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The 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging
Researchers

実行委員長挨拶
The 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging
Researchers（IEEE TOWERS）を開催するにあたり、実行委員を代表しましてご
挨拶申し上げます。
私たち研究者の卵が、来る未来に向けて手に入れなければいけないものはなんだろ
うか。その答えは様々あるかと思いますが、私たち IEEE TOWERS 実行委員会では
「分野の垣根を越えて共に戦う仲間を見つけること」だと考えています。現実社会に横
たわる問題は、近年、非常に複雑化しておりますが、現状では、そのような問題の解決
を担う研究活動の領域は細分化が進み、さらには分野間の溝が深まりを増しています。
分野横断的に問題解決の糸口を探ることが求められる中、それぞれの分野に橋を渡し、
異なる分野に所属する若い研究者同士を繋ぐこと、それをミッションとして私たち実行
委員は活動を行っています。
私たちが開催するワークショップには、様々な分野で研究活動に取り組む学生が毎年
大勢集まります。お互いに研究を発表し合い、丸一日を掛けてトコトン議論します。自
由に考えをぶつけ合い、刺激を与え合って、そして信頼を深め合う。そんな体験を通じ
て、分野を超えた絆が築かれます。この場に集まった全員が、これから先、ときにライ
バルとして切磋琢磨し、ときに仲間として協力し合っていく。そうすれば、私たち若い
力は、きっと未来をもっとすばらしいカタチにしていけると信じています。
そこで今年のワークショップでは、
「キミ × ライバル = 未来創造」というテーマを
掲げました。参加者全員が自由闊達に議論を繰り広げ、絆を深めることを最大の目標
としています。ぜひ皆様が、楽しみながら、多くの仲間を見つけることができるよう、
実行委員一同ワークショップを全力で盛り上げて参ります。
最後になりましたが、本ワークショップを開催するにあたり IEEE 東京支部を始め
とする後援組織・企業の皆様方より温かいご支援をいただくと共に、多大なるご協力を
頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
The 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging
Researchers
実行委員長
竹村 龍一
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Message
On behalf of the Executive Committee, it is my pleasure to announce the opening of
the 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers (IEEE
TOWERS).
Researchers face real-world problems that are increasingly beyond the ability of
any single discipline to comprehensively address or adequately resolve. However, young
researchers and early career scientists, including undergraduates, graduates, and post
graduates, are expected to play essential roles in the future although they have few
opportunities to learn research fields other than their own. They are mostly exposed to
other laboratory scientists from limited academic fields.
IEEE TOWERS is open to young researchers majoring in all research areas.
Our central objective is to provide these researchers with opportunities for meeting
and understanding each other. We believe that this understanding plays an important
role in the establishment of cooperative relations between emerging researchers. Such
relationships help solve complex problems and allow researchers to obtain coherent
understanding of complex issues in the real world. Our workshop has two exclusive
features: (1) a wide range of specialties in which the participants are involved and
(2) an open atmosphere. The specialties include engineering, science, agriculture,
economics, and many more research fields; this variety of specialties enables you—the
researchers—to obtain diﬀerent perspectives, which may lead your research in new
directions. As most of the participants are in the early stages of their research careers,
you can have frank discussions on issues, which establishes trusting relationships.
We are hosting an event called kimi kakeru raibaru ikouru miraisouzou at the
workshop this year to encourage communication among the participants. The event s
title means that you can create a much better future by multiplying your knowledge and
experiences as a researcher with those of others. During this event, all participants will
be separated into several random groups. Each group will seek a solution to the issues
designated by our committee beforehand. We hope that all of you enjoy the experience
of shaping your future by cooperating with the researchers from diﬀerent fields.
Finally, yet importantly, we gratefully acknowledge the support of IEEE Tokyo
Section, sponsoring companies, and student branches for their great eﬀort in supporting
our workshop.

The 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging
Researchers
Chairperson
Ryuichi Takemura
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ワークショップ概要
Workshop Information
開催日時・場所
期 日
会 場
参加費

2015 年 11 月 28 日（土曜日）
東京理科大学 葛飾キャンパス
無料

テーマ
キミ×ライバル＝未来創造

ポスターセッション 11:00〜16:00
1. 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
2. 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、各研究の着眼点、意義、熱意、論理性、発
表のわかりやすさの 5 つの基準に沿って採点をしていただきます。
3. 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.59〜）をご覧ください。

意見交換会 19:30〜21:30
学生

(修士以下)
(博士)

1,000 円（500 円）
2,000 円（1,000 円）
一般
3,000 円（2,000 円）
※括弧内は IEEE 会員価格です。
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/towers12th/index.html
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Date and Place
Date
Place
Entry Fee

Saturday, November 28th , 2015
Katsushika Campus, Tokyo Univ. of Science
Free

Theme
You × Rival ＝ Future Creation

Poster Sessions 11:00〜16:00
1. Presentation Style
Language: Japanese or English
Poster size: A0 size (1 poster only)
2. Review Process
Please share your work to young researchers who study in diﬀerent fields. Your
presentation will be evaluated by reviewers in the 12th TOWERS award committee
and all participants. The evaluation criterion is following 5 points: viewpoint,
significance, enthusiasm, logicality, and understandability.
3. Award
Outstanding presenters will receive a variety of awards from the Workshop
committee and sponsors.
- TOWERS Best Award, Outstanding Poster Presentation Award, UnderGrad.
Student Award, etc.
*Please refer to Judgments and Awards page (p.59〜) for more information.

Social Gathering 19:30〜21:30
1,000JPY（500JPY）
2,000JPY（1,000JPY）
Public
3,000JPY（2,000JPY）
※ IEEE members price is given in parentheses.
Student

(〜Master)
(Doctor)

Please refer to following URL for contents of workshop.
http://www.young-researchers.net/towers12th/index.html

–4–

The 12th IEEE TOWERS at Katsushika Campus, Tokyo University of Science

タイムテーブル・会場
Time Table and Venue
タイムテーブル (Time Table)

9:00〜
10:00〜10:10
10:10〜10:40
10:40〜10:50
10:50〜11:20
11:20〜11:30
11:30〜12:20
12:20〜13:10
13:10〜14:00
14:00〜14:05
14:05〜14:55
14:55〜15:00
15:00〜15:50
15:50〜16:05
16:05〜17:05
17:05〜18:10
18:10〜18:20
18:20〜19:25
19:40〜21:30

東京理科大学 葛飾キャンパス
Katsushika Campus, Tokyo University of Science
開場 / Registration Open (Entrance)
開会式 / Opening Ceremony
スポンサー紹介 / Sponsors Introduction
イベント「キミ×ライ」説明 / Event’ “KiMi × Rai” Explanation
イベント「キミ×ライ」 1 部 / Event “KiMi × Rai” 1
休憩 / Break Time
セッション A / Session A
ランチタイム / Lunch Time
セッション B / Session B
休憩 / Break Time
セッション C / Session C
休憩 / Break Time
セッション D / Session D
休憩・ポスター片付け / Break Time (Removing Posters)
イベント「キミ×ライ」第 2 部 / Event “KiMi × Rai” 2
イベント「キミ×ライ」発表会 / Event “KiMi × Rai” Presentation
イベント「キミ×ライ」投票・休憩 / Event “KiMi × Rai” Vote
表彰式・閉会式 / Award, Closing Ceremony
意見交換会 / Social Gathering

※ セッション D 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。
※ The session D is a free session.

会場アクセス（Access）
東京理科大学 葛飾キャンパス 図書館 2 階ロビー「ホワイエ」
〒 125-0051 東京都葛飾区新宿 6-3-1
JR 金町駅下車 徒歩 12 分 / 京成 金町駅下車 徒歩 14 分

“Foyer” at 2F of the Library, Katsushika Campus, Tokyo University of Science
6-3-1 Niijuku Katsushika-ku Tokyo 125-0051 Japan
12 minutes walk from Kanamachi station on JR line
14 minutes walk from Kanamachi station on Keisei line

–5–

イベント「キミ×ライ」
イベント概要
第 12 回 TOWERS ではテーマ「キミ x ライバル=未来創造」に基づき、次の２点を目的とした特別
イベントを開催します。
・異分野におけるプロフェッショナル同士の交流（キミ）
・異分野の交流により生み出される想像力（ミライ）
実行委員長より与えられる課題に対して、異分野を「極めた・極めている」参加者同士で議論するこ
とで、実現可能かつ独創性あふれる解決法を導くことに取り組みます。年齢、性別、IEEE 会員/非会員
問わず、どなたでも参加いただけます。みなさま奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

イベント詳細
本イベントは、次の２ステップで進行します。

1. イノベーション
a: 専攻分野の異なる参加者でチームを作ります。
b: 実行委員長より社会問題・課題が提示されます。
c: 課題について各チームで議論し、独創性のあふれる解決法を導いてもらいます。
2. コンテスト
a: 会場にてチームで導いた解決法を発表します。
b: 各チームの解決法に対して、参加者で投票を行い、優れたイノベーションを導いたチームを選
出します。

審査基準
本イベントのコンテストでは、次の４点を基準に審査します。
・独創性
・実現可能性
・影響力
・発表の理解しやすさ
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Event “KiMi × Rai”
Special event “KiMi x Rai”
Special event “KiMi x Rai” is organized by The 12th IEEE Transdisciplinary-Oriented
Workshop for Emerging Researchers.
The event proposes to encourage the following topics;
KiMi (= You)
Networking with widely ranged specialties of participants
(e.g., engineering, science, agriculture, and economics), and
Rai (= Future)
Innovating new idea/output collaborated with the widely ranged specialties.
All visitors can join to the special event.
(There is no limitation in qualification for the event, for example, age, IEEE membership,
etc.)

Detail
The event has two steps;
1. Innovation step
a. 12th committee divides participants, whose specialties are diﬀerent, into teams.
b. Chairperson shows a society s problem.
c. Each team discusses about the problem,
and leads to an eﬀective solution with collaboration of specialty.
2. Competition step
a. All teams present the eﬀective solution.
b. The floor votes in the good solutions,
and then we give the award to the best solution and the team.

Criteria for selection
- an originality
- a feasibility
- an eﬀectiveness for society
- a logicality of a presentation
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発表者一覧
Presenters List
セッション A (Session A)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Accuracy Improvement of 3-Dimensional Positioning using UWB-IR
UWB-IR 方式を用いた 3 次元測位の推定精度向上に関する研究
Furubayashi Reiki (M2), Department of Applied Electronicsg, Tokyo University of
Science
古林 怜起 (M2) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Study of Next Generation Digital Terrestrial Broadcasting
次世代地上デジタル放送に関する研究
Matsuoka Rina (M2), Department of Applied Electronics, Tokyo University of
Science
松岡 梨奈 (M2) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Constructing multi-class classifier of Cutkosky’s grasping model using EEG data
脳波に基づく，カトコスキー把持パターンの多クラス識別器の構築
Uchiyama Emiko (M2), Department of Mechano-Informatics, Univ. of Tokyo
内山 瑛美子 (M2) 東京大学 知能機械情報学専攻
Communication with plants
植物の疑似ペット化
Ishiwata Naoyuki (D2), Department of Global Agricultural Science, The University
of Tokyo
石渡 尚之 (D2) 東京大学 農学国際専攻
Directly Modulated WDM-FDM OFDM Signals Externally Modulated at MZM
Teruya Miku (M2), Electronics and Communication Dept., National Institute of
Technology, Okinawa College
照屋 未来 (M2) 沖縄工業高等専門学校 電子通信システム工学コース
Estimation of finger movements from EMG signals based on neural networks
ニューラルネットワークを用いた表面筋電位による指関節動作の推定
Kimura Kaita (M1) Dept. of Science and Technology, Univ. of Aoyama Gakuin
木村 海太 (M1) 青山学院大学 理工学専攻
Pilot Symbol Reduction for MIMO-OFDM ISI Suppression Using Theoretical BER
理論 BER を用いた MIMO-OFDMISI 抑圧法における既知信号削減の検討
Udagawa Kaito (B4) Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
宇田川 海斗 (B4) 早稲田大学 情報理工学科
Co-sputter deposited Ni-Cu nanoalloy embedded carbon films for sugar analysis
糖マーカー検出を目的としたニッケル銅合金ナノ粒子埋込カーボン薄膜電極の開発
Shiba Shunsuke (D1) Dept. of Material Sciences, Univ. of Tsukuba
芝 駿介 (D1) 筑波大学 物性・分子工学専攻
An FPGA-Based Parallel Processor for Acceleration of Numerical Simulations
FPGA を用いた並列処理プロセッサによる数値シミュレーションの高速化
Ishigaki Yutaro (M2) Dept.
of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo
University of &Agriculture and Technology
石垣 雄太朗 (M2) 東京農工大学 電気電子工学専攻
Development of an aﬀordable mobile platform for pathological gait assessment
医療用利用を目的としたモバイルプラットフォームの開発
Chen Kei Yaw (B4) Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ of
Algriculture &and Technology
チェン ケイヤウ (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
Convergence analysis of extremum seeking for static systems
静的システムに対する Extremum Seeking の収束性解析
Nakamura Junki (M2) Graduate School of Science and Engineering, Univ. of Aoyama
Gakuin
中村 隼貴 (M2) 青山学院大学 理工学専攻
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Study on identification of swine in swine cage by image processing
画像処理による豚房内における豚の個体識別に関する研究
Iwata Yoshimasa (M1) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
岩田 芳政 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
Computational Science of Art: Mathematical explaining aesthetics
計算芸術学：作品から受ける印象の計算論的説明
Morisawa Toma (M2) Dept. of Mechanical systems Engineering, Tokyo University
of Agriculture and Technology
森澤 冬馬 (M2) 東京農工大学 工学府機械システム工学専攻
Changes in waving patterns of maxillipeds during olfactory search by crayfish
ザリガニの嗅覚探索行動時における顎脚の振り方の変化
Ishida Hanako (M1) Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of
Agriculture and Technology
石田 華子 (M1) 東京農工大学 生物機能システム科学専攻
Voice in Chinese and Japanese comparative study
日本語・中国語におけるヴォイス
Lu Minin (D1) Language and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies
路 敏敏 (D1) 東京外国語大学 言語文化
Influence of holding angle on sound in clarinet blowing
クラリネットの吹鳴における構える角度が吹鳴音に与える影響
Homma Hiromitsu (M2) Graduate School of Systems and Information Engineering,
Univ. of Tsukuba
本間 洋光 (M2) 筑波大学 システム情報工学研究科
Low Delay Maximally Flat Band-Pass FIR DDs with Stopband based on Lp Norm
遅延の小さい阻止域 Lp ノルム基準最大平たん帯域通過 FIR ディジタル微分器
Kunii Ryosuke (M1) Applied Electronics, Tokyo University of Science
國井 良介 (M1) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Estimating Mood based on Observed Facial Expressions and Situations
表情及び状況認識結果に基づく線形回帰モデルを用いた心的状態の推定手法
Kumagai Kazumi (M2) Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University
of Agriculture and Technology
熊谷 和実 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Electrical impedance property of rice by polishing ratio and moisture content
美味しさの秘密は精米！精米歩合と含水率による米の電気インピーダンス変化
Kushiyama Kensuke (M2) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
櫛山 賢佑 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
Observation of Acoustical Behavior of Whiteflies - Speech Jammer for Whiteflies
コナジラミ類の音響的生態の解明 ‐コナジラミ版スピーチ・ジャマー
Nakabayashi Hiroki (M2) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
中林 大樹 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
Performance Evaluation of Visible Light Communication using Polygon Mirror
低速イメージセンサと回転多面鏡を組み合わせた高速可視光通信とその性能評価
Imai Yoshihito (M1) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
今井 義人 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
Inter-Vehicle Communication and Road to Vehicle Communication in ITS
ITS における車車間通信と路車間通信
Kawashima Yuka (B4) Department of Applied Electronics Itami Laboratory, Tokyo
University of Science Faculty of Industrial Science and Technology
川島 由佳 (B4) 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 伊丹研究室
Verification of stochastic resonance with functional MRI
磁気共鳴機能画像法 (fMRI) を用いた確率共鳴現象の検証
Iwao Miku (TC5) Electrical and Electronic Engineering, TMCIT
岩男 未来 (TC5) 東京都立産業技術高等専門学校 電気電子工学
Impressing a Human with a Painting Created by a Robot
Sato Tetsuro (M1) Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ Of Agriculture And
Tech
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発表者一覧
Presenters List
セッション B (Session B)
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A Design Method of Maximally Flat FIR FanFilter with Variable Passband Angle
通過域角度の可変な最大平たん FIR ディジタルファンフィルタの設計法
Shinohara Taiki (B4) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science
篠原 大樹 (B4) 東京理科大学 電子応用工学科
A study on eﬀective learning elements of electric circuit E-learning system
電気回路 E-ラーニングシステムの効果的学習要素に関する一検討
Takahashi Yuya (M2) Dept. of Applied Electronics, Tokyo University of Science
高橋 侑也 (M2) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Howling Canceller with Speech Suppression Filter
音声抑制フィルタを導入したハウリングキャンセラ
Mashita Kanji (M1) Dept. of Applied Electronics, Tokyo university of science
間下 寛二 (M1) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Feasibility of BMI improvement applying a Stroop eﬀect
Kaneta Shun (M2) Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
金田 峻 (M2) 東京理科大学
Wide temperature-range ISFET array for pH control system to the IoT application
IoT におけるｐ H 管理システムのための広温度領域対応 ISFET アレイ
Oogi Makoto (M1) Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ of Science
多木 真 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻
Defect size estimation in billet using ultrasonic transmission method
音で鉄の中が見える‐超音波透過法による角鋼片内部の欠陥径推定―
Miyamoto Ryusuke (M2) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
宮本 隆典 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
Atmosphere Estimation based on Surface Expression and Atmosphere Control
System
表層情報を利用した雰囲気推定及び雰囲気制御システム
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A Study of Accuracy Improvement in 3-Dimensional Positioning using UWB-IR
UWB-IR 方式を用いた 3 次元測位の推定精度向上に関する研究

◦

Furubayashi Reiki (M2) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science
古林 怜起 (M2) 東京理科大学 電子応用工学専攻
E-mail: 8114640@ed.tus.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者:
Itami Makoto (prof) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 電子応用工学専攻
◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
Recently, there is an increasing demand for wireless network with the spread ofelectronics.
Above all, when the sensor senses the information to estimate theposition of the sensor
terminals is one of the important applications inwireless network. Ultra Wide-Band Impulse
Ratio (UWB-IR) is one of thecommunication methods that is suitable for Positioning at close
range. By usingUWB-IR, highly accurate Positioning can be achieved. In this presentation,
weintroduce the Positioning using the UWB-IR and the methods to improve thePositioning
accuracy.

Key Words:
Wireless Sensor Network
UWB
Positioning
キーワード:
無線センサネットワーク
UWB
位置推定（測位）

近年、無線通信端末や電子タグなどの普及により無線ネットワークへの需要が高まっている。中で
も、センサが情報を感知した際、そのセンサ端末の位置を推定することは無線ネットワークにおけ
る重要なアプリケーションの一つである。近距離での位置推定に適した通信方式の一つとして Ultra
Wide-Band Impulse Ratio (UWB-IR) 通信方式がある。この通信方式では、非常に短いインパル
ス状の信号列を用いることで、高精度な位置推定が実現できる。本研究では、UWB-IR 通信方式を
用いた端末の位置推定（測位）、およびその推定精度向上に関する研究紹介を行う。

02

Study of Next Generation Digital Terrestrial Broadcasting
次世代地上デジタル放送に関する研究

◦

Matsuoka Rina (M2) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science
松岡 梨奈 (M2) 東京理科大学 電子応用工学専攻
E-mail: rinamtsk@itamilab.te.noda.tus.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Nakamura Akira 中村 聡* (*Tokyo University of Science 東京理科大学)
◦

Itami Makoto (prof) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
Recently, as one of the applications using OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing)
that enables high speed and large capacity transmission, SHV(SuperHi-Vision) has been
developed. SHV is next generation digital terrestrialbroadcasting system realizing high
resolution and sound quality. In this system,polarized MIMO(Multiple Input Multiple Output)
transmission has been widelystudied. However, at the moment, the terrestrial transmission
model of thepolarized MIMO signal hasn’t been well established. Therefore, we evaluatethe
transmission characteristics by the computer simulation.

近年，高速・大容量のデータ伝送を可能とする直交周波数分割多重 (OFDM) 方式を用いたアプリケー
ションの一つとして，スーパーハイビジョン (SHV) の開発が進められている．SHV は現行の地上デ
ジタル放送よりも更に高画質・高音質なデータの配信を実現する次世代地上波放送方式である．この
方式では水平・垂直偏波のアンテナを用いて同時に情報の送受信を行う偏波 MIMO(Multiple Input
Multiple Output) 伝送技術が注目されている．しかし現時点では，地上波において偏波 MIMO 伝
送を行った場合の伝送モデルは確立していない．そこで，この伝送特性をシミュレーションし，そ
の特性を評価した．
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OFDM
SHV
polarized MIMO transmission
キーワード:
直交周波数分割多重
スーパーハイビジョン
偏波 MIMO 伝送
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Constructing multi-class classifier of Cutkosky’s grasping model usingEEGdata
脳波に基づく，カトコスキー把持パターンの多クラス識別器の構築

◦

Uchiyama Emiko (M2) Department of Mechano-Informatics, Univ. of Tokyo
内山 瑛美子 (M2) 東京大学 知能機械情報学専攻
E-mail: uchiyama@ynl.t.u-tokyo.ac.jp / twitter: ×
facebook: ○
Co-Author 共著者: Takano Wataru 高野 渉*, Nakamura Yoshihiko 中村 仁彦* (*Univ. of Tokyo 東京大学)
◦

Takano Wataru (assoc prof) Department of Mechano-Informatics, Univ. of Tokyo
高野 渉 (准教授) 東京大学 知能機械情報学専攻
Field 分野: Informatics (理工系 情報学)
We construct Cutkosky s grasping model classifier using EEG data. We use CSPfilter to
extract features and k-NN method for classification. First, weconstruct 2-class classifiers for
9 power-type grasping and 7 precision-typegrasping. The best classification rate is 79.5% and
73.8%. Using theseclassifiers, we construct multi-class classifier for power-type andprecisiontype grasping. The best classification rate is 52% and 44%. Finally,we divided power-type
3 clusters and precision-type into 2 clusters, andcalculate classification rate again. The best
classification rate is 68% and91%.

Key Words:
Brain Computer Interface
EEG data
grasping
キーワード:
ブレイン・コンピュータ・インタフェー
ス (BCI)
脳波
把持

本研究ではカトコスキーの把持パターンに着目し，これを生体情報の一つである脳波で識別する識
別器を構築し，その性能を検討した．特徴抽出には CSP フィルタ，識別法には k-NN 法を用いた．
まず Power 型・Precision 型の把持の全ての組み合わせについて，2 クラスの識別を行う識別器を
構築した所，それぞれ 79.5%，73.8%の最大識別率を示した．また Power 型 9 種・Precision 型 7
種の多クラス識別器を構築した所，それぞれ 52%，44%の最大識別率を示した．更に Power 型を 3
クラスタ，Precision 型を 2 クラスタに再分類し識別率を計算すると，それぞれ 68%，91%の最大
識別率を示した．
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Communication with plants
植物の疑似ペット化

◦

Ishiwata Naoyuki (D2) Department of Global Agricultural Science, The University of Tokyo
石渡 尚之 (D2) 東京大学 農学国際専攻
E-mail: cheerful.gangster.n.ishiwata@gmail.com / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Muramatsu Dairoku 村松 大陸* (*The University of Tokyo 東京大学)
◦

Field 分野: Agricultural science (生物系 農学)
It is common for us to have animals as a pet or to breed plants in our gardensor in a pot. Pets
and ornamental plants have common feature that they give uscomfort and healing atmosphere,
but ornamental plants don t have expressionswhich pets have, and then that makes it a little
diﬃcult to get informationfrom plants appearance. However, we can use surface transmission
as a sourceof information, and then visualizing that information will help us to know moreabout
ornamental plants as if it has face and expressions like animal pets.

人間は愛玩動物（＝ペット）を飼うことがよくある。また庭や鉢植えで植物を育てることもある。
ペットも観葉植物も我々に癒しを与えてくれる点では共通しているが、植物は動物と比べて、表情
もなく我々に対するアピールが少ない。しかし表面伝送技術を用いて植物や土から情報を得て視覚
化することで植物にペットのような表情を与え、一層の愛着を促進する方法が考えられる。
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Directly Modulated WDM-FDM OFDM Signals Externally Modulated at MZM

◦

Teruya Miku (TC ad2) Dept.of Electronic Communication Systems Engineering, National Institute of Technology,
Okinawa College
◦
照屋 未来 (TC ad2) 沖縄工業高等専門学校 専攻科 電子通信システム工学コース
E-mail: ac144604@edu.okinawa-ct.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者:
Chinen Koyu (prof) Dept. of Information and Communication Systems Engineering, National Institute of Technology,
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
We have investigated how the optical and electrical interferences aﬀect thewavelength spacing
and frequency spacing in the WDM and FDM using the DML andthe external modulator of the
MZM. Two signals of WiMAX and FM were directlymodulated with 1550nm DFB-LDs and
IEEE802.11ac signal was modulated on thecombined optical signals of the WiMAX and the
FM at MZM. When the wavelengthspacing was larger than 0.1nm and the frequency spacing
was larger than a halfof the sum of the BWs of WiMAX and FM, the multiple modulations of
WDM and FDMfor OFDM signals at DML and MZM was successfully realized.

Key Words:
RoF
WDM
OFDM
キーワード:
光ファイバ無線
波長分割多重
直交周波数分割多重

本研究の目的は OFDM 無線信号をそのまま光ファイバで伝送する RoF 技術において,MZM 光源
である DFB-LD に無線信号を重畳して多重化することを実現し, 異種信号を一本のファィバで数百
ch 伝送する技術の可能性を示すことである．WiMAX-FM 信号間の波長間隔と周波数間隔を変化さ
せたときの WiMAX 信号の RCE および IEEE 802.11ac 信号の EVM の変化を測定した．波長間
隔が 0.1nm 以上，中心周波数間隔が WiMAX 信号と FM 信号のそれぞれの変調帯域幅の和の 1/2
以上離れているとき，MZM を用いた WDM-FDM が実現できることがわかった．
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Estimation of finger movements from EMG signals based on neural networks
ニューラルネットワークを用いた表面筋電位による指関節動作の推定
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Kimura Kaita (M1) Dept. of Science and Technology, Univ. of Aoyama Gakuin
木村 海太 (M1) 青山学院大学 理工学専攻
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Co-Author 共著者:
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米山 淳 (教授) 青山学院大学 電気電子工学専攻
◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
In recent years, some study shows interface machines based on the recognition ofthe hand
motion from electromyographic (EMG) signals. To develop flexibleinterface machines, we can
use the movement recognition of fingers, whichprovides detailed information. To recognize
the finger movements from the EMGsignals, we employ recurrent neural networks (RNNs)
because EMG signals andjoint angles have nonlinear and dynamic input-output relations. In
this study,we develop RNNs for the estimation of finger joint movements from EMG signals
bylearning with the coordinates of joints of fingers.

近年，表面筋電位による手や腕の動作認識に基づいたインターフェース機器が開発されている．こ
れらは既定のジェスチャ等の動作の認識を前提にしたものが多いが，表面筋電位からの指関節角度
の推定を実現し，その情報を用いることができれば，より自由度の高い操作が可能になると考えら
れる．筋電信号に基づいた指関節動作推定のためには，その非線形且つ動的な入出力関係を考慮す
ると，再帰型ニューラルネットワークの利用が有効と考えられる．したがって，本研究では表面筋
電信号と指関節の座標データを教師信号とする学習によって，筋電信号からの指関節動作の推定を
実現する再帰型ニューラルネットワークの構築を目指す．
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Pilot Symbol Reduction for MIMO-OFDM ISI Suppression Using Theoretical BER
理論 BER を用いた MIMO-OFDMISI 抑圧法における既知信号削減の検討

◦

Udagawa Kaito (B4) Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Waseda
宇田川 海斗 (B4) 早稲田大学 情報理工学科
E-mail: umireon@ruri.waseda.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Yamaguchi Takahiro 山口 隆裕*, Maehara Fumiaki 前原 文明* (*Univ. of Waseda 早稲田大学)
◦

Maehara Fumiaki (prof) Dept. of Communications and Computer Engineering, Univ. of Waseda
前原 文明 (教授) 早稲田大学 情報通信学科
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
In MIMO-OFDM, significant degradation in the transmission performance is causedby ISI,
which is the same as the case of SISO-OFDM. So far, we have proposed theISI suppression
scheme using the theoretical BER which is estimated by addingtwo pilot symbols to a
traditional frame. In this study, we propose a ISIsuppression scheme which does not require any
pilot symbols, which contributesto improving the transmission eﬃciency. The eﬀectiveness of
the proposedscheme is demonstrated in comparison with the case without the ISI suppressionby
means of computer simulations
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MIMO-OFDM
Inter-symbol interference
Theoretical approach
キーワード:
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MIMO-OFDM 方式では，ガードインターバルを超える遅延波が存在すると，SISO の場合と同様
に，ISI に起因して，BER 特性が大幅に劣化し，MIMO の特色である大容量伝送の実現が困難と
なる．これまでに筆者らは，本問題を解決すべく，2 シンボルの既知信号を新たに追加し，ISI 存在
下における MIMO-OFDM 方式の瞬時 BER を理論的に推定するとともに，その推定値に基づき通
信モード選択を行う方式を提案してきた．本検討では，伝送効率の低下を招く既知信号の追加に伴
う伝送特性の劣化を生じさせることなく，瞬時 BER を推定する方式を提案するとともに，その有
効性を計算機シミュレーションにより評価する．
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Co-sputter deposited Ni-Cu nanoalloy embedded carbon films for sugar analysis
糖マーカー検出を目的としたニッケル銅合金ナノ粒子埋込カーボン薄膜電極の開発

◦
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Field 分野: Nano/Micro science (理工系 ナノ・マイクロ科学)
Sugar analysis is important in terms of clinical diagnosis. Current commersialelectroanalysis
system adopted the electrochemical detection of sugar markers byusing gold electrode.
However, this require the application of pulse potential,leading to high limit of detection
(LOD)( 10 μ M). Here, we report theco-sputter deposited nickel-copper nanoalloy ( 3.2 nm)
embedded carbon filmelectrode. This electrode shows higher stability even without pulse
potentialapplication, improving lower LOD than 1 μ M.

糖分析は腸疾患や糖尿病の早期診断の観点から重要である。現在商業的に用いられている検出シス
テムでは、金電極を用いた電気化学検出が多用されている。しかし、必要とされるパルス電位印加
が高い検出限界 (10 μ M) につながり、測定信頼性の向上は現システムでは困難である。本研究で
は、共スパッタ法によりニッケル (Ni) 銅 (Cu) 埋込カーした。ボン薄膜電極を作製した。本電極は
ノイズ電流の小さい定電位印加条件下にもかかわらず優れた測定安定性 (RSD=3.2 %) を示し、検
出限界を 1 μ M 以下までさげることに成功
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An FPGA-Based Parallel Processor for Acceleration of Numerical Simulations
FPGA を用いた並列処理プロセッサによる数値シミュレーションの高速化
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Ishigaki Yutaro (M2) Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
石垣 雄太朗 (M2) 東京農工大学 電気電子工学専攻
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facebook: ○
Co-Author 共著者:
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◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
Field-programmable gate arrays (FPGAs) are extremely advanced with regard tohigh performance; they are becoming one of the primary device choices to realizehigh-performance
computing (HPC). In this work, we propose an FPGA-basedparallel processor for numerical
simulations; it performs with high performanceand high operating eﬃciency of processing
elements by applying the proposedarchitecture and optimal control. We show performance
of the processorimplemented on a high-end FPGA. In addition, we demonstrate that the
proposedprocessor is suitable for multi-chip composition.
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FPGA (Field Programmable GateArray) の大規模化・高性能化によって FPGA が HPC (High
PerformanceComputing) を実現する有望なデバイスの一つになりつつある．本研究では，FPGA
による並列処理プロセッサにおいて，提案するアーキテクチャとプロセッサの最適な制御によって
高速かつ高効率な並列処理を実現し，数値シミュレーションを高速化する．本稿では，提案プロセッ
サを単一のハイエンド FPGA に実装し，性能評価を行う．また，提案プロセッサが複数の FPGA
を用いた実装を行いやすいアーキテクチャであることを示す．
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Development of an aﬀordable mobile platform for pathological gait assessment
医療用利用を目的としたモバイルプラットフォームの開発
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◦

Field 分野: Mechanical engineering (理工系 機械工学)
This research proposes an aﬀordable mobile platform for analysis of freezing ofgait (FOG)
which occurs in the majority of patients with Parkinson disease. FOGis defined as a marked
reduction of forward progression of the feet. Evaluationgait abnormalities is used for studies but
require expensive equipment. Themobile platform we proposed is able to follow a patient while
measuringspatio-temporal gait parameters and providing visual video feedback totherapists.
We emphasize that our platform is based on aﬀordable technologiesthus allowing a rapid roll
out in the medical environment.

本研究では多くのパーキンソン病の患者に起こる症状の一つであるすくみ足を解析するための安価
なモバイルプラットフォームの開発を行います．すくみ足は患者の足が無意識に前方に進めなくなる
ことです．すくみ足の研究に対して患者の歩行の評価が必要となりますが，評価装置が高価という
問題があります．したがって，本研究では患者を追跡しながら動画の提供と歩行の時空間パラメー
タを測定できるモバイルプラットフォームを提案しました．我々が提案したモバイルプラットフォー
ムは手ごろな値段の技術に基づいているので，医療分野に急速に普及されることが期待されます．
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Convergence analysis of extremum seeking for static systems
静的システムに対する Extremum Seeking の収束性解析
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
We often have to deal with control problems in which we do not obtain exactmodels of control
systems. Extremum seeking has been developed for problems suchthat a system output is
required to keep at an optimum without exact models. Inthe methods, we consider update
laws of estimation parameters to obtain theoptimum based on the input-output relations.
Previous studies have shownconditions on the convergence of the parameters. However, they
have notconsidered the region of attraction. In this study, we show a convergenceanalysis in
an extremum seeking method based on the Lyapunov theory.
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システム制御では，厳密なモデルが得られない状況で制御を求められることが多い． extremum
seeking はシステムのモデルが未知の状況であっても，システムの出力を評価関数の極値に保つ制
御のために提案された手法である． extremum seeking は制御対象をブラックボックスとして扱い，
入出力の値に基づいて推定パラメータを更新し，出力を極値に収束させる．従来の研究では，収束
が保証される理論的な条件が示されてきた．しかし，収束が保証される推定パラメータの初期値の
領域が不明であった．そこで，本研究ではパラメータの収束が保障される領域を考慮し，リアプノ
フ安定論に基づいた収束性の解析を示す．
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Study on identification of swine in swine cage by image processing
画像処理による豚房内における豚の個体識別に関する研究
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◦

Field 分野: Informatics (理工系 情報学)
The purpose of this study is to identify swine in a swine cage and the directionthat swine
are facing automatically. The number of Japanese swine farmers hasbeen decreasing. In
addition, Japan and 11 other countries around the Pacificreached an accord of the Trans-Pacific
Partnership. They need an eﬃcientkeeping swine. In our experiments, healthy swine move
around more than unhealthyones. We built a system which is used Template matching. As
a result, therecognition rate of swine was 79.9%, and the correct answer rate of directionwas
70.0%.

日本国内の養豚農家数の減少や環太平洋パートナーシップ協定 (TPP) により，日本の養豚業界は
危機に瀕している．そこで，養豚農家の負担軽減と飼養効率向上のため，コンピュータによる自動
の豚健康管理システムの提案をした．我々は豚の健康管理の中で行動量に注目し，個々の豚の行動
量を定量的に把握することで豚の健康状態を特定を行いたいと考えた．本研究では，その基礎段階
として，豚の認識と豚の向いている方向を自動で識別するシステムをテンプレートマッチングを利
用して，試作と評価を行った．
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Computational Science of Art: Mathematical explaining aesthetics
計算芸術学：作品から受ける印象の計算論的説明

◦
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(*Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農工大学)
◦

Field 分野: Mechanical engineering (理工系 機械工学)
Computational Science of Art is a researchers society. This society wouldinclude artist,
computer scientist, mechanical designer, and so on as members.CSA is a new concept of science.
CSA is interested in how to explain emotions inartworks by using computational approaches.
We produced a pendulum as a firstartwork that moves simply. We expect for a relation between
impression andartworks to be explained simply by using the simple artwork.
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of

計算芸術学研究会 (CSA) は、計算芸術学という新しい学問領域の開拓を目指して活動している。本
学問の核となる研究目標は、表現者が物理的実体を通して表現したい感情はなにか、鑑賞者が物理
的実体から受ける印象はなにかについて、計算論的説明を与えることである。物理的実体の例とし
て、単純な動きをする振り子を製作した。これを用いることで、作品と鑑賞者のあいだの関係を単
純に説明できることを期待している。
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Changes in waving patterns of maxillipeds during olfactory search by crayfish
ザリガニの嗅覚探索行動時における顎脚の振り方の変化
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Field 分野: Biology (生物系 生物科学)
Crayfish wave their maxillipeds during their food search to generate watercurrents that are
considered to help collect an odor of food from thesurroundings to their olfactory organs. It was
reported that crayfish can changethe waving direction of maxillipeds. However, how they wave
the maxillipeds andhow they utilize the generated inflow during their search remains unknown.
Werecorded the activities of crayfish s maxillipeds during the food search, andshowed that
crayfish might be adaptively changing the waving patterns of themaxillipeds according to their
walking direction.

ザリガニは口の周囲に 3 対ある顎脚の外肢を振ることで流れを作り出す。そして、この流れを用い
て、周囲から自らの化学受容器に向かって餌の匂いを引き寄せて感知し、餌を探すと言われている。
ザリガニを固定して観察した場合には、ザリガニが顎脚の振り方を変え、様々な流れ場を作ること
が報告されている。しかし、嗅覚探索中のザリガニの顎脚の振り方や生成される流れ場は未解明で
ある。そこで、歩行中のザリガニの顎脚の活動を記録したところ、ザリガニが直進している時には
両側の顎脚を振り、右左折時には曲がる方向と逆側の顎脚を振る頻度が高いことが分かった。顎脚
で作る流れ場を状況に応じて変え、餌の探索に役立てている可能性がある。
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Voice in Chinese and Japanese comparative study
日本語・中国語におけるヴォイス
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Field 分野: Linguistics (人文社会系 言語学)
This paper explains the interpretive hypothesis proposed by the author andshows an
interpretive model of voice in Japanese and Chinese. It points out thesuperficial diﬀerences that
can be predicted by the model, and verifies thesewith error examples from learner corpora. The
focus is placed on errors made bylearners of Chinese (Japanese native speakers), and likewise
errors made bylearners of Japanese (Chinese native speakers).
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本稿では、筆者等が提案する解釈仮説を説明し、日本語のヴォイスと中国語のヴォイスの解釈モデ
ルを示す。モデルの違いから予測できる表現上の違いを指摘し、学習コーパスを利用して実際の誤
用用例で検証する。検証では、中国語学習者（日本語母語話者）が産出した中国語表現、その逆の
日本語学習者（中国語母語話者）が産出した日本語表現に見られるヴォイスの誤りに焦点をあてる。
その誤り傾向から帰納的にヴォイスの解釈仮説を検証する。検証では、受動文の項（もっぱら主語
や目的語に立つ名詞）の認識の仕方と動詞との関係をめぐって議論する。母語の影響で犯した誤用
の分析を通じて、教育現場に提案できることを目的とする。

16

Influence of holding angle on sound in clarinet blowing
クラリネットの吹鳴における構える角度が吹鳴音に与える影響
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Field 分野: Integrated engineering (理工系 総合工学)
The objective of this research is to elucidate influence of clarinet holdingangle on clarinet sound
and factors of embouchure aﬀecting sound. We found outthat spectral centroids rose at smaller
holding angle. To explain thisphenomenon, we assumed that contact position of lip to reed and
initial reeddeformation eﬀect spectral centroids. From the results, although the positionvaried
depending on holding angle, the position does not aﬀect spectralcentroids. Moreover it was
noted that initial reed deformation did not relatespectral centroids rise caused by variation of
holding angle.

本研究の目的はクラリネット奏者が楽器を構える角度である保持角が吹鳴音に与える影響及びその
影響を与える要因となるアンブシュアの要素を解明することである．著者らは保持角を小さくした
とき吹鳴音のスペクトル重心が上昇することを見出した．この現象を解明するため，保持角の変化
がリードと下唇の接触位置及びリード初期開口に影響を与えていると仮定し，それらの影響につい
て検証した．検証の結果，保持角の変化は接触位置を変化させるが，スペクトル重心に影響を与え
ないことが分かった．また、保持角の変化による吹鳴音のスペクトル重心の上昇にリード初期開口
は関係しないことが示された．
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Low Delay Maximally Flat Band-Pass FIR DDs with Stopband based on Lp Norm
遅延の小さい阻止域 Lp ノルム基準最大平たん帯域通過 FIR ディジタル微分器

◦

Kunii Ryosuke (M1) Applied Electronics, Tokyo University of Science
國井 良介 (M1) 東京理科大学 電子応用工学専攻
E-mail: 8115618@ed.tus.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Yoshida Takashi 吉田 嵩* (*Tokyo University of Science 東京理科大学)

◦

Aikawa Naoyuki (prof) Applied Electronics, Tokyo University of Science
相川 直幸 (教授) 東京理科大学 電子応用工学科
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
The proposed digital diﬀerentiators(DDs) can reduce noises lying in thefrequency expect
around the arbitrary center frequency. The maximally flatcharacteristics provide high accurate
diﬀerentiation around the centerfrequency. The stopband based on Lp norm criterion characteristics provide thesteepness of the roll-oﬀ. The conventional low delay band-pass FIR DDs
requiredmaximally flat characteristics or linear phase characteristics. However, theproposed
DDs realize stopband based on Lp norm criterion and reduced delaysimultaneously.

Key Words:
Digital Diﬀerentiator
Low Delay
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キーワード:
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最大平たん

我々は，遅延の小さい阻止域 Lp ノルム基準最大平たん帯域通過 FIR ディジタル微分器の設計法を
提案する．提案する微分器は任意の中心周波数周り以外の帯域に存在するノイズを除去する．最大
平たん特性により高い微分精度を実現する．また，阻止域 Lp ノルム基準により急しゅんなロール
オフを実現する．低遅延帯域通過 FIR 微分器の従来法では全域で最大平たん特性を要するか，もし
くは直線位相特性を要した．しかし，提案する微分器は阻止域 Lp ノルム基準と低遅延特性の両方
を同時に実現する．
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Estimating Mood based on Observed Facial Expressions and Situations
表情及び状況認識結果に基づく線形回帰モデルを用いた心的状態の推定手法

◦

Kazumi Kumagai (M2) Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
熊谷 和実 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
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facebook: ○
Co-Author 共著者: Kotaro Hayashi 林 宏太郎*, Ikuo Mizuuchi 水内 郁夫*
(*Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農工大学)
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Mizuuchi Ikuo (assoc prof) Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
水内 郁夫 (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field 分野: Mechanical engineering (理工系 機械工学)
The aim of our research is comforting a human by robot behaviors. We expect therobot
to comfort the human, with predicting human s mood to robot behaviors.We propose a
method of estimating human’s mood which is diﬃcult to beestimated based on the human
expression. In this method, we give in advance somebasis functions which show relationships
between the type and intensity ofemotion expressions, and relationships between situations
and the mood.Comparing the emotion expression observed in a human with the emotion
expressionpredicted by the system, the mood can be estimated.

本研究の目的はロボットの振る舞いにより人を良い気分にさせることである。 ロボットの振る舞い
に対する人の気分を予測し、最も気分が良くなると期待する行動を行うことで目的の実現を狙う。
本発表では、人の様子のみでは推定困難な気分を推定する手法を提案する。 内部的な印象評価であ
る情動の種類・強度や、その表出である表情は、気分と周囲の状況に影響を受けると考えられる。
それらは、人の気分を推定する手がかりになると期待される。 本手法では、個別の因子に基づいた
情動の種類・強度や表情のモデルをあらかじめアドホックに作成する。そして観測された表情と周
囲の状況認識結果に基づき、人の気分を推定する。
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Electrical impedance property of rice by polishing ratio and moisture content
美味しさの秘密は精米！精米歩合と含水率による米の電気インピーダンス変化

◦

Kushiyama Kensuke (M2) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
櫛山 賢佑 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
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Wakatsuki Naoto 若槻 尚斗* (*Univ. of Tsukuba 筑波大学), Ando Yasumasa 安藤 泰雅**
(**National Agriculture and Food Research Organization 農業・食品産業技術総合研究機構)
◦

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 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
Rice used in Sake requires delicate rice polishing. However, evaluation of ricepolishing still relies
on craftsman s visual observation. Conventional methodfeedbacks to the polishing machine
based on the evaluation by craftsman sexperience. In this study, We propose an evaluation
method of polished riceusing electrical impedance method. We analyzed the resistance and
capacitance ofthe RC parallel circuit, which is equivalent circuit model in this case. As aresult,
We have found the possibility that electrical estimation of evaluationof rice polishing.

Key Words:
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日本酒に使用される米は繊細な精米が求められるが，精米評価は未だに職人の目視に依存しており，
勘や経験による評価を基に精米機へのフィードバックが行われているのが現状である．本研究では
破壊検査勘や経験による精米評価を定量的に評価することを目的とし，電気インピーダンス法を用
いた精米評価法を提案する．試料の電気インピーダンス測定結果に対して，複素非線形最小二乗法
を使用し，等価回路モデルである R-C 並列回路の抵抗値と容量値を解析した．その結果，精米歩合
低下に伴い，R は上昇，C は低下する傾向が見られ，精米評価を電気的に推定できる可能性を見出
した．

20

Observation of Acoustical Behavior of Whiteflies - Speech Jammer for Whiteflies
コナジラミ類の音響的生態の解明 ‐コナジラミ版スピーチ・ジャマー
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Co-Author 共著者: KawagishiTakuji 川岸卓司*, MizutaniKoichi 水谷孝一*, EbiharaTadashi 海老原格*, WakatsukiNaoto 若槻尚斗*
◦

(*Univ. of Tsukuba 筑波大学), UgaHiroyuki 宇賀博之** (**Saitama Agricultural Technology Research Center 埼玉県農業技術研究
センター), KubotaKenji 久保田健嗣*** (***National Agricultural Research Center 農研機構中央農業総合研究センター)

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 分野: Agricultural science (生物系 農学)
Whiteflies have become a major pest in many important agricultural crops ingreenhouse
environment. For whiteflies, acoustic communication is essential forattraction of mates. By
jamming them, it seems that whiteflies were controlled.The purpose of this paper is to observe
acoustical behavior, to reveal theirhabits experimentally, for basic research of pest control.
To perform them,monitoring system was constructed, and communication signals of whiteflies
wererecorded. As a result, 4 kinds of sound were found, and communication wasperformed at
any time of night or day.

コナジラミ類は多くの温室栽培作物に対する有名な害虫である．コナジラミ類は繁殖活動時に音で
交信し，異性個体を引き付ける生態がある．この交信を妨害するコナジラミ版スピーチ・ジャマー
を開発することにより，コナジラミの防除ができる可能性があると考えられる．本稿では，防除の
ための基礎研究として，コナジラミ類の音響的生態を実験的に明らかにする．実験のため，コナジ
ラミの音響モニタリングシステムを作成し，交信音を録音した．結果として，録音した音を特徴別
に 4 種類に分類した．また，音響交信は，昼夜関係なく行われることを明らかにした．
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Performance Evaluation of Visible Light Communication using Polygon Mirror
低速イメージセンサと回転多面鏡を組み合わせた高速可視光通信とその性能評価
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Co-Author 共著者: EbiharaTadashi 海老原格*, MizutaniKouichi 水谷孝一*, WakatsukiNaoto 若槻尚斗*
(*Univ. of Tsukuba 筑波大学)
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海老原 格 (助教) 筑波大学 システム情報系
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
Visible light communication is one of the critical technologies for intelligenttransport systems
(ITS). However, current system requires expensive devices,such as high-frame-rate image
sensor. To provide visible light communicationwith simple devices, we propose visible light
communication system withlow-speed image sensor and polygon mirror. We evaluated our
system sperformance in experiment. As a result, we could achieve data rate 10 timesfaster
than previous system with image sensor of 12 fps. Moreover, our systemcould achieve a practical
bit error rate in a low-noise environment.

Key Words:
ITS
Visible light communication
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キーワード:
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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，私たちは低速
なイメージセンサを利用したシステムを提案した．伝送速度向上のために回転多面鏡を組み合わせ，
本システムの通信性能を計測した．その結果，従来手法の約 10 倍の伝送速度を達成することを明ら
かにした．また，十分な SNR が確保できればエラーフリーな伝送を実現できることも確認した．
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Inter-Vehicle Communication and Road to Vehicle Communication in ITS
ITS における車車間通信と路車間通信
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Itami Makoto (prof) Department of Applied Electronics, Tokyo University of Science Faculty of Industrial Science and
Technology
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
In recent years, air pollution, traﬃc jams and economic losses became serioussocial problems
with increase of the number of vehicles. In order to solve them,ITS (Intelligent Transport
Systems) has been widely studied. In this system, IVC(Inter-Vehicle Communication) and
RVC (Road to Vehicle Communication) attractattention. IVC is studied to used in safety
drive support systems and RVC isstudied to used in smart parking systems with wireless
sensor networks. In thisposter presentation, we will present research on ITS by using
wirelesscommunications.

近年の自動車社会の発展に伴い人々の生活の質は飛躍的に向上したが，同時に大気汚染や交通渋滞
などの社会問題も抱えるようになっている．このような問題を解決するために，人・道路・自動車間
で通信や制御を行う ITS (Intelligent Transport Systems: 高度道路交通システム) の研究開発が広
く行われている．ITS における無線通信技術では車車間通信と路車間通信が注目されている．本発
表では車車間通信における安全運転支援システムのための研究と路車間通信におけるスマートパー
キングシステムの研究紹介を行う．
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Verification of stochastic resonance with functional MRI
磁気共鳴機能画像法 (fMRI) を用いた確率共鳴現象の検証
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Iwao Miku (TC5) Electrical and Electronic Engineering, TMCIT
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
We have examined stochastic resonance phenomena in deep brain of visual cortexwith
alleviation symptoms such as dementia or Parkinson diseases in mind.Activated brain regions
were measured with the functional magnetic resonanceimaging. The pulsed light of 4 Hz was
given to the left eyelid as a weak signal,and the random light stimulus was given to the right
eyelid as a noise. Theactivation for the pulsed lights was observed in the visual cortex of the
deepbrain. And the activation region was enhanced and expanded by adding randomlights.
We would like to discuss about these results.
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キーワード:
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本研究では、認知症やパーキンソン病などの症状緩和を目的とし、脳深部での確率共鳴現象につい
て検討を行った。脳の賦活部位は磁気共鳴機能画像法（fMRI）を用いて測定した。微弱な信号とし
て左まぶたに 4Hz のパルス光を、ノイズとして右まぶたにランダムな光刺激を与えた。 パルス光
を印加することにより、脳深部の視覚野で賦活化が確認された。さらにランダム光刺激を与えるこ
とで賦活化部位の増強および、賦活化領域の拡大が確認された。今回はこれらの結果について認知
症やパーキンソン病などへの効果について議論したい。
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Impressing a Human with a Painting Created by a Robot

Sato Tetsuro (M1) Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ Of Agriculture And Tech
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Mizuuchi Ikuo (assoc prof) Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ Of Agriculture And Tech
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
The challenge of the study is impressing a human with a painting created by arobot. In this
research, we define ”kansei” as what emerges fromhuman’s inside. For example, you might
think that the moon is beautiful andso on. We want to construct a painting creating system
that makes a human feel aspecic state of kansei. It is divided into a drawing part that creates
paintingsand an appreciation part that estimates kansei of a human from a paintingcreated by
the drawing part. This paper describes a framework of the paintingcreating system, and an
evaluation of its performance.
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A Design Method of Maximally Flat FIR FanFilter with Variable Passband Angle
通過域角度の可変な最大平たん FIR ディジタルファンフィルタの設計法
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FIR fanfilter is a 2-D FIR digital filter which is used to select the plane waveof specific detection.
In the conventional method, it is designed by minimizingthe error criteria. Therefore, an input
signal may be distorted by the passbandripple. Furthermore, variable pass angle is useful
in order to extract only thedesired component. In this study, we propose a design method
of maximally flatFIR fanfilter with variable passband angle. The proposed transfer function
isachieved as a closed form expression, and can be derived by the filter order andflatness.
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FIR ファンフィルタは地震波など平面波から特定方向の成分だけを抽出する 2 次元 FIR ディジタ
ルフィルタである。従来提案された誤差関数の最小化に基づく FIR ファンフィルタは急しゅんな
遮断特性を得られるが、通過域にリプルを有するため入力信号が歪む。また、所望の方向成分のみ
抽出する際に他方向の成分も抽出される場合があるため、より厳密に所望の成分のみを抽出するた
めに通過域角度は可変であることが望ましい。そこで本研究では、通過域角度が可変な最大平たん
FIR ファンフィルタの設計法を提案する。提案する伝達関数は閉じた式となっており、フィルタ次
数と平たん度によって簡単に求めることができる。
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A study on eﬀective learning elements of electric circuit E-learning system
電気回路 E-ラーニングシステムの効果的学習要素に関する一検討
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
E-learning system needs to introduce elements for eﬀective learning. We studyan electric
circuit E-learning system which has elements of student’smotivation and understanding. In
this research, we introduce a method of a grouplearning into the electric circuit exercises, and
also show the results of thequestionnaire survey about the student s evaluation for the group
learning, weverify that the group learning eﬀectively works on the student s motivationand
understanding. Furthermore, we discuss whether the group learning iseﬀective in the electric
circuit E-learning system.

E-ラーニングシステムは、効果的な学習のための要素を導入する必要がある。そのため、私たちは
学生のモチベーション向上と理解の助けの要素を持つ電気回路 E-ラーニングシステムを研究してい
る。本研究では、電気回路演習の授業にグループ学習を導入し、学生のグループ学習に対するアン
ケート調査の結果を示し、グループ学習が学生の意欲向上や理解の助けに効果的に働くことを確認
する。さらに、グループ学習が電気回路 E-ラーニングシステムに対して効果的かどうか議論する。
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Howling Canceller with Speech Suppression Filter
音声抑制フィルタを導入したハウリングキャンセラ
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◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
We propose a howling canceler with keeping the speech quality. First, theproposed method
suppresses the speech signal to emphasize the howling by usingcascade notch filters with
variable gain. Then, each notch gain is determinedaccording to the amplitude characteristic
of the speech signal. Suppressing thespeech signal brings to improve howling estimation
accuracy and speech quality.Through the computational simulations, we compare the proposed
method with theconventional method. We confirm that the proposed method has high
estimationaccuracy and speech quality.
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キーワード:
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ノッチフィルタ

我々は，音質を保護できるハウリングキャンセラを提案する．まず，縦続接続可変ゲインノッチフィ
ルタによって音声を抑制し，ハウリングを強調する．そのとき，各ノッチゲインは音声信号の振幅
特性に基づく．音声信号を抑制することで，ハウリング推定精度と音質の向上がもたらされる．シ
ミュレーションにより従来法と比較し，提案法がより優れていることを確認する．
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Feasibility of BMI improvement applying a Stroop eﬀect
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
This paper describes the feasibility of BMI improvement applying a Stroopeﬀect. When a blue
printed red color is presented to a subject, the reactiontime takes longer than that when a
red printed red color. To investigate theStroop eﬀect on the brain wave, we presented two
gray colored Chinesecharacters that means red and blue on the display, and then
thecolor in one of them was turned into red or blue randomly. When the visualstimuli were
presented iteratively, a subject counted silently the number oftargeted stimuli. And the target
was estimated using Support Vector Machine.
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Wide temperature-range ISFET array for pH control system to the IoT application
IoT におけるｐ H 管理システムのための広温度領域対応 ISFET アレイ
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◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
Water quality check is important in various areas. And in IoT era, to manage andmonitor
pH values in diﬀerent conditions, wide temperature-range pH sensor isrequired. ISFET is
a highly sensitive pH sensor and it measures interfacialpotential due to ion concentration
change as a change of threshold voltage(Vth). However, temperature dependence of Vth is
aﬀected by the semiconductorproperties. Therefore, we studied a temperature compensation
of semiconductorproperties by substrate voltage control. Also we devised an advanced FDSOIISFET array.

Key Words:
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キーワード:
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製造、農業、医療、食品、環境の分野では水質チェックが重要であるが、IoT 時代にて様々な条件に
おけるｐ H 値を管理・監視するには、広い温度領域に対応できるｐ H センサが必要となる。高感
度な pH センサである ISFET は、MOSFET のゲートをイオン感応膜に置き換えた構造をしてお
り、イオン濃度変化による界面電位をしきい値の変化として測定する。しかしながら、このしきい
値の温度特性は、特有なイオン感応膜部分に加え、半導体物性 (MOSFET 部分) の影響も受けてし
まう。そこで基板電圧制御により半導体物性部分の温度補償を行うことを検討した。また FD-SOI
構造を用いてより性能の良い ISFET アレイを考案した。
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Defect size estimation in billet using ultrasonic transmission method
音で鉄の中が見える‐超音波透過法による角鋼片内部の欠陥径推定―
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
A billet, which is a semi finished product of steel products, sometimes containsdefects. Because
these defects degrade the final products quality, there is aneed to detect defects inside
billets. Therefore, we propose a defect detectionmethod for billet inspection using ultrasonic
transmission method. In thismethod, a defect is detected by deviations of propagation time of
ultrasonicowing to the diﬀraction at the defect. The simulation suggested that a defectcan be
detected wherever the defect is, and the defect size can be estimatedwhen defect is not near
the surface of a billet.

鉄鋼製品の元となる一次製品である角鋼片は，内部に直径 1-10 (mm) 程度の空洞欠陥を含むこと
がある．このような欠陥は最終製品の品質低下にがるため，角鋼片の段階での検出が重要となる．
そこで本稿では，超音波透過法による角鋼片内部の欠陥検出手法を提案する．角柱状である角鋼片
側面の向かい合う 2 面に超音波送波器，受波器を配置し，送受波器を平行に走査させて各計測点に
おいて超音波伝搬時間を計測する．超音波が欠陥近傍で回折し，伝搬時間が増加することを利用し
て欠陥検出を行う．数値計算により，欠陥の位置によらず検出が可能であり，欠陥が計測断面の中
心近傍にある時には欠陥径の推定が可能であることが示された．
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Atmosphere Estimation based on Surface Expression and Atmosphere Control System
表層情報を利用した雰囲気推定及び雰囲気制御システム
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
Families raising children require to be supported with fewer children continuingto develop.
An atmosphere estimation based on surface expression and anatmosphere control system is
proposed, where home appliances are controlledbased on the estimated atmosphere of children
in home. Facial expression isrecognized as surface expression by a motion sensing device,
and then theatmosphere of the family is estimated to three state. Home appliances(an
airconditioner and room lighting)are controlled according to the atmosphere forretaining
children s emotional stability.

Key Words:
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少子化が進む中、行政の対策によって経済的な面の支援はされているが、子育てを行う親の肉体的、
精神的な面の支援は十分には行われていない。 そこで家庭内における子育ての負担感を軽減させ
るため、モーションセンシングデータを用いた雰囲気推定及び家電機器と連携した雰囲気制御シス
テムを提案する。Kinect からの表層情報（顔表情、顔方向）による個人の感情認識に基づき，場の
雰囲気を三種類の状態に分類し、雰囲気にあわせて照明、空調家電を操作することにより人間の感
覚に作用し、家庭内の雰囲気をさりげなく制御する。それにより子供の情緒が安定する雰囲気を保
ち、親の心のゆとりを生む子育て支援を可能とする。
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Rope-Placing Method for Table-Top Knotting and Its Application to Clove Hitch
卓上紐結びにおける任意形状生成動作と巻き結びへの応用
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This paper describes a method for making hand trajectories to place a rope on atable in a
target shape. In aspects of rope-work, it is important to control notonly the topology, but also
the shape. Thus, it is necessary to generate robotmovement automatically according to the
target shape. In this study we proposeda rope-shape model, and derived robot movement in a
simple manner. An experimentwas conducted to verify the eﬀectiveness and limitation of the
proposed method.As further verification, the method was applied to making a clove hitch.

本稿は，紐などの線状柔軟物を扱うロボットの動作を自動的に生成することを目指している．先行
研究の卓上紐結びでは，スキルと呼ばれる動作プリミティブを組み合わせ，種々の結び目が作成可
能であることを示したが，その動作は，予め人間が試行錯誤することにより作成されていた．この
問題を解決する初期段階として，本稿では卓上の任意目標線上に紐を置くための手先軌道の生成手
法を提案する．提案手法を用いて円形のループを作成し，その有効性と限界を確認した．また，提
案手法を巻き結びの作成作業に応用した．実験により，従来手法では対応が難しく，試行錯誤が必
要な状況に対して本手法が有効であることが確かめられた．
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Feedback ANC System with Low Complexity Using Adaptive Notch Filters
フィードバック ANC システムの適応ノッチフィルタによる高速低演算量化
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
These days, the Feedback Active Noise Control (FB-ANC) system is demanded toestimate and
to removal the periodic noise in the narrowband with high accuracyand processing speed. We
propose a new FB-ANC system for the eﬀectivesuppression of narrow-band noise. The proposed
system consists of the cascade ofthe notch filters, and all-pass filters and general multipliers.
All filters arerealized by low order Infinite Impulse Response (IIR) structures, and so thatthe
proposed system can achieve the fast and accurate convergence. The FB-ANCsimulations
shows superiority of the proposed method.
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今日 Feed Back Active NoiseControl(FB-ANC) において高速、高精度に狭帯域の周期信号を推定
し除去することが求められている。 そこで我々は、狭帯域雑音の抑制に向けた新しい FB-ANC シ
ステムについて提案する。 提案システムは逆ノッチフィルタと全域通過フィルタ、そして一般的な
乗算器により構成され、周波数、位相、振幅を各々推定することで高速、高精度のシステムを実現
する。 これらは全て絶対安定の保証された低次数構成であり、演算量の軽減と高速化を両立でき
る。 最後に本システムのシミュレーションを行い、結果を示す。
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Learning Actions Analysis of Working Adults in Workplace e-Learning
企業内 e ラーニングにおける社会人の学習行動分析
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We present a comparative analysis of working adults and pre-employmentstudents learning
actions to clarify their characteristics in workplacee-learning. As a result, we found there are
some diﬀerences between them inlearning pace. For instance, in 8-week e-learning courses,
the successfulpre-employment students learn more than the successful working adults in
everyweek except the 8th week. The unsuccessful pre-employment students may beaﬀected by
encouragement e-mails from LMS, and they learn more than theunsuccessful working adults
in the 1st, the 4th, and the 7th weeks.
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Lips vibration measurement using light sensor in the brass
金管楽器における光センサを用いる唇振動計測
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We focuse on the relationship of blowing feeling and lips vibration, in order toclarify them,
examined about human lips vibration measurement method. In thispaper, we examined
whether human lips vibration measurement can be in themeasuring method for artificial lips.
It was measured using the actual human inthe measurement system that uses a mouthpiece
enclosing a light sensor. As aresult, it was possible to measure the human lips vibration
by this measurementmethod. So, possibility of quantitative evaluation of the blowing feeling
bymeasuring human lips vibration is suggested.
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著者らは, 吹奏感と唇振動の関係性に着目し, その有無を明らかにすへく, 人間の唇振動計測法につ
いて模索した. 本稿ては, 人間の唇振動を人工唇の唇振動のための計測法を用いて計測出来るのかを
検討した. 光センサを用いた計測システムをマウスヒースに内包し, 実際に人間を用いて計測した.
その結果, 本計測法を用いて人間の唇振動を計測することか可能たとわかった. そして, 人間の唇振
動を計測することて, 吹奏感を定量的に評価てきる可能性か示唆された.
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Study on Less Restraint Estimating System of Blood Pressure in Sleeping
睡眠時にける低拘束な血圧推定システム開発に関する研究
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Measuring blood pressure in sleeping is important for early detection of maskedhypertension.
It is necessary for measuring blood pressure to attach asphygmomanometer cuﬀ. However,
long-term blood pressure monitoring givessubjects an oppressive feeling, so it s diﬃcult to
monitor it in sleeping.Therefore, we attempted to develop less restraint monitoring system of
bloodpressure. Pulse wave velocity (PWV) has a high correlation with blood pressure,so we
can detect the change of blood pressure from PWV. We developed lessrestraint estimating
system of Blood Pressure from PWV.

現在主流のカフ式血圧計は体に計器を装着する必要があることから拘束感が大きく，長時間のモニ
タリングには不向きである．一方で夜間時に血圧が上昇する夜間高血圧症など，病院での計測時以
外に血圧値が異常値を呈する仮面高血圧症は，病院での検診時のみにおける間欠的な計測では発見
することが難しい．夜間高血圧症の診断には 24 時間自由行動下血圧測定法が用いられるが，被験
者に対する拘束感が大きく，ストレスや睡眠障害を引き起こす可能性があり問題である．そこで本
研究では，血圧と相関がある脈波伝播速度に注目し，睡眠時における血圧モニタリングを念頭に置
いた臥位における低拘束な血圧推定システムの開発を行った．
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The gaze estimation on the conputer screen using corneal image
コンピュータスクリーンの角膜反射画像からの視線推定
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Field 分野: Informatics (理工系 情報学)
Gaze estimation techniques have deep relationship to human cognition andinterests, psychology,
education, the patient’s intention display has beenused in many fields. So many of the line of
sight estimation system has beenproposed and developed. We propose a method of estimating
a line of sight to thecomputer screen, with using the image of the object reflected in the
cornea(corneal reflection image). The proposed method allows to easily line of sightestimated
from one corneal reflection image and there is no need to attach aspecial equipment to a person.
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視線推定技術は人間の認知や興味に深い関係があり，心理学，教育，患者の意思表示など多くの分
野で用いられ，多くの視線推定システムが提案・開発されている．角膜に映る対象物の画像 (角膜
反射画像) を用いて，人間のコンピュータスクリーンへの視線を推定する手法を提案する．提案法
は，被験者に特別な機材を取り付ける必要もなく，一枚の角膜反射画像から容易に視線推定するこ
とを可能とする．
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Airy remote: Remote Control and Appliance Switching by Gesture
ジェスチャで操作！ スイッチング ジェスチャ リモコン Airyremote
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Home appliances require each remote and its confusing control, while those makedaily life more
convenient. Universal gesture remote and its casual switchingare proposed, where multiple
home appliances are controlled and switched basedon user s motion information. The gestures
composed hands and arms realizestandard operating functions of a TV, an air conditioner, and a
room lighting.The three appliances are automatically switched according to users facedirection.
This realizes remote-independent life in a complicated electric homeenvironment like a smart
house.

家電機器により日常生活が便利になる一方で、リモコン操作に煩わしさが生じている。これを解消
するため、複数家電機器を操作するジェスチャリモコンおよび操作対象のさり気ない切り替えシス
テムを提案する。Kinect を用いユーザの腕、手、顔方向情報を取得する。腕と手からなるジェス
チャによりエアコン・照明・テレビの３つの家電機器の操作を実現し、操作対象の切り替えに顔方
向情報を用いる。ジェスチャリモコンによるさりげない家電機器の操作、切り替えにより、リモコ
ンに依存しない快適な生活が可能になる。ヘッドマウントディスプレイと連携することで、遠隔地
の機器の操作や公共施設のような広い空間での家電機器操作が容易になる。
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Personal Characteristics Expression using Face Parts Movement by Deformed Robot
ディフォルメしたロボットの顔パーツの移動による個人特徴の表出

◦

Kazuaki Takeuchi (B4) Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, KAIT
武内 一晃 (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: s1233030@cce.kanagawa-it.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Yamazaki Yoichi 山崎 洋一* (*KAIT 神奈川工科大学)
◦

YoichiYamazaki (assoc prof) Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, KAIT
洋一 山崎 (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 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
Deformed robot and its personal characteristics expression are proposed fortelepresence robot,
where the humanoid that has a deformed appearance expressesfacial personality. Personal
characteristic is defined as a combination ofpositions of facial parts (eyebrows, a nose, and a
mouth) and a size of eye. Therobot transforms its position of parts and eye size on the face
by usingup-and-down motions of each part and an eye display. The proposed robot realizesa
mental care application for family that live far apart from one another.

Key Words:
Personal Characteristics
Deformed
Robot
キーワード:
個人特徴
ディフォルメ
ロボット

ロボットに個人の特徴を与えることで、遠隔地に親近感を伝達することができる。ロボットに親し
みやすい外観を与え、誰の個人特徴でも表現できるようにするため、キャラクタライズされたディ
フォルメロボットを提案する。個人の顔の特徴を目の大きさと、眉・鼻・口のパーツの位置とする。
眉・鼻・口の位置を上下移動し、目をディスプレイ化し六種類の目を切り替えることで、ロボット
で個人の顔の特徴を表出する。Kinect を使用し、眉・鼻・口の位置、目の大きさの検出をする。ロ
ボットの眉・鼻・口のパーツの位置、目の大きさを変える。それにより離れて暮らす家族に、ロボッ
トを通してメンタルケアができるようになる。
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Prompts Learners to Refocus on Keywords System developed that during Discussions
マインドマップで一定時間が経過したキーワードを再注目させる機能の開発と評価

◦

Natsubori Yuumi (M2) Dept. of Comprehensive Educational Development, Univ. of Tokyo gakugei
夏堀 有未 (M2) 東京学芸大学 総合教育開発専攻
E-mail: m143306x@st.u-gakugei.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Kitazawa Takeshi 北澤 武* (*Univ of Tokyo Gakugei 東京学芸大学),
Mochizuki Toshio 望月 俊男** (**Univ. of Senshu 専修大学)
◦

Kitazawa Takeshi (assoc prof) Faculty of Education, Univ of Tokyo Gakugei
北澤 武 (准教授) 東京学芸大学 教育学部
Field 分野: Science education/Educational technology (人文社会系 科学教育・教育工学)
We developed and evaluated : Function to Refocus on Keywords (FReK), acollaborative brainstorming system that prompts learners to refocus on keywordsaside from the discussion for a
Long Time. Characteristic function ishighlighting inactive idea nodes. The evaluation revealed
that the function canfacilitate users creation of new ideas and discussion with awareness of
therelationships. The design of FReK is eﬀective to support users in generatingcreative new
ideas related to the variety of ideas already described in thediscussion.

本研究では，協働的にアイデアを出す議論の中でマインドマップにアイデアをキーワードとして入
力後，一定時間何も操作されていないものを対象に色を変える機能を開発し，実験的な評価を行っ
た．この機能によって，実験参加者は，キーワードの視認できるようになり，新しいアイデアの発
想や，キーワード同士の繋がりを意識した議論を展開できるようになることが分かった．

– 35 –

Key Words:
idea generation supporting
system development
collaboration
キーワード:
アイデア発想支援
システム開発
コラボレーション

41

Sound Source Detection of Swine Sneezing Using a Plural Microphone Array
複数のマイクロフォンを用いる豚のくしゃみ音源位置推定

◦

Togashi Kota (B4) Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba
富樫 宏太 (B4) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: togashi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Kawagishi Takuji 川岸 卓司*, Yamashita Koji 山下 晃司*, Mizutani Koichi 水谷 孝一*,
Zenpo Keichi 善甫 啓一*, Wakatsuki Naoto 若槻 尚斗* (*Univ. of Tsukuba 筑波大学)
◦

Mizutani Koichi (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 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
It is important to find infectious disease of swine at an early stage. There arereports that
the number of sneezes related to infectious disease and we canexamine infectious disease by
counting the number of sneezes. However there areproblems with the sound source detection of
sneezes owing to reflected sound. Inthis report, we recorded a sound in pigpen. We estimated
sound source of sneezesby using two microphone array which consist of four microphones
by crosscorrelation method and least squares method. As a result, estimation accuracywas
improved by choosing microphone array.
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Positive Emotional Expression for Robot by Eyelid Shape Variation
目蓋の形状変化によるロボットのポジティブな感情表出

◦

Ogawa Ryo (B4) Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, Kanagawa Institute of Technology
小川 陵王 (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
E-mail: s1233022@cce.kanagawa-it.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Yoichi Yamazaki 山崎 洋一* (*Kanagawa Institute of Technology 神奈川工科大学)
◦

Yoichi Yamazaki (assoc prof) Dept. of Home Electronics Faculty of Creative Engineering, Kanagawa Institute of
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 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
Positive emotional expression for communication robot and its qualitativeexpression of living
environment are proposed for telerobotics, where the robotexpresses environmental information
from IoT sensors by emotional expressionusing eyelid shape variation. The proposed eyelid
curve plate enable to expresssix emotions (happy, surprise, anger, disgust, fear, and sadness).
Theseexpressions are assigned room temperature according to comfort. The systemrealizes
visualization of thermal sensing from the view point of comfort that islost in telerobotics
situation.

ロボットはセンサにより不可視情報を可視化でき、その親しみやすい伝達には目による感情表出が
有効である。ロボットをディフォルメ外観にし、目蓋の動きによる感情表出を用いた温度に基づく
室内の快適さを表現するロボットを提案する。ロボットは眼球上部の目蓋曲線板をスライドさせる
ことで驚き、怒り、恐怖、嫌悪、悲しみ、喜びの感情表出をする。 温度センサが快適な温度を検知
した場合は喜びを表出、快適な温度より下回った場合は恐怖から悲しみを表出、上回った場合は嫌
悪から怒りを表出する。それにより将来ロボットの遠隔操作時に失われてしまう感覚の可視化がで
き、離れていてもロボットの環境がどうなっているのか分かるようになる。
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Monitoring of platelet s ability during the mechanically circulatory support
機械式循環サポート環境下の血小板能力モニタリング

◦

Hakozaki Masaya (B4) Dept. of Bio-science and engineering, Univ. of Shibaura Institute of Technology
箱崎雅也 (B4) 芝浦工業大学 生命科学科
E-mail: bn12234@shibaura-it.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Ohuchi Katsuhiro 大内 克洋*, Fujiwara Tatsuki 藤原 立樹* (*Univ. of Tokyo Medical and Dental
東京医科歯科大学), Sakota Daisuke 迫田 大輔** (**Advanced Industrial Science and Technology 産業技術総合研究所)
◦

Watanabe Nobuo (assoc prof) Dept. of Bio-science and engineering, Univ. of Shibaura Institute of Technology
渡邉 宣夫 (准教授) 芝浦工業大学 生命科学科
Field 分野: Internal medicine (生物系 内科系臨床医学)
The clinical situation with the mechanically circulatory support devices desiresthe realization
of the method to predict the blood clotting and theanti-thrombus technology. However, the
complex coagulation cascade is currentlymaking it diﬃcult to predict the thrombogenesis.
The other side, the plateletsare known to play a great role in the initial thrombosis with
their abilities toadhere, release their micro particles, and aggregate themselves. Therefore,
thepurpose of this study is to examine their abilities under the process to thethrombogenesis
and validate our assumption.
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人工心臓や体外循環装置を用いる心臓手術等の臨床現場において，血栓形成予知技術や血栓の早期
発見技術が切望されている．しかしながら，血栓は発生機序が複雑であり，その発生を予測するこ
とは困難である．ただ，血栓発生機序に血小板が大きく関与することが知られる．この血小板には
粘着能，放出能，凝集能の 3 つの能力がある．また，血栓は血小板の凝集塊が含まれる事，血液ポ
ンプによる高せん断は血小板凝集を誘発する事も知られている．そこで，本研究は人工心臓や体外
循環装置の利用により，血液中の血小板凝集がどの程度変化するか明らかにする事で，血栓発現プ
ロセスにおける法則性の有無を検証することを目的とした．
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Modeling of string plucking on guitar and simulation of string vibration
ギターにおける撥弦のモデル化と弦振動シミュレーション

◦

Watanabe Masato (M2) Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
渡辺 真郷 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: watanabe-m@aclab.esys.tsukuba.ac.jp / twitter: ×
facebook: ○
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(*Univ. of Tsukuba 筑波大学)
◦

Wakatsuki Naoto (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 分野: Integrated engineering (理工系 総合工学)
Guitar is an instrument that has various playing methods and sounds. In order torecreate
tone colors of guitar sounds on synthesizer, it is necessary tomodeling playing methods and
calculate each string vibration. In this paper,Locus of plucking point was recreated referring to
plucking video filmed byHigh-speed camera, and string vibration after plucking was calculated
by FDTDmethod. In order to verify validity of those model, calculated force occurred infixed
end was compared with guitar sound.

ギターは奏法を使い分けることで様々な楽器音を出すことができる楽器である。電子楽器において
奏法による音色変化を再現するには、奏法をモデル化し、奏法ごとに異なる弦振動を計算する必要
がある。本報告では、ピックと指 2 つの撥弦方法による弦振動を差分法によって計算するため、高
速度カメラによる撥弦の計測を行い、それを基に撥弦位置における弦の軌跡を再現した。また、モ
デルの妥当性を検証するため、弦振動によって固定端に発生する力と楽器音の比較を行った。
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Analysis of The Energy Flow on Quadruped Robot having a Flexible Trunk Joint
柔軟体幹を持つ四脚歩行ロボットにおけるエネルギフローの解析

◦

Ikeda Masahiro (D1) Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
池田 昌弘 (D1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
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Co-Author 共著者:
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◦

Field 分野: Mechanical engineering (理工系 機械工学)
A problem in legged robots is energy loss. A legged robot walks at a regularspeed when input
energy and energy loss are balanced. However, the faster theaverage speed is the larger the
energy loss is. If the energy loss per stepcould be reduced by analyzing the energy outflow
from the robot phase by phase,the resulting balanced speed would be faster. The purpose
of this study is toestablish a control method for quadruped robots, by which the walking
speed isgreatest with limited input energy. We aim at clarifying the mechanism of theflow of
mechanical energy
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脚式ロボットの問題点としてエネルギ損失が挙げられる．系内のエネルギ損失を加速に回すことが
できれば，限られたエネルギ投入量に対してより速い速度の歩行運動を得ることができる．本研究
の最終目標として，エネルギ損失を最小にする脚式移動の制御方法を確立する．本発表ではその前
段階として，弾性を有する体幹を持つ四脚歩行ロボットが歩行を行う際に生じるエネルギフローを
解析する．その結果から各要素がエネルギフローに与える影響を考察する．
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An acoustically conversation support interface for a telepresence system

◦

Takahashi Masaaki (M2) Graduate School of Science and Technology, Keio University
高橋 成明 (M2) 慶應義塾大学 理工学研究科
E-mail: masaaki@ayu.ics.keio.ac.jp / twitter: ×
facebook: ○
Co-Author 共著者:
Imai Michita (prof) Faculty of Science and Technology, Keio University
今井 倫太 (教授) 慶應大学 理工学部
◦

Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
A telepresence robot helps users to have a conversation from a remotelocation.The researchers
of the fields of human-computer interaction study thetelepresence system from many aspects,
such as vision, devices, mobility and soon.However, the user of the current telepresence system
cannot feel the presencelike the face-to-face conversation.This research attacked this problem
fromauditory enviroment, in more detail, the research integrates the technologyabout sound
source location and separation, volume regulation and humandetection into the telepresence
robot and prepares user interface.
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Low-Cost and Noninvasive Pre-bond Test Method for Through Silicon Via in 3D LSIs
三次元実装 LSI の為の非侵襲・低コストな接合前テスト手法開発

◦

Araga Yuuki (others) Nanoelectronics Research Institute, AIST
荒賀 佑樹 (others) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門
E-mail: yuuki.araga@aist.go.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Kikuchi Katsuya 菊地 克弥*, Aoyagi Masahiro 青柳 昌弘* (*AIST)
◦

Kikuchi Katsuya (research worker) Nanoelectronics Research Institute, AIST
菊地 克弥 (研究員) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
3D LSIs are expected to enable high-speed and low energy consumption byconnecting chips
using through-silicon-via (TSV). For high yield to spread 3DLSI, developing pre-bond TSV
test method is emerging issue. We proposenoninvasive pre-bond test method using wiring
which is connected to Si substratearound TSVs. Pulse is injected to TSV and Si substrate
voltage waveform iscaptured by test circuit. TSV errors are detected by the waveform. This
methodenables pre-bond test without any direct wiring to TSVs. Cost overhead isminimized
by simple test circuitry and wiring around TSV can be reused.

Key Words:
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オンチップ評価

三次元実装 LSI はチップを積層接合することで高い回路密度と高速・低消費電力を両立する最先
端技術として注目されている。 三次元実装 LSI の普及の為には積層前にチップ同士を繋ぐ貫通シ
リコンビア (TSV) の製造テスト方法を確立することが不可欠である。 そこで我々は TSV 周辺の
シリコン基板に配線を接続し、TSV にパルスを入力した際のシリコン基板電位応答より TSV に発
生した製造エラーを特定する技術を開発した。 提案手法はこれまで困難とされてきた積層接合前の
製造テストを TSV への直接配線無しに実現可能である。提案回路は小面積でシリコン基板への配
線は実動作時に再利用される為コストへの影響も小さい。
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Basic Study of Microwave Wideband Applicator Using Low Loss Dielectrics
低損失誘電体を用いた広帯域アプリケータに関する基礎研究
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
Conventional microwave measurement is used almost by detecting reflection wave.Measurement
by transmission coeﬃcient is much suitable in case where highersensitivity is required.
Measurement of high permittivity material includinghuman body and water solution within
few centimeter with transmission method.This characteristic has possibility of practical
realization. Therefore,impedance matching between object material and applicator is necessary.
In thisstudy, dielectric fine ceramic loaded microwave wideband applicator is examinedby
electromagnetic field simulation software.

マイクロ波計測技術は反射を利用したものが主であるが、医療分野や工業分野など高い測定精度が
求められる場合マイクロ波透過による特性計測が適していると考えられる。技術革新により高精度
かつ広帯域な受信系が比較的安価で普及しつつある現在、数センチの厚みであればマイクロ波透過
で人体や水溶液の特性測定を実用できる可能性がある。そのためには、対象物とのインピーダンス
マッチングを図り効率的に電磁波を放射することが重要である。そこで、本研究では電磁界解析ソ
フトを用い、マッチングセクションに誘電体ファインセラミックス等の低損失誘電体を用いた広帯
域アプリケータについて検討した。
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Everyday Memory Sharing and Aﬃnity Acquisition by Companion Root for Elderly
高齢者の日常記憶の共有によるロボットへの親近感の獲得

◦

Hirata Shingo (B4) Home Electronics, KAIT
平田 真梧 (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: s1233033@cce.kanagawa-it.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者: Yamazaki Yoichi 山崎 洋一* (*KAIT 神奈川工科大学)
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Information) (理工系 電気電子工学 (情報))
Mental care system based on everyday memory sharing by a companion robot isproposed for
elderly living alone, where humanoid robot NAO has a conversationusing user s daily health
condition as everyday memory. The proposed systemencourages a sense of aﬃnity to the robot,
destresses the feeling ofloneliness, and leads to improve health and dementia risks.
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独居高齢者の健康や認知症を悪化させ得る孤独感を改善するため、ロボットを用いた日常記憶の共
有を行うメンタルケアシステムを提案する。利用者の体調を日常記憶とし、人型ロボット NAO を
用いて独居高齢者と体調についての会話を行う。その中でロボットが体調の記憶を元にした会話を
展開することで日常記憶を共有する。 これにより、利用者がロボットへ親近感を抱く事を可能にす
ると共に孤独感を改善することができる。また、本メンタルケアシステムを人と関わる様々な会話
ロボットやモバイルエージェントへ応用することで、利用者が対象へ更に親近感を抱く事ができる
と考える。
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Physical function evaluation using smartphone embedded sensors
スマートフォンを用いた身体機能評価
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Physical function evaluation of rehabilitation depends on qualitative decisionof physical
therapists. Quantitative evaluation can help for more robustdiagnosis. We propose a method
to quantify functional evaluation ofrehabilitation using IMU in smartphone. Our goal is to
develop a simple methodfor gait analysis. By using principal component analysis, we classify
themeasured gait data. Therefore we discriminate between diﬀerent gaits, and asuccessful
classification rate was 92%. We expect to develop our method for easyhome rehabilitation and
gait functional evaluation in daily life.

リハビリテーションにおける身体機能評価は理学療法士の定性的判断に委ねられる。定量的な評価
指標の開発により身体機能の診断がより正確になる。現在広く普及しているスマートフォンに着目
し、内蔵されている IMU センサを用いてリハビリテーションにおける身体機能を定量的に評価で
きる手法を提案する。本研究では歩行解析における簡易的な評価指標の開発とその評価をおこなっ
た。解析手法には主成分分析を用い、計測した歩行データを分類する。実験結果より、歩行状態に
よる分類率は 92%を示した。このことから、異なった歩行を区別することが可能であり、在宅リハ
ビリや日常の中での身体機能の把握に適用できることが期待できる。
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Automatic detection system of sleep spindles based on Fujimori method
藤森法に基づく睡眠紡錘波の自動検出
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According to the preceding study, the eﬀective nap time is a period which isfrom sleep stage
1 until sleep stage 2. It is apparent that eﬀective nap timeis 15-20 minutes. However, to
present the timing optimal wake up, it is requiredto examine the sleep stage 2 in more detail
than the conventional. In thisannouncement we propose an automatic detection algorithm of
sleep spindle basedon Fujimori method. Which can deal with the large number of example.It
ispossible to identify the start time of sleep stages 2 by detecting the sleepspindles.
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キーワード:
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自動検出

先行研究により、効果的な仮眠は睡眠段階 1(入眠開始) から睡眠段階 2(睡眠紡錘波が発生してから
大徐波が発生する期間) までであり、その平均時間は 15〜20 分であることが明らかになっている。
しかしながら、最適な起床のタイミングを提示するためには、睡眠段階 2 を従来よりも詳細に調べ
る必要がある。この時、多数例を取り扱うため、自動解析が望ましい。そこで、本発表では藤森法
に基づく脳波自動解析システム上で動作する睡眠紡錘波の検出アルゴリズムを提案する。睡眠紡錘
波を検出することにより、睡眠段階 2 の開始時刻を特定できる。
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A Study on Cooperative UWB Radar and IVC System
車車間通信・UWB 車載レーダ協調システムに関する研究
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
Ultra Wide-Band (UWB) system uses extremely wider band than ordinary radiosystems. UWB
systems has high path resolution capability and it is possible tomeasure the distance precisely
by using very short pulse in nano-second order.Recently, high precision ranging capability of
UWB system is paid attention touse radar system for the automobile. It is expected that the
UWB system is usedfor the ITS field. The purpose of this study is improving performance of
UWBvehicle radar by cooperate with Inter-Vehicle Communication.

UWB 通信方式は従来の通信方式に比べて非常に広帯域を用いる通信方式である。数 ns 程度の非
常に時間幅の短い信号を用いることで距離分解能に優れ、高精度な測距を行うことができる。近年、
UWB による高精度測距は自動車のレーダへの利用が注目されており、ITS 分野での利用が期待さ
れている。本研究では衝突回避や死角検知などに用いられる UWB 車載レーダについて、通信シス
テムと協調させることによる性能向上を目的としている。
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Linear Phase Band-pass FIR DDs with Flat Passband and Lp Normed Stopband
阻止域で Lp 近似特性を有する直線位相帯域通過最大平たん FIR ディジタル微分器
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This paper describes a design of linear phase band-pass FIR DDs with flatpassband and Lp (1 ≤
p ≤ ∞ ) normed stopband. The passband of thetransfer function guarantees the flat diﬀerential
characteristics around anarbitrary center frequency. The stopband provides the Lp normed
stopband whilecorrecting the stopband region of the passband function. The coeﬃcients
of thestopband are obtained through the quasi-minimization based on IRLS algorithm.The
proposed design achieves the flexible stopband under the trade-oﬀ betweenthe steepness and
the size of side-lope ripple.
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本稿では，通過域平たん特性，阻止域 Lp (1 ≤ p ≤ ∞ ) 近似特性を有する直線位相帯域通過 FIR
ディジタル微分器を提案する．伝達関数を通過域関数と阻止域関数に分け，通過域関数は任意の中
心周波数で平たんな微分特性を有する．阻止域関数では，通過域関数の微分特性を保ちかつ，繰り
返し再重み付け最小二乗 (IRLS : Iterative Reweighted Least-squareed) アルゴリズムを用いて Lp
近似で阻止域を実現する．提案する微分器は高精度な微分を実現でき，さらに遮断特性の急峻さと
阻止域でのサイドローブの大きさとのトレードオフの下で柔軟な阻止域を実現できる．
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The automatic door opening and closing decision using Kinect
Kinect を用いた移動物体検出による自動ドア開閉判定
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Field 分野: Informatics (理工系 情報学)
Because of using a beam type sensor, automatic door which is generally spread istwo problems;
reacting to people who doesn t intend to get through the doorand staying open when there is an
object in the detection range. It is necessaryto solve the problem because it leads deterioration
of energy eﬃciency such asheating and cooling retention eﬀect. In order to solve the problems
at lowcost, it is used the Kinect sensor as a start-up sensor of automatic door inthis study. The
computer predicts the later activity of moving object, andjudges whether opening the door or
not.

現在一般的に普及している自動ドアは、起動センサーに光線センサーを用いているため、ドアを通
るつもりのない人に反応して開くことや、検出範囲に物体があると開いたままになることが問題点
として挙げられる。このことは自動ドアの設置目的のうちの冷暖房保持効果などの省エネルギー性
の悪化につながるので改善が必要である。そこで上記の問題点を低コストで解決するために、本研
究では Kinect を自動ドアの起動センサーとして用いる。移動体の位置、移動速度等からその後の
行動を予測し、自動ドアを開けるか否かを判定する。
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The basic study of breast cancer diagnostic method using the microwave imaging.
マイクロ波イメージング技術を用いた乳がん診断法に関する基礎的検討
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The microwave imaging has been proposed as a diagnostic technique for breastcancer imposing
little burdens on patients. It diagnoses the presence of cancerby observing its reflective
response to irradiated with microwaves. To cancerdiagnosis, it is important to distinguish
the reflective responses of cancerfrom other reflective waves. In this paper, we numerical study
on the diagnosismethod by the use of averaged multi-frequency domain using electromagnetic
fieldanalysis. The result suggested a possibility diagnosis of cancer by using thetechnique.
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マイクロ波イメージングによる乳がん診断は，患者の負担が少ない新しい技術として注目されてい
る．乳房にマイクロ波を照射し，がんによる反射応答を観測することでがんの有無を特定するもの
である．がんの有無を診断するためには，観測される様々な反射の中から，がんにおける反射を判
別することが重要である．本稿では, 周波数帯域幅を固定し異なる周波数領域を使用する方法につ
いて電磁界シミュレーションによる解析を行った．その結果，がんの有無の診断が容易となること
が示唆された．
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Range of Perceiving Illusion to Estimate Timing for Toenail-Mounted Vibration
足爪振動刺激におけるタイミング推定のための錯覚知覚範囲の検証
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We propose a novel method for presenting ground textures to the sole of thefoot. Previously,
we proposed a tactile display for presenting various tactilefeelings to the pad side of the finger
that used a vibration stimulus on thefingernail side. Here, this method was applied to the
toenail. In this study, wemeasured the range of force on toes that produced this sensation.
The resultsindicated that all toes had similar relative sensitivities. In the future, wewill present
the vibration at the optimal time during walking based onthis result and verify the eﬀects.

本研究では，手の指爪に振動刺激を与えることによって指腹に振動を知覚するという錯覚現象を足
に応用し，足爪上からの振動刺激を用いて様々な地面の感触を提示する手法を提案している．本稿
では，提案手法によって錯覚が生じる荷重範囲を各足指について求める．各足指の爪上に振動子を
設置し，振動を提示しながら各足指にかかる荷重を変化させることで，足指腹に振動を知覚できる
荷重範囲を計測する．結果として，全ての指で概ね同じ感度比であることが確認された．そのため，
キャリブレーションの手間を削減できることが期待される．今後，得られた知見を基に，歩行に合
わせた振動提示を行い，その効果を検証する予定である．
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A Study for Single-Trial Detection of P300 Based on Fujimori Method
藤森法を用いた P300 の単一試行検出に関する一検討
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P300 is one of the Event Related Potential whose latency is about 300ms afterthe stimuli and
is expected to be useful in medical treatment, livelihoodsupport and psychology. To obtain
P300 we give 2 types of stimulus to thesubject. So the S/N rate of P300 is bad that we had
to measure P300 by averagingin convention. In convention, we couldn t measure the P300
in single trial.So, single trial detection of P300 has been desired. In this article we proposea
stimuli type estimation method in single trial, based on Fujimori method as afirst step of single
trial P300 detection.
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P300 は刺激の認知や期待，判断に関連した電位の一つである．P300 は刺激後約 300ms に陽性頂
点を持つ事象関連電位であり，脳の認知機能障害の評価や心理学分野への応用が期待されている．
しかしながら，P300 は S/N 比の低い電位であるため，従来は加算平均法より P300 の検出を行っ
ていた．よって，この検出手法では瞬時の P300 の波形が見られない．その為，単一試行で P300
を検出する手法が望まれている． 本稿では藤森法を用いて EEG を分解し，P300 を誘発しやすい
刺激，しにくい刺激によって発生した EEG の単一試行分類法を提案する．
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Sound localization of underground position using geophone array
地表面反射音を用いる少数ジオフォンアレイの位置推定
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Horizontal Directional Drilling (HDD) method is used as a pipe embedding methodbecause
the method requires no open cuts. However, the position of the drill-bitin underground is
instability. In this study, an esti-mation method of thedrill-bit position using the reflected sound
from ground surface as well as thedirect sound from the drill-bit is proposed. As the results,
the proposed methodenabled to estimate 3.42 times more accurately than the conventional
method.

– 45 –

Key Words:
Sound Source Localization
Direction of Arrival
Geophone Array
キーワード:
音源位置推定
到来時間差
ジオフォンアレイ

59

A study on the estimation during the close distance asteroid flyby observation
小惑星近接フライバイにおける指向制御のための相対軌道推定に関する研究
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In this study, a relative orbit estimation algorithm during the close distanceflyby of the asteroid
is proposed. Interplanetary micro spacecraft PROCYON hasmissions to make close distance
flyby of the asteroid and to get high resolutionimages. As previous studies noted, conventional
relative orbit estimationalgorithm does not suﬃce for the estimation for the tracking of the
asteroidduring the close distance flyby of the small bodies. To conquer this problem,the authors
propose a new approach of estimation. Simulation results show theperformance of the method.
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超小型新宇宙探査機 PROCYON では、小惑星への近接フライバイ、およびその撮像が計画されて
いる。そのような近接フライバイの際には、PID 制御や、カルマンフィルタといった、典型的な制
御・推定の方法を用いることは難しいことが判明している。そのため、著者らは誤差の特性を考慮
した線形演算のみの相対軌道推定則を導出した。そのシミュレーション結果等による性能を示す。
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Investigation of Noodles for life-style related diseases prevention
生活習慣病予防につながる麺食品の調査
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Field 分野: Agricultural chemistry (生物系 農芸化学)
Dietary therapy attracts people s attention in the world because patients oflife-style related
diseases such as obesity and diabetes increase. Acuteincreases in blood glucose level (BGL)
after eating carbohydrate food may aﬀectthe body. Control of digestibility in small intestine
is needed to prevent BGLfrom rising fast. Noodles have been eaten all over the world. They
are made fromvarious starches and starches have diﬀerent structure and characteristic. Inthis
study, noodles digestibility of diﬀerent starches is investigated todevelop carbohydrate food for
disease prevention.

近年，肥満や高血圧など，生活習慣病患者数の増加から食事療法が注目を集めている．生活習慣病
の原因の 1 つに，食後血糖値の急上昇が関与する．食後血糖値の急上昇は，主に糖質食品の小腸で
の消化吸収に影響されるため，その消化吸収を制御することが重要である．麺食品はアジアを中心
に世界中で食される糖質食品である．麺食品は原料として小麦や緑豆など様々な植物のデンプンが
用いられる．デンプンは生産する植物よって構造や性質が異なり，この違いが麺摂取後の消化性に
影響を及ぼしていると考えられる．そこで本研究では，麺の種類による消化性の違いを調査するこ
とで，生活習慣病の予防する新たな糖質食品の可能性を見いだした．
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A Low-Voltage CMOS Electrophoresis Chip with 32 × 32 Sample/Hold Cell Array
32 × 32 サンプル/ホールドセルアレイを用いた低電圧 CMOS 電気泳動チップ

◦

Yamaji Yuuki (M1) Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, Univ. of Nagoya
山路 裕希 (M1) 名古屋大学 電子情報システム専攻
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Nakazato Kazuo (prof) Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, Univ. of Nagoya
中里 和郎 (教授) 名古屋大学 電子情報システム専攻
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
Electrophoresis is commonly used in biochemical applications. However,conventional electrophoresis (centimeter-order) system has a disadvantage ofrequiring a strong (hundreds or
thousands of volts) power supply. This drawbackis not suitable for point-of-care testing
(POCT), which will be more in demandin near future.
To realize a truly portable
electrophoresis system, we havedeveloped the low-voltage CMOS electrophoresis platform in
micrometer-order areawith 32 × 32 sample/hold (S/H) cell array. From the experimental
result, weverified successful S/H operation with constant outputs.

Key Words:
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キーワード:
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電気泳動は生化学分野において一般的に用いられている。しかしながら、既存の電気泳動装置は
泳動距離が cm オーダーであり数百から数千ボルトの高圧電源を要するという欠点がある。この欠
点は近い将来重要視され得るポイントオブケア検査 (POCT) に向けたデバイスの開発といった観
点からも好ましくないものである。持ち運び可能な小型の電気泳動装置の実現を目指して、我々は
um オーダーで、数 V 程度の電気泳動操作を可能にする、32 × 32 のサンプルホールド (S/H) セル
アレイを持つ低電圧動作の CMOS 電気泳動チップを開発した。実験結果より、S/H 操作によって
任意のアナログ入力から電極への定電圧出力の確認に成功した。
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Finite element to simulation pressure of residual limb in transfemoral patient.

◦

Le Van Tuan (D2) Bio-science and Engineering, Shibaura Institute of Technology
(D2)
E-mail: nb14507@shibaura-it.ac.jp / twitter: leoneo87 facebook: ×
Co-Author 共著者:
Hanafusa Akihiko (prof) Bio-science and Engineering, Shibaura Institute of Technology
◦

Field 分野: Biomedical engineering (生物系 人間医工学)
The aim of this study to observed pressure that generation on surface ofresidual limb of
transfemoral patient in gait cycle. A 3D model of the residuallimb and socket prosthesis were
created using MRI data. Residual limb containfour part: skin, fat, muscle, bone. The input
kinematic parameters were got frommotion capture system. The LS-DYNA software used to
simulation the process usesocket in human gait cycle. The result of this study can be use to
design thestructure of a prosthesis and optimize the shape of socket and dynamiccharacteristics
of such a prosthesis.
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Cuckoo search algorithm for optimal operations in electric power system

Nguyen Khai-Phuc (D2) Power system lab., Shibaura Institute of Technology

E-mail: na14502@shibaura-it.ac.jp / twitter: ×
facebook: ×
Co-Author 共著者:
Fujita Goro (prof) Power system lab., Shibaura Institute of Technology
藤田 吾郎 (教授) 芝浦工業大学 電力システム研究室
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
The aim of this research is to apply Cuckoo search algorithm for variousoperating problems in
electric power system. Cuckoo search algorithm is a modernoptimization technique basing on
parasitic behavior of Cuckoo species. Wesuccessfully employ this method for the problem of
multi-area economic dispatch.In future, we continue applying it for the optimal reactive power
dispatch.
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It is measured texture about cooking rice of the barley
大麦の炊飯に関するテクスチャ測定

◦

Imaizumi Ryo (B4) Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University
今泉 椋 (B4) 宇都宮大学 農業環境工学科
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Co-Author 共著者: Hukushima Syun 福嶋 瞬, Watanabe Tsuneo 渡邊 恒夫, Saito Takahiro 齋藤 高弘,
Tamura Masatugu 田村 正嗣
Tamura Masatugu (assist prof) Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University
田村 匡嗣 (助教) 宇都宮大学 農業環境工学科
◦

Field 分野: Agricultural engineering (生物系 農業工学)
It is said that nutritive value is very high in the barley, but it is not likedby the problems
such as water absorbency being lower than polished rice or avery firm thing.A rolled barley
was developed to solve those problems, but thepresent conditions are not improved very
much.Therefore I chose the cooking ricecondition by the absorbing water examination and
I measured the hardness and theadhesion by the compression examination in a sample after
cooking rice in thisstudy.

大麦は栄養価が非常に高いとされているが、白米と比べて、吸水性が低いことや、非常に硬いこと
などの問題から好まれてはいない。それらの問題を解決するために、押麦が開発されたが、現状は
あまり改善されていない。そのため、本研究では吸水試験による炊飯条件の選定と、炊飯後試料で
圧縮試験による硬度と付着性を測定した。
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Analysis of the bitterness and flavor components of the fresh Humulus lupulus
生ホップの苦味および香気成分の分析

◦

Inoue Daigo (B4) Dept. of Agric. Environ. Eng., Utsunomiya Univ.
井上 大悟 (B4) 宇都宮大学 農業環境工学科
E-mail: a123304@cc.utsunomiya-u.ac.jp / twitter: ×
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Co-Author 共著者: Tamura Masatugu 田村 匡嗣*, Matsumoto Kenniti 松本 健一**, Okamoto Takemi 岡本 竹己**,
Saito Takahiro 齋藤 高弘* (*Utsunomiya Univ. 宇都宮大学, **Industrial Technology Center of Tochigi Prefecture
栃木県産業技術センター)
◦

Saito Takahiro (prof) Dept. of Agric. Environ. Eng., Utsunomiya Univ.
齋藤 高弘 (教授) 宇都宮大学 農業環境工学科
Field 分野: Agricultural engineering (生物系 農業工学)
The bit. of the hop is decided by α acid constructed in Hum. Cohum. and Adhum.It is said
that it is strong in bit. so that there is much α acid. other hand,it has a fragrance other than
bit. and flavor com. can be considered animportant index to evaluate it. But, There are not
many data about it in Japan.In addition, the craft beer company handles it by experience and
perception. So,it is necessary to make it easy to treat it. The aim of this study identifiesthe
flavor com. with the quantification of the bit. of 4 kinds of domestic freshit and it is intended
to compare these every kind.
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ホップの苦味はフムロン，コフムロンおよびアドフムロンで構成されるα酸によって決まり、α酸
が多いほど苦味が強いとされている。一方で、ホップは苦味の他に豊かな香りを有しており、香気
成分もホップを評価する重要な指標と考えられる。しかしながら、ホップに関するデータは国内で
はあまり出回っておらず、地ビール会社は経験と勘でホップを取り扱っているため、ホップを扱い
易くする必要がある。本研究は、国産生ホップ 4 種の苦味値の定量化と香気成分の同定をし、品種
ごとのこれらを比較することを目的とする。
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Development of 100% barley bread
大麦 100%パンの開発
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(*Utsunomiya Univ. 宇都宮大学, **Industrial Technology Center of Tochigi Prefecture 栃木県産業技術センター)
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Field 分野: Agricultural engineering (生物系 農業工学)
From the fact intake of barley is useful in lifestyle diseases has beenincreasing interest in the
health function of barley.Other hand the consumptionof it decreases.It s diﬃcult to use bread,
noodle etc. because it doesn tform gluten even as the powdered it s considered that use of the
processedfood is low.This study it s applied dig. it to prepare a bread is gelled, wasaimed to
assess its physical properties.The gruel which is added 2.5 times ofwater by weight was prepared
to it produce it gels by stir, was performed tomeasurement of dough physical property produced
in home bakery.

大麦の摂取は生活習慣病に有用であるということから、大麦の健康機能に対する関心が高まってい
る。その一方で大麦の消費量は減少している。この原因は、大麦を粉にしたとしてもグルテンを形
成しないためパンや麺などに用いることが難しく、加工食品への利用が少ないことが考えられる。
そこで本研究は、ダイレクト糊化技術を適用し大麦をゲル化させパンを作製し、その物性を評価す
ることを目的とした。大麦粒に対し重量比で 2.5 倍量の水を添加し調製したお粥を、撹拌によって
大麦ゲルを作製し、ホームベーカリーで作製したパン生地と物性の測定を行った。
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Consideration of storage conditions and quality evaluation test of baby leaf
ベビーリーフの品質評価試験と貯蔵条件の検討
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Arai Nobuaki (B4) Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University
新井 伸明 (B4) 宇都宮大学 農業環境工学科
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facebook: ×
Co-Author 共著者: Saito Takahiro 齋藤 高弘*, Tamura Masatsugu 田村 正嗣* (*Utsunomiya University 宇都宮大学)
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Saito Takahiro (prof) Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University
齋藤 高弘 (教授) 宇都宮大学 農業環境工学科
Field 分野: Agricultural engineering (生物系 農業工学)
Recent,there has been elongation at demand of baby leaf.It is that of youngleaves of 20 to
30 days after sowing,nutritious,and can eat easily.But,this isinferior easily freshness.Thus,the
storage period is short,it does not besupplied according to the demand by mass retailers.Thus,in
study to examine thestorage conditions for baby leaves,it is intend long-term storage.Two
babyleaf(mizuna,cos lettuce)in a low temperature box were stored and tested.As aresult,the
ascorbic acid of mizuna did not decrease at 0 ℃,decreased to 80%after 5 days as compared to
the 1 day after harvest at 10 ℃.
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近年、ベビーリーフの需要が伸びてきている。ベビーリーフとは播種後 20〜30 日ほどの若い葉の
ことであり、栄養価が高く、水で洗うだけで手軽に食べることができる。しかし、ベビーリーフは
若菜を流通しているため容易に鮮度が落ちやすい。そのため、貯蔵期間が短く量販店では需要に応
じた供給が行えていない。そこで本研究ではベビーリーフの適切な貯蔵条件を検討し、長期的な貯
蔵を可能にすることを目的とする。湿度制御型低温庫にて 2 種類のベビーリーフ（水菜、コスレタ
ス）を貯蔵し試験した。その結果、水菜のアスコルビン酸は 0 ℃での貯蔵では減少しなかったが、
10 ℃での貯蔵では収穫 1 日後と比較して 5 日後には約 80%まで減少した。
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Low-noise CMOS amperometric sensor for high-sensitivity bacteria counting
微小電極アレイと電流積算回路を用いた細菌カウント向けの低ノイズ CMOS 電流センサ
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Gamo Kohei (M1) Dept. of of Electrical Engineering and Computer Science, Nagoya Univ.
蒲 晃平 (M1) 名古屋大学 電子情報システム専攻
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新津 葵一 (講師) 名古屋大学 電子情報システム専攻
Field 分野: Electrical and electronic engineering(Electric) (理工系 電気電子工学 (電気))
There is a need for the development of portable bacteria-counting sensors forpoint-of-care
testing. We propose a CMOS amperometric bacteria-counting sensorwith a bacteria-sized
microelectrode array and a current integrator. Forbacteria counting, a bacteria-sized 1.2 μ m
x 2.05 μ m Au microelectrode wasformed by using an electroless-plating technique. Also,
we reduced noise andincreased detection sensitivity by integrating the current integrator.
Inaddition, to verify the eﬀective of the proposed sensor, we performed directcounting of
microbeads as an alternative for bacteria.

近年ポイントオブケア検査を可能にするため、だれでもどこでも使える細菌カウントセンサの開発
が求められている。本研究は、CMOS 集積回路を用いた、高感度に細菌をカウントできるセンサの
開発を目標にしている。細菌をカウントするには、電極を細菌 (約 1 μ m) と同じ大きさにする必
要がある。そこで我々は無電解メッキ技術を使い、従来では作成できない大きさである細菌サイズ
の金電極 (1.2 μ m × 2.05 μ m) をチップ上に作成した。また、ノイズを低減する電流積分回路を
搭載し検出感度を高めた。さらにそのチップを使って、細菌の代わりに直径 1 μ m のビーズの高
感度なカウント (SNR=27dB) に成功した。
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Maximization of Received Signal Power by Impedance Matching in HBC Receiver
人体通信用受信機のインピーダンス整合による受信信号電力の最大化
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佐々木 健 (教授) 東京大学 人間環境学専攻
Field 分野: Environmental studies (理工系 環境学)
When a transmitter for human body communication is worn by a human user, thistransmitterhuman body system can be regarded as a signal source as viewed froma receiver that is in
contact with the human body. The equivalent outputimpedance of this signal source mainly
consists of resistance of human body andcapacitive reactance among the receiver, human
body
and the surroundingenvironment. Impedance matching was achieved by inserting
an inductor to cancelthe capacitive reactance and adjusting the input resistor to match
theresistance of the equivalent output impedance.
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人体通信は人体を信号の伝送路とする無線通信の一種であるが，他の無線通信と異なり受信回路の
設計指針が確立されていない．本報 告では，ユーザが左手首に装着するウェアラブル送信機と左手
人差し指で触れる据置型受信機間の人体通信を想定し，送信機を装着した人体を信号源と見なした
場合の等価出力インピーダンスとインピーダンス整合を取る受信回路設計により受信電力が変化す
る事を示し，受信回路の設計指針について得られた知見を述べる．
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An estimation of antenna’s radar cross section using inter-antennaS-parameters
送受信アンテナ間の S パラメータによるアンテナレーダー散乱断面積の推定
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Field 分野: Electrical and electronic engineering(Communication) (理工系 電気電子工学 (通信))
In short range wireless communication, multiple reflection between transmittingand receiving
antenna crucially aﬀects communication quality. This studyapplies Signal Flow Graph (SFG)
model to inter-antennas space, then introduces amodified Friis transmission formula. We
denote S11(r), S21(r) as S-parametersobtained from system at inter-antenna distance r. A
new approach to estimateantenna’s gain and radar cross section (RCS) is introduced, by
usingmodified Friis formula to extract from S-parameters

近距離無線通信では，送受信アンテナ間の多重反射が通信品質に悪影響を及ぼすと考えられてい
る．本稿ではアンテナ間の Signal Flow Graph (SFG) を構築し,SFG に基づいて修正フリスの伝
達公式を提案する．距離 r で離れた送受信間の伝搬特性 S11(r), S21(r) から構造モード RCS およ
びアンテナ利得を推定する過程を紹介し，基礎検討として送受信アンテナを同一にした場合の数値
結果を示す．ここでは，アンテナ散乱構造のみで決まるレーダー散乱断面積を「構造モード RCS」
と定義する．
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● 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。

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 12th 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
本ワークショップの協賛団体である、IEEE TOWERS Supporter’s Group が独自に基準を定め、
授与する賞です。ただし、受賞資格として IEEE 会員である必要があります。

●スポンサー賞
課題解決型交流イベントにおいて、最も優れた発表を行ったグループに与えられる賞です。審査基準
は、独創性・実現可能性・発表技術です。審査は、課題解決型交流イベントに参加した全員による投票
によって行われます。

●ワークショップ特別賞
課題解決型交流イベントにおいて、最も優れた発表を行ったグループに与えられる賞です。審査基準
は、独創性・実現可能性・発表技術です。審査は、課題解決型交流イベントに参加した全員による投票
によって行われます。
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Awards
In the 12th Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging 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.

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 12th 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.

● 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 Awards
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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「キミ×ライバル＝未来創造」というワークショップテーマを、仲間とともに大空へ飛んでいく鳥が
表しています。僕らはどんな未来を手にできるのでしょうか。
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