data, was better than any other linear filterbanks including communaly-

used mel-frequency filterbanks. This implies VTL estimation from real speech sounds is

not solved simply by the scale representation derived by a linear wavelet. In this talk,

we introduce the background and results for the discussion to construct a new theoretical

framework.
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1. はじめに
音声（有声音）は,音響管である声道を声帯音源によって駆動することによって生成さ
れる. これは,「ソースフィルタモデル」と呼ばれる. 母音の違い（たとえば/a/と/i/）は,声
道の形状の違いで表現され,スペクトル上では複数の共振のピーク (ホルマントと呼ぶ)の
分布が異なる. 一方,大人でも子供でも,同じ母音「ア」は,「ア」として発声できるし,聞
き取ることもできる. ところが, 頭の寸法により声道長 (Vocal Tract Length, VTL)が異な
るため,ホルマント周波数自体は大人と子供で異なることになる. 聴取者は,何らかの手段
でその違いを正規化し,同じ「ア」と聞こえるようにしているはずである. ここで,スペク
トルのピーク周波数は, 声道長の逆数に比例したスケール関係におおよそなっている. し
たがって, 声道長 (Vocal Tract Length, VTL) を正規化する処理を加えることにより, 母音
の特徴量の分布を揃えて比較することができる考えられている.
この声道長正規化は, 不特定話者の自動音声認識で有効な手法とされ, Wakita [1] 以来
様々な方法が提案されている. また,最近,声道長正規化による２話者間の音声モーフィン
グ（特に男女間）の音質が改善されることが報告されている [2, 3]. これらの基本となっ
ている手法では,短時間フーリエ変換の直線周波数軸をメル周波数軸等の疑似対数軸に周
波数ワーピング関数等により変換し,その上でスペクトルシフトやシフト不変変換を行う.
このうちのどの要素を改善すれば良いかや,推定法（たとえば学習法）をどのようにする
かが議論の対象となってきた. ただし,近年では,スペクトル表現自体の妥当性の議論はあ
まりされていないようである.
本講演では,聴覚系における声道長推定／正規化の理論 [4–6]や,それを支持する聴覚心
理実験に関して紹介する [7–10]. さらに, この聴覚的な知見を聴覚フィルタバンクレベル
で導入した声道長推定手法と有効性について紹介する [11–14].　有声音ばかりではなく、
無声音のささやき声においても、同一話者の通常発声の場合と同様に声道長推定を行って
比較した.　さらに，音声から推定された声道長と身長との関係を,　磁気共鳴画像 (MRI)
から得られている声道長-身長との関係と対比し,推定の妥当性を検討した. 結果としては,
心理物理実験データを反映する非線形性の入ったガンマチャープ聴覚フィルタが,線形の
フィルバンクよりも推定精度が良いことがわかった. ここでは, 聴覚フィルタバンクの非
線形性についても述べ [15–20], 線形のウェーブレット的性質から拡張するための理論構
築のベースを提供したい.

2
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2. 聴覚系における寸法-形状知覚と理論
2.1 聴知覚特性

　図 1 に示すように, 大人と子供が発声した同じ言葉を聞いたとき, これらの音声はス
ペクトル分布としては異なっていても同じ言葉として知覚することができる. また同時に
話者が大人か子供かを認識することが可能である. このことから, 人間の初期聴覚系にお
いて,聞いた音から発音体の寸法（=声道長）情報と形状（=声道の断面積関数）情報に分
離し,抽出する機能があるという仮説を立て,理論を提案している [4–6] . これを受けて聴
知覚実験も行われ,寸法の弁別閾はおおよそ 5%程度であることがわかっている. さらに,
通常発声範囲をはるかに超えた基本周波数-声道長の組み合わせの合成音やささやき声に
おいても,おおよそ 5%の弁別閾は変わらないことや,音韻や単語の正解率が十分に高いこ
とがわかっている [7–10] .

Fig. 1. Size and Shape perception from sound source.

2.2 聴覚計算理論

　上記の知覚特性を説明するために, 初期聴覚系で寸法情報と形状情報の分離抽出を
行っているという計算理論を提案している [4–6]. 図 2に,このアルゴリズムである安定化
ウェーブレット-メリン変換のブロック図を示す.
詳細は省くが、各々のステージは以下のようなものである。

1. 聴覚フィルタバンク (Gammachirp Filterbank GCFB)
• 聴覚末梢系で行われる周波数分析を行う.
• 入力音圧に適応的に増幅度（フィルタ利得）を変える非線形性がある.
• きわめて小さい音 (0dB SPL)から大きい音 (100dB SPL)まである外界の音を,

3
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Fig. 2. Computational theory of the size-shape perception: Stabilized Wavelet-Mellin Transform

聴神経で対応できる 30dBほどの範囲に納める役割をする.
• フィルタ利得の入出力関係から「圧縮特性」と呼ばれる.

2. 時間積分 (ストローブ時間積分, Stabilized Auditory Image, SAI)
• 聴覚系には時間的な積分作用がある. 通常は漏洩積分器等のスムージングフィ
ルタが説明に用いられる.
• 同時に時間的な微細構造 (Temporal Fine Structure, TFS)も保持される.
• この相矛盾する条件を同時に満足させる手法がストローブ時間積分.

3. スケール共変性表現 (Size-Shape Image, SSI)
• １周期分に相当する境界線以上の部分を聴覚図 (Auditory Filgure, AF)と呼ぶ.
• 母音の違いにより聴覚図は変わる.
• 寸法の違いは垂直方向の聴覚図の位置の違いとしてだけ表される.

4. スケール不変表現 (Mellin Image, MI)
• Mellin変換を取ることにより,寸法に対して不変な表現が得られる.

3. 聴覚フィルタバンクによる音声からの声道長推定
話者の寸法（声道長）を安定に推定するためには, 2.2節の初期聴覚系理論の聴覚図 (AF)
の考え方を取り入れることが重要となる. しかし, この処理も含め聴覚内部の処理に関し
ては,直接的な観測データが無いため議論の余地がまだ残っている. これに対し,聴覚末梢
系を近似するフィルタバンクに関しては,多くの知見が既にある. そこで,どのようなフィ
ルタバンクが, もっとも声道長推定に有効かという問題に置き換えて考える. 推定手法や
結果の詳細は,別報告 [11–14]に譲り,ここでは結果だけを紹介する.
図 3は,様々な「聴覚フィルタバンク」を用いて, 28名分の通常発声（有声音）の短文
から VTLを推定した場合の誤差の分布を示す. 右端の実際の非線形の動的圧縮型ガンマ
チャープ GCFBdyn が,残りの線形フィルタバンク { (1)ガンマチャープ聴覚フィルタバン
ク GCFBlin, (2)ガンマトーン聴覚フィルタバンク GT FB∗, (3)メル周波数フィルタバンク

4
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MFFB∗}よりも誤差が小さくなっていることがわかる. 音声の場合, wavelet性の強い線形
フィルタバンクよりも, 非線形性があった方が有利であるということがわかる. この非線
形性は,聴覚系の圧縮特性を反映させるものである (詳細は [15–20] ).
図は, 21名の話者の通常発話 (a)とささやき声 (b)の音声データを使って,話者間の声道
長比を推定した結果である. 縦軸はスペクトル距離最小から求めた推定値で, 横軸は発話
者の推定声道長から声道長比を再計算したものである. 推定誤差が無いと仮定すると両者
は完全に一致して, 対角線上に並ぶはずである. 対角線からの外れの度合いが推定の良さ
の指標となる. +で表されるの GCFBdyn の推定値の方が, oの MFFBS TR40 によるものよ
りも対角線に集中して,外れ値も少ないことがわかる.
ここで使用した音声データには話者の身長記録も残してある. そこで, Fitch and Giedd

[21]によって報告されている,磁気共鳴画像 (MRI)から測られた声道長と身長との回帰直
線と対比した. この検討においても GCFBdyn の方が,MFFBS TR40 よりも良い結果となっ
た [14].
さらには,声道長推定に帯域制限をした方が有利であることも判明した [11–14]. この場
合の下限周波数は 500Hzで,聴覚フィルタバンクのウェーブレット性が保たれる下限周波
数とほぼ一致することもわかった. これが音声の性質と聴覚特性の偶然の一致なのか, 両
者間の何らかの制約条件の結果なのかは興味深く,議論の余地がある.

4. 線形のウェーブレット変換を超えて
スケール変形に対して理論的に最適なはずの線形のウェーブレット変換よりも,非線形
の聴覚フィルタバンクの方が安定に声道長推定できることがわかった. このことは, この
声道長推定の問題が単純なスケール変形のみならず,非線形の強調効果によってより良く
推定できることを示している. ここでは, 聴覚末梢系の非線形特性を反映させているガン
マチャープ聴覚フィルタバンク（GCFBdyn）の非線形性について紹介する [15–20] .

5. おわりに
初期聴覚系の寸法-形状情報抽出の計算理論を支持する聴覚心理実験結果と,声道長推定
を工学的に検討した結果について述べた. 聴覚末梢系の非線形性を持った聴覚フィルタバ
ンクの方が , ウェーブレット的な線形系よりも声道長推定を安定に行えることを示した.
線形のウェーブレット理論を,この非線形特性を入れ込む形に拡張するには至っていない.
ぜひ議論をしていただければ幸いである.

謝辞 本研究の一部は, 科学研究費補助金基盤, 19200017, 21300069, 25280063による支
援を受けた. 聴知覚や理論に関しては, Roy D. Patterson博士 (Cambridge大 CNBH)との
共同研究の成果である. 声道長推定に関しては河原英紀教授 (和歌山大学システム工学部),
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ウェーブレット理論を応用した
微分方程式の数値解析

福田尚広 ∗

∗ 筑波大学大学院数理物質科学研究科博士後期課程

概要. 数値解析は多くの工学分野において重要な役割を果たす．その際，近似の精度，
解析にかかる時間などが問題となる．本講演では，ウェーブレット理論の微分方程式の数
値解析への応用について紹介し，その有効性について議論する．また，多次元への拡張等
の解決すべき課題を示し，参加者のご意見を伺いたい．

An application of wavelet theory to numerical analysis of
differential equations

Naohiro Fukuda∗
∗Institute of Mathematics, University of Tsukuba

Abstract. Numerical analysis plays an important role in several fields of engineering. In

this talk, we introduce an application of wavelet theory to numerical analysis of differential

equations, and discuss its effectiveness.

1. はじめに

数値解析は電気・機会・情報など種々の工学分野で応用され，計算機の処理能力の向上

と共に日々発展している．特に，微分方程式を離散問題に帰着し，その近似解を得るため

の方法であるガレルキン法・有限要素法は，微分方程式の数値解法として非常に強力な道

具である．例として，常微分方程式の境界値問題

(1.1)

 −
d2

dx2 u + u = f , 0 < x < 1,
u(0) = u(1) = 0

を考える．この問題に対応する弱形式は ⟨u, v⟩L2(0,1) +
⟨

d
dx u, d

dx v
⟩

L2(0,1)
= ⟨ f , v⟩L2(0,1) である．

vをテスト関数という．
関数 φ に対して，φ j,k(x) = φ(2 jx − k) とおく．φ を基底関数と呼ぶ．(1.1) の近似解 ũ
のうち，ũ =

∑N
k=0 ukφ j,k なる形のものを求めたい．そのために，テスト関数として φ j,k

(k = 0, 1, · · · ,N)を順次適用し，得られた連立方程式を解いて係数 uk を求める．ここで，
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N は φに依存して決まる自然数である．具体的には，

MU = F

を解く．ここで，係数行列 M の (k, ℓ)成分は ⟨φ′j,k, φ′j,ℓ⟩L2(0,1) + ⟨φ j,k, φ j,ℓ⟩L2(0,1) で与えられ

る．また，F = t{⟨ f , φ j,k⟩L2(0,1)}k は f とテスト関数の内積から決まる列ベクトルであり，
U = t{uk}k は求めたい係数からなる未知の列ベクトルである．この方程式を解く (M の逆
行列を求める)ことで近似解を得る方法をガレルキン法といい，特に，基底・テスト関数
として区分的多項式（ハット関数など）を用いるガレルキン法を有限要素法という．

2. 正規直交スケーリング関数の利用

基底関数 φを次のようにとる:

(2.1) φ(x) = E ∗ Φ(x).

ここで Φは正規直交スケーリング関数であり，Eはエレベーターと呼ばれる関数である．
ガレルキン法の基底関数にはコンパクトサポートを持つ関数が一般に用いられる．そのよ

うな基底関数で，2次の Bスプライン N2 より滑らかなものを構成するために，Φとして，

コンパクトサポートを持つ Daubechiesのスケーリング関数 [1]を用いる:

(2.2) φD
2 (x) = N1 ∗ ΦD

2 (x).

ここで，ΦD
2 は 2次の Daubechiesスケーリング関数，N1 は 1次の Bスプライン (Haarの

スケーリング関数)である．φD
2 について，次が成立する：

定理 1 ( [6]) ck,ℓ = ⟨φD
2 (· − k), φD

2 (· − ℓ)⟩L2(R), ak,ℓ = −
⟨

d
dxφ

D
2 (· − k), d

dxφ
D
2 (· − ℓ)

⟩
L2(R)

とする．

このとき，

ck,ℓ =


131/180 if k = ℓ,
37/240 if k = ℓ ± 1,
−11/600 if k = ℓ ± 2,
1/3600 if k = ℓ ± 3.

0 otherwise,

及び

ak,ℓ =


−2 if k = ℓ,
1 if k = ℓ ± 1,
0 otherwise

が成り立つ．
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Fig. 1. Daubechiesスケーリング関数 ΦD
2 とその N1 による elevation φD

2

3. 双直交スケーリング関数の利用

ガレルキン法の基底関数とテスト関数は，同一の関数のシフトを用いるのが一般的であ

るが，異なる関数を基底関数，テスト関数に用いる（これを重み付き残差法という）こと

で，双直交スケーリング関数 ϕ, ϕ̃のガレルキン法への適用を考えることができる．特に，

2次の Deslauriers–Dubucスケーリング関数 φDD
2 [2–5]と 2次の Bスプライン N2 に対し

て次が成立する：

定理 2 ( [7]) ck,ℓ = ⟨φDD
2 (· − k),N2(· − ℓ)⟩L2(R), ak,ℓ = −

⟨
d
dxφ

DD
2 (· − k), d

dx N2(· − ℓ)
⟩

L2(R)
とす

る．このとき，

ck,ℓ =


131/180 if k = ℓ,
37/240 if k = ℓ ± 1,
−11/600 if k = ℓ ± 2,
1/3600 if k = ℓ ± 3.

0 otherwise,

及び

ak,ℓ =


−2 if k = ℓ,
1 if k = ℓ ± 1,
0 otherwise

が成り立つ．

注意 1 定理 2において，ck,ℓ の値は，定理 1のそれに一致している．実は，Deslauriers–
Dubuc関数と Daubechiesスケーリング関数との間には，関係式

φDD
2 (x) =

∫
R

ΦD
2 (t)ΦD

2 (t − x)dt

が成り立つ [8]．この関係式から両者が一致することを証明できる．

3

2013 proceedings of wavelet analysis and sampling theory 21



定理 1, 2 から，基底関数とテスト関数として φD
2 を用いた場合と，φ

DD
2 を基底関数，N2

をテスト関数とした場合で，係数行列は一致することが分かる．更に，後者の場合は，N2

をテスト関数に採用していることより列ベクトル F の計算が簡単になり，より高速での
処理が実現できる．
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Fig. 2. Deslauriers–Dubucスケーリング関数 φDD
2

4. おわりに

上述の定理を用いることにより，ウェーブレット理論を応用した近似解の構成が可能と

なる．得られる近似解の精度，解析に必要となる時間など，詳しくは講演時に紹介する．

謝辞 本研究集会にて講演の機会を与えて下さった大阪教育大学の芦野隆一先生に深く

感謝致します．本講演の内容は，筑波大学の木下保先生及び久保隆徹先生との共同研究に

基づきます．
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非分離型 2次元ウェーブレットの構成と
画像処理への応用

藤ノ木健介
大島商船高等専門学校情報工学科

概要. 離散ウェーブレット変換はテンソル積により多次元へと容易に拡張できる．しか
しこの分離型の方法では方向選択性に乏しく，様々な方向特性をもった信号解析に対して
問題が生じる可能性がある．本講演では結晶構造の定式化を基に 2次元格子を定義し，そ
の格子上に方向選択性を有する非分離型 2次元ウェーブレットを構成する方法を述べる．
特に三角形格子の場合に着目し，画像のエッジ検出やキーポイント解析を含む応用例につ
いて紹介すると共に，多次元への拡張の可能性を議論する．

Construction of two-dimensional nonseparable wavelets and
their applications to image processing

Kensuke Fujinoki
Oshima National College of Maritime Technology

Abstract. The discrete wavelet transform can be applied to a two-dimensional signal by

the tensor product form. This separable method gives a easy way to extend the wavelet

transform to multiple dimension, but lacks directional selectivity in the wavelet decom-

position. We present a simple method for two-dimensional nonseparable extension of the

wavelet transform with directional selectivity by employing the general strategy of crystal

structures in solid state physics. In particular, we focus on the case of a triangular lattice,

and some applications of the constructed nonseparable wavelet filters on the lattice are

introduced. The extension of the method for much higher dimension is also discussed.

1. 3角形ブラベー格子
2次元平面R2において，線形独立な基本並進ベクトル（primitive translation vector）[1]を

t1 =
(
1 0
)T
, t2 =

(
− 1

2

√
3

2

)T
と定義すると，これによってブラベー格子（Bravais lattice）

Λ = {t = n1 t1 + n2 t2| (n1, n2) ∈ Z2}

が生成される．この 3角形格子 Λ上に与えられている 2次元データを扱う．画像のピク
セルに相当するのは，ウィグナー・ザイツセル（Wigner-Seitz cell）と呼ばれる 6角形の
領域で，これが平面を埋め尽くす．

1
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逆格子ベクトル（reciprocal lattice vector）を

λ1 =
(
0 2√

3

)T
, λ2 =

(
1 1√

3

)T
としたとき，逆格子（reciprocal lattice）は次のように与えられる．

Λ̂ = {2π(λ = m1λ1 + m2λ2)| (m1,m2) ∈ Z2}

また便宜上 t3 = −t1 − t2, t0 = 0, λ3 = λ1 − λ2 とする．これらは線形独立ではないが，
λm · tm = 0, m = 0, 1, 2, 3である．
ブラベー格子 Λ上に定義される解像度 2 j, j ∈ Zの信号 {c j[t]}t∈Λ のフーリエ変換は

(1.1) ĉ j(ω) =
∑
t∈Λ

c j[t]e−iω·t , ω ∈ R2

と表され，ĉ j(ω)はシフト ĉ j(ω) → ĉ j(ω + 2πλ), λ ∈ Λ̃に対して二重周期構造を持つ．逆
格子はブラベー格子のフーリエ領域に対応しており，ブリルワン・ゾーン（Brillouin zone）
と呼ばれる 6角形の領域が定義される．これはフィルタの基本領域となり，ナイキストエ
リア（1次元の場合の区間 [−π, π]）に対応している．

2. 格子上でのウェーブレット変換
ブラベー格子は 4つの独立な部分格子 Λm,m = 0, 1, 2, 3に分解される．

Λ =

3∑
m=0

Λm, Λm = {2t + tm| t ∈ Λ}

逆格子についても同様である．これに対応して信号 {c j[t]}t∈Λ はポリフェーズ表現により

(2.1) ĉm, j(ω) =
∑
t∈Λ

c j[2t + tm]e−iω·t , m = 0, 1, 2, 3

とフーリエ領域において 4つのポリフェーズ成分で表される．このとき，ブラベー格子 Λ
上でのウェーブレット変換は

(2.2)


ĉ j−1(ω)

d̂1, j−1(ω)
d̂2, j−1(ω)
d̂3, j−1(ω)

 = P̂(ω)†


ĉ0, j(ω)
ĉ1, j(ω)
ĉ2, j(ω)
ĉ3, j(ω)


で与えられ，信号 c j[t]は解像度が半分の近似成分 c j−1[t]と 3つの詳細成分 dk, j−1[t], k =
1, 2, 3 に分解される．これは，信号の分解には 4 つの独立なフィルタの組が必要である
ことを意味する．ここでポリフェーズ行列 P̂(ω)のエルミート共役はポリフェーズ形式の

2
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ローパスフィルタ ĥm(ω)と 3つの独立なハイパスフィルタ ĝk,m(ω), k = 1, 2, 3から構成さ
れる．1次元の場合に倣って，リフティング [2]を 2次元に拡張すれば，P̂(ω)† は

P̂(ω)† =


2 0 0 0
0 1

2 0 0
0 0 1

2 0
0 0 0 1

2



1 û1(ω) û2(ω) û3(ω)
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




1 0 0 0
−p̂1(ω) 1 0 0
−p̂2(ω) 0 1 0
−p̂3(ω) 0 0 1

(2.3)

と分解できる．3角形格子 Λに定義される最も簡単な非分離型ウェーブレットフィルタは
3角形双直交 Haarフィルタ [3]と呼ばれ，

p̂k(ω) = 1, ûk(ω) =
1
4
, k = 1, 2, 3

としたとき

ĥ(ω) =
1 + e−iω·t1 + e−iω·t2 + e−iω·t3

2

ĝk(ω) =
−1 + e−iω·tk

2
, k = 1, 2, 3

(2.4)

で与えられる．双対フィルタ ˆ̃h(ω), ˆ̃gk(ω)は式 (2.3)の性質から ̂̃P(ω) = P̂(ω)†−1 とするこ
とで算出でき，同時に完全再構成条件

̂̃P(ω)P̂(ω)† = I

が成立する．さらに次数の高い次数 N のフィルタは補間法を用いて pk をもとに構成する
ことができる [4]．
式 (2.3)における pk, k = 1, 2, 3を設計することは，格子上の各 tk 方向に対する指向性
を持ったハイパスフィルタ gk[t]を構成することと等価となる．このため通常の正方格子
の場合と違い，解析対象である信号の方向特性に応じた tk を定義し，そこから生成され
る任意の格子において pm を設計できる自由度があるといえる．ここでは 3角形格子 Λに
おいて 120◦ 毎に配置された各 tk 方向に pk をそれぞれ等しく設計しているため，等方的
なフィルタ gk[t], g̃k[t] および詳細成分 dk, j[t] を得ることが可能となる．なおこの選択は
h[t], h̃[t]には六方対称性（hexagonal symmetry）を与える．
変換 (2.2)を任意の分解レベル j = Lまで繰り返せば，分解された信号成分は解像度の
階層構造を有する．

(2.5) c j[t]→ {dk, j−1[t], dk, j−2[t], . . . , dk,L[t], cL[t]}, k = 1, 2, 3

この等方的な画像分解は，画像の等方性を保ったエッジ検出，特徴量抽出，非線形近似 [4]
や，階層的表現を利用したマルチスケールキーポイント解析 [5]などへと応用することが
できる．通常の結晶は 3次元構造を持っていることから，今回紹介したアプローチは 3次

3
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元に拡張することも可能であり [6]，さらには n次元の非分離型ウェーブレットも構成す
ることができると期待される．次元の増加に伴いどのような応用が考えられるか，今後解
決すべき課題も含めて参加者のご意見を伺いたい．
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医用画像における圧縮センシング：現状と課題 
 

岡田 知久∗ 藤本 晃司∗ 伏見 育崇∗ 

山本 憲∗ 富樫 かおり∗ 
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概要. 医用画像分野での技術進歩は多岐にわたるが、サンプリングそのものを短縮する技術

は応用範囲が広く、その波及効果には非常に大きなものがある。多様なデータの収集とそれら

を統合することにより、画像から生理や病態への新たなアプローチも生じうる。臨床上有用と考

えられる項目を中心に現状を解説するとともに今後の展望に関する私見を提示してその可能

性を検討する端緒としたい。 
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Abstract. Rapid sampling can be applied to various modalities. There are many contrasts that 
areclinically useful in medical imaging, but scan time is frequently one of the major limiting 
factor. Reduction of the sampling time allows medical imaging to be applied to more patients. 
Higher resolution and more contrasts would contribute more accurate and detailed analysis, and 
may lead to a new diagnostic method. Current status of compressed sensing in medical imaging 
is reviewed, and future prospective would be presented and discussed.  

 

 

１．医用画像の現状 

 他のほぼ全ての事象と同様に、臨床における画像診断は理想と現実の妥協の産物である。もちろん経

済的な問題もあるが、医用画像の撮像それ自体にも大きな制約がある。例えば脳血管一つをとってみて

も、0.1mm 程度の直径の血管画像を正しく描出できれば、脳血管障害発症予備群の今後を予測して発

症を防止・遅延させる治療や生活習慣改善の指導を行うことが可能となる。しかし画像診断の現状は大き

く異なり、解像度 0.5mm の脳血管画像を撮像するために、MRI では 10 分以上必要である。他の画像化

手法でもそうであることが多いが、この間に一つの画像データを連続して収集し続けている。カメラで言え

ば、シャッターを開いたままである。そのため少しでも動けば、画像がブレてしまい診断に耐えないものと

なることが多い。高解像度になり、撮像時間も長くなるほど、これが大きな問題となる。安臥しているとはい

え、健常者でも 10 分間全く動かないでいるのは必ずしも容易ではなく、患者ではより困難となる。 

 その一方で医用画像工学の進歩は著しく、特に MRI では一度の検査で様々なコントラスト画像が撮像

可能となってきた。一つのコントラスト画像の撮像時間を 5 分としても、これを 6 種類撮像すればそれだけ

で 30 分であり、長く狭い MRI 装置の中で通常これ以上じっとしているのは困難な事が多い。でもなぜそ

れほど多くの種類を撮像するのかと言えば、病態ごとにそれを強調して把握しやすい画像が異なるからで

ある。現在活用可能な全てのコントラスト画像を収集して、総合的な画像診断を行うことは理想的だが、現

状では困難である。さらに短時間での撮像が可能となれば、健康診断の如くより多くの方により安価に画

像検査を提供できるようになり、その恩恵はより広範囲となりうる。 

こうした背景から、現状でも撮像を高速化する様々な方法が活用されているが、圧縮センシングはその

多くとは異なる手法であり、今後の発展が大いに期待されている。 
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２．圧縮センシングの医用画像への応用 

自然画像の多くが適切な処理により疎表現が可能であることが分かっている。例えば風景写真をウェ

ーブレット処理すると上位 10%程度の係数のみで、フルデータ画像と比較して劣化の非常に少ない画像

が表現できることが知られている。圧縮センシングはこの観測対象の疎表現可能性を利用して、間引き収

集したデータから観測対象を推定する枠組みで、本来の画質を保ちながら撮像時間の短縮（間引き収

集）が可能になる（Lustig M, et al. 2007）。疎にサンプリングしたデータに対して、欠損部分に０を挿入し

て逆フーリエ変換すると、様々なアーチファクトが生じる。圧縮センシングでは下記のように、観測データ

(b)との整合性を保ちつつ対象画像(Y)の疎性を利用した Y の推定を逐次的に行う。 

YX = arg min {||Fu(X)-b||2
2 +λ1||X||1+λtv||TV(X)||1 +λw||W(X)||1} 

             Y 
（X が対象画像、Fu が部分 Fourier 変換行列、TV が total variation、W が wavelet 変換。） 

特殊な場合を除き、現実的には画像を完全に再現（復元）することは困難である。ゆえに再構成される画

像は正則化項とその重みづけパラメータにより影響を受ける。そこで対象となる画像の特徴や解像度など

に合わせたパラメータ最適化、および画質の検証が必要である。 

MRI のデータ収集は画像をフーリエ変換した空間（k 空間と呼ばれる）上で行われる。等間隔に並んだ

格子状の各点に相当するデータを収集する場合が多いが、特定の１方向への収集は早く、疎に収集す

る必要はない（この方向を Kx とする）。3 次元で考えると残る２つの Ky、Kz 平面でのデータ収集を疎に

することで撮像の高速化が可能となる。 

データサンプリングは必ずしも格子点に沿ったサンプリングである必要はない。例えば３次元の k 空間

をランダムに収集したものから、格子点のデータを補間してデータを作成して高速逆フーリエ変換を行う

ことでより効率的にランダムかつ疎に収集できる可能性がある。このように収集法が装置の構造に依存し

ない MRI ではデータ収集の自由度が最も高いが、検出器が円筒状に配列された CT や PET でも同様

のサンプリングが可能と考えられる。 

 

３．現状と今後の展開 

現時点で今後の展開を予測することは必ずしも容易ではない。しかし現時点での研究の展開を認識し、

圧縮センシング手法の今後の広がりについて、下記項目ごとに検討する。 

 

3.１ 多様なコントラスト画像に対応した CS 再構成法の開発 

疎表現が可能な医用画像の代表として血管画像がある。これは血管内の血液が示す高信号の有無を

見ているものであり、極端な例では背景信号はゼロとみなすことができる。造影剤を急速に注入して血管

やガンを高信号で示すダイナミック造影と言われる撮像も多用されるが、これも同様である。こうした分野

での研究は現在盛んに実施されている。しかしこれとは異なり、微細なコントラスト変化が重要な医用画像

も多い。例えば臨床で頻回に撮像される T1 強調もしくは T2 強調の MRI 画像では、内部にグレイスケー

ルで表される多段階のコントラストが存在する。疎なデータ収集でありながらも、そうしたコントラストを再現

できる再構成法が望まれる。 

 

２．多様な生体パラメータを統合する疎収集・再構成モデリング 

例えば MRI 画像では、上記コントラスト以外にも拡散強調画像や血流画像、磁化率強調画像、磁化率

移動コントラスト画像、代謝物画像など様々なコントラスト画像が撮像可能である。従来はこうした画像を

全て撮像することは困難であったが、疎収集による撮像の短時間化により実現可能となりうる。それらを包

括的に捉えて画像診断を行うこと自体は CS から派生する別の新たな課題ではあるが、画像診断医によ

る視覚的認識では把握しきれない場合も多いと考えられ、臨床上は重要な課題である。さらに最近 MRI

による多様なコントラストを一度に収集して解析しようとする MR finger printing (Ma D, et al. 2013)という

データ収集に CS を適用して、短時間で多くの情報を得る研究も行われ始めている。 

 

３．血管以外も含めた構造・動態・機能画像への展開 

生体内の病態変化は必ずしも正常とは異なるコントラストとして検出されるとは限らない。その典型は認

知症であろう。脳を構成する皮質や白質の信号自体は健常者と比較して、大きな異常がない場合でも、

脳容積は大きく低下している場合が多い。そうした萎縮は軽度ながら広範囲に及ぶ場合もあれば、特定
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の構造のみが萎縮する場合もある。脳では小さな構造も重要であり、その変性や萎縮を検出することで病

態変化を把握出来る場合もある。特定のコントラストを保ちながらも短時間で高解像度撮像可能とするよう

な方法が開発できれば、その臨床的な意義は大きい。 

さらにそうした変性や萎縮を臨床的に可能な時間内で、明瞭に検出可能な状態で描出できれば、その

意義はさらに大きなものとなる。それはヒトによる検出の失敗を防ぐとともに、ソフトウエアによる自動検出

（CAD: computer aided detection）の可能性を広げるものである。また正常臓器をそれぞれ同定して抽出

（セグメンテーション）することが可能となれば、臓器の形状モデルからの偏位や容積からの機能推定によ

り、肝機能や腎機能の自動的かつ客観的な検出へと展開される可能性がある。 

 

４．終わりに 

医用画像の分野でも圧縮センシング技術の可能性には非常に大きなものがある。臨床の視点から提

示される問題意識や課題・展望に対して、多元的な視点からの課題や解決策の提案や他の技術との統

合、さらにはより発展的な展開に関する議論が期待される。 
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非適応型グループテスト：解析とアルゴリズム
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概要. グループテストは，複数の血液を混ぜて検査を行う血液検査の手法である．検査

回数の削減を主な目的とする．ランダム射影を用いた血液混合を行った場合などの手法の

性能や，推定アルゴリズムについて紹介する．グループテストに関連する問題である最小

頂点被覆問題なども交えて，非適応型グループテストについて議論する．

Non-Adaptive Group Testing : Analyses and Algorithms

Kazushi Mimura∗

∗Hiroshima City University

Abstract. Group testing has been introduced into blood testing. In group testing,

test subjects are devided into several disjoint groups and test the blended blood of test

subjects in each group. We here introduce performance of group testing based on a random

projection and some basic estimate algorithms. We discuss non-adaptive group testing and

the minimum vertex cover problem as a topis that corresponds to group testing.

グループテストは，Dorfmanによって提案された複数の血液を混ぜて検査を行う血液検

査の手法であり，検査回数を削減することを主な目的とする [1]．遺伝子解析のスクリー

ニング実験（多くの塩基列の中に特定の塩基列が含まれるかどうかを調べる実験）など，

検査コストの大きい問題に対して有効であると期待されており，これまでにいろいろな検

査方法とそれらの性能の評価について議論されている [2–5]．

グループテストでは，血液を個別に検査して陽性かどうかを判断するのではなく，複数

の血液をいくつかにグループ分けしておいて，グループの血液を全て混ぜておいてグルー

プ毎に検査を行う．あるグループが陰性なら，そのグループ内の検査対象が陰性とわか

る．また，あるグループが陽性なら，そのグループに含まれる検査対象のうち少なくとも

ひとつが陽性であるとわかる．これら結果を組み合わせることによって，個々の検査対象

の検査結果を推定する．図 1にグループテストの簡単な例を示す．上段は検査対象を，下

段はプールと呼ばれる混合した血液をそれぞれ表す．また，実線はどの検査対象の血液が

どのプールに入っているかを示している．陽性のプールに血液を混ぜた検査対象が陽性の

可能性があるが，そのうち陰性のプールに血液を混ぜた検査対称は陰性であることから推

1
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Fig. 1. グループテスト．黒は陽性を，白は陰性を表す．実線は検査対象の血液がどの

プールに入っているかを表す．下段のプールの検査結果から，上段が検査対象の個別の

検査結果を推定できる．

定ができる．

グループテストは，大きく適応型と非適応型に分類される．適応型は，それまでのグ

ループテストの結果を得てから，改めてグループ分けを行って検査を繰り返すものであ

る．非適応型は，全てのプールを予め全て決めておくものである．適応型は，グループ分

けに使うことのできる情報が多いため一般に検査回数を非適応型よりも減らすことができ

る．一方，非適応型では，グループ分けを最初に決めて変更しないため，同時に全ての検

査を行うことができる．

本発表では，非適応型グループテストについて，貪欲法や線形計画法に基づく推定法や

性能評価を紹介して，非適応型グループテストに関連する最小頂点被覆問題なども交えて

議論する．
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