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1. は じ め に

領域特徴量による複雑背景下での人体姿勢推定
岡野

慎介†1

浮田

宗伯†1

萩田

カメラ付き携帯電話やデジタルカメラ，インターネットの普及，発展により，我々の身の
回りに存在し容易に扱えるデジタル画像の量は日に日に増加している．このような状況下で

紀博†1,†2

近年，大量の画像データの中から自分の望む画像をいかに効率よく検索するかが重要な課題
となっている．
既存の画像検索システムとしては，画像に付与されたメタデータを用いる手法10) や，画

本研究では，複雑背景下で撮影された一枚の静止画像中から人体の姿勢を推定する
手法を提案する．この問題では，画像全体から体の各パーツに相当する領域をいかに
正確に抽出するかが重要となる．ほとんどの従来手法では，濃度勾配ベースの特徴量
に基づいて各パーツらしい領域を抽出するため，パーツ抽出に重要な人体輪郭に加え
て，人体や服表面のテクスチャや複雑な背景模様も検出され，これらの悪影響を受けや
すくなってしまう．本研究では，各パーツの候補領域においてパーツ領域と背景領域
の二値化を行うことによって，人体輪郭だけを検出し，この特徴量に基づいて各パー
ツらしさを評価する．提案手法の効果を公開データベースを用いた実験によって示す．

像中の色やテクスチャなどの低レベル特徴を用いる手法9) などが代表的である．これらの
システムではメタデータに対応するテキストをクエリとして与えた場合や，画像をクエリと
し，類似の色や色分布を持つ画像を検索する場合において非常に高速かつ正確な検索を行う
ことが可能である．
しかし，ユーザがクエリをテキストで十分に表現しきれない場合や、色やテクスチャには
表れない人にとって意味のある情報 (行為，状況，姿勢) などをクエリとした検索を行いた
い場合には，ユーザの意図に則した検索結果を得ることは容易ではない．この問題は，検索

Human Pose Estimation in Complex Scenes
Using Region Features

を行う際の利用者の検索意図と実際に検索に用いられる低レベルの特徴量と間のギャップ，
いわゆるセマンティックギャップにより引き起こされる．
本研究では，このようなギャップを生むケースの一つとして，あるポーズをとった人物の

Shinsuke Okano,†1 Norimichi Ukita†1
and Norihiro Hagita†1,†2

画像をクエリとし，類似したポーズの人物が写っている画像をメタデータの付与されていな
い大量の画像データの中から検索する問題を対象とする．既存のシステムでこの問題を扱う
場合，ユーザが意図する「特定のポーズ」という意味に対して，検索システム側は画像中の

We propose a method for estimating a human body pose from a single image
with cluttering background. This paper focus on how to extract useful image
features robustly against the backgound clutter. While existing gradient-based
features should contain nuisance parts such as texture patterns of the face and
clothing as well as the background clutter, our proposed features might represent only the boundary lines of the body parts by binary segmentation of
the parts and the background. The binary segmentation is achieved in every
possible region of the body parts. In each segmentation, seed pixels of bodyparts and background pixels are located depending on the type of the target
body part. Comparative expermients with a public dataset demonstrates the
eﬀectiveness of our features.

人物の服や肌や背景の色，テクスチャといった低レベルかつ人物や状況によって異なる特徴
量しか扱えない．そのため，そのような特徴が類似している画像は検索結果として出力され
るものの，目的のポーズをとった，異なる色やテクスチャを持った人物の画像は検索されな
いといった結果になる (図 1(a))．
もし静止画像からの人体の姿勢推定を実現できれば，人物の姿勢をといった人にとって意
味のある情報をクエリとした画像検索を行うことが可能になると期待される (図 1(b))．ま
た，姿勢推定の精度向上は静止画像の検索以外に，セキュリティ，介護，ＨＲＩなど様々な
分野における動画像解析の精度向上にも寄与することができる．
このような背景から，静止画像中の人体の姿勢推定に関する研究は近年盛んに行われてお
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図 2 実験で用いる画像データベース2)
Fig. 2 Image Databese

図 1 セマンティックギャップ:(a) google 画像検索による検索結果．(b) ユーザの検索意図を理解した検索結果のイ
メージ．
Fig. 1 semantic gap

り，その手法は多岐にわたる．その中でも，Ren らの手法7) に代表されるように，画像中
から人体の各パーツを独立に検出し，その結果に関節で繋がった人体の構造を持つモデルを
当てはめることで大域的最適解として推定結果を得る手法が最も一般的である．しかしこう
した手法の多くでは各パーツを検出する際に濃度勾配ベースの特徴量を用いているため，人
体のパーツの特徴を表現したエッジ以外に，着衣や背景のテクスチャ，影による輝度の変化
なども検出されてしまい，人体の輪郭とは関係のないノイズ成分が非常に多くなる (図 3(b)
赤丸内部)．
そこで，画像中から人体の領域だけを検出し，その領域の輪郭を特徴量として用いること

図 3 カラーヒストグラムを用いた姿勢推定:(a) テスト画像．(b) (a) から作られたエッジ画像．(c) 胴体らしい領
域をエッジ画像から求めた結果．白色が濃いほど胴体らしさが強い．(d) 赤丸で囲った部分の色を学習する．
(e) (d) で学習されたカラーヒストグラムに対応する色を持つ領域を検出する．
Fig. 3 Pose estimation using color histograms

で，上記のノイズ成分を減らす手法が提案されている1)2) ．本研究では同様の観点から，従
来手法に多くみられる濃度勾配ベースの特徴量に加えて領域ベースの特徴量による評価も
同時に行い，これらを組み合わせることで姿勢を推定する手法を新たに提案する．本稿で
は，領域ベースの特徴量を得るための，限定範囲内における色情報の学習による領域検出手

を行う際には，まず画像中から各パーツを独立に検出し（bottom-up approach），その結

法と，領域ベースの特徴量と勾配ベースの特徴量の組み合わせによるパーツ検出手法を提案

果に事前知識としての多関節モデルを当てはめる処理を行うことで (top-down approach)，

する (3 章)．次に，パーツ検出の結果に基づいた姿勢推定の手法について述べ (4 章)，その

計算時間の短縮と誤検出の回避，姿勢の破たんの抑制をなどを図ることができる5)7)8) ．本

効果を公開データベース (図 2) の画像に対して姿勢推定を行うことで確認する (5 章)．

研究においても同様に，bottom-up approach と top-down approach の組み合わせによる
姿勢推定を行う．

2. 関 連 研 究

2.2 領域特徴量を用いた姿勢推定

2.1 人体モデルを用いた全身最適化

本研究では画像中から各パーツを独立に検出する際に，１章で述べたように領域ベースの

静止画像中の人体の姿勢推定において，画像中の人体を表現する際に人体の構造を模した

特徴量を用いる．このような手法として，Mori らの手法1) では，人物が写った画像に対し

多関節モデルがよく用いられる3)4)6) ．これにより，人体の姿勢を関節の座標と角度によっ

てセグメンテーションを行い，各セグメントに対して人体の各パーツらしさを評価し，それ

て簡潔に表現することが可能になる．このようなモデルを用いて静止画像中から姿勢推定

ぞれのパーツの候補となるセグメントを複数個決定している (bottom-up approach)．その
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うえで人体の構造上ありえないセグメントを除外し，残りのセグメントに対して人体モデル
を用いた全身最適化 (top-down approach) を行い，姿勢を推定している．
また，Ramanan の手法2) では，まず人物の写った画像 (図 3(a)) に対し，勾配ベースの
特徴量としてエッジ画像 (図 3(b)) を作成する．
そしてこのエッジ画像に基づき，画像中の各パーツらしい位置 (ここでは胴体) をおおよ
その範囲で絞りこむ (図 3(c))．このとき図 3(c) 中の白い領域がパーツらしい領域であり，
白色が濃いほどパーツらしさが高いことを示している．
ここで、パーツらしさの高い領域 (図 3(c) 赤丸内部) の範囲内のカラーヒストグラムを対
象パーツ、すなわち胴体の色として学習する (図 3(d) 赤丸内部)．次に，そのカラーヒスト
グラムと一定の閾値以内で一致する色を持つ画素を，対象パーツの画素として画像から検出
する (図 3(e))．これにより目的の人体パーツに相当する領域を勾配ベースの手法よりも正
確に検出している (bottom-up approach)．この検出した領域に対して，人体モデルによる
全身最適化 (top-down approach) を行うことで推定結果を得ている．
この手法では，対象パーツのカラーヒストグラムのみに基づき，画像全体を対象とした領
域検出を行っているため，対象パーツの領域 (図 3(e) 赤丸 1) に加えて同様のカラーヒスト
グラムを持つ対象パーツとは異なる領域まで検出される (図 3(e) 赤丸 2,3)．さらに，前景
のカラーヒストグラムのみを基準にし、ある閾値を境界として前景，背景を決めているの

図 4 提案手法概要:(a) 候補領域における領域特徴量の検出．(b) 候補領域におけるエッジ特徴量の検出．(c) すべ
ての候補領域における領域，エッジ両者の特徴量とテンプレートとの相関度を算出し，similarity image を
作成．両者の similarity image の重み付け和をとる．(d) 関節モデルの当てはめによる姿勢推定．本研究で
は (a) と (b) を同時に行う．
Fig. 4 The outline of our method

で，画像によっては検出領域が実際のパーツ領域よりも膨張してしまうといった問題が起こ
る場合もある．
そこで本研究では，画像中の各パーツの各候補領域内において，前景色（パーツ領域）と
背景色（背景領域）の２つの色情報を学習する．これによりパーツ部分とそうでない部分の
境界を明確にし，領域を抽出する範囲を候補領域内に限定することで，上記の問題を解決し

特徴量としてエッジ特徴量を使用する．次に，それぞれの特徴量に対して，各パーツとの相

たより高精度なパーツ検出を行う．また，全身最適化の際に用いる関節モデルは Ramanan

関度（パーツらしさ）を求め，両者をある一定の比率 (今回は暫定的に 0.5 : 0.5) で足し合

の手法と同様の，全身を１０個のパーツで表現した関節モデル6) を用いる．

わせたものを最終的な相関度とする (図 4(c))．その結果に人体の構造を持った関節モデル
を当てはめることで，大域的最適解として姿勢の推定結果を得る (図 4(d))．

3. 提 案 手 法

以下，それぞれの処理の詳しい説明を述べる．

3.1 提案手法概要

3.2 限定範囲内での領域抽出手法

本稿で提案する手法と従来手法の最大の違いは，限定された範囲 (候補領域) 内で領域検

この手法では，パーツに応じたサイズの候補領域内において，前景（人体パーツ領域）の

出を行いパーツらしさを評価している点である．図 4 にその概要を示す．

色と背景（人体パーツでない領域）の色を学習し，それをもとに画像を前景と背景の二つに

画像中のパーツらしさを評価するすべての候補領域において，後述の領域特徴量 (図 4(a))

分割する．具体的には，

と勾配ベースの特徴量 (図 4(b)) の２種類の特徴量を求める．なお本研究では勾配ベースの

(1)

3

まず対象の画像 (図 5(a)) における候補領域 (図 5(b)) 対して，色情報に基づいたセグ
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図 5 領域特徴量の検出:(a) テスト画像．(b) 候補領域．(c) quick-sift 法11) によるセグメンテーション．(d) 検
出したいパーツに応じたシードの付与．(e) セグメントを前景と背景の２クラスに分類し２値化した結果．
Fig. 5 Our regioin feature detection method

図 6 領域特徴量とエッジ特徴量の比較
Fig. 6 The comparison between region features and edge features

メンテーションを行い，セグメント (類似の色情報を持つピクセル群) の集まりで画

(2)

像を表現する (図 5(c))．各セグメントの代表色は含まれるピクセルの平均色とする．

で検出を行うため，学習した色に対応する領域が画像全体から検出されてしまうといった問

次に，各候補領域内でパーツに応じた形の前景 (図 5(d) 中央と底辺の赤のライン) と

題は起こらない．また，前景の色と背景の色の２クラスを学習することで，画像ごとに前景

背景 (図 5(d) 両端の緑のライン) のシード（初期解）となる座標値を与え，初期解が

と背景の境界が一意に定まるため，検出領域が実際のパーツ領域よりも膨張してしまうと

与えられたセグメントをそれぞれ前景，背景としてラベリングする．

いった問題も起こらない．

3.3 エッジ特徴と領域特徴の関係

ここでシードとして与える座標は，候補領域内にパーツが過不足なく収まっていると
仮定した場合に，前景なら対象としているパーツが確実に存在している，背景なら存

(3)

3.2 節の手法で得られた領域特徴量は，エッジ特徴量などの勾配ベースの特徴量に多く含

在していないと仮定した座標である．

まれる必要のない情報 (図 3(b)) を省くことができるというメリットを持つ．例えば図 6(a)

その後，未分類の各セグメントの代表色と，前景，背景のセグメントの平均色との間

のように，不要なエッジを多く含む部分からでも有用な特徴量を求めることができる．

でユークリッド距離を求め，未分類のセグメントを最近傍のクラスに分類する．

しかし同時に，対象の画像によっては，求めたいパーツ (胴体部分) の領域であるにもか

本手法ではこの前景のセグメントと背景のセグメントの２値画像 (図 5(e)) を，候補領域

かわらず，服のテクスチャや色，表面の影の影響によって図 6(b) のようにパーツらしくな

に対する領域特徴量と定義する．これにより，頭の位置の候補領域からは頭らしい２値画像

い結果となるケースや，正解の領域とはかけ離れた座標において，偶然にもパーツらしい領

(図 5(e) 上) が，頭とは関係のない位置の候補領域からは頭らしくない２値画像 (図 5(e) 下)

域が抽出されてしまうケース (図 6(c)) も存在する．

が得られる．

一方，エッジ特徴量は，ノイズを多く含むものの，前述の領域特徴量と比較して大きな間

提案手法では Ramanan の手法2) と異なり，パーツに応じたサイズの候補領域の中だけ

違いが起こりにくいというメリットがある．

4
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図 7 テンプレートの学習
Fig. 7 learning for template

図 8 領域特徴評価用テンプレート
Fig. 8 region template

る相関度，すなわち領域に基づいたパーツらしさとする⋆1 ．

図 6(c) で示した，誤って胴体らしい領域が抽出された画像において，エッジ画像中では
足の形状のエッジがはっきりと表れていることが確認できる (図 6(c) 左から 3 枚目，赤丸

同時に勾配ベースの特徴量の評価として，対象画像のエッジ画像を作成し，領域特徴の検

内部)．このように，ある候補領域において有用な領域特徴量が得られない場合でも，同時

出と同じ候補領域において，エッジ画像用に作成したテンプレートとのベクトルの類似度計

にエッジ特徴量のような勾配ベースの特徴量を求めていれば，互いの特徴量による未検出を

算を行い，勾配ベースの特徴に基づいたパーツらしさを算出する．

抑制できる場合がある．

このようにして得られた領域，エッジベースの相関度をある一定の割合で足し合わせたも

3.4 テンプレートの作成

のを，最終的な各パーツの相関度として扱う．また，この相関度は画像と同じサイズのマッ

領域特徴量を評価するテンプレートは，図 2 で示したデータベースの学習用画像から作成

プとして表現される．本実験では画像を 15 °づつ回転させてそれぞれ類似度の計算を行っ

する．画像中の人体の各パーツの位置と角度は二点の座標値で表現することができ (図 7(b))，

たため，相関度のマップは一枚のテスト画像に対して 10(パーツの数・24(角度の分割数) ＝

今回用いる画像データセットには人体の各パーツの位置を示す座標が正解データとして事前

240 枚生成される．

に付与されている．

4. 姿 勢 推 定

各パーツの位置を表す２点の座標値と，各パーツを表現する矩形の枠のアスペクト比に基
づき，候補領域の大きさ (図 7(b) のサイズ) を決定し，3.2 節の手法に従い領域抽出結果の

本研究では姿勢推定における全身最適化に，人体の構造に則した制約を持つ確率モデル

２値画像を得る．同様の手法で全ての学習用画像から２値化された画像を用意し，その平均

を用いる．このモデルでは，人体を１０個の矩形領域の集合で表現している (図 9(b))．各

を取った画像をテンプレートとして扱う．

パーツはツリー構造のグラフのノードに対応しており，胴体部をルートノード，頭部，下脚
部，前腕部をリーフノードとして定義している．そして，各パーツの位置は，画像中の座標

これをパーツの数だけ行い各パーツに対応するテンプレートを用意する．作成した領域評

と角度のパラメータ［xi , yi , θi ］で決定される．

価用テンプレートを図 8 に示す．

3.5 各パーツの相関度 (パーツらしさ) の計算
図 4 に示した候補領域すべてにおいて領域検出を行い，各領域から得られた２値画像と

⋆1 今回の実験では，領域特徴量のベクトル類似度は SSD(sum of squared diﬀerence) によって評価し，エッジ
特徴量のベクトル類似度はエッジテンプレートによるフィルタリング（畳み込み演算) によって評価した．

パーツに対応するテンプレートとのベクトルの類似度計算を行い，これを各候補領域におけ
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図 10 胴体位置決定のための message passing
Fig. 10 message passing

式 (3) の p は重み付けの比率，βiT はエッジ特徴を評価するテンプレートを，fi (I(li )) は候
補領域内のエッジ画像を表す．同様に，γiT は領域特徴を評価するテンプレートを，gi (I(li ))
は候補領域内の領域検出結果を表す．次に，全身最適化のプロセスについて説明する．
図 9 姿勢推定の流れ:(a) 各パーツ独立に求めた相関度のマップ．色が濃いほど相関度が高い．(b) (a) に当てはめ
る関節モデル．(c) ルートノードまで message が渡された (畳み込みが行われた) 後の各パーツの相関度の
マップを重畳表示した画像．(d) 推定結果．
Fig. 9 pose estimation

本研究では message-passing12) と呼ばれる複合アルゴリズムに則り，3.5 節にて各パーツ
独立に求めた相関度のマップ (図 9(a)) を，人体の構造に基づきリーフノードから中間ノー
ド，中間ノードからルートノードへ message として畳み込んでいく。これにより全身最適
化を行い姿勢を推定する (図 10 upstream)．message-passing の流れを式 (4) および式 (5)

画像 I における K 個のパーツを［L = (l1 . . . lK )］で定義するとき，今回我々が使用す
る人体モデルの評価式は式 (1) で表現される．

(

P (li |I) ∝ exp

∑

ψ(li − lj ) +

i,j∈E

∑

で表す．

)

ϕ(li )

mi (li ) ∝
(1)

li

i

ψ(li − lj ) = αiT bin(li − lj )

∑

ai (li ) ∝ ϕ(li )
(2)

ψ(li − lj )ai (li )

∏

(4)

mk (li )

(5)

k∈kidsi

式 (5) の mk (li ) は，パーツ i に対してその子ノード k から渡されたメッセージに相当し，

ϕ(li ) =

p(βiT fi (I(li )))

+ (1 −

p)(γiT gi (I(li )))

そのメッセージをパーツ i が独立に求めた相関度 ϕ(li ) へ畳み込む．この ai (li ) がパーツ i

(3)

の，子ノードとの関係性を考慮に入れた相関度のマップとなる．
このマップに対して，式 (2) の ψ(li − lj ) による，パーツとその角度によって決まる変位

ここで，式 (1) 中の ϕ(li ) はパーツ i に対する相関度を，ψ(li − lj ) は画像中におけるパー

量 (式 (2) の αiT に相当) だけ相関度の分布をシフトするフィルタリングを行ってから，上

ツ i とパーツ j の位置関係に基づいた空間フィルタを表す．
式 (2) 中の αiT は学習時に決定されたモデルパラメータである．αiT に関しては後述の全

位のノードである j へメッセージとしてパスする (式 (4))．

体最適化のプロセスの説明の中で述べる．bin(li − lj ) はパーツ i とパーツ j の位置的な相

全てのメッセージ (相関度のマップ) がルートノードへ畳み込まれた後 (図 9(c))，今度は
ルートノードからリーフノードにかけて，パーツの存在する領域を限定しながら各パーツ毎

対関係を表したベクトルである．
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の相関度が最大となる座標を決定し，人体の構造を決定する（図 10 downstream)．
具体的には，例えば左前腕の位置を決定する場合，

(1)

まず胴体の相関度のマップの中で，相関度が最大となる座標を基準として胴体の位置
を決定する (図 11(a))．

(2)

次に，胴体の矩形の左上の頂点を中心に，上腕に固有のサイズの矩形領域を形成す
る．このサイズは，頂点に左上腕の根本が存在するとき，上腕の先端がどの角度方向
を向いていても十分に収まると仮定したサイズである．

(3)

この矩形領域を 1，それ以外を 0 としたマスクを作り，左上腕の相関度のマップに畳
み込みを行うことで (図 11(b))，マスクされた領域の相関度のマップだけを残す．そ
してその中から相関度が最大となる座標を決定し，その座標を基準に左上腕の位置を
決定する (図 11(c))．

(4)

続いて，左上腕の先端の座標を基準として前腕に固有のサイズのマスクを作成し

(図 11(d))，同様の流れを経て，前腕の相関度が最大となる座標を決定することで，
胴体，上腕，前腕の座標を決定する (図 11(e))．
全身のリーフノードに相当するパーツに対して同様の処理を行い，全身の姿勢を決定
図 11 姿勢の決定:(a) 胴体の相関度が最大値 (best score) の座標．およびその座標とマップの角度を基準に決定さ
れた胴体 (赤色矩形の枠)．(b) 胴体左上の頂点を中心とした，上腕が存在すると仮定した領域 (mask)．お
よび上腕の相関度のマップ．(c) マスクによって範囲が限定された上腕の相関度の中で最大値 (best score)
の座標．およびその座標とマップの角度を基準に決定された上腕 (緑色矩形の枠)．(d) 上腕の先端の座標を
中心とした，前腕が存在すると仮定した領域 (mask)．および前腕の相関度のマップ．(e) マスクによって範
囲が限定された前腕の相関度の中で最大値 (best score) の座標．およびその座標とマップの角度によって決
定された前腕．
Fig. 11 configuration

する (図 9(d))．

5. 実

験

本実験では図 2 の画像データベースの中から 100 枚を学習用としてテンプレート作成に
用い，テスト用には学習用画像と異なる 205 枚の画像を用いた．

5.1 実 験 １
領域特徴量とエッジ特徴量との相補的な関係を実験で確認する．この実験では特徴量の重
み付けの比率を三つの場合に分け，それぞれ場合において 3 枚のテスト画像に対して姿勢推

5.2 実 験 ２

定を行った．結果を図 12 に示す．

次に，従来手法2) による推定結果と，本研究での提案手法による推定結果の比較を行っ

図 12 では，画像ごとに，右端の画像は領域特徴量のみを用いた場合，左端はエッジ特徴

た．10 枚のテスト画像に対する結果を図 13 に示す．それぞれの画像毎に，右が従来手法に

量のみを用いた場合，中央は両者の重み付け和を用いた場合の姿勢推定の結果を示してい

よる推定結果，左が提案手法による推定結果となっており，画像の下に，正しく推定された

る．今回は重み付け和を求める際に，領域特徴量とエッジ特徴量の重み付けを暫定的に同じ

パーツ数を示す．各パーツの推定結果が正解，不正解かを判断する際には，パーツ毎の正解

比率（0.5 : 0.5 の割合で重み付け）で行った．この結果より，両者を組み合わせた場合によ

データとなる二点の座標を結んだ直線に対する，推定されたパーツを表す二点の座標を結ん

り良好な結果となり，3.3 節で述べた両者の特徴量の相補的な関係性を実験的に確認するこ

だ直線の平行移動量，ならびに傾きの大きさを求め，ある閾値未満なら正解，以上なら不正

とができた．

解とする．
この実験では，従来手法で正解数が少なかった画像に対して良好な結果が得られるケースが
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図る．また，今回一定の値を用いた重み付けの比率についても，いくつかの組み合わせを試
したり，画像から得られる特徴量に応じて画像毎に適応的に変化させることも検討する．
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重みづけの違いによる結果の変化:各画像の下に，エッジ特徴と領域特徴の比率を示す．
Fig. 12 Results for diﬀerent weighting

提案手法と従来手法2) の推定結果の比較:各画像とも，左が提案手法，右が従来手法の結果．数字はパーツの
正解数．
Fig. 13 The comparison of estimation results between our method and the existing method2)

図 13

見られ，提案手法に従来手法とは違う一定の効果があることが確認できた．しかし図 13(a)，

(d)，(f) などのように，従来手法に比べて劇的に正解数が増えている結果を得ることができ
た一方，図 13(g)，(i) のように一つも正解しないという結果も従来手法に比べて多く得ら
れた．

6. お わ り に
今後は，正解数が多かった画像，少なかった画像に対して，どのような要素が結果に強く
影響したのかについて考察し，シードの与え方，セグメンテーションの方法，テンプレート
の作成方法，モデルパラメータ，相関度の導出方法など，様々な側面から推定の精度向上を
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