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1. 目的 

空から飛来する荷電粒子の飛跡を、シンチレーター検出器と光電子増倍管

を用いて平面的に可視化することのできる装置を開発する。 

また可視化した映像から入射角度を求め、その時間当たりの量や方向を解

析できるプログラムの開発を行い、装置の効率化を目指す。 

 

 

2. 原理 

2.1 宇宙線 

宇宙線とは宇宙空間を飛び交っている高エネルギー粒子の総称であり、 

超新星の爆発や太陽活動による表面の爆発などにより発生する。 

その成分は約 90%を陽子が占めており、残りの 8%ほどがアルファ粒子、そ

の他の粒子やニュートリノなどが微量存在する。 

これらの粒子からなる宇宙線は常に地球に降り注いでおり、地球の大気圏

内に侵入すると窒素や酸素の原子核と衝突して相互作用を起こし、その結

果放射性同位元素やパイ中間子など多数の粒子を生成したり、周囲に存在

する中性子や陽子を弾き飛ばしたりする。 

このうち大気圏に降り注ぐものを一次宇宙線、大気中の原子核などと衝突

して反応し変化したものを二次宇宙線と呼んでいる。 

こうして宇宙線のうち地表まで降ってくるのは二次宇宙線であり、生成

された多数の粒子も寿命が極端に短いものが多いため、地表まで降り注ぐ

二次宇宙線のほとんどはミュー粒子（ミューオン）である。 
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2.1 可視化 

ミュー粒子や電子などの荷電粒子は物質を通過した際、物質中の分子や

原子中の電子と反応して微弱な光を発生させる。この現象はシンチレーシ

ョン現象と呼ばれており、このとき発生する光をシンチレーション光と呼

んでいる。 

シンチレーション光は通過した粒子の周囲に発生するため、この光を捉

える事ができれば光の流れた経路、つまり通過した荷電粒子の飛跡を観測

する事が出来るはずである。 

それを確認するために今回の研究では、シンチレーション光を効率よく

発生させることができるシンチレーターと呼ばれる検出器と、光電子増倍

管の中でも面での増幅を可能とするイメージインテンシファイアと呼ばれ

る増倍管を用いて、飛跡を平面的に可視化する事とした。 

今回の研究では大きな入力面と鮮明化を両立させるために、大口径イメ

ージインテンシファイアと高速ゲートイメージインテンシファイアの 2種

類のイメージインテンシファイアを用いた。 
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3. 実験方法 

シンチレーターの光のみを観測させるためと装置の保護のため、下の図の

ように暗箱内に大口径イメージインテンシファイアと高速ゲートイメージイ

ンテンシファイアを接続して設置し、その入力面にシンチレーター検出器を、

出力面に撮影用のＣＣＤカメラを設置して観測を行う。 

大口径イメージインテンシファイアと高速ゲートイメージインテンシファ

イアを併用することにより大きな像を鮮明に捉えることができ、単体より増

幅率を上げる事ができる。また大口径イメージインテンシファイアは増幅率

が 100倍固定であるが、高速ゲートイメージインテンシファイアは電源側で

ゲイン調整を行う事により約 100倍～100,000倍の増幅率に変更が可能で、観

測に最適な倍率に調整しながら研究を行う事が可能となっている。 
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4. 実験装置 

4.1 大口径イメージインテンシファイア 

 
イメージインテンシファイアの中では非常に大きい直径約 10cmの入力

面を持っており、大型のシンチレーターからの光であっても損なうことな

く増幅する事が出来る。 

入力面から侵入した光はファイバオプティクプレートを通って光電面

に入射し、光電面から蛍光面に向けて 16kVの電位差で電子を打ち込むこと

で光量を増幅している。また構造上出力される像は上下反転している。 

ファイバオプティクプレート（ＦＯＰ）とは数ミクロンの光ファイバを

束にした光学デバイスで、光を高効率・低歪みで伝達させる事が出来る。 

レンズに代わる光学素子として利用されているが、レンズのように焦点距

離を考える必要がないためコンパクトな光学設計が可能である。 
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上のグラフは大口径イメージインテンシファイアの分光感度を示した

グラフであり、発光のピークは 400nm～500nmの波長である。 

 

 

 

4.2 高速ゲートイメージインテンシファイア 

大口径イメージインテンシファイアの出力面に連結して使用しており、

高速ゲートイメージインテンシファイアで増幅された光をマイクロチャネ

ルプレートと呼ばれる面増幅型の電子倍増素子を通して増幅し、イメージ

のコントラストを上げて出力する事ができる。 

今回の研究ではゲインの変更による増幅率の調整と、高速検出によるコ

ントラスト増加特性を利用した像の鮮明化のために用いている。 

マイクロチャネルプレート（ＭＣＰ）とは電子を二次元的に検出し増倍

する電子増倍素子であり、電子や光子以外にも様々なエネルギー粒子の検

出に用いられている。 
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上のグラフは高速ゲートイメージインテンシファイアの分光感度を示

したグラフであり、高速ゲートイメージンテンシファイアと同様に 400nm

～500nmの間に発光ピークがあることがわかる。 

4.3 シンチレーター検出器 

4.3.1 CsI(Tl)シンチレーター 

CsI(Tl)シンチレーターは CsI（ヨウ化セシウム結晶）に蛍光物質とし

て Tl（タリウム）を添加したもので、今回使用するものは無色透明の結

晶体で、大きさは一辺が約 5㎝四方の立方体である。 

発光強度は後述するシンチレーションファイバーより高いが、飛跡の

発光が結晶内で拡散してしまうため飛跡を鮮明に捉える事は難しい。 

また湿度に弱いため保管などには注意が必要である。 
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4.3.2 シンチレーションファイバー 

プラスチック製光ファイバーの一種であり、直径約 1mmのコア（芯）

が蛍光物質を添加したポリスチレン樹脂でできているためシンチレーシ

ョン光を確認する事が出来る。 

発光強度は強くないが、これを束にすることで CsI(Tl)シンチレーターで

は捉えにくい荷電粒子の飛跡を 1mm2の分解度で鮮明に確認する事が出来

る。 

今回の研究では高さ約 1cm、奥行き・横幅ともに約 5cmの束を 3個作り、

高さを稼ぐためにそれぞれの間に 2.5mm厚のボール紙を挟みこんだ。 

また発光強度の弱さを補うためにイメージインテンシファイアと反対側

の面をアルミ箔で覆い光が反射するようにした。 

アルミ箔による反射で飛跡の像のゴーストが発生するが、反射した場合

最大でも片道 5cmを往復する 0.1mの道のりを約 30万 km/hの速度で移動

する光に対して、30FPS（1秒間に 30フレーム）の動画では前後のフレー

ムに影響が出るほどゴーストが長引かないため像のゴーストに関しては

ほぼ無視できると思われる。 
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上は CsI(Tl)シンチレーターの分光感度のグラフであり、発光のピーク

は 530nm～550nmの間となっている。 

これは今回使用している２つのイメージンテンシファイアの分光感度の

ピーク（400nm～500nm）とズレているため、もう少し発光ピークの波長

が短いシンチレーターを用いる事ができれば低ゲインでの観測が可能と

なり、ノイズを抑える事ができたと思われる。 
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4.3.3 シンチレーター検出器 

当初は CsI(Tl)シンチレーターのみで飛跡を捉える予定だったが、実際

に撮影してみると飛跡がぼやけてしまう場合が多々あったため、シンチ

レーションファイバーの束を使用してみる事とした。 

しかしシンチレーションファイバーのみでは発光強度が弱くノイズにか

き消されてしまい、目視ではかろうじて飛跡を判別できるがソフトウェ

アでの自動判別は難しいと判断した。 

そのため上記二つのシンチレーターについて特性を考慮し、CsI(Tl)シ

ンチレーターを飛跡通過の検出用として、シンチレーションファイバー

束を飛跡の角度算出用として使用することでソフトウェアによる処理が

しやすくなると考えた。 

また上方から飛来する荷電粒子を効率よく捉えるため、CsI(Tl)シンチレ

ーターの上にファイバーシンチレーター束を重ねて設置し、CsI(Tl)シン

チレーターからの強い光の影響を抑えるため間に 5mm厚のボール紙を挟

みこんだ物を検出器として用いる事とした。 

 

4.4 飛跡の撮影に用いるカメラ 

イメージンテンシファイアより出力された映像を撮影するためにカメ

ラを用いる事としたが、その際以下のような条件でカメラの選定を行った。 

1. 撮影した飛跡の処理をリアルタイムで行いたいので、撮影されてい

る映像を直接パソコンに接続して送信可能であること。 

2. 暗箱内でイメージインテンシファイアのスクリーン映像を撮影する

ため、暗闇での感度を考慮して安価な CMOSセンサーではなく暗闇に
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強い CCDセンサーを用いたカメラであること。 

3. 映像のロスを減らすため出来るだけスクリーンに近付けて撮影を行

いたく、高速ゲートイメージインテンシファイアのスクリーン径で

ある 3cm以上のレンズ径であること。 

上記条件に当てはまるカメラで探した結果、アマチュアの天体撮影などに

も用いられている Logicoolの QcamPro4000という USBカメラを使用する事

とした。 

研究室にはすでに前年度以前に使用したハンディビデオカメラとコン

ポーネント出力から USB変換するビデオキャプチャのセットがあったが、

ビデオキャプチャのドライバソフトウェアと後述する UFOCaptureという

キャプチャソフトとの相性が悪く、ブロックノイズが載って飛跡を上手く

捉える事が出来なかったため今回は用いない事とした。 

 

4.5 ソフトウェア 

4.5.1 UFOCapture 

UFOCaptureはソノタドットコムが開発・公開しているタイムシフト動

体検出ビデオキャプチャソフトであり、任意の範囲に指定した以上の変

化が現れた際動画として保存する機能を持つ。 

他の一般的な動体検知ソフトと違う特徴的な点として、変化が現れた
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瞬間からではなく数秒さかのぼったところから動画を保存してくれると

ころであり、これによりピーク前後の変化をより捉えやすくすることが

可能となっている。 

 

4.5.2 粒子飛跡検出解析ソフト 

今回の研究では撮影した映像の中から飛跡が捉えられている部分を探

し出し、その角度を測ったうえで時間当たりの角度・個数を集計する必

要があった。 

しかし一秒間に 30枚のフレームからなる動画を手作業で確認していては

かなりの時間がかかるため、UFOCaptureにて撮影された映像を自動で解

析するソフトウェアを開発できれば効率よく研究を進められると考え、

開発を行った。 

 

（インタフェース）      （プログラム画面） 

その際ソフトウェアの自動性、使いやすさを求めて自分なりに以下のよ

うな動作要求を設定した。 

1. 手動で動画ファイルを読み込ませる手間を省くため、UFOCapture

の出力先フォルダを監視し、新たに出力されたファイルを自動的に

読み取る機能を付ける事。 

また前回の動画ファイルやその他のファイルが出力先フォルダに

残っている可能性を考慮して、ソフトウェア実行段階で既にあるフ

ァイルや指定拡張子以外のファイルは無視するようにする。 

2. CsI(Tl)シンチレーターは湿度に弱く観測を終えるたびに密閉され

た容器で保管するため、毎回シンチレーター検出器の場所は移動す

ると思われる。 

そのためソフトウェア側で読み込むシンチレーター検出器の各部

位の位置情報や検出基準値、分解度の値などはソフトウェア内で固

定定義するのではなく外部に設定データとして保存することで設
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定を引き継げるようにして、起動時に読み込む事とする。 

 

上記 2番のようにシンチレーター検出器各部の位置設定画面について

は頻繁に変更する事が想定されたため、直感的に設定が出来るように背

景に任意の画像（主に観測装置からの映像を想定）を表示できるように

し、また座標の手入力だけでなくマウスカーソルを用いた入力を可能と

することで視覚的な情報量を増やし設定を容易としている。 

設定画面は別ウィンドウで表示されるようにしており、完成した設定

ウィンドウを以下に示す。 

 

A 枠が CsI(Tl)シンチレーターの範囲を示し、それ以外の B、C 枠がフ

ァイバーシンチレーター束の各段を示すように設定する。 

またシンチレーター検出器の説明ではシンチレーションファイバー束は

3段積み重なっているが、実際に大口径イメージインテンシファイアで捉

えると最上段は全体が入力面に入りきらないため、今回は解析に用いな

い事とした。 
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上の動作要求を念頭に置き、プログラムの基本的な動作をフローチャ

ートにして以下に示した。 

 
このフローチャートの右側 2列が飛跡の解析を行う働きを示したもの

であり、このソフトウェアの主軸となる部分である。 

その中でも赤枠で示した、飛跡を捉えた画像からノイズを省いて飛跡だ

けを識別するアルゴリズムは以下のように何度も試行錯誤を重ねる事と

なった。 

1. 一番最初に試案したもので、上下 2段のファイバーシンチレーター

束が選択されている枠内を走査し、各枠内の各Ｘ軸内で一番輝度の

高い点を読み取って平均座標を求め、上下の枠の平均座標を結ぶ方

法で角度を計算しようと試みた。 

しかし実際に輝点を走査してみると、分布としては飛跡として写っ

ている部分のほうが多いが一点の輝度ではノイズのほうが輝度の

高い場合が多く、実際の飛跡とは大きく離れた角度を示す事が多々

あったため実用には向かないと判断した。 
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2. 最初の方法では分布を考慮していなかったため、２つめの方法では

各枠の各Ｘ方向への走査は同様だが、最高輝度の点だけではなく輝

度が高かった場所に順位を付け、3番目までの輝点の両脇を調べ、

指定輝度以上であればさらにその両脇を調べる・・・というように

分布を求め、その合計値を求めて平均を求めるという方法を試行し

た。 

この方法でも精度は低くはなかったが、何度も同じ軸を走査する必

要がある事と、指定輝度以上かどうかを判別するために別に値の入

力が必要ということに納得がいかず、効率が良くない事とノイズに

対する根本的解決には結び付かなかったため別の方法をとる事と

した。 

3. 前回 2回の結果と考察から、Ｘ軸方向の線的な分布を取得するだけ

なくＹ方向にも走査することで各枠内を格子状に区切り、それぞれ

の格子内で分布の平均を算出して最高輝度を出力する方法を考え

た。 

格子の分解度についてはソフトウェア実行時に任意で指定できる

ようにすることでノイズの状況などから最良の選択を行えるよう

にした。 

また前回まで悩まされたノイズについては下の（例図）のように、

最高輝度の格子に対してそのＸ座標だけでなくその前後のＸ座標

に対してＹ方向に走査し、その個数が複数以上となる部分を密集領

域と考え、その中で一番合計値の高い領域内のみで平均値を取り角

度を計算することで、飛跡と離れたところに存在するノイズとの分

離を行う事に成功した。 

 

（例図） 

右図の領域上部に記されている数字は走査

した最高輝度格子の個数。 
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以上の 3番目のアルゴリズムを用いて飛跡解析のプログラムを組んだ

ことで格子ごとの平均を取る事によりほとんどのノイズを無視でき、ま

た無視できない大きなノイズであっても密集領域から離れている場合は

読み取らずに計算を行うことが可能となった。これにより飛跡の解析精

度が大きく上昇した。 

 

また解析結果の出力形式はテキスト形式としたが、内容については角

度と角度当たりの検出個数を tabで区切るなどの工夫を行い、その形式

のまま Excelで読み取れるようにし、グラフ化などを容易に行えるよう

注意した。 

 

なおプログラムのソースコードに関しては内容が多くなってしまうた

め、本項とは別として後半に添付している。 
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5. 結果 

まず CsI(Tl)シンチレーターのみで観測を行い、通過する宇宙線の飛跡を

捉えた。以下はその画像である。 

 

（画像 1-1） 

 

（画像 2） 
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画像 1で捉えられている飛跡の解析 

 

（画像 1-2） 

赤色の円：CsI(Tl)シンチレーターで発生したシンチレーション光 

青色の円：大口径イメージインテンシファイアの入力面にあるＦＯＰを宇

宙線が通過して発生したと思われるシンチレーション光 

 

画像 2は宇宙線の飛跡と思われるシンチレーション光は捉えられているが

全体的にぼやけてしまっており、飛跡の角度を読み取ることは困難である。 

これは結晶体である CsI(Tl)シンチレーターの後方よりを宇宙線が通過した

ため、大口径イメージインテンシファイア側の面にピントが合っておらずぼ

やけてしまったためだと思われる。 

 

このように CsI(Tl)シンチレーターのような結晶体のシンチレーターのみで

はイメージインテンシファイアの入力面とピントが合わない事がほとんどで

あるため、飛跡の鮮明度が極端に落ちる。 
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次に、シンチレーションファイバー束と CsI(Tl)シンチレーターを組み合

わせたシンチレーター検出器にて観測を行った結果（左側）と、その画像か

らソフトウェアの行った解析をわかりやすく可視化した画像（右側）である。 

 

（画像 3-1）          （画像 3-2） 

 

（画像 4-1）          （画像 4-2） 

ファイバーシンチレーター束部の枠内に複数存在する正方形が格子状に区

切った中で一番輝度分布の高かった格子であり、その裏側に重ねて表示され

ている広い長方形が格子分布の高かった領域であり、角度計算を行う部分で

ある。 

解析画像上方にある文字列は、 

・ANGLE=：解析により求められた角度 

・LONG=：格子の一辺のドット数 

・MIX=：CsI シンチレーター部の RGB の合計数。高速化のため半減させ

ているので実際はその二倍ほどである。 

を表している。 

上の解析画像で示すように正常に解析が行われた際には、計算で求められ

たラインが実際の飛跡を追従するように表示されており、角度もほぼ正確で

ある事がうかがえる。 
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また以上の解析結果から求めた角度をもとに角度ごとの分布を作り、天頂

角分布との比較を行った。 

天頂角分布の理論値を求める式については宇宙線の強度 I を求める

ため、 

I=N/(SΩt) 

を用いる。 

ここで N=宇宙線の計数、S=シンチレーター検出器の底面積、Ω=シン

チレーター検出器の最下面から見上げた立体角で、今回はシンチレータ

ー検出器の上面積/上下面積間の距離と近似、t=測定時間とする。 

 

以下はミューオンの天頂角の理論値と測定値のグラフである。 

 

上記のグラフは 3次元的にもたらされる天頂角分布と、2次元的に観

測した結果のグラフであるため、比較対象としては正しくない。 

よって以下に観測結果について近似直線を求めたグラフを記す。 
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6. 考察 

今回の結果では理論値と実測値のグラフが一致しておらず、角度が上がる

ほど理論値との間が離れているが、これに関しては 3 次元的に求めている天

頂角分布に対して 2 次元で出力された結果を用いているため、角度が上がる

ほど左側に寄ってしまうためだと思われる。 

 

その他今回の研究結果で求めた結果では、シンチレーションファイバー束

の上面から CsI(Tl)シンチレーターまで抜けていく飛跡しか解析できない構

造であったため、X方向に 5cm、Y方向に 4cm程度が判別できる最低入射角だ

と仮定すると 50 度以下はほぼ測定が出来ない事（測定値のグラフは 50 度以

下はほぼ測定不可能であったため記していない。）と、角度ごとにシンチレー

ター検出器の角度を変化させていなかったため、分布の基準が等しくなく角

度が大きくなるごとに減少傾向が高まったと判断できた。 

また結果で示した解析画像はほぼ正確に角度を求める事に成功していたが、

全ての解析結果がこのように正確に角度を求めれてはおらず、シンチレータ

ー検出器の設計上の欠点やプログラムのアルゴリズムの欠点と思われる問題

が存在した。 

以下にその一例を示す。 

 

上の解析画像では、飛跡自体は鮮明に捉えられているが入射角が鋭すぎる

ために、シンチレーションファイバー束の上下の枠で高輝度の格子が離れす

ぎて密集領域が寸断され、飛跡の入射角度を計算できなかった。 

（斜線や上方の文字が表示されないのはエラーの場合表示しないようにして

いるため） 

このような事例以外にも、もっと入射角が鋭く CsI(Tl)シンチレーターの

みに飛跡が入射しておりファイバーシンチレーター束を貫通していないもの

などもあった。 
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処理に時間はかかるが、処理装置として用いているパソコンの処理能力任

せに、格子をずらしたりサイズを変更しながら何度か重ねて解析するなどの

もう少し高度な処理を行ったり、半円状のシンチレーターを用いるなどの対

策を施していればもう少し理論値に近しいグラフになったのではないかと思

った。 

 

 

7.  結論 

今回の研究では、入射角度や検出器のサイズなどの制約はあったが、目的

であった荷電粒子飛跡の可視化装置の開発と、その映像から自動的に解析を

行うソフトウェアの開発に成功した。 

また今回は平面での飛跡観測にとどまったが、検出器の角度を互い違いに設置

して差を発生させるなどすることで 3次元的な観測を行う事が出来れば、より

深く宇宙粒子の飛跡を捉える事が出来たのではないかと思った。  
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8.  プログラム 

以下に今回開発した飛跡解析ソフトウェアのソースコードを示す。 

使用言語については、BASIC系言語の一種である HSPを用いた。 

この言語は国産のインタプリタ言語で、スクリプト作成から実行までの敷

居の低さとサポートコンテンツの多さが特徴である。 

ソースコード中の;のあとに続いてる文字は、その部分に対する説明を表し

ている。 

 

#include "hspcv.as" 

#include "hspext.as" 

#include "a2d.hsp";ファイル操作、テキスト操作、2次元画像処理系命令の読込み 

 screen 0,640,480,0;初期画面もサイズ、カラー設定 

 title "ミューオン素粒子検出解析用ソフト ミューおん君２号" 

 loadflist="";読込ファイルリストの内容 

 loaddir="";読込ディレクトリ 

 savedir="";保存ディレクトリ 

 stsyst="";実行開始時間 

 setpp=0;cv系命令を使用しているかのパラメータ用 

 upchk=0;保存方法設定用 

 gtchk=0;結果のみ出力判別 

 ldgsa=8;入射角計算時の許容誤差 

 crdir=dirinfo(0);カレントディレクトリを起動した場所として設定 

 font "",12;文字サイズ設定 

 gosub *gtime;起動時に時間取得のサブルーチンに移動 

 loglist=""+syst+" = システム起動 Ver0.8(2013/2/2)\n";起動時間表示 

 gosub *loadset;設定データ読込みのサブルーチンへ移動 

 pos 0,0:mesbox loadflist,220,480;オブジェクト ID=0;これ以降テキストボック

スやボタンなどのオブジェクト設置 

 pos 220,220:mesbox loglist,420,260;オブジェクト ID=1 

 pos 220,0:input loaddir,420,20;オブジェクト ID=2 

 pos 220,40:input savedir,420,20;オブジェクト ID=3 

 pos 330,80:input kenprm,70,20;オブジェクト ID=4 

 objsize 180,20 

 pos 460,20:button gosub "読込先ディレクトリ選択",*dirload;オブジェクト ID=5 

 pos 460,60:button gosub "検出保存先ディレクトリ選択",*dirsave;オブジェク
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ト ID=6 

 pos 460,80:button gosub "検出範囲選択",*setkens;オブジェクト ID=7 

 pos 460,100:button gosub "設定保存",*saveset;オブジェクト ID=8 

 pos 460,200:button gosub "実行",*goset;オブジェクト ID=9 

 pos 220,120:chkbox "保存方法変更(依存エラー用)",upchk;オブジェクト ID=10 

 pos 220,140:chkbox "結果ファイルのみ出力",gtchk;オブジェクト ID=11 

 pos 330,100:input ldgsa,70,20;オブジェクト ID=12;ここまでオブジェクト設置 

 pos 224,84:mes "変化検出の基準値：" 

 pos 224,104:mes "格子分割の分解度：" 

 stop;メインルーチン停止 

*gtime;ログ用時間取得サブルーチン 

 syst=""+gettime(1)+"/"+gettime(3)+","+gettime(4)+":"+gettime(5)+":"+gett

ime(6) 

 return 

*loadset;保存設定読み出し用サブルーチン 

 setprm="";読み出した設定ファイルの内容 

 getprm="";各行のパラメータ読み出し用 

 notesel setprm;読込みデータ代入先変数を設定 

 noteload "SET.TXT";設定データ読込み 

 noteget getprm,0;データ内の 0行目取り出し 

 kenprm=int(getprm);検出率 

 dim stpset,12 

   repeat 12;ここから 3か所の検出器の指定枠読込み 

   noteget getprm,cnt+1 

   stpset(cnt)=int(getprm);検出範囲 開始 x座標～ 

   loop;ここまで枠読込み 

 return 

*dirload;読込先ディレクトリ設定サブルーチン 

 selfolder loadflist,"読込先フォルダを選択" 

 if stat!0:return;エラー時処理 

 objprm 2,loadflist;オブジェクト内容を指定先フォルダに内容に変更 

 return 

*dirsave;保存先ディレクトリ設定サブルーチン 

 selfolder savedir,"保存先フォルダを選択" 

 if stat!0:return;エラー時処理 

 objprm 3,savedir;オブジェクト内容を指定先フォルダに内容に変更 
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 return 

*setkens;読み取り範囲指定用サブルーチン 

 dialog "bmp",16,"基準として用いる画像ファイル" 

 if stat!1:return;エラー時処理 

 alGetFileWidth refstr,setsizex,setsizey;読込み画像のＸ，Ｙサイズ取得 

 buffer 1,setsizex,setsizey;仮想画面をＸ，Ｙ方向に指定 

 picload refstr,1;基準となる画像ロード 

 screen 2,setsizex,setsizey+60;別窓表示 

 cls;画面内オブジェクトクリア 

 keyflg=0;キー入力０ 

 retstat=0 

 chka=1 

 chkb=0 

 chkc=0;この３つはチェックボックス内容保持変数 

   repeat 12;３つの枠の座標パラメータを一次変数に移動 

   astpset(cnt)=stpset(cnt) 

   loop;ここまで移動 

 objsize 100,20;ここから各種座標を手入力するためのボックス表示 

 pos 0,setsizey+20:button gosub "決定",*setok;オブジェクト ID=0 

 pos 0,setsizey+40:button gosub "キャンセル",*setcan;オブジェクト ID=1 

 pos 100,setsizey:input astpset(0),40,20;オブジェクト ID=2 

 pos 140,setsizey:input astpset(1),40,20;オブジェクト ID=3 

 pos 180,setsizey:input astpset(2),40,20;オブジェクト ID=4 

 pos 220,setsizey:input astpset(3),40,20;オブジェクト ID=5 

 pos 100,setsizey+20:input astpset(4),40,20;オブジェクト ID=6 

 pos 140,setsizey+20:input astpset(5),40,20;オブジェクト ID=7 

 pos 180,setsizey+20:input astpset(6),40,20;オブジェクト ID=8 

 pos 220,setsizey+20:input astpset(7),40,20;オブジェクト ID=9 

 pos 100,setsizey+40:input astpset(8),40,20;オブジェクト ID=10 

 pos 140,setsizey+40:input astpset(9),40,20;オブジェクト ID=11 

 pos 180,setsizey+40:input astpset(10),40,20;オブジェクト ID=12 

 pos 220,setsizey+40:input astpset(11),40,20;オブジェクト ID=13 

;ここまで表示 

 objsize 20,20;ここから枠１，２，３選択のためのチェックボックス設置 

 pos 260,setsizey:chkbox "",chka;オブジェクト ID=14 

 sendmsg objinfo(14, 2),$F4,$9 
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 pos 260,setsizey+20:chkbox "",chkb;オブジェクト ID=15 

 sendmsg objinfo(15, 2),$F4,$9 

 pos 260,setsizey+40:chkbox "",chkc;オブジェクト ID=16 

 sendmsg objinfo(16, 2),$F4,$9;ここまで設置 

 objsel 0 

 color 255,0,0:pos 280,setsizey:mes "A" 

 color 255,255,0:pos 280,setsizey+20:mes "B" 

 color 255,0,255:pos 280,setsizey+40:mes "C" 

   repeat 

   redraw 0;ちらつきをなくすため画面描画停止 

   sendmsg objinfo(14,2),$f0,0,0;ここから Windows 標準命令を呼び出してチェ

ックボックスの保持のための宣言 

   chka=stat 

   sendmsg objinfo(15,2),$f0,0,0 

   chkb=stat 

   sendmsg objinfo(16,2),$f0,0,0 

   chkc=stat;ここまで保持のための宣言 

   pos 0,0:gcopy 1,0,0,setsizex,setsizey 

   msx=mousex:msy=mousey;マウス座標を使いやすいよう変数に変換 

   if msx>setsizex:msx=setsizex 

   if msy>setsizey:msy=setsizey 

   color 255,255,255:boxf 0,setsizey,100,setsizey+20 

   color 0,0,0:pos 0,setsizey:mes ""+msx+","+msy;マウス座標表示 

 

   getkey keya,2;ここからマウス右クリックで座標選択 

   if ginfo_act=2:{ 

     if (keya=1)&(keyflg=0):{;ここからチェックボックスごとの枠選択 

if chka=1:keyflg=1:astpset(0)=msx:astpset(1)=msy:objprm 2,astpset(0):objprm 

3,astpset(1) 

if chkb=1:keyflg=2:astpset(4)=msx:astpset(5)=msy:objprm 6,astpset(4):objprm 

7,astpset(5) 

if chkc=1:keyflg=3:astpset(8)=msx:astpset(9)=msy:objprm 10,astpset(8):objprm 

11,astpset(9) 

     } 

  };ここまで枠選択 

   if keyflg=1:astpset(2)=msx:astpset(3)=msy:objprm 4,astpset(2):objprm 
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5,astpset(3) 

   if keyflg=2:astpset(6)=msx:astpset(7)=msy:objprm 8,astpset(6):objprm 

9,astpset(7) 

   if keyflg=3:astpset(10)=msx:astpset(11)=msy:objprm 

12,astpset(10):objprm 13,astpset(11) 

   if (keya=0)&(keyflg!0):keyflg=0 

;ここまで座標選択 

   color 255,0,0;ここから座標を基に枠表示 

   line astpset(2),astpset(1),astpset(0),astpset(1) 

   line astpset(2),astpset(3),astpset(2),astpset(1) 

   line astpset(0),astpset(3),astpset(2),astpset(3) 

   line astpset(0),astpset(1),astpset(0),astpset(3) 

   color 255,255,0 

   line astpset(6),astpset(5),astpset(4),astpset(5) 

   line astpset(6),astpset(7),astpset(6),astpset(5) 

   line astpset(4),astpset(7),astpset(6),astpset(7) 

   line astpset(4),astpset(5),astpset(4),astpset(7) 

   color 255,0,255 

   line astpset(10),astpset(9),astpset(8),astpset(9) 

   line astpset(10),astpset(11),astpset(10),astpset(9) 

   line astpset(8),astpset(11),astpset(10),astpset(11) 

   line astpset(8),astpset(9),astpset(8),astpset(11);ここまで表示 

   redraw 1;画面描画再開 

   if retstat=1:{ 

     gsel 2,-1 

     gsel 0,1 

     gosub *gtime 

     loglist=""+syst+" = 検出範囲変更\n"+loglist 

     objprm 1,loglist 

     break 

   } 

   if retstat=2:gsel 2,-1:gsel 0,1:break 

   wait 1 

   loop 

 return 

*setok;設定ＯＫ時のサブルーチン 
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 if ((astpset(4))!(astpset(8)))|((astpset(6))!(astpset(10))):dialog "Bと C

の X座標は始点・終点ともに同じにしてください。":return 

 retstat=1 

   repeat 12 

   stpset(cnt)=astpset(cnt) 

   loop 

 return 

*setcan;設定キャンセル時のサブルーチン 

 retstat=2 

 return 

*saveset;設定保存用サブルーチン 

 setprm=""+kenprm 

   repeat 12 

   setprm=setprm+"\n"+stpset(cnt) 

   loop 

 notesel setprm 

 notesave crdir+"\\SET.TXT" 

 gosub *gtime 

 loglist=""+syst+" = 検出率・検出範囲の設定を保存\n"+loglist 

 objprm 1,loglist 

 return 

*getavip;opdirf で読み込んだ avi ファイルのフレーム数、xy 方向サイズ読込用サブルー

チン 

 exist opdirf 

 if strsize<0:return 

 sdim frame,64;フレーム数 

 bload opdirf,frame,4,48 

 frameint=int("$"+strf("%x",peek(frame,1))+strf("%x",peek(frame))) 

 sdim dwWidth,64;横サイズ 

 bload opdirf,dwWidth,4,64 

 widthint=int("$"+strf("%x",peek(dwWidth,1))+strf("%x",peek(dwWidth))) 

 sdim dwHeight,64;縦サイズ 

 bload opdirf,dwHeight,4,68 

 heightint=int("$"+strf("%x",peek(dwHeight,1))+strf("%x",peek(dwHeight))) 

 return 

*goset;実行部分のメイン 
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 if setpp=1:{ 

   stsyst=""+stsyst+" か ら

"+gettime(1)+"/"+gettime(3)+","+gettime(4)+":"+gettime(5)+"'"+gettime(6)+"\""+ge

ttime(7)+"まで観測\n 基準値：\t"+kenprm+"\n 分解度：\t"+ldgsa+"\n\n 飛来した粒子数

\n"+allpcnt+"\n\n 入 射 角 度 \t 個 数

\n90-86\t"+kad(0)+"\n86-81\t"+kad(1)+"\n80-76\t"+kad(2)+"\n75-71\t"+kad(3)+"\n70

-66\t"+kad(4)+"\n65-61\t"+kad(5)+"\n60-56\t"+kad(6)+"\n55-51\t"+kad(7)+"\n50-46\

t"+kad(8)+"\n45-41\t"+kad(9)+"\n40-E\t"+kad(10)+"\n" 

;レイアウトが崩れているが、結果をログリストに表示する際用いる内容 

   bsave 

""+savedir+"\\OUTPUT_RAD_DATA_"+gettime(1)+""+gettime(3)+"_"+gettime(4)+""+getti

me(5)+""+gettime(6)+".txt",stsyst 

   setpp=0 

   objprm 9,"実行" 

   gsel 0 

   gosub *gtime 

   loglist=""+syst+" = 実行中止\n"+loglist 

   objprm 1,loglist 

   stop 

 } 

 if loaddir=""|savedir=""|kenprm=0:dialog "実行に必要な準備が出来ていませ

ん。":return 

 objprm 9,"中止" 

 gsel 0 

 gosub *gtime 

 loglist=""+syst+" = 実行開始\n"+loglist 

 objprm 1,loglist 

  

 frameint=0;動画のフレーム数代入用変数初期化 

 widthint=0;動画のＸサイズ代入用変数初期化 

 heightint=0;動画のＹサイズ数代入用変数初期化 

 svfldp="" 

 pi=3.141593;円周率設定 

 dim kad,11;角度分布代入用 

  

 anysx=stpset(6)-stpset(4);入射角計算枠ＡのＸ個数 
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 anysy=stpset(7)-stpset(5);入射角計算枠ＡのＹ個数 

 bnysx=stpset(10)-stpset(8);入射角計算枠ＢのＸ個数 

 bnysy=stpset(11)-stpset(9);入射角計算枠ＢのＹ個数 

 dim anycp,(anysx/ldgsa);枠Ａの最高輝度のＸ座標代入用変数、Ｙ個数/許容誤差 

 dim bnycp,(bnysx/ldgsa);枠Ｂの最高輝度のＸ座標代入用変数、Ｙ個数/許容誤差 

  

 setpp=1;処理の状態を示す変数。 =2の場合は検出中 

 chdir loaddir;ディレクトリを読込み指定フォルダに変更 

 bkloadf="";比較用の読込済みファイル一覧の内容 

 opdirf="";ディレクトリのファイル一覧を代入する変数 

 dirlist bkloadf,"*.avi",0;ディレクトリ内のファイル読込み 

 bkloadc=stat;比較用の読込済みファイル一覧の行数 

 allpcnt=0 

 stsyst=""+gettime(1)+"/"+gettime(3)+","+gettime(4)+":"+gettime(5)+"'"+ge

ttime(6)+"\""+gettime(7) 

   repeat;中止が押されるまでメインの無限ループ 

   notesel loadflist;ファイルリストを読込元に設定 

   noteget opdirf,0;0行目から読込み 

   exist opdirf;0行目に記されているファイルのサイズ取得 

   if strsize>0:gosub *getavip;サイズが存在する場合動画の情報取得 

   if (frameint>0)&(widthint>0)&(heightint>0):{;ファイルと動画のサイズ 

     wait 10;保存完了まで待ち時間設定 

     frameint=0 

     widthint=0 

     heightint=0;動画情報各種パラメータ初期化 

     exist opdirf 

     if strsize>0:gosub *getavip 

   } 

   if (frameint>0)&(widthint>0)&(heightint>0):{ 

     objenable 9,0 

    

     gosub *gtime 

     loglist=""+syst+" = 処 理 中 ： "+opdirf+" ： 総 "+frameint+"F ：

"+widthint+"x"+heightint+"\n"+loglist;ファイル処理開始でログリスト追記 

     objprm 1,loglist;オブジェクト内容変更 
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     svfldp=getpath(opdirf,1) 

    

     buffer 3,widthint,heightint,0 

     if gtchk=0:mkdir ""+savedir+"\\"+svfldp 

     prmcnt=0 

     cvbuffer 1,widthint,heightint;動画処理の CV命令で使う仮想画面用意 

     cvsel 1;仮想画面選択 

     cvopenavi opdirf;指定動画を CV命令でロード 

       repeat frameint+1;動画のフレーム数だけ繰り返し 

       svc=0 

       ssvc=0;svcの表示用 

       cvgetavi;動画ファイルを CV命令でマウント 

       gsel 3 

       cvgetimg 1,0;1フレームずつ取り出して HSP側の仮想画面に読込み 

         repeat (stpset(3)-stpset(1))/2;Ｙ方向繰り返し 

         gcc=cnt 

           repeat (stpset(2)-stpset(0))/2;Ｘ方向繰り返し 

           pget (stpset(0)+(cnt*2)),(stpset(1)+(gcc*2));座標の色情報取得 

           svc=svc+ginfo_r+ginfo_g+ginfo_b 

           loop 

         loop 

       if svc>kenprm:{;設定している色合計値より高い場合飛跡と認識 

         ssvc=svc 

         prmcnt++ 

         allpcnt++ 

         if gtchk=0:{ 

           if upchk=0:{ 

             bmpsave ""+savedir+"\\"+svfldp+"\\"+opdirf+"-"+cnt+"F.bmp" 

           }else{ 

             cvsave ""+savedir+"\\"+svfldp+"\\"+opdirf+"-"+cnt+"F.bmp" 

           } 

         } 

  ;ここから入射角度計算 

           repeat (anysy/ldgsa);ここから 

           asc=cnt 

           svc=0;最終的な値代入用 
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             repeat (anysx/ldgsa) 

             bsc=cnt 

             avc=0;その都度消える値代入用 

               repeat ldgsa;分解度Ｙ方向繰り返し 

               csc=cnt 

                 repeat ldgsa;分解度Ｘ方向繰り返し 

              pget (stpset(4)+(bsc*ldgsa)+cnt),(stpset(5)+(asc*ldgsa)+csc) 

               avc=avc+(ginfo_r+ginfo_g+ginfo_b);色情報取得 

              loop 

             loop 

             if avc>svc:{;前より明るい場合その座標を代入 

               svc=avc 

               anycp(asc)=bsc 

             } 

             loop 

           loop;ここまでＢ枠の格子計算 

  

             repeat (bnysy/ldgsa);ここからＢ枠と同様にＣ枠 

             asc=cnt 

             svc=0 

               repeat (bnysx/ldgsa) 

               bsc=cnt 

               avc=0 

                 repeat ldgsa 

                 csc=cnt 

                   repeat ldgsa 

              pget (stpset(8)+(bsc*ldgsa)+cnt),(stpset(9)+(asc*ldgsa)+csc) 

                   avc=avc+(ginfo_r+ginfo_g+ginfo_b) 

                   loop 

                 loop 

                 if avc>svc:{ 

                   svc=avc 

                   bnycp(asc)=bsc 

                 } 

               loop 

             loop;ここまでＣ枠の格子計算 
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  ;ここから格子の有効範囲計算 

             stxp=0;角度計算時の開始Ｘ座標代入 

             estxp=0;開始Ｘ座標の仮代入用 

             edxp=0;角度計算時の終了Ｘ座標代入 

             gcc=0;状態変数：=1のときだけ終了Ｘ座標代入 

             svc=0 

             bvc=0 

               repeat (anysx/ldgsa)+3;両端を＋した枠内のＸ方向走査 

               asc=cnt 

               avc=0 

                 repeat (anysy/ldgsa);Ｙ方向走査 

                 if ((asc-1)<=anycp(cnt))&(anycp(cnt)<=(asc+1)):avc++ 

                 loop 

                 repeat (bnysy/ldgsa) 

                 if ((asc-1)<=bnycp(cnt))&(bnycp(cnt)<=(asc+1)):avc++ 

                 loop 

               if avc>1:{ 

                 if gcc=0:estxp=cnt 

                 bvc=bvc+avc 

                 if svc<bvc:svc=bvc:stxp=estxp 

                 gcc=1 

               }else{;輝点の個数が１以上となった場合範囲指定開始 

                 if (gcc=1)&(svc=bvc):edxp=(cnt-1) 

                 gcc=0 

                 bvc=0 

               } 

               loop;ここまで格子の有効範囲計算 

  

               sit=0.0 

               gcc=0 

               ccnyt=0;ここからＢ枠の有効範囲内の平均ＸＹ座標計算 

               aavnx=0.0 

               aavny=0.0 

                 repeat (anysy/ldgsa) 

                  if (stxp<=anycp(cnt))&(anycp(cnt)<=edxp):{ 

                   ccnyt++ 
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                   aavnx=aavnx+stpset(4)+(anycp(cnt)*ldgsa) 

                   aavny=aavny+stpset(5)+(cnt*ldgsa) 

                 } 

               loop 

               if ccnyt>0:{ 

                 aavnx=aavnx/ccnyt+(ldgsa/2) 

                 aavny=aavny/ccnyt+(ldgsa/2) 

                 gcc++ 

               };ここまでＢ枠の有効範囲内の平均ＸＹ座標計算 

  

               ccnyt=0;ここからＣ枠の有効範囲内の平均ＸＹ座標計算 

               bavnx=0.0 

               bavny=0.0 

                 repeat (bnysy/ldgsa) 

                 if (stxp<=bnycp(cnt))&(bnycp(cnt)<=edxp):{ 

                   ccnyt++ 

                   bavnx=bavnx+stpset(8)+(bnycp(cnt)*ldgsa) 

                   bavny=bavny+stpset(9)+(cnt*ldgsa) 

                 } 

               loop 

               if ccnyt>0:{ 

                 bavnx=bavnx/ccnyt+(ldgsa/2) 

                 bavny=bavny/ccnyt+(ldgsa/2) 

                 gcc++ 

               };ここまでＣ枠の有効範囲内の平均ＸＹ座標計算 

  

               sit=(atan(absf(bavny-aavny),absf(bavnx-aavnx))*180)/pi 

               if (90>=sit)&(sit>85):kad(0)++;ここから角度分布の変数代入 

               if (85>=sit)&(sit>80):kad(1)++ 

               if (80>=sit)&(sit>75):kad(2)++ 

               if (75>=sit)&(sit>70):kad(3)++ 

               if (70>=sit)&(sit>65):kad(4)++ 

               if (65>=sit)&(sit>60):kad(5)++ 

               if (60>=sit)&(sit>55):kad(6)++ 

               if (55>=sit)&(sit>50):kad(7)++ 

               if (50>=sit)&(sit>45):kad(8)++ 
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               if (45>=sit)&(sit>40):kad(9)++ 

               if 40>=sit:kad(10)++;ここまで角度分布の変数代入 

  

               if gtchk=0:{ 

                 color 0,0,255 

                 boxf 

stpset(8)+(stxp*ldgsa),stpset(9),stpset(8)+(edxp*ldgsa+ldgsa-1),stpset(7)+ldgsa 

 ;ここで密集範囲のボックス描画 

                 color 255,0,0;ここから各検出枠を表示 

                 line stpset(2),stpset(1),stpset(0),stpset(1) 

                 line stpset(2),stpset(3),stpset(2),stpset(1) 

                 line stpset(0),stpset(3),stpset(2),stpset(3) 

                 line stpset(0),stpset(1),stpset(0),stpset(3) 

                 color 255,255,0 

                 line stpset(6),stpset(5),stpset(4),stpset(5) 

                 line stpset(6),stpset(7),stpset(6),stpset(5) 

                 line stpset(4),stpset(7),stpset(6),stpset(7) 

                 line stpset(4),stpset(5),stpset(4),stpset(7) 

                 color 255,0,255 

                 line stpset(10),stpset(9),stpset(8),stpset(9) 

                 line stpset(10),stpset(11),stpset(10),stpset(9) 

                 line stpset(8),stpset(11),stpset(10),stpset(11) 

                 line stpset(8),stpset(9),stpset(8),stpset(11) 

  ;ここまで枠表示 

                 color 255,0,0 

                   repeat (anysy/ldgsa);ここからＢ枠の輝点描画 

                   boxf 

stpset(4)+(anycp(cnt)*ldgsa),stpset(5)+(cnt*ldgsa),stpset(4)+(anycp(cnt)*ldgsa)+

ldgsa-1,stpset(5)+(cnt*ldgsa)+ldgsa-1 

                   loop;ここまでＢ枠 

                   repeat (bnysy/ldgsa) ;ここからＣ枠の輝点描画 

                   boxf 

stpset(8)+(bnycp(cnt)*ldgsa),stpset(9)+(cnt*ldgsa),stpset(8)+(bnycp(cnt)*ldgsa)+

ldgsa-1,stpset(9)+(cnt*ldgsa)+ldgsa-1 

                   loop;ここまでＣ枠 

  



37 

 

                 if gcc=2:{;エラーが出ていなければ角度情報などを上に表示 

                 color 0,255,0 

                 line aavnx,aavny,bavnx,bavny 

                 pos 0,0:mes "ANGLE="+strf("%2.1f",sit)+" LONG="+ldgsa+" 

MIX="+ssvc 

               };ここまで表示 

             bmpsave ""+savedir+"\\"+svfldp+"\\"+opdirf+"-"+cnt+"F-CP.bmp" 

             };画像として結果を保存 

           } 

         await 2 

       loop 

        cvcloseavi;CV命令の終了宣言 

        notesel bkloadf 

        noteadd opdirf 

        bkloadc=notemax 

 

        gsel 0 

        objenable 9,1 

        gosub *gtime 

        loglist=""+syst+" = 処 理 終 了 ： "+opdirf+" ： 検 知 数

"+prmcnt+"/"+frameint+"F："+widthint+"x"+heightint+"\n"+loglist 

        objprm 1,loglist 

  

        frameint=0 

        widthint=0 

        heightint=0 

      } 

      bkgprm="" 

      dirlist loadflist,"*.avi",0 

        repeat bkloadc 

        notesel bkloadf 

        noteget bkgprm,cnt 

        notesel loadflist 

        if bkloadf=loadflist:loadflist="":break 

          repeat notemax 

          noteget getprm,cnt 
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          if bkgprm=getprm:notedel cnt:break 

          loop 

       loop 

      gsel 0 

      objprm 0,loadflist 

      wait 1 

    loop 

    setpp=0 

  

    stsyst=""+stsyst+" か ら

"+gettime(1)+"/"+gettime(3)+","+gettime(4)+":"+gettime(5)+"'"+gettime(6)+"\""+ge

ttime(7)+"まで観測\n 基準値：\t"+kenprm+"\n 分解度：\t"+ldgsa+"\n\n 飛来した粒子数

\n"+allpcnt+"\n\n 入 射 角 度 \t 個 数

\n90-86\t"+kad(0)+"\n86-81\t"+kad(1)+"\n80-76\t"+kad(2)+"\n75-71\t"+kad(3)+"\n70

-66\t"+kad(4)+"\n65-61\t"+kad(5)+"\n60-56\t"+kad(6)+"\n55-51\t"+kad(7)+"\n50-46\

t"+kad(8)+"\n45-41\t"+kad(9)+"\n40-E\t"+kad(10)+"\n" 

    bsave 

""+savedir+"\\OUTPUT_RAD_DATA_"+gettime(1)+""+gettime(3)+"_"+gettime(4)+""+getti

me(5)+""+gettime(6)+".txt",stsyst 

;レイアウトが崩れているが、結果をログリストに表示する際用いる内容 

    return 
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