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タイムテーブル (Time Table)

早稲田大学 西早稲田キャンパス
Nishiwaseda Canpus, Waseda Univ.

12:00～ 受付開始 (入口) / Registration Open(Entrance)

12:40～13:00 開会式 / Opening Ceremony

13:00～13:50 ポスターセッション (セッションA） / Poster Session (Session A)

13:50～14:00 コーヒーブレイク / Coffee Break

14:00～14:30 スポンサー紹介 / Sponsor introduction

14:30～15:20 ポスターセッション (セッション B） / Poster Session (Session B)

15:20～15:30 コーヒーブレイク / Coffee Break

15:30～16:20 ポスターセッション (セッション C） / Poster Session (Session C)

16:20～16:30 コーヒーブレイク / Coffee Break

16:30～17:00 招待講演 / Invited lecture

17:00～17:45 ポスターセッション (セッション Free） / Poster Session (Session Free)

17:45～18:15 表彰会 / Award Ceremony

18:15～18:20 閉会式 / Closing Ceremony

18:30～20:30 懇親会 / Social Party

会場 (Venue)

早稲田大学 西早稲田キャンパス 63号館 1F情報ギャラリー
〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1

鉄道 1：鉄副都心線 西早稲田駅 下車 3番出口すぐ
鉄道 2：地下鉄東西線 早稲田駅 下車 徒歩 22分
バス 1：京王バス 新宿駅西口より 早稲田、都立身体障害者センター前バス停下車 下車
バス 1：京王バス 渋谷駅西口より 九段下、都立身体障害者センター前バス停下車

Information Gallery, 1F, Building 63, Nishi-Waseda Campus, Waseda University

〒 169-8555 3-4-1, Okubo, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Train1: Get off at Nishi-Waseda Station(F11 Subway Fukutoshin line). Congress venue,

Information Gallery is three-minutes walk from Exit No. 3.

Train2: Get off at Waseda Station of Tozai Line, and walk about 22-minutes.

Bus1: From Shinjuku Station (West Exit) to Waseda, get off at Toritsu shintai shougaisha

center-mae bus stop of Keio Bus.

Bus2: From Shibuya Station (West Exit) to Kudanshita, get off at Toritsu shintai

shougaisha center-mae bus stop of Keio Bus.
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発表者一覧
Presenters List

ポスターセッションA (Poster Session A)

1 Timed-Release Identity-Based Encryption
IDベース型 Timed-Release暗号
Toru Oshikiri (M1), Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki Uni-
versity
押切 徹 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻

2 Futuristic Home with Ad hoc Networks
Tharinda Nishantha Vidanagama (D3), Graduate school of Global Information and Telecommu-
nication Studies, Waseda University

3 A Optimized Checkpointing mechanism in Virtual Environments
Wang Huan (D5), Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies, Univ.
of Waseda
王 歓 (D5) 早稲田大学 大学院国際情報通信研究科

4 Fabrication of biconvex polymer microlenses using microfluidic Janus droplets
マイクロ流路を用いた Janus液滴生成による両凸ポリマー微小レンズの作製
Haruka Suzuki (M1), Department of Mechano-Micro Engineering, Tokyo Institute of Technology
鈴木 遥 (M1) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻

5 Modeling of Inner Resonance of Cymbal for Sound Source Model
強奏時の音色変化を考慮するシンバル音源のための内部共振特性の測定
Ryutaro Niiho (M1), Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba
新穂 龍太朗 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

6 Analyzing Darknet Traffic Using Patterns of TCP Header and Communication
TCPヘッダーと通信パターンの分類を利用したダークネット通信解析
Akira Saso (B4), Electrical and electronic enginnering(Commnication), Univ. of Waseda
笹生 憲 (B4) 早稲田大学 情報理工・情報通信専攻

7 Characteristic of Liquid Density and Viscosity Sensor Using Rhombus Resonator
菱形圧電振動子を用いる粘度・密度センサの特性に関する研究
Yumi Hosoyama (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
細山 有美 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

8 High-speed Ultrasonic Testing for Billet by Signal Multiplexing Technology
デジタル変調信号による多重化技術に基づく同時計測を用いる角鋼片の高速超音波探傷
Yoko Norose (D2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
野呂瀬 葉子 (D2) 筑波大学 知能機能システム専攻

9 Health surveillance of swine using multiple sneezing templates
複数のくしゃみ音を用いた豚の健康監視
Takuji Kawagishi (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech.,, Univ. of Tsukuba
川岸 卓司 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

10 Fundamental Study on Olfactory Perireceptor Events for Engineering Applications
昆虫の嗅覚受容周辺機構の工学的応用に関する基礎的研究
Naomune Okabe (M1), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture
and Technology
岡部 直宗 (M1) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻

11 Effects of Active Flow Generation in Underwater Chemical Source Localization
水中化学物質源探索における能動的な水流生成の効果
Kei Sekiguchi (M2), Dept. of Mechanical Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and Tech-
nology
関口 慧 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻

12 Basic research of Error-related Potential in the Erroneous Machine Interface
Masahiro Kasuya (D2), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Univ. of
Electro-Communications

13 An Adversarial Risk Analysis Model for a Decision Agent
Javier Guerrero (Others), Department of Computer and Systems Sciences, DSV, Stockholm Uni-
versity

14 Development of the multipurpose experimental device for study of control
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制御研究のための多目的実験装置の開発
Seiya Ogawa (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and
Technology
小川 誠也 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

15 Development of Active Seismic Isolator using Mechanical Controller
機械式制御によるアクティブ免震装置の開発
Akinori Hiramatsu (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture
and Technology
平松 晃典 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

16 Development of a mobile mounted gimbal system using small sensors
小型センサを用いた移動体搭載型ジンバルシステムの開発
Shogo Gotoh (B4), Dept of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Aguriculture and
Technology
後藤 章吾 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻

17 Recognition of Cooking Behavior for Mass-Cooking Facilities
大量調理施設における調理行動認識手法の提案
Takayuki Maruyama (M1), Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
丸山 貴之 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

18 An Audio Live Version Identification System Using Song Length Information
楽曲長情報を利用したライブバージョン楽曲同定アプリケーション
Kazumasa Ishikura (M2), Dept. Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
石倉 和将 (M2) 早稲田大学 情報理工学専攻

19 Development of Jumping Robot with Eccentric Weight type Actuators
偏心重錘アクチュエータを用いた跳躍ロボットの開発
Daisuke Kaji (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
梶 大介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

20 Study on real-time identification using vibration data of actual-sized structure
実大構造物の加振データに基づくリアルタイム同定
Yuki Asada (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
浅田 祐樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

21 Image Mosaicking for Omnidirectional In-vehicle Camera Images
全方位車載カメラ画像におけるイメージモザイキング
Hirotoshi Hasegawa (M2), Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
長谷川 裕俊 (M2) 早稲田大学 情報理工学専攻

22 Vortex Detection in Section of Pipe Flow Using Two Pairs of Ultrasonic Probes
２組の超音波プローブを用いる円管流断面の渦検出
Shusuke Hashimoto (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
橋本 修亮 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻

23 Medical Diet System for Patients with Diabetes
糖尿病患者の食事療法支援システムに関する研究
Masahiro Kobayashi (B4), College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
小林 優大 (B4) 筑波大学 工学システム学類
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発表者一覧
Presenters List

ポスターセッションB (Poster Session B)

24 Node Cooperation for reliable and robust radio
高信頼性無線通信のためのノード間協調動作
Yosuke Saito (M1), Electrical Engineering Program, Graduate School of Science and Technology,
Meiji Univ.
齋藤 陽介 (M1) 明治大学大学院

25 Feedback System for Flying Disk Throw with use of Kinect
Kinectを用いたフライングディスク投動作フィードバックシステムの開発と評価
Koji Yamaoka (M1), Dept. of Human System Science, Grad school of Tokyo Institute of Tech-
nology
山岡 滉治 (M1) 東京工業大学大学院 人間行動システム専攻

26 Experiment of a Radar Altimeter for an UAV Cruising in the Mars’ Atmosphere
火星探査無人航空機用高度計開発のための測距実験果報告
Sho Yonemura (M2), Wireless Systems Laboratory, Dept. of Information and Communication
Engineering, TDU
米村 翔 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室

27 A Large-Scale Testbed for Information-Centric Network
Hoda Tomoharu (M1), GITS, Waseda Univ.
穂田 知治 (M1) 早稲田大学 国際情報通信研究科

28 Antenna De-embedding from Indoor UWB MIMO Propagation Channels
屋内 UWB MIMO電波伝搬路からのアンテナ・ディエンベディング
Yuki Abe (M2), Wireless System Laboratory, Dept. of Information and Communication Engi-
neering, TDU
阿部 雄樹 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室

29 Estimation of DOD and DOA in a UWB MIMO Radar
UWB-MIMOレーダによる出射および到来角推定
Shohei Seki (M1), Wireless Systems Laboratory, Dept. of Information and Communication En-
gineering, TDU
関 翔平 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室

30 Measurement of Bit Error Rate of Multi-User CDMA Using Binary Chaos Codes
バイナリカオス符号を用いたマルチユーザ CDMA通信における誤り率の実験的評価
Takuma Miura (M2), Wireless System Laboratory Dept. Information and Communication Engi-
neering, TDU
三浦 巧磨 (M2) 東京電機大学大学院 情報通信工学専攻

31 Theoretical Derivation of BER for Uplink OFDMA over Nonlinear Fading Channels
非線形ひずみ環境下におけるアップリンク OFDMA方式の理論 BER特性
Kei Nishimura (M1), Graduate School of Fundamental Science and Engineering, Waseda Univ.
西村 慶 (M1) 早稲田大学 基幹理工学研究科情報理工学専攻

32 Theoretical Derivation for Channel Capacity of FFR in Cellular Systems
セルラシステムにおける FFRの通信路容量の定式化に関する検討
Mamiko Niki (M1), Fundamental of Science and Engineering, Waseda Univ.
仁木 麻美子 (M1) 早稲田大学 基幹理工学研究科

33 On-Body Wideband Propagation Channels in Various Surrounding Environments
ワイヤレスボディエリアネットワークのためのマイクロ波帯広帯域電波伝搬
Miyuki Hirose (M2), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
広瀬 幸 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻

34 Wideband Radio Propagation Characteristics within an Automatic Ticket Vender
通信バスワイヤレス化のための自動券売機内における広帯域電波伝搬特性の解明
Yuki Nakagawa (B4), Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
中川 雄貴 (B4) 東京電機大学 情報通信工学科

35 A Study on Seamless Localization Employing GPS and Wireless LAN
Sakie Nagakubo (M1), Dept. of Science, Japan Women’s Univ.
長久保 咲絵 (M1) 日本女子大学 理学研究科

36 Acoustic software-based modem with microphone diversity for smartphones
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どこでも使える音響通信-複数マイクロホンを用いた通信品質の改善手法-
Naoki Shinmen (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
新免 真己 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻

37 A Study on Clipping & Filtering Employing Transmit Power Control
Tomoki Maruko (B4), School of Fundamental Science and Engineering, Univ. of Waseda
丸小 倫己 (B4) 早稲田大学 基幹理工学部

38 The power management system for micro personal vehicle by automatic replacement
超小型パーソナルビークルを対象とした乗り継ぎによる
Junichi Imanishi (M1), Dept. of Electric Elecrronic Information Communication Engineering
Tech., Univ.of Chuo
今西 淳一 (M1) 中央大学 電気電子情報通信工学専攻

39 Drill Head Location and Attitude Estimation Using Length Meter with IMU
測長機及び慣性計測装置を用いる水平ドリル工法のためのドリルヘッド位置・姿勢の推定
Satoki Ogiso (B4), Collage of Engineering System, Univ. of Tsukuba
小木曽 里樹 (B4) 筑波大学 工学システム学類

40 An Application of the Programming Language Learning Using the Top-Down Approach
トップダウンアプローチを用いたプログラミング言語学習の適用
Daisuke Saito (M1), Information and Telecommunication Engineering, Tokai University
齋藤 大輔 (M1) 東海大学 情報通信学研究科

41 QUEST:A New Approach to Improve Understandability of Requirement for Outsourcing
QUEST：海外発注における開発者の仕様理解度を検証するための手法
Tomoyasu Tanaka (B4), Dept. of Information and Telecommunication Engineering, Univ. of
Tokai
田中 智康 (B4) 東海大学 情報通信学部

42 A Multiband Antenna of 800 MHz, 2.0 GHz and UWB for 4G Smartphones
4Gスマートフォン用 800 MHz・2.0 GHz・UWB帯マルチバンドアンテナ
Yusuke Akiyama (M1), Dept. of Electrical Engineering, Kokushikan Univ.
秋山 侑祐 (M1) 国士舘大学 電気工学専攻

43 Intra-Body Communication between wearable and stationary devices
人体通信を利用したウェアラブル機器と据え置き型機器との間の通信の検討
Misaki Kurosu (B4), Dept. of Electronics and Informatics, Kokushikan Univ.
黒子 美咲 (B4) 国士舘大学 電子情報学系

44 Development of Human Body Communication for User-friendly Information Society
人にやさしい情報通信社会を実現する人体通信システムの開発
Dairoku Muramatsu (D1), Dept. of Human and Engineered Environmental Studies, Univ. of
Tokyo
村松 大陸 (D1) 東京大学 人間環境学専攻

45 Wireless Power Transfer Using Circular-Coil Array and Elliptical Coil
楕円形コイルと円形コイルアレーを用いたワイヤレスエネルギー伝送
Kohei Horigome (M1), Dept. of Electrical Engineering, Kokushikan Univ.
堀米 滉平 (M1) 国士舘大学 電気工学専攻

46 Flying Navigation Robot AR.Drone 2.0 meets ICT
空飛ぶナビゲーションロボット ラジコンヘリが ICTと出会うと 　
Kenji Kanai (D2), Graduate school of Fundamental Science and Engineering, Univ. of Waseda
金井 謙治 (D2) 早稲田大学 基幹理工学研究科

47 Groundwater measurement system using sensors and acoustic link
センサと音響リンクを組み合わせた地下水環境測定システム
Naoki Miyanohara (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
宮ノ原 直樹 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
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発表者一覧
Presenters List

ポスターセッションC (Poster Session C)

48 The improvement of copper supported TiO2 under the room light with H2 plasma.
水素プラズマ処理による室内光下での銅担持光触媒性能向上の研究
Kazuaki Aoki (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
青木 一晃 (M1) 東京理科大学大学院 電気工学専攻

49 Improvement in the performance of TiO2 photocatalyst using solar cells
太陽電池基板上への塗布による酸化チタン光触媒の性能向上
Nao Kato (B4), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
加藤 直 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

50 Cleavage of supercoiled plasmid DNA by visible-light-sensitive photocatalysts
DNA切断試験による可視光応答型光触媒の性能評価
Takanori Yasuda (B4), Electrical Engineering,Dept. of Science and Technology, Tokyo University
of Science
安田 貴則 (B4) 東京理科大学 理工学部電気電子情報工学科

51 Environment for the Observation of Communication Resulting from Human Activities
行動履歴をもとにしたコミュニケーションの観測のための環境の構築
Hirokazu Ono (M1), Dept. of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo
University
大野 寛和 (M1) 中央大学 電気電子情報通信工学専攻

52 Visible-light photocatalytic activation of TiO2-x with Ar/H2 plasma treatment
Ar/H2混合プラズマ表面処理による TiO2-x光触媒の可視光活性
Takuma Nakano (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
中野 拓真 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

53 Bacterial microrotary motors controlled using phototaxis
微生物の走光性を用いたマイクロモータ
Taichi Nakamura (M2), Dept. of Mechano-Micro Engineering, Tokyo Institute of Technology
中村 太一 (M2) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻

54 Analysis of ethanol fuel circulated in anion exchange membrane fuel cell
エタノール燃料を循環させたアニオン交換膜型燃料電池の燃料の分析
Kazuhiko Kunihiro (M1), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
Graduate school
國弘 和彦 (M1) 東京理科大学大学院 電気工学専攻

55 Development of English conversation mobile system for improving speaking skill
スピーキング能力の向上を目的とした英会話学習支援モバイルシステムの開発
Kae Nakaya (D2), Department of Human System Science, Tokyo Institute of Technology
仲谷 佳恵 (D2) 東京工業大学 人間行動システム専攻

56 Relationship of plasma processing and photocatalytic performance of TiO2-x
プラズマ処理条件と酸素欠損型光触媒性能との関係
Shota Araki (M2), Electrical Engineering, Tokyo University of Science
荒木 翔太 (M2) 東京理科大学 電気工学専攻

57 Study of Fuel Cell-Super Capacitor Hybrid Power Source System for mobile devices
Shuhei Tosaka (M1), Electrical engineering, Tokyo University of Science
遠坂 州平 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻

58 Study of the resonant absorption based on the electron density and temperature
プラズマ電子密度・温度の変化から考察した共鳴吸収の研究
Yohei Takahashi (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
高橋 陽平 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

59 TiO2 photocatalyst evaluation by means of voltage impression in methylene blue
メチレンブルー試験において電圧印加した場合の TiO2光触媒活性の評価
Tomohiko Takeuchi (M1), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
竹内 智彦 (M1) 東京理科大学 電気電子情報工学科

60 Energy Management for Hybrid Power Source of of Fuel Cell and Supercapacitor
Tatsuya Yamanaka (B4), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
山中 竜也 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
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61 Simple Defect Detection Method for Billet by Ultrasonic Transmission Method
超音波透過法を用いた角鋼片内部欠陥の簡易検出法
Ryusuke Miyamoto (B4), College of Engineering Systems, Univ.of Tsukuba
宮本 隆典 (B4) 筑波大学 工学システム学類

62 Visualization by Spectrum Features of Sound Using Virtual Counter Sound Source
仮想逆音源を用いた推定音源のスペクトル特徴量による可視化
Takuto Sakai (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
坂井 琢人 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

63 Ultrasonic heating of wood in consideration of moisture content for pest control
含水率の影響を考慮した木材の害虫駆除を目的とした超音波加熱
Yusuke Otaka (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba
大高 佑介 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

64 A planar loudspeaker using evanescent wave for near field acoustic communication
近くでしか音が聴こえない！？近距離音響通信のためのエバネッセント波スピーカ
Ayaka Fujii (M1), Intelligent Interaction Technologies, Univ. of Tsukuba
藤井 郁香 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

65 Effect of modifide atmosphere and light environment in fresh-cut vegetables
雰囲気および光環境調整によるカット青果物の品質保持
Miki Ito (B3), Faculty of Horticulture, Univ. of Chiba
伊東 美紀 (B3) 千葉大学 園芸学部

66 The effect of adding dietary fiber on properties of ager gel
食物繊維の添加が寒天ゲルの特性に及ぼす影響
Mariko Matsuda (B3), Faculty of horticulture., Univ. of Chiba
松田 真理子 (B3) 千葉大学 園芸学部

67 Relation between tissue structure and low digestibility of rice
米粒構造と低消化性の関係～今こそ玄米飯粒を食べる瞬間～
Yumi Okazaki (B3), Dept. of Horticulture, Univ. of Chiba
岡崎 友美 (B3) 千葉大学 園芸学部

68 A unified model for the visual and auditory cortices
大脳皮質聴覚野は視覚野と同じ学習則を用いて統一的にモデル化できる
Hiroki Terashima (D3), Dept of Complexity and Eng, Univ of Tokyo
寺島 裕貴 (D3) 東京大学 複雑理工学専攻
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1 Timed-Release Identity-Based Encryption
IDベース型 Timed-Release暗号

◦Toru Oshikiri (M1), Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki University
◦ 押切 徹 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻
E-mail: 13kmc06@ms.dendai.ac.jp
twitter: facebook: ○

Taiichi Saito (Prof.), Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki University
齊藤 泰一 (教授) 東京電機大学 情報通信工学専攻

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

Timed-Release Encrtption(TRE) is an encryption mechanism that allows a reciever
to decrypt a ciphertext only after the time that a sender designates.We propose a no-
tion of identity-based encryption scheme with TRE encryption mechanism, Timed-
Release Identity-Based Encryption(TRIBE), and define its security model.Moreover
we show a generic construction of TRIBE.

Key Words:
Timed-Release Encryption
Identity-Based Encryption
One-Time Signature
キーワード:
Timed-Release 暗号
ID ベース暗号
ワンタイム署名

Timed-Release暗号 (Timed-Release Encryption, TRE)とは，暗号化の際に複号でき
る時刻を指定できる暗号方式である．本研究では IDベース暗号に TRE の機能を持た
せた IDベース型 Timed-Release暗号を提案し，その安全性定義と一般的構成方法を示
す．

2 Futuristic Home with Ad hoc Networks

◦Tharinda Nishantha Vidanagama (D3), Graduate school of Global Information and Telecommunication Stud-
ies, Waseda University
◦

E-mail: tharinda@asagi.waseda.jp
twitter: facebook: ○
Hidenori Nakazato (Prof.), Graduate school of Global Information and Telecommunication Studies, Waseda
University

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

Future home appliances will have many useful built-in functions. If the home appli-
ances are fitted with a wireless communication module, a wireless ad hoc network
can be used to easily connect the appliances to access these built-in functions. For
ease of use the nodes are given names such as“ living room TV” etc. for iden-
tification. This research proposes name-based clustering and networking as well as
routing based on a Routing Cache. Node mobility is also discussed and the perfor-
mance of the proposed algorithms is evaluated via simulation.

Key Words:
Ad hoc network
Keyword-based addressing
Keyword-based routing
キーワード:
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3 A Optimized Checkpointing mechanism in Virtual Environments

◦Wang Huan (D5), Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies, Univ. of Waseda
◦ 王 歓 (D5) 早稲田大学 大学院国際情報通信研究科
E-mail: wanghuan@aoni.waseda.jp
twitter: whwayne facebook: ○

Hedenori Nakazato (Prof.), raduate School of Global Information and Telecommunication Studies, Univ. of
Waseda
中里 秀則 (教授) 早稲田大学 大学院国際情報通信研究科

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

Most virtual machine (VM) checkpointing schemes in the literature can be recognized
as system-level checkpointing schemes. Unfortunately, the VM-level checkpoint size
might be huge and even in the order of gigabytes. The shortcoming hardly delays the
VM restart time. To reduce the size of checkpoints, we are exploring the design and
implementation of our set of application checkpointing technique whose goal is to
checkpoint the application data through hypervisor on the virtualized environments
without modification of guest operating system based on Xen.

Key Words:
virtualization
hypervisor
checkpointing
キーワード:

4 Fabrication of biconvex polymer microlenses using microfluidic Janus droplets
マイクロ流路を用いた Janus液滴生成による両凸ポリマー微小レンズの作製

◦Haruka Suzuki (M1), Department of Mechano-Micro Engineering, Tokyo Institute of Technology
◦ 鈴木 遥 (M1) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻
E-mail: suzuki.h.br@m.titech.ac.jp
twitter: facebook: ○

Takasi Nisisako (Assist. Prof.), Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology
西迫 貴志 (助教) 東京工業大学 精密工学研究所

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

We present moldless fabrication of biconvex polymer microlenses using droplet
microfluidics. We used a photopolymerizable acrylate monomer and a non-
polymerizable silicone oil containing surfactant as two immiscible dispersed phases,
and SDS aqueous solution as an aqueous phase. Using a T-junction channel on a
glass chip, we produced Janus droplets (equivalent diameter of 100μm) with poly-
merizable segments having a biconvex shape. We produced biconvex microparticles
by exposing the Janus droplets to ultraviolet light. The prepared microparticles
could be used as optical biconvex lenses.

Key Words:
microfluidics
Janus droplet
biconvex microlens
キーワード:
マイクロ流体
ヤヌス液滴
両凸マイクロレンズ

マイクロ流路を用いた両凸ポリマー微小レンズの作製法について報告する．ガラスチッ
プ上にドライエッチングで形成した矩形断面を有する T字型マイクロ流路（幅 100 m,
深さ 100 m）を用いた．先ず，２つの分散相として硬化性アクリルモノマーと，界面活
性剤を含む非硬化性シリコーンオイル，連続相として SDS水溶液を用い，モノマー部が
両凸形状を有する Janus液滴（～100 m）を形成した．次に，紫外線照射によってモノ
マー部を硬化させ，両凸状の微小粒子を作製した．流量調節によるサイズと形状の制御，
および作製した両凸粒子の光学レンズとしての機能を確認した．
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5 Modeling of Inner Resonance of Cymbal for Sound Source Model
強奏時の音色変化を考慮するシンバル音源のための内部共振特性の測定

◦Ryutaro Niiho (M1), Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba
◦ 新穂 龍太朗 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: niiho@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Naoto Wkatsuki (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Univ. of Tsukuba
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Cymbal tone significantly depends on the excitation strength. This is caused by the
inner resonance that transits some energy of the vibrational modes to the higher
order modes when it is excited large amplitude. The important things for the sound
model for cymbal used by a electric drum is to implement both changing tone with
the strength of excitation and the reducing calculation cost. This study aims to
construct the sound model of cymbal that can feel natural reaction. Through the
observation of the vibrational modes of cymbal, we attempt to elucidate the mech-
anism of inner resonance.

Key Words:
Musical Acoustics
Cymbal
Inner Resonance
キーワード:
音楽音響
シンバル
内部共振

シンバルは叩く力に依存して音色が大きく変化する。これはシンバルに大きな振動を与
えた際、ある振動モードのエネルギーが倍音成分に当たる高次の振動モードに遷移する、
内部共振と呼ばれる現象が発生するためである。電子ドラムに用いられるシンバルの音
源において、この音色変化を再現すること、またリアルタイムにシンバル音生成できるこ
とがより自然な演奏感を得るために重要である。本研究の目的は、内部共振のメカニズ
ムを解明し音源に適用することで音色変化とリアルタイム性を両立することである。ま
た本報告において、内部共振のメカニズム解明のためシンバル振動時における振動モー
ドの観測を行った結果を示す。

6 Analyzing Darknet Traffic Using Patterns of TCP Header and Communication
TCPヘッダーと通信パターンの分類を利用したダークネット通信解析

◦Akira Saso (B4), Electrical and electronic enginnering(Commnication), Univ. of Waseda
◦ 笹生 憲 (B4) 早稲田大学 情報理工・情報通信専攻
E-mail: saso@nsl.cs.waseda.ac.jp
twitter: facebook: ○

Tatsuya Mori (Assoc. Prof.), Electrical and electronic enginnering(Commnication), Univ. of Waseda
森 達哉 (准教授) 早稲田大学 情報理工・情報通信専攻

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

In order to address various threats observed on the Internet, it is crucial to monitor
network anomalies. Darknet is a widely used system that is dedicated to collect non-
legitimate traffic such as network scanning. This work attempts to extract additional
information by applying host-based network analysis to Darknet traffic data. For
this, we use patterns of TCP header and communication. Through the analysis of
Darknet traffic data collected from a Darknet with /20 prefix for two years, we report
several case studies that successfully demonstrate the usefulness of our approach.

Key Words:
Darknet
Trafic Analysis
Security
キーワード:
ダークネット
通信解析
セキュリティ

インターネット上に発生する様々な脅威に備えるためにはネットワークに生じ る異常を
定常的に監視することが肝要である．そのような監視を実現する手法 としてダークネッ
トと呼ばれるシステムを用いてスキャン等の非良性の通信の みを収集するプローチが広
く活用されている．本研究は通信源ホストを分類した上で通信データを解析することに
よって， ダークネットの通信データからより多くの情報を獲得することを狙いとする．
ホストを分類する方法としてホスト毎の通信パターンおよび TCPヘッダの差異 を利用
する．2年間収集した通信データに提案手法を適用し，セキュリティ対 策に有用な新規
情報を抽出したケーススタディを報告する．
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7 Characteristic of Liquid Density and Viscosity Sensor Using Rhombus Resonator
菱形圧電振動子を用いる粘度・密度センサの特性に関する研究

◦Yumi Hosoyama (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 細山 有美 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: hosoyama@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Koichi Mizutani (Prof.), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

Field: Applied physics
分野: 理工系　応用物理学・工学基礎

To measure the liquid density and viscosity, sensors using piezoelectric resonator
have been studied actively. 　 In this sensor, the liquid density and viscosity are
determined by measuring the changes of frequencies of two vibration modes of the
sensor. 　 However, presented sensor has an issue; there is a large difference in the
sensitivities of the two vibration modes, which results in limitation of the measure-
ment range.　Then, we propose rhombus shape of resonator to expand the range of
measurement and we confirmed the sensitivity of two vibration modes in the same
order by simulation.

Key Words:
piezoelectric resonator
density
viscosity
キーワード:
圧電振動子
密度
粘度

圧電素子を用いて粘度と密度を計測する研究が活発に行われてきた．この手法では，振
動子を 2つの振動モードにおいて空気中と液体中の共振周波数から粘度と密度を求める
ことができる．しかし，従来のセンサは 2つの振動モードにおける感度に大きな違いが
あることによって計測可能範囲が狭いという問題点があった．そこで提案手法では計測
可能範囲を拡大するために菱形の圧電素子を用い，2つの振動モードにおける感度が改
善することをシミュレーションによって確認した．

8 High-speed Ultrasonic Testing for Billet by Signal Multiplexing Technology
デジタル変調信号による多重化技術に基づく同時計測を用いる角鋼片の高速超音波探傷

◦Yoko Norose (D2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 野呂瀬 葉子 (D2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: norose@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Koichi Mizutani (Prof.), Div. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 知能機能工学域

Field: Applied physics
分野: 理工系　応用物理学・工学基礎

In manufacturing process of steel billets, some defects may remain. Pre-shipping
inspection must be done for every billet. To detect a small defect, measurements
along many acoustic paths, which are time-consuming, are required. Hence, in this
study, to speed up, digital modulation signals are used as the transmitted signals,
and the information of each signal is independently retrieved from the received signal.
This method was examined by applying to a defect detection method, which had
been proposed by the author, in experiment, and decreased the measurement time
to 1/5 of the previous one.

Key Words:
Ultrasonic testing
Modulation signal
Multiplexing technology
キーワード:
超音波探傷
変調信号
多重化技術

ビルや橋梁に用いられる鋼材のもととなる角鋼片には製造工程中に欠陥が生じることが
あり，安全性確保のため超音波を用いる全数検査が行われる．しかし，微細な欠陥を検
出するには角鋼片に多くの箇所から超音波を入射する必要があり，計測時間が増加する
という問題がある．そこで本研究では計測時間を短縮するために，携帯電話等の通信に
用いられる信号多重化技術を応用して同時に複数の超音波信号を送信し，受信した超音
波からそれぞれの信号の情報を抽出する手法を提案する．著者がこれまで提案してきた
欠陥検出法（超音波伝搬時間を用いる CT法）に対しこの同時計測方法を適用し，計測
時間を従来の約 1/5に短縮できることを実験的に示した．
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9 Health surveillance of swine using multiple sneezing templates
複数のくしゃみ音を用いた豚の健康監視

◦Takuji Kawagishi (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech.,, Univ. of Tsukuba
◦ 川岸 卓司 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: kawagishi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Mizutani Koichi (Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

In a pig house, disease detecting is important. Counting sneezes have been used to
detect diseases. In this paper, we discuss the automatic monitoring system of swine
sneezing using a microphone. The previous technique based on a single template
has a problem of large accuracy errors that noises are detected as pig sneezes in a
pig house. To improve the accuracy rate for detecting swine sneezing, the technique
based on multiple templates is proposed. The proposed technique was evaluated in
a pig house. As experimental results, the accuracy rate was improved from 18% to
65%.

Key Words:
Swine
Health surveillance
Microphone
キーワード:
豚
健康監視
マイクロフォン

豚舎内での豚呼吸器感染症の早期発見は養豚業において重要である．本研究ではマイク
ロフォンを用いて感染症を早期発見するため，実際の豚舎でのくしゃみ音の検出精度の
向上を目的としている．単一のくしゃみテンプレートを基にしてくしゃみ音を検出する
従来手法の検出精度を向上させるために，くしゃみテンプレートを複数用いて識別する
手法を提案した．検証実験の結果，提案法により識別精度は 18%から 65%に向上し，く
しゃみ音以外の雑音が存在する実環境においても感染状況の判別に有効であることが確
認された

10 Fundamental Study on Olfactory Perireceptor Events for Engineering Applications
昆虫の嗅覚受容周辺機構の工学的応用に関する基礎的研究

◦Naomune Okabe (M1), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and Tech-
nology
◦ 岡部 直宗 (M1) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻
E-mail: 50013401203@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○
Hiroshi Ishida (Assoc. Prof.), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
石田 寛 (准教授) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Insects owe their superior olfaction to their sophisticated signal transduction mech-
anisms in the olfactory perireceptor events. The sensitivity of artificial odor sensors
can be improved by mimicking these mechanisms. The aim of this study is to reveal
the mechanisms of olfactory perireceptor events by doing their kinematic simulations
and to apply the results to the development of an artificial odor sensor. Here we re-
port the simulation results on odor adsorption to and desorption from the olfactory
receptors, which has been conducted to investigate the response time of the insect
olfaction.

Key Words:
Insect olfaction
Olfactory perireceptor
events
Olfactory receptor
キーワード:
昆虫の嗅覚
嗅覚受容周辺機構
嗅覚受容体

昆虫は優れた嗅覚を持っており，その優れた感度や応答の選択性は，化学物質を取り込
み嗅覚受容体まで届ける嗅覚受容周辺機構によって支えられている．この嗅覚受容周辺
機構のメカニズムを模倣すれば，人工化学センサの応答効率を改善できると期待される．
そこで本研究では，このメカニズムを嗅覚受容の数値シミュレーションにより解明し，人
工化学センサの開発に工学的に応用することを目指す．今回は匂い分子の受容から脱離
までのシミュレーションを行い，分子拡散のみでは匂い分子が脱離しないことを明らか
にした．また，この問題の解決策として人工センサにおいては匂い分子を液相ごと洗い
流す方式を提案し，その有効性を検討した．
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11 Effects of Active Flow Generation in Underwater Chemical Source Localization
水中化学物質源探索における能動的な水流生成の効果

◦Kei Sekiguchi (M2), Dept. of Mechanical Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 関口 慧 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: 50012643031@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Hiroshi Ishida (Assoc. Prof.), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
石田 寛 (准教授) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Crayfish in search of food actively generate water currents by using their maxil-
lipeds to draw water samples to the chemoreceptors on the antennules. To re-
veal mechanisms underlying this behavior, we have developed an underwater robot
equipped with maxilliped arms and chemical sensors that mimic the antennules. The
maxilliped-antennule system has been compared with a system mimicking chemore-
ceptors on the legs of crayfish. The results suggest that the maxilliped-antennule
system is more robust against a height mismatch of the sensors in determining the
direction of a chemical source.

Key Words:
Biomimetics
Chemical source localization
Active sensing
キーワード:
バイオミメティクス
化学物質源探査
能動センシング

ザリガニは顎脚を用いて水流を能動的に生成し、餌の匂いを頭部の小触角にある化学受
容器まで引き寄せて、餌を探し出している。この嗅覚探索行動の解明を目指して、顎脚
を模倣した顎脚アームモジュールと、小触角を模倣したセンサモジュールを搭載した水
中ロボットを開発した。水底の化学物質を巻き上げてロボットの頭部にあるセンサで検
出する実験を行い、水流を生成せずに、ザリガニの歩行脚先端にある化学受容器を模倣
してセンサを水底に触れるまで下げた場合と比較した。その結果、顎脚アームモジュー
ルを用いて水流を能動的に生成すると、左右のセンサの取り付け高さに誤差があっても
化学物質源の方向を判定可能であることがわかった。

12 Basic research of Error-related Potential in the Erroneous Machine Interface

◦Masahiro Kasuya (D2), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Univ. of Electro-
Communications
◦

E-mail: kasuya@hi.mce.uec.ac.jp
twitter: mark21X facebook: ○
Hiroshi Yokoi (Prof.), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Univ. of Electro-
Communications

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Brain machine interfaces (BMIs) have been used to improve the lives of people with
disabilities. However, the calibration process is not welcomed because it causes the
burden for them. We take particular note of the use of the error-related potential
(ERP) which is generally observed in an Eriksen flanker task. The objective is to
validate that the ERP can also be observed with the motor controlling task. Subjects
were required to move the mouse pointer to the target while the direction of the
mouse pointer randomly changed. As a result, ERP was observed with statistical
significance (p¡0.05).

Key Words:
Brain Machine Interface
Error-related Potential
Eriksen flanker task
キーワード:
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13 An Adversarial Risk Analysis Model for a Decision Agent

◦Javier Guerrero (Others), Department of Computer and Systems Sciences, DSV, Stockholm University
◦

E-mail: javier@dsv.su.se
twitter: facebook: ○

David Sundgren (Prof.), DSV, Stockholm University

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

In this work, we provide a model that supports the decision making process of an
autonomous agent that imperfectly perceives its environment and the actions per-
formed by a person, which we shall designate user. We describe the implementation
of the model with an edutainment robot with sensors that capture information about
the world around it, which may serve as a cognitive personal assistant, may be used
with kids for educational, recreational and therapeutic purposes and with elderly
people for companion purposes.

Key Words:
adversarial risk analysis
game theory
active decision making
キーワード:

14 Development of the multipurpose experimental device for study of control
制御研究のための多目的実験装置の開発

◦Seiya Ogawa (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
◦ 小川 誠也 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50010255024@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasutaka Tgawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

These days, mechanical systems are getting more complex and diverse. In study
of control, it is necessary to make experimental devices for each study topic which
increases the production time and costs. Furthermore, most experimental devices
are not used or disposed after one study is finished. In this study, a multipurpose ex-
perimental device is proposed to solve this problem. Since many mechanical systems
are expressed in mechanical elements like links and joints, a common modularized
mechanical elements.

Key Words:
Study of control
Modular robot
Multibody Dynamics
キーワード:
制御研究
モジュールロボット
マルチボディダイナミクス

近年の機械システムは複雑化・多様化が進んでいる．制御研究するには，それぞれに対
して実験装置を製作する必要がある．このため，装置のコストや製作時間が増大する．
また，1つの研究が終わると使用されなくなった実験装置のほとんどは廃棄されている．
本研究では様々な制御研究で活用できる多目的実験装置を開発することで，これらの問
題を解決することを目指す．多くの機械システムは多体システムであり，リンクやジョ
イントなどの機械要素で表せる．そこで，共通の機械要素をモジュール化した装置を製
作する．そして，その組み合わせによって実験装置を再現するという手法を提案する．
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15 Development of Active Seismic Isolator using Mechanical Controller
機械式制御によるアクティブ免震装置の開発

◦Akinori Hiramatsu (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
◦ 平松 晃典 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50010255089@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

The active seismic isolation system have now been getting attention. In conven-
tional active isolation devices, the actuators are controlled by commands which are
generated by the computer based on sensor input. 　 Although these systems have
advantages that a control program can be designed freely, the maintenance of the
computer itself and software leaves serious problems to be solved when they are
outdated. In this study, a novel seismic control apparatus, in which hydraulic spool
valves are controlled by mechanical links directly driven by earthquake motion, is
proposed to solve this problem.

Key Words:
Active seismic isolator
Mechanical controller
Hydraulic spool
キーワード:
アクティブ免震制御
機械式制御
スプール

震災による被害を防ぐため，油圧アクチュエータを用いた免震装置の開発，実用化が行
われている．従来のアクティブ免震では，センサの地震波計測結果からアクチュエータ
を制御し建物への揺れを吸収している．制御には演算装置が使われていて，制御則を自
由に設計できるという利点がある．ただし，50年以上ある建物の寿命に対し数年単位で
行われる，電子機器およびソフトウェアの更新やメンテナンスが課題となっている．ま
た，センサが検出限界を超えた場合に予期せぬ動作をすることや，停電から機能を失う
ことも想定される．本研究では，電子装置の代わりに単純な機械的機構で制御される，
確実で安定したアクティブ免震機構の開発を目的とする．

16 Development of a mobile mounted gimbal system using small sensors
小型センサを用いた移動体搭載型ジンバルシステムの開発

◦Shogo Gotoh (B4), Dept of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Aguriculture and Technology
◦ 後藤 章吾 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: 50010255039@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Aguriculture and Technol-
ogy
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Moving survey of gravity is an efficient method to reveal the under seabed structure
and physical properties. Mobile mounted gravimeter uses a gimbal system to level
the gravimeter for accurate measurement. Gimbal is a turntable rotating around an
axis. It is possible to level the object ’s surface by using some gimbals. Usually,
gimbal systems are controlled by measuring the inclination of the gravimeter by
inertial navigation systems. However, inertial navigation system is too large to
mount to a general mobile. In this paper, a propose a miniaturized gimbal system
using small sensors.

Key Words:
Survey of gravity
Gimbal system
Miniaturization
キーワード:
重力探査
ジンバルシステム
小型化

海底下構造・物性を高精度かつ効率的に明らかにする手法に，移動しながらの重力探査
がある．高精度の重力計測には重力計を水平に保つ必要がある．現在開発されている移
動体搭載型重力計にはジンバルシステムが用いられている．ジンバルとは一つの軸を中
心として回転する回転台であり，2軸以上のジンバルを制御することで載せられた物体
の向きを一定に保つことが出来る．現在のジンバルシステムは慣性航法装置で重力計の
傾きを計測することで制御されている．しかし慣性航法装置のサイズが大きいため搭載
できる移動体が限られてしまう．そこで本研究では慣性航法装置の代わりに小型センサ
を用いることでジンバルシステムの小型化を目指す．
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17 Recognition of Cooking Behavior for Mass-Cooking Facilities
大量調理施設における調理行動認識手法の提案

◦Takayuki Maruyama (M1), Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 丸山 貴之 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: maruyama@hri.iit.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasushi Nakauchi (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
中内 靖 (准教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

Forgetting to disinfect with alcohol can be a cause of food poisoning cases. In this
paper we propose a system to reduce these cases by judging appropriate cooking
　 and disinfecting behavior. We fit sensors for kitchen and experimented how the
system could recognize 3 behavior, disinfecting with an alcohol spray, cutting food-
stuffs, and washing kitchen tools. Although recognition rate of disinfecting with
alcohol spray and washing kitchen tools were more than 80%, that of cutting food-
stuffs was about 60%. To raise that of this behavior we fit a kitchen knife with a
3-axis acceleration sensor.

Key Words:
human-machine cooperation
cooking detection
ubiquitous computing
キーワード:
人間機械協調
調理行動検出
ユビキタスコンピューティング

大量調理施設での食中毒事件の原因として，調理者の調理器具へのアルコール消毒の失
念が挙げられる．本研究では，食中毒発生を防止する調理手順を調理者が正しく行って
いるかを認識するシステムを提案する．調理器具消毒行動，食材カット行動，調理器具
の洗浄行動の 3行動を認識すべき行動と定義し，キッチンにセンサを仕込み行動認識実
験を行った結果，消毒行動及び洗浄行動では 80%以上の認識率を実現した．しかし調理
台の重量センサによる食材カット行動の認識率は 60%程度と，改善する必要が生じた．
そこで新たに 3軸加速度センサを仕込んだ包丁を用いてカット行動の認識率を向上させ
る．更に，カット対象食材の認識を行うことを目指す．

18 An Audio Live Version Identification System Using Song Length Information
楽曲長情報を利用したライブバージョン楽曲同定アプリケーション

◦Kazumasa Ishikura (M2), Dept. Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
◦ 石倉 和将 (M2) 早稲田大学 情報理工学専攻
E-mail: ishikura@katto.comm.waseda.ac.jp
twitter: facebook: ○

Jiro Katto (Prof.), Dept. Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
甲藤 二郎 (教授) 早稲田大学 情報理工学専攻

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

Recently, MIR (Music Information Retrieval) applications are increasing rapidly.
We focus on live music performed at concerts, and develop a system which shows
the title of the song played in concert video transmitted over live video streaming
services. The basic process of our audio live version identification is simple, using
beat synchronized chroma features and a circular cross correlation matching method.
In addition, we apply weighting process referring to the original song ’s temporal
length, which lets our system ’s identification become more accurate.

Key Words:
Audio Signal Processing
Music Identification
Chroma Vector
キーワード:
音響信号処理
楽曲同定
クロマベクトル

近年スマートフォンアプリケーション等で楽曲検索アプリケーションが増加している。
我々は対象音源をライブ・コンサートの音源とし，動画配信サービスでそれらの生中継
を鑑賞する際に利用することで，自動でそのタイミングに流れている楽曲の曲名を提示
するアプリケーションを紹介する．楽曲同定の手法自体はビート同期したクロマ特徴量
を利用して原曲群の特徴量とマッチングを行うオーソドックスなものであるが，マッチ
ングに利用する原曲群の楽曲長情報を活用した重み付け処理を行うことで楽曲の切り替
わり部分における同定結果の移り変わりをスムーズにし，同定精度を向上している．
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19 Development of Jumping Robot with Eccentric Weight type Actuators
偏心重錘アクチュエータを用いた跳躍ロボットの開発

◦Daisuke Kaji (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 梶 大介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50010255029@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Tech-
nology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学科

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Closing the running performance of biped robots to human, this study focus on
spring legs used as such sports prosthetic legs. Spring legs are lightweight and
highly efficient compared to conventional heavy robot legs. Since running motion
can be regarded as a repeated jumping motion, this study aims the development
of hopping robot with a spring leg and a drive control system. In previous study,
the algorithm using eccentric weight to make the robot to jump continuously was
shown. In this paper, the control method of the jump height is shown through the
improved algorithm.

Key Words:
Eccentric Weight
Jumping Robot
Spring Leg
キーワード:
偏心重錘
跳躍ロボット
ばね足

本研究では 2足歩行ロボットの運動性能のうち，特に走行性能を人間に近づけることを
目標とする．そのために，本研究ではスポーツ義足などに利用されるばね足に着目した．
ばね足は従来の重厚な脚部と比較して軽量かつ高効率である．走行動作は跳躍運動の繰
り返しとみなすことができるため，ばね足を用いた跳躍ロボットとその駆動制御手法の
開発を目指す．これまでの研究では，駆動機構に偏心重錘を用いることで連続跳躍が可
能であることが確認できた．本研究では，動作アルゴリズムの改善によって跳躍高さの
制御を行う．

20 Study on real-time identification using vibration data of actual-sized structure
実大構造物の加振データに基づくリアルタイム同定

◦Yuki Asada (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 浅田 祐樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50010255003@st.tuat.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems of Engineering, Tokyo Unv. of Agriculture and
Thchnology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Just after the earthquake, to find structure which needs emergency repair or to secure
evacuation spaces, identification of the structures damage is required and visual tests
and echo sound tests are commonly used. However, they need many tasks. To solve
this problem, “ Structural Health Monitoring” is proposed. It is an automatic
identification method of structures damage and soundness using measured values of
the sensors set at the structure. In this paper, by measured values of acceleration,
using iterative least squares method is shown to assume the structures damage from
the results.

Key Words:
Structural Health Monitor-
ing
Iterative Least Square Tech-
nique
Identification
キーワード:
構造物ヘルスモニタリング
逐次最小二乗法
パラメータ同定

近年日本では，巨大地震による構造物の崩壊等で多くの人の命が失われている．地震直
後は，構造物の応急補強や避難場所の確保が求められる．その為，構造物の健全性を診
断する必要がある．現在は，専門家による目視試験やハンマ等を用いた音響試験が主に
行われている．しかし，作業量が膨大であり，人手がかかる等の問題がある．そこで，構
造物に取付けた各種センサの計測結果から健全性を自動で診断する構造物ヘルスモニタ
リングの研究が行われている．本研究では，構造物の各階に取付けた加速度センサの計
測結果から逐次最小二乗法を用いて剛性，減衰をリアルタイムで同定する．その結果か
ら損傷状態を推定することを目指す．

– 25 –



21 Image Mosaicking for Omnidirectional In-vehicle Camera Images
全方位車載カメラ画像におけるイメージモザイキング

◦Hirotoshi Hasegawa (M2), Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
◦ 長谷川 裕俊 (M2) 早稲田大学 情報理工学専攻
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Jiro Katto (Prof.), Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
甲藤 二郎 (教授) 早稲田大学 情報理工学専攻

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

In this research, we consider image mosaicking using region segmentation for om-
nidirectional in-vehicle camera images. In our omnidirectional images, neighboring
cameras have overlapped scenes one another, and we can focus on feature points
of the limited regions. Then, we apply two segmentation methods, GrabCut and
Saliency Map, to improve convergence property of transformation matrix. As a re-
sult, image mosaicking accuracy can be improved by about 25 30% in our proposal.

Key Words:
In-vehicle camera images
Image mosaicking
segmentation
キーワード:
車載画像
イメージモザイキング
セグメンテーション

本研究では、前処理としてセグメンテーションによるマスク処理を利用した全方位車載カ
メラ画像におけるイメージモザイキングの実験結果とその考察について述べる。本研究
で使用する全方位車載カメラ画像は車載カメラ 6台から取得される画像群であり、隣り
合うカメラにより写された画像においては、重なり合うシーンが一部存在する。イメー
ジモザイキングでは対応する点を他方の画像から探索する必要があるが、全方位車載カ
メラ画像では探索すべき特徴点が存在する領域はある程度既知である。そこで本研究で
は、特徴点の探索領域をあらかじめ限定し、かつ、セグメンテーションを利用すること
でマッチングミスを防ぎ、変換行列の精度向上を目指す。

22 Vortex Detection in Section of Pipe Flow Using Two Pairs of Ultrasonic Probes
２組の超音波プローブを用いる円管流断面の渦検出

◦Shusuke Hashimoto (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 橋本 修亮 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: hashimoto@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Koichi Mizutani (Prof.), Faculty of Systems and Information Eng., Univ. of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Applied physics
分野: 理工系　応用物理学・工学基礎

In a pipe flow, rotational flow and drift current that occurs due to bent pipe section
and so on is the cause of reduction of accuracy in flow volume measurement. Thus,
to measure and know a flow is important in industrial measurement and analysis
of a flow. In this study, we aim detecting the vortex in cross-section, propose the
measuring method using two pairs of ultrasonic probes. To discuss the effectiveness
of proposed method, we simulated flow using FEM, and applied proposed method.
As a result, it is possible to estimate the position (direction) and rotational direction
of the vortex.

Key Words:
pipe flow
vortex
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キーワード:
円管流れ
渦
超音波

円管流れにおいて、曲管部などにより発生する偏流や旋回流は流量計測における精度低
下の原因である。従って、流れを計測し把握することは工業計測や流れの解析において
重要である。本研究では円管断面上の渦を検出することを目的に、２組の超音波プロー
ブを用いた測定方法を提案する。提案手法の有効性を検討するため、有限要素法により
流れのシミュレーションを行い、提案手法を適用した。その結果、渦の位置（方向）と
回転方向を推定することができた。
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23 Medical Diet System for Patients with Diabetes
糖尿病患者の食事療法支援システムに関する研究

◦Masahiro Kobayashi (B4), College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
◦ 小林 優大 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: masahiro@hri.iit.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Yasushi Nakauchi (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
中内 靖 (准教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Informatics
分野: 理工系　情報学

The world’s population of diabetes sufferers has increased. The most effective ther-
apy for the lifestyle caused diabetes is medical diet. “ Taking adequate amount of
energy”and“Taking a well-balanced meal”are the most important for the medical
diet. However, it is difficult that the patient takes a daily meal while thinking about
them. In this research, we propose a dietary record system to help medical diet.
The system can estimate nutrients and energy information. Moreover, the system ’
s ”easy”input interface enables users to conduct continuous and long-term logging.

Key Words:
Diabetes
Medical diet
Logging system
キーワード:
糖尿病
食事療法
ロギングシステム

近年，世界の糖尿病罹患者人口は増加傾向にあり社会的問題となっている．特に生活習
慣が原因となる糖尿病の最も重要な療法は食事療法とされている．食事療法において重
要なのは，「適正なエネルギー量の食事を摂ること」，「栄養バランスが偏らないようにす
ること」である．しかしながら，患者自身が食事のエネルギー量や栄養バランスを考え
ながら日々食事を摂ることは困難である． 本研究では，ユーザの食事療法を支援するこ
とを目的とした食事記録システムを提案する．提案システムは，栄養素ならびにエネル
ギー量の取得精度を向上させるとともに，入力を「手軽に」することで，無理なく，長
期的にロギングを継続することが可能である．
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24 Node Cooperation for reliable and robust radio
高信頼性無線通信のためのノード間協調動作

◦Yosuke Saito (M1), Electrical Engineering Program, Graduate School of Science and Technology, Meiji Univ.
◦ 齋藤 陽介 (M1) 明治大学大学院
E-mail: ce31039@meiji.ac.jp
twitter: facebook: ○

Tetsushi Ikegami (Prof.), Electrical Engineering Program, Graduate School of Science and Technology, Meiji
Univ.
井家上 哲史 (教授) 明治大学大学院

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

For wireless networks of factory automation or medical use, robustness and low la-
tency are needed for implementation. In this session, we introduce node cooperation
in wireless multi-hop network, as one of the solution. The node cooperation makes
another communication path using relay node. Several types of cooperation are
under consideration; retransmission based system and diversity based system. We
show diversity based system has advantages in terms of keeping certain performance
by changing the conditions.

Key Words:
cooperative communication
cooperative diversity
reliable and robust radio
キーワード:
協力中継
協調ダイバーシチ
高信頼無線

25 Feedback System for Flying Disk Throw with use of Kinect
Kinectを用いたフライングディスク投動作フィードバックシステムの開発と評価

◦Koji Yamaoka (M1), Dept. of Human System Science, Grad school of Tokyo Institute of Technology
◦ 山岡 滉治 (M1) 東京工業大学大学院 人間行動システム専攻
E-mail: k.yamaoka0919@gmail.com
twitter: facebook: ○

Yasuhisa Tamura (Assoc. Prof.), Dept. of Information and Communication Sciences, Sophia Univ
田村 恭久 (准教授) 上智大学 情報理工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

This paper proposes a three-dimensional motion capture and feedback system for
flying disc learners with use of Kinect device. The proposing system captures learn-
ers’body movement, checks their skeleton positions in pre-motion / motion / post-
motion in several aspects, and displays feedback messages to improve their motions.
A novice learner is trained to keep arm movement in steady height, to twist the
waist, and to stretch the elbow according to the waist angle. A result of controlled
experiment shows that the proposing system is effective for beginners to improve
their movements.

Key Words:
Microsoft Kinect
Feedback
Motion capture
キーワード:
Microsoft Kinect
フィードバック
モーションキャプチャ

本研究ではフライングディスクの投動作を，Kinect を用いて，自動的 かつリアルタイ
ムに 3次元キャプチャし，その姿勢を診断して学習者にフォーム改善のフィードバック
を行うシステムを提案する．ここで提案するシステムは Kinectから取得した学習者の
動作を取得し、その動作を改善させるためのフィードバックメッセージを表示するよう
に開発した． 具体的には腕の動きの高さを保ったまま腰をひねり，肘を伸ばしすぎない
ことを理想動作の条件として設定し，学習者にフィードバックした。検証実験を行った
結果，本稿で提案するシステムは，初心者の投動作に対して効果的に改善させることを
検証できた．
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26 Experiment of a Radar Altimeter for an UAV Cruising in the Mars’ Atmosphere
火星探査無人航空機用高度計開発のための測距実験果報告

◦Sho Yonemura (M2), Wireless Systems Laboratory, Dept. of Information and Communication Engineering,
TDU
◦ 米村 翔 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室
E-mail: yonemura@grace.c.dendai.ac.jp
twitter: facebook: ○
Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. of Information and Communication Engineering, TDU
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 工学部 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Scientists in Japan are planning a Mars exploration around 2020 using a light air-
plane flying in the Mars’ atmosphere for observing the residual magnetic fields near
the surface and the exposed strata of Mars. An altimeter is indispensable for the
mission. Light weight and low power consumption are basic requirements for the
altimeter. For this propose, a microwave altimeter based on FM-CW technology
has been considered. This paper presents the results of ranging experiments using a
breadboard model. Hands-on experiment will be demonstrated at the workshop.

Key Words:
altimeter
FM-CW radar
Mars exploration
キーワード:
高度計
FM-CW レーダ
火星探査

JAXAでは 2020年頃に測定器を搭載した小型航空機により，火星の科学観測を行うミッ
ションを計画している．航空機型の火星探査機により，リモートセンシングや着陸探査
では不可能な高精度かつ広範囲な磁場や放射線の観測，露出した地層の観測などが可能
となる．火星航空機は非常に小型軽量なため，搭載機器の小型化と低消費電力化が要求
されるが，現在，搭載可能な高度計は存在しない．これまでに，火星表面のレーダ断面積
を推測し，FM-CWレーダにより要求される性能を満たす高度計が実現可能であること
を明らかにしてきた．本発表では，FM-CWレーダによる測距実験の結果を報告する．

27 A Large-Scale Testbed for Information-Centric Network

◦Hoda Tomoharu (M1), GITS, Waseda Univ.
◦ 穂田 知治 (M1) 早稲田大学 国際情報通信研究科
E-mail: anboano@asagi.waseda.jp
twitter: facebook: ○

Park Yong-Jin (Prof.), GITS, Waseda Univ.
朴 容震 (教授) 早稲田大学 国際情報通信研究科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

As a new networking paradigm, ICN (Information-Centric Network) is proposed to
provide a better communication infrastructure in particular for content distribution
and mobility. In order to evaluate the proposed solutions through appropriate exper-
imental testbeds, a large-scale testbed dedicated for developing and evaluating ICN
protocols/applications must be designed and deployed in the Internet. We have been
developing a (potentially international) testbed for ICN experiments. The node de-
sign for the testbed is along with the lightweight virtualization system, LXC (Linux
Container).

Key Words:
Information-Centric Net-
work
Linux Container
Testbed
キーワード:
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28 Antenna De-embedding from Indoor UWB MIMO Propagation Channels
屋内 UWB MIMO電波伝搬路からのアンテナ・ディエンベディング

◦Yuki Abe (M2), Wireless System Laboratory, Dept. of Information and Communication Engineering, TDU
◦ 阿部 雄樹 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室
E-mail: yuuki abe@grace.c.dendai.ac.jp
twitter: facebook: ○

Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. of Information and Communication Engineering, TDU
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 工学部 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Channel response matrix H, estimated from a multiple-input multiple-
output(MIMO) radio channel, includes the effects of antennas radiation character-
istics for transmission and reception. The motivation of this study is to derive a
channel response matrix M that excludes those effects: namely to de-embed the
antenna characteristics from the raw matrix H. Once M is estimated, H can be
calculated for arbitrary transmitting and receiving antennas. This paper presents
indoor UWB MIMO propagation experiments and the estimation result of the raw
H and the M extracted therefrom.

Key Words:
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MIMO電波伝搬路を推定する場合，チャネル応答行列は用いるアンテナによって異なる．
本研究の目的はチャネル応答行列 Hから送受信アンテナの影響を切り離し，アンテナに
依存しないチャネル応答行列Mを推定することにある．逆にチャネル応答行列Mが分
かれば，それにアンテナ放射特性を埋め込むことによりアンテナが変わった場合のチャ
ネル応答行列 Hを容易に導出できる．本稿では，屋内での UWB MIMO電波伝搬路測
定結果からチャネル応答行列Mを導いた結果について報告する．

29 Estimation of DOD and DOA in a UWB MIMO Radar
UWB-MIMOレーダによる出射および到来角推定

◦Shohei Seki (M1), Wireless Systems Laboratory, Dept. of Information and Communication Engineering, TDU
◦ 関 翔平 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室
E-mail: seki@grace.c.dendai.ac.jp
twitter: facebook: ○

Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. of Information and Communication Engineering, TDU
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Conventional estimation methods of direction of departure (DOD) and direction
of arrival (DOA) using a narrowband signal cannot be directly extended to an ul-
tra wideband (UWB) signal．An angle estimation algorithm has been developed
for a UWB MIMO radar to improve accuracies．The proposed scheme utilized a
continuous-wave two-way MUSIC algorithm to estimate the respective DOD and
DOA at each frequency．Among these estimation，majority decision was taken place
to estimate the DOD and DOA for a UWB bandwidth．This method was verified
through numerical simulation and experiments．

Key Words:
MIMO (Multiple-Input
Multiple-Output) Radar
MUSIC (Multiple Signal
Classification)
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キーワード:
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超広帯域

ターゲットの検出確率，検出できるターゲット数，測角の精度および分解能の向上を目
的としてMIMOレーダが提案されている．しかし，従来の測角アルゴリズムは狭帯域信
号を想定しているので超広帯域 (UWB)信号に適用出来ない．そこで UWB信号を用い
るMIMOレーダのための測角手法を開発し，精度向上を実現させることを目的とする．
各周波数成分において狭帯域双方向MUSICアルゴリズムによって出射および到来角を
推定し，それらの角度ヒストグラムを用いて多数決処理してピーク値を算出する．本発
表では，提案方式の実験およびシミュレーション結果を報告する．
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30 Measurement of Bit Error Rate of Multi-User CDMA Using Binary Chaos Codes
バイナリカオス符号を用いたマルチユーザ CDMA通信における誤り率の実験的評価

◦Takuma Miura (M2), Wireless System Laboratory Dept. Information and Communication Engineering, TDU
◦ 三浦 巧磨 (M2) 東京電機大学大学院 情報通信工学専攻
E-mail: takuma miura@grace.c.dendai.ac.jp
twitter: facebook: ○

Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. Information and Communication Engineering, TDU
小林 岳彦 (教授) 東京電機大 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

In direct sequence (DS) CDMA communication systems, the same frequency can
be shared among multiple users by assigning a different code to each user. Gold
codes among others have been conventionally used for asynchronous DS-CDMA
communication systems. Binary chaos codes outperform the Gold codes with re-
spect to reducing intersymbol interference and thus improving bit error rates. An
experimental multi-user system was constructed to validate the performance of a
chaos-code-based approach. Comparison has been made between simulation and
experiments conducted in a radio anechoic chamber.

Key Words:
chaos code
asynchronous CDMA
bit error rate
キーワード:
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ビット誤り率

DS-CDMA通信方式では，各ユーザに異なる符号を割り当てることにより同一の周波数
を共有できる通信を可能にしている．特に非同期通信の場合，自己相関および相互相関
特性が優れている Gold符号等が拡散符号として使用されてきた．一方，カオス理論を
用いて生成されるバイナリカオス符号は非同期 DS-CDMA通信において，Gold符号よ
り符号間干渉を小さくできることが示されており，シミュレーションによって性能が検
討されてきた．本研究では，バイナリカオス拡散符号を使用した非同期 DS-CDMA通
信方式のビット誤り率を電波暗室で測定し，シミュレーションと比較した．

31 Theoretical Derivation of BER for Uplink OFDMA over Nonlinear Fading Channels
非線形ひずみ環境下におけるアップリンク OFDMA方式の理論 BER特性

◦Kei Nishimura (M1), Graduate School of Fundamental Science and Engineering, Waseda Univ.
◦ 西村 慶 (M1) 早稲田大学 基幹理工学研究科情報理工学専攻
E-mail: key@akane.waseda.jp
twitter: facebook: ○

Fumiaki Maehara (Prof.), Graduate School of Fundamental Science and Engineering, Waseda Univ.
前原 文明 (教授) 早稲田大学 基幹理工学研究科情報理工学専攻

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

This paper proposes the theoretical derivation method of both the frequency spec-
trum and the bit error rate (BER) performance for uplink Orthogonal Frequency
Division Multiple Access (OFDMA) in the presence of the nonlinear distortion. The
feature of the proposed approach is to represent both the frequency and BER by the
simple series form formula, which enables us to overview the performance without
any time-consuming computer simulations. The validity of the derived formula is
confirmed by the agreement with the computer simulation results with a parameter
of the number of MSs.

Key Words:
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OFDM 信号は周波数利用効率に優れており，ガードインターバルを用いて周波数選択
性フェージングの影響を抑圧できる反面，高い PAPRを生じることから，送信側で電力
増幅を行う際に非線形ひずみが生じる問題点がある．これまでに，筆者らは，非線形ひ
ずみ環境下における OFDM信号を対象として，そのビット誤り率を級数を用いた簡易
な理論式により表現する手法を提案してきた．本稿では，これまでの検討の発展として，
アップリンク OFDMA方式を対象として，非線形ひずみ環境下における理論ビット誤
り率の導出を行う．また，導出式の妥当性を理論特性と計算機シミュレーションによる
特性を比較することにより明らかにする．
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32 Theoretical Derivation for Channel Capacity of FFR in Cellular Systems
セルラシステムにおける FFRの通信路容量の定式化に関する検討

◦Mamiko Niki (M1), Fundamental of Science and Engineering, Waseda Univ.
◦ 仁木 麻美子 (M1) 早稲田大学 基幹理工学研究科
E-mail: nicky@ruri.waseda.jp
twitter: facebook: ○

Fumiaki Maehara (Prof.), Fundamental of Science and Engineering, Waseda Univ.
前原 文明 (教授) 早稲田大学 基幹理工学研究科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

FFR (Fractional Frequency Reuse) is an effective approach to mitigate the inter-cell
interference in cellular systems, which leads to enhance the channel capacity in cellu-
lar systems. In this paper, we present the simple mathematical formula for channel
capacity of FFR. The feature of the proposed approach is to represent the chan-
nel capacity in simpler integral form which reduces the computational complexity
required in computer simulations. The validity of the theoretical formula is demon-
strated in comparison with the computer simulation results.
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セルラシステムの大容量化の実現には，一つのセル内で部分的に周波数を繰り返す
FFR(Fractional Frequency Reuse) の適用が極めて有効である．FFR の通信路容量
に関する，これまでの検討のほとんどは，計算機シミュレーションによるものであり，可
能であれば，特性取得の大幅な簡易化が可能となる理論解析により，通信路容量を算出
できることが望ましい．以上の点に鑑み，本稿では，FFRの理論通信路容量を 1重積分
の形で表現することを試みる．また，本アプローチにより得られた理論式の妥当性を確
認すべく，理論式により得られた特性と計算機シミュレーションにより得られた結果を
比較・評価する．

33 On-Body Wideband Propagation Channels in Various Surrounding Environments
ワイヤレスボディエリアネットワークのためのマイクロ波帯広帯域電波伝搬

◦Miyuki Hirose (M2), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
◦ 広瀬 幸 (M2) 東京電機大学 情報通信工学専攻
E-mail: miyuki@grace.c.dendai.ac.jp
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Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Ultra wideband (UWB) technologies have been considered for use in wireless body
area networks because of their possible low power consumption and anti-multipath
capabilities. An appropriate channel model is indispensable to develop the systems.
Since multipaths (particularly, the reflected waves from floors, walls, and ceilings)
depend strongly on room volume, it is necessary to evaluate the propagation char-
acteristics in various environments. Based on a series of propagation measurement
campaign, statistical channel models have been proposed to represent UWB path
losses and impulse responses.

Key Words:
wireless body area networks
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キーワード:
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電波伝搬
超広帯域無線

UWB(ultra wideband)技術は低消費電力およびマルチパス耐性が特徴として挙げられ，
次世代通信システムとして研究開発が進められており，期待されているシステムのひと
つとしてWBAN(wireless body area networks)が挙げられる．屋内電波伝搬では反射
や回折によって多重波が多数存在し，激しいフェージングが発生する．そのような環境
で，人体近傍の伝搬特性を解明，チャネルモデル化することにより高信頼な生体情報の
収集，省力かつ効率の良いモニタリングシステムの構築などWBANデバイスおよびア
プリケーションの高度化に貢献できる．
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34 Wideband Radio Propagation Characteristics within an Automatic Ticket Vender
通信バスワイヤレス化のための自動券売機内における広帯域電波伝搬特性の解明

◦Yuki Nakagawa (B4), Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
◦ 中川 雄貴 (B4) 東京電機大学 情報通信工学科
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小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 情報通信工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

The authors have focused on wideband, including ultra-wideband (UWB), radio
propagation in various environments. Adoption of wireless technologies could con-
tribute to reduction in cable weight, reduction in the cost of manufacture, more
flexibility in layout of subsystems, and reliable connections at rotary, moving, and
sliding joints. To realize to above benefits, multipath propagation affecting the
transmission performance must be scrutinized. In this presentation, channels within
an automatic ticket vender were measured and evaluated in wideband and UWB
frequency bands.

Key Words:
radio propagation
wideband
wireless buss
キーワード:
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広帯域無線
ワイヤレスバス化

ICT (information and communication technology) 機器や人工衛星などの閉空間内に
おいてワイヤレスバス化 (配線の無線化) を提案している．これにより，軽量化や設計・
製造・検査コストの軽減，機器内のレイアウト設計の自由化，可動部分や摺動部におけ
る接続の高信頼化が期待できる．閉空間内では多重波が発生し，伝搬および伝送特性に
強く影響する．ワイヤレスバス化を適用するためには，様々な広帯域電波伝搬特性の実
測とモデル化が必要である．本研究では自動券売機内の空間において帯域幅を変化させ
た場合の電波伝搬特性の評価を行った．

35 A Study on Seamless Localization Employing GPS and Wireless LAN
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

This paper proposes the simple selection metric for localization employing both GPS
and wireless LAN, and then investigates its localization accuracy. The feature of the
proposed approach is to create the selection metric using both the number of visible
GPS satellites and wireless LAN access points (AP) and is to improve the location
estimates by using this proposed selection metric. To confirm the effectiveness of the
proposed method, the experimental campaign and computer simulation have been
carried out in the typical transition area.
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36 Acoustic software-based modem with microphone diversity for smartphones
どこでも使える音響通信-複数マイクロホンを用いた通信品質の改善手法-

◦Naoki Shinmen (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Acoustic communication has broad utility for near field, device-to-device communi-
cation. We focused on the acoustic modem that using orthogonal frequency division
multiplexing. In the communication, the effect of the environmental noise cannot
be negligible. To achieve reliable communication, the modem is designed to use
channel diversity which utilizes multiple microphones. To confirm the efficiency,
simulation of communication using real channel data was performed. As a result,
it was confirmed that the proposing modem could achieve lower bit error rate than
the conventional modem.
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スマートホン向け音響通信はハードウェアとしてスピーカとマイクロホンのみで構築可
能であるため、手軽な端末間通信方法として注目を集めている。しかし、端末間通信が
使用される状況において周囲の騒音など通信に悪影響を及ぼす要因が存在する。我々は
複数のマイクロホンを用いるアンテナダイバーシチ技術を音響通信に適用し、モデムの
設計を行った。提案するモデムによる通信品質の改善を確認するため実機端末より求め
た通信路において通信シミュレーションを行った。その結果、従来の単一マイクを用い
るモデムに比べ提案する複数マイクを用いるモデムにおいてビットエラーレートの低減
が確認され、提案手法の有効性が示された。

37 A Study on Clipping & Filtering Employing Transmit Power Control
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Clipping and filtering (CAF) is a promising technique to suppress the out-of-band
radiation generated after passing through a high power amplifier (HPA). However,
CAF suffers from the significant BER degradation. To overcome the BER degrada-
tion, we propose the CAF method employing the transmit power control based on
the theoretical signal-to-noiseplus-distortion ratio (SNDR). Especially in this paper,
we assume a solid state power amplifier (SSPA) as a realistic HPA model and then
verify the effectiveness of the proposed method in a realistic scenario by means of
computer simulations.
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38 The power management system for micro personal vehicle by automatic replacement
超小型パーソナルビークルを対象とした乗り継ぎによる
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Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

The mobile device is required for automatic and wireless charging from problems
such as waiting time and mobility loss. But it is impossible using electromagnetic
induction and electromagnetic waves from such as efficiency. However, automatic
charging doesn’t strictly pursue real-time, there is no need to make a direct power
transmission using only electromagnetic phenomena. In this paper, we propose a new
automatic charging methods focusing on this point, furthermore, we show the basic
concept of energy management system. Finally we show an application example for
micro personal vehicle.

Key Words:
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キーワード:
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モバイル機器には、充電時の待機時間・手間・可動性喪失などの問題から、自動かつ、無
線での充電が求められているが、従来の電磁誘導や電磁波を用いた無線充電では、広範
囲・高効率・安全な自動充電は不可能であった。しかし、自動充電は、通信とは異なり、
リアルタイム性を厳密に求めるものではなく、電磁気的現象のみを用いた直接的な電力
伝送を行う必要はないと考えられる。本稿では、この点に着目した新たな自動充電手法
を提案し，さらにそれらを用いたエネルギー管理システムの基本概念を示し，最後に超
小型パーソナルビークルへの応用例を示す。

39 Drill Head Location and Attitude Estimation Using Length Meter with IMU
測長機及び慣性計測装置を用いる水平ドリル工法のためのドリルヘッド位置・姿勢の推定

◦Satoki Ogiso (B4), Collage of Engineering System, Univ. of Tsukuba
◦ 小木曽 里樹 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: ogiso@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: Giso facebook: ○

Mizutani Koichi (Prof.), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

In this paper, basing on the technics for the milliles, am estimation method of
the location and attitude of the drill head was proposed. Previous methods have
problems that they require precise but huge sensor, so it cannot be applied to the
smaller drill. For use of the low-cost and small sensors, proposed method uses
accelerometer to compensate the error. The effect of the proposed method was tested
by the scaled experiment.As the result, it was confirmed that the accumulation of
the attitude error was reduced. With reduction of the attitude error, the location
error was reduced 2/3 to 1/2.

Key Words:
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本稿では，ミサイルの技術を地中のドリルに応用することで，より小型・高精度な位置・
姿勢推定を行う手法を提案する．従来ドリルの位置・姿勢の推定はジャイロスコープを
用いて行われている．しかし姿勢推定に高精度な装置が必要であり，これらは一般に大
型の装置であるため小型のドリルに使用できない．そこで本研究では，従来法に加え加
速度センサ用いることで推定誤差を抑制し，小型でも高精度に推定可能な手法を提案す
る．本手法の効果を確認するため実験を行ない，従来法の問題点である姿勢の推定誤差
の積算を抑えられることを確認した．このため，位置推定誤差も改善し，従来法より 2/3
から 1/2程度に低減することを確認した．
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40 An Application of the Programming Language Learning Using the Top-Down Approach
トップダウンアプローチを用いたプログラミング言語学習の適用

◦Daisuke Saito (M1), Information and Telecommunication Engineering, Tokai University
◦ 齋藤 大輔 (M1) 東海大学 情報通信学研究科
E-mail: 3bjnm007@mail.tokai-u.jp
twitter: facebook: ○

Tsuneo Yamaura (Assoc. Prof.), Information and Telecommunication Engineering, Tokai University
山浦 恒央 (准教授) 東海大学 情報通信学研究科

Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

There are two approach to programming language learning. Bottom-Up-Approach
and the Top Down Approach. Bottom up Approach starts from learning basics
such as data definition and grammar, then moves to actual programming. Top-
Down-Approach presents only simple sample coding to the learners. In order to
prove that Top-Down-Approach is quite effective for the first-time program language
learning, we applied both Top-Down-Approach and Bottom-Up-Approach to high
school student.
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プログラミング言語学習には２つのアプローチがある。ボトムアップアプローチ及びトッ
プダウンアプローチである。ボトムアップアプローチは基本学習から開始し、データ定
義、文法、実際のプログラミングへと移行するプロセスである。トップダウンアプロー
チは、形式的なサンプルプログラムを用いてプログラミング言語を習得させるプロセス
である。本研究は、トップダウンアプローチの有用性を証明するため、上記２つのアプ
ローチを用いて日本の高校生を対象にプログラミング言語学習を実施した。実施後学習
速度、理解度および適用性を分析した。

41 QUEST:A New Approach to Improve Understandability of Requirement for Outsourcing
QUEST：海外発注における開発者の仕様理解度を検証するための手法

◦Tomoyasu Tanaka (B4), Dept. of Information and Telecommunication Engineering, Univ. of Tokai
◦ 田中 智康 (B4) 東海大学 情報通信学部
E-mail: 0bjk2202@mail.tokai-u.jp
twitter: facebook: ○

Yamaura Tsuneo (Assoc. Prof.), Dept. of Information and Telecommunication Engineering, Univ. of Tokai
山浦 恒央 (准教授) 東海大学 情報通信学部

Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

Misunderstanding of requirements invites catastrophic results in particular at the
overseas offshore development. We propose QUEST to remedy developer ’s misun-
derstanding. QUEST is (1) after the customer specifies the requirements, he designs
test cases to verify the requirements, and correct bugs if any, (2) the corrected
requirements are presented to the overseas developer, (3) the developer, prior to
starting design phase, makes the test cases based on the requirements, (4) by com-
paring both test cases, the customer checks the developer’s test cases to examine
developer’s misunderstands.

Key Words:
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要求仕様に理解不足、誤解があると、正しい最終製品ができない。特に、オフショア開
発では致命的である。これを解決するために QUESTを提案する。QUESTの手順は、
(1)顧客が仕様を定義した後、テスト項目を作成し、テストする。(2)要求仕様が開発側
(要求仕様を定義していない)に渡る。(3)開発側は設計フェーズに入る前に要求仕様を
基にしたテストケースを作成する。(4)顧客は両者のテスト項目を比較し、理解不足、誤
解を指摘する。この手法は開発側の誤解、理解不足を早期フェーズで検出できる。
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42 A Multiband Antenna of 800 MHz, 2.0 GHz and UWB for 4G Smartphones
4Gスマートフォン用 800 MHz・2.0 GHz・UWB帯マルチバンドアンテナ

◦Yusuke Akiyama (M1), Dept. of Electrical Engineering, Kokushikan Univ.
◦ 秋山 侑祐 (M1) 国士舘大学 電気工学専攻
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twitter: facebook: ○

Fukuro Koshiji (Instructor), Dept. of Electronics and Informatics, Kokushikan Univ.
越地 福朗 (講師) 国士舘大学 電子情報学系

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

In recent years, ultra wideband (UWB) technology has been drawing attention as a
promising technology in order to materialize ubiquitous network. The 3G and the 4G
smartphones which employ the UWB technology have been hot. This study reports
on a multiband antenna, which covers 800 MHz for 4G, 2.0 GHz for 3G and 3.1-
10.6 GHz for UWB, built into such a smartphone. As the result of investigation,the
multiband antennas designed in this study showed the VSWR less than 2.0 at 800
MHz, 2 GHz and UWB bands. In conclusion, the multiband antenna developed in
this study are enough in practical use.
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　近年，ユビキタスネットワーク社会を実現するための有力な高速通信技術として，Ultra
　Wideband(UWB) 通信技術が注目されている．また，UWB技術が搭載される電子
機器のひとつにスマートフォンなどの携帯機器が挙げられる．本研究では，スマートフォ
ンへの UWBアンテナの組み込みを想定し，第 4世代移動通信・LTE用 800 MHz帯，
および，第 3世代移動通信用 2 GHz帯，UWB用 3.1～10.6 GHzの 3周波数帯に対応
する広帯域・マルチバンドアンテナの検討を行った．その結果，800 MHz帯，2 GHz帯
および，UWBの周波数帯で利用可能なアンテナを得ることに成功した．

43 Intra-Body Communication between wearable and stationary devices
人体通信を利用したウェアラブル機器と据え置き型機器との間の通信の検討

◦Misaki Kurosu (B4), Dept. of Electronics and Informatics, Kokushikan Univ.
◦ 黒子 美咲 (B4) 国士舘大学 電子情報学系
E-mail: s03a041f@kokushikan.ac.jp
twitter: facebook: ○

Fukuro Koshiji (Instructor), Dep. of Electronics and Informatics, Kokushikan Univ.
越地 福朗 (講師) 国士舘大学 電子情報学系

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Intra-body communication draws a lot of attention as a promising wireless technol-
ogy in order to materialize wireless body area network. In this study, we focused
on the communication between wearable and stationary devices for intra-body com-
munication, and electromagnetic field distribution and transmission characteristics
were investigated. As a result, it is confirmed that the electrical signal propagates
through the human body and the space around the body in the communication be-
tween the wearable and the stationary devices for intra-body communication.

Key Words:
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キーワード:
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近年，ボディエリアネットワークの有力な通信手段として，人体通信技術に注目が集まっ
ている．人体通信は，人体自体が電気信号の伝送経路となるため，従来の無線通信に比
べて，秘匿性に優れ，省電力であることが特長である．人体通信の通信形態は，「一個人
内での通信」，「複数人での通信」，「据置型機器との通信」の３つに大別されるが，過去
の研究においては，人と据置型機器との通信の検討はほとんどなされていない．本研究
では，据え置き型機器との間の通信の検討を行い，通信時の電磁界分布や伝送特性の検
討を行った．
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44 Development of Human Body Communication for User-friendly Information Society
人にやさしい情報通信社会を実現する人体通信システムの開発
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◦ 村松 大陸 (D1) 東京大学 人間環境学専攻
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Human body communication (HBC) has received a lot of attention as a promising
wireless technology for close range communication in constructing a body area net-
work (BAN). HBC mainly utilizes the human body and the space around the body
for signal transmission. This transmission mechanism contributes to lower power
consumption and low electromagnetic field radiation. HBC also can realize instinc-
tive human interface thanks to its way of communication using the touch between
bodies. In this presentation, we show the design guide of HBC devices and demon-
strate the prototype devices.
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複数のウェアラブル機器を身につけ，人体近傍でネットワークを構築する BAN (Body
Area Network)および，BANを構築する通信技術である人体通信が注目を集めている．
人体通信では，通信対象となる人や物に「触れる」ことで，人体を介して情報通信を行
うため，直感的なヒューマンインターフェースが実現できる．さらに，通信距離が限定
されるため，秘匿性が高く低消費電力で通信が行える可能性がある．このように，人体
通信は現在の情報通信社会を劇的に変える新たな技術として期待されている．本発表で
は，システムの利便性を大きく左右する人体通信機器の設計手法について示したうえで，
試作機器によるデモを行う．

45 Wireless Power Transfer Using Circular-Coil Array and Elliptical Coil
楕円形コイルと円形コイルアレーを用いたワイヤレスエネルギー伝送

◦Kohei Horigome (M1), Dept. of Electrical Engineering, Kokushikan Univ.
◦ 堀米 滉平 (M1) 国士舘大学 電気工学専攻
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twitter: facebook: ○

Fukuro Koshiji (Instructor), Dept. of Electronics and Informatics, Kokushikan Univ.
越地 福朗 (講師) 国士舘大学 電子情報学系

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Recently, wireless power transfer technology draws a lot of attention as a promising
wireless power feeding and charging technology to mobile and wearable devices. In
this study, we compared the transmission efficiency and magnetic field distribution
using the circular-coil array with those using the same-sized single elliptical coil with
the coil array. As a result, the wireless power transfer using the single elliptical coil is
more stable transmission was achievable compared with the wireless power transfer
using the circular-coil array.
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本稿では，1つの励振円形コイルと 2つの無給電円形コイルを用いた円形コイルアレー
によるエネルギー伝送と，円形アレーと同一面積で構成される単一の楕円形コイルによ
るエネルギー伝送について，受信コイルの位置に対する伝送特性および電磁界分布の検
討を行った． その結果，円形コイルアレーを励振コイルとして用いた場合には，受信コ
イルの場所によって，伝送特性が良好となる周波数帯および伝送特性が大きく変動する
ことがわかった．また，楕円形コイルを励振コイルとして用いた場合には，伝送特性が
最も良好となる周波数は 67 MHz一定であり，受信コイルの場所によらず安定したエネ
ルギー伝送が可能であることがわかった．

– 39 –



46 Flying Navigation Robot AR.Drone 2.0 meets ICT
空飛ぶナビゲーションロボット ラジコンヘリが ICTと出会うと 　

◦Kenji Kanai (D2), Graduate school of Fundamental Science and Engineering, Univ. of Waseda
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

We introduce one of our IEEE Waseda Student Branch activities which is called
“Flying Navigation Robot AR.Drone 2.0 meets ICT ”. AR.Drone 2.0 is developed
by Parrot and designed that this robot usually is controlled by humans. In this
time, we could modify that AR.Drone 2.0 no longer needs human assistance. It can
recognize its circumstances by itself and control its attitude. To achieve that, we
simply use AR markers. We found that our developed flying navigation robot can
reach our desired destination by finding these markers without any human assistance.
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我々は、IEEE Student Branchと呼ばれる学生団体の早稲田支部で活動している。その
活動の一つとして、AR.Drone2.0 と呼ばれるラジコンヘリコプターと、ICT を組み合
わせたデモ展示を企画した。AR.Drone 2.0は、本来、ユーザによってコントロールす
るものであるが、本稿では、ロボット自身が回りの状況を認識し、その状況に合わせて、
自身で考え、行動するようなロボットを開発した。周囲の状況を認識するために、AR
マーカーを利用し、ロボットは ARマーカーを探索、認識し、飛行制御を行う。

47 Groundwater measurement system using sensors and acoustic link
センサと音響リンクを組み合わせた地下水環境測定システム

◦Naoki Miyanohara (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 宮ノ原 直樹 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: miyanohara@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: facebook: ○

Tadashi Ebihara (), Faculity of Eng. Info. and Sys., Univ. of Tsukuba
海老原 格 () 筑波大学 システム情報系

Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

The groundwater is a critical aquatic resource in various fields. However, monitoring
of pollution is challenging due to lack of observation point. Moreover, it is difficult
to set up cable or radio transmitter on the underground sensors due to underground
characteristics. I focused on the acoustic communication, which is expected to work
in underground with groundwater. In this study, I measured the acoustical char-
acteristics of silica sand with groundwater. The obtained results suggest that the
acoustic communication was possible in underground if I choose the carrier frequency
carefully.
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地下水は現在でも工業・農業・民間と広く利用されている水資源の一つであるが、汚染
や塩害の検出や観測が容易でない問題がある。これは、観測点が水を含む地中であり、
通信のために有線をひくことが困難なことや電磁波の減衰が大きく電力を必要とするた
めである。一方、水中の通信には音波が一般に用いられており、地下水中でも利用でき
れば観測に対して有用である。本研究は、地下水中で音波通信が利用可能であるかを検
討するため、珪砂による地下水の模擬環境により音波の伝搬を計測した。その結果、音
速が水中と同様であること、高周波での減衰が大きいことを観測し、低周波での通信の
可能性が高いことが明らかになった。
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48 The improvement of copper supported TiO2 under the room light with H2 plasma.
水素プラズマ処理による室内光下での銅担持光触媒性能向上の研究

◦Kazuaki Aoki (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 青木 一晃 (M1) 東京理科大学大学院 電気工学専攻
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

This study confirmed effectiveness of TiO2 photocatalysts under room light by cop-
per supported TiO2 and H2 plasma process. Photocatalysts are prepared by ap-
plying TiO2 to plates and baked in an oven. Finally, copper supported TiO2 were
prepared by dropping copper acetate and irradiated with UV light. As a result, the
performances of H2 plasma processed photocatalysts are three times as much as that
of raw photocatalysts for a HCHO removal experiment under room light. Therefore,
copper supported TiO2 compound photocatalysts processed with H2 plasma are en-
hanced the performances.
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キーワード:
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TiO2は一般的な光触媒として知られているが、バンドギャップが大きく、紫外光下での
利用が主である。本研究では、TiO2光触媒に銅を担持させプラズマ処理を施すことに
より可視光下での光触媒の効果向上を確認した。光触媒は TiO2を基板上に塗布し焼結
した後、紫外光を照射し、その後、酢酸銅 (�)水溶液を滴下し銅を光析出させることに
より銅化合物を担持させた。この光触媒に水素プラズマ装置を用いて光触媒の表面処理
を行った。その結果、水素プラズマ処理の前後でホルムアルデヒド除去性能はおよそ 3
倍向上した。銅化合物を担持させ、水素プラズマ処理を施すことは光触媒の室内光下で
の光触媒活性を高めることが分かった。

49 Improvement in the performance of TiO2 photocatalyst using solar cells
太陽電池基板上への塗布による酸化チタン光触媒の性能向上

◦Nao Kato (B4), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
◦ 加藤 直 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail: j7310044@ed.tus.ac.jp
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Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Photocatalysts operate with oxidation-reduction reaction on the surface to which
electrons and holes generated by light irradiation are moved. However, the electrons
and holes are often lost by recombination, and so performance is lowered. As an
example to prevent recombination, with irradiation to the TiO2 thin film on the
solar cell surface, the electrons or holes in the TiO2 can be attracted by the charge
of the solar cell surface. In this study, the capability of removing formaldehyde
between TiO2 on a sollar cell and TiO2 has been compared and discussed.

Key Words:
TiO2 photocatalyst
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Solar cells
キーワード:
TiO2 光触媒
酸素欠損
太陽電池

光触媒は光照射により発生した電子と正孔が触媒表面に移動し、酸化還元反応すること
により動作する。しかし、発生した電子と正孔は再結合により失われることが多く、性
能が低下してしまう。もし電界により、再結合を防ぐことができれば、性能の向上が期
待できる。例えば、太陽電池表面に塗布した TiO2薄膜に光照射を行うと、TiO2内で生
成した電子と正孔は、太陽電池表面の電荷により一方が引き寄せられ、再結合が防がれ、
性能向上が期待できると考えた。そこで、上記に示した状態でのホルムアルデヒドの処
理能力を調べ、さらに、通常の TiO 2光触媒のホルムアルデヒドの処理能力と比較、検
討した。
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50 Cleavage of supercoiled plasmid DNA by visible-light-sensitive photocatalysts
DNA切断試験による可視光応答型光触媒の性能評価

◦Takanori Yasuda (B4), Electrical Engineering,Dept. of Science and Technology, Tokyo University of Science
◦ 安田 貴則 (B4) 東京理科大学 理工学部電気電子情報工学科
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Sumio Kogoshi (Prof.), Electrical Engineering,Dept. of Science and Technology, Tokyo University of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 理工学部電気電子情報工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

TiO2 photocatalysts have a wide range of applications including disinfection, self-
cleaning and decomposition of toxic materials. However, they are activated only by
UV light irradiation. In this study, we attemped to prepare visible-light-sensitive
photocatalysts and to cleave supercoiled plasmid DNAs, which are essential compo-
nents of viruses and bacteria, under visible light irradiation. We also attemped to
cleave DNAs under dark conditions. Consequently, we have succeeded in cleaving
DNAs by Cu-loaded TiO2 photocatalysts under visible light and dark conditions.

Key Words:
TiO2 photocatalyst
Activated under visible light
Disinfection
キーワード:
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可視光活性化
殺菌

光触媒とは、他の物質の化学反応を促進させるが自らは変化しない、光の力によって作用
する物質である。光照射により表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる有機化合物
や細菌などの有害物質を除去できる。しかし、これまでの研究では、DNAの切断は紫外
光下のみでしか確認されておらず、可視光下に関する報告はなされていない。そこで本
研究では、可視光応答光触媒を作製し、ウイルスや細菌の必須構成要素である DNAの
切断を可視光照射下で試みた。また、暗所下での DNA切断も試みた。その結果、TiO2
光触媒に銅を担持させることで、可視光照射下と暗所下の両方で DNAを切断すること
に成功した。

51 Environment for the Observation of Communication Resulting from Human Activities
行動履歴をもとにしたコミュニケーションの観測のための環境の構築

◦Hirokazu Ono (M1), Dept. of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University
◦ 大野 寛和 (M1) 中央大学 電気電子情報通信工学専攻
E-mail: hirokazu.ohno.1990@gmail.com
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Hideki Hashimoto (Prof.), Dept of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University
橋本 秀紀 (教授) 中央大学 電気電子情報通信工学専攻

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

In the field of social sciences, it is not possible to 　 measure the dynamic behav-
ior of human using the quantitative evaluation such as conventional questionnaire.
However, in mobile-related fields, it is necessary to measure a path of human for the
progress of the study. Therefore, the purpose of this study is to build a measurement
environment for measuring a path of people in an office, to clarify the relationship
between communicative acts and a path of the people. The experiments are done
by using the Kinect.

Key Words:
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コミュニケーション

社会科学分野において、従前から用いられてきたアンケートなどによる定量評価では人
のダイナミックな行動を捉えることはできない。しかしながら、モバイル関連分野では、
研究の進展に人の行動履歴を計測することは必須である。そこで本研究では、企業組織
などでオフィス内の従業員の行動履歴を計測し、コミュニケーション行為との関係を明
らかにするための計測環境を構築することを目的とする。計測には近年注目を集めてい
る Microsoft社の kinectを用いた。実際のオフィスに kinectを設置し、実験を繰り返
しながら、技術的な課題の抽出とその評価及び環境の改良を行ってきたので、それを報
告する。
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52 Visible-light photocatalytic activation of TiO2-x with Ar/H2 plasma treatment
Ar/H2混合プラズマ表面処理による TiO2-x光触媒の可視光活性

◦Takuma Nakano (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
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twitter: facebook: ○

Sumio Kogoshi (Prof.), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

TiO2-x thin films were prepared with surface plasma treatment of Ar and H2 mixed
plasma, changing microwave input power and the mixing ratio. We have examined
the performance of TiO2-x by measuring the removal rate of the HCHO concentra-
tion in flowing air under white LED and fluorescent light irradiation. We have found
the best visible-light photocatalytic activity appears when the input power is 200
W and Ar : H2 = 1:1. The maximum removal rate of TiO2-x obtained is 2.6 times
higher than that of TiO2-xNx under the same test conditions.
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TiO2 photocatalyst
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acivity
キーワード:
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プラズマ表面処理
可視光活性化

光触媒は光を当てるだけで有害物質を除去することができる。しかし紫外光の下でしか
活性化しない。TiO2-xは可視光応答型光触媒の一つである。TiO2-xは TiO2にAr-H2
混合プラズマ表面処理することによって作られるが、プラズマ処理をしすぎると性能が
悪くなることが知られている。また、未処理の TiO2は可視光応答しない。このことか
ら、プラズマ表面処理には最適値があると考えた。 この研究において、私たちは未処理
の TiO2と TiO2-xの性能を蛍光灯と白色 LED照射下で測定した。その結果、プラズ
マ処理の最適値を発見した。

54 Bacterial microrotary motors controlled using phototaxis
微生物の走光性を用いたマイクロモータ

◦Taichi Nakamura (M2), Dept. of Mechano-Micro Engineering, Tokyo Institute of Technology
◦ 中村 太一 (M2) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻
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twitter: facebook: ○

Takeshi Hatsuzawa (Prof.), Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology
初澤 毅 (教授) 東京工業大学 精密工学研究所

Field: Nano/Micro science
分野: 理工系　ナノ・マイクロ科学

To date, energy that originates from bacteria has been available only in the form of
chemical and electrical source, as shown in biofuel, chloroplast electric generation,
and so on. In this study, we propose a novel actuator that can transform bacterial
kinetic energy to mechanical work. We chose Euglena ( 50 um), which prefers a
brighter spot ( < 10mW/cm2), to rotate a photolithographycally fabricated micro
round gear (diameter 1 mm, thickness 50 um) by ratchet mechanism in an aqueous
medium. We performed optical microscopy to monitor the rotary motion of the
gears driven by Euglena.
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現在，微生物から取り出せるエネルギーはバイオ燃料や葉緑体発電などによる化学・電
気的エネルギーに留まっている．本研究では，微生物の運動エネルギーを利用した電源
不要の新たなアクチュエータとして，ミドリムシ (～50 um）が光に集まる習性を利用し
て微小歯車を回転させ，且つ光照射の制御を介した歯車駆動制御法を提案する．はじめ
に，微小歯車の歯の形状を非対称とし，急こう配を持つ歯の一方にミドリムシが局在す
ることで，歯車が一方向に連続回転するよう設計した．その後，直径 1 mm厚さ 50 um
の微小歯車をネガ型フォトレジストで作製し，高濃度（107cells/mL）なミドリムシ溶
液中にて歯車回転を試みた.
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54 Analysis of ethanol fuel circulated in anion exchange membrane fuel cell
エタノール燃料を循環させたアニオン交換膜型燃料電池の燃料の分析

◦Kazuhiko Kunihiro (M1), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science Graduate school
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Sumio Kogoshi (Prof.), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気工学専攻

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Anion exchange membrane fuel cells, which use alkaline membrane, attract attention
because of their potential to improve the performance of various fuels such as ethanol
in particular, which can be produced from biofuel. However acetaldehyde and acetic
acid are produced as intermediate products when ethanol is oxidized, resulting in
performance deterioration when the fuel is circulated in the system. The purpose
of this report is to compare the result of the performance with the analysis of the
ingredient of the fuel circulated in anion exchange membrane fuel cell.
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アニオン交換膜型燃料電池はアルカリ性で電気化学反応が進行し，様々な燃料での発電
性能の向上の可能性があり注目されている。特にエタノールはバイオ燃料から精製可能
であるため実用化に向けて研究されている。エタノール燃料のような液体燃料は一般的
に燃料を循環して用いられるが，燃料を循環した際にアセトアルデヒドや酢酸などの中
間生成物が発生し燃料電池の性能に悪影響を与えることが知られている。本研究ではエ
タノール燃料を循環させたアニオン交換膜型燃料電池を用いて循環ごとの性能の変化と
燃料内の成分の分析を行い比較することを目的とする。

55 Development of English conversation mobile system for improving speaking skill
スピーキング能力の向上を目的とした英会話学習支援モバイルシステムの開発

◦Kae Nakaya (D2), Department of Human System Science, Tokyo Institute of Technology
◦ 仲谷 佳恵 (D2) 東京工業大学 人間行動システム専攻
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Masao Murota (Prof.), Department of Human System Science, Tokyo Institute of Technology
室田 真男 (教授) 東京工業大学 人間行動システム専攻

Field: Science education/Educational technology
分野: 人文社会系　科学教育・教育工学

We have been developing an English conversation mobile learning system aiming to
improve speaking skill of Japanese EFL (English as a foreign language) learners. A
part of the system offers pseudo-interactive English conversation practices with top-
ics based on interests and lives of each learner. The experiment showed it is effective
for relaxation. Another part offers English speaking practices. It promotes learn-
ers to use phrases right after they learn the phrases. The preliminary experiment
showed it might be effective for improving fluency, vocabulary, and grammar.

Key Words:
Second Language Acquisi-
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モバイルラーニング

日本人英語学習者は、英会話、特にスピーキング能力について改善が必要である。そこ
で、スピーキング能力を向上させる英会話学習支援システムの開発を行っている。シス
テムによる支援は意欲支援の英会話練習と、能力向上のスピーキング練習から構成され
る。英会話練習では、各学習者の興味・生活に根付いたトピックで、音声による英会話
が Android端末で行える。評価実験の結果、既存研究に無いリラックス感への効果が実
証された。スピーキング練習は DLS英語学習法を元にし、学習した単語や表現を即座
にスピーキングで使用する学習法を用いる。予備実験の結果、流暢さや表現力、文法へ
の効果の可能性が示唆された。
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56 Relationship of plasma processing and photocatalytic performance of TiO2-x
プラズマ処理条件と酸素欠損型光触媒性能との関係
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

TiO2 photocatalysts show various effects such as oxidation of organic contamina-
tions, self-cleaning and so on. However, they can be activated only by UV light. A
slightly reduced TiO2 photocatalyst have been proposed as a visible light responsible
TiO2 photocatalyst. One of the methods to make them is a H2- Ar plasma process.
The aim of this study is to find the optimal plasma process parameter such as the
input power of microwave. The results show the photocatalytic activity changes
with the input power of the microwave.
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光触媒は光のエネルギーのみで、大気浄化・抗菌・防汚などの様々な効果を示す。しかし
ながら、そのような効果は紫外光領域という限られた領域のみでしか発揮されず、室内
利用などの観点から光触媒の可視光活性化が重要な研究課題となっている。室内光で用
いる事が可能な光触媒の一つにプラズマ処理を用いて作製する酸素欠損型光触媒がある。
本研究では酸素欠損型光触媒 TiO2-Xにおける、室内光での光触媒性能の、作製時のマ
イクロ波プラズマ源の入力電力依存性について調査を行った。その結果、プラズマ処理
条件を変化させることで、室内光での触媒性能に影響を与える事が明らかになった。

57 Study of Fuel Cell-Super Capacitor Hybrid Power Source System for mobile devices
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

The polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) has a potential to be an alter-
native power source for mobile electronic applications. However, PEMFCs cannot
quickly response against fast load change of electronic devices. To resolve this issue,
we have been developed a hybrid power source system for mobile devices, in which
super capacitors (SCs) and a PEMFC are combined using DC-DC converter. The
converter has three switching devices. Power flows among FC, load and super ca-
pacitors are controlled by micro-controller with a PI controller which controls duty
ratios of the switching devices.

Key Words:
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super capacitor
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58 Study of the resonant absorption based on the electron density and temperature
プラズマ電子密度・温度の変化から考察した共鳴吸収の研究

◦Yohei Takahashi (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 高橋 陽平 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail: j7310090@ed.tus.ac.jp
twitter: facebook: ○

Sumio Kogoshi (Prof.), Department of Electrical Engineering, Tokyo Univercsity of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科

Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Resonant absorption has been proposed as the high efficient microwave energy ab-
sorption mechanism. Electron density increases rapidly with the input power in-
crease when resonant absorption occurs. Further, it is predicted electron tempera-
ture decreases at the time because a large amount of low temperature electrons is
generated by high energy electrons. In this study, we have shown that the electron
temperature drops rapidly when the electron density increases rapidly. It would
suggest that the resonant absorption of microwave energy would take place at the
time.
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マイクロ波プラズマの高効率なエネルギー吸収機構として共鳴吸収が提案されている。
共鳴吸収が発生すると密度は入力電力上昇に対して急上昇する。また、高エネルギー電
子が発生し、それが高効率な電離を行い、多量の低温電子を発生するため平均の電子温
度が低下すると予測されている。過去の研究では、マイクロ波プラズマの入力電力を上
昇させると密度がカットオフ密度近辺から急激に上昇することが観測されている。本研
究では、この密度上昇時に電子温度が低下しているかどうかをラングミュアプローブ、
および、ライン光強度比の測定から推定し共鳴吸収が発生していることを示した。

59 TiO2 photocatalyst evaluation by means of voltage impression in methylene blue
メチレンブルー試験において電圧印加した場合の TiO2光触媒活性の評価
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

One of the factors to limit the efficiency of TiO2 photocatalysts is a hole-electron
recombination. The aim of this study is to show whether the TiO2 photocatalysts
reaction efficiency may be improved by applying the forward or backward voltage on
TiO2 photocatalysts in photocatalytic decolorization of methylene blue. The results
show that the TiO2 photocatalysts reaction efficiency would be improved when the
backward voltage is applied. In contrast, it would be decreased when the forward
voltage is applied.
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光照射により有害物質を分解できる光触媒は様々な分野で注目されている。この光触媒
の性能を低下させている要因の１つに電子と正孔の再結合が存在する。本研究では外部
電圧を加えて光触媒内部に電界を発生させその電界によって再結合が防ぐことができる
かどうか、また電圧印加の方向による影響も見えるようにした。光触媒の性能評価法と
してメチレンブルー分解評価法を採用した。その結果、光触媒を塗布した基板に負の電
圧を印加した場合は著しくメチレンブルーの光透過率増分が増え、触媒性能の向上が見
られたが、正の電圧を印加した場合には逆に光透過率増分は減ってしまい、触媒性能が
低下することがわかった。
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60 Energy Management for Hybrid Power Source of of Fuel Cell and Supercapacitor
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Hybrid power sources using micro fuel cell (FC), which is expected to be applied to
small electric devices, and supercapacitors (SCs) has been proposed to compensate
FC’ s poor responsibility. The energy management of the system extracts the SC
voltage in the lower frequencies and compare with the reference SC voltage. The
difference value is calculated by the PI controller and determined the reference FC
voltage. Consequently, FC voltage changes slowly. In this work, IIR filter as LPF,
which would reduce the amount of calculations, was used instead of FIR filter used
generally.
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61 Simple Defect Detection Method for Billet by Ultrasonic Transmission Method
超音波透過法を用いた角鋼片内部欠陥の簡易検出法
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Field: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

A billet, which is semi-finished product of steel products, sometimes includes defects.
It is desirable to detect the defects for quality of the final products. In this paper,
we propose simple defect detection method in square billet by transmission method
using time-of-flight of ultrasonic signal. This method is expected to reduce measure-
ment time compared to that with ultrasonic CT method. The simulation suggested
that the defect of 0.5 mm could be detected by proposed method. This result com-
pared favorably with that of conventional pulse echo method and CT method.
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鉄鋼製品の元となる一次製品である角鋼片は，その製造過程で内部に欠陥が生じること
がある．欠陥は最終製品の品質低下に繋がるので，角鋼片の段階での検出が重要となる．
本稿では，超音波透過法を用いた縦波伝搬時間による角鋼片内部欠陥の簡易検出法を提
案する．本手法では，超音波が欠陥近傍で回折することを利用する．平行走査のみを用
いて欠陥検出を行うことで，従来提案されていた CT法に比べ，計測経路数を 1/100以
下に減らすことができ，計測時間を短縮することが可能となる．数値解析の結果，0.5
mmの欠陥の検出が可能であることが示された．従来法であるパルスエコー法や CT法
と同程度の検出能である．

– 48 –



The 10th IEEE TYRW at Nishiwaseda Campus, Waseda Univ.

62 Visualization by Spectrum Features of Sound Using Virtual Counter Sound Source
仮想逆音源を用いた推定音源のスペクトル特徴量による可視化
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

The virtual counter sound source method is suggested for the measurement of the
quantity noise generated construction site.In virtual counter sound source method,
the estimated sound is assumed as a point sound source. This method estimates
perspective field of sound source view by degree of difference.The degree of difference
is distance vector between the feature value of the signal on the estimated sound
source and the feature value of the signal on angle of direction neighborhood of the
estimated sound source. The position and spatial size of two sound sources can be
almost estimated.
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工事現場における騒音発生量の測定のために，仮想逆音源法が提案されている。仮想逆
音源法を用いる音源推定では，推定音源を点音源と仮定している。本研究では，音源の
大きさを考慮した音源推定を行うため，推定信号のスペクトルの特徴量を用い音源の視
野角を可視化する手法を考案した。相違度とは推定音源における信号の特徴量と推定音
源方向付近の角度における信号の特徴量とのベクトル距離である。想定した二つの音源
の位置と空間的な大きさが概ね推定できた。

63 Ultrasonic heating of wood in consideration of moisture content for pest control
含水率の影響を考慮した木材の害虫駆除を目的とした超音波加熱
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Field: Materials science and engineering
分野: 理工系　材料工学

Chemical treatment has been used for pest control of wood. However, this cause
a harmful impact on human. So, we aimed to apply ultrasonic heating, which is
harmless to human. In this study, we measured the temperature distributions on
surface of wood blocks with various moisture content when it was heated. The
purpose of this study is to know the time to reach target temperature. As a result,
temperature rise is observed in wide area in low moisture sample. Temperature rise
is observed in narrow area in high moisture sample, and the temperature rise was
smaller than that of low moisture.
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現在，虫害の対策は主に薬剤駆除が行われている．ここで用いる薬剤に有害である．我々
は駆除法として強力超音波を用いる熱駆除を検討している．本研究では，複数の含水率
を持つ試料に超音波加熱を行い表面の温度分布の計測を行った．含水率の加熱への影響
を研究することで，目的温度への到達時間を知ることを目的とする．その結果，含水率
が低い試料では広範囲での加熱が確認された. それに比べ，含水率が高い試料では加熱
範囲が狭く，同一位置での温度上昇も小さいという結果が得られた．
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64 A planar loudspeaker using evanescent wave for near field acoustic communication
近くでしか音が聴こえない！？近距離音響通信のためのエバネッセント波スピーカ
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

A planar loudspeaker for generating evanescent wave is proposed. We focused on
evanescent wave that decays away with distance from sound source. This phe-
nomenon can be useful for privacy protection and preventing production of noise
since acoustic signal can only reach to the vicinity of the source. We designed loud-
speaker which consists of a single vibration plate, and observed sound pressure level
distribution in sound field on vibration plate by experiment and simulation using
Finite element method (FEM). Generation of evanescent wave was confirmed by
these results.
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近距離で音響データ通信を行うスピーカを提案する。音源からの距離に対し音圧が指数
関数的に減衰するエバネッセント波を利用し，遠距離への伝搬を防ぐ。これにより，可
聴域の音波を用いながら，音響データ通信における騒音や情報漏えいを防ぐことができ
ると考えられる。本研究では，装置を簡易にするため一枚の振動板を用いてエバネッセ
ント波を発生させる方式を検討した。シミュレーションと実験により，振動板上部の空
間の音圧レベル分布を計算し，エバネッセント波の発生と，振動板近傍に局在する音場
を確認した。

65 Effect of modifide atmosphere and light environment in fresh-cut vegetables
雰囲気および光環境調整によるカット青果物の品質保持
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Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

Recently, the demands of fresh-cut vegetables increase rapidly. The fresh-cut veg-
etables can reduce cooking effort and produce little kitchen garbage. The fresh-cut
vegetables, however, are decayed easily, and several problems arise, e.g. they lose
of vitamin or change color. Therefore, in this study, we investigated fresh-cut bell
pepper reaction with changing modified gas composition and light environment con-
dition in order to preserve fresh-cut vegetables. As a result, increase or retention
of ascorbic acid content was observed under the constant gas composition and light
environment.
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近年，適量だけ手軽に利用できるカット青果物の需要が増加傾向にある．カット野菜を
利用すれば，調理の手間を省き，かつ生ごみの排出を抑えることが出来る．しかし，カッ
ト青果物は傷みやすく，ビタミン等の損失や変色等，品質に関わる問題が生じる．それ
らの問題を解決するため，本研究では，雰囲気調整や光環境を調整することでガス・光
環境と品質との関係についてアスコルビン酸の増減を指標にカット青果物（ピーマン）
の調査をした．その結果，一定のガス組成や光環境下でアスコルビン酸含有量の保持ま
たは増加がみられた．
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66 The effect of adding dietary fiber on properties of ager gel
食物繊維の添加が寒天ゲルの特性に及ぼす影響
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Field: Agricultural science
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Although dietary fiber (DF) is the sixth indispensable nutrient to human, it is one of
the short components. The number of lifestyle-related disease patient has increased
caused by shortage of DF. Therefore the way of adding DF to food has been studied
with the aim to enrich nutrient component as with vitamins and minerals. Agar is
typical adding in material. However, because adding DF cause changes of mechanical
property for their material, the change is desirable to be controlled. In this study,
we investigated the effect of adding three different types of DF on properties of ager
gel.
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67 Relation between tissue structure and low digestibility of rice
米粒構造と低消化性の関係～今こそ玄米飯粒を食べる瞬間～
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Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

People are aware of not only medical treatment but the meal through maintenance
and improvement of health to prevent lifestyle disease. Although starch contributes
to rise and decline of the blood sugar level (BSL) after a meal as energy source,
a rapid change of the BSL is at risk for the disease. Unlike other cereals, rice is
cooked and consumed as whole grain. Compared to powdered food, the starch in
rice is hardly digested and inhabits rising of BSL, because rice maintains morpho-
logical grain structure. In this study, we showed consumption of whole rice grain is
contributed to be healthy.
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先進国における高血圧，肥満，糖尿病などの問題を背景に，治療を中心としたこれまで
の医療だけではなく，日々の食事を通した健康維持および増進の重要性が意識されはじ
めている。デンプンはエネルギ源として食後血糖値の上昇降下に寄与するが，血糖値の
急激な変化は生活習慣病の発端となる。米飯は他の穀物と異なり調理前後において粉末
化されることなく，粒の形状を維持したまま摂取される．粒構造により米飯中のデンプ
ンは消化されにくく，粉食されるパンなどに比べて食後血糖値上昇を抑制する効果があ
る．本研究において，低消化性の玄米飯粒の摂取は人々の健康増進に貢献するというこ
とを明らかにした．
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68 A unified model for the visual and auditory cortices
大脳皮質聴覚野は視覚野と同じ学習則を用いて統一的にモデル化できる
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Field: Neurosurgery
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The neocortex consists of functionally specialised areas. These share anatomical
features, suggesting the existence of computational principles. Previous studies have
modelled a specific area; to reveal the principles, however, we need a single model
that can explain multiple areas. Here, we modelled the auditory cortex (A1) using
a model for the visual cortex (V1). Characteristics of A1 were reproduced using
the model adapted to natural sounds, instead of images. This suggests that V1 and
A1 share the learning strategy, while their features are shaped by different input
statistics.
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知能の座である大脳皮質は多数の領野に分かれ，それぞれが高度に発達した機能を呈す．
一方で，どの領野も解剖学的には一様であるため何らかの計算原理の存在が示唆される．
これまで領野別にモデル化が試みられてきたが，原理解明のためには一見異なる複数の
領野を統一的に説明するモデルが必要である．我々は，最も理解が進んでいる視覚野の
モデルを用いて聴覚野のモデル化を試みた．視覚野向けに提案された学習モデルを自然
画像の代わりに自然音に適用した結果，聴覚野の神経生理学的特徴を再現できた．この
結果は，聴覚野と視覚野が学習則を共有しつつ異なる入力に適応していることを示唆す
る．
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