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機械学習を用いた星空観測を促す
適時情報通知システムの開発
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概要：本研究では情報技術を用いて天文教育の促進を図ることを目的として，機械学習を用いた星空観測
の適時情報を通知するためのシステムを開発した．本システムにより星が見えやすい機会をユーザーに通
知することが可能となり，天文教育において重要である野外学習への関心を促すことができる．本論の最
後では上記のシステムを用いて名古屋市科学館の天文指導者クラブを被験者として実証実験を行った．こ
の実験を通じて被験者の野外学習への動機が高まるなど一定の評価を得ることが出来た．

1. はじめに
1.1 背景

れており，スマートフォン，PC，ゲーム機器などさまざま
なデバイスを通じて天文コンテンツの配信が行われ始めて
いる [2]．

近年様々な分野における情報化の波が強く，ICT（Inter-

天文教育では宇宙や天体を対象とした知識を身につけ

net and Communication Technology）を用いた取り組みが

る．学校教育や生涯学習などさまざまな場で天文に関する

増えている．政府においても総合科学技術・イノベーショ

知識を学習するための取り組みが行われているが，この分

ン会議で Society 5.0 という言葉を挙げており，今後情報

野での野外学習の役割は非常に大きい．学校教育などの場

技術を用いた社会問題の解決はますます重要となると考え

においては教室の中で星々について教科書から紐解いてい

られる．Sciety5.0 とは人類がこれまでに築いてきた狩猟社

くスタイルが主流となっているが，天体は実際に夜空を見

会，農耕社会，工業社会，情報社会に続くような新たな社

上げることで手軽に観測できる対象であり，何かを媒介に

会の出現を目指したものであり，この実現には超スマート

することなく直接それを体感することが重要である．実際

社会の達成が必要だと述べられている．超スマート社会は

の学習指導要領にも外に出て星を見ることが推奨されてい

次のように定義されている．

る．また，学校教育以外にもさまざまな場で実際の星を見

必要なもの・サービスを，必要な人に，必要な時

るための活動が行われている [3]．

に，必要なだけ提供し，社会の様々なニーズにき
め細かに対応でき，あらゆる人が質の高いサービ

1.2 目的

スを受けられ，年齢，性別，地域，言語といった
様々な違いを乗り越え，活き活きと快適に暮らす
ことのできる社会．[1]
こ う し た 社 会 の 実 現 に 向 け て ，主 に IoT(Internet of

Things) や AI(Artificial Intelligence) などの活用に重点を
置いている．これらの技術は現在急速に成長をしている分
野であり，現在はいかに社会の課題を解決するために活用
するかを模索している段階といえる．こうした現代にお
いて IoT や AI についての活用事例を増やしその知見を蓄
積していくことは Society5.0 の実現に向けた重要な課題で
ある．
天文教育の場においてもこうした情報通信技術が重視さ
1
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図 1 コンセプト

1

Vol.2018-CLE-24 No.12
2018/3/21

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

外で星をみるには適切な条件が必要であるが，その状態

を得ることが難しいとされていた．こうした課題に対処す

は不安定である．そこで本研究では従来の研究ではどのよ

るため現地に水位センサーなどを用いて洪水を監視するシ

うな手段で夜空の状態を分析し，分析結果がどのように活

ステムなども存在するが，観測対象の洪水そのものによっ

用されてきたかを調査する．

てセンサー機器が壊されたりすることによるメンテナンス

従来の事例では適切なタイミングを発信し人びとにむけ

コストが非常に大きいなど別の課題も浮上していた．

て星がみえやすいことを知らせる仕組みが未発達であると

またこの研究ではライブカメラの特性として監視対象の

考えられた．そのため本研究では星が見えやすいタイミン

変化を記録することができることを主張している．これら

グを機械的に分析を行い，リアルタイムに発信するシステ

の変化量を絶対値ではなく相対値で捉えることにより監視

ムを開発する．

対象の変化の大きさを検出することが可能である．

このシステムによる分析結果から星を見るのに最適なタ
イミングが観測された時に「今，星が見えやすいので外に

2. 夜空の分析と通知システムの考察
星の見えやすさをリアルタイムに発信するためには夜間

出てみませんか」という旨の通知を能動的に行う（図 1．
これにより普段星を気にかけていないユーザーにむけて野

に上空の状態を定期的に監視を行い，瞬時にその結果を分

外学習を促すことができる可能性がある．

析しかつ分析結果をアーカイブしていく必要がある．従来

まとめると本研究の目的は以下のようになる．

の手法では，夜空の暗さを分析するにあたって人的コスト

• 従来の星空への分析や情報発信について調査を行い，

がかさむことがわかった．人の手によって上記のような作

課題解決にむけての手法を構築する

• ICT を利用して天文教育の目的である実際の星を見て
もらうための動機を増やす

業を継続的に行うのは不可能と言える．星の見えやすさを
リアルタイムに発信するためにはできるだけ人の手を介在
させないようなしくみが必要である．
本研究では自動で夜空の状態を分析するにあたって機械

1.3 関連事例

学習のアルゴリズムを採用した．機械学習は，データの背

1.3.1 星空公団による「夜空の明るさをはかろうキャン

後に潜む規則性や特異性を発見することにより，人間と同

ペーン」
星空公団は都市部を中心に失われつつある良好な星空環

程度あるいはそれ以上の分析能力をコンピューターで実現
しようとする技術である．夜空がどの程度星が見えやすい

境の供給を目的とし，関東，東海，東北を中心に様々な活

状態なのかをコンピューターで判別することができれば，

動を展開している団体である．

人による監視が不要になり恒常的な夜空の観測も可能と

夜空の明るさを分析するのに様々なツールが使われてお

なる．

り，主に目視での確認，フィルムカメラ，デジタルカメラ

また分析対象となるデータを一定時間毎に夜空を撮影す

などがあげられる．ここで得られたデータから実際にどの

る固定カメラから得ることができる．デジタルカメラに

程度夜空が明るいかを分析するには手動で行う例が多い．

よる夜空の明るさの調査は可能であり [6]，かつカメラを

同団体は星空の分析方法として一眼レフデジタルカメラ

自動的に作動するしくみにすれば光害調査のような現地

を利用している．またこの分析方法はウェブ上で公開され

に向かいデータを採取するような手間も省くことができ

ており「デジカメ星空診断」と称して広く一般の人にも積

る．また固定カメラについては実用化なども考慮し安価な

極的な調査の参加を求めている [4]．

Raspberry pi*1 を利用する．

ウェブページではデジカメ星空診断によって調査された

本研究では分析結果をユーザーに能動的に発信するため

夜空の明るさの結果を日本地図上にマッピングして公開し

の通知システムもあわせて開発する．この通知システムで

ている．

はより多くの人にむけて通知が行えるように SNS を用い

1.3.2 ライブカメラによる洪水監視システム

た通知と，より充実した情報と複雑な通知設定に対応でき

Lo ら (2015) はライブカメラ映像から川の増水をリアル
タイムに判定するシステムを開発した [5]．従来の監視シ
ステムでは広い範囲における降雨予想にとどまっていたた

る E メールを用いた通知を行う．

3. 分析システムの開発

め，特定の河川に対して急な増水を監視するシステムが実

本章では星空のリアルタイムな分析を行う手法について

現できていなかったがこの研究における手法によって正確

説明する．まず分析対象となるデータの取得方法について

に河川の増水を判定することが可能になる．

述べる．データは固定ライブカメラから撮影された画像を

こうした災害には迅速な対応が必要であり，リアルタイ

使用する．また本研究ではこのライブカメラから得られた

ムな情報が強く求められる．洪水に関しては従来は気象情

データからどのように星の見えやすさを表現するかの仕組

報から予測する事例が多かったが，情報の処理に遅れが生
じる，広域な情報しか得られないなどの原因で正確な情報
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イギリスのラズベリーパイ財団（英語版）によって開発されてい
るシングルボードコンピュータ．
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みを設計しており，これについての説明をする．この仕組

ちだが，夜空は晴れていても空気の状態や月光，人工的な

みの中には星の見えやすさの分析ために「雲の有無」
，
「夜

光の有無などにより星が見えにくくなってしまうことがあ

空の明るさ」を測定する手順がありそれぞれについて順を

る．したがって気象情報のみで星の見えやすさを判断する

追って説明する．

ことは難しく，より詳しく星の見えやすさを分析するには
これらの要因によって変化する夜空の明るさに注目する必

3.1 星空ライブカメラ

要がある．

3.3 雲の有無の判別
3.3.1 学習段階
雲の有無については機械学習の手法を用いて行った．機
械学習には多くの手法が存在するが本システムでは SVM
を用いて行う．今回夜空の画像から出力したい情報は「晴」
と「曇」の２値となる．SVM はデータを２値分類するた
めのメソッドであり，雲の有無のようなデータの分類に適
していると考えられる．本システムではこの SVM のアル
ゴリズムにそって雲の有無を判定する識別器を作成する．
図 2 星空ライブカメラ

この実装にあたってはプログラミング言語では python を
利用し，ライブラリは scikit-learn を利用した．

本研究では夜空の状態を分析するために固定カメラを利

3.3.2 データセットの作成

用する．この固定カメラは一定時間毎に撮影を行い，撮影
された写真データはインターネットを通じていつでもアク
セスできることが望ましい．現在このような固定カメラは
多く実用されており，天気や河川の状態，交通道路や駐車
場の混雑具合などを把握することなどに利用されている．
名古屋市科学館では星空ライブカメラという名称の名古
屋市科学館上空撮影するライブカメラを設置している（図

2）．このカメラは魚眼レンズで 360 度の上空写真を撮影し
ており，撮影したデータは名古屋市科学館ホームページと
写真共有サービスの Flickr*2 を通じて公開を行っている．

3.2 星の見えやすさの表現方法
星の見えやすさは主に以下の２つの要因があると考えら
図 3 データセットの例

れる．

• 雲があるかどうか
• 夜空が明るいかどうか
雲があるかどうかの要因は天候が作用するが，夜空の明
るさについては天候以外にも様々な要因が考えられる．例
えば光害がその例であり過剰な市街光によって夜空が明る
くなってしまうことがある．人工的な光以外にも月明かり

画像に占める雲の割合が 1 割以上のもの を「曇」，それ
以下のものを「晴」と定義し，学習用のデータセットを作
成した（図 3）．個々での定義は名古屋市科学館とチェッ
クを行い，ラベル付けに関しても問題が無いことを確認し
た．用いるデータは過去に撮られたライブカメラ画像から

などの影響も大きく，満月に近ければ近いほど夜空が明る

ランダムに 3000 枚を選択している．

くなるため星は見えにくくなる．

3.3.3 特徴量

またその明るさは光源のみが影響するのではなく反射物
の影響も大きい．たとえば空気中の塵，あるいは霧などの
反射物の成分が多くなると光が多く拡散されてしまい，夜
空を明るくするため星の視認性が悪くなる [7]．
一般に空が晴れている時に星が見えやすいと認識されが
*2

写 真 の 共 有 を 目 的 と し た コ ミ ュ ニ テ ィ サ イ ト
https://www.flickr.com/
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晴と曇の画像を比較すると，曇の画像は全体的に白っぽ
い写真になることが分かる. これは雲が街光などの光を反
射しているためであり，この特徴を捉えることで曇の画像
を判定できる可能性がある．
曇の画像は輝度の高いピクセルが多くなりヒストグラム
が山なりになり，それと比較して晴の画像はヒストグラム
が平坦になる特徴がある．これらの特性を利用し特徴量と
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して表現することで晴と曇の分類を行う．

3.6 明るさの相対評価

3.3.4 精度

本研究の測定方法では恒星の等級のような絶対的な評価
を目的としない．前述のように星の見えやすさの通知を前
提とするため，刻々と変化する星の見えやすさのうち平均

表 1 作成したモデルの評価
正確率

適合率

再現率

F値

と比べてどの程度見えやすい状態であるかという情報に着

0.78

0.82

0.81

目している．ライブカメラによる継続的なデータの蓄積に

0.85

より観測対象の変化量を測定することができ，相対的にど
の程度星が見えやすいかを評価する．
晴状態を Positive，曇状態を Nagative とし，クロスバリ

相対的な評価を行うにあたってリアルタイムな星空の画
像データとの比較対象が必要である．比較対象のデータは

デーションを行った結果を表 1 に示す．

撮影時の写真データから 500 件前までに撮影された画像
データとし，以下の手順で評価を行う．

3.4 明るさの評価方法
夜空が明るいほど等級の低い恒星の視認性が低くなり観
測状態は悪化する．したがって夜空の明るさを数値化する
ことにより星の見えやすさの定量的な評価が可能となる．

( 1 ) 撮影画像から 500 件の画像をリストアップする
( 2 ) それぞれの画像データの明るさ順にソートし順に５つ
のグループに分割する

本研究では「夜空の明るさ」という表現をしているが，こ

( 3 ) リアルタイムに撮影された画像がそのうちどのグルー

こで評価する値は「夜空の暗さ」となる．夜空がどの程度

プに分類されるかを計算しその値を評価値とする

暗いかを数値化し，その値が高ければ高いほど星が見えや
すくなり評価がしやすいためである．この評価に閾値を設
定し，これを超過することでユーザーに「今星がみえやす

4. 通知システムの開発
4.1 ウェブページと連動した通知システム（星空速報）の
開発

い」という情報を投げかけることができる．

現在では様々なシステムやデバイスが普及しており，多

夜空の明るさの評価は以下の手順で行う．

( 1 ) 画像データから夜空の明るさを数値化する

種多様な通知手段をとることができる．これらの通知手段

( 2 ) 数値化されたデータを相対的に評価する

のそれぞれの特性を活かし，効果的な通知ができると考え
られる．
本研究では通知手段として Twitter と E メールを採用し

3.5 明るさの数値化
夜空の明るさについても雲の有無判定で行った画像デー

た．Twitter では不特定多数の人にむけて星がみえるかど

タを用いて行う．夜空の明るさはデジタルカメラ画像の平

うかの通知を行う．また，個人の好みの設定に応じてより

均輝度を算出することによって可能であり，それぞれの画

細やかな情報提示を行うために E メールの通知も平行して

像の撮影条件（絞り値，シャッタースピード，ISO 感度）

行う．例えば夜 20 時以降のメール通知を受けないという

を揃えることで比較することもできる．撮影条件が一定の

ような通知時間の制限を行い，ユーザーがより快適に通知

ため，平均輝度が高い写真が撮影できたときは夜空が明る

が受け取れるような通知環境を構築する．星が見える時間

いと判断することができ，星が見えにくいという判定結果

帯は必然的に夜間となるため，星がみえやすいタイミング

に結びつけることができる．

は深夜も含まれる．これによりユーザーが就寝していると

この手法では Ruby の画像処理ライブラリである Rmag-

考えられるような深夜帯での通知を避けることができる．

ick を用いて平均輝度を求める．また値が大きいほど星が
見えやすいことを表現するために，輝度そのものではなく

4.2 システム構成

輝度 0 からの絶対値を評価値とする．輝度の最大値は 255

図 4 に本システムの構成を示す．通知を行うためのメー

であるから，n をピクセルの総数とし，i 番目のピクセルの

ルアドレスはユーザー登録画面で登録を行う．ユーザー個

輝度を xi とすると，輝度値 0 からの絶対値は 255 − xi で

別に割り当てられる設定画面ではアカウントの削除やメー

表現することができる．この値は大きければ大きいほど輝

ルアドレスの変更，通知の詳細設定を行う．送られたデー

度 0 に近いことを示し，夜空がより暗いことを表現する．

タは web サーバーと通じてアプリケーションサーバーに渡

この値のピクセルごとの平均を以下のように求める．

され，最終的に Rails アプリケーションがデータベースに

1∑
255 − xi
n i=1

保存する．

n

(1)

この値をそれぞれの画像データから算出し星の見えやす
さの指標とする．

c 2018 Information Processing Society of Japan
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分析システムの実行と結果の保存は cron によって制御
されており，１０分毎に実行される．ユーザーが今の星空
の情報にアクセスしたときは予め分析された結果にアクセ
スを行うため，アクセス毎に分析を行う必要はない．
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い時の表示である．両ページとも星の見えやすさの表示は
行っているが，晴のページのみにその日どの星が見えるの
かを表示している．
その日の状態は視覚的にわかりやすい 5 段階表示を行っ
ている．星の見えやすさは雲の有無と夜空の明るさから計
算を行っており，当初はそれらの数値をそのまま提示して
いた．しかしユーザーにとって必ずしも星の見えやすさが
夜空の明るさと直結しておらず，わかりづらいという意見
があったため，５段階表示を優先的に行っている．空の明
るさと雲の有無の情報は前面には表示せず，
「詳しく見る」
と表示されたボタンをクリックすることで展開表示され
図 4 システム構成図

メール通知と SNS 通知も同様に cron が定期的に実行し
ており，こちらは保存された最新の夜空の状態をチェック

る．これによりその時の星の見えやすさをわかりやすく表
示でき，それを左右する要因が雲の有無と夜空の明るさで
あるという説明をユーザーに提示することもできる．

し，通知の処理を行う．また通知のログもデータベース上
に登録しており，最新ログを参照しつつ通知を行っている．

4.4 メール・Twitter 通知機能

ここでチェックした最新ログが新しい場合，最近通知イベ
ントが行われたと判断され通知処理がブロックされる．こ
れにより何度も通知を送ってしまうことを防ぐことがで
きる．

4.3 星空速報の機能解説
4.3.1 今夜の状態の表示

図 7 通知メールの内容

システムによって星が見えやすいと判断された時，図 7
のようなメールがユーザーに送信される．
メール文中には「今の星空をチェックする」というメッ
セージにリンクを加え今日の星空ページへのアクセスがで
きるようにしている．今日の星空ページを見ることでより
詳細な情報を閲覧することができる．
図 5

状態が良いときの今日の星空の表示

図 8 Twitter 通知の内容

図 6

状態が悪いときの今日の星空の表示

Twitter では送信できる文字数に制限があるため，簡潔
なメッセージを投稿する．内容は E メールと同様に今日の

図 5 は星がよく見える時，図 6 は雲が多く星が見えな
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星空ページへのリンクを記載している．
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5. 評価実験の評価と考察

評価の回答も存在する．理由を調査したところ以下のよう
なコメントが存在した．

• 毎時 00 分等，タイミングを決めてほしい．雲ってい

5.1 概要

ても，雲っていますのお知らせがほしい．
表 2 実験概要
被験者

天文指導者クラブ (AstronomicalLeader’s Club) 8 名

日時

2017 年 1 月 8 日から 2017 年 1 月 15 日まで

• 当日の星のイベントなどあれば，ついでに連絡がある
と嬉しいです．

• どんどんメールがたまってしまうので，twitter のほう
が自分は便利でした．

本評価実験では実際に被験者に対してメールを送るが，

ユーザー毎に通知する手段の好みや頻度が異なってお

対象者として天文指導者クラブ（以下：ALC）に所属する

り，それに対応しきれていないことが分かる．通知頻度に

8 名を選定した．ALC は科学館の天文教育事業にボラン

ついては指定時刻以降の通知を拒否できるが，最大の通知

ティア指導者，指導助手として協力を行っている団体で，
名古屋市科学館を中心として活動を行っている．一般の

回数を指定することなどの対応ができず，より細かな通知
の設定ができる機能が求められた．

ユーザーと比べて ALC の活動を通じて天文に関わる知識
をより多く身につけており，野外学習についての興味関心
も大きい．
以上の被験者に対して表 2 に記述した期間で星が見えや
すい時に通知される状態を継続した．期間終了後，被験者
がどのような体験をしたかをアンケートにて調査を行った．

5.2 結果と考察

図 11

通知した内容は納得できましたか？（５段階評価）

図 11 は通知した内容に関してどの程度信頼度があるか
を調査したものである．また，以下は評価した理由につい
て自由記述した結果である．

• 「今星がよく見えそうです」とメールが来ても，こち
図9

星空速報を使用することで星に対する興味・関心は増えました
か？（５段階評価）

らでは雲がかかっていることが多かった．

• 見える見えないの閾値がよく分からない．
• 現在の空の状態を判断の上，その状況を翻訳（解析）

図 9 はアプリの仕様後に天体への関心が大きくなったか

して伝えてくれるので．

どうかを調査したものである．５段階評価中３を選択した

• 通知通り晴れているから．

回答者が多く目立つが，これはもともと被験者が天体に大

ユーザーの観測した空の状況が分析結果と異なるケース

きな興味・関心を持つ集団であり，通知を受けても変化す
ることがなかったからだと思われる．

によって高評価がつけられない場合があった．
また評価の基準について説明しきれていない部分があ
り，
「よく見える」というコメントがどのような判断基準を
得ているか知りたいという評価もあった．どうしてよく星
が見えるのかが説明できるような情報提示をすることでよ
り信頼度の高い分析結果を提示できる可能性がある．

6. おわりに
6.1 まとめ
本研究ではより充実した天文学習にむけて IoT や AI の
図 10

星空速報は星空を見るのに役立ちましたか？（５段階評価）

活用といった背景から新しく星の見えやすさを分析できる
システムの制作を行った．

５段階評価中５を選択する回答者が多くいものの，低い
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本論文のはじめにまとめた各目的について以下に述べる．
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6.1.1 従来の星空への分析や情報発信について調査を行

とで，利用可能なユーザー数も増やすことが可能である．

い，課題や解決にむけての手法を構築する
星の見えやすさの分析をするにあたって従来で実施され

謝辞 本研究を進めるにあたりこシステムの協力や有益

てきた調査方法を分析した．その結果，従来の分析手法は

なご助言をくださった雑居ゼミのみなさまに深く感謝いた

主に光害活動を中心とした背景で考案されており，リアル

します．なお，本研究の一部は JSPS 科研費 15K16097，

タイム性を重視した手法があまり開拓されておらず，ICT

15K00448 の助成を受けたものです.

を用いて新しい分析手法の提案が望めることが分かった．
また従来の通知システムは交通事故や災害情報，異常検
知のような分野で大きく発達していた．反対に本研究での
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ステムがこうした天文教育の目的に有用であることが実証
できたといえる．

6.2 今後の展望
評価実験を行った際にまだ多くの改善の余地があること
が分かっている．より良い通知体験を得るためには，正確
な分析精度や個人に応じた情報提示が必要である．
本研究では星空の分析を重視してシステムの構築を行っ
ていたもののユーザーが得たい情報は「星の見えやすさ」
にとどまらず「その日どのような星がみえるか」などさま
ざまな情報を求めていることが分かっている．より天体へ
の興味関心を高めるためにどういった情報を伝えるかを考
察することは今後の課題のひとつである．
また通知自体についても個人によってその嗜好が大きく
異なることが分かった．本研究では時刻制限などを設定し
たものの，もっと細かな対応を求める意見が見られた．こ
うした通知設定についても考慮の余地がある．
また分析システムについてはまだ正確にできない夜空の
状態があることが分かっており誤検知されるデータについ
て検証を重ね，さらに精度を高められる可能性がある．ま
た，より多くのライブカメラに対応できるように機械学習
を行い様々な地域で利用可能な分析モデルの開発をするこ
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