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1. はじめに  

＜クラウドコンピューティング＞ 
長所：計算能力を柔軟に拡大，縮小でき， 

総合的に情報システムのコストを下げうる         

短所：データや処理方法（プログラム）の 
不正使用や漏洩のリスク  

上記の短所に起因して， 

利用者は十分な安心感をもってクラウドを利用す
ることができない  
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研究の目的 

目的： 

  クラウドサービス利用者の 

安心感を高めることが本研究の目的である  
 

方法： 

• 本研究では，クラウド側に委託するデータの
秘密保持や，計算結果の秘密保持を目指し
た簡易的な秘密計算法を提案する 
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2. 技術的課題 

 クラウドを利用する場合，データやプログラムをクラウド事
業者に委託することとなり，クラウドに保管されているデータ
やプログラムがクラウド事業者内部に起因して不正使用さ
れたり，または漏洩される等 の問題がある． 

この問題に対して， 

SLA(Service Level Agreement)契約などの人間

的な約束ごとではなく，「技術またはシステムによ
る解決策」を求めることが技術的課題であり，それ
によりクラウド利用者の安心感を高めることが本研
究の目的である． 

問題： 
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 従来の対応 

暗号化 ：データの暗号化は，クラウド外部から不正にデー
タを読み取ろうとする攻撃には有効な対策であるが，クラウ
ド内でプログラム実行時，暗号データは復号され，平文とな
り，クラウド事業者にはデータが明らかとなってしまう ． 

データベースとプログラムが同一クラウドに配置されていれ
ば，上記の復号時に使用した暗号鍵がクラウド事業者に知
られることとなり，処理に直接関係しているデータだけでは
なく，データベース全体が明らかとなってしまう．  

さらに問題は 
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3. 関連研究 
3.1 秘密分散法  (secret sharing) [3][5][6]， 
   電子的割符技術(electronic tally) [7] 
• １つのデータを複数に分割し，１つの分割されたデータのみでは，元のデー

タがわからなくする方法．秘密分散法は個人情報(プライバシー情報)の匿
名化や電子投票に応用されている． 

  
3.2 秘密計算法(secure computation) [4][8][9][10] 

• 暗号化されたデータや秘密分散されたデータをそのまま演算処理して，暗

号化された計算結果または秘密分散された計算結果を返答する． 

    完全準同型暗号を用いる方法や 

 セキュアマルチパーティによる計算法  

 

3.3 データ・プログラムの分割による方法[11][12] 

• 全体としてのデータやプログラムを分割し，別々のクラウドに配置する．一

部のデータやプログラムが明らかとなっても，全体像をわからなくする． 
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a 

b 

a0 

a1 

b0 

b1 

a0,a1 

b0,b1 

a1,a2 

b1,b2 

外部サーバ0 

外部サーバ1 

分散配置 

分割 

自社サーバ 

a=a0+a1+a2とな
るように分割 

b=b0+b1+b2となる
ように分割 

a2,a0 

b2,b0 

外部サーバ2 

a2 

b2 

分割 

c0,c1 

c1,c2 

c2,c0 

図１ 秘密にしたいデータa，bの分割と分散配置(2 out of 3) 

説明： 
セキュアマルチパーティ
法では，秘密の保持と
信頼性を両立させるた
めに， 
秘密にしたい数値データ
a，b（0以上m未満の整
数）について，n 個の
サーバに分散させ， 
それらのサーバのうち，
異なるk 個のサーバから
データを得て，元の数値
a，bを復元する仕組み 

ここでは， 
本稿では、 
k out of nと称する  

a=a0+a1+a2となるように分割， b=b0+b1+b2となるように分割
加算の場合：a+b = (a0+b0) + (a1+b1) + (a2+b2) 

4.1 マルチパーティによる秘密計算法（既存[4]） 
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4.1 マルチパーティによる秘密計算法（既存[4]） 
加算時に加え，シェアとしてc0，c1，c2を生成，途中r1,r2,y,z生成

乗算の場合： a*b = c0 + c1 + c2 

a b 

自社サーバ 

＊ 

計算要求 

外部サーバ0 (a0,a1),(bo,b1) 

① 乱数c0，r1，r2生成 
② c1を計算 
③，④ 
⑤ シェアとしてc0，c1を保持 

外部サーバ1 (a1,a2),(b1,b2) 

外部サーバ2 (a2,a0),(b2,b0) 

③c1，r1送信 

④c0，r2送信 

⑥ yを計算 
⑦ 
⑧ c2を計算 
⑨ シェアとしてc1，c2を保持 

 
⑦yを送信 

⑥’ zを計算 
⑦’ 
⑧’ c2を計算 
⑨’ シェアとしてc2，c0を保持 

⑦’zを送信 

②   c1 = (a0+a1)･(b0+b1) – r1 – r2 – c0 
⑥   y = a1･b2 + a2･b1 + r1 
⑥’ z = a2･b0 + a0･b2 + r2 
⑧ ⑧’ c2 = y + z + a2･b2 

返答c0+c1 

返答c1+c2 

返答c2+c0 
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4.1 マルチパーティによる秘密計算法（既存[4]） 
乗算の詳細方法 

3個のサーバのうち，2個のサーバから計算結果を得ることにより，要求された計算結果を得ること
ができるが，途中のプロセスでは，3個のサーバはすべて正常に動作していることが必要である． 
(1)外部サーバ0において 
 ①ランダム整数（0以上m未満）c0，r1，r2を生成する． 
 ②c1 = (a0+a1)･(b0+b1) – r1 – r2 – c0 (mod m)を計算する． 
 ③サーバ1に（c1，r1）を送る． 
 ④サーバ2に（c0，r2）を送る． 
 ⑤サーバ0にシェアとして（c0，c1）を保持する． 
 
(2)外部サーバ1において 
 ⑥y = a1･b2 + a2･b1 + r1(mod m)を計算する． 
 ⑦yをサーバ2に送る． 
 
(3)外部サーバ2において 
 ⑥’z = a2･b0 + a0･b2 + r2(mod m)を計算する． 
 ⑦’zをサーバ1に送る． 
 
(4)外部サーバ1，2において 
 ⑧，⑧’c2 = y + z + a2･b2を計算する． 
 ⑨サーバ1にシェアとして（c1，c2）を保持する． 
 ⑨’サーバ2にシェアとして（c2，c0）を保持する． 
 
以上の準備のもとで，異なる2個のサーバから得られるc0，c1，c2を 
加算することによって，aとbの積a･bが得られる． 

c0+c1+c2 

=c0+((a0+a1)･(b0+b1)-r1-r2-c0) 

+(a1･b2+a2･b1+r1) 

 +(a2･b0+a0･b2+r2) 

 +a2･b2 

=a0･(b0+b1+b2) 

+a1･(b0+b1+b2)+a2･(b0+b1+b2) 

=(a0+a1+a2)･(b0+b1+b2) 

=a･b 

c1 

c2 
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4.2 マルチパーティ法の問題 

１．あらかじめシェアc0，c1，c2を計算して，サーバに保持する
方式とすると， 
組み合わせの数が多く、保持するデータの量が過大となる 

２．乗算要求の都度、シェアc0，c1，c2を計算する方式とすると， 
サーバ間での煩雑なデータのやりとりが必要であり，処理
時間，ネットワークエラー処理 の問題がある 

３．任意のサーバ数に対して，適用が困難である  
 （従来方式は，2 out of 3の形に依存している） 
４．除算ができない 

以上の問題点を回避するため，簡易的秘密計算法を提案する．  



12 

4.3 簡易的秘密計算法(提案の概要) 

要点 ：  

①加減算用の 
秘密分散データ（シェア） 

②乗除算用の 
秘密分散データ（シェア） 

の2種類のシェアを保持させる 

加減算用のシェアは 
各シェアの和は元のデータ
になるように（既存と同様）， 
乗除算用のシェアは 
各シェアの積が元のデータ
になるように，分割する 
（新規の提案）． 

自社サーバ 

a 

Sa0 

Sa1 加減算用の分割 

a=Sa0+Sa1+Sa2 
Sa2 

Pa0 

Pa1 

Pa2 

a=Pa0･Pa1･Pa2 

乗除算用の分割 

次ページの図 

a=Sa0+Sa1+Sa2 

a=Pa0･Pa1･Pa2 
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4.3 簡易的秘密計算法（提案）   

除算（提案）は 
(Pa0/Pb0)･(Pa1/Pb1)･(Pa2/Pb2) 
＝(Pa0･Pa1･Pa2)/(Pb0･Pb1･Pb2) 
＝a/b 

分散配置 
自社サーバ 

a 

Sa0 

Sa1 加減算用の分割 

a=Sa0+Sa1+Sa2 
Sa2 

Pa0 

Pa1 

Pa2 

a=Pa0･Pa1･Pa2 

乗除算用の分割 

b 

Sb0 

Sb1 
加減算用の分割 

b=Sb0+Sb1+Sb2 
Sb2 

Pb0 

Pb1 

Pb2 

b=Pb0･Pb1･Pb2 

乗除算用の分割 

*1：加減算用のシェア 

*2：乗除算用のシェア 
Sa0,Sa1 

外部サーバ0 

Pa0,Pa1 

Pb0,Pb1 

*1 

*2 

Sb0,Sb1 

Sa2,Sa0 

外部サーバ2 

Pa2,Pa0 

Pb2,Pb0 

*1 

*2 

Sb2,Sb0 

Sa1,Sa2 

外部サーバ1 

Pa1,Pa2 

Pb1,Pb2 

*1 

*2 

Sb1,Sb2 
 

分割と配置の仕組み 

乗算（提案）は 
(Pa0･Pb0)･(Pa1･Pb1)･(Pa2･Pb2) 
＝(Pa0･Pa1･Pa2)･(Pb0･Pb1･Pb2) 
＝a･b 

加算（従来と同じ）は 
(Sa0+Sb0)+(Sa1+Sb1)+(Sa2+Sb2) 
＝(Sa0+Sa1+Sa2)+(Sb0+Sb1+SPb2) 
＝a+b 

減算（従来と同じ）は 
(Sa0-Sb0)+(Sa1-Sb1)+(Sa2-Sb2) 
＝(Sa0+Sa1+Sa2)-(Sb0+Sb1+SPb2) 
＝a-b 

図２ 簡易的秘密計算法．．． 
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5. 提案方式の応用例（k=2，n=2 ） -1 

学生の成績表を例にする  

図３ 応用例のシステム構成 

学生 科目1点数 科目2点数 

ID x1 x2 

1 50 80 

2 40 58 

3 65 62 

4 73 92 

5 81 50 

6 45 82 

7 57 51 

8 78 70 

9 92 68 

10 62 78 

表１ 成績表 
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5. 提案方式の応用例 -2 

x1和用シェアx1和用シェアx1積用シェアx1積用シェア

科目1 和用 積用 cloud１ cloud2 cloud１ cloud2

ＩＤ ｘ１ 乱数 乱数 x11s x12s x11p x12p

1 50 4 9 20 30 6.363961 7.856742

2 40 -6 2 -24 64 1.264911 31.62278

3 65 2 0.8 13 52 0.644981 100.7782

4 73 -8 5 -58.4 131.4 4.272002 17.08801

5 81 3 4 24.3 56.7 3.6 22.5

6 45 9 0.7 40.5 4.5 0.469574 95.83148

7 57 7 3 39.9 17.1 2.26495 25.16611

8 78 -2 6 -15.6 93.6 5.299057 14.7196

9 92 5 8 46 46 7.67333 11.98958

10 62 8 2 49.6 12.4 1.574802 39.37004

表2 科目1点数x1を分割したもの（シェア） 
x2和用シェアx2和用シェアx2積用シェアx2積用シェア

科目2 和用 積用 cloud１ cloud2 cloud１ cloud2

ＩＤ ｘ2 乱数 乱数 x21s x22s x21p x22p

1 80 4 9 32 48 8.049845 9.93808

2 58 -6 2 -34.8 92.8 1.523155 38.07887

3 62 2 0.8 12.4 49.6 0.629921 98.4251

4 92 -8 5 -73.6 165.6 4.795832 19.18333

5 50 3 4 15 35 2.828427 17.67767

6 82 9 0.7 73.8 8.2 0.633877 129.3626

7 51 7 3 35.7 15.3 2.142429 23.80476

8 70 -2 6 -14 84 5.01996 13.94433

9 68 5 8 34 34 6.596969 10.30776

10 78 8 2 62.4 15.6 1.766352 44.1588

表3 科目2点数x2を分割したもの（シェア） 
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5. 提案方式の応用例 -3 
計算方法：  

自社サーバ：科目g（g=1ｏｒ2）を指定して，クラウド1，2に平均値計算プログラムを
要請する． 
 
クラウド1(k=1)：指定科目gについて，xg1sの縦方向への総和を求め，結果を要求

元（自社サーバ）に返答する． 
 
クラウド2(k=2)：指定科目gについて，xg2sの縦方向への総和を求め，結果を要求

元（自社サーバ）に返答する． 
 
自社サーバ：クラウド1，クラウド2からの計算結果を加算し，学生数（この例では

10）で除算して，平均値E(xg)とする． 
Eは平均値(expected value, mean value, average value) 

(1)統計処理として，各科目点数の平均値を求める．縦方向の総和を求めればよい． 
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5. 提案方式の応用例 -4 
計算方法：  

(1)統計処理として，各科目点数の平均値を求める．縦方向の総和を求めればよい． 

計算： 

縦方向のシェアの総和 

    y1=Σxg1s 

計算： 

縦方向のシェアの総和 

    y2=Σxg2s 

自社サーバ 

クラウド1 

クラウド2 

返答 

返答 

要請 

要請 

計算： 

クラウドの計算結果の和 

   y1+y2 

y1+y2=Σxg1s+Σxg2s=Σ(xg1s+xg2s)=Σxg 

縦方向の総和 

縦方向の総和 
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5. 提案方式の応用例 -5 
計算方法：  

分散値σ2＝E((ｘ－E(ｘ))2) ＝E(x2)－E(x)2であるので，(1)で求められた平均値を
使えば，自乗平均，すなわち自乗の総和（縦方向）を求めればよい． 
 
自社サーバ：科目gを指定して，クラウド1，2に分散値計算プログラムを要請する． 
 
クラウド1：学生IDごとに，指定科目gについて，xg1pの2乗を計算し，結果を要求元
（自社サーバ）に返答する． 
 
クラウド2：学生IDごとに，指定科目gについて，xg2pの2乗を計算し，結果を要求元
（自社サーバ）に返答する． 
 
自社サーバ：学生IDごとに，クラウド1，クラウド2からの計算結果を乗算し，全学
生について（縦方向への）総和をもとめ，学生数（この例では10）で除算して，自乗
平均値E(xg2)とする． 
 
標準偏差値σは分散値σ2の平方根である． 
 
前述(1)の平均値の場合と異なり，クラウドでは個別の2乗値を返答してくる．学生
についての（縦方向への）の総和は自社サーバで行う．それでもクラウドで計算処理
を行う意義は，データの保管（将来のビッグデータを想定）をクラウドに委ねること
ができる点である． 

(2)統計処理として，各科目（g=1or2）点数の分散値，標準偏差値を求める 
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5. 提案方式の応用例 -6 
計算方法：  
(2)統計処理として，各科目点数の分散値，標準偏差値を求める 

計算：シェアの 2乗 

  y1=（xg1p)・(xg1p) 

自社サーバ 

クラウド1 

クラウド2 

返答 

返答 

要請 

要請 

計算： 

クラウドの計算結果の
積の縦方向の総和  

  Σy1・y2 

y1・y2=xg1ｐ・xg1p・xg2p・xg2p=xg・xg=xg2 

 

Σy1・y2=Σxg2 

計算：シェアの 2乗 

  y2=（xg2p)・(xg2p) 

分散値σ2＝E((ｘ－E(ｘ))2) ＝E(x2)－E(x)2であるので，(1)で求められた平均値を
使えば，自乗平均，すなわち自乗の総和（縦方向）を求めればよい． 
 

縦方向の総和 
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5. 提案方式の応用例 -7 
計算方法：  

科目gと科目hの相関係数ρghは，xgとxhの積の総和（縦方向への）を求めることに帰着でき
る．上記の(2)の処理に類似する． 

 
自社サーバ：科目g，hを指定して，クラウド1，2に相関係数計算プログラムを要請する 
 
クラウド1：学生IDごとに，指定科目g，hについて，xg1pとxh1pの積を計算し，結果を要求元

（自社サーバ）に返答する． 
 
クラウド2：学生IDごとに，指定科目g，hについて，xg2pとxh2pの積を計算し，結果を要求元

（自社サーバ）に返答する． 
 
自社サーバ：学生IDごとに，クラウド1，クラウド2からの計算結果を乗算し，全学生について

（縦方向への）総和をもとめ，学生数（この例では10）で除算して，共分散E(xg･xh)を求める． 
相関係数ρghは「xgとxhの共分散」を「gの標準偏差とhの標準偏差の積」で除したものである． 
                ρgh＝E(xg･xh) / (σg･σh) 
 
前述(1)の平均値の場合と異なり，(2)と同様に，クラウドでは個別の積の値を返答してくる．学

生についての（縦方向への）の総和は自社サーバで行う．それでもクラウドで計算処理を行う
意義は，データの保管（将来のビッグデータを想定）をクラウドに委ねることができる点である． 

(3)統計処理として，科目点数間の相関係数を求める 
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5. 提案方式の応用例 -8 
計算方法：  

科目gと科目h （g. h = 1 or 2） の相関係数 ρgh は， xg と xh の積の総和（縦方向へ
の）を求めることに帰着できる．上記の(2)の処理に類似する． 

 

(3)統計処理として，科目点数間の相関係数を求める 

計算：シェアの積 

  y1=（xg1p)・(xh1p) 

自社サーバ 

クラウド1 

クラウド2 

返答 

返答 

要請 

要請 

計算： 

クラウドの計算結果の
積の縦方向の総和  

  Σy1・y2 

y1・y2=xg1ｐ・xh1p・xg2p・xh2p=xg・xh 

 

Σy1・y2=Σxg・xh 

計算：シェアの積 

  y2=（xg2p)・(xh2p) 

縦方向の総和 
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5. 提案方式の応用例 -9 
計算方法：  

(4)個別処理として，加算，乗算の混合した計算を行う 
  たとえば，y=d･x1＋e･x2＋f･x1･x2の場合， 
  y1=d･x1＋e･x2をクラウド1，クラウド2で行い， 
  y11= d･x11s＋e･x21s 
  y12= d･x12s＋e･x22s 
  それぞれ結果y11，y12を自社サーバに返答させる． 
 
  y2 =f･x1･x2をクラウド１，クラウド2で行い， 
  y21=f･x11p･x21p 
  y22=f･x12p･x22p 
  それぞれの結果y21，y22を自社サーバに返答させる． 
 
  自社サーバでは，クラウド1からのy11とクラウド2からのy12を加算し， 
  y3とする． 
  y3=y11＋y12 
  乗算部分は，クラウド1からのy2とクラウド2からのy2の積を行いy4とする． 
  y4=y21･y22 
  最終的な結果yは，y3とy4の和である． 
  y=y3+y4 
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5. 提案方式の応用例 -10 
計算方法：  

(4)個別処理として，加算，乗算の混合した計算を行う 
  たとえば，y= d･x1＋e･x2 ＋ f･x1･x2の場合， 
   

計算：シェアの計算 

和部分：y11= d･x11s＋e･x21s  

積部分：y21= g･x11p･x21p  

ただし，g=sqrt(f) 
 

自社サーバ 

クラウド1 

クラウド2 

返答 

返答 

要請 

要請 

計算： 

クラウドの計算結果の合成 

  y11 + y12 + y21・y22 

d･x11s＋e･x21s + d･x12s＋e･x22s + g･x11p･x21p ・ g･x12p･x22p 

= d・(x11s+x12s) + e・(x21s+x22s) + g・g・(x11p・x12p)・(x21p・x22p) 
= d・x1 + e・x2 + f・x1・x2 

計算：シェアの計算 

和部分：y12= d･x12s＋e･x22s  

積部分：y22= g･x12p･x22p 
ただし，g=sqrt(f)  
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5. 提案方式の応用例 -11 
計算方法：  

(5)個別処理として，加算，除算の混合した計算を行う 
  たとえば，y=d･x1＋e･x2＋f･x1／x2の場合， 
  y1=d･x1＋e･x2をクラウド1，クラウド2で行い， 
  y11= d･x11s＋e･x21s 
  y12= d･x12s＋e･x22s 
  それぞれ結果y11，y12を自社サーバに返答させる． 
 
  y2 =f･x1／x2をクラウド１，クラウド2で行い， 
  y21=f･x11p／x21p 
  y22=f･x12p／x22p 
  それぞれの結果y21，y22を自社サーバに返答させる． 
 
  自社サーバでは，クラウド1からのy11とクラウド2からのy12を加算し， 
  y3とする． 
  y3=y11＋y12 
  除算部分は，クラウド1からのy2とクラウド2からのy2の積を行いy4とする． 
  y4=y21･y22 
  最終的な結果yは，y3とy4の和である． 
  y=y3+y4 
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5. 提案方式の応用例 -12 
計算方法：  

(5)個別処理として，加算，除算の混合した計算を行う 
  たとえば，y=d･x1＋e･x2＋f･x1／x2の場合， 
   

計算：シェアの計算 

和部分：y11= d･x11s＋e･x21s  

商部分：y21= g･x11p／x21p  

ただし，g=sqrt(f) 
 

自社サーバ 

クラウド1 

クラウド2 

返答 

返答 

要請 

要請 

計算： 

クラウドの計算結果の合成 

  y11 + y12 + y21・y22 

d･x11s＋e･x21s + d･x12s＋e･x22s + g･x11p／x21p ・ g･x12p／x22p 

= d・(x11s+x12s) + e・(x21s+x22s) + g・g・(x11p／x12p)・(x21p／x22p) 
= d・x1 + e・x2 + f・x1／x2 

計算：シェアの計算 

和部分：y12= d･x12s＋e･x22s  

商部分：y22= g･x12p／x22p 
ただし，g=sqrt(f)  
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6. 考察 -1 
5.の応用例で述べたように， 
統計処理として，ある1つのテーブルにおける各属性の平均値，分散値，標準偏

差値，属性間の相関係数を求めたり， 
個別処理として，加減算，乗除算を含む計算処理を本提案方式は行うことができ

る． 
ただし，従来のセキュアマルチパーティ法よりも，自社サーバで行う処理の分担範

囲がおおきい． 
 
例えば，相関係数を求めるためには，x1とx2の積の縦方向への和を計算する必

要があるが， 
従来方式(2 out of 3)では，x1とx2の積は，4.1で述べたように，x1（4.1ではa）から

生成された3組のシェアa0，a1，a2， およびx2（4.1ではb）から生成された3組のシェ
アb0，b1，b2から，さらに生成されたシェアc0，c1，c2を加算することによって得られ
る． 
これらの縦方向への和（Σのi=1，･･･，I）は，c0，c1，c2の縦方向への和の和であ

り，それらは各サーバで計算することができる． 
サーバ0：c0，c1の和の縦方向への和 
サーバ1：c1，c2の和の縦方向への和 
サーバ2：c2，c0の和の縦方向への和 
これらの計算結果を要求元（自社サーバ）で加算し，その1/2は，c0＋c1＋c2の縦

方向への和となる．分散値や共分散をもとめるときに使用する． 
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6. 考察 -2 
これに比べて，提案方式では， 
各サーバで計算されたシェアどうしの積（サーバ1ではx11pとx21pの積，サーバ2

ではx12pとx22pの積）をそれぞれ要求元（自社サーバ）に返答し，それらの縦方向
への和は要求元（自社サーバ）が行う． 
 
従来のセキュアマルチサーバ方式では，計算要求が発生の都度，サーバ間で煩

雑なデータのやりとりを行うのに比べて，本提案方式では，そのようなやりとりは不
要である． 
 
統計処理については，一度計算した結果を保存しておけばよいという考え方も妥

当であるが，テーブルにレコード（行）の追加，削除，更新がある場合を考えると，本
提案方式は有効である． 
 
自社サーバとの処理分担が必要であるという点から，ユーザが，処理分担を意識

しなくてもよいように，関連するソフトウェアをまとめてパッケージ化することも今後
の課題である．図3にパッケージ化の範囲についての考えを示した． 
 
今回は，実際のクラウドを使用せずに，机上でのExcelによる動作の確認を行った

が，実際のクラウドに分散配置して動作を確認することは，今後の課題である． 
また，本提案方式と従来のセキュアマルチパーティ法との，各種の計算式を必要

とするアプリケーションでの比較も今後の課題である． 
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7. おわりに 
  
今回の提案方式は，自社サーバで処理する部分があるとい

う制限がつくものの，簡易的な秘密計算が可能であることを示
した． 
従来のセキュアマルチパーティ法に比べ， 
 
・計算処理が簡単（処理時間が速い）， 
・ k out of nの構成の自由度が高い， 
・健康診断分野などで，今後高い必要性が見込まれる除算

（測定値の比）についても実現できる， 
 
などの利点も多く，今後さらに研究を進める意義があると判

断している．本文で述べた今後の課題について，取り組んでい
く所存である． 
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