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アブストラクト
Abstracts

1 器用な把持動作を実現するロボットハンドのための高感度型初期滑り検出センサ

◦ 清水　智 (M1), 勅使河原　誠一 (D1), 明　愛国 (教職員)1，石川　正俊 (教職員)2，下条　誠 (教職員)1

電通大 知能機械工学専攻 下条研究室，1 電通大，2 東大
shimizu@rm.mce.uec.ac.jp
Key Words: すべり，触覚，センサ 研究分野：触覚センサ

我々は感圧導電性ゴムと電極というシンプルな構成の滑り覚センサを提案している．本
センサは，物体がセンサ面上を滑る直前に発生する複雑な電圧変化を利用している．本
稿では，この振動について解析を行った結果について述べる．また，これを利用した
初期滑り検出手法を提案し，外乱となる法線方向力変化に影響されず，物体の初期滑り
を検出可能であることを示す．

2 ロボット主導による人・ロボット大縄回し

◦ 米倉　健太 (科目等履修生), 金　天海 (リサーチャー)1, 辻野　広司 (チーフリサーチャー)1，菅野　重樹 (教授)
早大　創造理工総合機械　菅野研，1 HRI-JP
k yonekura@sugano.mech.waseda.ac.jp
Key Words: Humanoid Robot, Rope Turning 研究分野：機械工学

ヒューマノイドロボットはその体格が人に似ていることから，人のように多様なタス
クに対応できると考えられ，人の生活に密着した場面での活躍を期待されている．そ
のようなタスクとして，人・ロボット協調タスクが挙げられる．従来の人・ロボット協
調タスクは人が主導的にタスクを遂行しているものが多いが，ロボット側も主導的に
なることで，人の負担をいっそう軽減できると考えられる．ロボット主導による人・ロ
ボットの協調タスクという課題に，我々は大縄回しタスクを設定した．大縄回しタスク
は，人の動作にロボットの動作を同期させつつ，大縄の回転を持続させなければなら
ない．大縄回しの従来研究では，ロボットが人に追従することで動作を同期させてい
た．しかし追従制御では縄に与えるエネルギーを人より大きくできないため，人の負
担を軽減することはできていない．我々は新規に制御則を考案してこの問題に対処し，
ロボットが人よりも縄に大きなエネルギーを与える大縄回しを実現した．

3 多重極展開を用いたアンテナ近傍での波源定位法の実験的検討

◦ 山梶　佑介 (M1), 西方　敦博 (准教授)
東京工業大学　理工学研究科 電気電子工学専攻　西方研究室
yamakaji08@ns.cradle.titech.ac.jp
Key Words: アンテナ,近傍界,波源定位 研究分野：環境電磁工学 (EMC)

我々は日々、ディジタル機器に囲まれて生活をしている。それらのディジタル機器は微
弱ではあるが、電磁波を放射している。その微弱な電磁波が人体に与える影響も、無視
できないことではあるが、機器同士が干渉しあって誤動作の原因になり得ることも無
視できない。また一つ一つの素子は電磁波の発生量が微弱であっても、一つの機器と
なったとき、どこから、どのような電磁波が出ているかを知ることは困難なことであ
る。そこで本研究では、”ヒトの聴覚”における音源定位を電波に応用することを考え
た。ヒトは両耳を使ってどのような音源であっても、音がどの方向からやってくるか、
また場合によっては、どこに音源が有るかを予想することができる。そこで両耳の代
わりに「２つのアンテナを用いて、電磁波源の定位ができないか？」と考えた。電磁波
の振る舞いは音波よりも複雑であるため、現状ではあらゆる場合に対応はできないが、
場合によってはできることが実験的に確認できたので紹介したいと思う。
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4 2段階のデータベース探索による手指形状推定

◦ 冨田　元將 (M2), 星野　聖 (教職員)
筑波大学 システム情報工学研究科 医用生体工学研究室
m tomida@edu.esys.tsukuba.ac.jp
Key Words: 手指形状推定，単眼カメラ，2段階のデータベース探索 研究分野：画像処理

従来の手指形状推定手法は，1時刻前の推定結果を元に，データベースの探索範囲を狭
めることで高速，高精度の推定を実現していた．しかし，1時刻前の推定結果が不正確
であった場合，その後の推定を正確に行うことができず，推定が不安定となるという
問題点があった．　そこで，本手法では，第一次探索を粗い手指形状による絞り込み，
第二次探索を詳細な手指形状情報による類似度計算とする 2段階のデータベース探索
手法により，過去の推定結果に影響されない推定手法を実現した．１台の高速カメラと
通常仕様のノートパソコンとを使った評価実験の結果，推定速度 80fps，推定誤差の平
均値-2.11度，標準偏差± 14.14度となり，従来と同程度の高速，高精度の安定した推
定を実現した．

5 同期スピニング加工による湾曲異形断面形状のダイレス成形

◦ 関口　明生 (M2), 荒井　裕彦 (教職員)1

筑波大 シス情 ロボットものづくり研究室 (連携 産総研), 1 産総研 先進製造 難加工材成形グループ
a.sekiguchi@aist.go.jp
Key Words: スピニング加工，知能化，金型レス 研究分野：塑性加工

さまざまな湾曲した異形断面シェル形状を専用型なしで成形できる，板材の同期スピ
ニング加工法を開発した．スピニング加工は，板状や管状の素材を成形型ごと回転させ
てローラ状の工具で押しつけて成形する塑性加工法であり，製品の形状は直線的な円
形断面形状に限られていた．本研究では，数値制御されたスピニング加工機を用いて，
工具を主軸の回転に対して軸方向・半径方向に同期させ，仮想的な湾曲軸に対して螺
旋を描くような軌道で動かすことで，目的の形状を成形する．成形実験には，汎用的
な形状の工具とマンドレル，工具軌道を算出するプログラムを作成して用いた．板厚
1.5 mmの純アルミニウム板を用いて，製品の形状，破断の様子，壁部の肉厚，成形限
界を調べたところ，最大で 60度湾曲した円錐形状が成形できた．本加工法は，断面が
円から楕円や四角形に変化する湾曲形状なども，主に工具軌道のプログラムを変える
だけで製作できるので，低コストでの少量生産に適している．

6 iMec System for Dosing Monitoring

◦ 鈴木　拓央 (M2), 中内　靖 (教職員)
筑波大　シス情　ヒューマン・ロボット・インタラクション研究室
takuo@hri.iit.tsukuba.ac.jp
Key Words: Image Processing, State Estimation, Human Interface 研究分野：Medical Interface

Recently, the number of senior citizens who are living alone and taking medicine
has been increasing due to population aging. Since they have many risks of incorrect
dosing and their caretakers are concerned about their health, we propose iMec System
as a novel dosing monitoring system. The system is composed of iMec (interactive
medicine case), Ubiquitous Sensors, and iMec Server. The iMec recognizes medicines
in its storage space, estimates the living state of senior citizen by using Ubiquitous
Sensors, and sends that information associated with dosing condition to iMec Server.
The system assists caretakers in monitoring the dosing condition of senior citizen via
web browser, and sends email to caretakers when it detects signs of incorrect dosing.
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7 Controller Design for Robotic Maneuver Motion : Application to Bipedal Running

◦ Keisuke Nakamura (M2)
Sampei Lab., Dept. of mech. and ctrl. Eng., Tokyo Institute of Technology
nakamura@sc.ctrl.titech.ac.jp
Key Words: Nonlinear Feedback Control, Human Maneuver Motion 研究分野：Nonlinear Control Theory, Robotics

Recently, the automation and robotics technology has been widely investigated, and
humanoid robots have become one of the most remarkable outcomes. Coincidentally,
human motions such as walking, jumping, etc. have been studied as control problems.
As a theoretical view point, human motions have many aspects to be examined such as
impacts, phase jumps, state jumps, etc, and the controller design is still a challenging
work. In the poster, a methodology of controller design for achieving human-like
robot maneuver motion is specifically described. The controller is based on output
zeroing whose output function is determined by observing a real human motion. An
additional minor compensation is designed to robustify the controller for physical
noises. As an example, controller design of bipedal running is shown, and numerical
validation is successfully verified.

8 車載レーダ点検装置とその方法

◦ 圓光寺　弘基 (M1), 西出　剛彦 (M2), 橋本　夏樹 (B4), 小林　岳彦 (教職員)
東京電機大 情報通信工学 ワイヤレスシステム研究室
enkouji@grace.c.dendai.ac.jp
Key Words: 車載レーダ，点検装置，リトロリフレクタ 研究分野：無線通信

近年，車載レーダ技術が発達し，それに伴い搭載車両も増加している．車載レーダシ
ステムの信頼性を維持するためには点検を必要とする．本研究では，運転者や工場な
どの従業員が簡易に車載レーダの機能チェックおよび送信あるいは受信方向のずれを，
点検するための装置とその方法について提案する．提案手法は，車両を上方の位置よ
り撮像装置により撮像し，その撮像画像から車両中心軸を検出し，レーダ放射方向に
電波を反射するリトロリフレクタを走査，もしくは回転台を用いて車両を回転させ車
両中心軸と重なるようにする．その後，車載レーダの動作が正常もしくは異常かの判
断をしてもらう旨を運転者に通知し，車載レーダのユーザインターフェスにより確認
してもらう．本研究は，車載レーダの機能不全による事故を防止し，より一層の交通安
全に寄与することを可能にする．実際に普及した場合，ガソリンスタンドや整備工場
などでの利用が考えられる．

9 スイッチトキャパシタ回路の離散時間 IIRフィルタにおける、キャパシタ削減の構成案

◦ 仲野　雄太朗 (M1), 佐藤　広生 (助教)1, 兵庫 明 (教授)2，関根　慶太郎 (名誉教授)2

東京理科大学大学院　理工学研究科　電気工学専攻　兵庫研究室，1 東京工業大学大学院　理工学研究科　集積システム専攻,
2 東京理科大学　理工学部　電気電子情報工学科　兵庫研究室　 nakano@vlsi.ee.noda.tus.ac.jp
Key Words: 離散時間,フィルタ,スイッチトキャパシタ回路 研究分野：アナログ集積回路

スイッチトキャパシタ回路の離散時間 IIRフィルタにおいて、キャパシタを削減する
構成について提案した。提案回路では、回路内部で電荷の加算にだけ用いたキャパシ
タをフィードバック用のキャパシタとしても利用することにより、離散時間 IIRフィル
タを構成した。シミュレーション結果から提案回路では、同じ周波数特性の離散時間
IIRフィルタを、より少ないキャパシタで構成できることが確認できた。結果として、
スイッチトキャパシタ回路の離散時間 IIRフィルタにおいて、キャパシタを削減した。
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10 Compact Microstrip Antennas Using Monolithic Offset Feed with Controlled Electric Field by
Shorted Pin

◦ Yusuke Takeishi (Advanced course 1), Yujiro Taguchi(Faculty member)
Electromagnetic Wave Eng. Lab., Dept. of Electrical and Electronic Syst. Eng., Nagaoka National College of Technology.
ac21809b@st.nagaoka-ct.ac.jp
Key Words: MSA, Downsizing, Shorted plane 研究分野：Antenna

同一面オフセット給電マイクロストリップアンテナ (以下、MSAと記す)の小型化につ
いて、報告する。このMSAは、パッチエッヂから直接 50[Ω]整合させて給電すること
が出来る。基本モード励振させた電界の零レベル部を短絡することにより、MSAの小
型化を行う。25% 程度以下の小型化の際に、50[Ω]整合する給電位置と短絡面が近すぎ
て、実現困難となる。その解決法として、短絡ピン電界分布制御 (Controlled Electric
field by Shorted pin，以下、CESと記す)法を提案している。この方法は、給電を行う
パッチエッヂの適切な位置に短絡ピンを設け、励振電界分布を制御することで、短絡面
より離れた位置に 50[Ω]整合できる給電点を作り出すものである。CES法の適用によ
り、パッチ面積を約 8% に小型化したMSAを実現している。

11 MIMOレーダシステムの開発

◦ 杉崎　大輔 (M1)
東京電機大学　工学研究科　ワイヤレスシステム研究室
sugizaki@grace.c.dendai.ac.jp
Key Words: レーダ，MIMO，電波伝搬 研究分野：レーダ

近年，複数の送受信アンテナを備えたMIMO(multiple-input multiple-output)技術は，
通信容量増加や通信品質向上を目的として無線通信システムへの応用が始まっており，
レーダ分野でもターゲット検出率や分解能向上が図れることから注目され，飛翔体等の
高速高精度検出などへの応用が見込まれている．MIMOレーダの形態には，送受信ア
ンテナをそれぞれ広域に配置，一方を一定間隔のアレー状に他方を広域に配置するなど
があり，各形態で得られる効果が異なる様々なMIMOレーダの研究がされている．し
かし，MIMOレーダの理論解析やシミュレーション研究は欧米では進んでいるが，実
験の報告は少ない上に，国内ではほとんど行われていない．そこで本研究では，広域
配置型MIMOレーダを想定し，電波暗室内で実現可能な固定及び移動ターゲットを縮
小モデル化した，2× 2MIMOレーダ実験系の開発を目指す．

12 電子線描画を用いたナノ周期構造による局在共鳴プラズモン共鳴の励起と光学特性評価

◦ 滝澤　光 (M2), 遠藤　達郎 (教職員)1, 柳田 保子 (教職員)1，初澤　毅 (教職員)1

東京工業大学　メカノマイクロ工学専攻　初澤・柳田研究室，1 東京工業大学　精密工学研究所　高機能化システム部門
takizawa.h.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: LSPR,EB描画 研究分野：計測
本研究では、近年オンサイト計測可能なバイオセンサや光学素子に利用可能として注
目されている非線形光学現象である局在表面プラズモン共鳴 (LSPR)について、その
励起と光学特性の評価を行っている。LSPRは光の波長程度に微細な構造をもつ金属
構造体に見られる特定波長における光の吸収現象であり、本研究では電子線描画によっ
て金薄膜チップ上にナノ周期構造を形成し、その上に金を蒸着するコアシェル型によ
り LSPRを励起する。これまでに得られた成果として、500nm間隔でラインを引いた
格子状の描画パターンのチップの反射光から 600nm付近に LSPRによる吸収ピークが
観察され、チップ上へエタノールを滴下した際の吸収ピークシフトの屈折率感度 150
[nm/RIU]が得られた。また、チップ表面にドデカンチオールを修飾した際に 10nmの
ピークシフトが観察された。今後はさらに高感度なチップ製作条件の探索を時間領域
差分シミュレーションを併用して行い、抗体・抗原などの表面修飾物質に対する感度評
価を行ってゆく。
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13 コンデンサを用いた高効率・小型な DC-DCコンバータ

◦ 佐野　憲一朗 (D3), 藤田　英明 (教職員)
東京工業大学　電気電子工学専攻　赤木・藤田研究室
sano@akg.ee.titech.ac.jp
Key Words: DC-DCコンバータ，スイッチトキャパシタコンバータ，共振回路 研究分野：パワーエレクトロニクス

DC-DCコンバータは，直流電源から異なる電圧の直流を生成する電力変換回路であ
り，電気自動車のバッテリー充放電装置や，太陽光パネルのパワーコンディショナ (発
電した電力を電力系統に送るための装置)の一部に用いられている。従来のDC-DCコ
ンバータでは，リアクトルや変圧器などの磁性素子が用いられているが，磁性素子は
体積や重量が大きく，装置全体の体積や重量を増加させる要因となっている。本研究で
は，高効率で小型なDC-DCコンバータの実現を目的とし，共振形スイッチトキャパシ
タコンバータの検討を行っている。この回路は，磁性素子に代わり，よりエネルギー密
度が高いコンデンサを併用することで，リアクトルの体積を従来の 1/10に低減するこ
とができる。微小なリアクトルを残すことで，正確な電圧制御と，スイッチング損失
の低減を実現し，電力変換効率 99% を達成した。これにより，装置の体積低減と低コ
スト化，エネルギーの有効活用を実現できる。

14 金属に貼り付けた 2.45GHz帯パッシブ RFIDタグの近接読み取り時の特性解析

◦ 須藤　渉 (M1)，尾保手茂樹 (教職員)1，鹿子嶋憲一 (教職員)1

茨城大　理工学研究科　電磁波システム研究室, 1 茨城大　工学部メディア通信工学科
09nm659g@hcs.ibaraki.ac.jp
Key Words: RFID,円偏波アンテナ 研究分野：通信

本稿では 2.45GHz帯のパッシブRFID(Radio Frequency Identification)タグにおいて、
ダイポールタグを金属に貼り付けたときの読み取り性能について報告する．一般にRFID
においてタグを金属の近くに配置すると読み取り性能が低下するが、リーダーを近接
することで読み取りは可能である．このような読み取り環境において、無給電素子を
使用した円形パッチである直線偏波アンテナと円偏波アンテナの２種類を用いて読み
取り実験を行った．しかし実験の結果、近傍においては円偏波アンテナが読み取り可
能となり、直線偏波アンテナでは読み取り不可という現象が確認された．通常は円偏波
アンテナより直線偏波アンテナの方が、偏波が一致していればタグの受信電力が 3dB
高くなるため有利である．この現象を検証するため FDTD法を用いた電磁界解析ソフ
ト EEM-FDMを使用して解析を行った．

15 アナログ順フィルタとディジタル逆フィルタによる帯域拡張と容量型心電計への応用

◦ 小和田　大輔 (M1)
東京電機大学　電気電子工学専攻　電子情報インタフェース研究室
09kme24@ms.dendai.ac.jp
Key Words: 容量性結合,ECG,ディジタルフィルタ 研究分野：生体信号計測,信号処理

筆者らは肌着のまま寝るだけで心電図を計測可能な，ベッド組み込み式容量型センサ
とセンサ回路の研究を行ってきた。過去の研究では，体動耐性を上げるために周波数帯
域を狭め，R波検出率の向上を図った．ただし，その結果，疾病の早期発見に重要とな
る T波成分を検出できなくなり，心電計としての有用性が損なわれている。本研究で
は，従来の回路の体動耐性を劣化させずに周波数帯域を拡張するため，遮断周波数の
異なる 2段のアナログハイパスフィルタ (High Pass Filter: HPF)とディジタル逆フィ
ルタを用いて心電図の T波の検出を試みた。2段のアナログHPFの遮断周波数はそれ
ぞれ 0.05Hz，30Hzとし，回路全体の帯域は 30～100Hzとした。ディジタル逆フィル
タは遮断周波数 30Hzの逆ハイパスフィルタとした。実験の結果，試作した検出回路お
よびソフトウェアを併用することで，容量型心電計において T波成分を検出できるこ
とを確認した．
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16 ビームチルト角を制御する 4ポートMIMO基地局アンテナの特性解析

◦ 寺竹　博道 (M2), 尾保手　茂樹 (教職員)1, 鹿子嶋　憲一 (教職員)1

茨城大学　理工学研究科　電磁波システム研究室，1 茨城大学　工学部　電磁波システム研究室
08nm666l@hcs.ibaraki.ac.jp
Key Words: MIMO，基地局アンテナ，チャネル容量 研究分野：通信

無線 LAN規格 IEEE802.11nやWiMAXの商用サービスの開始など，近年の高速無線
通信技術に見られるように，現在も次世代移動通信システムの研究が盛んに行われて
いる．そこで本研究では，移動通信用の基地局アンテナに焦点をあて，既存の 2偏波共
用アンテナを十分な間隔をおいて 2本のレドームを横に並べる構成を用い，1.5GHz帯
で 3G LTE向けの 4ポートMIMO基地局について検討を行った．このとき，ポート毎
にビームチルト角を制御することにより，2ポートの特性をセル全体で保障しながらセ
ル内でのチャネル容量の分布を制御する手法を提案する．提案手法であるチルト角制
御の効果を示すために，基地局側に日本国内で現在主流となっている V-H偏波のポー
ト構成と± 45度偏波のポート構成を用い，電磁界シミュレーションとクロネッカモデ
ルを用いた計算機シミュレーションにより評価した．その結果，提案手法であるチルト
角制御を行うとき，± 45度構成は V-H偏波構成に対してチャネル容量の点で優位性
があることを確認した.

17 アクティブ両眼立体視におけるオートキャリブレーションに関する研究

◦ 甄 梓寧 (ケン ジネイ) (M2)，宋 洋 (ソウ ヨウ)(D1)，繆 寅明 (ミョウ インミン)(M1)，張 暁林 (チョウ ギョウリン)(教職員)
東工大　物情　張研究室
zhen.z.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: アクティブ両眼システム　立体視　オートキャリブレーション 研究分野：ロボット、コンピュータビジョン

近年、ステレオカメラの応用は交通、教育、セキュリティなど様々な分野へ広がってい
る。しかし、ステレオカメラデバイスは事前にキャリブレーションを行う必要があり、
動的機能が追加できず、製造コストも高い。本研究では、ステレオカメラデバイスの汎
用性を向上させるため、人間の目のように動く両眼カメラシステムを開発し、それに
基づいたオートキャリブレーション手法を提案する。

18 携帯電話機を対象とする総合無線性能の簡易測定

◦ 渡邉 裕樹 (M1)，前山 利幸 (教職員)，天野 良晃 (社会人)1，中野 雅之 (社会人)1

拓殖大　工学研究科　前山研究室，1 KDDI研　無線プラットフォームグループ
y9m315@st.takushoku-u.ac.jp
Key Words: 携帯電話, 全放射電力, 測定法 研究分野：アンテナシステム

現在，高機能化により携帯端末の内部回路が複雑化し数値計算のみによるアンテナ設
計が困難となっている．そのため，無線性能の実測による評価をアンテナ設計へフィー
ドバックすることが重要となっている．従来の電波暗室における総合無線性能の測定
法は，3次元的な走査を行うため高価で専用の設備が必要となる．そこで,本稿では全
放射電力 (TRP)をアジマス軸のみの回転走査により簡易に測定する手法として，直交
3平面の測定と 60°間隔の 3平面の測定について検討した．3次元放射パターンが既知
のアンテナや携帯端末を用いて前述の 2方式の評価を数値計算により行った．その結
果，直交 3平面の測定は，誤差の最小値が 2[dB]程度であるが，60°間隔の 3平面の測
定では，端末の長手方向を基準軸に設定した場合，誤差の最大値が 0.6[dB]であること
を確認した．
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19 Development of a Batteryless Sensor Transmitter

◦ Mikeka Chomora (D1), Arai Hiroyuki(Faculty)
Arai Lab, ECE, Univ. Yokohama National.
mikeka@arailab.dnj.ynu.ac.jp
Key Words: Batteryless, Energy-Harvesting, Radio 研究分野：Antenna and Radio Systems

The aim of this study is to demonstrate that a batteryless sensor radio is possible. Un-
like the conventional battery powered sensor transmitters, our proposed transmitter
is powered from a cellular energy-harvesting circuit, a microwave energy transmis-
sion technique that has capacity to harvest 3.2 V in 5.5 hours at 0 dBm of incident
cellular signals (2 GHz). The transmitter is built around a 2.4 GHz nRF24L01+
programmable radio chip, controlled by a PIC16F877A MCU via a Serial Peripheral
Interface (SPI). A 5 min successful locked carrier transmit test was carried out at ISM
band channels (2.402, 2.440, and 2.850 GHz). The cellular energy-harvesting circuit
described in this work is rated 36.16 mW max, given 11.3 mA maximum transmit
drain current.

20 局在表面プラズモン共鳴を用いた医療診断バイオセンサの開発

◦ 今井　泰徳 (B4)，遠藤　達郎 (教職員)1，柳田　保子 (教職員)1，初澤　毅 (教職員)1

東京工業大学　生命工学科，1 東京工業大学　精密工学研究所　初澤・柳田研究室
imai.y.ad@m.titech.ac.jp
Key Words: MEMS, Biosensor, Plasmonics 研究分野：生体分子計測

近年、早期診断を目的に特定の疾患と関連性の高いタンパク質などの疾患マーカーを簡易
的に検出するセンサが望まれている。本研究の目的は局在表面プラズモン共鳴 (Localized
Surface Plasmon Resonance:LSPR)を利用して疾患マーカーの検出を行うことである。
LSPRとは金属ナノ構造体により励起される光学現象であり、構造体表面物質の誘電率
に応じて特定波長の光を吸収する現象である。通常、疾患マーカーの検出には大型で操
作の煩雑な測定装置と製造・廃棄が難しい蛍光・発光物質が用いられているが、LSPR
を用いた測定では小型の装置で簡便に蛍光・発光物質を使わずに測定できるという利
点がある。現段階では、センサチップの表面にタンパク質が固定化されると反射光の
スペクトルが変化することを確認した。今後の展望として、特定の疾患マーカーのみ
を補足するタンパク質 (抗体)をチップ表面に固定化し、試料中から疾患マーカーの検
出を行う予定である。
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21 マイクロフォンアレイ間の信号を空間的に補間した時間反転波を用いる音場の可視化

◦ 津隈　和樹 (M1)，若槻　尚斗 (教職員)，水谷　孝一 (教職員)
筑波大　シス情　音響システム研究室
tsuguma@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
Key Words: 超音波，時間反転波，音響散乱体 研究分野：計測

現在，人や物の位置や大きさを推定する技術は，省エネへの応用，セキュリティーや安
全支援など，さまざまな分野への応用が期待されている．近年，空間中の音響散乱体
を可視化する手法として時間反転波を用いる方法が提案されている．この方法は，ソ
ナー等の走査を行う手法とは異なり，測定したい音場の境界にマイクロフォンアレイを
配置することで，一度に音場全体の情報が得られるという利点がある．しかしながら，
測定するマイクロフォンの数が少ない場合，逆伝搬での時間反転波の収斂がうまく行
われず，正確に音場を再構成できないとう問題があった．本報告では，この問題を解決
するためにマイクロフォン間の空間的な補間を用いた時間反転波の再構成を提案する．
提案手法の妥当性の検証には数値シミュレーションを用いる．時間反転波の追跡には
伝達線路行列 (TLM)法を用いる．シミュレーション結果は右図のように、補間を行う
ことにより物体の可視化が鮮明になっていることが分かる．
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22 Real-Time DSP Implementation of Blind Source Separation Algorithm

◦ Marko Kanadi (M1)
Mitsuhashi-Muhammad Lab., Information and Commun. Eng., Univ. of Electro-Commun. marko k19@ice.uec.ac.jp
Key Words: blind source separation, independent component analysis, real-time DSP implementation
研究分野：blind source separation (BSS)

The aim of this study is to improve the performance of natural gradient algorithm
for independent component analysis (ICA) and implement it in real-time on a DSP
board. As it is known, the original gradient algorithm is only good for separating
super-Gaussian signals such as speech signals. It is because of the nonlinear model
used as the base of deriving the score function is only suitable for super-Gaussian
signals. In this research, a generalized Cauchy distribution model is proposed as a
base for deriving new score function. It is shown that the proposed method leads to a
better separation result on separating speech signals, and is able to separate Gaussian
and sub-Gaussian signals with acceptable performance. Furthermore, a real-time
implementation of the proposed method is also reported. The implementation is
done on a Texas Instruments DSP board: TMS320C6713 and the results verify the
effectiveness of the proposed method.

23 アプラナート水中音響レンズの設計と評価

◦ 佐藤　裕治 (D1)，水谷　孝一 (教職員)，若槻　尚斗 (教職員)，中村　敏明 (教職員)1

筑波大　シス情　音響システム研究室，1 防衛大　地球海洋　海洋音響研究室
yuji@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
Key Words: 水中音響レンズ,超音波,音響イメージング 研究分野：水中音響

水中音響可視化技術は海洋資源の調査や湾岸警備にとって重要な技術である。この装
置として小型で省電力である水中音響レンズを使用したソーナーが注目を集めている。
水中音響レンズは光学レンズと同様の原理で音波を屈折させ音響画像を取得する。我々
はこれまで複数の非球面や不連続面を持つレンズを設計し、その性能を評価した。2枚
の非球面から構成されるアプラナートレンズ (a)は、球面で構成される球面レンズより
も優れた集束特性を示した。アプラナートレンズは材質により凹レンズと凸レンズを
設計できるが凸レンズでは中央部の厚さのため音波が減衰し集束性能が低下してしま
う。そこで不連続面によって構成される薄型形状のアプラナートフレネルレンズ (b)を
設計し、アプラナート凸レンズより優れた性能を持つことを確認した。しかし、アプ
ラナートフレネルレンズとアプラナート凹レンズの比較は未だ行われていない。そこ
で、本報告では両者の集束音場を比較し、集束性能の評価を行う。

(a) Aplanatic bi-concave lens

(b) Aplanatic Fresnel lens
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24 An Evaluation of Air Layer Microstrip Antennas Loaded on a Capacitance Based on a Practically
Indoor Communication

◦ Yoshiaki Kanazawa (Adv. course 1)，Itsuki Tanabe(Eng.)1，Toshikatsu Naito(Eng.)1，Tetsuo Hisanaga(Eng.)1，Yujiro
Taguchi(Faculty member), Electromagnetic Wave Eng. Lab., Dept. of Electrical and Electronic Syst. Eng., Nagaoka
National College of Tech. 1 Research ＆ Development Headquarters, Yamatake Corp. ac21804e@st.nagaoka-ct.ac.jp
Key Words: MSA, Air layer, Indoor Communication 研究分野：Antenna

誘電体に空気層を用いるマイクロストリップアンテナ (以下、Air MSAと記す)に対
して、実際の室内環境 (高さ 3mで 10m× 10mのスペース)での実通試験により、性
能評価を行っている。Air MSAは、比較的レベルの高い交差偏波を有している。そこ
で、主偏波成分と交差偏波成分を組み合わせて、偏波ダイバーシチの構成が可能であ
る。実通試験では、測定周波数を無線 LAN帯域の中心周波数である 2.45GHz、送信電
力を-7dBmとして、1m間隔ごとにデータエラー及び RSSIを評価した。なお、テスト
データは、20bytesを 100回送ることを繰り返すパケット通信方式としている。通常よ
く使用される利得 5dBiの垂直偏波コリニアアンテナを使用すると、場所によりデータ
エラーが発生して通信不安定となるが、Air MSAではダイバーシチ効果により、デー
タエラーをなくすことが出来る。
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25 介護者モデルを用いたパワーアシスト法の提案

◦ 下田　智大 (M2), 神原　裕行 (教職員)1，小池　康晴 (教職員)1

東京工業大学大学院　総合理工学研究科　小池研究室, 1 東京工業大学　精密工学研究所
shimoda@hi.pi.titech.ac.jp
Key Words: パワーアシスト、CPG、EMG 研究分野：福祉工学、ヒューマンインターフェース

本研究では，下肢パワーアシスト装具を用いて，人間（ユーザ）が安定な歩行周期で，
不快感・違和感を持ちにくい歩行補助を行えるアシスト法を提案し，健常者の歩行促
進・抑制効果や，麻痺患者へのリハビリ効果向上を目指す．歩行補助のアシスト法に関
しては，ユーザの動作パターンを推定して、決められた健常者のパターンに追従させ
るという制御が行われている。これはユーザが補助システムに一方的に適応するもの
であり，ユーザの慣れ（学習）や不快感などを生じさせてしまう。さらに、リハビリに
おける患者と介護者が協調して相互に歩み寄る「相互適応」を介しての運動機能の補
助・創出の支援とは大きく異なっている．この関係をユーザとアシスト装具のみで実現
させ、さらに筋電信号を用いた身体情報の推定と組み合わせることにより、目的を達す
るようなアシスト効果が期待できる制御方法を提案する。

26 相関波の高精度な波数推定法に関する研究

◦ 辻　真志 (M2)，梅林　健太 (教職員)，神谷　幸宏 (教職員)，鈴木　康夫 (教職員)
東京農工大学大学院　工学府　電気電子工学専攻　鈴木研究室
tsuji@suzuki-lab.tuat.ac.jp
Key Words: アレーアンテナ信号処理，到来波数推定，到来方向推定 研究分野：無線通信，信号処理

ESPRIT法やMUSIC法などの高精度な電波の到来方向推定アルゴリズムは，事前に
アレーアンテナに入射する正確な波数を推定すると，より高精度な到来方向推定が可
能となる．波数推定は，相関波が入射した場合や，低 SNR環境下，近接波が入射した
場合などにおいて困難になる．従来手法であるMENSE法は，低 SNR環境下で相関波
が入射している場合において高精度な波数推定が可能である．しかし，低 SNR環境下
で相関の高い近接波が入射した場合において，MENSE法は波数推定部にバイアスが
発生してしまい，波数推定精度が低下してしまう．そこで，このような状況において発
生するMENSE法の波数推定部のバイアスを削減し，低 SNR環境で相関の高い近接波
が入射した場合においても，高精度な波数推定が可能な SEMD法を提案する．

27 UWBを用いた測距，測位方式の性能評価とその精度向上に関する研究

◦ 阿久津　完 (B4)，大野　純平 (B4)，荒野　聡 (B4), 大野　光平 (指導教員)，伊丹　誠 (指導教員)
東京理科大学　基礎工学部　電子応用工学科　伊丹研究室
akutsu@itamilab.te.noda.tus.ac.jp
Key Words: UWB，測距，測位 研究分野：無線通信

現在主流の無線通信技術の中で，低消費電力かつ高速通信可能なUltra Wideband(UWB)
通信方式が注目を集めている。UWBの通信方式の１つであるUWB-IR方式は数 nsの
幅の狭いインパルスを用いることで高精度の測距が行える事から，屋内測位法として
期待されている技術である。しかし，雑音を含んだマルチパス環境下においてはパル
スの誤検出が起こり測距精度が劣化してしまう。本研究では UWBの測距，測位シス
テムの精度向上およびその性能評価を行った。
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28 これからの ITS技術

◦ 緒方　達 (B4)，高橋　佑介 (B4)，吉田　典充 (B4)，伊丹　誠 (指導教員)，大野　光平 (指導教員)
東京理科大学　基礎工学部　電子応用工学科　伊丹研究室
ogata@itamilab.te.noda.tus.ac.jp
Key Words: ITS、スペクトラム拡散通信、ＣＤＭＡ 研究分野：ディジタル通信方式

現在、ITSの分野では、様々な通信、制御といった研究が進められています。私たちの
研究室では、ITSの通信方式としてスペクトラム拡散通信を用いた通信方式を提案し
ています。スペクトラム拡散通信方式を用いることで、PN符号による複数車両の多元
接続 (CDMA)が可能となり、さらに隠れ端末問題の改善などが期待されます。私たち
はこのスペクトラム拡散通信における、「PN符号の路上割り当て」、「指向性アンテナ」
といったテーマで特性の改善を行っています。

29 TiO2光触媒によるホルムアルデヒド除去の特性向上の研究

◦ 宮武　弘真 (M1)，小越　澄雄 (教職員)
東京理科大学　理工学研究科　小越研究室
j7309673@ed.noda.tus.ac.jp
Key Words: 光触媒、VOC 研究分野：光触媒

近年、建物の高気密化によりホルムアルデヒド (以下、HCHO)等の揮発性有機化合物
(以下、VOC)によるシックハウス症候群が問題となっている。その解決策の一つとし
て、光触媒が注目されている。TiO2光触媒は光 (380nm以下の波長域)によって触媒
作用を起こし、空気中のVOCを酸化分解し、CO2及びH2Oにして除去するが、除去
特性のさらなる向上が望まれている。我々は、光触媒を加熱することで HCHO分解に
おいて生成された物質 (CO2及び H2O)の脱着効率が向上し、除去特性が改善するの
ではないかと考えた。本研究ではペルチェ素子を用いて光触媒が塗布された基板の温
度の制御を行い、HCHOの除去特性が改善するかどうかを調査した結果、温度制御に
よって除去特性の改善が確認できた。加熱した場合の除去効率は加熱しない場合の約
1.75倍であった。加熱によって CO2及び H2Oが加熱をしない場合よりもうまく脱着
されたためと考えられる。

30 MIMO-OFDMシステムが可能にする高速無線伝送

◦ 北村　卓也 (B4)，生天目　翔 (B4)，中村　聡 (M1)，大野　光平 (教職員)，伊丹　誠 (教職員)
東京理科大学　電子応用工学科　伊丹研究室
kitamura@itamilab.te.noda.tus.ac.jp
Key Words: OFDM,MIMO,ディジタル通信 研究分野：無線通信

個人が扱う情報量が年々増大してより高速な伝送が求められており、効率的な周波数利
用が要求されている。この要求に応える方法として、サブキャリアの直交関係を利用
したOFDMがある。また更なる周波数効率の向上させるものとして、複数アンテナを
用いたMIMOが注目されている。MIMO-OFDMはWiMAXや次世代移動体通信とし
て用いられている。ここでは、OFDMとMIMOについて紹介を行う。
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31 強膜画像を用いたヒトの固視微動の計測と解析

◦ 李　嘉茂 (M2)，張　暁林 (教職員)
東京工業大　精密工学研究所　張研究室
jiamao.l.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: ヒトの固視微動、非侵襲、画像処理 研究分野：計測

近年、ロボットビジョンや画像工学などの応用から、固視微動に対する注目が集まっ
ている。固視微動とは眼球が固定された視標を注視する時に発生する高周波数の微小
振動である。固視微動計測において、最小の挙動であるトレマまで検出するためには、
少なくとも分解能 1/360度、サンプリング周波数 200Hzかつ三自由度回転が同時に測
れることが必要である。しかし、正確に固視微動を計測するにはこれまでの手法では
不十分である。そこで、我々は、高精度かつ非侵襲の固視微動計測システムを開発し、
有効な固視微動計測法を確立した。具体的に、１つの眼球の両側の強膜画像を撮影し、
それに対し画像処理を用いて，撮影された部分の動きを検出することで、運動特性の
式より眼球各方向成分ごとに固視微動を分離できることとなる。実験により固視微動
の新しい特性を発見した。また、本システムは人の心理的ストレスの推定、人の血流
の検査などに活用することが可能である。

32 円環トランスデューサアレイを用いる生体組織加熱の数値的検討

◦ 森川　浩一 (M1)，水谷　孝一 (教職員)，若槻　尚斗 (教職員)
筑波大　シス情　音響システム研究室
morikawa@aclab.esys.tsukuba.ac.jp
Key Words: HIFU, 円環アレイトランスデューサ, 有限要素法 研究分野：音響

現在、超音波を用いた医療技術は診断用途だけでなく、治療分野へも適用されている.
特に治療分野では, High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) と呼ばれる, 超音波エ
ネルギーの吸収を利用した加熱, 加温による腫瘍治療が研究され, その成果が報告され
ている. 本研究では,トランスデューサに円環配列型振動子を用いる HIFU 治療を提案
する. 各振動子に印加する信号の位相を制御することで, 電子的に集束超音波を放射す
ることができる. 従来用いられている凹面振動子と異なり, 焦点距離を変化させること
ができ, HIFU 治療の適用範囲の拡大が期待される. 有限要素法を用いて波動伝搬解析
と熱伝導解析を行い, 円環トランスデューサアレイを用いるHIFU 治療の有用性とその
基礎的検討を行ない, 焦点位置が可変であることや, 体表浅部への適用が可能であるこ
とを確認した.
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33 PCB Routing Method Using 45 Degree Lines within Extracted Critical Areas

◦ Kyosuke Shinoda (M2)，Atsushi Takahashi(Prof.)1

Ueno Lab., Dept. of Commun. and Integrated Systems, Tokyo Inst. Tech. 1 Division of Electrical, Electoronic and
Information Engineering, Osaka Univ. shinoda@lab.ss.titech.ac.jp
Key Words: printed circuit board, routing congestion, 45 degree line 研究分野：VLSI Design Technology

In recent Printed Circuit Boards (PCB), the design size and density are increased,
and the improvement of routing tools for PCB is required. Although there are sev-
eral routing tools that generate high quality global routings when only horizontal and
vertical segments are used, PCB designers are not satisfied with them since high den-
sity PCBs require segments that have arbitrary directions. In this paper,we propose
a routing method that keeps the advantages of tools using horizontal and vertical
segments only, and that handles higher density design by using 45 degree segments
locally to relax routing density.

– 19 –



34 神経細胞の工学モデルと等価回路

◦ 添田　遼子 (B4)，張暁林 (准教授)1

東京工業大　精密工学研究所　張研究室，1 東京工業大　精密工学研究所
soeda.r.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: 神経細胞,電気回路,パルス信号 研究分野：アナログ回路

生体の神経細胞網が持つ優れた情報処理能力は、神経パルス信号を用いた情報伝達の
優位性が起因している。神経パルスの発生・伝達・変換は、局所的な電位の変化と化学
物質の放出・結合によって実現されている。この神経特有の機構が持つ大きな特徴はパ
ルスの密度変調を用いることにあり、大規模な並列演算処理やロバストな信号伝達を
可能にしていると考えられる。本研究では神経パルス信号の持つこのような利点を生
かすことで，大規模演算や高いロバスト性を実現するシステムを構築することを目的
としている。具体的には神経細胞および各種シナプスの生理学的な挙動を再現する工
学モデルを構築し、それに基づいた電気回路を構成することによってその応用方法を
提案している。

35 固体酸化物型燃料電池用燃料としてのジメチルエーテルの熱分解

◦ 小倉　孝浩 (M1)，片山　昇 (D2)，小越　澄雄 (教職員)
東京理科大　理工学　小越研究室
sutomajo-sw@yahoo.co.jp
Key Words: 固体酸化物型燃料電池,ジメチルエーテル,シミュレーション 研究分野：燃料電池

固体酸化物燃料電池 (Solid Oxid Fuel Cell : SOFC)は高効率の燃料電池として期待さ
れている。しかし、SOFCは高温動作させるため構成部材の選択性が乏しい等の欠点
があり、より低温での動作が期待されている。ジメチルエーテル (DME)は環境や人体
に対する毒性が非常に低い気体であり、また空気を混合することで分解に必要な温度
が低下すると報告されている。本研究では DME／空気混合燃料が、今後予定されて
いる発電装置内において分解される様子を 550℃～650℃の範囲で計算した。今回のシ
ミュレーションでは 34種の原子・分子について速度方程式を立て、Mathematicaを用
いて解いた。その結果、DME／空気混合比率が 20:80の場合に、水素および一酸化炭
素が最も多く発生することが予見された。水素や一酸化炭素は DMEよりも反応しや
すいため、SOFCの出力向上が期待できる。この結果をもとに予定している実験の指
針を得て、DME／空気混合燃料の適した混合比を求めていく予定である。

36 フレキシブルマイクロ燃料電池触媒層のエアスプレー法による作製

◦ 田中　達郎 (M1)，片山　昇 (D2)，小越　澄雄 (教職員)
東京理科大　理工学研究科　小越研究室
nqi36703@nifty.com
Key Words: 燃料電池,DMFC,エアスプレー 研究分野：燃料電池

近年ポータブル機器の小型、軽量化に伴う電源の小型化やリチウムイオン二次電池の
大容量化の限界などにより、更に高いエネルギー密度を持った直接メタノール型燃料電
池 (Direct Methanol Fuel Cell)が次世代の電源として注目されている。しかし、ＤＭ
ＦＣはまだ十分な小型化がなされているとは言えず、実用化のための研究が現在盛ん
に行われている。そこで、本研究ではＤＭＦＣを薄い基板の微小な穴内に作製するこ
とで、電池自体に柔軟性を与え、使用用途の拡大を図ったフレキシブルマイクロ燃料
電池の作製及び性能評価を行っている。今回はこのフレキシブルマイクロ燃料電池の
燃料、空気極触媒をエアスプレー法によって作製し、従来のピペット法での作製の際に
問題となっていた作製燃料電池セルの性能均一化が行えることを確認した。
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37 Fast Estimation of Peak Power by Appropriate Input Vector Selection

◦ Nobuyoshi Takahashi(M2)，Atsushi Takahashi(Prof.)1, Ueno Lab., Dept. of Commun. and Integrated Systems, Tokyo
Inst. Tech. 1 Division of Electrical, Electoronic and Information Engineering, Osaka Univ. nobuyoshi-t@lab.ss.titech.ac.jp
Key Words: Clock-synchronous Circuit, Peak Power Estimation, Appropriate Input Vector
研究分野：VLSI Design Technologies

The power consumption of a clock-synchronous circuit varies clock cycle by cycle, and
varies within a clock cycle, which depends on an input vector to the circuit and on
the status of the circuit. Also, the power consumption depends highly on the clock
schedule adopted. Although clock scheduling methods in which a clock schedule that
has a smaller peak power is selected had been proposed so far, the peak power of
a circuit is not reduced enough due to the inaccuracy of the peak power estimation
methods adopted in clock scheduling methods. An accurate estimation is possible if
a clock schedule is evaluated by using power simulator with a long sequence of input
vectors. However it is too time consuming to use it in clock scheduling methods. In
this paper, we propose a fast peak power estimation method that uses an input vector
that has a higher potential to achieve a higher peak power.

38 レーザープラズマ加速電子ビームを用いた全光学型超短パルス X線源の開発

◦ 石井　聡 (M1)1，三浦　永祐 (職員)，益田　伸一 (職員)，田中　健治 (B4)1

AIST, 1 東京理科大　理工学研究科・部　小越研究室
ishii-sa@aist.go.jp
Key Words: レーザープラズマ加速，高強度レーザー，電子ビーム 研究分野：レーザー工学，プラズマ物理

高強度レーザーとプラズマの相互作用を利用した電子加速 (レーザープラズマ加速)を用
いて巨大な加速器を実験室規模にまで小型化することが期待されている。我々はレーザー
プラズマ加速を用いて電子加速器を小型化すると共に、それを用いた全光学型超短パル
スX線源の開発を目標として研究を進めている。本X線源の概念図を図 1に示す。レー
ザープラズマ加速による電子ビームにフェムト秒レーザーパルスを相互作用させて逆コ
ンプトン散乱により X線を発生する。これまでにピークパワー 17.5TW(700mJ/40fs)
のチタンサファイアレーザーパルスをヘリウムガスジェットに集光してエネルギーの
揃った準単色電子ビーム発生に成功している。そのピークエネルギーは 54MeV、電荷
量は 125pCであり、この電荷量は高周波加速器に匹敵する。現在、さらなる電子ビー
ムのピークエネルギー及び電荷量の増大を図るべく電子加速実験を進めると共に X線
発生実験の準備も進めている。
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図 1  全光学型超短パルス X線源の概念図

39 独立分散型直流給電システムに関する研究

◦ 片山 昇 (D2)，櫨木 健太 (M1)，隅田 正志，(M1)，工藤 祐輔 (教職員)1, 小越　澄雄 (教職員)
東京理科大学　理工学研究科電気工学専攻　小越研究室, 1 日本大学　生産工学部電気電子工学科　工藤研究室
katayama@nov.rikadai.jp
Key Words: 直流給電，太陽電池，燃料電池 研究分野：エネルギー工学

データセンターの消費する電力は年々高まっている。解決策の一つとして電源の直流
化が挙げられる。データセンターへは商用の交流電源が供給されているが、内部の IT
機器は全て直流で動作することや、無停電電源装置の二次電池を畜放電することから、
交直・直交変換で損失が起こる。ここで、内部の電源を直流に統一することで高効率化
が可能である。一方、太陽光発電や燃料電池といった新エネルギー源の多くも直流で
動作する。このような新エネルギー源を直流給電システムに組み込むことでさらに消
費電力を抑えることができる。我々は、太陽光発電を主電源とし、バックアップ電源と
して二次電池に加えて水素をエネルギー媒体とした給電システムの構築を進めている。
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40 安全運転支援を目的とした車載カメラ画像からの後方接近車両の検出

◦ 甲田 朋美 (M2)
電気通信大学　電気通信学研究科 情報通信工学専攻　三橋研究室
tkouda@ice.uec.ac.jp
Key Words: ITS(高度道路交通システム)，コンピュータビジョン，車両検出 研究分野：画像処理

車の運転に苦手意識を持つ人にとって，車線変更や合流，あるいは駐車時などに周囲
の状況を的確に把握し，スムーズな運転操作を行うことは非常に困難である．「画像処
理」は人間の視覚支援に役立つ技術であり，安全運転支援システムへの活用において
も注目が高まっている．本研究では，車両後方を撮影したカメラ画像からの接近車両
の検出および追跡を課題としている．処理手順は，(1)画像全体から車両の候補領域を
検出し，(2)各候補領域が車両かどうかを検証，(3)検出された車両を追跡する，とい
う 3つのステップから成る．初期の検出段階では，車両の見た目の特徴として観測さ
れる影やエッジ，対称性などの情報に着目して車両が存在する位置を仮定する．その
後の検証段階では，学習アルゴリズムを用いて生成した特徴量に基づいて「車両」と
「非車両」の識別を行う．車両とみなされた領域を連続した画像フレーム間で追跡する
ことにより，自車両との位置関係を推定できる．

41 照明条件の変化に頑健な背景推定に基づく車両領域の検出と追跡

◦ 廣岡 智昭 (M2)
電気通信大学　電気通信学研究科 情報通信工学専攻　三橋研究室
hirooka@ice.uec.ac.jp
Key Words: 交通流計測，背景推定，オクリュージョン 研究分野：画像処理

社会的に自動車の保有台数が増加したのに伴い，渋滞が増加している．渋滞を減少させ
るためには新たな道路を敷設するなどの手段が考えられるが，始めに現状の交通流量
を調査する必要がある．本研究では，道路上の歩道橋に設置されたカメラから昼間に
撮影された様々な交通流において車両領域を追跡する方法を提案する．追跡の際，天
候変化による道路面の輝度値の変化や車両同士の隠蔽という問題が生じる．本研究で
は，道路面の輝度値の変化に対応するために，各画像フレームにおいてKalman Filter
を用いて背景が撮影された場合の状態を推定する．さらに，特徴点群を抽出，追跡し，
それらを車両同士の隠蔽を考慮してクラスタリングすることにより車両領域の検出を
行う．そして，検出された車両領域を画像フレーム間で対応づける事により，車両領域
の追跡を行う．本研究は，車両に対する事前知識を用いておらず，照明変化にも頑健で
あることから交通流計測への応用が期待できる．

42 An Application of Blind Source Separation for Acoustic Echo Canceller

◦ Kana Akahori (M1)
Mitsuhashi-Muhammad Lab., Information and Communication Eng., Univ. of Electro-Communications.
akahori@ice.uec.ac.jp
Key Words: acoustic echo canceller, blind source separaton 研究分野：blind source separation

Acoustic echo canceller (AEC) is employed in the telecommunication systems to re-
duce acoustic echoes generated from the coupling between microphones and loud-
speakers located close with each other. AEC estimates a replica of the acoustic echo
from far-end signals by using an adaptive filter and subtracts it from signals ob-
served by the microphones. AEC will work well if the acoustic echo observed by
the microphones include only the far-end signals. However, AEC will fail in estima-
tion of the filter impulse response under double-talk condition, which is a period that
both near-end and far-end speech signals are simultaneously present. In this research,
blind source separation (BSS) is utilized as pre-processing for AEC to obtain only the
acoustic echo from far-end signals and avoid performance degradation of the adaptive
filter.
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43 画像位置合わせ付ハイダイナミックレンジ合成技術の開発

◦ 鈴木 優 (M1)
電気通信大学　電気通信学研究科 情報通信工学専攻　三橋研究室
suzuyu02@ice.uec.ac.jp
Key Words: HDR,画像位置あわせ 研究分野：画像処理

デジタルカメラの撮像素子で感知できるダイナミックレンジ (以下ＤＲ)は，人間のそ
れと比べ小さい．そのため，撮影対象の輝度がＤＲから外れると，人の目には感知さ
れるはずの情報も欠落してしまう．そこで，人間の視覚と合致させるため，撮像素子
のＤＲを広げることが求められる．一枚の画像ではカバーできない輝度を，複数枚の
露光時間の異なる画像を用いてＤＲを補完し合う手法にハイダイナミックレンジ (ＨＤ
Ｒ)合成という技術がある．従来法では，複数の画像を撮影する必要があるため画像間
でカメラ・被写体の移動があると，合成された画像にぶれが生じる．本研究では，カメ
ラが動いてしまっても画像の特徴点マッチングを行なうことで画像の位置あわせを行
ない，問題を解決する．また，合成された画像は色彩が大きく変化してしまうことが
あるため，色彩を修正する必要がある．この時，人間の物理的な視覚特性や色彩心理
もとり入れ，より視覚効果の大きい画像生成を目指す．

44 人間の眼球運動特性を実現した移動型監視ロボット

◦ 永松　耕平 (M1), Kamonwan TANTA-NGAI (M2), 大國　俊啓 (M2)，張　暁林 (教職員)
東京工業大　精密工学研究所　張研究室
nagamatsu.k.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: 移動ロボット、人間の眼球運動特性 研究分野：ロボット

社会の安全を実現するための一つの課題として、インフラ施設の安定した監視が挙げ
られる。しかし、固定監視カメラでは自由度と視界に問題がある。そこで、カメラを
搭載した移動型監視ロボットを用いることで問題は解決できるが、同じ施設内でロボッ
トと人間が共存する場合、少なくとも、物体と一定距離を保ちながらの走行、自己位
置を修正しながらのルート走行などができることが必要となる。本研究では、人間の
眼球運動特性を実現した監視カメラシステムを搭載した移動型監視ロボットを開発す
ることで、これらの問題の解決を目指している。本ロボットの視覚は人間のそれを模
倣することで、人間の代表的な視覚機能である両眼協調運動、滑動性眼球運動、前庭
動眼反射の実装に成功した。これにより、一定距離を保ちながらの走行、自己位置修正
を実現し、さらには、移動しながらの物体注視、及び移動物体の注視も達成した。

45 レートレス符号による BANにおけるデータ欠損の改善

◦ 浜田　雄介 (B4), 井家上　哲史 (教職員), 滝沢　賢一 (教職員)1

明治大学　理工学部電子情報通信工学科　通信技術研究室, 1 情報通信研究機構　医療 ICTグループ
ee62060@isc.meiji.ac.jp
Key Words: 医療 ICT、BAN、誤り訂正符号、レートレス符号 研究分野：医療 ICT

近年、医師不足や高齢化に伴う患者の増加などが騒がれる中、情報技術を用いて患者
及び医療従事者の負担を軽減させようという考えから生まれた、医療 ICT(Information
and Communication Technology)というプロジェクトがある。その中でも特に注目を
浴びているのが BAN(Body Area Network)という技術である。これは人体近傍にアン
テナや測定器を配し、生体情報を病院やサーバなどにワイヤレスで送信するというも
のである。例えば心電図を測定する場合、従来は長期測定になるほど患者の肉体的、時
間的拘束が大きかったが BANを用いてワイヤレス通信で情報を送れば患者は自宅にい
ながらにして、普段の生活の中で測定出来るという利点がある。今後はこの様に医療
だけでなくスポーツ等にも応用が考えられることから、益々需要が高まると思われる。
しかしこのとき問題になってくるのは他の移動体通信と同様に、フェージング現象に
よって受信電力が低下し、情報に欠損が生じる場合があるという事である。そこで今
回は誤り訂正符号技術、その中でもレートレス符号を用いて欠損改善を試みた。
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46 Automated transcription for polyphonic piano music

◦ 東 真梨子 (M1)
電気通信大学大学院　情報通信工学専攻　三橋研究室
azuma 5m@ice.uec.ac.jp
Key Words: 自動採譜, 基本周波数抽出,ピアノ 研究分野：音響信号処理

本研究は演奏された多重のピアノ音の自動採譜を目的としている．これを実現する方
法は、大きく 3つの操作に分けられる．まずは音の切り出しである．音の onset時間と
offset時間を検出することにより各音の時間を得る．onset時間の検出方法には音程差
の情報により決定する方法と振幅やエネルギーの情報により決定する方法がある．ピ
アノは音が立ち上がる瞬間に振幅やエネルギーが急激に増幅する特徴があるため、本
研究では後者の方法を用いる．次は基本周波数の抽出であるが、複数音の抽出は容易
ではない．倍音・調波構造の影響など様々な問題点を考慮する必要があり、本研究では
定 Qフィルタバンクを用いる．最後は音価の推定である．これは、一番目の操作で得
られた各音の時間の長さから、それが何分音符であるかを推定する操作である．音価
推定においては、音声認識などで用いられる隠れマルコフモデルの viterbi検索により
推定を行う．

47 CTABで形成した有機半導体の電気・光学特性

◦ 川口　優 (M2), 亀海　静夏 (B4), 田口　真理 (B4), 小澤　あつみ (教職員), 今井　元 (教職員)
日本女子大　理学研究科
m0836002ky@gr.jwu.ac.jp
Key Words: 有機半導体，界面活性剤，p-n接合 研究分野：有機半導体

有機半導体は現在、有機 ELや有機トランジスタ、有機太陽電池等の応用で注目されて
いる材料である。フレキシブル性に優れ柔軟性があることや大面積化可能、軽量であ
るといった特徴があり、このような特徴を活かした応用が発展されていくと考える。し
かし、無機半導体と比較すると導電性や移動度が低いことや、同一材料で p型・n型有
機半導体の作製が困難であるといった課題もある。これらの課題の改善が今後さらに
有機半導体の応用を発展させると考える。本研究室では、同一材料による p型・n型有
機半導体を、材料として界面活性剤の CTABを用い、水溶液の電圧印加を利用した作
製法により実現を目指している。水溶液に電圧を印加すると、両電極には異種のイオ
ンを収集することができる。これを利用し試料作製することで p型・n型有機半導体の
実現に繋がれるのではないかと考えている。作製試料は電気特性、光学特性の評価か
ら半導体的性質を確認し、さらに p-n接合試料を作製し評価した。

48 カスケード形マルチレベル変換器を用いた電池電力貯蔵システム

◦ 山岸 司 (M2)
東京工業大学　理工学研究科電気電子工学専攻　赤木・藤田研究室
yamagishi@akg.ee.titech.ac.jp
Key Words: 電力貯蔵システム, AC/DC変換器, 二次電池 研究分野：パワーエレクトロニクス

太陽光や風力発電といった自然エネルギー発電は非常に注目が集まっているが, 発電量
を自然の力に頼ることになるため, 成り行き発電となってしまう。成り行き発電は売買
単価が安く, また発電量の強弱によって電力系統の外乱となり, 送電電圧・周波数の変動
が問題となる。この問題に対し, 電力貯蔵装置を併設することで, 発電から送電を安定
的に制御することが可能になる。そこで本研究では, 貯蔵エネルギー密度に優れている
二次電池とカスケード PWM変換器を接続した電池電力貯蔵システムを提案する。カ
スケード PWM変換器は, 出力波形特性に優れ, 送電網や接続変圧器に対する高調波問
題を軽減できる。また複数に分かれた直流部を持つ構造を持つため, 二次電池と相性が
良く, 二次電池の個々を管理する制御が可能になる。研究成果として, 良好な充放電動
作に加え, 電池充電率バランス制御や電池劣化や故障といった状態変化に対応する変換
器制御を提案した。検証においては, 200V, 10kW, 3.6kWhのミニモデルを用いた。
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49 能力の異なる生徒による相互学習における学習性能の改善法

◦ 吉川　恭平 (B2), 原　一之 (教員)1

東京都立工業高等専門学校 電子情報工学科 学習システム研究室，1 東京都立産業技術高等専門学校 電子情報工学コース 学習シ
ステム研究室, hara@s.metro-cit.ac.jp
Key Words: 線形パーセプトロン, 相互学習, 教師・生徒の定式化 研究分野：ニューラルネットワーク

線形パーセプトロンを用いた教師ある学習において、教師をある程度学習した複数の
準教師を 1人の生徒が学習することを考える．ここで、生徒、教師は共に線形パーセ
プトロンである．準教師が教師を学習することを初期学習、生徒が準教師群を学習こ
とを準教師学習による学習と呼ぶ．準教師による学習では教師を用いずに準教師群を
生徒が学習する事により、準教師より生徒の性能が向上する、と言う特徴がある．しか
し、準教師の性能が異なると、学習の効果が劣化することも知られている．そこで我々
は準教師の性能に比例した割合で教師を信用する、という学習法を提案し、準教師の
性能が異なっていても学習効果が比較的劣化しないことを示す．
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50 アクティブカメラを用いた広範囲監視システム

◦ 高岩 (D2), 傅湘国 (D1), 王爽 (M1)，張暁林 (教職員)1

東京工業大学　物理情報システム　張研究室， 1 東京工業大学　精密工学研究所　張研究室
gao.y.aa@m.titech.ac.jp
Key Words: 広範囲,発見,追従 研究分野：ロボット

近年、政府の重要施設ならびに港湾・空港・学校等の広い公共施設におけるセキュリ
ティシステムの強化に対する要望はとりわけ高いものとなりつつあり、これら広い施設
で要求される高い安全性の確保を可能とするような高度な遠距離監視システムの開発
が求められている。本研究では、アクティブカメラを用いた遠距離監視システムを開
発した。本システムはこれまでにない距離 50～200メートルの遠距離全自動監視が可
能である。すなわち、注視すべて視標の検出、移動視標の追跡、注視している視標の高
精度画像の取得が可能である。100メートル近辺の移動物体の遠距離追従実験を行い、
移動している人間の間の視線切り替え、注視している人間のスムーズ追従が可能であ
ることが確認した。また、ズーム機能を利用した視標追跡運動の有用性を実証した。

51 A Distortion Predicting Method for Nonlinear Power Amplifier with Memory Effects in OFDM
Systems

◦ 張以涛 (D4), 荒木　純道
東京工業大学　理工学研究科　荒木阪口研究室
zhang@mobile.ee.titech.ne.jp
Key Words: nonlinear distortions, power amplifiers, memory effects, OFDM 研究分野：無線通信

This paper presents a novel method to evaluate adjacent channel leakage power ratio
(ACPR) for nonlinear power amplifier (PA) with memory effects. Mehler formula is
expanded to calculate PA output auto correlation function (ACF) for a differential
envelope polynomial model. From the derived PA output ACF, we calculate power
spectrum density (PSD) and ACPR of the PA output signal.
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52 TScan:微気象センサネットワーク構築の実際-群馬県館林市の例-

◦ 高木　篤大 (M1), 木實　新一 (教職員)1,2，戸辺　義人 (教職員)1,2

東京電機大学　未来科学研究科　ユビキタスネットワーキング研究室, 1 東京電機大学　未来科学部, 2 科学技術振興機構　
CREST, atsu@u-netlab.jp
Key Words: 微気象, センサネットワーク, IEEE802.15.4 研究分野：センサネットワーク

近年，環境測定を目的とした無線マルチホップセンサネットワークが提唱されて 10年
以上経過している．環境測定により，熱中症やヒートアイランド現象等の対策ができ
ると期待されている．しかし，多くの場合，無線マルチホップセンサネットワークは
キャンパス,個人農場等の小規模かつ、閉じた環境で実験的に利用されており，市町村
規模の適用例は少ない．我々は、熱中症が地域の社会問題となっている群馬県館林市に
おいて市の協力を経て，無線マルチホップ微気象センサネットワ ークを構築した．将
来,市民に熱中症 危険度情報を提供できることを狙って、2009年 7月に群馬県館林駅
東口周辺の 600ｍ四方の市街地に、マルチホップ無線通信機能 (IEEE802.15.4)を持つ
44台の気温，湿度センサを設置し，今後 2年間の予定で連続運用を開始した。このよ
うな取組みにおいては異分野コミュニケーションが重要であり、今回は無線マルチホッ
プ微気象センサネットワ ークの計画，設置，運用と各段階で得られた経験と知見を技
術的な面だけでなくより広い視点から報告する．

53 多数決法と文章形態を考慮した情報の信頼度判定

◦ 中井川　祥 (高専 5), 横井健 (教職員)
東京都立工業高等専門学校　電子情報　横井研究室
perlkadai@yahoo.co.jp
Key Words: 検索,文章形態,信頼度 研究分野：知識工学

今日、インターネットにはさまざまな人が発信した情報が混在しており、それらの情報
の信頼度には差が存在する。そのため、あいまいな知識を検索する際、それらの信頼
度を判断することは困難である。従来情報の信頼度を判断する手法として多数決法が
提案されている。しかしながら、上記の情報群には知識の裏付けがないにも関わらず、
多数決の結果に影響を及ぼす情報が含まれている可能性があると考えられる。そこで
本研究では先の多数決法に加え、文章中の接続詞や語調などの文章形態にも着目した
情報の信頼度判定システムの構築を目指す。

54 帯域利得、消費電力及び、出力振幅を考慮した増幅回路の最適動作点の研究

◦ 竹内　祐貴 (B2), 木島　裕太 (B2), 大川　典男 (教職員)
東京都立工業高等専門学校　電子情報工学科　大川研究室
mailbox341023@yahoo.co.jp
Key Words: 性能指標,増幅回路 研究分野：電子回路

増幅回路の帯域、利得、消費電力を一元的に評価する性能指標 APIが最大となる動作
点は FETの静特性において非飽和領域と飽和領域の境界付近にあるため、出力振幅は
十分小さいことが前提であった。本研究では出力振幅を考慮した最適動作点を求める
ため、静特性上でAPIが等しい動作点を結んだ等API線の形状を明らかにし、所望の
APIを満たす等 API線内で出力振幅が最大となる動作点に設定する、最適動作点設定
法について見通しを得た。
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55 生体信号計測及び制御応用技術の検討

◦ 三岳　稔寛 (M2), 濱中　秀直 (M1)，吉澤　信幸 (教職員)
日本工業大学　電気工学専攻　知的計測制御研究室
t mitsutake nit@yahoo.co.jp
Key Words: ブレインマシンインターフェース, EEG 研究分野：知覚情報処理

ブレインマシンインターフェースの実現を目的に、感情や動作と EEGの関係の定量化
を試みている。測定箇所を前頭葉とし、単チャンネルでの表面電極を用いて測定した
データを主成分分析したところ、被験者やデータの種類に依存するものの、EEGをい
くつかの動作に応じて数種類に分別することが出来た。本研究では、測定箇所を数チャ
ンネルに増加することにより、EEGの詳細な主成分分析を試みるとともに、装置実現
の回路構成について検討した。

56 メタノールクロスオーバーの低減による直接メタノール型燃料電池の性能改善

◦ 金田　憲一 (M1), 片山　昇 (D2), 工藤　祐輔 (教職員)1, 小越　澄雄 (教職員)
東京理科大学　理工学研究科　小越研究室, 1　日本大学　生産工学部　工藤研究室
j7309621@ed.noda.tus.ac.jp
Key Words: 燃料電池, DMFC, メタノールクロスオーバー 研究分野：燃料電池

近年、化石燃料の枯渇化により燃料電池に期待が高まってきている。その中でも直接メ
タノール型燃料電池 (Direct Methanol Fuel Cell : DMFC)は小型・軽量化が可能なこ
とから、主にモバイル機器用の燃料電池として期待されている。しかし、DMFC 実用
化のためには、より一層の高出力化が必要である。そのためにメタノールの供給流速
を上昇させると、燃料供給ポンプが DMFC の前方にある配置では DMFC 内でのメタ
ノール圧力が上昇するため、メタノールクロスオーバーが増加し、出力の低下を招く
恐れがある。そこで本研究では、ポンプの位置をDMFCの後方に配置し、同じ流速に
おいても DMFC内部の圧力を上昇しないようにすることを考えた。本研究の目的は、
このメタノールクロスオーバー低減法の有効性を実験的に調べることである。

57 次世代セルラシステムにおけるフラクショナル基地局連携ＭＩＭＯ

◦ 草島　直紀 (M1)，Ian　 Garcia (D3)，阪口　啓 (教職員)，荒木　純道 (教職員)
東京工業大学　電気電子工学専攻　荒木・阪口研究室
kusashima@mobile.ee.titech.ac.jp
Key Words: セルラシステム, MIMO, 基地局連携 研究分野：無線通信

次世代セルラシステムでは高速通信を実現するためにMIMO(Multiple-Input Multiple-
Output)技術の研究が盛んに行われている。単一基地局でのMIMO伝送 (単一基地局
MIMO)は、SNR(Signal-to-Noise-Ratio)の高い基地局近傍 (セル中心部)に存在する
端末に対しては高速通信を可能にするが、SNRの低い基地局-基地局間 (セル端)の端
末は隣接基地局からの干渉信号などの要因から通信品質を著しく劣化させる。そこで
近年では、セル端での通信品質劣化問題を解決する技術として基地局連携MIMOが注
目を集めている。基地局連携とは、ある端末に対して複数基地局から伝送を行う技術で
ある。しかしながら一方で、この基地局連携技術ではセル中心部での高速通信は困難で
ある。本研究では、次世代セルラシステムの一技術として単一基地局MIMOと基地局
連携MIMOを組み合わせたフラクショナル基地局連携MIMOを提案した。これらの
伝送方式を組み合わせることにより、全端末において通信速度の高速化を可能にする。
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58 誘導電動機の速度センサレスベクトル制御における外乱オブザーバを用いた出力電圧誤差補償
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インバータは，上下短絡を防止するデッドタイムを必要とする。デッドタイムにより発
生する電圧誤差は，電流波形にひずみを生じさせ，トルクリプルが発生するなど，制御
性能を劣化させる。特に，搬送機器などトルクリプルを低減したい場合，インバータ
の出力電圧誤差補償が極めて重要になる。インバータの出力電圧誤差を補償するため，
さまざまな方法が研究されている。ベクトル制御系では，外乱オブザーバにより電圧
誤差を推定し，電圧指令に補償する方法が提案されている。この方式は，デッドタイ
ムに限らずスイッチング素子のオン電圧降下などインバータの電圧誤差をすべて補償
でき，有用な制御方法の一つである。これまで提案されている外乱オブザーバを用い
た誤差補償手法は，いずれも出力電圧誤差補償量を外乱オブザーバで推定し，モータ
電流の極性に同期して補正を加えている。しかし，この方法では低速など極性判別が
困難な領域では，補償性能が劣化する。
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