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The 11th IEEE TOWERS at Setagaya Campus, Tokyo City Univ.

The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers

開催にあたり：

研究総選挙 ～研究を売り込んでセンターを獲得せよ～ ”Show your research”

こんにちは，今回 IEEE TOWERSの実行委員長を努めさせていただきます粕谷です．僕は
3年前にTOWERSの前身となった 8th IEEE TYRWに参加しこの活動を知りました．当初は
団体の活動内容をほとんど把握していませんでしたが，関わっていくにつれTYRWの活動内容
と目指すもの，またTYRWの問題点も明らかになってきました．時代の移り変わりによりテク
ノロジーは一気に進歩し，研究内容を発表する手段はワークショップでのポスター発表以外に
も様々登場してきました．そこで 2年前には，発表演題に関する実行委員の対談と当日のワー
クショップをインターネットでリアルタイム配信することを提案し，視聴者と意見交流すると
いう企画を行いました．昨年にはそれを定期企画とし，毎月科学情報を配信する番組へと成長
させてきました．このような団体の運営企画の変遷と，TYRW発足の元となったGCOEプロ
グラムの終了，TYRWの発音の難しさと覚えにくさなど様々な要因が重なり，これを期に団体
名と団体の運営システムを一新することにしました．そこで開催 11年目となる今年，TYRW

は「次の 10年を創る初めの一歩」として新たに生まれ変わることになった次第です．
通常，研究者は特定の分野の学会で発表を行います．同様な研究を行うプロのメンバーのみ

で構成された空間ではレベルの高い議論が多数交わされますが，その一方で自分の残した成果
が，社会から見たときにいかにすばらしいものか実感することは困難です．また，これまでに
ない全く新しいものを作る際には，これまでとは全く異なる視点で物事を見つめなおすことが
必要となってきます．自分の専門分野以外の領域の知識が，時に研究を飛躍的に進歩させるこ
とがあるのはこれまでの歴史においても証明されています．科学，研究は社会に還元してこそ
のものであり，貴重な税金を潤沢に国が注ぎ込むのもそこに理由があります．そのため，研究
者はその期待に答える義務があり，特に実用化のためには研究成果や技術だけでなく，現場・現
実を知ることやその他様々な知識が必要です．
ぜひこの IEEE TOWERSという場を存分に活用し，みなさんの研究成果の真の価値を見出

し，共に切磋琢磨する仲間を見つけ，未来の日本を引っ張っていく司令塔 (= TOWERS)になっ
ていっていただけると幸いです．

The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers

実行委員長
粕谷 昌宏
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The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers:

”Show your research”

Three years ago, I first attended the IEEE TYRW, the precursor of the IEEE TOWERS,

and got to understand the kind of activities discussed. At first, I didn’t know about our

organization very much, but it is now becoming clear what this organization does and what

this organization aims to do. Nowadays, there are a lot of tools to present our ideas because

of the advance of the Internet. We therefore started a live streaming event two years ago

that broadcasts the discussions among committee members about the research highlights to

be presented at the workshop and the workshop itself. This broadcast allows participants to

discuss their ideas among not only participants but also researchers from all over the world.

Last year, we developed the streaming event for a regular science channel. These new features

of our organization, the expiration of the GCOE program, which was the starting trigger of

TYRW, and the difficulty of memorizing and pronouncing the name “TYRW” made us feel

that there was a need to overhaul our organization. From this year, the 11th anniversary of

our organization, TYRW will be TOWERS and will lead the next decade of our organization.

Generally, researchers present their ideas at a conference on their specific field. A very

specific field designation allows researchers to become a professional in their field; however,

it makes it difficult to realize how their research results will impact the world and how good

the research is. Also, when someone invents something new, a new point of view is necessary.

History has shown that the knowledge outside the specialized domain will realize dramatic

progress in research. We also think science and research have to give back to society to

improve our lives, and this is the reason why governments spend large amounts of tax on

research. Therefore, we have a duty to deliver hope for them. Especially on the edge of

practical realization, we need to understand what happens outside the laboratory, that is, in

the field and in the real world.

We hope you all enjoy TOWERS and utilize it to uncover the true worth of your research

and to learn from the competition, and then to be a “tower” to lead the future.

The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers

Chairperson

Masahiro Kasuya
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The 11th IEEE TOWERS at Setagaya Campus, Tokyo City Univ.

参加・実施要綱
Workshop Information

大会情報

期　日 2014年 11月 29日（土曜日）
会　場 東京都市大学 世田谷キャンパス
参加費 無料

ポスターセッション 13:00～16:30

1. 発表テーマ
「研究総選挙 ～研究を売り込んでセンターを獲得せよ～」
“Show your research”

2. 発表形式
使用言語：日本語または英語
ポスター用紙：A0サイズ 1枚以下

3. 審査基準
発表者の皆様には自分と異なる分野の人に自分の研究成果をわかりやすくプレゼンテー
ションしていただきます．表彰委員および参加者の皆様には，目的や問題点が明確にされ
ているか，異分野の人にもわかりやすく伝えようとする工夫があるか，積極的にコミュニ
ケーションをとろうという姿勢があるかといった基準に沿って，採点をしていただきます．

4. 表彰
優秀な発表者には，ワークショップ委員会，スポンサー企業から複数の賞が贈られます．
※詳細は，表彰と審査のページ（p.42～）をご覧ください．

懇親会 19:00～21:00

学生（修士以下） 1,500円
博士・一般 3,000円

ワークショップの概要については以下のURLをご覧ください．
http://www.young-researchers.net/towers11th/event.html
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General Information

Date Saturday, Novemeber 29th, 2014

Place Setagaya Campus, Tokyo City Univ.

Entry Fee Free

Poster Sessions 13:00～16:30

1. Theme

“Show your research”

2. Presentation Style

Language: Japanese or English

Poster size: A0 size (1 poster only)

3. Review Process

Please share your work to young researchers who study in different fields. Your

presentation will be evaluated by reviewers in the 11th TOWERS award committee

and all participants. The evaluation criterion is as follows: clarity of proposal and

problems on your work, understandability for different field persons, and friendliness to

communicate with participants.

4. Award

Outstanding presenters will receive a variety of awards from the Workshop committee

and sponsors.

- TOWERS Best Award, Outstanding Poster Presentation Award, Undergraduate

Student Award, etc.

*Please refer to Judgments and Awards page (p.42～) for more information.

Social Party 19:00～21:00

Student (～Master) 1,500JPY

Doctor and Public 3,000JPY

Please refer to following URL for contents of workshop.

http://www.young-researchers.net/towers11th/event.html
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実行委員会

実行委員長
　粕谷 昌宏 電気通信大学 大学院 情報理工学研究科
副実行委員長
　植村 あい子 早稲田大学 大学院 基幹理工学研究科
　竹村 龍一 東京農工大学 大学院 工学府
実行委員
　長谷川 孔明 筑波大学 大学院 システム情報工学研究科
　大平 美里 電気通信大学 大学院 情報理工学研究科
　齋藤 陽介 明治大学 大学院 理工学研究科
　小林 彰人 筑波大学 大学院 システム情報工学研究科
　船橋 鴻志 電気通信大学 大学院 情報理工学研究科
　竹林 佑記 茨城大学 大学院 理工学研究科
　岸 　湧大 茨城大学 大学院 理工学研究科
　水口 佳紀 東京工業大学 大学院 生命理工学研究科
　木村 辰也 茨城大学 大学院 理工学研究科
　大内 隆嗣 茨城大学 大学院 理工学研究科
　古謝 望 茨城大学 大学院 理工学研究科
　富樫 隆久 茨城大学 大学院 理工学研究科
顧問
　西原 明法 東京工業大学 教育工学開発センター
アドバイザー
　水谷 圭一 第 6回実行委員長
　西宮 康治朗 第 7回実行委員長
　池田 一樹 第 7回副実行委員長
　鈴木 麻由美 第 7回副実行委員長
　山岸 昌夫 第 8回実行委員
　宝田 隼 第 8回実行委員
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The 11th TOWERS Committee Member

Chairperson

Masahiro Kasuya Grad. School of Info. and Eng., UEC

Vice-chairpersons

Aiko Uemura Grad. School of Fundamental Science and Engineering,

Waseda Univ.
Ryuichi Takemura Grad. Univ. of Agriculture and Tech.

Members

Komei Hasegawa Grad. School of Systems and Info. Eng., Univ. of Tsukuba

Misato Ohira Grad. School of Info. and Eng., UEC

Yosuke Saito Grad. School of Science and Engineering, Meiji Univ.

Akihito Kobayashi Grad. School of Systems and Info. Eng., Univ. of Tsukuba

Takashi Funabashi Grad. School of Info. and Eng., UEC

Yuki Takebayashi Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Yudai Kishi Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Yoshinori Mizuguchi Grad. School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute

of Tech.
Tatsuya Kimura Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Ryuji Ohuchi Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Nozomu Koja Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Takahisa Togashi Grad. School of Science and Engineering, Ibaraki Univ.

Supervisor

Akinori Nishihara Center for R&D of Edu. Tech., Tokyo Inst. of Tech.

Advisers

Keiichi Mizutani The 6th Workshop Chairperson

Kojiro Nishimiya The 7th Workshop Chairperson

Kazuki Ikeda The 7th Workshop Vice-chairperson

Mayumi Suzuki The 7th Workshop Vice-chairperson

Masao Yamagishi The 8th Workshop Committee

Jun Takarada The 8th Workshop Committee
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The 11th IEEE TOWERS at Setagaya Campus, Tokyo City Univ.

タイムテーブル (Time Table)

東京都市大学 世田谷キャンパス
Setagaya Campus, Tokyo City Univ.

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

12:40～13:00 開会式 / Opening Ceremony

13:00～14:10 セッションA / Session A

14:10～15:20 セッション B / Session B

15:20～16:00 スポンサー紹介 / Sponsor introduction

16:00～16:30 セッション C / Session C

16:30～18:00 招待講演 (CDS) / Invited Lecture (CDS)

18:00～18:50 表彰・記念撮影・閉会式/ Award・Commemorative Photo・Closing Ceremony

19:00～21:00 懇親会/ Social Party

※ セッションCはフリーセッションとなります。希望者は全員発表可能ですので、皆さんの研
究の魅力をぜひ伝えてください。
※ 招待講演は株式会社リバネス様主催の Career Discovery Seminar (CDS)となります。社会
で活躍されている様々な方から、将来の進路選択について講演して下さります。皆さんの将来
の視野を広げる良いチャンスですので、ぜひご参加下さい。

会場 (Venue)

東京都市大学 世田谷キャンパス 2号館
〒 158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1

東急大井町線「尾山台（東京都市大学 世田谷キャンパス前）」駅下車　徒歩 12分

Building 2, Setagaya Campus, Tokyo City University

28-1 Tamadutsumi 1 Chome, Setagaya-ku, Tokyo, 158-8557 Japan

12 minutes walk from Oyamadai station on the Tokyu Oimachi line

– 7 –



 

- 8 - 

 

研究総選挙 

～研究を売り込んでセンターを獲得せよ～ 

Show your research 
 

TOWERS は 2014 年に第 11回目のワークショップを迎えます。The 11th IEEE TOWERS は

「次の 10年を創る初めの 1歩」となります。これまでポスター発表がメインであった TYRW

から TOWERS へと名称を変化させ、よりレベルの高いワークショップを目指し、次の 10年

を見据えたワークショップの改革を行います。第 11 回のワークショップでは「研究総選挙 

～研究を売り込んでセンターを獲得せよ～」と銘打ち、「ロールプレイ」と「招待講演」の

要素を加えています。 

近年、産学連携による研究開発や大学発ベンチャーが活発化し、大学発の技術はより実用

を意識したものになりました。これに伴い、研究者には卓越した技術のみならず、プレゼン

テーションスキルも求められるようになりました。研究者の仕事は人類にとって新たな知

識を開拓することですが、その先には「成果を世に普及させ世界を変える」という目標が産

学の別なく共通にあるはずと考えています。そこで本ワークショップでは、専門外の聞き手

にもわかりやすく発表することにフォーカスしています。これにより、若手研究者にとって

効果的なプレゼンテーションスキルを習得するきっかけとなり、世に広く成果を発信して

いくことができます。 

ロールプレイでは、実用化に際して必要なニーズの把握、資金の獲得、市場の構築といっ

たプロセスを体験します。具体的には、各々が研究を発表し、来場者がそれらの研究の価値

や将来性をもとに仮想通貨を用いて投資をします。このロールプレイにより、発表者は専門

外の聞き手にもわかりやすく、自身の研究を魅力的に説明するスキルを習得し、人々が何を

求め何に投資をするのかを学ぶことができます。そして、「分かりやすく魅力的に伝える」

ことができた上で成り立つのが「質の高い議論」です。その内容を研究にフィードバックさ

せれば、自分の研究をより深みのあるものへとブラッシュアップすることができます。 

次世代における科学技術の発展および新たなアプリケーションの創出のためには、若手

研究者同士が様々な問題意識を共有し、より魅力ある研究者となるためのトレーニングの

機会が必要です。TOWERS の主催するワークショップにより、国や大学、社会から受動的

に教育されるだけでなく、能動的に研鑽し合い、若手研究者の持つ高いポテンシャルを発揮

させて参ります。 
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ロールプレイイベント詳細 
 

 

本項では、ワークショップにおけるロールプレイイベントの概要を解説します。発表者は

成果を実用化しようとしている研究者、来場者は投資家の役目を担うことになります。 

 

① 来場時に一定額の仮想通貨が配布 

ワークショップ受付にて来場登録の際、仮想通貨が配布されます。基本的には全員同額

が配布されますが、IEEE 会員はボーナスの仮想通貨が獲得できます。また、スポンサー

企業がブース出展しており、そのブースを訪れることでも追加の仮想通貨を獲得するこ

とができます。 
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② 発表者の話を聞き、応援したい研究を選定 

 持っている仮想通貨には限りがあります。ワークショップ中に様々な発表を聞き、どの

研究を応援したいかをよく吟味します。 

 

   

 

 

③ 投資 

投資の際、持っている仮想通貨の範囲内であれば、一度に使える額に制限はありません。

全財産を 1つの研究につぎ込んでも、何人かに分配してもよいです。 
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④ 配当の受領 

最も投資を集めた研究者に投資した投資家は、投資額に応じて懇親会費が割引となり

ます。また、最も投資を集めた研究者は表彰されます。 

 

 

 

 

  



発表者一覧
Presenters List

セッションA (Session A)

1 Control of hydraulic shaking table by IDCS using specimen reaction force
供試体反力を用いた IDCSによる油圧振動台の制御
Shogo Gotoh (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture
and Technology
後藤 章吾 (M1) 東京農工大学 機会システム工学専攻

2 Development of structural health monitoring method on real-time identification
リアルタイム同定法に基づく構造物ヘルスモニタリング手法の開発
Yuki Asada (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
浅田 祐樹 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻

3 Responsive to visible light of copper acetate monohydrate photocatalyst
酢酸銅光触媒の可視光応答性
Atsuki Asano (B4), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech, Tokyo Univ. of
Science
浅野 敦紀 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

4 Sensorless Vibration Control of Overhead Crane Load
天井クレーンのセンサレス荷振れ制御
Tsuyoshi Yamada (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture
and technology
山田 剛史 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

5 Study of anion exchange membrane fuel cells using electrospray deposition
静電噴霧沈着法を用いたアニオン交換膜型燃料電池の研究
Itaru Watanabe (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
渡邊 至 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

6 Experiments of Interference avoidance between Wireless LAN and Sensor network
2.4GHz帯を使用するセンサネットワークと無線 LANの干渉回避実験
Shimada Naoki (M1), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
島田 直紀 (M1) 明治大学 電気工学専攻

7 Development of Robots that Assist Gas Source Localization by Controlling Airflow
気流操作によってガス源探索を支援するロボットの開発
Takashi Yoshida (M1), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture
and Technology
吉田 誉 (M1) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻

8 Monitoring of Respiratory Tract Infection in Swine Using Sound Spectrogram
音響スペクトログラムによる豚の感染病モニタリング
Takuji Kawagishi (D1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
川岸 卓司 (D1) 筑波大学 知能機能システム専攻

9 Self-localization of indoor mobile robot using triangular microphone array
３素子のマイクロホンアレイを用いる屋内移動ロボットの自己位置推定法
Satoki Ogiso (M1), Ph.D. Program in Empowerment Informatics, Univ. of Tsukuba
小木曽 里樹 (M1) 筑波大学 エンパワーメント情報学プログラム

10 Development of Active Vibration Control Device without Electric Equipment
電子装置を用いないアクティブ制振装置の開発
Yu Tsumuraya (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
円谷 悠 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

11 Visible Light Communication with Low-frame-rate Image Sensor and Polygon Mirror
残像現象を利用して高速光通信をしよう
Yoshihito Imai (B4), Col. of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
今井 義人 (B4) 筑波大学 工学システム学類

12 Study on Movement of a Self-excited Jumping Robot with Eccentric Weights
偏心重錘機構を用いた自己励振型跳躍ロボットの移動に関する研究
Koki Matsumoto (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and
Technology
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Takuya Akiyama (B4), Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, Kanagawa
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秋山 拓也 (B4) 神奈川工科大学 創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科

17 Human Body Communication to Accelerate Smart Life
自分自身がケーブルに？スマートライフを加速する人体通信
Dairoku Muramatsu (D2), Dept. of Human and Engineered Environmental Studies, Univ. of
Tokyo
村松 大陸 (D2) 東京大学 人間環境学専攻
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Yu Katsui (B4), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
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1 Control of hydraulic shaking table by IDCS using specimen reaction force
供試体反力を用いた IDCSによる油圧振動台の制御

◦Shogo Gotoh (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
◦ 後藤 章吾 (M1) 東京農工大学 機会システム工学専攻
E-mail: 50014643027@st.tuat.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of 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

Earthquake resistance standards is provided to the structure in Japan. To examine the
structure meets standards, shaking experiment with shaking table is performed. When
performing shaking experiment, the reproducibility of the input wave is decreased due to
the influence of the specimen reaction force. Therefore, input compensation is performed with
test shaking. However, there are problems that are increase in cost, and can’t correspond to
the characteristic change of the specimen in this method. In this paper, I aim to solve these
problems by IDCS using hydraulic shaking table.

Key Words:
Specimen reaction force
Inverse dynamics compensa-
tion
Vibration control
キーワード:
供試体反力
逆動力学補償
振動制御

日本では地震による構造物の被害の多さから、構造物に対し厳しい耐震基準が設けられている。こ
の耐震基準を構造物が満たしているか調べるため、振動台を用いた加振実験が行われる。しかし、
加振実験を行う際、供試体反力の影響により目標入力波の再現性が低下してしまう。そこで、振動
台と供試体からなる系の特性把握のための試加振を行い、算出した逆伝達特性を用いて入力補償
が行われる。この手法では試加振によるコストの増加や、加振中の振動特性変化への対応ができな
いといった問題がある。本研究ではこれらの問題に対応し、簡単に補償量を決定することができる
IDCSを用いた手法を提案し、油圧振動台を用いてその有効性の検討を行う。

2 Development of structural health monitoring method on real-time identification
リアルタイム同定法に基づく構造物ヘルスモニタリング手法の開発

◦Yuki Asada (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 浅田 祐樹 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of 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

It is necessary to quickly diagnose the soundness of structures in order to protect many lives
from the collapse of structures due to huge earthquakes. Echo sound tests or visual tests
are commonly used. However, they need enormity of work and worker and time. To solve
this problem, “Structural Health Monitoring” to diagnose automatically soundness from the
measured values of the sensors set at the structure is proposed. In this paper, by measured
values of accelerations, 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によって多くの人命が失われている．地震直後には，
避難場所の確保や構造物の応急補強等が求められ，構造物の健全性を迅速に診断する必要がある．
現在，専門家による目視試験やハンマ等を用いた音響試験が行われているが，作業量，作業人員の
膨大さ，損傷発見時間の遅延といった問題点がある．そこで，構造物に設置し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，
構造物の各階に設置し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，減衰係数
をリアルタイムで同定し，その結果から損傷状態を推定することを目指す．
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3 Responsive to visible light of copper acetate monohydrate photocatalyst
酢酸銅光触媒の可視光応答性

◦Atsuki Asano (B4), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech, Tokyo Univ. of Science
◦ 浅野 敦紀 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ○

Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech, 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)

TiO2 widely used as a photocatalytic material is activated only under ultraviolet light
irradiation. A copper supported photocatalytic TiO2 is known to be responsive to visible
light. The copper supported on a photocatalytic TiO2 is divalent copper(CuII). Since the
monovalent copper(CuI) has antimicrobial properties, we think that the performance of
the copper supported TiO2 would be improved. The purpose of study is to examine the
performance of the CuII/CuI supported TiO2 with a formaldehyde degradation test.

Key Words:
TiO2
copper acetate monohydrate
photocatalyst
キーワード:
酸化チタン
酢酸銅
光触媒

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。しかし光触媒材料として広く用いら
れる TiO2は紫外光の下でしか活性化しない。TiO2光触媒に銅を担持すると、可視光応答化する
ことがわかっている。我々は銅の粒子を細かくするために酢酸銅水溶液を用いて銅を担持した。担
持された銅は二価銅となり TiO2光触媒上に存在する。一価の銅は抗菌性を持つので、TiO2光触
媒上に一価の銅を作ることで光触媒の性能が変化すると考えた。今回の研究は Ar-H2混合プラズ
マ処理をすることで TiO2光触媒上に一価の銅を作り出し,光触媒の性能に与える影響を調べた。

4 Sensorless Vibration Control of Overhead Crane Load
天井クレーンのセンサレス荷振れ制御

◦Tsuyoshi Yamada (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and technology
◦ 山田 剛史 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yasutaka Tagawa (Prof.), Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of 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 Operation of overhead crane requires to suppress the vibration of suspended load and
accurately carry to the target position. The operation assist technology that does not cause it
in a novice operator is required, because the advanced technique is needed to suppress it. Till
now, there are a lot of crane studies, and they have been successful in the feedback control.
However, angle sensor used in feedback control has high breakdown risk and cost. Thus,
sensorless control is required. Our goal is the realization of sensorless control crane that a
novice operator can suppress the vibration.

Key Words:
Crane
Feedback Simulation
Operation Assist
キーワード:
クレーン
フィードバックシミュレーション
運転支援

天井クレーンの運転には吊り荷を揺らすことなく，目標位置に精度よく運ぶ操作が要求されている．
振れ止めには高度な技術が必要であることから，未習熟者でも荷振れを起こさない運転支援技術が
求められている．今までクレーンの荷振れの研究は多く行われており，フィードバック制御で成果
を上げている．しかし、フィードバック制御をする際に使用する振れ角センサは破損リスクやコス
トが高い．そのため、センサレスな状態で制御を行うことが求められている．以上より，本研究は
クレーン未習熟者でも振れ止めができるセンサレス制御クレーンの実現を目指す．
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5 Study of anion exchange membrane fuel cells using electrospray deposition
静電噴霧沈着法を用いたアニオン交換膜型燃料電池の研究

◦Itaru Watanabe (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 渡邊 至 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail:
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)

Fuel cells are one of next generation electrical conversion devices, which would solve
environmental and energy problems. Compared with conventional cation exchange membrane
fuel cells (CEMFCs), anion exchange membrane fuel cells (AEMFCs) have a potetial to replace
platinum catalysts replaced with nonprecions metals. In the present study, we compared
the power generation performance of the AEMFC prepared by using electrospray deposition
method under various in the ratio of the ionomer and Pt/C.

Key Words:
Anion Exchange Membrane
Fuel Cells
Catalyst layer
Electrospray diposition
method
キーワード:
アニオン交換膜型燃料電池
触媒層
静電噴霧沈着法

環境問題やエネルギー問題の深刻化により次世代のエネルギー変換ディバイスである燃料電池の普及
が期待されている。アニオン交換膜型燃料電池 (AEMFC)はカチオン交換膜型燃料電池 (CEMFC)
では難しかった Pt以外の触媒を使用することが可能である。現状では、新たな触媒形成方法とし
て静電噴霧沈着法を検討している。しかし、Pt担持カーボン (Pt/C)とアイオノマーの比率により
燃料電池の発電性能に大きく影響していることが CEMFCで研究されているが、AEMFCではさ
れていない。本研究では、静電噴霧沈着法を用いた時に Pt/Cとアイオノマーの比率を変化させた
時 AEMFCの発電性能を比較した。

6 Experiments of Interference avoidance between Wireless LAN and Sensor network
2.4GHz帯を使用するセンサネットワークと無線 LANの干渉回避実験

◦Naoki Shimada (M1), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
◦ 島田 直紀 (M1) 明治大学 電気工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Ikegami Tetsushi (Prof.), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
井家上 哲史 (教授) 明治大学 電気工学専攻

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

In near future, it is thought that home areanetwork for smart house consists of sensor network
use 2.4GHz band (IEEE802.15.4) and wireless LAN use 2.4GHz band (IEEE802.11). There is
a possibility to reduce communication quality of sensor network use 2.4GHz because of radio
frequency interference caused by using the same frequency band. In this experiment, we made
a environment that sensor network and wireless LAN interfered. Then, we compared and
assessed delay and throughput of data packets that we modified the transmission interval of
route packet.

Key Words:
IEEE802.15.4
IEEE802.11
sensor network
キーワード:
IEEE802.15.4
IEEE802.11
センサネットワーク

今後、スマートハウスのためのホームエリアネットワークは 2.4GHz帯を使用するセンサネットワー
ク (IEEE802.15.4準拠)と 2.4GHz帯を使用する無線 LANネットワーク (IEEE802.11準拠)構成
されていくと考えられている。同周波数帯を利用することで発生する電波干渉により、2.4GHz帯
センサネットワークの通信品質が低下する可能性がある。本実験では、センサネットワークと無線
LANが電波干渉を起こしている環境を作り、センサネットワークのルート更新パケットの送信間隔
を変更した結果のデータパケットの遅延とスループットの比較、評価を行った。
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7 Development of Robots that Assist Gas Source Localization by Controlling Airflow
気流操作によってガス源探索を支援するロボットの開発

◦Takashi Yoshida (M1), Dept. of Bio-Applications and Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 吉田 誉 (M1) 東京農工大学 生物システム応用科学専攻
E-mail: 50014401227@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

A new system for gas source localization is proposed. It is difficult for conventional gas-source
localization robots to locate a gas source in a complicated airflow field in a real environment,
although they have succeeded in locating a gas source in simple unidirectional airflow fields.
Therefore, we propose to deploy multiple robots equipped with a fan in the field to change the
complicated airflow field into a simple one. A prototype robot equipped with a fan has been
developed. Experimental results show that the robot can successfully change the environment
into a preferable form.

Key Words:
Gas Sensor
Mobile Robot
Gas Source Localization
キーワード:
ガスセンサ
移動ロボット
ガス源探索

これまで開発されてきたガス源探索ロボットは，風向が均一な気流場においてガス源の探索に成功
している。しかし，現実環境の複雑な気流場において従来のロボットによりガス源の探索を実現す
ることは難しい。そこで，ファンを搭載した複数のロボットを探索対象の環境に配置し，ガス源の
探索を支援することを提案する。ロボットに搭載したファンによって探索環境の複雑な気流場をロ
ボットによるガス源探索に適した単純な気流場へ変更することで，現実環境におけるガス源の探索
が容易になる。ファンを搭載したロボットを試作し，複雑な気流場をロボットに適した気流場に変
更できることを確認したので，その結果を報告する。

8 Monitoring of Respiratory Tract Infection in Swine Using Sound Spectrogram
音響スペクトログラムによる豚の感染病モニタリング

◦Takuji Kawagishi (D1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 川岸 卓司 (D1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: kawagishi@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 知能工学域

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

It is important to prevent infectious disease of swine and its expansion by detecting respiratory
tract infections at an early stage. Counting sneezes serves as an index to discover the infection.
We focus on a swine health monitoring system which automatically counts the number of
sneezing sounds by using a microphone. In this report, a technique based on the inner product
calculating sound spectrogram is proposed to improve the discriminative rate for detecting
swine sneezing.

Key Words:
acoustics
pig
Health-surveillance
キーワード:
音響
豚
健康監視
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9 Self-localization of indoor mobile robot using triangular microphone array
３素子のマイクロホンアレイを用いる屋内移動ロボットの自己位置推定法

◦Satoki Ogiso (M1), Ph.D. Program in Empowerment Informatics, Univ. of Tsukuba
◦ 小木曽 里樹 (M1) 筑波大学 エンパワーメント情報学プログラム
E-mail: ogiso@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: × facebook: ○

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

We aim to establish a self-localization method for a mobile robot. Proposed method uses the
information of wheel rotation, which is the usual method of self-localization, and environmental
sound as beacons. The robot adjusts one’s position by estimating the direction-of-arrival of the
beacons. The accuracy of the propose method was examined by simulation, which was done
for 18 m square trajectory. Localization errors were examined for the previous and proposed
method, and errors in these methods were 0.8 m and 0.4 m. From the result, the proposed
method can estimate more accurate location.

Key Words:
self-localization
microphone array
extended Kalman filter
キーワード:
自己位置推定
マイクロホンアレイ
拡張カルマンフィルタ

本研究では，屋内でGPSの代替となる，マイクロホン３素子を用いる移動ロボットの自己位置推定
法を提案する．ランドマークとなる音をロボットに取り付けたマイクロホンによって取得，ロボッ
トの車輪回転数と組み合わせ，おおまかな自己位置推定を音で，細かな位置推定を車輪回転数でそ
れぞれ行うことができ，車輪回転数のみから推定する従来法より高精度な推定を目指す．提案法の
妥当性はシミュレーションにより検証を行った．約 18 mの設定したコースを走行させ，その移動
軌跡をそれぞれ従来法と提案法により推定した．結果，従来手法と提案手法の誤差はそれぞれ約 0.8
m，0.4 mであり，従来法に比べ推定精度の向上を確認した．

10 Development of Active Vibration Control Device without Electric Equipment
電子装置を用いないアクティブ制振装置の開発

◦Yu Tsumuraya (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 円谷 悠 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 東京農工大学

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

The active seismic vibration control system have now been focused on because of the recent big
earthquake disasters. In conventional active vibration device, the actuators are controlled by
commands which are generated by the computer based on sensor input. However unforeseeable
contingency takes place in natural disasters such as electric power failure or disconnection by
sharp vibration. In this study, a novel seismic control device, in which spool valves controlled
electrically are replaced with mechanical links directly driven by earthquake waves, is proposed
to solve this problem.

Key Words:
Active vibration control de-
vice
Link
Mechanical controller
キーワード:
アクティブ制振装置
リンク
機械式制御

近年，東日本大震災を代表するような大規模な地震を背景に，建物の倒壊を防ぐための制振装置の
開発，実用化が行われている．従来の制振装置はセンサによって感知した地震波を電子回路に読み
込み，制御演算を行った後，アクチュエータを駆動し，建物を制御する．しかし，これには制御を
行うためのソフトウェアやコンピュータを数年毎に更新をしなければならないといった欠点や，セ
ンサ類が検出限界を迎えた場合の誤作動，故障や電源の喪失によって機能を失うことも想定される．
そこで，本研究では，電子装置の代わりに単純な機械的機構を用いた，確実で安定したアクティブ
制振装置の開発を目指す．
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11 Visible Light Communication with Low-frame-rate Image Sensor and Polygon Mirror
残像現象を利用して高速光通信をしよう

◦Yoshihito Imai (B4), Col. of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
◦ 今井 義人 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: imai@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Tadashi Ebihara (Assistant), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
海老原 格 (助手) 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)

Visible light communication is one of the critical technologies for intelligent transport systems
(ITS). However, current system requires expensive devices, such as high-frame-rate image
sensor. To provide visible light communication with simple devices, we propose visible light
communication with low-frame-rate image sensor and polygon mirror. In our system, the LED’s
fast-blinking is obtained as residual image by the image sensor. We evaluated performance of
our system in experiment. As a result, we could achieve data rate 27 times faster than previous
system with image sensor of 11 fps.

Key Words:
Visible light communication
Image sensor
Polygon mirror
キーワード:
可視光通信
イメージセンサ
ポリゴンミラー

LEDとイメージセンサを用いる可視光通信は高度道路交通システム (ITS)において重要な技術の一
つである．しかし，既存の可視光通信システムではハイスピードカメラのような高価なイメージセ
ンサが必要となる．より安価なデバイスを利用した可視光通信を提供するために，私たちはスマー
トフォンカメラとポリゴンミラーを用いたシステムを提案する．私たちのシステムは，LEDの高速
点滅信号を残像として低フレームレートのイメージセンサに取得させる．実験によって提案手法を
評価したところ，11fpsのイメージセンサを使用した従来手法の通信速度の 27倍もの通信速度を得
た．

12 Study on Movement of a Self-excited Jumping Robot with Eccentric Weights
偏心重錘機構を用いた自己励振型跳躍ロボットの移動に関する研究

◦Koki Matsumoto (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
◦ 松元 洸樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
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 機械システム工学科

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

In recent years, many studies on the humanoid robot that supports the human in various
environments have been addressed. The robots motion close to humans is necessary. However,
their movements are slower than humans yet. therefore improvement of motion performance
(especially running performance) is required in wide active range. Thus we focused on the
spring leg which is used in sports prosthetic leg. Landing shock can be used as energy for next
jump, then, the robot can move high efficiency. Running motion is repetition of the jumping
motion. We propose the robot that can run while jumping.

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

近年様々な環境下において人間をサポートするヒューマノイドロボットの研究が盛んに取り組まれ
ており，人間に近い運動性能が必要とされている．しかし，その動作は人間と比べ未だ鈍重であり，
活動範囲を広げるためには運動性能，特に走行性能の向上が必要である．そこで，スポーツ義足等
で利用されているばね足に着目した．ばね足は着地時の衝撃を次の跳躍のためのエネルギとして利
用できるため，高効率な走行を行うことができる．また，走行動作は跳躍動作の繰り返しとみなす
ことができる．そこで本研究では，跳躍しながら移動が可能な跳躍ロボットの実現を目指す．
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13 Extraction of Feature for Estimation of Clothing Insulation Using Thermography
サーモグラフィを用いる着衣量推定のための特徴量抽出

◦Yuji Sano (B4), College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
◦ 佐野 祐士 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: s1111122@u.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: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

This research is aimed to develop the method for estimating one’s clothing insulation from
thermal image. By estimating the clothing insulation, we can calculate PMV without contact,
which indicate thermal comfort. The method is based on Pattern-Matching of thermal images.
The similarity between the target thermal image and the templates is calculated by extraction
of features. We used the average radiation temperature of several body parts as elements of
feature vectors. From the Cross-Validation experiments, the usefulness of the method was
confirmed in case the target was lightly dressed.

Key Words:
Clothing Insulation
Predicted Mean Vote
Thermography
キーワード:
着衣量
PMV
サーモグラフィ

本稿では、熱画像を用いる着衣量推定手法の確立を目的とする。着衣量を推定する事により、温熱
環境指標である PMVを非接触に算出可能となり、PMVの利便性が高まる。提案手法では、熱画
像のパターンマッチングを行う。推定対象の熱画像とテンプレートとの特徴量ベクトルを抽出し、
これらの類似度から推定を行う。特徴量ベクトルの要素には、身体の数箇所の部位の平均放射温度
を用いる。提案手法の有効性を検証するため、T シャツの着衣枚数を変えて熱画像の撮影を行い、
テンプレートを作成した。テンプレートを用いる提案手法をクロスバリデーションにより評価した
ところ、比較的軽装の場合での精度の良い着衣量推定の可能性が示唆された。

14 Stability verification and improvement of hybrid dynamic testing
数値シミュレーションを融合したハイブリッド動的試験における安定性の検討と対策

◦Ikuo Hama (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ.of Agriculture and Technology
◦ 濱 郁夫 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×

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

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Performing the test using the actual structures is effective. But it is difficult to test in practice
if the specimen giant or dangerous. Than, the method to split the structure, carry out the
simulation and experiment on each part of structure, and use the analysis results have been
studied. This method is called “hybrid testing” in this study. We examined the unstable
phenomenon due to delay of the actuator,which is a problem in hybrid testing.To resolve them,
we designed a controller using the DMM method and verified the performance by simulation
and experiment.

Key Words:
Hybrid testing
HILS
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キーワード:
ハイブリッド試験
ヒルズ
位相遅れ

実際の構造物を用いて試験を行うことは最も効果的である。しかし、試験体が巨大であったり、危
険であったりする場合、実験装置の制約から、実際に試験を行うことは難しい。そこで構造物を分
割してそれぞれに対して数値シミュレーションと動的試験を行い、解析結果を融合する手法が研究
されている。本研究ではこれをハイブリッド試験と呼称する。本研究ではハイブリッド試験でしば
しば問題となるアクチュエータの遅れなどに起因する不安定現象について考察を行った。その解決
方法として DMM 手法を用いてコントローラーを設計し、シミュレーションや実験により検証を
行った。
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15 Active Vibration Control via IDCS Inputting Disturbance
外乱入力型 IDCSによるアクティブ制振

◦Kohei Nishizaki (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
◦ 西崎 浩平 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:
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Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of 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

Since Japan is a highly seismic country, the development of vibration control devices is
promoted. In particular, active vibration control devices attract attentions because the system
is effective in high buildings. However, it is that the vibration of buildings is detected by
sensors and reduced by the actuator, so there are some problems such as rising cost and the
destabilization of the system due to the sensor noise and spillover. The aims of this research
are to reduce sensors, to stabilize the system by application of IDCS Inputting Disturbance
and to confirm the efficacy.

Key Words:
control engineering
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キーワード:
制御工学
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スピルオーバ

地震大国である日本では，建物の崩壊，損傷を防ぐため，制振装置の開発が進められている．特に、
アクティブ制振装置は，高層建物において効果を発揮し，注目を集めている．しかし，センサによっ
て建物の振動を検知し，アクチュエータの動作による反力を利用し，振動を抑制するといったシス
テムであるため，センサが増えることによるコストの増大や，ノイズ，スピルオーバの影響による
システムの不安定化といった問題がある． 本研究では，外乱入力型 IDCSを適用し，センサの削
減，システムの安定化を図り，有効性を確認する．

16 Behavior Expression and Control for Cleaning Robot based on Kinect
Kinectを用いたユーザによるロボット掃除機の行動の制御と表出

◦Takuya Akiyama (B4), Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, Kanagawa Institute of Technology
◦ 秋山 拓也 (B4) 神奈川工科大学 創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科
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Technology
山崎 洋一 (准教授) 神奈川工科大学 創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科

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

Domestic robot such as cleaning robot needs to coexist in home environment. This type of
robot needs two function. One is casual expressive function to describe its behavior to human,
and the other is natural user interface to grasp the intention of human around the robot.
Action expression for cleaning robot is proposed, where cleaning robot express its behaviors
such as direction and speed to human around the robot. This expression implemented as
human symbiosis robot system with gesture control based on Kinect.

Key Words:
Kinect
Cleaning Robot
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キーワード:
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ロボット掃除機
行動表出

人間の生活環境で人と共生するロボット家電が家庭に普及している。 人とロボットが共生するに
は、ロボットは動作行動を人に対してわかりやすく表出する必要があるが、現在のロボット掃除機
には不足している。そのため人がロボットの行動を予測することができずに衝突してしまう危険性
がある。この問題を解決するために、ロボットが人を回避すること、人がロボットを回避すること
が必要である。本研究では、Kinect用いてロボット掃除機が人を回避するための動作制御システム
構築及びWinkerによる人に対してわかりやすい行動表出行う。Winkerによる表出のわかりやす
さへの評価をアンケートで評価する。
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17 Human Body Communication to Accelerate Smart Life
自分自身がケーブルに？スマートライフを加速する人体通信

◦Dairoku Muramatsu (D2), Dept. of Human and Engineered Environmental Studies, Univ. of Tokyo
◦ 村松 大陸 (D2) 東京大学 人間環境学専攻
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Ken Sasaki (Prof.), Dept. of Human and Engineered Environmental Studies, Univ. of Tokyo
佐々木 健 (教授) 東京大学 人間環境学専攻

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

Human body communication (HBC), which utilizes the human body as a transmission medium,
is proposed as the data transmission way among the wearable devices. HBC is expected to
become a unique manmachine interface because a transmission path can be established only
when the user touches the target device. This also contributes to smaller power consumption
and low radiation. The figure shows an electric field around two human models which linking
their arms. The HBC device was worn on the wrist of the male model. In the workshop,
visitors can experience HBC by using our prototype device.

Key Words:
Human body communica-
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キーワード:
人体通信
ウェアラブル
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スマートウォッチをはじめとし，身につけても気にならないほど小さく軽い「ウェアラブル」デバ
イスは未来の技術ではなくなった．そして今，人体周辺デバイス同士の通信方式として「人体通信」
が注目されている．人体通信では，通信対象となるヒトやモノに「触れる」ことで人体が信号の伝
送路として作用するため，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，通信対象
は触れたものに限定されるため，高秘匿かつ低消費電力で通信できる．右図は，手首に人体通信デ
バイスを装着した男性が，女性と腕を組んだときに，男性側から女性側へ信号が伝搬する様子を示
している．当日はデモ機を用意し，来場者に人体通信を体験してもらう．

18 A Fast Mask Optimization Algorithm for Optical Lithography

◦Ahmed Awad (D2), Communications and Computer Engieering., Tokyo Institute of Technology
◦

E-mail:
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Atushi Takahashi (Prof.), Communications and Computer Engineering, Tokyo Institute of Technology

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

As advanced technology nodes continue shrinking, a lithographic process is susceptible to
process variations that would degrade the lithographic yield. Therefore, the industry relies
heavily on Optical Proximity Correction (OPC), in which mask layout is iteratively adjusted,
to improve image quality. In this research, we propose new OPC algorithm to find a good mask
solution for a given target layout with good robustness against process variations within a short
computation time. Our experimental results show that our proposed algorithm outperform the
top 3 teams in ICCAD 2013 contest.
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19 The performance improvement by H2 plasma of photocatalyst using cu plate
銅板を用いた光触媒の H2プラズマ処理による性能向上
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Since the TiO2 photocatalyst only responds to ultraviolet light, the study of photocatalyst for
indoor use have been conducted. Studies of the photocatalyst supported with copper have been
done. The results show that the performance is improved by changing the ratio of Cu(I) and
Cu(II). Therefore, we think that a H2 plasma treatment would improve the performance of a
sintered TiO2 on a cu plate. The purpose of this study is to examine whether the performance
of a sintered TiO2 on a Cu plate is improved by H2 plasma surface treatment or not, using a
reduction test of formaldehyde concentration.

Key Words:
photocatalyst
TiO2
plasma
キーワード:

TiO2光触媒は紫外光にしか反応しないため、室内向けの可視光応答型光触媒の研究が行われてい
る。最近では銅を使った光触媒の研究が行われており、一価の Cuと二価の Cuの比率を変えるこ
とで性能が変化することがわかっている。そこで、銅板の上に TiO2を塗布焼結し、H2混合プラ
ズマ処理により一価の Cuと二価の Cuの割合を変化させることで簡単に可視光応答型光触媒を作
成でき、性能を向上させることができると考えた。本研究では、プラズマ処理前後におけるホルム
アルデヒドの処理能力を調べることにより性能評価を行い、性能を向上させることを目的とする。

20 The development of database system about the functional balanced meal
機能性・食事バランス DBSの開発

◦Kazuki Innami (B3), Dept.of Horticulture, Univ.of Chiba
◦ 印南 一生 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail: acha1143@chiba-u.jp
twitter: × facebook: ○

Takeo Shiina (Prof.), Dept.of Enviromental Horticulture, Univ.of Chiba
椎名 武夫 (教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

Recently, due to the changes of eating habits, the patient number of the life style-related
diseases is increasing. It is expected that taking the balanced meal containing heath promoting
functional components can possibly prevent the lifestyle-related diseases. Therefore, in this
study, we developed the database system by compiling the data of food component, dietary
reference intakes, and functional components on the Web to support the people to create their
own ideal balanced meal and improve their eating habits through internet.

Key Words:
functional components
food components
database system
キーワード:
機能性成分
栄養成分
データベースシステム

近年、食生活の変化により生活習慣病患者が増加している。栄養バランスに優れ、機能性成分を多
く含む食事をとることで、生活習慣病の予防につながることが期待される。本研究では、理想的な
食生活の実現を支援するため、栄養成分、機能性成分、食事摂取基準等に関するデータを集積し、
インターネットを通してそれらの情報を提供するデータベースの開発を行った。
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21 Active Noise Control for Motor Sound of Home Robot
小型ロボットの低騒音下を想定したモータの騒音制御

◦Keisyu Akutsu (B4), Home Electoronics, KAIT
◦ 阿久津 敬修 (B4) 神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発学科
E-mail: s1133011@cce.kanagawa-it.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Yoichi Yamazaki (Assoc. Prof.), Home Electoronics, KAIT
山崎 洋一 (准教授) 神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発学科

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

Active noise control method for motor is proposed for robot to fit in home environment, where
friendly sound is created as a combination of the motor sound noise and the tuning sound
effect according to the motion. The proposed method is applied to the AHOGE, which is an
antenna hair type object to generate empathy. The proposed auditory presentation realizes
dual familiarity by existing visual way and auditory way.

Key Words:
Sound Noise
Familiarity
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キーワード:
騒音
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重畳

本研究では会話が成り立つ程度の低騒音下でのモータ騒音を利用し，モータ騒音と調整効果音を重
畳させて聴覚的に親しみやすい調和音を精製するシステムを提案する．家庭に普及されているロボッ
トは視覚的な親しみやすさがあるが，モータ騒音が聴覚的親しみやすさを阻害している場合がある．
視覚的に親しみやすい触角型感情表出ロボット共感アンテナ AHOGEを用いてモータ騒音と調整
効果音を重畳させ，聴覚的な親しみやすさを実現可能にする．会話が成り立つ家庭内のような低騒
音下で活躍するロボットに応用可能であり，視覚聴覚両方の親しみやすさを得ることで，身の回り
のロボットがより親しみやすい存在になる．

22 Design of Fractional PID Controller ’s Gains by Using Parameter Space Method
パラメータ空間法を用いた分数階微積分要素を持つ PIDコントローラの安定ゲイン設計

◦Yusuke Shiota (M2), Dept. of Human Mechatronics Systems, Tokyo Metropolitan Univ. (TMU)
◦ 塩田 裕介 (M2) 首都大学東京 ヒューマンメカトロニクスシステム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yasuchika Mori (Prof.), Dept. of Human Mechatronics Systems, Tokyo Metropolitan Univ. (TMU)
森 泰親 (教授) 首都大学東京 ヒューマンメカトロニクスシステム専攻

Field: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

Fractional-order calculus is definition how to calculate fractional power. Fractional PID
controller expanded by using fractional calculus has some advantages which classical PID
controller can’t realize. However, the gain of PID is decided by trial and error. In that
case, if we use unfit-gain incidentally, the system will be unstable. We introduce parameter
space method into fractional system and give architects stable parameter space in fractional
system. By using this method, we can get all stable gains from parameter space systematically
even in control system being difficult to analyze.

Key Words:
Fractional Differential and
Integral Calculus
PID Controller
Parameter Space Method
キーワード:
分数階微積分
PID コントローラ
パラメータ空間法

分数階微積分とは，分数次数に対しても微積分を定義する概念である．この分数階微積分を用いて
微積分要素を拡張した PIDコントローラは従来の PIDコントローラでは実現できなかった振動除
去などの応答を実現することができるなどの利点を有する．しかし，その設計パラメータであるゲ
インの値は試行錯誤的に決められているのが実情であり選ぶパラメータによっては制御系が不安定
になる．本研究では，分数階 PIDコントローラを含む制御系に対してパラメータ空間法を導入し，
安定ゲインの解集合を図的に空間分布として与える．これによって，解析が複雑になりがちな分数
次制御系においてもシステマティックにすべての安定ゲインを与えられる．
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23 Evaluation of Propagation in Wireless Body Area Network Using Ultra-Wide Band
超広帯域無線を利用した無線ボディエリアネットワークにおける伝搬評価

◦Kazuya Momose (M1), Dept. of Electrical Engineering, Univ. of Meiji
◦ 百瀬 和也 (M1) 明治大学 電気工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Tetsushi Ikegami (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Univ. of Meiji
井家上 哲史 (教授) 明治大学 電気工学専攻

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

The wireless body area network (WBAN) is expected to be used as a wireless communication
technology for health care and medicine. The WBAN is required for its high reliability.
However, the WBAN is affected by the human body. Therefore, we conducted an experiment
attached an antenna to the human body, and we measured the propagation characteristics on
the surface of the human body using ultra-wide band (UWB) technology which has low power
consumption and interference-resistant features. In addition, we evaluated the bit error rate
(BER) by propagation simulations using the measurement data.

Key Words:
Wireless Body Area Net-
work (WBAN)
Ultra-Wide Band (UWB)
Bit Error Rate (BER)
キーワード:
無線ボディエリアネットワーク
超広帯域無線
符号誤り率

医療やヘルスケアに向けた無線通信技術として無線ボディエリアネットワーク（WBAN）が期待さ
れている。生体情報等を通信するWBANには高い信頼性が求められるが、伝搬する際に人体の影
響を受けると考えられる。ゆえに、本研究は低消費電力および耐雑音特性をもつ超広帯域（UWB）
無線を利用して、アンテナを人体に装着した実験を行い、人体表面上における伝搬特性を測定した。
さらに測定した伝搬特性を伝搬路とした伝搬シミュレーションを行い、符号誤り率（BER）を指標
とした評価を行った。

24 Estimation of Light Wavelength in Acceleration Plethysmography under the Stress
ストレス負荷時における指尖加速度脈波の計測光波長依存性

◦Kunichika Sasaki (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 佐々木 邦恭 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yuka Maeda (Assist. Prof.), Systems and Information, Univ. of Tsukuba
前田 祐佳 (助教) 筑波大学 システム情報系

Field: Biomedical engineering
分野: 生物系　人間医工学

Acceleration plethysmography (APG) is one of the methods for evaluating the arteriosclerosis.
APG is non-invasively measured by near-infrared or green light. APG is an important index
for daily health monitoring. In addition, there is possibility that APG is influenced by
psychological stress. The purpose of this research is verifying that psychological stress is
detected by APG. In an experiment, we measured the APG using near-infrared and green
lights in resting state and under stress. The result suggested that APG by both lights can be
used to estimate stress.

Key Words:
Acceleration plethysmogra-
phy
Stress
Measurement light wave-
length
キーワード:
加速度脈波
ストレス
計測光波長

加速度脈波は動脈硬化度を評価する 1つの手法である. 加速度脈波は近赤外光や緑色光により非侵
襲的に計測されるので, 日常的な健康管理の重要な指標である. さらに, 加速度脈波は精神的なスト
レスの影響を受ける可能性がある. 本研究では加速度脈波によってストレスを検出できるかの検証
を目的とする. 近赤外光と緑色光を用いて安静状態とストレス負荷状態の加速度脈波を計測する実
験を行った. その結果, 加速度脈波でストレスを検出できる可能性が示唆された.
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25 Let’s measure polymer hardness! -Measurement of polymer coating using SAW-
音を使って硬さを見てみよう! 弾性表面波を用いる塗膜の観察

◦Yusuke Chiba (M2), Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba
◦ 千葉 裕介 (M2) 筑波大学 システム情報工学研究科
E-mail: chiba@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Tadashi Ebihara (Assist. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
海老原 格 (助教) 筑波大学 システム情報系

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

A measurement method of curing condition of photopolymer using propagation characteristic
of surface acoustic wave (SAW) was proposed. Insertion loss of the SAW and hardness of the
photopolymer were measured, and relationship between the insertion loss and the hardness was
obtained. In experiment, it was found change of the insertion loss corresponds to curing process.
Moreover curing of the coating was observed in synchronised timing changing the insertion
loss. In conclusion, we found the curing condition of the photopolymer can be estimated by
measuring the insertion loss of the SAW.

Key Words:
surface acoustic wave
photopolymer coating
curing process
キーワード:
弾性表面波
光硬化性樹脂塗膜
硬化過程

光硬化性樹脂塗膜の硬化状態評価法の確立を目的とし，弾性表面波 (SAW)の伝搬特性変化から硬
化状態を推定する手法の検討を行った．具体的には，基材上に形成された光硬化性樹脂塗膜を伝搬
する SAW の挿入損失を測定し，硬化過程における経時的変化ならびに塗膜表面の硬さを測定し，
両者の関係を比較した．実験の結果から，SAWの挿入損失は光硬化性樹脂塗膜の硬化進行に伴い
変化することを確認した．また SAWの挿入損失が大きく変動するタイミングで硬化が開始する現
象が観察された．すなわち，SAWの挿入損失の経時変化を測定することで，これまで難しかった
光硬化性樹脂塗膜の硬化の進行を測定できることを明らかにした．

26 Optical Measurement of Large Amplitude Wave Propagation in Membranophone
膜鳴楽器における大振幅波動伝搬の光学計測

◦Takeshi Onitsuka (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 鬼塚 武司 (M1) 筑波大学 知能機能システム
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.), Information and Systems, Univ. of Tsukuba
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 システム情報系

Field: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

A measurement method for displacement and gradient of membrane at one point was
constructed. This uses two pairs of optical system detecting position of laser light reflect
on membrane. Using this method, velocity of wave propagation was estimated from the
information at one point. This will contribute to the accurate estimation of the membrane
shape from scanned data. Vibrations of membranes with different stiffness were measured
for comparison. As a result, the difference of wave propagation velocity was observed by the
measurement at one point using the displacement and gradient data.

Key Words:
vibration
membrane
wave propagation
キーワード:
振動
膜
波動伝搬

本研究では、膜面の１点における変位と傾斜を測定する手法を構築した。本手法は、膜面で反射し
たレーザー光の位置を検出する光学系を２組用いる。波動方程式を用いると、変位と傾斜から伝搬
する波の速さを推定することができた。さらに振動する膜面を走査した場合、本手法は振動する膜
の高精度な推定に利用出来る可能性がある。また、本手法を用いて、異なる膜の振動を測定し比較
した。その結果、変位と傾斜の情報を用いると１点における情報から波動伝搬速度の違いなどが観
測可能であることが示された。
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27 Estimation of PWV measurement in a standing position using pulse sensor
脈波センサを用いた立位時 PWV計測の推定

◦Yu Nishimaki (M1), Dept. of Inteligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 西巻 祐 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×

Yuka Maeda (Assist. Prof.), Systems and Information, Univ. of Tsukuba
前田 祐佳 (助教) 筑波大学 システム情報系

Field: Biomedical engineering
分野: 生物系　人間医工学

Measuring PWV is used as one of the indices of arteriosclerosis. Usually, PWV measurement
is performed with wearing piezoelectric cuff in the dorsal position. If it can be measured
continuously, illness can be found and diagnosed in an early stage. In order to realize
measurement of PWV continuously, it is desirable to measure possible in a standing position.
In this study, we estimated PWV in a dorsal position by using PWV in a standing position. We
measured PWV of several persons and performed regression analysis. The results suggested
usefulness of PWV measurement in the standing position.

Key Words:
Pulse wave velocity
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キーワード:
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現在，血管の老化あるいは動脈硬化の指標の一つとして脈波伝播速度（PWV）が利用されている．
PWVは体表面の異なる 2点で脈波を集録し，その 2点の時間差と 2点間の距離から計測される．
通常，仰臥位にて上腕と足首に圧電カフを巻き PWV計測を行う．PWVの日々の計測から異常値
が検出されれば，より早い対策をとることが可能となるが，この方法では日常的に計測を行うこと
が困難な状況にあるため，脈波センサを用いて立位による PWV計測を実現する必要があると考え
た．そこで，立位の PWVから仰臥位の PWVへの推定を行うことを本研究の目的とし，実験の結
果，立位における PWV計測が可能であることが示唆された．

28 Study on the mathematics computer test using Sequential Question Form
連問形式による数学コンピュータテストに関する研究

◦Masahiro Yoshiwara (M2), Department of Human System Science, Tokyo Institute of Technology
◦ 吉原 正寛 (M2) 東京工業大学 人間行動システム専攻
E-mail: yoshiwara.m.aa@m.titech.ac.jp
twitter: × facebook: ○

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 proposed “Sequential question form” in Computer Based Testing system which is adapted
to the mathematics tests in Japanese high school “Mathematics IA”. Examinees often solve
the item using the answer of the previous item in the test. “Sequential question form” is the
test form that shows the item one by one and it offers the correct answer of the previous item.
Therefore, an examinee can solve the current item even if s/he makes a mistake in the previous
item. We might measure the accurate ability by using the form. According to the result, it
was suggested that the form is effective.

Key Words:
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コンピュータテスティングシステムを用いた数学 IAの連問形式の試験を提案し、実験と結果の分
析を行った。通常、大問形式は、複数の小問で構成されており、小問間の独立性が欠如している場
合がある。小問を計算ミスで誤答した場合、次の小問を解く能力があったとしても、続けて誤答と
採点されてしまうためである。連問形式では、解答後に後戻りできない制約を設けた上で、小問の
表示の際に前の小問の正答が表示され、前の小問で計算ミスをした場合でも表示された正答を使用
できるため、小問間の独立性が期待できる。高校生を対象に連問形式による試験を受講させた。実
験の結果、連問形式により、独立性の確保がなされることが示唆された。
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29 Gaming Humanoid: A Video-Game Playing Robot with Humans
ゲーミングヒューマノイド: 人とともにビデオゲームをするロボット

◦Junya Hirose (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 廣瀬 旬哉 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: junya@ai.iit.tsukuba.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Kenji Suzuki (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
鈴木 健嗣 (准教授) 筑波大学 システム情報系

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

This study proposes “Gaming Humanoid” which is able to play video game with human. In
the field of entertainment robotics and Human-Robot Interaction (HRI), it is important to
arouse one’s curiosity. We have endowed a humanoid robot NAO with a capability for playing
video games in real gaming environment based on image processing. Through the preliminary
experiment, we confirmed that the gaming humanoid was able to play Japanese drum music
game and typical tennis video game, in a similar manner of human play. In this study, we
describe the design and evaluation of the developed system.

Key Words:
Humanoid
Game
Human-Robot Interaction
キーワード:
ヒューマノイド
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ヒューマンロボットインタラクショ
ン

本研究は，人とともにビデオゲームをするゲーミングヒューマノイドを提案する．エンターテイメ
ントロボットやヒューマンロボットインタラクションにおいては，人の好奇心を喚起することが重
要である．そこで，実際のゲーム環境においてゲームプレイが可能なヒューマノイドロボットを実
装した．ゲーム中，ロボットは画像処理に基づき自然にゲームプレイを行う．実験結果より，提案
するゲーミングヒューマノイドは，太鼓の音楽ゲームとテニスゲームを人と同じようにプレイ可能
なことが示された．本稿では開発したシステムの設計，及び評価を述べる．

30 Development of the test method of fresh produce by the transportation
輸送による青果物が受ける損傷の試験方法の開発

◦Kouki Osamura (B3), Dept. of Horticulture, Univ.of Chiba
◦ 長村 光起 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail: acca1148@chiba-u.jp
twitter: × facebook: ○

Takeo Shiina (Prof.), Dept. of Environmental Horticulture, Univ. of Chiba
椎名 武夫 (教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

There’s a decreasing tendency of fresh produce consumption in Japan because of the declining
birth rates. Meanwhile, there’s a growing demand of fresh produce in foreign country due to the
increasing interest in Japanese foods. Many factors affect the quality of fresh produce during
the marine transport, a potential transport procedure for exportation. To reduce mechanical
injury and to design an optimal condition of packaging during transportation, the current
research addressing the development of the test method for shock and for the stacking fatigue
of transport packages will be conducted.

Key Words:
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現在、日本国において少子化の影響などにより青果物の消費量が減少しマーケットの縮小が見込ま
れる。他方、海外では世界的な日本食のブームにより、今後伸びていくと考えられる有望なマーケッ
トが多数存在しており、輸出の増加が見込まれる。島国である日本からの輸出手段としては、コス
トを考慮するとコンテナを使った海上輸送が主体となる。海上輸送で青果物を運ぶ場合、温度、湿
度、衝撃など様々な環境因子が品質に影響を及ぼす。その中でも特に青果物へ影響が大きいと考え
られる、積み込み・輸送による衝撃の試験方法の開発及び輸送容器の耐久性評価方法について検討
を行う。
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31 Development of a pivot joint which has automatic recovering mechanism
すべり関節のための自動回復機能を有する関節機構の開発

◦Shunsuke Takazawa (M2), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, The University of Electro-
Communications
◦ 高澤 駿介 (M2) 電気通信大学 知能機械工学専攻
E-mail: takazawa@hi.mce.uec.ac.jp
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Hiroshi Yokoi (Prof.), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, The University of Electro-
Communications
横井 浩史 (教授) 電気通信大学 知能機械工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

It is difficult to develop a joint mechanism has enough stiffness and strength, though it is
needed to develop small size multiple DOF robot hands. In this study, we developed a pivot
joint mechanism has high stiffness and durability. The joint consists of two links joined a wire
and a super elastic alloy (SEA). It obtains high stiffness by the wire through the joint axis,
and durability by the SEA joined the wire transmitting tension to it. When the wire transmits
over load, the joint is protected by buckling the SEA. We confirmed the availability of proposal
mechanism by using a prototype.

Key Words:
Pivot joint
Super elastic alloy
Automatic recovering
キーワード:
すべり関節
超弾性合金
自動回復機能

高機能な電動義手などのために，近年多くの関節自由度を持ち，かつ小型・軽量なロボットハンド
の開発が進められているが，関節の剛性を保ちながら過負荷に耐える関節機構の実現は困難であっ
た．その実現のために本研究ではワイヤと超弾性合金を用いたすべり関節機構を開発した．本機構
は，回転中心を通るワイヤでリンクを接続することで高い剛性を，キャップに固定された超弾性合
金線材をワイヤの張力を伝達させることで圧縮して座屈させることで関節の破壊防止を，実現する．
試作機を用いた実験により関節の十分な剛性と過負荷時の関節保護機構の動作を確認した．これに
よりロボットハンドの把持性能と耐久性の向上を実現した．

32 Modeling of the relation between muscle activity and joint motion induced by FES
機能的電気刺激により誘発される筋活動と関節運動における刺激波形に応じたモデリング

◦Mai Nozakura (B4), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, the University of Electro-Communications
◦ 野櫻 舞 (B4) 電気通信大学 知能機械工学科
E-mail: nozakura@hi.mce.uec.ac.jp
twitter: × facebook: ×

Hiroshi Yokoi (Prof.), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, the University of Electro-
Communications
横井 浩史 (教授) 電気通信大学 知能機械工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Functional electric stimulation is an effective way to rehabilitate the motor function of paralyzed
limbs. However, the appreciate waveform of electric stimuli for rehabilitation is not clear. It is
needed to make trial and error to decide proper stimulation parameters. Then we should model
the relation between muscle activity and joint motion induced by electric stimulation. However,
it is found the model depends on parameters of waveform through preliminary experiments. In
this paper, we conducted some experiments with various parameters of waveform to construct
models for each parameter.

Key Words:
Functional Electrical Stimu-
lation
Muscle activity
Modeling
キーワード:
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モデリング

肢体麻痺患者のリハビリテーションのために、機能的電気刺激が有効であるが、付与する刺激波形
のパラメータとその効果との関係は明らかになっておらず、試行錯誤的に刺激を行う必要がある。
これを解決するには電気刺激に誘発される筋活動と関節運動との関係をモデル化しなければならな
いが、予備実験によりそのモデルは刺激パラメータに依存することがわかった。本稿では各刺激パ
ラメータに応じたモデル構築手法の確立のために、網羅的にパラメータを変えた測定実験を行った。
具体的には、健常者を対象に大腿四頭筋に電気刺激を施したときの筋活動を超音波診断装置で測定
し、そのときの膝伸展角度との関係のモデルを構築する検証実験を行った。
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33 Combined Use of Low Temperature and MAP for Long-term Storage of Muskmelon
低温とMA包装の組み合わせによるメロンの長期貯蔵

◦Fumika Yanagisawa (B3), Dept.of Horticulture, Univ. of Chiba
◦ 柳澤 郁果 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail: acsa1199@chiba-u.jp
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Takeo Shiina (Prof.), Dept.of Environmental Horticulture, Univ. of Chiba
椎名 武夫 (教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

Melon is one of the climacteric fruits which requires a certain period of storage before reaching
the optimum eating stage after harvest. It makes consumers difficult to judge the timing of
consumption. In this study, we try to develop a long term storage method of melon by combing
the low temperature storage and the modified atmosphere packaging (MAP) to provide the
melon to the consumers at the best maturity stage. In this report the results of the storage
test by using musk melon under tow different packaging conditions and two different storage
chambers.

Key Words:
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青果物の品質保持については，温度・湿度・ガス組成の主要 3環境因子の最適な組み合わせが不可
欠である．本研究では，MA包装を施したマスクメロンを用いて，主要 3環境因子を同時最適化す
るための技術開発を目的とした．この技術が確立されれば，日本から世界へメロンの海上輸送が可
能になり，輸出促進に貢献できると考える．

34 The influence of Storage Condition on Quality in Fresh-cut fruits
保蔵環境がカットフルーツの品質に及ぼす影響-採れたて果実よ、いつまでも-

◦Yoshiharu Takiguchi (B3), Faculty of Horticulture, Univ. of Chiba
◦ 滝口 祥春 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail: acua1169@chiba-u.jp
twitter: × facebook: ×

Yukiharu Ogawa (Assoc. Prof.), Dept. of Environmental Horticulture, Univ. of Chiba
小川 幸春 (准教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

The demands of fresh-cut fruits are increasing in terms of high convenience in the world, and
that is expected to develop moreover. However, removing the skin of fruits causes deterioration
of fresh-cut fruits. Therefore, the new storage technology is required. Recently, various studies
about the storage technology of fresh-cut vegetables are carried out. In this study, the technique
was applied to storage of fresh-cut fruits and the change of fresh-cut orange with modified
storage condition was measured. Results investigated that air and light condition affected to
the quality of the sample.

Key Words:
fresh-cut fruits
fresh-cut vegetables
modified storage condition
キーワード:
カットフルーツ
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現在，カットフルーツは利便性が高く国内外を問わず需要が増加している．さらに，消費者の簡便
志向の高まりから，カットフルーツの需要はさらなる発展を期待できる．しかし，加工過程で表皮
が除去された果実は傷みやすく，ビタミンの損失等により品質の劣化が生じる．したがって，それ
らの問題を解決する技術の確立が急務とされている．これまで，カット青果物の一つであるカット
野菜の保蔵技術に関しては様々な研究が行われてきた．本研究では，そのうち空気や光に関する保
蔵技術を同じカット青果物であるカットオレンジに用いた．その結果，保蔵環境がカットオレンジ
の品質に影響を及ぼすことが確認された．
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35 The influence of stimulation position on muscle contraction with FES
機能的電気刺激における刺激位置が筋収縮に及ぼす影響

◦Yuki Sato (M2), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, University of Electro-Communications
◦ 佐藤 佑樹 (M2) 電気通信大学 知能機械工学専攻
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Hiroshi Yokoi (Prof.), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, University of Electro-Communications
横井 浩史 (教授) 電気通信大学 知能機械工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Precisely point stimulation is needed for efficient functional electrical stimulation (FES) because
the stimulation of the motor point makes the muscle to contract the most. However physical
therapists have difficulties of determining the position of motor point, because the position
of motor point is different among individuals. Therefore the purpose of this research is to
develop the automated FES electrodes positioning system which can stimulate the motor point
precisely. In this paper, 2 types of stimulation patterns are applied to tibialis anterior using
5x5 electrodes alley.

Key Words:
functional electrical stimu-
lation (FES)
stimulation point
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キーワード:
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刺激位置
多点電極

電気刺激を付与して筋収縮を促す機能的電気刺激は，脳血管障害等で引き起こされる麻痺のリハビ
リを目的として行われている．しかし刺激位置には個人差があり，また疼痛が発生する可能性もあ
るため，刺激位置を決定するには困難が伴う．本研究では，電気刺激装置の出力を多数の電極に選
択的に分配できる刺激選択装置を使用し，刺激位置を自動決定するシステムの構築を目的とする．
本発表では 5枚× 5枚からなる電極アレイを使用し，前脛骨筋に 2種類の刺激方法 (隣接電極によ
る走査，ランダムな 2点)による刺激を行った．その結果，走査型では単峰性の結果が得られたが
疼痛が発生し，ランダム型では 90通り中 9通りで関節角度変位が発生した．

36 Relationship between mechanical property and elution of emulsion gel
エマルションゲルの力学的特性と溶出性の関係

◦Hanau Chiba (B3), Dept. of Environmental Horticulture, Univ. of Chiba
◦ 千葉 羽成生 (B3) 千葉大学 環境園芸学専攻
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小川 幸春 (准教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

An emulsion gel includes oils and fats. It is available as model of many manufacture foods.
Structure of a food is destroyed by chewing, and human can feel a flavor because a component
elutes. Then, it is indicate that mechanical property of foods and elution speed of an ingredient
influence the flavor of a food. In addition, after the food is in a body, component elution
phenomenon is related to digestion and absorption. The purpose of this study is to investigate
relationship between diffusion phenomenon of added component and mechanical property as
the model of manufacture foods with gel.
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キーワード:
エマルションゲル
溶出性
力学的特性

エマルションゲルとは、油脂を含むゲルであり、親水性、親油性の両成分を添加することが可能な
ため多くの加工食品のモデルとして利用できる。これにより，今までにゲル状食品の力学的特性と
構造の関係が明らかにされてきた． ヒトは咀嚼により食品の構造が破壊され,成分が溶出すること
で，味を感じることができる．このとき，食品の成分溶出速度は食品のおいしさに影響すると考え
られる．また，成分の溶出現象は食品が体内に入ってからの消化や吸収にも関係する．そこで，本
研究ではエマルションゲルを加工食品のモデルとして，添加成分の拡散現象と力学的特性の関係を
明らかにすることを目的とする．
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37 Development and evaluation of 1-DOF myoelectric hands for a partial hand amputee
手部切断患者用筋電義手の開発－中手型切断患者向け単自由度筋電義手の試作と評価－
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Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

A development of a myoelectric hand for partial hand amputee is difficult because a hand
design that considered a shape and a function of a stump part of a patient is needed. Thus,
there are few production examples, it is necessary to develop a myoelectric hand for partial
hand amputee based on experience. Therefore, We developed the hand which fits the partial
left-hand metacarpal type amputee and evaluate the hand by comparing task performance with
the hand and without the hand. As a result, it was revealed that functional decline is occurred
depending on a mechanism of above thumb.
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手部切断患者の筋電義手は、患者の断端部の形状と機能を考慮したハンド設計を要する為、製作が
難しい。また、製作例が少ないことから経験則に基づいて製作せざるを得ず、開発課題が明確では
ない。したがって、左手の中 手型切断患者に合うハンドを作製し、ハンドを装着時・非装着時にお
ける比較評価を行い、開発課題を探った。その結果、拇指MP関節より先に装着する機構次第で機
能低下が起こりうることが明らかになった。

38 Relation between digestibility of rice and preservation method
米の消化性と保存条件の関係～老化米で健康 LIFE～
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小川 幸春 (准教授) 千葉大学 園芸学部

Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

In the world Non-communicable diseases (NCDs) kill 36million people a year, and it tends to
be increased in the future. Starch foods can affect to blood sugar level (BSL) which is related
to NCDs. Rice is one of the most popular starch food, and cooked rice can be preserved by
heat insulation and freezing methods. Therefore, the objective of this study was to investigate
the effect of presevation method on digestibility of cooked rice.There is possibility by applying
this study the digestibility of the cooked rice and BSL are suppressed, and NCDs prevention
and health are promoted.
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生活習慣病は，毎年世界中で 3600万人の死者を出し，今後も増加する見通しがある．日本おいて
は，人口の約半分が生活習慣病であると言われており，死因の約 6割を占めている．生活習慣病の
発症には，糖質食品摂取後の急激な血糖値上昇と深い関わりがある．最も良く食されている糖質食
品の一つである米飯は，調理後すぐ食されるだけでなく，保温や冷凍保存されたのちに摂取される．
本研究では，米飯調理後の保存条件によって，米飯の消化率が異なることを明らかにした．これを
米飯の加工技術として応用することで，米飯の消化率および血糖値の上昇を抑制し，生活習慣病の
予防や健康促進にも寄与する可能性がある.
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39 Study on medication check support system by using“ Intelligent medication glass”
服薬用コップを用いた服薬確認支援システムに関する研究
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Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

In recent years, medication is performed as an effective cure. However, the problem has
occurred by a patient forgets to take medicine. Moreover, it has also been a problem that
medication record required for medical treatment cannot be recorded correctly. For example,
patients sometimes mistake the records. In this research, we propose “Intelligent medication
glass” which is a glass attached a pressure sensor and an acceleration sensor. Then, we intend
to take the accurate taking medication record by using it.
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medication record
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　現在，薬剤治療は有効な治療法として行われている．しかしながら，長期服薬患者等は服薬期間
が長期であること，服用する薬の量が多いことも伴い，飲み忘れによる問題が発生している．また，
患者が飲み忘れたとしても，患者の記録ミスや処方した医師に虚偽の報告をする等，治療に必要な
服薬記録が正しく記録できないことも問題になっている． 　本研究では，服薬時に使用されるコッ
プに圧力センサと加速度センサを取り付けたものを提案し，それを用いて服薬した行動を検知し，
正確な服薬記録を取ることを目的とする．

40 Temperature Dependent Anisotropic Permittivity under Microwave Irradiation
マイクロ波照射下における異方性誘電率の温度依存性測定
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

To measure the temperature dependent complex permittivity and permeability of materials,
measuring systems using cylindrical cavity resonator at a frequency of 2.45 GHz have been
developed. To measure low loss wood material with wide temperature range, TM010
mode cavity resonator system exited by magnetron as power source has been applied. By
measuring transmission or reflection coefficient of the cavity with the temperature using
infrared thermograph, the temperature depending anisotropic complex permittivity can be
obtained.
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マイクロ波加熱

マイクロ波エネルギーは、材料に対して効率よく照射できることから、幅広く利用されている。マ
イクロ波エネルギーを応用する際に、マイクロ波照射対象となる材料の複素誘電率の異方性の温度
特性は、マイクロ波を照射するための共振器などを含むプロセス装置の設計開発にとって重要なパ
ラメータであり、幅広い温度範囲の特性評価が望まれている。ここでは、空洞共振器内部に置かれ
た木材のような異方性を有する材料に対して、マイクロ波エネルギーを照射し、マイクロ波加熱に
より、材料の温度を常温から高温に至るまで変化させると同時に、照射と同一のマイクロ波を計測
に用いることで、加熱材料の複素誘電率の異方性の温度特性評価を行った。
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41 Adaptive Impedance Matching of Transducer for Underwater Acoustic Communication
もうフジツボも怖くない！トランスデューサを能動的に最適化する水中音響通信システム
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Some underwater sensors transmit measured data to observer by underwater acoustic
communication. However, the impedance matching state in underwater communication system
is not always optimized, due to the effect of sea tide and fouling. The impedance matching state
should be optimized during operation. In this report, we propose underwater communication
system with tuner that enables to optimize the matching state. It was confirmed that the
proposed system can always keep the matching state of the communication system as optimized,
and can provide efficient underwater acoustic communication.
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水中に設置されるセンサは，各種水中計測において欠かせない基本的なコンポーネントであり,そ
の多くが水中音響通信によってデータを伝送するものである．しかし，水中音響通信に用いられる
トランスデューサは，潮汐や長期運用時の付着物等の影響によって，インピーダンスが常に整合さ
れているわけではない．そこで，周囲の環境に応じてインピーダンスを常に整合することのできる
チューナ回路を組み込んだ水中音響通信システムを提案する．そして，提案システムはシステム全
体のインピーダンスを常に整合された状態に保つことで，おかれている環境下において尤も効率的
な信号の送受信を実現することを確認した．

42 Non-Invasive Blood Sugar Level Measurement By Millimeter Waves Reflection
ミリ波反射を用いた非侵襲的な血糖値測定

◦Kurosu Misaki (M1), Dept. of Electrical Engineering, Graduate School of Kokushikan
◦ 黒子 美咲 (M1) 国士舘大学大学院 電気工学専攻
E-mail: s4me102z@kokushikan.ac.jp
twitter: × facebook: ○

Nikawa Yoshio (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Graduate School of Kokushikan
二川 佳央 (教授) 国士舘大学大学院 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)

To diagnose diabetic, general method of measuring blood sugar level is to use an enzyme
electrode. It is necessary to collect blood for the measurement. For the diabetics patients
to measure repeated blood sugar level, it is heavy burden for this repetition. Therefore, a
noninvasive technique to measure blood sugar level is one of the most demanding techniques.
In this paper, to perform basic research to measure blood sugar level by using millimeter-wave,
the reflection coefficient of the human model is obtained in the frequency region from 30 to 40
GHz using by electromagnetic analytical method.

Key Words:
Non-Invasive
Millimeter Waves
Blood Sugar Level
キーワード:
非侵襲
ミリ波
血糖値

糖尿病診断において，血糖値の計測方法は，一般的な酵素電極を用いた方法として，採血を行うこ
とが不可欠である．糖尿病の患者や血糖値計測の被験者にとって，度重なる採血によった血糖値計
測は大きな負担となる．そのため，血糖値の非侵襲的測定が望まれている．そこで，本研究ではミ
リ波を用いた血糖値計測の基礎研究として 30 40 GHzにおける生体の血中グルコース濃度によっ
て変化する複素誘電率に対するミリ波の反射係数について電磁界解析を用いて解析を行った。
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43 Study on Bowtie Antenna for Noninvasive Acquisition of Biological Data
非侵襲に生体情報を取得するためのボウタイアンテナの特性検討

◦Kazuya Hiraguri (M1), Graduate School of Engineering, Univ. of Kokushikan
◦ 平栗 一也 (M1) 国士舘大学 工学研究科
E-mail: s4me106f@kokushikan.ac.jp
twitter: × facebook: ○

Yoshio Nikawa (Prof.), Graduate School of Engineering, Univ. of Kokushikan
二川 佳央 (教授) 国士舘大学 工学研究科

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

To obtain biological data noninvasively, applying microwaves which are widely used in various
communication apparatuses can be applicable. The purpose of this study is to examine a
reflection coefficient when the antenna which is emitted microwave in neighbor of the human
body to acquire biological data. In this technique, a reflection coefficient is obtained which is
located or directly contacted to the antenna. The result shows the developed bowtie antenna is
very sensitive to receive the reflection of microwaves from human body and can be applicable
to obtain biological data.

Key Words:
biological data
microwaves
reflection coefficient
キーワード:
生体情報
マイクロ波
反射係数

携帯電話やパソコン、無線 LAN 等様々な電子機器の中で広く使われているマイクロ波によって、
非侵襲に生体情報を取得することが可能かもしれない。高い誘電率を有する人体がアンテナの近傍
にあるとき、アンテナの反射特性にも影響があると考えられる。本研究では、電磁界解析によりア
ンテナを簡易人体モデルの近傍に配置したとき、アンテナの反射係数への影響から、生体情報を得
ることが可能であるか検討した。その結果、人体モデルより反射されたマイクロ波は、アンテナの
反射係数へ影響を与えたため、非侵襲に生体情報を得ることが可能であることを示した。
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表彰について
Awards

The 11th Transdisciplinary-Oriented Workshop for Entrant Researchers (IEEE TOWERS)

では，発表者の意欲を高め，発表の質の向上を目指すという観点からいくつかの賞を用意しまし
た．各賞は３種類に大別されていて，審査員の審査によって決定するワークショップ賞，サポー
ター団体様・スポンサー企業様が協議し決定するスポンサー特別賞，そして IEEE TOWERS

が毎年設定するテーマに最も沿った発表に送られる，ワークショップ特別賞があります．この
ような賞が，参加者の方々のより魅力的な発表と活発な議論の一助となることを，役員一同楽
しみにしております．

ワークショップ賞

ワークショップ賞は，以下の３賞となっております．ワークショップ賞は全て，審査員の投票
により決定されます．審査員は，本ワークショップ実行委員，顧問やアドバイザの方々に加え，
外部の先生方から構成されています．審査員の審査結果に基づいて委員会の審議の上，表彰者
を決定いたします．

●TOWERS Best Award

本ワークショップの発表において，最も優れた発表を行い，かつ最も多くの人とその内容を共
有し，共感を得られた発表者１名が本賞に選ばれます．本賞は IEEE会員が対象になります．
●Outstanding Poster Presentation Award

本ワークショップの発表において，特に優れたプレゼンテーションを行った発表者１名が本賞
に選ばれます．
●Undergraduate Student Award

学部生，高専生などの学生の中で最も優れた発表を行った発表者１名が本賞に選ばれます．
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スポンサー特別賞

本ワークショップのサポーター団体様・スポンサー企業様から発表者の方々へスポンサー特
別賞を予定しています．これらの賞の受賞者は，各サポーター団体様・スポンサー企業様独自
の審査基準により選ばれます．

●The 11th IEEE TOWERS WIE Best Award

女子学生の発表の中から審査員全員による審査で一番良かった発表に対して進呈します．本賞
は IEEE会員が対象になります．
● IEEE TOWERS Supporter’s Group Award

審査基準：かっこよさ
相手を惹きつける強い情熱を持っているか？相手を唸らせるプレゼン力を持っているか？無駄
な説明がなく言いたいことを端的に言えるシンプルな美しさを持っているか？など，審査員が
「最もかっこいい」と感じるプレゼンに対して表彰いたします．
●知能機能システム専攻博士学生会 Good Seed Award

●知能機能システム専攻博士学生会 Good Flower Award

分野横断的な教育研究を目標とする筑波大学知能機能システム専攻の博士学生会は，機械工
学・電気電子工学・情報工学等の様々な分野に関わる基盤的/発展的な研究に対してそれぞれ授
与します．
●スポンサー賞
本ワークショップのスポンサー企業から発表者の方々へスポンサー賞を予定しています．これ
らの賞の受賞者は，各企業様独自の審査基準により選ばれます．

ワークショップ特別賞 (Innovative Research Award)

今回のワークショップは Innovative Research Awardという特別賞を用意しています．ワーク
ショップ中に開催されるロールプレイイベントにおいて，最も投資資金を集めた研究者と、そ
の研究者に投資した投資家の方々が Innovative Research Awardに選ばれます．
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In the 11th Transdisciplinary-Oriented Workshop for Entrant Researchers (IEEE

TOWERS), we have prepared several awards to improve the quality of presentation. These

are largely divided by 3 groups, Workshop Awards, Sponsors’ Special Awards,

and Workshop Special Awards. We hope that these awards help discussion between

participants become more active.

Workshop Awards

Workshop Awards consist of 3 awards showing below. Each award is decided by the voting

of awards committee. The awards committee consists of the workshop executive committees,

the counselors, the advisers and outsider professors. Based on the judgment of them, prize

winners are decided through careful consideration.

●TOWERS Best Award

This award is given to a presenter who announces the most outstanding research

achievement and the most impressive presentation. The winner should be an IEEE member.

●Outstanding Poster Presentation Award

This award is given to a researcher who does an excellent presentation.

●Undergraduate Student Award

This award is the same as standard of review, but recognition target is limited to

undergraduate students or a technical college student.
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Sponsors’ Special Awards

We plan to the awards which are presented by the workshop supporters and corporate

sponsors. The winners will be selected by each supporters ’and sponsors ’unique review

standard.

●The 11th IEEE TOWERS WIE Best Award

This award will be given to one woman researcher whose presentation is considered as the

best by all judges. The winner should be an IEEE member.

● IEEE TOWERS Supporter’s Group Award

Examination standard: Who is the smartest presenter?

Do you have the attractive and strong passion? Do you have the presentation skills which

you can convince the other person completely? Do you have a beautiful simpleness in order

to express your own idea to the other person straight and with economy?

We will elect a smartest presenter which have the above contents.

● IIT Students Forum Good Seed Award

● IIT Students Forum Good Flower Award

Department of Intelligent Interaction Technologies (IIT) at University of Tsukuba set as our

goal providing cross-cutting education and research involving such as mechanical

engineering, electric and electronic engineering, information engineering and so on.

This award will be given to an excellent basic / advanced research by IIT Students Forum.

● Sponsor Awards

These awards are presented by the workshop corporate sponsors. The winners will be

selected by each company’s unique review standard.

Workshop Special Award (Innovative Research Award)

The workshop committee brings a special award, named Innovative Research Award. A

researcher, who collects the most invest fund in the roll-playing event in the workshop, will

and all investors, who give invest fund to the most awarded researcher, will be chosen as this

award.
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Student  
member 

Graduate students Working after graduation 

Member grade or higher grade 
(Senior member/Fellow/Life member) 

15 years within graduation 

Tokyo Young Professionals Affinity Group 
 
 

2014年 Tokyo YPs 役員 
Chair: 大野光平（明治大学）  
Vice Chair: Alex Fung  
Secretary: 佐藤正知（東京都市大学） 
     西宮康治朗(シュルンベルジェ(株))  
Treasure: 小澤佑介（東京理科大学） 
Vice Secretary :  
      小池祐樹（エリクソン・ジャパン(株)） 
Adviser: 竹内精一 
            （IEEE R10 Director 2005-2006） 

最近の主な活動 

キャリアアップ・スキルアップに関する真面目なイベントから, 交流・懇親を目的としたラフな 
イベント, さらにはIEEEのネットワークを活かした国際交流まで, 様々な活動を行っています。 

• 第12回 学生・若手技術者のためのキャリアアップワークショップ， 
         2014年11月15日, 年2回春と秋に開催        （東京都市大学 世田谷キャンパス） 
   ・ 学生と企業や研究所で活躍中の若手技術者・研究者との交流 

   ・ キャリア(学生生活, 就職活動, 将来設計など)についてディスカッション 

• IEEE Workshop on Japanese Industry Promotionの運営, 2014年11月8日-9日 
• キャリアアップ・スキルアップに関するエッセイコンテスト, 2014年6月から9月 毎年開催 

 将来のキャリアや進路に関する希望や不安などについての小論文コンテスト。 
  最優秀賞 (弐万円), 優秀賞 YPs&WIE部門 (壱万円), 優秀賞Undergraduate部門 (図書券五千円) 

 2014年はTYRW実行委員のエッセイが優秀賞に選ばれました!! 
• 三菱電機見学ツアー&ディスカッション(STEP Event), 2014年9月8日 
• IEEE Section Congress 2014に参加，2014年8月22日 (アムステルダム・オランダ) 
• LMAG/Student/YPs/WIE交流会，2014年3月15日 

• 国際会議 R10-HTC2013(仙台)のWelcome Receptionの運営, 2013年8月 

• 富士通見学ツアー&研究者セミナー (STEP Event), 2013年8月8日 

• IEEE R10 Student/GOLD/WIE Congress(ハイデラバード・インド)参加, 2013年7月 

• SAC/GOLD/WIEワイナリーツアー（山梨)，2012年10月27日 

technical career 

soft-skills networking/mentoring 

leadership 

Senior Member 

Fellow Member 

Honorary Member 

Student Member 

ＩＥＥＥ TOWERS (TYRW) Supporter‘s Group  

• TOWERS・TYRWの運営支援とTOWERS・TYRWの実行委員, 卒業生, 参加者の 
  ネットワーク構築を目的に2012年11月に設立されました。 
• 将来性のある”カッコイイ”発表にTOWERS Supporter‘s Group Awardを贈呈しています。 
• TOWERSを卒業したら, ぜひ, TOWERS Supporter‘s Groupへ! 

第11回 キャリアアップワークショップ 

―お問合わせ―  
ホームページ: http://www.ieee-jp.org/tokyogold/index.html , メールアドレス: tokyogold_info@ieee.org 

(Facebook:  http://www.facebook.com/groups/tokyogold/) 
是非、Tokyo Young Professionalsの活動にご参加ください。 

富士通見学ツアー&研究者セミナー 

IEEE Tokyo Young Professionals Affinity Groupとは？ 
2008年11月に日本初のGOLD(Graduates of the Last Decade)Affinity Groupとして設立されました。
2014年より名前がIEEE Young Professionals(YPs)に変更になり、装いも新たに活動をスタートさせる

ことになりました。IEEE Tokyo YPsは学士の学位取得から15年間の若手会員（大学院生を含む）のため
のGroupです。YPsでは、産業界や研究・教育機関で活躍中の新進の若手研究者・技術者との交流により、

将来設計やキャリアアップに関する手掛かりを得られるような活動に取り組んでいます。 IEEE会員である
ことが、キャリア構築の際に１つのメリットと成るようなイベントを、随時、計画しています。 

Young Professionals 

今後も, ワークショップ, 交流会, 
企業見学会,プレゼンセミナー
など企画していきます！ 

Chair: 西宮康治朗 (7th TYRW 実行委員長) 



研究者向けインターンシップ
参 加 者 募 集 中 ！ 
株式会社リバネス 

http://lne.st/internship/ 

1. ウィークエンド型 
研究活動に多くの時間を費やす大学生・大学院生のために「ウィーク
エンド型インターンシップ」を採用。インターンシップ活動と研究活動
の両立を実現することで、研究人材の活躍の場を広げます。 
 
2. 長期プロジェクト実践型 
雑誌制作や実験教室企画を通して、コミュニケーション、プレゼンテー
ションの力に加え、経営、財務、企画、人材育成など、自分の力でビ
ジネスを起こすために必要な力を学びます。参加したインターン生は半
年～2年間の参加を通して、本質的なスキルアップに取り組んでいます。 

サイエンスの魅力を伝えたい。研究経験を活かしながらスキルアップしたい。 

専門知識を活用して新しいビジネスを創りたい。 

そんなあなたの想いを実現できるのが、リバネスのインターンシップ。 

社会へと巣立つ第一歩を、ここから踏み出してみませんか？ 

＜メーカー＞アサヒビール株式会社/味の素
株式会社/アストラゼネカ株式会社/ウォル
ト・ディズニー・ジャパン株式会社/カゴメ
株式会社/カルピス株式会社/キヤノン株式会
社/中外製薬株式会社/株式会社バンダイ/三菱
ウェルファーマ株式会社＜その他＞アクセン
チュア株式会社/アビームコンサルティング
株式会社/栗原国際特許事務所/ /株式会社日
本政策投資銀行/日本ユニシスソリューショ
ン株式会社/株式会社ベネッセコーポレー
ション/ボストン コンサルティング グルー
プ//三菱商事株式会社//株式会社リクルート
ホールディングス/文部科学省　ほか 

卒業生の就職先： 
スキルをいかして 
多方面で活躍中 

インターンシップの特徴： 
サイエンスを分かりやすく伝え、　　
新たなビジネスを創る経験を積めます 

場所：東京・大阪 

活動：毎週日曜日 

実験教室 

 

『someone』 



IEEE JC WIE 
IEEE Japan Council Women in Engineering Affinity Group 

お問合わせはこちらまで 
IEEE JC WIE 事務局 Email: wie@ieee-jp.org URL: http://www.ieee-jp.org/japancouncil/affinitygroup/WIE/ 

ＷＩＥの活動（講演会、パネルディスカッション、懇親会など） 
グローバルな観点での活動を展開し、日本の女性技術者・研究者の育成・支援に貢献 

国内外のロールモデルの紹介 
技術職・研究職の社会認知の推進 
女性技術者・研究者のネットワーク構築 
会員拡大、および会員間の情報共有支援 
 

 大学等との連携 
科学技術振興機構「女性研究者支援モデル育成プログラム」活動 
北海道大学、お茶の水女子大学、名古屋大学、津田塾大学、中央大学など 
  と協力してイベントを実施 
 

 各種学協会・関連団体との連携 
IEEE Tokyo Young Professionals Affinity Groupとの共催イベント 
情報処理学会との共催イベント 

(*)ＩＥＥＥ（アイ‐トリプルイー）とは？ 
160カ国 40万人余の会員から構成される世界最大規模のテク
ノロジー分野の国際的学会です。IEEEの会員は、新たな技術
革新、国際的標準となる規格の制定、そして国を超えた技術
者・研究者のコミュニティ形成に携わっています。 

女性が拓く未来のテクノロジー 
～Women In Engineering 2014～ 

2014/07/05 @東京女子大学 

 

 

会長 石川 佳寿子（(株)ピコサーム） 
副会長 小杉 尚子（高崎健康福祉大学） 

矢野 絵美（リコーＩＴソリューションズ(株)） 

事務局長 稲森 真美子（東海大学） 
副事務局長 野田 夏子（芝浦工業大学） 

永島 寛子（日本電気(株)） 

会計 孫 泳青（ＮＴＴ） 
国際担当 加藤 ジェーン（名古屋大学） 

Basabi Chakraborty（岩手県立大学） 

企画担当 新 麗（(株)インターネットイニシアティブ技術研究所） 

企画担当 岩下 友美（九州大学） 
来住 伸子（津田塾大学） 
高野 千尋（豊島ケーブルネットワーク株式会社） 
時岡 綾（日本マイクロソフト(株)） 
野中 誉子（湘南工科大学） 
山野辺 夏樹（産業技術総合研究所） 

YPs連携 大越 康晴（東京電機大学） 
大学連携 藤枝 修子（お茶の水女子大学） 
前会長／広報 橋本 隆子（千葉商科大学） 
顧問 國井 秀子（芝浦工業大学） 

西原 明法（東京工業大学） 

IEEE JC WIE 役員 2014 

WIE (Women in Engineering) とは？ 

 ＩＥＥＥ(*)内のグループの１つで、テクノロジー分野で活躍する
女性技術者・研究者の自立と連携を支援しているグループです。
私たち（IEEE JC WIE）はその日本支部です。 

女性技術者・研究者の連携を支援 

日本は諸外国に比べて、女性の技術職・研究職の数が
少ないのが現状です。 

技術職・研究職を推奨、キャリア形成・継続を支援 

多様なライフイベントを持つ女性が、それぞれのライフス
テージに応じて、柔軟に長く仕事を続けていける職種の１
つとして推奨し、支援しています。 

IEEE WIEの会員になるには？ 

To join WIE, please visit:  

http://www.ieee.org/web/membership/women/ 
 

IEEE学生会員は、無料でWIEメンバーになることができます。 

ぜひ一緒に活動しましょう！ 

https://www.facebook.com/IEEE.JC.WIE 



12月17日 渋谷ヒカリエにて、大学生 OF THE YEAR 2014 ファイナルプレゼンテーション開催！

◆ エントリー〆切：11月30日◆





X 

関連分野の企業研究者に調査を行ったところ、IEEE Xplore ®で論文を検索した場合他のプラット
フォームで検索するより一日、もしくはそれ以上早く目的の論文に辿り着けたと回答した研究者 

が実に70％を超えました。 

IEEE国内総代理店：丸善株式会社 
 丸善では、機関向けの大型パッケージから小型パッケージまで、お客様のニーズに合わせた様々な 

  IEEEパッケージをご提供しています。また、企業様向けのプリペイド型商品もご提案しております。               
            是非お気軽にお問い合わせください。  

学術機関様向けWebサイト： http://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_ieee01.html  
企業様向けWebサイト： http://www.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_ieee_cp.html  

迅速に文献探しをお手伝い。IEEE Xplore®があなたのひらめきを刺激します。 

 







表紙 Book Cover: 長谷川 孔明 (Komei Hasegawa)

筑波大学大学院 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻
http://hri.iit.tsukuba.ac.jp/

The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers Programs & Abstracts.

2014/11/29 発行 The 11th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 実行委員会
http://www.young-researchers.net/

*無断転載は禁ず．

印刷 : (株)丸善
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