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1 Noise Level Estimation Based on Principal Component Analysis

◦Liu Xinhao (M2) Tokyo Institute of Technology Mechanical and Control Engineering
◦ 劉 新豪 (M2) 東京工業大学 機械制御システム
E-mail: liuxinhao@ok.ctrl.titech.ac.jp

Tanaka Masayuki (Assoc. Prof.) Tokyo Institute of Technology Mechanical and Control Engineering
田中 正行 (准教授) 東京工業大学 機械制御システム

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

We propose a patch-based noise level estimation algorithm using the principal com-
ponent analysis (PCA). The signal in the natural images is known to be redundancy.
We can assume that the power or the variance of the signal projected to a certain
direction is zero or very small. We call that direction zero-variance direction. Once
the zero-variance direction is estimated, the variance noise level is easily estimated.
And the variance of the signal projected into the zero-variance direction can be cal-
culated by using PCA. The estimation result is comparable with the state-of- the-art
method.

Key Words:
noise level
PCA
zero-variance
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2 Individual Recognition from Motion Patterns
歩行パターンに基づいた人間識別

◦Tianxiang Zhang (B4) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engineering
◦ 張 天翔 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: ztx0728@live.jp

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム工学科

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

we propose a framework to recognize individuals from motion data. Our approach
is based on the use of feature vectors and PCA decomposition. We use the first
two principal components to position each data in the 2D plane and from that
information we define cluster of points that belong to an individual. From the
computation of the feature value, which is a function of the distance to the barycenter
of a cloud of point and the distance to the linear regression of this cloud of point,
we identify to whom the tested data belongs to.

Key Words:
Kinematics
Feature vector
PCA
キーワード:
逆運動学
特徴ベクトル
主成分分析

本研究では，ロボットが人間のいくつかの代表的な感情における歩行の様子から既知の
人間を識別できるようにロボットの知能技術を向上することを目的とする. 歩行時の関
節角度データからなる特徴ベクトルと主成分分析とクラスタリングを基にした人間識別
アルゴリズムを紹介し，その有効性を検証する.歩行パターンからの PCA結果と識別ア
ルゴリズムにより，男女問わずに平常状態でも感情状態においても既知の人間を識別で
きることを確認した.
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3 IDCS control using inertial identification based on contact force sensor
床反力計測に基づく力学同定を用いた産業用ロボットの IDCS 制御

◦Kengo Aoki (M1) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engineering
◦ 青木 健悟 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

We propose a fast motion controller for a robot which has a flexible arm using IDCS
control scheme. IDCS control scheme, which corresponds to a numerical compu-
tation of the inverse dynamics of systems, allows stable high performance control
even when the system model is known with inaccuracies. We applied in simulation
IDCS controller to the robot arm and compared performances of IDCS with PID
controller. We can get good simulation model of the robot for IDCS by estimating
inertial parameters using generalized coordinates of the baselink, the joint angles
and the external forces information.

Key Words:
Identification
Inverse dynamics
Control method
キーワード:
力学同定
逆動力学
制御手法

ロボットは様々な場面に広く普及し，今後更なる自立化，高速化, 動きの複雑化が求めら
れている．これらのロボットは複雑な機構を有するが，PID 制御器などの簡単な制御器
が適用されている場合が多くある．しかし，これらの制御器を搭載したロボットでは応
答性を向上させるために制御ゲインを大きくすると，システムが不安定になりやすくな
る．そこで，ロボットシステムを安定かつ高速に制御できる制御手法が求められる． 本
研究では床反力計測を用いた力学同定を行い，IDCS制御手法を実在するロボットの制
御に適用して安定かつ高速に制御することで，IDCS制御手法の有効性を検討すること
を目的とする．
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4 Research on Biped Robot Structure with Passive Joints
受動関節を付加した二足歩行ロボットの足裏機構の研究

◦Yusuke Ogawa (B4) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechnical Systems Engineering
◦ 小川 祐介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50008255024@st.tuat.ac.jp

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical systems
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

The stability of biped robot is an open issue in particular when walking on an
irregular ground, because the robot foot structure is too simple to compensate for
ground asperities. In addition, robot’s massive ankle joint designed for bearing load
during walking makes walk control difficult. On the other hand, humans have a
complex plantar arch that absorbs the shock of walking by changing its shape. This
study aims at verifying the arch structure effect for biped robot using motion capture
data analysis of human arch, and adding new viscoelastic joints to biped robot foot.

Key Words:
plantar arch
walking on asperity
biped robot
キーワード:
アーチ機構
不整地歩行
二足歩行ロボット

二足歩行ロボットは多少の段差で転倒するという欠点がある．その原因は，ロボットの
足構造がヒトと比べて単純であり，路面の凹凸といった外乱を吸収できないことがあげ
られる．また，歩行時の負荷を受ける踝部は巨大になりがちで，制御性に問題がある．
一方で，ヒトは土踏まずにアーチ機構と呼ばれる弓状の関節群が存在し，歩行の際には
アーチ機構が変形することによって地面との接触時に衝撃を和らげる効果がある．そこ
で本研究では，ヒトのアーチ機構を解析したモーションデータを元に，二足歩行ロボッ
トの従来の足裏に粘弾性のある関節を追加し，その効果を実証することを目的とする．
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5 Optical flow and Video based Motion Capture
オプティカルフローを用いたビデオモーションキャプチャ

◦Naoki Tsukabe (B4) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical System Engineering
◦ 塚辺 直希 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50008255068@st.tuat.ac.jp

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical System
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Quantification of animal action by motion capture is used for measurement of social
behavioral changes. It can contribute to research on change and development of
a brain and a nerve mechanism. The marker type optical motion capture is not
suitable for measurement of seamless action of small animals. Markers modify the
natural behavior, and the experimental environment may be incompatible with the
system requirement. Therefore in this research, we performed marker-less video
motion capture of a chick using the optical flow.

Key Words:
marker-less motion capture
optical flow
Behavior Study
キーワード:
マーカレスモーションキャプチャ
オプティカルフロー
行動解析

モーションキャプチャによる動物の行動の定量化は，社会性行動変化の計測に使用する
ことで，脳や神経機構の変化・発達の研究に貢献できる．現在，モーションキャプチャの
主流はマーカ式光学モーションキャプチャである．しかし，これはマーカを用いるため
に動物本来の行動の計測に適さず，動物の実験環境によっては機材の設置も難しい．そ
のため，計測対象に影響が少なく，実験環境への設置が簡単な動物の行動解析に適した
手法が求められている．そこで本研究では，設置が簡単なWEBカメラを使用して家禽
雛のビデオモーションキャプチャを行い，家禽雛の体の位置，体の向き，頭の位置，頭
の向きを検出する事を目的とする．

6 Driving movement analysis using motion capture and force measurement
モーションキャプチャと床反力計による運転動作の定量化及び解析

◦Daichi Maita (B4) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical systems Engineering
◦ 米田 大地 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and technology Dept. of Mechanical systems
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

In order to study the effect of long time driving and of the ergonomics of seat and
steering wheel we develop a model of the human body dynamics. Using identification
techniques we calculate the individual mass parameters of the model. To reflect the
complexity of the human arm kinematics we try out several models. Based on
dynamics validity and joint torque analysis we seek for the most adequate model.

Key Words:
Inertial Parameters
human body model
motion dynamics
キーワード:
力学パラメータ
人体モデル
動力学

近年，長期休暇の増加で自動車による長距離移動の機会が増加している．その際，運転
者は長時間の運転を余儀なくされ，それによって生じるストレスや疲労感が運転時のリ
スクを高めることが考えられる．本研究では，運転動作時に人体に生じる負担をできる
だけ小さくした運転環境の実現に，人体の各関節にかかる関節トルクを用いた解析手法
を提案する．また本研究では運転動作解析に人体の最小力学パラメータが必要であるた
め，最小力学パラメータの算出と算出に必要な人体モデルの作成及びその妥当性につい
て検討する．
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7 Eigenmode Analysis of Guitar String Vibration using Optical Measurement
光学的振動計測によるギター弦振動の固有モード解析

◦Toru Kobayashi (D1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 小林 透 (D1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: kobayashi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Wakatsuki Naoto (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Modeling the mechanism of musical instruments has been developed, and this may
contribute to designing the instruments. This benefit also may contribute to de-
signing new structure of acoustic guitar. To complete modeling of the instruments,
modeling of two-dimensional string vibration considering coupling phenomenon of
the vibration is required, because this phenomenon effects on beat of guitar sound.
To achieve that, we constructed non-contact string vibration measurement method
using single high-speed camera. This method enables eigenmode analysis of two-
dimensional string vibration.

Key Words:
Non-contact vibration mea-
surement
Guitar string
Coupling vibration
キーワード:
非接触計測
ギター弦
連成振動

楽器のメカニズムを計算機上で再現する研究が行われている．これらの研究は楽器の設
計に有用であると考えられ，この利点は今も新しい構造が検討されるアコースティック
ギターにおいて期待できる．これを実現するためには弦の２次元の横振動モデルが不可
欠である．ここで２次元の横振動は互いに連成することで，演奏音の余韻にうなりを生
じさせると考えられているが，この現象を考慮した弦振動モデル化はこれまであまり研
究されていない．本研究は一台の高速度カメラを用いる光学的手法により弦の２次元の
横振動を非接触で計測する手法を構築した．これにより連成する２次元の横振動の固有
モード解析が可能になる．
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8 Fast Stable Control of Multi-Degree-of-Freedom Robots Using the IDCS
IDCSによる多自由度系を有するロボットの高速安定制御

◦Ryo Matsukata (B4) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engineering
◦ 松方 稜 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: 50008255097@st.tuat.ac.jp

Gentiane Venture (Assoc. Prof.) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems
Engineering
ベンチャー ジェンチャン (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

To enhance robot-human interaction, robots are required to move rapidly and sta-
bly like human do. Achieving humans complicated movements by multi degree-of-
freedom systems like humanoid robots, robots need to move many joints at the same
time which needs a suitable control method. PID and CTM are commonly used.
However, these control methods have drawbacks: stable control in fast movements
is rendered difficult by factors like noises and modeling error. In this research, we
use IDCS to the controlled systems and examine it ’s validity by achieving stable
control even in fast movements.

Key Words:
Humanoid Robot
Motion Control
Dynamics Model
キーワード:
ヒューマノイドロボット
運動制御
動力学モデル

ロボットとヒトとの相互関係を深める上で、ロボットは人間のように素早くて安定した
動作することが求められる。ヒトの複雑な動作をヒューマノイドロボットのような多自
由度系を有する システムで行うためには多くの関節を同時に安定して動かす必要があ
り、その用途に適した制御手法が求められる。一般的には PIDや CTMなどの制御手法
が用いられているが、これらの制御手法は外乱や制御対象のモデル化誤差によって対象
を高速で安定して制御することが困難である。そこで本研究では IDCSを導入し、高速
な動作でも安定した動作を得ることで、その有効性を検討することを目的とする。
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9 Posture Control of Middle Joint Drive Double Inverted Pendulum
中間駆動関節を有する倒立二重振子

◦Kazuki Haba (B4) Tokyo Univ. Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engineering
◦ 羽場 和樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:

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

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Present humanoid robots are required to improve motion performance. Therefore,
we focus on the improvement in running performance. We aim at development of
the robot with running performance equivalent to human. Especially, we change
traditional heavy legs structure into the sport artificial leg. Although ZMP is con-
ventionally used for posture stabilization of a humanoid robot, it is difficult to apply
to a sport artificial leg with a small ground contact area. Therefore, we propose the
new posture stabilization control scheme with the middle joint drive double inverted
pendulum model.

Key Words:
Running Robot
Double Inverted Pendulum
Postural Control
キーワード:
走行ロボット
倒立二重振子
姿勢安定化制御

現在のヒューマノイドロボットは，緩慢な動作しか行うことができず，運動性能の向上が
求められている．本研究ではその中で走行性能の向上に着目した．従来型ロボットの緩
慢な運動性能の要因である複雑かつ重い脚部構造を簡単かつ軽量な板ばねを使うスポー
ツ義足に変えることで，人間と同等の走行性能を有する走行ロボット及び走行アルゴリ
ズムの開発を目標とする．ヒューマノイドロボットの姿勢安定化には，従来 ZMP が使
われているが，これは接地面積の小さいスポーツ義足に適用することが困難である．そ
こで，本研究では新たな姿勢安定化手法として，中間駆動関節を有する倒立二重振子を
規範モデルとした制御則を開発する．

10 Motion and Vibration Control of Crane Systems with Varying Length
長さの変化するクレーンシステムの運動と振動の制御

◦Xiaochen Zhang (M1) Tokyo University of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engi-
neering
◦ 張 笑辰 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: 50011643045@st.tuat.ac.jp

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

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

The overhead crane is known as a famous example of cranes. When the trolley
moves and the length of the wire rope changes at the same time, undesired vibration
with variable frequency occurs, since the natural frequency of the crane changes
with the length of the wire rope. However, it is difficult to suppress the vibration
with ordinary linear controller. Therefore, in this study, we first derive an analytical
model of the overhead crane as a LPV system. Then, we design the controller
using DMM. The effectiveness of the controller is verified through simulations and
experiments.

Key Words:
crane
linear parameter varying
system
dual model matching
キーワード:
クレーン
線形パラメータ変動系
デュアルモデルマッチング

クレーンシステムは搬送装置として広く利用されているが，振り子のような構造をして
いるため，動作時に荷揺れが発生してしまう．また，荷揺れ時に発生する振動の固有振
動数は，ロープ長に依存して変化するため，従来の線形制御器では充分な効果を発揮す
ることができない．そこで本稿では，代表的なクレーンである天井クレーンを対象とし
て，ロープ長に関する線形パラメータ変動系としてモデル化した．そして DMM法を用
いてロープ長の変化に依存しない閉ループ制御器を設計した．シミュレーションおよび
実験を通して制御器の有用性を検証する
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11 Introducing Minimal Control Synthesis (MCS) and its applications
Minimal Control Synthesis(MCS)の紹介とその応用

◦Keisuke SHIMONO (D1) Tokyo Univ. of Agriculture and Technology Dept. of Mechanical Systems Engi-
neering
◦ 霜野 慧亮 (D1) 東京農工大 機械システム工学専攻
E-mail: 50011833002@st.tuat.ac.jp

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

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

There are some differences between machines which are controlled with mathemati-
cal model which describes machine’s character. Model Reference Adaptive Control
(MRAC) methods make it able to control machines with those differences. And
also this method provides for machines good tracking performance to reference tra-
jectory. MCS is one of the MRAC methods and described simple algorithms. In
this presentation, MCS algorithm and some control example are introduced. The
controlling table device with MCS is shown as an example. And more, some ideas
based on MCS are introduced in this presentation.

Key Words:
Adaptive Control
Motion Control
Table device
キーワード:
適応制御
運動制御
テーブル装置

現実に存在する機械は，数式表現されたもの (モデル)に対して少なからず異なる点が存
在する．モデル規範適応制御は，モデルに対してのパラメータの変動やモデルで記述さ
れなかった特性が存在しても，あらかじめ設定した応答に沿って制御対象を制御するこ
とが可能な手法である．MCS手法は特に簡単なアルゴリズムにより適応機能が表現され
てり，適応制御の原理を簡単に表現しているとも言える．本発表ではこのMCS手法に
ついて紹介するとともに，MCS 手法を用いた制御例として，リニアモータ駆動のテー
ブル装置の位置決め実験について述べる．加えて，この手法からヒントを得た，新たな
制御システムの構成方法についても述べる．

12 A Biomimetic-Energy-Society based on Biological Circulatory Systems
生体循環器系を模擬したエネルギー社会の創出とその未来

◦Shunsuke Nagahama (M1) Univ. of Waseda Dept. of Modern Mechanical Engineering
◦ 長濱 峻介 (M1) 早稲田大学 総合機械工学専攻
E-mail: s nagahama@sugano.mech.waseda.ac.jp

Shigeki Sugano (Prof.) Univ. of Waseda Dept. of Modern Mechanical Engineering
菅野 重樹 (教授) 早稲田大学 総合機械工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Cells and organs require biological circulatory systems, which are equipped with
many intelligent functions (e.g. energy supply, waste transportation, tissue mainte-
nance, temperature regulation, and etc.). Although energy systems of our society
(e.g. gas, electric, and gasoline systems) have much resemblance as these systems,
mimicking biological systems, which have complicated interactions inside them, have
been difficult. In this paper, we report our recent analysis for the system theory,
and explain a biomimetic-energy-society that will be established in the future.

Key Words:
Circulatory System
Energy System
Biomimetic
キーワード:
循環器系
エネルギーシステム
バイオミメティック

生体循環器系は、エネルギー供給や老廃物の運搬、損傷部位の修復、温度調整など多く
の機能を有し、生物の持つ個々の細胞や組織の維持に不可欠な存在である。一方で、人
間社会におけるガスや電気、ガソリン等に関連したエネルギーシステムは生体循環器系
とのアナロジーとして捉えることができる。しかしこれまで組織間の相互作用が複雑な
生体循環器系を工学的に模擬することは困難であり、エネルギーシステムへの応用は困
難であった。本発表では、その工学的構成論の解明に関する進捗と、創成されるべき新
しいエネルギー社会について説明する。
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13 Artificial blowing system imitating facial muscular works of playing trumpet
トランペット演奏時の唇周辺筋肉のはたらきを模倣する人工吹鳴システム

◦Tsubasa Enokida (D2) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 榎田 翼 (D2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: enokida@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

This paper describes about a research on artificial blowing of brass instruments.
Brass instruments like trumpets use player’s lip as vibration source. The condition of
the lip oscillation depends on the relation between blowing pressure and flow velocity
in mouth. The purpose of this research is to clarify the relationship between the
blowing condition and the vibration of brass instruments, by measuring the vibration
with variable embouchure mechanism (Embouchure is shape of player’s lip). We
confirmed that the pitch changed by using this system as a result of the experiment.

Key Words:
Brass instruments
Artificial blowing
Embouchure
キーワード:
金管楽器
人工吹鳴
アンブシュア

トランペットに代表される金管楽器は、唇の振動を発音源とするリップリード楽器であ
り、唇と共鳴管の協調発振によって発音する。金管楽器の発音特性を計測するとき、人
間の唇による吹鳴を用いると、無意識の唇制御が発音特性の測定において障害となる場
合があるため、機械吹鳴が用いられる。アンブシュアは発音特性を決定づける重要な要
素であり、機械吹鳴では音高調節に不可欠なアンブシュア変化を人工的に実現する必要
がある。本報告ではアンブシュア可変機構を製作し、発音条件特定のための機械吹鳴シ
ステムを構築した。生体模倣による制御によって吹鳴中にアンブシュアを動的に変化さ
せ、吹鳴音の音量・音高が変化することを確認した。

14 Ultra-Lean Combustion Mechanism in Swirling Flow for Effective Combustion
旋回流中の超希薄予混合火炎の燃焼メカニズム～ガスタービンの中の燃焼現象を探る～

◦Akane Uemichi (D1) Univ. of Tsukuba Dept. of Engineering Mechanics and Energy
◦ 上道 茜 (D1) 筑波大学 構造エネルギー工学専攻
E-mail: akane.u@gmail.com

Makihito Nishioka (Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Engineering Mechanics and Energy
西岡 牧人 (教授) 筑波大学 構造エネルギー工学専攻

Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学

Not only for produce energy from fuels but also for healing, flames are close to us.
However, there are a lot of unknown combustion mechanisms, e.g. an ultra-lean
burn phenomenon by using swirling flow in most of gas turbines for electric power
generation. For effective utilization of energy, it is necessary to make clear the
mechanism and learn from it. In this numerical study, the stabilization mechanism of
an ultra- lean combustion is successfully explained; a backward flow region generated
by swirling enhances the flame surface, which has been empirically believed in the
past.

Key Words:
Combusion physics
Effective fuel utilization
Numerical simulation
キーワード:
燃焼学
効果的な燃料利用
数値計算

原始時代から現代に至るまで、人類と燃焼とのつきあいは長い。燃料からエネルギーを
取り出す手段だけでなく、キャンドルなどの癒しにも、火は私たちに身近な存在である。
しかし、燃焼にはメカニズムが明らかになっていない現象も多くあり、発電用ガスター
ビンに用いられている旋回流による超希薄燃焼の安定化技術もそのメカニズムは明らか
にされていない。エネルギーをより効率的に利用するためには、燃焼メカニズムを明ら
かにし、それらを活かす必要がある。本研究では、これまで経験則として語られてきた
「旋回流により形成された逆流領域によって火炎が強化される」という、燃焼安定化メカ
ニズムを数値計算によって明らかにした。
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15 Changes in compound content and tissue structure of rice grain during cooking
炊飯過程における米粒含有成分および組織構造の変化

◦Masatsugu Tamura (D1) Univ. of Chiba Dept. of Environmental Hort.
◦ 田村 匡嗣 (D1) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail: masatsugu t@chiba-u.jp

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

Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

Compounds of milled rice are maintained through the Japanese-style cooking pro-
cedure. An eating quality of cooked rice is, therefore, influenced in raw rice quality
which is affected by cultivar with breeding technology, etc. However, the raw rice
quality is easy to vary with climate conditions, etc., and its breeding should take
time consuming. In order to improve cooked rice quality, a new cooking method
for low quality rice has been studied. Currently, changes in compound contents of
cooked grain during cooking (see Fig.) are investigated by chemical analysis and
microscopic observation.

Key Words:
Rice
Rice cooking
Tissue structure
キーワード:
米
炊飯
組織構造

我が国における米の調理（炊き干し法）は密閉した炊飯器内にて行われるため，精白米
に含有する食味成分はそのまま米飯の食味成分となり，加水・加熱の条件設定の他は食
味調節が行われていない．そのため，米の低タンパク化，低アミロース化などの食味調
節は良食味品種の育種・栽培段階において行われており，育種の長期化や異常気象など
による栽培時の品質低下の影響は避けられない．本研究では，低食味米の品質向上が可
能な炊飯機構の確立のため，現状で行われている炊飯をビーカ内で再現し（図参照），炊
飯過程における米粒の含有成分および組織構造変化を明らかにすることを目的とした．
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16 Effect of spraying during drying on the surface hardness and browning．
果実の乾燥加工における問題対策の検討

◦Sonoko Morifusa (M2) Univ.of Chiba Dept.of environmental horticulture
◦ 森房 素乃子 (M2) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail:

Akio Tagawa (Prof.) Univ.of Chiba Dept.of environmental horticulture
田川 彰男 (教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

Opportunity to eat raw fruit is reduced, which affects fruit production．On the other
hand, consumption of processed fruits is increasing．Drying is one of method food
processing apply to the fruit processing．But, there are some problems in process-
ing such as surface-hardening or browning．These risks may affect the psychology of
consumer purchasing．In this study, apple was sprayed with distilled water or brown-
ing antioxidant on the sample surface during drying process．By this operation, it
was suggested that browning and surface-hardening are inhibited and shortening the
drying time．

Key Words:
apple
drying
dry fruit
キーワード:
リンゴ
乾燥
ドライフルーツ

果実を生で食べる機会は減少する一方で，果実加工品の消費は増加し，農業政策でその
生産が重要視されている．リンゴは国内の主要果実であり，様々な加工品が製造され，今
後もその生産量は増加すると考える．果実加工法の一つである乾燥は広く適用される反
面，表面硬化や褐変といった問題があり，消費者の購入心理にも影響する．そこで，乾
燥過程において試料表面に蒸留水もしくは褐変抑制剤を散布することで，表面硬化と褐
変双方に関する対策の有用性を調査した．この操作により，表面硬化の抑制による乾燥
時間の短縮および褐変抑制が可能であると示唆され，機能性成分であるポリフェノール
も保持されることが示唆された．
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17 Standardization of process for prepararion of pineapple wine

◦Van Man Lam (D2) Chiba University Food Engineering
◦

E-mail: hlm07@yahoo.com

Akio Tagawa (Prof.) Chiba University Food Engineering

Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

A process technology with respect to levels of initial juice TSS, type of sugars to raise
the juice TSS and fermentation time has been standardized to prepare acceptable
wine from pineapple juice. Use of sucrose to raise the TSS to 24oBrix and fermen-
tation up to 12 days were found to be appropriate to produce acceptable wine from
pineapple juice.

Key Words:
wine
pineapple
fermentation
キーワード:

18 Application of microwave heating to blanching of Chinese yam
ナガイモのブランチングへのマイクロ波の適用

◦Teppei Imaizumi (M1) Chiba Univ. Dept. of Environmental Horticulture
◦ 今泉 鉄平 (M1) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail: t.imaizumi211293@chiba-u.jp

Akio Tagawa (Prof.) Chiba Univ. Dept. of Environmental Horticulture
田川 彰男 (教授) 千葉大学 環境園芸学専攻

Field: Agricultural engineering
分野: 生物系　農業工学

Chinese yams are used in a wide variety of cooking methods. Thus, its frozen prod-
ucts which have the advantage of easy availability and storage behavior may be
useful. Generally, in the freezing process, preheating called blanching is necessary.
Its primary purpose is to inactivate enzymes. However, conventional blanching per-
formed by hot water heating may cause a loss of soluble nutrients. In this study,
microwave blanching was applied to ensure higher nutrients retention. As a result,
microwave blanching indicated the capability to cut down the processing time and
curb the loss of nutrients.

Key Words:
blanching
microwave
freezing
キーワード:
ブランチング
マイクロ波
冷凍

近年、ナガイモは生食のほか汁物や炒め物など多種多様な加熱調理法が考案され、手軽
に調理に利用でき貯蔵性に優れた冷凍加工品は有用であると考えられる。一般に、青果
物を冷凍貯蔵する際には前処理としてブランチングと呼ばれる加熱操作が必要とされる。
ブランチングの主な目的は貯蔵中の品質劣化を引き起こす酵素の失活である。従来は熱
湯浸漬による方法が用いられてきたが、この方法ではナガイモに含まれる水溶性栄養成
分は多く失われる可能性がある。そこで、加熱時に浸漬操作を伴わないマイクロ波加熱
のブランチングへの適用を試みた。その結果、マイクロ波ブランチングでは処理時間の
短縮や処理中の成分溶出抑制ができることが示唆された。
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19 Effect of Modified Atmosphere on Quality in Fresh-Cut Bell Peppers
雰囲気調整によるカット青果物の品質保持

◦Yusuke Suzuki (M2) Univ. of Chiba Dept. of Environmental Hort.
◦ 鈴木 悠介 (M2) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail: szkyusuke@graduate.chiba-u.jp

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

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

Recently, the demand of fresh-cut vegetables is increasing rapidly due to it’s conve-
nience & added values. However, fresh-cut veg. is decayed easily, which causes loss
of quality. CA is one of the technique for preservation of food by controlling temp. &
gas conc.. In this study, in order to preserve fresh-cut veg., we investigated relation
between modified atmospheric condition & quality variation in term of components,
color, & firmness. As a result, high CO2 & low O2 condition for the fresh-cut bell
pepper samples could have potential for maintaining of several compounds during
storage.

Key Words:
Pepper
MA
CA
キーワード:
ピーマン
MA 貯蔵
CA 貯蔵

近年，適量だけ手軽に利用できるカット青果物の需要が増加傾向にある．しかし，カッ
ト青果物は傷み易く，ビタミン等の損失や変色等，品質に関わる問題が生じる．雰囲気
調整は食品の貯蔵技術の 1つであり，空気中のガス組成や温湿度を調整することで青果
物の生理作用を抑制し，品質低下を防ぐ．本研究では雰囲気調整によるカット青果物の
品質保持を目的とし，ガス環境と品質との関係について栄養成分，色彩，硬度の観点か
ら調査した．その結果，高 CO2かつ低O2に設定した環境で保存した完熟カットピーマ
ンの品質は 12日間以上保持されることが確認された．また，ガス環境やピーマンの熟
度によりその効果は異なることが示された．
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20 Application of gel to green wall
ゲルの壁面緑化への利用

◦Takaaki Ooshima (M1) Univ. of Chiba DEPT.of Environmental Hort.
◦ 大島 誉章 (M1) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail: homesyou@gmail.com

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

Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学

Urban heat-island phenomenon has been negatively affected on nature and people,
for example, pushing up the cost of power. Green wall which means planting on
building walls is one way of the solution. However, green wall at the buildings
including high-rise buildings is difficult to operation, because soil for plant is in-
adequate for water and plant nutrient element intake, and shape forming uneasily.
Therefore, in this study, we focused attention on gel property and researched that
the permeability behavior of gel to inorganic components and physical properties
after formed.

Key Words:
Gelg
Green wall
osmosis
キーワード:
ゲル
壁面緑化
浸透性

都市部で発生するヒートアイランド現象は温度上昇による自然および人への悪影響，空
調設備にかかる消費電力の増加といった問題を引き起こす．その対策の１つに壁面緑化
が挙げられるが，高層ビルを含めた既存施設では実施に至っていない．その原因は土壌
が壁面緑化の植生土台に適さない事が挙げられる．ゲルは土壌と比較して，十分な水分・
養分を確保でき，成形が容易であるため，壁面緑化において土壌に代わる植生土台（図
参照）になる可能性があると考えられる．そこで本研究では数種のゲルに対し無機成分
の浸透性，成形後の力学物性を調査し，壁面緑化の植生土台として適当なゲルの検討を
行った．
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低浸透性ゲル 

高水分含有ゲル 
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21 Motion capture of mutual dance display in birds
鳥のダンス研究におけるモーションキャプチャーの可能性

◦Kohei Takeda (M1) The graduate University for Advanced studies Dept. of Evolutionary Studies of Biosys-
tems
◦ 武田 浩平 (M1) 総合研究大学院大学 生命共生体進化学専攻
E-mail: takeda kohei@soken.ac.jp

nobuyuki kutsukake (Assist. Prof.) The graduate University for Advanced studies The graduate University
for Advanced studies
沓掛 展之 (助教授) 総合研究大学院大学 生命共生体進化学専攻

Field: Biology
分野: 生物系　生物科学

Behavioral ecology studies animal behavior in the light of Darwinian evolution. In
many monogamous birds, a malefemale pair dance mutually, but its function remains
unclear. In this study, I report a preliminary attempt to develop a new method
of video analysis for understanding the function of red-crowned crane ’s dance.
Like motion capture, I aim to quantify behavioral synchronization by recording
coordinates of the each position of body from one frame video. But many technical
difficulties prevent the development of this method. I ’ll be happy if I could have
comments and advices.

Key Words:
video analysis
behavioral ecology
animal communication
キーワード:
ビデオ解析
行動生態学
動物のコミュニケーション

行動生態学とは、生き物の振る舞いを適応進化の視点から考察する学問である。多くの
一夫一妻の鳥において、オスとメスが相互に複雑なダンスをすることが観察されるが、
その機能に関しては未解決な点も多い。本研究では、タンチョウのダンスの機能を解明
することを目的に、現在計画中のビデオ解析手法を報告したい。motion captureと同様
に、コマ送りのビデオから体の各位置の座標を記録することによって、行動的な同調性
を定量化して調べたいと考えている。しかし、多数の技術的な困難があり、思うように
進んでいない。この発表の場で、参加者の皆さんのご意見をお伺いできたら、幸いであ
る。

22 Aging of cell

◦AKIHIRO TAKAHASHI (M1) The Graduate University for Advanced Studies. SOKENDAI Department of
Genetics
◦ 高橋 明大 (M1) 総合研究大学院大学 遺伝学専攻
E-mail:

TAKEHIKO KOBAHASHI (Prof.) National Institute of Genetics Division of Cytogenetics
小林 武彦 (教授) 国立遺伝学研究所 細胞遺伝研究部門

Field: Biology
分野: 生物系　生物科学

What is life-span of organisms decided? Length of life vary among individuals of the
same species. I would like to solve this question with Genetics. Yeast is the most
appropriate organism to research process of aging due to life-span is very short,
only 5 days. Furthermore, intracellular mechanisms of yeasts are similar to higher
organisms, and yeasts have a lot of common genes with them. Therefore, I believe
that a research in yeast is effective to reveal a cause of a human senescence.

Key Words:
aging
yeast
genetics
キーワード:
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23 Development of Self - Diagnosis System for a FC/EDLC Hybrid Power System
燃料電池/電気二重層キャパシタのハイブリッド電源における自己診断システムの開発

◦Katsunori Tanaka (M1) Tokyo Univ. of Science Dept. of Electrical Enginnering
◦ 田中 克典 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻
E-mail: k.tanaka1206@gmail.com

Sumio Kogoshi (Prof.) Tokyo Univ. of Science Dept. of Electrical Enginnering
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気工学専攻

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

A FC/EDLC hybrid power system has been developed for the purpose of extending
the lifetime of a fuel cell. In this research, we will embed the functions those carry
out self-diagnosis based on the measurement of AC impedance of the state of a
fuel cell under operation and the automatic control of the output to maintain the
optimum operating condition. These functions enable the system to diagnose the
state of a fuel cell directly without using sensors, to prevent the output degradation
due to drying out of the membrane and unnecessary over fueling despite appropriate
operating condition.

Key Words:
Fuel Cell
AC Impedance
Self-Diagnosis System
キーワード:
燃料電池
交流インピーダンス
自己診断システム

固体高分子形燃料電池を一定出力で運転させ寿命を向上させる目的で、電気二重層キャ
パシタ (EDLC) と組み合わせたハイブリッド電源が開発された。本研究ではこれをさ
らに発展させ、運転中の燃料電池の状態を交流インピーダンス法に基づいて自己診断す
る機能と、燃料電池の動作条件が適切な範囲内になるように出力を自動制御する機能を
開発し、この電源システムに組み込む。これにより、センサ類を使用せずに、運転中の
PEMFC状態の直接的な診断や、乾燥によるセル電圧の低下の予防、そして適切な運転
状況である場合の無駄な燃料供給を抑えることが可能になり、開発された電源システム
の効率や信頼性、燃費の向上が期待できる。
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24 Methanol Crossover Reduction by Vapor Fed DMFC

◦Shaharom Nur Hafizah (M2) Tokyo Univ. of Science Department of Electrical Engineering
◦

E-mail:

Kogoshi Sumio (Prof.) Tokyo Univ. Of Science Department of Electrical Engineering

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

Direct methanol fuel cell (DMFC) is expected to be one of the new power sources
for portable appliances. DMFC is expected to be developed because of its simplicity
and lightness. Despite of that, there are still a few major problems left that make the
development of DMFC cannot go further. Those problems are slow anode reaction
rate and methanol crossover. The aim of this study is to improve the efficiency
of DMFC by decreasing the methanol crossover. Vapor fed DMFC showed lower
methanol crossover than liquid fed DMFC by half.

Key Words:
Mtahanol crossover
Vapor fed
DMFC
キーワード:

近年、オイル、石炭及び天然ガスのようなエネルギー資源を使い果たしつつある。小型
化・軽量化が可能で携帯用機器の新電源として期待されている、直接メタノール型燃料
電池 (DMFC)はその問題の解決策のひとつとなる。しかし、実用化のためには、まだ
解決されるべき課題が残っている。その課題の一つはメタノールクロスオーバー現象で
ある。本研究の目的としては、メタノールクロスオーバーの減少によって、DMFCの性
能が上昇される。気体供給 DMFC は液体供給 DMFC に比べると、より低いメタノー
ルクロスオーバーが出てきたと示した。
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25 Reducing methanol crossover of DMFC by using an anion exchange membrane
アニオン交換膜を用いた直接メタノール燃料電池におけるメタノールクロスオーバー低減

◦Yusei Nakayama (M1) Tokyo University of Science Department of Electrical Engineering Kogoshi laboratory
◦ 中山 雄生 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻　小越研究室
E-mail: yusei0318@gmail.com

Sumio Kogoshi (Prof.) Tokyo University of Science Department of Electrical Engineering Kogoshi laboratory
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気工学専攻

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

Methanol crossover of DMFC using an AEM has been investigated. In this research,
the crossover rates are determined from the CO2 concentration of the cathode ex-
haust gas. The CO2 concentrations were measured at different methanol concen-
tration and different potassium hydroxide concentration. The experimental results
show that the crossover was reduced by increasing load current under each condition.
Moreover, the crossover rates were significantly low compared to DMFC using cation
exchange membrane. The facts show that using AEM for electrolyte membrane is
capable of suppressing the crossover.

Key Words:
Crossover
anion exchange membrane
(AEM)
direct methanol fuel cell
(DMFC)
キーワード:
クロスオーバー
アニオン交換膜
直接メタノール型燃料電池

アニオン交換膜を用いた直接メタノール型燃料電池のメタノールクロスオーバーを調査
した。メタノール濃度 1.0M、3.0M、5.0M時の濃度依存性、3Mメタノール水溶液に添
加する水酸化カリウム濃度を 0.0M、0.5M、1.0M 時におけるアルカリ濃度依存性をカ
ソード側から排出される空気中の二酸化炭素濃度を測定することでクロスオーバー量を
評価した。また、全ての条件においても負荷電流を増加させると、二酸化炭素濃度が減
少することがわかった。そして、カチオン交換膜 を用いた DMFCの文献の値と比較し
ところ、電解質膜にアニオン交換膜を用いることで、メタノールクロスオーバーを低減
できることを示した。
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26 The dependence of density in a microwave plasma source with a resonant cavity
FDTDシミュレーションによる共鳴吸収プラズマの密度ピークにおける共振器長依存性

◦Hiroki Ishizu (M1) Tokyo university of science Electrical Engineering major Kogoshi laboratory
◦ 石津 宏樹 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻　小越研究室
E-mail:

Sumio Kogoshi (Prof.) Tokyo university of science Electrical Engineering major Kogoshi laboratory
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気工学専攻　小越研究室

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

The previous study showed that local density peaks appeared when TM cavity is
formed. Another density peak is also observed near the local density peak cor-
responding to the TM111 mode. However, the cause of another density peak is
unknown. The purpose of this study is to find out the dependence of some amount
proportional to microwave power absorption on the cavity length when changing
thickness of a dielectric window on by using Finite-difference-time-domain (FDTD)
simulation. We compared the results to analysis model calculation. The cause of
another density peak formation is also discussed.

Key Words:
Finite-difference-time-
domain (FDTD) simulation
microwave plasma
resonant cavity
キーワード:
FDTD シミュレーション
マイクロ波プラズマ
共鳴吸収

プラズマの高密度化等の要求を満たすプラズマ源の一つに空洞共振器付マイクロ波プラ
ズマ源がある。これまでの研究でプラズマの密度に微細構造があり２つのピークが存在
することがわかっている。第 1ピークの構造形成理由は TM111モードによるものと考
えられており過去に共振器部の長さが半波長と定性的に一致することを確認した。しか
し、第 2ピークの構造形成理由はわかっていない。本研究では FDTDシミュレーション
を用いて誘電体の厚さを変えることにより吸収量に比例する量の共振器部の長さ依存性
を調べ、解析モデルによる予測値との及び第 2ピーク形成理由について考察を行った。

X

Z

Y

– 29 –



27 A Simulation Model to Predict Desroptions of Hydrogen for Metal Hydride Storage
水素吸蔵合金の水素放出量を推定するシミュレーションモデル

◦Eiji Sugai (M1) Tokyo university of science Elecrical Engineering major Kogoshi laboratory
◦ 須貝 英司 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻　小越研究室
E-mail:

Sumio Kogoshi (Prof.) Tokyo university of science Engineering major Kogoshi laboratory
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気工学専攻　小越研究室

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

Hydrogen is expected as a promising energy source. Metal hydride storage is a
method of hydrogen storage. It can absorb and desorb hydrogen by temperature
control, which consumes electrical power. However, profile of the electrical power
for temperature control to absorb and desorb hydrogen efficiently is unknown. The
model to predict the amount of absorptions and desorptions enables experiment to
minimize electrical energy unnecessary. The purpose of this study is to develop a
simple simulation model to predict absorption and desorptions of hydrogen for metal
hydride storage.

Key Words:
metal hydrid storage
simulation model
electrical power
キーワード:
水素吸蔵合金
シミュレーションモデル
電力

現在水素は、エネルギー変換効率の高さや燃焼後に二酸化炭素を排出しないことから将
来性の高いエネルギー源として期待されている。水素を貯蔵する技術として水素吸蔵合
金が知られている。水素吸蔵合金は温度制御により水素を吸放出できるが、温度制御の
ために電力を消費してしまう。しかし、電力をどのように供給すれば高いエネルギー効
率で水素を吸放出できるか明らかではない。そこで、供給電力に対して水素吸放出量を
推定するモデルを作成することで、実験をせずに供給する電力を最小にする方法を検討
する。本研究の目的は水素吸蔵合金の水素吸放出量を簡易的に推定するシミュレーショ
ンモデルを得ることである。

28 Memory Marker: Working Memory Assistant Gaze Behavior by Eye Motion of Eye Robot
記憶のしおり－眼球ロボットの視線動作を用いた作動記憶補助－

◦Kaito Tsuchiya (B4) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering
◦ 土屋 海渡 (B4) 関東学院大学 電気電子情報工学科
E-mail: f0842049@kanto-gakuin.ac.jp

Yoichi Yamazaki (Others) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering
山崎 洋一 (その他) 関東学院大学 電気電子情報工学科

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

To prevent the lowering of academic ability of recent years, their concentration and
memory consolidation need to be controlled in academic abilities a learning situation.
Memory marker is proposed for assisting human memory, where rehearsal strategy
is facilitated for transfer memory content from working memory to long-term mem-
ory. Memory marker by an eye robot assists human memory using a clock hand ’
s expression as preexisting knowledge in concentration situation. Memory maker
facilitates human memory consolidation leading to improvement of productivity and
literacy of whole of society.

Key Words:
working memory
preexisting knowledge
gaze behavior
キーワード:
作動記憶
既有知識
視線動作

近年学力低下が問題となっており、学習の場では集中と記憶と結びつける工夫が必要で
ある。作動記憶には容量制限があり制限を緩和する方法として既有知識の利用が提案さ
れている。本研究では眼球ロボットを用い、作動記憶を長期記憶に転送する際のリハー
サルを補助するメモリマーカを提案する。既有知識である時計の数字を眼球ロボットの
動作で表したメモリマーカを用い神経衰弱による記憶計測実験を行う。カード取得回数
に関して、提案手法と表出動作がない場合とを比較して作動記憶への効果を検証する。
メモリマーカにより効果的な学習が実現することで、社会全体の生産性および教養を高
め、精神的にも物質的にも充実する社会を実現できる。
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29 Casual Collision Avoidance between Human and Robot based Omni-Winker
人とロボットのさりげないすれ違い－ Omni-Winkerによる双方向型接触回避－

◦Daisuke Yamamoto (B4) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering
◦ 山本 大祐 (B4) 関東学院大学 電気電子情報工学科
E-mail:

Yoichi Yamazaki (Others) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering
山崎 洋一 (その他) 関東学院大学 電気電子情報工学科

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

Omnidirectional vehicles need to express their actions in human environment, be-
cause it is difficult for human to predict actions of the vehicles due to the loss of
changes in posture. Color Omni-Winker is proposed as an indicator for omnidirec-
tional vehicles, where the Color Omni-Winker expresses locomotive behavior such
as the direction and speed of the vehicle by using color and arrow shape of panels.
　 The proposed Color Omni-Winker leads to interactive collision avoidance, where
the winker encourages human-driven collision avoidance in addition to existing in-
telligent sensing technology.

Key Words:
directional indicator
collision avoidance
human symbiotic system
キーワード:
方向指示器
接触回避
人間共生システム

生活環境で動作するロボットとして室内などの狭い空間でも自在に移動できる全方向移
動体が用いられている。全方向移動体の動作は、外見から判断することは困難で人と接
触してしまう危険性がある為、方向指示器が必要である。本研究では、人が直観的に移
動方向と移動速度を判断する事ができる表出装置として、方向に矢印と速度に色を用い
た Color Omni-Winkerを提案する。Color Omni-Winkerを従来の知的センシング技術
と共に用いることにより、ロボットだけでなく人の知能を取り込んだ双方向型の接触回
避が可能になり、全方向移動体がより安全なロボットとなり生活環境で人と共生するロ
ボットの普及につながる。

30 Casual Expression by AHOGE for Socializing with Robot
ロボットと仲良くなれる表出要素―AHOGEを用いたさりげない心理表出―

◦Yoichirou Kawashimo (B4) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineer-
ing
◦ 川下 洋一郎 (B4) 関東学院大学 電気電子情報工学科
E-mail:

Yoichi Yamazaki (Others) Kanto Gakuin University Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering
山崎 洋一 (その他) 関東学院大学 電気電子情報工学科

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

Antenna Hair-type Object for Generating Empathy (AHOGE) is proposed as a ca-
sual expression component for helping human as a robotic interface of existing Robot
Technology (RT) and IT systems, where AHOGE influence human with mentality
expression based on posture element on nonverbal communications inspired by an-
imal expressions and deformed characterized expressions. AHOGE is applied to
communication robots and Internet appliances which work in living environment,
realizes casual and rich emotional communication, and then encourages effective as-
sistances and close communication.

Key Words:
human robot interaction
expression component
mentality expression
キーワード:
ヒューマンロボットインタラクショ
ン　
表出要素
心理表出

家庭環境で人と密接にかかわるロボットには、人間の様式に基づいた典型的な感情表出
機能に加え、さりげない感情表出が必要になる。さりげない表出を実現するために人間
を模さないロボット特有の表出要素として共感アンテナ AHOGE（Antenna Hair-type
Object Generating Empathy）を提案する。 共感アンテナは触角型の表出要素で、動
物の尻尾、ディフォルメされたキャラクターの表現等を参考にし、姿勢情報を用いて感
情表出を行う。ロボットがさりげなく、かつ豊かな感情表出機能を持つことにより人と
親密な関係を構築し、円滑なサポートを実現でき、介護や案内で貢献できる。
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31 Automatic Discrimination System for Swine S neezing
豚のくしゃみ音自動識別システム

◦Natsuki Matsunashi (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 松梨 夏季 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:

Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

Counting sneezes is conventionally used to detect the disease. In this paper, we
discuss the automatic monitoring system of swine sneezing and cough using a micro-
phone. The noises cause discrimination errors in the proposed system because there
are many noises in pig house. A technique using a high-pass filter has been found
useful for discrimination on the sneeze because the sneeze included higher frequency
than the other noises. The proposed technique was evaluated in a simulation. As a
result, discrimination rate for sneezing and noise was 99.7 %.

Key Words:
swine
sneezing
monitoring
キーワード:
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32 A study on semiconductor optical amplifier using tunneling injection structure
トンネル注入構造を用いた半導体光増幅器の研究

◦Mikio Sorimachi (D1) Tokyo institute of technology Department of Electronics and Applied Physics
◦ 反町 幹夫 (D1) 東京工業大学 物理電子システム創造専攻
E-mail: sorimachi.m.aa@m.titech.ac.jp

Tomoyuki Miyamoto (Assoc. Prof.) Tokyo institute of technology Department of Electronics and Applied
Physics
宮本 智之 (准教授) 東京工業大学 物理電子システム創造専攻

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

Because of increase in communication traffic, high-speed optical device and new sys-
tem called all optical process is required. In this background, semiconductor optical
amplifiers (SOAs) can be key device. SOA can be used not only compensation for the
loss, but also optical functional device. However, the long-gain recovery time causes
limitation of the operation speed. In this study, we use tunnel injection structure
can control carrier relaxationand accumulation. In this poster, we show numerical
analysis results of gain characteristics of tunnel injection SOA and evaluation of the
device.

Key Words:
Semiconductor optical am-
plifier
Tunnel injection
High-speed operation
キーワード:
半導体光増幅器
トンネル注入構造
高速動作

近年情報量は増加の一途を辿っており光通信ではこれに対応する為に高速通信に対応可
能なデバイスや全光信号処理という新たなシステムが求められる．ここでキーデバイス
となるのが半導体光増幅器 (SOA)である．SOAは光の損失補償や全光信号処理に欠か
せない光機能デバイスへの応用が可能である．しかし SOAではキャリアの変動が次世
代通信で必要な高速信号に追随しない為，波形劣化が生じる．本研究ではキャリア蓄積
とキャリア緩和の制御をすることが可能なトンネル注入構造を用いることでキャリアダ
イナミクスの制御を行い，SOAの高速動作を目指す．ポスターでは解析による利得特性
の評価や製作したデバイスの評価について紹介する．
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33 Horn Loudspeaker for Horizontal Omnidirectional Characteristics
全周開口ホーンスピーカによる水平無指向性の実現

◦Akihiro Itagaki (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 板垣 彰宏 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: itagaki@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

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

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

Temperature distribution measurement is required for effective production of agri-
cultural crops in large-scale farm. Temperature distribution measurement using a
loudspeaker and a microphone has been studied. In this case, the loudspeaker is
desired to have horizontal omnidirectional characteristics and sharply directivity at
horizontal direction. Thus, horn loudspeaker with whole circumference aperture is
proposed to realize the characteristics. As the result of simulation and experiment,
it was confirmed the proposed loudspeaker could realize the characteristics.

Key Words:
Horn
Whole Circumference Aper-
ture
Horizontal Omnidirectional
Characteristics
キーワード:
ホーン
全周開口
水平無指向性

農場施設などの大規模空間において農作物の生産を効率的に行うには空間内の温度分布
を測定し，把握する必要がある．そこで，これまでにスピーカとマイクロフォンを用い
る空間温度分布計測が研究されてきた．これを大規模展開するには音源が水平無指向性
でありかつ水平方向の鋭い指向性を持つことが望ましい．よって本研究では，指向性が
鋭く音波が長距離まで伝搬するというホーンの特徴に着目し，ホーンの開口部を全周さ
せて水平無指向性を実現するとともに水平方向に鋭い指向性の実現を検討する．提案す
るスピーカの放射音場特性をシミュレーションと実験により評価した結果，水平無指向
性かつ水平方向の鋭い指向性を持つことが確認できた． 全周開口ホーンスピーカ
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34 The loop antenna proposed for the small terminal
小型端末用ループアンテナの提案と評価

◦Kohei Ogasawara (B4) Univ. of Takushoku Dept. of the Institute of Electronics
◦ 小笠原 恒平 (B4) 拓殖大学 電子システム工学科
E-mail:

Toshiyuki Maeyama (Assoc. Prof.) Univ. of Takushoku Dept. of the Institute of Electronics
前山 利幸 (准教授) 拓殖大学 電子システム工学科

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

The ground plane required for antenna radiation is limited by the recent downsizing
of the devices. Therefore, the small terminal will not take a good ground plane
for the wavelength, the monopole antenna and inverted F antenna are not obtained
the required antenna gain. On the other hand, whether loop antenna is possible to
obtain the required antenna gain, compare small terminal and devices with large
ground plane. Also, consider the difference in the 2GHz and 800MHz band antenna
gain and radiation pattern when mounted on small terminal with the inverted F
antenna and loop antenna.

Key Words:
small terminal
loop antenna
ground plane
キーワード:
小型端末
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グランド面

端末の小型化は，アンテナの放射に必要なグランドの大きさを限定してしまう．そのた
め，波長に対して十分なグランドがとれない小型端末では，モノポールアンテナや逆 F
アンテナは必要なアンテナ利得が得られない．そこで，グランド面を広くとる必要がな
い進行波型のアンテナとしてループアンテナの提案がある．ループアンテナを用いるこ
とで十分なアンテナ利得を得ることができるかを，十分なグランド面積がとれる端末と
小型端末で比較を行う．同様に，ループアンテナと逆 Fアンテナを小型端末に搭載した
時のアンテナ利得や放射パターンの違いを 800MHz帯と 2GHz帯で検討する．
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35 DOA estimation utilizing dominant frequency in noise analysis of heavy machine
重機騒音解析のための卓越周波数を利用した方向推定

◦Masanori Nagai (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 永井 将紀 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:

Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚人 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

The heavy machine noise is a problem in civil engineering and architecture fields.
In case of noise examination, background noise is also included in the measured
sound. This research is related with DOA estimation for evaluating influence of
heavy machine noise. There is strong power in a specific frequency because heavy
machine noise are mainly generated by rotation of an engine. DOA estimation
utilizing the feature of the heavy machine noise was proposed, and its effectiveness
was confirmed by simulation.

Key Words:
noise analysis
dominant frequency
DOA estimation
キーワード:
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卓越周波数
方向推定

土木・建築工事における問題の一つに重機騒音が挙げられる．重機騒音の調査は多くが
屋外で実施されるため，測定された騒音には重機騒音の他に環境雑音なども含まれてい
る．本研究は重機騒音以外の雑音を含む測定結果から重機騒音の影響を正しく評価する
ための音源方向推定技術に関する．重機騒音はエンジンの回転により発生する騒音を主
成分とするものが多いため，特定の周波数成分に強いパワーを有する（卓越周波数）．こ
の重機騒音の特徴を利用した方向推定手法を提案し，計算機実験によりその有効性を確
認した．
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36 Noise Suppression System for Audio Recording in Outdoor Environments
屋外音声収録時の雑音抑制システム

◦Kenta Higa (B4) Univ. of Tsukuba College of Engineering Systems
◦ 比嘉 健太 (B4) 筑波大学 工学システム学類
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Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

In broadcasting scene, shotgun microphone is widely used for recording in noisy
environment (e.g. outdoor), and it has high sensitivity to a specific angle.However,
when a noise is arriving from the direction of shotgun microphone, it is difficult to
suppress the effects of noise.We proposed the signal processing method which offers
two shotgun microphones to suppress the noise arriving from the same direction
with the target sound. The usability was evaluated by experiment with using two
of directional microphones.

Key Words:
audio recording
noise suppression
shotgun microphone
キーワード:
音声収録
雑音抑制
ガンマイク

屋外音声収録の現場では，主軸方向の音に対して強い感度を持つガンマイクと呼ばれる
超指向性マイクロフォンが用いられている。ガンマイクを用いることで周囲に存在する
雑音の影響を抑えて音声収録を行うことができるが，目的音源と同じ方向に雑音源が存
在する場合はクリアな音声収録が困難となる。そこで，目的音源方向から到来する雑音
に対し，指向性マイクロフォン 2本による収録と信号処理を用いて抑制する手法を提案
し，計算機実験によりその有効性を確認した。

Shotgun microphones
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37 Fast Responsive and Noncontact Hygrometer Using Acoustic Technique
音響的手法で計測する即応答・非接触湿度計

◦Takahiro Motegi (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 茂木 貴弘 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: motegi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

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

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

In this paper, sensor technology for humidity measurement using acoustic technique
is described. The acoustic hygrometer applies relationship between sound attenu-
ation and humidity. The spatial average humidity is measurable to noncontact by
the hygrometer. Moreover, the hygrometer can achieve fast response compared with
conventional sensors. As a practical examination of this technique, attenuation co-
efficients in thermostat and humidistat chamber are measured, and compared with
theoretical values. According to results, the possibility of humidity measurement by
the technique is suggested.

Key Words:
acoustic sensor
attenuation coefficient
humidity measurement
キーワード:
音響センサ
減衰係数
湿度計測

本研究は，音響的手法により湿度を計測するセンサ技術に関する．音響湿度計は音の強
度減衰と湿度との関係を応用し，その減衰係数を計測することで音の伝搬する空間の平
均的な湿度を非接触計測できる．また乾湿計や露点計などの従来湿度センサは計測のた
めのリフレッシュ期間を要するのに対し，音響湿度計は即応答的計測が可能である．本
稿では音響湿度計測の基礎的な検討として，恒温恒湿槽で音の強度減衰を実測し，提案
系による湿度計測を行った．その結果，本手法による音響湿度計測の可能性が示唆され
た．このように空間平均的な環境計測を可能とするセンサ技術は，空調技術と併用する
ことで室内環境制御に貢献できる． 0 20 40 60 80 100
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38 Giant Wavelength-temperature Dependence and Electro-thermal Tuning of MEMS VCSEL
MEMS技術を用いた面発光レーザの波長温度計数の増大と波長可変動作

◦Masanori Nakahama (M1) Tokyo Tech P&I Lab.
◦ 中濱 正統 (M1) 東京工業大学 精密工学研究所
E-mail: masanori.nakahama@ms.pi.titech.ac.jp

Fumio Koyama (Prof.) Tokyo Tech P&I Lab.
小山 二三夫 (教授) 東京工業大学 精密工学研究所

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

We present the giant wavelength-temperature dependence and the electro-thermal
tuning of a MEMS VCSEL with a thermally actuated SiO2/semiconductor can-
tilever. A tuning range of 4.7 nm is obtained with heating power of 29 mW.

Key Words:
VCSEL
MEMS
tunable laser
キーワード:
面発光レーザ
マイクロマシン
波長可変レーザ

面発光レーザに，SiO2/半導体からなる熱応力駆動マイクロマシン反射鏡を集積し，波
長可変レーザを実現した．反射鏡に電気的な加熱機構を集積し局所的に加熱することで，
29mWの消費電力で 4.7nmの波長掃引幅を得た．

100 mm 
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39 Measurement of Acoustic Cavitation Bubbles Using Diffraction of Laser Light
レーザ光の回折を用いる音響キャビテーション計測

◦Takanobu Kuroyama (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 黒山 喬允 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: kuroyama@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

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

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

The acoustic cavitation bubbles, that are produced by high-intensity ultrasound,
are attracting attentions and studied actively for its unique features. In the study
of the acoustic cavitation, the diameter distribution of the bubbles is an important
parameter. However, it is not easy to measure that because the small bubbles change
those sizes in short period. To measure the diameter distribution, we have proposed
a measurement method using diffraction of laser light. In this report, measurement
principle is described. Experimental results are shown and discussed.

Key Words:
acoustic cavitation
particle size distribution
laser light diffraction
キーワード:
音響キャビテーション
粒度分布
レーザ回折

強力な超音波によって発生される音響キャビテーション気泡は，その特徴的な性質のた
めに注目を集めており研究が行われている．音響キャビテーション気泡の気泡径分布は
最も基本的なパラメータであり，その計測が重要とされている．しかしながら，微細な
気泡が短い周期で振動するために気泡径分布の計測は容易ではない．これまでに我々は，
音響キャビテーションの気泡径分布計測法としてレーザ光の回折を用いる手法を提案し
てきた．本報告では，提案手法の計測原理について述べる．また，提案手法による計測
結果を示し考察する．

40 A study on a method to separate dying cells from living cells by magnetic force
磁力を利用して生死細胞を分離する方法の検討

◦Yumiko Kinoshita (B4) Tokyo Institute of Technology Dept. of Biotechnology
◦ 木下 裕美子 (B4) 東京工業大学 生命工学科
E-mail: kinoshita.y.ae@m.titech.ac.jp

Yasuko Yanagida (Assoc. Prof.) Tokyo Institute of Technology Dept. of Mechano-Micro Engineering
柳田 保子 (准教授) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻

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

Improvement of cell culture methods are needed to develop promising tissue engi-
neering. Especially dying cells in culture fluid should be removed speedily because
intracellular substances leaking from dying cells have serious influence on the activ-
ity of neighbor cells or cell-based analysis. In this study, we aim to remove only
dying cells by magnetic force and we fabricated a micro device. First we prepared
the antibodies that attach to the lipid molecule appearing only on the surface of
dying cells. Then we coupled it onto the micro magnetic beads and added them into
the culture fluid.

Key Words:
micro device
cell culture
magnetic beads
キーワード:
マイクロデバイス
細胞培養
磁気粒子

再生医療への期待が高まるにつれて、細胞培養法の向上は確実に必要となっている。培
養液中で死を迎えた細胞が漏出させる細胞内物質によって、周囲の細胞の活動そのもの
や細胞分析に深刻な影響が及んでしまうため、死細胞はできる限り速やかに除去される
べきである。本研究は、培養液中の死細胞のみを磁力によって除去することを目的とし、
マイクロデバイスの作製と評価を行った。前処理として、死細胞表面にのみ露出する脂
質を特異的に認識するタンパク質（抗体）と微小磁気粒子の複合体の形成を行い、次に
その複合体を培養液に添加、反応させておくことで、死細胞だけがデバイス内の磁石に
よってトラップされるようにした。
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41 A micro flow channel device to separate two different sizes of polystyrene beads
2種類のポリスチレンビーズを分離する構造を有するマイクロ流路デバイス

◦Seiya Tsukahara (M1) Tokyo Institute of Technology Dept. of Mechano-Micro Engineering
◦ 塚原 誠也 (M1) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻
E-mail:

Yasuko Yanagida (Assoc. Prof.) Tokyo Institute of Technology Dept. of Mechano-Micro Engineering
柳田 保子 (准教授) 東京工業大学 メカノマイクロ工学専攻

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

Blood analysis is an important assay for diagnosis, andμ-TAS is an effective method
for analysis or extraction. In this study, we present a micro flow channel device
utilizing the structure to separate two different sizes of polystyrene beads, and we
evaluate the usability observing the polystyrene beads from outlet. We fabricate
two structures. They passes only the small polystyrene beads by lowering the height
of the micro flow channel in the latter half of it and by gathering large polystyrene
beads in the trapping area.

Key Words:
Micro flow channel device
blood cell
polystyrene beads
キーワード:
マイクロ流路デバイス
血球
ポリスチレンビーズ

血液分析は人体における生体情報を得る上で重要な分析であり、μ-TASを用いた血球
分離・分析に関する研究が広く行われている。血球分離においてはポリスチレンビーズ
が血球のモデルとして広く利用されており、本研究では直径の異なる 2種類のポリスチ
レンビーズを流路内構造によって分離させるデバイスを提案する。デバイス内の流路の
高さに段差を設けることで、小ポリスチレンビーズのみが入口から出口まで流れる構造
を設ける。また詰まり防止のための大ポリスチレンビーズ用部分的蓄積形状を流路内段
差部に設ける。流路内の流体の流量を変化させ、出口から捕獲されたポリスチレンビー
ズの個数を数えることでデバイスの有用性を評価する。

Inlet(small and large polystyrene beads) 

Outlet(only small polystyrene beads) 

42 Movie of Surface Plasmon
表面プラズモンとその動画像化

◦Tatsumi Hattori (M2) Univ. of Tsukuba Graduate School of Pure and Aplied Sciences
◦ 服部 竜己 (M2) 筑波大学 数理物質科学研究科
E-mail: s1020268@u.tsukuba.ac.jp

Atsushi Kubo (Assist. Prof.) Univ. of Tsukuba Graduate School of Pure and Aplied Sciences
久保 敦 (助教授) 筑波大学 数理物質科学研究科

Field: Physics
分野: 理工系　物理学

Today, utilization of optical technology is indispensable. Surface Plasmons (SPs)
are one of the optical response at metal surfaces, which can be regarded as a special
kind of light propagating along the metal surfaces. Using features of SPs such as
electric field enhancements and high-speed signal propagations, now, developments
of effective photovoltaic generations and integrated optical devices are extensively
investigated. My subject is to image the propagating SP. It clarifies dynamical
property of SPs, and contributes developments of plasmonic technologies.

Key Words:
Surface Plasmon
laser
imaging
キーワード:
表面プラズモン
レーザー
イメージング

現代社会において光技術の積極的な利用は必須の課題である。金属の光応答の一つに表
面プラズモンと呼ばれる、金属表面を這って進む特殊な光がある。これは金属に光を当
てた時、金属表面の自由電子が光電場によって揺さぶられ、集団的に縦波振動を形成す
ることに起因する。表面プラズモンの特徴として、電場の増強作用や、光速の 90％以上
に及ぶ速い伝搬速度などがあり、太陽光発電の高効率化や次世代の光素子開発へ向けた
研究がなされている。私の研究は表面プラズモンの伝搬の様子を動画化しそのダイナミ
クスを解明することであり、この成果は光学回路における信号伝搬の可視化や解析法な
ど、新規技術の展開に大きく寄与するものと期待される。

パルスレーザー

銀

顕微鏡

表面プラズモン
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43 Measurement of ocean parameters at Hashirimizu port
走水港における海洋パラメータ計測

◦Seiji Kamimura (M2) N.D.A. Dept. of Earth and Ocean Sciences
◦ 上村 清二 (M2) 防衛大学校 地球海洋学科
E-mail: em49047@nda.ac.jp

Toshiaki Nakamura (Prof.) N.D.A. Dept. of Earth and Ocean Sciences
中村 敏明 (教授) 防衛大学校 地球海洋学科

Field: Earth planetary science
分野: 理工系　地球惑星科学

We obtained the ocean parameters using by measurement devices at Hashirimizu
port. The ocean parameters in this study mean water temperature, salinity, water
level, water pressure. Including these data, the GPS and sounding data was also
measured. The measurement device is commercially available remote-control boat
with sounding mounted on 　 thermocouple, and CTD which can measure water
temperature, salinity, and water level, water pressure. In this study, we discuss the
effect of the ocean parameters for sound propagation.

Key Words:
Sounding
GPS
Water temperature mea-
surement
キーワード:
測深
GPS
水温計測

走水港において各種計測器を用いて海洋パラメータデータを取得した。本研究における
海洋パラメータとは、水温、塩分、水位（水圧）データのことである。今回、これらの
データの他、GPS、測深データについても計測を行った。計測に用いた測器は、市販の
リモコンボートに熱電対を搭載して GPS、測深、水温プロファイル計測機能を持たせた
ボート及び水温、塩分、水位を測ることができる CTDという測器である。我々はこれ
らの観測したデータを利用して音波伝搬に及ぼす影響について考察を行った。

Fig. (a) Schematic depiction of the remote-control boat equipped with

a thermocouple. (b) Beam pattern of the transducer mounted on the
remote-control boat.

(a)

(b)

44 Dependence of visible light absorption of TiO2 processed with H2-plasma on power
水素プラズマ処理をしたメッシュ型 TiO2の可視光吸収のマイクロ波パワー依存性

◦Shouta Araki (B4) Tokyo University of Science Electrical Engineering Kogoshilab
◦ 荒木 翔太 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科 小越研究室
E-mail: j7308010@ed.tus.ac.jp

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

Field: Environmental studies
分野: 理工系　環境学

TiO2 is paid attention because it can improve in the environmental pollution. For
example, TiO2 can remove harmful HCHO by oxidizing it. However, it can be
activated only by UV light (¡380nm). If TiO2 can be activated by visible light as
well as UV light, the indoor use under the fluorescent lamp becomes possible, and
the more extensive applications would be expected. The aim of this study is to
examine the dependence of reduced TiO2 performance on microwave input power.
The results suggest that the maximum absorption of visible light would be obtained
at more than 400 W.

Key Words:
photocatalyst
visible light responsive
oxygen deficiencies
キーワード:
光触媒
可視光応答
酸素欠損

近年の環境汚染に対し注目されている技術の一つに光触媒がある。光触媒は光の力によ
り他の物質の化学反応を促進させる技術であり、空気清浄機などに組み込まれ製品化さ
れているが、光触媒は紫外光にしか反応を示さず、可視光活性化した場合の性能の向上
が問題となっている。本研究では共振器付マイクロ波プラズマ源を用いて可視光応答化
処理した酸素欠損型光触媒の各種吸光性能のマイクロ波入力パワー依存性について調査
を行った。 その結果、入力電力以外の処理条件を一定として TiO2光触媒の水素プラズ
マ処理をした場合、可視光吸収量が最大となる入力電力は 400W以上であることを示し
た。
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45 Minimization of Dominant Mode Excited Air MSA by a Shorted Plate Width Control
基本モード励振 Air MSAの短絡面幅制御による小型化

◦Toshiya Hayami (Tech-Coll 5) Nagaoka National College of Technology Electrical and Electronic Syst. Eng.
◦ 速水 俊弥 (高専 5) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科
E-mail: ee19071y@st.nagaoka-ct.ac.jp

Yujiro Taguchi (Prof.) Nagaoka National College of Technology Electrical and Electronic Syst. Eng.
田口 裕二朗 (教授) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科

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

Reduction of an air microstrip antenna (Air MSA) using an air layer as a dielectric
substrate is considered.In addition to 50% reduction by electric field zero point short-
circuit method, further reduction by a shorted plate width control is considered.An
effect of the variation of a shorted plate width is analyzed by FDTD method, a
protocol antenna is evaluated experimentally. As a result, when the shorted plate
width is set to 50% relative to a patch diameter at wireless LAN frequency band
from 2.4 to 2.5GHz, not only are good characteristics of -18dB or less realized, but
also the patch area is reduced to about 28% relative to normal size.

Key Words:
MSA
Air Layer
shorted plate
キーワード:
マイクロストリップアンテナ
空気層
短絡面

誘電体に空気層を用いるマイクロストリップアンテナ (以下、Air MSAと記す)の小型
化について検討している。具体的には、パッチ上の電界零点短絡法を用いた 50%の小型
化に加えて、短絡面幅制御を用いた更なる小型化について、検討している。短絡面幅の
変化に対する FDTD法を用いた解析を行い、それに基づき試作アンテナによる実験的
な評価をしている。 その結果、パッチ直径に対して短絡面幅を 50 ％に設定したとき、
無線 LAN帯域 (2.4 2.5GHz)において、-18dB程度以下の良好な特性が実現でき、パッ
チ面積も通常の約 28％に小型化できることを示している。

46 A Microstrip Antenna with Monolithic Offset Feed to Minimize its Size by 1.6% as Design
Target
1/64小型化を設計目標とする同一面オフセット給電マイクロストリップアンテナ

◦Takahiro Shinada (Tech-Coll 5) Nagaoka National College of Technology Electrical and Electronic Syst. Eng.
◦ 品田 貴裕 (高専 5) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科
E-mail: ee19058b@st.nagaoka-ct.ac.jp

Yujiro Taguchi (Prof.) Nagaoka National College of Technology Electrical and Electronic Syst. Eng.
田口 裕二朗 (教授) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科

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

A size reduction rate of 1/64 (1.6%) for microstrip antennas with a monolithic offset
feed (MSA) is considered. The MSA can be fed directly from a patch edge by
matching 50 Ω. To reduce, the λ/4 shorted method and the controlled electric field
by shorted pin (CES) method are used. The CES method creates a feed point for 50
Ω matching away from a shorted plane by placing a shorted pin at a suitable point
on the patch edge to feed and by controlling excitation electric field distribution.
Analysis of the FDTD method and evaluation of a prototype antenna show that an
MSA with a reduction rate of 2.3% is possible.

Key Words:
MSA
Downsizing
Shorted plane
キーワード:
マイクロストリップアンテナ
小型化
短絡面

同一面オフセット給電マイクロストリップアンテナ (以下、MSAと記す)の 1/64小型
化 (小型化率 1.6[%])について検討を行っている。この 1/64MSAは、パッチエッヂから
直接 50[Ω]整合させて給電することができる。小型化には、λ/4短絡法と、短絡ピン電
界分布制御 (以下、CESと記す)法を用いている。CES法とは、給電を行うパッチエッ
ヂの適切な位置に短絡ピンを設け、励振電界分布を制御することで、短絡面より離れた
位置に 50[Ω]整合できる給電点を作り出すものである。評価の結果、小型化率 2.3[%]の
MSAが実現できることを示している。
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47 2011 IEEE Wireless Interim Meeting and Research of Wireless communications

◦Akira Nakamura (D1) Tokyo Univ. of Science Dept. of Applied Electronics
◦

E-mail:

Makoto Itami (Prof.) Tokyo Univ. of Science Dept. of Applied Electronics

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

We attended at 2011 IEEE Wireless Interim Meeting that was held in Okinawa
convention center, Japan. Aim of this meeting is discussion and proposition of
IEEE standers.IEEE standards are created to pass several steps and discussed about
2 years.The technical presentation is mainly performed in early phase.Students and
corporation researchers can be made a presentation in IEEE wireless meeting.Our
research has possibilities to get certified a part of standers.

Key Words:
IEEE802 Standards
IEEE Wireless Interim
Meeting
Wireless Communications
キーワード:

48 Broadband Printed Yagi-Uda Antennas with Untie-degeneration Elements
プリント八木・宇田アンテナの縮退素子付加による広帯域化

◦Kenta Kojima (Tech-Coll 5) Nagaoka National College of Technology Electrical and electronic Sys. Eng.
◦ 小島 健太 (高専 5) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科
E-mail: ee19052z@st.nagaoka-ct.ac.jp

Yujiro Taguchi (Prof.) Nagaoka National College of Technology Electrical and electronic Sys. Eng.
田口 裕二朗 (教授) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科

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

To widen the bandwidth of four-element printed Yagi-Uda antennas in MSAT sys-
tems is considered. Untie-degeneration elements added to feeding elements are
adopted. Two resonance characteristics are realized by the elements at the central
frequency of 1.552 GHz and 1.654 GHz in the Rx and Tx frequency bands respec-
tively when a designed frequency of 1.603GHz is set as central frequency of MSAT
systems. Analysis by the FDTD method and evaluation of a prototype antenna
show that when the element width is s≒ 15mm, the antenna has two resonances in
a desired bandwidth and the return loss about -8dB.

Key Words:
Printed Yagi-Uda antennas
Untie-degeneration elements
MSAT systems
キーワード:
プリント八木宇田アンテナ
縮退素子
MSAT システム

MSATシステムで使用する 4素子プリント八木・宇田アンテナの広帯域化について、検
討している。広帯域化のために、給電素子に縮退素子を付加する構造を採用している。
設計周波数をMSATシステムの中心周波数である 1.603GHzとし、受信周波数帯と送
信周波数帯のそれぞれの中心周波数である 1.552[GHz]、1.654 [GHz]での 2共振特性を
縮退素子により実現する。 FDTD法による解析と試作アンテナによる評価の結果、こ
のアンテナは、縮退素子幅ｓ＝ 15mm 程度のとき、希望周波数帯にて 2 共振特性を呈
し、リターンロス特性が－ 8dB程度の性能を有することを示している。
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49 A Report on IEEE 802 LAN/MAN Standardization Committee Interim Meeting
IEEE 802 Wireless Interim Meeting参加報告

◦Yuki Koike (M2) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
◦ 小池 祐樹 (M2) 明治大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻
E-mail: ce01035@meiji.ac.jp

Tetsushi Ikegami (Prof.) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
井家上 哲史 (教授) 明治大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻

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

We report on IEEE 802 LMSC Interim Meeting. The followings are procedure of the
meeting. 1) The procedure is based on Robert ’s Rules. 2) Agenda is determined
first. 3) To make a decision, it is required someone move a motion and the other
one second it. Then voting is conducted. 4) Technical Vote needs more than 75%
approval of attending voters. 5) To qualify for voting, it is required more than 75%
attendance at each WG ’s session and at least three attendances in six bimonthly
meeting. In this report, we suggest how to get used to these peculiar customs.

Key Words:
IEEE 802
Standardization
Interim Meeting
キーワード:
IEEE 802
標準化
中間会議

IEEE 802 Wireless Interim Meetingへの参加について報告する。以下は会議の手順で
ある。1) ロバート・ルールに従って進行。2) Agendaを先に決め、動議を出し、他の誰か
が支持しないと追加の議題は議論しない。3) 議決を取る時は、誰かが議決の動議を出し、
他の誰かが支持した場合投票となる。4) Technical Voteは議場にいる有権者の 75%以
上の賛成で可決。それ以外の投票は 50%以上で可決。5) 各会期のWGの各 Session に
75%以上出席を 3会期繰り返すと投票権が得られる。本報告では、独特の慣習を持つこ
の会議に対してどのようにして慣れるかを提案する。

50 ITS by using wireless communication

◦Sho Sakakibara (B4) Tokyo University of Science Faculty of Industrial Science and Technology, Department
of Applied Electronics Itami Laboratory
◦ 榊原 翔 (B4) 東京理科大学 基礎工学部　電子応用工学科　伊丹研究室
E-mail: sho@itamilab.te.noda.tus.ac.jp

Makoto Itami (Prof.) Tokyo University of Science Faculty of Industrial Science and Technology, Department
of Applied Electronics
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 基礎工学部　電子応用工学科

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

In these days, the number of traffic accidents and injuries caused of accidents are
still lots. It is important to mitigate traffic jams and reduce traffic accidents. ITS is
one of the strong candidates to solve them by using communication technologies to
exchange the information of“ people”,“ roads”and“ vehicles”. It is possible to
improve safety and convenience on the traffic environments. We expect that IVC and
RVC improve traffic jams and reduce traffic accidents. In this poster presentation,
we will present research on ITS by using wireless communications.

Key Words:
ITS(Intelligent Transport
Systems)
wireless communication
IVC(Inter-Vehicle Commu-
nication)
キーワード:
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51 Development of a midget radio altimeter for an airplane flying on Mars
火星飛行機搭載用超小型電波高度計の開発

◦Syo Yonemura (B4) TDU Dept. of Information & Communication Engineering, School of Engineering
◦ 米村 翔 (B4) 東京電機大学 工学部 情報通信工学科
E-mail:

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

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

The Japan Aerospace Exploration Agency has planned a Mars exploration using a
light airplane ejected from a mother satellite. The airplane will be capable of accu-
rate and extensive observation of radiation and Mars’ magnetic field. It will also be
able to make photographic observations of Mars’ strata, which cannot be done by a
rover or a remote sensor. To realize this observation mission, a radio altimeter is in-
dispensable, because a laser altimeter is unsuitable in the dusty atmosphere of Mars.
This study demonstrates the feasibility of a light-weight, low-power-consumption ra-
dio altimeter.

Key Words:
altimeter
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キーワード:
高度計
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火星探査

JAXAでは測定器を搭載した小型飛行機により火星上空から科学観測を行うミッション
を計画している．飛行機型の火星探査機により，高精度かつ広範囲な磁場や放射線の観
測，リモートセンシングや着陸探査では不可能な切り立った崖の地層観測が可能となる．
火星飛行機実現に向けた課題のなかで，小型軽量かつ低消費電力な自律航法システムの
開発は重要な位置を占める．自律航法システムに使用する高度計にはレーザ方式や電波
方式があるが，多くの塵が舞っている火星大気中では，レーザ方式よりも電波方式が適
していると考えられる．本発表では，火星飛行機に適用可能な FM-CW方式電波高度計
の実現性を検討した結果を報告する．

52 A non-invasive method for detecting respiratory by using Ultra-Wideband Signal
超広帯域信号による非侵襲呼吸検出手法の研究

◦Tomoya Akiyama (M1) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
◦ 秋山 智哉 (M1) 明治大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻
E-mail: ce11002@meiji.ac.jp

Tetsushi Ikegami (Prof.) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
井家上 哲史 (教授) 明治大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻

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

Recently, research on extracting biological information by using radio wave has at-
tracted much attention at disaster area or medical scene. This technology enables
us to collect biological information even for the people who do not hold any sensors
such as RFID tags. The purpose of this research is to detect the breathing of human
by using Ultra Wideband signal which is less harmful for human body or medical
equipment. To detect the breathing of human, we measured the periodicity of delay
profile extracted from received power.

Key Words:
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現在，災害・医療現場等において電波による生体情報 (主に呼吸や心拍)を抽出する研究
が注目されている．それによって電子タグ (RFID)等のセンサを保持していない人に対
しても生体情報の取得が可能である．本研究では，人体や既存機器への影響が少ない超
広帯域信号 (UWB) を用い，非侵襲な呼吸検知することを目的としている．本測定は，
ダブルリッジドガイドホーンアンテナを 2つ用い，TOA(Time of Arrival)方式で測定
を行った．アンテナから射出した信号が人体に衝突し，反射した信号の受信電力を抽出
データとした．抽出した受信電力は時間的に変化し，その周期性を観測することで呼吸
の検知を行った．
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53 One consideration about the society using Body Area Networks
ボディエリアネットワークが利用される社会に関する一考察

◦Katsuta Hiroki (M1) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
◦ 勝田 広樹 (M1) 明治大学 大学院 理工学研究科 電気工学専攻
E-mail: ce11022@meiji.ac.jp

Ikegami Tetsushi (Prof.) Meiji Univ. Graduate School of Science and Technology
井家上 哲史 (教授) 明治大学 大学院 理工学研究科 電気工学専攻

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

Body Area Network (BAN) is a communication network between inside body, out-
side body and surrounding body. BAN is about to be formulated IEEE802.15.6
standards such as the purposes of medical and entertainment. A research has been
done to evaluate the Ultra Wideband based Wireless BAN on the draft standard in
IEEE802.15.6 and to optimize MAC parameters. BAN is considered to enable Au-
tomated Healthcare, Virtual game, prevention of lost item, etc. In this presentation,
it is discussed the research, the problem of practical BAN and the communication
social realized by practical BAN.

Key Words:
Body Area Network
IEEE802.15.6
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キーワード:
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超広帯域無線

Body Area Network (BAN)とは人体の内外、および人体周辺との通信ネットワークで
ある。BANは現在、医療分野やエンターテインメントなどへの利用を目的として標準
規格 IEEE802.15.6が策定されようとしている。本研究では IEEE802.15.6標準案準拠
の超広帯域無線を用いた BANの無線通信評価およびMACパラメータの最適化検討を
行っている。BANにより自動的な健康管理、体感型ゲーム、忘れ物の防止、といったこ
とが可能になると考えられる。発表では行っている研究内容についての他、BANの実
用化への課題および実用化により実現する通信社会についての考察を行う。

54 ISDB-T and OFDM
地上波デジタル放送と OFDM

◦Mizuki Funakoshi (B4) Tokyo University of Science , TUS Dept. of Applied Electronics Itami Lab.
◦ 船越 水祥 (B4) 東京理科大学 電子応用工学専攻伊丹研究室
E-mail: mizuki@itamilab.te.noda.tus.ac.jp

Makoto Itami (Prof.) Tokyo University of Science , TUS Dept. of Applied Electronics Itami Lab.
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 電子応用工学専攻伊丹研究室

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

Terrestrial digital broadcasting is being done based on ISDB-T in Japan.
OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) has been adopted for the mod-
ulation scheme of ISDB-T. It is one of the multicarrier modulation schemes that
modulates a lot of orthogonal subcarriers digitally and multiplexes. It has the ad-
vantage with a high frequency utilization efficiency, execels in the anti-fading, and
the high speed correspondence.Therefore, it has been used in many situations.In
this presentation, we introduce the research on the ploblems faced by the current
terrestrial digital broadcasting system.

Key Words:
OFDM
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日本では ISDB-T と呼ばれる規格に準拠して、地上波デジタル放送が行われている。
ISDB-Tの変調方式として OFDM(直交周波数分割多重)が採用されている。OFDMは
直交する多数のサブキャリアを多重化するマルチキャリア変調方式であり、周波数利用
効率が高く、耐フェージング性に優れ、高速通信が可能であることから、地上波デジタ
ル放送を含め現在多くの分野で用いられている。本プレゼンテーションでは、現行の地
上波デジタル放送が抱える問題点についての研究紹介を行う。
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55 UWB Radar for Automobile

◦Hiroki Takahara (B4) Tokyo University of Science Faculty of Industrial Science and Technology, Applied
Electronics
◦ 高原 弘樹 (B4) 東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科
E-mail: takahara@itamilab.te.noda.tus.ac.jp

Makoto Itami (Prof.) Tokyo University of Science Faculty of Industrial Science and Technology, Applied
Electronics
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科

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

Ultra Wide-Band (UWB) system uses extremely wider band than ordinary radio sys-
tems.The Ultra Wide-Band Impulse Radio (UWB-IR) is one of the UWB systems
by using very short pulse in nano-second order.UWB-IR has high path resolution
capability, and it is possible to measure the distance precisely. Recently, high pre-
cision ranging capability of UWB system is paid attention to use radar system for
the automobile. Therefore, it is expected that the UWB system is used for the ITS
field. In this presentation, UWB Radar for Automobile is shown.

Key Words:
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キーワード:

56 Study of signal detection method using coordinate phase vector composition
同位相ベクトル合成を用いた信号検出法の検討

◦Toshihiro Yoshitake (B4) Tokyo Univ. of Science Electrical Engineering Umedalab
◦ 吉武 利紘 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科楳田研究室
E-mail: j7308185@ed.tus.ac.jp

Yohtaro Umeda (Prof.) Tokyo Univ. of Science Electrical Engineering
楳田 洋太郎 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科

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

In the field of dynamic spectrum access in cognitive radio, energy detection methods
are widely studied. However, the detection is difficult when SNR is low in this
method. This study proposes the signal detecting method which total vectors by
coordinating phases. With no signal, total noise amplitude becomes comparatively
small. As a result very sensitive signal detection is attained when SNR is low. The
effectiveness of proposal method is to be shown by simulating false alarm rate and
miss direction rate of conventional method and proposed method.
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近年電波資源の枯渇問題への対策としてコグニティブ無線が注目されている。その中で
本研究は信号を高感度に検出することを目的としている。コグニティブ無線のダイナミッ
クスペクトルアクセス方式ではエネルギー検出法が広く研究されている。しかし、この
方式では SNRが低い場合検出が困難となる。本研究は受信シンボルを位相回転し同位
相にしてベクトル合成を行う信号検出法を提案する。この方法は信号がない場合、雑音
の振幅総和が比較的小さくなり SNRが低い時に高感度な信号検出が可能となる。本報
告では従来法と提案法の誤警報、検出見逃し率をシミュレーションより比較し、提案法
の有効性を示す。
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57 Techniques for avoidance of standing wave problem in wireless power transmission
950MHz 帯無線電力伝送における定在波問題対策技術

◦Daiki Maehara (M1) Tokyo Institute of Technology Dept. of Electrical and Electronic Engineering
◦ 前原 大樹 (M1) 東京工業大学 電気電子工学専攻
E-mail: maehara@mobile.ee.titech.ac.jp

Kei Sakaguchi (Assoc. Prof.) Tokyo Institute of Technology Dept. of Electrical and Electronic Engineering
阪口 啓 (准教授) 東京工業大学 電気電子工学専攻

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

Wireless grid system for battery-less sensor networks is widely expected. In this
system, grid nodes simultaneously transmit data and wirelessly provide power for
battery-less sensors. We show the long-term signal power degradation due to stand-
ing wave problem and the corresponding low power coverage. We assume the min-
imum power for driving sensors is 100 μW and the coverage is the percentage of
locations where the average received power exceed the threshold. By comparing with
conventional RFID systems, we show the benefits of the proposed system in terms
of the coverage.

Key Words:
Wireless power transmission
Wireless sensor networks
RFID
キーワード:
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現在，バッテリレスセンサのために無線電力伝送を用いた無線センサネットワークであ
るワイヤレスグリッドが期待されている．ワイヤレスグリッドでは，無線データ伝送と
同時に，電力も無線で供給されることが想定されている．本研究では，屋内環境下にお
けるマルチポイント型無線電力伝送でのカバレッジと定在波問題を示すとともに，搬送
波シフトダイバーシチによってこの問題を解決する．カバレッジは ICの駆動電力を 100
μW と仮定しそれを上回る場所の割合を示す．また，本研究では無線電力伝送技術が
用いられている RFIDシステムを想定し，従来型伝送技術と提案型伝送技術を比較しカ
バレッジで評価する．
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58 Design of Pico Cell Parameters in Heterogeneous Network
ヘテロジニアスネットワークにおけるピコセルパラメタ設計

◦Hidekazu Shimodaira (B4) Tokyo Tech Dept. Electrical & Electronic Engineering
◦ 下平 英和 (B4) 東京工業大学 電気電子工学科
E-mail: shimodaira@mobile.ee.titech.ac.jp

Kei Sakaguchi (Assoc. Prof.) Tokyo Tech Dept. Electrical & Electronic Engineering
阪口 啓 (准教授) 東京工業大学 電気電子工学専攻

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

In recent years, cellular network traffic is rapidly increasing because of an explosive
growth of smartphone and PC tablets. Heterogeneous network (HetNet), which is
a network with low power base stations (such as pico cells) installed inside the cell
range of conventional macro cells, is one of the solutions to offload the macro cell
traffic and improve user throughput. In this paper, we optimize pico cell parameters
to efficiently improve throughput of all users and compare the optimized result with
respect to the existing network in terms of user throughput achievable.

Key Words:
Heterogeneous network
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近年，スマートフォンやタブレットが爆発的に普及しており，それに伴いセルラネット
ワークのトラヒックが急増している．この軽減策の一つとして，既存のセルラネットワー
ク内に低電力で小規模な基地局（ピコセル，フェムトセル）を配置することで，負荷分
散や通信速度の向上が見込めるヘテロジニアスネットワーク（HetNet）が注目されてい
る．本稿では，このHetNetを運用するにあたり，通信速度を効率的に向上出来るように
設置位置やカバレッジなどのパラメタの設計を検討し，最適な設計の場合に既存のネッ
トワークと比べてどれぐらい通信速度の向上効果が得られるかの検証を行う．

Macro Pico
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59 Study of polarization antennas for MIMO
偏波MIMO用アンテナの検討

◦Yusuke Okoshi (M1) Takushoku University Electronic information engineering Maeyama Lab
◦ 大越 祐輔 (M1) 拓殖大学 電子情報工学専攻　前山研究室
E-mail: y1m301@st.takushoku-u.ac.jp

Toshiyuki Maeyama (Assoc. Prof.) Takushoku University Electronic information engineering Maeyama Lab
前山 利幸 (准教授) 拓殖大学 電子情報工学専攻　前山研究室

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

LTE, the next generation of mobile communication technology is required to de-
livering a high isolation between antenna to install MIMO for mobile terminal. In
this paper, the MIMO antenna using polarization for mobile terminal were analyzed
to investigate antenna characteristics. The MIMO antenna is a square microstrip
antenna on one side of 51mm to the center of the board of 200mm × 200mm. It is
feeding power from two orthogonal positions by the microstrip line. Moreover, the
size of the board reduced to be implemented in mobile devices. We evaluated the
performance of the MIMO antenna.
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LTEなどの次世代通信方式では，小型筐体にMIMOを実現するため，低相関，高アイ
ソレーションなアンテナが必要である． 本研究では，小型筐体用偏波共用MIMOアン
テナを提案する． アンテナ特性を評価するため，200mm× 200mmの基板中央に 1辺
51mmの方形マイクロストリップアンテナを設置した．マイクロストリップラインを用
いて，2つの直交する位置関係から給電を行なう． さらに，小型筐体に実装できるよう
に基板サイズを縮小し，評価を行なった．

60 Study on Human Body Communication
人体通信の研究

◦Takehiro Sugo (D4) Univ. of Takushoku Dept. of electronics and computer systems
◦ 須郷 剛裕 (D4) 拓殖大学 電子システム工学科
E-mail: takehiro.sugo@gmail.com

Toshiyuki Maeyama (Assoc. Prof.) Univ. of Takushoku Dept. of electronics and computer systems
前山 利幸 (准教授) 拓殖大学 電子システム工学科

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

Recently, the development of communication system which useing human body have
been studies. This system is called‘ Human Body Communication System ’. For
example, Business cards can be exchanged by shaking hands and an open lock of the
door can be done by the automatic operation, these applications were development.
Thus, the human body communication is a telecommunication system necessary for
the development of the ubiquitous network. In this paper, development of demon-
strator device and experimental were explained. Addition, a analysis by simulation
was explained.

Key Words:
HBC
propagation
communication systems
キーワード:
人体通信
伝搬
通信方式

近年，人体を伝送路として利用する通信システム（HBC, Human Body Communication
System）の開発が盛んに行われている．例えば，握手をすることで名刺交換する，ドア
ノブを握ると自動開錠ができる，などのアプリケーションが提案されている．このよう
に，人体通信はユビキタスネットワークの発展にかかせない通信システムと考えている．
本研究では，HBC のデモ装置を試作し実験を行ない，シミュレーションによる解析を
行なった．
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61 A Real-Time Assist System to Achieve an Objective of Exercise Schedule
運動プランの目標を達成するためのリアルタイム支援システム

◦Daisuke Suzuki (B4) Univ. of Tsukuba Col. of Engineering Systems
◦ 鈴木 大介 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: daisuke@hri.iit.tsukuba.ac.jp

Yasushi Nakauchi (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
中内 靖 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

Recently, the number of patients afflicted with lifestyle-related diseases has been
increasing in Japan and lack of activity causes the diseases. As a measure, they
were proposed that guidelines of setting exercise schedule and ways to stay a highly-
motivation by SNS for continuously-exercise. However, to achieve the schedule is
difficult; there is no researches of assist to achieve setting schedule every exercise.
In this paper, we propose the system that can motivate to achieve daily objectives
of exercise through interpersonal relatedness in three factors for creating a highly-
motivation.

Key Words:
objective achievement sup-
port
interpersonal relatedness
stereophonic technology
キーワード:
目標達成支援
対人交流
立体音響技術

近年、生活習慣病患者が増加傾向にあり、その原因の 1つとして挙げられるのが運動不
足である。運動不足の解消に関して、目標の立て方のガイドラインや、継続的に取り組
むために SNSを利用した動機付けを高める研究などがなされている。しかしながら、設
定した目標の達成が困難である反面、運動 1回あたりの目標を達成するための支援はな
されていないのが現状である。そこで本研究では、自己動機づけを高める 3つ要因の内、
対人交流を運動中のリアルタイムな支援を通じて実現することにより、運動の目標達成
へのモチベーションを高めるシステムを提案する。

62 Identification of applications in the encrypted tunnel
暗号化トンネル内フローのアプリケーション識別

◦Tu Le Ngoc (M2) National Defense Academy Department of computer Science
◦ れーごく とぅ (M2) 防衛大学校 情報工学
E-mail:

Yasushito Nakamura (Prof.) National Defense Academy Department of computer Science
中村 康弘 (教授) 防衛大学校 情報工学

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

Nowadays, encrypted tunnels like SSH and IPsec have been being used for protecting
a computer network system; however, it is difficult to check content of transferred
packets and to detect malicious accesses when using encrypted tunnels. There-
fore, we present a method to identify applications inside encrypted tunnels by using
method of similarity of three-dimension vectors which are created from three param-
eters of encrypted packets such as time interval, previous packet length, and present
packet length.

Key Words:
Tunnel
Encryption
Application
キーワード:
トンネル
暗号
アプリケーション

– 48 –



The 8th TYRW at Tsukuba Capio

63 Study on Modeling of Nonlinear Cymbals Allowed for Coupled Vibrational Modes
形状非線形性に起因する振動モード結合を考慮したシンバルのモデル化に関する研究

◦Takuto Yudasaka (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 湯田坂 卓人 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: yudasaka@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

Tone of cymbal greatly depends on the strength of excitation force. This is caused
by energy transition from some vibrational modes to high-order modes when large-
amplitude excitation and it derives from nonlinearity in the plate vibration. To solve
this mechanism, we need to simultaneous observation of plural coupled vibrational
modes of cymbal. This study aims to obtain an insight on the process of the mode
energy transition through observation of the vibrational mode shapes. Moreover, we
attempt to construct equivalent circuit model of the nonlinear cymbals based on the
observed results.

Key Words:
Musical Acoustics
Vibrational Mode
Geometric Nonlinearity
キーワード:
音楽音響
振動モード
形状非線形

シンバルの音色は加振力の強弱によって大きく変化する．これは板振動における形状非
線形性から，大振幅励振時にはある振動モードのエネルギーが整数倍の周波数を持つ高
次モードへ遷移することが原因とされている．このメカニズムの解明にはシンバルの結
合した振動モードを同時に観察する必要がある．本研究では，振動モード形状の観測を
通してシンバルにおけるモード遷移のメカニズムを明らかにすることを目的とする．ま
た，観測された結果に基づいて，非線形性を考慮したシンバルの等価回路モデルの構築
を目標としている．
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64 High speed and accuracy sound field simulation with slanted boundary condition
斜めの境界条件を考慮する管内音場の高速度・高精度シミュレーションに関する研究

◦Naoki Yoneda (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech
◦ 米田 尚樹 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: yoneda@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

Naokto Wakatsuki (Assoc. Prof.) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 知能機能システム専攻

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

Analysis of sound field using finite difference method is used extensively in simu-
lation. An appropriate boundary condition is required for high accuracy numerical
analysis of sound field. In this study, we looked at slanted boundary condition that is
likely to cause error in simulation area discretized by square mesh. We propose two
boundary conditions to express slanted boundary, and accuracy of simulation was
evaluated. As a result, we got an insight on problems concerning sound propagation
near boundary and angle interdependence of boundary condition.

Key Words:
boundary condition
simulation
sound field
キーワード:
境界条件
シミュレーション
音場

差分法による音場の解析はシミュレーションで広く用いられている．一方，音場におけ
る境界の占める割合が大きいため、管内など境界に囲まれた空間の音場解析を精度良く
行うためには，適切な境界条件を設定する必要がある．本研究では正方メッシュで離散
化された計算空間において計算誤差の原因となりやすい斜め境界に着目する。斜めの境
界条件の与え方について 2つの手法を検討し、その精度を検証した。その結果、境界面
の条件について適用する上での問題や反射や伝搬における精度の問題について明らかに
した。
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65 Defect detection in Square Billet Using Ultrasonic CT Method
超音波 CT法を用いる角鋼片内部の欠陥検出

◦Yoko Norose (M2) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 野呂瀬 葉子 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: norose@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

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

Field: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

Square billets are primary products of various iron-works around us. During manu-
facturing the billets, some defects, such as gas, may be left inside them. The defects
must be detected before shipping. Pulse echo method is generally used for detection.
However some defects can ’t be detected by this method owing to their location or
shape. Then we ’ve proposed reliable method, ultrasonic CT method by time-of-
flight (TOF) of ultrasonic signal. The existence of defects is found by the increment
of TOF by diffraction around the defect. This method will make billets and iron-
works high quality.

Key Words:
Non-destructive testing
Billet
Ultrasonic CT method
キーワード:
非破壊検査
角鋼片
超音波 CT 法

人々の生活に必要不可欠な鉄製品は角鋼片から作られる．一次製品である角鋼片内には製
造工程中に除去しきれなかった気泡等が残留することがある．これらの欠陥は最終製品
の品質低下を招くため，出荷前に検出する必要がある．検出には一般的にパルスエコー
法が用いられるが，この手法では欠陥の位置・形状等により欠陥を検出できない場合が
ある．そこで，私たちはより確実な検出法として縦波伝搬時間による超音波 CT法を提
案してきた．本手法では角鋼片内に超音波信号を透過させた時の欠陥近傍での回折によ
る到達時間遅延から欠陥情報を得ることができる．本手法は角鋼片および鉄製品のさら
なる高品質化に寄与できるだろう． 欠陥

角鋼片内

66 Mesuring sound characteristics of water drops in ”Suikinkutsu”
水琴窟における水滴音の特徴と指向特性の測定

◦FUJITA Yuki (M1) Univ. of Tsukuba Dept. of Intelligent Interaction Tech.
◦ 藤田 佑樹 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: fujita-y@aclab.esys.tsukuba.ac.jp

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

Field: Integrated engineering
分野: 理工系　総合工学

’Suikinkutsu’ is a kind of Japanese traditional musical instruments. It sounds in the
jar of water drop. In this report, characteristics of water-drop sounds are described.
The prior studies show the characteristic, which water-drop sounds at twice at a
dropping time. We notice a characteristic, which is amplitude variation style in time
waveform. And in measuring acoustic radiation characteristic, the radiation angle
strongly influences the variation of amplitude by radiation angles. These results
suggest water-drop sounds have different radiation characteristics.

Key Words:
measurement
acoustic engineering
acoustic radiation charac-
teristic
キーワード:
計測
音響工学
指向特性

水琴窟は日本庭園における音具の一種である．水琴窟は地中に逆さまの瓶が埋められて
おり，瓶内に落ちた水滴の音が内部で反響している．本稿では水琴窟における水滴音の
発音特性を測定した．先行研究及び筆者らの研究でこれまでに一度の水滴の落下で 2回
発音する水滴音の特徴を確認していたが，新たに水滴音の時間波形において振幅が変動
する傾向に着目し，分析を行った．また水滴音の指向特性を測定すると振幅の変動が角
度に対して大きく影響している傾向を新たに確認した．水滴音には指向特性が存在する
と示唆される．
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67 Cross-national Analysis on Customer Loyalty of Mobile Information Services Based
満足度モデルに基づいた携帯電話情報サービスのロイヤリティについての国際比較分析

◦Hisashi Ishida (M2) Univ. of Tsukuba Social Systems Engineering
◦ 石田 尚 (M2) 筑波大学 社会システム工学専攻
E-mail:

Masato Koda (Prof.) Univ. of Tsukuba Social Systems Engineering
香田 正人 (教授) 筑波大学 社会システム工学専攻

Field: Social/Safety system science
分野: 理工系　社会・安全システム科学

Information communication technology has enabled us to access various information
services ubiquitously, especially using mobile phones. Global competition has just
begun at the merging market -“ entertainment”mobile information services. This
research is to understand and investigate the factors of customer loyalty by proposing
comprehensive model for mobile information service users in Japan and the United
States, based on TAM, ACSM, TPB and M-loyalty model.

Key Words:
Mobile Marketing
SEM
Satisfaction and Loyalty
キーワード:
モバイルマーケティング
構造方程式モデル
満足度・ロイヤリティ
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