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Strategic Approach to R&D Planning, 
Agile Development, and IT Operations 

■Authors’ information
○James Cusick 
Henry George School, NYC 

■Affiliation:
•IEEE Member, Retired, Formerly Senior Director IT (IEEE メンバー、退職、元シニアディレクター IT). 
•Current Board Trustee, Henry George School, NYC (ニューヨーク市ヘンリー・ジョージ・スクールの現理事). 
•Working Group Member, IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. 

■Keywords
R&D Strategy, Agile Development, IT Operations (R&D 戦略、アジャイル開発、IT 運用) 

■Specializations: 
Software Engineering, Software Reliability, Cybersecurity, Process Engineering, Organizational Change, Political

Economy, History of Technology. 

■Abstract
This presentation shares previously unpublished research on the application of strategic methods

to align R&D and IT Operations investment. The ITB:RTB (Invest in the Business vs Run the 
Business) model has a long history. These practices are summarized within the literature including 
a methodology for the management to direct R&D vs Development vs Operations spending. RTB 
is focused on operating the current revenue producing platforms. ITB on developing the next 
generation bets and future revenue generators such as Digital Transformation. The objectives, 
approach, and process for developing such strategic plans and allocating spending between 
competing areas is discussed. 

Email: j.cusick@computer.org 

Figure 1(Left) - Above the Line and Below the Line of Zero Cost Budgeting defines where research dollars go. 

Figure 2(Right)- Agility is required not only in the Development process but in managing between new ventures and 

stably operating existing platforms to satisfy revenue needs and customers. 
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A1 

Selective Reflection Control-based Channel-estimation Overhead Reduction 

 in Distributed IRS-aided Communication 
選択的反射制御に基づく Intelligent Reflecting Surface を用いた通信システムにおける 

チャネル推定オーバヘッドの削減

■Authors’ information
○Hiroaki Hashida 
Tohoku University 

■Keywords
Intelligent reflecting surface 
multiuser MIMO 
channel estimation 

■著者情報
○橋田紘明 
東北大学 

■キーワード
Intelligent reflecting surface 
multiuser MIMO 
チャネル推定 

■分野
無線通信 

■Abstract
Intelligent reflecting surfaces (IRSs) enhance the

robustness of wireless transmissions against shielding. 
However, addressing channel-estimation overheads 
caused by the large number of IRS elements remains a 
major challenge. Therefore, we investigate a passive 
beamforming method with partial channel state 
information (CSI) in distributed IRS communication 
systems called selective reflection control (SRC). 
Simulations were conducted, and the results obtained 
confirm that the proposed method based on SRC 
outperforms the benchmark method in terms of the user 
sum rate. 

■概要
IRS は電波遮蔽に頑強な無線通信を実現する手段として期

待されている．IRS の各反射素子の反射位相はチャネル情報

（CSI）に基づき設定されるため，各素子に対応する CSI の取

得が必要になる．そのため，IRS の数が増大するにつれてチャ

ネル推定オーバヘッドは膨大になる．そこで本研究では，IRS
が多数存在する通信システムにおいてチャネル推定に係るオ

ーバヘッドを低減することを目的とした選択的反射制御手法

を提案する．計算機シミュレーションによる性能評価の結果，

提案手法はより少ないチャネル推定オーバヘッドで端末の受

信レートを改善可能であることが示された． 

Email: hiroaki.hashida@it.is.tohoku.ac.jp 

B2 
Comparison of Noise Reduction and Robustness for Virtual Sensing Methods in ANC Systems 

ANC システムにおけるバーチャルセンシング技術の消音性能とロバスト性の比較 
■Authors’ information
○Shota Toyooka 
Kansai University 

■Keywords
Active Noise Control 
Virtual Sensing 
Zone of Quiet 

■著者情報
○豊岡 祥太 
関西大学 

■キーワード
ANC システム 
バーチャルセンシング 
消音領域 

■分野
信号処理 

■Abstract
Active noise control (ANC) system generates anti-noise 

with the same amplitude and opposite phase to reduce 
unwanted acoustic noise.In general, ANC can generate a 
zone of quiet (ZoQ) around the error microphone 
position.However, if the microphone cannot be placed at 
the desired position, the reduction effect may not be 
sufficient in the desired position.This paper compares and 
examines under various experimental conditions three 
methods of virtual sensing technology that can realize 
noise reduction without installing a microphone at the 
desired position to create a zone of quiet. 

■概要
アクティブノイズコントロール（ANC）システムは騒音に

対して同振幅，逆位相の擬似騒音を生成し，騒音と重ね合わ

せることで騒音低減を行うシステムである．ANC では一般的

に誤差マイクロホン地点を中心に消音領域（ZoQ : Zone of 
Quiet)を生成できるが，消音領域を生成したい所望地点にマイ

クロホンを設置できない場合，十分な低減効果が得られない

可能性がある．本稿では，消音領域を生成したい所望地点に

マイクロホンを設置せずに消音を実現するバーチャルセンシ

ング技術の３方式について，さまざまな実験条件において比

較検討を行う． 

Email: k927766@kansai-u.ac.jp 
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A3 
Japanese word intelligibility estimation using DNN-based speech recognition system 

DNN 音声認識システムを用いた日本語単語了解度推定 
■Authors’ information 
○Hattori Masaki 
Yamagata University 

■Keywords 
Speech intelligibility 
Speech recognition 
Deep neural network (DNN) 

 

■著者情報 
○服部真稀 
山形大学 

■キーワード 
音声了解度 
音声認識 

ディープニューラルネットワーク 

■分野 
信号処理 

■Abstract 
One of the speech quality evaluation indices is 

speech intelligibility. It is usually measured by 
listening tests on human subjects, but this 
subjective evaluation has issues of cost and 
stability. Therefore, various objective evaluation 
methods have been developed to estimate 
intelligibility, and one such method is to use a 
speech recognition system. In this study, we used 
DNN-HMM as a system and attempted to estimate 
intelligibility. The system simulates the JDRT to 
estimate intelligibility, and the results are 
compared with the subjective evaluation and the 
previous system (GMM-HMM).. 

■概要 
音声品質評価指標の１つに音声了解度が存在する. 音声了解度は

通常, 人間の被験者に対する試聴試験で測定されるが, この主観評価

にはコストや安定性の面で課題がある. その為, 音声了解度推定をす

る様々な客観評価手法が開発されており, 音声認識システムを使う

手法はその１つである. 本研究では音声認識システムとして DNN-
HMM を使用し, 了解度推定を試みた. 音声認識システムで二者択一

型日本語音声了解度試験(JDRT)を模擬することで推定を行い, 主観

評価や旧システム(GMM-HMM)との比較を行う. 

Email: t222987m@st.yamagata-u.ac.jp  

B4 
A Realtime Pitch Feedback System as Glasses-Type Tuner for Musical Performance 

楽器演奏時の眼鏡型チューナーシステムとその検証 
■Authors’ information 
○Yasumasa Yamaguchi 
Graduate School of Information 

Sciences,Tohoku University 

■Keywords 
Educational Technology 
Realtime Feedback 
Machine Learning 

 

■著者情報 
○山口恭正 
東北大学大学院情報科学研究科 

■キーワード 
教育工学 
リアルタイムフィードバック 
機械学習 

■分野 
教育工学 

■Abstract ■概要 
 本発表では、グーグルグラスを用いた演奏支援システムに関して

紹介を行う。情報社会の発達により smartglass をはじめとした様々な

デバイスが開発され、今後社会に広く普及していくと考えられる。本

研究では、楽器演奏を行う上で重要とされる音程のフィードバックシ

ステムとして知られるチューナー機能をスマートグラスに実装した。

演奏者の楽器から生じた音を、コンピューターに取り込み、ml5.js の
機械学習を用いて音程を推定し、リアルタイムで演奏者にフィードバ

ックを行った。実験の結果、ユーザビリティと演奏支援のして良好な

結果を得ることが出来た。 

Email: yasumasa.yamaguchi.p5@dc.tohoku.ac.jp  
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A5 
A Report of Case Study Regarding SSH Curriculum and Student's Motivation in 2021 

SSH 指定校の教育カリキュラムと生徒の変化に関する 2021 年度の事例的報告 
■Authors’ information
○Yasumasa Yamaguchi 
Graduate School of Information Sciences,Tohoku 

University 

■Keywords
Science Education 
SSH 
Philosophy of Science 

■著者情報
○山口恭正 
東北大学大学院情報科学研究科 

■キーワード
科学教育 
SSH 
科学哲学 

■分野
教育学 

■Abstract ■概要
本発表では、筆者が探求学習の支援として研究指導を行っ

ている SSH 指定校の新しい取り組みに関して紹介する。当該

高校は今年度から SSH 指定の第三期目の指定を受け、文系と

理系を問わずに SSH の活動として探求活動を行っている。特

に、科学技術社会論の観点から、今後は科学だけではなく、学

際的な議論や思考ができる人財を育てる必要がある。今年度

からはカリキュラムのスタンスを一新し、複雑化する世界に

対して文系理系に囚われない、より学際的な理念のもとで運

営がなされている。令和 3 年度に二度に渡って行われた心理

尺度を用いた調査によって、学生たちの探求学習に対する態

度やリテラシーの変化についての結果を報告する。 

Email: yasumasa.yamaguchi.p5@dc.tohoku.ac.jp 

B6 

A study of non-intrusive speech intelligibility estimation method for degraded speech 

using pseudo-references obtained by multiple speech enhancement DNNs. 

複数の音声強調 DNN により得られる疑似レファレンスを用いた劣化音声に対する 

ノンレファレンス音声了解度推定方法の検討

■Authors’ information
○Kazushi Nakazawa 
Yamagata University Graduate School of Science and

Technology 

■Keywords
speech intelligibility 
speech enhancement 
neural network 

■著者情報
○中澤和司 
山形大学大学院 理工学研究科 

■キーワード
音声了解度 
音声強調 
ニューラルネットワーク 

■分野
音響工学 

■Abstract ■概要
音声了解度は音声の聞き取りやすさを表す指標であり、通

話を行うシステムの設計や品質の管理に必要になる。了解度

は本来、人間の聴取試験から得られる心理的な値であるが、

時間のかかる試験の代わりにこれらの値を予測する研究が行

われてきている。その中で我々は、評価対象の音声のみから

推定を行うノンレファレンス方法を開発に取り組み、音声強

調により得られる強調音声を疑似的な原音声として扱うこと

で、DNN を用いて了解度を推定方法する提案した。これまで

は、1 つの音声強調方法を用いて了解度を行っていたが、本研

究では複数の音声強調方法により得られる強調音声を同時に

了解度推定に用いることで、推定精度の向上が可能か検討し

た。 

Email: ttk00758@st.yamagata-u.ac.jp 
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A7 
Development of a guide robot implemented with path tracking method 

with small distance error 

距離誤差の少ない経路追従手法を実装した道案内ロボットの開発

■Authors’ information
○Wakabayashi Hironobu 
Osaka Institute of Technology 

■Keywords
Mobile robot 
Attitude control 
Human-Robot Interaction 

■著者情報
○若林 広悦 
大阪工業大学 

■キーワード
移動ロボット 
姿勢制御 
ヒューマン-ロボットインタラ

クション 

■分野
ロボティクス 

■Abstract ■概要
筆者らは，大学の構内を案内することが可能な道案内ロボ

ットの開発を目指している．筆者らの研究グループでは，こ

れまでに手すりの上を移動する道案内ロボットや日常生活支

援ロボット ASAHI の開発を行ってきた．これらのロボットに

は，「ロボットアバタ」というコミュニケーションロボットが

搭載されており，Laser Range Finder で人の位置を検出してそ

の人の方向を向く．ASAHI には廊下等で人とすれ違った際に

人と距離を保った状態で回避する機能が実装されている．こ

れらを統合した ASAHI ReBorn の開発をする．また距離誤差

が少ない経路追従手法についてはシミュレーションで有用性

を示す． 

Email: m1m22r41@st.oit.ac.jp 

B8 
Proposal of a STEAM educational environment  

that allows children to smoothly acquire deep knowledge by motivating them to create 

子供の制作意欲をモチベーションとしてスムーズに深い知識を得られる STEAM 教育環境の提案 

■Authors’ information
○Ochiai,Daisuke 
Kyouto-Sangyo University 

■Keywords
education 
Scratch 
STEAM 

■著者情報
○落合大輔 
京都産業大学 

■キーワード
教育 
Scratch 
STEAM 

■分野
教育 

■Abstract ■概要
本研究は STEAM 教育のためのソフトウェアを提案をする

研究である。 
近年、Scratch 等の普及や小学校におけるプログラミング教

育の必修化によって多くの子供達が STEAM 教育を受けるこ

ととなっている。一方で多くのビジュアルプログラミングの

環境や物理的な教育キッドが海外製ということもあり、子供

たちの学年や発達段階を考慮した環境となっていないことが

多くある。この研究はこれらを考慮したプログラミング環境

や物理的な教育キットを作成して段階的な知識の習得と子供

達の創造性を誘発する教材を開発することである。 

Email: otty0507@gmail.com 
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A9 
Research and Development of Web Services 

with IoT Badges to Extract Collaboration 

コラボレーション抽出を目的とする IoT センサを用いたウェブサービスの研究開発
■Authors’ information
○Shunpei Yamaguchi 
Graduate School of Information Science and Technology, 

Osaka University 

■Keywords
Collaborative work 
IoT 
Web services 

■著者情報
○山口 隼平 
大阪大学 大学院情報科学研究科 

■キーワード
協調作業 
IoT 
ウェブサービス 

■分野
情報ネットワーク

■Abstract ■概要
協調学習とは，他者と協調 (コラボレーション) しながら

創造的な問題解決に取り組む能力を育む学習である．学習

科学の分野では，協調学習のパフォーマンス向上を目的と

してコラボレーションが定性的に分析されてきたが，人的・

時間的コストがかかるという問題を抱えていた．本研究で

は，協調学習の定性分析をサポートすることを目的として

学習分析者が着目すべきポイントを IoT センサで自動抽出

するウェブサービスを提案する．実験評価から，IoT センサ

間で±30μs 以内の高精度時刻同期を達成すること，提案サー

ビスが学習活動を自動抽出してブラウザ上で可視化するこ

とで協調学習の定性分析をサポートすることがわかった． 

Email: yamaguchi.shunpei@ist.osaka-u.ac.jp 

B10 
Investigation of the Temperature Characteristics Effect of SiC MOSFET  

and its Gate Driving Circuit on its Dead Time 

SiC MOSFET とゲート駆動回路の温度特性がデッドタイムに与える影響の検討 
■Authors’ information
○Kazuki Nishatani 
Division of Electrical, Electronic and

Infocommunications Engineering, Graduate School of 
Engineering, Osaka University 

■Keywords
power electronics 
SiC MOSFET 
switching delay 

■著者情報
○二社谷 一樹 
大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報通信工学

専攻 

■キーワード
パワーエレクトロ

ニクス 
SiC MOSFET 

■分野
電気工学 

■Abstract
SiC MOSFETs are expected to be applied to wide

temperature applications. This study focuses on the 
temperature dependency of switching delay of SiC 
MOSFET. If the case temperature of the test target SiC 
MOSFET increases, its effective dead time is reduced owing 
to the temperature characteristics of its gate threshold 
voltage. If the case temperature of SiC MOSFET and that of 
CMOS Gate Driver IC increase simultaneously, the effective 
dead time reduction at high temperature is decreased because 
the switching delay increment in turn-on for a former 
experiment is larger than that in turn-off. 

■概要
本研究では広い温度範囲での応用が期待されている SiC 

MOSFET のスイッチング遅延の温度依存性に注目した。ゲ

ートしきい値電圧の温度特性により，SiC MOSFET のケー

ス温度が上昇すると実効的なデッドタイムが短縮される。

SiC MOSFET のケース温度と CMOS ゲート駆動 IC の温度

が同時に上昇した場合，ターンオン時のスイッチング遅延

増加量がターンオフ時よりも大きいため，実効的なデッド

タイム短縮効果は減少する。 

Email: nishatani@ps.eei.eng.osaka-u.ac.jp 
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A11 
Development of Acoustic Foliage Planter for Realization of Comfortable Space by Nature Sound 

自然音による快適空間実現のための音響観葉植物プランタの開発
■Authors’ information
○Toya Kitagawa 
Yamagata University 

■Keywords
Spatial sound 
Foliage plant 
Nature sound 

■著者情報
○北川冬弥 
山形大学 

■キーワード
空間音響 
観葉植物 
自然音 

■分野
音響 

■Abstract ■概要
近年、働き方改革やコロナ禍の影響で快適な空間創造の研究が盛

んになっている。快適な空間創造の一つとして、自宅やオフィス、

カフェ、駅構内など様々な空間に観葉植物が導入され始めており今

後も増えていくと予想される。そこで、視覚だけでなく聴覚からの

刺激も合わせることでより快適な空間を目指す試みを行っている。

自然音を使うことで目的に応じて空間の印象を最適化する。そこ

で、本稿ではスピーカの存在感、音の到来方向について検討し、そ

の結果を反映した音響観葉植物プランタについて紹介する。 

Email: kitagawa.toya@ieee.org 

B12 
Development of an autonomous X‐ray diffractometer 

自律的な X 線回折実験システムの開発 
■Authors’ information
○Yusaku Nakajima 
The Graduate University for Advanced Studies,

SOKENDAI 

■Keywords
laboratory automation 
materials science 
robotics 

■著者情報
○中島優作 
総合研究大学院大学 

■キーワード
ラボラトリーオートメーション 
材料科学 
ロボット工学 

■分野
ラボラトリーオートメーション 

■Abstract ■概要
材料科学分野ではマテリアルズ・インフォマティクスの進展によ

り材料の分析・評価の自動化が進んでいるが、我々はその先の自律

化を目指すべきであると考え研究を進めている。本研究では材料科

学で一般的に使われる粉末 X 線回折実験(XRD)を自律化する実験

システムを構築した。ルチル、アナターゼ構造の TiO2 混合物を用

いてシステムを評価し、従来専門家が行っていた解析と比較して遜

色ない結果を確認した。本研究で提案するシステムは個別の機器や

ソフトウェアに依存しないため、XRD だけでなく様々な分析の自

律化に応用することが可能であり、今後は様々な機器を統合した自

律分析・評価システムの実現を目指して研究を進めたい。 

Email: yusaku.kek@gmail.com 
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A13 
Current status of MaaS operators in Japan and the road to the fourth stage 

日本における MaaS オペレーターの現状と第四段階への道程 

■Authors’ information
○Ukyo Nagata 
Keio University 

■Keywords
MaaS 
Transportation policy 
City management 

■著者情報
○永田右京 
慶應義塾大学 

■キーワード
MaaS 
交通政策 
都市経営 

■分野
行政学 

■Abstract ■概要
大阪でも導入が進む MaaS であるが、その本質は MaaS オペ

レーターと呼ばれる存在にある。本研究では、日本における

MaaS の展開において、どのような運営主体が提示されている

かをまとめ、結果としてどのような責任・報酬体系を構築し

ているかを調べた。結果として、事業実施の成果に連動でき

るような責任、報酬構造にはなっておらず、施策実施におけ

る推進体制が機能しにくいことが浮き彫りとなった。 

Email: s18568un@gmail.com 
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