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IEEE Membership /
Enterprise

機関購読のご案内

IEEE Xplore® デジタルライブラリー

企業・官公庁様向け商品

TOWERS 参加者の方向けに IEEE Membership の情報と機関購読の情報を整理しました。
Membership や機関購読を通じて IEEE を研究やキャリアアップに活かしましょう。

IEEE Student Member
IEEE は世界で最も大きな電気電子情報分野の技術者の学会です。 420,000 人以
上の会員がおり、12 万人以上の学生会員がいます。100 以上の論文誌などの定期刊
行物を発行し、実に多数の学術会議を開いています。 IEEE の会員となることでそれらに
より多く 接する機会があります。
IEEE Student Member のメリット
①専門分野を超えたネットワーク形成
②ネットワークイベントへの参加
③年会費が優遇 年会費は$27 (プロフェッショナル Member は$158)
④IEEE Spectrum や IEEE Potentials が購読可能
⑤多くの賞、奨学金に応募可能
研究しながらネットワーク形成をして、将来のキャリア形成に役立てませんか？
詳細は IEEE Japan Office もしくは IEEE Japan Council のサイトを参照ください。

機関購読ご案内
研究活動には IEEE の文献情報は欠かせないものです。
機関（大学や企業などの組織単位）購読をすることで下記のコンテンツに無制限にアクセス可能になります。
①IEEE Journal ②IEEE Conference ③IEEE ebooks ④IEEE Standards
機関購読のメリット
①機関の中であれば誰でも利用可
②機関内であれば文献情報を共有して共同研究に活用しやすい。授業での利用も可
③基本的には無制限に利用できる
詳細は丸善雄松堂まで

④料金は機関単位で請求書対応。個人での支払いは発生しません

12/5 TOWERS 向け IEEE 論文の書き方無料講座開催！！
TOWERS 参加者向け IEEE への論文の書き方講座を開催します。
日時：12/5(土) 10:00-11:30 予定
開催：オンライン開催

事前登録はこちら。

参加費：無料 要登録

英語論文の書き方のコツを IEEE がお伝えします。

詳細は丸善雄松堂ブースにて

どなたでも参加可能です
豪華グッズも用意あり・・？

丸善雄松堂の新たなプロジェクトに参加してみませんか？
丸善雄松堂は 150 周年の歴史を持つ日本の知を支えてきた会社です。

現在、研究や教育の現場でより進むオンライン化を踏まえた新たなビジネスモデルの検討をしています。
そこで IT スキルや柔軟な発想をお持ちの方を念頭に新規プロジェクトに参加してくださる方を募集しています。
研究との両立を踏まえた勤務内容にも柔軟に応じます。

丸善雄松堂ってどんな会社？

業務の詳細、勤務内容に応じた報酬についてはご相談ください。

「丸善雄松堂」で検索

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 企画開発統括部
〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル 9F

お問合せ先：丸善雄松堂株式会社企画開発統括部

TEL 03-6367-6114

e-mail:e-support@maruzen.co.jp

“Project Olive”
Project Oliveは、⼼拍・呼吸などの⽣体情報に加えて、⾏動、表情など複数の指標を数
値化して解析することで、刻々と変化するヒトの感性や感情を理解することを⽬指し
ています。これらの⽣体データ、感性・感情のデータをプロダクトやサービスに応⽤
することで、新しいテクノロジーのあり⽅やライフスタイルを様々なお客様と創造し
ています。

「察してくれる」世界を創る
オフィス
マイクロ波センサにより⼼拍と呼吸が計測され、
体調や集中⼒、疲れ具合を⾒守る。集中して時
間を忘れるのは悪くないが、やり過ぎは⻑い⽬
で⾒れば無理な働き⽅とも⾔える。オフィスは
私が明⽇も気持ちよく働けるために気遣ってく
れる。
レストラン
⼼臓の⿎動、ため息、表情から私が満⾜してい
るかを常に察してくれる。好きなものは何回も
頼むから店も覚えてくれるが、嫌いなものはわ
ざわざ店員に⾔わないので察してくれるのはと
ても助かる。
⾒守り
体の健康も⼼の健康も⾒守る。何も⾝につけて
いないお⾵呂場でもマイクロ波センサーによっ
て、プライバシーを気にせず常に⾒守ることが
できる。遠くに住む両親を今⽇も思う。

モビリティ
デジタルなドライバーは私の乗⾞に関する記録
をすべて持っていて、どんなことで恐怖を感じ、
どう運転するとリラックスできるかを誰よりも
よく知っている。もちろん、この瞬間も⼼拍、
顔⾊、汗のかき具合から私の状態を⾒ている。

Contact
Email : olive@azapa.co.jp
More information
https://www.project-olive.info/
https://note.com/issei_hashimoto
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The 17th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers
実行委員長挨拶
The 17th 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。
近年、科学研究の分野はその広がりとともに次第に細分化され、他の研究分野と疎遠にな
りがちだと感じております。そのような現状においては、我々若手研究者が他分野の「仲間
をつくる」ことは、共同研究・研究費獲得・就職等の大きなことを成し遂げる上で非常に重
要な役割を持つと考えています。研究者同士はお互いに分かち合えることが多く、またその
知識の共有に大きな価値があると考えています。
IEEE TOWERS は「異分野交流」に重点を置いたワークショップです。本ワークショッ
プは、自分とは異なる分野の研究を行っている人に出会い、研究内容を議論し、お互いを知
り合える交流の場として企画されています。本ワークショップを通じて始まった若手研究
者の繋がりがシナジーを生み出し、参加者の皆様、また社会に肯定的な影響を与えることが
本ワークショップ、そして私たち IEEE TOWERS 実行委員会の願いです。単なる共同研究
者ではなく、新しい仲間として異分野の若手研究者とのネットワークを形成することは、研
究における新しいインスピレーションを与え、研究以外の部分においてもより豊かな経験
に結びつくと思います。
今回のワークショップでは新型コロナウイルス拡大に基づく昨今の情勢を鑑み、初のオン
ライン開催を行います。このような環境にあって異文化交流を試みることは一つの大きな
試みだと捉えており、今後のワークショップの可能性を切り開くものとなることを期待し
ています。また、ディスカッションイベントにもかなり注力した構成となっており、オンラ
インとなった発表セッションと併せて、ユニークな体験をしていただけると確信しており
ます。これらの体験が、自らの研究テーマや研究者としての哲学にとって新たな刺激となれ
ば幸いです。
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 東京支部をはじめと
する後援組織および企業の皆様方よりご支援を頂くとともに、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 17th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers
実行委員長
田中 秀明
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The 17th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers
Message from the Chairperson
On behalf of the executive committee, it is my pleasure to announce the opening of the
17th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers (IEEE
TOWERS).
In recent years, the field of scientific research has gradually been subdivided as it
expands, and I feel that it tends to be far from other research fields. Under these
circumstances, we believe that young researchers “make friends” in other fields play a
very important role in accomplishing big things such as joint research, research fund
acquisition, and employment. Researchers often share each other, and we believe that
sharing that knowledge has great value.
IEEE TOWERS is a workshop focusing on "interdisciplinary exchange". IEEE
TOWERS is a workshop held to provide young researchers a place to meet many other
young researchers, get along with them, and understand each other. The goal of the IEEE
TOWERS Executive Committee and the IEEE TOWERS Executive Committee is to
create synergies through the connection of young researchers that began through this
workshop, and to have a positive impact on participants and society. Forming a network
with young researchers from different fields as new associates, not just collaborators,
gives new inspiration in research and leads to richer experiences outside of research.
This workshop will be held online for the first time in view of the recent situation based
on the spread of the COVID-19. We see it as one of the big attempts to try
interdisciplinary exchange in such an environment, and I hope that it will open up the
possibility of future workshops. We are also very focused on discussion events, and we
are confident that you will have a unique experience along with the online presentation
session. Finally, we gratefully acknowledge the support of the IEEE Tokyo Section,
sponsor companies, and affinity groups for their great effort in supporting our workshop.
The 17th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers
Chairperson
Hideaki TANAKA
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ワークショップ概要
●開催日時・場所
期日：2020 年 11 月 28 日（土曜日）
会場：オンライン（会議システム Remo を使用）
参加費：無料
●対象者
大学生、大学院生、若手研究者、高校生、高専生、中学生
●発表形式
使用言語: 日本語または英語
口頭発表: ８枚以下のスライド
●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、表彰ページ（p.59 ）をご覧ください。

＊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、大学教員、若手研究者および博士後期課程の学
生からなる審査員が、各研究の①着眼点、②該当研究分野へのインパクト、または社会的
な影響力・実現性、③論理性、④発表のわかりやすさ、⑤熱意、 の 5 つの基準に沿って採
点します。
●イベント (10:00~12:00, 13:00~14:00)
参加者間の交流を深めるためのイベントを開催いたします。午前中は与えられたテーマに
ついてグループディスカッションを行い、その結果を発表していただきます。更にその結果を
踏まえて、パネルディスカッションを午後に行います。優秀な発表グループには、委員会から
の賞が贈られます。
※詳細は、イベントページ（p. 9）をご覧ください。

●ホームページ
https://www.young-researchers.net/towers17th/index
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Workshop information
●Date and Venue
Date: Saturday, November 28th, 2020
Venue: Online
Entry Fee: Free
●Target persons
Undergraduate student, Graduate student, Young researcher, High school student, National institute
of technology student, Junior high school student
●Presentation Style
Language: Japanese or English
Oral presentation: 8 or less slides
●Awards
Outstanding presenters will receive variety of awards from the Workshop committee and sponsors.
*Please refer to Judgments and Awards section (p.60) for more information.
＊Review Process
You will be asked to make a presentation clearly to the researchers of different fields. Your
presentation will be evaluated by reviewers including members of the TOWERS award committee,
university faculty members, young researchers and doctoral students. The evaluation criteria are the
following 5 points: viewpoint, significance, logicality, understandability and enthusiasm.
●Event (10:00~12:00, 13:00~14:00)
We hold an idea contest, where the participants discuss on a given topic with the other people from
different research fields. The groups are required to make presentations on their discussion. The group
that gives the best presentation will receive an award from the Workshop committee.
*Please refer to Judgments and Awards section (p.10) for more information.
●Homepage
https://www.young-researchers.net/towers17th/index
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タイムテーブル / Time table

オンライン
Online
09:00-

受付開始 / Registration Open (Entrance)

09:30-10:00

開会式・スポンサー紹介/ Opening Ceremony & Sponsors’ Introduction

10:00-12:00

イベント：グループディスカッション/ Event: Group Discussion

12:00-13:00

お昼休み/ Lunch Break

13:00-14:00

イベント：パネルディスカッション/ Event: Panel Discussion

14:00-14:40

発表セッション A / Presentation: Session A

14:40-15:20

発表セッション B / Presentation: Session B

15:20-16:00

発表セッション C / Presentation: Session C

16:00-16:40

発表セッション D / Presentation: Session D

16:40-16:50

集計・休憩 / Break Time

16:50-17:45

表彰式・閉会式 / Awards and Closing Ceremony
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第 17 回 TOWERS 実行委員会
実行委員長
田中 秀明

東京都市大学大学院

総合理工学研究科

岨野 太一

慶應義塾大学大学院

理工学研究科

北川 冬弥

山形大学大学院

情報専攻

副実行委員長

大野木 文弥

創価大学

理工学研究科

理工学研究科

開放環境科学専攻

電子情報工学専攻/パナソニック（株）

情報システム工学専攻

汲田 祐

南山大学大学院

理工学研究科

渡邊 活

筑波大学大学院

システム情報工学研究科

筑波大学大学院

理工情報生命学術院

機械電子制御工学専攻

実行委員

磯部 大心

知能情報システム専攻

システム情報工学研究群

知能機能システム学位プログラム

越前屋 海斗

山形大学大学院

理工学研究科 電気電子工学専攻

及川 康太

山形大学大学院

理工学研究科 電気電子工学専攻

田嶋 秀成

東京理科大学大学院

土屋 充志

筑波大学大学院

基礎工学研究科

理工情報生命学術院

電子応用工学専攻
システム情報工学研究群

知能機能システム学位プログラム

顧問
伊藤 浩之

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所

アドバイザー
西宮 康治朗
池田 一樹
鈴木 麻由美
山岸 昌夫
宝田 隼
水谷 圭一

青山学院大学 理工学部 機械創造工学科 助教(第 7 回実行委員長)
日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンタ回路システム
研究部(第 7 回副実行委員長)
第 7 回副実行委員長
東京工業大学 大学院理工学研究科 通信情報工学専攻 助教(第 8 回実行
委員)
東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科 助教(第 8 回実行委員)
京都大学大学院 情報学研究科 通信情報システム専攻 助教(第 6 回実行
委員長)
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The 17th TOWERS Executive Committee
Chairperson
Hideaki Tanaka

Informatics, Graduate School of Integrative Science and Engineering, Tokyo City
University Graduate School

Vice-chairpersons
Taichi Sono
Toya Kitagawa
Fumiya Onogi
Yu Kumita

Department of Science for Open and Environmental Systems, Grad. School of
Science and Technology, Keio Univ.
Graduate school of Science and Engineering, Faculty of Engineering, Yamagata
University / Panasonic Corporation.
Graduate school of science and engineering, Soka university
Graduate Program of Mechatronics, Graduate School of Science and Engineering,
Nanzan University

Members
Ikuru Watanabe

Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
University of Tsukuba, Graduate School of Science and Technology Degree

Daishin Isobe

Programs in Systems and Information Engineering Master's Program in Computer
Science

Echizenya Kaito
Kota Oikawa
Hidenari Tajima

Electric and Electrical Engineering Major, Graduate school of Science and
Engineering, Faculty of Engineering, Yamagata University
Electric and Electrical Engineering Major, Graduate school of Science and
Engineering, Faculty of Engineering, Yamagata University
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and
Technology, Tokyo University of Science
University of Tsukuba, Graduate School of Science and Technology Degree

Atsushi Tsuchiya

Programs in Systems and Information Engineering Master's Program in Computer
Science

Supervisor
Hiroyuki Ito

Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology,
Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology

Advisers
Prof. Kojiro
Nishimiya
Dr. Kazuki Ikeda
Mayumi Suzuki
Prof. Masao
Yamagishi

Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, College of Science
and Engineering, Aoyama Gakuin University (The 7th Workshop Chairperson)
Research & Development Group, Hitachi, Ltd. (The 7th Workshop Vicechairperson)
The 7th Workshop Vice-chairperson
Assistant Professor, Yamada Lab., Department of Communications and Computer
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Engineering, Tokyo Institute of Technology

(The 8th Workshop Committee

Member)
Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Faculty of Science &
Prof. Jun Takarada

Technology, Tokyo University of Science (The 8th Workshop Committee
Member)
Assistant Professor, Department of Communications and Computer and

Prof. Keiichi Mizutani

Engineering, Graduate School of Informatics, Kyoto University (The 6th
Workshop Chairperson)
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イベント
 グループディスカッション
17th Towers では以下の理念を達成するために，グループディスカッションイベントを開催い
たします。
・異分野の研究者に自分の専門分野および研究をわかりやすく伝えること
・異分野の研究者が持つ技術，思考，手法，文化を理解すること

テーマ

「IEEE TOWERS に相応しいディスカッションテーマは？」
実施の流れ
1) 専攻分野の異なる参加者でチームを作ります。
2) 上記テーマについて各チームで議論し，解決法を導いていただきます。
3) チームごとに導いた解決法を発表します。
4) 参加者による審査及び投票を行い、優れたイノベーションを導いたチームを選出します。
5) 選出されたテーマについて，パネラーの方同士でパネルディスカッションを行っていただ
きます。
投票により選出されたチームには，ポスター発表とは別に賞を用意しております。

審査基準
最も議題を満たしていると感じられるもの

 景品付きアンケート
１．ポスターセッションで異分野の発表を聴こう！
自分と異なる研究分野の発表を聴いて，アンケートを書こう!!
各セッションでは複数の発表があり，自由に聴講できます。
聴講していただいた後に，発表に対する概要やコメントをフォーム上に書いていただきます。

２．スポンサーのことを知ろう！
本イベントでは複数スポンサーの出展がございます。
出展ではスポンサーの説明に加え，実際に働いている方々の考え方に触れることができます！
説明を聞いて，それに対するコメントをフォーム上に書いていただきます。

３．景品を当てよう！
フォーム上に書いていただいた方の中から抽選をします。
抽選で当たった方には Amazon ギフト券を差し上げます。なお，当選者の発表は景品の発送を
もってかえさせていただきます。
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Event
 Group Discussion

In the 17th Towers in order to achieve the following principles, it will be held a group discussion events.
・ Inform your researcher in different fields in an easy-to-understand way
・ Understanding the skills, thoughts, techniques, and cultures of researchers in different fields

Theme

「What is the appropriate discussion theme for IEEE TOWERS?」
Details
1) Committee divides participants, whose specialties are different, into teams.
2) Each team discusses about the theme, 1and leads to an effective solution.
3) All teams present the effective solution.
4) The floor votes in the good solutions, and then we give the award to the best solution and the team.
5) Panel discussions will be held between panelists on the selected themes.
For teams selected by voting, awards will be provided separately from the poster presentation.

Criteria for selection
What do you feel is the most agenda?

 Questionnaire with a gift
1. Let’s see presentations!

Listen to presentations in research fields different from your own and write a questionnaire!!
There are multiple presentations in each session, and you can listen to them freely.
After attending the lecture, please write an outline and comments on the presentation on the form.

2. Let's get to know the sponsor!
There will be multiple sponsors exhibiting at this event.
At the exhibition, in addition to the explanation of the sponsor, you can learn the way of thinking of
working people!
Please listen to the explanation and write a comment on it on the form.

3. Let's exchange for a prize!
We will draw lots from those who wrote on the form.
If you win, you will receive an Amazon gift certificate. Winners will be announced when the prize is
shipped.
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発表者一覧 / Presenters list
●セッション A / Session A
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

TRAN MINH TRI / チャンミンチー
Gunma University
群馬大学
Stability Test for Electronic Circuits using Nichols Chart
ニコルス線図を使用した電子回路の安定性試験
Daisuke Matsui / 松井 大育
Chuo Univ.
中央大学
Development of an Automatic Water Injection Control System of Peristaltic
Transport Machine for Excavated Soil Vertically Transportation
掘削土砂搬送のための蠕動運動型搬送機における自動直接加水システムの開発
Takahiro Suyama / 須山貴弘
Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Shibaura Institute of Technology
芝浦工業大学 理工学研究科 電気電子情報工学専攻
A study on the characteristics of planar antenna on Si substrate
Si 基板上の平面アンテナの特性に関する研究
Nanami Kuwahara / 桑原七海
Dept.of of Information Sciences and Arts, Toyo University
東洋大学 総合情報学科
The Development and analysis of applications
that analyze avoidance behaviors in Japanese "greetings"
日本人の「挨拶」における回避行動を分析するアプリケーションの開発と分析
Ryota Sakuma / 佐久間 亮太
College of Information Science, University of Tsukuba
筑波大学 情報学群 情報科学類
Enhancement System of Backward Sound Information through Vibration Feedback
振動刺激を用いる後方音情報の知覚拡張システム
Shotaro Daito / 大東 祥太朗
University of tsukuba
筑波大学大学院 システム情報工学研究科知能機能システム専攻
Study on Flexural wave reflection at an joint of Honeycomb panels
ハニカムパネルの接合部における屈曲波の反射に関する解析
Chen ShiBo / 陳 仕伯
IT College, Nihon Kogakuin College of Hachioji
日本工学院八王子専門学校 IT カレッジ
Preliminary study on gaze estimation using machine learning
by face image recognition
機械学習を用いた顔画像認識による視線推定の予備的検討
Kohei Wada / 和田 康平
College of Engineering Systems, University of Tsukuba
筑波大学 理工学群 工学システム学類
Measurement of delay and Doppler spreads of channel
for acoustic indoor mobile communication
音波を用いた屋内移動体通信実現に向けた通信路の遅延広がりとドップラー広がりの計測
Damar Masato Hadisumarto / ダマル マサト ハデイスマルト
Toyo University
東洋大学
A Tangible-Tool-Based Lesson Plan on Key Exchange Algorithm
for Early-Stage Learners
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A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

Akishige Yuguchi / 湯口 彰重
Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
奈良先端科学技術大学院大学
Toward Robot-Agnostic Home Appliance Operation:
Task Execution Using Motion Primitives and Ontology
Atsushi TSUCHIYA / 土屋 充志
University of Tsukuba
筑波大学大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群知能機能学位プログラム
Self-Localization of a Robot Using a Pair of Acoustic Transceiver
送受音響素子対を用いるロボットの自己位置推定
Ziran Fan / 范自然
Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University
東洋大学大学院総合情報学研究科
The Interaction Design Process to Reflect Users’ Experiences
ユーザー体験を反映させたインタラクションデザインのプロセス
Tanaka Yui / 田中結
Toyo Univercity
東洋大学
Interface Design in Consideration of “Sensory Richness”
in Digital Device Operation
デジタル・デバイス操作における「感覚的豊かさ」意識したインタフェースのデザイン
Jialong Li / 李 家隆（リ カリュウ）
Department of Computer Science and Communications Engineering, Waseda University
早稲田大学 基幹理工研究科 情報理工・情報通信専攻
Self-adaptation against Environment's Uncertainty: A Synthesis Based Approach
動作環境の不確実性に対処するための仕様自動合成技術に基づく自己適応フレームワーク
Masashi Kashima
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ.
Development and subjective evaluation of assist device
for squat lifting support considering gait
TAISHI NEMOTO / 根本大志
Toyo University
東洋大学
The design of Emotional Human Based on the Concept of Artificial Personality
人工人格概念に基づく「人間らしさ」のデザイン
Manatsu Furukawa / 古川愛都
College of Engineering System, University of Tsukuba
筑波大学 工学システム学類
Development of a real time speech synthesis system and vowel generation
リアルタイム音声合成システムの製作と母音の生成
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●セッション B / Session B
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Hiroya Kumamoto
Chuo University
Development of a locomotion robot using deformable DEA without pre-stretch
Kaito Sakao / 酒尾 快都
International College of Technology
国際高等専門学校
Improving the accuracy of the tomato yield prediction system
トマト収量予測システムの精度向上
Yuji Tanaka / 田中優志
yamagata university graduate school
山形大学大学院
Improvement of SIS junction fabrication process
for quantum computer applications
量子コンピュータ応用に向けた SIS 接合作製プロセスの改善
Minami Haruna / 春名美波
Toyo University INIAD
東洋大学情報連携学部情報連携学科
Japanese spam email classification evaluation using machine learning
機械学習を用いた日本語スパムメール分類評価
Kaito Echizenya / 越前屋海斗
Yamagata University
山形大学
Indoor position and moving direction estimation for smartphone users
by applying deep learning to BLE signal strength
BLE 信号強度に深層学習を適用したスマートフォン利用者向け屋内位置及び移動方向推定
Miki Sunakawa / 砂川美樹
Toyo University
東洋大学大学院
The Development of data-saving office system that can be stored on a floppy disk
フロッピーディスクでも格納可能な省データ・オフィスシステムの開発
sunoda rintarou / 壽乃田林太郎
Nihon Kogakuin College of Hachioji,IT College, AI System Department
日本工学院八王子専門学校 IT カレッジ AI システム科
Assessing young children's activities for early detection of COVID-19 using IoT
devices
IoT デバイスによる COVID-19 の早期発見に向けた幼児の活動評価
Wataru Toyama
Dept. of Precision Engineering, Chuo Univ.
Effect of penetration force on drilling efficiency for seabed drilling robot
Tanaka Yui / 田中結
Toyo University
東洋大学
A Development of the External Smartphone Interface for SDGs
SDGs のためのスマートフォン外部装置の開発
Motoya Nao / 本谷脩
International College of Technology
国際高等専門学校
Let's increase tourists to Kaga Onsen-using AI加賀温泉に観光客を増やそう –AI を用いて-
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B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

Mizuki Watanabe / 渡邉 美月
Toyo University
東洋大学
The Examination of a Survival Application for Nomad free-lifer
as an Address Hopper
アドレスホッパー支援のためのサバイバルアプリケーションの検討
Noko Kuratomo / 倉友 乃康
Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
筑波大学大学院 システム情報工学研究科
On-Demand Audio Deliverable System on Digital Signage
オンデマンドな情報音提示型デジタルサイネージシステム
Honma Hiroki / 本間大幹
Nanzan University
南山大学
Sensory errors in virtual reality-based basketball practice equipment
バスケットボール個人練習用機器作製と VR-実空間の認識誤差評価
Keito Kamimura / 上村 奎斗
University of Tsukuba, Systems and Information Engineering
筑波大学大学院, システム情報工学
Tele-Clinical Examination by Possession Telepresence System ― Spirit Unity
of Nurse and Tele-Doctor ―
憑依テレプレゼンスシステムによる遠隔診療ー看護師と医師の憑依合体ー
Haruka Adachi / 足立 遼
Graduate School of Science and Engineering, Chuo University
中央大学理工学研究科
Soil Transportation by Peristaltic Movement-Type Pump
Inspired from the Lubrication System of the Large Intestine and Ceramic Art
蠕動運動型ポンプにおける大腸粘膜と陶芸に着目した土砂搬送法の開発
Kota Wakamatsu
Chuo Univ.
Content Detection for Continuous and Efficient Production by Peristaltic Mixer
WANG JING / 王 景
Graduate School of Systems Design Tokyo Metropolitan University
東京都立大学 システムデザイン研究科
Measurement of polished surface vibration displacement of piezoelectric
resonators in laser speckle interferometers
レーザスペックル干渉計における圧電振動子の鏡面振動変位の絶体測定
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●セッション C / Session C

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Keisuke Yanagisawa / 栁澤圭亮
Gunma University
群馬大学
Design and electromagnetic field simulation of optical rectenna
with MIM diode structure
MIM ダイオード構造を備えた光レクテナの設計と電磁界シミュレーション
Yulana Watanabe / 渡邊夢良己
Toyo University
東洋大学
The Interface design for digital devices by physical touch
「フィジカルタッチ」に着目したデジタルデバイスのインターフェイスデザイン
Li Xuezhen / 李 雪貞
Toyo University
東洋大学
Library Walking〜A Virtual Library that Realizes ‘Walking and Browsing’
～図書館散歩〜「見て歩く」を実現するバーチャル図書館
Haruna Miyakawa / 宮川 春菜
Master's and Doctoral Program in Intelligent and Mechanical Interaction Systems
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 システム情報工学研究群
知能機能システム学位プログラム
Accessible Card Game System for Visually Impaired Using Audible Cards
可聴化されたカードを用いる視覚障害者のアクセシビリティを担保した
カードゲームシステム
Yuta Yamanaka / 山中雄太
Chuo University, Nakamura Lab.
中央大学中村研究室
Development of a breastplate
to improve the wearability of the lumbar assist suit, AB-Wear
腰部補助用アシストスーツ AB-Wear のウェアラブル性改善のための胸当ての開発
Takayuki Kawamura / 川村 尭之
Science and Technology, System and Imformation Engineering, Intelligent and
Mechanical Interaction Systems
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 システム情報工学研究群
知能機能システム学位プログラム
Keyword voice concealment type personal authentication system
using distortion voice
ディストーション音声によるキーワード音声秘匿型個人認証システム
WANGJIE XU / 徐旺杰
Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University
東洋大学
The Development of a browser to protect user's personal
information focusing on search history
検索履歴に着目したユーザーの個人情報を保護のためのブラウザの開発
Kazuma Tajima / 田島和真
University of Tsukuba
筑波大学大学院 システム情報工学研究科知能機能システム専攻
Digital Acoustic Communication System Suitable
for Narrow-range Information Transmission
狭域情報伝送に適したディジタル音響通信システム
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C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

Sudou Katsumi / 須藤克海
Kanagawa Prefectural Shiroyama High School
神奈川県立城山高等学校
Dry storage method of chlamydomonas sp
持続可能エネルギー産生緑藻クラミドモナスの常温乾燥保存法
ZHU TIANYU / 祝 天宇
Toyo University
東洋大学
The method of 360 degree video creation that does not reflect a camera operator
撮影者が映り込まない 360°動画作成手法
Tanaka Yui / 田中結
Toyo University
東洋大学
SDGs Interface: Design of Analog like Computer Mouse Application
SDGs インタフェース：アナログ的コンピュータマウスアプリケーションのデザイン
Koji Fujita / 藤田光治
Faculty of Information Technology and Business, Cyber University / Graduate
School of Information Sciences and Arts, Toyo University
東洋大学大学院/サイバー大学
Proposal of an emotional expression system
that expresses the mental state of users
ユーザ同士の精神状態を表示する感情表現システムの提案
Hiroki Yamamoto / 山本大貴
Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Shibaura Institute of Technology
芝浦工業大学 理工学研究科 電気電子情報工学専攻
A study on noise reduction method of temperature sensor
by subtracting two-sensor output
オンチップ温度分布測定システムにおける差動化によるセンサ出力ノイズ低減手法の検討
Marie Miyagishi / 宮岸麻利江
international college of technology
国際高等専門学校
A study of digital stamp rally by cycling using an tourist information automatic
audio playback device that uses GPS.
-Aiming to promote tourism in Komatsu City自動観光案内音声再生装置でデジタルスタンプラリー
～小松市の観光を促進しよう～
Daigo Sekido / 関戸 大悟
Department of Home Electronics, Faculty of Creative Engineering, Kanagawa
Institute of Technology
神奈川工科大学
Tele UP: Atmosphere Sharing Application Using Webcam for Smooth Telework
てれあっぷ-ウェブカメラを用いたテレワークのための雰囲気共有アプリShunsuke Aoki / 青木 俊介
Toyo University
東洋大学 総合情報学専攻
The Proposal of visualized application for trans-media storytelling project
トランスメディア・ストーリーテリングのプロジェクト設計のための
可視化アプリケーションの提案
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C17

Daisuke Matsui / 松井 大育
Chuo Univ.
中央大学
Grasp Efficient Powder Transport Performance of Peristaltic Conveyor Simulating
Intestinal Movement Method
腸管を規範とした蠕動運動型コンベアの効率的な粉体搬送性能の把握
―単一ユニットの連続動作時の内側チューブ管路の測定―
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●セッション D / Session D
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Masayuki Hasunuma / 蓮沼 雅之
Kanagawa Institute of Technology
神奈川工科大学
Break Timing Recommendation by Desktop Agent Cooperating with Family-type Robot
家族型ロボットと連携するデスクトップエージェントによる休憩タイミング提示
Kanata Muto / 武藤 哉汰
Graduate School of Science and Engineering, Nanzan Univ.
南山大学 機械電子制御工学専攻
Radiation Pattern of 429MHz Band Multiple Folded Planer Inverted-F Antenna
Near the Human Body
人体近接時の 429MHz 帯多重折り返し板状逆 F アンテナの放射指向性
Hiroya Kumamoto
Chuo University
Packaging of Mixed Materials in Peristaltic Mixer
for Solid Propellant Production
Tomoki Watanabe
Graduate school of Science and Engineering, Chuo University
A development of propulsion unit for lunar exploration robot "LEAVO"
Ritsuki Hamagami / 濱上 立季
Master's Program in Intelligent and Mechanical Interaction Systems
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 システム情報工学研究群
知能機能システム学位プログラム
Underwater Visible Light Communication System Suitable for Underwater Drone
水中ドローンに適した水中可視光通信システムの開発に関する研究
Hirotaka Sato / 佐藤広隆
Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
筑波大学大学院 システム情報工学研究科
Pest analyzer －Classification of Species and Biotypes of Whiteflies based on
the Time-frequency Structure of Small Sounds－
害虫アナライザ
－コナジラミ類の微小発生音の時間-周波数構造に着目した種・バイオタイプの分類－
Yamazaki Azusa / 山崎あずさ
University of Tsukuba
筑波大学
Real-time Reassurance Monitoring Shopping Basket in Retail Store
来店顧客の安心を見守る屋内測位可能な買い物かご
Shota Tatarai / 田足井 昇太
Senshu University
専修大学 ネットワーク情報学部
Hyperbolic Space Embedding for Openset Recognition
双曲空間を利用した未学習クラスデータの検出
Hiroyuki Kaga / 加賀洋行
Tokyo Denki University
東京電機大学大学院
Characterization of Cu doped DLC
Cu 導入 DLC の作製と評価
KANATA ITOH / 伊藤 要大
Toyo University
東洋大学
The Effectiveness and verification of the use of educational space
as an advertising medium
広告媒体としての教育空間の利用に関する効果と検証
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D11

D12

D13

D14

D15

D16

Tamaki Shoichiro / 玉木将一郎
Department of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of
Engineering and Science, Shibaura Institute of Technology.
芝浦工業大学 理工学研究科 電気電子情報工学専攻
An analysis of a Current-Mode Logic driver circuit with an inductor
インダクタを用いた Current-Mode Logic ドライバ回路の解析
Kota Wakamatsu
Chuo Univ.
Mixing State Estimation of Peristaltic Continuous Mixing Conveyor
ZHOU NING / 周寧
Graduate School of Information Science and Arts, Toyo University
東洋大学 総合情報学専攻
The Examination of the mechanism of
“hearing a photograph by ears” using object-detection by Deep Learning
ディープラーニングによる物体検出を用いた「写真を耳で聞く」メカニズムの検討
Chie Shiraishi / 白石千恵
Toyo university
東洋大学
A Proposal of problems and human resource management system
in a remote-work environment
リモート環境下における問題点と人材管理システムの提案
Kosuke Yamanaka / 山中 洸佑
Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Shibaura Institute of Technology
芝浦工業大学 理工学研究科 電気電子情報工学専攻
Backscattering Wireless Power Transfer System with Magnetic Resonance using ATAC
ATAC を用いた磁界共鳴型ワイヤレス電力伝送における後方散乱通信システムの評価
Yui Tanaka / 田中結
Toyo University
東洋大学
A Proposal of Long-distance Communication Used
by Small Amount of Information for SDGs
SDGs のための少情報による遠距離コミュニケーションの提案
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A1

Stability Test for Electronic Circuits using Nichols Chart
ニコルス線図を使用した電子回路の安定性試験

■Authors’ information
○TRAN MINH TRI
Gunma University
（Co-Author：Anna Kuwana, Haruo Kobayashi ）

■著者情報
○チャンミンチー
群馬大学
（共著者：Anna Kuwana, Haruo Kobayashi ）

■Keywords
ニコルス線図
Phase Margin
Stability Test

■キーワード
Nichols Chart
位相マージン
安定性試験

■分野
電子工学

■Abstract

■概要

A proposed ringing test for high-order electronic circuits using
Nichols Charts is presented. High-order electronic circuits such as
linear amplifiers, operational amplifiers with feedback loops,
passive and active analogue filters are mathematically modeled by
the transfer functions. The operating regions of a high-order
electronic circuit are over-damping, critical damping, and underdamping. As a circuit operates in under-damping region, the ringing
occurs and causes extra current to flow, which leads to wasting
energy and causing extra heating of the components. As a result, the
overall performance of the system is unstable. Therefore, the
stability test is a valuable tool for analyzing electronic circuits. The
Nyquist criterion is widely used in adaptive feedback systems.
While Nyquist is one of the most general stability tests, it is still
restricted to linear feedback systems. It is very difficult to optimize
the behavior of a system using the conventional Nyquist and Nichols
theorems. As a result, Nyquist theorem is only used in theoretical
analysis for adaptive feedback systems. The behaviors of high-order
transfer functions in passive and active systems are not studied. In
conventional measurement of loop gain, the theoretical derivation
and practical measurement are not well explained. Up to now, the
numerical examples of phase margin at unity gain of a loop gain are
not introduced. Moreover, the relationship between the replica
measurement and the Middlebrook’s method was not mentioned
before. These methods were not applied to the stability test of highorder low-pass filters. To overcome the limitations of the
conventional methods, the measurement of the phase margin at unity
gain of the self-loop function is proposed to evaluate the quality of
a high-order system. A comparison measurement technique is
proposed to measure the self-loop function in a transfer function.
Phase margin at unity gain of the self-loop function is used to
investigate the operating region of a network. On the Nichols plot of
a second-order self-loop function, if the phase margin is smaller than
76.3 degrees, the ringing makes the system unstable.
The
proposed comparison measurement technique can measure the selfloop function in negative feedback circuits without breaking the
feedback loops. Therefore, this technique can reduce the cost of
testing and make sure the requirements and designs of the circuits
are correct. Theoretical concepts of the ringing test for high-order
electronic circuits are verified by the MATLAB calculations, the
SPICE laboratory simulations, and the practical measurements.

ニコルズチャートを使用した高次電子回路のリンギングテストの提
案を示します。伝達関数の自己ループ関数を測定するために、比較測
定手法が提案されています。自己ループ関数のユニティゲインでの位
相マージンは、ネットワークの動作領域を調査するために使用されま
す。 2 次自己ループ関数のニコルス線図で、位相マージンが 76.3 度よ
りも小さい場合、リンギングによってシステムが不安定になります。
高次電子回路のリンギングテストの理論的概念は、MATLAB 計算、
SPICE 実験室シミュレーション、および実際の測定によって検証され
ます。

Email: trantri.ks@gmail.com
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Development of an Automatic Water Injection Control System of PeristalticTransport
Machine for Excavated Soil Vertically Transportation

A2

掘削土砂搬送のための蠕動運動型搬送機における自動直接加水システムの開発
■Authors’ information

■Keywords
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Chuo Univ.
（ Co-Author ： Haruka Adachi, Kota Wakamatsu, Ueda
Masahiro, Yasuyuki Yamada ）
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■分野
Mechanical Engineering

■Abstract

■概要

Currently, vertical transporting of the excavated soil generated
by deep underground excavation is performed using a rope type
clamshell. However, as this is a large construction machine, there
are time and physical constraints on its operation. The authors
focused on the method of transporting bolus in the intestinal tract.
We have developed a peristaltic transport machine based on the
movement of the intestinal tract. In this paper, we developed a
control system to determine whether the water injected is necessary
or not, based on the contents of the air flow sensor. We experiment
to vertically transport soil by the one unit of from peristaltic
transport machine with the automatic injection water control
system.
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A study on the characteristics of planar antenna on Si substrate
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Si 基板上の平面アンテナの特性に関する研究
■Keywords
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オンチップアンテナ
ダイポールアンテナ
無線通信

■分野
理工系

■Abstract

電気電子工学(電気)

■概要
本研究では，2.5mm×2.5mm のチップ上に送信回路・受信回路・アンテナ
を構成し，チップ間で無線通信を行うことが目的である．しかし，CMOS 回
路を構成する際に p 型にドープされたシリコンが不可欠であり，p 型シリ
コンは高誘電性・低抵抗性を示すが，この特性がアンテナの S パラメータ
や放射効率，Gain に悪影響を及ぼしてしまう．そこで，電磁界シミュレー
タを用いてダイポールアンテナのモデリングを行い，真空中及びチップ上
の 2 通りで S パラメータ・放射効率・Gain の変化の調査を行うとともに，
改善策の検討を行った．
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The Development and analysis of applications that analyze avoidance behaviors in Japanese "greetings"

A4

日本人の「挨拶」における回避行動を分析するアプリケーションの開発と分析
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挨拶行動分析
挨拶回避行動
挨拶支援アプリケーション

■分野
理工系

■Abstract

情報学

■概要
知人に偶然出会した場合、気づかぬフリをして「挨拶」を回避しよう
とする人は少なくない。本研究では、人間関係構築の最小限で最低限の
コミュニケーション手段である「挨拶」に注目し、特にデメリットや面
倒があるわけでもないのに、挨拶をしない人の存在について考察する。
日本では諸外国に比べ日常的な挨拶に積極的とは言えず、挨拶を回避す
る傾向は強い。本研究では日本人の挨拶回避行動の要因を明らかにする
ために、挨拶データを収集する実験用アプリケーションを開発した。挨
拶の回数、相手の表情などをカウントなど、挨拶行動のデータから、挨
拶回避行動の傾向や原因を分析する。さらにあいさつ回避行動を減少さ
せる可能性も検討する。
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Enhancement System of Backward Sound Information through Vibration Feedback
振動刺激を用いる後方音情報の知覚拡張システム
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■キーワード
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ハプティクス
モーダル代替
アクセシビリティ

■分野
感覚代替

■Abstract

■概要
聴覚障害者や，イヤホンをつけている人は，視覚情報によって補完を
行えない後方の状況の把握を行うことができない，
これは，後方からの，車や人の衝突の直前に生ずる呼びかけやクラク
ションの音に気づくことができないという，危険な状況を作り出す原因
となっている．
そこで，我々は後方の聴覚情報に対して，その到来方向と音種を振動
刺激を介して，聴覚障害者に提示するシステムを構築した．
このシステムの有効性を確認する実験では，被験者は聴覚が阻害され
た状態に比べ，このシステムの利用時は，後方からの音種をより把握す
ることが可能となったことが確認された．

Email: sakuma.ryota.tj@alumni.tsukuba.ac.jp

23

Study on Flexural wave reflection at an joint of Honeycomb panels

A6

ハニカムパネルの接合部における屈曲波の反射に関する解析
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■分野
音響工学

■Abstract

■概要
音の到来方向を用いた音声誘導用システムとして、板を伝搬する屈
曲波によってパネルの表面から一定の角度で平面波が放射される現象
を用いるハニカムパネルの大面積スピーカが提案されている。提案さ
れる大面積パネルスピーカを実用化するにあたり、 複数のパネルを接
合して屈曲波を長距離伝搬させる必要がある。しかし、反射した屈曲波
も平面波を放射するため、 一定の音の到来方向の知覚に影響を与える
と考えられる。そこで、本研究では接合部における屈曲波の反射の小さ
くするハニカムパネルの接合方法の検討を目的とし、ハニカムパネル
における 2 種類のパネルの切断モデルを考え、 有限要素法による解析
によって反射係数の評価を行った。
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Preliminary study on gaze estimation using machine learning by face image recognition

機械学習を用いた顔画像認識による視線推定の予備的検討
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■分野
情報工学

■Abstract

■概要

Would you like to know the dreams of others? These dreams
were confirmed during REM sleep and are believed to have shown
unconscious worlds. Also, as the saying goes, " Shifty eyes" and "
The eyes say more than the mouth.", the eyes express
"unconsciousness." Many studies using the line of sight and eye
movements related to this "unconsciousness" have been reported.
However, in the past, devices such as near-infrared LEDs and lineof-sight tracking cameras were required.In recent years, it has
become possible to estimate eye movements at low cost and at high
speed using machine learning by image of cameras mounted on
PCs and smartphones. This study shows it is easier to gaze
estimation of a person in front of a webcam using machine learning
by face image that looks at specific areas.

睡眠中の他人の「夢」を見てみたい。この夢はレム睡眠時に確認され，
無意識の世界が表面化したものと考えられている。また，「目が泳ぐ」
「目は口程に物を言う」といった諺のように目は「無意識」を表現して
いる。この「無意識」を示す視線・眼球運動を利用した研究は数多く報
告されているが，従来は近赤外 LED とアイトラッキングカメラなど特
殊な装置が必要であった。しかし，近年は機械学習と一般的な PC やス
マートフォン搭載のカメラの動画像を利用して，非接触で安価かつ高速
で，眼球運動推定ができる。本研究では，ある特定の範囲を注視した顔
画像を機械学習させることで，より簡単にウェブカメラの前の人間の視
線推定できることを示す。

Email:

24

A8

Measurement of delay and Doppler spreads of channel for acoustic indoor mobile communication

音波を用いた屋内移動体通信実現に向けた通信路の遅延広がりとドップラー広がりの計測
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■分野
理工系

■Abstract

電気電子工学（通信）

■概要
音波を利用して情報を伝送する音響通信（空中音響通信）は、既存の
放送設備やスマートフォンを利用することができる他、モデムをソフト
ウェアとして実装することが容易であるなどの特徴を有している。一
方、空中音響通信においては、音波の多重反射による遅延広がり、およ
び、ユーザーの移動によって生じるドップラー広がりの影響が大きいこ
とが予想される。本研究では、屋内移動体環境における音響通信の設計
のために、実際に屋内移動体環境下の通信路で発生する遅延広がり、お
よび、ドップラー広がりの計測と解析を行った。その結果、遅延広がり
の大きさは最大 66 ms、ドップラー広がりは最大 7 Hz 程度（Jakes モデ
ル）であった。
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A Tangible-Tool-Based Lesson Plan on Key Exchange Algorithm
for Early-Stage Learners
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■分野
Education Technology

■Abstract
The color mixing analogy has been used for introducing the
concept of Diffie-Hellman (DH) Key Exchange Protocol to earlystage learners. Although this approach elegantly exemplifies the
discrete logarithm problem on which DH protocol is based, it
requires a new supply of liquid colors for each lesson. Therefore,
we have developed a digital version of the color mixing, while
retaining tangibility, by using color sensors and Raspberry Pi. We
also propose a story-based lesson plan based on the tangible tool
for enabling kids to comprehend difficult concepts. Our low-cost
and reusable tangible tool for unplugged education can help ensure
universal access to education in developing countries.

■概要
-
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Toward Robot-Agnostic Home Appliance Operation:

A10
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■分野
Robotics

■Abstract

■概要

Since home appliances support various human activities in the
household, service robots are expected to also use home
appliances to perform the same tasks. Hence, we hypothesize that
if each service robot has its own set of motion primitives to
operate home appliances, the robots can use common metaknowledge to perform those operations. In this work, we verify
that two types of service robots which have their own sets of
motion primitives can operate the same home appliance with
common meta-knowledge represented in an ontology.

人間は家電製品を使って様々な家庭内作業を行うことができるため、
同様にサービスロボットも家電製品を使用して同じ作業を行うことが期
待される。そこで、サービスロボットが家電製品を操作するための必要
な動作プリミティブを持っていれば、サービスロボットは共通のメタ知
識を使って家電製品の操作を行うことが可能ではないかという仮説を立
てる。本研究では、オントロジーで表現された共通のメタ知識を用いて、
２種類のサービスロボットが同じ家電製品を操作できることを検証す
る。
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Self-Localization of a Robot Using a Pair of Acoustic Transceiver
送受音響素子対を用いるロボットの自己位置推定
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■分野
ロボット

■Abstract

■概要
本研究では，無指向性のスピーカー・マイクロフォンのペアをセンサ
ーとしたロボットの自己位置推定を提案する．スピーカーから放出した
音は壁で反射されマイクロフォンに到達する．マイクロフォンで受信し
た信号からエコーパターンを抽出し，各反射経路の距離を算出した．各
反射経路の距離とロボットの移動速度，事前に取得した地図情報をロボ
ットに与え拡張カルマンフィルターによって自己位置推定を行った．提
案手法をシミュレーション内で実装し，自己位置を正しく推定できるこ
とを確認した．また，単軸ステージを用いてロボットを模した実験を行
い自己位置の推定が行えることを確認した．
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The Interaction Design Process to Reflect Users’ Experiences
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ユーザー体験を反映させたインタラクションデザインのプロセス
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■分野
インタラクションデザイン

■Abstract

■概要
近年、デジタルデバイスの利用が普及しており、現代人のライフスタ
イルにおけるデジタル化が進んでいる。一方、スマートフォンやタブレ
ット、コンピューターなどのようなデジタルデバイスにおいて、
「実物を
使用する」実感の欠如が著しい。そこで本研究はデジタルデバイスのユ
ーザー体験における実感の向上に着目し、実物を使用する実感をデジタ
ルで再現・設計するための概念モデルを提案する。とりわけ、インタラ
クションデザインの知見に基づき、物との接触・物の知覚・物の認識・物
の使用といったユーザー体験を構築する基礎プロセスにおける実感のメ
カニズムを明らかにする。
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Interface Design in Consideration of “Sensory Richness” in Digital Device Operation

デジタル・デバイス操作における「感覚的豊かさ」意識したインタフェースのデザイン
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■分野
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■Abstract

■概要
我々の日常には多くの ICT 機器が存在する．同時に，便利さを求め，
全ての操作をフラットなスクリーン上に，あるいは一つのスピーカーを
通した音声認識に一元化しようとする動きが着々と進められている．こ
のような傾向が，我々から「デバイス操作における実感」という豊かさ
を奪っているということは事実である．本研究では，失われた実感を補
完したインタフェースを提案し，その具体例として，それを持つアプリ
ケーションを提案する．昨年に引き続き，今回は操作性の実感として「キ
ーボードアプリケーション」とコミュニケーションの実感として「鼓動
伝達アプリケーション」の２つのアプリケーションを追加で提案し，考
察する．
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Self-adaptation against Environment's Uncertainty: A Synthesis Based Approach
動作環境の不確実性に対処するための仕様自動合成技術に基づく自己適応フレームワーク
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■分野
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■Abstract

■概要

Systems that operate in the real world have been increasing in
recent years. The significant problem is that uncertainty exists in
the real world. However, it is hard and high-cost for software
engineers to predict all possible uncertainty and prepare plan-Bs in
advance. Thus, we hope that the system can deal with uncertainty
by its ability, also called self-adaptation. Here, we propose a selfadaptation framework based on the controller synthesis technique.
It supports (1)analysis of achievable goals and (2)automated
generation of the new behavior model to adapt against uncertainty.

英語のみになります。
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■分野
Mechanical engineering

■Abstract

■概要

Low back pain is also caused by handling of heavy objects. Squat
lifting is a lifting method with less burden on the waist. However,
squat lifting is not performed frequently because of its large
workload. Hence, we propose the development of a power-assist
suit for the spread of squat lifting. Previously, we developed a knee
joint extension support device that introduced a slide mechanism
that reduces the force with which leaf springs hinder knee joint
flexion during walking. The effect of reducing the burden and the
flexibility of the knee joint were verified by subjective evaluation.
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The design of Emotional Human Based on the Concept of Artificial Personality
人工人格概念に基づく「人間らしさ」のデザイン
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■分野
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■Abstract

■概要

In today's world of the third Artificial Intelligence boom, a
variety of researches have emerged toward the realization of
general-purpose Artificial Intelligence. In particular, recent AI
research has been linked to cognitive science, and the question of
how to design human-like structures has been raised. On the other
hand, as artifacts become more like humans, the "uncanny valley
phenomenon" is on the rise, and many people feel uncomfortable
with it. The question of how humans can give artifacts a "humanlike" feel has become a global concern. Therefore, this study
examines the question from the approach of "Artificial Personality
(AP)" rather than "Artificial Intelligence (AI)" in order to
reproduce "human-like". In particular, the basic mechanisms of the
"Artificial Personality" research will be discussed.

第 3 次人工知能ブームと言われる今日、汎用型人工知能の実現にむけ
て様々な研究が登場している。特に、近年の AI 研究は認知科学に結び
つき、人間らしさをどうデザインするかが問われている。一方で、人工
物が人間に似るにつれ「不気味の谷現象」が高まり、違和感を覚える人
は多い。人が人工物に対して、どのように「人間らしさ」を感じさせる
ことができのか、ということは世界的な関心となっている。そこで本研
究では、「人間らしさ」を再現するために「人工知能（AI）」ではなく、
「人工人格（AP）」というアプローチから検討する。特に、「人工人格」
研究の基本的なメカニズムに関して論じる。
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Development of a real time speech synthesis system and vowel generation
リアルタイム音声合成システムの製作と母音の生成
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■Keywords
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■キーワード
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音声合成
発話シミュレーション
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■分野
音響学

■Abstract

■概要
本研究では、音響管の片側から音を通したときに反対側から出力され
る音を、一次元伝送線路行列モデルで求める手法を用いて２つの狭まり
に対する深さ、位置、幅の計６つのパラメータからの音響管の断面積関数
の入力に対する出力音をリアルタイムで合成できるシステムを製作し
た。また、それを用いて日本語の母音に対し, 実際のヒトが発した声や既
存の声道模型の形状を用いて合成された音と近づけられるようなパラメ
ータを探し、比較を行った。その結果、母音として聞き取るのに特に重要
となる第一、第二フォルマントのみであれば、このような制約の下であっ
てもヒトの声と同様のものを合成することができた。
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B1

Development of a locomotion robot using deformable DEA without pre-stretch

■Authors’ information

■Keywords
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Chuo University
（Co-Author：Yuji Yonehara Manabu Okui Taro Nakamura ）
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Dielectric Elastomer
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■分野
Mechanical engineering

■Abstract

■概要

This study proposes the development of a locomotion robot
using a dielectric elastomer actuators (DEAs) for actuation
without pre-stretch. DEAs are usually used with pre-stretching.
However, because rigid frames are generally used for prestretching, there are few DEA applications that utilize their
flexibility. Therefore, we focused on slide ring materials (SRMs)
as a new dielectric material, which does not require pre-stretching
in DEA. In previous research, a bending unit that does not require
pre-stretching has been manufactured. Therefore, in this research,
we measured the frequency characteristics of the bending unit
alone and demonstrated the locomotion of the robot.
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Improving the accuracy of the tomato yield prediction system
トマト収量予測システムの精度向上
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■分野
農業

■Abstract

■概要

Komatsu City in Ishikawa Prefecture is the largest
tomato production area in the three prefectures in
Hokuriku. Tomato production is not as flexible as
industrial products, so it is difficult to plan shipments.
We are working on the prediction system using weather
data and accumulated temperature to make shipment
plan and sales plan. In this paper, we report on our
efforts to improve the accuracy of the forecasting
system.

石川県小松市は北陸三県一のトマトの生産地である。トマトの生産は工業製品
のような柔軟性がなく出荷計画を立てにくい問題がある。出荷計画を立て販売計
画を立てられるようにするために気象データや積算温度を用いた予測システムに
取り組んでいる。本稿では予測システムの精度向上に取り組んだので成果を報告
する。
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Improvement of SIS junction fabrication process for quantum computer applications
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量子コンピュータ応用に向けた SIS 接合作製プロセスの改善
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○Yuji Tanaka
yamagata university graduate school

■著者情報

■キーワード

○田中優志
山形大学大学院
（共著者：齊藤敦 牧瀬圭正 佐藤大地 ）

超伝導デバイス
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■分野
超伝導エレクトロニクス

■Abstract

■概要
SIS 接合は、極めて薄い絶縁膜を 2 枚の超伝導体で挟んだ構造をして
いる。SIS 接合は主に、電波望遠鏡の受信機に用いられてきた。また、
量子コンピュータに用いられる超伝導量子デバイスにも SIS 接合が用
いられており、近年ではその実現に向けて研究が盛んに行われている。
従来、SIS 接合は Nb 系 3 層構造が主流であったが、さらなる高品質化
を目的とした Nb 系 5 層構造が報告された。これらの SIS 接合の作製に
は複数のプロセスがあり、接合構造ごとに作製プロセス条件の最適化
が必要となっている。本研究では、積層膜のエッチング行う RIE エッ
チングプロセスに着目し、その改善に取り組んだ。

Email: tnkyu.yamagata@gmail.com
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Japanese spam email classification evaluation using machine learning
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機械学習を用いた日本語スパムメール分類評価
■Keywords
Machine learning
Spam email
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■キーワード
機械学習
スパムメール
セキュリティ

■分野
機械学習

■Abstract

■概要
情報セキュリティ分野でスパムメール対策は現在も大きな課題であ
る。
スパムメール分類については様々なデータセットを用い、多くの研
究がされているが、日本語データセットは公開されている量が少なく、
研究もあまり行われていない。
まず、公開されている日本語データセットで分類を行ったが、データ
数の少なさが課題となった。
そこでパイソンパッケージの googletrans を使用し、英語から日本語
に機械翻訳した新たなデータセットを作成し、オープン化する。このデ
ータで機械学習モデルを構築する。これらを用いてスパムメール検出
の精度を調査することで、日本語スパムメール分類に対する機械学習
の有効性を検証する。
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Indoor position and moving direction estimation for smartphone users
B5

by applying deep learning to BLE signal strength
BLE 信号強度に深層学習を適用したスマートフォン利用者向け屋内位置及び移動方向推

■Authors’ information

■Keywords
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屋内測位
Bluetooth Low Energy
深層学習

■分野
システム

■Abstract

■概要

In recent years, with the development of GPS technology,
outdoor position information can be easily used by anyone, while
indoor position positioning technology is currently being studied in
various ways, but is not generally widespread. In this research, we
aim at an indoor navigation system assuming smartphone owners,
and estimate the indoor position and moving direction at the same
time using Bluetooth Low Energy signal strength (RSSI) and deep
learning. In the experimental method, RSSI fingerprints in the
experiment room were collected in advance, and the indoor position
was estimated from the X and Y coordinates and the moving
direction was estimated from eight directions by training DNN.

近年 GPS 技術の発達により屋外における位置情報は誰でも簡単に利
用できる一方で、屋内における位置測位技術は現在様々な手法が検討
されているが一般的に普及していない。本研究ではスマートフォン所
有者を想定した屋内ナビゲーションシステムを目指し、Bluetooth Low
Energy の信号強度(RSSI)と深層学習を用いて屋内位置と移動方向を同
時に推定する。実験方法は、予め実験室における RSSI フィンガープリ
ントを収集し、全結合 DNN に学習させることで屋内位置を X, Y 座標、
移動方向を 8 方向の中から推定した。
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The Development of data-saving office system that can be stored on a floppy disk
フロッピーディスクでも格納可能な省データ・オフィスシステムの開発
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IT
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■キーワード
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■分野
情報学

■Abstract

■概要
本研究では、3.5 インチのフロッピーディスク 1 枚で格納な可能な省
データのオフィスシステムを設計する。近年、アプリケーションやソフ
トウェアはいうまでもなく、そこで生成されるファイルもデータ容量
が急増している。MS-Word のような一般的なオフィスソフトで作成さ
れた文章ファイルでも、フロッピーディスク 1 枚に格納できるデータ
容量を超えることは少なくない。データ容量の肥大化の多くは、過剰な
装飾や余計な処理に費やされているケースが多い。そこで本研究では、
あえて「過去の記録媒体」であるフロッピーディスクを利用すること
で、必要最低限であるが実用に十分な機能で構成されたオフィスシス
テムをデザインする。
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Assessing young children's activities for early detection of COVID-19 using IoT devices

IoT デバイスによる COVID-19 の早期発見に向けた幼児の活動評価
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■分野
理工系 情報工学

■Abstract

■概要
厚生労働省の保育所における感染対策ガイドライン 1 によると乳児
は接触感染のリスクが高く、重症化しやすい。なぜなら、集団での午睡
や食事、遊び等の機会が多く、また移動時に床を這い、手に触れたもの
を舐めるためである。 したがって、感染症発生時に流行規模を最小限
に留める対策が重要であり、
「感染源」をいち早く観測する必要がある。
しかし、保育士１人あたり 30 人の乳児を相手にする現状 2 では人の目
で監視、観測を行うことは非常に難しい。 そこで本研究では幼児向け
IoT デバイスを開発し、活動量データと体温データとタイムスタンプの
情報からデータを解析し、感染症の早期発見に利用することを提案す
る。
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Effect of penetration force on drilling efficiency for seabed drilling robot
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■キーワード
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■分野
■概要

Seabed mineral resources have been found on the bottom of the
ocean, and to utilize them, samples must be taken and analyzed.
This study develops a seafloor robotic explorer that can excavate
and sample seafloor soil. In a previous study, we developed a
drilling robot that could excavate 650 mm into the ground while
underwater. However, no research focused on underwater drilling
excavation in this robot. In this paper, we propose a method to
improve the underwater excavation efficiency by controlling the
penetration force and rotation speed.
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A Development of the External Smartphone Interface for SDGs

B9
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SDGs のためのスマートフォン外部装置の開発
■Keywords
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■分野
情報学

■Abstract

■概要
スマートフォン所持率ほとんどの国で 50%を超えている．しかし，そ
の機能を十分に発揮できるほどインフラが整った国は，いったいいく
つあるだろうか．そのような国の人々は，時にその機能を不便に感じる
ことすらあるのが現状だ． SDGs における世界の平等化に向けて進め
るべきなのは，高性能なウエアラブルデバイスを開発することでも，そ
れらを利用できる環境を整備することでもない．発展途上国の能力を
考慮して誰もが直感性を持って使用できる物理的な外部装置として開
発することよって持続可能化を図る考え方が重要である．本研究では，
具体的な外部装置である広告ミスタップ防止装置についての紹介を交
えつつ，この考え方を提唱する．
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■分野
観光案内

■Abstract

■概要

We are working on creating a website to attract tourists
to Kaga Onsen. The number of tourists visiting Ishikawa is
declining due to the influence of the corona, and the
weakening of the tourism industry is a big problem. We
would like to prevent weakening and convey the goodness
of Kaga Onsen. The feature of our homepage is that it
introduces the deep places of Kaga, such as the dream
country of Kaga Onsen, and provides hot topics such as the
GOGO campaign. In addition, we are working to build a
system for providing tourist information using chatbots that
use AI technology. We will suggest recommended places
and ways to move. In the future, we would like to work on
strengthening chatbots using AI technology.

加賀温泉に観光客を誘致するためのホームページ作成に取り組んでいます。
石川を訪れる観光客数はコロナの影響で減少してきており、観光業が衰弱化す
ることは大きな問題です。衰弱化を防止し、加賀温泉の良さを発信したいと考
えています。我々のホームページの特徴は加賀のディープな場所、例えば加賀
温泉の夢の国などを紹介したり、GOGO キャンペーンなどホットな話題を提
供している点です。加えて、AI 技術を用いたチャットボットを用いて観光案
内をする仕組み構築に取り組んでいます。お勧めの場所を提案したり、移動方
法を提案したりします。今後、AI 技術を用いたチャットボットの強化に取り
組みたいです。
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The Examination of a Survival Application for Nomad free-lifer as an Address Hopper

アドレスホッパー支援のためのサバイバルアプリケーションの検討

■Authors’ information

■Keywords
Address hoppers
A survival application
Nomad free-lifer

○Mizuki Watanabe
Toyo University

■著者情報

■キーワード

○渡邉 美月
東洋大学

アドレスホッパー
サバイバルアプリケーション
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■分野
理工系 情報学

■Abstract

■概要
アドレスホッパーとは、特定の住居を持たずにさまざまな場所を泊
まり歩き、土地を移動しながら生活をする人のことを指す。そのためア
ドレスホッパーは家を持つ人々から『汚い』『無責任』などといった偏
見を持たれたり、差別の対象となったりする。また、住居は安心して生
活するための住まいであるため、アドレスホッパーの生活は常に危険
に晒されている。本研究では、このように家を持たない生活に不便を感
じるアドレスホッパーのために、家を持たない生活をより快適にする
ためのサバイバル情報や SOS 機能などを搭載した『アドレスホッパー
支援のためのアプリケーション』を提案する。
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On-Demand Audio Deliverable System on Digital Signage
オンデマンドな情報音提示型デジタルサイネージシステム
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■分野
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■Abstract

■概要

The purpose of this study is to improve the spatial comfort
using digital signage and the effectiveness of the advertisement
to be displayed. Conventional signage used in silence makes
advertisement less effective. In contrast, all of digital signage
output sound, persons who don’t need its information becomes
noise, and spatial comfort may be lost.
In this study, On-Demand Audio Deliverable System is
proposed, in which sound is displayed only to the user pay
attention to a digital signage. Through the experiment, proposed
system has improved spatial comfort while maintaining
advertising effect. This suggests that proposed system can create
a more comfortable environment.

本研究では、デジタルサイネージを利用する空間の快適性と提示する
広告の効果向上を目的としている。従来のデジタルサイネージは無音の
ため広告効果が薄くなってしまうが、音を出力すると騒音を招く問題点
がある。そこで、デジタルサイネージを見ている通行人のような、情報音
を必要としている人にのみ音が届き、見ていない人には音が聞こえない、
オンデマンドな情報音提示型デジタルサイネージを提案する。実験を通
して、従来のスピーカーと比較して提案システムは広告効果を維持しな
がら空間快適性が向上する結果となった。これにより、提案システムは
快適な空間を作りやすいことが示唆される。
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Sensory errors in virtual reality-based basketball practice equipment
バスケットボール個人練習用機器作製と VR-実空間の認識誤差評価
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■分野
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■Abstract

■概要

Team practice is indispensable for team sports such as
basketball, can cultivate important judgment ability in actual
battles. In contrast, there are restrictions such as time and place.
On the other hand, in individual practice, there are restrictions on
the content of practice. Therefore, in this study, we propose a
practice device that enables pseudo team practice by virtually
creating players using VR in order to expand the possibilities of
individual practice. In addition, since a VR device is used, there
may be a sensory error between the real space and the VR space.
Therefore, we evaluated the sensory errors in the vertical and
horizontal directions that should be considered when using a VR
device

バスケットボールをはじめチームスポーツで欠かせないチーム練習
は実戦において重要な判断能力を養うことができる．その反面，時間や
場所といった制約が生じる．一方個人練習においては練習内容に制約が
生じる．そこで本研究では，個人練習の可能性を広げるため Virtual
Reality(VR)用いて仮想的にプレイヤーを生み出すことにより疑似的にチ
ーム練習を可能とする練習機器を提案する．また，VR デバイスを使用
するため，現実の空間と VR 空間上で感覚的に誤差が生じる可能性があ
る．そこで， VR デバイスを使用するうえで考慮すべき鉛直方向と水平
方向における感覚的誤差の評価を行った．
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Tele-Clinical Examination by Possession Telepresence System
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憑依テレプレゼンスシステムによる遠隔診療ー看護師と医師の憑依合体ー
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■Abstract

■概要

Because of the uneven distribution of doctors and an increase in
the number of patients who wish to receive medical treatment at
home, tele-clinical examination is expected. The conventional
telemedicine has been realized by using a videophone or a robot
instead of an actual doctor. However, telemedicine using a
videophone or robots is difficult because of the limited range of
examination and the problems of safety and acceptability.
Therefore, in this study, we propose a system that uses a seethrough HMD to enable nurses to perform clinical examinations
instead of those performed by doctors. The nurse can acquire the
knowledge of the doctor at any time by calling the doctor when
necessary. Experiments with simulated clinical examinations
suggested that nurses could perform examinations on behalf of
doctors in remote areas by receiving instructions from doctors at
any time.

医師の偏在化や住宅で療養を希望する患者の増加から、遠隔診療が期
待されている。従来の遠隔診療は医師の代わりとしてテレビ電話やロボ
ットを用いることで実現してきた。しかし、テレビ電話やロボットを用
いた遠隔診療は、診療の幅が限られてしまうことや安全性や受容性の問
題から困難が生じてしまう。そこで本研究では透過型 HMD を用いて、
看護師が医師が行う診察を代替して行うことができるシステムを提案
する。これにより、看護師は必要な時に医師を呼び出すことで随時医師
の知識を得ることができる。模擬診察をする実験から、看護師は遠隔地
にいる医師の指示を随時受けることで、医師の代わりとなって診察を行
うことができると示唆された。
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Soil Transportation by Peristaltic Movement-Type Pump
B15

Inspired from the Lubrication System of the Large Intestine and Ceramic Art
蠕動運動型ポンプにおける大腸粘膜と陶芸に着目した土砂搬送法の開発
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■Abstract

■概要

In this study, we proposed and verified a new transport method
for sediments with low water content in peristaltic movement-type
pump. In recent years, high-rise buildings have been built in urban
areas because they are a more efficient use of land space. Therefore,
excavation work is growing in scale. Currently, excavated sediment
is carried vertically by a large construction machine with a
clamshell; however, this operation has physical and temporal
limitations. In the design of our new transportation system, we used
the large intestine and pottery as models and proposed a method to
use the sediment itself, combined with water, as a surface lubricant.
The intestinal tract transports mass by muscle contraction and
relaxation, or peristalsis. We aimed to miniaturize and automate the
vertical transport of excavated sediment using a peristaltic
conveyance device that simulates the intestine. We performed
vertical transport of sediment with low water content, which was
not possible to lift in previous studies, using this method.
Additionally, we constructed a water-contributing system and
succeeded in the vertical transport of viscous, intermediate, and
sandy soil with low water content.

本論文では蠕動運動ポンプでの低含水比土砂の新たな搬送手法の提
案と検証を行う．近年，効率的な空間利用のため地下の利用が拡大し，
掘削土が増加している．現在，掘削土はクラムシェルにより垂直搬送さ
れているが，その操作には物理的および時間的な制限が伴う．本研究で
は腸を模擬する蠕動運動型搬送装置を使用し，掘削土砂の垂直搬送の
小型化・自動化を目指す．本論文では，大腸と陶芸に着目し，表面に自
素材で高含水比のもので覆い潤滑剤として用いる方式を提案する．ま
た，この方式を用いて先行研究で揚重不可能だった低含水比土砂の垂
直搬送を行う．さらに加水システムを構築し，低含水比の粘性土，中間
土，砂質土の垂直搬送に成功した．
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Content Detection for Continuous and Efficient Production by Peristaltic Mixer

■Authors’ information

■Keywords
Pneumatic Drive Robot
Biomimetics
Continuous and Efficient Production

○Kota Wakamatsu
Chuo Univ.

■著者情報

■キーワード

○Kota Wakamatsu
Chuo Univ.
（ 共 著 者 ： Haruka Adachi Daisuke Matsui Hiroya
Kumamoto Hiroto Habu）

Pneumatic Drive Robot
Biomimetics
Continuous and Efficient Production

■分野
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■Abstract

■概要

In recent years, expectations for low-cost and high-frequency
rocket launches for space exploration have increased. The
authors have developed a mixing and transportation device that
simulates the movement of the intestinal tract by using an elastic
duct and a low pneumatic drive. In this paper, we present a highquality and efficient method of mixing and transporting solid
propellant material. We investigated whether the content volume
and viscosity can be detected when the rigid bodies with
different volumes are inserted and when fluids having different
viscosities.
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Measurement of polished surface vibration displacement of piezoelectric resonators
in laser speckle interferometers
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■Abstract

■概要

Various techniques use the laser speckle interference method
to visualize the surface of a piezoelectric device1). In recent
years, piezoelectric devices with mirror-finished surfaces have
enabled portable devices to operate at higher frequencies. For
example, the interference method is used to test the polished
surface of a quartz crystal resonator for unevenness.
In previous research, laser speckle interference was obtained
by incidence at a 16-degree incidence angle, and a red laser (λ =
630 nm) was used to accurately measure a polished surface2).
However, the incidence angle cannot be made horizontal in
order to measure in-plane vibrations. A technique is still needed
to accurately measure the absolute vibrational displacement of
laser speckles during laser speckle interference.

レーザースペックル干渉は，圧電デバイス表面を可視化する方法であ
る。 近年では圧電デバイスの動向として表面を梨地面から鏡面に仕上げ
る方法が主に用いられている。鏡面では水平面内振動を測るため，絶対測
定は最も大事なカテゴリの一つであった。
この研究では、レーザードップラー振動計を使用して鏡面の絶対変
位を測定し、レーザースペックル干渉で、表面を測定することを試みまし
た。 456nm 紫外線レーザーをレーザースペックル干渉計として使用しま
した。
結果は、レーザードップラー振動計とレーザースペックル干渉計が画
像相関によって関連していることを確認し、圧電共振器の絶対変位が得ら
れました。
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Design and electromagnetic field simulation of optical rectenna with MIM diode structureMIM

ダイオード構造を備えた光レクテナの設計と電磁界シミュレーション
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■Abstract

■概要

Recently, energy consumption is rapidly increasing with the
development of IoT society. The mainstream power generation
method is still thermal power generation in Japan. However, it is
necessary to suppress the emission of CO2 in current global
environment because global warming is progressing. Therefore, it
is desirable to switch to clean and renewable energy generation
methods in the future. Solar cells can greatly reduce CO2 emission,
but they have the problem of low efficiency. In this research, we
focus on an optical rectenna equipped with a metal-insulator-metal
diode structure as a new method of solar power generation. The
optical rectenna have the potential to reduce losses and have much
higher efficiency than solar cells. In this study, we simulate batch,
dipole, monopole antennas and compare their characteristics.

近年の社会は IoT 化が進み、消費エネルギーが増加している。日本の
エネルギー発電方法は火力発電が主力である。しかし、地球温暖化が進
行している現状では CO2 の排出量を抑える必要がある。そこでクリー
ンで再生可能なエネルギーによる発電に切り替えることが望ましい。太
陽電池は CO2 の排出を抑えるが、効率が悪いという問題がある。本研
究では太陽光発電として、metal-insulator-metal ダイオード構造を備えた
光レクテナを提案する。光レクテナなら太陽電池より高効率を実現でき
る可能性がある。今回は nm サイズのパッチアンテナとダイポール、モ
ノポールアンテナのシミュレーションを行い、各特性を比較した。
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The Interface design for digital devices by physical touch
「フィジカルタッチ」に着目したデジタルデバイスのインターフェイスデザイン
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■Abstract

■概要
近年、電子書籍はその売り上げを順調に伸ばしており、紙媒体の書籍の
存在を脅かすと言われているほどである。小説や漫画に限らず、マスメデ
ィアである新聞紙や、雑誌など多くの企業が参入している。しかし、紙書
籍が売れていないわけではない。確かに売り上げは落ちているが、一定数
の指示を得続けてもいる。本研究では、デジタル化する情勢においても従
来の形式が一定の人気を集めていることに着目し、その魅力について考
察する。その上で、実際に触れる感覚「フィジカルタッチ」に焦点を当て、
デジタル端末を使用する際、これを同時に得られるハードウェアの開発
により、デジタルの利便性と、従来の感覚を共存させられると考え、提案
する。
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Library Walking〜A Virtual Library that Realizes ‘Walking and Browsing’
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■分野
総合情報

■Abstract

■概要
近年、公共図書館のオンライン化が進んでいる。また、VR などを利
用して図書館施設を案内するサービスも登場している。そのような図
書館サービスのオンライン化は、情報検索において、ユーザーの利便性
を高めている。しかしながら、図書館が本来持っている機能性を失って
いることも少なくない。本研究では、オンライン図書館の持つ問題点や
リスクを指摘した上で、開架式図書館の形状をモチーフとした新しい
バーチャル図書館をデザインすることを目的とする。バーチャル図書
館内の書架を「見て歩く」機能を提案する。図書館本来の役割である「情
報・知識との出会い、閲覧」をオンラインで再現する。
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Accessible Card Game System for Visually Impaired Using Audible Cards
可聴化されたカードを用いる視覚障害者のアクセシビリティを担保したカードゲームシステム
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■分野

■Abstract

■概要

We propose an auditory card game system towards playing
equally with
others, regardless of whether they have a visual impairment or
not.
The Evaluation experiments showed that the auditory card
game system has the feasibility of inclusive card game design.
In addition, we focused on two features, types of sound icons
and how to sound them, and investigated the effect of each on the
recognition to card's content and arrangement.
As a result, we acquired the appropriate guideline of card game
design toward playing equally with others, regardless of whether
they have a visual impairment or not.

本研究では，視覚障害者が晴眼者とともに遊ぶことができるカードゲ
ームの実現のためにカードの内容を音で提示する聴覚カードゲームシス
テムを提案する。視覚障害者，晴眼者，目隠しをした晴眼者の間で実際に
カードゲームの対戦を行うことで，提案システムは視覚障害の有無に関
わらないカードゲームデザインに対する可能性を持っていると示唆され
た。さらに提案システムに関して，用いる音アイコンの種類とその鳴ら
し方に注目し，それぞれがカードの内容や配置への認識に与える影響を
調査した結果，視覚障害者が参加可能なカードゲームを実現するための
適切な音アイコンの設計指針を得た。

視覚障害者支援
可聴化
アクセシビリティ
HCI
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Development of a breastplate to improve the wearability of the lumbar assist suit, AB-Wear

腰部補助用アシストスーツ AB-Wear のウェアラブル性改善のための胸当ての開発

■Authors’ information

○Yuta Yamanaka
Chuo University, Nakamura Lab.

■著者情報

■Keywords
Wearable robot
Power assist suit
Artificial muscle

■キーワード

○山中雄太
中央大学中村研究室
（共著者：山中雄太 鹿島将 西濵里英 横山和也）

ウェアラブルロボット
パワーアシストスーツ
人工筋肉

■分野
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■Abstract

■概要

In our previous study, we developed a lumbar assist suit "ABWear". This device assisted the wearer's movement and reduced
muscle fatigue in the lumbar region. However, the breastplate was
made of a hard plate, which caused the wearer to feel pain and
pressure. It took more time to put it on. In this study, the
wearability was improved by changing the wearing method, and
a breastplate made of flexible materials was developed to reduce
the pressure feeling. The EMG of erector spinae muscles during
the lifting motion of the developed breastplate was comparable to
that of a conventional breastplate. The developed breastplate was
found to reduce the local pressure on the human body.

近年の日本労働者の腰痛問題を解決するために，先行研究では柔軟で
高出力の腰部補助用アシストスーツ「AB-Wear」を開発した． 本装置は
着用者の動きを助け，腰部の筋肉疲労を軽減させた．しかし胸当ては硬
いプレートから構成されていたため装着者に痛みや圧迫を感じさせてい
た．さらに装着に時間がかかっていた．本研究では，装着方法を変更しウ
ェアラブル性を改善，また柔軟な素材を用いた胸当ての開発を行い圧迫
感の軽減を図った．開発した胸当ての持ち上げ動作時の脊柱起立筋の
EMG は，従来の胸当てと同程度であることを確認した．また開発した胸
当ては従来の胸当てと比較して人体への局所的な圧力が減少、分散する
ことを確認した．
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Keyword voice concealment type personal authentication system using distortion voice

ディストーション音声によるキーワード音声秘匿型個人認証システム
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■Abstract

■概要

In this paper, we propose a voice-hearing type personal
authentication system by applying distortion/echo processing
filter to the key voice at a level that only the legitimate user can
hear. We experimentally investigate the degree of distortion
and echo delay that can be heard only by the legitimate user.
The results show that there is a possibility to generate a voice
which can be recognized only by a person who has a known
key voice.

本稿では,鍵音声へ本人のみ聞き取り可能なレベルの歪み・エコー処理を
加えた，音声聞き取り型個人認証システムを提案する.そのため,本稿では実
験により設定者本人のみ聞き取り可能な歪み度・エコーの遅れ度を探索し
た.探索の結果,一定範囲の歪み・エコー処理を重ねた音声において,鍵音声既
知者のみ聞き分け可能な音声の生成可能性があることが分かった.
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The Development of a browser to protect user's personal information focusing on search history

検索履歴に着目したユーザーの個人情報を保護のためのブラウザの開発
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■Abstract

■概要
今日、検索エンジンを利用する場合、「検索履歴」がブラウザに残っ
てしまうことが問題になっている。現在、この問題への対処方は 2 つあ
る。①シークレットモード（プライベートモード）での利用。②ブラウ
ザの利用の毎に履歴などを削除する。これらはいずれも様々な問題点、
課題があり、かならずしも利便性も実用性も高くない。本研究では、ブ
ラウザに残される検索履歴や個人情報を効果的に処理することで、ユ
ーザーのプライバシーを保護することのできる新しいメカニズムを提
案する。
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Digital Acoustic Communication System Suitable for Narrow-range Information Transmission

狭域情報伝送に適したディジタル音響通信システム
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■Abstract

■概要

The purpose of our research is to develop a communication
system for acoustic communication using parametric loudspeakers.
In recent years, the available radio wave band has been exhausted,
and acoustic communication that can be an alternative is being
actively researched. However, as a drawback of acoustic
communication using a conventional loudspeaker, it causes
discomfort to a person who does not communicate. Therefore, in
this research, we used a parametric loudspeaker that can deliver
sound in a narrow area. The frequency spectrum of the transmitted
signal was optimized in order to avoid the non-linearity that
becomes a problem in communication with parametric
loudspeakers. A communication experiment was conducted in an
anechoic chamber, and it was shown that the OSNR (output signal
to noise ratio), which indicates communication quality, was
improved by up to 10 (dB) compared to the conventional method.

本研究は、パラメトリックスピーカーを用いる音響通信に適した通
信システムの構築を目的とする。近年、利用可能な電波の帯域が枯渇し
ており、代替となり得る音響通信が盛んに研究されている。しかし、従
来の無指向性のスピーカーを用いる通信の欠点として、通信をしない
人に不快感を与えてしまっていた。この欠点を解決するため本研究で
は、狭域に音波を届けられるパラメトリックスピーカーを使用した。パ
ラメトリックスピーカーでの通信で問題となる非線形性を回避するた
め、通信に用いる信号の周波数スペクトルの最適化を行った。無響室で
の通信実験を通し、従来法より通信品質を表す OSNR が最大 10dB 改善
することを示した。
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Dry storage method of chlamydomonas sp
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持続可能エネルギー産生緑藻クラミドモナスの常温乾燥保存法
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■著者情報
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■キーワード
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クラミドモナス
細胞工学
持続可能エネルギー

■分野
生物

■Abstract

■概要
クラミドモナスは共生や光合成、鞭毛運動のモデル生物として多用され、
高校教科書にも頻出する。しかし、クラミドモナスが高校の生物実験で使用
される例は少ない。なぜなら、クラミドモナスの長期保存には煩雑な継代、
或いは高価な超低温庫が必要となるからである。そこで、本研究ではクラミ
ドモナスの簡単で安価な長期保存法の検討を行った。その結果、培地に安定
化剤として糖を添加した株を乾燥保存する方法を見出し、一ヶ月間常温保存
した後、細胞増殖を確認した。本結果はクラミドモナスの保存法及び教材化
を示唆する。さらに、クラミドモナスを再生可能エネルギー産生藻類として
使用する研究にも貢献したい。
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The method of 360 degree video creation that does not reflect a camera operator
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撮影者が映り込まない 360°動画作成手法
■Keywords
360video
fisheye lens
Video editing

■キーワード

）

360 映像
魚眼レンズ
動画編集

■分野
理工系

■Abstract

情報学

■概要
本研究では、2 台の魚眼カメラを用いて撮影者を映り込まない撮影方
法または動画加工方法を提案する。2015 年から Youtube において 360°
映像が対応するなど、360°動画は急速に普及している。360°映像は、今
後、社会のあらゆる場面での利用が期待される。その一方で、通常、撮
影者が 360°カメラを持ちながら撮影する時、撮影者の映り込みを回避
することができない。これは 360°カメラが持つ致命的な問題である。
もちろん、撮影者の映り込みを回避するたの手法はいくつか提案され
ているが、いずれも限定的であり、実用性に乏しい。本研究では、それ
を解決するため、従来の方法を参考し、新たな手法を提案する。
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SDGs インタフェース：アナログ的コンピュータマウスアプリケーションのデザイン

■Authors’ information

■Keywords
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Human Interface
Sustainable society

○Tanaka Yui
Toyo University

■著者情報

■キーワード

○田中結
東洋大学

SDGs
ヒューマンインタフェース
持続可能型社会

■分野
情報学

■Abstract

■概要
情報技術の高速な発展により，国家間レベルのデジタル・ディバイド
が問題となっている．SDGs（持続可能な開発目標）ではこのような格
差を埋めるために，インフラ整備や高質な教育の推進を謳っているが，
格差是正のための本質は，こうした国の外部からの働きかけだけでは
なく，情報機器自体のインタフェースへの考慮も必要であると我々は
考える．デジタル・ディバイドを解決するためには，すべての人が直感
的に使いやすいインタフェースを実現することが重要だ．本研究はこ
の考えに基づく具体例の一つとして，スマートフォンを実物のコンピ
ュータマウスのように使用できるアプリケーションを提案する．
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Proposal of an emotional expression system that expresses the mental state of users

ユーザ同士の精神状態を表示する感情表現システムの提案
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■分野
インタフェースデザイン

■Abstract

■概要
ユーザ同士がコミュニケーションを取る際は、対面であれば五感から得
られる情報が多いためユーザにコミュニケーションをして良いタイミン
グを図ることができる。しかしながら、現在主流となっているチャットで
のコミュニケーションや、通話でのコミュニケーションの場合は、アクシ
ョンを起こす側はユーザの現在の精神状態はわからないため、場合によっ
ては円滑なコミュニケーションを取ることができなかったり、ユーザが意
図しないことを、相手側のユーザに与えかねないという問題が起きる。そ
こで、本研究では、コミュニケーションを行う前にユーザの精神状態を直
感的に理解することができる感情表現システムを提案する。
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A study on noise reduction method of temperature sensor by subtracting two-sensor output

オンチップ温度分布測定システムにおける差動化によるセンサ出力ノイズ低減手法の検討
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温度センサ
温度分布測定
オンチップ

■分野
理工系 電気電子工学(電気)

■Abstract

■概要
本研究では，ダイオード接続した NMOS トランジスタで構成した
温度センサをマトリクス状に並べ，高速に切り替えることで LSI チップ
上の温度分布を詳細に測定するシステムのノイズに関する問題を複数
の温度センサ出力の差分をとることによって低減する方法の提案を目
的としている．
現在，切り替え動作の際に，温度センサや読み出し回路までの配線
が，信号線や電源から受けるノイズが誤差として生じていることが問題
となっている．
本報告では，温度センサを 2 つの特性の異なる NMOS ダイオード
で構成し，それらの出力の差分を測定することでノイズを低減する手法
を提案し，シミュレーションを行い，効果を検証した．
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A study of digital stamp rally by cycling using an tourist information automatic audio playback device
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that uses GPS.-Aiming to promote tourism in Komatsu City自動観光案内音声再生装置でデジタルスタンプラリー～小松市の観光を促進しよう～
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■キーワード
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■分野
観光

■Abstract
The main purposes is that improvement of rental bicycle
and make better city. So We invented loT device to provide
sightseeing information. Generally Lot device provide the
service with connecting smart phone but installing app is
inconvenience and it is enough to use google map. So we provide
information is gotten in only local place to user of rental bicycle.
This lot device can guide sightseeing with GPS and add
Bicycle running danger point notification function. In this
project, Conduct a system experiment to guide sightseeing by
voice from GPS location information in Komatsu.

■概要
レンタルサイクルの利便性向上とよいまちづくりを目標に GPS 情報を
元にし観光情報案内を提供する IoT 機器の開発を行い、IoT 機器では，ス
マートフォーンと連携し，サービスを提供するものが一般的であるがスマ
ートフォーンのアプリインストールは不便で Google 等が提供する地図情
報で十分というのでその地域でしか入手できない情報をレンタルサイク
ル利用者に提供することを主にレンタルサイクルに搭載可能な LPWA で
通信を行う小型の IoT 機器を開発、GPS 情報で観光案内，自転車走行危険
個所通知機能を搭載した．今回、GPS の位置情報から音声で観光地案内を
するシステム実験を小松市で行い報告する．
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Tele UP: Atmosphere Sharing Application Using Webcam for Smooth Telework
てれあっぷ-ウェブカメラを用いたテレワークのための雰囲気共有アプリ-
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テレワーク
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■分野
Human-Agent Interaction

■Abstract

■概要

In order to solve the problem that the work efficiency of
cooperative teleworkers cannot be grasped and then the work
efficiency decreases, this research proposes an atmosphere
sharing application that realizes smooth working using a webcam.
In the proposed system, the proposed atmosfield is constructed
based on the facial expression data acquired from the webcam
of the teleworker's PC, and the atmosphere is shared with the
teleworkers by using a dedicated smartphone application. As a
result, we realize smoother cooperative telework by taking into
account the operating status of teleworkers.

テレワークの遠隔協同作業者の状態が把握できず作業効率が低下する
問題を解決するため、本研究ではウェブカメラを用いて円滑な協同作業
を実現する雰囲気共有アプリケーションを提案する。提案システムでは、
PC のウェブカメラから取得した表情データから雰囲気場を構築し、専用
のスマートフォンアプリケーションを用いて、雰囲気を共有する。以上
により，テレワーカー同士の作業状況を考慮することにより，よりスム
ーズな遠隔恊働を実現している。
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The Proposal of visualized application for trans-media storytelling project
トランスメディア・ストーリーテリングのプロジェクト設計のための可視化アプリケーションの提案
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■分野
理工系情報学

■Abstract

■概要
今日、デジタルテクノロジーの進化に伴いメディアは目覚ましい成
長を遂げており、それと同時に、多様なメディアプラットフォームが開
発されている。この時代の流れとともに、トランスメディア・ストーリ
ーテリングという、1 つの物語を複数のメディアを用いて展開させ、観
客に物語体験を提供するアプローチ手法が世界的に注目されている。
本研究では、ユーザーがトランスメディア・ストーリーテリングプロジ
ェクトに取り組む際に、ユーザーが考えるプロジェクトのコンテンツ
要素を入力すると、そのプロジェクトのストーリーをツリー図で表示
され、プロジェクトのストーリー全体を可視化できるアプリケーショ
ンの提案を行う。
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Grasp Efficient Powder Transport Performance of Peristaltic Conveyor Simulating Intestinal Movement Method

腸管を規範とした蠕動運動型コンベアの効率的な粉体搬送性能の把握
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■キーワード
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■分野
Soft Robotics

■Abstract

■概要

Powders are used in various devices, including printing
presses. To prevent agglomeration, the powder in a printing press
must be conveyed by a technique with low shear force and no
temperature rise. The present study introduces a powderconveyance robot based on peristaltic movements of the human
intestinal tract, and evaluates it on the powder used in printing
presses. This research investigates the inner tube area of a
peristaltic-motion type conveyor unit operated at different
operation intervals.
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Break Timing Recommendation by Desktop Agent Cooperating with Family-type Robot

家族型ロボットと連携するデスクトップエージェントによる休憩タイミング提示
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デスクトップエージェント
家族型ロボット
適切な休憩

■分野
Human-Agent Interaction

■Abstract

■概要

In order to reduce fatigue of workers in teleworking, we
propose a desktop agent that works with a family-type robot
to recommend workers to take a break when they get tired.
Based on the emotional information obtained from the
wearable device, the agent estimates the fatigue level of
worker and suggests the break timing by subtly alerting the
worker on the desktop screen. At the same time, the familytype robot cooperating with the agent moves to the worker,
and recommends to take a break in real world. By
presenting the appropriate timing of breaks, we can make
the telework work less tiring.

テレワークでの作業時において作業者の疲労を軽減するため，疲労時に家族
型ロボットと連携し作業者に休憩を促すデスクトップエージェントを提案す
る．デスクトップ上の提案エージェントがウェアラブルデバイスから得た感情
の情報をもとに作業者の疲労度合いを推定し，作業画面上でさりげなくアピー
ルすることによって休憩タイミングを提示する．あわせて提案エージェントと
連携した家族型ロボットが休憩タイミングで動き出し，実世界でユーザに働き
かけることにより休憩を促す．適切な休憩タイミングを提示することにより，
より疲労の少ないテレワーク作業を実現する．
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Radiation Pattern of 429MHz Band Multiple Folded Planer Inverted-F Antenna Near the Human Body

人体近接時の 429MHz 帯多重折り返し板状逆 F アンテナの放射指向性
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■分野
通信工学

■Abstract

■概要

As mobile communication terminals become smaller and
lighter, the installed antenna is also required to be smaller. In
addition, when the terminal is used near the human body,
deterioration of various characteristics of the antenna and thermal
effects on the human body occur between the human body and
the antenna. It is necessary to consider these interactions in the
antenna design. There is a PIFA as a typical small antenna for
terminals. In this study, we investigated a MFPIFA (Multiple
folded planer inverted-F antenna) that was made smaller by
folding the elements. We report various characteristics of
429MHz band MFPIFA near the human body obtained from
analysis using FDTD method and measurement.

移動体通信端末の小型化・軽量化に伴い，内蔵されるアンテナの小型
化も要求される．加えて人体近傍で端末が使用される際，アンテナ特性
の劣化や人体への熱作用が，人体とアンテナ間で生じる．アンテナ設計
においてこれらの相互作用を考慮は不可欠である．代表的な端末用小形
アンテナとして板状逆 F アンテナがある．本研究では素子の折り返しに
より小型化を図った多重折り返し板状逆 F アンテナ(MFPIFA)の検討を行
った．FDTD 法による解析，実測から得られた人体近傍における 429MHz
帯 MFPIFA の諸特性について報告する．
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Packaging of Mixed Materials in Peristaltic Mixer for Solid Propellant Production
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■分野
Mechanical engineering

■Abstract

■概要

As the recent demand for solid propellant is increasing for space
applications, they are expected to be economical and efficient. At
present, solid propellants are a high batch process in which mixing
and conveying are separate processes. We focused on the intestine
movements to implement safe and continuous fuel manufacturing
and transportation. We developed a peristaltic mixer that simulates
the intestinal movement. Thus far, mixing and transport solid
propellants have been successful. In this research, we propose the
conveyance of quantitatively packed mixed materials to improve
the problems associated with solid propellant production.
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A development of propulsion unit for lunar exploration robot "LEAVO"
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■キーワード
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■分野
Mechanical Engineering

■Abstract
In order to excavate lunar underground, we have developed a
lunar earthworm-type excavation robot “LEAVO”. The target
missions of LEAVO are 1) excavate boreholes for environmental
sensors and 2) collect some samples in particular layer. LEAVO
has succeeded in 938 mm vertical excavation, and we confirmed
its usefulness in the target mission 1). In addition, in order to
expand the excavation range to achieve mission 2), a distributed
driving system was developed as a new drive system, and
excavation performance was confirmed through excavation
experiments. In this study, we design and develop a propulsion
unit for an excavation robot in combination with a distributed
driving system.

■概要
-
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Underwater Visible Light Communication System Suitable for Underwater Drone
水中ドローンに適した水中可視光通信システムの開発に関する研究

■Authors’ information

■Keywords

○Ritsuki Hamagami
Master's Program in Intelligent and Mechanical Interaction
Systems

■著者情報

Visible light communication
Phase shift keying
Rolling-shutter effect

■キーワード

○濱上 立季
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 システム情報工学
研究群 知能機能システム学位プログラム
（共著者：海老原格 若槻尚斗 水谷孝一 ）

可視光通信
位相偏移変調
ローリングシャッター効果

■分野
理工系 電気電子工学(情報)

■Abstract

■概要
本研究は、水中ドローンに適した小型かつ外乱干渉に強い水中可視
光通信システムの実現を目的としている。ドローンの照明用 LED から
オンオフ変調されたベースバンド信号を LED の高速点滅として送信
し、カメラを用いて受信する従来の可視光通信システムは、既存の機材
を用いてコンパクトに通信システムを構築できる一方、太陽光などの
外乱干渉に弱いという課題がある。本研究では外乱干渉に対し頑健な
位相偏移変調された信号を送信する水中可視光通信システムを提案す
る。実験水槽にて、既存手法および提案手法の比較実験を行った結果、
外乱干渉が存在する環境において、提案手法は既存手法に比べて良好
な通信品質を実現できることがわかった。
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Pest analyzer －Classification of Species and Biotypes of Whiteflies
D6

based on the Time-frequency Structure of Small Sounds
－害虫アナライザ－コナジラミ類の微小発生音の時間-周波数構造に着目した種・バイオタイプの分類－
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■分野
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■Abstract

■概要
コナジラミ類は，トマトなどの施設野菜に被害をもたらす害虫であ
り，複数の種やバイオタイプに分類される．コナジラミ類は，種やバイ
オタイプごとに異なる薬剤耐性を持つため，種やバイオタイプの分類
手法が求められている．本研究では，コナジラミ類の発する微小な音か
ら，そのコナジラミ類の種やバイオタイプを高精度に分類する手法を
提案する．提案手法では，まず，収録したコナジラミ類の発生音の時間
-周波数構造（スペクトログラム）を解析する．次に，ファインチュー
ニングを行った画像認識エンジンを用いて，種やバイオタイプを分類
する．実験の結果，コナジラミ類の発生音から種やバイオタイプを F 値
94%で分類できることを確認した．
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Real-time Reassurance Monitoring Shopping Basket in Retail Store
来店顧客の安心を見守る屋内測位可能な買い物かご

■Authors’ information

■Keywords
Service evaluation
Sensor network
Reassurance

○Yamazaki Azusa
University of Tsukuba

■著者情報

■キーワード

○山崎あずさ
筑波大学
（共著者：赤津遼 岡田幸彦 善甫啓一 ）

サービス評価
センサーネットワーク
安心感

■分野
サービス工学

■Abstract

■概要
本研究では、店舗において、顧客の脈波からストレスの度合いを測定するこ
とで、サービスに対する安心の度合いを推定するセンサーネットワークを提案
する。そこで本稿では、店舗において想定される状況下で計測された脈波から、
安心を推定する上で必要十分な精度で心拍間隔(RRI)の算出が可能な買い物か
ごを開発した。脈波を計測する上で実店舗において発生する問題点を想定し、
かごに対して２つの処理を行った。そして、店舗内を顧客が回遊する際に想定
される条件下において脈波計測実験を行った。結果、真値と比較して誤差 4.9%
の範囲内で、RRI 値の継続的な計測が確認された。
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Hyperbolic Space Embedding for Openset Recognition
双曲空間を利用した未学習クラスデータの検出

■Authors’ information
○Shota Tatarai
Senshu University

■著者情報
○田足井 昇太
専修大学 ネットワーク情報学部
（共著者：田足井 昇太 芦原佑太 青木 賢治 大澤 正彦）

■Keywords
metric learning
unknown detection
hyperbolic space

■キーワード
距離学習
未知検出
双曲空間

■分野
機械学習

■Abstract

■概要

Many of deep learning algorithms perform well when the training
and testing data are sampled from the same class space. However,
in an uncontrolled environment, such as a real-world scenario,
models have to handle unwanted or unknown inputs. This problem
is a crucial component of real-world applications. In this paper,
we propose a new method that uses the Poincare ball model for
embedding features to reject unknown inputs as an unknown
class.

多くの Deep Learning の手法は，訓練データセットと，テストデータ
セットが同じクラス空間からサンプ リングされることを仮定された
環境において成功している.しかし，訓練時には想定されていなかった
クラスのデー タが入力される可能性のある実世界では，訓練時には想
定されていなかったクラスのデータを考慮することが重要である.本研
究では，双曲空間の一つである Poincaré ball model を特徴空間に利用
した，未知のクラスに分類されるべきデータを正しく未知のクラスと
して分類する手法を提案する.
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Characterization of Cu doped DLC

D9

Cu 導入 DLC の作製と評価

■Authors’ information

■Keywords
Diamond-like Carbon(DLC)
Antibacterial
Copper

○Hiroyuki Kaga
Tokyo Denki University

■著者情報

■キーワード

○加賀洋行
東京電機大学大学院
（共著者：加賀洋行 平塚傑工 馬目佳信 大越康晴）

ダイヤモンドライクカーボン(DLC)
抗菌性
銅

■分野
材料工学

■Abstract

■概要
Diamond-like carbon(DLC)とはダイヤモンドとグラファイトの構造を
併せ持つ非晶質な炭素薄膜であり高硬度、高密着、生体適合性等の特徴
を持っている。また、銅(Cu)には抗菌性効果などの特徴があり、炭素(C)
と Cu の特徴を併せ持つ新素材(Cu-DLC)を開発した。Cu-DLC は抗菌性
が高いことが確認された。また、生体中に留置することを考慮すると、
Cu の溶出が少ないことが好ましい。溶出試験を実施した結果、Cu-DLC
の溶出量は Cu の毒性を示す IC50 値より低い値を示した。これらの結果
より、抗菌性と生体適合性を併せ持つ素材の作製が可能であることを確
かめた。
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The Effectiveness and verification of the use of educational space as an advertising medium

広告媒体としての教育空間の利用に関する効果と検証

■Authors’ information
○KANATA ITOH
Toyo University

■著者情報
○伊藤 要大
東洋大学

■Keywords
advertising medium
education
Eye tracking

■キーワード
広告媒体
教育
アイトラッキング

■分野
理工系情報学

■Abstract

■概要
本研究は教育空間を広告媒体として利用した際のメリットデメリットについ
ての考察し、その実用化を目指す。
「教育空間の広告媒体として利用」とは、大
学授業などで利用される講義スライドの中に、商業広告を入れることを意味す
る。大学教育のビジネス利用については様々な議論があるが、一方で、それに
よって学費を軽減したり、授業へのスポンサーシップにより、教育・研究環境
を向上させるなどのメリットもある。特に、教育空間内での受講者の視点に移
動について、アイトラッカーを用いて分析することで、広告を提示位置の最適
化について検討し、被験者実験をとおしてどの有効性についても議論する。
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An analysis of a Current-Mode Logic driver circuit with an inductor

■Authors’ information

インダクタを用いた Current-Mode Logic ドライバ回路の解析
■Keywords

○Tamaki Shoichiro
Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Graduate School of Engineering and Science, Shibaura Institute of
T h l

■著者情報

○玉木将一郎
芝浦工業大学 理工学研究科
（共著者：佐々木昌浩
）

電気電子情報工学専攻

Current-Mode Logic driver circuit
inductive peaking
multiplexer

■キーワード
Current-Mode Logic ドライバ回路
インダクティブピーキング
マルチプレクサ

■分野
理工系

■Abstract

電気電子工学（電子）

■概要
本研究では，0.18-µm CMOS プロセスを用いて 10-Gbps で動作可能な
高速シリアルインターフェイス用 Current-Mode Logic ドライバ回路に
ついて設計解析方法の検討を行った．抵抗負荷のドライバ回路は 10Gbps という高速な周波数では動作ができないため，インダクティブピ
ーキイング手法を採用している．しかし，現在の設計環境ではチップレ
イアウト作成ツールから抽出される寄生容量・抵抗は含むがインダク
タは含まれないため，ドライバ回路と電磁界解析ツールから得られる
インダクタの等価回路モデルを統合しなければならない．本報告では，
統合したシミュレーションモデルを用いた解析結果について示す．

Email: ma19052@shibaura-it.ac.jp

D12

Mixing State Estimation of Peristaltic Continuous Mixing Conveyor

■Authors’ information
○Kota Wakamatsu
Chuo Univ.
（ Co-Author ： Haruka Adachi, Daisuke Matsui, Hiroya
Kumamoto, Kohei Nakajima）

■著者情報
○Kota Wakamatsu
Chuo Univ.
（共著者：Haruka Adachi Daisuke Matsui Hiroya Kumamoto
Kohei Nakajima）

■Keywords
Pneumatic Drive Robot
Machine learning
Mixing State Estimation

■キーワード
Pneumatic Drive Robot
Machine learning
Mixing State Estimation

■分野
Mechanical engineering

■Abstract

■概要

A peristaltic continuous mixing conveyor that focuses on the
mechanism of the intestine has been developed as a technology for
the mixing and transport of a solid–liquid mixture and high
viscosity fluids. In this study, we aim to realize an intelligent mixing
and generation of a conveyor pattern based on intestinal movement.
The mixing state of content during activation was estimated through
machine learning. The results from the time-series measurement
data show that an internal mixing state in three units of the
peristaltic continuous mixing conveyor was estimated.
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The Examination of the mechanism of “hearing a photograph by ears” using object-detection by Deep Learning

ディープラーニングによる物体検出を用いた「写真を耳で聞く」メカニズムの検討

■Authors’ information

■Keywords

○ZHOU NING
Graduate School of Information Science and Arts, Toyo
University

■著者情報
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Photo utilization
media arts

■キーワード

○周寧
東洋大学 総合情報学専攻
（共著者：周寧
）

物体識別
写真活用
メディアアート

■分野
情報デザイン

■Abstract

■概要
本研究では、ディープラーニングにおける「物体識別」技術をもとに、
「写真に自動的音声をつける」という芸術的表現を提案し、静止画像の
中の情報を識別することにより、データベース内のオーディオマッチ
ングに合わせて、対応する音声情報を出力し、静止写真にも新たな活力
を与え、音と画像の壁に打ち破り、「写真」というメディアの価値を強
化する。写真の中にある物体、環境、人物、および人物と物体の動き状
態を分析し、特徴を抽出し、情報をデータベースに保存している音声情
報をマッチングし、統合し、写真の中に占める物体の面積の大きさに応
じて空間に推定して、「写真に自動的音声をつける」を実現させる。
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A Proposal of problems and human resource management system in a remote-work environment

■Authors’ information
○Chie Shiraishi
Toyo university

■著者情報
○白石千恵
東洋大学

リモート環境下における問題点と人材管理システムの提案
■Keywords
Centrally-managed System
Remote-work
Human
resource
management
system

■キーワード
一元管理
リモートワーク
人材管理システム

■分野
情報学

■Abstract

■概要
近年リモートによる新しい取り組みが急速に発展している。企業でも場
所を問わないリモートワークによる働き方が、ニューノーマルとして台頭
した。それによって、社員個人による柔軟な働き方が可能となったが、果た
して、企業はどのように人材管理を行うことができるのか。また、オフィス
にて直接相手の健康状態や業務状況を‘察する’ことができなくなる中で、ど
のように社員個人のストレス管理や業務効率化を進めるのか。本件では、リ
モートによる働き方で、ブラックボックス化してしまう状況下を問題視し、
個人の柔軟な働き方を維持した、適切な人材管理を可能とするシステムを
提案する。
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Backscattering Wireless Power Transfer System with Magnetic Resonance using ATAC

ATAC を用いた磁界共鳴型ワイヤレス電力伝送における後方散乱通信システムの評価
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■Keywords
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Science, Shibaura Institute of Technology

■著者情報
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ワイヤレス電力伝送システム
磁界共鳴
負荷変調

■分野
理工系

■Abstract

電気電子工学（電気）

■概要
近年，IoT 社会の更なる躍進に向けた電源技術としてワイヤレス電力伝送
が注目されている．ワイヤレス電力伝送とは，電線を使わず非接触で電力伝
送を行う技術である．本研究では，磁界共鳴型ワイヤレス電力伝送システム
において，送信側に Automatic Tuning Assist Circuit(ATAC)を用いて，共振周波
数からずれた駆動周波数でも高効率に電力伝送をすると共に，受信側で負荷
を変動させる負荷変調を行うことによって受信側から送信側へのデータ伝送
を可能にする後方散乱通信システムを提案し，評価を行う．
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A Proposal of Long-distance Communication Used by Small Amount of Information for SDGs
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■著者情報
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SDGs のための少情報による遠距離コミュニケーションの提案
■Keywords
SDGs
Long-distance Communication
Sustainable society

■キーワード
SDGs
遠距離コミュニケーション
持続可能型社会

■分野
情報学

■Abstract

■概要
新型コロナウイルスの影響もあり，ビデオ通話などのテクノロジーを用い
た遠距離コミュニケーションの注目が高まっている．一方，これらの技術の
問題点は，ネットワーク環境の優劣がコミュニケーションの質の違いとなり，
すれ違いが発生してしまう点が挙げられる．この問題は国境を跨げばなおさ
ら強く感じる問題である．SDGs（持続可能な開発目標）では強靭なインフラ
を世界に提供し，どこでもインターネットに繋がることが目標の一つとなっ
ているが，本研究では，どの国でも持続可能であるという点に重点を置き，
ネットワーク環境の格差に影響しない，少ない情報量で遠距離コミュニケー
ションを図れる鼓動伝達アプリケーションを提案する．
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表彰
●ワークショップ賞
ワークショップ賞は、以下の 3 賞となっております。ワークショップ賞は全て、審査員の投票により
決定されます。審査員は、本ワークショップ顧問やアドバイザ、外部の先生・企業人の皆様に加え、本ワ
ークショップ実行委員ら（博士後期課程在籍者）から構成されています。審査員の審査結果に基づいて審
査員ミーティングを行い、表彰者を決定いたします。
【評価項目一覧】
A. 着眼点
B. 該当研究分野へのインパクト、または社会的な影響力・実現性
C. 研究の論理性
D. 発表の理解のしやすさ
E. 熱意
TOWERS Best Award
本ワークショップの発表において、最も優れた発表を行い、かつ最も多くの人とその内容を共有し、共感を
得られた発表者１名が本賞に選ばれます。本賞は IEEE 会員が対象になります。

Outstanding Poster Presentation Award
本ワークショップの発表において、特に優れたプレゼンテーションを行った発表者１名が本賞に選ばれます。

Undergraduate Student Award
学部生以下(高専生・高校生等含む)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。

●サポーター賞
本ワークショップのサポーター団体から発表者の方々へサポーター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・スポンサー企業独自の審査基準により選ばれます。
The 17th IEEE TOWERS WIE Best Award
女性発表者の中で、特に優れ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
自分のアイディアを相手に伝えるにあたり、より簡潔で明快なロジックにより、聴衆を完全に納得さ
せうる発表技術を有し、同時に強い熱意をもつ発表者に授与されます。本賞は IEEE 会員が対象になりま
す。
IEEE TOWERS Sendai Young Professionals Affinity Group Award
本ワークショップの共催団体が独自に基準を定め、授与する賞です。

●スポンサー特別賞
本賞は、本ワークショップのスポンサー企業からの独自の基準により審査・授与されます。
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Awards
●Workshop Awards
Workshop awards are comprised of three awards below. Winners of all awards are selected by reviewers’ votes.
Reviewers consist of 16th TOWERS committee including supervisor and advisers, and some university faculty
members. We will determine the winners based on the review results and our discussion.
- List of evaluation items
A. Viewpoints
B. Impact on relevant research field, or social influence / feasibility
C. Logic of research
D. Understandability of presentation
E. Enthusiasm
TOWERS Best Award
This award will be 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 will be given to a researcher who makes an excellent presentation regardless of IEEE membership.
Undergraduate Student Award
This award will be given to an undergraduate students or a national institute of technology student who is reviewed
and elected based on the same criteria.

●Supporter’s Awards
We arrange 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 17th IEEE TOWERS WIE Best Award
This award will be given to the 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 standards: 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 logic in order to
express your own idea to other person straight and with economy? We will elect the smartest presenter who meets the
above requirements. The winner should be an IEEE member.
IEEE TOWERS Sendai Young Professionals Affinity Group Award
This award will be given to the researcher who meet the criteria set by Sendai Young Professionals Affinity Group.

●Sponsors' Special Awards
These awards will be presented by the workshop corporate sponsors. The winners will be selected by each
company's unique review standard.

60

