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実行委員長挨拶 / Message from the chairperson 

 

近年、研究分野のさらなる専門化、細分化、分業化が問題となっており、幾多の学会が開催されてい

る一方で、組織や学会間の学際的交流の場は非常に限られています。より深化した専門、閉じられた研究

者ネットワークでは、新しい研究成果を生み出す鍵である異なる技術、思考、手法などを取り込む機会が

非常に少ないと感じております。 

このような問題意識を持ち、大学院生や大学生が活動する。それが IEEE TOWERS 実行委員会です。

TOWERS は IEEE 東京支部後援の下、「学際的・分野横断的な学術交流の場」としたワークショップを毎年

開催しています。本ワークショップでは若手研究者として大学院・大学・高校といった所属、理系文系、

研究領域にかかわらず研究発表できるため、自由闊達な議論が行え、研究仲間が作れると高い満足を得て

います。 

TOWERS における研究発表では、あなたの研究領域外の参加者に対して研究成果や考えをわかりやす

く伝えなければならないため、研究内容の深い理解や高いコミュニケーション能力の必要性に気づかされ

ます。そして、異分野交流を通して、あなたの研究はあなたにとって非常に新鮮で魅力的に映ってみえて

くるはずです。 

この TOWERS があなたの研究の価値や意義、可能性を改めて見直すこと、そして若手研究者の人的ネ

ットワークを構築する手助けとなれば、嬉しい限りです。 

 

The 13th IEEE TOWERS 実行委員長 小林 彰人

 

 

Further specialization, subdivision of a research field has a problem in recent years. Many academic conferences 

are held, but also a place by the interdisciplinary exchange between the organization and the society is limited very 

much. It is very little that the chance to take the different technology, the thought and the method to invent study 

results in by such researcher network. 

A graduate student and a college student come into action to this problem. That's IEEE TOWERS committee. 

TOWERS is holding the bottom of IEEE Tokyo section and the workshop made "chance by the interdisciplinary field 

crossing exchange of art and science" every year. 

You can get the high satisfaction at this workshop because of arguing open-mindedly and making network of 

study. And you can participate in spite of belonging such as graduate schools, universities and high schools, sciences 

and arts. 

Therefore you have to tell study results and ideas clearly to participants outside your study field in TOWERS. 

You can notice necessity of deep understanding of the study contents and high communication ability. And your 

study should be able to seem very freshly attractively for you through TOWERS. 

TOWERS would like to support finding value, significance and possibility of your study, and building the 

network of young researchers. 

 

The 13th IEEE TOWERS Chairperson, Akihito Kobayashi 
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ワークショップ概要 

●開催日時・場所 

期日：2016 年 12 月 3 日（土曜日） 

会場：東京農工大学 科学博物館 

参加費：無料 

ポスターセッション：10:15～14:30 

●対象者 

中学生、高校生、高専生、大学生、大学院生、若手研究者 

●発表形式 

使用言語: 日本語または英語 

ポスター用紙: A0 サイズ以下（縦向き配置） 

●表彰 

優秀な発表者には、ワークショップ委員会、スポンサー企業から複数の賞が贈られます。 

※詳細は、表彰ページ（p. 70）をご覧ください。 

＊審査基準 

発表者の皆様には自分と異なる分野の人に自分の研究成果をわかりやすくプレゼン

テーションしていただきます。表彰委員、大学教員、若手研究者および博士後期課程の学

生からなる審査員が、各研究の①着眼点、②意義、③熱意、④論理性、⑤発表のわかりや

すさ の 5 つの基準に沿って採点します。 

●意見交換会 (18:00~20:00) 

会費 IEEE 会員 IEEE 非会員 

学生 500 円 1,000 円 

一般 2,000 円 3,000 円 

●ホームページ 

http://www.young-researchers.net/towers13th/index.html 
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Workshop information 

●Date and Venue 

Date: Saturday, December 3th, 2016 

Venue: Nature and Science Museum, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

Entry Fee: Free 

Poster Sessions: 10:15～14:30 

●Target persons 

Junior high school student, High school student, National institute of technology student, 

Undergraduate student, Graduate student, Young researcher 

●Presentation Style 

Language: Japanese or English 

Poster size: A0 size or below (vertical layout) 

●Awards 

Outstanding presenters will receive variety of awards from the Workshop committee and sponsors. 

*Please refer to Judgments and Awards page (p.71) for more information. 

＊Review Process 

You will be asked to make a presentation clearly to the researchers of different fields. Your 

presentation will be evaluated by reviewers in the 13th TOWERS award committee, university 

faculty members, young researchers and doctoral students. The evaluation criteria are following 5 

points: viewpoint, significance, enthusiasm, logicality, and understandability. 

●Social Gathering (18:00~20:00) 

Fee IEEE member IEEE non-member 

Student 500 JPY 1,000 JPY 

Public 2,000 JPY 3,000 JPY 

●Homepage 

http://www.young-researchers.net/towers13th/index.html 
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タイムテーブル / Time table 

 

東京農工大学 科学博物館 

Nature and Science Museum, Tokyo University of Agriculture and Technology 

8:45- 受付開始 / Registration Open (Entrance) 

9:30-9:40 開会式 / Opening Ceremony 

9:40-10:00 スポンサー紹介 / Sponsors’ Introduction 

10:00-10:05 イベント説明 / Event Explanation 

10:05-10:15 移動・休憩 / Break Time 

10:15-10:55 ポスター発表：セッション A / Poster Presentation: Session A 

10:55-11:05 移動・休憩 / Break Time 

11:05-11:55 イベント第一部（博物館見学ツアー） / Event (Museum Tour), Self-introduction 

11:55-12:55 ランチタイム / Lunch Time 

12:55-13:35 ポスター発表：セッション B / Poster Presentation: Session B 

13:35-14:15 ポスター発表：セッション C / Poster Presentation: Session C 

14:15-14:30 ポスター発表：自由セッション※ / Poster Presentations: Free Session※ 

14:30-14:50 ポスター片付け・移動・休憩 / Break Time (Removing Posters) 

14:50-15:50 イベント第二部（企画編） / Event (Group Discussion) 

15:50-16:05 イベント発表資料掲示・移動・休憩 / Break Time (Displaying Event Poster) 

16:05-16:35 イベント第三部（発表編） / Event (Poster Presentation) 

16:35-16:45 移動・休憩 / Break Time 

16:45-17:45 表彰式・閉会式 / Awards and Closing Ceremony 

17:45-18:00 移動・休憩 / Break Time 

18:00-20:00 
意見交換会（東京農工大学生協食堂） 

Social gathering (UnivCoop Cafeteria, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) 

※ 自由セッションでは、希望者は全員発表可能です。皆さんの研究の魅力をぜひ伝えてください。 

※ Anyone can make a presentation again during the “Free session”  
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第 13 回 TOWERS 実行委員会 

実行委員長 

小林 彰人 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 

副実行委員長 

粕谷 美里 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 知能機械工学専攻 

橋本 一生 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

小木曽 里樹 筑波大学 グローバル教育院 エンパワーメント情報学プログラム 

櫻井 遥 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 医歯理工学専攻 

実行委員 

芝 駿介 筑波大学大学院 数理物質科学研究科 物性・分子工学専攻 

岨野 太一 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 

宮本 隆典 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 

石垣 原野 創価大学大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 

青木 孝太 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

荒井 稔登 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 

石田 華子 
東京農工大学大学院 生物システム応用科学府 生物機能システム科学専

攻 

石原 功基 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

大場 匡 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

佐藤 竜也 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

佐野 祐士 筑波大学 グローバル教育院 エンパワーメント情報学プログラム 

JEONG Kwangjin 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 総合デザイン工学専攻 

番場 一輝 国士舘大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 

宮良 泰明 創価大学大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 

今給黎 薫弘 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 

川島 由佳 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

近藤 諭 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

武内 一晃 神奈川工科大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 

本間 光宣 創価大学大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 

明賀 新 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

村井 咲音 千葉大学大学院 人文社会科学研究科 社会科学研究専攻 

山本 奈都美 東京農工大学大学院 工学府 機械システム工学専攻 

司城 誠 茨城大学 工学部 電気電子工学科 

関谷 允志 茨城大学 工学部 電気電子工学科 

武宮 夏美 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 

宮下 恵 東京農工大学 工学部 情報工学科 

渡井 和央 茨城大学 工学部 電気電子工学科 

顧問 

中里 秀則 早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 
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アドバイザー 

西宮 康治朗  青山学院大学 理工学部 機械創造工学科 助教(第 7 回実行委員長) 

池田 一樹 
日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンタ回路システム研

究部(第 7 回副実行委員長) 

鈴木 麻由美 第 7 回副実行委員長 

山岸 昌夫 
東京工業大学 大学院理工学研究科 通信情報工学専攻 助教(第 8 回実行委

員) 

宝田 隼 東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科 助教(第 8 回実行委員) 

水谷 圭一 
京都大学大学院 情報学研究科 通信情報システム専攻 助教(第 6 回実行委

員長) 
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The 13th TOWERS Executive Committee 

Chairperson 

Akihito Kobayashi 
Department of Intelligent Interaction Technologies, Graduate School of Systems 

and Information Engineering, University of Tsukuba 

 

Vice-chairpersons 

Misato Kasuya 
Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Graduate School 

of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications 

Issei Hashimoto 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science 

Satoki Ogiso 
Ph.D. Program in Empowerment Informatics, School of Integrative and Global 

Majors, University of Tsukuba  

Haruka Sakurai 
Department of Biomechanics, Medical and Dental Science and Technology Track, 

Grad. School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univ.  

Members  

Shunsuke Shiba 
Department of Materials Science, Graduate School of Pure and Applied Sciences, 

Univ. of Tsukuba  

Taichi Sono 
Department of Science for Open and Environmental Systems, Grad. School of 

Science and Technology, Keio Univ.  

Ryusuke Miyamoto 
Department of Intelligent Interaction Technologies, Graduate School of Systems 

and Information Engineering, University of Tsukuba  

Genya Ishigaki Information Systems Science Major, Grad. School of Engineering, Soka Univ.  

Kota Aoki 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science  

Naruto Arai 
Department of Human and Engineered Environmental Studies, Graduate School of 

Frontier Science, The University of Tokyo  

Hanako Ishida 

Department of Bio-Functions and Systems Science, Graduate School of 

Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and 

Technology  

Koki Ishihara 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Masashi Ohba 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science  

Tatsuya Sato 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Yuji Sano 
Ph.D. Program in Empowerment Informatics, School of Integrative and Global 

Majors, University of Tsukuba  

Kwangjin Jeong 
Department of Integrated Design Engineering, Grad. School of Science and 

Technology, Keio Univ.  

Kazuki Bamba 
Department of Electrical Engineering, Graduate School of Engineering, 

Kokushikan University  
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Yasuaki Miyara Department of Information Systems Science, Faculty of Engineering, Soka Univ.  

Yukihiro Imakiire 
Department of Science for Open and Environmental Systems, Grad. School of 

Science and Technology, Keio Univ.  

Yuka Kawashima 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science  

Satoshi Kondoh 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Kazuaki Takeuchi 
Department of Electronic Engineering, Graduate school of Engineering, Kanagawa 

Institute of Technology  

Mitsunobu Homma Department of Information Systems Science, Faculty of Engineering, Soka Univ.  

Arata Myoga 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science  

Sakine Murai 
Master's program in Social Sciences, Graduate School of Humanities and Social 

Sciences, Chiba University  

Natsumi Yamamoto 
Department of Mechanical Systems Engineering, Graduate School of Engineering, 

Tokyo University of Agriculture and Technology  

Makoto Shijo 
Department of Electrical and Electronic Engineering, College of Engineering, 

Ibaraki University 

Masashi Sekiya 
Department of Electrical and Electronic Engineering, College of Engineering, 

Ibaraki University 

Natsumi Takemiya 
Department of Applied Electronics, Undergraduate School of Industrial Science 

and Technology, Tokyo University of Science  

Megumi Miyashita 
Department of Computer and Information Science, Faculty of Engineering, Tokyo 

University of Agriculture and Technology 

Kazuhisa Watai 
Department of Electrical and Electronic Engineering, College of Engineering, 

Ibaraki University 

Supervisor 

Hidenori Nakazato 
Department of Communications and Computer Engineering, School of 

Fundamental Science and Engineering, Waseda University 

Advisers 

Prof. Kojiro Nishimiya 
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, College of Science 

and Engineering, Aoyama Gakuin University (The 7th Workshop Chairperson) 

Dr. Kazuki Ikeda 
Research & Development Group, Hitachi, Ltd. (The 7th Workshop 

Vice-chairperson) 

Mayumi Suzuki The 7th Workshop Vice-chairperson 

Prof. Masao 
Yamagishi 

Assistant Professor, Yamada Lab., Department of Communications and Computer 

Engineering, Tokyo Institute of Technology  (The 8th Workshop Committee 

Member) 

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

Technology, Tokyo University of Science (The 8th Workshop Committee Member) 

Prof. Keiichi Mizutani 

Assistant Professor, Department of Communications and Computer and 

Engineering, Graduate School of Informatics, Kyoto University (The 6th 

Workshop Chairperson) 
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イベント / Event 

●イベント概要 

13th TOWERS では特別イベント「博物館の展示を企画しよう！」を開催します。博物館とは、来訪

者がある特定の分野について様々な形で体験し、その世界に興味を持ってもらう場です。したがって、

博物館設立の観点から、一つの重要なテーマが存在します。 

その分野の技術、思考、手法、文化をわかりやすく伝えること 

これは TOWERS が仲介する異分野交流においても同様に重要となるテーマです。本イベントは、

参加者の皆様の研究分野の“魅せ方”を、博物館の展示になぞらえて疑似体験していただくことで、プ

レゼン力や企画力の向上を狙います。年齢、性別、IEEE 会員/非会員問わず、どなたでも参加いただけ

ます。みなさま奮ってご参加いただきますようお願いいたします。 

●イベント詳細 

１．科学博物館見学ツアー 

はじめに東京農工大科学博物館の見学を通して、繊維産業の発展の歴史に触れていただきます。 

２．博物館の展示を企画しよう！ 

a: 投稿時に回答していただいたアンケートを利用して決定したチームを当日お知らせします。 

b: 各チームで博物館に、「過去・現在・未来」という時間軸に沿って展示内容を考えて頂きます。

それ以外の制約はありません。 

c: 各チームで議論した展示内容をまとめていただき、みなさんの前で発表します。（学芸員および

博物館ボランティアによる審査、表彰あり） 

 

●Special event 

We will hold a special event at 13th TOWERS workshop, “Let’s organize exhibits of museums!”. Museum is 

the place where a visitor can absorb broad knowledge about some specific fields. Therefore, there is an important 

theme in terms of establishing museum. 

Clearly explaining concepts, technologies, methodologies and culture to museum visitors. 

This is also important theme for our interdisciplinary research communication. In this event, we get you think 

of a new museum based on your research field, discuss with your team member how the museum becomes more 

attractive, and finally make presentations. We believe this event improves your presentation and planning abilities. 

Anyone can join this special event. (There is no restriction of qualifications such as age, IEEE membership, etc.) 

●Detail 

1. Nature and science museum inspection tour 

First you touch the history of development of fiber industry through a tour in 13th TOWERS venue "Nature 

and Science museum in Tokyo University of Agriculture and Technology". 

2. Let’s organize exhibits of museums! 

a: You'll know your team which is decided based on the questionnaire you answered at submission. 

b: You consider the exhibition contents along the "past, present and future" with your team member.  

c: You'll show everyone the exhibition contents argued by your team. (There is praise!) 
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発表者一覧 / Presenters list 

●セッションＡ / Session A 

A1 

Tatsuya Fujii / 藤井 達哉 (M2) 
Dept. of Computer Science, Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 コンピュータサイエンス専攻 
Synthesis of a First-order Passive Complex Bandpass Filter Using Inductors 

インダクタを用いた 1 次受動複素係数バンドパスフィルタの一構成 

A2 

Tatsuya Machida / 町田 竜也 (B4) 
Bio and environmental science course, Saitama Institute of Technology 

埼玉工業大学、 バイオ・環境科学専攻 
Au nanoparticles embedded carbon film electrode for sensitive As3+ detection. 

金微粒子埋め込みカーボン薄膜電極を用いたヒ素の電気化学検出 

A3 

Thanh Phan DO / ド タンファン (M2) 
Dept. of Electrical & Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology 

東京工業大学大学院、 電気電子専攻 
ISI Estimation for Short-range communication using SFG 

シグナルフローグラフを用いた近距離通信における符号間干渉の推定 

A4 

Rina Maruyama / 丸山 莉奈 (B4) 
Dept. of Applied Chemistry, Saitama institute of technology 

埼玉工業大学、 応用化学専攻 
Development of Ni-Cu nanoparticle embedded carbon film for sugar analysis 
糖マーカー検出を目的としたニッケル銅合金微粒子埋込カーボン薄膜電極の開発 

A5 

Seiichiro Ishikawa / 石川 誠一郎 
Others, Manufacturer, others 

メーカー勤務、 others 
Transient Stability Assessment of Power System with Large-Scale Photovoltaics 

A6 

Saho Yagyu / 柳生 佐保 (M2) 
Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology  

東京農工大学、 生物システム応用科学府 
Pyramidal Image Representation with Deformation 

A7 

Yuki Wako / 和光 裕希 (B3) 
Dept. of Integrated Information Tech., Aoyama Gakuin University 

青山学院大学 
An Object Sharing System in Virtual Space, 

A8 
Shun Tanabe (B3) 

Dept. of Integrated Information Technology, Aoyama Gakuin University 
A New Sensor Architecture with the Internet 

A9 

Kana Watanabe / 渡辺 佳奈 (M1) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology  

東京農工大学、 生物機能システム科学専攻  
Approximation Error and Application to Point Cloud Attributes of GFB 

グラフフィルタバンクの近似誤差の導出と点群データ処理への応用 

A10 

Yuka Mori / 森 由佳 (B4) 
Commerce and Economics, Chiba University of Commerce 

千葉商科大学、 商経学部 
Kansei Analysis between Japan and Asian Countries for Japanese Fashion Contents 

若者向けファッションに対する日本とアジア人の感性の違いについて 

A11 

Misa Arai / 荒井 美紗 (B4) 
Faculty of Commerce and Economics, Chiba University of Commerce  

千葉商科大学、 商経学部 
Analysis on male-female relationship based on posts on LINE 

Line の投稿から見る男女関係の変化解析 
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A12 

Ryo Sakagami / 坂上 良 (B4) 
Commerce and Economics, Chiba University of Commerce 

千葉商科大学、 商経学部 
Experiment on Steering to Website by Analog/Digital Contents  
アナログ・デジタルコンテンツによる Web サイトアクセス誘導実験 

A13 

Kouhei Sugawara / 菅原 康平 (B4) 
Faculty of Commerce and Economics, Chiba University of Commerce 

千葉商科大学、 商経学部経済学科 
Popurality Analysis by Review Comments and Rating on the Web 
Web 上のレビューコメントとレーティングから読み解く人気商品の特徴 

A14 

Ryoto Ono / 小野 涼斗 (M1) 
Dept. of Electronic Engineering, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学、 電気工学専攻 
Novel Ising Model Using Dimension-Control for High-Speed Solve 

A15 

Kim Cuong Ngo / ゴ キム クオン (M2) 
Department of Computer Science, National Defense Academy 

防衛大学校、 理工学研究科 
Attackers' Intentions Analysis based on Observation of Scanning Activities 

走査活動観測に基づくネットワーク攻撃意図の解析 

A16 

Kota Otsuka / 大塚 皓太 (M1) 
Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 システム情報工学研究科  
Vibrational Property Change of Guitar String by Repetitive Machine Plucking 

自動撥弦装置を用いた繰り返し撥弦によるギター弦振動特性の変化 

A17 

Hanjong Choi / 崔 漢鐘 (B4) 
Division of information system design, Tokyo Denki Univ. 

東京電機大学、 情報システムデザイン学系 
A Propose of New Automatic Lighting Control System for Electricity Conservation 

電力消費量削減を目的とした LED 照明の自動制御システムの提案と実装 

A18 

Hiroaki Murase / 村瀬 浩彰 (M2) 
Dept. of System Engineering, Univ. of Wakayama 

和歌山大学、 システム工学専攻 
Motion planning for assembly tasks performed by flying robot with 3 link arm 

3 自由度アームを搭載した飛行ロボットによる組立作業のための運動計画に関する研究 

A19 

Takuya Arafune / 荒船 拓也 (M2) 
Dept. of Electronics and Informatics, Univ. of Gunma  

群馬大学、 電子情報・数理教育プログラム専攻 
Redundancy algorithm Design for an SAR ADC using Number Theory 

逐次比較近似 ADC における整数論を用いた冗長アルゴリズム設計 

A20 

Hayato Nomura / 野村 隼人 (D1) 
Dept. of Information and Communication Engineering 

UTokyo, Graduate School of Information Science and Technology  
東京大学大学院、 電子情報学専攻  

Non-Replacing Replacement Algorithm 
置き換えをしない置き換えアルゴリズム 

A21 

Miho Fujisawa / 藤澤 美穂 (B4) 
Dept. of mathematical and physical sciences, Japan Women's Univ. 

日本女子大学、 数物科学科 
Helical inversion reaction passway of dynamic helical molecules using MD 

分子動力学による「動的な螺旋分子」の反転反応機構 

A22 

Hirone Kiwaki / 木脇 洋音 (B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's Univ.  

日本女子大学、 数物科学科  
Solvent effect of dynamic helical polymers 

動的螺旋分子の溶媒効果 

  



13 
 

A23 

Tomomi Yasoshima / 八十島 智美 (B4) 
Dept. of mathematical and physical sciences, Japan Women's Univ. 

日本女子大学、 数物科学科 
Electron transfer in complexes of buckyball and a molecular catcher 

バッキーキャッチャー分子にみられる電荷遷移の理論的研究 

A24 

Reina Tachibana / 立花 れい菜 (B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's University 

日本女子大学、 数物科学科 
Molecular dynamics study on D/A interfaces of π conjugated molecule 

π共役分子における D/A 電荷遷移の動力学的研究 

A25 

Kazuki Yashiro / やしろ かずき (M1) 
Major of Electrical and Electronic Engineering, Grad. school of Ibaraki University 

茨城大学大学院、 電気電子工学専攻 
Development of transformer-less charger integrating cell voltage equalizer 

トランスレスセル電圧バランス回路統合型充電器の開発 

A26 

Ko Watanabe / 渡邉 洸 (B4) 
Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo university of Agricultural and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学専攻 
Activity Recognition using Load Sensor 

荷重センサを用いた行動認識 

A27 

Ryosuke Tsumura / 津村 遼介 (D1) 
Dept. of Modern Mechanical Engineering, Waseda Univ. 

早稲田大学、 総合機械工学専攻 
Development of CT-guided Needle Insertion Robot for Lower Abdomen 

下腹部を対象とした CT ガイド下穿刺支援ロボットの開発 

A28 

Keita Kurihara / 栗原 圭汰 (M1) 
Electronics and Informatics Division, Gunma University 

群馬大学、 電子情報・数理教育プログラム 
Research on Electron Mobility Model for AlN/GaN MIS-HEMTs 

A29 

Misato Baba / 馬場 美沙都 (B4) 
Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学科 
Developing the assisting grasping power device using of MR-fluid 

MR 流体を用いた把持力保持デバイスの開発 

A30 

Saki Kato / 加藤 咲季 (B4) 
Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学科 
Development of Handover Robot System considering Recipient’s posture judgment 

受け手の状況判断ができる手渡しロボットシステム開発 
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●セッション B / Session B 

B1 

Kazuki Sugiyama / 杉山 一希 (M1) 
Major of Electrical and Electronic Engineering, Grad. School of Ibaraki Univ. 

茨城大学大学院、 電気電子工学専攻 
Multi-Port Converter Based on Switched Capacitor Achieving Miniaturized Circuit 
回路の小型化を可能とするスイッチトキャパシタを基礎としたマルチポートコンバータ 

B2 

Kota Suzui / 鈴井 康太 (B4) 
Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学科 
Passive Foot Device for Bipedal Robots to Walk on Uneven Terrain 

歩行ロボットの受動的な装具のデザイン 

B3 

Tomoya Suzuki / 鈴木 朝也 (B4) 
Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学部 
Auntomatic estimation of scoliosis and optimization by deep learning 

脊柱側弯症の自動推定と深層学習によるその最適化 

B4 

Akira Kato / 加藤 陽 (D1) 
Graduate schools of creative science and engineering, Waseda university 

早稲田大学、 総合機械工学専攻 
Distribution of the Muscle Bulge for Intended Wrist Joint Angle Estimation 

筋隆起分布を用いた意図する手関節角度の推定 

B5 

Sei Kudo / 工藤 聖 (M2) 
Mathematics and Computer Science, National Defense Academy 

防衛大学校、 情報数理専攻 
Traffic visualization for specific behavior detection 

特異挙動検知のためのトラフィック可視化手法 

B6 

Akie Sakiyama / 崎山 亮恵 (D2) 
Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agr. and Tech. 

東京農工大学、 生物システム応用科学府 
Oversampled Graph Laplacian Matrix for Graph Signal Processing 

B7 

Misaki Mito / 味藤 未冴来 (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba, 

筑波大学、 知能機能システム専攻 
Linear regression analysis in surface temperature of swine using thermography 

サーモグラフィを用いる豚の表面温度の線形回帰分析 

B8 

Ryo Oiwa / 大岩 凌 (M1) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学、 電気工学専攻 
Timber Health Monitoring using Piezoelectric Sensor and Machine Learning 

圧電センサと機械学習を用いた木材のヘルスモニタリング 

B9 

Hikaru Nagata / 永田 光 (M1) 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Grad. School of Ibaraki Univ. 

茨城大学大学院、 電気電子工学専攻 
Multi-Port Converter Integrating Two PWM Converters for Multi-Source System 
多電源システムにおいて異なる PWM コンバータを統合したマルチポートコンバータ 

B10 

Takashi Itoh / 伊藤 駿史 (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 知能機能システム専攻 
Study on Non-contact Pulse Rate Measurement for detecting breathing arrest 

呼吸停止検知に向けた非接触脈波計測法に関する研究 

B11 

Kazukuni Tobita / 飛田 和邦 (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 知能機能システム専攻 
Study on Development of Chair Shaped Heart Rate Monitoring Device 

椅子型心拍モニタリング機器開発に関する研究 
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B12 

Takuya Shinkai / 新海 拓也 (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

神奈川工科大学、 ホームエレクトロニクス開発学科 
Library Guidance System based on Humorous Service Robot 

ユーモアを有するサービスロボットによる図書館案内システム 

B13 

ILHAM NAHARUDINSYAH / ナハルディンシャー イルハム (B4) 
Dept. of Control and System Engineering, Tokyo Institute of Technology 

東京工業大学、 制御システム工学科 
Hierarchical Decentralized Observers for Large Scale Power Network System 

大規模電力システムのための階層分散オブサーバ 

B14 

Koya Sato / 佐藤 航也 (D1) 
Graduate School of Humanities and Social Sciences, Chiba University 

千葉大学、 人文社会科学研究科 
Construction of multiple layers of disability in a Swedish preschool 

B15 

Masanobu Nakamura / 中村 匡伸 (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

神奈川工科大学、 ホームエレクトロニクス開発学科 
Parent-child Conversation Support by Atmosphere Visualization and Topic Offering 

照明機器を用いた雰囲気の可視化と NAO の話題提供による親子間の会話支援 

B16 

Shinya Aihara / 相原 真也 (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology (KAIT) 

神奈川工科大学、 ホームエレクトロニクス開発学科 
Home Energy Saving System based on Emotional Expression Object for Smart Meter 

スマートメータ情報の直観的理解をサポートする感情表出要素による節電システム 

B17 

Hiroshi Ito / 伊藤 博士 (D2) 
Graduate School of Science, Chiba Univ. 

千葉大学、 理学研究科 
Radioactivity Measurement of Strontium 90 in real time 

ストロンチウム 90 の即時放射能測定 

B18 

Ryoma Yoshimori / 吉森 竜馬 (M1) 
Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture 

and Technology 
東京農工大学、 生物システム応用科学府 

Performance evaluation of a sun-tracking mirror-augmented photovoltaic system 
ミラー集光一軸追尾型太陽光発電システムの性能評価 

B19 

Tatsuya Kaneko / 金子 達哉 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 電子システム工学科 
Research of Triage Tag System using Millimeter-Wave Band in Disaster Phase 

災害現場におけるミリ波帯トリアージ・タッグシステムの研究 

B20 

Shun Mohri / 毛利 駿 (M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

中央大学、 精密工学専攻 
Proposal of Endoskeleton Type Knee Auxiliary Power Assist Suit for Squat Lifting 

スクワットリフティングを考慮した内骨格型膝部補助用パワーアシストスーツの提案 

B21 

Yuuki Yanai / 箭内 裕樹 (B4) 
Bio and environmental science course, Saitama Inst. Technol. 

埼玉工業大学、 バイオ・環境科学専攻 
Development of the F-terminated carbon film electrode for electrochemical application 

フッ素終端カーボン薄膜電極の作製と電気化学的応用 

B22 

Yoshiki Kuwabara / 桑原 剛希 (B4) 
Dept. of Electronics, Information and Communication Engineering, Univ. of kanazawa Institute of 

Technology 
金沢工業大学、 電子情報通信工学科 

IoT traffic flow monitoring and robustness of security features 
IoT のトラヒックパターンの模擬とセキュリティ強化 
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B23 

Shuhei Wakai / 若井 柊平 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushouku 

拓殖大学、電子システム工学科 
Research of Astronomical Observation using the Millimeter-Wave Band Antenna 

ミリ波帯アンテナを用いた天文観測の研究 

B24 

Binti Sumeri Nur Izzah / ビンティ スメリ ヌル イッザー (M1) 
Dept. of Mechanical and Electronic System Engineering, Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 機械電子システム工学専攻 
Research on the Observation of Bioelectrical Signal Using Millimeter Wave Sensor 

生体電気信号をミリ波帯により観測するセンサシステムの研究 

B25 

Shinya Iwadare / 岩垂 真哉 (M2) 
Mechanical System Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学専攻 
Operation of Third Hand Robot by Surplus Muscle Strength 

余剰筋力を用いた第三の腕ロボットの操縦 

B26 

Tao Zhou / 周 涛 (M2) 
Graduate School of Engineering. Mechanical and Electronic Systems Engineering Course, Univ. 

of Takushoku 
拓殖大学大学院、 機械・電子システム専攻 

Research of the Radial Line Slot Antenna by Concentric Arrangement 
ラジアルライン同心円状導波管スロットアレーアンテナの研究 

B27 

Yohei Nagata / 長田 耀平 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushoku  

拓殖大学、 電子システム工学科  
Research of Millimeter Wave Radio Propagation in Variety of Environments 

様々な環境におけるミリ波電波伝搬の研究 

B28 

Takuya Iizuka / 飯塚 拓也 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 電子システム工学科 
Research of millimeter-wave body scanner sensor 

ミリ波帯人体スキャナーセンサの研究 

B29 

Shintaro Maeda / 前田 真太郎,  
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science 

東京理科大学、 電気電子情報工学科 
Higher frequency and improvement of efficiency of TET using spider coils 

スパイダーコイルを用いた人工心臓用経皮電力伝送システムの高周波化と伝送効率改善 

B30 

Shingo Iikawa / 飯川 伸吾 (M1) 
Department of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学、 精密工学専攻 
Development of a Variable Viscoelastic Joint System with Clutch for Assist Suit 

ウェアラブルアシストスーツのためのクラッチを備えた可変粘弾性関節システムの開発 
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●セッション C / Session C 

C1 

Atsuko Yokotani / 横谷 温子 (B4) 
Computer Science, Tokyo Univ.of Technology 

東京工科大学、 コンピュータサイエンス 
IoT over PON toward innovation of social life 

豊かな社会の実現を目指した FTTC による IoT の実現 

C2 

Takeru Tomita / 冨田 健 (M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

中央大学、 精密工学専攻 
Report on a field work of a peristaltic crawling robot for sewer pipe inspection 

下水管検査のための蠕動運動型ロボットを用いた実環境試験に関する報告 

C3 

Hayato Udo / 有働 隼人 (M1) 
Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 システム情報工学研究科 
Detection of Whitefly Bodies using Image Processing 

画像処理を用いるコナジラミ体の検出 

C4 

Yasuhiro Higuma / 樋熊 康裕 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electrics and Computer Systems, Univ. of Takushoku  

拓殖大学、 電子システム工学科 
The Research of the Radial Line Slot Array Antenna using Metamaterial Structure 

メタマテリアル構造を用いたラジアルラインスロットアレーアンテナの研究 

C5 

Wenbo Liu / 劉 文博 (M1) 
Graduate School of Engineering, Mechanical and Electronic Systems Engineering Course, Univ. 

of Takushoku 
拓殖大学、 機械・電子システム工学専攻 

The Waveguide Slot Array Antenna for Solar Power Generation 
太陽光発電用導波管スロットアレーアンテナ 

C6 

Kazuhiro Kasahara / 笠原 教宏 (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

神奈川工科大学、 ホームエレクトロニクス開発学科 
Robot based Blood-Pressure Measurement Support for Presymptomatic Disease Cure 

高齢者の未病を治す習慣づけのためのロボットによる血圧測定サポート 

C7 

Hiroki Inose / 猪瀬 洸樹 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

中央大学、 精密工学専攻 
Flexible and High Output Endoskeleton-Type Waist Assist Device “AB-Wear” 

柔軟・高出力な内骨格型腰部補助装具 AB-Wear 

C8 

Guangdong Cong / 从 広東 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 電子システム工学科 
The Research of the Antenna for Direct Produce Power from the Sunshine 

電磁波電力変換用光アンテナの研究 

C9 

Shoma Hirata / 平田 菖真 (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer Systems, Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 電子システム工学科 
The Research of the Millimeter Wave Propagation Generated from before Earthquake 

地盤圧縮帯電放射で生じるミリ波帯電磁波観測システムの研究 

C10 

Yusuke Kimura / 木村 雄亮 (D4) 
Research Center for Advanced Science and Technology, Univ. of Tokyo, D4 

東京大学、 先端科学技術研究センター 
MicroRNA Analysis 3D Chemical IC Chips for Early Detection of Cancer 
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C11 

Longsheng Ren / 任 龍升 (M2) 
Graduate School of Engineering, Mechanical and Electronic Systems Engineering Course, Univ. 

of Takushoku 
拓殖大学、 機械・電子システムコース 

Radiator of High-Amplitude Pulse for Ultrasonic Inspection of Cultural Property 
文化財の腐朽度調査に用いる小型パルス音源に関する研究 

C12 

Kun Li / 李 鯤 (D3) 
Graduate School of Engineering, Univ. of Toyama 

富山大学、 理工学教育部 
High Reliable Wireless Biosensor for Advanced Medical ICT in Aging Society 

C13 

Kazumi Kumagai / 熊谷 和実 (D1) 
Dept. of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture of Technology 

東京農工大学、 機械システム工学専攻 
Proposal of a system of generating non-linguistic utterances 

疑似言語を用いた音声インタラクションに向けた疑似言語生成システムの提案 

C14 

Hiroyuki Kobayashi / 小林 寛幸 (M1) 
Faculty of Science, Chiba Univ. 

千葉大学、 理学研究科 
Stability Evaluation of Water Equivalent Type Multi-Layer Ionization Chamber 

水等価型多層電離箱の安定性評価 

C15 

Hanako Ishida / 石田 華子 (M2) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 生物機能システム科学専攻 
Effect of changing waving patterns when crayfish use maxillipeds to draw odor 

ザリガニが餌の匂いを引き寄せる際に顎脚を振り分けることの効果 

C16 

Manabu Okui / 奥井 学 (D1) 
Faculty of Science and engineering, Chuo university 

中央大学、 理工学研究科 
Proposal of portable pneumatic power source using chemical reaction 
炭酸水素ナトリウムとクエン酸の化学反応を用いた携帯型空圧源の提案 

C17 

Takaaki Nishio / 西尾 尚晃 (M2) 
Dept. of Marine system engineering, Tokyo Univ. of Marine Science and Technology 

東京海洋大学、 海洋システム工学専攻 
The fuel saving effect in hybrid propulsion system for tugboat 

タグボートを対象としたハイブリッド推進システムにおける燃料節減効果 

C18 

Tomohiro Yamaguchi / 山口 智大 (M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Univ. of Chuo 

中央大学、 精密工学専攻 
Basic Experiment of Suction in Wall-Climbing Robot for Inspection of Airplanes 

飛行機の点検を目的とした壁面移動ロボットの吸着に関する基礎実験 

C19 

Megumi Miyashida / 宮下 恵 (B4) 
Dept. of Computer and Information Sciences, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 情報工学科 
Accumulated reward based reinforcement learning for multi link arm control 

多リンクアーム制御のための累積報酬和に基づいた強化学習 

C20 

Hirokazu Iwaya / 岩谷 洋和 (M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学、 知能機能システム専攻 
Indoor Position estimation method using transponders and audible signal 

音で位置を求める-トランスポンダ方式と可聴域信号を用いる音響測位 

C21 

Hiroki Nakamura / 中村 滉貴 (M1) 
Dept. of Mechanical and Electronics System , Univ. of Takushoku 

拓殖大学、 機械・電子システム工学専攻 
Development of MHz band high-power ultrasonic oscillators 

MHz 帯の強力超音波振動体の開発 
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C22 

Ryutaro Hamasaki / 浜崎 竜太郎 (D3) 
Particle and Nuclear, SOKENDAI 

総合研究大学院大学、 素粒子原子核専攻 
Development of integrated linear avalanche detector using SOI technology 

SOI 技術を用いた線形増幅型イメージング検出器の開発 

C23 

Shota Kimura / 木村 翔太 (B4) 
Depertment of Physics, Faculty of Science, Chiba University 

千葉大学、 理学部物理学科 
Proposal for dosimetry system using e+e- pair creation events 

電子陽電子対生成事象を利用した生体内被曝線量分布測定器の提案 

C24 

Natsumi Yamamoto / 山本 奈都美 (M1) 
Computational Science of Art 

Proposal of communication groups expansion system using a smoking robot 
喫煙ロボットを用いたコミュニケーション空間拡張システムの提案 

C25 

Taisuke Inoue / 井上 泰輔 (B4) 
Dept. of Marine Electoronics and Mechanical Engineering, Tokyo University of Marine Science 

and Technology 
東京海洋大学、 海洋電子機械工学科 

Comparison of Fuel Oil Consumption on Simulation Results and Actual Measurement 
船舶における燃料消費シミュレーションの結果と実測値の比較・評価 

C26 

BIN HASHIM HAFIZZUDDIN FIRDAUS / ビン ハシム ハフィズディン フィルダウス (B4) 
Dept. of Electronics and Computer Systems, Takushoku Univ. 

拓殖大学、 電子システム工学科 
Estimation of finger motion from EMG signals using artificial neural networks 

ニューラルネットワークを用いた表面筋電位による手指動作の推定 

C27 

Yuki Kanemasa / 金政 有紀 (B4) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science 

東京理科大学、 電気電子情報工学科 
Mutual interference of coils embedded in floor for RF-based rats tracking system 

RF タグを用いたラット位置推定システムにおける床面設置コイル間の相互干渉の検討 

C28 

Akira Osawa / 大澤 亜希良 (M2) 
Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science 

東京理科大学、 電気工学専攻 
Development of anisotropy electromagnetic phantom 

異方性電磁ファントムの開発 

C29 

Tetsuro Sato / 佐藤 哲朗 (M2) 
Department of Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

東京農工大学、 機械システム工学専攻 
Interpretation of the Music with Melodies Composed of Vocally Expressing Emotion 

感情音素の旋律による音楽の再解釈 

C30 

Seungjae Shin / 辛 承宰 (M2) 
Department of Biological Sciences, University of Tsukuba 

筑波大学、 生物科学専攻 
Development of new regenerative medicine using Sendai virus 

センダイウイルスを用いた新しい再生治療方法の開発 
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A1 
Synthesis of a First-order Passive Complex Bandpass Filter Using Inductors. 

インダクタを用いた 1 次受動複素係数バンドパスフィルタの一構成 
■Authors’ information 
○Tatsuya Fujii(M2) 
Dept. of Computer Science., Univ. of Tsukuba 
(Co-author: Kazuhiro Shouno.) 

■Keywords 
Passive 
Complex 
Inductor  

No figure 

■著者情報 
○藤井達哉 (M2) 
筑波大学 コンピュータサイエンス専攻 
（共著者: 庄野和宏） 

■キーワード 
受動 
複素 
インダクタ 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
The complex coefficient filter (complex filter) as well as the real 

coefficient filter (real filter) is important for the applications to the 
orthogonal communication system, the low-IF radio system and so 
on. Especially, passive complex filters don’t require DC power 
supply. A complex filter using inductors, capacitors and 
terminating resisters only has been proposed. However, the upper 
passband edge of the conventional filter is fixed to be infinite. In 
this research, in order to solve this problem we propose a synthesis 
of a passive complex bandpass filter including no transformers. 

■概要 
近年、無線通信機器の小型化・省電力化を目的とし、直流に対し非対

称な周波数特性を有する複素係数フィルタ（以下、複素フィルタ）の構

成法の研究が行われている。受動実現された複素フィルタは、能動実現

されたそれと比べ、GB 積等による制約を受けず、直流電源が不要であ

るという利点を持つ。受動実現された複素フィルタの中でも、トランス

を含まない LC 複素フィルタは、トランスを含むそれと比較し、より高

い周波数で良好な周波数特性が期待できる。しかし、同回路は通過域端

の一方が無限遠に固定され、複素バンドパス特性の実現が困難であっ

た。本研究では、通過域を任意に設計可能な、LC 複素バンドパスフィ

ルタの構成法を提案する。 

Email: 221@fillab.cs.tsukuba.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

A2 
Au nanoparticles embedded carbon film electrode for sensitive As3+ detection. 

金微粒子埋め込みカーボン薄膜電極を用いたヒ素の電気化学検出 
■Authors’ information  
○Tatsuya Machida (B4) 
Bio and environmental science course, Saitama Institute of Technology. 

(Co-author: Shunsuke Shiba, Dai Kato, Tomoyuki Kamata, Osamu 

Niwa.) 

■Keywords  
Electroanalysis 
Arsenic 
Au nanoparticle 

No figure 

■著者情報 
○町田竜也(B4) 
埼玉工業大学 バイオ・環境科学専攻 
（共著者: 芝駿介、加藤大、鎌田智之、丹羽修） 

■キーワード 
電気化学分析 
ヒ素 
金ナノ粒子 

■Field  
Nano/Micro science 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract  
Arsenic (As) shows significant toxicity even if its concentration 

is low. So, the As concentration in soil and river is strictly 
restricted. Although official ICP-MS method shows great 
analytical performance, this has some problems such as large size 
equipment and high cost. In contrast, electrochemical method is 
advantageous because analytical equipment is simple and low cost, 
enabling toon-site analysis. Here, we developed the gold 
nanoparticle embedded carbon film electrode for As detection. 
We'll report electrochemical treatment of the electrode for 
improving the analytical performances. 

■概要 
森永ヒ素中毒事件の原因となったヒ素は、低濃度でも毒性の高い金属

である。 ヒ素が飲料水を通じて体内に蓄積することにより、著しい健

康被害につながる。そのため、土壌中や河川中のヒ素濃度は厳しく規制

されている。そのため、低濃度でヒ素を検出できる装置が必要となる。

現在の公定法である誘導結合プラズマ質量分析法は、検出性能が高い

が、オンサイト分析ができず高コストである。一方、電気化学法は安価

かつ装置の小型化が容易であり、上記の観点で有利である。我々は金微

粒子がカーボン薄膜に埋め込まれた電極を独自の手法で開発し、ヒ素の

極微量分析へと応用した。今回は当該電極の電気化学処理によるヒ素の

検出の高感度化を報告する。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 

  



 

 
 

A3 
ISI Estima

シグナルフロー

■Authors’ information  
○Thanh Phan DO (M2) 
Dept. of Electrical & Electronics Engineering, 

Technology. 
(Co-author: Kiyomichi Araki, Jiro Hirokawa, Makoto

■著者情報 
○ドタンファン(M2) 
東京工業大学 大学院 電気電子専攻 
（共著者: 荒木純道、 広川二郎、 安藤真

■Field  
Electrical and electronic engineering (Commu

■Abstract  
Estimating Intersymbol Interference (ISI) 

between transmitting and receiving antenn
communication is crucial to evaluate comm
Conventionally, the calculation requires the c
characteristic of inter-antenna S21 parameters at
This study showed a method to acquire S21 betw
at any r with previously proposed SFG mod
antenna gain and radar cross section(RCS) as
demonstrated ISI calculation from discrete theore

Email: dofan@antenna.ee.titech.ac.jp 

 
 
 

A4 
Development of Ni-

糖マーカー検出を目

■Authors’ information  
○Rina Maruyama (B4) 
Dept. of Applied Chemistry, Saitama institute of techn
(Co-author: Shunsuke Shiba, Dai Kato, Tomoyu
Niwa.) 

■著者情報 
○丸山莉奈(B4) 
埼玉工業大学 応用化学専攻 
（共著者: 芝駿介、加藤大、鎌田智之、丹

■Field  
Nano/Micro science 

■Abstract  
Intestinal permeability is a useful index to 

intestinal diseases. This is estimated by 
concentration in urine or blood, which is abso
mucosa. Electrochemical detection using gold e
applied to analyze the sugar concentration.
potential application is needed, leading to high 
Here, we develop the various amounts of ni
nanoparticle embedded carbon film electrode fo
We’ll report the analytical performance under 
application condition. 

Email: × 

 
 

ation for Short-range communication usin

ーグラフを用いた近距離通信における符号間

Tokyo Institute of 

o Ando.) 

■Keywords  
Antenna 
S-parameter 
ISI 

真） 

■キーワード 
アンテナ 
S パラメタ 
符号間干渉 

unication) 
■分野 

理工系 電気電子工学(通信) 

along distance r 
na in short-range 
munication quality. 

omplex frequency 
t arbitrary distance. 
ween two antennas 
del by using only 
s inputs. Then we 
eticalS21 results. 

■概要 
近距離通信の品質を評価するために送

る符号間干渉(ISI)を求める必要がある。

S21 パラメタの周波数特性をすべての距離

計算することである。本稿では、提案し

モデルを用いて対象としたアンテナの利

で任意の r における S21 の計算法を紹介

離散周波数の S21 結果から ISI を計算され

Twitter: × 

Cu nanoparticle embedded carbon film fo

的としたニッケル銅合金微粒子埋込カーボン

nology. 
uki Kamata, Osamu 

■Keywords  
Nanoparticle 
Electrocatalytic oxidation 
Sugar analysis 

丹羽修） 

■キーワード 
ナノ粒子 
電極触媒酸化 
糖分析 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

 diagnose various 
analyzing sugar 

orbed via intestinal 
electrode has been 
. However, pulse 
limit of detection. 
ickel-copper alloy 
or sugar detection. 
constant potential 

■概要 
腸疾患の非侵襲的な早期診断において

有用な指標となる。腸粘膜透過性は、経口

ーを腸粘膜にて吸収させ、血中に放出ある

評価する。現在、尿中や血中の糖の分析に

出が多用されているが、高電位のパルス

（10μM）が課題である。本研究では、ニ

粒子埋め込みカーボン薄膜電極を独自の

分析感度に最適化した。当日は、本電極を

印加条件下にて検出し、その分析特性を

Twitter: × 
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ng SFG 

干渉の推定 

No figure 

送受信アンテナの距離間 r によ

従来の方法ではアンテナ間の

離において取得してから ISI を
したシグナルフローグラフ(SFG)
利得とレーダー散乱断面積だけ

した。さらに、論理計算された

れた。 

Facebook: ○ 

or sugar analysis 

ン薄膜電極の開発 

No figure 

、分子レベルの腸粘膜透過性が

口摂取した非代謝性の糖マーカ

るいは尿中に排泄される割合を

には、金電極による電気化学検

ス電位印加に伴う高い検出限界

ニッケル（Ni）-銅（Cu）合金微

手法で作製し、その薄膜組成を

を用いて、糖マーカーを定電位

報告予定である。 

Facebook: × 
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A5 
Transient Stability As

■Authors’ information  
○Seiichiro Ishikawa (others) 
Others, Manufacturer. 
(Co-author: Masaki Yagami.) 

■著者情報 
○石川誠一郎(others) 
メーカー勤務 
（共著者: 矢神雅規） 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric)

■Abstract 
In this work, we have assessed the impa

grid-connected photovoltaics (PV) on power 
stability. With the increasing of PV capacity in 
the conventional synchronous generator nee
relatively. This leads to the lower system inert
transient stability may negatively be affected. 
transient simulation is performed for IEEE 9-bu
which the effect of various conditions, such as
source and existence of LVRT capacity, on the
are considered. 

Email: s_ishikawa1991@yahoo.co.jp 

 
 
 

A6 
Pyram

■Authors’ information  
○Saho Yagyu (M2) 
Bio-Applications and Systems Engineering, 
Tokyo University of Agriculture and Technology. 
(Co-author: Saho Yagyu, Akie Sakiyama, Yuichi Tana

■著者情報 
○柳生佐保(M2) 
東京農工大学 生物システム応用科学府 
（共著者: 柳生佐保、崎山亮恵、田中雄一

■Field  
Electrical and electronic engineering (Informa

■Abstract 
In this paper, we presented a multiscale ima

method by using anyde formation of pixels. 
construction methods of filters by using arbitrary
or graph spectral filters in order that vario
accommodated by our method. To evaluate the 
we performed experiments on pencil drawin
These results show that our approach easily chan
strength in accordance with the applications du
scheme. 

Email: saho821@msp-lab.org 

 
 

ssessment of Power System with Large-Sc

 
■Keywords 

Transient stability 
Synchronous generator 
Photovoltaics 

■キーワード 
 

) 
■分野 

理工系 電気電子工学(電気) 

act of large-scale 
system transient 

the power system, 
eds to be reduce 
tia, and hence the 
In this work, the 

s system model, in 
s variety of power 
e transient stability 

■概要 
 

Twitter: × 

midal Image Representation with Deformat

 

aka.) 

■Keywords  
Multiscale image decomposition 
Graph signal processing 
Filtering for non-equispaced signals 

一） 

■キーワード 
 

ation) 
■分野 

理工系 電気電子工学(情報) 

age decomposition 
We also propose 

y continuous filters 
ous filters can be 

proposed method, 
g and stylization. 

nges the smoothing 
ue to its multiscale 

■概要 
 

Twitter: × 

cale Photovoltaics 

No figure 

Facebook: ○ 

tion 

No figure 
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A7 
An Object Sharing System in Virtual Space 

 
■Authors’ information 
○Yuki Wako (B3) 
Dept. of Integrated Information Tech, Aoyama Gakuin University. 

(Co-author: Wataro Takahashi.) 

■Keywords  
Virtual Space 
Sharing System 
Communication 

No figure ■著者情報 
○和光裕希(B3) 
青山学院大学 生物システム応用科学府 
（共著者: 高橋和太郎） 

■キーワード 
 

■Field  
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
We propose Participant’s Position Notification and Camera 

control Protocol (PPNCP), which enables respective participant to 
look at the objects in a free virtual viewpoint, independently. In the 
PPNCP environment, the robots attaching a camera are deployed 
on the space of sender, and robots are controlled synchronously by 
attitude changes of the receiver’s Head Mount Display (HMD).We 
implemented PPNCP on the Unity extended application with 3 
robot arms attaching Web camera as the prototype. We conducted 
the user experiments to confirm validity of S-R Cooperative 
Control and usability. 

■概要 
 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

A8 
A New Sensor Architecture with the Internet 

 
■Authors’ information  
○Shun Tanabe (B3) 
Dept. of Integrated Information Technology, Aoyama Gakuin University. 

(Co-author: Masaru Onodera.) 

■Keywords 
Sensor 
Internet 
Cloud 

No figure ■著者情報 
 

■キーワード 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract  
Sensors are devices to obtain the status of objects or 

environments in the real world. The characteristics common to all 
conventional sensors is direct conversion in a real-time manner. 
Recently sensor devices have been easily be connected to the 
Internet via wireless communications. Based on this trend, we 
propose the notion of Sensor with Network-Wide knowledge 
(SWNW). SWNW is an extension of sensors in that the output of a 
sensor is not a direct measured value; instead it is an outcome of 
query to a known or unknown server in the Internet using the input 
of a sensor. 

■概要 
 

Email: × Twitter: × Facebook: × 
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A9 
グラフフィルタバンクの近似誤差の導出と点群データ処理への応用 

Approximation Error and Application to Point Cloud Attributes of GFB 
■Authors’ information  
○Kana Watanabe (M1) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of Agriculture 

and Technology. 
(Co-author: Akie Sakiyama, Yuichi Tanaka.) 

■Keywords  
Graph Signal Processing 

Chebyshev Polynomial Approximation 

Graph Filter Bank 

No figure ■著者情報 
○渡辺佳奈(M1) 
東京農工大学 生物機能システム科学専攻 
（共著者: 崎山亮恵、田中雄一） 

■キーワード 
グラフ信号処理 
チェビシェフ多項式近似 
グラフフィルタバンク 

■Field  
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
In this report, we propose a derivation of the approximation 

error of graph filter bank (GFB) designed from FIR linear phase 
filters. We also introduce applications for processing of point cloud 
attributes using GFBs. The proposed GFBs have two advantages: 
They have low approximation error and they are completely 
parameterized by filter coefficients of FIR linear-phase filters. As 
experiments, we compared the proposed GFBs with existing GFBs 
for approximation error. we also evaluated performances of our 
GFBs in applications on denoising and non-linear approximation 
of point cloud attributes. 

■概要 
本報告では，FIR 線形位相フィルタバンクに基づき設計したグラフフ

ィルタバンクの近似誤差の導出を示す．提案するグラフフィルタバンク

は低次数での近似が可能であり，フィルタのパラメータとして元の FIR
線形位相フィルタのフィルタ係数を利用することができる．提案手法に

よりフィルタ毎に近似誤差を求めることで，フィルタの局所性を考慮し

た近似次数を決定できる．さらに，本報告では，グラフフィルタバンク

を用いた，グラフスペクトル領域での点群データ処理への応用を示す．

評価実験として，既存のグラフフィルタバンクの近似誤差と比較を行う

とともに，点群データの非線形近似とノイズ除去に対する性能評価を行

った． 

Email: nbkn@msp-lab.org Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

A10 
若者向けファッションに対する日本とアジア人の感性の違いについて 

Kansei Analysis between Japan and Asian Countries for Japanese Fashion Contents 
■Authors’ information 
○Yuka Mori (B4) 
Commerce and Economics, Chiba University of Commerce. 
(Co-author: Naomichi Moriya, Syun Ishizeki.) 

■Keywords 
Cool Japan 
Fashion 
Asian countries 

No figure ■著者情報 
○森由佳(B4) 
千葉商科大学 商経学部 
（共著者: 森谷直道、石関駿） 

■キーワード 
クールジャパン 
ファッション 
アジア諸国 

■Field  
Economics 

■分野 
人文社会系 経済学 

■Abstract 
Recently, cool Japan contents such as anime, fashion and game 

is getting popular in Asian countries. Although the Japanese market 
in fashion is shrinking, young females in Asian countries show 
their interest in these. However, there are a lot of cases that some 
fashion are popular in Japan, but are not popular in other countries. 
This research collects "KANSEI" information about Japanese 
fashion from young females in Asia by conducting questionnaire 
surveyor extracting word-of- the-mouth of SNS, and analyzes them 
compared with "KANSEI" of Japanese females. 

■概要 
近年，アニメ・ファッション・ゲームといったクール・ジャパンコン

テンツがアジア諸国の人々に注目されている．特に日本製ファッション

は，日本国内の市場が縮小傾向にある一方，アジア諸国では若い女性を

中心に人気となっている．しかしながら同じアジア圏であっても，文化

や習慣は国ごとに大きく異なり，日本人が良いと思ったファッション

が，アジア諸国で思ったように評価してもらえない場合が多々ある．そ

こで本研究では，日本製ファッションに関するアンケートやソーシャル

メディア上の口コミを活用して，アジア諸国の若い女性における日本製

ファッションコンテンツに対する感性情報を解析する． 

Email: yu0803ka@gmail.com Twitter: × Facebook: ○ 
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A11 
Line の投稿から見る男女関係の変化解析 

Analysis on male-female relationship based on posts on LINE 
■Authors’ information 
○Misa Arai (B4) 
Faculty of Commerce and Economics, Chiba University of Commerce. 

(Co-author: Keisuke Tajiri.) 

■Keywords 
LINE 
Male-female relationship 
Relationship Analysis 

No figure ■著者情報 
○荒井美紗(B4) 
千葉商科大学 商経学部 
（共著者: 田尻奎佑） 

■キーワード 
LINE 
男女関係 
関係解析 

■Field  
Economics 

■分野 
人文社会系 経済学 

■Abstract 
Social media such as LINE is very important for communication 

between male and female. Since young generations can 
communicate easily and conveniently by using LINE, it's very 
popular. We suppose that by analyzing users' behavior for posting 
messages through LINE they are more open about their 
relationship status. In this research, the analysis result for 
Male-female relationship based on posts occurrence number, posts 
timing and words will be reported. 

■概要 
近年，男女のコミュニケーションにおいて，LINE のような SNS は欠

かすことができなくなっている． 特に若い世代においては，素早く簡

潔にやりとりできる LINE は，従来のコミュニケーション手段と異なり，

言いづらいことも手軽に伝えらえる手段として広く浸透している．我々

は LINE の投稿の様子を解析することで，男女関係の状況やその変化を

知ることができると考えた． 投稿頻度や投稿タイミング，利用されて

いる単語などを用いて男女関係の状況を解析し，LINE コミュニケーシ

ョンのタイプと男女間の関係の状況の対応付けを行ったので報告する． 
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アナログ・デジタルコンテンツによる Web サイトアクセス誘導実験 

Experiment on Steering to Website by Analog/Digital Contents 
■Authors’ information 
○Ryo Sakagami (B4) 
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(Co-author: Kohei Inoue, Satosh Koide.) 

■Keywords 
Steering to Website 
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No figure ■著者情報 
○坂上良(B4) 
千葉商科大学 商経学部 
（共著者: 井上康平、小出智史） 

■キーワード 
ウエブアクセス誘導 
ウエブマーケティング 
アナログ・デジタルコンテンツ 

■Field 
Economics 

■分野 
人文社会系 経済学 

■Abstract 
In web-based marketing, steering consumers to websites is an 

important issue. Especially, for a newly created website that 
nobody has known, how to steer consumers to the site becomes 
significant. We conducted experiments for guiding consumers to 
Websites by analog contents (flyers) and digital contents (twitter 
messages). The flyers had different versions with various phrases 
and graphics, and we evaluated their effectiveness to make 
consumers access the websites. 

■概要 
Web マーケティングにおいては，消費者の Web サイトへの誘導が重

要となる．特に新しく作成された，誰もその存在を知らないサイトに対

して，消費者を如何に効率的に誘導できるかは大きな課題となってい

る．そこで我々は，アナログ的な手法（チラシを活用した Web サイト

への誘導），デジタル的な手法（Twitter による Web サイトへの誘導）を

用いて，Web サイト誘導を目的とした実験を行った． 特にチラシを活

用した Web サイト誘導においては，チラシで用いる文言やイラスト等

を変えることで，結果に差がでるか否かについて評価を行った． 
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A13 
Web 上のレビューコメントとレーティングから読み解く人気商品の特徴 

Popularity Analysis by Review Comments and Rating on the Web 
■Authors’ information  
○Kouhei Sugawara (B4) 
Faculty of Commerce and Economics, Chiba University of Commerce. 

(Co-author: Yuki Mitoma, Yudai Sasaki.) 

■Keywords 
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
レビューコメント 
人気度 
レーティング 

■Field 
Economics 

■分野 
人文社会系 経済学 

■Abstract 
Recently, review comments and rating for products/contents 

became a key information for evaluating their popularity. This 
research analyzes the co-relation between review comments and 
rating by computing the total number of words in review 
comments and sentiment of each word. Characteristics of review 
comments for popular products/contents is made clear. We've seen 
that even if the rating is low, products/contents that have long 
review comments get popular. 

■概要 
近年，製品やコンテンツに関するレビューコメントやユーザ評価（レ

ーティング）は，その製品・コンテンツの人気の度合を測るための重要

な情報となっている．本研究では，レビューコメントで用いられている

単語の総数やそのセンチメントとレーティングとの関係を分析し，人気

となっている製品・コンテンツがもつレビューコメントの特徴を明らか

にする．たとえレーティングが低くても，レビューコメントが長く記載

されている製品・コンテンツのほうが，レーティングは高いがレビュー

コメントが短いものより売れ行きが良い傾向にあることを示す． 
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Novel Ising Model Using Dimension-Control for High-Speed Solver 

タイトル（タイトル） 
■Authors’ information 
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■Keywords  
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■キーワード 
イジングモデル 
最適化問題 
相互作用 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
A novel Ising model suitable for hardware implementation for 

Ising machines for solving optimization and recognition problems 
is proposed. This model can consider mandatory all interactions 
equivalently by assessing only the interactions of adjacent spins. 
The successful operation of this proposed model was confirmed for 
the traveling salesman problem and support vector machine; the 
convergent energy was reduced to about 4%, which compares 
favorably with the ideal model with all the interactions. 
Furthermore, VLSI block diagrams for both models are presented. 

■概要 
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A15 
Attackers' Intentions Analysis based on Observation of Scanning Activities 

走査活動観測に基づくネットワーク攻撃意図の解析 
■Authors’ information 
○Kim Cuong Ngo (M2) 
Department of Computer Science, National Defense Academy. 
 

■Keywords 
Intent Analysis 
Scanning Activities 
Network Traffic Data 

No figure ■著者情報 
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■キーワード 
インテント解析 

走査活動 

ネットワークトラフィックデータ 

■Field  
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract  
A large number of packets are reached to the unused IP 

addresses every day. These packets usually are scanning activities, 
malware infection, DoS, etc. This study proposes a method to 
estimate the attack intentions based on the behavior of the packets 
reach to the unused IP addresses. From the observations of the 
packets, features are extracted to classify it into behavior class. 
Based on the attack intentions, the occurrence state of each class is 
modeled, then estimate the attack intention using LDA algorithm. 
Experimental results are obtained by using the observation data of 
a real network 

■概要 
未使用のネットワークアドレスに対して日常的に多数のパケットが

到達している。これらのパケットはホストやポートの走査活動、マルウ

ェアの感染活動、DoS などの様々な攻撃意図に起因しているものと考

えられる。この研究では、未使用アドレスに到達するパケットの挙動か

ら、攻撃意図を推定する一手法を提案する。まず、パケットの観測結果

から特徴量を抽出し、これを挙動クラスに分類する。攻撃意図に基づく

各クラスの生起状態をモデル化し、LDA により攻撃意図を推定する。

実ネットワークの観測データを用いた実験の結果、特徴的ないくつかの

挙動クラスから攻撃意図を推定することができた。 
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Vibrational Property Change of Guitar String by Repetitive Machine Plucking 

自動撥弦装置を用いた繰り返し撥弦によるギター弦振動特性の変化 
■Authors’ information 
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■Keywords 
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
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■Field  
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■Abstract 
Although it is well-known that tone of string instruments 

changes if same string is used for a long time, its factor is not 
elucidated yet. The string vibration affects tone greatly, so 
measuring it is important. In this study, we investigate effects of 
repetitive string plucking on its vibrational property. We compared 
two strings: one is strung and well-plucked by plucking machine, 
and the other is left strung, by measurement of their vibration using 
an optical probe. As a result, two strings are markedly different in 
frequency characteristic and vibration locus. 

■概要 
ギターやバイオリン等の弦楽器では長期間同じ弦を張って使用する

と弦が劣化し，音色に変化が生じるが，その要因は明らかになっていな

い．弦振動の特性は音色に多大な影響を与えるため，弦振動の計測は音

色変化の要因を分析する上で重要である．本研究では，撥弦の繰り返し

が弦振動特性に与える影響について検証した．自動撥弦装置で繰り返し

撥弦を行った弦と，張ったまま放置した弦の 2 種類の弦について，LED
とフォトダイオードアレイからなる光プローブを用いて弦振動を計測

した．その結果，撥弦の有無によって周波数特性と弦軌道の形状に明確

な差異がみられた． 
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A Propose of New Aut

電力消費量削減を
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■Field  
Informatics 

■Abstract 
Electricity consumption in residential area h

and its reeducation is necessary. This study p
lighting control system using networked lightin
changed saturation and brightness to reduce freq
conditioners, which consume electricity. Our sys
preference from web-based questionnaire, and
which color is suitable for each person a
situation. We conducted an experiment in summ
showed electricity reduction, and increasing
comfort. 
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Motion planning for

3 自由度アームを搭載し
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■Abstract 
In this research, we have developed a flying 

that can perform assembly tasks in indoor disas
assembly tasks, a flying robot has to both av
obstacles and control the end-effect or accurately
the flying robot doesn’t remain still in the air. Fo
propose a motion planning method for ass
combines a globally optimum path planning met
of locally maximizing manipulability of the a
method is evaluated in the experiments using a
with a 3 link arm. 
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tomatic Lighting Control System for Electr

を目的とした LED 照明の自動制御システムの

Denki Univ. 

■Keywords  
LED lighting 
Electricity conservation 
Indoor comfort 

系 

■キーワード 
LED 照明 
節電 
室内快適性 

■分野 
理工系 情報学 

has been increased 
proposes automatic 
ngs, which can be 

quency of use in air 
stem corrects color 
d then determines 
and environmental 
mer, and the results 
g level of indoor 

■概要 
家庭内の電力消費量は年々増加してお

究では，ネットワーク対応かつ色と明度

利用し，寒色や暖色など色の変化が与える

することなく電力消費量の削減をはかる

制御を行うシステムを提案する．また，色

を考慮し，本システムでは個人の好みの

結果から導き出された色の好みに合わせ

ムの有用性をはかるため実証実験を 8 名

しなかった場合と比較して電力消費量を

約 10.5%見られた． 
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r assembly tasks performed by flying robo

した飛行ロボットによる組立作業のための運

■Keywords 
Flying robot 
Assembly tasks 
Motion planning 

■キーワード 
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■分野 
理工系 機械工学 

robot with an arm 
ster scenes. During 
void collision with 
y while the body of 
or this purpose, we 
sembly tasks that 
thod and a method 

arm. The proposed 
a real flying robot 

■概要 
本研究では、災害等により人の進入が困

載した飛行ロボットがセンサやロボット

法を開発する。組立作業の際、飛行ロボ

を回避し、同時に、機体の揺れを考慮して

ける必要がある。そこで、本研究では、大

操作度の最大化を組み合わせることによ

くアームの先端を正確に制御して組立作

案する。また、3 自由度アームを搭載した

験によって提案方法の検証を行う。 
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の提案と実装 
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りその削減は急務である．本研

を自動制御できる LED 照明を

る印象により空調を過度に使用

ることを目的とした照明の自動

色の印象は各個人で異なること

色をアンケートによって収集，

た照明の提供を行う．本システ

と行った結果，システムを使用

約 2.5％削減，快適性の向上が
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動計画に関する研究 
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困難な屋内現場で、アームを搭

ト等の部品を組立てるための方

ットは、周囲の障害物との衝突

て部品を目標位置に正確に取付

大域的な経路計画と局所的な可

って、障害物と衝突することな

作業を実現する運動計画法を提

た飛行ロボットを用いた実機実
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A19 
Redundancy algorithm Design for an SAR ADC using Number Theory 

逐次比較近似 ADC における整数論を用いた冗長アルゴリズム設計 
■Authors’ information 
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■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
This paper presents that the redundancy design improves circuit 

performance as well as reliability, in case of a 
successive-approximation-register analog-to-digital converter 
(SAR ADC) for automotive applications. We propose systematic 
design methods based on number theory; Fibonacci sequence, or 
golden ratio (1.618..) and silver ratio (1.414.. or square of root 2). 
Conventional SARADC uses a binary-weighted search algorithm, 
but here we investigate golden-ratio-weighted and 
silver-ratio-weighted search algorithms. We show that they 
improve the SAR ADC speed over the conventional one. 

■概要 
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Non-Replacing Replacement Algorithm 

置き換えをしない置き換えアルゴリズム 
■Authors’ information 
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キャッシュメモリ 
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■Field  
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract  
Cache memory is one of the most important components of 

processors that contain frequently used data. To utilize the 
capacities of the cache memory, data on ac ache memory is 
controlled by replacement algorithm. In this research, we proposed 
“Stubborn algorithm” that is a replacement algorithm, but it 
doesn’t dare replace data. The algorithm prevents the occurrence of 
cache misses which cannot be avoided by conventional 
replacement algorithms. Besides, we will demonstrate the 
relationship between memory access pattern and cache hit/miss as 
a visualized execution records. 

■概要 
プロセッサにおいて，キャッシュメモリは性能への影響が大きい重要

な構成要素の一つである．キャッシュメモリは，高速であるが回路構成

上容量が小さく，その小容量を有効活用するために置き換えアルゴリズ

ムに基づいて格納するデータの置き換えを行う．本研究では，“置き換

えをしない置き換えアルゴリズム”によって従来回避することができな

かったキャッシュミスを解決し，CPU の性能向上を狙う．評価において，

最も簡単な構成で従来手法に対して最大 24%の性能向上が得られた． 
置き換えを起こさせないキャッシュラインの選定についても述べ，また

メモリアクセスとキャッシュヒット／ミスの関係を可視化し，デモンス

トレーションする． 
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分子動
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■Abstract  
Helical structures of biopolymers are a key fo

expression of life. Ortho phenylenes (OPs) ha
conformation in which the tightly packed pheny
highly condensed π electron cloud and show
inversion in solution. In the present work, we sh
potential energy surfaces (PESs) of oligomeric O
function of the dihedral angles using the density
In addition, we shall explore the PES by molecul
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Physics 

■Abstract 
Ortho-phenylene derivatives molecules have 

where the benzene rings of polyphenylene are at
position with π-π stacking interaction. It is exper
that these molecules are repeated the rapid he
acetonitrile. Using the density functional theory,
stepwise inversion pathway through different tr
much lower activation energies, in the gas pha
work, based on the inversion pathways, we 
mechanism of the helical inversion reactions inc
effect. 
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reaction passway of dynamic helical molec

力学による「動的な螺旋分子」の反転反応機

■Keywords  
Molecular dynamics 
Ortho phenylene 
Helical inversion reaction passway 

■キーワード 
分子動力学法 
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螺旋反転反応機構 

■分野 
理工系 物理学 

or the function and 
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OP molecules as a 

y functional theory. 
lar dynamics. 

■概要 
生体高分子の螺旋構造は生命の機能・発

ら、螺旋構造を有する分子や高分子の合成

まっている。オルトフェニレン分子（OP
作るフェニレンを密に連結したタイトな

早い螺旋反転を起こす。本研究では、この

に、まず密度汎関数法（DFT）を用いて

テンシャルエネルギー面を作成する。ま

て更なる解明を試みる。 
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olvent effect of dynamic helical polymers 

動的螺旋分子の溶媒効果 

 

■Keywords 
Density functional theory 
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Solvent effect 
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密度汎関数法 
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溶媒効果 

■分野 
理工系 物理学 
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elical inversion in 
, we found that the 
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ase. In the present 
shall explore the 

cluding the solvent 

■概要 
オルトフェニレン誘導体分子はポリフ

ト位に結合した立体的な螺旋状の構造を

て、π－π相互作用によって高密度に組織

すること、溶液中で迅速な螺旋反転を繰

れまで、我々は相中で複数の遷移構造を経

告した。本研究では、この反転経路に基づ

媒効果を含めた螺旋反転反応のメカニズ

る。 

Twitter: × 

cules using MD 

機構 

No figure 

発現のキーとなっていることか

成、その物性について注目が集

P 分子）は濃縮したπ電子雲を

螺旋構造を持ち、溶液中では素

の反転反応経路を解明するため

、OP 分子の二面角を変えてポ

た分子動力学法（MD）によっ

Facebook: × 

No figure 

フェニレンのベンゼン環がオル

持つ。現在までに、実験によっ

織化することで螺旋構造を形成

り返す事を報告されている。こ

経て段階的に反転することを報

づき、密度汎関数法を用いて溶

ズムを探索することを目的とす

Facebook: × 



 

 
 

A23 
Electron transfe

バッキーキ

■Authors’ information 
○Tomomi Yasoshima (B4) 
Dept. of mathematical and physical sciences, Japan W

(Co-author: Azusa Muraoka) 

■著者情報 
○八十島智美(B4) 
日本女子大学 数物科学科 
（共著者: 村岡梓） 

■Field 
Physics 

■Abstract 
Recently, it is reported that buckycatcher(BC

include fullerene molecules though π-π interac
buckycatcher/C60complex molecules are forme
work, we pay attention to the molecular clip fo
π-π interaction between the fullerene and the cor
of the BC, which is promising for molecular pho
Because of the importance of clarifying th
mechanism of such devices, we study the charge 
of the molecular complex between the BC and fu
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A24 
Molecular dynam

π共

■Authors’ information 
○Reina Tachibana (B4) 
Dept. of mathematical and physical sciences, Japan W

(Co-author: Azusa Muraoka) 

■著者情報 
○立花れい菜(B4) 
日本女子大学 数物科学科 
（共著者: 村岡梓） 

■Field 
Physics 

■Abstract 
The mechanism of free charge carrier tra

semiconductors has interest. The conversion 
electrons and holes within organic solar cells is c
recombination of the electron-hole pairs or the p
transfer states at donor/acceptor interfaces. In 
aiming at the improvement of the photo-conver
bulk-heterojunction organic solar cells, we sh
oscillator strengths for photo-absorption an
structures in PCPDTBT/PC70BMsystem using t
density functional theory. 
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er in complexes of buckyball and a molec

キャッチャー分子にみられる電荷遷移の理論

Women's Univ.  

■Keywords  
Buckycatcher 
Pi-pi interaction 
Charge transfer 

■キーワード 
バッキーキャッチャー 
π-π相互作用 
電荷遷移 

■分野 
理工系 物理学 

C) molecules stably 
ction and therefore 
ed. In the present 
ormed through the 
rannulene subunits 

otovoltaics devices. 
he charge transfer 

transfer properties 
ullerene. 

■概要 
近年、高性能な有機光起電力デバイスへ

分子が注目されている。例えば、バッキー

レンをπ-π相互作用によって安定に包接

子を形成することが報告されている。本研

イス・光起電力デバイスとして有望視され

でπ共役炭素化合物のコランヌレンを２

キーキャッチャーC60H28 分子に着目した

遷移機構を明らかにすることの重要性か

キーキャッチャー分子とフラーレン分子

指す。 

Twitter: × 

mics study on D/A interfaces of π conjuga

役分子における D/A 電荷遷移の動力学的研究

Women's Univ.  

■Keywords 
Exciton 
Bulk-heterojunction organic solar cells 
Time-dependent density functional theory 

■キーワード 
励起子 

バルクヘテロジャンクション型有機薄膜太陽電池 

時間依存型密度汎関数理論 

■分野 
理工系 物理学 

ansport in organic 
of excitons into 

complicated by the 
presence of charge 
the present work, 

rsion efficiency of 
all investigate the 

nd the electronic 
the time-dependent 

■概要 
 合成有機半導体の自由電荷輸送・生成

薄膜太陽電池は、優れた性能の材料系を用

の発光効率を表す内部量子効率が 90%に

有機薄膜太陽電池内での電子とホールへ

ホール対の再結合やドナー/アクセプター

することによって複雑であり、それらは、

る。  本研究では、それらの課題を明ら

膜太陽電池の光電変換効率の向上を目指

理論を用いて、PCPDTBT/PC70BM 系にお

構造を調べる。 
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論的研究 

No figure 

への実現に向けて、π共役系高

ーキャッチャー分子は、フラー

接し、Buckycatcher/C60 複合体分

研究で、我々は、有機電子デバ

れるフラーレン部分構造の一部

つ連結した分子クリップ、バッ

た。それらのデバイスでの電荷

ら、密度汎関数法を用いてバッ

子間の電荷遷移特性の解明を目
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ated molecule 

究 

No figure 

成のメカニズムを利用した有機

用いることで、電極間での素子

到達したことが分かっている。

へのエキシトンの変換は、電子-
ー界面での電荷移動状態が存在

、特に明らかにすべき課題であ

らかにすることによって有機薄

すため、時間依存型密度汎関数

おける光吸収振動子強度、電子
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A25 
Development of transformer-less charger integrating cell voltage equalizer 

トランスレスセル電圧バランス回路統合型充電器の開発 
■Authors’ information 
○Kazuki Yashiro (M1) 
Major of Electrical and Electronic Engineering, Grad. school of Ibaraki 

University.  
(Co-author: Masatoshi Uno) 

■Keywords 
Voltage equalization 
Integrated converter 
Voltage multiplier 

No figure ■著者情報 
○やしろ かずき(M1) 
茨城大学大学院 電気電子工学専攻 
（共著者: 鵜野将年） 

■キーワード 
電圧バランス 
統合型コンバータ 
倍電圧整流回路 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract  
Conventional Energy storage systems having electric 

double-layer capacitors(EDLCs) connected in series require a 
charger and cell voltage equalizer separately. To simplify these 
systems, in this paper a transformer-less PWM buck converter 
integrating a cell voltage equalizer using a voltage multiplier is 
proposed. The proposed converter can produce square wave 
voltage with anarbitrary amplitude, by which the voltage multiplier 
is driven. An experimental test using the prototype was performed, 
and the results demonstrated the integrated functions of the 
proposed converter. 

■概要 
直列接続された電気二重層キャパシタ等の蓄電セルを用いた蓄電シ

ステムは、充電器と別にセル電圧バランス回路が必要になる。本稿では、

システムの簡素化を目的として充電器（降圧コンバータ）とセル電圧バ

ランス回路（倍電圧整流回路）を統合したトランスレス統合型充電器を

提案する。提案回路では、従来の降圧コンバータにおけるインダクタが

二つのインダクタに置き換えられており、一方のインダクタに生じる所

望の振幅を持つ矩形波電圧により倍電圧整流回路が駆動される。試作回

路を用いた充放電サイクル試験では、充電器とセル電圧バランス回路の

双方の機能を有することを実証した。 

Email: 16nm638r@vc.ibaraki.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

A26 
Activity Recognition using Load Sensor 

荷重センサを用いた行動認識 
■Authors’ information  
○Ko Watanabe (B4) 
Dept. of Mechanical System Engineering, 
Tokyo university of Agricultural and Technology. 

■Keywords  
Reaction force 
Posture recognition 
WATCHING SYSTEM 

No figure 

■著者情報 
○渡辺洸(B4) 
東京農工大学 機械システム工学専攻 

■キーワード 
反力 
姿勢認識 
見守りシステム 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
Recently, more than one-fourth of the population in Japan are 

people above65years old. As the age increases, percentage of 
getting injuries or sickness increases. Therefore, it has been said 
that more and more people in Japan will use hospital. However, the 
amount of doctors isn’t enough. From this background, elderly 
people try to take their care at home by themselves by asking some 
helps from helpers or relatives. However, nursing care for 
24hoursis unrealistic. In this research we will use reaction force 
measurement made by Nagoya university for both healthcare and 
watching system. 

■概要 
 

Email: s139966u@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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A27 
Development of CT-guided Needle Insertion Robot for Lower Abdomen 

下腹部を対象とした CT ガイド下穿刺支援ロボットの開発 
■Authors’ information  
○Ryosuke Tsumura (D1) 
Dept. of Modern Mechanical Engineering, 
Waseda Univ.  

■Keywords  
Needle insertion 
Surgical robot 
Cancer treatment 

No figure ■著者情報 
○津村遼介(D1) 
早稲田大学 総合機械工学専攻 

■キーワード 
穿刺 
手術ロボット 
がん治療 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
Cancer vaccine therapy is a novel treatment method which uses 

a thin needle to deliver a tumor-specific vaccine directly into a 
tumor. However, the procedure is very difficult to perform because 
of needle deflection. We intend to develop a needle insertion robot 
to combat this deflection and deliver the vaccine successfully. The 
key features of the robot were developed to minimize needle tip 
deflection while traversing complex tissues. In this paper, we 
propose a new method for minimizing needle tip deflection during 
insertion through vibration and axial rotation. 

■概要 
近年，がんの新しい治療法として樹状細胞を利用したがんワクチン療

法が注目を浴びている．この治療は極細針（φ0.5mm）を用いて腫瘍内

にワクチンを直接投与することで効果が高まる．しかし極細針はたわみ

易く正確な穿刺が困難であるため，施術を行える医師が少ないという問

題がある．特に下腹部リンパ節腫瘍は身体深部に存在するため針のたわ

みは複雑になる．そこで我々は下腹部を対象とする穿刺支援ロボットの

開発を目指している．今回，同ロボットの要素技術として，下腹部穿刺

において極細針に回転と振動を加えることでたわみを低減させる制御

手法を構築したので報告する． 

Email: ryosuke-tsumura@iwata.mech.waseda.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 

A28 
Research on Electron Mobility Model for AlN/GaN MIS-HEMTs 

 
■Authors’ information 
○Keita Kurihara (M1) 
Dept. of Electronics and Informatics Division, Gunma University. 
(Co-author: Hitoshi Aoki, Nobukazu Tsukiji, Syohei Shibuya, Haruo 
Kobayashi) 

■Keywords  
GaN 
HEMT 
Electron mobility 

No figure ■著者情報 
○栗原圭汰(M1) 
群馬大学 電子情報・数理教育プログラム専攻 
（共著者: 青木均、築地伸和、澁谷将平、小林春夫） 

■キーワード 
窒化ガリウム 
高電子移動度トランジスタ 
電子移動度 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野(見出し) 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
This paper presents an electron mobility model for AlN/GaN 

MIS-HEMTs with Embedded Source Field-Plate Structures. The 
electron mobility has been characterized for drain current 
simulations of AlN/GaN MIS-HEMTs. We focus on the embedded 
source field-plate structures for high power applications. The 
model is implemented in MIT Virtual Source model with 
modifications of Verilog-Asource codes. The model parameters are 
extracted from measured data of the transistor test structures that 
we fabricated with an ESFP technology. The results show excellent 
agreements between measurements and simulations. 

■概要 
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A29 
Developing the assisting grasping power device using of MR-fluid 

MR 流体を用いた把持力保持デバイスの開発 
■Authors’ information 
○Misato Baba (B4) 
Dept. of Mechanical Systems Engineering, 
Tokyo Univ of Algriculture &and Technology  

■Keywords  
MR-fluid 
Myoelectricity 
paralytic 

No figure ■著者情報 
○馬場美沙都(B4) 
東京農工大学 機械システム工学科 

■キーワード 
MR 流体 
筋電位 
麻痺患者 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
I study on developing the assisting grasping power device using 

of MR-fluid. This device is for paralytics who mostly lost their 
gripping power. When they bend their finger, by measuring 
myoelectricity, let the state of MR-fluid change and become solid. 
And their finger can be supported. Now I think that using magnet 
in ring and myoelectricity to control the device. 

■概要 
 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

A30 
Development of Handover Robot System considering Recipient’s posture judgment 

受け手の状況判断ができる手渡しロボットシステム開発 
■Authors’ information  
○Saki Kato (B4) 
Dept. of Mechanical Systems Engineering, 
Tokyo Univ. of Agriculture and Technology  

■Keywords  
robotics  
handover 
recipients' posture 

No figure 

■著者情報 
○加藤咲季(B4) 
東京農工大学 機械システム工学科 
 

■キーワード 
ロボット 
手渡し 
受け手の状況 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
We researched the best method of handing daily necessities 

robot arm-to-human. We always hand over the things taking into 
account the shape and nature automatically. For example, we’re 
always careful the cutting edge, when you pass the scissors. On the 
other hand, the robot will not be able to determine whether human 
feels. I used the Leap Motion is a recognition device of 
information such as the position and posture of the hand. The robot 
arm determines from information obtained from Leap Motion, and 
the action generate in consideration of the optimum speed and 
attitude timing. 

■概要 
本研究は,対象物の特徴に応じたロボットによる手渡し動作を受け手

の状況を考慮した上で動作生成を行うことを目的とする. ロボットによ

る手渡し動作について,把持位置,動作軌道など最適条件が報告されてい

る.しかし,医者の手術を援助する機器出し看護師のように相手が何を欲

しいか判断し,適したタイミング,モノの特徴を考慮した渡し方を行うこ

とが出来る一連の手渡し動作に着目した研究は今までなかった. そこ

で,手の位置や姿勢などの情報の認識デバイスである LEAP motion を用

いて,受け手が何を求めているのかを手の姿勢から判断し,最適な速度・

姿勢・タイミングを考慮したロボットアームによる動作生成を行う. 

Email: s132373r@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B1 
Multi-Port Converter Based on Switched Capacitor Achieving Miniaturized Circuit 

回路の小型化を可能とするスイッチトキャパシタを基礎としたマルチポートコンバータ 
■Authors’ information 
○Kazuki Sugiyama (M1) 
Major of Electrical and Electronic Engineering, Grad. School of Ibaraki Univ.  

(Co-author: Masatoshi Uno) 

■Keywords 
Switched Capacitor 
Integrated Converter 
Multi-Port Converter 

No figure ■著者情報 
○杉山一希 (M1) 
筑波大学大学院 電気電子工学専攻 
（共著者: 鵜野将年） 

■キーワード 
スイッチトキャパシタ 
統合型コンバータ 
マルチポートコンバータ 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Multi-port converters (MPCs) that can reduce the count of the 

converters have been proposed for the multi-source systems. 
However, most conventional MPCs require a multi-winding 
transformer that triggers the upsizing of a circuit. We are 
developing Switched capacitor (SC)-based MPCs can achieve the 
miniaturized circuit. Various types of MPCs can be derived by 
SC’s configuration and the number of stages. As a representative 
topology, a 30-W prototype integrating a boost converter, a ladder 
type SC, and a series resonant converter was built and investigated 
the circuit operations. 

■概要 
複数の電源を有する多電源システムにおいてコンバータ台数の削減

を達成するマルチポートコンバータ（MPC: Multi-Port Converter）が提案

されている。しかし、従来方式の MPC の多くは多巻線トランスを必要

とするため、回路が大型化する。 本紙は回路の小型化を可能とするス

イッチトキャパシタ（SC: Switched Capacitor）を基礎とした MPC を提案

する。 また、SC の基本回路構成と段数の 2 種類の自由度から様々な

MPCを導出可能である。 代表例として昇圧コンバータ、Ladder 方式 SC、
直列共振コンバータの 3 種を統合した 30 W プロトタイプを作成し、動

作検証を行った。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B2 
Passive Foot Device for Bipedal Robots to Walk on Uneven Terrain 

歩行ロボットの受動的な装具のデザイン 
■Authors’ information 
○Kota Suzui (B4) 
Mechanical Systems Engineering, Tokyo Univ. of Agriculture 

and Technology 

■Keywords 
bipedal robots 
passive device 
support polygon 

No figure 

■著者情報 
○鈴井康太 (B4) 
東京農工大学 機械システム工学科 
 

■キーワード 
二足歩行ロボット 
受動機構 
支持多角形 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
We are developing a foot device for biped robots to allow them 

to walk on uneven terrain. Legged mobile robots have been getting 
attention due to its ability to move at unpredicted environment. 
Especially, bipedal robots are thought to be the ideal robot to 
coexist with humans. However, there are many problems to be 
solved, one of them being the risk of falling when walking on 
uneven terrain. Most bipedal robots have flat feet, making it 
difficult to walk on surfaces with even a small difference in level. 
Using NAO, we design a device which ensures stability when 
walking on rough surfaces. 

■概要 
二足歩行ロボット NAO を用いて凹凸路面での歩行を可能にする足着

用の装具を開発する。近年、脚式移動ロボットは想定していない環境で

も移動ができることから多くの研究や開発が行われている。脚式移動ロ

ボットの中でも二足歩行ロボットは小回りが利くことから、人間の住環

境に最も適していると考えられている。しかし、現在多くの二足歩行ロ

ボットの足裏は剛体で偏平足である。偏平足だと小さな段差などで転倒

してしまう可能性がある。人間と同じ環境での活動が期待される二足歩

行ロボットには、より良い安定性が求められる。そこで二足歩行ロボッ

ト NAO に装具を装着し、凹凸路面での転倒防止することを目標に研究

を行う。 

Email: s135840x@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B3 
Auntomatic estimation of scoliosis and optimization by deep learning 

脊柱側弯症の自動推定と深層学習によるその最適化 
■Authors’ information 
○Tomoya Suzuki (B4) 
Dept. of Mechanical System Engineering, Tokyo University of 

Agriculture and Technology 

■Keywords 
deep learning 
scoliosis 
convolutional neural network 

No figure ■著者情報 
○鈴木朝也 (B4) 
東京農工大学 機械システム工学部 
 

■キーワード 
深層学習 
脊柱側弯症 
畳込みニューラルネットワーク 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
The scoliosis is a disease where the spine in the coronal plane 

curves from the centerline to the side. Since the cause has not been 
identified, regular follow-up for prevention is necessary. So I have 
adopted the Kinect as a system for observation of the scoliosis. 
This may lead the reduction of health care burden. I try to optimize 
the robustness of the automatic estimation of anatomical landmarks 
by using deep learning, which is convolutional neural network. 
This system is expected to estimate anatomic landmarks more 
accurately and improve the reliability of the diagnosis of scoliosis. 

■概要 
脊椎側弯症は背骨が側方に曲がる病気です.しかし原因は特定されて

おらず，予防のためには経過観察が求められます．そこで脊柱側弯症を

経過観察するシステムとして，私は Kinect を採用しています. これによ

り，医療負担の軽減などの効果が期待できます．  現在は解剖的標点

の自動推定技術を畳込みニューラルネットワークと呼ばれる深層学習

を用いてロバスト性の向上と最適化することを目指しています．これに

より，より高精度な解剖的標点の推定を行うことができ，脊柱側弯症の

判別の信頼性を向上させることが期待されます． 

Email: s13444r@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 

B4 
Distribution of the Muscle Bulge for Intended Wrist Joint Angle Estimation 

筋隆起分布を用いた意図する手関節角度の推定 
■Authors’ information 
○Akira Kato (D1) 
Graduate schools of creative science and engineering, Waseda university 

(Co-author: Yuya Matsumoto, Yo Kobayashi and Masakatsu G. Fujie) 

■Keywords 
powered prosthesis 
joint angle estimation 
muscle bulge movement 

No figure 

■著者情報 
○加藤陽 (D1) 
早稲田大学 総合機械工学専攻 
（共著者: 松本侑也、小林洋、藤江正克） 

■キーワード 
動力義手 
関節角度推定 
筋隆起位置変化 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
muscle bulge movement as the distribution map using the tactile 

sensor device. We evaluated a feasibility of our method by 
measuring in an amputee and intact people. As a result, we found 
following two results from an experiment. First, the distribution 
was changed same as for the intact people. Second, the RMSE 
between measured and estimated wrist joint angle was quite small 
as conventional method using EMG. Finally, we confirmed that the 
distribution of the muscle bulge on the forearm skin surface is 
feasible to estimate amputee's intended wrist joint angle. 

■概要 
本研究は，動力義手の関節角度制御手法を構築するため，筋収縮によ

る皮膚表面上の筋隆起位置変化に基づく手関節角度推定手法を提案し

た．市販の接触センサを使用した筋隆起分布計測デバイスを作製し，事

前に計測した意図する手関節角度と皮膚表面上の筋隆起分布に対し線

形重回帰分析を用いて関係式を算出することで，角度推定アルゴリズム

を提案した．提案手法を用い，切断者と非切断者において筋隆起分布を

計測し手関節角度の推定を行った．結果として実測角度に対する推定角

度の誤差は，非切断者に対し切断者は大きくなった． 
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B5 
Traffic visualization for specific behavior detection 

特異挙動検知のためのトラフィック可視化手法 
■Authors’ information 
○Sei Kudo (M2) 
Mathematics and Computer Science, National Defense Academy 
 

■Keywords 
Visualization 
HTTP 
Log analysis 

No figure 

■著者情報 
○工藤聖(M2) 
防衛大学校 情報数理専攻 
 

■キーワード 
可視化 
HTTP 
ログ解析 

■Field 
Informatics 

■分野 
(理工系 情報学) 

■Abstract 
In network management, the early detection of the specific 

behavior is important. Specific behavior includes the malware 
communication with C&C server. In this study, the visualization 
method is proposed for early detection of specific behavior and 
characteristics of malware communication. The visualization 
method is described and the discovered characteristic is verified. 

■概要 
ネットワーク管理において，マルウェアの C&C サーバとの通信等，

特異挙動の早期検出は重要である．本研究では，特異挙動の早期発見や

マルウェア通信の特徴量の検出を目的として，ネットワークトラフィッ

クを可視化する手法を提案する．可視化の手法について述べると共に，

発見した特徴量を用いて特異挙動検出性能を検証する． 
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B6 
Oversampled Graph Laplacian Matrix for Graph Signal Processing 

 
■Authors’ information 
○Akie Sakiyama (D2) 
Grad. School of Bio-Applications and Systems Engineering, 

Tokyo Univ. of Agr. and Tech 

■Keywords 
Visualization 
HTTP 
Log analysis 

No figure 

■著者情報 
○崎山亮恵 (D2) 
東京農工大学 生物システム応用科学府 
 

■キーワード 
動力義手 
関節角度推定 
筋隆起位置変化 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Information) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(情報)) 

■Abstract 
We present a method of oversampling graph signals. Graph 

signals can represent high-dimensional data (big data) effectively, 
and therefore, graph signal processing has been a hot topic in 
signal and information processing. The proposed method is based 
on oversampling of the underlying graph itself, and it can append 
nodes and edges to the graph somewhat arbitrarily. It enables us to 
analyze or process the data defined on an arbitrary graph 
efficiently whereas the conventional approaches have strong 
limitations on the structure of graph and can be used to many 
applications. 

 

■概要 
大規模かつ複雑な構造を持ったネットワーク上のデータ（ビッグデー

タ）の周波数解析を一つの大きな目的とした，グラフ信号処理の研究が

近年急速に発展している．本発表は，複雑ネットワーク上の信号（グラ

フ信号）を効果的に解析するための信号処理理論の提案である．従来手

法では周波数解析が可能なネットワーク（グラフ）の構造に強い制限が

あった．提案手法ではグラフをその構造を考慮に入れて拡大すること

で，あらゆるネットワーク上の信号に対する周波数解析を可能とした．

本手法は，ノイズ除去や圧縮等多様な応用に利用できる． 
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B7 
Linear regression analysis in surface temperature of swine using thermography 

サーモグラフィを用いる豚の表面温度の線形回帰分析 
■Authors’ information 
○Misaki Mito (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba 
(Co-author: Takuji Kawagishi, Koichi Mizutani, Keiichi Zempo, Naoto 

Wakatsuki and Yoshifumi Kubota.) 

■Keywords 
swine 
thermography 
linear regression analysis 

No figure ■著者情報 
○味藤未冴来 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 

（共著者: 川岸卓司、水谷孝一、善甫啓一、若槻尚斗、久保田祥史） 

■キーワード 
豚 
サーモグラフィ 
線形回帰分析 

■Field 
Informatics 

■分野 
(理工系 情報学) 

■Abstract 
In pig farm, it's important to check whether a swine is in estrus. 

Thermography can be useful for estrus detection since vulvar 
temperature is affected by estrus. However, vulvar temperature is 
also affected by environment; thus we have to eliminate this effect 
from measured vulvar temperature. In this paper, we took 5 
environmental factors, and determine a relationship between vulvar 
temperature and them by coefficient of determination obtained 
from linear regression analysis. As a result, we found gluteal 
temperature and surface temperature of breed stall were relevant to 
vulvar temperature. 

■概要 
養豚農家において，豚が発情しているかどうかの確認は重要とされて

いる．外陰部温度は発情の影響をうけて変化するために，サーモグラフ

ィによる観測は発情しているかどうかの確認に有用であると期待でき

る．しかしながら，外陰部温度は外部環境の影響によっても変化すると

されており，観測された外陰部温度からこの影響を取り除く必要があ

る．本稿では，外部環境の要素を 5 つ取り上げ，線形回帰分析における

決定係数によって外陰部温度と各要素との関係を判断した．結果より，

臀部温度および交配ストールの表面温度が外陰部温度との間に関係が

あると示された． 
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B8 
Timber Health Monitoring using Piezoelectric Sensor and Machine Learning 

圧電センサと機械学習を用いた木材のヘルスモニタリング 
■Authors’ information 
○Ryo Oiwa (M1) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

(Co-author: Homare Hasegawa, Noriaki Takahashi and Saeko Matsui) 

■Keywords 
Machine Learning 
Piezoelectric Sensor 
Health Monitoring 

No figure 

■著者情報 
○大岩凌 (M1) 
東京理科大学 工学研究科電気工学専攻 
（共著者: 長谷川誉、高橋徳明、松井佐英子） 

■キーワード 
機械学習 
圧電センサ 
ヘルスモニタリング 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
It is necessary to observe minute changes in timber column such 

as aged deterioration over a long time frame. In order to realize 
this observation, we proposed a new system using piezoelectric 
sensor and machine learning. We put a weight on a timber in place 
of damage, and obtained oscillatory waveforms with shifting the 
weight positions. The obtained waveforms were classified by two 
kinds of machine learning methods, SVM and k-NN. The 
classification rate is 98%when the weight is 30% of the timber. 
This result reveals the feasibility of our proposed system. 

■概要 
高齢化に伴い危険な空き家が増加しており，経年劣化のような木材の

細かな変化を長期的に監視する必要がある．この観測を実現するため

に，我々は圧電センサと機械学習を用いたシステムを提案した．損傷・

劣化の代わりに重りを使い，重りを乗せる位置を変えながら振動波形を

取得した．取得した振動波形を SVM と k-NN の 2 つの機械学習方式に

より識別した．重りの重さが木の重さに対して 30%のときは 98%の識別

率であった．これにより我々の提案システムの実現可能性が明らかとな

った． 
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B9 
Multi-Port Converter Integrating Two PWM Converters for Multi-Source System 

多電源システムにおいて異なる PWM コンバータを統合したマルチポートコンバータ 
■Authors’ information 
○Hikaru Nagata (M1) 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Grad. School of Ibaraki 

Univ. 
(Co-author: Masatoshi Uno) 

■Keywords 
Multi-Source System 
Multi-Port Converter 
PV system 

No figure ■著者情報 
○永田光 (M1) 
茨城大学大学院 電気電子工学専攻 
（共著者: 鵜野将年） 

■キーワード 
多電源システム 
マルチポートコンバータ 
太陽光発電システム 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Multi-source systems, such as photovoltaic systems, are prone 

complexity as multiple converters are required. MPCs( Multi-Port 
Converters) integrating multiple converters have been proposed to 
achieve simplified systems. The straightforward approach to 
integrate multiple circuits is employing a transformer, resulting in 
complex circuit and increased component counts. MPCs without a 
multi-winding transformer, on the other hand, pose other problems, 
such as no common ground. This paper proposes a novel MPC to 
solve these problems. The proposed MPC integrates two 
converters without a transformer. 

■概要 
太陽電池システム等の多電源システムでは電源と同数のコンバータ

が必要となるためシステムが複雑化する傾向にある。そこで複数台のコ

ンバータを 1 台へと統合したマルチポートコンバータ(MPC)が研究され

ている。複数の回路を統合する最も直接的な方法は多巻線トランスを使

用することであるが、回路が複雑化し素子数も多くなってしまう。一方

多巻線トランスを使用しない MPC であってもグラウンドを共通にでき

ない等の問題があった。本研究ではこれらの課題を解消可能な MPC を

提案する。 
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B10 
Study on Non-contact Pulse Rate Measurement for detecting breathing arrest 

呼吸停止検知に向けた非接触脈波計測法に関する研究 
■Authors’ information 
○Takashi Itoh (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba 

 (Co-author: Yuka Maeda, Koichi Mizutani and Naoto Wakatsuki) 

■Keywords 
infrared image 
pulse rate 
breathing arrest 

No figure 

■著者情報 
○伊藤駿史 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 前田祐佳、水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード 
 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
Sleep Apnea Syndrome causes various diseases. Therefore, it is 

important to develop non-contact estimation system at home. The 
heart rate variability contains the rhythm which is affected by the 
breathing. For this reason, it is possible to estimate breathing 
activity by the heart rate variability. Using infrared image is one of 
the methods for non-contact pulse rate measurement in the dark. 
We verified the influence of breathing arrest on pulse rate 
estimated from the infrared image. As the result, we found the 
tendency that pulse rate was increased after breathing arrest. 

■概要 
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B11 
Study on Development of Chair Shaped Heart Rate Monitoring Device 

椅子型心拍モニタリング機器開発に関する研究 
■Authors’ information 
○Kazukuni Tobita (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba 
(Co-author: Koichi Mizutani and Naoto Wakatsuki) 

■Keywords 
Heart Rate Variability 
Phonocardiogram 
Ballistocardiogram 

No figure ■著者情報 
○飛田和邦 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード 
心拍変動 
心音図 
心弾図 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Heart rate variability (HRV) is one of the health indices. HRV 

can be obtained from Phonocardiogram (PCG) and 
Ballistocardiogram (BCG) instead of Electrocardiogram (ECG). 
However, PCG and BCG are disturbed by the body movement. In 
this study, the chair shaped monitoring device was developed for 
measuring PCG and BCG. Additionally, the complement algorithm 
was developed using PCG and BCG for continuous HRV 
measurement. The accuracy of the complement algorithm was 
verified during rest and body motion. As the result, the error rate of 
the complement algorithm in comparison with ECG was under 5%. 

■概要 
太陽電池システム等の多電源システムでは電源と同数のコンバータ

が必要となるためシステムが複雑化する傾向にある。そこで複数台のコ

ンバータを 1 台へと統合したマルチポートコンバータ(MPC)が研究され

ている。複数の回路を統合する最も直接的な方法は多巻線トランスを使

用することであるが、回路が複雑化し素子数も多くなってしまう。一方

多巻線トランスを使用しない MPC であってもグラウンドを共通にでき

ない等の問題があった。本研究ではこれらの課題を解消可能な MPC を

提案する。 
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B12 
Library Guidance System based on Humorous Service Robot 

ユーモアを有するサービスロボットによる図書館案内システム 
■Authors’ information 
○Takuya Shinkai (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 
(Co-author: Yoichi Yamazaki and Masanobu Nakamura.) 

■Keywords 
Humor 
Service Robot 
Familiarity 

No figure 

■著者情報 
○新海拓也(B4) 
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■キーワード 
ユーモア 
サービスロボット 
親しみやすさ 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Library guidance system based on service robot with humor 

expression is proposed for human-robot service operation in 
library. In the system, the robot gives four kinds of guidance based 
on the web information with two types of humor expression (play 
and support) in the Kanagawa Institute of Technology library. The 
system is evaluated based on psychological time. The proposed 
humor expression realizes fulfilling conversation against false 
recognition inhuman-robot service situation. 

■概要 
サービスロボットは会話中の音声誤認識によるストレス増加や、機械

的な対応により親しみやすさが低下するため、会話にユーモアを持たせ

る必要がある。サービス業務において人とロボットが友好的な関係を築

くため、ユーモアを有する図書館案内システムを提案する。ユーモアに

は 3 種類ありその中で遊戯的、支援的の 2 種類を使用しストレスを低減

する。ユーモアのある発言をするロボットが神奈川工科大学附属図書館

の web ページにある 4 つの機能を音声とディスプレイにて案内する。提

案システムの性能を検証するため、4 パターンによる体感時間の違いを

評価する。提案システムにより、接客業務や介護においてロボットとの

充実した会話を実現する。 
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B13 
Hierachical Decentralized Observers for Large Scale Power Network System 

大規模電力システムのための階層分散オブサーバ 
■Authors’ information 
○ILHAM NAHARUDINSYAH (B4) 
Dept. of Control and System Engineering, Tokyo Institute of 

Technology 

■Keywords 
Networked System 
Power System 
State Estimation 

No figure 

■著者情報 
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東京工業大学 制御システム工学科 

■キーワード 
ネットワークシステム 
電力システム 
状態推定 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Large scale power network system has several characteristics 

which make this system different compared other systems. In this 
presentation, some technique to deal with some problems, such 
interaction between plant, large scale and complexity, and 
exhibition of unusual behavior during state estimation process 
using an observer for networked system will be discussed. In 
addition, some research development process which involving both 
local and international collaborator will be mentioned to encourage 
collaboration in research. 

■概要 
大規模システムは幾つかの特殊な性質を持ち、他のシステムと違う。

今回の発表ではオブサーバを利用する電力ットワークの状態推定に関

する幾つかの問題、例えばプラントの相互作用ダイナミックスや大規模

とネットワークの複雑さ問題や電力システムの異な振る舞いによる問

題に対応する手法などを述べる。さらに、共同研究、特に国際共同研究

を推進するために、国内と海外の共同に関わる研究の進捗も述べる。 
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B14 
Construction of multiple layers of disability in a Swedish preschool 

 
■Authors’ information 
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■キーワード 
 

■Field 
Cultural anthropology 

■分野 
(人文社会系 文化人類学) 

■Abstract 
Social model of disability has shown that disability is a 

characteristic of social condition which makes specific human 
conditions as disabled. On the other hand, the importance of bodily 
aspect as an impairment has been argued. This presentation 
explores how conditions of disability are constructed by 
interactions of bodily and social conditions through examining 
practices in a preschool in Sweden where a child with cerebral 
palsy and children without impairments stay together. In 
conclusion the multiple layers of disability and interactions 
between them will be suggested. 

■概要 
 

Email: koya.sato58@gmail.com Twitter: × Facebook: ○ 

 

  



45 
 

 
 

B15 
Parent-child Conversation Support by Atmosphere Visualization and Topic Offering 

照明機器を用いた雰囲気の可視化と NAO の話題提供による親子間の会話支援 
■Authors’ information 
○Masanobu Nakamura (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 
(Co-author: Yoichi Yamazaki and Takuya Shinkai.) 

■Keywords 
Atmosphere estimation 
Conversation support 
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■著者情報 
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■キーワード 
雰囲気推定 
会話支援 
可視化 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract 
Parent-child conversation support system is proposed to improve 

parent-child atmosphere which affects growth of child. In the 
system, an atmosphere is calculated as a coordinate of atmosfield, 
and is classified into two atmospheres based on motion sensor 
information. The atmosphere is controlled by a room lighting and a 
robot, where the room lighting changes its color to encourage 
improvement of the atmosphere by themselves, and the companion 
robot NAO offers child-friendly topics to encourage parent-child 
conversation. The system assist a peaceful relationship between 
parents and children. 

■概要 
親子間の会話不足による雰囲気の悪化が子どもに悪影響を与える。親

と子ども自身が雰囲気の変化を把握することや、第三者による会話支援

が必要である。親子間の会話不足を改善するため、照明機器で雰囲気を

可視化し、NAO を用いて話題を提供する会話支援システムを提案する。

Kinect からの表層情報を用いて、場の雰囲気を和やかと険悪の二種類に

分類する。雰囲気を照明の色で表出し、親と子どもが笑顔になる話題を

NAO が提供することで雰囲気を制御する。会話支援による雰囲気の改

善を検証するため、提案システム利用前後の雰囲気を5段階で評価する。

提案システムにより親と子どもの会話しやすい雰囲気を実現し、豊かな

親子関係を築く。 
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Home Energy Saving System based on Emotional Expression Object for Smart Meter 

スマートメータ情報の直観的理解をサポートする感情表出要素による節電システム 
■Authors’ information 
○Shinya Aihara (B4) 
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（共著者: 山崎洋一、関家一雄、町田誠志） 

■キーワード 
スマートメータ 
親しみ 
直観的理解 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(電気)) 

■Abstract  
Home energy saving system based on an emotional expression 

element is proposed for intuitive understanding of smart meter 
information. The proposed energy saving system shows 
instantaneous electric power and operating condition on the display 
based on smart meter information, and the emotional expression 
object shows the emotional motion according to the instantaneous 
electric power, where the expression support intuitive 
understanding of smart meter information. The system realizes 
effective energy saving life in smart house. 

■概要 
近年、スマートメータ情報を数値やグラフで可視化するサービスが普

及している。数値やグラフに代わり、親しみやすい存在が情報を提示す

ることで直観的理解を可能にする。スマートメータ情報の直観的理解を

サポートするため、感情表出要素を用いた節電システムを提案する。節

電システムは、スマートメータから家電の瞬時電力値、動作状態を取得

し、感情表出要素を用いて 5 段階の動作で電力状況を提示する。動作に

よる電力の可視化で直観的理解を可能にする。提案システムの性能を検

証するため、リアルタイムの情報提示による評価と記憶への効果を測定

する。提案システムにより全世帯導入されるスマートメータを活用して

効果的な節電を実現する。 
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46 
 

 
 

B17 
Radioactivity Measurement of Strontium 90 in real time 

ストロンチウム 90 の即時放射能測定 
■Authors’ information 
○Hiroshi Ito (D2) 
Graduate School of Science, Chiba Univ. 
(Co-author: Kodama Satoshi and Kawai Hideyuki.) 

■Keywords 
Strontium90 
Cherenkov Radiation 
Environment Radiation 

No figure 

■著者情報 
○伊藤博士 (D2) 
千葉大学 理学研究科 
（共著者: 児玉諭士、河合秀幸） 

■キーワード 
ストロンチウム 90 
チェレンコフ放射 
環境放射能 

■Field 
Physics 

■分野 
(理工系 物理学) 

■Abstract 
The Fukushima Nuclear Accident was occurred in March 2011. 

Recently, Contamination of 137Cs and 90Sr spread into the 
environment has been focused. 90Sr is dangerous because it 
accumulates into the bone. Conventional method to measure 
radioactivity of 90Sr takes a month. Thus its method is not 
appropriate to inspect contaminated food. We developed a new 
detector identifiable to beta rays from 90Y from natural radiation 
based on Cherenkov counter. The sample is unnecessary of 
chemical operation, is drying, and is made into a paste. The 
performance achieved a detection limit less than 1 Bq/kg. 

■概要 
2011 年 3 月の福島原発事故から 5 年経ち、環境中に広がった半減期が

長い核種(137Cs と 90Sr)が注目されてきた。90Sr を含んだ食品を経口摂

取した場合、骨に蓄積するので危険である。JIS 規格の放射能測定は試

料を灰にして化学的に Sr を抽出し、放射平衡にした上で Y を取り出し

β線測定を行う工程で約 1 ヶ月要するため食品検査には向かない。我々

はしきい値型チェレンコフ検出器を応用して自然放射能中から 90Sr の

娘核である 90Y からのβ線だけに感度がある装置を開発した。試料は化

学的操作が必要なく、乾燥させ薄く伸ばして検査される。1 時間で検出

限界 1Bq/kg 以下の性能を達成した。 

Email: hiroshi@hepburn.s.chiba-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B18 
Performance evaluation of a sun-tracking mirror-augmented photovoltaic system 

ミラー集光一軸追尾型太陽光発電システムの性能評価 
■Authors’ information 
○Ryoma Yoshimori (M1) 
Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo 

University of Agriculture and Technology 
(Co-author: Atsushi Akisawa and Masayuki Nakayama) 

■Keywords 
Photovoltaic system 
Sun tracking 
Mirror concentrating 

No figure ■著者情報 
○吉森竜馬 (M1) 
東京農工大学 生物システム応用科学府 
（共著者: 秋澤淳、中山政行） 

■キーワード 
太陽光発電システム 
太陽追尾 
ミラー集光 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
The objective of this study is to increase amount of sunlight 

irradiating to solar panel and evaluate its performance. The author 
proposed the system composed of solar panels and mirrors 
alternately. This system can track the sun by its expansion and 
contraction mechanism. Directed sunlight as well as reflected 
sunlight from mirror was irradiated to the solar panel. Moreover 
the sun-tracking increase those sunlight. The results showed that 
the annual performance of this system was larger than existing 
systems: the fixed angle PV system, the south and north direction 
sun tracking PV system. 

■概要 
太陽光発電の自立的な普及を行うためには，発電コストの低減が必要

となる．発電コストの低減の方法の一つとして，太陽電池への集光量の

増加が挙げられる．本研究では太陽電池への集光量を増加させるため太

陽電池と平板鏡を交互に接続し，伸縮をさせることで太陽の追尾が可能

となるシステムを提案する．本システムでは直達日射光に加え平板鏡か

らの反射光，さらに太陽の追尾により太陽電池への集光量の増加が見込

める．解析により，本システムは従来の太陽電池傾斜角固定設置型，南

北方向の一軸追尾型のシステムに比べて，一年を通じて単位面積当たり

の集光量が大きくなることが確認できた． 

Email: s169784t@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 
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B19 
Research of Triage Tag System using Millimeter-Wave Band in Disaster Phase 

災害現場におけるミリ波帯トリアージ・タッグシステムの研究 
■Authors’ information 
○Tatsuya Kaneko (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer 

Systems, Univ. of Takushoku 

■Keywords 
Short-range wireless communication 
Millimeter wave band 
Triage tag 

No figure ■著者情報 
○金子達哉 (B4) 
拓殖大学 工学部 電子システム工学科 
 

■キーワード 
近距離無線通信 
ミリ波帯 
トリアージ・タッグ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract  
At the time of large-scale disaster, we determine the priority of 

the treatment and transport by the triage tag.In this research, we 
add IC chip to the current triage tag for recording the video. The 
current tag of paper-based is limited the amount of information. At 
the time of large-scale disasters, it is in a situation where 
communication infrastructure is down. To solve this problem, I 
would like to discuss about the information sharing system at the 
time of patient transport. 

■概要 
大規模災害時において、救急救命に従事する人員や医療器具が圧倒的

に不足するため、治療や搬送を行う優先度を判定する「トリアージ」を

行っている。本研究では、現行のトリアージ・タッグに加えて、大容量

映像情報も記録して伝えるシステムの提案と調査をしている。課題は、

紙ベースの現タッグは伝えられる情報量に制約がある事である。大規模

災害発生時には、通信インフラが寸断されている状況である。この課題

を解決するため、負傷者の救助位置情報・処置内容・災害現場情報等を

映像データにより、トリアージ・タッグに記録し、患者搬送時に現場状

況情報を物理的に運んでもらうシステムについて議論を行いたい。 

Email: q38241@st.takushoku-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B20 
Proposal of Endoskeleton Type Knee Auxiliary Power Assist Suit for Squat Lifting 

スクワットリフティングを考慮した内骨格型膝部補助用パワーアシストスーツの提案 
■Authors’ information 
○Shun Mohri (M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

(Co-author: Hiroki Inose, Yasuyuki Yamada, Taro Nakamura, Kazuya 

Yokoyama and Isao Kikutani) 

■Keywords 
Power assist suit 
Endoskeleton type 
Pneumatic artificial muscle 

No figure 

■著者情報 
○毛利駿 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 猪瀬洸樹、山田泰之、中村太郎、横山和也、菊谷功） 

■キーワード 
パワーアシストスーツ 
内骨格型 
空気圧人工筋肉 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
(理工系 機械工学) 

■Abstract 
Lower back pain continues to be an issue worldwide. One cause 

of lower back pain is the burden on the lumbar region caused by 
the handling of heavy objects. To reduce this burden on the lumbar 
region in the lifting, the Ministry of Health, Labour and Welfare in 
Japan has recommended a lifting technique called “squat lifting.” 
However this technique, which supports a large force on the knee, 
is not very popular. Therefore, to spread the use of squat lifting, we 
aimed to develop a power assist suit for knee auxiliary. 

■概要 
社会的損失や健康面への影響の大きい腰痛への対策はグローバルに

も重要な課題として位置づけられている．腰痛は高重量物体を取り扱う

業務上の疾病に多く，発症要因の一つには高重量物体の持ち上げ動作に

よる腰部への負荷が挙げられる．この腰痛への対策として，厚生労働省

はスクワットリフティングと呼ばれる腰部への負担が小さい持ち上げ

姿勢を推奨している．膝関節の伸展を利用するスクワットリフティング

は，腰部への負荷が少ない一方で膝部に対してはより大きな負荷を生じ

ることが予想される．スクワットリフティングのより一層の普及のた

め，本研究ではこれをアシストの対象とする，膝部補助用パワーアシス

トスーツの開発を目指す． 
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B21 
Development of the F-terminated carbon film electrode for electrochemical application 

フッ素終端カーボン薄膜電極の作製と電気化学的応用 
■Authors’ information 
○Yuuki Yanai(B4) 
Bio and environmental science course, Saitama Inst. Technol. 
(Co-author: Shunsuke Shiba, Dai Kato, Tomoyuki Kamata and Osamu 

Niwa) 

■Keywords 
Fluorine 
carbon film electrode 
electroanalysis 

No figure ■著者情報 
○箭内裕樹 (B4) 
埼玉工業大学 バイオ・環境科学専攻 
（共著者: 芝駿介、加藤大、鎌田智之、丹羽修） 

■キーワード 
フッ素 
カーボン薄膜電極 
電気化学分析 

■Field 
Material chemistry 

■分野 
(理工系 材料化学) 

■Abstract  
Chemical state of the electrode surface is very important 

because it significantly affects an electrochemical reaction 
mechanism. Specifically, reactivity and stability of a carbon 
electrode are dramatically changed by introducing elements to 
carbon surface such as oxygen, nitrogen, hydrogen and fluorine 
(F). It is expected that F-terminated carbon shows unique 
electrochemical properties because of the highest electronegativity 
and hydrophobicity. We will report the research progress of the 
fabrication of the F-terminated carbon film electrode and its 
electrochemical application. 

■概要 
燃料電池や電気化学分析に用いる電極材料では、電極表面の化学的性

質は最も重要なファクターである。具体的には、カーボン電極の表面に、

酸素、窒素、水素あるいはフッ素といった官能基を導入することで、電

極の反応性や安定性が変化する。特に、フッ素は全元素の中で最も電気

的に陰性な元素であり、フッ素で終端された表面は水をはじき油と馴染

む性質（疎水性）を有するようになり、電気化学的な性質が劇的に変化

するため、電気化学分析的な観点からみてもユニークな電極と期待され

る。当日は、フッ素化カーボン薄膜電極の作製ならびにその応用につい

て、研究進捗状況を報告する。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B22 
IoT traffic flow monitoring and robustness of security features 

IoT のトラヒックパターンの模擬とセキュリティ強化 
■Authors’ information 
○Yoshiki Kuwabara (B4) 
Dept. of Electronics, Information and Communication 

Engineering, Univ. of kanazawa Institute of Technology 

■Keywords 
IoT 
Traffic 
security 

No figure ■著者情報 
○桑原剛希 (B4) 
金沢工業大学 電子情報通信工学科 
 

■キーワード 
IoT 
トラヒック 
セキュリティ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract 
Recently, IoT has been popularized. In IoT, a huge number of 

sensor devices are connected to networks in addition to 
communication equipment such as PCs. However, generally, IoT 
devices are not robust in security features. Toward secure IoT 
systems, we have researched security risk detection by IoT traffic 
flows monitoring. We report development of a traffic emulation 
system, i.e., Flexible Traffic Generator, for evaluation of this risk 
detection. Although this system is the first step for secure IoT 
systems, we will contribute secure IoT world by this approach for 
various services. 

■概要 
近年、PC などの情報通信機器に限らず、膨大な数の様々なセンサ等

の「モノ」がインターネットにつながる IoT（Internet of Things）が普及

しつつある。しかし、IoT のセンサデバイスは機能が低く、セキュリテ

ィ的に脆弱ため、これに対応するセキュリティ技術が必要である。そこ

で、IoT アプリケーションのトラヒックパターンを観測し、異常を見つ

ける方法を研究している。そのための試験環境として、ボードコンピュ

ータを用いた柔軟なトラヒックジェネレータを開発したので報告する。

今後、このトラヒックジェネレータを用いて、IoT のセキュリティ評価

システムを構築し、信頼できる IoT サービスの普及に貢献する 

Email: b1337561@planet.kanazawa-it.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B23 
Research of Astronomical Observation using the Millimeter-Wave Band Antenna 

ミリ波帯アンテナを用いた天文観測の研究 
■Authors’ information 
○Shuhei Wakai (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer 

Systems, Univ. of Takushouku 

■Keywords 
Astronomical Observation 
Millimeter-Wave 
Antenna 

No figure ■著者情報 
○若井柊平 (B4) 
拓殖大学 工学部 電子システム工学科 
 

■キーワード 
天文観測 
ミリ波 
アンテナ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract 
The astronomical observations are performed using 

electromagnetic waves in variety frequency bands (e.g. visible 
light, X-rays, infrared, ultraviolet, radio waves, etc.). The radio 
astronomy observations using the millimeter-waveband among 
them especially the stars component analysis have been noted. In 
this research, we will reveal the stable brightness from the star in 
the case of the distance changing in millimeter-wave band. I would 
like to discuss with young researchers in a variety of fields. 

■概要 
天文観測は様々な周波数帯の電磁波(例えば我々になじみ深い可視光

線、X 線、赤外線、紫外線、電波等)を用いて行われている。その中で

も特に星の成分分析が可能であるミリ波帯を用いた電波天文観測が注

目されている。本研究では、ミリ波帯を用いた電波天文観測の特徴であ

る『遠くの星でも距離によらず見かけ上の明るさが変化しにくい』とい

う現象について調査している。課題は、なぜ観測距離が大きく変化して

もミリ波帯による観測では見かけ上の明るさが変化しにくいかの仕組

みを明らかにすることである。この不思議な現象について様々な分野の

若手研究者とこの機会に議論を行いたい。 

Email: q38289@st.takushoku-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B24 
Research on the Observation of Bioelectrical Signal Using Millimeter Wave Sensor 

生体電気信号をミリ波帯により観測するセンサシステムの研究 
■Authors’ information 
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■Keywords 
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
ミリ波帯 
生体電気信号 
センサ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract 
The purpose of this study is to research and observe on 

bio-electrical signal releases from human brain by using millimeter 
wave sensor. The movement done by body parts such as hand 
release electrical signals from the brain is observed by transmitting 
millimeter wave on the targeted part. Electrical signal coming from 
the brain and changes occurs during the movement involved is also 
observed. Many application of using millimeter wave on human 
body, such as security scanner shows that usage of millimeter wave 
on human body is possible. 

■概要 
人間が体を動かす際に神経へと発している微弱な生体電気信号を、ウ

ェアラブルアンテナを用いて観測する。ミリ波帯の電磁波で微小な電気

信号を捉えることが可能かどうか調査する。 脳から各部への運動指令

情報をミリ波帯で観測するアンテナを研究している。身体からの信号を

観測して、情報を送受して、体の筋肉のフィードバックからあるセンサ

ー読み取って、情報を処理するものです。信号の変化は極小と予測する

ために、高利得で低損失、かつ他の周波数帯からの雑音が混入しづらい

ミリ波帯においてアンテナ用いた観測センサーを開発する。 

Email: x6m218@st.takushoku-u.ac.jp Twitter: AizeeIza Facebook: ○ 
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Operation 

余

■Authors’ information 
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■Field 
Mechanical engineering 

■Abstract 
Human can perform various tasks by their tw

use additional hands, breadth of the tasks that w
be larger. In this paper, we propose to use th
strength as an operating method of an additiona
describes the disk rotation task using the third a
operated with the surplus muscle strength. 
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■Field 
Electrical and electronic engineering(Commun

■Abstract 
The radial line waveguide slot array antennas

slot array arrangement. In this research, based 
calculation of the hybrid feed structure compos
waveguide and coaxial feed the ring slot, use the
feed the radial line. We simulate the an
electromagnetic field analysis simulator based on
method. The rotation mode feeding struct
concentric array radial line slot antenna for the
We can design high gain antenna and also we can
antenna. 
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of Third Hand Robot by Surplus Muscle S

余剰筋力を用いた第三の腕ロボットの操縦 

o University of 

■Keywords 
Third Hand Robot 
Surplus Muscle Strength 
EMG 

■キーワード 
第三の腕ロボット 
余剰筋力 
表面筋電位 

■分野 
(理工系 機械工学) 

wo hands. If we can 
we can perform will 

he surplus muscle 
al robotic body and 
arm robot, which is 

■概要 
人間は二つの手を器用に用い、様々なタ

更に多くの手を用いる事が出来れば、人

幅は大きく広がると考えられる。 本研究

節角度や外部への力を任意に保ちながら

タである余剰な筋力に目をつけ、それをロ

を提案する。 
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イン同心円状導波管スロットアレーアンテナ

cal and Electronic 
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■Keywords 
RLSA 
Slot array antenna 
Concentric arrangement 

攻 

■キーワード 
ラジアルラインスロットアンテナ 

スロットアレーアンテナ 

同心円状配置 

nication) 
■分野 

(理工系 電気電子工学(通信)) 

 have two types of 
on the theoretical 

sed of the circular 
e patch structure to 
ntenna using the 
n the finite element 
ture realized the 
e bore sight beam. 
n design small size 

■概要 
ラジアルラインスロットアンテナには

て給電構造に対応した 2種類がある.1つ
源とした際に用いる螺旋状配置(SA-RLS
き，小惑星探査機はやぶさ 2 の地球とのデ

ている．2 つ目は給電構造を回転モード位

円状配置(CA-RLSA)である． 本研究では

として．放射スロット板上は同心円状配置

算負荷を減らし．アンテナ全体構造解析

波アンテナとなるラジアルラインスロッ

Twitter: × 
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No figure 

タスクを行う事が可能で あり、

人間が行う事の出 来るタスクの

究では、人間が自身の身体の関

、意図的に調整できるパラメー

ロボットの操縦に利用すること

Facebook: × 

Arrangement 

ナの研究 

No figure 

は,スロットペアの配列方法とし

目は給電構造を同心円状位相波

SA)である．金星探査機あかつ

データー通信用として使用され

位相波源とした際に用いる同心

は，給電構造を回転モード励振

置のスロットペアとする事で計

を行う事で．より理想的な円偏

トアレーアンテナを目指す. 

Facebook: × 
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B27 
Research of Millimeter Wave Radio Propagation in Variety of Environments 

様々な環境におけるミリ波電波伝搬の研究 
■Authors’ information 
○Yohei Nagata (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer 

Systems, Univ. of Takushoku 

■Keywords 
Millimeter Wave 
Variety of Environments 
Radio Propagation 

No figure 

■著者情報 
○長田耀平 (B4) 
拓殖大学 工学部 電子システム工学科 

■キーワード 
ミリ波 
様々な環境 
電波伝搬 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract 
In recent years, millimeter-wave band (30GHz-300GHz) is used. 

For example, high-speed wireless LAN (60GHz band), automobile 
collision prevention operation support radar (76GHz band, 79GHz 
band), and next-generation mobile communication5G is scheduled 
to 28GHz band. In this research, using a ray-tracing method, 
analyze the radio waves of the propagation path of the 
millimeter-wave band for the indoor and outdoor, has investigated 
in variety of contexts. Problem is the setting of various conditions 
of indoor and outdoor. I would like to discuss the analysis 
conditions and various situation. 

■概要 
近年、身近な所で屋内・屋外にかかわらず電波の一領域であるミリ波

帯(30GHz-300GHz)が使われ始めている。例えば、高速無線 LAN(60GHz
帯)や自動車衝突防止運転支援レーダ(76GHz 帯・79GHz 帯)、そして次

世代モバイル通信 5G では、ミリ波帯に近い 28GHz 帯が使用される予定

である。本研究では、レイトレース法という電波の伝搬経路を線状に解

析する手法を用いて、屋内・屋外でミリ波帯電波がどう振る舞うか、様々

な状況下において調査している。課題は、屋内・屋外での様々な状況の

設定である。この課題について、ミリ波帯における、解析条件に必要な

項目、調査すべき状況などについて議論を行いたい。 

Email: q38272@st.takushoku-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

B28 
Research of millimeter-wave body scanner sensor 

ミリ波帯人体スキャナーセンサの研究 
■Authors’ information 
○Takuya Iizuka (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electronics and Computer 

Systems, Univ. of Takushoku 

■Keywords 
millimeter-wave 
body scanner 
sensor 

No figure ■著者情報 
○飯塚拓也 (B4) 
拓殖大学 工学部 電子システム工学科 

■キーワード 
ミリ波帯 
人体スキャナー 
センサ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
(理工系 電気電子工学(通信)) 

■Abstract 
Conventional metal detectors are using for detect metal knife in 

airport. Recently plastic knife is a serious threat to person. On the 
other hand, the human body scanner using the millimeter-wave can 
detect the plastic material at the security gate. In this research, we 
analyze dielectric material such as plastic or other like materials 
passing through the clothes by using the principle of reflection and 
absorption of the millimeter-wave band. To solve this problem, we 
surveys on the current equipment configuration and principles and 
discuss the application possible for this research. 

■概要 
セキュリティ上の観点から人が多く集まる場所や空港などで、従来の

金属探知機に代わりプラスチック製の凶器や爆弾などを発見すること

ができるミリ波帯人体スキャナーが用いられている。本研究では、ミリ

波帯電波を用いて衣類等は透過しプラスチック等の誘電体では反射･吸

収する原理を明らかにする。課題は、普及のために低コスト化して同等

の機能を実現することである。この課題を解決するため、現在の機器構

成と原理について調査を行い普及のための議論を行いたい。 

Email: q28220@st.takushoku-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B29 
Higher frequency 

スパイダーコイルを用い

■Authors’ information  
○Shintaro Maeda (B4) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of 

(Co-author: Dairoku Muramatsu, Takahiko Yamamoto

■著者情報 
○前田真太郎 (B4) 
東京理科大  電気電子情報工学科 
（共著者: 村松大陸、山本隆彦、越地耕二

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric)

■Abstract  
Transcutaneous energy transmission (TET) wh

to an implantable artificial heart is required for
QOL and reduction of infection risk. A double
which is used as a transformer, has high stray 
prevents higher-frequency. This paper presents 
wire alternately onto a disk with odd segmen
investigated the number of segment of spider co
stray capacitance was decreased. In additio
higher-frequency transmission and improvemen
efficiency. 

Email: j7313126@ed.tus.ac.jp 

 
 

B30 
Development of a Va

ウェアラブルアシストス

■Authors’ information  
○Shingo Iikawa (M1) 
Department of Precision Mechanics, Chuo Un
(Co-author: Manabu Okui, Yasuyuki Ya

Nakamura.) 

■著者情報 
○飯川伸吾 (M1) 
中央大学  精密工学専攻 
（共著者: 奥井学、山田康之、中村太郎）

■Field  
Mechanical engineering 

■Abstract  
Recently, the working population declines. 

workload has increased. In order to overcome th
suit which decreases person workload has been
this study proposes variable viscoelastic joint s
for an assist suit. This system is compose
pneumatic artificial muscles and magneto-rheol
In this report, we developed a proposed variable
system for knee assistance and its control metho
conducted experiments to confirm the influenc
system on the wearer. 

Email: × 

 

and improvement of efficiency of TET usi

いた人工心臓用経皮電力伝送システムの高周

Science 

o and Kohji Koshiji.) 

■Keywords  
Artificial heart 
TETS 
Spider coil 

二） 

■キーワード 
人工心臓 
経皮エネルギー伝送システム 
スパイダーコイル 

) 
■分野 

理工系 電気電子工学(電気) 

hich supply energy 
r the viewpoint of 
e-layer spiral coil, 
capacitance and it 
spider coil wound 

nt both sides. We 
oil line. As a result, 
on, we confirmed 
nt of transmission 

■概要 
体内埋込型人工心臓に対して体外から

観点から非侵襲な無線給電システムが必

磁誘導を用いて経皮的に電力伝送する

(TETS)には，二層巻コイルが用いられて

イルは単層巻コイルに比較して巻線間の

波数の高周波化による伝送効率改善およ

究では，二層巻コイルに代わりスパイダー

ルの線間容量を低減し，伝送周波数の高周

した．さらに，既存の二層巻コイルに比較

とを確認した． 

Twitter: × 

ariable Viscoelastic Joint System with Clut

スーツのためのクラッチを備えた可変粘弾性

niversity 
amada and Taro 

■Keywords  
Wearable assist suit 
Variable Viscoelastic 
Back-drivability 

 

■キーワード 
ウェアラブルアシストスーツ 
可変粘弾性 
バックドライバビリティ 

■分野 
理工系 機械工学 

So the per person 
his problem, assist 
n developed. Thus 
system with clutch 
d of antagonized 
ogical fluid brake. 
e viscoelastic joint 
od. In addition, we 
ce of the proposed 

■概要 
近年，少子高齢化により労働人口が減

人あたりの身体への負担が増大している

作業者の身体的負荷を軽減するアシスト

で本研究では，アシストスーツのためのク

節システムを提案する．提案するシステム

人工筋肉と磁気粘性流体ブレーキによっ

第 1 段階として，膝関節用の可変粘弾性関

本システムの制御手法を構築した．そして

実験を行い，本システムが身体に与える

Twitter: × 

ng spider coils 

波化と伝送効率改善 

No figure 

給電する際，感染症や QOL の

要不可欠である．コイル間の電

経皮エネルギー伝送システム

きた．しかしながら，二層巻コ

容量(線間容量)が高く，伝送周

び小型化が困難であった．本研

ーコイルを用いることで，コイ

周波数化が可能であることを示

較して伝送効率が改善されるこ

Facebook: × 

tch for Assist Suit 

性関節システムの開発 

No figure 

少している．そのため作業者 1
．この問題を解決するために，

スーツが開発されている．そこ

クラッチを備えた可変粘弾性関

ムは拮抗筋配置された空気圧式

て構成される．本報では研究の

関節システムを開発し，加えて

て本システムを身体に適用する

影響を確認した． 

Facebook: × 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Session C 

(13:35 – 14:15) 
  



54 
 

 
 

C1 
IoT 

豊かな

■Authors’ information 
○Atsuko Yokotani (B4) 
Computer Science, Tokyo Univ. of Technology
 

■著者情報 
○横谷温子 (B4) 
東京工科大学 コンピュータサイエンス 
 

■Field 
Informatics 

■Abstract 
IoT has been popularized for may applicat

deployment of IoT using FTTC (Fiber To T
combines optical access networks based on PON
Network) and wireless networks. In this system, 
number of packets containing IoT traffic, a gat
connecting points between optical and wireless
“Packet aggregation technology”. This sy
innovation of social life economically, because
number of optical fibers and provides various 
developing countries. 

Email: c0113549c8@edu.teu.ac.jp 

C2 
Report on a field wo

下水管検査のため

■Authors’ information  
○Takeru Tomita (M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

(Co-author: Ryutaro Ishikawa, Yasuyuki Yamada and

■著者情報 
○冨田健 (M2) 
中央大学 精密工学専攻 
（共著者: 石川龍太郎、山田泰之、中村太

■Field  
Mechanical engineering 

■Abstract  
In recent years, roads collapsed accidents caus

with aging has been widely reported. In order t
accident, it is necessary to inspect the sewer pipe
developed a peristaltic crawling robot with earth
as an inspection device for the sewer pipes 
complex pipeline. The robot uses pneumatic ar
reproduce earthworm’s movements. Using 
conducted a driving experiment using a mock p
sewer pipe. We also verified the driving perform
in a real environment. 

Email: t_tomita@bio.mech.chuo-u.ac.jp 

  

over PON toward innovation of social life

社会の実現を目指した FTTC による IoT の実

y 

■Keywords 
PON 
IoT 
FTTC 

■キーワード 
 

■分野 
理工系 情報学 

tions. We propose 
The Curb) which 
N (Passive Optical 
to reduce the huge 

teway is located at 
, and includes our 

ystem contributes 
e it can reduce the 

services easily in 

■概要 
ブロードバンドサービスを支える光ア

ットワークを組み合わせた FTTC(Fiber To
する。無線ネットワークを用いて多数のセ

収集して光アクセスネットワークを介し

に、無線・光変換部にゲートウェイを置

荷の軽減を図るために、ゲートウェイに

このシステムは、FTTH 等とは異なり少な

ため発展途上国等への導入も用意と考え

活の改善に貢献する。 

Twitter: × 

 
 
 

ork of a peristaltic crawling robot for sewe

めの蠕動運動型ロボットを用いた実環境試験

d Taro Nakamura.) 

■Keywords 
Pipeline inspection 
Peristaltic crawling 
Artificial muscles 

太郎） 

■キーワード 
管内検査 
蠕動運動 
人工筋肉 

■分野 
理工系 機械工学 

sed by sewer pipes 
to prevent such an 
e. In this study, we 
hworm locomotion 

with narrow and 
rtificial muscles to 

this robot, we 
pipeline and actual 
mance of the robot 

■概要 
近年，下水管の老朽化による道路陥没事

防ぐためは事前の配管内検査が重要とな

既存の装置では検査が困難な狭く複雑な

ミズの蠕動運動を用いた蠕動運動型管内

いる．本ロボットはミミズの動作を再現す

強化型人工筋肉を用いている．本報告では

際の管路を想定した模擬配管や実際の下

た．そしてロボットの実環境における走

Twitter: × 

 

e 

実現 

No figure 

アクセスネットワークと無線ネ

o The Curb)を用いて IoT を実現

センサーデバイスからの情報を

してサーバに転送する。この際

く。パケット数の削減と処理負

パケット集約技術を実装する。

ない光ファイバーで実現できる

る。このシステムにより社会生

Facebook: × 

er pipe inspection 

験に関する報告 

No figure 

事故の増加しており，これらを

なっている． 本研究では特に，

管路を持つ下水管を対象に，ミ

内検査ロボットの開発を行って

するために空気圧式軸方向繊維

は開発したロボットを用いて実

下水管を用いて走行実験を行っ

行性能を検証した 

Facebook: × 



 

 
 

C3 
Detectio

■Authors’ information  
○Hayato Udo (M1) 

Graduate School of Systems and Information Engineering, Un

(Co-author: Hiroki Nakabayashi, Koichi Mizutani, Tadashi Eb

Hiroyuki Uga and Kenji Kubota.) 

■著者情報 
○有働隼人 (M1) 
筑波大学 システム情報工学研究科 

（共著者: 中林大樹、水谷孝一、海老原格、若槻尚斗、宇

■Field  
Electrical and electronic engineering (Informa

■Abstract  
In this study, a system that monitors and co

ecological data of whiteflies such as their behav
population changes is established. In 
environment, capable of recording clear images 
set up and, image-processing method that detec
from recorded image was proposed. Accuracy 
examined by applying this method to 50 random
As a result of the examination, percentage 
detection was 90.1% and percentage of incorre
was nearly 0% 

Email: s1620754@u.tsukuba.ac.jp 

 
 
 

C4 
The Research of the R

メタマテリアル構

■Authors’ information  
○Yasuhiro  Higuma (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electric

Systems, Univ. of Takushoku 

■著者情報 
○樋熊康裕 (B4) 
拓殖大学  工学部 電子システム工学科 
 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Commu

■Abstract  
High-speed wireless communications 

millimeter-wave band. This application's antenna
planar and compact structure. In this research, 
radial line slot array antenna (RLSA) to adapt
technology. Our study's important point is 
metamaterial technology near the power sup
power supply regions are concentrated electric
spread from the center is unknown effective
would like to discuss with each fields’ experts. 

Email: q38274@st.takushoku-u.ac.jp 

 

  

on of Whitefly Bodies using Image Proces

画像処理を用いるコナジラミ体の検出 

iv. of Tsukuba 

bihara, Naoto Wakatsuki, 

■Keywords  
Agricultural Engineering 
Machine Vision 
Biological Monitoring  

宇賀博之、久保田健嗣） 

■キーワード 
農業工学 
マシンビジョン 
生体モニタリング 

ation) 
■分野 

理工系 電気電子工学(情報) 

ollects quantitative 
vioral patterns and 
detail, recording 
of whiteflies, was 

cts whitefly bodies 
of the system was 

mly chosen images. 
of correct body 

ect body detection 

■概要 
コナジラミの大きさは 1~2mm と非常に

から,その生態は未知の部分が多い.このよ

像から評価することのできるようなシス

するための強力なツールとして用いるこ

ラミの行動を自動的かつ定量的に評価す

的検討として, 撮影されたキュウリの葉一

た映像からコナジラミを検出するシステ

行った．その結果, 多くの場合で正しくコ

来ており, 検出率はおよそ 90.6%, 誤検出

Twitter: × 

Radial Line Slot Array Antenna using Meta

構造を用いたラジアルラインスロットアレーア

cs and Computer 

■Keywords  
metamaterial 
RLSA 
Millimeter-wave band 

■キーワード 
メタマテリアル 
ラジアルラインアンテナ 
ミリ波帯 

unication) 
■分野 

理工系 電気電子工学(通信) 

will be using 
a is suitable for the 
we investigate the 
t the metamaterial 
how to use the 

pply regions. The 
c field. The angle 
e characteristics. I 

■概要 
高速無線通信用にミリ波帯を使う事例

用途に用いるアンテナとして薄型で平面

いる。本研究では、薄型で平面な構造であ

レーアンテナを更に小型化するための給

を適用することを調査している。課題は、

する箇所であり、中心から広がる角度を持

アル構造が有効に特性を発揮するかが未

ジングな特徴でもある。各分野の専門家と

皆さんと議論を深めたい。 

Twitter: × 

55 

ssing 

No figure 

に小さく,観測が困難であること

ような微小生物の行動を記録映

テムがあれば, その生態を解明

とができる．本研究では,コナジ

する手法を確立するための基礎

一枚程度の大きさの領域を映し

ムを構築し, その性能を評価を

コナジラミを検出することが出

出は, ほぼ 0％となった.  

Facebook: × 

amaterial Structure 

アンテナの研究 

No figure 

が身近になってきている。その

面かつ小型な構造が求められて

あるラジアルラインスロットア

給電構造にメタマテリアル技術

、給電部付近は最も電力が集中

持つ電磁波に対してメタマテリ

知数であり、本研究のチャレン

となる研究を行っている学生の

Facebook: × 
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C5 
The Waveguide Slot Array Antenna for Solar Power Generation 

太陽光発電用導波管スロットアレーアンテナ 
■Authors’ information  
○Wenbo Liu (M1) 
Graduate School of Engineering, Mechanical and Electronic 

Systems Engineering Course, Univ. of Takushoku 

■Keywords 
Solar Power 
Antenna 
Waveguide 

No figure ■著者情報 
○劉文博(M1) 
拓殖大学 機械・電子システム工学専攻 
 

■キーワード 
太陽光発電 
アンテナ 
導波管 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract  
Electromagnetic waves includes the radio waves, the infrared 

light, the visible light, the ultraviolet light, X-ray, and Gamma ray. 
In this research, we investigate about array antenna which converts 
the visible light into electrical power. The strongest frequency from 
the sunlight energy is almost 550 THz. Our challenge is how 
receive the high frequency input from sunlight and convert it into 
electromagnetic wave. Application from micro machinery, this 
antenna can be manufactured. I would like to discuss with other 
researchers from various fields. 

■概要 
電磁波には、電波・赤外線・可視光線・紫外線・Ⅹ線・ガンマ線など

が含まれている。本研究は電磁波である可視光線を電力に変換するアレ

ーアンテナを調査している。太陽光(電磁波)をアンテナで直接電力に変

換することを行う。太陽から地球上に降り注ぐ太陽光エネルギーで最も

エネルギーが高いのは可視光線でいうところの緑色となる約 600THz で
ある。課題は、この極めて高い周波数で受信し、電力変換を効率よくす

るためには電気位相を揃えて整流することである。微細加工技術によっ

て、この周波数領域での試作をする未来も見えてきた。様々な専門分野

の研究者と議論を行いたい。 

Email: x6m217@takushoku-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 

C6 
Robot based Blood-Pressure Measurement Support for Presymptomatic Disease Cure 

高齢者の未病を治す習慣づけのためのロボットによる血圧測定サポート 
■Authors’ information  
○Kazuhiro Kasahara (B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 
(Co-author: Kazuaki Takeuchi and Masanobu Nakamura) 

■Keywords  
presymptomatic disease 
health practice 
blood-pressure check 

No figure ■著者情報 
○笠原教宏(B4) 
神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発学科 
（共著者: 武内一晃、中村匡伸） 

■キーワード 
未病 
健康習慣 
血圧測定 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract  
Robot based blood-pressure measurement support is proposed 

for curing presymptomatic disease, e.g., hypertension and 
hypotension. In the system, a value of blood-pressure monitor is 
displayed on a monitor, and a companion robot NAO advices the 
user in matter of health (e.g. diet and exercise) based on the date of 
systolic blood pressure and diastolic blood pressure. The proposed 
system prevents fatal accident caused by presymptomatic disease 
at home. 

■概要 
高齢者の転倒や立ちくらみによる死亡事故の増加は、未病（高血圧症、

低血圧症）が原因である。未病を治すには、血圧測定の習慣づけが必要

となる。家庭で血圧測定を習慣づけるため、ロボットを用いて未病の療

法をアドバイスするサポートシステムを提案する。Arduino を介して血

圧計の測定値をパソコンに送信する。取得した値の収縮期血圧と拡張期

血圧のグラフをモニタに表示する。測定結果に基づきコンパニオンロボ

ット NAO が食生活や運動をアドバイスする。血圧測定の習慣づけを検

証するため、提案システム利用前後の血圧計利用回数を評価する。提案

システムにより、未病による死亡事故を防ぎ高齢者の健康的な生活を実

現する。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 

  



 

 
 

C7 
Flexible and High O

柔軟

■Authors’ information  
○Hiroki Inose (M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 
(Co-author: Shun Mohri, Yasuyuki Yamada

Kazuya Yokoyama and Isao Kikutani.) 

■著者情報 
○猪瀬洸樹 (M2) 
中央大学  精密工学専攻 

（共著者: 毛利駿、山田泰之、中村太郎、横山和

■Field  
Mechanical engineering 

■Abstract  
In recent years, over half of worker suffers fr

To solve this problem, we have developed the 
waist assist device “AB-Wear”. This device h
actuators; the artificial muscles and the balloo
actuators has several desirable features; flexibilit
light weight. So, the AB-Wear can provide effec
to human body. In this study, appropriate operat
device is decided by musculoskeletal mod
effectiveness of AB-Wear is confirmed by E
experiment. 
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C8 
The Research of t

■Authors’ information  
○Guangdong Cong (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electroni

Systems, Univ. of Takushoku 

■著者情報 
○从広東(B4) 
拓殖大学  電子システム工学科 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Commu

■Abstract  
The solar power, as the energy to prevent glo

been used in worldwide. Moreover, the 
inexhaustible. Securing of power energy are re
now. In this research, we are trying to achi
antenna" for converting electromagnetic wave
electric power. I would like to discuss with rese
fields. 

Email: q38209@st.takushoku-u.ac.jp 

 

  

Output Endoskeleton-Type Waist Assist De

軟・高出力な内骨格型腰部補助装具 AB-Wear

a, Taro Nakamura, 

■Keywords  
Artificial muscle 
Power assist 
Endoskeleton 

和也、菊谷功） 

■キーワード 
人工筋肉 
パワーアシスト 
内骨格 

■分野 
理工系 機械工学 

om low back pain. 
endoskeleton-type 

has two pneumatic 
on actuator. These 
ty, high output and 
tive assistive force 
tion method of the 
del. Additionally, 

EMG measurement 

■概要 
厚生労働省の調査によると，業務上疾病

は改善すべき課題となっている．腰痛保持

な現場が多く，人間による重労働が行われ

ために，著者らは人体着用型の腰部補助装

いる．本デバイスは空気圧人工筋肉，バル

駆動し，内骨格型であるため柔軟かつ高

め，人体に対して効果的なアシストを行

骨格モデルを用いた AB-Wear の適切な駆

動方法を適用した際の人体への影響を筋

Twitter: × 

he Antenna for Direct Produce Power from

電磁波電力変換用光アンテナの研究 

ics and Computer 

■Keywords  
Antenna 
Sunshine 
Power 

■キーワード 
アンテナ 
太陽光 
電力 

unication) 
■分野 

理工系 電気電子工学(通信) 

obal warming, has 
solar energy is 

quired for our life 
ieve “solar power 
e from the sun to 
earchers in various 

■概要 
太陽エネルギーを利用する太陽光発電

ルギーとして、世界的に利用されています

尽蔵。石油のように、いつ枯渇してしまう

生活に必要となる電力エネルギーの確保

では、太陽からの電磁波を受信して電力

ナ』を実現しようとしている。様々な分野

い。 

Twitter: × 
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evice “AB-Wear” 

r 

No figure 

病の約 60％が腰痛であり，腰痛

持者が多い現場は，自動化困難

れている．この問題を解決する

装具｢AB-Wear｣の開発を行って

ルーンアクチュエータによって

出力という特徴を持つ．そのた

うことができる．本報では，筋

駆動方法の検討を行い，その駆

電位の計測により確認する． 

Facebook: × 

m the Sunshine 

No figure 

は、地球温暖化を防止するエネ

す。しかも太陽エネルギーは無

うか心配する必要はありません。

がいま求められている。本研究

に変換する『太陽光発電アンテ

野の研究者たちと議論を深めた

Facebook: × 
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C9 
The Research of the M

地盤圧縮帯

■Authors’ information  
○Shoma Hirata (B4) 
Faculty of Engineering, Dept. of Electroni

Systems, Univ. of Takushoku 

■著者情報 
○平田菖真(B4) 
拓殖大学  工学部 電子システム工学科 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Commu

■Abstract  
Electromagnetic waves are generated by the p

when the granite in the rock is crushed. The obs
proposed as one of the method to find further ea
this research, we propose this system using hig
observation system. The principle of this system
by simulation and experiment. I would like to
researchers in various fields.  

Email: q38276@st.takushoku-u.ac.jp 

 
 
 

C10 
MicroRNA Analys
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■Field  
Nano/Micro science 

■Abstract  
MicroRNA analysis is an important for the 

cancer. In this study, we developed a fingerti
device for accurate multiple RNA expression an
based on “Chemical IC” concept. This dev
reactions for only sub-microliter-scale samples
smaller than those needed in conventional devic
accuracy of RT-PCR in the micro device for v
developed device shows the possibility for the 
cancer with portable and cost-less features. 

Email: yusuke_kimura@ipc.i.u-tokyo.ac.jp 

 

  

illimeter Wave Propagation Generated fro

電放射で生じるミリ波帯電磁波観測システム

ics and Computer 

■Keywords  
Millimeter-wave 
Observation system 
Earthquake 

■キーワード 
ミリ波 
観測システム 
地震 

unication) 
■分野 

理工系 電気電子工学(通信) 

piezoelectric effect 
servation system is 
arly earthquake. In 

gh-gain antenna for 
m has been studied 
o talk with young 

■概要 
地震等の地盤圧縮に伴い岩盤中の花崗

が圧電効果によって生成されます。この観

地震を見つけるための方法の一つとして

システムのための高利得アンテナを使用

す。このシステムの原理は、シミュレーシ

います。私は、様々な分野の若手研究者

Twitter: × 

sis 3D Chemical IC Chips for Early Detect

 

gy, Univ. of Tokyo 

■Keywords  
RNA 
PCR 
Microstereolithography 

■キーワード 
 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

early detection of 
ip-sized 3D micro 
nalysis by RT-PCR 
vice can perform 
s, which are much 
es. We verified the 

various genes. The 
early detection of 

■概要 
 

Twitter: × 

m befor Earthquake 

ムの研究 

No figure 

崗岩が粉砕されたときに電磁波

観測システムは、さらに、早期

提案します。本研究では、観測

用してこのシステムを提案しま

ションと実験による研究されて

と話をしたいと思います。 

Facebook: × 

tion of Cancer 

No figure 

Facebook: × 



 

 
 

C11 
Radiator of High-Am

文化財の

■Authors’ information  
○Longsheng Ren (M2) 
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Systems Engineering Course, Univ. of Takushoku

■著者情報 
○任龍升 (M2) 
拓殖大学  機械・電子システムコース 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric)

■Abstract  
We need to know the size and location of th

structure to protect the cultural assets. We use 
CT method for the purpose, and a small siz
ultrasonic pulse radiators are needed to use 
Furthermore, transmitted and received p
no-reverberation in order to measure ultrasonic 
So that we are developing such radiator by apply
voltage waveform. Now we found that smooth 
can minimize the reverberation. This work was s
KAKENHI Grant Number 25242023. 

Email: x5m208@st.takushoku-u.ac.jp 
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High Reliable Wirele
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■Field  
Electrical and electronic engineering (Commu

■Abstract 
ICT (Information and Communication Techno

a major solution to support the social network of
institution for aging society. Based on BAN (Bo
technology, biotelemetry information obtained 
vital sensor nodes, can be applied to construct p
management. Through an advanced evaluation 
biosensors, an Internet of Wearable Things (IoW
be established, which can provide technical sup
real-time healthcare monitoring system in future.

Email: d1471007@ems.u-toyama.ac.jp 

 

  

plitude Pulse for Ultrasonic Inspection of 

腐朽度調査に用いる小型パルス音源に関する

cal and Electronic 
u 

■Keywords  
Cultural Assets 
Rot Survey 
Ultrasonic transducer 

■キーワード 
文化財 
腐朽度調査 
パルス音源 

) 
■分野 

理工系 電気電子工学(電気) 

he deterioration on 
ultrasonic velocity 
zed high intensity 
for the fieldwork. 

pulse should be 
velocity precisely. 
ying suitable input 
shaped waveform 

supported by JSPS 

■概要 
昔から残された文化財を保護するため

位の大きさや場所を把握する必要がある

実験を行い、熟練者の経験で判断した。文

な手法開発が必要である。そして小型パ

置の開発が行われた。しかしながら、パル

微弱な測定信号の分析が難しい。そこで本

変更し、最も少ない振動残響となる入力

日本学術振興会科研費認可番号 25242023

Twitter: × 

ess Biosensor for Advanced Medical ICT 

 

ama 
wa.) 

■Keywords  
Biosensor Antenna 
Medical ICT 
Body Area Network 

■キーワード 
 

unication) 
■分野 

理工系 電気電子工学(通信) 

ology) has become 
f medical insurance 
ody Area Network) 

by body-attached 
personal healthcare 
system of wireless 

WT) is anticipated to 
pports for realizing 
. 

■概要 
 

Twitter: × 
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Cultural Property 

る研究 

No figure 

に、建造構成材料内部の異常部

。従来は打音やコア抜きなどの

文化財を維持するには非破壊的

ルス音源を用いる超音波 CT 装

ルス音源の振動残響が多いため、

本研究では振動子の入力信号を

波形を見つけた。この研究は、

3 により行われています。 

Facebook: × 

in Aging Society 

No figure 

Facebook: × 



60 
 

 
 

C13 
Proposal of

疑似言語を用いた音

■Authors’ information  
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■Field  
Mechanical engineering 

■Abstract  
This research is about a dialogue system for

robot which gives anon-linguistic utterance wh
give a human a desired impression by controll
characteristic parameters. In this presentation, w
for the method. We made a robot’s utterances b
acoustic characteristic parameters and we 
experiments of a subject’s evaluating an im
utterances. We found that some impressions whi
the subject differed according to the change 
characteristic parameters. 
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■Field  
Physics 

■Abstract  
We examined the cause of the short-term and

instability of the water-equivalent type mult
chamber developed for the carbon therapy
instability was that there was 2% difference bet
subsequent measurements after continuous 
observed the correlation between the relative 
measured values over long periods. We found th
stability the readout pattern should be narrow
substrate should be made of a low-hygroscopic
experimental results. 
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f a system of generating non-linguistic utt

音声インタラクションに向けた疑似言語生成

okyo University of 

hi.) 

■Keywords  
communication robot 
non-linguistic utterance 
acoustic characteristics 

■キーワード 
 

■分野 
理工系 機械工学 

r a communication 
hich is expected to 
ling some acoustic 
e proposed an idea 
by changing some 
conducted some 

mpression of the 
ich is evaluated by 
of some acoustic 

■概要 
 

Twitter: kazumi_kumagai 

n of Water Equivalent Type Multi-Layer Ion

水等価型多層電離箱の安定性評価 

nd Hiroki Arai.) 

■Keywords  
MLIC 
Carbon Therapy 
QA/QC 

樹） 

■キーワード 
多層電離箱 
炭素線治療 
品質保証 / 品質管理 

■分野 
理工系 物理学 

d long-term output 
ti-layer ionization 

y. The short-term 
tween the first and 

irradiation. We 
humidity and the 

hat to improve the 
wer and the signal 
c substance by the 

■概要 
炭素線深部線量分布測定用に開発した

および長期的安定性を調べた。短期的安定

タカウント値で、複数回連続で照射して測

の測定値とが 2％程度異なる問題が見つか

は、測定日が異なると測定値が大きく変動

のデータでは測定時の室内の相対湿度と

見られていた。そこで、この２つの問題の

実験結果から、信号基板の読み出しパター

板には低吸湿性の物質を使用する必要が

Twitter: × 

terances 

成システムの提案 

No figure 

Facebook: ○ 

ization Chamber 

No figure 

た水等価型多層電離箱の短期的

定性の評価では、決まったモニ

測定を行うと、１回目とその後

かった。長期的安定性の評価で

動する問題が見つかった。過去

と測定値に相関がある可能性が

の原因を探るための実験をした。

ーンは細くする必要があり、基

あると分かった。 

Facebook: × 
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C15 
Effect of changing waving patterns when crayfish use maxillipeds to draw odor 

ザリガニが餌の匂いを引き寄せる際に顎脚を振り分けることの効果 
■Authors’ information  
○Hanako Ishida (M2) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of 

Agriculture and Technology 
(Co-author: Ryuichi Takemura and Haruka Matsukura.) 

■Keywords  
olfactory search 
maxilliped 
crustacean 

No figure 

■著者情報 
○石田華子(M2) 
東京農工大学  生物機能システム科学専攻 
（共著者: 竹村龍一、松倉悠） 

■キーワード 
嗅覚探索行動 
顎脚 
甲殻類 

■Field  
Biological science 

■分野 
生物系 生物科学 

■Abstract  
Crayfish generate water currents by waving their maxillipeds to 

collect a food odor from the surroundings. Although it has been 
shown that they change the waving patterns during their food 
search, its significance is not yet clear. Therefore, a device 
equipped with pumps and chemical sensors is used to simulate the 
water current generation by crayfish. The odor sample collection 
efficiency is evaluated by placing an odor source in a water tank 
and observing the sensor responses. The results suggest that 
changing maxilliped waving patterns may help early detection of 
chemical signals. 

■概要 
ザリガニは口元に顎脚と呼ばれる付属肢を持つ。これを振って作り出

した流れを用いて、周囲から餌の匂いを引き寄せて感知し、餌を探索し

ていると言われている。また、嗅覚探索中のザリガニは、移動の方向に

合わせて左右の顎脚を振り分けることが分かっている。しかし、その意

義は明らかでない。そこで、ザリガニの能動的な水流生成と化学物質の

検出をモデル化し、ポンプと電気化学式センサを搭載した装置を用意し

た。そして、匂い源を設置した水槽の中で、装置が作る水流の方向を変

え、センサの応答を記録した。その結果、顎脚を振る向きを変えること

により、歩行の方向を変えた後に素早く化学物質を引き寄せて検出でき

ることが示された。 

Email: s154574y@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 

C16 
Proposal of portable pneumatic power source using chemical reaction 

炭酸水素ナトリウムとクエン酸の化学反応を用いた携帯型空圧源の提案 
■Authors’ information  
○Manabu Okui (D1) 
Faculty of Science and engineering, Chuo university 
(Co-author: Shingo Iikawa, Nagura Yuki, Yamada Yasuyuki and 

Taro Nakamura.) 

■Keywords  
Pneumatic 
chemical reaction 
fluid 

No figure ■著者情報 
○奥井学(D1) 
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■キーワード 
空気圧 
化学反応 
流体 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
Recently, many pneumatically driven devices have been 

developed. Generally, they require a large air compressor to obtain 
compressed air. However, such large and heavy pneumatic power 
sources do not allow these devices to be portable. Thus, in this 
study, a portable pneumatic power source using chemical reaction 
of sodium bicarbonate and citric acid is proposed and an 
experiment is conducted to verify the effectiveness of the 
pneumatic power source. 

■概要 
空気圧駆動システムはモータや油圧と異なり，柔軟な動作が可能かつ

軽量で高出力という特性をもつため，装着型動作支援装置に広く用いら

れている．こういった装置の駆動には主に大型のコンプレッサにより生

成される圧縮空気が利用されるが，これは装置のモバイル化の障壁とな

っている．そこでモバイル化のために多くの携帯空圧源が開発されてい

るが，重量や貯蔵性といった課題が存在するため実用化には至っていな

い． そこで本研究では，新たな圧縮空気生成方式として炭酸水素ナト

リウムとクエン酸の化学反応を用いた携帯型空圧源を提案する．本発表

では，提案する空圧源の構成について述べ，基本特性実験によりその有

効性を確認する． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 
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C17 
The fuel saving effect in hybrid propulsion system for tugboat 

タグボートを対象としたハイブリッド推進システムにおける燃料節減効果 
■Authors’ information  
○Takaaki Nishio (M2) 
Dept. of Marine system engineering, Tokyo Univ. of Marine 

Science and Technology 
(Co-author: Hiroyasu Kifune.) 

■Keywords  
Tugboat 
hybrid system 
simulation 

No figure 

■著者情報 
○西尾尚晃 (M2) 
東京海洋大学  海洋システム工学専攻 
（共著者: 木船弘康） 

■キーワード 
内容 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract  
Authors have proposed hybrid propulsion system without 

battery for tugboats. This system is combined a main engine 
system for propulsion with a generator system for onboard load. 
The simulation has developed to evaluate our proposed system 
from the viewpoint of improving SFC (Specific Fuel 
Consumption). It estimates efficiency of apparatus included in 
propulsion system and calculates SFC of propulsion system. In this 
presentation, SFC of our proposed system and other hybrid system 
which has been adopted for tugboat on service are simulated. By 
comparing results, a fuel saving effect is clarified. 

■概要 
著者らはこれまでにタグボートを対象として、バッテリーを用いない

ハイブリッド推進システムを提案してきた。 このシステムでは、推進

器を駆動する主機系統と船内負荷へ電力を給電する発電機系統を接続

している。 このシステムを燃料消費の面で評価するために、推進シス

テムを構成する機器の効率を推定し、推進システム全体の燃料消費特性

を算出可能なシミュレーションを作成した。 このシミュレーションを

用いて、著者らが提案したハイブリッド推進システムと実際に運航して

いるタグボートが採用した他のハイブリッド推進システムを比較し、そ

れぞれの燃料消費特性を算出することで、燃料節減効果を明らかにす

る。 
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Basic Experiment of Suction in Wall-Climbing Robot for Inspection of Airplanes 

飛行機の点検を目的とした壁面移動ロボットの吸着に関する基礎実験 
■Authors’ information  
○Tomohiro Yamaguchi (M2) 
Dept. of Precision Mechanics Univ. of Chuo 
(Co-author: Takafumi Amakawa, Tetsuhide Go, Yasuyuki 

Yamada and Taro Nakamura.) 

■Keywords  
Negative pressure suction 
Wall-Climbing Robot 
Airplane 

No figure ■著者情報 
○山口智大(M2) 
中央大学  精密工学専攻 
（共著者: 天川貴文、呉哲英、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード 
負圧吸着 
壁面移動ロボット 
飛行機 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
Recently, the demand for airplane has been increasing. However, 

inspection processes of airplane are conducted manually. 
Therefore, we have been developing the robot for inspection of 
airplane body. We have developed at raveling-wave-type 
omnidirectional wall-climbing robot. The robot specialized in a 
large contact area for ground can potentially conduct an inspection 
of an airplane body if it is installed with a negative pressure 
suction. In this paper, we explain the concept of airplane inspection 
robot and conduct experiments to obtain characteristics of the 
negative pressure suction. 

■概要 
近年，新興国の経済発展に伴い，飛行機の需要が増加している．しか

し，飛行機の点検はほとんど人の手によって行われており，点検精度や

作業者の安全に問題がある．よって，ロボットによって自動化すること

が望まれている．著者らはカタツムリの移動方法を模した，進行波型全

方向移動ロボットの開発を行ってきた．開発したロボットは広い接地面

積を保ち安定した移動が可能である．著者らは開発したロボットと負圧

吸着を組み合わせることで，安全に飛行機のボディの点検を行うロボッ

トを開発可能であると考えた．本論文では，飛行機点検ロボットの概要

を示し，負圧吸着の特性を調べるための実験を行う． 
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C19 
Accumulated reward based reinforcement learning for multi link arm control 

多リンクアーム制御のための累積報酬和に基づいた強化学習 
■Authors’ information  
○Megumi Miyashita (B4) 
Dept. of Computer and Information Sciences, Tokyo Univ. of 

Agriculture and Technology 
(Co-author: Ryo Hirotani, Shiro Yano and Toshiyuki Kondo.) 

■Keywords  
Reinforcement Learning 
Black-box optimization 

Policy Improvement with Path Integral 

No figure 

■著者情報 
○宮下恵 (B4) 
東京農工大学  情報工学科 
（共著者: 廣谷亮、矢野史朗、近藤敏之） 

■キーワード 
強化学習 
ブラックボックス最適化 
Policy Improvement with Path Integral 

■Field  
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract  
E. Theodorou proposed reinforcement learning algorithm named 

Policy Improvement with Path Integral (PI2), which is applicable 
for high dimensional action space problem. To update policy 
parameter, PI2 algorithm use and memorize the time course of 
reward information over time. I rethink PI2 algorithm from the 
standpoint of Blackbox optimization and propose a novel 
algorithm which uses only the accumulated rewards information. 
Advantage of this approach is reduced memory usage and 
calculations. I compare the performances of these algorithm based 
on high dimensional motor control simulation. 

■概要 
E.Theodorou らは高次元に対する強化学習の手法である Policy 

Improvement with Path Integral(PI2)を提案した．PI2 は時間ステップの報

酬に依存する計算により学習を行うため，時間ステップごとの報酬を得

ることが必要となる．本研究では，PI2 をブラックボックス最適化の解

法として解釈することで，時間ステップごとの報酬を利用せずに累積報

酬和を利用する手法の提案をする．それにより計算量とメモリの使用量

を抑えることができる．評価実験として運動制御タスクについてのシミ

ュレーションを行うことで，従来手法との違いを示す． 
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C20 
Indoor Position estimation method using transponders and audible signal 

音で位置を求める-トランスポンダ方式と可聴域信号を用いる音響測位 
■Authors’ information  
○Hirokazu Iwaya (M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 
(Co-author: Koichi Mizutani, Tadashi Ebihara and Naoto 

Wakatsuki.) 

■Keywords  
Indoor positioning 
Pulse compression 
Transponder 

No figure 

■著者情報 
○岩谷洋和 (M2) 
筑波大学  知能機能システム専攻 
（共著者: 水谷孝一、海老原格、若槻尚斗） 

■キーワード 
屋内測位 
パルス圧縮 
トランスポンダ 

■Field  
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract  
Indoor positioning is important measurement technique for 

indoor navigation. Positioning is achieved by measuring multiple 
distances between anchors whose positions are known and 
terminal. However, existing techniques require accurate clock 
synchronization among anchors and terminals to obtain 
time-of-flight of signal propagation between each anchor and the 
terminal. In this paper, we designed a transponder-based indoor 
positioning system using audible sound and evaluated its 
performance. In the experiments, proposed method could achieve 
precise positioning without clock synchronization. 

■概要 
屋内測位は，ナビゲーション等に用いられる重要な計測技術である．

測位は位置が既知の複数のアンカと位置が未知の端末間の距離を測定

することにより行われる．現在までに多くの屋内測位手法が提案されて

いるが，アンカと端末において正確な時刻同期を行った上で信号の伝搬

時間を計測する必要がある．そこで，時刻同期を不要とするトランスポ

ンダ方式と音響信号を用いる手法を提案する．提案手法は，可聴音の音

響信号を用いるため空気中の減衰が少なく，アンカと端末間で時刻同期

が不要となるため簡便な利用が可能である．基礎的な実験を行った結

果，時刻同期を不要として精度よく測位できることを示唆した． 
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C21 
Development of MHz band high-power ultrasonic oscillators 

MHz 帯の強力超音波振動体の開発 
■Authors’ information  
○Hiroki Nakamura (M1) 
Dept. of Mechanical and Electronics System, Univ. of 

Takushoku 

■Keywords  
High-power ultrasonic 
MHz band 
Surface Acoustic Wave 

No figure 

■著者情報 
○中村滉貴 (M1) 
拓殖大学  機械・電子システム工学専攻 

■キーワード 
強力超音波 
MHz 帯 
弾性表面波 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract  
In the field of high-power ultrasonic applications, such as 

welding, BLT type transducers are generally used, and its 
resonance frequencies are from 20 kHz to60 kHz. On the other 
hand, MHz band of ultrasonic oscillation has many merits; that is, 
lower damage of work pieces, shorter working time and so on. So, 
we focused on the SAW (surface acoustic wave). SAW device is 
easy to obtain MHz band of resonant frequency by means of 
Inter-digital transducer. In this study, we made 2.5MHz high-power 
ultrasonic SAW oscillators and we confirmed that it can be used in 
high-power ultrasonic applications. 

■概要 
強力超音波の分野において溶着に通常、共振周波数が 20KHz～60KHz

のBLT型の振動子が用いられる.一方でMHz帯の振動体の利点としてダ

メージが小さい、溶着時間が短いなどがある.そこで SAW(弾性表面波)
素子に着目した.SAW 素子は IDT によって容易に MHz 帯の共振周波数

を得ることができる.本研究では 2.5MHz の強力超音波弾性表面波振動

体が強力超音波での使用ができることを確認した. 
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C22 
Development of integrated linear avalanche detector using SOI technology. 

SOI 技術を用いた線形増幅型イメージング検出器の開発 
■Authors’ information  
○Ryutaro Hamasaki (D3) 
Particle and Nuclear, SOKENDAI 
 

■Keywords  
Silicon-On-Insulator 
Pixel detector 
Avalanche photodiode 

No figure 

■著者情報 
○浜崎竜太郎(D3) 
総合研究大学院大学 素粒子原子核専攻 
 

■キーワード 
 

■Field  
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract  
We have been developing a new type of imaging spectroscopy 

sensor which is fabricated using a 0.2μm FD-SOI process based on 
a APD called SOIAPD detector. SOIAPD has many advantages 
such as sensor and complex readout circuit can be integrated in a 
small pixel, operation in wide temperature range, hi-speed, 
low-noise and low-power consumption, internal gain and radiation 
resistance. SOIAPD has been investigated a wide range of 
applications. For examples, particle physics experiment, material 
structure analysis and medical applications. This poster reports on 
recent developments of SOIAPD. 

■概要 
従来の半導体検出器ではセンサー部と回路部が分離している構造で

あったが、張り合わせ型 Silicon-On-Insulator(以下、SOI)技術を用いるこ

とによりモノシリック型の検出器を製作することが出来る。上記の

SOIAPD 検出器は従来の半導体検出器の利点である小型、高精度、高磁

場耐性、内部増幅の性能を保持して、追加的に広帯域、低温駆動、放射

線耐性、ピクセル毎に高度な信号処理回路を搭載可能である。また応用

用途としても素粒子物理実験、物質構造解析、医療応用用途と幅広いア

プリケーションの使用が検討されている。本発表では次世代の SOIAPD
検出器の開発状況について報告する。 
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C23 
Proposal for dosimetry system using e+e- pair creation events. 

電子陽電子対生成事象を利用した生体内被曝線量分布測定器の提案 
■Authors’ information  
○Shota Kimura (B4) 
Department of Physics, Faculty of Science, Chiba University 
(Co-author: Yusaku Emoto, Kento Fujihara, Hiroshi Ito, Naomi 

Kaneko Hideyuki Kawai, Atsushi Kobayashi and Takahiro Mizuno) 

■Keywords  
dose monitoring 
pair creation 
particle beam therapy 

No figure ■著者情報 
○木村翔太 (B4) 
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■キーワード 
被曝線量測定 
電子陽電子対生成 
粒子線治療 

■Field  
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract  
It has studied PET detectors which measure proton-rich nucleus 

like 11C from exposed points, or Compton cameras that measure 
gamma rays with few MeV generated at exposed points. But those 
have competent performance are not developed yet. We propose a 
gamma ray detecting system which measures pair creation events 
occurred in the system by gamma rays over 10 MeV come from 
exposed points. So this can define incidence points and directions. 
It should be possible to measure exposure dose distribution in real 
time on cancer treatment by accelerator. 

■概要 
がんの加速器ビーム治療における生体内被曝線量分布測定器として、

陽子過剰核を測定する PET 装置や、数 MeV のγ線を測定するコンプト

ンカメラが研究されているが、十分な性能を持つものは未だ開発されて

いない。我々は、被曝位置から発生する 10 MeV 以上のγ線によって測

定器内で発生する電子陽電子対を測定することで高エネルギーγ線の

入射位置と進行方向を決定できる測定器を提案する。この測定器によっ

て加速器ビーム治療時における生体内被曝線量分布のリアルタイム測

定が実現できる可能性が高い。 
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C24 
Proposal of communication groups expansion system using a smoking robot 

喫煙ロボットを用いたコミュニケーション空間拡張システムの提案 
■Authors’ information  
○Natsumi Yamamoto (M1) 
Computational Science of Art 
(Co-author: Masahiro Ikeda and Yuya Tsuneoka.) 

■Keywords  
robot 
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smoking 

No figure 

■著者情報 
○山本奈都美 (M1) 
Computational Science of Art 
（共著者: 池田昌弘、恒岡祐也） 

■キーワード 
ロボット 
コミュニケーション 
喫煙 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
Communication is one of methods to produce ideas and to make 

a discovery. There are special communication groups in society 
(e.g. smoking area, coffee break).Those groups are divided by 
several reasons such as location and constitution. We propose to 
expand groups by using a Telexistence-robot. The 
telexisitence-robot converts from a person's behavior out of 
smoking group to a smoking parson's behavior in the group. People 
can do the better communication with tuning effect by using robot 
than using only sound and video. We make a smoking telexistence 
robot. 

■概要 
社会には、喫煙やコーヒーブレイク等を特定の場所で行うことで生ま

れるコミュニケーション空間が存在する。 これらの空間は、物理的距

離や体質などの制約によって分断されている。 そこでコミュニケーシ

ョン空間を繋ぐ手法として、テレイグジスタンスロボットの利用を提案

する。 ロボットが参加者の異なる動作を変換し伝達することで、同調

効果が期待できる。 コミュニケーション空間は音声や画像だけに比べ

て繋がりやすくなると筆者らは考える。 例えば、非喫煙者の動作を喫

煙動作に変換するロボットを喫煙空間で用いる。 筆者らは、喫煙を行

うテレイグジスタンスロボットを試作した。 
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C25 
Comparison of Fuel Oil Consumption on Simulation Results and Actual Measurement 

船舶における燃料消費シミュレーションの結果と実測値の比較・評価 
■Authors’ information  
○Taisuke Inoue (B4) 
Dept. of Marine Electronics and Mechanical Engineering, Tokyo 

University of Marine Science and Technology 

■Keywords  
ship 
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simulation 
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■著者情報 
○井上泰輔 (B4) 
東京海洋大学  海洋電子機械工学科 
 

■キーワード 
船舶 
燃料消費 
シミュレーション 

■Field  
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract  
In order to make society sustainable, it is necessary to save fuel 

oil consumption (FOC) on the ship. Thus this study focus on FOC 
and propulsion system of vessel. Computer simulation on FOC is 
effective to study and evaluate new propulsion system for realizing 
environmental friendly vessel because actual size vessel is too big 
to make a prototype one. Consequently, FOC simulation has been 
developed. To evaluate it, measured FOC on actual large vessel is 
compared with the simulation results. This presentation will 
discuss its validity and problem needing to be solved. 

■概要 
国際海運から排出される CO2 排出量は、全世界の 2.2%を占める。こ

れは、ドイツ一国分の排出量にも相当し、社会を持続可能なものにする

ために、船舶において燃料消費量を節減していくことが必要である。そ

こで、本研究では船舶の燃料消費と推進システムについて着目してい

る。環境に適合した船舶を実現するために、専用の燃料消費シミュレー

ションを新たに構築し、燃料消費量を把握できるようにした。このシミ

ュレーションを評価するために、大型船の燃料消費量の実測値とシミュ

レーション結果を比較し、評価した。本発表では、燃料消費シミュレー

ションの妥当性と課題の解決に必要な問題について取り上げる。 
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Estimation of finger motion from EMG signals using artificial neural networks 

ニューラルネットワークを用いた表面筋電位による手指動作の推定 
■Authors’ information  
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
ニューラルネットワーク 
表面筋電位 
じゃんけん動作 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract  
Neural Networks are good at recognizing pattern. On the other 

hand, estimation of biological motion based on myopotential are 
possibly being measured directly using EMG signals as the 
interface. In this research, we attempted to reveal the relation of 
extensor digit rum muscle and extensor pollicis longus muscle to 
the motion of rock-paper-scissors finger’s motion and comparing 
the efficiency of several neural networks algorithm to the 
rock-paper-scissors finger’s motion estimation based on the 
myopotential signals of the two muscles as inputs. 

■概要 
ニューラルネットワークはしばしばパターン認識に用いられる．一

方、生体動作の推定に表面筋電位を用いることで，筋肉の動作を直接に

測定できコンピュータへのインターフェースなどの応用が期待される．

本研究では、手指動作の推定の例として総指伸筋や長母指伸筋の筋電位

とじゃんけん動作の関係を明らかにする．２つの筋肉の筋電位入力から

のじゃんけん動作の推定に対して、様々のニューラルネットワークを比

較する． 
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C27 
Mutual interference of coils embedded in floor for RF-based rats tracking system 

RF タグを用いたラット位置推定システムにおける床面設置コイル間の相互干渉の検討 
■Authors’ information  
○Yuki Kanemasa (B4) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo University of Science 
(Co-author: Dairoku Muramatsu, Takahiko Yamamoto, Natsuko Kubota, 

Shinya Yanagita and Kohji Koshiji.) 

■Keywords  
small animal tracking 

RFID 

mutual interference among multiple coils 
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■著者情報 
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■キーワード 
小動物位置推定 
RFID 
コイル間相互干渉 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract  
Visual observation or motion picture analyses are conventional 

methods to observe laboratory rat behavior. An unmanned 
measurement system is indispensable in order to monitor easily 
and enhance the objectivity of the data. This study proposes a new 
tracking system of rats by using RFID. This system realizes both 
tracking and individually identifying of rats by communicating the 
antenna coils embedded in the floor surface and the RF tag that is 
injected into rats. Mutual interference among multiple antenna 
coils was investigated from the viewpoint of coupling coefficient. 

■概要 
現在，動物実験用ラットの飼育環境下における行動観察は，人間の目

視あるいは撮影した動画像の解析によって行われている．観察者の労力

を低減させるとともに，データの客観性を高めるためには，人を介さず

にラットの行動データを取得できるシステムが必要となる．著者らは，

床面にリーダアンテナとなる複数の円形扁平型コイルをアレイ状に設

置し，ラットに付した RF タグのアンテナコイルと電磁誘導により通信

させる位置推定システムを提案している．このシステムにより，ラット

の位置推定と個体識別を両立できる．本研究では，床面円形扁平型コイ

ル間の相互干渉について，コイル間の結合係数にもとづき検討した． 
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Development of anisotropy electromagnetic phantom 

異方性電磁ファントムの開発 
■Authors’ information  
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■キーワード 
ファントム 
異方性 
カーボンファイバ 

■Field  
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract  
Electromagnetic phantom that mimics the permittivity and 

conductivity (electrical property) of a human body is widely used. 
Carbon fiber (CF) has been used in order to control electrical 
property of electromagnetic phantom. CF, which has an inductive 
component because of the shape of the fiber, works as an 
inductance inside the phantom. Orientation control of the CF gives 
anisotropy to the phantom. This paper presents the electrical 
property of the phantom that the direction of added CF is aligned 
in a plane. 
 

■概要 
人体の比誘電率・導電率（以下，電気的特性という）を模擬した電磁

ファントムは広く利用されている．ファントムの電気的特性を調整する

ためにカーボンファイバが用いられているが，カーボンファイバは，そ

の繊維の形状からインダクタンス効果を有し誘電率を増加させる効果

がある．このため，カーボンファイバの向きを制御することにより，フ

ァントムに筋繊維のような異方性を持たせることができる．本研究で

は，添加したカーボンファイバの方向を面内で一定にしたファントムの

試作を行い，電気的特性の評価を行った． 

Email: 7315612@ed.tus.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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（共著者: 森澤冬馬、湯浅雅人） 

■Field  
Mechanical engineering 

■Abstract  
This research focuses on a relationship be

pronunciation, which is one of music compo
speaker's feelings by listening its voice. Imp
produced by combination of phonemes. Robert P
that feelings can be vectorized. Then we e
generated from combined specific emotional voi
emotion in listeners. Using music composed by
feeling voices, this presentation contributes the 
impressive music. 
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■著者情報 
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筑波大学大学院 生物科学専攻 
（共著者: 栗崎晃、大高真奈美、中西真人

■Field  
Biological science 

■Abstract  
Regenerative medicine is a research of rege

tissues. Last few years, scientists have been 
studies in anagenesis by using iPS cell. But iPS
defects such as the oncogenic potential, need 
money, and the difficulty in controlling differen
eliminate those issues, developing alternative m
desirable. We are developing regenerative tre
COPD is considered to be incurable and the pat
in respiratory function. Our aim is to establish 
for COPD using Sendai virus which has not only
gene induction into mammals, but also no toxicit

Email: t11451ss@yahoo.co.jp 
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感情音素の旋律による音楽の再解釈 

ngineering, Tokyo 

a) 

■Keywords  
Music 
Emotion 
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■キーワード 
音楽 
感情 
音素 

■分野 
理工系 機械工学 

etween music and 
onents. We predict 
pressive music is 

Plutchik interpreted 
expect that music 
ces impresses such 

y multiple different 
 study on creating 

■概要 
発した音の高さ、大きさ、音色から、私

いる。音を組み合わせることで、様々な感

される。Robert Plutchik が示すように感情

れば、特定の感情ベクトルを持つ音のみを

様の感情を感じさせる印象をもった音楽

情を感じさせる音からそれぞれ作製した

情とマクロな音楽の印象との関係につい

Twitter: × 

nt of new regenerative medicine using Sen

ダイウイルスを用いた新しい再生治療方法の開

ukuba 

hito Nakanishi) 

■Keywords  
Regenerative medicine 
Sendai virus 
Direct conversion 

人） 

■キーワード 
再生医療 
センダイウイルス 
ダイレクトリプログラミング法 

■分野 
生物系 生物科学 

enerating wounded 
devoting to their 

S cell has 3 severe 
of much time and 

ntiation. In order to 
medical treatment is 
eatment to COPD. 
ient face reduction 
the new treatment 

y high efficiency of 
ty to human. 

■概要 
再生医療は事故や疾患によって損傷し

であり，iPS 細胞などの多能性幹細胞を用

に行われている．しかし iPS 細胞をヒトに

の危険性，iPS 細胞調製にかかる莫大な費

製といった分化制御の難しさなど課題が

我々は，iPS 細胞を使用せずに繊維芽細

化させる分化転換技術を発明している．本

性閉塞性肺疾患(COPD)という難治性疾患

する感染効率が高く，ヒトに対して毒性を

使用した新しい治療技術の開発を行う． 

Twitter: × 

Expressing Emotion 

No figure 

私たちは話者の感情を認識して

感情を感じさせる音楽が生み出

情がベクトルで表せると仮定す

を重ね合わせ作製した音楽は同

となるのではないか。異なる感

音楽を用いて、ミクロな音の感

て考察を行った。 

Facebook: ○ 

ndai virus 

開発 

 

した組織を修復させる医療分野

用いた組織再生研究が近年盛ん

に実用化させるには，腫瘍形成

費用と時間，目的細胞のみの作

ある． 
細胞から肺組織細胞へと直接分

本研究では当技術を応用し，慢

患に対して，脊椎動物細胞に対

を持たないセンダイウイルスを

Facebook: ○ 
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表彰 

 

●ワークショップ賞 

ワークショップ賞は、以下の 3 賞となっております。ワークショップ賞は全て、審査員の投票により

決定されます。審査員は、本ワークショップ実行委員（博士後期課程在籍者）、顧問やアドバイザの方々

に加え、外部の先生方から構成されています。審査員の審査結果に基づいて委員会の審議の上、表彰者を

決定いたします。 

 

TOWERS Best Award 

本ワークショップの発表において、最も優れた発表を行い、かつ最も多くの人とその内容を共有し、共感を

得られた発表者１名が本賞に選ばれます。本賞は IEEE 会員が対象になります。 

Outstanding Poster Presentation Award 

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

Undergraduate Student Award 

学部生、高専生などの学生の中で最も優れた発表を行った発表者１名が本賞に選ばれます。 
 

●スポンサー特別賞 

本ワークショップのサポーター団体・スポンサー企業から発表者の方々へスポンサー特別賞を予定し

ています。これらの賞の受賞者は、各サポーター団体・スポンサー企業独自の審査基準により選ばれます。 

 

The 13th IEEE TOWERS WIE Best Award 

女子学生発表者の中で、特に優れた発表に対して進呈します。本賞は IEEE 会員が対象になります。 

IEEE TOWERS Supporter's Group Award 

本ワークショップの協賛団体である、IEEE TOWERS Supporter's Group が独自に基準を定め、授与する

賞です。自分のアイディアを相手に伝えるにあたり、より簡潔で明快なロジックにより、聴衆を完全に納

得させうる発表技術を有し、同時に強い熱意をもつ発表者に授与されます。本賞は IEEE 会員が対象にな

ります。 

スポンサー賞 

本賞は、本ワークショップの各スポンサーの独自の基準により審査・授与されます。 

ワークショップ特別賞 

イベント“博物館の展示を企画しよう！”において、最も優れた発表を行ったグループに与えられる

賞です。審査は学芸員資格保持者および博物館ボランティアの皆様による投票によって行われます。企画

内容の面白さや実際にその企画ツアーをやってみたいかなど、様々な視点で審査をしていただきます。 
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Awards 

 

●Workshop Awards 

Workshop awards are comprised of three awards below. Winners of all awards are selected by reviewers’ votes. 

Reviewers consist of 13th TOWERS committee including supervisor and advisers, and some university faculty 

members. We will determine the winners based on the review results and our discussion. 

 

TOWERS Best Award 

This award will be given to a presenter who announces the most outstanding research achievement and the most 

impressive presentation. The winner should be an IEEE member. 

Outstanding Poster Presentation Award 

This award will be given to a researcher who makes an excellent presentation regardless of IEEE membership. 

Undergraduate Student Award 

This award will be given to an undergraduate students or a national institute of technology student who is 

reviewed and elected based on the same criteria. 

 

●Sponsors' Special Awards 

We arrange the awards which are presented by the workshop supporters and corporate sponsors. The winners will 

be selected by each supporters’ and sponsors’ unique review standard. 

 

The 13th IEEE TOWERS WIE Best Award 

This award will be given to one woman researcher whose presentation is considered as the best by all judges. The 

winner should be an IEEE member. 

IEEE TOWERS Supporter's Group Award 

Examination standards: Who is the smartest presenter? Do you have the attractive and strong passion? Do you 

have the presentation skills which you can convince the other person completely? Do you have a beautiful logic in 

order to express your own idea to other person straight and with economy? We will elect the smartest presenter who 

meets the above requirements.  

Sponsor Awards 

These awards will be presented by the workshop corporate sponsors. The winners will be selected by each 

company's unique review standard. 

Workshop Special Awards 

The workshop committee brings the special award on the event; “Let’s organize exhibits of museums!”. Winners 

are reviewed and selected by curator license holders and volunteers based on their viewpoints such as feasibility, 

amusingness etc.. 
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表紙 Book Cover : 田中 稜介 (Ryosuke Tanaka) 

TOWERS によって、多くの研究分野がひとつに集まる様子を表しています。互いを認め合い、

高めあうことで、もっと多くの人や物が共存できる世界になるかもしれません。

The 13th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers Programs & Abstracts. 

2016/12/03 発行. The 13th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 実行

委員会,  http://www.young-researchers.net/ 

*無断転載は禁ず。

印刷：丸善雄松堂株式会社
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