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タイムテーブル (Time Table)

国立オリンピック記念青少年総合センター
National Olympics Memorial Youth Center

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

12:40～13:00 オープニング / Opening Ceremony

13:00～13:50 ポスターセッション (セッションA） / Poster Session (Session A)

13:50～14:00 コーヒーブレイク / Coffee Break

14:00～14:50 ポスターセッション (セッション B） / Poster Session (Session B)

14:50～15:00 コーヒーブレイク / Coffee Break

15:00～15:50 ポスターセッション (セッション C） / Poster Session (Session C)

15:50～16:00 コーヒーブレイク / Coffee Break

16:00～16:50 ポスターセッション (セッションD） / Poster Session (Session D)

17:00～17:30 表彰会 / Award Ceremony

17:30～17:50 クロージング / Closing Ceremony

18:00～20:00 懇親会 / Social Party

会場 (Venue)

国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 レセプションホール
〒 151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3－ 1

鉄道：小田急線 参宮橋駅下車 徒歩約 7分
バス：京王バス 代々木 5丁目下車

National Olympics Memorial Youth Center National Institution for Youth Education,

Reception Hall

〒 151-0052 3-1. Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Train: Get off at Sangubashi Station of Odakyu Line, and walk about 7-minutes.

Bus: Get off at Yoyogi 5-Chome bus stop of Keio Bus.
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ポスターセッションA (Poster Session A)

1 One of Method to Prevent Cache Poisoning in LAN by Restriction of DNS Protocol
DNSのプロトコル制限による LAN内の Cache Poisoning対策の一手法
ROS SAM ATH (M2), Applied System Engineering, National Defense Academy
ロス サムアート (M2) 防衛大学校 ソフトウエア工学

2 Minimized Air MSA by a Control of Shorted Plate Width in Ground Plate Reduction
短絡面幅制御により小形化した AirMSAの地板縮小に対する特性評価
Hayato Hasuike (Tech-Coll 5), Dept. of Electrical and Electronic Syst. Eng., Nagaoka National
College of Technology
蓮池 駿人 (高専 5) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科

3 Manufacturing a photocatalyst test device according as the JIS
光触媒の性能比較のための JISにそったホルムアルデヒド除去性能評価試験の作製
Tomohiko Takeuchi (B4), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech., Tokyo
Univ. of Science

4 Cooperative Diversity for Reliable Wireless Control
高信頼無線制御実現のための協力ダイバーシチ技術
Yosuke Saito (B4), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
齋藤 陽介 (B4) 明治大学 理工学部

5 Anion exchange membrane fuel cells with hydrophilic carbon catalysts
親水性処理カーボン触媒を使用したアニオン交換膜型燃料電池
Suguru Handa (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
半田 英 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻

6 Development of an Actuator for a jumping robot with eccentric weight
偏心重錘を用いた跳躍ロボット用アクチュエータの開発
Jin Tanaka (M2), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and
Technology
田中 尋 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻

7 Compared H2-Ar plasma with H2 plasma processing by methylene blue decolorization
水素-アルゴン混合プラズマにおけるメチレンブルー脱色試験の比較・評価
Kazuaki Aoki (B4), Dept. of Electrical Engineering, Faculty of Science & Technology, Tokyo
Univ. of Science
青木 一晃 (B4) 東京理科大学 理工学部　電気電子情報工学科

8 Video based Automatic Motion Capture for Behavior Study of Chicks
家禽雛の行動解析に適したオートビデオモーションキャプチャ
Yoshiaki Ota (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
太田 善章 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

9 Analysis of bandgap on phononic crystal by finite difference method
有限差分法を用いたフォノニック結晶におけるバンドギャップの解析
Shohei Watanabe (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
渡邉 祥平 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

10 Relationship of plasma processing degradation of photocatalytic performance
酸素欠損型光触媒の長期利用時の触媒性能とプラズマ処理条件の関係
Shota Araki (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
荒木 翔太 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻

11 Motion Capture System with Stereo Camera and IMU (Inertial Measurement Unit)
ステレオカメラと IMUを用いたモーションキャプチャシステム
Shuma Hasegawa (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture
and Technology
長谷川 秀真 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

12 Detection and Identification of Humans and Animals with a Doppler Radar
ドップラーレーダによる人間や動物の検出と同定
Juntaro Iso (B4), Dept. of Information & Communication Engineering, School of Engineering,
TDU
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磯 淳太郎 (B4) 東京電機大学 工学部 情報通信工学科
13 Postural Control of Middle joint drive Double Inverted Pendulum

中間駆動関節を有する二重倒立振子の姿勢安定化制御
Takumi Yoshida (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and
Technology
吉田 匠 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

14 Walking Ability Analysis for Elderly Person Monitoring System
歩行状況の解析による高齢者見守りシステムの提案
Yu Sajima (B4), Col. of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
佐島 優 (B4) 筑波大学 工学システム学類

15 Influence of light on fresh-cut orange
光環境がカットオレンジの含有成分変化に及ぼす影響
Mika Hashimoto (B3), Faculty of horticulture., Univ. of Chiba
橋本 美佳 (B3) 千葉大学 園芸学部

16 Inter Vehicle Communication System using Adaptive Circular Array Antenna
アダプティブサーキュラアレーアンテナを使用した車車間通信
Eriko Saegusa (M1), Industrial Science and Technology, Tokyo University of science
三枝 恵理子 (M1) 東京理科大学 基礎工学研究科

17 Conjugate Gaze at Empathy for Human Care Robot
視線で心が通じあう―ロボットの共同注視を用いた共感の獲得―
Yoshimura Toshiyuki (B4), Dept. of Robot system, Univ. of Kantougakuin
吉村 敏幸 (B4) 関東学院大学 ロボット　システム専攻

18 A Control Method of a Swarm of Plant Pot Robots by Using Potential Fields
人工ポテンシャル場に基づく植木鉢型ロボット群の太陽光最大限活用自律移動制御法
Masato Yuasa (M2), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
湯浅 雅人 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻

19 The influence of dietary restrictions with regard to memorization ability
食餌制限がマウスの記憶能力に及ぼす影響
Youhei Watanabe (Others), Science club, Holy Hope Lutheran Senior High School
渡辺 陽平 (その他) 聖望学園高等学校 科学部

20 Orbit prediction method for PingPong Robot Using USB Camera base on Subject Blur
低速カメラを用いた被写体ブレに基づくボールの物理モデルによる軌道予測法
Minyu Pan (M2), Department of Mechanical Systems Engineering, TUAT
潘 旻イク (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻

21 A Robot that Memorizes and Searches Objects Based on Perception and its Actions
行動により得た知覚データに基づき家庭内の物品在処記憶及び探索を行うロボット
Akihiro Ichimura (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, TUAT
市村 彰啓 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
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22 Temperature and Humidity Measurement Utilizing Sound Velocity and Attenuation
音の速度と減衰から気温と湿度を計測する方法
Takahiro Motegi (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
茂木 貴弘 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻

23 Direct Dimethyl Ether Anion-Exchange Membrane Fuel Cells
ジメチルエーテルを燃料として用いたアニオン交換膜型燃料電池
Yuuta Ohwada (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
大和田 雄太 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻

24 Study on Acoustic Model of Cymbal Considering Vibrational Modes Coupling
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音響モデルに関する研究
Takuto Yudasaka (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
湯田坂 卓人 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻

25 Optical characteristics of oxygen deficient TiO2 prepared by plasma treatment
プラズマ処理により形成した酸素欠損型 TiO2の光学特性
Shun Kashiwaya (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
柏屋 駿 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻

26 Estimation of Human Joint Angle and Torque with Surface Electromyogram
表面筋電位を用いた人体関節角・関節トルクの推定
Ryo Hosoda (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture and
Technology
細田 遼 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

27 Experimental Validation of New DC/DC Converter using PEFC and EDLC
マイクロ燃料電池と電気二重層コンデンサを用いた新しい DCDCコンバータの実証試験
Kazuya Takizawa (M1), Dept. Erectricl Engineering, Graduate School of Science and Technology,
Tokyo University of Science
滝沢 和哉 (M1) 東京理科大学 理工学研究科電気工学専攻

28 Motion Recognition from Contact Force Measurement
床反力計からの動作認識
Takumi Yabuki (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
矢吹 巧 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

29 Development of an Altimeter for an Airplane Cruising in the Mars’Atmosphere
火星航空機用高度計の開発
Syo Yonemura (M1), Wireless Systems Laboratory, Dept. of Information and Communication
Engineering, TDU
米村 翔 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室

30 Study on real-time identification of structural stiffness and damping
構造物の剛性と減衰のリアルタイム同定
Yusuke Hirosawa (B4), Dept. of Mechnical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
廣澤 佑介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

31 Study of electrode for HBC
HBC用電極の研究
Takehiro Sugo (M1), Dept. of Electronics and Information Engineering, Univ.of Takushoku
須郷 剛裕 (M1) 拓殖大学 電子情報工学専攻

32 Antenna type Omni-Winker based for Human Robot Coexistence
人とロボットの共存の為のアンテナ型 Omni-Winkerを用いた双方向型接触回避
Asato Ogata (B4), Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering, Kanto Gakuin
University
緒方 亜悟 (B4) 関東学院大学 電気電子情報工学科

33 Motion and Vibration Control of Crane Systems via DMM
DMMによるクレーンの運動と振動の制御
Yuki Hashizume (B4), Dept. of Mechanical Systems Engnieering, Tokyo University of Agriculture
and Technology
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橋爪 友樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
34 A Generic Framework of Learning Based Control for Musculoskeletal Humanoids

様々な制御量目標を設定可能な学習制御器によるロボットの動作実現法
Shouhei Kumakura (M1), Department of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of
Agriculture and Technology
熊倉 翔平 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻

35 Robotic Extended Body for Expression by Combination of AHOGE and Humanoid
親しみやすい AHOGEロボット-身体要素の拡張よるさりげない表出-
Tatsuya Wakai (B4), Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering, Kanto Gakuin
University
若井 達也 (B4) 関東学院大学 電気電子情報工学科

36 Communication efficiency improvement by the information of the access points
アクセスポイントの情報取得による通信効率向上に関する研究
Takaaki Aoshima (B4), Dept. of Electronics and Bioinformatics, Univ. of Meiji
青島 貴明 (B4) 明治大学 電気電子生命

37 Telepresence Robot Conveying Unconscious Gestures for Avoiding Speech Contention
発話衝突回避のための無意識的身ぶり表出テレプレゼンスロボット
Komei Hasegawa (D1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
長谷川 孔明 (D1) 筑波大学 知能機能システム専攻

38 Blueberry Harvesting Robot which Estimates Ripeness based on Three Criteria
3種類の熟度判定指標に基づくブルーベリー収穫ロボット
Jumpei Kuniyoshi (M1), Mechanical Systems Engineering, TUAT
國芳 隼平 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻

39 Active Chemical Sampling: Adaptive Sensing Device Mimicking Crayfish
能動化学サンプリング―ザリガニを模倣した適応型センシングデバイス―
Ryuichi Takemura (M2), Dept. of Mechanical Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
竹村 龍一 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻

40 Application of polymer gel to green wall
高分子ゲルの壁面緑化への利用
Takaaki Oshima (M2), DEPT.of Environmental Hort., Univ. of Chiba
大島 誉章 (M2) 千葉大学 環境園芸学専攻

41 Method of Extracting Evaluation Function Based on Human’s Proficiency Process
人間の上達過程に基づく機械学習の評価指標抽出法に関する研究
Shunsuke Suzuki (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Univ. of Tokyo of Agliculture
and Technology
鈴木 駿介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

42 Development of an Operation Device for teaching Manipulation Skills to a Robot
ロボットへの人間の物体操作スキル伝達を目的とした摩擦提示可能な操縦装置の開発
Nobuko Yoshida (M2), Department of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agri-
culture and Technology
吉田 修子 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
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43 A study on fall prediction of a roof snow by means of MSA snow sensor
MSAスノーセンサを用いた屋根雪落下検出の基礎的検討
Masasi Izumi (Tech-Coll 5), Dept. of Electrical and Electronic Syst Eng., Nagaoka National
College of Technology
和泉 政史 (高専 5) 長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科

44 Influence of circulated ethanol on anion exchange membrane fuel cell performance
アニオン交換膜による直接エタノール型燃料電池の燃料循環時の発電性能への影響
Kazuhiko Kunihiro (B4), Electrical Engineering, Tokyo University of Science
國弘 和彦 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

45 Research on foot pressure use of walking assist device
足圧を利用した歩行アシスト装置の研究
Takuya Takei (M2), Dept of Electronic Tech., Univ.of Nippon Institute of Technology
竹居 拓哉 (M2) 日本工業大学大学院 電気工学専攻

46 Physical modeling of string vibration for musical instruments simulator
楽器シミュレータのための弦振動物理モデルの構築
Toru Kobayashi (D2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
小林 透 (D2) 筑波大学 知能機能システム専攻

47 Stereo loudspeaker with wide listening area using a single vibration plate
広いリスニングエリアを持つ単一振動板によるステレオスピーカ
Ayaka Fujii (B4), College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
藤井 郁香 (B4) 筑波大学 工学システム学類

48 Computation Method of the Contact Force on Inclined Floor Using Motion Data
モーションデータを用いた斜面における各足にかかる外力の計算法
Masami Iijima (B4), Dept. of Mechnical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
飯島 真美 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

49 Statistical Modeling of On-Body Ultra-Wideband Channels Considering Room Volume
部屋体積を考慮した人体近傍 UWBチャネルの統計モデル化
Miyuki Hirose (M1), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
広瀬 幸 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻

50 A study of radiation efficiency in the TRP of loop antenna for small terminals
小型端末用ループアンテナの TRPにおける放射効率の検討
Kohei Ogasawara (M1), Graduate School of Electronics and Information Engineering, Univ. of
Takushoku
小笠原 恒平 (M1) 拓殖大学 電子情報工学専攻

51 Mathematical modeling of the behavior of the fuel cell to the flow rate of air
空気の流量に対する燃料電池の挙動のモデリング
Kotaro Tamura (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
田村 耕太郎 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科

52 Effect Control of Specimen Movement Properties by Reaction Force Measurement
反力計測による供試体動特性の影響抑制
Takahiro Hirao (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
平尾 孝弘 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科

53 Monitoring of Physical Properties of Meats during Heating Process Using EIS
電気インピーダンス法を用いる食肉の加熱調理モニタリング
Akihito Kobayashi (M1), Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
小林 彰人 (M1) 筑波大学 システム情報工学研究科

54 Visualize organization structure change of cooked rice during digestion process
消化工程における米飯粒組織構造変化の可視化
Chisato Kumagai (B3), Faculty of horticulture, Univ. of Chiba
熊谷 千敏 (B3) 千葉大学 園芸学部

55 Development of force estimation and sensory feedback method for EMG prosthesis
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Masahiro Kasuya (D1), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, the University
of Electro-Communications
粕谷 昌宏 (D1) 電気通信大学 知能機械工学専攻

56 The mitigation scheme on the influence of long delay path for DTTB
地上デジタル放送におけるガードインターバル越え長遅延波の影響除去方式
Kenichi Yamaguchi (M1), Dept. of Applied Electronics, Tokyo Univ. of Science
山口 謙一 (M1) 東京理科大学 電子応用工学専攻

57 Chat with Unscared Ghost - Generalized Presence Transmission by Deformed Robot
怖くないおばけとの対話－ディフォルメしたロボットによる一般化した存在感の伝達
Rikiya Omika (B4), Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering, Kanto Gakuin
University
大美賀 力也 (B4) 関東学院大学 ロボットコース（制御専攻）

58 Learning of Dynamic Motion of a Humanoid Focusing on Mechanical Energy
動的全身運動の学習における汎用的評価指標としての力学的エネルギの有効性の検討
Yuya Yumoto (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agri. and Tech.
湯本 裕矢 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻

59 The verification of navigating obstacles with regard to autonomous robots.
障害物対処法における自律型ロボットプログラムの開発と検証
Ryutaro Takanami (Others), Science Club, Holy Hope Lutheran Junior And Senior High School
高波 龍太郎 (その他) 聖望学園高等学校 科学部

60 Multicast IPTV System Using PLZT Optical Switch on Active Optical Network
アクティブ光アクセスネットワークによる PLZT光スイッチを用いた IPTVシステム
Yuji Shimada (M2), Open and Environmental Systems, Graduate School of Keio
島田 悠司 (M2) 慶應義塾大学大学院 開放環境科学

61 Acoustic Modem for mobile device-to-device communication
ビーっと音で情報を届けよう：音波伝送技術を用いる携帯電話間通信アプリケーショ ン
Naoki Shinmen (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba
新免 真己 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻

62 Energy Strategy of Robot in a Environment where Battery Recharge is Difficult
充電困難な場におけるロボットのエネルギー戦略に関する研究
Satoshi Nishiki (B4), Dept. of Mechanical System Enginereeing, Univ. ofTokyo Agriculture and
Technology
錦 知志 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
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1 One of Method to Prevent Cache Poisoning in LAN by Restriction of DNS Protocol
DNSのプロトコル制限による LAN内の Cache Poisoning対策の一手法

◦ROS SAM ATH (M2), Applied System Engineering, National Defense Academy
◦ ロス サムアート (M2) 防衛大学校 ソフトウエア工学
E-mail: samath ros@ymail.com
twitter: × facebook: ○
Nakamura Yasuhiro (Prof.), Applied System Engineering, National Defense Academy
中村 康弘 (教授) 防衛大学校 ソフトウエア工学
Field: Informatics
分野: 理工系　情報学
In LAN, we need recursive DNS means that DNS server be　 able to be attacked at
anytime from the same LAN. Therefore, we propose a method to solve this problem
in LAN by using TCP Fallback and convert UDP query to TCP. RESPONDER or
CONVERTER receives UDP query but not DNS.TCP Fallback is usually means
that a client can’t use UDP,then a client automatically have to change UDP query
to TCP. But we use TCP Fallback to prevent cache poisoning in LAN network, and
RESPONDER forces a client to use TCP protocol. Convert UDP query to TCP
means that CONVERTER received UDP query and convert it to TCP.

Key Words:
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LAN 内のキャッシュサーバは再帰問い合わせが必要なため、同一 LAN 内から Cache
Poisoning攻撃が可能である。そこで LAN内の DNSサーバへの攻撃に対処するため、
TCP Fallbackを利用する手法と UDPと TCPを変換する新たな対策手法を提案してい
る。DNSへの UDP問い合わせパケットは RESPONDERまたは CONVERTER が受
け取る。RESPONDERはクライアントに強制的に TCPを使わせる。CONVERTER
はクライアントが送信した UDP問い合わせパケットを TCPに変換して DNSに送信す
る。これらの手法により、Cache Poisoningを防げることを確認した。

2 Minimized Air MSA by a Control of Shorted Plate Width in Ground Plate Reduction
短絡面幅制御により小形化した AirMSAの地板縮小に対する特性評価

◦Hayato Hasuike (Tech-Coll 5), Dept. of Electrical and Electronic Syst. Eng., Nagaoka National College of
Technology
◦ 蓮池 駿人 (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:
twitter: × facebook: ×
Yujirou Taguchi (Prof.), Dept. of Electrical and Electronic Syst. Eng., Nagaoka National College of Technology
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)

This paper describes about an influence of ground plate reduction for a minimized
Air MSA which is using an air layer as a dielectric substrate and having a control
of shorted plate width. In case of ground plate sizes about 150mm x 150mm, 70mm
x 70mm, and 40mm x 20mm, we analyze by FDTD method. It is showed that the
ground plate size gives a big influence on a frequency characteristic as a result of
analysis. And the antenna with ground plate size of 40mm x 20mm is made at
wireless LAN frequency band (2.4～2.5GHz), and provided with return loss charac-
teristic less than -18dB.

Key Words:
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短絡面幅制御により小型化した Air MSA(誘電体に空気層を用いるマイクロストリップ
アンテナ)について、地板縮小がインピーダンス特性に及ぼす影響を考察している。地
板サイズを 150mm x 150mm、70mm x 70mm、40mm x 20mm とした場合のリター
ンロス特性について FDTD解析により評価している。解析の結果、地板サイズが周波
数特性に大きな影響を与えることを示している。また、地板サイズが 40mm x 20mmの
アンテナを試作し、装荷キャパシタンスの調整により、無線 LAN帯域 (2.4～2.5GHz)
において、約-15dB以下のリターンロス特性が得られることを示している。
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3 Manufacturing a photocatalyst test device according as the JIS
光触媒の性能比較のための JISにそったホルムアルデヒド除去性能評価試験の作製

◦Tomohiko Takeuchi (B4), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech., Tokyo Univ. of Science
◦

E-mail:
twitter: × facebook: ×
Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Tech., Tokyo Univ. of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Photocatalyst technology is one to promote the chemical reaction of substances
using light energy. In our laboratory, since the evaluation was done only with the
method which is not set by JIS. Therefore we cannot compare our results with others.
So, We make a photocatalist performance evaluation device with formaldehyde in
accordance with the Japanese Industrial Standards (JIS). The aim of this research is
to make the device and evaluate our photocatalyst performance more precisely with
it.

Key Words:
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キーワード:
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性能評価試験
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光触媒技術とは、物質の化学変化を促進させ、有害物質等の除去も可能な、光エネルギー
を利用した技術である。その性能評価方法には光触媒の様々な機能を利用したものがあ
り、その中でも大気浄化機能を用いるものにホルムアルデヒド除去性能評価試験がある。
JISで定められているこの試験は多くの企業や研究所で採用されている。しかし、当研
究室では JISで定められていないを使った評価試験のみを採用しているため、評価方法
が１つのみでは正確性が欠ける恐れがあり、他の所で作製された光触媒との比較が出来
ない。また、本研究は JIS規格に準じた性能評価試験装置を作製することで、光触媒の
正確な性能評価を行うことを目的としている。

4 Cooperative Diversity for Reliable Wireless Control
高信頼無線制御実現のための協力ダイバーシチ技術

◦Yosuke Saito (B4), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
◦ 齋藤 陽介 (B4) 明治大学 理工学部
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Tetsishi Ikegami (Prof.), Dept. of Science and Technology, Univ. of Meiji
井家上 哲史 (教授) 明治大学 理工学部
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Reliable wireless communications for control systems are the theme of this work.
They are promising studies, and also, they are capable of realizing a lot of technolo-
gies. Control systems require a high quality. On the other hand, wireless channel
is an error-prone, due to the influence of shadowing and fading. Cooperative diver-
sity mitigates the effect of them by making multiple passes to employ relay nodes
between a transmitter and a receiver. Performances of a control system and a com-
munication system have improved compared with a non-diversity system.
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キーワード:
無線制御
無線中継
協力ダイバーシチ

本研究は、自動制御を対象にした無線通信の高信頼化を目的としている。今後発展が期
待される分野であり、自動車やロボットの自律運転、より実用的には、生産ラインの効
率化など様々な応用が期待される。 制御系は高信頼な情報伝送を必要としている一方
で、無線通信は有線と比較して伝送誤りが発生しやすい。協力ダイバーシチ技術を用い
てシャドーイングやフェージング等、無線特有の問題の影響を低減する。ダイバーシチ
技術を適応しない通信と比較を行うことで、性能の改善が確認できることを示す。
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5 Anion exchange membrane fuel cells with hydrophilic carbon catalysts
親水性処理カーボン触媒を使用したアニオン交換膜型燃料電池

◦Suguru Handa (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
◦ 半田 英 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻
E-mail:
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Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering Faculty of Science & Technology, Tokyo Univ. of
Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 電気電子情報工学科
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

With aggravation of an environmental problem, fuels cells is expected to be one
of next-generation energy transduction devices. Compared with the conventional
cation exchange membrane fuel cells (CEMFCs), anion exchange membrane fuel
cells (AEMFCs) allow platinium catalysts replaced with other substances. Since
the cathode side of AEMFCs are required to be well hydrade, water management
is critical issue. The purpose of the present study is to improve the performance of
AEMFCs using hydrophilic CBs and to compare with that using hydrophobic ones.
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環境問題の深刻化により、次世代のエネルギー変換デバイスである燃料電池の普及が期
待されている。特に、アルカリ性のアニオン交換膜型燃料電池 (AEMFC)は、酸性のカ
チオン交換膜燃料電池 (CEMFC)では難しかった Pt以外の触媒が使える可能性がある。
そこで、二次元構造をもち、酸素を解離分解できる安価な CB（カーボンブラック）に
注目した。また、CBは官能基を多く持ち、それを酸素系官能基にすることで親水性が
向上する。本研究では親水性 CB使用時の燃料電池の性能向上と、疎水性 CB使用時と
の比較を目的とした。AEMFCは水分管理が特に難しいため非常に有効であると考えら
れる。

6 Development of an Actuator for a jumping robot with eccentric weight
偏心重錘を用いた跳躍ロボット用アクチュエータの開発

◦Jin Tanaka (M2), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
◦ 田中 尋 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: 50011643044@st.tuat.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and
Technology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
For introducing a biped robot to our lives, it is necessary to improve its motion per-
formance. We aim at the development of the biped robot with running performance
equivalent to human. To simplify running human legs, we change traditional heavy
legs into the lightweight spring legs like sport artificial legs. Running motion is rep-
etition of the jumping motion. So running by spring legs needs driving mechanism
which store jumping energy in spring legs. We propose a jumping actuator with
eccentric weight as a driving mechanism of spring legs and its control algorithm to
realize jumping motions.
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2足歩行ロボットの活用範囲を我々の生活環境まで拡大するためには，運動性能の向上
が必要である．本研究ではその中で走行性能を人間に近づけることを目標とする．走行
時における人間の脚部を単純化するために，走行機構として従来の重厚な脚部に代わり，
スポーツ義足のような，軽量なばね足に着目した．走行動作は跳躍動作の繰り返しと考
えることができる．そのため，ばね足による走行動作を実現するためには，ばね足にエ
ネルギを蓄積し跳躍させる駆動機構が必要となる．本研究ではばね足の駆動機構として，
偏心重錘機構を用いた跳躍用アクチュエータを提案する．また偏心重錘により跳躍動作
を実現するための駆動制御アルゴリズムを示す．
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7 Compared H2-Ar plasma with H2 plasma processing by methylene blue decolorization
水素-アルゴン混合プラズマにおけるメチレンブルー脱色試験の比較・評価

◦Kazuaki Aoki (B4), Dept. of Electrical Engineering, Faculty of Science & Technology, Tokyo Univ. of Science
◦ 青木 一晃 (B4) 東京理科大学 理工学部　電気電子情報工学科
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Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Faculty of Science & Technology, Tokyo Univ. of
Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 理工学部　電気電子情報工学科
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

TiO2 photocatalysts are expected for improvement of environment, but they acti-
vated only under UV light. It is known that TiO2 is activated under visible light by
narrowing its bandgap. Removing oxygen atom partially from TiO2 with H2-plasma
process would narrow the bandgap. It is difficult to keep H2-plasma stable; therefore
we used stable H2-Ar plasma. In this study, H2-Ar plasma, which is more stable
plasma, was used to remove oxygen from TiO2. This study also compares the influ-
ence of H2-Ar plasma and H2-plasma processing on methylene blue decolorization.
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TiO2光触媒は環境を改善する素材として期待されている。TiO2光触媒は紫外光下での
み効果を発揮する。TiO2の中の酸素を一部引き抜くことで伝導帯直下に新たな準位が
形成されると考えられている。これによって、バンドギャップが小さくなり紫外光より
も低エネルギーである可視光でも光活性を実現することができる。これまでに我々は水
素プラズマを用いて酸素を引き抜いていたが、プラズマの状態が不安定になるなど課題
も多かった。本研究では安定した水素-アルゴン混合ガスのプラズマを用い、過去の水素
プラズマを用いて得られた可視光下でのメチレンブルー脱色試験結果との比較、評価を
行った

8 Video based Automatic Motion Capture for Behavior Study of Chicks
家禽雛の行動解析に適したオートビデオモーションキャプチャ

◦Yoshiaki Ota (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 太田 善章 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
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Technology
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
In the field of biology, behavior analysis is a valuable tool for observing the change
and development of the brain and neural mechanism non-invasively. However, there
is a lack in automatic tools for the measurement of behavioral data. Therefore, the
purpose of this study is to develop motion capture system which can be applied for
social behavior analysis of animal model, chicks and enables us to improve processing
a vast amount of data. Specifically, we propose marker-less motion capture system
obtaining the position and direction of chicks from video camera before and after
fluttering.
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動物の行動解析は脳や神経機構の変化や発達を非侵襲的に観察できるため、生物学分野
で広く使われている。その課題は、行動計測の自動化の遅れによって膨大なデータ処理
を伴うことである。そこで、本研究ではモデル動物である家禽雛の社会性行動解析に適
し、データ処理を改善できるモーションキャプチャシステムの開発を目的とする。具体
的には、測定そのものがストレス要因にならないよう、WEBカメラの動画を用いて、家
禽雛の体と頭それぞれの位置と向きを得られるマーカレスなキャプチャシステムを目指
す。特に、家禽雛の羽ばたき動作によりその位置を見失った後も、自動的に検出して継
続的に追跡できるシステムを目指す。
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9 Analysis of bandgap on phononic crystal by finite difference method
有限差分法を用いたフォノニック結晶におけるバンドギャップの解析
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Field: Applied physics
分野: 理工系　応用物理学・工学基礎
Phononic crystal (PC) is structure periodically arranged materials of different acous-
tic impedance and creates phononic bandgap (PBG) impervious to a specific fre-
quency. In study on relation between PBG and structural of PC, researches under
number of layer are few. In this study, we aimed to analysis of relation between
layer of PC and decay of PBG. In particular, after observing acoustic wave through
PC by FDTD method, we frequency analyzed of that wave. In the result, decay
becomes larger with increase of layers, and stops on eight layers. It result show that
number of layer change decay.
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フォノニック結晶は音響インピーダンスの異なる材質を周期的に配列した構造体であり，
特定 の周波数を通さないバンドギャップを形成する． このバンドギャップとフォノニッ
ク結晶の構造との研究では，周期や材質に関する研究は多い が，層の数を考慮した研究
は少ない． 本研究ではフォノニック結晶の層の数の変化と，バンドギャップの減衰の変
化を解析した． 具体的には，有限差分法を用いてフォノニック結晶を透過した音波を周
波数解析した．その結果，バンドギャップの減衰は層の数が増加するごとに大きくなり，
8 層付近からほとん ど変化しなくなる．

10 Relationship of plasma processing degradation of photocatalytic performance
酸素欠損型光触媒の長期利用時の触媒性能とプラズマ処理条件の関係
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

TiO2 photocatalysts show various effects such as oxidation of organic conterminal,
self-cleaning and so on. However, they can be activated only by UV light. A slightly
reduced TiO2 photocatalyst have been proposed as a visible light responsible TiO2
photocatalyst. One of the methods to make them is a H2-plasma process. The aim
of this study is to find the optimal plasma process parameter such as a distance from
the dielectric where a TiO2 film is set. The results show the photocatalytic activity
changes with the distance and the optimal distance seems to change with time.
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光触媒は光のエネルギーのみで、大気浄化・抗菌・防汚などの様々な効果を示す。しか
しながら、そのような効果は紫外光領域という限られた領域のみでしか発揮されず、室
内利用などの観点から光触媒の可視光活性化が重要な研究課題となっている。可視光活
性化光触媒の一つにプラズマ処理を用いて作製する酸素欠損型光触媒がある。本研究で
は、プラズマ処理時の光触媒と誘電体間距離を変化させることによる触媒性能への影響
を調査した。その結果、プラズマ処理条件を変化させることで、触媒性能及び触媒性能
の劣化などに影響を与える事が明らかになった。
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11 Motion Capture System with Stereo Camera and IMU (Inertial Measurement Unit)
ステレオカメラと IMUを用いたモーションキャプチャシステム
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Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Motion capture (MC) is applied in many researches for motion analysis. To enhance
human-robot interaction, MC is expected for realization of robot’s natural motion
and progress in communication like emotion recognition. In these researches, optical
MC is most commonly used. It can perform accurate and real-time measurement.
However, it requires costly equipment for usage. In addition, since test subjects must
wear a particular suit and reflective markers throughout their body, their movement
may be obstructed. To overcome these weaknesses, we propose new MC system with
stereo camera and IMU.
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モーションキャプチャ(MC)は人間の動作解析を目的とした様々な分野に利用されてい
る．人間とロボットの相互作用を高めるために，MCはロボットのより自然に近い動作
の実現や，感情認識など，コミュニケ―ション能力の向上にも応用が期待されている．近
年，これらの研究には主に，光学式MCが用いられている．光学式は高精度なリアルタ
イム計測が可能だが，高価かつ大規模な設備が必要であり，マーカを体中に取り付ける
ため，被験者の動作の妨げになるといった問題がある．そこで本研究では，ステレオカ
メラと IMUを融合し，単純かつ安価なMCシステムの構築を目的とする．

12 Detection and Identification of Humans and Animals with a Doppler Radar
ドップラーレーダによる人間や動物の検出と同定
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Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

This study focuses on detection and identification of moving targets - particularly
humans and animals - by using a commercially available X-band Doppler radar
module. Receiving signals from the moving targets suffer the effects of Doppler shift
which are subject to motion properties: velocity, duration, and periodicity. Fourier
transformation of the signal is displayed in spectrogram, from which the features of
humans and animals can be derived. A motion image simultaneously shot with a
video camera is also displayed. A prototype will be demonstrated at the workshop.

Key Words:
Dopper radar
Fourier transformation
Spectrogram
キーワード:
ドップラーレーダ
フーリエ変換
スペクトログラム

スピードガン等に用いられる 10 GHz帯のドップラーレーダモジュールが容易に入手で
きる．本研究では，このモジュールとパソコンを組み合わせて，ドップラー信号をスペ
クトログラム表示することにより，人間や動物などの動体を検出し同定することを目的
とする．スペクトログラムとは，信号を短時間フーリエ変換することにより，縦軸を周
波数，横軸を時間，色の濃さで振幅を表示する方式である．人間や動物は，動きにそれ
ぞれ固有の特徴があり，また単体か複数かでも違いが現れると考えられる．スペクトロ
グラム上にドップラー信号の動的変化を視覚的に表現することにより，人間や動物の検
出・同定を行うデモンストレーションを行う．
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13 Postural Control of Middle joint drive Double Inverted Pendulum
中間駆動関節を有する二重倒立振子の姿勢安定化制御

◦Takumi Yoshida (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
◦ 吉田 匠 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. Agriculture and Technology
田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Recently, many researchers have studied actively robots which work or support with
human. However, their motions are slowly. Therefor we aim to develop the biped
walking robot which has legs like a spring and its running algorithm. Generally,
conventional robots use ZMP theory　 for bipedal walking. However, it is difficult
for suggested robot to apply the theory because running includes jumping period.
Therefor we suggest postural control of inverted pendulum via motion of upper body.

Key Words:
Running Robot
Double Inverted Pendulum
Postural Contro
キーワード:
走行ロボット
二重倒立振子
l 姿勢安定化制御

近年，人間と同じ環境下で動作し，人間のサポートをするヒューマノイドロボットの研
究が盛んに行われている．しかし，その動きは未だ緩慢で人間のサポートができている
とは言い難い．そこで本研究では運動性能，特に走行性能の向上に着目し，スポーツ義
足のような脚部構造を有する二足歩行ロボットとその走行アルゴリズムの開発を目的と
する．従来の二足歩行ロボットは ZMPを規範とする姿勢制御を用いて歩行動作を行う
のが一般的だが，今回目標とする走行動作は跳躍期が存在し，この跳躍期が長いほど，
ZMPの適用は困難となる．そこで，倒立振子モデルを用いた上半身の動きによる姿勢
制御を提案する．

14 Walking Ability Analysis for Elderly Person Monitoring System
歩行状況の解析による高齢者見守りシステムの提案

◦Yu Sajima (B4), Col. of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
◦ 佐島 優 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail: yucube2829@gmail.com
twitter: × facebook: ○
Yasushi Nakauchi (Assoc. Prof.), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
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)

Elderly people tend to decrease their walking abilities. The decline of walking ability
causes serious problems such as fall and breaking a bone. Moreover, it is also an
essential factor of“ bedridden.”Therefore, in this research, we propose a system
that measures their walking abilities by using Kinect sensor. We use Kinect as a
sensor for tracking skeleton model. Based on the information, the system analyzes
elemental indices such as strides, walking cycles, and so on. Then it judges a walking
ability decline level used for detecting the signs of stumbling in the early stages.

Key Words:
Kinect
walking abilities
monitoring elderly people
キーワード:
Kinect
歩行解析
高齢者見守り

高齢者の身体の衰えによる歩行能力の低下は，転倒およびそれに伴う骨折により“寝た
きり”を引き起こす要因の一つとなっている．そこで本研究では，高齢者が普段通り生
活している様子をセンサでモニタリングすることにより，日常的に非拘束的に歩行能力
を計測するシステムを提案する．具体的にはKinectを用いて骨格データを取得する．そ
のデータをもとに，歩幅・歩行周期等の要素を解析して衰えレベルを判定し，問題の早
期発見を実現する．
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15 Influence of light on fresh-cut orange
光環境がカットオレンジの含有成分変化に及ぼす影響

◦Mika Hashimoto (B3), Faculty of horticulture., Univ. of Chiba
◦ 橋本 美佳 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail: x0h1043@students.chiba-u.jp
twitter: × facebook: ×
Yukiharu Ogawa (Assoc. Prof.), Dept. of Environmental Hort., Univ. of Chiba
小川 幸春 (准教授) 千葉大学 環境園芸学専攻
Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学
Recently, the demand of fresh-cut vegetables is increasing due to it ’s convenience.
However, the flesh-cut veg. is decayed easily. Causes of the flesh-cut veg.’s decay are
microorganisms and changes of components by chemical reactions such as oxidation,
light influence and atmospheric condition. In this study, we investigated the relation
between modified light condition and fresh-cut orange’s quality variation in term of
AsA consentration and color change. As a result, the AsA concentration decreased
and color changed　 while increased in light intensity.

Key Words:
Orange
light
AsA
キーワード:
オレンジ
光
アスコルビン酸

近年，カットオレンジなどカット加工された青果物は利便性の高さから需要が増加し続
けている．しかしカット青果物にはカット後の品質が急速に劣化してしまう問題点があ
る．品質劣化は主に微生物が原因となる腐敗と酸化などの化学反応が原因となる成分変
化によって生じ，このうち成分変化には，空気環境に加えて光環境も影響を及ぼす．本
研究では光環境がカット加工物であるカットオレンジの品質に及ぼす影響を，AsA含量
変化および色彩変化の観点から検討した．その結果，カットオレンジの AsA含量は保蔵
中に照射される光の強度に関連して低下し，同時に色彩も変化することが明らかとなっ
た．

16 Inter Vehicle Communication System using Adaptive Circular Array Antenna
アダプティブサーキュラアレーアンテナを使用した車車間通信

◦Eriko Saegusa (M1), Industrial Science and Technology, Tokyo University of science
◦ 三枝 恵理子 (M1) 東京理科大学 基礎工学研究科
E-mail: eriko@itamilab.te.noda.tus.ac.jp
twitter: × facebook: ○
Makoto Itami (Prof.), Industrial Science and Technology, Tokyo University of science
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 基礎工学研究科
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

The DS/SS(Direct Sequence/Spread Spectrum) scheme is an attractive technique for
the IVC(Inter-Vehicle Communication) system. However, the near-far problem and
shadowing problem occur. To solve those problems, a LMS (Least-Mean-Square)
adaptive circular array antenna is proposed. This antenna can be controlled its
directivity when the receiving vehicle knows the direction of the target vehicle .The
packet error rate and the throughput performances are evaluated. From the results,
proposed antenna technique is effective for the near-far problem and influence of
shadowing in the IVC system.

Key Words:
Adaptive Circular Array
Antenna
DS/SS-IVC
Antenna Directivity
キーワード:
アダプティブサーキュラアレーア
ンテナ
直接スペクトル拡散-車車間通信
アンテナ指向性

IVC（車車間通信）は自動車交通の安全性を高めたり、渋滞を軽減したりするために重
要な技術である。DS/SS(直接拡散方式)は IVCの通信方式の１つとして注目されてい
る。しかし、遠近問題やシャドーイング問題が生じてしまうことがある。これらを解決
するために、LMSアダプティブサーキュラアレーアンテナを提案する。受信車両が送信
車両の方向がわかるとき、このアンテナは指向性を制御することができる。本発表では
提案した IVCシステムのパケットエラー率とスループット特性について評価を行った。
その結果、アレーアンテナを用いた提案方式は遠近問題とシャドーイング問題に効果的
であることを示した。
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17 Conjugate Gaze at Empathy for Human Care Robot
視線で心が通じあう―ロボットの共同注視を用いた共感の獲得―

◦Yoshimura Toshiyuki (B4), Dept. of Robot system, Univ. of Kantougakuin
◦ 吉村 敏幸 (B4) 関東学院大学 ロボット　システム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Yamazaki Youiti (Assist. Prof.), Dept. of Robot system, Univ. of Kantougakuin
山崎 洋一 (助教) 関東学院大学 ロボット　システム専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Robot is expected to enter a human care market in super-aging society. A feeling of
trust is important for assist robots that work in daily living situation. Trust is elicited
by sympathy. In this research, sympathetic conjugate gaze by humanoid is proposed,
where the humanoid express harmonious eye gaze based on speech recognition and
face direction detection embedded using RT Middleware. This conjugate gaze leads
human care robot to improvement of its function by promoting utterance in various
care sites including living situation.

Key Words:
empathy
conjugate gaze
speech interaction
キーワード:
共感
共同注視
音声対話

高齢化が進み、介護者の不足が問題とされている昨今、ロボットの介護分野への進出が
課題となっている。日常生活の中で人をアシストするロボットには信頼感が必要であり、
共感を得ることが重要になる。 本研究では、RTミドルウェアを用いて音声認識、顔方
向認識を実装したヒューマノイド Robovie-R が、視線を用いて対話の中で人に合わせ
た共同注視を行うことにより、人の共感を獲得する。人が共感を抱くことによりロボッ
トへの親しみや信頼感が生まれ、ロボットによる円滑なサポートが可能になる。人とロ
ボットの対話が重要になる介護現場や生活環境で発話を促すことにより、人と共生する
ロボット全般の機能向上が実現する。

18 A Control Method of a Swarm of Plant Pot Robots by Using Potential Fields
人工ポテンシャル場に基づく植木鉢型ロボット群の太陽光最大限活用自律移動制御法

◦Masato Yuasa (M2), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 湯浅 雅人 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: masato.yuasa@mizuuchi.lab.tuat.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
水内 郁夫 (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Recently, plant factories and agricultural robots have been studied and developed. In
these cultivation systems, however, it has been difficult to manage the state of each
individual plant. We propose a cultivation system using a swarm of plant pot robots
which automatically moves to an optimal environment based on sensory information
of each plant and the surrounding environment. In this paper, we propose a control
method of the swarm of plant pot robots using artificial potential fields for temporal
and spatial maximum utilization of sunlight, and show its effectiveness by simulation.

Key Words:
Plant Pot Robot
Artificial Potential Fields
Swarm Robotics
キーワード:
植木鉢型ロボット
人工ポテンシャル法
群ロボット
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19 The influence of dietary restrictions with regard to memorization ability
食餌制限がマウスの記憶能力に及ぼす影響

◦Youhei Watanabe (Others), Science club, Holy Hope Lutheran Senior High School
◦ 渡辺 陽平 (その他) 聖望学園高等学校 科学部
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Sekiguchi Tomoaki (Others), Science club, Holy Hope Lutheran Senior High School
関口 智昭 (その他) 聖望学園高等学校 科学部
Field: Laboratory animal science
分野: 生物系　実験動物学
In higher animals, including humans, it has been shown experimentally that an
animal ’s lifespan can be extended by carrying out dietary restrictions. However,
research on the influence of dietary restrictions with regard to memorization ability
in small animals, including mice, is scarce. As a result, in this research, a hypothesis
was developed that dietary restriction would improve the memorization ability of
mice and experiments were conducted to verify this hypothesis.

Key Words:
dietary restriction
mice
memorization ability
キーワード:
食餌制限
マウス
記憶能力

ヒトをはじめとした高等動物において，食餌制限をすることによって寿命が延長すると
いうことが実験的に示されてきている。さらに，われわれがヨウシュハツカネズミとい
くつかの分岐点がある迷路を用いて行ってきた研究より，においが記憶能力に及ぼす影
響，記憶法の違いにともなう記憶能力への影響，色覚が記憶能力に及ぼす影響を実験的
に示してきた。しかし，マウスをはじめとする小動物における食餌制限にともなう記憶
能力への影響に関する研究は乏しいというのが現状である。そこで本研究では，マウス
に食餌制限をすることによって記憶能力が向上するという仮説を立て，その仮説を検証
するために実験を行った。

20 Orbit prediction method for PingPong Robot Using USB Camera base on Subject Blur
低速カメラを用いた被写体ブレに基づくボールの物理モデルによる軌道予測法

◦Minyu Pan (M2), Department of Mechanical Systems Engineering, TUAT
◦ 潘 旻イク (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: panminyu819@gmail.com
twitter: × facebook: ×
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Department of Mechanical Systems Engineering, TUAT
水内 郁夫 (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
For a robot to hit a flying ping-pong ball which is rotating fast is difficult. A way
is to use a ultra-highspeed camera with tens of thousand fps. We have derived the
equation of motion of a rotating ball considering forces to the ball from the air, and
predict the trajectory based on the equation of motion. Using the Subject blur from
camera,We can get ping-pong ball’s Velocity by Low-speed camera.And predict the
track of ping-pong ball based on the equation of motion.

Key Words:
Visual recognition
Prediction
Table Tennis Robot
キーワード:
視覚認識
予測
卓球ロボット

卓球ロボットは回転しているボールを返球することはむずかしいことである. 今まで提
案された方法は高速カメラを用いてボールの軌跡を推定することである.それによると、
ロボットの視覚システムは高価し、複雑である. 本研究は、低速カメラにより、卓球ロ
ボットの視覚システムを構築方法を提案する. 低速カメラで撮った卓球ボールの被写体
ブレにより、ボールの速度と加速度を推定して、卓球ボールの物理モデルにより、ボー
ルの運動軌跡を予測する方法を提案された. 単純と低価な卓球ロボット視覚システムを
実現することに目指す. より身近に卓球ロボット、ひいてはスポーツロボットが活躍で
きることが期待される.
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21 A Robot that Memorizes and Searches Objects Based on Perception and its Actions
行動により得た知覚データに基づき家庭内の物品在処記憶及び探索を行うロボット

◦Akihiro Ichimura (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, TUAT
◦ 市村 彰啓 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail: ichimura@mizuuchi.lab.tuat.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, TUAT
水内 郁夫 (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 aim at a robot that searches and memorizes places of domestic objects by various
manipulation such as opening a storage. This robot will save human the trouble to
find objects. The robot memorizes perception of environments as well as its actions
and creates topological map that consist of them. The robot will be able to find a
memorized object by reproducing past actions based on the topological map.

Key Words:
Domestic Robot
Topological Map
Data-based Actions
キーワード:

近年，家庭内の物品位置情報を人に提示するシステムについて様々な研究が行われてい
るが，引き出しの中や机の上に積み重なった物品を個々に認識することが難しい．そこ
で本研究では人が物品を探す時のように引き出しの開閉や物品の操作を行うことによっ
て能動的に物品探索しその在処を記憶していき，人に要求された物品の発見が可能なロ
ボットを目指す．ロボットは物品認識を含む環境の知覚情報だけでなくその物品を発見
した際の行動も記憶すべきだと考え，行動データと環境知覚データを対応付けるトポロ
ジカルマップを提案する．トポロジカルマップに基づき過去の行動を再現することで記
憶した物品の再発見が可能であると考える．
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22 Temperature and Humidity Measurement Utilizing Sound Velocity and Attenuation
音の速度と減衰から気温と湿度を計測する方法

◦Takahiro Motegi (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 茂木 貴弘 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Koichi Mizutani (Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 システム情報系
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Ultrasonic thermometer is a sensor which measures sound velocity in air and esti-
mates temperature from sound velocity. The sensor has advantages for meteorology
observation that instantaneous temperature can be measured and the measurements
are not affected by thermal radiation. However, temperature measurement error has
caused by humidity. Therefore, the accuracy can be improved by considering the
humidity effect. Then, the technique that measures sound velocity and attenuation
is proposed. Temperature and humidity can be calculated from the measured sound
velocity and attenuation.

Key Words:
Ultrasonic Thermometer
Sound Attenuation
Humidity
キーワード:
超音波気温計
音波減衰
湿度

超音波気温計は空気の音速を計測し，その音速から気温を推定するセンサである．他の
気温センサに比べ瞬間の気温を計測でき，日光等の外乱に強いことから気象観測等に用
いられている．従来音速は気温のみに依存するとみなしてきたが厳密には湿度にも依存
する．すなわち湿度は気温計測の誤差要因であった．気温計測精度を向上するには湿度
も計測する必要がある．そこで，音速と減衰を計測する超音波気温計を提案する．音の
減衰も気温と湿度に依存するため，計測された音速と減衰から連立方程式を解くことに
よって気温と湿度を算出できる．本手法により他の湿度センサを付加せず，超音波気温
計のみを用いて正確な気温と湿度が計測可能になった．

23 Direct Dimethyl Ether Anion-Exchange Membrane Fuel Cells
ジメチルエーテルを燃料として用いたアニオン交換膜型燃料電池

◦Yuuta Ohwada (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
◦ 大和田 雄太 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻
E-mail: j7312617@ed.tus.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Dimethyl ether (DME) is promising clean hydrocarbon fuel for vehicles, power gen-
erator, and would replace LP gas. Although, cation-exchange membrane fuel cells
and solid oxide fuel cells that use directly DME as fuel have investigated well, anion-
exchange membrane fuel cells (AEMFCs) have been never. In this research, we used
DME as fuel for AEMFCs, and find that DME dissolved in purified water added
alkali is effective fuel form for direct DME AEMFCs. This fuel form is required to
be more simple and efficienct.

Key Words:
Fuel cell
Anion exchange membrane
Dimethyl ether
キーワード:
燃料電池
アニオン交換膜
ジメチルエーテル
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24 Study on Acoustic Model of Cymbal Considering Vibrational Modes Coupling
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音響モデルに関する研究

◦Takuto Yudasaka (M2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 湯田坂 卓人 (M2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: yudasaka@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 システム情報系
Field: 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. This is caused by
energy transition from some vibrational modes to high-order modes when the cymbal
is excited by large-amplitude. To figure out this mechanism, we need to observe
plural coupled vibrational modes of cymbal at the same time. This study aims to
obtain an insight on the process of the mode energy transition through observation
of the amplitude ratio in coupled vibrational modes. The result, amplitude of high-
order mode is proportional to the square of the amplitude in base mode.
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私たち人間がまだ解き明かしていないコト，たくさんありますよね。進化，遺伝子，宇
宙・・・挙げていったらキリがありません。そして，身近なものでさえまだ完全には理解
されていないことも。その一例が楽器です。何百年も前から親しまれてきた楽器でさえ，
「どうしてこんな音が出るのか」未だ解明されていないのです。 私は楽器の物理を研究
しています。特に注目しているのが「シンバル」。他の楽器には見られない複雑さがあり
ます。例えば「叩く力の強さで音色が変化する」様子が，他の楽器に比べてより顕著に
現れるということ。本報告では，楽器が持つ「不思議」と，それを解明していく私の研
究について紹介したいと思います。

25 Optical characteristics of oxygen deficient TiO2 prepared by plasma treatment
プラズマ処理により形成した酸素欠損型 TiO2の光学特性

◦Shun Kashiwaya (M1), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 柏屋 駿 (M1) 東京理科大学 電気工学専攻
E-mail: j7312622@ed.tus.ac.jp
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Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
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)

In order to improve photocatalytic capability of TiO2 under visible light, oxygen
deficient TiO2, in which oxygen atoms are partially extracted by exposing hydrogen
plasma to the surface of TiO2, has been investigated. However there have been few
reports on the effect of plasma on optical properties and photocatalytic capavility.
Therefore, the effect has been investigated by varying plasma input power which is
one of the most important factors. It was found that the capability under visible
light was improved efficiently with appropriate plasma input power. The mechanism
has been discussed.
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可視光領域での光触媒性能を向上させる方法として、TiO2光触媒表面を水素プラズマ
処理することによって酸素を一部引き抜いた酸素欠損型 TiO2光触媒が検討されてきた。
しかし、プラズマ処理条件が TiO2光触媒の光学特性と光触媒性能に与える影響は明ら
かになっていない。ここでは、最も影響の大きい処理条件のひとつであるプラズマ入力
電力を変化させプラズマ処理を行い、それが TiO2光触媒の光学特性と光触媒性能に与
える影響について調査した。適切なプラズマ入力電力を選択することで、効果的に可視
光領域での光触媒性能を向上させることができることを示すとともに、そのメカニズム
を考察した。
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26 Estimation of Human Joint Angle and Torque with Surface Electromyogram
表面筋電位を用いた人体関節角・関節トルクの推定

◦Ryo Hosoda (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
◦ 細田 遼 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
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Gentiane Venture (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture
and Technology
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
Currently, surface-electromyogram (S-EMG) is used as an indicator of muscle tension
in sports and rehabilitation. If it were possible to estimate the joint angle and
torque related to the muscle, it may improve training. S-EMG is voltage overlapping
excitability of individual muscle cells. It is said that direct quantitative comparison is
difficult because excitation frequency and amplitude is different for each muscle cell.
The purpose of this study is to make an estimation method for the joint angle and
torque from the S-EMG with analyzing S-EMG waveform, amplitude and spectral
density.
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現在，表面筋電位は筋張力発生の指標としてスポーツやリハビリテーションに利用され
ている．それに加えて測定している筋に関連する関節角・トルクの情報を取得すること
ができれば，訓練の効果を高めることができると考えられる． 表面筋電位は個々の筋細
胞の興奮を重ね合わせて測定された電位である．興奮の頻度や発生する電位が筋細胞ご
とに異なることから表面筋電位の直接定量的な比較は困難であるとされている．本研究
は表面筋電位の波形・振幅・パワースペクトル密度などを解析し，表面筋電位から関節
角・関節トルクを推定可能にすることを目的とする．

27 Experimental Validation of New DC/DC Converter using PEFC and EDLC
マイクロ燃料電池と電気二重層コンデンサを用いた新しい DCDCコンバータの実証試験

◦Kazuya Takizawa (M1), Dept. Erectricl Engineering, Graduate School of Science and Technology, Tokyo
University of Science
◦ 滝沢 和哉 (M1) 東京理科大学 理工学研究科電気工学専攻
E-mail: j7312643@ed.tus.ac.jp
twitter: takky085 facebook: ○
Sumio Kogoshi (Prof.), Dept. Erectricl Engineering, Graduate School of Science and Technology, Tokyo
University of Science
小越 澄雄 (教授) 東京理科大学 理工学研究科電気工学専攻
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Micro polymer electrolyte fuel cells (PEFCs) have been expected to be power sources
for mobile devices. However, power density of PEFC is low and cannot response
against fast load change. We have proposed the DC-DC converter to combine PEFC
and supercapacitors and validated this circuit operation in a previous study by using
numerous simulations. The purpose of this research is experimental validation of
the circuit by making proposed circuit on the printed board. The result showed
the maximum system efficiency of charging and discharging EDLCs were 89.8% and
88.5%, respectively.
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マイクロ燃料電池 (μ PEFC)は 2.25cm2と非常に小型で携帯電話への応用に期待されて
いる。しかし、μ PEFCだけでは供給電力が低く、負荷追従性に弱いため、実際に携帯
電話を駆動することは困難である。そこで、μ PEFCと電界二重層コンデンサ (EDLC)
を組み合わせた DC/DCコンバータを提案し、この回路はシミュレーションにより動作
の妥当性が示されている。本研究では実証試験を目的とし、プリント基板上に提案回路
を実装し、エネルギー効率を測定した。その結果、EDLCの充電時の最大効率は 89.8%、
放電時の最大効率は 88.5%となった。
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28 Motion Recognition from Contact Force Measurement
床反力計からの動作認識

◦Takumi Yabuki (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 矢吹 巧 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
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Technology
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
Since motion capture system, which is active in broad fields of research, is costly,
needs large installation space, we find difficulty in applying it in typical homes.
Therefore the usage of contact force measurement (CFM) is suggested in conjunction
with motion recognition (MR). In our previous study, we showed that motion can
be recognized from CFM by finding similarities in a database which is made from
subject’s motion information. In this study, we propose the MR method using the
feature vector to evaluate health and rehabilitation easily with inexpensive CFM.
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近年の動作認識においてモーションキャプチャシステムは医療やエンターテイメントなど
の幅広い分野で活躍している．しかし，機器が高額かつ設置空間が大きいことから家庭
内への導入は困難である．そこで，家庭でも利用できる安価かつ省スペースな床反力計
からの動作認識が提案されている．先行研究では，規定動作の床反力情報をデータベー
ス化し，被験者間の床反力情報が類似することから床反力計からの動作認識が行えるこ
とを示した．本研究では，特徴ベクトルを用いた動作認識手法を提案する．将来的には
バランスWiiボード等の安価な床反力計に応用し，家庭内で手軽にリハビリテーション
や健康について評価できるシステムの構築を目指す．

29 Development of an Altimeter for an Airplane Cruising in the Mars’Atmosphere
火星航空機用高度計の開発
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TDU
◦ 米村 翔 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻 ワイヤレスシステム研究室
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Takehiko Kobayashi (Prof.), Graduate School of Engineering, Information and Communication Engineering,
Tokyo Denki Univ.
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 工学研究科 情報通信工学専攻
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Scientists in Japan are planning a Mars exploration around 2020 using a light air-
plane flying in the Mars’ atmosphere for observing the residual magnetic fields near
the surface and the exposed strata of Mars. An altimeter is indispensable for the
mission. Light weight and low power consumption are basic requirements for the
altimeter. A feasibility study was carried out on a microwave altimeter based on
FM-CW technology, assuming radar cross section of the Mars’ surface from the radar
data of the earth and the lunar surfaces. A breadboard model of the altimeter will
also be demonstrated.
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JAXAでは 2020年頃に測定器を搭載した小型航空機により，火星の科学観測を行うミッ
ションを計画している．航空機型の火星探査機により，リモートセンシングや着陸探査
では不可能な高精度かつ広範囲な磁場や放射線の観測，露出した地層の観測などが可能
となる．火星航空機は非常に小型軽量なため，搭載機器の小型化と低消費電力化が要求
されるが，現在，搭載可能な高度計は存在しない．これまでに，火星表面のレーダ断面
積を推測し，FM-CWレーダにより要求される性能を満たす高度計が実現可能であるこ
とを明らかにしてきた．本発表では，FM-CWレーダとマイコンを組み合わせた高度計
ブレッドボードモデルの試作結果を報告する．
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30 Study on real-time identification of structural stiffness and damping
構造物の剛性と減衰のリアルタイム同定
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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
As the government promotes long-life houses, we need long-term maintenance
method. Further, we need to diagnose health of buildings after earthquake. Thus
we study structural health monitoring which estimate the damage from the dynamic
characteristics. As the characteristics change due to damage, we can estimate the
damage state by identifying them. In this study, I aim to identify the stiffness and
damping in real time by iterative least squares method to estimate the damage. I
identified parameters using the excitation results of a reinforced concrete structure
in E-Defense in this paper.
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現在，政府が住宅の長寿命化を促進しているため，住宅の長期管理技術が求められてい
る．また，震災時には倒壊を免れた建物の継続使用の可否を判定する技術が必要になる．
これらの理由より，構造物の損傷を動特性の変化から自動的に判断する，構造物ヘルス
モニタリングが研究されている．構造物は損傷すると特性が変化するので，その変化を
同定すれば損傷状態を把握できる．そこで本研究では，逐次最小二乗法によりリアルタ
イムで各階の剛性と減衰定数を同定し，損傷状態を診断することを目指す．本稿では，実
大三次元震動破壊実験施設 (E-Defense)での実物大鉄筋コンクリート製 4階建て構造物
の加振結果を用いて同定を行う．

31 Study of electrode for HBC
HBC用電極の研究

◦Takehiro Sugo (M1), Dept. of Electronics and Information Engineering, Univ.of Takushoku
◦ 須郷 剛裕 (M1) 拓殖大学 電子情報工学専攻
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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)

HBC (Human Body Communication system) is a communication system and a trans-
mission medium to the human body. Example, Business cards can be exchanged by
shaking hands, an open lock of the door can be done by the automatic operation and
sensors placed on various parts of the body can manage the information to smart
phone , these applications were development. In such a system, the HBC device
is attached to human body, require miniaturization of the HBC device. This study
were proposed electrode for HBC. In addition, a analysis by simulation, development
and measurement.
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HBC（Human Body Communication system）とは，人体を伝送媒体とした通信方式
である．例えば，握手をすることで名刺交換する，ドアノブを触ると開錠できる，体の
各部位に設置されたセンサーからの情報をスマートフォン等で管理できる，といったア
プリケーションが考えられる．このようなシステムでは，HBC 装置は人体に装着され
るため，電極の小型化が必要である．本研究では，HBC 用電極を提案し，シミュレー
ションによる解析を行ない電極の試作，実測評価を行なった．
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32 Antenna type Omni-Winker based for Human Robot Coexistence
人とロボットの共存の為のアンテナ型 Omni-Winkerを用いた双方向型接触回避

◦Asato Ogata (B4), Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering, Kanto Gakuin University
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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, because it is difficult for hu-
man to predict actions of the vehicles. Antenna type Omni-Winker is proposed as an
indicator for omnidirectional vehicles, where the Omni-Winker expresses locomotive
behavior such as the direction and speed of the vehicle to all human around the vehi-
cles by using its tilt position and blinking of the light.　The proposed Omni-Winker
leads to interactive collision avoidance, where the winker encourages human-driven
collision avoidance in addition to existing intelligent sensing technology.
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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
動方向と速度を判断することができる表出装置として，アンテナの傾きと光の点滅周期
を用いたアンテナ型 Omni-Winkerを提案する．アンテナ型 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．

33 Motion and Vibration Control of Crane Systems via DMM
DMMによるクレーンの運動と振動の制御
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nology
◦ 橋爪 友樹 (B4) 東京農工大学 機械システム工学専攻
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田川 泰敬 (教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
The operation of overhead crane require the suppress the vibration of the suspended
load and the accurately carry operation to the target position. Therefore, there are
a lot of the automation crane studies, however, these crane operations must be given
in advance to the movement path of the suspended load. But, it is difficult that
input to the controller as a target value your work in advance because the actual
work is great variety. In this study, our goal is the realization of Skill Less Crane
System that reduces the burden of vibration control of suspended load from Crane
operator.
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天井クレーンの運転には，吊り荷の揺れを抑え，目標位置に精度良く運ぶ操作が要求さ
れる．これに対し，実際の現場では熟練の操縦者や補助作業員に依存しているのが現状
である．そこで，クレーン自動化の研究が多く行われているが，これらで扱っているク
レーン作業は吊り荷の移動経路を事前に与える必要がある．しかし，実際の作業現場や
作業内容は多岐に渡るため，あらかじめ作業内容を目標値として制御器に入力するのは
困難である．そこで，本研究では設計した制御器によりクレーン操縦者の運転操作から
吊り荷振れ止め操作の負担を軽減する実用的なクレーン制御システムとしてスキルレス
クレーンシステムの実現を目指す．
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34 A Generic Framework of Learning Based Control for Musculoskeletal Humanoids
様々な制御量目標を設定可能な学習制御器によるロボットの動作実現法
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分野: 理工系　機械工学
This paper describes realization of a method to construct a learning control system
which accepts many types of control targets. In addition, this learning control
system can achieve a task that has a complex relationship between the controlled
variable and the manipulated variable. By realization of this method, we can expect
that robots will be able to perform more tasks and, we can apply this method to
complex body robots such as musculoskeletal robots. By using the method, we tried
to control the angular speed of a windmill with a fan, and the 3D position of the
hand.
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本研究では，制御量目標と操作量の関係が複雑なタスクに対応可能な，様々な状態量を
直接制御量目標として扱うことができる学習制御器の枠組みと構築法を示す．この学習
制御器は人間からの教示を基に，制御量と操作量の関係が複雑なタスクを実現する制御
器を構築することができる． この手法の実現により，筋骨格ヒューマノイドのような複
雑な構造を持つロボットが実現可能とするタスクの拡大が期待できる． 本研究では，扇
の扇ぎ動作による風車の角速度の制御，手先位置の制御の 2つのタスクについて，実機
小太郎を用いた実験を行った．

35 Robotic Extended Body for Expression by Combination of AHOGE and Humanoid
親しみやすい AHOGEロボット-身体要素の拡張よるさりげない表出-
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Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Close relation between human and robot is important to fully utilize the performance
of human assistance robot. Friendly and emotional reactions encourage closer rela-
tions. Antenna Hair-type Object for Generating Empathy (AHOGE) is proposed as
a casual expression component, where AHOGE influence human with mentality ex-
pression based on posture element on nonverbal communications. In this research,
the AHOGE is embedded on humanoid robot, where the combination expression
realizes casual and rich emotional interaction, and then encourages closer communi-
cation for aging assistance robot.

Key Words:
casual expression
mentality expression
human symbiotic system
キーワード:
さりげない表出
心理表出
人間共生システム

生活の中で人と共存するロボットが十分に利用されるためには、人に親しみを与え、密
接な人－ロボット関係を構築することが重要である。親しみを与えるためにはさりげな
い感情表出が重要であり、従来の人間支援ロボットでは人の心理表出様式を模倣するこ
とで親しみやすさを実現している。一方、人を模倣しないロボット特有のリアリティを
創造するために共感アンテナ AHOGE が提案されており、喜怒哀楽の表出が実現され
ている。本研究では、ヒューマノイドロボットと AHOGEを組み合わせることにより、
ロボットらしさを備えた、多様でさりげない感情表出を実現する。高齢者介護等、生活
の中で常に人と接するロボットへの実用を目指している。
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36 Communication efficiency improvement by the information of the access points
アクセスポイントの情報取得による通信効率向上に関する研究

◦Takaaki Aoshima (B4), Dept. of Electronics and Bioinformatics, Univ. of Meiji
◦ 青島 貴明 (B4) 明治大学 電気電子生命
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Tetsushi Ikegami (Prof.), Dept. of Electronics and Bioinformatics, Univ. of Meiji
井家上 哲史 (教授) 明治大学 電気電子生命
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

With spreading smartphone use and developing the advanced features of smart-
phones, the rapid increase in data traffic is expected. That has become a problem.
In this study, the aim is to distribute the loads on the network and improve the
communication efficiency of the entire network on taking into account such as the
number of connected devices in multiple access points. By examining such as chan-
nel configuration type and the number of connected devices at each access point, I
will consider the method of optimal access point selection does not depend on the
conventional method.

Key Words:
Heterogeneous network
Wireless LAN
Access point
キーワード:
ヘテロジニアスネットワーク
無線ＬＡＮ
アクセスポイント

現在スマートフォンの普及や端末機能の高度化に伴い、無線通信を使ったデータ通信量
の急速な増加が見込まれている。この対処が通信事業者の直面する一つの課題となって
きている。本研究では、複数あるアクセスポイントにおける接続デバイス数などを踏ま
えた上でネットワークの負荷を分散し、ネットワーク全体の通信効率を高めることを目
的としている。無線ＬＡＮのアクセスポイントが複数設置されている環境において、各
アクセスポイントの接続デバイス数と通信速度、接続頻度、アプリケーションの種類や
チャネル構成等を調べることで、それらの混雑状況を判断し、信号強度を基準とした従
来手法に頼らない最適なアクセスポイント選択を検討する。

37 Telepresence Robot Conveying Unconscious Gestures for Avoiding Speech Contention
発話衝突回避のための無意識的身ぶり表出テレプレゼンスロボット

◦Komei Hasegawa (D1), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 長谷川 孔明 (D1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: komei@hri.iit.tsukuba.ac.jp
twitter: komekkun facebook: ○
Yasushi Nakauchi (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
中内 靖 (准教授) 筑波大学 システム情報系
Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

In this research, we developed a telepresence robot for avoiding speech contentions
occurred in remote convesations.In face-to-face convesations, humans predict the
next speaker by gestures of other participants.However, it is difficult to predict in
using 2D video chat services.The failure of prediction causes speech contentions and
makes conversations dull.To solve this problem, we developed the telepresence robot
which can convey 3D gestures.We use a Kinect as the gesture controller and it enables
to convey unconscious gestures.We conducted an experiment to confirm the robot’s
advantages.

Key Words:
Telepresence Robot
Gesture
Speech Contention
キーワード:
テレプレゼンスロボット
身ぶり
発話衝突

本研究では，遠隔会話での発話衝突を回避するために身ぶりを表出するテレプレゼンス
ロボットを開発した．対面での会話において，人は発話予備動作から誰が次に話し始め
るのかを予測している．しかしビデオチャットのような映像を用いた遠隔会話では，身ぶ
りが２次元情報となり発話予備動作の認識が難しく発話衝突が生じるという問題点があ
る．そこで我々は，３次元的な身ぶりを伝えるテレプレゼンスロボットを開発した．ま
た無意識的な身ぶりに発話予備動作が多く含まれると考え，無意識的な身ぶりも伝達す
るために操作方法として Kinect を採用した．さらに，実験により本ロボットシステム
の有効性を検証した．
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38 Blueberry Harvesting Robot which Estimates Ripeness based on Three Criteria
3種類の熟度判定指標に基づくブルーベリー収穫ロボット

◦Jumpei Kuniyoshi (M1), Mechanical Systems Engineering, TUAT
◦ 國芳 隼平 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: kuniyoshi@mizuuchi.lab.tuat.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Mechanical Systems Engineering, TUAT
水内 郁夫 (准教授) 東京農工大学 機械システム工学
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
This paper proposes a blueberry harvesting robot which estimates ripeness based
on three criteria. To harvest sweet high-value bluberries, it is necessary to estimate
ripeness of each berry at the time of harvest. Expert farmers harvest bluberries based
on some features, which include color, softness, and easiness of being picked. We
propose a robot which harvests blueberries based on its color, softness and picking-
force like expert farmers do, by image processing, softness sensing, and a negative
air pressure picking system.

Key Words:
Harvesting Robot
Robot Vision
Force Sensing
キーワード:
収穫ロボット
ロボットビジョン
力計測

近年、農作業の省力化・効率化を目的とした農業ロボットや植物工場などの研究開発が
盛んに行われているが、手間の掛かる作業は未だ数多く残っている。 本研究で着目する
ブルーベリーの収穫作業は、現在は熟練者が手作業により一粒一粒熟度判定を行い収穫
を行っている。またブルーベリーの実は追熟して甘くなることがないため、収穫時期に
は連日熟度判定をして収穫を行う必要があり、かなりの労力を要する。そこで本研究で
は、収穫労力を削減し熟練者と同様に熟度判定を行い高付加価値果実（収穫適期果）の
収穫が可能なブルーベリー収穫ロボットの実現を目指す。

39 Active Chemical Sampling: Adaptive Sensing Device Mimicking Crayfish
能動化学サンプリング―ザリガニを模倣した適応型センシングデバイス―

◦Ryuichi Takemura (M2), Dept. of Mechanical Systems Eng., Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 竹村 龍一 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail: ryuichi.take@gmail.com
twitter: × facebook: ○
Hiroshi Ishida (Assoc. Prof.), Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo Univ. of
Agriculture and Technology
石田 寛 (准教授) 東京農工大学 生物システム応用科学府
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Crayfish are known to generate water jets with their fan-shaped appendages when in
search of food. The jets help to collect odor-laden water samples from the surround-
ings to the olfactory organs. We have developed an underwater chemical sensing
device consisting of an electrochemical sensor array and a jet discharger by mimick-
ing crayfish. The results of computational fluid dynamics analyses and experiments
are presented to show that the angular range of water sample collection can be
adaptively adjusted by changing the jet directions and thus the chemical sensing
efficiency can be enhanced.

Key Words:
Biomimetics
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Jet entrainment
キーワード:
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40 Application of polymer gel to green wall
高分子ゲルの壁面緑化への利用

◦Takaaki Oshima (M2), DEPT.of Environmental Hort., Univ. of Chiba
◦ 大島 誉章 (M2) 千葉大学 環境園芸学専攻
E-mail: homesyou@chiba-u.jp
twitter: × facebook: ○
Yukiharu Ogawa (Assoc. Prof.), DEPT.of Environmental Hort., Univ. of Chiba
小川 幸春 (准教授) 千葉大学 環境園芸学専攻
Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学
Now days, tree planting is being promoted in japan. The tree planting is counted
on lessening of heat-island phenomenon, energy conservation, protect of buildings
and CO2 reduction. While rooftop gardening has advances, the green wall have
disadvantages. Because soil is not suited for green wall. In this study, polymer gel
for green wall were cheeked up and we also studied the measurement of the inorganic
component permeability of some types of polymer gel.

Key Words:
polymer gel
green wall
osmosis
キーワード:
高分子ゲル
壁面緑化
浸透性

今日，日本では建築物の緑化が推進されている．緑化にはヒートアイランド現象の緩和，
省エネルギー，建築物の保護および二酸化炭素（CO2)削減などの効果が期待でき，一
部の都市では施設の建築時に緑化が義務づけられている．しかし，全国的に屋上の緑化
が進む一方で壁面の緑化は進んでいない．その原因の 1つに土壌が壁面緑化を行う際の
生育土台として適していない事が挙げられる．そこで本研究では壁面緑化に適した植生
土台の開発を目的とし，土台と成りえる数種類の高分子ゲルを無機成分の浸透性から評
価・検討を行った．

41 Method of Extracting Evaluation Function Based on Human’s Proficiency Process
人間の上達過程に基づく機械学習の評価指標抽出法に関する研究

◦Shunsuke Suzuki (B4), Dept. of Mechanical System Engineering, Univ. of Tokyo of Agliculture and Technol-
ogy
◦ 鈴木 駿介 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ○
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical System Engineering, Univ. of Tokyo of Agliculture and
Technology
水内 郁夫 (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
For generating robot motions, we utilize machine learning effectively. But it ’s
difficult to respond to various motions, since evaluation function for machine learning
is generated with each motion. We focus on human ’s proficiency process. Human
generates evaluation function recursively while human learns. We think there ’re
common elements of evaluation function for various motions. In conclusion, I ’ll
generate evaluation function when we find the methods to extracting it for machine
learning based on human ’s proficiency process. We expect robot could learn itself
for various operations.

Key Words:
Robot
Machine Learning
Evaluation Function
キーワード:
ロボット
機械学習
評価関数

ロボットの動作の生成において、機械学習が有効に活用されている。しかし、機械学習
に用いる評価指標は動作ごとに手動で作られているため、複数の動作への対応が難しい。
そこで、本研究では人間の上達過程に着目した。人間は物体操作や動的動作を行って学
習していくうちに評価指標を創発して上達している。これには複数の動作には共通する
評価指標の要素があると考えられる。このことから、人間の上達過程を基に評価指標を
抽出する方法を探っていき、その評価指標の自動生成を可能にすることを目的とする。
この実現によりロボットが自分自身で複数動作での自律学習が可能になることが期待で
きる。
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42 Development of an Operation Device for teaching Manipulation Skills to a Robot
ロボットへの人間の物体操作スキル伝達を目的とした摩擦提示可能な操縦装置の開発

◦Nobuko Yoshida (M2), Department of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture and
Technology
◦ 吉田 修子 (M2) 東京農工大学 機械システム工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ○
Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Department of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture
and Technology
水内 郁夫 (准教授) 東京農工大学 機械システム工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
It is difficult for robots to manipulate an object surrounded by many other objects
which has unknown frictional state and weight,while it is easy for a person to ma-
nipulate such an object because we have haptic sensors on our body, and we utilize
them effectively in manipulating such an object. In this study, to teach sensor-based
object manipulation skills to robots, we have developed a wearable operation device
as a master device of master-slave system. Currently we are developing a wearable
operation device that can transfer the haptic information from the robot to the op-
erator.

Key Words:
Haptics
Operation Device
Skill
キーワード:
触覚
操縦装置
スキル

摩擦状態や重さが未知な物体操作において，ロボットが人間のようにをセンサ情報を巧
みに利用して物体操作を行うことは難しい．ロボットによる巧みな物体操作を実現する
ために、人間の物体操作スキルに着目した．人間の物体操作スキルを抽出するために，
ロボットと物体間の摩擦状態を操縦者に提示するウェアラブル操縦装置を製作した．こ
の操縦装置を用いて，操縦者が試行錯誤しながら操縦する過程より得た物体操作スキル
を抽出することで，ロボットがセンサ情報を巧みに利用して物体操作を行うことを目指
す．
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43 A study on fall prediction of a roof snow by means of MSA snow sensor
MSAスノーセンサを用いた屋根雪落下検出の基礎的検討

◦Masasi Izumi (Tech-Coll 5), Dept. of Electrical and Electronic Syst Eng., Nagaoka National College of
Technology
◦ 和泉 政史 (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: ee20047n@st.nagaoka-ct.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Yuzirou Taguchi (Prof.), Dept. of Electrical and Electronic Syst Eng., Nagaoka National College of Technology
田口 裕二郎 (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)

This paper describes an air layer detection between a roof and the snow on a building
for the purpose of a roof snow fall prediction. As an evaluation model can test really,
we place an air layer of depth D [mm] in the lower part and a sham snow (dry snow
of 0% on rate of water) of 400mm in the upper part. We experiment and analyze
in FDTD method for this model. As the result of evaluation, it seems that we
can observe the state of the air layer in the lower part based on the change of the
impedance characteristic.

Key Words:
MSA
snow sensor
fall prediction of a roof
キーワード:
MSA
スノーセンサ
屋根雪落下予測

建物の屋根に堆積した雪が落下する前には、屋根と雪の間に空気層が作られている可能
性がある。そこで屋根雪落下予測を目的として、MSAスノーセンサによる建物の屋根
と積雪の間の空気層検知について述べている。このスノーセンサは、積雪の含水率及び
深さに対して異なるインピーダンス特性を呈する。実験可能な評価モデルとして、上層
部に 400mmの模擬雪（含水率 0％の乾雪）、下層部に深さ D[mm]の空気層を配置し、
FDTD解析と実験を行っている。評価の結果、インピーダンス特性の変化に基づき、積
雪下層部の空気層を観測することは、可能であると思われる。

44 Influence of circulated ethanol on anion exchange membrane fuel cell performance
アニオン交換膜による直接エタノール型燃料電池の燃料循環時の発電性能への影響

◦Kazuhiko Kunihiro (B4), Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 國弘 和彦 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ○
Sumio Kogoshi (Prof.), Electrical Engineering, Electrical Engineering
小越 澄雄 (教授) 電気電子情報工学科 電気電子情報工学科
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Fuel cells are one of next generation electrical generating system which would solve
environmental and energy problems. Anion exchange membrane fuel cells, which
use alkaline membrane, attract attention because of their potential to improve the
performance of various fuels such as ethanol in particular, which can be produced
from biofuel. However acetaldehyde and acetic acid are produced as intermediate
products when ethanol is oxidized, resulting in performance deterioration. The pur-
pose of this report is to investigate influences on performance when ethanol fuel is
circulated.

Key Words:
Fuel cell
Anion exchange membrane
Ethanol
キーワード:
燃料電池
アニオン交換膜
エタノール

環境問題やエネルギー問題を解決する次世代の発電システムとして燃料電池がある。そ
の一種のアニオン交換膜形燃料電池はアルカリ性で反応し、さまざまな燃料での発電性
能の向上の可能性があり注目されている。特にエタノールはバイオ燃料であるためその
実用化に向けての発電性能の向上が期待されている。しかしエタノールは酸化すると中
間生成物としてアセトアルデヒドや酢酸が生成するため、燃料を循環させて使用した場
合にこれらの生成物が性能に悪影響を与えると考えられている。この影響について調査
することを本研究の目的とする。
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45 Research on foot pressure use of walking assist device
足圧を利用した歩行アシスト装置の研究

◦Takuya Takei (M2), Dept of Electronic Tech., Univ.of Nippon Institute of Technology
◦ 竹居 拓哉 (M2) 日本工業大学大学院 電気工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Nobuyuki Yoshizawa (Prof.), Dept. of Electronic Tech., Univ. of Nippon Institute of Technology
吉澤 信幸 (教授) 日本工業大学 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 gait assist device for an old age person has been developed,A control program has
been examined to realize a natunal gait by using the foot pressure signal.

Key Words:
foot pressure
gait
assist
キーワード:
足圧
歩行
支援

老齢者の歩行を支援するアシスト装置の開発を目的に、足裏に装着した荷重センサ信号
を利用して、歩行を制御するプログラムを検討した。

46 Physical modeling of string vibration for musical instruments simulator
楽器シミュレータのための弦振動物理モデルの構築

◦Toru Kobayashi (D2), Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba
◦ 小林 透 (D2) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail: kobayashi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: coalstep facebook: ○
Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 システム情報系
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
Novel structure of acoustic guitar has been considering. In addition, physical model-
ing of musical instruments has been studied. Adequate model enables us to predict
the effect of novel structure. Single string vibration shows beats; therefore this phe-
nomenon is desired to be included in guitar model. This study aimed to investigate
the mechanism of single string beats, and constructed vibration model including the
effect of stretching of string. From the viewpoint of relationship between amplitude
and decay, it was confirmed that stretching of string could effect on beat interval.

Key Words:
Beat
String
Vibration
キーワード:
うなり
弦
振動

アコースティックギターは現在も新しい構造が模索されている楽器である．またこれまで
楽器を物理計測に基づいてモデル化する研究も行われてきており，楽器の構造を適切に
モデル化できれば，新しい構造によって得られる効果を検討するうえで有効である．ギ
ターは１本の弦を弾いても余韻にうなりを生じることが知られており，構築するモデル
においてもこのうなりが再現されることが望ましい．本研究は１本の弦においてうなり
を生じるメカニズムを明らかにするため，振動に伴う弦の伸縮の影響をモデル化するこ
とを行った．弦振動の初期振幅と減衰過程の関係に着目し，弦の伸びによる影響がうな
りの周期に反映されることが明らかになった．
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47 Stereo loudspeaker with wide listening area using a single vibration plate
広いリスニングエリアを持つ単一振動板によるステレオスピーカ

◦Ayaka Fujii (B4), College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba
◦ 藤井 郁香 (B4) 筑波大学 工学システム学類
E-mail:
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Naoto Wakatsuki (Assoc. Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
若槻 尚斗 (准教授) 筑波大学 システム情報系
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

In an ordinary stereo loudspeaker, an area near the vertex of the equilateral triangle
whose base is between two loudspeakers is suitable as listening area. However,
the area is limited to narrow area. To overcome the limitation, a stereo sound
reproduction system which has wider listening area is proposed. When both sides
of a long plate are vibrated, the radiated sound from right-and-left sides propagates
extensively with uniform level and constant angle. It meets a condition that is
suitable for listening. The validity was verified by a simulation using finite difference
method.
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通常の 2チャンネルスピーカにおいて、左右のスピーカ間を底辺とする正三角形の頂点
付近の範囲が最良のリスニングエリアである。このエリアから外れると左右の音のレベ
ル差や時間差、到来してくる角度の違いが生じる。この方式はリスニングエリアが狭い
ため、多人数での受聴には不向きである。そこでより広いリスニングエリアをもつ音声
再生法を提案した。長い平板に左右からそれぞれ振動を入力すると、板全体から少ない
減衰で一定の角度で音が放射され、広い範囲でリスニングエリアに適する条件が満たさ
れる。有限差分法によるシミュレーションを用いて板の振動および放射音の大きさや到
来方向を評価し、実現可能性を確かめた。

48 Computation Method of the Contact Force on Inclined Floor Using Motion Data
モーションデータを用いた斜面における各足にかかる外力の計算法

◦Masami Iijima (B4), Dept. of Mechnical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 飯島 真美 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Gentiane Venture (Assoc. Prof.), Dept. of Mechnical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and
Technology
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
In recent years, various rehabilitation methods are proposed to post-stroke patients.
In these researches, motion capture system and force plate are commonly used.
However, there are some problems in force plate. The use range of force plate is
restricted compared with motion capture. Moreover, being conscious of force plate,
a patient cannot walk naturally. For these reasons, it is difficult to use force plate
for rehabilitation. In order to analyze natural gaits in arbitrary environments we
developed a system that can estimate the contact force from motion data only.
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近年，運動機能に障害がある患者に対して，様々なリハビリ方法が提案されている．リ
ハビリ効果の検証のために，患者の運動を解析することは重要である．現在，人体の運
動解析にはモーションキャプチャシステムや床反力計が用いられている． 斜面における
歩行は平地とは異なる効果が得られると考えられており，その効果の数値的な検証が必
要である．しかし，床反力計測には動作に適した床反力計の配置や踏み分けの必要性と
いった，リハビリ評価に望ましくない問題がある．そこで本研究では，モーションキャ
プチャシステムの出力結果から床反力を推定することによって，任意の環境でリハビリ
評価を行えるシステムを開発することを目的とする．
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49 Statistical Modeling of On-Body Ultra-Wideband Channels Considering Room Volume
部屋体積を考慮した人体近傍 UWBチャネルの統計モデル化

◦Miyuki Hirose (M1), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
◦ 広瀬 幸 (M1) 東京電機大学 情報通信工学専攻
E-mail: miyuki@grace.c.dendai.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Takehiko Kobayashi (Prof.), Dept. of Information & Communication Engineering, Tokyo Denki Univ.
小林 岳彦 (教授) 東京電機大学 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)

Ultra wideband (UWB) technologies have been considered for use in wireless body
area networks (WBAN) because of their possible low power consumption and anti-
multipath capabilities. An appropriate channel model is indispensable to develop
the systems. Conventional statistical channel models of on-body WBAN have not
considered the impact of surrounding environments. We carried out measurement
campaign in five different rooms and derived therefrom a statistical model depend-
ing on the room volume. Average power delay profiles reasonably agreed between
calculated realizations and the measurements.

Key Words:
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電波伝搬
超広帯域無線

UWB(ultra wideband) 技術は低消費電力及びマルチパス耐性の観点から
WBAN(wireless body area networks) での使用が期待されている．WBAN の
研究において実用化を想定した統計的 UWB チャネルモデルでは，部屋体積の影響は
考慮されていない．WBANデバイス実現のため，様々な周辺環境における伝搬特性の
チャネルモデル化が必要である．そこで，部屋体積の影響を考慮した人体近傍 UWB伝
搬チャネルの統計モデルを開発し，さらにリアライゼーションを算出し提案モデルの検
証を行った．

50 A study of radiation efficiency in the TRP of loop antenna for small terminals
小型端末用ループアンテナの TRPにおける放射効率の検討

◦Kohei Ogasawara (M1), Graduate School of Electronics and Information Engineering, Univ. of Takushoku
◦ 小笠原 恒平 (M1) 拓殖大学 電子情報工学専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Toshiyuki Maeyama (Assoc. Prof.), Graduate School of Electronics and Information Engineering, Univ. of
Takushoku
前山 利幸 (准教授) 拓殖大学 電子情報工学専攻
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

Taking into account the ground area and the thickness of the antenna, Propose a
loop antenna for small terminals planar structure in favor of the implementation,
and promoting the evaluation of antenna characteristics. At if the proposed antenna
close to the human hand, Resulting in VSWR did not significantly 　 deteriorated
but radiation efficiency is deteriorated. In this paper, Analyzed by the TRP (Total
Radiated Power) for the radiation efficiency and radiation pattern change by the
human hand. In addition, we report the prototype and experimental results of the
proposed antenna.
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グランド面積やアンテナの厚み等で，実装に有利な平面構造の小型端末用ループアンテ
ナを提案し，アンテナ特性の評価を進めている．時に，人体手部を提案アンテナに近づ
けた場合，VSWRの劣化は少ないが，放射効率が劣化する結果となった．本稿では，人
体手部による放射パターンの変化と，放射効率を TRPで確認する． 具体的には，提案
アンテナの全放射電力（TRP：Total Radiated Power）についての検討を行う．提案ア
ンテナの TRPを確認し，人体手部を近づけた場合の TRPと比較することで放射効率
を求める．加えて，提案アンテナの試作及び実測結果についても報告する．
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51 Mathematical modeling of the behavior of the fuel cell to the flow rate of air
空気の流量に対する燃料電池の挙動のモデリング

◦Kotaro Tamura (B4), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
◦ 田村 耕太郎 (B4) 東京理科大学 電気電子情報工学科
E-mail: j7309088@ed.tus.ac.jp
twitter: × facebook: ○
Noboru Katayama (Assistant), Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science
片山 昇 (助手) 東京理科大学 電気電子情報工学科
Field: Electrical and electronic engineering(Electric)
分野: 理工系　電気電子工学 (電気)

Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) are expected to be applied to
vehicle and stationary power supplies, performance degradation due to inadequate
water content in membrane of a PEMFC has been investigated. However, until
now, the behavior with time of the fuel cell when the humidity of the membrane
changes has never been clarified. The purpose of this study is to clarify the transient
behavior of the PEMFC when the humidity of the membrane changes with the flow
rate of air, and to develop a mathematical model to control the internal humidity of
membrane.

Key Words:
Fuel cells
Water management
Transient
キーワード:
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PEMFC（固体高分子膜型燃料電池）は燃料電池自動車や定置型電源としての応用が期
待されている。この PEMFCは膜に適切な水分量を与えないと、燃料電池の性能低下や
劣化につながることが今までの研究で明らかにされている。しかし、膜の含水率は動作
条件によって変化するが、これらの時間変化については十分に研究されていない。そこ
で本研究では動作条件の一つである供給する空気の流量が変化したときに、膜の含水率
がどのような過渡的な挙動を示すのかを明らかにし、さらにこの挙動を推定する数式モ
デルを開発することである。この数式モデルは、膜の含水率の制御手法を確立するため
の指針となる。

52 Effect Control of Specimen Movement Properties by Reaction Force Measurement
反力計測による供試体動特性の影響抑制

◦Takahiro Hirao (B4), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
◦ 平尾 孝弘 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Yasutaka Tagawa (Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Tech-
nology
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
As the earthquake happens frequently since the dawn of history in Japan, we have
suffered each time. Earthquake-resistant strength and fracture process of structure
are studied using excitation experiment. What is required in the vibration test is
to reproduce accurately the actual vibration. The problem in the vibration test
is to change the dynamic characteristics due to change of the specimen, specimen
damage and resonance. If dynamic characteristics change, it is difficult to realize
that. Therefore, I aim to solve this problem by IDCS considering disturbance.

Key Words:
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有史以来我が国では震災が多発しており，その度に被害を受けてきた．被害を軽減する
ため現在では構造物の耐震強度や破壊過程の研究が盛んに行われている．それに伴い振
動試験が実施されており，そこで求められるのは実振動を高精度に模擬することである．
しかし加振する際に加振機に搭載した供試体の変更，加振中の破損，共振，多自由度加
振機でのピッチング運動発生等供試体動特性の変化により入力波再現性が低下し，任意
の加振ができないという課題がある． 本研究では動特性が変化する供試体でも,技術者
の経験や試加振が不要で高精度な加振ができる外乱考慮型 IDCS制御手法を提案し，実
験により有効性を確認することを目的とする．
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53 Monitoring of Physical Properties of Meats during Heating Process Using EIS
電気インピーダンス法を用いる食肉の加熱調理モニタリング

◦Akihito Kobayashi (M1), Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
◦ 小林 彰人 (M1) 筑波大学 システム情報工学研究科
E-mail: kobayashi-a@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
twitter: ssm07gou facebook: ×
Koichi Mizutani (Prof.), Faculty of Engineering, Information and Systems, University of Tsukuba
水谷 孝一 (教授) 筑波大学 システム情報系
Field: Electrical and electronic engineering(Information)
分野: 理工系　電気電子工学 (情報)

We are aiming to develop the system which enables to monitor the changes of meats
during the heating process. To measure the physical properties, we used Electrical
Impedance Spectroscopy (EIS). In this study, meats of pork were heated, and its
electrical impedance was measured with needle electrodes. The electric equivalent
circuit model for animal tissue was applied. The parameters changed during heating
process. Therefore it is confirmed that EIS can be method to monitor the physical
properties changes of meats during heating process.
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【目的】食肉の加熱過程における物性変化の計測手法の確立．【背景】食肉の適切な加熱
調理には温度計測や理化学分析では困難である．なぜなら鮮度や部位，加熱行程 (時間・
温度)の影響を受けるためである．そこで加熱過程の物性変化を連続的かつ定量的な計
測が可能である電気インピーダンス法の適用を試みた．【実験方法】豚肉を加熱し針状電
極を用いて複素インピーダンスを測定した．そのデータに動物細胞を模した等価回路式
を近似させ各等価回路素子の値を算出した．【結果】加熱過程にて等価回路素子値の変化
から細胞膜構造の崩壊や細胞内外液の流出が推測できた．加熱調理における物性モニタ
リングに用いることができる可能性が見出された．

54 Visualize organization structure change of cooked rice during digestion process
消化工程における米飯粒組織構造変化の可視化

◦Chisato Kumagai (B3), Faculty of horticulture, Univ. of Chiba
◦ 熊谷 千敏 (B3) 千葉大学 園芸学部
E-mail:
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Yukiharu Ogawa (Assoc. Prof.), Dept of Environmental Hort, Univ. of Chiba
小川 幸春 (准教授) 千葉大学 環境園芸学専攻
Field: Agricultural science
分野: 生物系　農学
Satiation of developed country and starvation of developing country is disparity
surrounding food and health. We take in starch as source of energy from food of
plant origin mainly. rice is main starch source in Asia. Nutrient component such
as starch, protein, and lipid is framed by resistant cell wall. It may have influence
digestivility of digestive organ. In this study, we tried to visualize organization
structure change of cooked rice and measured digestibility used artificial digestive
juice. From the result, it was suggested that we can control digestibility during the
food processing.
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先進国における飽食と途上国における飢餓は、食と健康に関する格差問題である。ヒト
のエネルギ源となるデンプンは主に植物性食品から摂取され、米は主要なデンプン源で
ある。デンプン、タンパク質、脂質などの栄養成分は、難消化性の細胞壁で取り囲まれ、
米粒内に不均一に分布しているため、構造的因子が消化器官における消化性に関与して
いると考えられる。本研究では人工消化液を用い、消化過程における米飯の組織構造変
化の可視化と消化率の比較・検討を行った。解析結果から、上記の両問題に資する食品
加工工程における消化率コントロール機構の可能性が示唆された。
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55 Development of force estimation and sensory feedback method for EMG prosthesis

◦Masahiro Kasuya (D1), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, the University of Electro-
Communications
◦ 粕谷 昌宏 (D1) 電気通信大学 知能機械工学専攻
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twitter: mark21X facebook: ○
Hiroshi Yokoi (Prof.), Dept. of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, the University of Electro-
Communications
横井 浩史 (教授) 電気通信大学 知能機械工学専攻
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
In this research, we took following two approaches to improve the control of pros-
thetic hands, by developing noble method of a grip force estimation and sensory feed-
back. The developed estimation system uses muscle stiffness in addition to EMG.
As a result, the error of estimation is just 18[N], which is 30% smaller than the error
of only EMG method. The sensory feedback system achieves intuitive feedback by
developed noise reduction system. It reduces the noise to EMG electrodes caused
by feedback stimulation by 70 %. We will focus to learning system for prosthetic
hands as future work.
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56 The mitigation scheme on the influence of long delay path for DTTB
地上デジタル放送におけるガードインターバル越え長遅延波の影響除去方式

◦Kenichi Yamaguchi (M1), Dept. of Applied Electronics, Tokyo Univ. of Science
◦ 山口 謙一 (M1) 東京理科大学 電子応用工学専攻
E-mail: kenichi@itamilab.te.noda.tus.ac.jp
twitter: × facebook: ×
Makoto Itami (Prof.), Dept. of Applied Electronics, Tokyo Univ. of Science
伊丹 誠 (教授) 東京理科大学 電子応用工学専攻
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

The guard interval (GI) is extended with the orthogonal frequency division mul-
tiplexing (OFDM) symbol using for Digital Terrestrial Television Broadcasting
(DTTB) to ensure against the multipath. However, when the delay signals have
the delay time longer than the GI duration, it is difficult to remove the influence
of interference. The mitigation scheme using the transfer function matrix had been
proposed. However, calculation amount is increased. In this presentation, the miti-
gation scheme using replica signals is proposed. It achieves less calculation amount
using the inverse channel matrix.
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地上デジタル放送において用いられている OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) には、マルチパスの対策としてガードインターバル (GI)が設けられてい
る。これにより遅延時間が GIよりも短い遅延波の影響は容易に除去できるようになっ
ている。しかし、GIを超える遅延波が存在する場合、その影響を除去することが困難に
なる。GI越えの遅延波の除去方式として、伝達関数行列を用いる方法が提案されている
が、計算量が多く実用は困難である。そこで、より少ない計算量で GI越えの遅延波を
除去する方式として、時間軸上で 2種類のレプリカ信号を用いる方式を提案する。
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57 Chat with Unscared Ghost - Generalized Presence Transmission by Deformed Robot
怖くないおばけとの対話－ディフォルメしたロボットによる一般化した存在感の伝達

◦Rikiya Omika (B4), Dept. of Electrical, Electronic & Information Engineering, Kanto Gakuin University
◦ 大美賀 力也 (B4) 関東学院大学 ロボットコース（制御専攻）
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University
山崎 洋一 (助教) 関東学院大学 電気電子情報工学科
Field: Sociology/History of science and technology
分野: 人文社会系　科学者会学・科学技術史
First impression is important for interaction situation, and thus appearance should
be taken in to account for robot that is acceptable as familiar being to everyone.
An eye robot with super-deformed appearance is developed for a casual expressive
robot interface. The developed robot has totally 13 D.O.F.s for eyes, eyelids, and
arms, where the robot expresses mentality by nonverbal actions concentrating on
eye. Ghost appearance enable human user to easily imagine every type of people.
The developed robot aims to enable users to send their presences to distant person
with familiar way.
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コミュニケーションにおいて第一印象が重要であり、初対面時にロボットが人間に親し
みやすく受け入れられるためには外観を考慮する必要がある。親しみやすい印象を与え
る外観としては、ディフォルメが有効である。心理表出可能な眼球ロボットをディフォ
ルメすることにより、初見での心理抵抗を抑制した存在感を有するコミュニケーション
ロボットを提案する。眼球は左右上下３自由度、瞼４自由度、両腕６自由度を有し、眼
球ロボットの動作を参考に目を中心とした感情表出を行う。不特定の個人を一般化した
存在として投影しやすいゴーストをモデルとすることにより、不特定の人間の存在感が
再現可能であり、リアルな遠隔対話を実現する

58 Learning of Dynamic Motion of a Humanoid Focusing on Mechanical Energy
動的全身運動の学習における汎用的評価指標としての力学的エネルギの有効性の検討

◦Yuya Yumoto (M1), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agri. and Tech.
◦ 湯本 裕矢 (M1) 東京農工大学 機械システム工学専攻
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Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agri. and Tech.
水内 郁夫 (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
Until today, any analytical way to optimize a dynamic motion of a humanoid has not
been established. Motion learning is an effective way to solve the problem and many
works on it have been reported. However, in the past works, evaluation functions
of motion were dependent on motions and made by human for each motion. To
solve the problem, we propose to use mechanical energy as an evaluation function
in learning of whole body dynamic motions of a humanoid.
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学習

ヒューマノイドでは動的な動作を解析的に最適化する方法は確立されていない．解析的
に最適化する方法が不明な動作に対しては，機械学習により動作の改善を行う方法があ
る．評価関数を適切に設定して学習を行うことで人間が考えるよりも適切な動作パター
ンを獲得することができる．現在，動的運動学習に関する従来研究は多数存在する． し
かし従来研究において，運動を評価する際の評価関数は， 運動毎に人間が個別に作って
いるのが現状 で，タスクに深く依存する場合が多く,様々な運動に適応 することは出来
ない．そこで本研究では，動的な運動の中 でも特に全身運動における汎用的評価指標と
して，力学的 エネルギに着目する．
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59 The verification of navigating obstacles with regard to autonomous robots.
障害物対処法における自律型ロボットプログラムの開発と検証
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E-mail:
twitter: × facebook: ×
Yuki Nagasawa (Others), Science Club, Holy Hope Lutheran Junior And Senior High School
永澤 勇気 (その他) 聖望学園高等学校 科学部
Field: Mechanical engineering
分野: 理工系　機械工学
We participated in the 2012 ET Software Design Robot contest. In this contest,
autonomous robots are run through a course that includes obstacles such as stairs, a
seesaw. Falling down the stairs and the seesaw due to a rapid change in the slope are
all risks. With regard to our running method, up until now we have not been able
to navigate through the obstacles adequately and have failed many times. In this
research, we came up with ideas for increasing the ability of the robots to successfully
navigate the obstacles, and through experimentation, we verified the effectiveness of
our ideas.

Key Words:
obstacles
Control Method
Embedded Technology
キーワード:
障害物
制御手法
組み込みシステム

ＥＴソフトウェアデザインロボットコンテスト 2012に参加した。この大会では自律型
ロボットを走行させるが、走路に階段、シーソーといった障害物がある。階段では段差
で転倒、シーソーでは急激な傾きの変化で転倒というリスクがある。これまでの私たち
の走行方法では適切に障害物を対処することができず失敗することが多かった。本研究
では、障害物を適切に対処できる確率を高めるための走行方法を考案し、実験を通して
その有効性を検証した。

60 Multicast IPTV System Using PLZT Optical Switch on Active Optical Network
アクティブ光アクセスネットワークによる PLZT光スイッチを用いた IPTVシステム

◦Yuji Shimada (M2), Open and Environmental Systems, Graduate School of Keio
◦ 島田 悠司 (M2) 慶應義塾大学大学院 開放環境科学
E-mail: shimada@yamanaka.ics.keio.ac.jp
twitter: caramel boy facebook: ○
Naoaki Yamanaka (Prof.), Dept. of Information and Computer Science, Univ. of Keio
山中 直明 (教授) 慶應義塾大学 情報工学科
Field: Informatics
分野: 理工系　情報学
We have proposed an active optical access network (ActiON) employing high-speed
optical switches for IPTV. This paper introduces ActiON with variable distribution
mode, which controls the distribution rate of the power. Proposed method realizes
exible multicast slot allocation according to the transmission distance from OLT
to each user and the number of required users. Moreover, as the technology to
realize the proposed method, this paper also shows increasing bandwidth efficiency
by adjusting of the proportion of optical power by applying the variable voltage to
each electrode.

Key Words:
IPTV
PLZT Optical Switch
Access Network
キーワード:
IPTV
PLZT 光スイッチ
アクセスネットワーク

近年，IPネットワークを経由して映像配信を行う IPTVの技術が注目されており，IPTV
は主に光アクセスネットワークにより提供されている． そこで我々は，IPTVを提供す
る次世代光アクセスネットワークとして，光スプリッタに代わり超高速光スイッチを使
用した，アクティブ型光アクセスネットワークを提案している．光スイッチは所望の方
路へ光信号をスイッチングすることに加え，中間電圧を印加することで 2 つの方路への
マルチキャスト送信が可能である． 本稿では，光スイッチにおいて印加する電圧を変化
させることで光パワーを可変に分配し，帯域利用効率を向上するシステムに関して検討
を行う．
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61 Acoustic Modem for mobile device-to-device communication
ビーっと音で情報を届けよう：音波伝送技術を用いる携帯電話間通信アプリケーショ ン

◦Naoki Shinmen (M1), Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba
◦ 新免 真己 (M1) 筑波大学 知能機能システム専攻
E-mail:
twitter: × facebook: ×
Tadashi Ebihara (Assistant), Faculty of Engineering, Information and Systems, Univ. of Tsukuba
海老原 格 (助手) 筑波大学
Field: Electrical and electronic engineering(Communication)
分野: 理工系　電気電子工学 (通信)

We focus on a acoustic modem that enables device-to-device communication using
OFDM. Considering the lack of computing power in mobile devices, the modem is
designed to achieve signal modulation with low calculation cost. We propose a mod-
ulator; OFDM signal is modulated with aid of sin wave table, and a demodulator;
the message is obtained by delay detection. Performance of the proposed modem
was evaluated experimentally using actual mobile phones. As a result, we confirmed
the utility of the proposed modem; complexity of proposed modem was less than
lower than that of conventional modem.

Key Words:
Acousticc Communication
software modem
mobile computing
キーワード:
音響通信
ソフトウェアモデム
モバイルコンピューティング

近年急速に普及してきたスマートフォン向けに携帯端末同士でのインフラネットワーク
を介さない軽容量データの伝送方法を確立することを目的とする。同様の目的として赤
外線通信が存在したが、赤外線通信用に専用の通信用モジュールを必要としていた。音
響通信では携帯端末に必ず搭載されているマイクとスピーカ以外、通信モジュールを必
要としないため端末を選ばず通信可能となる。我々の研究では携帯端末同士の音響通信
を可能とするソフトウェアモデムの設計を行った。

62 Energy Strategy of Robot in a Environment where Battery Recharge is Difficult
充電困難な場におけるロボットのエネルギー戦略に関する研究

◦Satoshi Nishiki (B4), Dept. of Mechanical System Enginereeing, Univ. ofTokyo Agriculture and Technology
◦ 錦 知志 (B4) 東京農工大学 機械システム工学科
E-mail:
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Ikuo Mizuuchi (Assoc. Prof.), Dept. of Mechanical System Enginereeing, Univ. ofTokyo Agriculture and
Technology
水内 郁夫 (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
Many robots work in a environment where battery recharge is easy. However there
are the works that robots are wanted to do in a environment where battery recharge
is difficult , and some of the works are needed to be continuous. Robot’s working area
and efficiency depend on how to supply energy. It is needed that robot’s earning
energy is larger than its consuming one for working continuously considering the
working area and frequency. So we aim to work continuously with self-sufficiency by
energy generator and optimization of motion planning about energy strategy.

Key Words:
Self-support of robot
Motion planing
Continuous working
キーワード:
ロボットの自立
行動計画
継続的な作業

我々のまわりで活躍しているロボットは屋内などの電源が確保しやすい環境で活躍して
いるものが多い。しかし、森林や畑のような電源の確保が困難な環境でもロボットに求
められる仕事は多数存在し、それらの仕事の中には持続的な作業を求められているもの
もある。エネルギー補給方法に依存してロボットの作業可能な範囲や作業効率などが決
まる。作業頻度や作業範囲を含めた持続的な作業を行う為にロボットのエネルギー収支
が正である必要がある。そこで発電機構によるエネルギーの自給自足化とエネルギー戦
略の行動最適化により、ロボットが充電困難な場での継続的な作業を可能にすることを
目指す。
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