
平成 24 年度　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

ウェーブレット理論と工学への応用

主催：文部科学省， 大阪教育大学 

場所：大阪教育大学 天王寺キャンパス

日程：平成 24 年 11 月 10日（土）13:00 - 18:00

　　    平成 24 年 11月 11 日（日  ）   9:00 - 12:30 

Wavelet theory and its applications to engineering

MEXT & OKU 2012 Workshop 



 

 

 



 

 

 

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 1



 

 

 

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering2



ウェーブレット理論と工学への応用プログラム
大阪教育大学 天王寺キャンパス

平成 24 年 11 月 10 日（土）13:00 – 18:00

13:00–13:10 開催の挨拶

13:10–14:10 河原 英紀（和歌山大学 システム工学部）
音声分析変換合成システムの課題と標本化理論への期待
歌唱ソフトによるCDがヒットチャートの一位になり、音声を使ってスマートフォ
ンに相談したり、母国語の音声を外国語に翻訳できるシステムが用意されるなど、
本格的な音声応用の時代が始まりつつある。しかし、音声をテキスト以上のものに
している個性、感情、抑揚、ニュアンスなどの分析と操作は、これからの課題とし
て残されている。これらの課題に対する有力なツールとして開発を進めている音声
分析変換合成システム STRAIGHTを紹介するとともに、その過程で遭遇する様々
な課題に関して、標本化に関わる数理の研究に期待するところを説明したい。

14:25–15:25 戸田 浩（豊橋技術科学大学 機械工学系 計測システム）
工学的に有用な新しい離散ウェーブレット変換の設計に関する問題点
従来の離散ウェーブレット変換を信号解析、信号処理等の工学的な分野に応用す
る際の問題を提起し、議論する。そしてこれらの問題を解決するための、さまざま
な新しい離散ウェーブレット変換の可能性を議論する。そして、これら新しい離散
ウェーブレット変換を設計するにあたっての問題を提起し、議論する。

15:40–16:40 中野 和司（電気通信大学　情報理工学研究科）
地中レーダによる埋設管の位置標定の現状と問題点
道路工事などの現場では、地下の埋設管を破損しないことが重要である。現在、
電磁波放射による地中レーダによる受信信号（２次元信号）をもって埋設管の位置
を標定することが期待されているが、多くの課題をかかえており未だ実用には遠い。
ここでは、受信信号のノイズ解析・除去手法、および強調手法の現状を述べ、埋設管
の位置推定のための課題を明らかにする。提案手法のキーワードは、ガボールウェー
ブレット、情報量規準、統計的クラスタリングになる。

16:55–17:55 新井 康平（佐賀大学大学院 工学系研究科 知能情報システム部門）
地球観測衛星画像解析へのウェーブレット解析の応用
地球観測衛星画像解析において特徴抽出、画像分類はその抽出効率および分類精
度の向上が課題である。従来手法による特徴抽出および画像分類における抽出効率
および分類精度の問題を提起し、議論する。

懇親会
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平成 24 年 11 月 11 日（日）9:00 – 12:30

9:00–10:00 三村 和史（広島市立大学 情報科学研究科 知能工学専攻）
2次元データの圧縮センシング
圧縮センシングでは，1次元疎データの再構成が議論される．2次元データは並べ
替えによって 1次元データとして扱うことはできるが，観測行列が大きくなってし
まうなどの問題が起こる．直接，2次元疎データを再構成するアルゴリズムについ
て検討する．

10:15–11:15 李鹿 輝（山形大学大学院 理工学研究科）
ウェーブレットによる流れの多重スケール構造の解析について
最近の三十年間、ウェーブレット変換を用いた乱流の解析の進展はめざましいと
言える。本講演では、直交ウェーブレット多重解像度法を用いた複雑な乱流や渦に
ついて三次元構造の解析の事例を紹介し、流れの多重スケール構造とウェーブレッ
ト解析の結果との関係について解決すべき問題を提起する。

11:30–12:30 浅野 晃（関西大学 総合情報学部）
マセマティカル・モルフォロジと画像解析
線形演算で構成される世界は数学的には扱いやすいが，現実の世界は，しばしば
上限・下限をもつ「有界で非線形」なものになっている。マセマティカル・モルフォ
ロジ（以下モルフォロジ）は，完備束での上限・下限演算を基盤として構成された，
有界な世界を扱う非線形演算の体系である。本講演では，モルフォロジの基本的な
考え方と，画像処理を中心とする各種分野への応用を説明する。さらに，ウェーブ
レット変換のモルフォロジによる拡張について説明し，画像解析への応用の可能性
について議論する。

大阪教育大学 天王寺キャンパス
〒 543-0054　大阪市天王寺区南河堀町 4-88 　電話番号 (06)6775-6611

JR天王寺駅、地下鉄天王寺駅、近鉄大阪阿部野橋駅下車、徒歩約 10分。
JR寺田町駅下車、徒歩 5分。
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音声分析変換合成システムの課題と
標本化理論への期待

河原英紀 !

! 和歌山大学システム工学部

概要. 本格的な音声応用の時代が始まりつつある。歌唱ソフトによるアルバムがヒット
チャートの一位になり、スマートフォンでは、音声を使った検索や、母国語の音声を外国
語に翻訳できるアプリを誰でも容易に入手することができるようになっている。しかし、
音声をテキスト以上のものにしている個性、感情、抑揚、ニュアンスなどを分析し自由に
操作するための技術には、未解決の問題が数多く残されているのが現状である。ここで
は、これらを研究するためのツールとして筆者らにより開発が進められている音声分析変
換合成システム STRAIGHT を紹介するとともに、研究の過程で遭遇する様々な問題に
関して、標本化に関わる数理の研究に期待するところを説明したい。

Hot topics in speech analysis, modification and synthesis
systems need help from sampling theory

Hideki Kawahara!
!Faculty of Systems Engineering, Wakayama University

Abstract. Speech technologies are about to take o! into the mass market. Albums
featuring a famous virtual singer got first place of the Japanese hit-chart several times.
Nowadays, anyone can purchase smart-phone applications based on the cutting edge speech
technologies, such as voice activated internet search, spoken language translation and so
on. However, flexible manipulation of voice individuality, emotion, intonation and deli-
cate expressions, which make speech richer than written texts, is still a distant research
target. This article introduces our speech analysis modification and resynthesis system
STRAIGHT as a prospective research tool for investigating such speech attributes, fol-
lowed by discussions on issues needed to be solved to attain the goal, hoping for interdis-
ciplinary interactions between engineering and mathematics help promote research in this
interesting field.

1. はじめに
まず、音声信号処理と音声知覚研究の歴史を、標本化や情報表現との関わりを中心とし
て簡単に振返ることから始めたい。
音声へのディジタル技術の応用には、半世紀以上の歴史がある。国内でも、1965年に音
声のディジタル伝送の導入が始まり [1]、1972年には、国際電気通信連合 (ITU)により、
電話網における音声のディジタル化に関する勧告 [2]が制定されている。電気通信に関す
る最大の学会 IEEEの会誌に、Bell研究所の Shannonによる標本化理論以降の 50年を展
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Fig. 1. 音源–フィルタモデルの模式図。左側に示す音声器官を、右に示すように音源
(source)とフィルタ (filter)に分けて音声生成過程をモデル化する。右の上段は、音源、
フィルタの応答、出力された音声の周波数領域での表現、下段は、それぞれの波形を模
式的に示してる。上段の破線は、個別の共振の特性、実線は合成された特性を示す。

望した記事 [3]が掲載されてからも、既に 12年が経過している。ただし、これらは信号
として捉えた音声に対するディジタル技術の応用であり、コミュニケーションのメディア
としての音声の内容に深く踏み込むものではない。本格的な音声応用の時代に必要とされ
ている、信号としての音声とメディアとしての音声を結ぶ研究は、これも Bell研究所の
Dudleyによる VODERや VOCODER [4]へと、さらに遡ることになる。
ネットで『VODER 1939』を検索すると、この VODERを「演奏」して音声を合成して
いるムービーを見つけることができる [5]。このムービーでは、原理の簡単な説明に続い
て、オペレーターの指の動きとともに、比較的明瞭な音声 “She saw me.” が合成される。
次に、「誰が？」「誰を？」「何をしたの？」という 3種類の問いかけに応じて、それぞれ
適切に抑揚を変えることで “she,” “me,” “saw,”のそれぞれが強調された 3種類の音声が合
成される。このムービーが記録された 1939年という早い時期に既に、同じテキストに基
づきながらも、音声をテキスト以上のものにしている抑揚を、工学的な手段で意図的に操
作できていたことになる。ここでは、音声生成器官で形成される声道の共振周波数の配置
と、声道を駆動する声帯振動の速度が、それぞれ主にテキストにより表すことのできる情
報と、抑揚に関する情報を担っているという性質が利用されている。*1

このような理解は、図 1に概要を示した音声生成の音源-フィルタモデル [6]としてまと
められ、その後の半世紀以上にわたる、音声の生成と知覚に関する研究の基礎となった。

*1 VODERのオペレーターを電気回路による音声分析装置で置き換えたものが VOCODERである。このよ
うにフィルタと音源の情報を用いて音声を分析し、合成するシステムを一般に VOCODERと呼ぶことが
ある。なお、現在では、音楽での音の加工のためのエフェクタの機能としての VOCODERの方が有名に
なっている。

2
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これらの研究の多くでは、声道の共振周波数に相当するフォルマントと、声帯振動の速
度に相当する基本周波数が、音声知覚に深く関わる重要な特徴とされている。この音源–
フィルタモデルが実用的なものとなる際の主役は、工学的な具体的なアプローチではな
く、抽象的な高い立場から問題を見直す数理的なアプローチの方であった。*2音声信号を
自己回帰型の確率過程からの標本とみなして、その母数を推定する問題として定式化する
統計的信号処理 [7]によるパラダイムシフトが、その嚆矢である。この転換は、線形予測
分析 [8]を経て、現在の携帯電話に用いられている線スペクトル対 [9]に至る豊かな技術
の体系を生み出している。このモデルでは、音声のスペクトルを極のみを有する関数を用
いてフィルタ部分を表現しており、極がフォルマントに対応する。
ただし、これらのモデルを基本周波数の情報のみから作成される音源を用いて駆動する
と、機械的な特有のクセがある音声が合成される。そのため、「VOCODER声」は、品質
の悪い合成音声の代名詞ともなっていた。高い品質の音声の合成には、何らかの意味で元
の音声の波形を復元することが不可欠であるというのが前世紀末までの常識であった。実
際、携帯電話などでは、モデルによる予測残差を音源の情報に符号化して加えることによ
り、実用的な品質が実現されている [10, 11]。しかし、エンジニアリングとしては正しい
この解決策は、問題点を力ずくで音源側に押しつけたことに相当し、音源–フィルタモデ
ルの概念的な見通しの良さを損なうものでもあった。

1997年に筆者らが提案した STRAIGHT [12]は、この「分析合成型では高い品質は実現
できない」という常識に対する反証を与えた。STRAIGHTは、VOCODER型の分析合成
系であり、元の音声波形を復元しない。音源は、パルス列とランダムな雑音を混合しただ
けのものである。それにも関わらず、STRAIGHTによる合成音声の自然性は、元の音声に
匹敵する [13]。ここでも標本化が重要な役割を果たしている。STRAIGHTでは、声帯振
動による声道の周期的駆動を、音声の背景にある滑らかな時間周波数表現を標本化するた
めのものであると解釈する。この解釈に基づく標本からの復元を、consistent sampling [3]
に基づいたアルゴリズムとして実装することで、パワースペクトルの細部の形状を保存し
つつ、妨害要因であった周期性の影響は実質的な意味で完全に取り除かれることとなっ
た。これは、概念的な見通しの良い音源–フィルタモデルが、実用的なものとしても利用
できるようになったことを意味する。このように位置づけられる STRAIGHTは、当初の
目的であった音声知覚研究のツール [14]としてだけではなく、様々な音声合成システム
のエンジン [15]としてなど、広く応用されるに至っている。*3

このような背景の上に、音声をテキスト以上のものにしている個性、感情、抑揚、ニュ
アンスなどを分析し自由に操作するための研究が、近年、活発に進められるようになって
いる。これらの研究の多くは、多様な話者により様々な表情や表現で発声された音声の統

*2 音声認識の実用化に際しても、同様に、主役となったのは、目標志向型の工学的アプローチではなく、確
率過程や離散数学に基礎を置く数理的アプローチであった。しかし、これ以上の言及は省く。

*3 STRAIGHTに関する主要な 3本の論文の引用数 (GoogleScholarによる)の合計は、2012年 10月の時点
で 1000件を超えている。
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Fig. 2. 抑揚による音声のスペクトログラムの違い。「ありがとう」という言葉を普通
に話した場合（上段）と、問い質す口調で話した場合（下段）。時間変化を重視した表
現（左側：広帯域スペクトログラム）と、周波数成分の分離を重視した表現（右側：狭
帯域スペクトログラム）。縦の色目盛りは、dBにより表示した成分のレベルとの関係を
表している。この図では、1億倍のレベル差までを表示している。

計的処理という枠組み [16]の中で進められている。しかし、私見ではあるが、それら以上
に、音声の情報表現そのものに、さらに注意深く見直すべき側面があるように思われる。
抽象的化された高い視点に立つ数学との対話から、この混沌とした状況を打開する手掛か
りが生み出されることを期待している。

2. 音声に含まれるもの
図 2 に、歴史的に広く用いられて来た音声の時間周波数表現の例（スペクトログラム

P(!, t)）を示す。

(2.1) P(!, t) =
!!!!!

" "

#"
w(" # t)x(")e# j!"d"

!!!!!
2

4
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ここで、t は、時間、x(t) は、分析対象となる信号、w(t) は、信号を観測するための窓
関数を表す。w(t) には、音声のディジタル信号処理では、t = 0 に関して偶対称であり
#TW/2 < t < TW/2 の区間で定義されている関数が通常用いられる。図 2 では、横軸
を時間 t、縦軸を周波数 f = !/2# として、P(!, t) の値を疑似カラー（印刷では明暗）
を用いて可視化している。なお、ここでは P(!, t) そのものではなく、対数化された値
10 log10 (P(!, t))が用いられている。*4

スペクトログラムは、当初、帯域通過フィルタとヘテロダインを用いた中心周波数の走
査を組み合わせたアナログ技術により計算されていた [17]。このような方法では、自由に
フィルタの帯域幅を変更することができないため、図 2に示すように、調波成分の分解を
重視した狭帯域スペクトログラム（右側）と、時間的な変化の分解を重視した広帯域スペ
クトログラム（左側）が用いられていた。*5

図 2は、二種類の違う表現で男性が「ありがとう」と発声した音声を分析した例である。
上段では普通の表現、下段では、疑いあるいは問い返しの表現で発声されている。広帯域
スペクトログラムでは、フォルマントの位置が時間とともに変化する様子が、赤色あるい
は暗いぼやけた太い横縞のように見える。狭帯域スペクトログラムでは、基本周波数が時
間とともに変化する様子が、同様な色の細い横縞として見える。表現の違いは、まず、0.4
秒以降の基本周波数の変化に現れている。疑いの表現では、基本周波数が時間とともに上
昇していることが分かる。その他に、後半のパワーの強さの差、0.1秒付近での画像とし
ての肌理の違いなど、様々な違いも認められる。しかし、フィルタについての情報と、音
源についての情報が混在しているこれらのスペクトログラムに基づいている限り、音声に
よる表現の違いの何がどのように知覚に影響しているかを明らかにすることはできない。
ここで、STRAIGHTの出番となる。

3. STRAIGHT

音声のスペクトル包絡の推定問題を、離散化された標本からの曲面の復元問題とみなす
STRAIGHTの基本的なアイデアは、1996年に遡る [18]。そのアイデアが音声分析変換合
成システムとしてまとめられたのは 1997年の ICASSPにおいてであり [19]、（当時は自
覚的ではなかったが）consistent samplingの考え方に基づいて定式化されたのは、1999年
の Speech Communication誌の論文 [12]においてであった。*6多くの論文で引用されてい
るのは、ここで提案された STRAIGHTである。

*4 この対数化されたパワーの表現は、電話の発明家 Bellに因んで dB（デシベル）と名付けられている。係
数の 10は、初期の電話システム設計における手計算を簡単にするための実用的な工夫であった。

*5 広帯域スペクトログラムの計算に用いられている窓関数の時間長（定義域の長さ）は、40msであり、狭
帯域スペクトログラムでは、10msである。窓関数には Blackmann窓と呼ばれる 2項の cos級数が用いら
れている。

*6 論文としてまとめるまでの検討において、スプライン基底の議論 [20]や一般標本化定理 [21]などを参考
にしようとしていた。
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同じ基本的なアイデアに基づきながらも、全く新しい STRAIGHTが発表されたのは、
2008 年の ICASSP においてである [22]。周期信号のパワースペクトルを短時間 Fourier
変換により求める際に生ずる時刻依存項を消去する方法である TANDEMの発明 [23]が
きっかけとなり、（今回は自覚的に）consistent sampling の考え方に基づいて新しい定式
化が行われた [22, 24]。これらの STRAIGHT を区別する必要があるときには、前者を
legacy-STRAIGHT、後者を TANDEM-STRAIGHTと呼んでいる。以下では、特に必要が
ない限り TANDEM-STRAIGHTに基づいて説明する。

3.1 TANDEM:時刻依存項の消去
周期が T0 である周期信号の場合、短時間 Fourier変換により求められるパワースペクト
ルには、隣接する調波成分の干渉により分析時刻に依存して変化する項が含まれる。（原
点を適当に定義した時刻 "を用いると、cos(2#"/T0)が項に表れる。）この項は、T0/2の
間隔を隔てて求められたパワースペクトルを平均することで、消去される [23]。こうして
求められるパワースペクトル（TANDEMスペクトル）を PT (!, t)と表すことにする。

(3.1) PT (!, t) =
P(!, t # T0

4 ) + P(!, t + T0
4 )

2

この方法は、短時間 Fourier変換に用いられる様々な窓関数 [25]に応用することができ
る。窓関数の Fourier 変換 W(!) が実質的に非零となる周波数帯域の幅が 2/T0 以下であ
れば、この方法を用いることにより分析時刻に依存する項が消去される。

3.2 スペクトル包絡の復元: STRAIGHT

時間方向の標本化の影響が、TANDEMスペクトルを用いることにより排除されたため、
残る問題は、周波数方向の周期的変化の除去だけになる。音声における有声音は、図 1に
示したように、声道のインパルス応答と周期的に配置された $関数の畳込みにより近似す
ることができる。*7このように近似すると、有声音のパワースペクトルは、声道のインパル
ス応答の Fourier変換に相当する声道伝達関数を周波数軸上で基本周波数の整数倍の位置
で標本化し、さらに、分析に用いた窓関数で平滑化したものの絶対値の自乗となることが
分かる。*8

この状況は、離散的な標本値から連続的な元のアナログ信号を復元する DA変換の問題
と同じである。TANDEMスペクトルには、DA変換後の低域通過フィルタが不完全なた
めに、標本化に用いたパルスが残留していると考えれば良い。しかも、標本化の前に通常

*7 声帯音源波形の形状の影響や、声帯の振動と声道から反射して来る音波との非線形な相互作用は、無視す
る。

*8 TANDEM スペクトルの場合には、変動項が消去されるため、伝達関数の絶対値の自乗を、窓関数の
Fourier変換の絶対値の自乗で平滑化したものとなる。
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Fig. 3. 周期信号による周波数標本化とスペクトル包絡の復元
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Fig. 1. 母音「あ」の声道伝達特性の例（左）と、Morlet waveletを用いた声道伝達特
性（対数スペクトル）の wavelet変換の絶対値（右）。擬似カラーは、カラーバーに示
すように絶対値の dBに基づいて決めている。

の AD変換で用いられるアンチエリアシングフィルタを用いることができず、そのうえ、
元の信号である声道伝達特性は、（空間周波数の意味で）帯域制限されてはいない。良く
知られた標本化定理を、この状況に用いることは適切ではない。
図 3に、この状況を模式図で示す。また、この模式図と比較できるように、母音「あ」
の声道伝達特性の例（縦軸を対数（dB）で表示）と、その伝達特性の wavelet変換の絶対
値を図 1に示す。ここでは、Fourier変換での周波数（この場合には空間周波数）との対
応が分かり易い以下のMorlet wavelet [26]を用いている。

(3.2)
#
e jk0t # e#

k2
0
2

$
e#

t2
2

ここでは k0 = 4のものをスケーリングして用いた。図 1の右側の図の縦軸に記した値は、
周波数軸上での周期的振動の繰返しの周期（空間周波数の逆数）を表す。
図 3の C点は、直接観測することができない滑らかな特性であり、図 1の左側の図が、
その一例である。有声音源による周期的駆動で基本周波数の整数倍の位置での値だけが図
3の A点で得られることになる。標本化定理の条件が満たされるためには、例えば 120Hz
の基本周波数の場合には、図 1の右側の図において、縦軸で 240Hzの位置よりも上の領
域で wavelt 変換の絶対値が実質的に無視できるだけ小さくなければならない。しかし、

7
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Fig. 4. consistent samplingが対象とする信号の標本化と復元の構成

フォルマントの存在する周波数である 700, 1200, 2500, 3500Hzの周辺では、絶対値の大
きな部分が上の領域まで延びており、標本化定理が成立するために必要な帯域制限が行わ
れていないことが分かる。女声の場合には、状況はさらに悪い。
実際に観測できるのは、離散的な標本が窓関数の周波数領域での表現により平滑化
されたものであり、これが、TANDEM スペクトルに相当する。解くべき問題は、この
TANDEMスペクトルから元の観測できない滑らかな特性を復元することである。良く知
られている標本化定理では、図の C点と D点の値が一致することを要請している。しか
し、前述のように元の滑らかな特性は帯域制限されていないため、図の C点と D点の値
を一致させることはできない。また、元の滑らかな特性を帯域制限して図の C 点の値と
することで D点の値と一致させることは、音声の場合には帯域制限したスペクトルから
復元した音声の品質劣化が大きいため、許されることではない。

3.2.1 consistent sampling
consistent sampling は、このような理想的ではない状況での標本化を対象としている。

consistent samplingでは、図の A点と B点における標本化された離散的な位置の値だけ
での一致を要請し、C 点と D 点での値が一致することを要請しない。このように、従来
の標本化定理よりも緩い要請とすることで、現実的な工学的手段を用いて、簡単に要請を
満たすことが可能となる。図 3に示す compensating digital filterが、そのための手段であ
る。以下、文献 [3, 27]に基づいて説明する。
現実の機材を用いて標本化する場合を想定する。図 4は、そのような機材で対象となる
アナログ信号 x(t) を標本化し、離散化された信号から再びアナログ信号 x̂(t) を復元する
過程を表している。ここでは、信号は、まず標本化の前に機材の特性や前処理のための低
域通過フィルタによる応答 %1 の影響を受ける。この影響を受けた信号が標本化され、離
散信号となる。この離散信号に処理 Q が加えられ、得られた離散信号は、アナログ信号
に変換するための機材の特性 %2 の影響を受けて、復元された信号 x̂(t)となる。%1 および
%2 は、ここでは線形系のインパルス応答を想定している。文献 [27]の定理 1は、文献 [3]
では、以下の形で紹介されている。そこでは、信号 x(t)を Hilbert空間の要素 x $ H とし
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て議論を進めている。% &は、L2-ノルムを表す。以下、一部を省略して引用する。

応答 %1 の影響を受けた信号を標本化することは、%1 を用いて一連の内積 c1 を
求める（測定する）ことと同じである。

(3.3) c1(k) = %x,%1(t # k)&

ここで、現実的な条件を考慮する（例えば %1 $ L2）ことにより、H = L2 として議
論することができる。すると問題は、式 (3.3)という測定が行なわれたときに、次
式で表される %2 による近似空間 V(%2)により適切な近似を構成する問題になる。

(3.4) V(%2) =

%&&'
&&(s(t) =

)

k$Z
c(k)%2(t # k) : c $ l2

*&&+
&&,

これは、結局、図 4の Qとして表されている適切な離散補償フィルタによる処理
として解を与えることができる。
（中略）
定理を説明する前に、相互相関の系列を次式により定義しておく。

(3.5) a12(k) = %%1(t # k),%2(t)&

定理：x $ Hを未知の入力された関数としたとき、ある mがあって |A12(e j!)| ' m
となるとき、以下の意味で一貫性のある x の近似が V(%2) の要素として一意に決
まる。

(3.6) (x $ H, c1(k) = %x,%1(t # k)& = %x̃,%1(t # k)&

ここで信号 xの近似 x̂は、以下により与えられる。

(3.7) x̂ = P̂x(t) =
)

k$Z
(c1 ! q)(k)%2(t # k) ,

ここで、

(3.8) Q(z) =
1)

k$Z
a12(k)z#k

,

であり、作用素 P̃は、L2 から V(%2)への射影である。!

なお、

(3.9) Q(z) =
)

k$Z
q(k)z#k ,

であることを補足しておく。
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3.2.2 スペクトル包絡復元への応用
この consistent sampling をスペクトル包絡の復元に応用する場合には、%1 は、音声が
厳密には周期的ではないことによるスペクトルの広がりに対応する。また、%2 は、時間
窓を Fourier変換して求められるスペクトルの平滑化関数と、調波構造を除去するための
anti-aliasingフィルタの（周波数軸上での）応答関数の畳込に対応する。この anti-aliasing
のための関数として、legacy-STRAIGHTでは、2次の cardinal-B splineの基底関数を用
いており、TANDEM-STRAIGHTでは、1次の基底関数を用いている。
ただし、音声処理に応用する場合には、幾つかの近似と変換が必要となる。最初の条件
は、復元された関数の非負性の保証である。TANDEMスペクトルは、パワースペクトル
であり非負の値をとる。同様に、復元後の関数もパワースペクトルとして扱うためには、
非負であることが必要となる。補償フィルタ Q の係数には負の値が含まれているため、
音声のように成分の強度差が極端に大きい場合には、補償の結果に負の値が含まれる可能
性がある。このような状況で、復元された関数の非負性を保証するために、以下の変換を
利用する。まず、パワースペクトルを対数パワースペクトルに変換し、補償のための演算
である Qをその上で行う。次に、こうして得られた結果を、指数関数を用いてパワースペ
クトルに戻す。この処理により、最初のパワースペクトルが正値であれば、復元された関
数は正値となり非負性は保証される。*9なお、この処理では、Qの係数をそのまま用いる
ことができる。パワースペクトルの上に重畳している周期性に基づく変動が、その位置で
のパワースペクトルの値に対して十分に小さい場合には、log(1 + x) ) xが良い近似とな
ることを利用できるからである。
この近似を導入すると、スペクトルの復元の処理の全てが対数スペクトルの上で行われ
ることになる。実際に音声処理プログラムを作成する際には、無限個の係数がある Qをそ
のまま用いることはできない。幸いなことに、TANDEMスペクトルを求める際に用いる
窓と anti-aliasing用に用いる窓から求められる Qの係数の絶対値は、次数 kとともに急速
に零に近づく。したがって、プログラムでは k = 0と k = ±1に対応する係数のみを用い
れば良い。結局、プログラムでは、以下の式により、TANDEMスペクトル PT (!, t)から、
復元されたスペクトル PTS T (!, t)（以下では、STRAIGHTスペクトル）を求めている。

PTS T (!) = exp
-F .

gA(")gC(")CT (")
/0
,(3.10)

ここで、CT (")は、パワースペクトルの対数の Fourier変換として定義されている cepstrum
であり、以下のように、TANDEMスペクトル PT (!, t)から求められたものである。"は、
時間の次元を持つ quefrencyと呼ばれる変数である。なお、ここで F は、Fourier変換を

*9 実際に観測される音声信号では、背景雑音などの存在によりパワースペクトルは、高い確率で正の値を取
る。TANDEMスペクトルでは、正の値を取る確率はさらに高くなる。
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表す。

CT (") =
" "

#"
log (PT (!, t)) e j!"d!,(3.11)

式 3.10の gA(")と gC(")は、cepstrumに掛けられる重み関数であり lifterと呼ばれる。
このうち、gC(")は、consistent samplingの補償用のディジタルフィルタに相当し、以下の
形をしている。

gC(") = q̃0 + 2q̃1 cos
#

2#"
T0

$
(3.12)

実際には、q̃0 と q̃1 は、式 (3.9)の q0 と q1 の値を、打切りの影響と最終的な合成音声への
影響を考慮して調整した係数を表している [28]。
もう一つの lifter である gA(") は、anti-aliasing 用の平滑化フィルタである。このフィ
ルタには、周期的な標本化によるスペクトル上の周期的な変動を抑圧することが求めら
れている。平滑化の影響を局所的にするために、この関数のサポートは、短い方が良い。
TANDEM-STRAIGHTで用いられている cardinal splineの 1次の基底関数のサポートは、
基本周波数 f0 の幅を持つ矩形の関数であり、対応する lifterである g1(")は、以下のよう
になる。

g1(") =
sin(# f0")
# f0"

= F [h1(!)],(3.13)

h1(!) =
1

0 |!| ' !0
2

1
!0

otherwise(3.14)

また、legacy-STRAIGHTで用いられていた cardinal splineの 2次の基底関数のサポート
は、基本周波数 f0 の 2 倍の幅を持つ二等辺三角形の関数であり、対応する lifter である
g2(")は、以下のようになる。

g2(") =
#

sin(# f0")
# f0"

$2

= F [h2(!)],(3.15)

h2(!) =

%&&'
&&(

0 |!| ' !0
1
!0

2
1 #

!!!! !!0

!!!!
3

otherwise(3.16)

式 3.12の q̃0 と q̃1 は、用いる anti-aliasing用の lifterの種類（g1(")あるいは g2(")）に応
じて設定される。

4. 実音声の分析例と課題
実際の音声の分析例を用いて、これらの状況を説明し、課題と、標本化との関係につい
て議論する。ここで用いる音声は、図 2の上段に示した普通に発声された「ありがとう」
である。
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Fig. 5. 実際の音声での復元の例。（左）TANDEM スペクトルと復元されたスペクト
ル。（右）Morlet waveletを用いた wavelet変換の絶対値。分析対象は、普通の表現で発
声された「ありがとう」の 0.24秒の位置での音声（「い」に相当）。

4.1 TANDEM-STRAIGHTによるスペクトル復元
図 5の左の図に、実際に求められたパワースペクトル（TANDEMスペクトル）と復元
された STRAIGHTスペクトルを示す。図 5に表示されている部分は、0.24秒での分析結
果であり、「り」の母音部分に当たる。表示されている部分の音声の基本周波数は、146Hz
である。スペクトル上の細かな凹凸は、この周期性によるものであり、それぞれの位置
での値の ±20%程度あるいはそれ以下の大きさの変動として重畳していることが分かる。
この重複分の大きさであれば、実用上、上記の近似を利用することに問題は無い。この場
合、ピークの形状から、フォルマントが 350Hz, 2000Hz, 2600Hz, 3750Hz付近にあること
が分かる。また、1500Hz付近には零点による鋭い凹みが認められる。
図 5の右には、この復元されたスペクトル包絡（dBで表した対スペクトル）をMorlet

waveletを用いて分析した結果の絶対値を示す。図 1に示した声道伝達特性から求めたも
のと比較すると、音源の細部の影響が残っているために複雑であり見難い。しかし、注意
深く調べるとフォルマントに相当する部分での上方に延びた成分を認めることができる。
周期的駆動を周波数軸上での標本化と捉え、Shannon流の標本化定理の条件を成立させる
ための帯域制限を行った場合には、これらの細部が取り除かれてしまうことになる。対数
スペクトルを cosの級数を用いて表す cepstrumでも、通常利用されている個数の項を用
いる場合には、同様にこれらの細部が取り除かれる。
なお、STRAIGHTのように帯域制限を行わない処理であっても、図 1と比較すると、高
い空間周波数成分が失われていることが分かる。具体的な問題の例を、350Hzと 2000Hz
のフォルマントの周辺に見ることができる。これらの例では、フォルマントの周波数が調
波とは一致せず、調波と調波の中間にある。スペクトルのピークの位置はフォルマントと
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Fig. 6. 実際の音声での復元の例。（左）TANDEMスペクトルと STRAIGHTスペクト
ル、および。STRAIGHTスペクトルから求められた LPCスペクトル。（右）対数スペ
クトルに適用したMorlet waveletを用いた wavelet変換の絶対値。分析対象は、普通の
表現で発声された「ありがとう」の 0.24秒の位置での音声（「い」に相当）。

は一致しておらず、350Hzと 2000Hzにおける wavelet変換の絶対値も、高い空間周波数
への延びは図 1と比較すると顕著ではない。これは、声道伝達特性のピーク周辺での形状
の鋭さが失われていることを意味する。さらに、調波成分に対応する細かなピークの影響
が、高い空間周波数成分に残っていることも分かる。これは、用いた anti-aliasing処理の
抑圧量が少な過ぎることを意味している。

4.2 空間周波数成分の拡張
ここでは、この失われた高い空間周波数成分の復元と、不十分な anti-aliasing処理への
対応について検討する。まず、復元されたスペクトル PTS T (!)を用いて、対応する自己相
関関数 v[k]を求める。この自己相関関数に基づいて、以下のように全極型のモデルのパラ
メタ ak を推定する。

v[k] =
1

2#

"
PTS T (!)e j!kTs d!(4.1)

ここで Ts は、標本化周期を表す。

a = R#1v(4.2)
a = [a1, a2, . . . , ap]T , v =

.
v[1], v[2], . . . , v[p]

/T

Rk,l = v[|k # l|](4.3)

13

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 17



なお、ここでは Rk,l により、p * p行列 Rの第 k行 l列の要素を表す。こうして得られた
ak を用いて、次式により全極型のスペクトル PA(!)が求められる

PA(!) =
1

!!!!!!!
1 #

p)

k=1

ake# j!kTs

!!!!!!!

2(4.4)

図 6に、全極型のスペクトル PA(!)を、TANDEMおよび STRAIGHTスペクトルと併
せて示す。右側には、この全極型のスペクトルの対数について求めた wavlet変換の絶対
値を示す。声道伝達特性の例と同様に、フォルマントに対応するピークの位置で、空間周
波数成分の帯域が拡大していることが分かる。
この結果だけを見ると、LPC を用いるだけで良さそうである。しかし、実際に分析合
成系を構成し聴取実験を行い元の音声と比較すると、品質の劣化ははっきりと分かる。こ
の劣化には幾つかの原因が考えられる。まず、この全極型のスペクトルは、特にスペク
トルの凹んだ部分などで、観測された TANDEM および STRAIGHT スペクトルと大き
く異なっている。この形状の差を補償することで品質を改善できることが報告されてい
る [29]。また、LPCには適切な次数の推定が必要であるという問題がある。この例では、
音声は 44100Hz で標本化されている。声道長を 17cm、音速を 340m/s とすると、フォ
ルマント周波数の平均間隔は 1000Hz となり、22 個程度のピークが存在することにな
る。*10しかし、観測される音声のスペクトル形状は、声道伝達特性だけではなく、様々な
要因により影響される。例えば、声帯の開閉により変調された呼気流の波形や唇からの放
射特性、鼻腔や体表面などの口腔以外からの放射との干渉、収録に用いるマイクの特性
（指向性マイクの近接効果、その補償用のハイパスフィルタ）、収録位置に依存する頭部や
体による反射／回折などの影響は無視できない。これらの影響による全極型の特性からの
逸脱を吸収するために、通常の LPC分析においては次数を 1～2割増加させることが行わ
れている。結局、この例では p = 56で分析を行っている。これ以下の次数では、適切な
特性が得られない。
スペクトルのピーク周辺でだけ高い空間周波数成分を補充し、他の部分は元の形状を用
いることは、自然な発想である [29, 30]。ここでは、2008 年に発表した方法 [30] を、新
しい視点から見直すこととする。まず、2008年で用いた調波成分の抑圧が不足している
g1(")による anti-aliasingの代わりに、g2(")によって anti-aliasingを行い、調波成分を十
分に抑圧することにする。この g2(")による平滑化に、TANDEMスペクトルの計算での
窓関数によるスペクトルの平滑化が加わり、フォルマントピーク周辺での高い空間周波数
成分も副作用として、取り除かれることになる。この取り除かれた成分を、推定された全
極型のスペクトルを用いたシミュレーションを利用することにより復元する。具体的に
は、以下に示す式による処理で、元の全極型のスペクトル PA(!)が窓関数と anti-aliasing

*10 高い周波数では声道の延長方向だけではなく、横方向の伝播によるモードも生ずるため、ピークの個数
は、この概算よりも多くなる。
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Fig. 7. 実際の音声での復元の例。（左）TANDEMスペクトルと STRAIGHTスペクト
ル、および。空間周波数帯域を拡張された STRAIGHTスペクトル。（右）対数スペク
トルに適用したMorlet waveletを用いた wavelet変換の絶対値。分析対象は、普通の表
現で発声された「ありがとう」の 0.24秒の位置での音声（「い」に相当）。

による処理で平滑化される過程をシミュレートし、過剰に平滑化された全極型のスペクト
ル PS im(!)をまず、求める。

PS im(!) = exp
-F .

CAw(")g2(")
/0

(4.5)

ここで、CAw(") は、時間窓により全極型のスペクトルを平滑化したものから求めた
cepstrumを表す。
次に、元の全極型のスペクトル PA(!) と過剰に平滑化された全極型のスペクトル

PS im(!)の比を求めることにより、必要な補償量を求め、STRAIGHTスペクトル PTS T (!)
に掛けることにより拡張された平滑化スペクトル PE(!)を得る。

PE(!) =
PA(!)

PS im(!)
PTS T (!)(4.6)

図 7に、この処理の例を示す。左図で “STRAIGHT-Ext”と記された曲線が、処理の結
果として求められたスペクトル PE(!)である。補償前の STRAIGHTスペクトル PTS T (!)
と比較すると、フォルマントに相当する位置で、ピークが鋭くなり、フォルマントに対応
するピーク以外の位置では、STRAIGHTスペクトルの形状がそのまま利用されているこ
とが分かる。右図の wavelet変換の絶対値でも、フォルマント周波数の周辺では、高い空
間周波数成分が回復されていることが確認できる。

4.3 印象的な声
ここまでは、ほぼ周期的な音声を対象として来た。読み上げ音声などでは、有声音の大
部分はほぼ周期的である。しかし、歌唱や演劇、映画、日常会話では、様々な場面で有声
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Fig. 8. 波形の対称性を評価する参照点（左図）。対称性指標を利用した基本周波数抽
出法の動作（右図）。2枚の曲面の中で、下の曲面は周期性指標 &E を表す。各時刻での
&E の極大値の位置を利用して、信号の周期を表す上の曲面の値が読み取られ、左の壁
面に表示される。これらが、基本周波数の候補となる。通常は、この図に表示するよう
に、基本周波数成分の周期性指標の値は、卓越している。

音は周期性から逸脱した振舞いを見せる。しかも、それらの音声は、往々にして強い印象
を残す。音声のコミュニケーションの側面を重視するのであれば、これらを分析、理解
し、制御して再合成する技術を構築することが必要になる。
ここでは、Yegnanarayanaら [31]に倣い、調波性ではなく声帯振動に直結する基本波に
相当する成分に注目する。波形の極値毎に周辺の波形の対称性を評価することで、声帯振
動についての情報を抽出することができる。2012年の秋に発表 [32]した方法に基づいて
簡単に説明する。
この方法では、遮断周波数が対数周波数軸上に等間隔に配置された（例えば 1オクター
ブに 4個）低域通過フィルタの出力波形の対称性を評価する。評価に用いる指標を図 8の
左図を用いて簡単に説明する。太い実線で表したものが信号の波形であり、破線は、極大
値の後の部分を時間方向に折り返したものである。点 Bは、点 C に対応する。もし、信
号が正弦波であれば、点 Bと点 Aは、重なる。この時間方向の相対的なずれと、振幅方向
の相対的なずれを以下のように (0, 1)の値をとる指標とした。具体的には、以下による。
まず、二種類のずれを定義する。

dFM =
|t f + tb # 2tx|
|t f # tb|

(4.7)

dAM =
|x(t f ) # x(tb)|

|x(tb) # x(tx)| + |x(t f ) # x(tx)| ,(4.8)

こうして定義した距離 dAM , dFM を、白色ガウス雑音入力時の分散が 1となるように正
規化し、Minkowski距離として統合した後、値が (0, 1)となるように指数関数を用いて変
換し、対称性指標を定義する。kを注目している極大点あるいは極小点を指定する添字と
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Fig. 9. （左図）表情を変えた歌唱の基本周波数軌跡。弱い表現（青線）と、強い表現
（赤線）の分析例。（右図）強い表現の STRAIGHTスペクトログラム。弱い表現では、
縦縞は見えない。男性のポップ歌手によるオリジナル曲 RIDEの分析結果 [32, 33]。

する。

• &E(x, k, f )：入力信号 xについての対称性指標の、フィルタの特徴周波数 f に関す
る値。
• d̃q(x, k, f )：対称性の属性 q $ A = {AM,FM}に関する正規化された距離。x, k, f は、
上の項目と同じ。
• wq：対称性の属性 qに関する重み。

この表記法を用いると、以下のように、簡潔に表すことができる。

&E(x, k, f ) = exp

4
555555556#'

4
5555556
)

q$A

wqd̃(q(x, k, f )

7
8888889

1
(

7
888888889(4.9)

)

q$A

wq = 1(4.10)

d̃q =
dq[k # 1] + dq[k] + dq[k + 1]

3
:

V(dq)
(4.11)

ここで、V(dq)は、システムへの白色ガウス雑音入力時の距離 dq の分散を表す。
図 8の右側に、このように定義した対称性指標を用いて基本周波数の初期推定値を求め
る方法の動作を説明するアニメーションのスナップショットを示す。図の下側の曲面は、
対称性指標の値を表している。各時刻毎に、指標が極大になる位置を、フィルタ毎の指標
の値の放物線補間により求め、その位置での同一の極性の極値間隔を、上側の曲面から読
み出す。フィルタは離散的に配置されているため、極値間隔は、最も近い位置にある２つ
のフィルタ出力の値から、線形補間により求め、逆数を基本周波数の候補とする。これら
の候補の中から、基本周波数の初期推定値が求められ、複数の調波成分の瞬時周波数を用
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いて更新された値が最終的な基本周波数の推定値となる。なお、ここでは、TANDEMと
同様な方法で導かれた周期性に起因する時間変動を排除した瞬時周波数 [34]が用いられ
ている。
この方法は、従来用いられていた基本周波数抽出方法よりも高い時間分解能を有する。
この方法を用いて、例に挙げた印象的な声を分析した例を、図 9 に示す。普通の歌唱と
印象的な歌声の基本周波数を比較して示した左図に見るように、印象的な歌声音声では、
70 Hz程度の速度の周波数変調が駆動音源にかかっている [32, 33]。なお、図の右側に示
したように、音声のスペクトル包絡がこの変調に同期して変化していることも見いだされ
ており、知覚される「印象」との関係が検討されている。
有声音の周期的駆動を標本化と解釈する STRAIGHTは、ここで問題に遭遇する可能性
がある。不等間隔標本化として定式化をやり直す方が良いのか、瞬時周波数に比例した時
間軸伸縮を用いて見かけ上の基本周波数を一定とした信号に変換し、処理するだけで良い
のか、あるいは近似誤差の範囲として無視しても構わないのか、アドホックな対策ではな
く、問題を抽象化することで数学の助けを得ることができるようにする努力が必要と思わ
れる。

5. 標本化理論への期待
STRAIGHT は、consistent sampling の考え方に基づいて、標本点にあたる調波成分の
レベルを維持した復元を狙って開発された。しかし、これらの試みでは標本点間の補間に
は cardinal B splineの基底関数を用いており、声道伝達特性が従来の標本化定理での帯域
外の成分を含むことに自覚的ではなかった。今回紹介した 2008年の拡張は、失われた帯
域外成分の復元を正面から取上げているものの、いかにもアドホックな試みである。本来
は適切な基底関数 [35]を用いた compressive sensing [36]によって、声道伝達特性のピー
ク周辺での形状等を反映した表現が用いられるべきである。この意味で、音声のスペクト
ル包絡を復元する問題の本質は、consistent sampling よりも compressive sensing にある
と考えた方が良い。過剰な一般化あるいは憶測に過ぎないと指摘される怖れはあるが、聴
覚において、フォルマント周辺では神経の発火時間間隔が一致するなど、声道伝達特性の
ピークに密接に結びついた基底に基づく compressive sensingが行われていると考えると
理解し易い現象がある。ただし、この 2008年の試みで用いた LPCは、ピーク周辺の本来
の形状に適合するモデルではあっても、伝達関数の分母を因数分解して得られる 2次系の
特性は局所化されていないため、基底関数として用いるには不適切である。
さらに、LPCは定常確率過程のパラメタ推定問題として導かれており、母音のような周
期的な駆動の場合には、推定値が大きく偏ることが知られている。この問題に対して提案
されている対策 [37]は、これまでのところ、実際の音声に適用した場合には脆弱であり、
良い結果は得られていない。今回紹介した STRAIGHTを拡張する方法も、LPC部分でこ
の偏りの影響を受けており、場合によっては不適切な補償となる危険を有している。
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実用上は LPC よりも良い分析合成品質を有する generalized cepstrum [38] も、基底関
数として見た場合には、声道伝達特性と異なった形の関数であるため、妥当な選択ではな
いように思える。この混沌とした状況に対して、どのような方向で検討を進めるべきか、
抽象化された見通しの良い議論が必要とされている。

6. おわりに
母音などの音声の周期性が、音声生成過程の背景にある滑らかな時間周波数表現を標本
化するためのものであるという発想から STRAIGHTが生まれた。標本化理論の発展は、
この素朴な発想を実用的なシステムに結びつけるための、重要な基盤となってきた。この
STRAIGHTを、人間の発することのできるあらゆる声を表現し加工できるように、より
柔軟で高度なものとするためには、音声生成に関する生理的・物理的な拘束の背景にある
数理を反映したもう一段階の抽象化が必要である。ぜひ、この機会に、解決すべき課題を
提案し、議論して頂きたい。

謝辞 STRAIGHTは、多くの協力者とプロジェクトからの支援、様々な応用からのフィー
ドバックを受けて、現在も進化し続けている。ここでは全てを枚挙することはできない
が、STRAIGHTの根本的な変化のきっかけとなった TANDEMの発明者である森勢将雅
博士（立命館大学助教）と、基本波、瞬時周波数、群遅延などの概念の再考による音源情報
の表現と抽出に関わる議論をして頂いた Bayya Yegnanarayana教授 (International Institute
of Information Technology Hyderabad, India)に特に多くを負っていることを記して感謝し
たい。
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ͷΣʔϒϨοτมతʹ༗༻ͳ৽ֶ͍͠

ઃܭʹؔ͢Δ

ߒాށ ! ষ ! ଜࠓ !

! ๛ٕڮज़Պֶେֶ

֓ཁ. ैདྷͷΣʔϒϨοτมΛ৴߸ղੳɼ৴߸ॲཧͷֶతͳʹԠ༻͢

ΔࡍͷΛఏ͠ىɼٞ͢Δɽͦͯ͜͠ΕΒͷΛղܾ͢ΔͨΊͷɼ͞·͟·ͳ৽͠

͍ΣʔϒϨοτมͷՄੑΛٞ͢Δɽͦͯ͠ɼ͜ΕΒ৽͍͠ΣʔϒϨο

τมΛઃ͢ܭΔʹ͋ͨͬͯͷΛఏ͠ىɼٞ͢Δɽ

Problems of the Design of New Discrete Wavelet Transforms
useful for Engineering

Hiroshi Toda! Zhong Zhang! Takashi Imamura!
!Toyohashi University of Technology

Abstract. We point out and discuss the several problems for applying conventional
discrete wavelet transforms to the engineering, such as signal analysis and signal processing.
To solve these problems, we discuss every possibility of new discrete wavelet transforms.
Additionally, we point out and discuss the problems for the design of these new discrete
wavelet transforms.

1. ͡Ίʹ

ैདྷͷΣʔϒϨοτมΛɼ৴߸ղੳɼ৴߸ॲཧͷֶతͳʹԠ༻͢Δࡍ

ʹɼ͠͠ʹͳΔͷ͕γϑτมಈͰ͋Δɽ͢ͳΘͪରͱͳΔ৴߸͕ɼؒํʹ

ͷ݁Ռ͕େ͖ʑͷΣʔϒϨοτมݸมಈ͢Δ͚ͩͰɼ֤पଳҬΛड͚ͭʹ͔ۇ

͘มಈ͢Δɽ͜ͷݱ͕γϑτมಈͰ͋Δ͕ɼ͜Ε৴߸ղੳɼ৴߸ॲཧʹਂࠁͳӨڹ

Λٴ΅͖ͯͨ͠ɽྫ͑৴߸͔ΒύϧεΛநग़͢Δ߹ʹ͓͍ͯɼ֤पଳҬΛ

ड͚֤ͭΣʔϒϨοτม͕ɼత֬ʹύϧεΛଊ͍͑ͯΔͱݶΒͣɼύϧε

ͷؒ࠲ඪͷมಈʹΑͬͯɼॲཧ݁ՌʹϜϥ͕ੜ͡Δ͜ͱҰൠతʹΑ͘ΒΕ͍ͯ

Δɽ͜͏͍ͬͨΛղܾ͢ΔͨΊʹɼ͞·͟·ͳ৽͍͠ΣʔϒϨοτมͷՄ

ੑʹؔͯ͠ɼٞΛਂΊ͍ͨɽ·ͨචऀΒɼ͜ΕΒͷΛղܾ͘͢ɼ͍͔ͭ͘ͷ

ෳૉΣʔϒϨοτม [4–15]Λઃ͕͖ͨͯ͠ܭɼ͜ΕΒͷෳૉΣʔϒ
ϨοτมΛ๊͍͑ͯΔɽ͢ͳΘͪ͜ΕΒͷෳૉΣʔϒϨοτมγϑ

τมಈΛ੍͢Δ͔ΘΓʹɼτϨʔυΦϑͱͯ͠ੑΛͭɽ͜ΕΒͷΛ૯߹త

ΔͨΊͷٞΛਂΊ͍ͨɽ͢ܭΛઃΣʔϒϨοτมɼΑΓΑྀ͍͠ߟʹ
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2. ४උ

ຊจͰѻ͏ؔɼL1(R)͓Αͼ L2(R)ʹଐ͢Δ͜ͱΛલఏͱ͢Δɽͳ͓ R࣮શମ
ͷू߹ɼZશମͷू߹ɼNࣗવશମͷू߹Λද͢͜ͱʹ͢Δɽଓ͍ͯؔ f (t)ɼ
g(t)ͷੵΛͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

" f , g# =
! $

%$
f (t) g(t) dt.(2.1)

ͨͩ͠ g(t) g(t)ͷෳૉڞΛද͢ɽʹؔ f (t)ͷϊϧϜʢnormʣ& f &ΛҎԼͷΑ͏
ʹఆٛ͢Δɽ

& f & =
"
" f , f #.(2.2)

ʹؔ f (t)ͷϑʔϦΤมʢFourier transformʣΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

F ( f )(!) = f̂ (!) =
! $

%$
f (t) e%i! t dt.(2.3)

ʢinverseϑʔϦΤมٯͨ· Fourier transformʣΛͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

F %1( f̂ )(t) = f (t) =
1

2"

! $

%$
f̂ (!) ei! t d!.(2.4)

͜͜ͰͷΑ͏ʹه߸Λఆٛ͢Δɽ

f(a,b)(t) = f
#

t % b
a

$
.(2.5)

ͨͩ͠ a > 0, a, b ' Rͱ͢Δɽ͢ΔͱϑʔϦΤม F ( f(a,b))(!)ͷΑ͏ʹදͤΔɽ

F ( f(a,b))(!) = f̂(a,b)(!) = a f̂ (a!) e%i b!.(2.6)

ଓ͍ͯϑʔϦΤมͱɼ(2.1)Ͱఆٛ͞ΕΔੵʹؔ࿈ͯ͠ɼཱ͕ࣜ͢Δɽ

" f , g# = 1
2"

%
f̂ , ĝ

&
.(2.7)

ʹΫϩωοΧʵͷσϧλʢKronecker deltaʣ#k,l ΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

#k,l =

'
1 , k = l,
0 , k ! l, k, l ' Z.(2.8)

ଓ͍ͯ HilbertมϖΞʹ͍ͭͯड़ΔɽΣʔϒϨοτ $R(t)ɼ$I(t)͕ HilbertมϖΞ
Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱɼҎԼͷཱ͕ؔ͢Δ͜ͱͰ͋Δ [3]ɽ

$̂I(!) =
'

i $̂R (!) , ! < 0
%i $̂R (!) , ! > 0(2.9)
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(a)ϚβʔΣʔϒϨοτ

(b)εέʔϦϯάؔ

Fig. 1. ਖ਼نަΣʔϒϨοτ Daubechies 6

3. ΣʔϒϨοτมʹ͓͚Δγϑτมಈʹ͍ͭͯ

ຊষͰɼҰൠతͳΣʔϒϨοτมͷຊ࣭తऑͰ͋Δγϑτมಈʹ͍ͭͯɼ

͢ΔͨࠀΔɽͦͯ͠ɼ͜ͷऑΛ͢౼ݕͯ͛ܝΛࢠͷ༷ΣʔϒϨοτมͷࡍ࣮

Ίͷख๏ʹ͍ͭͯٞ͢Δɽ

3.1 Daubechies 6ʹΑΔΣʔϒϨοτม

͜ͷষͰɼ࣮ࡍʹΣʔϒϨοτΛ༻͍ͯ͢ূݕΔ͕ɼ͜͜ͰɼҰൠతͳ৴߸ॲཧ

ΒΕ͍ͯΔ͍༺͘ʹ Daubechies 6 ΣʔϒϨοτ [1] Λ࠾༻͢Δɽ͜Εਖ਼نަج
ఈΛߏ͠ɼϚβʔΣʔϒϨοτ $(t) Fig.1 (a)ɼ·ͨεέʔϦϯάؔ %(t) Fig.1
(b) ͷΑ͏ͳίϯύΫταϙʔτΛͭۂઢͱͳΔɽͱ͜ΖͰΣʔϒϨοτม
ɼΦΫλʔϒຖʹׂ͞ΕͨϑΟϧλʔόϯΫΛܗ͢Δɽ֤ͦͯ͠ϑΟϧλʔόϯ

3

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 29



Ϋʹͷ௨͠൪߸ jʢ j ' Zʣ͕ৼΒΕ͍ͯͯɼ͜ͷ൪߸͕େ͖͍ఔɼ͍ߴपɼ
·ͨখ͍͞ఔɼ͍पͷϑΟϧλʔόϯΫͱͳΔɽͦͯ͠௨͠൪߸ j ͷϑΟϧλʔ
όϯΫɼϨϕϧ j ͱݺΕΔɽͦͯ͠Ϩϕϧ jʢ j ' ZʣʹɼΣʔϒϨοτؔܥ
{$ j,k(t) : k ' Z}͕ஔ͞ΕΔɽ·ͨϨϕϧ jͷ k ൪ͷΣʔϒϨοτ $ j,k(t)ʢ j, k ' Zʣ
ɼϚβʔΣʔϒϨοτ $(t)Λ༻͍ͯͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔɽ

$ j,k(t) =
(

2 j $(2 jt % k).(3.1)

ඞཁͱͳΔɼϨϕϧ͍͓ͯʹͷΣʔϒϨοτมࡍ࣮ j ͷ k ൪ͷεέʔϦϯάؔ
% j,k(t)ɼಉ͡Α͏ʹͯ͠ͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔɽ

% j,k(t) =
(

2 j %(2 jt % k).(3.2)

͢ΔͱΣʔϒϨοτؔܥ {$ j,k(t) : j, k ' Z}ਖ਼نަجఈͱͳΓɼ ͷཱ͕ࣜ͢Δɽ

%
$ j1,k1 , $ j2,k2

&
= # j1, j2#k1,k2 .(3.3)

·ͨҙͷؔ f (t)ɼͷΑ͏ʹม͞ΕΔɽ

f (t) =
(

j,k

%
f , $ j,k

&
$ j,k(t).(3.4)

ͱ͜ΖͰ࣮ࡍͷ৴߸ { fn} ʹରͯ͠ΣʔϒϨοτมΛ͢ࢪʹɼ͓Αͦφ
ΠΩετपҎԼͷྖҬͷมͱͳΔ͕ɼ͜ΕϨϕϧ %1ҎԼͷมͱͳΔɽ͔͠͠
Ϩϕϧ %1ҎԼͷྖҬΛɼແݶʹ͍प·Ͱ͢ܭΔΘ͚ʹ͍͔ͳ͍ͷͰɼదͳ
ͱ͜ΖͰΓ্͛Δඞཁ͕͋ΔɽͦͷͨΊʹɼ͋ΔҰఆҎԼͷҬΛҰؾʹҾ͖ड͚

Δɼ(3.2)ͷεέʔϦϯάؔ % j,k(t)͕ඞཁͰ͋Γɼྫ͑Ϩϕϧ %1͔ΒϨϕϧ JʢJ 
ෛͷ༗ݶͷఆɼ͢ͳΘͪ %$ < J < 0, J ' Zʣ·ͰͷΣʔϒϨοτม
ͷΑ͏ʹߦΘΕΔɽ·ͣมͷରͱͳΔ৴߸ { fn}ɼϨϕϧ 0ͷεέʔϦϯάؔ
 {$0,k(t)}Λ༻͍ͯɼͷΑ͏ͳؔ f0(t)ʹΑΓิؒ͞ΕΔɽ

f0(t) =
(

k

c0,k%0,k(t),(3.5)

f0(n) = fn, n ' Z.(3.6)

ʹࡍ࣮ (3.5)ɼ(3.6)ཱ͕͢ΔΑ͏ͳϨϕϧ 0ͷεέʔϦϯά {c0,k}ΛٻΊΔۀ࡞
͕ඞཁʹͳΔ͕ɼৄࡉׂѪ͢Δɽ͢ΔͱΣʔϒϨοτมͷΑ͏ʹදͤΔɽ

f0(t) =
%1(

j=J

(

k

d j,k $ j,k(t) +
(

k

c J,k %J,k(t),(3.7)

d j,k =
%

f0 , $ j,k
&
, J ) j < 0, j, k ' Z,(3.8)

cJ,k =
)

f0 , %J,k
*
, k ' Z.(3.9)
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Fig. 2. Daubechies 6ʹΑΔΣʔϒϨοτม

͜ͷΑ͏ͳΣʔϒϨοτม͕Մͳഎܠʹɼ{$ j,k(t) : j * J, j, k ' Z} ͓Αͼ
{%J,k(t) : k ' Z}Λ͠߹Θͤͨؔͷू߹͕ɼਖ਼نަجఈΛߏ͢Δ͜ͱʹ͋Δɽ(3.7)
ͷதͷɼϨϕϧ %1͔ΒϨϕϧ J ·ͰͷΣʔϒϨοτ {d j,k}ɼϨϕϧ J ͷεέʔϦϯ
ά {cJ,k}ɼͦΕͧΕ (3.8)ɼ(3.9)ΑΓٻ·Δ͕ɼ࣮ࡍͷܭͰɼ(3.5)ͷؔ f0(t)
ΛٻΊͨʹग़ͨ͠Ϩϕϧ 0ͷεέʔϦϯά {c0,k}Λجʹͯ͠ɼղΞϧΰϦζϜ
ʹΑΓ͞ܭΕΔɽղΞϧΰϦζϜͷৄࡉจݙ [2]ʹৡΔ͕ɼ͜ͷۀ࡞ʹΑΓΣʔ
ϒϨοτ {d j,k}ɼεέʔϦϯά {cJ,k} ΛٻΊΔ·ͰΛɼΣʔϒϨοτม
ʢDiscrete Wavelet Transform, DWTʣͷۀ࡞ͱݺͼɼ·ͨ (3.7)ʹΑΓݩͷؔ f0(t)Λٻ
Ίɼ͞Βʹ (3.6) ʹΑΓݩͷ৴߸ { fn} ΛٻΊΔ·ͰΛɼٯΣʔϒϨοτม
ʢInverse Discrete Wavelet Transform, IDWTʣͷۀ࡞ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɽ
ʹ Daubechies 6 ʹΑΔ࣮ࡍͷΣʔϒϨοτมͷۀ࡞ͷ༷ࢠΛ Fig.2 ͛ܝʹ
ΔɽFig.2Ϩϕϧ %4·ͰͷΣʔϒϨοτมͰ͋Γʢ͢ͳΘͪ (3.7)–(3.9)ʹ͓
͚Δ J ͷ %4ʣɼ͜ͷਤͷ্࠷ஈ͕มͷରͱͳΔ৴߸ { fn}ɼͦͷԼʹϨϕϧ
%1͔ΒϨϕϧ %4·Ͱͷ֤ΣʔϒϨοτ {d j,k}͕ॱ൪ʹฒͼɼϨϕϧ %4ͷεέʔ

5
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(a) (b) (c) (d)

Fig. 3. Daubechies 6ʹΑΔϨϕϧ %3ʹ͓͚ΔΠϯύϧεԠͷγϑτมಈͷ༷ࢠ

Ϧϯά {c%4,k} ɼ͜ͷਤͰলུͯ͋͠ΔɽFig.2 Λͯݟ͔ΔΑ͏ʹɼ֤Ϩϕ
ϧͷΣʔϒϨοτ {d j,k} ɼϨϕϧ͕͍ߴ΄Ͳີʹɼ·ͨϨϕϧ͕͍΄Ͳૄͷ
ִؒͰؒํʹฒͿɽ͢ͳΘͪ (3.1) ΑΓɼϨϕϧ j ͷΣʔϒϨοτִؒ 2% j Ͱ

ฒͼɼͦΕʹରԠ͢ΔΣʔϒϨοτಉ͡Ґஔʹஔ͞ΕΔɽ͕ͨͬͯ͠Ϩϕϧ

%1, %2, %3, %4ͷΣʔϒϨοτɼͦΕͧΕִؒ 2, 4, 8, 16ͰฒͿɽ

3.2 γϑτมಈͷ༷ࢠ

͜ͷઅͰɼ৴߸ॲཧʹ͓͍ͯਂࠁͳͱͳΔγϑτมಈΛ࣮͢؍ʹࡍΔɽ·ͣ

Daubechies 6 ͷΣʔϒϨοτΛ༻͍ͯɼϨϕϧ %3 ʹ͓͚ΔΠϯύϧεԠͷγϑτ
มಈͷ༷ࢠΛ͢؍ΔɽFig.3 (a) ɼ্࠷෦ʹࣔͨ͠ 1 ͚ͩ 1 ͷɼͦͷଞͯ͢
0ͷΛऔΔΠϯύϧε৴߸Λೖྗ৴߸ͱͯ͠ɼϨϕϧ %4·ͰΣʔϒϨοτม
ʢDWTʣͷۀ࡞ΛͨͬߦͷͰ͋Δɽଓ͍ͯ Fig.3 (b)ɼͦͷத͔ΒϨϕϧ %3ͷΣʔ
ϒϨοτͷΈΛ͠ɼͦͷଞͷΛͯ͢ 0 ʹͯ͠ɼٯΣʔϒϨοτม
ʢIDWTʣͷۀ࡞ΛͨͬߦͷͰ͋Δɽ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ಘΒΕͨ Fig.3 (b)ͷ্࠷෦ͷग़ྗ
৴߸ɼϨϕϧ %3ͷΣʔϒϨοτؔܥ {$%3,k(t) : k ' Z}ʹΑΔΠϯύϧεԠͱݟ
ͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɽͦͯ͠ Fig.3 (a)ͷΠϯύϧε৴߸Λؒํʹ 1αϯϓϧͣΒͯ͠ɼ
ಉ͡ۀ࡞Λͨ͠ͷ͕ɼFig.3 (c)ɼ(d)Ͱ͋Δɽ͢ͳΘͪ Fig.3 (d)ͷ্࠷෦ͷग़ྗ৴߸͕ɼ
1αϯϓϧͣΒͨ͠ͷΠϯύϧεԠͱͳΔɽ͜͜Ͱ Fig.3 (b)ɼ(d)ͷͦΕͧΕͷ্࠷
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(a)Πϯύϧε৴߸Λ 0ʙ7αϯϓϧ΄Ͳγϑτͨ͠ͷϨϕϧ %3ͷԠܗ

(b)ΠϯύϧεԠܗͷΤωϧΪʔมಈ

Fig. 4. Daubechies 6,Ϩϕϧ %3ʹ͓͚ΔΠϯύϧεԠͷγϑτมಈ

෦ͷग़ྗ৴߸ΛݟൺͯΈΔͱɼ͔ͳΓҟͳΔܗঢ়Λ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͢ͳΘͪɼ

ೖྗ৴߸ͷΠϯύϧε৴߸͕ 1αϯϓϧγϑτ͚ͨͩ͠ͰɼΠϯύϧεԠ͕େ͖͘มಈ
ͨ͜͠ͱʹͳΔɽ͜Ε͕γϑτมಈͰ͋ΓɼΠϯύϧε৴߸ʹݶΒͣɼ͋ΒΏΔ৴߸ʹ͓

Ͱ͋ΔɽݱΔ͜ى͍ͯ

ʹɼೖྗ৴߸ͷΠϯύϧε৴߸Λ 1αϯϓϧͣͭมಈͤͯ͞ɼϨϕϧ %3ͷΠϯύϧ
εԠͷܗΛฒͨͷ͕ Fig.4 (a) Ͱ͋Δ͕ɼܗঢ়େ͖͔͞ͳΓมಈ͍ͯ͠Δ͜
ͱ͕Θ͔Δɽͦ͜Ͱɼ͜ͷΑ͏ͳΠϯύϧεԠܗͷΤωϧΪʔมಈΛɼϨϕϧ %1͔
ΒϨϕϧ %4·Ͱௐͨͷ͕ Fig.4 (b)Ͱ͋Δ͕ɼ͜Ε͔ͳΓมಈ͓ͯ͠Γɼฏ͔ۉΒ
ͷมಈ͕࠷େͷͷϨϕϧ %3ͷ 70%Ͱ͋ͬͨɽ
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3.3 γϑτมಈʹؔ͢Δٞ

͜ͷΑ͏ͳγϑτมಈ͕ɼΣʔϒϨοτมΛ༻͍ͨ৴߸ॲཧʹٴ΅͢Өڹɼ

ܾͯ͠খ͘͞ͳ͍ɽྫ͑৴߸͔ΒύϧεΛநग़͢Δ߹ɼ֤ϨϕϧͷΣʔϒϨο

τ͕ඞͣ͠ύϧεΛత֬ʹଊ͍͑ͯΔͱݶΒͣɼύϧεͷؒ࠲ඪͷมಈʹ

ΑΓɼॲཧ݁ՌʹϜϥ͕ੜ͡Δ͜ͱΑ͘ΒΕ͍ͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳΛղܾ͢ΔͨΊ

ʹɼචऀΒɼ͍͔ͭ͘ͷෳૉΣʔϒϨοτมΛఏҊ͖͕ͯͨ͠ɼޙ΄Ͳղઆ

͢ΔΑ͏ʹɼ͜ΕΒͷख๏ʹ͕ଘ͢ࡏΔɽ͜͜ͰҰൠతʹΒΕ͍ͯΔɼε

ςʔγϣφϦʔɾΣʔϒϨοτมʢStationary Wavelet TransformʣɼϚονϯά
ʢMatching Pursuitʣ[2]ΛؚΊɼγϑτมಈͷղܾࡦͱͯ͠ɼͲͷΑ͏ͳख๏͕͋Δ͔
Λٞ͠ɼޙࠓͷ৴߸ॲཧʹཱ͍ͯͨɽ

4. ΣʔϒϨοτมʹ͓͚ΔΤϦΞγϯά

චऀΒɼҰൠతͳΣʔϒϨοτมʹ͓͍ͯɼΤϦΞγϯάʢંΓฦ͠ʣͱ

ಉ͡Α͏ͳݱ͕͓͖ͯىΓɼ͜Ε͕લষͰઆ໌ͨ͠γϑτมಈΛҾ͖͍ͯ͜͠ىΔͱߟ

͑Δɽ͢ͳΘͪ 1 ͭͷϑΟϧλʔόϯΫΛड͚ͭΣʔϒϨοτؔܥͷ෦Ͱɼ୯
ಠʹΤϦΞγϯάͱಉ͡Α͏ͳݱ͕͍͖ͯىΔ͜ͱΛɼචऀΒจݙ [15]Ͱূ໌ͨ͠ɽ
͔͜͠͠ͷূ໌ʹٞ͞ΕΔ͖͕ɼ͍Ζ͍Ζ͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɽͦ͜Ͱ͜ͷূ໌

ΛҎԼʹհ͠ɼՃऀͷҙݟΛฉ͖͍ͨɽ·ͣ࠷ॳʹɼΤϦΞγϯάͷূ໌ͷͨΊʹඞ

ཁͳɼ1ͭͷϑΟϧλʔόϯΫΛߏ͢ΔΣʔϒϨοτؔܥʹ՝ͤΒΕΔ݅ʹ͍ͭ
ͯड़͓ͯ͘ɽ

4.1 1ͭͷϑΟϧλʔόϯΫΛߏ͢ΔΣʔϒϨοτؔܥͷ݅

1ͭͷϑΟϧλʔόϯΫΛߏ͢ΔΣʔϒϨοτؔܥΛɼ

{$(t % pk) : k ' Z}, 0 < p < $,(4.1)

Ͱද͢͜ͱʹ͢Δʢ͢ͳΘͪ pΛਖ਼ͷ༗ݶͷ࣮ఆͱͯ͠ɼ$(t)ͱಉ͡ܗঢ়ͷ͕ؔ
্ؒ࣠ʹִؒ pͰฒͿʣɽ͜ͷΑ͏ͳΣʔϒϨοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z}ʹΑΔ
ҙͷؔ f (t)ʹର͢ΔมΛѻ͏͕ɼຊจͰɼ͜ͷม͕ऩଋ͢Δ͜ͱΛલఏͱ͢Δɽ
͢ͳΘͪ

+
k " f ,$(· % pk)#$(t % pk)͕ऩଋ͢ΔͨΊͷҎԼͷ݅ΛɼΣʔϒϨοτؔ

ܥ {$(t % pk) : k ' Z}ʹ՝͢ɽ·ͣ &Λ N͔Β Zͷશ୯ࣹͱͯ͠ɼҎԼͷࣜͰද͞Ε

Δɼؔܥ {$n(t) : n ' N}Λ͑ߟΔɽ

$n(t) = $(t % p&(n)), n ' N.(4.2)
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͜ͷΑ͏ʹͯ͠ಘΒΕͨؔܥ {$n(t) : n ' N}ͷதʹɼL2(R)ʹଐ͢Δ Bessel sequence͕
ଘ͢ࡏΔ͜ͱΛඞཁ݅ͱ͢Δɽ͜ͷཱ͕݅͢Δɼؔܥ {$n(t) : n ' N}ʹ͓͍ͯ
ਖ਼ͷ࣮ఆ B͕ଘ͠ࡏɼҎԼͷཱ͕ࣜ͢Δɽ

(

n'N
| " f ,$n# |2 ) B || f ||2, + f ' L2(R).(4.3)

͜͜Ͱ cn = " f ,$n#ͱ͓͘ͱɼ
,,,,,,,

m(

n=l

cn$n

,,,,,,,
= sup
&g&=1

-------

. m(

n=l

cn$n, g
/-------

(4.4)

= sup
&g&=1

-------

m(

n=l

cn "g,$n#
-------

)
0
111112

m(

n=l

|cn|2
3
444445

1
2

sup
&g&=1

0
111112

m(

n=l

| "$n, g# |2
3
444445

1
2

)
(

B

0
111112

m(

n=l

|cn|2
3
444445

1
2

,

ͱͳΓɼ{+m
n=1 cn$n}$m=1  L2(R)ʹଐ͢Δ Cauchy sequenceͱͳΓɼ͜Εऩଋ͢ΔͷͰɼ

+$
n=1 cn$n ' L2(R)ཱ͕͢Δɽ͢Δͱ

+
k " f ,$(· % pk)#$(t % pk) ' L2(R)ཱ͢Δɽ

Ҏ্ͷ݅ΛΣʔϒϨοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z} ʹ՝͢Δඞཁ͕͋Δ͕ɼຆͲ
ͷަΣʔϒϨοτɼ͋Δ͍චऀΒ͕͜Ε·Ͱઃͨ͢͠ܭͯͷΣʔϒϨοτɼ

L1(R)ɼL2(R)ʹଐ͠ɼ͔ͭ༗քؔʢbounded functionʣͰ͋ΔͨΊɼ্هͷ݅Λඞવ
తʹຬ͢Δɽ͔͠͠ޙࠓɼ৽͍͠ΣʔϒϨοτΛઃ͢ܭΔࡍʹɼ্هͷ݅ΛΑΓ৻

ॏʹۛຯ͠ͳ͚Ε͍͚ͳ͍ঢ়گ͑ߟΒΕΔͷͰɼ͜͜Ͱɼ্هͷ݅ʹؔͯٞ͠Λ

ਂΊ͓͖͍ͯͨɽ

4.2 ΤϦΞγϯάʹݱͨࣅΛূ໌͢ΔͨΊʹඞཁͳఆཧ

ҰൠతͳΣʔϒϨοτมͰ͜ىΔΤϦΞγϯάʹݱͨࣅΛূ໌͢ΔͨΊʹඞ

ཁͳఆཧΛɼҎԼͷ Theorem 1ͱͯ͠ূ໌͢Δɽ

Theorem 1. ΣʔϒϨοτؔ $(t) ͱɼਖ਼ͷ༗ݶͷ࣮ఆ p Λ༻͍ͯද͞ΕΔ
ΣʔϒϨοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z}ɼ4.1અͷ݅Λຬͨ͢ͷͱ͢Δɽʹɼ͜
ͷΣʔϒϨοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z}ʹΑΔɼҙͷؔ f (t)ʹର͢ΔɼҎԼͷม
Δɽ͑ߟΛ

(W $
p f )(t) =

(

k

" f , $(· % pk)#$(t % pk), 0 < p < $.(4.5)
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͢Δͱ͕ࣜಘΒΕΔɽ

F (W $
p f )(!) =

1
p
$̂(!)

(

k

$̂(! % 2"k/p) f̂ (! % 2"k/p).(4.6)

Proof. (2.1), (2.5), (2.6)ΑΓɼ(4.5)ͷϑʔϦΤมͷΑ͏ʹදͤΔɽ

F (W $
p f )(!) =

(

k

" f , $(· % pk)# $̂(!)e%ip k!(4.7)

=
(

k

! $

%$
f (x)$(x % pk) dx $̂(!)e%ip k!

= $̂(!)
! $

%$
f (x)

(

k

$(x % pk) eip k!dx.

ͷࣜϑʔϦΤมٯ (2.4)ΑΓɼ(4.7)ͷதͷ $(x % p k)ͷΑ͏ʹදͤΔɽ

$(x % p k) =
1

2"

! $

%$
$̂(')e i (x%p k) 'd'.(4.8)

͕ͨͬͯ͠ (4.7)ͷதͷ
+

k $(x % p k) eip k! ͷΑ͏ʹදͤΔɽ

(

k

$(x % pk)eip k!(4.9)

=
(

k

'
1

2"

! $

%$
$̂(')e i (x%p k) 'd'

6
eip k!

=
(

k

'
1

2"

! $

%$

7
$̂(')eix '

8
e%ip k 'd'

6
eip k!

=
(

k

9::;
::<

1
2"

! 2"/p

0

(

l

7
$̂(' + 2"l/p)eix ('+2"l/p)

8
e%ip k 'd'

=::>
::? eip k!

=
1
p

(

k

9::;
::<

! 2"/p

0

(

l

7
$̂(' + 2"l/p)eix ('+2"l/p)

8 @
p

2"
e%ip k 'd'

=::>
::?

@
p

2"
eip k!

=
1
p

(

l

$̂(! + 2"l/p)eix (!+2"l/p).

(4.9)ͷ Ͱɼe%ipߦ4 k ' ͷपظ 2"/pΛྀ͠ߟɼੵ۠ؒΛ͞ 2"/pʹίϚΕʹ͠
͍ͯΔɽ͢Δͱ͜Ε (4.9)ͷ ͷΑ͏ʹɼม͕ߦ5 ' Ͱɼ͔ͭपظ 2"/pΛͭؔ
+

l

7
$̂(' + 2"l/p)eix ('+2"l/p)

8
ʹର͢Δɼྖ Ҭ [0, 2"/p)ͷɼਖ਼نަجఈ

AB
p

2"eip k! : k ' Z
C

ʹΑΔϑʔϦΤڃల։ͱͳΔͷͰɼ(4.9)ͷ ͕ಋ͔ΕΔɽ(4.9)Λߦ6 (4.7)ʹೖ͢

10

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering36



Δ͜ͱʹΑΓ͕ࣜಘΒΕΔɽ

(W $
p f )(t) = $̂(!)

! $

%$
f (x)

1
p

(

l

$̂(! + 2"l/p)eix (!+2"l/p)dx(4.10)

=
1
p
$̂(!)

(

l

$̂(! + 2"l/p)
! $

%$
f (x)e%ix(!+2"l/p)dx

=
1
p
$̂(!)

(

l

$̂(! + 2"l/p) f̂ (! + 2"l/p).

(4.10)ͷதͷ lΛ %kʹஔ͖͑ΔͱɼҎԼͷ͕ࣜಘΒΕΔɽ

(W $
p f )(t) =

1
p
$̂(!)

(

k

$̂(! % 2"k/p) f̂ (! % 2"k/p).(4.11)

Q.E.D.

4.3 MeyerΣʔϒϨοτ

͜ͷষͰɼΤϦΞγϯάʹݱͨࣅΛূ໌͢ΔͨΊʹɼMeyerΣʔϒϨοτ [1, 2]
ΛऔΓ্͛ΔɽMeyerΣʔϒϨοτਖ਼نަجఈΛߏ͠ɼपྖҬͰίϯύΫτ
αϙʔτΛͭͨΊɼTheorem 1 Λ༻͍ͯ͢ߟΔͷʹ߹͕Α͍ɽ·ͣ Meyer Σʔ
ϒϨοτͷεέʔϦϯάؔ %M(t)ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔɽ

%̂M(!) =
'

1 , | ! |) 2"/3,
0 , | ! |* 4"/3.(4.12)

(4.12)ͷ֎ͷྖҬͰɼ%̂M(!)ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔɽ

| %̂M(! % 2") |2 + | %̂M(!) |2= 1, 2"/3 < ! < 4"/3.(4.13)

(4.13) ྖҬ 2"/3 <| ! |< 4"/3 ʹ͓͚Δ݅Λࣔ͢ͷͰɼDaubechies [1] ҎԼͷΑ
͏ͳۂઢΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ

%̂M(!) = cos
'
"

2
(

#
3

2"
| ! | %1

$6
,(4.14)

((x) = x4(35 % 84x + 70x2 % 20x3).(4.15)

·ͨ͜ͷɼMeyerΣʔϒϨοτͷϚβʔΣʔϒϨοτ $M(t)͕ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞
ΕΔ͜ͱɼDaubechiesจݙ [1]Ͱ͍ࣔͯ͠Δɽ

$̂M(!) =

9::::::::::;
::::::::::<

e%i!/2 sin
'
"

2
(

#
3

2"
|!| % 1

$6
, 2"/3 <| ! |) 4"/3,

e%i!/2 cos
'
"

2
(

#
3

4"
|!| % 1

$6
, 4"/3 )| ! |< 8"/3,

0 , otherwise.

(4.16)

11

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 37



ʹϨϕϧ jͷ k൪ʢ j, k ' ZʣͷΣʔϒϨοτ $M
j,k(t)ΛͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

$M
j,k(t) =

(
2 j $M(2 jt % k).(4.17)

͢Δͱ
D
$M

j,k(t) : j, k ' Z
E
ਖ਼نަجఈͱͳΔ͜ͱ͕ΒΕ͍ͯΔɽ͢ͳΘͪҙͷؔ

f (t)ʹରͯ͠ɼҎԼͷΑ͏ͳมཱ͕͢Δɽ

f (t) =
(

j,k

%
f , $M

j,k

&
$M

j,k(t).(4.18)

4.4 ΤϦΞγϯάʹݱͨࣅ͕ൃੜ͢Δ༷ࢠ

(4.18)ͷมΛ֤Ϩϕϧʹղͯ͢͠ߟΔɽͦͷͨΊʹ֤Ϩϕϧ jͷมΛɼҎԼͷ
Α͏ʹ g j(t)ʹղͯ͠ද͢͜ͱʹ͢Δɽ

f (t) =
(

j

g j(t),(4.19)

g j(t) =
(

k

%
f , $M

j,k

&
$M

j,k(t).(4.20)

͜͜ͰϨϕϧ 0ͷมͷ g0(t)ΛྫʹऔΓ্͛ͯɼΤϦΞγϯάʹݱͨࣅ͕ൃੜ͢Δ༷
Δɽ(4.17)ɼ(4.20)ΑΓɼϨϕϧ͢؍Λࢠ 0ʹ͓͚Δҙͷؔ f (t)ʹର͢ΔมҎ
ԼͷΑ͏ʹදͤΔɽ

g0(t) =
(

k

%
f , $M(· % k)

&
$M(t % k).(4.21)

͜ͷ g0(t)ɼTheorem 1ͷ (4.5)ʹ p = 1Λೖ͠ɼ͞ΒʹΣʔϒϨοτ $(t)Λ $M(t)
ʹஔ͖ͨ͑ͷʹͳΔɽ͕ͨͬͯ͠ Theorem 1ͷ (4.6)ΑΓཱ͕ࣜ͢Δɽ

ĝ0(!) = $̂M(!)
(

k

$̂M(! % 2"k) f̂ (! % 2"k).(4.22)

͠ k ! 0 ͷͷ $̂M(!) , $̂M(! % 2"k) ͕ͯ͢߃తʹ 0 ͱͳΕɼ(4.22) ͷӈล
ͷɼk ! 0ͷͷ f̂ (! % 2"k)ͷͯ͢ফ໓͠ɼΤϦΞγϯάൃੜ͠ͳ͍ɽ͔͠͠
ɼ(4.16)ΑΓʹࡍ࣮ $̂M(!)ͱ $̂M(! % 2"k)ͷ 0Ͱͳ͍ྖҬɼk = %2, %1, 1, 2ʹ͓͍
ͯॏͳΔͨΊɼ$̂M(!) , $̂M(! % 2"k) 0ʹͳΒͳ͍ɽFig.5ʹ k = 1, 2ʹ͓͚Δɼ͜Ε
ΒͷॏͳΓΛ͓ͯ͛͘ܝɽ͜͜ͰਂࠁͳΛҾ͖͢͜ىͷɼ(4.22) ͷӈลͷɼk ! 0
ͷͷ f̂ (! % 2"k)ͷͰ͋Δɽ͢ͳΘͪ f̂ (! % 2"k) $̂M(! % 2"k)ͱ࿈ಈͯ͠ɼप
্࣠ΛฏߦҠಈ͢Δ͜ͱʹͳΔ͕ɼFig.5ΛͯݟΘ͔ΔΑ͏ʹɼ͜ΕΒͷݪ
ʢ! = 0ʣΛΓӽ͑ͯฏߦҠಈ͢ΔͨΊɼपͷߴͷٯస͕͜ىΔɽ͜ͷΑ͏ͳݱ
ɼΞφϩά৴߸͔Βσδλϧ৴߸ʹม͢Δʹ͜ىΓಘΔɼΤϦΞγϯάʢંΓฦ͠

ʣʹඇৗʹΑ͍ͯ͘ࣅΔɽ
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(a) k = 1

(b) k = 2

Fig. 5. $̂M(!)ͱ $̂M(! % 2"k)ͷॏͳΓ

4.5 ΤϦΞγϯάʹؔ͢Δٞ

Ҏ্ͷΑ͏ͳΤϦΞγϯάͷ͕ূݕਖ਼͍͔͠Ͳ͏͔Λɼ·͍ٞͨ͢͠ɽ࣮ͦͯ͠ࡍʹ

ΤϦΞγϯάʹݱͨࣅ͕͍͖ͯىΔͷͰ͋ΕɼͦΕʹରͯ͠ɼͲͷΑ͏ʹରॲ͢Ε

Α͍ͷ͔Λ͍ٞͨ͠ɽྫ͑ɼΤϦΞγϯάʹݱͨࣅ͕͖ىͳ͍ɼ࣮༻తͳਖ਼ن

ަΣʔϒϨοτجఈଘ͢ࡏΔͷ͔ʁɹ͜ΕֶతʹඇৗʹॏཁͳςʔϚͱࢥΘ

ΕΔɽ

5. ΣʔϒϨοτมશγϑτෆมੑΛͭෳૉ

චऀΒ͜Ε·ͰγϑτมಈΛ͑ͨɼෳૉΣʔϒϨοτมΛ͍͔ͭ͘ఏҊ

͖ͯͨ͠ͷͰɼ͜ΕΒΛհ͢Δɽͦͯ͜͠ͷষͰɼ͜ΕΒͷෳૉΣʔϒϨο

τม๊͕͑ΔΛ͍ٞͨ͠ɽචऀΒγϑτมಈΛ͑ΔͨΊʹɼશγϑτෆ

มੑʢPerfect Translation Invariance, PTIʣͱ͍͏݅Λఆٛ͠ɼ͜ͷཱ͕݅͢Δ
ΣʔϒϨοτมΛઃ͢ܭΔͨΊʹඞཁͳɼ͍͔ͭ͘ͷఆཧΛূ໌ͨ͠ɽ·ͣɼ͜ΕΒ

ʹؔͯ͠ड़Δɽ
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5.1 શγϑτෆมੑͷఆٛ

ૉW༺࡞ $ Λ༻͍ͯɼΣʔϒϨοτؔܥ {$k(t)}ʹΑΔؔ f (t)ʹର͢ΔมΛҎ
ԼͷΑ͏ʹද͢ɽ

(W $ f )(t) =
(

k

" f , $k#$k(t).(5.1)

ૉ༺࡞ʹ Tbʢb ' RʣΛ༻͍ͯɼؔ f (t)ͷฏߦҠಈΛҎԼͷΑ͏ʹද͢ɽ

(Tb f )(t) = f (t % b).(5.2)

ҙͷؔ f (t)ɼ͓Αͼҙͷ࣮ bʹରͯ͠ɼҎԼͷཱ͕ࣜ͢Δɼ࡞༻ૉW $ Ͱ

ද͞ΕΔมશγϑτෆมੑΛͭͱఆٛ͢Δɽ

(Tb W $ f )(t) = (W $ Tb f )(t), + f ' L2(R), +b ' R.(5.3)

5.2 શγϑτෆมఆཧ

શγϑτෆมੑʹؔ࿈ͨ͠ 2ͭͷॏཁͳఆཧΛɼҎԼͷ Theorem 2ɼTheorem 3ͱ͠
ͯূ໌͢Δɽ

Theorem 2. ΣʔϒϨοτؔ $(t)ɼͷΑ͏ʹपྖҬʹɼ͞ !ͷίϯύΫτ
αϙʔτΛͭͷͱ͢Δɽ

supp $̂(!) = [!1,!2] , !1 < !2,(5.4)
! = !2 % !1 > 0.(5.5)

ҎԼͷΑ͏ͳਖ਼ͷ࣮ఆ pΛ͑ߟΔɽ

0 < p! ) 2".(5.6)

Ҏ্ͷΑ͏ͳΣʔϒϨοτؔ $(t) ͱɼਖ਼ͷ࣮ఆ p Λ༻͍ͯද͞ΕΔΣʔϒ
Ϩοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z}ɼ4.1અͷ݅Λຬͨ͢ͷͱ͢Δɽʹɼ͜ͷΣʔ
ϒϨοτؔܥ {$(t % pk) : k ' Z}ʹΑΔɼҙͷؔ f (t)ʹର͢ΔɼҎԼͷΑ͏ͳม
Λ͑ߟΔɽ

(W $
p f )(t) =

(

k

" f , $(· % pk)#$(t % pk).(5.7)

͢Δͱ͕ࣜಘΒΕΔɽ

F (W $
p f )(!) =

1
p
|$̂(!)|2 f̂ (!).(5.8)
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Proof. Theorem 1ͷ (4.6)ΑΓɼ͕ࣜಘΒΕΔɽ

F (W $
p f )(!) =

1
p
$̂(!)

(

k

$̂(! % 2"k/p) f̂ (! % 2"k/p).(5.9)

͜͜ͰΣʔϒϨοτؔ $̂(!)͕͞ !ͷίϯύΫταϙʔτΛͭ͜ͱɼ͓ Αͼ (5.6)
Λྀ͢ߟΔͱɼk ! 0ͷɼৗʹ $̂(!) , $̂(! % 2"k/p) = 0ཱ͕͠ɼ(5.8)͕ಋ͔ΕΔɽ
Q.E.D.

Theorem 3. Theorem 2ͷதʹ͓͍ͯ (5.7)Ͱද͞ΕΔมɼશγϑτෆมੑΛͭɽ
Proof. (5.2)ͷ࡞༻ૉ Tbʢ+b ' RʣΛ (5.7)ʹద༻͢Δ͜ͱͰɼ͕ࣜٻ·Δɽ

((Tb W $
p f )(t) =

(

k

" f , $(· % pk)#$(t % b % pk)(5.10)

=
(

k

" f (· % b), $(· % pk % b)#$(t % pk % b)

(5.10)ͷ Ͱੵͷதͷߦ2 2ͭͷؔΛɼͦΕͧΕ b΄ͲฏߦҠಈ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ͷ
Α͏ʹͯ͠ੵͷมΘΒͳ͍ɽʹ F ($(· % b))(!)ͷίϯύΫταϙʔτྖҬͷ
͞ $̂(!)ͷͦΕʹ͘͠ !Ͱ͋Δ͜ͱΛྀͯ͠ߟɼ(5.10)ͷ ɼ͢Ͱද͞ΕΔมߦ2
ͳΘͪΣʔϒϨοτؔܥ {$(t % pk % b) : k ' Z}ʹΑΔؔ f (t% b)ͷมΛ Theorem
2ʹద༻͢Δͱɼ(5.10)ͷϑʔϦΤมͷΑ͏ʹදͤΔɽ

F (Tb W $
p f )(!) =

1
p
| F ( $(· % b) )(!) |2 F ( f (· % b) )(!)(5.11)

=
1
p

---$̂(!) e%ib!
---2 f̂ (!) e%ib!

=
1
p

---$̂(!)
---2 f̂ (!) e%ib!.

ಉ͡Α͏ʹͯ͠ (W $
b Tb f )(t)ͷϑʔϦΤมͷΑ͏ʹදͤΔɽ

F (W $
b Tb f )(!) =

1
p

---$̂(!)
---2 f̂ (!) e%ib!.(5.12)

(5.11)ɼ(5.12)ΑΓҎԼͷ͕ࣜٻ·Γɼ5.1અͷఆٛΑΓɼ(5.7)Ͱද͞ΕΔม͕શγϑ
τෆมੑΛͭ͜ͱ͕ূ໌͞ΕΔɽ

(Tb W $
p f )(t) = (W $

p Tb f )(t).(5.13)

Q.E.D.

5.3 ΣʔϒϨοτมશγϑτෆมੑΛͭෳૉ

͜ͷઅͰɼචऀΒ͕ઃͨ͠ܭશγϑτෆมੑΛͭෳૉΣʔϒϨοτม

Λհ͢Δɽ
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Fig. 6. MeyerΣʔϒϨοτΛૅجͱͨ͠ෳૉΣʔϒϨοτมͷ $R(t)ɼ$I(t)

5.3.1 MeyerΣʔϒϨοτΛૅجͱͨ͠ෳૉΣʔϒϨοτม [4]
͜Ε 4.3 અͰड़ͨ Meyer ΣʔϒϨοτΛૅجʹઃ͞ܭΕͨɼෳૉΣʔ
ϒϨοτมͰ͋ΔɽMeyer ΣʔϒϨοτͷϚβʔΣʔϒϨοτͱ૬ܗࣅͷܗঢ়Λ
࣮෦ʹɼͦΕͱ HilbertมϖΞΛ͢ܗঢ়Λڏ෦ʹͭෳૉΣʔϒϨοτʹΑ
Γߏ͞ΕΔ͕ɼมͷରͱͳΔ͕࣮ؔؔʹݶఆ͞ΕΔ߹ʹɼ͜ΕΒͷ࣮

෦ͱڏ෦ʢ͜ΕΒͲͪΒ࣮ΣʔϒϨοτؔͱͯ͠ѻ͏ʣʹΑΔฒྻॲཧ

ΛͯͬߦɼಘΒΕΔใຊདྷͷෳૉΣʔϒϨοτมͱมΘΒͳ͍͜ͱ͕

͔͍ͬͯΔͷͰɼҰൠతʹͪ͜Βͷܭ๏Λ࠾༻͢Δɽ·ͨ͜ͷ߹ɼMeyerΣʔϒ
ϨοτʹΑΔਖ਼نަجఈͷ 2ഒͷաجఈͱͳΓɼλΠτɾΣʔϒϨοτɾϑϨʔϜ
Λߏங͢Δɽҙͷؔ f (t)ʹର͢ΔෳૉΣʔϒϨοτมɼ4.3અͷ (4.16)
Ͱද͞ΕΔ Meyer ΣʔϒϨοτͷϚβʔΣʔϒϨοτ $M(t)Λ༻͍ͯɼҎԼͷΑ͏
ʹදͤΔɽ

f (t) =
1
2

(

j, k

D%
f ,$R

j,k

&
$R

j,k(t) +
%

f ,$I
j,k

&
$I

j,k(t)
E
,(5.14)

$R
j,k(t) =

(
2 j $R(2 jt % k),(5.15)

$I
j,k(t) =

(
2 j $I(2 jt % k),(5.16)

$R(t) = $M(t),(5.17)

$̂I(!) =
'

i $̂M (!) , ! < 0,
%i $̂M (!) , ! > 0.(5.18)

Fig.6ʹ $R(t)ɼ$I(t)Λ͛ܝΔɽͳ͓ (5.14)ͷมʹ͓͚ΔɼͦΕͧΕͷϨϕϧ jʢ j ' Zʣ
ͣ·શγϑτෆมੑΛͭ͜ͱΛূ໌͢ΔʹɼҎԼͷखॱ͕ඞཁͱͳΔɽ͕ Theorem
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2ɼTheorem 3 Λ༻͍ͯɼෳૉΣʔϒϨοτؔܥ {$R
j,k(t) + i $I

j,k(t) : k ' Z} ʹΑ
Δม͕શγϑτෆมੑΛͭ͜ͱΛࣔ͢ɽଓ͍ͯ͜ͷ݁ՌΛ༻͍ͯɼ2 ͭͷ࣮
ΣʔϒϨοτؔܥ {$R

j,k(t) : k ' Z}ɼ{$I
j,k(t) : k ' Z}ʹΑΔฒྻॲཧͷมɼશγ

ϑτෆมੑΛͭ͜ͱΛূ໌͠ͳ͚Ε͍͚ͳ͍ɽ͜ͷূ໌ܾͯ͘͠͠ͳ͍͕ɼ͔

ͳΓͷࢴ໘Λඞཁͱ͢ΔͷͰɼ͜͜ͰׂѪ͢Δɽ

5.3.2 ෳૉΣʔϒϨοτɾύέοτม [5]
͜Ε 5.3.1 અͷ Meyer ΣʔϒϨοτΛૅجͱͨ͠ෳૉΣʔϒϨοτม
ΛΣʔϒϨοτɾύέοτʹ֦ுͨ͠ͷͰɼͦΕͧΕͷΣʔϒϨοτɾύέοτʹ

ΑΔมɼશγϑτෆมੑΛͭɽΣʔϒϨοτɾύέοτͷৄࡉจݙ [2, 5]
ʹৡΔ͕ɼΦΫλʔϒຖʹׂ͞Ε֤ͨϨϕϧΛɼ͞Βʹৄࡉʹ 2ɼ4ɼ8
ͷׂ͕ՄͰɼΑΓ͖Ί͔ࡉͳपׂ͕ՄͰ͋Δɽ࣮ࡍͷܭ Fig.7ͷΑ͏
ʹɼղΞϧΰϦζϜΛଟॏʹ࿈݁ͤͯ͞ॲཧΛ͜͏ߦͱʹͳΔɽ·ͨ Fig.8ɼෳૉ
ΣʔϒϨοτɾύέοτͷҰྫͰ͋Δɽͳ͓ෳૉΣʔϒϨοτɾύέοτม

ɼMeyerΣʔϒϨοτʹΑΔΣʔϒϨοτɾύέοτมʢ͜Εਖ਼نަجఈͱ
ͳΔʣͷ 2ഒͷաجఈͱͳΓɼλΠτɾΣʔϒϨοτɾϑϨʔϜΛߏங͢Δɽ

Fig. 7. ෳૉΣʔϒϨοτɾύέοτมͷྫ

Fig. 8. ෳૉΣʔϒϨοτɾύέοτม (4ׂ)ͷ $R
%1,2,0(t), $I

%1,2,0(t)
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5.3.3 ՄมີɾෳૉΣʔϒϨοτม [7,8]
͜Εؒͱपͷ྆ํͷྖҬʹ͓͍ͯɼΣʔϒϨοτͷີΛՄม͢Δ͜ͱ͕Ͱ

͖ΔෳૉΣʔϒϨοτมͰ͋Δɽ͢ͳΘͪؒํʹɼΣʔϒϨοτͷؒ

ִΛ͋ΔൣғͰՄมͰ͖ɼ·ͨपྖҬͷΦΫλʔϒͷׂɼ3Ҏ্ͷͰࣗ
༝ͷઃఆͰ͖Δɽͨͩ͠पྖҬͷׂํ๏ɼ5.3.2અͷෳૉΣʔϒϨοτɾύ
έοτมͱҟͳΔɽ͢ͳΘͪෳૉΣʔϒϨοτɾύέοτมͰɼΦΫλʔϒ

ΛϦχΞεέʔϧʹׂ͓͍ͯ͢Δ͕ɼ͜ͷՄมີɾෳૉΣʔϒϨοτม

ɼΦΫλʔϒΛରεέʔϧʹׂ͓͍ͯ͢Δɽ͜ͷՄมີɾෳૉΣʔϒ

ϨοτมɼΧελϚΠζ͞Εͨ MeyerΣʔϒϨοτΛૅجͱ͢Δɽ͢ͳΘͪΦΫ
λʔϒͷׂΛ NʢN * 3, N ' Zʣͱͯ͠ɼ·ͣμΠϨʔγϣϯ )ʢ) > 0, ) ' RʣΛ

) = 2
1
N ,(5.19)

ͱఆΊɼMeyerΣʔϒϨοτͷεέʔϦϯάؔ %M(t)ΛɼҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

%̂M(!) =
'

1 , |!| ) (2 % ))",
0 , |!| * )",(5.20)

---%̂M(|!| % 2")
---2 +

---%̂M(|!|)
---2 = 1, (2 % ))" < |!| < )".(5.21)

ͨͩ͠ (5.21)Λຬͨ͢ۂઢͱͯ͠ɼҎԼͷ (5.22)ɼ(5.23)Λ࠾༻͢Δɽ

%̂M(!) = cos
F
"

2
(

#%) + 2
2) % 2

'
1

(2 % ))"
|!| % 1

6$G
, (2 % ))" < |!| < )",(5.22)

((x) = x4(35 % 84x + 70x2 % 20x3).(5.23)

ʹ $̂R(!)ɼ$̂I(!)ΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

$̂R(!) =
1(
) % 1

H -----%̂M
I!
)

J-----
2
%

---%̂M(!)
---2,(5.24)

$̂I(!)=
'

i$̂R(!), ! ) 0,
%i$̂R(!), ! > 0.(5.25)

Ϩϕϧ jͷ k൪ʢ j, k ' ZʣͷΣʔϒϨοτ $R
j,k(t)ɼ$I

j,k(t)ΛɼҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɽ

$R
j,k(t) = )

j
2$R

7
) j(t % p jk)

8
,(5.26)

$I
j,k(t) = )

j
2$I

7
) j(t % p jk)

8
.(5.27)

ͨͩ͠ p j ҎԼͷࣜΛຬͨ͢ਖ਼ͷ࣮ఆͰ͋ΓɼϨϕϧ jʹ͓͚Δ্ؒ࣠ͷΣʔ
ϒϨοτͷִؒ p j ͱͳΔɽ

0 < p j )
2

) j()2 + ) % 2)
.(5.28)
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͢Δͱҙͷؔ f (t)ɼҎԼͷΑ͏ʹม͞ΕΔɽ

f (t) =
(

j

K r j

2

(

k

L %
f ,$R

j,k

&
$R

j,k(t) +
%

f ,$I
j,k

&
$I

j,k(t)
MN
,(5.29)

r j = p j)
j() % 1).(5.30)

ͳ͓ՄมີɾෳૉΣʔϒϨοτมΣʔϒϨοτɾϑϨʔϜʢλΠτɾ

ΣʔϒϨοτɾϑϨʔϜͰͳ͍ʣΛߏங͠ɼMeyerΣʔϒϨοτͷਖ਼نަجఈ
ͷ 2ഒҎ্ͷաجఈͱͳΔɽ

5.4 Δٞؔ͢ʹΣʔϒϨοτมશγϑτෆมੑΛͭෳૉ

͜Ε·Ͱʹհͨ͠શγϑτෆมੑΛͭෳૉΣʔϒϨοτมͷɼ࠷େͷ

ऑɼ͜ΕΒͷෳૉΣʔϒϨοτมਖ਼نަجఈͰͳ͘ɼੑΛͭ

աجఈͷΣʔϒϨοτɾϑϨʔϜͱͳΔ͜ͱͰ͋Δɽ͜ΕΛվળ͢Δख๏ɼతʹ͍

͑ɼશγϑτෆมੑΛ࣮ͭ༻ੑͷ͋Δਖ਼نަجఈઃܭՄ͔ʁɹ·ͨ Shannon
ΣʔϒϨοτશγϑτෆมੑΛͪɼ͔ͭਖ਼نަجఈΛܗ͢Δ͕ɼΣʔϒ

Ϩοτͷݮਰ͕͋·Γʹ͘ɼֶతʹશ࣮͘༻ʹͳΒͳ͍ͱචऀΒ͑ߟΔ͕ɼ͜ͷ

அଥ͔ʁɹʑɼΑΓΑ͍࣮༻తͳશγϑτෆมੑΛͭΣʔϒϨοτม

͔ΒٞΛਂΊ͍ͨɽ؍ΔͨΊʹɼ͞·͟·ͳ͢ݱΛ࣮

6. ͓ΘΓʹ

৴߸ղੳɼ৴߸ॲཧʹ͓͍ͯ͠͠ਂࠁͳӨڹΛٴ΅͢ɼΣʔϒϨοτม

ͷγϑτมಈͷΛఏͨ͠ىɽͦͯ͠ΣʔϒϨοτมʹ͓͍ͯΤϦΞγϯάʹ

ΣʔϒϨοɽ·ͨචऀΒɼ͍͔ͭ͘ͷෳૉͨ͠ىΔՄੑΛఏ͖ى͕ݱͨࣅ

τมΛઃ͕͖ͨͯ͠ܭɼ͜ΕΒͷෳૉΣʔϒϨοτมͷऑɼ͢ͳΘͪγϑ

τมಈΛ੍͢Δ͔ΘΓʹੑΛͭ͜ͱΛɼͱͯ͠ఏͨ͠ىɽҎ্Α͏ͳΛ

૯߹తʹྀ͠ߟɼ͞·͟·ͳ؍͔ΒٞΛਂΊ͍ͨɽ·ͨޙࠓͷ՝ɼγϑτมಈΛ

ղܾ͠ͳ͕ΒɼΑΓਖ਼نަجఈʹ͍ۙੑ࣭ΛͭΣʔϒϨοτมͷ։ൃͰ͋

Γɼ͜ͷඪΛୡ͢ΔͨΊʹɼՃऀͷҙݟΛฉ͖͍ͨɽ
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தϨʔμʹΑΔຒઃͷҐஔඪఆͷݱঢ়ͱ

த ! খྛɹҸ † ത !

! Պڀݚֶ௨৴େֶେֶӃใཧؾి † ԣࢢ

֓ཁ. ಓ࿏ࣄͳͲͷݱͰɼԼͷຒઃΛഁଛ͠ͳ͍͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻࡏݱɼ

ి࣓์ࣹʹΑΔதϨʔμʹΑΔड৴৴߸ʢ̎ݩ৴߸ʣΛͬͯຒઃͷҐஔΛඪఆ

͢Δ͜ͱ͕ظ͞Ε͍ͯΔ͕ɼଟ͘ͷ՝Λ͔͔͓͑ͯΓະ࣮ͩ༻ʹԕ͍ɻ͜͜Ͱɼ

ड৴৴߸ͷϊΠζղੳɾআڈख๏ɼ͓Αͼڧௐख๏ͷݱঢ়Λड़ɼຒઃͷҐஔਪఆͷͨ

Ίͷ՝Λ໌Β͔ʹ͢ΔɻఏҊख๏ͷΩʔϫʔυɼΨϘʔϧΣʔϒϨοτɼใྔن

४ɼ౷ܭతΫϥελϦϯάʹͳΔɻ

Current tends and issues in positioning of buried objects by
using ground-penetrating radar

Kazushi Nakano! Makoto Kobayahshi†

Tomohiro Uchikado!
!The University of Electro-Communications †City of Yokohama

Abstract. Grand-Penetrating Radar (GPR) is a useful tool for imaging the subsurfaces
with radar pulses. Since a variety of media including buried objects give di!erent dielectric
constants, the positions of the buried objects can be detected on the basis of variations in
the GPR return signals. We first present a denoising method based on the Gabor wavelet
transforms. In addition, we present a method for emphasizing the GPR return signals
based on the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) and the Infinite Gaussian Mixture
Model (IGMM). Our proposed methods are practically e!ective as pre-processing methods
for detecting the positions of the buried metal pipes. The e!ctiveness of our methods is
demonstrated through experimental results.

1. ͡Ίʹ
ɹɹɹ

தϨʔμʢGPR: Ground-Penetrating Raderʣ[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]ɼதʹి͔ͯͬ

࣓Λ์ࣹ͠ɼຒઃ͔ΒͷࣹΛड৴͢ΔஔͰ͋ΔɻGPRʹΑΔ୳ࠪɼதΛ

۷Γ͢ىඞཁ͕ͳ͍ඇഁյͳ୳ࠪํ๏Ͱ͋Δɻ͜ͷݪཧɼి࣓͕ҟͳΔഔ࣭ʹਐೖ

͢Δͱ͖ʹࣹΛ͢͜ىಛʹ͍͍ͯͮجΔɻ؍ଌ͞Εͨड৴৴߸ͷத͔ΒࣹΛ֬

͢Δ͜ͱͰɼ؍ଌऀ “ຒઃ͕͋Δ”ͱஅͰ͖Δɻ

ಓ࿏ࣄͳͲͰฮ͞Εͨ໘Λ۷Γࡍ͢͜ىɼਫಓɼԼਫɼΨεͳͲͷຒઃ

Λഁଛ͠ͳ͍Α͏ҙ͠ͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻҰൠʹɼͦͷΑ͏ͳຒઃԼʹ͋ͬͯɼ
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ॅͳͲʹଓ͞Ε͍ͯΔɻ;ͭ͏ɼߦͷࢿྉͰຒઃͷஔΛΔ͜ͱՄͰ͋

Δɻͱ͜Ζ͕ɼ৴߸பઃஔͳͲͷతͰฮಓͳͲΛ۷Δͱɼ࣮ࡍͷஔͱࢿྉͷ͕ࡌهҟ

ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻݱͰɼࢿྉΛա৴ͤͣʹ৻ॏʹ۷Γ͢͜ىඞཁ͕͋Γɼ͜ͷ

Λ GPRͰղফ͍ͨ͠ͱ͍͏ͷ͕ຊڀݚͷಈػͱͳ͍ͬͯΔɻ

ຊڀݚͰɼGPRΛͨ͠ࡌंͰɼۚଐ͕ຒઃ͞Εͨ໘ΛԣΔ͜ͱͰಘΒΕ

Δड৴৴߸Λݪ৴߸ͱ͑ߟΔɻGPRड৴৴߸ʹɼ৴߸ͷݮਰʹՃ͑ɼछʑͳϊΠζ͕

ऀ༺ଌ͞ΕΔɻ͜ΕΒɼରͱͳΔۚଐຒઃ͔Βͷ৴߸ʢࣹʣΛ͍֬ͨ͠ར؍

ʹͱͬͯɼେ͖ͳোͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼैདྷͷख๏ [7, 8]ɼར༻ऀͷओ͍ͮجʹ؍

ͨϊΠζআڈख๏ʢf-kϑΟϧλ๏ʣ͕Ұൠతʹ༻͍ΒΕɼ“ར༻ऀʹґΒͳ͍ख๏”͕ظ

͞Ε͍ͯΔɻ͜͜Ͱ·ͣɼैདྷʹൺͯ “ར༻ऀґଘΛখ͘͢͞Δ”ϊΠζআڈख๏

[1, 3]ͷఏҊΛ͏ߦɻ

ʹɼ“ຒઃ͔Βͷࣹ” ͕Ͳ͜ʹग़͍ͯ͠ݱΔ͔Λࣗಈతʹඪఆ͢Δख๏ΛఏҊ

͢Δɻ·ͨɼݕग़͞ΕࣹͨʹϚʔΫΛ͚ͭɼͦͷग़ݱҐஔΛڧௐ͢Δ͜ͱΛ͑ߟΔɻ

͜ΕɼࣹΛڧௐ͢ΔॲཧͰ͋ΔͨΊɼશͳͷҐஔඪఆͷͨΊͷલॲཧͱͯ͠Ґ

ஔ͚ͮΒΕΔɻ

۩ମతͳఏҊख๏ɼେ͖͚ͯ͘ 2 ͭʹେผ͞ΕΔɻ1 ͭͷఏҊɼݮਰʹΑΔ

Ͱɼ͜ΕΛڀݚքઢʹ͍ͭͯͰ͋ΔɻຊڥͰ͖ͳ͘ͳΔࢹແ͕ڹԻͷӨԽࢠྔ “ղੳ

:४ʢAICنͰධՁ͠ɼใྔਰͷఔΛݮք”ͱΑͿɻ৴߸ͷݶ Akaike Information

CriterionʣΛ༻͍ͨ 2ઢͷϑΟοςΟϯάʹΑͬͯͦͷڥքઢΛܾఆ͢Δख๏Ͱ͋Δɻ

A/Dม͢ΔͱɼݮਰʹΑΓྔࢠԽԻͷӨ͕ڹୈʹେ͖͘ͳΓɼ৴߸શମͰͦͷӨڹ

͕Ұ༷ͱͳΒͳ͍ɻσΟδλϧ৴߸ͷྔࢠԽ෯ΑΓখ͍͞·Ͱݮਰ͢Δ͜ͱ͔Βɼ

ड৴৴߸ “શମ”ఏҊख๏Λద༻͢Δ͜ͱҙຯ͕ͳ͍ɻͦͷͨΊɼྔࢠԽԻͷӨڹ

͕ʹͳΔྖҬͱͳΒͳ͍ྖҬͷڥքઢΛఆΊɼ“ʹͳΒͳ͍ྖҬ” Λඪఆରྖ

Ҭͱ͢Δɻ

2 ͭͷఏҊɼࣹͷڧௐॲཧͰ͋Δɻ͜ΕɼΨϘʔϧΣʔϒϨοτม

ʢGWT: Gabor Wavelet Transformʣ[9]ɼϚϧίϑ࿈ϞϯςΧϧϩ๏ʢMCMC method:

Markov Chain Monte Carlo methodʣ[12]͓Αͼແࠞݶ߹ਖ਼نʢIGMM: Infinite Gaus-

sian Mixture Modelʣ[13]Λத৺ʹɼ͍͔ͭ͘ͷ౷ܭతݕఆख๏ͱͷΈ߹ΘͤʹΑͬͯ

ఏҊख๏Λߏͨ͠ɻGWTɼؒ͝ͱͷपղੳʢؒ-पղੳʣΛ࣮͢ݱΔٕ

ज़Ͱ͋Δɻࣹ GWTʹΑͬͯղੳ͞Ε͓ͯΓ [1, 3]ɼղੳ݁Ռ͔ΒಘΒΕͨݟΛ

Ίɼ͜͜Ͱ͔ͨ͢׆ GWTΛ༻͍͍ͯΔɻ

MCMCʹΑͬͯҙͷ͔ΒཚΛੜͰ͖ɼIGMMʹΑͬͯσʔλू߹ʹର͢Δ

ΫϥελϦϯάΛ࣮ݱͰ͖ΔɻຊڀݚͰɼGWTͷ݁ՌΛ֬ͱΈͳ͠ɼMCMCʹ

ΑͬͯΤωϧΪʔͷ͍ߴͱ͜ΖʹཚΛଟ͘ൃੜͤ͞ɼൃੜ͞Εͨཚͷू߹Λ IGMM

ʹΑͬͯΫϥελϦϯάΛ͍ͯͬߦΔɻGWTɼ“͍ͭ”ࣹ͕ग़͔ͨ͠ݱΛௐΒΕ

Δɻ͜ΕΛ͔͠׆ɼࣹͷҐஔʹΫϥελΛͭ͘Δ͜ͱ͕ظͰ͖Δɻ͜͜Ͱɼ͜ͷ

ΫϥελΛड৴৴߸ʹॏͶͯඳը͢Δ͜ͱͰɼ৴߸தͷࣹͷ ௐ”ʹར༻͍ͯ͠Δɻڧ“
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ͦͷଞɼൺͷࠩͷݕఆݕ٫غఆΛΈ߹ΘͤͯɼఏҊ͢Δ౷ܭతΫϥελϦϯάख๏

͞Ε͍ͯΔɻߏ͕

͞Βʹɼ࣮ࡍͷ࣮ݧαΠτʹରͯ͠ɼఏҊख๏Λద༻ͨ݁͠ՌΛࣔ͠ɼఏҊख๏ͷ༗ޮ

ੑΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ

Ή͚ͯɼվྑͷҰखʹ্ɼఏҊख๏ΛΞϧΰϦζϜͱͯ͠వΊɼ͞ΒͳΔਫ਼ʹޙ࠷

๏ʹ͍ͭͯड़ޙࠓͷ࣮༻ʹ͚ͯ՝Λࣔ͢ɻ

ͳ͓ຊߘͰɼR = ("#,+#)ɼN = {1, 2, . . .}ɼZ = {0,±1,±2, . . .}ɼR+ = (0,+#)ɼ

N0 = {0} $ Nͱఆٛ͢Δɻ·ͨɼ j =
%
"1ͱ͠ɼˆϑʔϦΤมΛද͢ͷͱ͢Δɻ

2. தϨʔμͱड৴৴߸
2.1 ཧݪ

GPRɼFig. 1ͷΑ͏ʹɼૹ৴Ξϯςφʢtransmitterʣ͔Βதʹ࣓ి͔ͯͬύϧ

εΛ์ࣹ͠ɼड৴ΞϯςφʢrecieverʣͰड৴͢ΔΈΛͭɻૹ৴Ξϯςφ͔Β์ࣹ

͞Εͨి࣓ɼۭؾͷΛͯܦதΛൖ͠ɼۚଐͳͲɼ༠ిͷҟͳΔഔ࣭ʹࣹ͢

Δɻड৴ΞϯςφͰड৴͞Εͨ৴߸ɼPCMํࣜʹ͕ͨͬͯ͠σΟδλϧ৴߸ͱͯ͠ه

Fig. 1. Principle of GPR

͞ΕΔɻ͜ͷ৴߸ A είʔϓʢA-scanʣͱΑΕΔɻి࣓ͷࣹΛྻܥ৴߸ͱ

ͯ͠αϯϓϦϯά͢Δ͜ͱͰɼؒతʹதͷ༷ࢠΛه͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΈͱͳͬ

͍ͯΔɻ

ຊڀݚͰ༻͍Δ GPRɼϨʔμΛंʹੵΈɼҰํʹҠಈͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠ “ඇࣗ

ंܕ”ͱΑΕΔ GPRͰ͋ΔɻҎ߱Ͱɼͱ͘ʹஅΓͷͳ͍ݶΓɼதϨʔμ͋Δ
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͍ GPRͱද͢ݱΔ߹ɼඇࣗंܕ GPRΛ͢ࢦͷͱ͢Δɻ

Fig. 2ͷΑ͏ʹɼGPRҐஔ͝ͱʹ AείʔϓΛهͰ͖ΔɻͦͷͨΊɼFig. 3ͷΑ͏

ʹɼGPRड৴৴߸ɼंҠಈํ࣠ͱؒ࣠ͷ 2͔࣠ΒͳΔ ৴߸ͱͳΔɻ͜ͷݩ2

৴߸Λݩ2 BείʔϓʢB-scanʣͱΑͿɻຊڀݚͰɼؒ࣠ʹม tΛɼंҐஔ࣠

ʹม x Λ༻͍ɼBείʔϓΛ B (t, x)Ͱද͢ɻΑͬͯɼҐஔ x0 ʹ͓͚Δ Aείʔϓ

B (t, x0)ͱදͤΔɻ͞ΒʹɼҎ߱ͷٞͷݟ௨͠ΛΑ͘͢ΔͨΊɼt = t0 ʹ͓͚Δ ৴ݩ1

߸ B (t0, x)Λ
&'
A είʔϓͱΑͿ͜ͱʹ͢Δɻ

Fig. 2. Sectional view of GPR along the axes x

Fig. 3. Received signal arrays

ʹɼڀݚରͷ৴߸ʹ͍ͭͯઆ໌͢ΔɻGPR ͕ۚଐຒઃΛԣΔͱ͖ɼͷΑ͏

ͳཧ༝ʹΑΓɼड৴৴߸ʹಛతͳ৴߸͕ه͞ΕΔɻड৴৴߸ͰɼGPRͱຒઃ

ͷઢڑʹԠͯ͡ɼࣹ͕ه͞ΕΔ͕ؒҟͳΔɻྫ͑ɼຒઃ͔Βͷࣹɼͦ
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ͷ্͕࠷ૣ͘ه͞ΕΔɻ͜Εɼઢڑ͕͍ͨΊɼԆ͕࠷খ͍͜͞ͱʹΑ

Δɻಉ༷ʹɼຒઃ͔Βԕ͔͟ΔʹͭΕɼଆ໘ͷࣹ͕Εͯه͞ΕΔɻ͜ͷͱ͖ɼB

είʔϓͰہॴతʹه͞ΕΔ৴߸ɼFig. 4ͷΑ͏ͳ݄ܗͰಘΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ

ຊڀݚͰɼBείʔϓͰ֬͞ΕΔ͜ͷ݄ܗͷ৴߸Λ୯ʹ “ࣹ”ͱΑͼɼຊݚ

ରͷ৴߸ͱ͢ΔɻڀݚΔ͚͓ʹڀ

Fig. 4. Image of reflected waves

2.2 ड৴৴߸ͱͦͷಛ

͞Εͨه GPRड৴৴߸ɼؒͰαϯϓϦϯά͞Εͨ Aείʔϓ͕༗ݸݶฒΜ

ͩ ৴߸Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɼBείʔϓݩ2 B (t, x)ͷ t ͱ xԽ͞Εɼ֨ࢠ্ͷ

σʔλͱͯ͠ه͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷͱ͖ɼαϯϓϦϯάपظΛ !tɼ!x ͱ͠ɼ nt ( Nɼ
nx ( N0 Λ༻͍Εɼt = !tntɼx = !xnx ͱදͤΔɻຊڀݚͰ༻͍Δ࣮ࡍͷଌఆσʔλɼ

!t = 0.5ʤnsʥɼ!x = 0.01ʤmʥͰ͋Δɻ৴߸ͷৼ෯ූ߸͖ 16ʤbitʥݻఆখͱͯ͠

͞ΕΔɻه

ʹɼຊڀݚͰ͑ߟΔ࣮ڥݧʹ͍ͭͯઆ໌͢ΔɻFig. 5ɼʹۚଐ͕ 2ʤmʥؒ

Fig. 5. Layout drawing of buried pipes
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ִͰ 0.5ʤmʥͣͭਂ͍ͱ͜Ζʹஔ͞ΕΔ࣮ڥݧͷஅ໘Λද͍ͯ͠Δɻ໘ฏΒʹ

͑ΒΕ͍ͯΔͱ͢ΔɻຊڀݚͰɼ͜ͷڥΛ୯ͱΑͿɻද໘ͷ্ʹɼίϯΫϦʔ

τΞεϑΝϧτͳͲɼ͍͔ͭ͘ͷ͕ॏͳΔڥΛଟͱΑͿɻଟͷ݁Ռ࣮ݧ

݁ՌͷষͰࣔ͢͜ͱͱ͠ɼఏҊख๏ɼ୯ͷσʔλΛͯͬઆ໌͢Δɻ୯ͷ্Λ GPR

͕௨ա͢Δͱ͖ɼଌఆ͞ΕΔσʔλ Fig. 6ͷΑ͏ʹͳΔɻॎ࣠ͷԆ ʤؒnsʥͱ࣮ࡍ

ͷਂʤmʥʹ ରԠؔ͋Δ͕ɼ͜͜ͰͦͷৄࡉΛٞ͠ͳ͍ɻ
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Fig. 6. Original GPR signals (B scope)

2.3 ड৴৴߸ͷ

ຊઅͰɼGPRड৴৴߸ͷ 3ͭͷɼԣࣶɼॎࣶ͓Αͼݮਰʹ͍ͭͯड़Δɻ

ԣࣶ ి࣓ɼ༠ిͷҟͳΔഔ࣭ʹਐೖ͢Δͱ͖ࣹ͢Δɻ͜ͷݱɼେؾத͔Β

தͷਐೖʹͯ͠ࡍྫ֎Ͱͳ͍ɻ͢ͳΘͪɼதજΒͣɼද໘ʹࣹ͞

Εड৴Ξϯςφʹड৴͞ΕΔ৴߸ɼ࠷ݮਰ͕খ͍ࣹ͞ͱͯ͠ه͞Ε

ΔɻFig. 6ͷΑ͏ʹ BείʔϓΛਤࣔ͢Εɼද໘ۙʢԆؒͷૣ͍
&'
A ε

ίʔϓۙʣͷৼ෯͕େ͖͍͜ͱΛ֬Ͱ͖Δɻ͜ͷ༷͔ࢠΒɼຊڀݚͰ͜ͷϊ

ΠζΛԣࣶϊΠζɼ͋Δ͍୯ʹԣࣶͱΑͿɻ

ԣࣶΛ
&'
A είʔϓͷ৴߸ͱͯ͠ΈΕɼ͍पΛओͱ͢Δ৴߸ͱͯ͑ߟ

Α͍ɻ࣮ࡍɼന৭ϊΠζͷੵͰಘΒΕΔϒϥϯϊΠζʢBrownian noise; 1/ f 2

ϊΠζʣͰ͋Δɻ·ͨɼԣࣶΛ A είʔϓͱͯ͠ΈΕɼࣹͱ΄΅ಉ͡प

ଳΛڞ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔͍ͬͯΔɻԣࣶɼ͞ΒʹͷΑ͏ͳΛҾ͖ى

͜͢ɻ

• ઙ͍த͔Βͷࣹͱԣࣶ͕ه͞ΕΔλΠϛϯά͕ॏͳΔͱɼࣹͷ֬

͕͘͠ͳΔɻ

• ԣࣶͷৼ෯͕େ͖͍ͨΊɼBείʔϓΛ 256֊ௐͰਤࣔ͢Δͱɼԣࣶͷৼ෯ʹ
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େً͕Ҿ͖ͣΒΕɼਂ͍ͱ͜Ζͷࣹͷৼಈ͕࠷ 1ͭͷًͷதʹऩ·ͬ

ͯ͠·͏ɻࣹ͕ྔࢠԽԻͷൣғʹऩ·ͬͯ͠·͏ͨΊɼࣹͷ֬

ͱͳΔɻࠔ͕

ਰݮ ৴߸ͷಛͰड़ͨΑ͏ʹɼதΛਐΉి࣓ݮਰΛଓ͚ɼड৴ΞϯςφͰड৴

͞ΕΔɻAείʔϓͷৼ෯ɼFig. 7ʹࣔ͢Α͏ʹɼࢦؔతʹݮਰ͢Δ͜ͱ͕

ΑʹڹͷӨࠩޡԽࢠతʹ͔֬ΊΒΕ͍ͯΔɻ150ʤnsʥҎ߱ͷฏୱͳྖҬɼྔݧ࣮

ΔɻݮਰͷղܾʹɼҰ༷ͳ૿෯ɼ͋ΔখྖҬͷ֊ௐมʹΑͬͯɼዞҙతʹम

ਖ਼͕ՄͰ͋Δɻ
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Fig. 7. Mean square of delay times in Fig. 6

ॎࣶ Aείʔϓʹࠞ͡ΔϒϥϯϊΠζͰ͋ΓɼBείʔϓʹ͓͍ͯ֬Ͱ͖Δ༷͔ࢠ

ΒɼॎࣶͱΑͿɻॎࣶɼ͋·Γৼಈ͕গͳ͘ɼऑ͍ύϫʔΛͭप৴߸

ͱ͍ͯ͠ྑͯ͑ߟɻͦͷͨΊɼԣࣶͷۙͰ֬͞Εͣɼݮਰ͕େ͖͍΄Ͳ֬

͞ΕΔ͘͢ͳΔɻதਂ͍ͱ͜ΖͰɼࣹͷৼ෯͕ɼॎࣶʹൺͯ૬ରతʹ

খ͘͞ͳΓɼࣹΛ֬ͮ͠Β͘͢Δͱ͍͏͕͋ΔɻॎࣶͷݪҼɼGPRͷ

Ҡಈʹ͏ϊΠζײͷඍಈͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ

ॎࣶɼͷΑ͏ʹͯ֬͠Ͱ͖ΔɻGPRड৴৴߸ʹର͠ɼ͋Δൣғͷ৴߸Λ

Fig. 8. Image of restricted amplitude

256֊ௐԽ͢Δ͜ͱΛ͑ߟΔɻͨͩ͠ɼFig. 8ʹࣔ͢Α͏ʹɼൣғΛ͑Δ৴߸

ͤ͞Δɻ֊ௐԽ͢Δൣғɼ݁Ռը૾Λ֬͠ͳ͕ΒखಈͰௐઅ͢Δɻͦͷ
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݁Ռ͕ Fig. 9Ͱ͋Γɼ͜Εɼड৴৴߸Λ “खಈͰ”૿෯ͤͨ݁͞ՌͰ͋ΔɻFig. 9

ΑΓɼ4ʤmʥ 6ʤmʥͳͲʹݟΒΕΔɼॎʹ৳ͼͨന͍ଳ͕ॎࣶͰ͋ΔɻAείʔ

ϓ୯ମͰ֬Ͱ͖ΔͷͰͳ͘ɼपғͷ A είʔϓͱͷ૬ରతͳڧ͔ࠩΒ֬

Ͱ͖ΔϊΠζͱ͍͑Δɻ
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Fig. 9. GPR signals amplified manually

3. ϊΠζআڈख๏ͱͦͷద༻݁Ռ
ϊΠζͷఆআڈɼར༻ऀʹΑΔਫ਼ͷΒ͖͕ͭେ͖͍ͱ͍͏՝͕͋ͬͨɻຊ

ষͰɼͦͷΒ͖ͭɼ͢ͳΘͪར༻ऀґଘΛখ͘͢͞ΔϊΠζͷআڈख๏ʹ͍ͭͯड़

ΔɻϊΠζͷղੳख๏จݙ [1, 3]͕ৄ͍͠ɻ

3.1 ैདྷͷϊΠζআڈख๏

৴߸ΛϑʔϦΤม͠ɼෆཁͳଳҬΛΧοτͨ͠ޙɼϑʔϦΤٯมΛ͢ࢪϊΠζআڈ

ख๏Λ f-kϑΟϧλ๏ [7, 8]ͱ͍͏ɻf-kϑΟϧλ๏ɼԣࣶॎࣶͳͲͷࣶϊΠζΛର

ͱ͠ɼݮਰΛमਖ਼͠ͳ͍͜ͱʹҙ͞Ε͍ͨɻ͜ͷٕज़ɼःஅ͢ΔଳҬΛར༻ऀͷओ؍

ख๏Ͱ͋Δɻख़࿅ऀʹΑΔௐదڈఆ͢ΔɼGPR৴߸ͷϊΠζআࢦखಈͰ͍ͯͮجʹ

ʹಇ͘ͷͷɼݧܦͷઙ͍ར༻ऀͰɼେ͖ͳޮՌظͰ͖ͣɼ·ͨखؒؒͳͲ

ͷίετ͕͕͔͔Δ͜ͱ͕ͱͳ͍ͬͯΔɻ

ຊڀݚͰɼf-kϑΟϧλ๏Λैདྷख๏ͱͯ͠ͱΒ͑ɼͦͷ݁Ռ͕ར༻ऀʹґଘͯ͠͠

·͏ܽʹͨ͠ɻఏҊ͢ΔϊΠζআڈख๏ɼϊΠζͷಛΛղ໌͠ɼैདྷΑΓ “

ར༻ऀґଘΛখ͘͢͞Δख๏”ͷཱ֬Λͨ͠ࢦͷͰ͋Δɻf-kϑΟϧλ๏ͷ݁Ռɺຊ

ఏҊख๏ͱͷൺֱͱͯ͠ޙͰਤࣔ͢Δɻ
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3.2 ϊΠζআڈͷํ

ࣜ (3.1)ฏۉθϩɼ !2 ͷਖ਼نͷີؔͰ͋Δɻ

(3.1) "
!
t|!2

"
=

1%
2#!2

exp
#
" t2

2!2

$

ؔ $ ( L2 (R)ͷฏߦҠಈͱ֦େॖখ͔Βͭ͘ΒΕΔجఈؔʹ͍ͭͯɼ͜ΕΛ֩ؔ

ͱ͢Δੵม͕࿈ଓΣʔϒϨοτมʢContinuous Wavelet Transform: CWTʣͰ

͋Δɻ৴߸ f (t)ʹରͯࣜ͠ (3.2)ͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔ [9]ɻ

W (a, b) =
1%
a

%

R
f (t)$

#
t " b
a

$
dt(3.2)

ͨͩ͠ɼa ( R+ɼb ( Rɼf ( L2 (R)ͱ͠ɼ ෳૉڞΛද͢ɻຊڀݚͰɼ"
!
t|!2

g

"
Λ૭

ͱͯ͠ɼϑʔϦΤมͷجఈΛดͨ͡ΨϘʔϧΣʔϒϨοτʢGabor Wavelet: GWʣΛ

༻͍ΔɻGWࣜ (3.3)Ͱ͋ΔɻGWʹΑΔWTΛ GWTͱུ͢هΔɻࣜ (3.4)ɼ૭ؔ

 "
!
t|!2

g

"
ͷपಛੑ͕ ±%rʤrad/sʥΛ֎Εͨ֯पͷ۠ؒͰɼ3ʤdBʥҎ্ͷݮਰͱ

͢Δ !2
g ͷ݅Ͱ͋Δ [3]ɻࣜ (3.3) ຊڀݚͰ༻͍Δ CWT ͷجఈؔͷؔ $ (t) Ͱ

͋Γɼ%0ʤrad/sʥத৺֯पͰ͋Δɻࣜ (3.4)ΑΓɼࣜ (3.3)ͷΧοτΦϑ֯प

%0 ± %rʤrad/sʥͱͳΓɼ!2
g ͷܾఆͷ҆ͱͳΔɻ

$
!
t|!2

g,%0

"
= "

!
t|!2

g

"
exp ( j%0t)(3.3)

!2
g%

2
r = ln 2(3.4)

"ͷϑʔϦΤม "̂ɼྲྀΛ࠷େήΠϯͱ͢ΔܗͱͳΔͨΊɼ" LPFͱ͠

ͯͨΒ͘ɻ֬ີؔ "
!
t|!2

"
ͷੵ 1ʹਖ਼نԽ͞Ε͍ͯΔͨΊɼݪ৴߸Λ f (t)ͱ

͓͘ͱɼ f (t) " f ! " (t)ʹΑͬͯ HPFͱͯ͠ಇ͘ɻϑʔϦΤม͔Β

f (t) " f ! " (t)

= F "1
&
f̂ (%) " f̂ (%) "̂

!
%|!2

"'

= F "1
&
f̂ (%)

(
1 " "̂

!
%|!2

")'

max "̂ = "̂
!
% = 0|!2

"
= 1ΑΓɼ௨աͤ͞ΔଳҬΛःஅ͢ΔϑΟϧλϦϯάͱ࣮ͯ͠ݱͰ

͖Δɻ

Ҏ্ͷ͔ٞΒɼΧοτΦϑपΛͷΑ͏ʹ͑ߟΔɻ1 " "̂Λͻͱͭͷ HPFͱͯ͠

ͷύϥϝʔλن͢Δͱ͖ɼਖ਼ߏ !2 ͱɼήΠϯ͕ 3ʤdBʥݮਰ͢ΔΧοτΦϑ֯प

 %c ʹࣜ (3.5)ͷ͕ؔ͋Δɻ

!2%2
c = "2 ln

*
++++,

2 "
%

2
2

-
..../(3.5)
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"3ʤdBʥ) 1
2
ɼy := "̂

!
%c|!2

"
ͱͯ͠ɼ

|1 " y|2 = 1
2
ΑΓ

y =
2 "
%

2
2

(! y > 0)

"!
2%2

c

2
= ln

*
++++,

2 "
%

2
2

-
..../

!2%2
c = "2 ln

*
++++,

2 "
%

2
2

-
..../

͢ͳΘͪɼຊߘʹ͓͚ΔϊΠζআڈɼΧοτΦϑ֯प %c Λܾఆ͠ɼࣜ (3.5)ΑΓ

ϑΟϧλͷύϥϝʔλ !2 Λग़͠ɼ1" "̂
!
%|!2

"
ͳΔपಛੑͷϑΟϧλʹΑͬͯϊΠ

ζΛআ͢ڈΔɼͱ͍͏खଓ͖Ͱ͋Δɻ%c ͷܾఆจݙ [1, 3]ʹৄ͍͠ɻ

3.3 ࣶϊΠζͷআڈ

Aείʔϓɼ
&'
A είʔϓʹ͓͍ͯɼࣹہॴతʹग़͢ݱΔͨΊɼࣶϊΠζʹൺ

ΕΔϊΠζͰ͋Δ͔ΒɼॎݱʹΒΕΔɻࣶϊΠζॎԣͷํ͑ߟपΛͭͱ͍ߴͯ

ԣͷํʹԊͬͯௐɼॎԣͷํͰআڈɼͱ͑ߟΔ͜ͱࣗવͰ͋Ζ͏ɻ·ͨɼ2ݩ

σʔλʹର͢Δ ͞ΕظΒ͠ɼฒྻԽΛ༰қʹ͢ΔޮՌݮΛྔܭతͳॲཧɼݩ1

ΔɻຊڀݚͰఏҊ͍ͯ͠ΔࣶϊΠζͷղੳ͓Αͼআڈɼ1ݩతͳॲཧͷΈ߹ΘͤͰ

ΕΔɻ͞ݱ࣮

ద༻ର͕ ऴඪ͕ຒઃͷҐஔඪఆͰ͋Δ͜ͱ͔Βɼड࠷σʔλͰ͋Δ͜ͱɼݩ2

৴৴߸ʹΛ͞ͳ͍ϊΠζআڈख๏͕ཁ͞ΕΔɻ·ͨɼࣶϊΠζपϊΠζͰ͋

ΓɼपΛΧοτ͢Δ͜ͱΛ͑ߟΔɻ͞Βʹɼ࣮༻ͷ໘͔ΒɼΧοτΦϑ͔Β

؆୯ʹϑΟϧλΛͭ͘Γ͍ͨɻ

͜ΕΒͷཁٻΛຬͨͨ͢ΊɼຊڀݚͰਖ਼نʹΑΔΨγΞϯϑΟϧλΛ༻͍Δɻ

ΨγΞϯϑΟϧλɼΠϯύϧεԠ͕ࠨӈରশͰ͋ΔͨΊɼઢҐ૬ಛੑΛͭɻ·

ͨɼΨγΞϯͷϑʔϦΤมΨγΞϯͰ͋Δ͔ΒɼҰํͷྖҬʹ͓͚Δ෯ͷௐઅ

ͱɼଞํͷྖҬʹ͓͚Δ෯ͷӨڹͱΛ࿈͍͢͠ɻ

ͨͩ͠ɼΨγΞϯϑΟϧλ LPFͰ͋ΔͨΊɼࣜ (3.5)Λ༻͍ͯ “ϊΠζΛःஅ͢Δ

ϑΟϧλ”Λͭ͘Γɼ͜ΕΛద༻͢Δ͜ͱͰࣶϊΠζআڈΛ࣮ͤ͞ݱΔɻࣶϊΠζͦͷ

ͷͷपͷղੳͷৄࡉจݙ [1, 3]ʹৄ͍͠ɻ

ͳ͓ɼղੳʹΑͬͯಘΒΕͨύϥϝʔλɼҟͳΔ GPRड৴৴߸ʹ͍ճͯ͠Α͍

͜ͱͱͨ͠ɻຒઃͷܗঢ়ɼද໘͕ฏΒͳͲͷଌఆ͕݅Ұக͍ͯ͠Δͱ͖ɼࣹ

ͷଳҬ GPRͷੑʢ์ࣹ͢Δి࣓αϯϓϦϯάपظʣʹґΔͱ͜Ζ͕େ͖͍ɻԠ

༻ͱͯ͑͠ߟΔ࣮ࡍͷڥɼ୯ʹଞͷΛ্ͤͨ͠ͷͰ͋Γɼ͜ΕݮਰΛڧΊ

ΔͷͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɼࣹͷपଳҬΛେ͖͘มԽͤ͞ΔͷͰͳ͍ɻΑͬ
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ͯɼͷมԽͱ͍͏ڥͷมԽʹର͠ɼࣹͷपଳҬ΄ͱΜͲมԽ͠ͳ͍ͨΊɼ

༧ΊௐͨύϥϝʔλΛ͍ճͯ͠Α͍ͱ͍͑Δɻ࣮ࡍʹద༻͢Δࡍɼղੳͷखଓ͖Λε

Ωοϓ͠ɼϊΠζআڈͷΈΛ࣮͢ߦΕΑ͍ɻ

3.4 ਰͷमਖ਼ݮ

ͷԾఆΑΓɼڥݧ࣮
&'
A είʔϓ͝ͱͷݮਰͷఔಉ͡Ͱ͋Δͱ͑ߟΒΕΔ͔Βɼ

&'
A είʔϓ͝ͱͷ৴߸ͷมಈΛ౷Ұͤ͞Δ͜ͱͰɼ

&'
A είʔϓ͝ͱͷ৴߸ͷΦʔμΛଗ

͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱظ͞ΕΔɻຊڀݚͰɼ
&'
A είʔϓͷྻܥΛ౷ܭతඪ४ԽΛ͍ߦɼ

͜ΕΛ࣮͍ͯ͠ݱΔɻ

3.5 ฏԽ

ҎԼʹɼ2ݩΨϘʔϧΣʔϒϨοτʢ2D-Gabor Waveletɿ2D-GWʣͷఆٛ [1, 3, 10]

Λࣔ͢ɻͨͩ͠ɼv =
0
x, y

1*
ϢʔΫϦου্ۭؒͷަͳ 2࣠ʢx࣠ɼy࣠ʣ্ͷ࠲ඪ

Λද͠ɼu =
&
%x, %y

'*
ͦΕͧΕͷ࣠ʹରԠ͢Δ֯पϕΫτϧͰ͋Δɻ" (v|!)ɼ2

࣠ͷͦΕͧΕͰఆٛ͞ΕΔ "
!
x|!2

"
ɼ"

!
y|!2

"
ͷੵͰಘΒΕΔ " (v|!) = "

!
x|!2

"
"
!
y|!2

"
Ͱ

͋Δɻ

$2 (v) = " (v|!) exp
!
ju*v

"
(3.6)

ࣜ (3.6)ͷ 2D-GWɼը૾ղੳͷͨΊͰͳ͘ɼݮਰमਖ਼ʹΑͬͯੜͨ͡
&'
A είʔ

ϓؒͷฏԽΛతͱ͢Δɻ·ͨɼࣶϊΠζআڈͷٞͱಉ༷ʹɼը૾ͷΈΛੜͤ͡͞

ͳ͍͜ͱɼಉʹࣹΛڧௐ͍ͤͨ͞ɻͦ͜Ͱɼ༻͍ΔϑΟϧλɼରশܗͱͳΔ࣮

෦ R
0
$2

1
ͷΈͱ͢ΔɻAείʔϓ͔ΒΈࣹͨͷଳҬ͕Θ͔͍ͬͯΔͷͰɼ͔͜͜Β

ΕΔ͞ܭ !2 Λ༻͍ͯ ! = !2Iͱ͢Δɻ͜Εɼ2ݩϑΟϧλ͕ਖ਼ํܗͱͳΔΑ

͏ʹɼڞθϩʹͯ͠ɼର֯ಉ͡ͱ͍ͯ͠Δɻ

3.6 ద༻݁Ռ

Fig. 10 f-kϑΟϧλ๏ʹΑΔϊΠζআ݁ڈՌͰ͋Δɻ·ͨɺఏҊࣶͨ͠ϊΠζআڈɼ

Խͷਰमਖ਼ɼฏݮ 3ख๏Λద༻ͨ݁͠Ռ Fig. 11Ͱ͋Δɻ
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Fig. 10. Results by f-k filtering
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Fig. 11. B scope after smoothing

4. ͢͞ͷఆྔԽͱͦͷ݁Ռݟ
ຊষͰɼલड़ͷϊΠζআڈख๏ʹΑͬͯվળ͞ΕͨɼBείʔϓͷ ͢͞”ͷఆݟ“

ྔԽख๏ [1]ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ

Bείʔϓɼ256֊ௐը૾ͱͯ͠ਤࣔ͞ΕɼࠇΛ 0ɼനΛ 255ͱًͨ͠Ͱද͞Ε

Δɻًͷग़ݱΛਤͱͯ͠දͨ͠άϥϑΛًώετάϥϜͱ͍͏ɻಛఆ
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ͷًͷग़ݱ͕ۃʹภ͍ͬͯΔͱɼͱͯ͠ɼը૾தͷًͷมԽ͕Θ͔Γʹ͘

͘ͳΔͱ͑ߟΒΕΔɻͦͷͨΊɼҰൠతͳը૾ॲཧͰɼώετάϥϜΛฏୱԽ͢Δॲ

ཧʢHistogram equalizationʣ͕ద༻͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻฏୱԽɼFig. 12ʹࣔ͢Α͏ʹɼ

ͷׂ߹ʹԠͯ͡ྡͷ֊ڃͱͷִؒΛ͛Δख๏Ͱ͋Δɻಉ༷ͳΞϧΰϦζϜͱͯ͠ɼ

OpenCVͷ equalizeHist͕ؔΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷΞϧΰϦζϜɼ͕ूதͯ͠

͍Δ΄Ͳɼͦͷִ͕ؒ͘ͳΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜Εɼग़ݱͷଟً͍΄ͲมԽΛڧௐ

͍ͯ͠Δ͜ͱʹଞͳΒͳ͍ɻ

Fig. 12. Histogram equalization

ًώετάϥϜ͕ฏୱԽ͞ΕΔͱɼًͷग़ݱͷภΓ͕খ͘͞ͳΓɼًͷมԽ͕

Θ͔Γ͘͢ͳΔͱ͑ߟΒΕΔɻ͜ͷͱ͖ɼฏୱԽ͞ΕًͨώετάϥϜΛྦྷੵԽ͢Δ

ͱɼً & ( {0, . . . , 255}ͱͯ͠ઢ & / 255Λඳ͘ͱظ͞ΕΔɻগͷًʹग़ݱ͕

ภͬͨը૾ͰɼྦྷੵًώετάϥϜ͕ૈ͍֊ஈঢ়ͱͳΓɼઢͱͳΒͳ͍ɻًͷ

มԽ͕Θ͔Γʹ͍͘ը૾ͱͳΔΛɼઢͱͷࠩʹΑͬͯଌΔ͜ͱΛ͑ߟΔɻཧత

ͳઢ & / 255ͱྦྷੵًώετάϥϜͷ RSSʢࠩฏํʣΛ Rͱ͓͘ɻຊڀݚͰɼ

" log10 RΛ ඪͱͯ͠ఏҊͨ͠ࢦ͢͞”ͷݟ“ [1]ɻ

۩ମతͳΞϧΰϦζϜҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ

(1) B256 &256֊ௐԽ [B]

(2) B256 தͷً mͷස Cm Λूܭ

(3) Dm &
2m

i=0 Ci
2255

i=0 Ci
(4) มςʔϒϧ t [m] = +255Dm,ɼͨͩ͠ +x, xͷখҎԼΓࣺͯΛද͢ɻ

(5) B-256 & t [B256]

(6) B-256 தͷً mͷස C-m Λूܭ

(7) D-m &
2m

i=0 C
-
i2255

i=0 C
-
i

(8) RSS&
2553

i=0

4
D-i "

i
255

52

(9) V & "10 log10 RSS

ຊࢦඪɼը૾ͷًʹͷΈ͠ɼͦͷྻʹ͍ͭͯͷྀ͕ߟͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦͷ
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ͨΊɼҙຯͷ͋Δը૾͔Ͳ͏͔·ͰΛఆ͢Δ͜ͱ͍͠ɻ͔͠͠ɼًώετάϥϜ

͔Βը૾ͷًมԽͷʹ͓ͯ͠ΓɼًมԽ͕Θ͔Γ͍͔͢Ͳ͏͔ͷఆࢦඪ

ͱͯ͠༗ޮʹػ͢Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

Fig. 6ɺFig. 10͓Αͼ Fig. 11ʹର͢Δݟ͢͞ͷ݁Ռ Table. 1ͷΑ͏ʹͳͬͨɻ͜ͷ

ඪࢦ ڈ͍͢ɼͱධՁ͢Δɻ݁ՌɼϊΠζআݟ͢͞”ͳͷͰɼ͕େ͖͍΄Ͳݟ“

લͱൺͯݟ্͕ͨ͢͞͠ͱ͍͑Δɻैདྷख๏ʹରͯ͠ɺಉ༷ʹݟ্͕͢͞͠

ͨɻ͔͠͠ɼըૉͷྻΛࢦྀͨ͠ߟඪͰͳ͍ͨΊɼҟͳΔ Bείʔϓؒʹ͓͚Δ ݟ“

͢͞”ͷࠩΛଌΔ͜ͱͰ͖ͳ͍ɻ

Table 1. Results of visibility value

data ɹ visibility

Fig. 6 (raw) "0.9799

Fig. 10 (f-k) 0.7491

Fig. 11 (proposed) 1.737

5. ղੳݶք
ຊষͰड़Δղੳݶք [2, 4]ɼAείʔϓͷྔࢠԽԻ͕ղੳʹӨڹΛ༩͑ΔൣғΛ

ܾΊΔׂΛՌͨ͢ɻͦͷڥքɼྔࢠԽԻͷධՁʹΑܾͬͯఆ͞ΕΔɻྔࢠԽԻʹ

ຒΕͨ৴߸ͷݕग़ɼҰൠʹɼࣄલใɼࣝपลͷใΛ༻͍ͯࢼΈΒΕΔɻ͔͠

͠ɼใ͕༩͑ΒΕ͍ͯͳ͍߹ɼ৴߸ͷݕग़େมʹࠔͱ͍͑ΔɻຊߘͰɼྔࢠԽ

ք”ͱΑͿ͜ͱʹͨ͠ɻݶΊͯɼ“ղੳࠐքઢͱ͍͏ҙຯΛڥԻ͕ͱͳΒͳ͍

Ի͕Խࢠɼଟ͘ͷύλʔϯϚονϯάख๏͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ৴߸શମͰྔࡏݱ

Ұ༷Ͱͳ͍ͱ͍͏݅ԼͰɼ༗ޮʹಇ͘ख๏Λཱ֬͢Δ͜ͱ͍͠ɻͦͷ্ɼ࣮ࡍͷԠ

༻ͷ໘ʹ͓͍ͯɼຒઃͷଘ͕ࡏஅఆͰ͖ͳ͍ঢ়گ͑ߟΒΕΔɻແ͍Մੑͷର

Λ͍ͨͣΒʹղੳ͢ΔΑΓɼదͳڥքΛઃఆͯ͠ɼ࣮֬ʹඪఆͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ

͕ॏཁͰ͋Δɻ

ҎԼʹɼղੳݶքͷܾఆํ๏Λड़Δɻجຊతʹɼ
&'
A είʔϓ͝ͱʹ “దͳ౷ܭ

ྔ”ΛٻΊɼྔࢠԽԻ͕ʹͳΔྖҬͱͳΒͳ͍ྖҬͷׂΛ AICʢใྔن४ʣ

[14]ʹΑ࣮ͬͯ͢ݱΔɻSA [·]ޙड़͢Δ “దͳ౷ྔܭ”ΛɼAKA [·] KA ଟ߲ࣜͷ

খೋ๏͔Β࠷ AICΛ͢ܭΔ͜ͱΛද͠ɼղੳݶք !tn0ʤnsʥɼͷΑ͏ʹ 2۠ؒͷ

AICͷʹ͢Δ͜ͱͰಘΒΕΔɻ

(1) V (nt)& log10SA [B (nt, ·)] (1 . nt . Nt)

(2) n& 2

(3) AIC1 & Ak1 [V (m = 1, · · · , n)]

(4) AIC2 & Ak2 [V (m = n + 1, · · · ,Nt)]
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(5) AIC (n)& AIC1 + AIC2

(6) n < Nt " 1ͳΒ n& n + 1ͱͨ͠ͷͪ (3)ɼͦ͏Ͱͳ͚Ε (7)ɻ

(7) n0 & arg min
n

[AIC (n)]

AIC1ɼAIC2 ʹ͓͍ͯɼࠩͷಉҰͱԾఆ͢ΔɻຊڀݚͰɼk1 = 1ɼk2 = 0ͱ͠

ɻͨ͠ܭͯ

Fig. 13ɼղੳݶքͷಋग़ (1)Ͱ͞ܭΕΔ V (m)ͷਤࣔͰ͋ΓɼFig. 11ʹର͢Δ݁Ռ

Ͱ͋ΔɻSA [·]ʹɼ&'A είʔϓͷඪຊΛ༻͍ͨɻݮਰʹΑͬͯɼୈʹྔࢠԽԻ
ͷӨ͕ڹେ͖͘ͳΓɼৼ෯ͷද͘ૈ͕ݱͳͬͯɼ͕খ͘͞ͳΔ༷͕ࢠΘ͔Δɻ

0 50 100 150 200
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e

Fig. 13. V (m) plot

0 50 100 150 200
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A
IC

Fig. 14. AIC1 + AIC2 (=AIC) plot

ղੳݶքɼྔࢠԽԻͷӨ͕ڹແࢹͰ͖ͳ͍͔Ͳ͏͔ͷڥքઢͱͯ͠ಇ͘ɻղੳݶք

ͷಋग़ (2)ʙ(6)ʹैͬͯ͞ܭΕͨ AIC Fig. 14ͱͳΔɻ

ຊڀݚͰɼFig. 14ͷ AICͷ࠷খͱͳΔਂ͞Λղੳݶքͱ͠ɼ͜ΕΑΓਂ͍ྖҬʹ

ର͢ΔࣹͷڧௐॲཧΛద༻͠ͳ͍͜ͱͱ͢Δɻ͜͜Ͱɼt = 128ʤnsʥ͕ ಘΒΕͨɻ
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6. ௐॲཧڧ
ຊষͰɼຊߘͰఏҊ͢Δࣹͷڧௐॲཧʹ͍ͭͯड़Δɻ·ͣɼڧௐॲཧͰ༻͍Δ

ٕज़ʹ͍ͭͯड़ɼޙ࠷ʹͦΕΒΛΈ߹Θͤͨखଓ͖Λड़Δɻ

6.1 ਖ਼ੑنͷఆྔԽ

ࣹ͕ଘ͠ࡏͳ͍
&'
A είʔϓͰɼͦͷً͕ਖ਼ن͠ [2, 4, 5]ɼଘ͍ͯ͠ࡏΕ

ਖ਼่͕ੑنΕΔɻͦͷͨΊɼਖ਼نΒ͠͞ɼ͢ͳΘͪਖ਼ੑنΛఆྔԽͨ͠ࢦඪʹ

͢Δ͜ͱͰɼ
&'
A είʔϓʹ͓͚Δࣹͷ༗ແΛ “େ·͔ʹ”ఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ຊڀݚͰɼ
&'
A είʔϓͱਖ਼نͷҟͳΓ۩߹ΛΧϧόοΫ-ϥΠϒϥใྔ

ʢKullback-Leibler Divergence: KLDʣ[15] ʹΑͬͯ͢ܭΔɻKLD ɼͷҟͳΓ۩

߹ΛఆྔԽ͢ΔͷͰɼใྔ౷ֶܭͷͰ༗༻ੑ͕ΊΒΕ͍ͯΔɻ

ଞͷࢦඪΛ༻͍Δ߹Λఆ͠ɼK (p/q)Λ pɼqͷҟͳΓ۩߹ͷఆྔԽΛද͢ͱ

͢ΔɻK (p||q)͕ɼ͋Δج४Λ͑Δͱ͖ਖ਼่͕ੑنΕͨͱఆ͢ΔɻͦͷͨΊɼҰൠԽ

ͨ͠ఆؔ PΛಋೖ͢ΔɻຊڀݚͰɼఆؔͰ͋Δ P > 0ͱͳΔ
&'
A είʔϓΛબ

Ϳͱ͢Δɻͨͩ͠ɼߟରͷ
&'
A είʔϓɼղੳݶք·Ͱͱ͢Δɻ

B scope

position of radar [m]
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Fig. 15. KLD plot

ਖ਼ੑنͷఆྔԽʹΑΔఆΞϧΰϦζϜҎԼͰ͋Δɻ

(1) B256 & 256֊ௐԽ [B]

(2) nt & 1

(3) B256 (·, nt)தͷً mͷස Cm Λूܭ
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(4) ʢฏۉʣµ256 &
1

256

2553

m=0

Cm

(5) ʢʣ!2
256 &

1
256

2553

m=0

(Cm " µ256)2

(6) S (nt)& K
!
Cm||N

!
µ256,!

2
256

""

(7) nt . Nt ͳΒ nt & nt + 1ͯ͠ (3)ɻͦ͏Ͱͳ͚Ε (8)ɻ

(8) S0 & {n|P [S (n)] > 0}

ຊڀݚͰɼP [S (nt)] = S (nt) " E [S]ͱͨ͠ɻEฏۉΛ͢ܭΔ࡞༻ૉͰ͋Δɻ

Fig. 15 ͷࠨਤ B είʔϓɼӈਤࠨਤͱॎ࣠Λڞ༗ͨ͠
&'
A είʔϓ͝ͱͷ KLD

ʢ͢ͳΘͪ K (p||q)Λ KLDͱ͓͍ͨʣͷਤࣔͰ͋Δɻӈਤͷ݁Ռͱఆؔ P [S (nt)]ͷ

Ծఆ͔Βɼ͜͜Ͱɼղੳݶք·Ͱͷ KLDͷฏۉΛ͑Δ
&'
A είʔϓʹؚࣹ͕

·Ε͍ͯΔͱ͑ߟΔɻ࣮ࡍʹɼFig. 15Ͱɼࣹ͕ग़͢ݱΔࠁͰ KLD͕֓Ͷେ͖͘

ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ

6.2 ิؒΛ༻͍ͨ MCMC๏

ϝτϩϙϦε-ϔΠεςΟϯάε๏ʢMetropolis-Hastings algorithm: M-H๏ʣMCMC

ͷͻͱͭͰ͋ΔɻpM ΛཚੜͷରͰ͋Δඪͱ͠ɼM-H๏ͷΑ͏ͳΞϧΰ

ϦζϜͰΒΕ͍ͯΔ [12]ɻ

(1) x(0) ΛϥϯμϜʹॳظԽɻ

(2) n& 1

(3) ఏҊ qM ʹै͏ม x̃ 0 qM
!
x(n"1), x̃

"
Λੜɻ

(4) p' & min

67778
7779

1,
pM (x̃)

pM
:
x(n"1);

qM
!
x̃, x(n"1)

"

qM
:
x(n"1), x̃

;

<777=
777>

(5) Ұ༷ཚ U ( [0, 1]Λੜɻ

(6) x(n) &
6778
779

x(n"1), if U > p'
x̃, else

(7) n& n + 1͠ɼԿ͔ (3)ʹΔɻ

ຊڀݚͰɼਲา࿈ [12] Λબͼɼదͳ (M ( R+ Λ༻͍ͯఏҊ qM
!
x(t"1), x̃

"
=

N
!
x(n"1) " x̃, (2

M

"
ͱ͢Δɻ͜ΕʹΑΓɼखଓ͖ (4)ͷਪҠ֬ p' ͷܭʹ͓͍ͯɼqM ͷ

͕૬͞Εɼඪ pM ʹΑΔͷΈ͕Δɻඪ pM ͕ଟݩͳΒɼఏҊ

 qM ଟݩਖ਼نͱ͢Δ͜ͱͰɼ༰қʹଟݩM-H๏֦ுͰ͖Δɻ

ຊڀݚͰɼִؒͷσʔλɼ͢ͳΘͪ֨ࢠʹσʔλ͕͋Δྻܥʹରͯ͠ M-H

๏Λ࣮͍ͨͤ͞ݱɻͦ͜ͰɼຊڀݚͰɼpM ͷ֨ࢠͷܺؒΛɼิؒʹΑͬͯۙࣅత

ʹ༩͑ΔΛͨͬߦɻCubic ๏ Spline ๏ͳͲɼ͍͔ͭ͘ͷิؒํ๏͕ΒΕ͍ͯΔ
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[16] ͕ɼຊڀݚͰઢؒิܗΛ༻͍ΔɻศٓతʹɼิؒΛซ༻͢Δ M-H ๏Λ M-HI ๏

ʢMetropolis-Hastings used Interpolation algorithmʣͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɻ

ਖ਼نີؔ "
!
t|!2

"
Λ ) (( R+)͢Δͱɼ۠ؒ ["3!, +3!]ͷੵ 0.997ͱͳ

Βͳ͍ɻ

")
!
t|!2

"
= "

!
t|)"1!2

"
(6.1)

Ͱ͋Δ͔Βɼࣜ (6.1) ͷੵ͕ 99.7ʤ%ʥͱͳΔ۠ؒΛ͑ߟΔͱ
&
"3)"

1
2!, +3)"

1
2!

'
Ͱ͋

Δɻͷ͍ "Λ ") ͱ͠ɼ)͕ͷ͕ΓΛ͑ΔΑ͏ʹͨΒ͘ɻ

͜͜Ͱɼ"͕ϐʔΫ " (0)͔Β 100*ʤ%ʥݮগ͢ΔҐஔ t* ࣜ (6.2)Ͱٻ·Δɻ

"
!
t*|!2

"
= *"

!
0|!2

"

"
t2*

2!2
= ln *

t* = ±!
?
"2 ln *(6.2)

ࣜ (6.2)ͷ t* ͕ͭ͘Δ۠ؒ
&
"

@@@t*
@@@ ,+

@@@t*
@@@
'
ͱɼ)ʹΑͬͯڱ͕ΊΒΕͨ ") ͷ͑ߟΔ۠

ؒ
&
"3)"

1
2!, +3)"

1
2!

'
͕Ұக͢Δͱ͖ɼ)ࣜ (6.3)Ͱ༩͑ΒΕΔɻ

t* = ±3)"
1
2!

±!
?
"2 ln * = ±3)"

1
2! !ࣜ (6.2)

!2 ("2 ln *) =
9!2

)

) = " 9
2 ln *

(6.3)

ຊڀݚͰɼඪ pM Λ ) ͯ͠ M-HI ๏Λద༻͢Δ͜ͱΛ͑ߟΔɻ) ࣜ (6.3)

Λ༻͍ܾͯఆ͢Δɻඪͷ͖ɼM-H๏ͷखଓ͖ʹ͓͍ͯɼpM ʹΑΔΛ )

͢Δ͜ͱʹ͍͠ɻ௨ৗͷMCMCͰɼͷʹ͕ΒΓ͘͢ɼϐʔΫͷ

ूத͕ظ͠ʹ͍ͨ͘Ίɼ͜ͷΑ͏ͳΛऔΓೖΕͨɻ)ɼMCMCʹ͓͍ͯભҠ͠

ͮΒ͘͢Δύϥϝʔλͱͯ͠ಇ͘͜ͱ͕Θ͔Δɻ

6.3 GWTϐʔΫͷऩू

ຊڀݚͰɼGWTʹΑͬͯಘΒΕͨہॴ࠷େͷΤωϧΪʔͷΛϐʔΫͱݺͿɻ

ࣹͰ͋Δ΄Ͳूத͢ΔͷͰɼࣹͷީิͱ͍͑ΔɻϐʔΫΛͰ͖ΔݶΓूΊɼ

ͦͷूதΛར༻ࣹͨ͠ͷڧௐख๏ʹͭͳ͛Δɻ

ҎԼʹɼຊڀݚͰ༻͍ΔෳͷϐʔΫΛݕग़͢ΔΞϧΰϦζϜΛઆ໌͢ΔɻஶऀΒ 3

ͭͷํ๏ΛطʹఏҊ͍ͯ͠Δ [2, 5]͕ɼຊߘͰҰ൪γϯϓϧͳํ๏ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ

ద༻͢Δ৴߸ɼਖ਼ੑنͷఆྔԽʹΑͬͯબΕͨ
&'
A είʔϓ͕ରͱͳΔɻ͜ΕΒͷ

ํ๏ɼಉ͡ਂ͞ʹࣹ͕ฒΜͰ͍Δ߹ɼ࿙Εແ͘ݕग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
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&'
A είʔϓΛ GWTͨ݁͠ՌΛ W (na, nb)ͱ͢Δɻͨͩ͠ɼna, nb ( Nͱ͢Δɻ͜ͷΞ

ϧΰϦζϜΛɼ"3 dB๏ͱΑΜͰ͍Δɻ

(1) W (na, nb)&
&'
A είʔϓΛ GWTɻ

(2) W2 (na, nb)& 10 log10

A |W (na, nb)|
max |W (na, nb)|

B2

(3) W2 (na, nb) < "3Λ “ւ”ɼW2 (na, nb) 1 "3Λ “ౡ”ͱΈͯɼౡ͝ͱʹϥϕϦϯάɻ

(4) ౡ͝ͱͷϐʔΫҐஔ arg max
nb

W2 (na, nb)Λهɻ

͢ͳΘͪɼFig. 16ͷΑ͏ʹɼ|W (na, nb)|2 Λ "3ʤdBʥͷ͞ߴͷւ໘Ͱਁ͢͜ͱΛ͑ߟΔͷ

Ͱ͋Δɻ3 ͭͷΞϧΰϦζϜͷதͰɼ࠷؆қͰ͕ؒܭ͍͜ͱ͕ϝϦοτͰ͋Δɻ

ͨͩ͠ɼmax |W (na, nb)|2 ΔͨΊɼ͍͋ʹͳΔ͘ߴʹେ͖͍߹ɼւ໘͕ۃ͕
ͱͳΔࣹݕग़͕͘͠ͳΔɻ·ͨɼ"3ʤdBʥΛ͑ΒΕͳ͍͕ɼݶΓͳ͘ "3ʤdBʥ

ग़Ͱ͖ͳ͍͕͋ΔɻݕΔͱ͖ɼ͜ΕΛ͕͍͋ۙʹ

Fig. 16. "3 dB method

ଞͷ 2ͭͷΞϧΰϦζϜɼMCMCͱޙड़͢Δ IGMMΛΈ߹Θͤͨํ๏Ͱ͋Δɻຊ

ͰׂѪ͢Δɻߘ

6.4 ఆΛؚΉΫϥελϦϯάݕ

"3 dB๏ͳͲʹΑͬͯෳϐʔΫΛऩू͠ɼ“ࣹͱ͑ߟΒΕΔީิ”͕ಘΒΕͨɻ

ࣹͰ͋Εީิ͕ूத͍ͯ͠Δͱ͑ߟɼແࠞݶ߹ਖ਼نϞσϧʢInfinite Gaussian

Mixture Modelʣ[13]ʹΑΔΫϥελϦϯάʹΑ͍͔ͬͯͭ͘ͷूஂʹ·ͱΊɼͦͷඳը

ʹΑࣹͬͯͷڧௐͱ࣮ͯͤ͠͞ݱΔɻ

ͨͩ͠ɼࣹͰ͋Δ͜ͱͷ࣮֬ੑΛߴΊΔͨΊɼ
&'
A είʔϓʹରͯͨͬ͠ߦෳϐʔ

ΫͷऩूΛɼA είʔϓʹରͯ͠ಉ༷ʹ͓͜ͳ͏ɻରͱͳΔ A είʔϓɼ
&'
A ε

ίʔϓͰಘΒΕͨϐʔΫΛͭ৴߸ͱͨ͠ɻ͜ͷͱ͖ɼंҠಈํूͯͬݶʹதɼ͋

Δ͍Ԇؒํूͯͬݶʹத͢ΔͳͲɼҰํͷΈʹภͬͨ “ࣹͰͳ͍ީิ”

ͷूத͕ੜ͡Δ߹͕͋ΔɻࣹͰ͋Εɼ྆ํ͔Βͷީิ͕ूத͍ͯ͠Δͱ͑ߟ

ΒΕΔɻΫϥελͰͷ֤ํͷީิͷൺΛௐɼภΓ͕େ͖͍߹ʹ “͜ͷΫϥ

ελࣹͰͳ͍” ͱఆ͢Δख๏Λಋೖͨ͠ɻຊڀݚͰɼൺͷࠩͷݕఆ [17] ʹ

Αͬͯ͜ΕΛ࣮͢ݱΔɻ
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·ͨɼIGMM ֬తͳΫϥελϦϯάͰ͋ΔͨΊɼ͍͔ͭ͘ͷࣹʹ·͕ͨͬͯ

աʹେ͖ͳΫϥελΛܗ͢Δ͜ͱ͋ΔɻBείʔϓ্Ͱͷ IGMMʹΑΔΫϥελ

ϦϯάͰɼΫϥελ͕ ༗ݻେ࠷ͷྻߦڞɾͰ͋Δ͔Βɼͦͷنਖ਼ݩ2

ʹ͢ΕΑ͍ɻɾڞྻߦͷݻ༗ɼΫϥελͷܘͱܘʹҰக͠ɼ࠷େ

ͷΫϥελʹଐ͢ܘͰɼ“ଞͷΫϥελͱൺͯେ͖ͳڀݚͰ͋Δɻຊܘ༗͕ݻ

Δσʔλ”Λ࠶ΫϥελϦϯά͢Δ͜ͱͱͯ͠ղܾΛਤͬͨɻҟৗʹେ͖͍ɼͱ͍͏ఆ

ɼThompsonͷݕ٫غఆ [18]ʹΑͬͯ౷ܭతʹఆ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ

6.5 ఏҊख๏ͷखଓ͖ͱ݁Ռ

ҎԼʹɼఏҊख๏ʹ༻͍ΒΕΔٕज़ΛΈ߹ΘͤͨఏҊख๏ͷखଓ͖Λࣔ͢ɻ

(1) ղੳݶքΛ͢ܭΔɻ

(2) ղੳݶք·ͰͷൣғͰɼਖ਼ੑنͷఆྔԽʹΑͬͯɼؚࣹ͕·ΕΔͱ͑ߟΒΕΔ
&'
A είʔϓΛௐΔɻ

(3) ͦΕͧΕͷ
&'
A είʔϓʹରͯ͠ɼGWTʹΑΔෳϐʔΫͷݕग़Λ͓͜ͳ͏ɻ

(4) ࣹͰ͋Δ͜ͱͷ࣮֬ੑΛߴΊΔͨΊɼϐʔΫΛͭ Aείʔϓʹର͠ɼGWT

ʹΑΔෳϐʔΫͷݕग़Λ͓͜ͳ͏ɻ

(5)
&'
A είʔϓʹΑΔϐʔΫɼAείʔϓʹΑΔϐʔΫΛ·ͱΊɼIGMMʹΑͬ

ఆΛ͏ΫϥελϦϯάΛద༻͢Δɻݕͯ

Fig. 5ʹର͢Δ݁Ռ Fig. 17Ͱ͋Δɻͦͷଞͷ࣮ڥݧʹΑΔ݁Ռɼจݙ [2, 5]Ͱ·

result of clustering ( 3dB)
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Fig. 17. Results of clustering

ͱΊ͍ͯΔɻ

20

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering68



7. ͓ΘΓʹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

7.1 ఏҊख๏ͷ·ͱΊ

ຊڀݚͰɼར༻ऀґଘΛখ͘͢͞ΔํͷͱɼGPRड৴৴߸ʹ͓͚Δղੳɾআڈɾ

ௐͷํ๏ΛఏҊͨ͠ɽڧ

ϊΠζͷղੳͰɼओʹΨϘʔϧΣʔϒϨοτมΛ༻͍ɼϊΠζͱࣹͷप

ଳҬΛಛఆͨ͠ɽAείʔϓͰͨݟͱ͖ͷԣࣶ͕ࣹͱಉ͡ଳҬΛͭ͜ͱ֬͞Ε

ͨɽͦͷଞͷϊΠζͷղੳʹ͍ͭͯɼޙࠓͷ GPRͷվྑʹ͋ͨͬͯेʹ͔͞׆

ΕΔ͜ͱΛظ͢ΔɽϊΠζͷআڈʹ͓͍ͯɼઢҐ૬Λอͪɼड৴৴߸ʹΈ͕͖ى

ͳ͍Α͏ͳϑΟϧλͷઃํܭ๏ΛఏҊͨ͠ɽ·ͨɼड৴৴߸ͷಛʹͨ͠ݮਰͷमਖ਼

ɼࣹͷपಛੑʹͨ͠ ϑΟϧλϦϯάʹΑͬͯɼड৴৴߸ʹ͓͚Δݩ2

ࣹͷʠݟ͢͞ʡΛ্ͤ͞Δ͜ͱʹޭͨ͠ɽ

ࣹͷڧௐͰɼड৴৴߸ͷಛΛར༻ͯ͠େ·͔ʹͦͷҐஔΛಛఆ͠ɼΨϘʔϧ

ΣʔϒϨοτมʹΑͬͯҐஔͷղੳΛ͓͜ͳͬͨɽͦͷաఔͰಘΒΕͨෳͷީิ

ʹ͍ͭͯɼࣹͰ͋Εީิ͕ूத͢Δɼͱ͍͏Λར༻ͯ͠ɼIGMM ʹΑΔΫ

ϥελϦϯάʹΑࣹͬͯͷڧௐΛ࣮ͨ͠ݱɽطଘͷΫϥελϦϯάΛͦͷ··ಋೖ͢

ΔͷͰͳ͘ɼຊڀݚͷಛʹ߹Θͤͯɼҙਤ͠ͳ͍݁ՌΛఏ͠ڙʹ͘͘͢ΔΛऔΓ

ೖΕͨɽ౷ܭతݕఆͷٕज़ΛΈ߹ΘͤΔ͜ͱͰɼࣹ͕ڧௐ͞Ε͘͢ͳΔΑ͏

ͨ͠ɽ

Ҏ্ͷఏҊख๏Λద༻͢Δ͜ͱͰɼظ͍ͯͨ͠ҰఆͷՌ͕ಘΒΕͨ͜ͱ͕֬͞Ε

ͨɽ·ͨɼ͍ͣΕͷΞϧΰϦζϜฒྻԽ͕Մͳઃܭͱͳ͓ͬͯΓɼػܭͷରԠʹ

Αͬͯɼ༰қʹߴԽΛਤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɽ

ར༻ऀґଘΛখ͘͢͞ΔํͷͱɼGPR ड৴৴߸ʹ͓͚Δղੳɾআڈɾڧௐͷํ๏

ΛఏҊͨ͠ɽఏҊख๏ɼ͍ͣΕར༻ऀґଘ͕খ͘͞ɼ͔ࣹ͕͍ͭ֬݁͢͠Ռ

ΛಘͨɽಛʹɼϊΠζআڈʹ͍ͭͯɼͦͷॲཧ͓͍ͯ༏Εͨͷͱͳ͍ͬͯΔɽ

MATLABεΫϦϓτʹΑΔ࣮Ͱ 1ඵΛΔॲཧΛ࣮͠ݱɼ࣮༻ʹ͑Δٕज़Λ֬

ཱͰ͖ͨͱ͑ߟΒΕΔɽڧௐख๏ʹ͍ͭͯɼಉڥͷ "3 [dB]๏ 1ΛΔॲཧ

Λ࣮͍ͯ͠ݱΔɽ

7.2 ਫ਼্ͱޙࠓͷ՝

౷ܭతΫϥελϦϯάॲཧΛ͜͢ࢪͱʹΑΓɼݕग़͞ΕͨϐʔΫΛ͍͔ͭ͘ͷΫϥε

λʢάϧʔϓʣʹྨ͠ɼࣹΛڧௐ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ͔͠͠ɼແݶਖ਼ࠞن߹Ϟ

σϧʢInfinite Gaussian Mixture ModelsɿIGMMʣʹΑΔΫϥελϦϯά֬తͳॲཧ
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Ͱ͋ΔͨΊɼFig. 18 ʹࣔ͢Α͏ʹຖճҟͳͬͨ݁Ռͱͳͬͯ͠·͏ɽͦ͜ͰɼෳճΫ

ϥελϦϯάΛ͓͜ͳͬͨ݁ՌΛ༻͍ͯɼࣹڧௐ݁Ռͷਫ਼Λ্ͤ͞Δख๏ΛఏҊ

ͨ͠ɽ

֤Ϋϥελ খ͍ͨ͞Ίɼີ͕ؔͰ͋Γɼখ͍͞Ϋϥελنਖ਼ݩ2

ͷϐʔΫ͕େ͖͘ɼڞྻߦͷݻ༗͕খ͍͞ɽࣹͰ͋ΕϐʔΫ͕ूத͠

͍ͯΔͱ͑ߟΒΕΔͨΊɼখ͍͞ΫϥελʢີؔͷϐʔΫ͕େ͖͍ʣ΄ͲࣹͰ

͋ΔՄੑ͕͍ߴͱਪଌͰ͖Δɽͦ͜ͰɼϐʔΫͷूத߹ɼͭ·ΓΫϥελͷେ͖͞

ͷใΛར༻ͯ͠ɼࣹڧௐ݁Ռͷਫ਼Λ্ͤ͞Δ͜ͱΛ͑ߟΔɽҎԼʹʠਫ਼্

ख๏ʡͷखଓ͖Λࣔ͢ɽ

1. ֤Ϋϥελʢඳը͞Ε͍ͯΔପԁʣ͕ҟͳΔΫϥελϦϯάͷߦࢼճʹ͓͍ͯɼॏ

ͳ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔ΛପԁͷিಥఆΞϧΰϦζϜ [19] ʹΑΓఆ͠ɼͦΕΛ 1

ͭͷάϧʔϓͱ͢Δɽ

2. ֤άϧʔϓʹ͓͍ͯɼॏͳ͍ͬͯΔΫϥελͷ ·ΊΔɽͭٻͷΛنਖ਼ݩ2

Γɼάϧʔϓ͝ͱʹࠞ߹ਖ਼نΛ͑ߟΔɽ

3. ֤άϧʔϓʹ͓͍ͯɼٻΊͨ ग़͢ΔɽݕେΛ࠷ͷͷنਖ਼ݩ2

4. ग़ͨ͠Λݕ B είʔϓ্ʹϚʔΫʢҹʣ͠ɼࣹΛڧௐ͢Δɽͨͩ͠ɼॏ

ͳ͍ͬͯΔΫϥελͷʹΑͬͯɼϚʔΫͷ৭Λม͑Δɽ

Fig. 18 ʹࣔ͢ 5 ճͷΫϥελϦϯά݁ՌΛ༻͍ͯɼਫ਼্ख๏Λద༻ͨ݁͠Ռ͕

Fig. 19Ͱ͋ΓɼΫϥελϦϯά݁ՌͷΒ͖ͭΛ͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ

ख๏Λద༻͢Δ͜ͱͰɼΫϥελϦϯά݁ՌͷΒ͖ͭΛ͑Δ͜ͱ্͕ճɼਫ਼ࠓ

Ͱ͖ͨɽ͔͠͠ɼ͍͔ͭ͘ͷ՝͍ͯͬΔɽ·ͣɼղੳݶքۙͷࣹڧௐʹࣦഊ

͢Δ՝͕͛ڍΒΕΔɽ͑ݟΔͷʹରԠͰ͖ͳ͍··ɼ͑ݟͳ͍ͱ͜ΖʹରԠ͢Δٕज़

ͷཱ֬ࠔͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ·ͨɼද໘ۙͷࣹͷڧௐʹؔ͢ΔͰ͋Δɽ

Ϩʔμར༻ͷͦͦͷཧ༝ɼຒઃΛഁଛͤͨ͘͞ͳ͍ɼͱ͍͏ͷͰ͋ͬͨɽࣹ

ΛڧௐͰ͖ͳ͚ΕຊసͰ͋Δɽ͜ͷతΛ࣮͢ݱΔͨΊɼද໘ͷΏΒ͗ͱࣹ

Λࣝผ͢Δٕज़͕ඞཁʹͳΔͱࢥΘΕΔɽޙ࠷ʹɼࠓճఏҊͨ͠ϊΠζআڈख๏͓Αͼ

ࣹڧௐख๏ʹΑΓɼຒઃ͕ۚଐͰ͋Δ߹ʹɼຒઃࣹΛڧௐ͢Δ͜ͱ͕

Ͱ͖ͨɽ͔͠͠ɼෳछྨͷຒઃʢԘϏɼۭಎʣ͕ଘ͢ࡏΔ߹Ͱɼࣹͷڧ

ௐ͕ਖ਼֬ʹ͑ߦͳ͍ͱ͍͏͕͋Δɽͦ͜Ͱଟछྨͷຒઃ͕ຒΊΒΕ͍ͯΔ߹ʹ

ɼຒઃ͕Ͳͷਂ͞ʹຒ·͍ͬͯΔ͔Λਖ਼֬ʹଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δख๏ͷߟҊ՝Ͱ

͋Δɽ

͜͜ͰɼΣʔϒϨοτղੳɼ౷ܭղੳΛԉ༻ͯ͠ɼԼຒଂͷඪఆʹऔΓ

ΜͩɽఏҊख๏ΛΑΓચ࿅ͨ͠ͷʹ͘͢ɺՃऀ͔Βسጨͳ͍͝ҙݟΛ͍͚ͨͩΕ

.Ͱ͋Δ͍
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Fig. 18. ෳճʢ5ճʣͷΫϥελϦϯά݁Ռ
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Fig. 19. ਫ਼্ख๏ͷద༻݁Ռ
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�ޕࠆߢߩ߽ࠆߕ⺰ࠍലᨐߩߘޔߒឭ᩺ࠍᣇᴺࠆߔዉࠍ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒ

 

Wavelet applications for remote sensing satellite imagery data processing 
and analysis 

Kohei Arai,  

Graduate School of Science and Engineering, Saga University 

 

Abstract.  Wavelet applications for remote sensing satellite imagery data processing and 

analysis are discussed. There are some problems on remote sensing satellite imagery data processing 

and analysis, in particular, feature extraction. In order to overcome the aforementioned problems, 

wavelet is utilized in the analysis. Through experimental studies, feature extractions can be done 

effectively in an efficient manner by using wavelet analysis.  

 

㧝㧚߹߈߇߃ 

᷹ⷰⴡᤊߦタߪߦࠨࡦࠆߡࠇߐฃേဳ(นⷞޔ⿒ᄖࡠࠢࠗࡑޔᵄ╬ߩ⸘ ߅

᷹ⷰޕ(11-(1ࠆ߇(╬࠳ࠗ ⸘ᢔੂ⸘ 㜞ᐲ ࠳วᚑ㐿ญ)⢻േဳޔ(╬࠳ࡦ࠙ࠨ߮ࠃ

ኻ⽎߇㕙ޔᄢ᳇ޔߢߩࠆߢᦨ⚳ᚑᨐ2ߪᰴర3ޔߪߚ߹ޔᰴరߩ↹ࠇߎޕࠆߥߣ

 ޕ߱ߣ᷹ⷰⴡᤊ↹ࠍ

᷹ⷰⴡᤊ↹ࠄ߆ᓧࠆࠇࠄᖱႎ࡞࠻ࠢࡍࠬޔߡߒߣᖱႎޔⓨ㑆ᖱႎޔ㑐ଥᖱႎ߇

ᖱႎࠆߔ㑐ߦ(╬ᐲ⦡ޔᓀᐲޔᐲ)ᘒ⁁ߩࠞޔᐲวߩ㤥Ớ᷆⊕ޔߪᖱႎ࡞࠻ࠢࡍࠬޕࠆ

)ᒻޔࠫ࠶ࠛޔߪߦਛߩⓨ㑆ᖱႎޕࠆߢኈᤃ߇ᦨ߽ߪߢਛߩࠄࠇߎޔࠅߢߣߎߩ

ޕࠆࠇ߹߇ᖱႎߩ╬ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ޔߐ߈ᄢޔ(╬ᰴర࡞࠲ࠢࡈޔࠢࠕޔ࡞ࠢࠨޔࡦࠗ

ᦨᓟߩ㑐ଥᖱႎޔߪᄢޔߡߒᗧ⺰⊛㑐ଥᖱႎᔨߩኻ⽎‛㑆ߩਅ㑐ଥޔਗ㑐ଥޔ

൮㑐ଥ╬߮ࠃ߅ⓨ㑆⊛㑐ଥᖱႎኻ⽎‛㑆ߩ⟎㑐ଥ╬ߦಽޕࠆࠇࠄߌ೨⠪ޟޔߪᬤߪ⪭

⪲ᐢ⪲᮸ߩ৻⒳ޔࠅߢᐢ⪲᮸ߦ൮ޔࠇߐ᮸ᧁߩ৻⒳ޔߡߞߢᨋࠍ᭴ᚑߣޠࠆߔ

߇〝ߣᴡᎹޟޔޠߥߪᶏߪߦਛߩፉޟߪᓟ⠪ޔߚ߹ޔࠅߢߣߎߩ㑐ଥߥ߁ࠃߚߞ

Ꮕ߫ࠇߡߒᴡᎹߪߦᯅࠆߡߞ߆߆߇น⢻ᕈ߇㜞ޟޔޠᾍ⓭ߩਅߦደᩮߩ╬ޠࠆ߇
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㑐ଥߩߎޕࠆߢߣߎߩᖱႎࠍ↹ࠄ߆߇ߣߎࠆߔᦨ߽࿎㔍ߪࠄࠇߎޕࠆߢ↹ࠍ

⼂ࠆߔ㉼⸂ޔߪߚ߹ޔ㓙ߦ⍮⼂߇ߣߎࠆࠇࠄ↪ߡߒߣࠬࡌ࡞࡞ ࠬࡌᄙޕ 

᷹ⷰⴡᤊ↹ߩ⼂ⷰޔߪ  ࠄ߆(߱ߣⓨ㑆ࡦ࠲ࡄ᷹ⷰ)ⓨ㑆ߩߩ߽ߩߘ↹ߚߒ᷹

ㅀߩᖱႎࠄ߆᭴ᚑࠆߔ․ᓽⓨ㑆߳౮ߩߘޔߒᓟޔ⼂ߔ߿ߒⓨ㑆್ⓨ㑆ޔ߹

ߦࠧ࠹ࠞࠬࠢ߆ࠇߕߩᣢᚑᔨߩ㑆ੱߩߡߒߣ⼂⚿ᨐޔߒ౮ߦ⼂ⓨ㑆ޔߪߚ

ਇㅪ⛯ߥ౮ߡߞࠃߦߣߎࠆߔࠍⴕޔߪߢߎߎޕ߁․ᓽޔ․ᓽⓨ㑆߳ߩ౮ࠚ࠙ࠍ

 ޕ(16-(12߁ⴕߡߞࠃߦᨆ⸂࠻࠶ࡉ

߹ޔ߇↪ᔕߩߡߒߣᚻᴺߩ㑆ᵄᢙ⸃ᨆᤨߦหߣᨆ⸂ࠛࡈ ߪᨆ⸂࠻࠶ࡉࠚ࠙

ߣ࠲࡞ࠖࡈࠆߔ㒰ࠍ㔀㖸ߩାภ(╬ 㖸ჿ↹)ࡦ࠲ࡄ᷹ⷰޔߜࠊߥߔޕࠆࠇࠄ߃⠨ޔߕ

ࠄߐޔ߽ߦᓽ․ޔ߽ߦᬌߩࠦࠛ࠳ޔ߽ߦߣߎࠆߴ⺞ࠍᵄᢙᚑಽޔ߽ߡߒ

ⓨ㑆․ᓽߩ࠲࠺᷹ⷰⴡᤊ↹ޔߪߢߎߎޕࠆߢน⢻߇↪ㆡ߽ߦ❗࠲࠺ޔߪߦ

ޔ᷹ⷰⴡᤊ↹ࠆࠃߦⵍⷒ⁁ᴫߩᄌൻޔ᷹ⷰⴡᤊ↹ߩᒝ⺞ಣℂ߳

 ޕࠆߔ⚫ࠍ(ᔕ↪17)-85ߩ

㧞. ᷹ⷰⴡᤊ↹ಣℂ⸃ᨆ 

2.1 ⓨ㑆․ᓽ 

 ࠫ࠶ࠛ(1)

↹ߟ߽ߩᖱႎੱࠍ㑆߿ᯏ᪾߇⼂ߩߚࠆߔߊߔ߿ߒᣇᴺߡߒߣ↹ߩው㍈ൻޕࠆ߇

ߦߩ߽ߥ㞲ߣࠅ߈ߞߊࠍ↹ޔߒ㒰ࠍ”ߌ߷”ࠆߢේ࿃ߩߟ৻ߩૐਅ⾰↹ߪߢᣇᴺߩߎ

ᄌ឵ޕࠆߔ↹ޔߪߌ߷ߩૐⓨ㑆ᵄᢙᚑಽߦᲧߡߴ㜞ⓨ㑆ᵄᢙᚑಽ߇ᒙࠆࠇࠄ

ߒޕࠆࠇߦࠫ࠶ㇱಽࠛࠆߡߒᄌൻߦᕆỗ߇ߐࠆޔߪᓇ㗀ߩߘޕࠆߓ↢ߡߞࠃߦߣߎ

ߦ↹ޕ⦟߫ࠇ߿ߡߒ⺞ᒝࠍⓨ㑆ᵄᢙᚑಽ㜞ޔߪߦߚߊ㒰ࠅขࠍߌ߷ޔߡߞ߇ߚ

↢߇ߤߥߌ߷ࠅࠃߦᱡߊߠၮߦ╬ᕈ․ߩჇེޔᕈ․ߩࠨࡦࠫࡔࠗޔᕈ․ߩ♽శቇߪ

⊛⋠ޔߢߎߘޕ߁߹ߒߡߞߥߣᤋᖡߩ⾰↹⋠ߚޔߪ႐วߥ⪺㗼߇ࠄࠇߎޕࠆߡߓ

ᔅ߇ಣℂࠆߔࠅߚߞⴕࠍው㍈ൻ ޔࠅߚߞⴕࠍ⺞ᒝߩࠫ࠶ࠛߦ߁ࠃߔ߿ࠍ↹ߡߓᔕߦ

ⷐޕࠆߥߣ 

(2)ᓸಽṶ▚ሶࠆࠃߦው㍈ൻ 

↹ࠆߌ߅ߦࠫ࠶ࠛߩṶ▚ߩߘߪ൨㈩ࠍ⠨ᘦࠆߔᣇᴺߪߣߎߩߎޕࠆߢ⊛⥸৻߇↹

ᄢ߇ᓸಽ୯ߢㇱಽߩࠫ࠶ࠛޔ߫ࠇߔ▚ᓸಽṶࠍ↹ޕࠆߢଔ╬ߣߣߎ߁ⴕࠍᓸಽಣℂߩ

൨ߩ↹ߩߘߣࠆߔߣf(x,y)ࠍේ↹ޕࠆࠇࠄᓧ߇↹ߚࠇߐ⺞ᒝ߇ㇱಽߩߘߢߩࠆߥߊ߈

㈩ߪᑼ(1)ߢޕࠆࠇߐࠊ 

     (1) 
ᑼޔࠅࠃฦ㗄ߩᓸಽߩ୯࡞࠲ࠫ࠺ߪ↹ߩ႐วޔᏅಽߩߎޔߢߩࠆࠇߐ▚⸘ߢ↹ߩ

Ớᐲᄌൻ߇ᦨᄢߩᤨࠆߥߣᄢߪߐ߈ᰴߦ߁ࠃߩޕࠆࠇߐࠊ 
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    (2) 

ࠇߎޔߚߥߡ↪߆ߒ⚛↹ࠆߔ㓞ធߦࠇߘߣ⚛↹ࠆߔߣ⽎ኻߦᑼߩᏅಽޔߪߢߎߎ

↹ޔߟ߆߅ߥޔߕࠄߥߦ୯ߒᱜߪᏅಽ୯ߪߦ႐วࠆߡߌฃࠍᓇ㗀ߩ㔀㖸߇⚛↹ߩࠄ

ߢ⓹⚛↹(3x3)ߪߦ⊛⥸৻ޔߚߩߘޕࠆߡߞࠍࠇߕ⟎ߩ⚛↹ඨޔ႐วߚߡߒߣ

߇ᚻᲑߥ߁ࠃࠆ᳞ࠍᏅಽߩߘޔߒ▚ടޘฦࠍ⚛↹ߩᏀߣ⚛↹ߩฝߡߒߦਛᔃࠍ⚛↹⋠⌕

ߦߣߎࠆ᳞ࠍߐ߈ᄢߩߎޔࠅߥߦ߁ࠃߩᰴߪᑼߣࠆߔ⠨ᘦࠍߣߎߩߎޕࠆߡࠇࠄߣ

㔀㖸߽ߊߥߢߌߛࠫ࠶ࠛߪᣇᴺߩߎޔߒߛߚޕࠆࠇࠄᓧ߇↹ߚߒࠍᖱႎߩ൨㈩ࠅࠃ

ᒝ⺞ߔ߿߹ߒߡߒ․ᓽࠍᜬޕࠆߡߞ 

  (3) 

 ው㍈ൻࠆࠃߦ(ᰴᓸಽ 2)ࡦࠕࠪࡊ(3)

ࡦࠕࠪࡊޕࠆࠇࠄ↪ߦߩࠆߔ⺞ᒝࠍࠫ࠶ࠛߩ↹ߦหߣ▚ᓸಽṶߪࡦࠕࠪࡊ

ࠇߊߡ߃ਈࠍᖱႎ߁ߣ߆ߩߥಲߦ߈ਅะ߆ಲߦ߈ะ߇ࠫ࠶ࠛޔࠅߢ▚2ᰴᓸಽṶޔߪ

 ޕࠆࠇߐࠊߦ߁ࠃߩએਅߪࡦࠕࠪࡊߣࠆߔߣf(x,y)ࠍේ↹ޕࠆ

     (4) 
Ꮕಽᒻᑼࠍࡦࠕࠪࡊߩ⠨ߣࠆ߃ 

 

         (5) 

᭴ࠍ࠲࡞ࠖࡈᐔဋൻޔࠅߢᐔဋߩ⚛↹ ೨ᓟᏀฝ5ࠍ⚛↹⋠⌕ߪ1㗄╙ߩฝㄝޔࠅߥߣ

ᚑߣࠆߡߒ2╙ޔߚ߹ ޕࠆߖߥ㗄ࠍߡ⠨ޔߣࠆ߃ᐔဋൻ࠲࡞ࠖࡈᓟߦᏅಽߞߣࠍ

ࡊ ߇߁߹ߒߡߒ⺞ᒝ߽ߢ߹㔀㖸ߣࠆߔ⺞ᒝࠍ↹ߡߞߣࠍ൨㈩ߦනޕࠆߖߥߣࠆߡ

⺞ᒝࠍ㔀㖸ߢߩࠆߣࠍ൨㈩ߦᓟߚߒᛥࠍ㔀㖸ߡߞࠃߦ࠲࡞ࠖࡈ႐ว ᐔဋൻߩࡦࠕࠪ

 ޕࠆ߈ߢ⺞ᒝߦߒήߣߎࠆߔ

(4)㜞ㅦ㔌ᢔࠛࡈᄌ឵࠲࡞ࠖࡈߚ↪ࠍಣℂ 

� ߩ㔀㖸ߩቯ․ߡߞࠃߦࠇߎޔࠅߢߣߎࠆߔỹㆊࠍᵄᢙᚑಽߩቯ․ߪࠣࡦ࠲࡞ࠖࡈ

㒰߿ⷞⷡ⊛ߦᛠីߊߦߒᒻ⁁ߩᒝ⺞ࠍߤߥⴕ߇ߣߎ߁น⢻ޕࠆߢ↹ಣℂࠍᵄᢙ

㗔ၞࠍ▚⸘ߩߢ↪ߡߒ㔀㖸㒰ޔ↹ߩው㍈ൻ╬ࠍⴕߩߎޕ߁ᵄᢙ㗔ၞ߳ߩ↹ᄌ឵

ࠊߢᑼ(6)ޔ႐วߩ↹࡞࠲ࠫ࠺ߪᑼߩᄌ឵ࠛࡈޕ߁ⴕߡ↪ࠍᄌ឵ࠛࡈ㜞ㅦߪ
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 ޕࠆࠇߐ

     (6) 

 ޕࠆࠇߐࠊߦ߁ࠃߩ ᑼ(7)ޔߪᄌ឵ࠛࡈ㔌ᢔㅒߩߘ

     (7) 

↹ޔߒ↪ㆡߡߒ᭴ᚑࠍ࠲࡞ࠖࡈ㜞ၞㅢㆊ߿ૐၞㅢㆊޔߡ߅ߦᵄᢙ㗔ၞߡ↪ࠍࠄࠇߎ

ߩૐᵄᢙᚑಽޔ㜞ᵄᢙᚑಽߩࠍⴕޕ߁ᵄᢙ㗔ၞߦᄌ឵ߚߒᓟߩታㇱߣ⯯ㇱߩ

⥄ਸ਼ߢߩ࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄࠆࠇߐࠊಽᏓࠍޔߡฦ↹ߩ⋧㆑ὐࠍᛠីޔߒㆡಾࡈߥ

⇥ޕࠆߢน⢻߇ߡߞࠃߦ▚Ṷߺㄟߺ⇥߽ߢⓨ㑆㗔ၞߩ↹ޔߚ߹ޕࠆߴ⺞ࠍ࠲࡞ࠖ

ߎ߁ⴕࠍᄌ឵ߩᵄᢙ㗔ၞ߳߫ࠇߡߞ߆ࠊ߇╵ᔕࠬ࡞ࡄࡦࠗߩ࠲࡞ࠖࡈ ߪ▚Ṷߺㄟߺ

ࠇߐࠊߦ߁ࠃߩᑼߩએਅߪᨐ⚿ࠆࠃߦߺㄟߺ⇥ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍಣℂߩหߊߥߣ

 ޕࠆ

    (8) 

 ࠫ࠶ࠛࠆࠃߦᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙(5)

ߩ೨ޔ߫߃ߣߚޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ↪ߡߒߣᚻᴺߩⓨ㑆․ᓽߪᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙

ᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆࠍ↪ߡߒ↹ࠍ↢ᚑ߮ࠃ߅❑ޔߣࠆߔᮮⷺࠆࠁࠄ߮ࠃ߅ࠫ࠶ࠛߩᐲߩ

࠶ࠛ ߡߒ↪ࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ㔌ᢔ࠙ߊߠၮߦHaarၮᐩߪߢߎߎޕࠆ߈ߢ⺞ᒝ߇ࠫ࠶ࠛ

ߡ↪ࠍ࠲ࡍࠝࠫ࠶ࠛߥ⊛ᓸಽṶ▚ሶᦨ߽ේᆎࠍᨐ⚿ߩߘޔߚ߹ޕࠆߔࠍࠫ

ߚߒ⚿ᨐߣᲧセޕࠆߔߦߣߎࠆߔ↪ޔߪ࠲࠺ߚߒ࿑1ߩNOAA-14ⴡᤊタนⷞ⿒ᄖ

⸘AVHRR᷹ⷰߩ↹ߡ↪ࠍ࠲࠺ផቯ1997ߚߒᐕ103ᣣࠆߌ߅ߦᶏ㕙᳓᷷ផቯ↹

ޕࠆߢห࿑ߪߦ⸃ᨆߩኻ⽎ࠆߔߣේ↹ࠄ߆᳓႙ߩㇱಽࠍߺߩಾࠅߡߒታ㛎↪ߦ

࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠၮߦHaarၮᐩޔߒኻߦ↹ߩߎޕࠆߢ⚛↹128x128ߪ࠭ࠗࠨ↹ޕߚ

ᄌ឵ࠍⴕޔⓨ㑆․ᓽߩࠫ࠶ࠛࠆߢߟ৻ߩࠍⴕޕߚߞ࿑2࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ޔᓸ

ಽࠝ࠲ࡍዪᚲ㗔ၞࠆߌ߅ߦᓸಽࠫ࠶ࠛߚ↪ࠍߩ⚿ᨐ↹ޕߔ␜ࠍ࿑ࠆ߆ࠊࠄ߆

৻ ޕߚࠇࠄᓧ߇ࠫ࠶ࠛߥ⛯ਇㅪޔ႐วߚߞⴕࠍࠫ࠶ࠛߡ↪ࠍ࠲ࡍᓸಽࠝޔߦ߁ࠃ

ᣇ࠻࠶ࡉࠚ࠙ޔᄌ឵ࠫ࠶ࠛߡ↪ࠍࠍⴕߚߞ႐วޔዪᚲࠝߚ↪ࠍ࠲ࡍ႐ว

ߡᓧߒࠍࠫ࠶ࠛߩᐲⷺࠆࠁࠄ߇↹ޔߪࠇߎޕࠆࠇࠄᓧ߇ࠫ࠶ࠛߚߒ⛯ㅪޔߴᲧߦ

ᣇߩߊ⒟ᄙࠆߔᔕߦ⁁ᒻߩࠫ࠶ࠛߥⶄ㔀ޔߪߢ࠲ࡍᓸಽࠝࠆߥනޔߡߒኻߦߩࠆ

ࠍࠫ࠶ࠛߩ߈ߢᓧߩߎߦߚߥߥਇㅪ⛯ࠍࠫ࠶ࠛߥߣߩ߽ߚߞ߹ߒߡߒ⠨

 ޕࠆ߃
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࿑1� NOAA-14ภⴡᤊߦタߩAVHRR ᡷ⦟ဳ㜞ಽ⸃⢻⸘1997ߢᐕ103ᣣߦขᓧߚߒ

ਃ㒽ᴒߩᾲ⿒ᄖ↹ߩߘ߮ࠃ߅৻ㇱ 

 
࿑2 ࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆᓟߩ⚿ᨐ↹߮ࠃ߅ᓸಽࠝ࠲ࡍ(3x3)ߡߞࠃߦ

ࠫ࠶ࠛߚߒ↹ 

 

ࠃࠆᓧߒࠍࠫ࠶ࠛߩᣇะߩߊᄙࠅࠃ ߣࠆߔߊ߈ᄢࠍቯ⟵㗔ၞߩ࠲ࡍᓸಽࠝߩߎ

ࠚ࠙ ޕߥߪߢ╷ᓧߢߩࠆ߇ࠇߘ߅ࠆߥߊߥ߈ߢ߇ᓸ⚦᭴ㅧߩࠫ࠶ࠛޔ߇ࠆߥߦ߁

⎕ࠍᓸ⚦᭴ㅧߟᜬߩࠫ࠶ࠛࠍࠫ࠶ࠛߩᣇะࠆࠁࠄޔߪࠫ࠶ࠛࠆࠃߦᄌ឵࠻࠶ࡉ

უߦߒߥߣߎࠆߔߢߩࠆ߈ߢᓸಽࠝࠫ࠶ࠛࠆࠃߦ࠲ࡍ߽ࠅࠃఝߣࠆߡࠇ⠨

 ޕࠆ߃

 ߩ࠼(6)

ޕࠆߢߣߎߩ㐿᳓㕙ޔߪߚ߹ޔ᳖⭯ࠆߔᒰ⋦ߦ⋠ߌㆱޔ⋠ࠇഀߩᶏ᳖ߪߣ࠼

ߊᷓߦᚑㆊ⒟↢ߩᶏ᳖ޔ⒟ࠆࠇ߽߫ߣIce factoryߦหߣ㐿᳓㕙ߩ╬ࠕ࠾ࡐޔߪࠇߎ
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ߚߩ⊛⋠ߩᶏ᳖᷹ⷰޔߚߩߘޕࠆ߃߽ߣࠆߡߒቯࠍኒធᐲߩ᳖ޔࠅ߅ߡߞࠊ߆߆

ᧄᢙ߿ߩ࠼ޕࠆߡߞᜬࠍᗧߥ㊀ⷐߪߩࠕ࠾ࡐ߮ࠃ߅࠼ߩߎޔߪߦ

ᶏߩోޔࠄ߆ߣߎࠆߔᏀฝࠍᕈ․ߩጀ᳓ᷓޔߊߥߢߌߛࠆߔቯࠍኒធᐲߩ᳖ޔߪ

ᵗߦᓇ㗀ࠍਈޕࠆ߃ᶏ᳖ߦⷒࠆߡࠇࠊᶏ㕙ޔߪᄢ᳇ߣᶏ㕙ߩߣ㑆ߩᾲ⊛‛⾰⊛឵ࠍ

ⴕޔߪߚ߹ޔ᳖⭯ߩ╬ࠕ࠾ࡐ߿࠼ޔߒ߆ߒޕߥ߃㐿᳓㕙ޔߪᄢ᳇ߣᶏ㕙ߩߣ

㑆ߩᾲ⊛‛⾰⊛឵ࠍⴕߩ╬ࠕ࠾ࡐ߿࠼ޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁㐿᳓㕙ߪᶏ᳖

ߚࠆ߽ߢ೨ళࠆࠇߐ㔌ࠅಾߦᵗ߇ᶏ᳖ߪሽߩ࠼ޔߦ․ޕࠆߡߞࠊ㑐ߦᚑ↢ߩ

ߔሽߢߩቯ৻߷߶ߪ࠼ޕࠆߡߞᜬࠍᗧߥ㊀ⷐߡ߅ߦ㕙ߩᶏ㔍㒐ᱛޔ

ࠠ࠹ࡦࠦࠅߥㅪߩ⚛↹ߥቯ৻߷߶߇ኒធᐲ᳖ߦᓟߚߒផቯࠍኒធᐲ᳖ޔߢߩᄙ߇႐วࠆ

ߠၮߦኒធᐲ᳖ޔߒ߆ߒޕࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢᬌࠍ࠼ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔࠍᖱႎ࠻ࠬ

ᶏ߿ߣߎߥߢቯ৻߇ߩ࠼ޔߣࠆߺࠍᬌߩ࠼ߢߺߩᖱႎߥ࠻ࠬࠠ࠹ࡦࠦߊ

᳖ಽᏓ↢ᚑㆊ⒟╬ߡߞࠃߦᢿ⛯⊛ߡߒߣߩ߽ߥ߇ߣߎ߁߹ߒߡߒᄙࠄࠇߎޕߒ

 ߇ࠆߥߦ߆ࠄ߇᭴ㅧߥ⊛Ꮒⷞߟᜬߩ࠼ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ⛯ធࠍㇱಽห჻ߩ࠼ߚ

ធ⛯ࠆߔᄙߩߊߩਛࠍࠇߕࠄ߆ㆬᛯ߇߆ࠆߔ㗴ߩߎޕࠆߥߦᣇᴺޔߡߒߣᒆ✭ᴺ

ࠃߦᒆ✭ᴺޔߜࠊߥߔޕࠆ߈ߢ↪߇࠲࡞ࠖࡈࠢ࠶ࠫ࡞ࠜࡈ࡞ࡕ߮ࠃ߅ᨆ⸂ࡖ࠴ࠬࠢ࠹߿

࠴ࠬࠢ࠹ޔࠅߚߒ⛯ធߡߌߟࠍ࠼ߩዻᕈߩหߣ࠼ᒰޔࠅࠃߦࠫ࠶ࠛࠆ

ࠜࡈ࡞ࡕޔߚ߹ޔࠅߚߒ⛯ធࠍߩ߽ߩ⾰หߡߴ⺞ࠍ╬ᣇะᕈ ⋥✢ᕈߩࠫ࠶ࠛߩਛߩᨆ⸂ࡖ

࠾ࡊࠝޔߦ․ޔߡ↪ࠍ࠲࡞ࠖࡈࠣࡦࠫࡠࠢࠣࡦ࠾ࡊࠝߩਛߩ࠲࡞ࠖࡈࠢ࠶ࠫ࡞

ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍ࠼ߚߒ⛯ㅪߦߣߎࠆߔ⛯ធࠍห჻࠼ߚߒ⸄ធࠅࠃߦࠣࡦ

ࠢ࠹ޔߚ߹ޔߣߎࠆߔⷐࠍ㑆ᤨޔߊߥߪߢኈᤃ߇ቯߩ࠲ࡔࡄߩߘߪᒆ✭ᴺޔߒ߆ߒ

ߪߣࠆߢㇱ৻ߩ࠼ࠆߔ⛯ㅪ߇ߩ߽ࠆߡߒ⥌৻߇ᣇะᕈޔᕈ✢⋤ߩਛߩᖱႎࡖ࠴ࠬ

㒢ߡߞࠃߦ࠲࡞ࠖࡈޔߦࠄߐޔߣߎߥࠄធ⛯࠼ߚߒ ห჻߇ᬌኻ⽎ࠆߢㅪ⛯ߔ

 ޕࠆ߇ࠇߘ߅ࠆߔࠍ࠼ߥߒᗧ࿑ޔࠅࠃߦ↱ℂߩ╬ߥࠄ㒢ߪߣߩ߽ߩ࠼ࠆ

ၮߦᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆ ߪធ⛯ᣇᴺߩ ࠼ࠆ↪ࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ࠆߔឭ᩺ߢߎߎ

ඨߩὐᢙ▵ޔߣࠆߔޕࠆߔᚑ↢ࠍHH↹ߡ1Ბⴕࠍᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆ ޔߕ߹ޕࠆߡߠ

ಽࠫ࠶ࠛߚߞߥߦ↹ࠍᓧ߇ ࠼ޕࠆߥߦߣߎࠆේ↹ⓨ㑆࠼࠶࡙ࠢߡ߅ߦ〒

㔌2ߢ↹⚛એ߆ߒ㔌ߥߡࠇ႐ว1ޔᲑߩᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆߩߘߡߞࠃߦធ⛯㑐ଥ߆ࠊ߇

ߡࠇ㔌㔌〒ߩਸ਼߈ߴߩ2ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪ㆡߦᄙᲑࠍᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆߩߎޔߦࠄߐ ޕࠆ

ߩೋᲑࠍ ࠼ߚߞ߆ࠊߩធ⛯㑐ଥޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍធ⛯㑐ଥߩห჻ ࠼ࠆ

HH↹(ࠛࠫ࠶↹)ߡ߅ߦធ⛯߫ࠇߔㅪ⛯߇࠼ߚߒޕࠆ߈ߢ 

᷹ⷰⴡᤊADEOSߦタߩᡷ⦟ဳนⷞㄭ⿒ᄖ⸘AVNIR1997ߡߞࠃߦᐕ23ᣣߦ

ขᓧߚࠇߐḓࠍਛᔃߚߒߣ↹ࠍ࿑3ޕߔ␜ߦ࿑380⚂ߪkmx80km16ࠍmߩⓨ㑆ಽ⸃⢻ߢ

߁ࠃࠆ߆ࠊߡߺࠍ࿑ߩߎޕߚ↪ߦታ㛎ߡߒࠅಾࠍḓㄝࡑࡠࠨޔࠅߢߩ߽ߚߒ᷹ⷰ

ޔ⋠ࠇಾߩ᳖ߦਛᄩߩᶏ᳖ߩߎޕࠆߡࠇࠊⷒߦᶏ᳖ߪᶏጯߩർߩߘ߮ࠃ߅ḓࡑࡠࠨޔߦ

ㆱޕࠆߢ࠼߇ࠇߎޕࠆࠇߣߡߺ߇⋠ߌ 

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering80



7 
 

 
࿑3� ADEOS/AVNIR1997ߡߞࠃߦᐕ23ᣣߦขᓧߚࠇߐḓࠍਛᔃߚߒߣේ↹߮ࠃ߅ 

ේ↹ࡑࡠࠨࠄ߆ḓർߩᶏၞࠍಾࠅߚߒ⸃ᨆኻ⽎↹ 

 

㐿᳓㕙ޔߢߎߘޕࠆߢᘒ⁁ߚߞߓᷙߩ᳖⭯ߣᶏ᳓ޔࠅߢ⋠ࠇഀߩᶏ᳖ߪߣ࠼

 ߒតࠍ✢ࠆߡ⛯ߡߒ⛯ㅪ߇ㇱಽࠆ7-50%භ߇㐿᳓㕙ޔߡ߅ߦ↹ߩ₸วᲧᷙߩ

ߦ㐿᳓㕙↹ߚߒᣉࠍᦨዕᩰሶត⚝ᴺߦߚࠆߔផቯࠍ࠼ޕࠆ߃⠨ߣ࠼ࠍࠇߘ

ᦨߚߒ୯ൻੑ߮ࠃ߅භ₸↹࠼ޕߚߒ߈ᛮࠍㇱಽࠆභࠍ7-50%߇㐿᳓㕙ߡ߅

ዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹ࠍ࿑4ޕߔ␜ߦ 

 
࿑4 ࠼භ₸↹ੑ߮ࠃ߅୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹ 

 

ࠆߡ⛯ߡߒ⛯ㅪߢߺߩࠆߡߒὐߪㇱಽ⊕ࠆࠇࠊᕁߣ࠼ ߡ߅ߦ↹ߩߎ

ߒ⋠⌕ޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒሽ߽ࠫ࠶ࠛߩએᄖ࠼ޔߚ߹ޕߥ߃ߪߣ

ߟ߇ ✢ߥ⊛⛯ᢿޔߡߒ⠨ᘦࠍᖱႎ࠻ࠬࠠ࠹ࡦࠦߩߡߒߣ㑐ଥᖱႎߩߣ࿐ߩ⚛↹ࠆߡ

߅⚛᭴ᚑⷐߩ⚛↹࿐ߡߒߣᖱႎ࠻ࠬࠠ࠹ࡦࠦޔߪߢߎߎޕࠆ߃⠨ࠍน⢻ᕈࠆߡߞ߇ߥ

ᓸዊ߽ߦㇱಽ߆⚦ߊߦ߃ߪߢ↹ޔߚ߹ޕࠆߔ⠨ᘦࠍ₸วᲧᷙߩࠧ࠹ฦࠞ߮ࠃ
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ߔሽ߇࠼ᓸዊ߽ߢㇱಽૐ߇₸วᲧᷙߩ㐿᳓㕙ޔߦࠄߐޕࠆ߃⠨ߣࠆ߇࠼

ޕࠆߢߣߎߥ㊀ⷐ ߡ߅ߦផቯ࠼߽ߣߎࠆߔᬌࠍ࠼ᓸዊޕࠆ߃⠨ࠍน⢻ᕈࠆ

ੑ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍ৻࿁ᣉߚߒ↹

(ᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆ1ࠍᲑㆡ↪)ࠍ࿑5ੑޔߚ߹ޕߔ␜ߦ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦ

භ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍᣉߚߒᓟޔ ᒆ✭ᴺࠍᣉߚߒ↹ࠍ࿑6ޔߦࠄߐޕߔ␜ߦ

ੑ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍᣉߚߒᓟޔ ᒆ

✭ᴺࠍᣉ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒㅒᄌ឵ߚߒ↹࠻࠶ࡉࠚ࠙߮ࠃ߅ㅒᄌ឵ߚߒ↹ࠍ⚦✢

ൻߚߒ↹ࠍ࿑7ޕߔ␜ߦ 

ᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ߪߦലߣࠆߢ⠨ޔ߃ㆡ↪ޔ߇ߚߺࠍᢿ⛯⊛࠼ߥ 

ߒࠍ࠼ߥㆡᒰߢߩࠆߡߞߑ߽ᷙࠫ࠶ࠛߥ⸘ޔߩߘޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߆ߒ

 ޕߚ߇⸒ߪߣߚ

 

 
࿑5 ੑ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍ৻࿁ᣉߒ

 (↪1Ბㆡࠍᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆ)↹ߚ

 
࿑6 ੑ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍᣉߚߒᓟޔ 

ᒆ✭ᴺࠍᣉߚߒ↹ 
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࿑7 ੑ୯ൻߚߒᦨዕᩰሶត⚝ᴺ࠼ࠆࠃߦභ₸↹࠻࠶ࡉࠚ࠙ߦᄌ឵ࠍᣉߚߒᓟޔ 

ᒆ✭ᴺࠍᣉ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒㅒᄌ឵ߚߒ↹࠻࠶ࡉࠚ࠙߮ࠃ߅ㅒᄌ឵ߚߒ↹ࠍ⚦

✢ൻߚߒ↹ 

 

ߣߎࠆߥߦ1ߩਸ਼ಽ߈ߴߩ2߇ὐᢙ▵ߡߞࠃߦࠇߎޔ↪ࠍᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆ࠻࠶ࡉࠚ࠙

ߩߘޕߚߺࠍ⛯ធߩ ࠼ߡߒ↪ࠍߣߎࠆ߈ߢࠍࠫ࠶ࠛߩᐲⷺࠆࠁࠄ߮ࠃ߅

⚿ᨐޔធ⛯߇ ࠼߈ߴߔ⼂ޔ߈ߢ⚿ᨐޔߡߒߣㅪ⛯ࠍ࠼ߚߒߢ߇ߣߎࠆߔ

߆ࠊ߽ߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒰߽ࠫ࠶ࠛߥ⸘ߪߢᣇᴺߩߎޔߚ߹ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈

ߚߒߡߒߣᨐ⚿ޔߊߥዋ߇㑆ᤨࠆߔⷐߦಣℂ߽ߡߒᲧセߣᒆ✭ᴺޔߦࠄߐޕߚߞ

 ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎߒࠄዕ߽ࠅࠃߪߦ⊛ਥ߽ⷰ࠼

 

(7)᳓႙ޔᒐߩ 

᳓႙ߪ࿐ࠆߥ⇣ߪߣᶏ᳓ߩ႙ࠅߢߣߎߩ ᷹ⷰⴡᤊタߡߞࠃߦࠨࡦ߇

น⢻ޔ߫߃ߣߚޕࠆߢ಄᳓႙ޔߦ⥸৻ޔߪᩕ㙃Ⴎߩᄙߊ߹ᷓߚࠇጀ᳓߇Ꮞ߈ࠇࠄߍ

ߣ⁁ᒐޔߪߚ߹ޔᒻߪߢ᷹ⷰⴡᤊ↹ ޔߪ಄᳓႙ޕࠆߥߣᅢṪ႐ߢߩࠆߔ↢⊑ߡ

 ޕࠆ߈ߢࠍ᳓႙ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔࠍᒐ߿ޔߚࠆࠇߡߞߥ

ࠍᣇᴺࠆߔࠍ᳓႙ࠄ߆ᒰ↹ޔߒ↪ㆡߦ᷹ⷰⴡᤊ↹ࠍᨆ⸂࠻࠶ࡉࠚ࠙

⚫ߩࠢࠕޔߜࠊߥߔޕࠆߔ㓸วߩ࡞ࠢࠨޔߪߚ߹ޔⓨ㑆․ᓽࠍᜬߟ᳓႙ߩലߥ

ᚻᴺࠍ⚫ޕࠆߔᧄ᧪࠻࠶ࡉࠚ࠙ ޔᄌ឵ߪ⋥ᐳᮡ♽ߢቯ⟵ࠕޔ߇ࠆߡࠇߐ

⠨ߣലࠅࠃ߇ᣇࠆߔ⟵ቯౣߢᐳᮡ♽ᭂߪߦߚߩᦛ✢⊛ⓨ㑆․ᓽߩ࡞ࠢࠨޔࠢ

ᨐ⚿ߩߎޔߚ߹ޕࠆߔ⚫ࠍᣇᴺ߁ࠍᐳᮡᄌ឵ߡߒߣߟ৻ߩߺߩߘޔߪߢߎߎޕࠆ߃

 ޕࠆߔᲧセߣᣇᴺࠫ࠶ࠛࠆߡࠇࠄ↪ߊ⦟ㅢᏱࠍ

⋥ᐳᮡ♽ᭂߣᐳᮡ♽ߪᑼ(9)ߩ㑐ଥޕࠆ߇ 

      (9) 
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ᄌ࠻࠶ࡉࠚ2ᰴర࠙ߩ᧪ᓥޕࠆ߈ߢ⟵ቯ߇ᄌ឵࠻࠶ࡉࠚᐳᮡ࠙ᭂޔߡߞ߇ߚߒ

ᐳᮡ2ᭂ ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚធ࠙⋤ߡߒኻߦ↹ߚࠇࠄ߃ਈޔߪ឵

ᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ޔߪਈߚࠇࠄ߃↹ߦኻߡߒ೨ಣℂᭂߡߒߣᐳᮡᄌ឵ࠍⴕߘޔ

ࠇࠄ߃ਈ߇ਛᔃᐳᮡޔߡ߅ߦ♽ᐳᮡ⋤ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ޔᓟߩ

ߡ߅ߦ♽ᐳᮡᭂߪޔߣ߁ⴕࠍᐳᮡᄌ឵ᭂߦේὐࠍਛᔃᐳᮡߡߒኻߦߥ⊛ℂᗐࠆߡ

ⷰߩNOAA-14/ AVHRRߪ࠲࠺ߚߒ↪ޕߚߒ⏕ߡߞࠃߦታ㛎ࠍലᨐߩߎޕࠆߥߣ✢⋤

߆࿑ޕࠆߢᶏ㕙᷷ᐲផቯ↹(࿑1ฝ)ࠆߌ߅ߦ1997ᐕ103ᣣߚࠇߐផቯߡ↪ࠍ࠲࠺᷹

ਛᔃᐳޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ࿎㔍ߪߣߎࠆߔቯߦᗧ৻ࠍਛᔃᐳᮡߩޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ

ᮡࠍ⋥ᐳᮡ♽ߡ߅ߦᜰቯޕߚߒߦߣߎࠆߔ 

࿑82ߦᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟߩ↹ޔߚ߹ޕߔ␜ࠍ࿑9ߦዪᚲᓸಽࠝࡍ

࿑ޔߦࠄߐޕߔ␜ࠍߩේ↹ࠆࠃߦᐳᮡᒻᑼᭂ߮ࠃ߅↹ߩᓟࠫ࠶ࠛࠆࠃߦ࠲

2ߩᐳᮡᒻᑼᭂߦ࿑11ޔ↹ߩᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟ࠻࠶ࡉࠚ2ᰴర࠙ߩᐳᮡᒻᑼᭂߦ10

ᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟߩ↹ࠍ⋥ᐳᮡᒻᑼߦᄌ឵ߚߒ↹ޔ࿑12ᭂߦᐳᮡ

ᒻᑼߩߢዪᚲᓸಽࠝࠫ࠶ࠛࠆࠃߦ࠲ࡍᓟߩ↹ޕߔ␜ࠇߙࠇߘࠍ 

ዪᚲᓸಽࠝߡ↪ࠍ࠲ࡍ᳓႙ࠍⴕߚߞ႐ว ࠛߩࠫ࠶ㇱಽ߇ਇㅪ⛯ߥ↹߇ᓧ

ዪᚲޔ႐วߚߞⴕࠍ᳓႙ߡ↪ࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚᐳᮡ2ᰴర࠙ᭂޔᣇ৻ޕࠆࠇࠄ

ᓸಽࠝߚ↪ࠍ࠲ࡍ႐วߦᲧߩࠫ࠶ࠛޔߴㇱಽ߇ㅪ⛯⊛ߥ↹߇ᓧᭂޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ

ᐳᮡ♽࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡ߅ߦᄌ឵߇⋥✢⊛․ᓽޔߢࠈߎߣޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡ߃ࠄߣࠍ 

ߩਛᔃઃㄭ߮ࠃ߅↹ߩ┵ㇱ߇⇣Ᏹ୯ᭂޔߪࠇߎޔ߇ࠆߡߒ␜ࠍᐳᮡ♽2ߢᰴర࠙ࠚ

ߩ᳓႙ࠆߥߣ⽎ኻޕࠆߢߩ߽ࠆߔ࿃ߦߣߎࠆߥߣ⇹߇࠲࠺ޔ㓙߁ⴕࠍᄌ឵࠻࠶ࡉ

ඨᓘ18ߪx2-22x2↹⚛ߩ㗔ၞࠍߣߎࠆߦ⏕ᭂޔߚ߹ޕߚߒᐳᮡ♽ߡ߅ߦዪᚲᓸಽࠝࡍ

 ޕߚߒ⏕ࠍߣߎߥࠇࠄ߃ᝒߦലࠍᓽ․⊛✢⋤߇࠲

 

 
࿑8� 2ᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟߩ↹ 
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࿑9 ዪᚲᓸಽࠝࠫ࠶ࠛࠆࠃߦ࠲ࡍᓟߩ↹ᭂ߮ࠃ߅ᐳᮡᒻᑼࠆࠃߦේ↹ߩ 

 
࿑10 ᭂᐳᮡᒻᑼ2ߩᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟߩ↹ 

 
࿑11 ᭂᐳᮡᒻᑼ2ߩᰴర࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵(Haarၮᐩ)ᓟߩ↹ࠍ⋥ᐳᮡᒻᑼߦᄌ឵

 ↹ߚߒ
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࿑12 ᭂᐳᮡᒻᑼߩߢዪᚲᓸಽࠝࠫ࠶ࠛࠆࠃߦ࠲ࡍᓟߩ↹ 

 

2.2� ᷹ⷰⴡᤊ↹ߩᄌൻὐ 

ᄙᤨᦼߦขᓧߚࠇߐⴡᤊ↹ߩᄌൻὐޔࠍᄙ㊀⸃ᐲ⸃ᨆߡ↪ࠍࠆߔᚻᴺࠍ⚫

Ꮕߩ㑆↹ޔߡߒߣᣇᴺ߁ⴕࠍᄌൻὐࠄ߆࠲࠺ⴡᤊ↹ࠆࠇߐขᓧߦฦᤨೞޕࠆߔ

Ꮕ↹ޔࠅ߅ߡࠇ߹߇ߺᱡߥ⊛ᐞቇߪߦⴡᤊ↹ޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᣇᴺࠆߣࠍ

㒰ߦᲧセ⊛ኈᤃߪߺᱡߥᒻ✢ޕ߁߹ߒߡࠇߐߡߒߣᄌൻὐ߽⚛↹ࠆߔ࿃ߦߺᱡߪߦ

߇ࠆ߈ߢ 㕖✢ᒻߥᱡߩߺ㒰ߪኈᤃߪߢߎߎޔߚߩߘޕߥߪߢⴡᤊ↹ߦᄙ㊀⸃

ᐲ⸃ᨆࠍㆡ↪ޔߒ▵ὐᢙࠍシᷫࠅࠃߦߣߎࠆߔ㕖✢ᒻߥᱡߦߺലߥᄌൻὐᴺࠍ⠨᩺

․ޔࠆࠇߐಽഀߦ4ᚑಽߩHH,Hl,LH,LLߣࠆߔ↪ㆡࠇߙࠇߘߦᄙᤨᦼⴡᤊ↹ࠍMRAޕߚߒ

߁ࠃߩߘޔࠄ߆ߣߎߥߡߒᤋࠍߺᱡߥ⊛ᐞቇߥ㕖✢ᒻߥ⚦ᓸߪ↹ߩLLᚑಽޔߦ

⊛ᄢዪߩ↹ߩ೨߁ⴕࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ߪLLᚑಽޔߚ߹ޕࠆߢലߡߒኻߦߺᱡߥ

․ᓽࠍߩߘޔࠅ߅ߡߒᄙᤨᦼߦขᓧߚࠇߐ↹ߩLLᚑಽߩᏅ⇣ޔߪᄌൻὐࠍࠆߡߒ

ᄌ឵ߣᢙߩὐࠆࠇࠊᕁߣᄌൻὐߩᄌ឵೨ ߪቯ⸳ߩᢙ࡞ࡌߩMRAᤨߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ

ᓟߩᄌൻὐߣᕁࠆࠇࠊὐߩᢙߩߣᏅ⇣ߩߎޕࠆ↪ࠍലᨐࠍ᧲੩ḧߩ⥃ᶏㇺᔃߩᄙᤨ

ᦼߦขᓧߚࠇߐLANDSAT-4 ภⴡᤊߦタߚࠇߐนⷞㄭ⿒ᄖ⸘(TMࠨࡦ)↹↪ࠍ

ޕߔ␜ߦ࿑13ࠍTM↹ߩᄌൻ೨ᓟޕࠆ߈ߢ↪ߦ╬ⵍⷒ࿑ᚑߪTM↹ޕߚ߆⏕ߡ

ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᛠីࠍ╬ㅴⴕ⁁ᴫߩ⊑㐿ߩᶏㇺᔃ⥃ࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍᄌൻߩߎ

ਔ↹ߩᏅ⇣ࠍDaubechiesၮᐩߦၮ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠᄌ឵ߡ↪ࠍޕߚߒ૬ߡߖᄙᤨ

ᦼߦขᓧߚࠇߐⴡᤊ↹ࠄ߆࠲࠺ᄌൻὐࠍࠆߔ㓙ߩ㕖✢ᒻߥᓸ⚦ߥᱡߦߺኻࠆߔ

ലᕈࠍᬌ⸛ޔᤨߩߎޕߚߒਔ↹ߩᏅߡߞ߽ࠍᄌൻ⚿ᨐࠆߔߣᣇᴺߩߣᲧセࠍⴕޕ߁ 

࿑144ߪᰴDaubechiesၮᐩߦၮ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠᄌ឵ࠍᄌൻ೨ᓟߩ↹ߦㆡ↪ߚߒ↹

ޕߔ␜ࠍᏅߩේ↹ߩᄌൻ೨ᓟ߮ࠃ߅ᄌൻࠆࠃߦ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߪ࿑15ޔߚ߹ޕࠆߢ

ᄌൻ೨ᓟߩ↹ߩᏅ⇣࠻࠶ࡉࠚ࠙ޔࠍᄌ឵ࠍⴕߕࠊ⋥ធࠍⴕߚߞ႐วޔᓸ⚦ߥ㕖

✢ᒻᐞቇ⊛ᱡ߽ߢߺᄌൻὐߡߒߣߦࠇߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁߹ߒߡߒኻޔߒᄌൻ೨ᓟ

ߡߒߣᄌൻὐߪࠄࠇߘޔ႐วߚߞⴕࠍߡ↪ࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ޔࠍ⇣Ꮕߩ↹ߩ

ᄌൻὐᚻᴺߚ↪ࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߥࠇߐߪ

㕖✢ᒻߥ⚦ᓸߡߒߣᚻᴺߩߚࠆߔࠍᄌൻὐࠄ߆࠲࠺ⴡᤊߚࠇߐขᓧߦᄙᤨᦼޔߪ

ᐞቇ⊛ᱡߦߺലߣࠆߢޕࠆ߃ 
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࿑13� Landsat-4/TMߚࠇࠄ߃ᝒߡߞࠃߦࠨࡦᄌൻ೨ᓟߩ᧲੩ㇺᔃઃㄭߩⴡᤊ↹ 

 
࿑14� 4ᰴDaubechiesၮᐩߦၮ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠᄌ឵ࠍᄌൻ೨ᓟߩ↹ߦㆡ↪ߚߒ↹ 

 
࿑15�  Ꮕߩේ↹ߩᄌൻ೨ᓟ߮ࠃ߅ᄌൻࠆࠃߦ࠻࠶ࡉࠚ࠙

 

2.3� ᷹ⷰⴡᤊ↹ߩᒝ⺞ಣℂ 

(1) ⴡᤊ↹ߦኻࠆߔ㜞ၞᒝ⺞ 
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Haarၮᐩߦၮ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠᄌ឵ߡ↪ࠍ㜞ၞᒝ⺞ࠍⴕࠍߣߎ߁⠨ޔߪߢߎߎޕࠆ߃એ

ਅߩߟ2ߔ␜ߦ㜞ၞᒝ⺞ᚻᴺࠍ⚫ޕࠆߔ 

ᚻᴺ1ޔߪ 

1㧕ේ↹ߦኻ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒᄌ឵ࠍⴕ߁ 

2㧕ේ↹ߦኻߡߒ㑆ᒁ߈ಣℂࠍⴕ߁ 

3㧕LLᚑಽߩ↹ࠍ㑆ᒁ߈ಣℂᓟߩ↹ߣขࠆ߃឵ࠅ 

4㧕ㅒ࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ࠍⴕ߁ 

 ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍ⺞㜞ၞᒝޔࠅࠃߦᚻ㗅ߩ

৻ᣇޔᚻᴺ2ޔߪ 

1㧕ේ↹ߦኻ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒᄌ឵ࠍⴕ߁ 

2㧕HHᚑಽߩ↹ࠍĮ(ߪߢߎߎǩ=1.5ߩ႐วߩߔ␜ࠍ)ࠆߔ 

3㧕ㅒ࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ࠍⴕ߁ 

 ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍ⺞㜞ၞᒝޔࠅࠃߦᚻ㗅ߩ

NOAA-14/AVHRRߡ↪ࠍ࠲࠺᷹ⷰߩផቯ1997ߚࠇߐᐕ103ᣣࠆߌ߅ߦᶏ㕙᷷ᐲផቯ

↹ޕࠆߢ㜞ၞᒝ⺞ಣℂኻ⽎ࠆߔߣ↹࠲࠺ේ↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅↹

ߔޔ0ᵄᢙ߇ਛᄩߪ࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄޕࠆߢ⚛↹128× 128ߪ࠭ࠗࠨ↹ޕߔ␜ߦ࿑16ࠍ

 ޕࠆߡߒࠍᵄᢙᚑಽ⒟㜞ߊⴕߦᏀฝ߮ࠃ߅ਅޔߒ␜ࠍᵹᚑಽ⋤ޔߜࠊߥ

 
࿑16� 㜞ၞᒝ⺞ಣℂኻ⽎ࠆߔߣේ↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅↹ 

 

࿑17ߪේ↹߮ࠃ߅ᚻᴺ1ࠆࠃߦ㜞ၞᒝ⺞↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅↹ޔߒ␜ࠍ

࿑18ߪේ↹߮ࠃ߅ᚻᴺ2ࠆࠃߦ㜞ၞᒝ⺞↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅↹ޕߔ␜ࠍ 

ਔ࿑ࠍᲧߣࠆߴ 㜞ၞᒝ⺞ಣℂᓟߩ↹ߩ㜞ᵄᢙ߇࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄࠆߌ߅ߦჇᄢ

ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߥߪߢ⪺㗼ߪᏅߩ2ߣᚻᴺ1ޕࠆ߆ࠊ߇ലᨐߩಣℂߩߎࠄ߆ߣߎࠆߡߒ

ᒝ⺞ലᨐߩછᗧ߫ࠇ߃ᄌࠍࠇߎޔߢߩࠆߔଐሽߦĮߪ㜞ၞᒝ⺞ലᨐߩ႐วߩᚻᴺ2ޔߒߛߚ
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 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔታࠍ

 

 

࿑17 ේ↹߮ࠃ߅ᚻᴺ1ࠆࠃ㜞ၞᒝ⺞↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄ߮ࠃ߅↹ 

 
࿑18 ේ↹߮ࠃ߅ᚻᴺ2ࠆࠃߦ㜞ၞᒝ⺞↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄ߮ࠃ߅ 

 

1986ᐕ523ᣣߦLANDSAT-5/TMࠅࠃߦࠨࡦขᓧߚࠇߐ⾐ߩ↹ࠍේ↹(64x64↹

ේ↹ߦ࿑19ޕࠆߢ⊛⋠߇ߣߎࠆߴ⺞ࠍ㜞ၞᒝ⺞ലᨐߩᚻᴺ1ޕߔ␜ࠍߚ↪ߡߒߣ(⚛

ߢ↹ߥ⍎ߩ✢ᶏጯߩ⾐⋵╳ᓟᎹᴡญઃㄭޕߔ␜ࠍ࡞࠻ࠢࡍᝄࠬߩߘ߮ࠃ߅ㇱ৻ߩ

↹2ࠍේ↹ߦLLᚑಽ↹ޔߒ1Ბᣉࠍᄌ឵࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠၮߦHaarၮᐩߪ࿑20ޕࠆ

␜ࠍ࡞࠻ࠢࡍᝄࠬߩߘ߮ࠃ߅㜞ၞᒝ⺞↹ߚߒ᭴ᚑౣߡߒᝌࠍ↹ߚ1࿁㑆ᒁߦ⚛

ᵹᚑಽ⋤ߩ0߇ᵄᢙߩᮮ❑߇┵Ꮐޔࠅߢߩ߽ߚߒ␜ࠍߺߩታㇱߪ࡞࠻ࠢࡍᝄࠬޕߔ

ޔߣࠆߔᲧセࠍਔ࿑ޕࠆߡߒࠍᵄᢙᚑಽᦨ߽㜞߇ᵄᢙߩᮮ❑ߪ┵ฝޔߒࠍ

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 89



16 
 

ߦ߆ࠄ㜞ၞ߇ᒝ⺞ޔߚ߹ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡ߈ߢ࿑21ߪHaarၮᐩߦၮ࠶ࡉࠚ࠙ߊߠ

᭴ᚑౣߡߒᝌࠍ↹ߚ㑆ᒁߡߦ₸1/8߈㑆ᒁࠍේ↹ߦLLᚑಽ↹ޔߒ4Ბᣉࠍᄌ឵࠻

⺞㜞ၞᒝߡߴᲧߦ1Ბޔߪ႐วߩ4Ბޕߔ␜ࠍ࡞࠻ࠢࡍᝄࠬߩߘ߮ࠃ߅㜞ၞᒝ⺞↹ߚߒ

ലᨐߪ㜞ߩߩ߽㔀㖸߽ࠍᒝ⺞ߡߒାภᏪ㔀㖸Ყ߇ഠൻߚߒ↹ޕࠆߡߞߥߣ 

 

 
࿑19� 1986ᐕ528ᣣߦLANDSAT-5/TMࠅࠃߦขᓧߚࠇߐ⾐ߩේ↹ߩߘ߮ࠃ߅ᝄࠬ

 ࡞࠻ࠢࡍ

 
࿑20� ᚻᴺ1ࠆࠃߦ㜞ၞᒝ⺞↹ߩߘ߮ࠃ߅ᝄࠬ࡞࠻ࠢࡍ 
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࿑21� 4Ბ࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ࠆࠃߦ㜞ၞᒝ⺞ࠍㆡ↪ߚߒᓟߩ↹ 

 

(2) ⴡᤊ↹ߦኻࠆߔૐၞᒝ⺞ 

Haarၮᐩߦၮ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߊߠᄌ឵ߡ↪ࠍૐၞᒝ⺞ࠍⴕࠍߣߎ߁⠨ޔߪߢߎߎޕࠆ߃

એਅߔ␜ߦૐၞᒝ⺞ᚻᴺࠍ⚫ޕࠆߔᧄᚻᴺޔߪ 

1㧕ේ↹ߦኻ࠻࠶ࡉࠚ࠙ߡߒᄌ឵ࠍⴕ߁ 

2㧕LLᚑಽߩ↹ࠍǩࠆߔ 

3㧕ㅒ࠙࠻࠶ࡉࠚᄌ឵ࠍⴕ߁ 

 ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍ⺞ૐၞᒝޔࠅࠃߦᚻ㗅ߩ

NOAA-14/AVHRRߡ↪ࠍ࠲࠺᷹ⷰߩផቯ1997ߚࠇߐᐕ103ᣣࠆߌ߅ߦᶏ㕙᷷ᐲផቯ

↹ߡ↪ࠍૐၞᒝ⺞ಣℂߩലᨐޕߚ߆⏕ࠍ࿑22ߦኻ⽎ࠆߔߣේ↹ࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅

 ޕࠆߢ⚛↹128× 128ߪ࠭ࠗࠨ↹ޕߔ␜ࠍ࡞࠻ࠢࡍࠬ

 
࿑22� ේ↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅ 
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࿑23ߪૐၞᒝ⺞↹ޕߔ␜ࠍ࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅ 

 

࿑23� ૐၞᒝ⺞↹࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄߩߘ߮ࠃ߅ 

 

 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡ߈ߢ⺞ᒝ߇ૐၞޔߣࠆߔᲧセߢૐၞᒝ⺞ಣℂ೨ᓟࠍ࡞࠻ࠢࡍࠬࡢࡄ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠍലᨐߩߘߡߞࠃߦǩޔߦหߣ⺞႐ว߽㜞ၞᒝߩߎ

3㧚߈߇ߣ 

ⵍࠆࠃߦ᷹ⷰⴡᤊ↹ޔⓨ㑆․ᓽߩ࠲࠺᷹ⷰⴡᤊ↹ߚߴㅀߢߎߎ

ⷒ⁁ᴫߩᄌൻޔ᷹ⷰⴡᤊ↹ߩᒝ⺞ಣℂ߳ߩᔕ↪ߡᭂߪߥ߆ޕࠆߢߺߩ

᷹ⷰⴡᤊ↹ࠆࠃߦ㔕╬⒖ߩേߩ࡞࠻ࠢࡌ⸃ᨆޔ᷹ⷰⴡᤊ↹࠲࠺ߩ❗ޔ

᷹ⷰⴡᤊ↹ޔࠣࡦ࠲ࠬࠢߩ↹ಽ㘃ޔ᷹ⷰⴡᤊ↹ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ߩ⸃ᨆ4ޔᰴర

หൻߩ࠲࠺⸃ᨆ߳ߩᔕ↪╬ߪߡߟߦෳ⠨ᢥ₂17)-85)ߦ⚦ߢߩࠆ߇ෳᾖޕߚࠇߐ 
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2次元データの圧縮センシング

三村和史 ! 杉本純兵 † 平林晃 †

! 広島市立大学大学院医学研究科 † 山口大学大学院医学系研究科

概要. 圧縮センシングでは，1次元疎データの再構成が議論される．2次元データは並
べ替えによって 1次元データとして扱うことはできるが，観測行列が大きくなってしまう
などの問題が起こる．直接，2次元疎データを再構成するアルゴリズムについて議論する．

Compressed sensing for two-dimensional data
Kazushi Mimura! Jumpei Sugimoto† Akira Hirabayashi†

!Hiroshima City University †Yamaguchi University

Abstract. In compressed sensing, sparse recovery of one-dimensional data is mainly

discussed. Two-dimensional data can be recovered by rearranging to the one-dimensional

form, however the size of the sensing matrix must become large. We here discuss a sparse

recovery algorithm which can directly treat two-dimensional data.

1. 1次元圧縮センシング
圧縮センシングは，疎性を持つ高次元の信号を少ない観測から復元する枠組みであ
る [1, 2]．ベクトル x0 " RN が，M < N である行列 A " RM#N を用いて y = Ax0 " RM と
線形変換されているとき，行列 Aと観測 yから元のベクトル x0 を復元するというのが圧
縮センシングの問題設定となっている．未知数の数よりも方程式の数が少なく一般的には
不定であるがベクトル x0 が疎であれば，その事前知識を用いて復元が可能になる場合が
ある．
ベクトルが疎であるという事前知識を用いて，y = As を満たす sのうち非零要素数が
最も小さいベクトルを推定値とすることが考えられる．しかし，これはどの要素が非零で
あるかということに関する組合せ最適化問題となるため計算量の点で実用は困難である．
このため，その緩和として次の !1 ノルム最小化

x = argmin
s"RN

||s||1 s.t. y = As(1.1)

が広く推定に用いられている．これを内点法などの方法で解くと，O(N3) 程度の計算が

1
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必要となる．反復法に基づいて !1 ノルム最小化を効率的に行うアルゴリズムがいくつか
提案されている [3]．このうち，!1 ノルム最小化による再構成と同じ性能を実現できる近
似的メッセージ交換アルゴリズム (approximate message passing: AMP) に着目する [4]．
AMPのアルゴリズムは，

xt+1 ="t(Azt + xt)(1.2)

zt =y $ Axt +
1
#

zt$1 ||xt$1 ||0
N

(1.3)

と記述される．ただし，反復の初期値は x0 = 0, z0 = y である．また，# = M/N は圧縮
率，"t(x) = (|x| $ $t)I(|x| > $t)は近接関数であり，閾値 $t は時刻 t での 2乗誤差（の推定
値）に比例する大きさにしておく．ここで，I(P)は，命題 Pが真のとき 1，偽のとき 0を
とる指示関数である．AMPの計算量は，反復の回数を原信号の次元 N に依らないとする
とき O(N2)であり高速である．

2. 2次元圧縮センシング
応用上，原信号がベクトルではなく行列で与えられる場合も多い．例えば，画像処
理などである．平面的な 2 次元の原複素信号 X " CN1#N2 と，複素行列 A " CM1#N1 ,

B " CN2#M2 を用いて, Y = AXB " CM1#M2 となる線形観測について考える．原信号の大き
さは N1N2(=: N)であり，観測信号の大きさは M1M2(=: M)である．
このような問題でも，2次元データを並べ替えて 1次元データに変換しておくことで 1

次元圧縮センシングの手法は適用可能であるが，観測行列の大きさは O(N2) となる．一
方で，2次元のまま扱うと観測行列は 2つになるが，その大きさは合計しても O(N)であ
るため大規模データへの適用が容易になる．ここでは，

X = argmin
S "CN1#N2

||S ||1 s.t. Y = AS B(2.1)

の !1 ノルム最小化について考える．
この !1 ノルム最小化を行うための AMPの導出と同様に確率伝搬法 [5]に基づいて，次

2
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のアルゴリズムが導かれる．

Xt+1
i, j ="t

!"

(a,b)

A!a,iZ
t
a,bB!j,b + Xt

i, j

#
(2.2)

Zt
a,b =Ya,b $

"

(k,!)

Aa,kXt
k,!B!,b(2.3)

+
"

(k,!)

Aa,kR(A!a,kZt$1
a,b B!!,b)B!,b%R"

R
t

!"

(c,d)

A!a,iZ
t$1
a,b B!j,b + Xt$1

k,!

#

+
"

(k,!)

Aa,kI(A!a,kZt$1
a,b B!!,b)B!,b%I"

R
t

!"

(c,d)

A!a,iZ
t$1
a,b B!j,b + Xt$1

k,!

#

+ i
"

(k,!)

Aa,kR(A!a,kZt$1
a,b B!!,b)B!,b%R"

I
t

!"

(c,d)

A!a,iZ
t$1
a,b B!j,b + Xt$1

k,!

#

+ i
"

(k,!)

Aa,kI(A!a,kZt$1
a,b B!!,b)B!,b%I"

I
t

!"

(c,d)

A!a,iZ
t$1
a,b B!j,b + Xt$1

k,!

#

ここで，行列 Zの (a, b)要素を Za,b，行列 X の (i, j)要素を Xi, j などと表す．ただし，R(x),

I(x)は，それぞれ xの実部と虚部を表す．近接関数は "t(x) = (x$ $t x
|x| )I(|x| > $t) " Cとな

り，閾値 $t " Rは時刻 tでの 2乗誤差（の推定値）に比例する大きさにしておく．近接関数の
微分を，%R"R

t (x) = %R("t(x))/%R(x), %I"R
t (x) = %R("t(x))/%I(x), %R"I

t (x) = %I("t(x))/%R(x),

%I"I
t (x) = %I("t(x))/%I(x)とおいた．
このアルゴリズムによって，より大規模な 2次元データへの圧縮センシングの適用が期
待できる．今後は，動画など 3次元データやより高次元のデータの再構成などについても
検討が必要であろう．このような点についても議論したい．
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䛸䛺䜛䚹ࠊࡉ NS1 ᇶᗏ࣮ࢩࣅࢻࠊ࡚ࡋᑐ 1�NC ิ⾜ኚ 1�NP 䛻䜘䜛୪䜃᭰

䛘ࠊ࠸⾜ 1
1

�NS 䜢ᚓ䜛䚹䛣䛣䛷࣮ࢩࣅࢻࠊᇶᗏࡣ࡚࠸࠾ NS1 䛾๓༙ࡢ㔜ࡁࡘࡢせ

⣲
1
is せ⣲ࡢᕪࡁࡘ㔜ࡢᚋ༙ࠊࡀࡍኚ N

id ࠼᭰ࡧ୪ࠊࡓࠋ࠸࡞ࡋኚࡣ

せ⣲ࡢᕪࡁࡘ㔜ࡢᚋ༙ࠊࡁ N
id ᭱ࠊࡋ㏉⧞⟭ィิ⾜࡞࠺ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡋື⛣ࡣ ᚋ

ಀᩘࢺ࣮ࣞ┤ Swᚓࠋࡓ 
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 ࡛ࡇࡇ
W =P4W4…PN-1WN-1PNWN                              (6) 

 ࠊࡓ

N
T IWW

2
  �                    � � � � � � � (7) 

ࡀࡇ࠶ᙧኚ࡛⥺ࡍ㊊‶ᛶ┤ࡣኚࢺ࣮ࣞ┤ࠊ࡛ࡢࡘ❧ᡂࡀ

࡛ࡇࡇࠋࡓࡉ♧ N2
I ࡈࣝࣞࡣಀᩘࢺ࣮ࣞ┤ࠋࡍ♧ิ⾜༢ࡣ 

ศ࠶ࡣࣝࣞࡢࡇࠊࡓ࠸࡚ࡅ୰ᚰ࿘Ἴᩘᑐࡍᖏᇦᖜ᭷㝈✵㛫࡛⾲ࠋࡍ┤

࣮ࢺࣞಀᩘ Swࡢ୰᭱ࠊࡣపḟࣞࣝࡢಀᩘࡢࡀἼᙧ᭱ࡢప࿘

Ἴࡢᡂศࠊ࡞㧗ḟࣞࣝࡢಀᩘࡢࠊἼᙧࡢ㧗࿘Ἴᡂศከࡍࠋྵࡃ

 ࠋࡍศゎᡂศࡍ┤࠸ಙྕࡣኚࢺ࣮ࣞ┤ࠊࡕ࡞
┤࣮ࢺࣞኚࢱ࣮ࢹࡣᩘࡢࣝࣞࡢಶᩘᇶᗏ㛵ᩘࡢḟᩘ࡛Ỵ୍ࠋ

ࣞࠊሙྜࡢ2kḟࡀḟᩘࡢ2nಶ㸪ᇶᗏ㛵ᩘࡀᩘࢱ࣮ࢹ⯡ ࡣಀᩘࢺ࣮ࣞࡢ1ࣝ

ࣞࠊ2k-1せ⣲➨1➨ ࣞࠊ2kせ⣲➨2k-1+1➨ࡣ2ࣝ ࠊ㸬㸬㸬ࠊ2k+1せ⣲2k+1➨ࡣ3ࣝ

ࣞࣝL2➨ࡣn-1+12nせ⣲࡛࡛ࡇࡇࠋ࠶㸪L=n-k+2࡛ࠋ࠶ࠊࡤ࠼㸯㸮ḟᇶᗏ

㛵ᩘ256ಶࢱ࣮ࢹࡢኚࡍሙྜ㸦k=4ࠊn=8㸧ࠊL=6ಶࠋ࠶ࡀࣝࣞࡢ 
୍᪉ࠊ┤࣮ࢺࣞኚࡣ┤ᛶ‶㊊ࡍ⥺ᙧኚ࡛ࡢࡑࠊࡓ࠶㏫ኚ

ࡀᏑᅾࠋࡍ┤࣮ࢺࣞ㏫ኚࠊࡣኚ⾜ิWࡢ㌿⨨⾜ิWTࡀ㏫⾜ิࡢ࡞

 ᘧ(5)ࠊ࡛

w
TN SWX      � � � � � � � �               (8) 

ࡢඖࠊ࡚ࡗࡇࡍ௦ධᘧ(8)ࡣኚಀᩘࢺ࣮ࣞ┤ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠶࡛

㞳ᩓಙྕඖࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 
⏬ീࡣࡓḟඖࢱ࣮ࢹࡢศᯒࠊࡓࡍ┤࣮ࢺࣞኚࡀḟඖ

ᣑᙇࡍᚲせࡢࡇࠋ࠶ࡀᇶᮏ࠼⪄࡞᪉ࢺ࣮ࣞࠊࡣ㛵ᩘྵ㛫ࣛࣃ

ᇶᗏ㛵✚ࡢ㛵ᩘࢺ࣮ࣞࡢᶓ᪉ྥࡧཬ⦪ࠊࡋゎ㔘ࢱ࣮࣓ࣛࣃ㛫✵ࢱ࣮࣓

 ࠋࡉ⩏ḟᘧ࡛ᐃࡣኚࢺࣞḟඖ┤࣮ࠋࡍᩘ

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering 105



4 
 

TN
w WWXS  � � � � � � � � � � � � � � � (9) 

Wࠊಀᩘ࡛ࢺࣞḟඖ┤࣮ࡣSwࠊ࡛ࡇࡇ  WTࡣᇶᗏ㛵ᩘ࡚ࡗ⏕ᡂࡋ

㸯ࠊࡣኚࢺࣞḟඖ┤࣮ࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛ิ⾜⨨㌿ࡢࡑิ⾜ኚࡓ

᪉ྥᑐ୍࡚ࡋḟඖ┤࣮ࢺࣞኚࡢࡑࠊ࠸⾜⤖ᯝู᪉ྥᗘኚ

 ࠋḟᘧ࡛ồࡣ㏫ኚࢺࣞḟඖ࣮ࠋࡍᡂ࡚ࡗࡇࡍ

WSWX T
w

TN         � � � � � � �        (10) 

ྠᵝ୕ࠊḟඖࢱ࣮ࢹᑐࠊ࡚ࡋ┤࣮ࢺࣞኚࡣḟᘧ࡛ᐃ⩏ࠋࡉ 

� �
TTTN

w WXWWS ¸̧
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·
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©

§
¸
¹
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©
§                          (11) 

 ࡣ㏫ኚࢺ࣮ࣞࡢࡑ

WSWWX T
w

TTN            � � � � � � �     (12) 

 ࠋࡍ⾲࡛
ᮏ◊✲࡛ࠊࡣ┤࣮ࢺࣞኚᇶ࡙ࡓ࠸ከ㔜ゎീᗘゎᯒ᥇⏝ࠋࡍ

ศ┤ప࿘Ἴᡂศ㧗࿘Ἴᡂศീ⏬ࡣࡓಙྕࠊࡣከ㔜ゎീᗘゎᯒࢺ࣮ࣞ

ゎࡢࡑࠊࡋప࿘Ἴᡂศࡉࠊࡣ㧗࿘Ἴᡂศప࿘Ἴᡂศ┤ศゎ࡞␗࡛ࡇࡍ

ࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛ࡇࡢస᧯ࡢ㐃୍ࡃ࠸࡚ࡋᡂ⏕ᡂศࡢゎീᗘ㸦ከ㔜ゎീᗘ㸧

ಙྕࡣࡓ⏬ീ✵㛫ゎീᗘ㸦࿘Ἴᩘ㸧ࡢᩘ「࡞␗ࡢ㒊ศ✵㛫ࡢ㔜ࠊࡏྜࡡ

㝵ᒙⓗࠋࡍ⌧⾲ලయⓗ࡞ィ⟬᪉ἲࡣḟࡢ㏻ࠊࡎࠋ࠶࡛┤࣮ࢺࣞ

ಀᩘ Sw ࡣ 

> @ > @ > @

221

22212221

5
16

5
2

5
1

4
8

4
2

4
1

3
8

3
2

3
1

22212221
5
16

5
2

5
1

4
8

4
2

4
1

3
8

3
2

3
1

000000

0000000000

�

���

���

������ 
»¼
º

«¬
ª �����������»¼

º
«¬
ª ��������������

�������������������������� 

»¼
º

«¬
ª ��������������������� 

N

T
N
N

NN
T

i
i

ii

TTTNNN

T
N
N

NNi
i

iiNNN
w

d,,d,d,,,,,,d,,d,d,,,

,,,d,d,d,,,,,,d,d,d,,,,,,s,s,s

d,,d,d,,d,,d,d,,d,d,d,d,d,d,s,s,s

SSS

S

   (13) 

ಀᩘ࡛ࢺࣞi┤࣮ࣝࣞࡣSi 㸦i=1, 2, … N-2㸧ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡍࡉ⾲࡛

┤ࡈࣝࣞࠊ㡰ḟࠊඛ㢌せ⣲ࡢಀᩘࢺ࣮ࣞ┤ࠊḟࠋ࠶

Ἴᙧࡢ㧗࿘Ἴᡂศྛప࿘ἼᡂศἼᙧࡢ㸪࡛ࡇࡍ㏫ኚࢺ࣮ࣞ

 ࡣከ㔜ゎീᗘゎᯒࢺ࣮ࣞࠊࡕ࡞ࡍࠋࡁ࡛ࡀࡇࡅศ࡛

221 ������� N
TTTN SWSWSWX                          (14) 

ྜ⤖ᙧ⥺ࡢࢱ࣮ࢹࡢࡍ⾲㡰ḟ㧗࿘Ἴᡂศప࿘Ἴࢱ࣮ࢹ㞳ᩓࠊ࠺ࡍ♧࡛

࣮ࡢ1ࣝࣞࡣ1㡯㸦WTS1䠅➨ࠊᘧ࡛ࡢ㎶ྑࡢᘧୖࠋ࠶ゎᯒ᪉ἲ࡛ࡍศゎ

࣮ࣞࡢ2ࣝࣞࡣ2㡯㸦WTS2䠅௨㝆➨ࠊ࠼ᡂศࡉ⌧ಀᩘࢺࣞ
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ಀࢺ࣮ࣞࡢN-2ࣝࣞࡣN-2㡯㸦WTSN-2䠅➨ࠊᡂศࡉ⌧ಀᩘࢺ

N-2ࣝࣞ1ࣝࣞࠊ࠺ࡍ♧ᘧ(14)ࠋ࠼࡛ᡂศࡉ⌧ᩘ
࡛⌧ࡉᡂศࡣࠋ࡞ࢱ࣮ࢹࡢ 

㸯ḟඖࡢሙྜྠᵝࠊ㸰ḟඖ㸱ḟඖ࣮ࢺࣞከ㔜ゎീᗘゎᯒࡒࡑࡣ 

WSWWSWWSWX TTT
221 ������� N

N                           (15) 

WSWWWSWWWSWWWSWWX T
N

TTT
i

TTTTTTTTN
221 �����������     (16) 

ᡂศࡢపࣞࣝࠊࡍ⏝㐺ീ⏬ࡣከ㔜ゎീᗘゎᯒࢺ࣮ࣞ┤ࠋࡍ⾲࡛

㸦✵㛫࿘Ἴᩘࡢప࠸ᡂศ㸧ࡣᖹᆒⓗ࡞ሗᢳฟࠊࡋ㧗ࣞࣝࡢᡂศ㸦✵㛫࿘Ἴᩘࡢ

㧗࠸ᡂศ㸧ࡣ⏬ീࡢ㍯㒌➼ኚ⋡ࡢ࠸ࡁሗᢳฟࠊࡕ࡞ࡍࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ

⏬ീࡀ㡰ḟࠊ⣽࡞ࡃ㒊ศྛᡂศࡢ㝵ᒙศゎࠋࡉ 
ᇶᗏ㛵ᩘࠊ࡚࠸ࡘᵝ࡞ࠎ㛵ᩘ㸦DaubechiesࠊCoifman ࡧ࠾ Baylkin 㛵ᩘ࡞㸧ࡀ

ࡃࡁࡣḟᩘࡢᇶᗏ㛵ᩘࠋ࠶㔜せ࡛ࡀࡇࡍ㑅ᢥᇶᗏ㛵ᩘ࡞㐺ษࠊࡀ࠶

 ࠋ࡞ࡃ㧗⬟࿘Ἴᩘศゎࠊ࡞࡚ࡘ࡞
 

㸱㸬ὶయຊᏛࡢᛂ⏝ 

ᮏ⠇࡛ࠊࡣὶࡢḟඖ PIV ᐇ㦂ィ ୕ࢱ࣮ࢹḟඖࡢὶࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢩ್ᩘ

 ࠋࡍ⤂ᛂ⏝ࡢከ㔜ゎീᗘゎᯒࢺ࣮ࣞࠊ࡚ࡋᑐࢱ࣮ࢹࡢ
 
3.1 PIV ィ ࡢࢱ࣮ࢹゎᯒ 

ᰕࡢ࡞≀యࡢ࿘ᮇⓗ ᨺฟࡀิ ࣥࣝᙧᡂࡀࡇࡉ

ࠊ࡞㠀ᐃᖖὶࡍኚື࿘ᮇⓗࡣิ ࣥࣝࡢࡇࠊࡋࡋࠋ࠸࡚▱ࡃ

」㞧୕࡞ḟඖࡢᵓ㐀ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡘᰕᚋὶࡢ ᵓ㐀ࡈ࣮ࣝࢣࢫゎࡓࡍ

ࡢᰕᚋὶࡓ࠸⏝ከ㔜ゎീᗘἲࢺ࣮ࣞ┤ࠊ PIV ィ ࡢ㏿ᗘࡢࢱ࣮ࢹ

ゎᯒ⤂ࠋࡍ 
PIV㸦Particle Image Velocimetry; ⢏Ꮚ⏬ീὶ㏿ ᐃἲ㸧ࡣὶྍࡢどᢏ⾡⏬

ീฎ⌮࣭⏬ീゎᯒᢏ⾡ࡓࡏྜ⤌ὶయィ ᪉ἲ࡛ࡢࡇࠋ࠶᪉ἲࠊࡣ⇕⥺㢼㏿ィ

ᚑ᮶ࠊⅬ࡛ࡁ࡛ࡀࡇᚓᗘሗ㏿ࡢ࣭ከⅬ▐ࡃ࡞ࡇࡍሙὶ࠺ࡢ

 ࠋ࠸࡚ඃ࡚ẚィ ᪉ἲࡢ
PIV ィ ࡛ࡎࠊࡣὶ࣮ࢧ࣮ࣞࢺ⢏Ꮚΰධ࡚ࡗࡇࡍὶሙྍࡢど

࡚ࡋࡑࠋ࠺⾜ᚤᑠࡢ㛫㛫㝸࡛ᙳࡓࡋ㐃⥆ࡢ㸰ᯛྍࡢど⏬ീᑐࠊ࡚ࡋ㡿ᇦ

ศࡢࡑࠋ࠺⾜ィ⟬㡿ᇦ࡛ࡢ⢏Ꮚ㍤ᗘ⃰ࢡ࣮ࣆࡢᗘࡀ࣮ࣥࢱࣃᚤᑠ㛫ᚋ

ࣝࢺࢡᗘ㏿࡞ᒁᡤⓗࠊ࡚ࡗࡇࡍ⟭ィ࡚࠸⏝㛵ಀᩘ┦ࡢࡓࡋື⛣ࡅࡔ

ࢡᗘ㏿ࡢከⅬࠊࡇ࠺⾜࡚ࡋᑐィ⟬㡿ᇦࡢ࡚ࡓࡋศࡇࠋồ

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ ィྠࣝࢺ
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� �  
(a) ഃ㠃ィ  � � � � � � � � � � �   (b) ୖ㠃ィ  

ᅗ㸯 PIV ィ ࡢᐇ㦂⨨ 
 

ᅗ㸯ࡣḟඖ PIV ィ ࡢᐇ㦂⨨࣮ࢧ࣮ࣞࢺࠋࡍ♧⢏Ꮚΰධࡓࡏࡉὶ୰

ᐇ㦂ࣔࣝࢹᅛᐃୖࠊࡋ㠃ࡣࡓഃ㠃ࢺ࣮ࢩ࣮ࢨ࣮ࣞග↷ᑕࠊࡋ㧗㏿࣓ࢹࣅ

ࡓࡋ⏬㘓ࠋࡍᙳ㠃ୖࡣࡓഃ㠃ࡣࣛ 1025 ᯛࡢ⏬ീ PIV ࠊࡋゎᯒ࡛ࢺࣇࢯ

ィ ᖹ㠃ෆࡢὶࡢ㏿ᗘ ᗘࡢศᕸồࠋᐇ㦂᮲௳ࡣ௨ୗࡢ㏻ࠋ࠶࡛ 
y 㧗㏿࣓ࣛࢹࣅ㸸Photoron FASTCAM SA3 
y ࣮࣮ࣞࢨ⨨㸸DPSS  㸦㸯㹕㸧࣮ࢨ࣮ࣞ
y ࣮ࢧ࣮ࣞࢺ⢏Ꮚ㸸୕⳻Ꮫ�  SP20ss ࣥࢲ

� � � � � � � � ⢏Ꮚᚄ� 63~75 µm� � ẚ㔜� 1.02 
y ᙳᩘ࣮ࣞࣇ㸸250 FPS 
y ࢻ࣮ࣆࢫ࣮ࢱࣕࢩ㸸1 ms 

 

� �  
(b) ഃ㠃 � � � � � � � � � � � � � � �   (b) ୖ㠃 

ᅗ㸰 PIV ィ ▐㏿ᗘ ᗘศᕸ 
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ᅗ㸰ࡣ PIV ィ ᚓࡓഃ㠃࣭ୖ㠃ࡢ▐ ᗘཬࡧὶ⥺ࠋࡍ♧ഃ㠃ࡢィ 

ୗὶࡀ࡞ࡋቯ◚ ࡞ࡉᑠࡀࡑࠊࡁㄆ࡛☜ࡀ⏕Ⓨࡢิ ࣥࣝయ≀ࠊ

ࡀࡇࡃ⾜࡚ὶୗὶࡀ ࡞ࡉᑠࠊ ィࡢ㠃ୖࡓࠋࡀࡇὶ

  ࠋ
ὶሙࡢከ㔜࣮ࣝࢣࢫᵓ㐀ゎࠊࡎࠊࡓࡍDaubechies ࡢ 10 ḟᇶᗏ㛵ᩘ

ศ࿘Ἴᩘ̿㛫✵㛫ኚື㏿ᗘከ㔜ゎീᗘἲࢺࣞḟඖ୍࣮ࡓ࠸⏝

ゎ8ࠊࡋ ಶࣝࣞࢺ࣮ࣞࡢᚓྛࠊࡇࡑࠋࡓ࿘Ἴᩘࡢ▐㏿ᗘᡂศ

 ࠋࡓࡋฟ⟭ᛂຊࢬࣝࣀࣞ
� ᅗ㸱(a)ࠊഃ㠃ࣝࣞࡅ࠾ 1 ࣞࠋࡍ♧ᛂຊศᕸࢬࣝࣀࣞࡢ ࡢᛂຊࢬࣝࣀ

್᭱ࡢ⠊ᅖࡣ㞳㡿ᇦ⤊ࡢ㏆࡛☜ㄆ࡛ࡣࡇࠋࡁィ ࢱ࣮ࢹ㠀ᖖ㏆࠸

୰ᚰ࿘Ἴᩘࠊࡣ㏆ഐᚋὶࡢయ≀ࠊࡇ 0.73Hz ᨭࡀప࿘Ἴᡂศࡢᗘ㏿ࡍᙜ┦

㓄ⓗᵓᡂࠋ࠼⪄࠸࡚ࡋᅗ㸱(b)ࡣഃ㠃ࡅ࠾୰ᚰ࿘Ἴᩘ 10Hz ࣀࣞࡢ

ࠊ࡞ࡃࡉᑠࡣ್ࡢᛂຊࢬࣝࣀ㸪࡚ࣞࡋẚ㍑ᅗ㸱(a)ࠋࡍ♧ศᕸࡢᛂຊᡂศࢬࣝ

 ࠋ࠸࡚⌧ᒙ᩿ࡏࡢయ㏆ഐ≀ࡣ⠊ᅖࡢ್᭱ࡢࡑ
ḟࠊḟඖ࣮ࢺࣞከ㔜ゎീᗘゎᯒ࡚࠸⏝ PIV ィ ᚓࡓὶࡢ▐

㏿ᗘ ᗘ㸦ᅗ㸰㸧ྛ࿘Ἴᩘᖏᇦศゎྛࠊࡋ࿘Ἴᩘ㡿ᇦࡅ࠾ᚋὶࡢ▐ ࡢ

ศᕸࠋࡍᅗ㸲ഃ㠃࣭ୖ㠃ࣝࣞࡅ࠾ 1 ♧ᗘศᕸ ⥺ὶ▐ࡢ

ࡢᅗ㸰ࠋࡍ PIV ィ ࡢ࡞ࡁ ศᕸࠊࡇ࠶࡛ࡌྠࡀ≀యᚋὶࡢ ࡢప࿘

Ἴᡂศࡀὶࡢ ᵓ㐀ᨭ㓄ࠋࡓࡗࡀࡇ࠸࡚ࡋᅗ㸳ࡣഃ㠃࣭ୖ㠃ࣞࡅ࠾

ࣝ 2 ࡢᗘ ࡞ࡉᑠ ࣥࣝࠊ࡚ࡋẚ㍑ᅗ㸲ࠋࡍ♧ᗘศᕸ ⥺ὶ▐ࡢ

ḟ ࡀὶሙศᕸࡀࡇ࠸࡚ࡋ☜ㄆ࡛ࠋࡁ 
 

3.2 ୕ḟඖὶࢱ࣮ࢹࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢩ್ᩘࡢゎᯒ 

 

�  
(a) ୰ᚰ࿘Ἴᩘ 0.73Hz                   (b) ୰ᚰ࿘Ἴᩘ 10Hz 

ᅗ㸱 ከ㔜ࢬࣝࣀࣞࡢ࣮ࣝࢣࢫᛂຊศᕸ 
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�  
(a) ഃ㠃             �                  (b) ୖ㠃 

ᅗ㸲� ࣞࣝ 1  ᗘศᕸ ⥺ὶ▐ࡢ
 

�  
(a) ഃ㠃         �                       (b) ୖ㠃 

ᅗ㸳� ࣞࣝ 2  ᗘศᕸ ⥺ὶ▐ࡢ
 

ᮏ⠇࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢩࢹࢪ࣮ࣛࠊࡎࠊࡣ㸦Large-Eddy Simulation: LES㸧

ࣞḟඖ࣮୕ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍゎᯒሙḟඖὶ୕ࡢ࿘ࡢ࣮ࣛࢻ㌴ື⮬

 ࠋࡍゎᯒࢱ࣮ࢹḟඖ▐㏿ᗘ୕ࡢ⟭ィ್ᩘࡢࡑ࡚࠸⏝ኚࢺ
ὶࠊࡣ㛗࣭ࡉ㛫ࡀ࣮ࣝࢣࢫᖜᗈࡃศᕸ ࡓࡋ≉ᚩࡗࠋࡅ

ࠊࡣ ࡞ࡁ≉ᚩ㛗ࡀࡉᖹᆒὶྠ⛬ᗘ᭱ࠋ࡞ᑠࡀ ࡞ࡉὶ㐠ືࣝࢿࡢ

LESࠋࡓࡗࡓࣝࢺࢡࢫࡣ࣮ࣝࢣࢫࡢὶࠋࡍࡇ㉳ࡁᘬᩓ㐓࣮ࢠ ࡞ࡉᑠࡣ࡛

ࡣᅗ㸴ࠋ⾜ࡀ᥋ᩘ್ゎᯒ┤ࡣࡢ ࡞ࡁࠊࡋࣝࢹࣔࡣ࣮ࣝࢣࢫ LES ᩘ್ィ

 ࡉ௦⾲㛗ࡢ࣮ࣛࢻࡓࡋ⏝ࠋࡍ♧㡿ᇦࡢኚࢺࣞḟඖ࣮୕㡿ᇦࡢ⟭
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ᅗ㸴 ィ⟬㡿ᇦ 

�  

(a) x-zᖹ㠃                         (b) x-yᖹ㠃 
ᅗ㸵 LES  ᗘศᕸ ⥺ὶ▐ࡢ

 
ࡣ L=45mm ࡛ᐇᶵࡢ ࡣᩘࢬࣝࣀࣞࡢ⟭ィ್ᩘࠋ࠶40%࡛ 1.3�105 ⮬ࡢᐇ㝿ࠊ࡛

ື㌴ࡀ 60km/h ࡛㉮⾜ࡍ┦ᙜࠋࡍ 
ᅗ㸵ࡢࣝࢹ࣮ࣔࣛࢻࡣ୰ᚰ㏻ x-z x-y᩿㠃ࡢ▐ὶ⥺ ᗘ್ᩘࡢィ⟬

⤖ᯝࡢࣝࢹࣔࠋࡍ♧ඛ➃㧗࠸ ᗘ࡛ᑠࡀ ࡢ࣮ࣝࢣࢫᨺฟࠊࡉ᰿ඖ㒊ഃ㠃

 ࠋࡁㄆ࡛☜ࡀᵝᏊ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ ࡞ࡁࡢ࣮ࣝࢣࢫ㙾㠃㏆ഐ
࡚࠸࠾ᚋ᪉ࡢࣝࢹ࣮ࣔࣛࢻ 3 ḟඖࡢὶ⥺್ᩘࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸶(a)ࢻࠋࡍ♧

࣮ࣛ㙾㠃㏆ഐࡀ ࡚࠸࠾ᙧᡂࠊࡋ㞳㡿ᇦᙧᡂ࠸࡚ࡋᵝᏊࡀぢ࡚ྲྀࠋᮏ◊

 ᅗ㸶(b)ࠋࡓࡋゎᯒḟඖ▐㏿ᗘሙ୕ࠊ࡚࠸⏝ኚࢺࣞḟඖ࣮୕ࠊࡣ࡛✲
 

� � � � �  
(a) LES ⤖ᯝ� � � � � � � � � �   (b) ࣮ࣝࢣࢫ 62 mm 
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(c) ࣮ࣝࢣࢫ 29 mm 

ᅗ㸶 LES  ὶ⥺ศᕸ▐ࡢ
 
㸯ࣝࣞࡒࡑࡣ(c) 2 ࡢ 3 ḟඖὶ⥺ศᕸ࣮ࣝࢣࢫࠋࡍ♧ 62 mm ὶ⥺ศᕸࡢ

࣮ࣝࢣࢫࠋࡓࡉᢳฟࡁࡗࡣࡣ ࡞ࡁࡢ㞳㡿ᇦࠊ 29 mm ࢻࡣὶ⥺ศᕸࡢ

࣮ࣛඛ➃ࠊഃ㠃ཬࡧ᰿ඖ㒊Ⓨ⏕ࡓࡋᑠ ࡢࡇࠋࡍ♧ᑠ ࡀ࣮ࣛࢻࡣ

Ⓨ⏕ࡓࡋ✵ຊ㦁㡢㛵㐃ࠊࡋᅗ㸶್ᩘࡢ⤖ᯝぢࠋ࠸࡞ 
 

㸲㸬࠾ 

୕ḟඖ࣮ࢺࣞኚࡢ⤖ᯝࠊὶࡢከ㔜࣮ࣝࢣࢫᵓ㐀ࡢᶵᵓᐃ㔞ⓗ

ศᯒࡀࡇࡍᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛ࠋ࠶ 
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マセマティカル・モルフォロジと画像解析
浅野晃

関西大学総合情報学部

概要. 線形演算で構成される世界は数学的には扱いやすいが，現実の世界は，しばしば
上限・下限をもつ「有界で非線形」なものになっている。マセマティカル・モルフォロジ
（以下モルフォロジ）は，完備束での上限・下限演算を基盤として構成された，有界な世
界を扱う非線形演算の体系である。本講演では，モルフォロジの基本的な考え方と，画像
処理を中心とする各種分野への応用を説明する。さらに，ウェーブレット変換のモルフォ
ロジによる拡張について説明し，画像解析への応用の可能性について議論する。

Mathematical morphology and image analysis
Akira Asano

Faculty of Informatics, Kansai University

Abstract. Although the world composed of linear operations is mathematically simple,
the real world has often suprema and infima and is bounded and nonlinear. Mathematical
morphology is a system of nonlinear operations to treat the bounded world and is composed
based on supremum and infimum operations on the complete lattice. This talk explains the
fundamental concept of mathematical morphology and its application to image processing.
Extension of the wavelet transform by mathematical morphology is also explained and its
application to image processing will be discussed.

1. マセマティカル・モルフォロジの思想
フーリエ解析やウェーブレット解析をはじめとして，信号処理の理論は，線形な世界で
構築されたものが主流を占めてきた．線形な世界とは，足し算が自由にできる世界，すな
わち，１たす１が必ず２になる世界である．足し算が自由にできるならば，扱う数には上
限も下限もないはずである．100までの数しか扱わないから，99+99は計算できない，な
どということは，線形な世界ではありえないことである．
しかし，このような線形な世界は，われわれの持つ自然界の描像として正しいものであ
ろうか．われわれが自然界から情報を得るには，センサが必要である．例えば，画像情報
を得るにはカメラが必要である．どんなカメラを使っても，ある強さよりも弱い光は真黒
に，ある強さよりも強い光は真白にしか写らない．つまり，得られた画像情報は，上限や
下限をもつ有界なものである．これに限らず，われわれが現実に扱う対象は，つねに，線
形な世界とは異なる「非線形で有界な世界」にある．
このような「有界な世界」を表す数学的構造が，順序集合の一種である「完備束」[1]で

1
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ある．完備束とは，「どの部分集合に対しても，必ず上限・下限が存在する集合」である．
そして，本記事で解説する “マセマティカル・モルフォロジ (mathematical morphology)”
（以下モルフォロジ*1）は，完備束での上限・下限演算を基盤として構成された，非線形演
算の体系である [2]．
モルフォロジは，もともと画像処理の体系のひとつとして考案されたものである．その
中心的な思想は，「画像は構造をもっている．その構造を知ることで，画像のもつ意味を
理解できる．」というものである．
ここでいう「構造」とは，対象の画像が生成されているしくみ・理由，といった意味で
ある．すなわち，分析の対象の画像は，ただ漠然とピクセルが並んでいるのではなく，何
らかのしくみにもとづいて生成されたもののはずだと考え，そのしくみを見出すことに
よって画像の意味を理解することを，モルフォロジは目指しているのである．
モルフォロジの創始者である G. Matheronと J. Serraは，フランスのパリ国立高等鉱山
学校 (École des Mines de Paris)の研究者で，当初は鉱石に分布する鉱物の幾何学的特性を
評価する方法として，モルフォロジを着想した [3] *2．鉱石に含まれる鉱物は，その種類
に応じて特徴的な形状の粒子になっている．したがって，鉱石の断面の画像が「特徴的な
粒子の集まりである」という構造をもつと考え，粒子の形・大きさを分析する方法として
考えられたのが，モルフォロジの始まりである．
粒子の形・大きさを分析するもっとも基本的な方法は，画像中の粒子が形作る図形に，
典型的な粒子状図形を「はめ込む」ことである．はめ込むことができれば，そこにはその
典型的図形で表される粒子が存在する可能性がある．はめ込むことができなければ，そこ
にはその粒子はない．すなわち，その場所には粒子状図形という構造はないことがわか
る．粒子が形作る図形に限らずどんな図形でも，典型的図形をはめ込むことで，その典型
的図形が表す構造がないかどうかがわかる．この「はめ込む」操作が，2.1節で説明する
オープニング (opening)である．また，ここでいう「典型的図形」は，調べたい構造を表
すものだから構造要素 (structuring element, SE) *3という．さらに，構造要素の形やサイズ
をいろいろに変えることによって，もとの図形を構成する構造要素のサイズの分布を求め
たり（3.2節の「サイズ分布」），図形からその構造要素の構造をもたない部分を除いて再
構成する（3.3節の「スケルトン」）といったことが可能になる．
さて，オープニングは，各画素における近傍の画素との論理積・論理和にもとづく集合
演算の組み合わせで表すことができる．これらは，それぞれエロ－ジョン (erosion)，ダイ
レーション (dilation)とよばれるもので，2.2節で説明する．Erosionは「侵食」，dilation

*1 “morphology” という言葉は，形態への作用を研究する分野の名称として，物質科学や言語学などさ
まざまな学問で用いられている．“mathematical morphology” は，それらに対して，数学を基盤とする
morphologyとして名づけられたのであり，単にモルフォロジと略してしまうのは，本来は正しくない．

*2 Matheronは，鉱石中の鉱物のようなランダムな図形を扱うランダム閉集合理論と，鉱床のような空間分
布を記述・予測する統計的手法であるクリギング (kriging)の創始者でもある．

*3 “structuring”だから，本当は「構造化要素」というべきで，またそのほうが「構造を見つける」意味をよ
く表しているが，「構造要素」と訳されている場合が多い．

2
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は「膨張」という意味であり，実際に対象の図形をそれぞれしぼませる，膨らませる効果
をもつ．モルフォロジに対して画像処理の世界で一般的にもたれている「しぼませたり膨
らませたりするやつ」という印象は，ここからでている．エロ－ジョンとダイレーション
を基盤とすることで，モルフォロジは「はめ込みを定量的に取り扱う集合演算を基盤とし
てつくられた，数学の体系」ととらえることができる．
さらに，グレースケール画像においては，2.2節で説明するように，論理積・論理和は
それぞれ下限 (inf)演算・上限 (sup)演算と考えることができる．そこで，下限・上限演算
をあらためてモルフォロジの基本演算と考えると，モルフォロジは下限・上限が定義され
ている順序集合，すなわち完備束における演算の体系として扱うことができる．例えば，
2.6節で説明するように，カラー画素を表すベクトルで完備束を構成することにより，カ
ラー画像におけるモルフォロジを定義することができる．
完備束は，上で述べたように，線形な世界よりも現実に近い世界を表す数学的構造であ
る．「はめ込み」から始まった，ここまでのモルフォロジの展開は，モルフォロジが「非
線形で有界な世界」の基本となる演算の体系であることを示している．本記事では，この
ようなモルフォロジの展開を順に説明してゆき，さらにウェーブレット変換への展開にも
ふれる．

2. 基本的な演算
2.1 オープニング
モルフォロジの基本となるはめ込みを表す演算はオープニングとよばれるものである．
いま，画像中の図形に対応する集合 X と，構造要素に対応する集合 Bを考える．２値画
像の場合，X や Bの要素は，それを構成するピクセルの位置を表すベクトルと考えればよ
い．つまり，２値画像が「白画素の座標」の集合で表されているとする．

X の Bによるオープニング XB は，次の性質をもつ．

(2.1) XB = {Bz | Bz ! X, z " Z2}

ここで，Bz は Bを zだけ移動したもの (translation)で，Bz = {b + z | b " B}である．
“X の Bによるオープニング”は「X からはみ出さないように，Bを X の内部でくまな
く動かしたときの B全体の軌跡」であり，図 1のように，「X から，Bが収まりきらない
くらいの小さな部分だけを除去して，その他はそのまま保存する」という作用を表してい
る．つまり，“オープニング”は「画像中の物体から，構造要素よりも小さな部分を取り除
く作用」であり，はめ込みを具体的に実現する演算である．モルフォロジはこの演算を基
本として，さまざまな構造要素による演算を組み合わせることで，画像中の物体の形・大
きさを操作する種々の演算を構成する．

3
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X

（Xの内部でくまなく動かす）

Bが収まりきらないくらいの

小さな部分だけ除去

B

XB

Fig. 1. オープニングの効果

2.2 エロージョンとダイレーション
式 (2.1)に示すオープニングは，さらに単純なピクセルごとの演算に分解して定義する
ことができる．そのために，以下のとおり，ミンコフスキー差 X # Bと和 X $ Bを定義
する．

(2.2) X # B =
!

b"B

Xb

(2.3) X $ B =
"

b"B

Xb

式 (2.2)のミンコフスキー差については，次の性質がある．まず，x " Xb ならば x % b " X
であるから，

(2.4) X # B = {x| x % b " X, b " B}

とも表せる．さらに，集合 Bの反転 (reflection) B̌を B̌ = {%b|b " B}と定義すると，次の
ように表現される．

(2.5) X # B = {x|B̌x ! X}

反転の定義から B̌x = {%b + x| b " B}であり，よって B̌x = {x % b| b " B}となるからであ
る．このことを式 (2.4) にあてはめると，式 (2.5) の関係が成り立つことがわかる．これ
は，X # Bは「X からはみ出さないように，B̌を X の内部でくまなく動かしたときの，B̌
の原点の軌跡」であることを示している．
また，右辺のミンコフスキー和については，

(2.6)
"

b"B

Xb = {x + b| x " X, b " B}

4

Proceedings of the MEXT & OKU 2012 Workshop on Wavelet Theory and its Applications to Engineering118



であるから，

(2.7) X $ B = {b + x| b " B, x " X} =
"

x"X

Bx

とも表せることがわかる．これは X $ Bは「X の内部の各点に，それぞれ Bのコピーを
貼り付けたもの」であることを示している．
以上の演算を使って，X の Bによるエロージョンとダイレーションという演算を，それ
ぞれ X # B̌，X $ B̌のように定義する．式 (2.2)，式 (2.5)から，エロージョンは

(2.8) X # B̌ =
!

b"B

X%b = {x|Bx ! X}

であることがわかる．エロージョン X # B̌は，Bを X からはみ出さないように X の内部
でくまなく動かしたときの，Bの原点の軌跡であり，Bによって X の周囲を削り取ったも
のであることを意味している．
逆にオープニング XB は，上の演算を用いて XB = (X # B̌) $ Bと定義される．この定義
によるオープニングを図示したものが図 2 である．●は図形を構成する画素を表してい
る．“X の Bによるエロージョン”とは「Bを X の内部に収まる範囲でくまなく動かした
ときの，Bの原点の軌跡」だから，第１段階のエロージョンでは，X の内部で Bをはみ出
さずに配置できる場所が求められる．さらに，第２段階のミンコフスキー和は X # B̌の
内部の各点に，それぞれ Bのコピーを貼り付けたものである．したがって，X の Bによ
るオープニングは，先に述べたとおり X からはみ出さないように，Bを X の内部でくま
なく動かしたときの Bそのものの軌跡となる．

2.3 クロージング
クロージングは，前節の基本演算を用いて，

(2.9) XB = (X $ B̌) # B

と定義される．クロージングは，画像中で “対象の図形でない部分”，つまり背景に対して
オープニングを行う演算であり，画像中の図形にある，構造要素よりも小さな穴や欠けを

X⊖B＝｛x│Bx⊆X｝ XB＝（X⊖B）⊕B　　　　

X

B

̌ ̌

第１段階 第２段階

Fig. 2. オープニングの成り立ち
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埋める作用を表す．
クロージング (closing) XB は，オープニング XB に対して，

(2.10) [XB]c = (Xc)B

という性質をもつ．ここで Xc は Xc = {x|x ! X}と定義され，画像中の図形と背景を交換
する演算を意味する．式 (2.10)の関係を，オープニングとクロージングの双対性 (duality)
といい，以下のように証明される．
証明　式 (2.2)から，(X#B)c =

#
b"B Xc

b である．よって式 (2.3)から，(X#B)c = Xc $B
となる．このことから，X # B = (Xc $ B)c や (Xc # B)c = X $ Bが成り立つことがわかる．
これらを用いると，

XB = (X $ B̌) # B
= ((X $ B̌)c $ B)c

= ((Xc # B̌) $ B)c

= ((Xc)B)c

となる．（終）

2.4 オープニングの性質と，拡張されたオープニング
オープニングの代表的な性質に，非拡張性 (anti-extensivity)，増加性 (increasingness)，
べき等性 (idempotence)の３つがある．X, Y を図形，Bを構造要素とするとき，次のよう
に表される．

(2.11)

$%%%%&
%%%%'

非拡張性：　XB ! X
増加性　：　X & Y ' XB ! YB

べき等性：　(XB)B = XB

すなわち，非拡張性はオープニングによって図形は拡大しない，増加性は図形の包含関係
はオープニングによって保たれる，べき等性は一度オープニングを行うと，同じ構造要素
でそれ以上オープニングを行っても変化はないことを表している．
これらの性質は，以下のように証明される．

非拡張性：　 u, vをベクトルとすると，XB = (X # B̌)$ B = {u+ v|u " X # B̌, v " B}とあ
らわせる．ここで，

u " X # B̌( すべての (%v) " B̌について (u % (%v)) " X
( すべての v " B̌について u + v " X

であるから，u + v " XB ' u + v " X である．よって XB ! X となる．

6
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増加性：　 X & Y より，Bx ! X ' Bx & Y である．よって，
XB =

#{Bx|Bx ! X} & #{Bx|Bx ! Y} = YB である．
べき等性：　式 (2.1) より，(XB)B = {Bz | Bz ! XB} であり，よって (XB)B = {Bz | Bz !
{Bz) | Bz) ! XB}}となる．ここで，内側の {}を満たす Bz) に対して，Bz を Bz = Bz) とおけ
ば，(XB)B = {Bz) | Bz) ! X}が成り立つ．よって，(XB)B = XB である．

ここまでで説明したオープニングに限らず，上の３つの性質を満たす演算を一般に代数
的オープニング (algebraic opening) という [7]．例えば，構造要素のかわりにしきい値 t
を考えたとき，「２値画像から，面積が t未満の連結した図形を取り除く」という演算は，
代数的オープニングの 1つである．この演算はエリアオープニング (area opening)とよば
れている．

2.5 グレースケール画像の場合
ここまでの説明では，２値画像や構造要素を，画素位置を表すベクトルの集合として表
していた．これに対してグレースケール画像は，各画素に画素値が対応していることか
ら，画素位置を表すベクトルの関数と考え，画素値を関数の値で表すことで定義される．
同様に，グレースケールの構造要素を考えることも可能である．
以下，グレースケール画像と２値構造要素を用いる “function-set演算”，構造要素もグ
レースケールとした “function-function演算”にわけて説明する．

2.5.1 function-set演算
グレースケール画像を画素位置ベクトル xの関数 f (x)で表し，構造要素はこれまでと
同じく構造要素 B で表す．２値画像 X に対するエロ－ジョンとダイレーション，すな
わち

(2.12) X # B̌ =
!

b"B

X%b

(2.13) X $ B̌ =
"

b"B

X%b

に対応して，関数 f (x)の構造要素 Bによるエロ－ジョンとダイレーションを，(
,
#をそ

れぞれ inf, supにおきかえて

(2.14) f # B̌ = inf
b"B

f (x + b)

(2.15) f $ B̌ = sup
b"B

f (x + b)
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f(x )

U [ f ( x )] 

CSt’ [f](x)

x

t’
t CSt[f](x)

Fig. 3. 陰影とクロスセクション

と定義する．
２値画像の場合とグレースケール画像の場合との関係は，次のようなクロスセクション

(cross-section)の考え方を用いると理解しやすい．グレースケール画像を表す関数 f (x)に
対して，「しきい値 tにおけるクロスセクション」CS t[ f ](x)を次のように定義する*4．

(2.16) CS t[ f ](x) = {x| f (x) * t}.

図 3は，クロスセクションの考え方を視覚的に表したものである．ここで，関数 f (x)に
対して，下記のように陰影 (umbra)U[ f (x)]を定義する．

(2.17) U[ f (x)] = {(x, t) | %+ < t , f (x)}.

すなわち陰影とは，関数 f (x)のグラフに対して，そのグラフより下の部分すべて（%+ま
で）を含む集合である．画素位置 xが２次元である通常のグレースケール画像では，画素
値を縦軸で表すと，陰影は画素値を上面とし，%+まで続く立体ということになる．この
ような陰影を考えると，しきい値 tにおけるクロスセクション CS t[ f ](x)は，陰影 U[ f (x)]
を縦軸の位置 tで切断した断面ということになる．
図 3でもわかるように，クロスセクションには「縦軸の高い位置での断面は，低い位置
での断面に含まれる」という性質がある．すなわち，

(2.18) t < t) ' CS t[ f ] - CS t) [ f ]

である．
さて，あるグレースケール画像 f について式 (2.14) のエロ－ジョンを行うとする．エ
ロ－ジョンの結果，ある画素位置 xでの画素値が tになるということは，原画像 f におい
て，構造要素 Bを位置 xに移動させた Bx の内部には，画素値 tの画素が必ず含まれ，か

*4 これは，「スタックフィルタ」などの非線形フィルタについていわれる「しきい値分解」と同じものであ
る．
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つ画素値 t未満の画素は含まれない．したがって，この画像のクロスセクションについて
同じように Bx の内部を考えると，しきい値 tでのクロスセクション CS t[ f ]は Bx の内部
すべてを含むが，t より大きなしきい値 t) については，どのクロスセクション CS t) [ f ]に
おいても，Bx の内部にはクロスセクションに含まれない部分があることになる．
よって，各クロスセクションをおのおの２値画像と考えて式 (2.12)のエロ－ジョンを行
うと，しきい値 tでのクロスセクション CS t[ f ]のエロ－ジョン CS t[ f ] # B̌は位置 xを含
むが，t より大きなどのしきい値 t) のクロスセクション CS t)[ f ]についても，エロ－ジョ
ン CS t) [ f ] # B̌を行うとそれらは位置 xを含まない．
このことは，グレースケール画像を可能なすべてのしきい値によってクロスセクション
に分解し，各クロスセクションについて式 (2.12) の２値のエロ－ジョンを行なって，そ
れらをクロスセクションとする陰影を再構成すると，それはグレースケール画像に対して
定義した式 (2.14)のエロ－ジョンと同じであることを意味している．このような式 (2.12)
と式 (2.14)の関係を，「式 (2.14)がしきい値分解可能である (commute with thresholding)」
という．この関係は，ダイレーションについても同様である．

2.5.2 function-function演算
グレースケールの構造要素は，グレースケール画像と同様に関数で表す．このとき，画
像 f (x)と構造要素を g(b)とのエロ－ジョン・ダイレーションを，次のように定義する．

(2.19) { f # ǧ}(x) = inf
b"w(g)

{ f (x + b) % g(b)}

(2.20) { f $ ǧ}(x) = sup
b"w(g)

{ f (x + b) + g(b)}

ここで，w(g)は gのサポートとよばれ，関数 gの画素値 0でのクロスセクションに相当
する．また，ǧ(b) = g(%b)である．
上の定義は，先に述べた陰影を考えると，２値のエロ－ジョン・ダイレーションとの関
係が理解できる．陰影 U[ f ]から関数 f を復元するには，関数 f が陰影 U[ f ]の上面に対
応することから，

(2.21) f (x) = sup{t | (x, t) " U[ f ]}

とすることになる．一方，画像と構造要素の陰影をそれぞれどうしのミンコフスキー和
U[ f ] $ U[g]を考え，それに対して式 (2.21)のように関数を復元することを考えると，

(2.22) h(x) = sup{t | (x, t) " U[ f ] $ U[g]}

となる．ミンコフスキー和の式 (2.7)の形の定義を用いると，上の式は

(2.23) h(x) = sup{u + v | (x % b, u) " U[ f ] and (b, v) " U[g]}

9
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と表せる．ここで，(x % b, u) " U[ f ]の形にしているのは，画素値の和 u + vを式 (2.7)に
おけるベクトルの和 b + x に対応付けるため，U[ f ]を bの位置に平行移動しているから
である．したがって，

h(x) = sup
b"w(g)

)
sup{u | (x % b, u) " U[ f ]}

+ sup{v |(b, v) " U[g]}*

= sup
b"w(g)

{ f (x % b) + g(b)}
(2.24)

となるから，h(x)を f と gのミンコフスキー和と考えると，gを画素位置について反転さ
せたものが式 (2.20) のダイレーションとなる．すなわち，式 (2.20) のダイレーションの
定義は，陰影に対するミンコフスキー和を考えると，２値画像・構造要素のダイレーショ
ンの拡張になっていることがわかる．
一方，ダイレーションを陰影を用いて定義する場合は，「U[ f ]を U[g]の内部に沿って
動かし，共通部分をとる」というミンコフスキー差を用いた定義はできない．なぜなら
ば，U[g]は画素値を表す座標の方向に %+まで広がっているので，U[ f ]をそれに沿って
%+まで動かしてゆくと，共通部分はつねに空集合になるからである．
そこで，２値の場合のミンコフスキー差の，式 (2.4)の形の定義を用い，２値のエロ－
ジョンを

(2.25) X # B̌ = {x| x + b " X, b " B}

と表す．これにならって，陰影のエロ－ジョン U[ f ] # U[ǧ]を考え，それに対して同様に
関数を復元することを考えると，式 (2.23)の場合と同様に

k(x) = sup{t | (x, t) " U[ f ] # U[ǧ]}
= sup{u | (x + b, u + v) " U[ f ]

and (b, v) " U[ǧ]}
(2.26)

となる．上の式は，「u + vが U[ f ](x + b)の上限に定められているとき，vが U[ǧ](b)の上
限をとるならば，uの上限はどうなるか」と述べているわけだから，それは uの上限のう
ちの下限をとることになる．すなわち，式 (2.21)のように復元すると

(2.27) k(x) = inf
b"w(g)

{ f (x + b) % g(b)}

となり，これは式 (2.19)で定義されたエロ－ジョンである．

2.6 完備束への一般化
前節の考え方をさらに拡張すると，モルフォロジの演算を順序集合 (ordered set)上の演
算として定義することができる．

10
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（半）順序集合とは，その要素の少なくとも一部の組に “順序”が定義されており，その
順序に反射律 (reflexivity)，反対称律 (anti-symmetry)，推移律 (transitivity)が成り立つも
のである．これらは，X を集合，x, y, zを要素とし，順序を ,で表すとき，次のように定
義される．

(2.28)

$%%%%&
%%%%'

反射律　：　.x " X, x , x
反対称律：　.x, y " X, (x , y and y , x) ' x = y
推移律　：　.x, y, z " X, (x , y and y , z) ' x , z

要素のすべての組に順序が定義されている集合を，全順序集合とよぶ．部分集合 Aのすべ
ての要素よりも上位にある要素全体の集合を，Aの上界という．さらに，上界に最下位の
要素が存在するとき，それを Aの上限という（同じく，下位については下界といい，この
最上位の要素が存在するとき下限という）．また，ある順序集合の任意の部分集合に上限
と下限が定義されているとき，この順序集合を完備束 (complete lattice)とよぶ．モルフォ
ロジの演算は上限・下限演算で表され，より一般的には画像処理を離れ，完備束の上での
演算として定義される [6]．
このようにして，２値画像に対して論理積と論理和を使って定義されたモルフォロジ演
算は，完備束における下限と上限を用いた定義にまで一般化された．論理積と論理和を下
限と上限に置き換えるのは，多値の真理値を扱うファジィ論理における論理和と論理積の
定義と同じしくみである．とくに，2.5.1 節で説明した function-set 演算は，論理演算の
ファジィ演算による自然な拡張になっている．また，下限・上限という表現を２値画像の
場合に用いるとすると，下限・上限演算はいずれも「２値の入力値を合計してしきい値処
理する」という「しきい論理」で表すことができる．しきい論理は人工ニューラルネット
ワークを構成するニューロンの基本的な演算であり，この点にモルフォロジ演算とニュー
ラルネットワークの関連をみることができる．
なお，カラー画像についてモルフォロジの演算を定義するには，完備束における下限・
上限による定義を用いる．カラー画像の場合は画素値がベクトルで表現されるため，上限
と下限は直感的には定義できない．そこで，何らかの意味でベクトル間の順序を定義する
ことで，カラー画像に対する演算が定義される [8, 9]．

3. 特徴的な演算
3.1 モルフォロジカルフォルタとフィルタ定理
3.1.1 モルフォロジカルフィルタ
画像処理におけるフィルタとは，一般に，画像の各画素について，その画素および近傍
の画素とでなんらかの演算を行なって，その結果で各画素を置き換えることで，画像全体
のノイズ除去などを行なう操作を指している．一方，モルフォロジにおいては，フィルタ
とは，広義には画像に対する「移動不変 (translation-invariant)」で「増加的 (increasing)」
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な操作全体を意味している．ここで，「集合（画像）X に対する作用 !が移動不変である」
とは，

(3.1) !(Xb) = [!(X)]b

であることをいう．簡単にいえば，「画像中のどこで作用をおよぼしても，その作用の効
果は変わらない」という意味である．また「作用 !が増加的である」とは，オープニング
について 2.4節で述べたのと同じく，

(3.2) X & Y ' !(X) & !(Y)

であることをいう．すなわち，物体の包含関係が作用の前後で保たれることを意味して
いる．
例えば，ノイズ除去を行う画像フィルタを考えてみよう．画像中のある場所でノイズと
みなされる物体は，画像中のどこにあっても同様に取り除かれなければならないはずだか
ら，フィルタが移動不変であることは自然なことである．また，増加的なフィルタでは
「小さな物体を取り除き，大きな物体を保存する」作用のみを記述し，「大きな物体を取り
除き，小さな物体を保存する」という作用は記述できない．しかし，ノイズというのは通
常「ノイズでない，意味のある」物体よりも小さいのが普通である．したがって，増加的
なフィルタのみを考えるのは，自然であることがわかる*5．
また，狭義のモルフォロジカルフィルタとは，広義のフィルタの中で「べき等 (idempo-

tent)」なものをさしている．「作用 !がべき等である」とは，

(3.3) ![!(X)] = !(X)

であることをいう．すなわち，「あるフィルタを適用した結果に，そのフィルタを何度く
りかえして適用しても，結果は変わらない」という意味である．オープニングやクロージ
ングは，もっとも基本的な（狭義の）モルフォロジカルフィルタである．

3.1.2 フィルタ定理
フィルタ定理 (filter theorem)とは，モルフォロジの演算と論理演算でたいていのフィル
タは表現できること，すなわちモルフォロジが真に図形操作の基礎演算であることを保証
するものである．フィルタ定理は，以下のように表される．

いかなる移動不変・増加的な（広義の）フィルタも，適当な構造要素を適当な数だけ用
いれば，それらによるエロ－ジョンの論理和，およびダイレーションの論理積によって表
現される．すなわち，!(X)を画像 X に対するフィルタとするとき，いかなる !(X)につ

*5 差分フィルタは，大きな物体も小さな物体もエッジ以外は取り除いてしまうので，増加的フィルタではな
い．
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いても

(3.4) !(X) =
"

B"Ker[!]

X # B̌

(3.5) !(X) =
!

B"Ker[!]

X $ B̌

を満たす構造要素の集合（集合族）Ker[!]が存在する．Ker[!]はフィルタ!の核 (kernel)
とよばれ，次のようなものである．

(3.6) Ker[!] = {X | 0 " !(X)}.

0は X が定義されている座標系の原点を意味する．すなわち，Ker[!]は「考えられるす
べての入力図形のうち，それに対するフィルタの出力が原点を含むものすべて」である．

フィルタ定理は，以下のように証明される．ここでは，式 (3.4)のほうを証明する．よ
り一般的な証明は，文献 [6]の chapter 4を参照されたい*6．

Ker[!]の要素である任意の構造要素 Bについて，X # B̌に含まれるベクトル（画素）h
を考える．式 (2.8)の X # B̌の定義より，Bh ! X である．したがって，B ! X%h である．
ここで，フィルタ !は増加的であるから，包含関係 B ! X%h はフィルタ !によって変化
しない．すなわち，0 " !(B)ならば 0 " !(X%h)となる．さらに，フィルタ !は移動不変
であるから，0 " !(X%h)ならば，この関係を全体に hだけ移動することによって h " !(X)
が得られる．

Bは Ker[!]の要素であるから，確かに 0 " !(B)である．以上から，Ker[!]の要素で
ある任意の構造要素 Bについて，h " X # B̌' h " !(X)である．つまり，Ker[!]に含ま
れるどの構造要素 Bについても，X # B̌に含まれる画素はすべて !(X)に含まれることが
わかった．したがって，!(X) - #

B"Ker[!] X # B̌が示された（図 4）．
逆に，!(X)に含まれる任意の画素 hを考える．!は移動不変であるから，h " !(X)な
らば 0 " !(X%h) である．したがって，X%h " Ker[!] である．ところで，X # X̌%h = {h) |
(X%h)h) ! X}であり，h) = hのとき {(X%h)h) ! X}は満たされるので，h " X # X̌%h である．
ここで X%h を Bとおくと，h " X # B̌である．
したがって，Ker[!] に含まれるある構造要素 B について，h " !(X) ' h " X # B̌
である．つまり，!(X) に含まれるどの画素についても，Ker[!] の中のある構造要素 B
を用いて，その画素が X # B̌ にも含まれるようにできることがわかった．したがって，
!(X) ! #

B"Ker[!] X # B̌が示された（図 5）．
よって以上のことから，!(X) =

#
B"Ker[!] X # B̌が示された．

*6 フィルタ定理は，より一般的には「Matheronの表現定理」とよばれている．
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3.2 サイズ分布
サイズ分布とは，画像中の図形を構造要素の相似形に分解したとき，どのサイズの相似
形がどれだけの面積を占めているかを表したものである．すなわち，各相似形のサイズの
分布である．前述の通り，「図形 X の構造要素 Bによるオープニング」とは「X のうち，
Bを内部に配置できないくらい小さな部分だけを取り除いたもの」，すなわち「X から，B
よりも小さな成分を取り除いたもの」である．そこで，Bをある基本的な構造要素とし，
Bを順に大きくして，サイズ 2, 3, . . . の構造要素 2B, 3B, . . . を準備する．
ところで，サイズは漠然と「大きさ」を指しているが，これをどのように定義すればよ
いだろうか．以下の議論のようにサイズ分布を定義するためには，各サイズの構造要素
2B, 3B, . . . は，分析の対象となる画像 Xについて XB & X2B & X3B . . . という包含関係を満
たすように定義されていなければならない．任意の X についてこの包含関係を満たすに
は，(n + 1)BnB = (n + 1)Bであればよい [4]．この関係を，「(n + 1)Bが nBに対して open

に含まれるなら，

X⊖B̌

X⊖B̌hがある

Ker[!]に含まれるどのようなBについても，

h

X⊖B̌

X⊖B̌

そのhは必ず!(X)に含まれる．

すなわち，!(X)は
全体の結びを含む．

h

h

!(X) 

X⊖B̌

Fig. 4. フィルタ定理の証明（前半）

は

X⊖B̌

X⊖B̌あるhを含む

h

X⊖B̌

X⊖B̌

Ker[!]の中に必ず存在する．

すなわち，
!(X) 含む．

h

h

!(X) 

!(X)に含まれるどのようなhについても，

全体の結びはX⊖B̌

Fig. 5. フィルタ定理の証明（後半）
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である」あるいは「(n + 1)Bは nB-openである」という．
サイズのもっともよく知られた定義は，2B, 3B, . . . を凸図形 Bの相似拡大によって定義
するものである．ここで通常の離散的な画像を考え，サイズも離散的であるとすると，こ
れらの相似な構造要素はミンコフスキー集合和を使って

(3.7) nB = B$B$. . .$B ((n % 1)回の$)

と定義できる．
さて，各々のサイズの構造要素で各々オープニングを行い，XB, X2B, X3B, . . . という図
形の系列を作る．すると，この図形系列では，XB は X から Bよりも小さな成分が，X2B

は 2Bより小さな成分が，X3B は 3Bより小さな成分が，. . .，各々除かれていることにな
り，X から除かれる部分がだんだん大きくなっていく図形系列になっていることがわか
る（図 6）．このような図形の系列をつくるオープニングの系列を granulometry という．
Granulometryによって生成される図形の系列 XB, X2B, X3B, . . . について，各図形の面積と
元の図形 X の面積との比を求める．サイズに面積比を対応させた関数は，サイズ 0のと
き面積比 1で，単調減少な関数になる．これをサイズ分布関数 (size distribution function)
という．サイズ分布関数のサイズ nに対応する値は，「画像中の物体のうち，サイズ n以
上の部分の面積の割合」を表す．
さらに，離散的なサイズを考える場合，サイズ分布関数の差分は，XB, X2B, X3B, . . . の
中の，隣接するサイズに対応する画像間の面積の差に相当する．例えば，X2B と X3B の
面積の差は，「X2B によるオープニングでは除かれなかったが，X3B によるオープニング
では除かれた部分」，すなわち「サイズがちょうど 2である部分」の面積となる．このよ
うにして，各サイズに対応する部分の面積を求めたものをパターンスペクトラム (pattern
spectrum) という．さらに，それを元の図形の面積の比で表したものをサイズ密度関数
(size density function)という．サイズ分布関数やサイズ密度関数は，それぞれ確率分布関
数，確率密度関数と同じような性質をもち，それゆえこのような名前がつけられている．
したがって，確率分布の場合と同様に，画像中の図形の平均サイズや，サイズの分散を考
えることもできる．
ところで，サイズ分布は，ある構造要素を考えた時，その各サイズの相似形が画像中の
図形にどの程度よくあてはまるかを表している．したがって，ある構造要素に対するサイ
ズ分布からは，画像中の図形と構造要素との類似度についての情報が得られる．例えば，
画像中に含まれている図形が，構造要素のあるひとつのサイズの相似形だけであるなら
ば，サイズ密度関数はそのサイズだけにピークが立ち他は 0となる．
そこで，サイズ分布から得られる情報をもとに，構造要素をさまざまに変化させて最適
な構造要素の形状を求めることで，画像を構造要素の形状で要約することができる．筆者
らは，テクスチャ画像に対してこの考えを用いることで，テクスチャを構成する要素図形
を推定する研究を長年行っている．図 7はその一例で，複数の要素図形をもつテクスチャ
についても，その要素図形を推定している [10–12]．図 7(a)は対象図形で，(b)は推定さ
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れた２つの要素図形である．(c) は，対象図形に対して (b) の要素図形を構造要素とする
オープニングをそれぞれ行い，両者の最大値をとったものである．この画像が対象図形と
ほとんど変わりがないということは，(b)の要素図形がうまく対象画像にあてはまってい
るということだから，推定がうまくいっていることを示している．
また，前節で説明したモルフォロジカルフィルタについても，対象画像を特徴づける図
形に類似の構造要素を推定し，それを用いたオープニングにもとづくフィルタを適用する
ことで，対象画像を劣化させずノイズのみを除くフィルタを実現している [10, 13]．

3.3 スケルトン
スケルトン (skeleton)とは「骨格」の意味で，モルフォロジでは，画像中の物体を削り
取って骨組みを求めることをいう．このような骨組みを求める方法には，モルフォロジと
は関係なくさまざまなものがある．そのなかでモルフォロジにおけるスケルトン化は，ス

画像 

各サイズの 
構造要素 

openingの系列 
= granulometry サイズ密度 

差 

サイズ 

サイズに対応して 
抽出された図形 

Fig. 6. Granulometryとサイズ密度関数

(a) (b) (c)
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63
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Fig. 7. テクスチャ要素図形の推定
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ケルトンから逆に物体が再現できる，という特徴がある．
対象図形 Xに対して，構造要素 Bによるスケルトン S K(X, B)は次のように定義される．

S n(X, B) = (X # nB̌) % (X # nB̌)B,

S K(X, B) =
"

n

S n(X, B).(3.8)

スケルトン S K(X, B)からは図形 X は再現できないが，S n(X, B)からは X が再現できる．
また，X 中の各画素に，それを含む S n(X, B) の n の値を対応させたものを，medial axis
transformという．S n(X, B)からの X の再現は，次の計算で行なわれる．

(3.9) X =
"

n

+
,,,,,-
.

n

(X, B) $ nB

/
000001 .

この計算は，次のように証明される．

[S n(X, B) $ nB]
=

2
(X # nB̌) % (X # nB̌)B

3
$ nB

= (X # nB̌) $ nB % (X # nB̌)B $ nB
= (X # nB̌) $ nB % (X # nB̌ # B̌ $ B) $ nB
= X # nB̌ $ nB % X # (n + 1)B̌ $ (n + 1)B
= XnB % X(n+1)B(3.10)

となるので，
"

n

[S n(X, B) $ nB]

=
"

n

)
XnB % X(n+1)B

*

= (X % XB) / (XB % X2B) / (X2B % X3B) / · · ·(3.11)

となる．(A% B)/ (B%C) = A%C であり，nが十分大きいとき XnB = 0だから，式 (3.11)
の右辺は X となる．
式 (3.8) は，直観的には次のような意味を表している．X # nB̌ は「構造要素の相似形

nBを X の内部に敷き詰めたときの，nBの中心の軌跡」である．このとき，(X # nB̌)B は，
「nBの中心の軌跡」をサイズ 1の構造要素 1Bでオープニングしたものである．というこ
とは，(X # nB̌)B のサイズは 1以上なので，(X # nB̌)の内部にその中心が位置するような
nBのうち，(X # nB̌)B の内部にその中心が位置するようなものは，それよりもサイズが 1
以上大きい相似形を X の内部に配置することで，nB全体を覆うだけの余裕がある．
したがって，(X # nB̌)から (X # nB̌)B を取り除いた (X # nB̌) % (X # nB̌)B は，「nBのう
ち，物体 X の隅に配置されているために，X の内部で nより大きなサイズの相似形で覆
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うことができないもの」，すなわち X を構成するのに必須の相似形の中心の位置で，これ
がスケルトンとなる．
なお，従来からある，スケルトンに類似した考えに距離変換 (distance transformation)
というものがある．距離変換とは，図形の内部の各点に対して，図形の周縁上でその点か
らもっとも近い点までの距離を対応させる演算のことである．距離変換には，距離値を対
応づけられた各点のうち，周囲よりも距離値の大きな点，すなわち距離値が極大となる点
だけから，もとの図形を復元できるという特徴がある．これは，スケルトン演算における
S n(X, B)の算出とそれからの図形の復元に他ならない．ただし，スケルトン演算において
は，距離変換における「中心点から距離が 1である点」を構造要素によって定めているこ
とになっている．したがって，通常の距離の定義を超えた，たとえば非等方的な距離も定
義することができる．

4. モルフォロジカル・ウェーブレット
ここまでの説明で，モルフォロジが「非線形で有界な世界」での演算の体系であり，完
備束での上限・下限演算を基盤として構成されていることを説明した．この説明では，も
ともとは２値画像への「はめこみ」であり，論理演算によって定義されていたものが，グ
レースケール画像，カラー画像と拡張されていき，最終的には一般的な完備束における上
限・下限演算に達している．
そこで，ウェーブレット解析においても，上限・下限演算（一般的な信号処理では最大・
最小演算）を導入して，モルフォロジと同様の「非線形で有界な世界」に適した演算を構
成しようという考えが生まれてくる．
例えば，もっとも簡単な例として，図 8に示す 2 1 2のサンプリング窓をもつ次の変換
を考える．

a = min(x, y, z,w)
h = y % x
v = z % x
d = w % x

(4.1)

この演算で，aに相当する部分はダウンサンプリングによる近似画像であり，他は差分画

x y

z w

a b

c d

サンプリング窓

分解

再構成

近似画像 差分画像（横）

差分画像（縦） 差分画像（斜め）

Fig. 8. 2 1 2のサンプリング窓をもつウェーブレット変換
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像となっている．これらの画像に対して，

x = a +max(%d,%h,%v, 0)
y = x + h
z = x + v

w = x + d

(4.2)

のように再構成を定義することができる．この演算は，２次元の Haarウェーブレット変
換を，最大・最小演算におきかえて表したもので，モルフォロジカル・Haarウェーブレッ
ト変換とよばれている．
このような最大・最小演算にもとづく信号の分解・再構成の一般的な枠組みは，Heijmans
らによって [14, 15]で議論されている．また，延原は，整数上の最大演算と加算だけから
なるマックスプラス代数系においてモルフォロジカル・ウェーブレットを構成すること
で，処理を簡素化し，動画像への適用も行っている [10]．

5. おわりに
本講演では，「有界で非線形な世界」を扱う体系を完備束における上限・下限演算で構
成しようというモルフォロジの思想を，基本的な演算から特徴的な応用例にわたって解説
した．線形演算という巨大な体系に対して，モルフォロジの体系はまだまだ発展の余地の
あるものである．とくにモルフォロジカル・ウェーブレットに関しては，「多重解像度解
析に相当するものが非線形画像フィルタで行える」ということから，線形演算における周
波数をモルフォロジのサイズと結びつけるなど，さらに応用の可能性が広がっている．そ
の可能性について，議論してみたい．

筆者にモルフォロジカル・ウェーブレットについてご教示くださった，筑波大学システ
ム情報系・延原肇講師に，感謝いたします．
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