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実行委員長挨拶 

 

The 14th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers (IEEE TOWERS)

を開催するにあたり、実行委員を代表しましてご挨拶申し上げます。 

  

資源小国である日本は、今後も科学技術力を維持し発展させていく必要があります。特に近年のグロ

ーバル化や社会の構造改革にあたって、広い視野に立った創造性豊かな人材が求められています。一方

で、大学の研究室は専門分野に縛られた閉鎖的な環境であることが多く、社会に出てから特に重要とな

る他分野の研究者や技術者への説明能力や、そのための幅広い知識が身につきにくい傾向があります。 

私たちは分野を横断した仲間をつくることがその後の研究・社会活動に生きてくると信じています。

また、これまで自分たちが考えてきた研究について他分野の人に伝えることでより理解を深めることや、

新たな視点からの意見を吸収することもできると考えています。私たちはそれらを実現する若手研究者

のための異分野学術交流の機会を設けることを目的とし、IEEE 東京支部およびスポンサー企業の御支

援のもと、13 年間にわたりワークショップを開催してきました。例年、IEEE の専門領域である電気電

子工学を中心として、機械工学、情報学、物理学、材料化学、生物科学、ナノ・マイクロ科学、文化人

類学など多様なバックグラウンドの方にご参加いただいており、ポスター発表や対話型イベントを通し

て、プレゼンテーション能力向上や人脈形成等に役立ったとの声も頂いております。 

今年度は、昨年度の参加者から頂いたアンケートのフィードバックとして、特にポスターセッション

を中心とした時間割やイベントを設けました。参加者全員が自由闊達に議論を繰り広げ、絆を深めるこ

とを最大の目標としています。皆さまが有意義な意見交換を行うことができるよう、実行委員一同全力

で運営を行ってまいります。 

最後になりましたが、本ワークショップを開催するにあたり、IEEE 東京支部をはじめとする後援組

織・企業の皆様方より温かいご支援をいただくと共に、多大なるご協力を頂きました。この場を借りて

厚く御礼申し上げます。 

 

The 14th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

実行委員長 

川島由佳 
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Message from the Chairperson 

 

On behalf of the Executive committee, it is my pleasure to announce the opening of the 14th IEEE 

Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers (IEEE TOWERS). 

 

Since Japan has little resources, it is important to develop more and more the scientific 

technologies. Recent dramatic changes of social structure including globalization require one to be 

more creative and having a wide vision. In contrast, the laboratories at universities in Japan, which 

should generate manpower with broad vision and an open-innovative spirit, tend to offer a limited 

environment which does not help to build up such researchers. Such environment makes it difficult 

to improve one’s abilities to communicate with researchers and engineers from other areas. 

 We believe that it plays an important role in building human networks among interdisciplinary 

researchers and engineers, and also we think that this enables one to obtain unique viewpoints 

from researchers’ suggestion of other areas, resulting in a more deeper understanding when 

researching themselves. To realize this, we had been organizing the workshop for over 13 years with 

the supports of the IEEE Tokyo Section and sponsor companies. There were many participants with 

various research background including electrical and electronic engineering, information science, 

physics, materials science, biological science, nano-micro science and cultural anthropology. 

Questionnaire results show that our previous workshop contributed to improve participants’ ability 

to make a presentation, and to make human networks. 

 In this workshop, we are planning to hold the event putting emphasis on poster session reflecting 

last year questionnaires. We intend to run the workshop for you to discuss effectively about each 

other. 

 Finally, we gratefully acknowledge the support of the IEEE Tokyo Section, sponsor companies, and 

the student branches for their great effort in supporting our workshop. 

 

The 14th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

Chairperson 

Yuka Kawashima 
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ワークショップ概要 

●開催日時・場所 

期日：2017 年 11 月 4 日（土曜日） 

会場：東京理科大葛飾キャンパス 

参加費：無料 

ポスターセッション：13:00～15:45 

●対象者 

大学生、大学院生、若手研究者、高校生、高専生、中学生 

●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. 61）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該当研究分野へのインパクト、または社会的

な影響力・実現性、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 (18:15~20:00) 

●ホームページ 

http://www.young-researchers.net/towers14th/index.html 
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Workshop Information 

●Date and Venue 

Date: Saturday, November 4th, 2017 

Venue: Katsushika Campus, Tokyo University of Science 

Entry Fee: Free 

Poster Sessions: 13:00～15:45 

●Target persons 

Undergraduate student, Graduate student, Young researcher, High school student, National institute 

of technology student, Junior high school student 

●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.62) 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 14th 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 (18:15~20:00) 

●Homepage 

http://www.young-researchers.net/towers14th/index.html 
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タイムテーブル / Time Table 

 

東京理科大学 葛飾キャンパス 

Katsushika Campus, Tokyo University of Science 

11:00- 受付開始 / Registration Open (Entrance) 

12:00-12:45 開会式・スポンサー紹介/ Opening Ceremony & Sponsors’ Introduction 

12:45-13:00 移動・休憩 / Break Time 

13:00-13:45 ポスター発表：セッション A / Poster Presentation: Session A 

13:45-14:30 ポスター発表：セッション B / Poster Presentation: Session B 

14:30-15:15 ポスター発表：セッション C / Poster Presentation: Session C 

15:15-15:45 ポスター発表：自由セッション※ / Poster Presentations: Free Session※ 

15:45-16:00 ポスター片付け・移動・休憩 / Break Time (Removing Posters) 

16:00-17:00 IEEE Tokyo LMAG による講演 / A talk by IEEE Tokyo LMAG 

17:00-17:45 表彰式・閉会式 / Awards and Closing Ceremony 

18:15-20:00 意見交換会 / Social Gathering 

※ 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 14 回 TOWERS 実行委員会 

実行委員長 

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 

副実行委員長 

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 

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 

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 

実行委員 

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 

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 

近藤 諭 東京農工大学大学院 工学府 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 

國吉 勇輝 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

司城 誠 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

関谷 允志 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

宮下 恵 東京農工大学大学院 工学府 情報工学専攻 

渡井 和央 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 

小野寺 俊 青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科 

山田 大樹 創価大学 工学部 情報システム工学科 

和田 朱里 筑波大学 理工学群 工学システム学類 

顧問 

中里 秀則 早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 

 

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 
日立製作所 研究開発グループ システムイノベーションセンタ メディア

研究部(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 14th TOWERS Executive Committee 

Chairperson 

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

Technology, Tokyo University of Science 

 

Vice-chairpersons 

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

Univ. of Tsukuba 

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

Majors, University of Tsukuba  

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

and Information Engineering, University of Tsukuba 

Members  

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

Science and Technology, Keio Univ.  

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.  

Satoshi Kondoh 
Major in Electrical and Electronics Engineering, Tokyo University of Agriculture 

and Technology 

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  

Yuki Kuniyoshi 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science 

Makoto Shijo 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Masashi Sekiya 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Megumi Miyashita 
Department of Computer and Information Sciences, Graduate School of 

Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

Kazuhisa Watai 
Major in Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Ibaraki University 

Masaru Onodera 
Department of Integrated Information Technology, College of Science and 

Engineering, Aoyama Gakuin University 

Daiki Yamada Information System engineering, Department of engineering, Soka Univ. 

Akari Wada College of Engineering Systems, University of Tsukuba 
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Supervisor 

Prof. Hidenori 
Nakazato 

Department of Communications and Computer Engineering, School of 

Fundamental Science and Engineering, Waseda University 

Advisers 

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

Vice-chairperson) 

Dr. Masao Yamagishi 

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

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

Member) 

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

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

Dr. 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 

14th TOWERS のイベントでは、発表者のみなさまにも審査員になっていただきます！みなさん自身

の発表の際に、「良い（満足する）議論ができた」と考えた人に投票して下さい。 

ポスター発表は話し手と聞き手の距離が近く、活発な議論や交流の場となります。特に、TOWERS

ワークショップには様々な分野の若手研究者に多く参加していただいております。分野を超えた議論を

通して、より広いネットワークを構築し、新たな発想の種を見つけていただくことを期待しております。 

本イベントは、投票という手段を通して、ポスターセッションにおける参加者のみなさま同士の議

論をより活発かつ充実にすることで、TOWERS ワークショップの主な目的でもある「異分野融合」の実

現を狙いとしています。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．ポスターセッションで活発に議論しよう！ 

a. 発表をする時：ポスター発表の間、特に「良い（満足する）議論ができた」と考えた人に投票し

て下さい。発表番号を所定の様式に記入していただきます。最大 2 人まで記入でき

ます。1 人だけの場合は 2 点、2 人の場合は 1 点ずつ点数を与えることになります。 

b: 発表を聞く時：みなさま自身が発表されないセッションでは、なるべく多くの発表を聞き、活発

に議論して下さい。お互いの考えを述べ合い、交流を深めて行きましょう。 

２．集計および表彰 

全てのポスターセッション終了後、結果を集計します。高得点獲得者を閉会式で表彰します。 

 

●Special event 

At 14th TOWERS workshop, every participants judge each other! Please vote for someone who had a fruitful 

discussion in your own presentation. 

Poster sessions provide good opportunities for both of presenters and presentees to have a valuable discussion 

and make new colleagues. We expect that you will find a wider range of personal networks and new ideas through 

discussions among people from different fields in the TOWERS workshop. 

Through the voting, the event aims to make discussions among the participants in poster sessions more active 

and more fruitful, and eventually achieve the “trans-disciplinary integration,” which is one of ultimate purposes of 

the TOWERS workshop. We hope your active participation! 

●Detail 

1. Active discussion in poster sessions 

a. When you are a presenter: Vote to a person, (or two people,) who had the most fruitful discussion in your 

own presentation. A template for the voting will be given. Vote to only one person 

to give 2 points to that person, or vote two people to give 1 point to each of them. 

b. When you are a presentee: See many presentations as you can, and discuss aggressively. Keep it in your 

mind to share your idea and make interactions with other participants. 

2. Counting and announcement 

After the poster sessions, we will count the total. The participants who got the highest score will win the prizes. 
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発表者一覧 / Presenters list 

●セッション A / Session A

A1 

Chen Yin/陳 寅(faculty) 
Graduate School of Media and Governance, Keio University 

慶應義塾大学 政策・メディア研究科

Sensitizing Garbage Trucks for Smart Cities 
清掃車を用いた都市センシング基盤 

A2 
Homma Natsuki/ (M2) 

Department of Information and Computer Science, Keio University 
A System for Automatic Composition by Associating Image with Phrase

A3 

Fukuoka Yoshimasa/福岡 慶剛(M1) 
Department of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学専攻

Polarization Rotation Compensation in POLMUX OFDMA-PON Using ICA and RLS Filter

A4 

Mohri Shun/毛利 駿(M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Unniversity 

中央大学 精密工学専攻

Contraction force transmission mechanism using in assist suit for lower limbs 
下肢アシストにおけるテンショナーを用いた人工筋収縮力伝達機構の開発 

A5 

Ishikwa Ryutaro/石川 龍太郎(M2) 
Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ. 

中央大学 理工学研究科

DEVELOPMENT OF A PERISTALTIC CRAWLING ROBOT FOR PRACTICAL USE 
実用化に向けた蠕動運動型ロボットの開発と実地実験による評価 

A6 

Endo Shota/遠藤 渉太(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Evacuation guidance system using acoustic signal and smartphone 
音響信号とスマートフォンを用いた避難誘導システム 

A7 

Tanoi Hiromu/田野井 弘夢(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukua 

筑波大学 知能機能システム専攻

Study on power control system for efficient underwater acoustic communication 
効率的な水中音響通信を実現する信号電力制御手法の開発とその性能評価 

A8 

Iwasaki Takeru/岩崎 健(TC5) 
Dept. of Electrical Eng., NIT, Matsue College 

松江工業高等専門学校 電気工学科

Development of a System Generating Hand and Finger Contour Images 
手指輪郭線画像生成システムの開発 

A9 

Terabe Rui/寺部 瑠維(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Monitoring of explosive sounds at oil heat cooking 
油加熱調理における破裂音モニタリング 

A10 

Shinogi Ryoji/篠木 崚司(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

System for Presenting Spatial Odor and/or Airflow Distribution from iPad Screen 
iPad 版匂いと気流の空間分布提示装置

A11 

Kojima Junya/小島 潤也(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

Linearity Improvement of ∆Σ Digital-to-Analog Converter Using DSP Technique 
∆Σ 型デジタル・アナログ変換器のデジタル信号処理を用いた線形性向上アルゴリズム
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A12 

Wu Jiang/呉 江(M2) 
Dept. of Medical System Engineering, Chiba University 

千葉大学 メディカルシステムコース

Designing and Testing of soft actuators for MIS support 
低侵襲手術支援のためのソフトアクチュエータの設計と試作 

A13 

Nishiguchi Takashi/西口 喬(M1) 
Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan 

南山大学 機械電子制御工学専攻

Human-Body-Antenna at High Frequency Band for Mobile Communication 
人体を誘電体として用いた HF 帯アンテナの提案

A14 

Ashigaki Kyota/芦垣 恭太(M1) 
Dept. of Precision mechanism, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

Study of continuous production of solid propellant by peristaltic mixer 
腸の蠕動運動を模擬した固体推進薬の連続製造プロセスの検討 

A15 

Nishijo Dai/西條 大(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

Study on low programming current phase change memory by finite element analysis 
有限要素法による低動作電流相変化メモリの検討 

A16 

Ohta Nozomi/太田 希(B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's Univ. 

日本女子大学 数物科学科

Mechanism of charge transfer in polymer/fullerene-free type organic solar cell 
非フラーレン型有機薄膜太陽電池における電荷移動メカニズムの理論的研究 

A17 

Fujita Koji/藤田 光治(D5) 
Department of Information System, Graduate School of Engineering, Toyo University 

東洋大学大学院 情報システム専攻

A new type of text input interface of satisfactory operability for smartphones 
スマートフォンの操作性を高めた次世代型文章入力インターフェース

A18 

Fujinoki Arisa/藤ノ木 有沙(M1) 
Dept. of Information Sciences and Arts, Grad. school of Toyo University 

東洋大学大学院 総合情報学専攻

A word-of-mouth SNS application using a very short video 
短時間動画を用いた口コミ SNS アプリケーション

A19 

Nomoto Sachiya/野本 祥矢(M2) 
Education Program of Electronics and Informatics, Univ. of Gunma 

群馬大学 電子・情報数理教育プログラム

Prototype of Near-field Optical Microscope Using Internal Irradiation of Probe 
探針内部照射型プラズモン励起光プローブを用いた近接場光顕微鏡の試作 

A20 

Murata Kazuya/村田 和也(D3) 
Department of Open Information Systems, Toyo University 

東洋大学 情報システム専攻

A Study of New Type Remote Class Environment Enabling Interactive Communication 
次世代型双方向遠隔授業環境の検討 

A21 

Yanagida Tomonori/柳田 朋則(M2) 
Department of Science and Engineering, Gunma University 

群馬大学 理工学専攻

Low-Distortion Signal Generation Techniques for Analog/Mixed Signal IC Testing 
アナログ/ミクストシグナル IC 試験用の低歪み信号生成技術

A22 

Mitsui Hiroki/三井 拓樹(B4) 
Dept. of Applied Electronics, Tokyo University of Science 

東京理科大学 電子応用工学

Gas-permeability-controlled carbon nanotube free-standing films 
ガス透過性を制御したカーボンナノチューブ複合自立膜の創製 



13 
 

A23 

Kawai Takumi/河合 拓実(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 
Development of Odor Concentrator that Enables Rapid Desorption of Odor Molecules 

短時間で匂い成分を脱着可能な匂い濃縮装置の試作 

A24 

Fumiya Kimura/史哉 木村(M2) 
Nanomaterials Microdevice Reserch Center, NMRC, Osaka Inst. of Tech. 

大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター 
Development of ZnO-TFTs by a solution process toward the high-performance TFT 

溶液法を用いた酸化亜鉛系薄膜トランジスタの開発と高性能化 

A25 

Nakamura Shinji/中村 伸二(B4) 
Dept. of Marine Electronics 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 

Matching system of contactless power transferring equipment for AUV 
AUV 向け非接触給電装置のマッチングシステム 
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●セッション B / Session B 

B1 

Inoue Haru/井上 晴(others) 
Dept. of Senior High School, YAMAWAKI Gakuen 

山脇学園 高等学校 
Robots to examine the ecosystem in Iriomote Island 

西表島の生態系を調査するロボット 

B2 

Kato Ryusuke/加藤 隆介(M1) 
Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan 

南山大学 機械電子制御工学専攻 
Characteristic Rider-Caused Changes to Motorcycle Mounted Whip Antennas 

B3 

Nishijima Yasuhiko/西島 也寸彦(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Insect screen vibration system for physical control of whiteflies 

加振機能を有する防除網によるコナジラミの物理的除去 

B4 

Obo Hirotaka/於保 拓高(B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 工学システム学類 
Measurable Range of Ethanol Concentration Using Ultrasonic Attenuation 

超音波減衰を用いるエタノール濃度計測手法の濃度計測可能範囲 

B5 

Shimbo Yukiko/新保 薫子(M1) 
Dept. of Fundamental Science and Engineering, Univ. of Waseda 

早稲田大学 情報通信専攻 
Calculation Reduction Method for MU-MIMO THP with User Scheduling 

B6 

Iwaoka Ryunosuke/岩岡 龍之介(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
The Effect of Fluctuation on Stereophonic Presentation Using Parametric Speakers 

パラメトリックスピーカーを用いた立体音響の音像移動の効果 

B7 

Shikakura Taisuke/鹿倉 泰佑(B4) 
Dept. of Agric. Environ. Eng., Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Component change in the manufacturing process of Nasuno tea 

和紅茶の製造過程における成分変化 

B8 

Ryo Eguchi/江口 僚(M2) 
School of Science for Open and Environmental Systems, Graduate School of Keio Univ. 

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 
Kinetic and Spatiotemporal Gait Analysis Using Instrumented Insoles and LRS 

B9 

Kuno Yuki/久野 佑貴(B3) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科 
Fun of electronic engineering using 2-way bass reflex loudspeakers 

バスレフ型 2WAY スピーカを用いた電子工学の醍醐味 

B10 

Ogawa Risa/小川 璃紗(M2) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University 

東洋大学大学院 総合情報学研究科 
A study of sightseeing promotion to overseas with 3D-ORIGAMI application 

3D 折り紙アプリを用いた海外への観光プロモーションの検討 

B11 

Takahashi Kazuki/高橋 一希(B4) 
Dept. of Applied Electronics, Tokyo University of Science 

東京理科大学 電子応用工学専攻 
Ultra-light flying balloons based on carbon nanotube freestanding films 

超軽量バルーン浮揚体に向けたカーボンナノチューブ複合自立膜の放射加熱物性 
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B12 

Fujii Tatsuya/藤井 達哉(D1) 
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 Low Frequency Lowpass Filter for Biomedical Signal Processing 
生体信号処理のための低周波ローパスフィルタの一構成 

B13 

Kubo Kentaro/久保 健太郎(M2) 
Electrical and Electronic Engineering course, Univ. of Aoyama 

青山学院大学 電気電子工学コース

IPMSM maximum torque control considering magnetic saturation 
磁気飽和を考慮した IPMSM 最大トルク制御

B14 

Fujiwara Ami/藤原 杏実(M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

The consideration for the curving excavatinon of subsurface excavation robot 
月面探査用掘削ロボットにおける屈曲掘削のための検討 

B15 

Suzuki Ryo/鈴木 遼(M2) 
Dept. Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

Wearable 4-DOF force feedback device with soft actuators for a virtual space 
仮想空間のためのソフトアクチュエータを用いた装着型 4 自由度力覚提示装置の開発

B16 

Mitsui Atsune/三井 敦音(B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences., Japan Women's Univ. 

日本女子大学 数物科学科

Theoretical Study of Photoluminescence of carbazole/ortho-phenylene Compounds 
カルバゾール-オルトフェ二レン複合体分子におけるフォトルミネセンスの理論研究

B17 

Hattori Akira/服部 暉(M1) 
Agro-Bioresources Science and Technology, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 生物資源科学専攻

Tomato mutant resources to develop resistant cultivars against Sclerotinia minor 
小粒菌核病菌抵抗性品種作出に向けた EMS マイクロトム突然変異体由来新素材の探索

B18 

Watanabe Tetsuroh/渡辺 哲朗(D3) 
Dept. of Tech. Management for Innovation, School of Eng., Univ. of Tokyo 

東京大学 大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻

Co-evolutionary Social Simulation of Product Recalls with Diverse Consumers 
消費者の多様性を考慮した不良品回収制度分析のための共進化型社会シミュレーション 

B19 

Araki Yamato/荒木 大和(B3) 
School of Media Science, Tokyo Univ. of Technology 

東京工科大学 メディア学部

An authentication system by accelerometer attached on keyboard 
キーボードの揺れから個人を判別する認証システムの検討

B20 

Tsunoda Kazuki/角田 一樹(M2) 
Education Program of Electronics and Informatics, Univ. of Gunma 

群馬大学 電子情報数理教育プログラム

Fabrication of Positive Feedback Circuit for fg Mass Detection Using Cantilever 
カンチレバを用いたフェムトグラム質量検出のための正帰還回路の作製

B21 

Shoji Osamu/庄司 理(B4) 
Dept. of Food Production, Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 食糧生産コース専攻

The cultivation methods and antioxidative property of leafy vegetable"Komina" 
葉物野菜「香味菜」の栽培方法と抗酸化特性 

B22 

Machida Kosuke/町田 恒介(B4) 
Dept. of Electronic Information Science and Tech., Univ. of Gunma 

群馬大学 電子情報理工学科

Time Digitizer Circuit Using Two Sine Waves with Different Periods 
異なる周期の２つの正弦波を用いた積分型時間デジタイザ回路の提案 
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B23 

Sato Shingo/佐藤 信吾(M2) 
Dept. of Sociology., Keio Univ. 

慶應義塾大学 社会学専攻 
The sacred place justifies “Memory of War” -Focusing on Chiran Peace Museum- 

聖地による「戦争の記憶」の正当化-知覧特攻平和会館を対象に- 

B24 

Mitsuishi Tatsuki/三石 健暉(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 
Investigation on visualizing flow generated by crayfish in olfactory search 

ザリガニが嗅覚探索行動時に作る水流の可視化方法の検討 

B25 

Nagayama Koki/永山 幸希(M2) 
Nanomaterials Microdevices Research Center, Osaka Inst. of Tech. 

大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター 
Characterization of Zinc Oxide Thin-Film-Transistors on Flexible Substrates 

フレキシブル基板上に形成した酸化亜鉛系薄膜トランジスタの特性評価 

B26 

Hiraga Kazunori/平賀 和徳(B4) 
Dept. of Marine Electronics 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 

Trends of Fuel Oil Consumption of marine diesel engine in storm condition 
荒天航海時の主機関に生じる燃費の変化 
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●セッション C / Session C

C1 

Kurahashi Tomoki/倉橋 知己(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Design of displaying Conversation Information Using See-through HMD 
透過型 HMD を用いる会話情報表示のデザイン

C2 

Tanaka Miyako/田中 都(B4) 
Agric.Environ.Eng., Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科

Flavor design of attractive beer －the key is hops!－ 
魅力あるビールのフレーバーデザイン －ホップが決め手！－ 

C3 

Mito Misaki/味藤 未冴来(D1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Extraction of swine temperature using machine learning from thermal image 
機械学習を用いる熱画像からの豚の体表面温抽出 

C4 

Sato Takuya/佐藤 拓弥(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Activity pattern and quantity of swine in disease estimated from motion image 
豚の感染症罹患時の動画像から推定する行動パターンと行動量 

C5 

Kadoi Chikashi/門井 悠(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻

Measurement of micro-particles by optical Fourier transformation 
イメージセンサを用いた光フーリエ変換による微小粒子の内部構造の計測

C6 

Wada Akari/和田 朱里(B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 工学システム学類

Measurement of bread tastiness by electrical impedance 
電気インピーダンスで計測するパンの美味しさ 

C7 講演中止 

C8 

Hong Nhayoung/ () 
Interdisciplinary Program in Bioengineering, Seoul National University 

Implementation of Dynamic and Static Partial Gravity Algorithm using Three-Dimensional 
Clinostat

C9 

Kumita Yu/汲田 祐(B3) 
Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan 

南山大学 機械電子制御工学科

Proposal of Project Based Learning through original audio amplifier 
自作オーディオアンプを用いた電子回路に関する問題解決学習の提案 

C10 

Nomura Hayato/野村 隼人(D2) 
Dept. of Information and Communication Engineering., 

Graduate School of Information Science and Technology, The Univ. of Tokyo 
東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻

Construction of The Technology Tree 
テクノロジーツリーの構築

C11 

Fujishima Hisamaro/藤島 久麿(B2) 
School of Media Science, Tokyo Univ. of Technology 

東京工科大学 メディア学部

A proposal and implementation of recipe synthesis system 
レシピ合成による料理の効率化支援システムの提案と実装
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C12 

Nakagawa Ei/中川 瑛(others) 
Dept. of Law, Univ. of Chuo 

中央大学（17 卒、院進学準備中） 法学部 
Academic knowledge production and the difficulty of interdisciplinary evaluation 

学問コミュニティを中心とした知識生産の構造と分野横断型研究の評価困難性 

C13 

Hashimoto Takayuki/橋本 賢征(M2) 
Dept. of Science and Engineering, Univ. of Aoyama 

青山学院大学 理工学専攻 
Online parameter identification of induction motor 

誘導電動機のオンラインパラメータ同定 

C14 

Arakawa Hirokazu/荒川 大和(M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻 
Auxiliary Effect Verification of Power Assist Suit using Artificial Muscle 

空気圧ゴム人工筋肉を利用したパワーアシストスーツの補助効果検証 

C15 

Sawao Keita/澤尾 景太(M2) 
Dept. of Eelectronics Informatics Tech, Univ. of Gunma 

群馬大学 電子情報・数理教育プログラム 
N-Sb�Te� based synaptic device 

N-Sb�Te�を用いたシナプス素子に関する研究 

C16 

Minayoshi Sakie/源吉 彩貴恵(B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's Univ. 

日本女子大学 数物科学科 
The helical inversion reaction pathway of ortho phenylenes derivative 

オルトフェニレン誘導体分子の螺旋反転反応経路 

C17 

Kanasugi Mikako/金杉 美加子(B4) 
Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's Univ. 

日本女子大学 数物科学科 
Theoretical study of electronic transition in buckycatcher complexes 

バッキーキャッチャー複合体分子における電子遷移の理論的研究 

C18 

Fan Ziran/范 自然(M2) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University 

東洋大学 大学院総合情報学研究科 
A Knowledge Base for the Cross-Cultural Communication between Japan and China 

日中間異文化コミュニケーションのための知識ベースの提案 

C19 

NEMOTO TAISHI/根本 大志(M1) 
Information Science and Arts, Toyo University 
東洋大学 総合情報学研究科総合情報学専攻 

A proposal of the SNS application to Let Reaction Accelerate 
リアクションを迅速化させる SNS アプリケーションの提案 

C20 

Tanaka Yui/田中 結(M1) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, Univ. of Toyo 

東洋大学 総合情報学専攻 
A front-end application with font adjustment function for SNS 
フォント変更機能を具備した SNS フロント・エンドアプリケーション 

C21 

Nishihara Saki/西原 沙紀(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Secure Near-field Communication for Smartphones Using Sound and Vibration 

C22 

Ma Yunhao/馬 昀灝(M1) 
Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Metropolitan University 

首都大学東京 理工学研究科 
Polished Surface Measurements at Ultraviolet(377 nm) Wavelengths  

377 nm を用いた UV レーザによる鏡面測定 
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C23 

Nakayama Yuya/中山 雄也(M1) 
Electronics, Information and Media Engineering Major, Nippon Institute of Technology 

日本工業大学 電子情報メディア工学専攻 
Tamper detection and identification based on histogram shift of audio data 

音声データのヒストグラム移動に基づく改ざんの検知と同定 

C24 

Uchida Yukari/内田 有加里(B4) 
Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Healthy meal not rapidly digesting starch ~Rice with barley~ 

急激な消化を防ぐ健康的な食事～白米に大麦を添えて～ 

C25 

Matsuda Sohei/松田 宗平(M2) 
Nanomaterials Microdevides Research Center, Osaka Inst. of Tech. 

大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター 
Development of Transparent Diodes using Oxide Semiconductors 

酸化物半導体を用いた透明ダイオードの開発 
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A1 
Sensorizing Garbage Trucks for Smart Cities 

清掃車を用いた都市センシング基盤
■Authors’ information
○Yin Chen (faculty)
Graduate School of Media and Governance, Keio University.

(Co-authors: Takuro Yonezawa, Jin Nakazawa.) 

■著者情報
○陳寅 (faculty)
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 
（共著者: 米澤拓郎、中澤仁） 

No figure ■Keywords
Automotive Sensing, Urban Sensing, Smart Cities

■キーワード

■Field
Informatics

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
Automotive sensing is a novel technology to utilizing vehicles’ mobility toconduct urban sensing for smart cities. In the poster, we

will present Cruisers,an automotive sensing platform using door-to-door garbage collecting trucks. Bynow, it has been deployed to 66 
garbage trucks in Fujisawa city. Advancedtechnologies like participatory sensing and deep learning have also been appliedto extend its 
sensing capability. The collected data can be used in applicationareas including environment monitoring, road maintenance, real-time 
eventsharing and garbage counting. 

Email: yin@ht.sfc.keio.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

A2 A System for Automatic Composition by Associating Image with Phrase 

■Authors’ information
○Natsuki Homma (M2) 
Department of Information and Computer Science, Keio
University. 
(Co-author: Hiroaki Saito.) 

■著者情報

No figure ■Keywords
Automatic Composition, Generative Adversarial Network,
Recurrent Neural Network

■キーワード

■Field
Informatics

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
Composers have inspirations from images, sounds, and words to create musics. Wepropose a new system which can compose

musics related image without using musictheory. This system enable a person without music knowledge can create music. Inthis 
model, Generative Adversarial Network learns the relationship with imagesand phrase, and it transforms a image into a short phrase. 
And then, RecurrentNeural Network creates a song from a phrase by predicting next sound. RNN haslearn a several genre of music, 
and this enables to change musical genres byswitching models. 
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A3 Polarization Rotation Compensation in POLMUX OFDMA-PON Using ICA and RLS Filter 

■Authors’ information
○Yoshimasa Fukuoka (M1)
Department of Mechatronics, Nanzan University. 

(Co-authors: Yasuyuki Okumura, Katsuyuki Fujii.) 

■著者情報
○福岡慶剛 (M1)
南山大学 機械電子制御工学専攻 
（共著者: 奥村康行、藤井勝之） 

■Keywords
Optical communication, Passive optical network,
Optsim / MATLAB

■キーワード

■Field
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract
OFDMA-PON is being intensively studied to realize high-speed opticalcommunication and improve bandwidth efficiency.

POLMUX-DD OFDMA-PON shouldenable even higher communication speeds by supporting direct detection andpolarization 
multiplexing, but a key problem is its noise created by orthogonalpolarization interference. This report examines the relationship 
between fibertwist and polarization rotation. We propose that this noise be removed by acombination of ICA (natural gradient method 
and fast ICA method) and RLS filter;tests confirm the BER improvements. 
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A4 
Contraction force transmission mechanism using in assist suit for lower limbs 

下肢アシストにおけるテンショナーを用いた人工筋収縮力伝達機構の開発 
■Authors’ information 
○Shun Mohri (M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Unniversity. 
(Co-authors: Shun Mohri, Hirokazu Arakawa, Yasuyuki 

Yamada, Taro Nakamura, Kazuya Yokoyama, Isao Kikutani.) 

■著者情報 
○毛利駿 (M2) 
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 毛利駿、荒川大和、山田泰之、 
中村太郎、横山和也、菊谷功） 

No figure ■Keywords 
Power assist suit, Pneumatic artifical muscle, Squat Lifting 

■キーワード 
パワーアシストスーツ、空気圧人工筋肉、スクワットリフティング 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
重量物の持ち上げといった，腰部への負担の大きい作業を含む業務においては，腰痛を持つ労働者が多く存在する．こ

の対策として，厚生労働省では主に膝の伸展を利用する Squat Lifting という持ち上げ手法を推奨し，事業場に対して周知
を行っている．しかし，この手法は代謝面で非効率的であり，労働者には好まれていない．そこで本研究では、Squat Lifting 
の作業負荷の軽減させる下肢用アシストスーツの開発を行い，Squat Lifting の一般化による腰痛予防を目指している．本
報では，アシストスーツの高出力化を目的とした，テンショナーを用いた人工筋収縮力伝達機構を提案する 
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A5 
DEVELOPMENT OF A PERISTALTIC CRAWLING ROBOT FOR PRACTICAL USE 

実用化に向けた蠕動運動型ロボットの開発と実地実験による評価 
■Authors’ information 
○Ryutaro Ishikwa (M2) 
Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ.. 

(Co-authors: Yuki Mano, Yasuyuki Yamada.) 

■著者情報 
○石川龍太郎 (M2) 
中央大学 理工学研究科 
（共著者: 眞野雄貴、山田泰之） 

No figure ■Keywords 
Artificial muscle, Peristaltic crawling robot, Saware pipe inspection 

■キーワード 
人工筋肉、蠕動運動型ロボット、下水管検査 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
In this study, a peristaltic crawling robot that is capable of traveling over100 m in a 100A pipe was developed. A running experiment 

with a pressure feedpipe was performed and its usefulness was verified. Currently existing robot(PEW - RO) has low robustness and 
running speed in a real environment which isinsufficient for practical applications. Herein, based on previous research, anew peristaltic 
crawling robot (PEW – RO Ad) is developed.The obtained resultsare compared with the running performance and robustness of the 
currentlyexisting robots. 
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A6 
Evacuation guidance system using acoustic signal and smartphone 

音響信号とスマートフォンを用いた避難誘導システム 
■Authors’ information 
○Shota Endo (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Tadashi Ebihara, Koichi Mizutani, Naoto 

Wakatsuki.) 

■著者情報 
○遠藤渉太 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 海老原格、水谷孝一、若槻尚斗） 

 

■Keywords 
Evacuation guidance system, Acoustic communication, 
Arrival direction measurement 

■キーワード 
避難誘導システム、音響通信、到来方向推定 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
大型施設において火災が発生した場合、来場者に対し、適切な避難誘導を行う必要がある。現在の避難誘導の手段である通路誘導灯と非常口誘導灯のみを

用いて、火災煙中を避難するのは容易ではない。また、来場者の位置や災害発生区画に応じて、最適な避難経路が異なる。そこで、音響インフラから音響通

信によって避難方向情報を送信し、スマートフォン等の端末に最適な避難経路を呈示する音響誘導システムを検討した。提案システムの基本性能である、避

難方向情報の伝送・スピーカの通過検知を実験により評価した結果、提案手法は、端末がスピーカの真下を通過した時点で、正しい避難方向情報を更新・呈

示することができることが明らかになった。 
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A7 
Study on power control system for efficient underwater acoustic communication 

効率的な水中音響通信を実現する信号電力制御手法の開発とその性能評価 
■Authors’ information 
○Hiromu Tanoi (M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukua. 
(Co-authors: Tadashi Ebihara, Koichi Mizutani, Naoto 

Wakatsuki.) 

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

 

■Keywords 
Underwater acoustic communication, Orthogonal frequency 

division multiplexing, Peak-to-average power ratio 
■キーワード 

水中音響通信、直交周波数分割多重、ピーク対平均電力比 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
ディジタルデータを直交周波数分割多重（OFDM）によって変調し、音波として送受信する水中音響 OFDM は、水中ロ

ボット同士の通信に適した無線通信技術として着目されている。しかし、OFDM は信号のピーク対平均電力比（PAPR）が
大きいため、送信電力がシビアに制限され、通信エリアが限定される問題があった。そこで、本研究は、OFDM 信号の包
絡線情報に着目した信号電力制御手法を新たに開発し、その性能を評価した。シミュレーションの結果、提案手法は PAPR
を 40%以上低減可能であり、送信電力の制限を大きく緩和できることを明らかにした。 
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A8 
Development of a System Generating Hand and Finger Contour Images 

手指輪郭線画像生成システムの開発 
■Authors’ information 
○Takeru Iwasaki (TC5) 

Dept. of Electrical Eng., NIT, Matsue College 

(Co-authors: Kotaro Moriuchi, Shun Nishikori.) 

■Keywords 
Contour extraction 
Color glove 
Image processing 

No figure ■著者情報 
○岩崎健 (TC5) 
松江工業高等専門学校 電気工学科 
（共著者: 森内光太郎、錦織舜） 

■キーワード 
輪郭抽出 
カラーグローブ 
画像処理 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
Systems using hand images usually have a problem when 

some fingers are curledeven if they have been included in 
images. Fingers and the palm have almost allthe same color. 
Therefore, extracting only finger contours is difficult. 
Anextraction method of them is required. This will use 
sample images including ahand and finger contour for 
getting available feature. In this study, theauthors develop a 
system generating hand and finger contour images using 
anoriginal color glove. Here, the authors introduce the 
glove, a method forextracting finger contours and a 
state-of-the-art technology. 

■概要 
手画像を用いるシステムは通常，屈曲指があると，画像中に写ってい

ても問題が生じる．指と掌の色がほぼ同色のため指の輪郭線だけを抽出

することが難しい．指輪郭線の抽出手法が必要で，それらは事前にサン

プル画像で手形状と指の位置の関係など利用できる特徴量を得るなどの

処理が必要である．しかし，サンプル画像を生成する技術自体が存在し

ていなかった．本研究では，サンプル用の画像はカラーグローブ使用で

もよいと考え，指の輪郭線取得に特化したカラーグローブと，それを用

いた輪郭抽出手法を開発している．ここでは，前腕回旋を含む手画像で

指輪郭抽出成功率の平均が 95%以上となった手法の紹介および，最新動

向について報告する． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



24 
 

 

A9 
Monitoring of explosive sounds at oil heat cooking 

油加熱調理における破裂音モニタリング 
■Authors’ information 
○Rui Terabe (M2) 

Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 

(Co-authors: Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki, Yuka Maeda.) 

■Keywords 
Fried food 
Acoustic engineering 
Heating state 

 

■著者情報 
○寺部瑠維 (M2) 
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、前田祐佳） 

■キーワード 
揚げ物 
音響工学 
加熱状態 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
To find out the relationship between the explosive sounds 

and heating process,sound was monitored during heating 
process of fried potatoes. As the food isheated, the moisture 
in the food changes into bubbles, then explosive sounds 
aregenerated. During the experiment with fried potatoes, 
central temperature andexplosive sounds and moisture of 
potatoes were measured. As a result, weobserved that 
frequency spectrum changes when central temperature 
exceeds 100degrees, frequency spectrum of 20-25 kHz has 
big changes, as the mass decreased,the power of the 
explosive sounds decreased. 

■概要 
本研究の目的は最適な揚げ加熱条件の設定のため「揚げ物の破裂音」

と「揚げ加熱の進行」の関係性をあきらかにする事である。ここでは、

揚げ加熱中に生ずる気泡が破裂する音を破裂音と定義した。本研究では

ジャガイモの揚げ加熱実験を行い、揚げ加熱時間に対する試料の中心温

度と質量、揚げ加熱中の破裂音スペクトルを測定した。その結果、中心

温度が 100 度を超えると周波数スペクトルが徐々に変化し、特に 20-25 
kHz の周波数スペクトルが揚げ加熱の時間経過に伴い、変化が大きくな

る事、また破裂音のパワーが減少するにつれて試料の質量が減少する事

が観測された。この事から破裂音と中心温度・質量の関係が見出された。 
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A10 
System for Presenting Spatial Odor and/or Airflow Distribution from iPad Screen 

iPad 版匂いと気流の空間分布提示装置 
■Authors’ information 
○Ryoji Shinogi (M2) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of Agriculture 

and Technology. 
(Co-authors: Toshimasa Hirasawa, Genta Urasaki, Haruka Matsukura, 

Hiroshi Ishida.) 

■Keywords 
Olfactory Display 
Wind Display 
Tablet Computer 

 

■著者情報 
○篠木崚司 (M2) 
東京農工大学 生物機能システム科学専攻 
（共著者: 平沢駿壮、浦崎源太、松倉悠、石田寛） 

■キーワード 
嗅覚ディスプレイ 
気流分布提示装置 
タブレットコンピュータ 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Here we report a portable display system to be used with 

a tablet computer forinteractive odor/airflow presentation. In 
the proposed system, airflowsgenerated by four fans are 
made to deflect multiple times by making them collidewith 
each other. Finally, an airflow directed toward the user from 
a certainposition on the screen of a tablet computer is 
generated. By introducing odorvapor into the airflows, the 
odor distribution is also presented to the user.The position of 
the virtual odor/airflow source can be shifted to an 
arbitraryposition of the screen by changing the fan speeds. 

■概要 
本研究では，9.7 インチのタッチスクリーンを持つ市販のタブレットコ

ンピュータ（iPad Air 2，Apple）用の，匂いと気流の空間分布提示装置を

開発した．本装置は，映像や音声に加え，気流や匂いを提示することが

できる．そのため，匂いが出る電子ブックや風が出るインタラクティブ

なゲームなどの新規性のあるアプリケーションを開発することが可能と

なる．ユーザが画面をタッチすると，その場所に仮想的な風源を生成し，

その位置からユーザに向かう気流を作り出す．また，香料蒸気を気流に

混入することで，タッチスクリーン上に生成した風源の位置から匂いが

漂ってくるかのように匂いを提示することができる． 
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A11 
Linearity Improvement of ∆Σ Digital-to-Analog Converter Using DSP Technique 

ΔΣ型デジタル・アナログ変換器のデジタル信号処理を用いた線形性向上アルゴリズム 
■Authors’ information 
○Junya Kojima (M2) 
Dept. of Electronics and Informatics, Univ. of Gunma. 

(Co-authors: Nene Kushita, Masahiro Murakami, Haruo Kobayashi.) 

■Keywords 
Delta Sigma Digital to Analog Converter 

Linearity Improvement Algorithm 

Digital Self Calibration 

No figure ■著者情報 
○小島潤也 (M2) 
群馬大学 電子情報・数理教育プログラム専攻 
（共著者: 串田弥音、村上正紘、小林春夫） 

■キーワード 
ΔΣデジタル・アナログ変換器 
線形性向上アルゴリズム 
デジタル自己校正 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
This paper presents several linearity improvement 

algorithms for multi-bit ΔΣdigital-to-analog converters 
(DACs), utilizing digital signal processing (DSP)techniques. 
The ΔΣ DACs are used for electronic measurement and 
audio systems,for their easy implementation of high 
resolution. However, their multi-bitconfiguration causes 
overall DAC non-linearity due to characteristics 
mismatchesamong multiple unit cells, even though they can 
be implemented with smallhardware and power. Then we 
show our new algorithms for the DAC 
linearityimprovement, which are verified with simulation. 

■概要 
本研究は、デジタル信号処理を用いたマルチビットΔΣ型デジタル・

アナログ変換器(DAC)の線形性向上アルゴリズムの検討である。ΔΣ

DAC は直流信号/低周波信号を高分解能・高線形に生成できるため、電子

計測器や LSI 試験装置、オーディオ機器に使用されている。この回路は

小型・低消費電力の特徴があるが、マルチビット構成では IC チップの製

造上において DAC 回路内の各単位セル回路間に特性ばらつきが生じ、こ

れが DAC 全体の線形性を劣化させてしまう。この問題を改善するために

開発したアルゴリズムとそのシミュレーション結果を報告する。提案ア

ルゴリズムはデジタル信号処理技術を用いているため、実装は容易であ

る。 
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A12 
Designing and Testing of soft actuators for MIS support 

低侵襲手術支援のためのソフトアクチュエータの設計と試作 
■Authors’ information 
○Jiang Wu (M2) 
Dept. of Medical System Engineering, Chiba University. 
(Co-authors: Tapio V. J. Tarvainen, Kornkanok Tripanpitak, Ryohei 

Kokubun, Wenwei Yu.) 

■Keywords 
Minimally Invasive Surgery 
wide Range of Motion 
bi-directional control of motion 

No figure ■著者情報 
○呉江 (M2) 
千葉大学 メディカルシステムコース 
（共著者: Tapio V. J. Tarvainen,、Kornkanok Tripanpitak、國分涼平、兪

文偉） 

■キーワード 
低侵襲手術 
幅広い動作範囲 
動作の双方向制御 

■Field 
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■Abstract 
Most soft actuators for supporting MIS contained rigid 

structures, such as cabledriving mechanisms, RoM and 
bi-directional control of motion are quite limited.This work 
presents a soft actuator design with two air chambers that 
canrealize: 1) a wide RoM; 2) bi-directional control of 
motion; 3) a small outerdiameter; 4) a central silicone tube 
that can contain medical devices; 5) acontrollable softness. 
Targeting at kidney stone and nasal surgery cases inmind, 
results showed the proposed actuator can go through a 
narrow cavitybending at the right corner with a small 
sweeping area. 

■概要 
今までの MIS 支援を目的としたソフトアクチュエータは、ケーブルで

駆動用機構などの硬い構造の内在、限られる可動域、双方向制御不能な

どの問題点がある。本研究では、拮抗する一対のエアチャンバーを有す

る新しいソフト空気駆動アクチュエータを提案し、1)大回転角、2)双方向

可制御性、3)小さい外径、4)細径医療器具を内含できるセンターチューブ、

5)調節できる硬さを持つソフトアクチュエータの実現を目的として開発

を行った。優れた伸び率を特徴とするシリコーンゴムを用いて、腹腔と

鼻腔という対照的なスペースでの手術ケースを想定した一連の実現を行

った。提案のアクチュエータが上記の 5 つの特性を有することが確認で

きた。 
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A13 
Human-Body-Antenna at High Frequency Band for Mobile Communication 

人体を誘電体として用いた HF 帯アンテナの提案 
■Authors’ information 
○Takashi Nishiguchi (M1) 

Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan. 

(Co-authors: Katsuyuki Fujii, Yasuyuki Okumura.) 

■Keywords 
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■著者情報 
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■キーワード 
ループアンテナ 
フリスの伝達公式 
レイトレース 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
An antenna that enables wireless communication has 

various sizes for frequency.Especially, the size problem is 
remarkable in HF band used by amateur radio.Therefore, it 
is necessary to secure an antenna a space of tens of meters. 
Thus,we propose a loop antenna using a human body as a 
dielectric and attempted tominiaturize that antenna in order 
to use mobile communication. We measured SWRas a 
function of turns and ground height of the antenna. Also, we 
measuredreceived power up to 100m, and compared this 
result with numerical analysesusing Friis transmission 
equation, and ray tracing. 

■概要 
無線通信を可能にするアンテナは周波数によって大きさが異なり，ア

マチュア無線でも使用される HF 帯ではアンテナのサイズが大きくなっ

てしまう問題がある．そのため，アンテナの設置には周囲の環境を考慮

する必要がある．そこで本研究では人体を誘電体として用いたループア

ンテナを提案し，アンテナの小形化を図り，移動体通信への適用可能性

を検証する．今回，アンテナアナライザを用いてループアンテナの巻き

数と地上高のそれぞれを変数とした時の SWR の変化を計測した．また，

通信距離 100m までの受信電力を計測し，フリスの伝達公式と，レイト

レース法を用いた数値解析との比較を行った． 
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A14 
Study of continuous production of solid propellant by peristaltic mixer 

腸の蠕動運動を模擬した固体推進薬の連続製造プロセスの検討 
■Authors’ information 
○Kyota Ashigaki (M1) 
Dept. of Precision mechanism, NIT, Chuo University. 
(Co-authors: Akihiro Iwasaki, Kotaro Matsumoto, Yasuyuki Yamada, 

Taro Nakamura.) 

■Keywords 
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Mixing of high viscosity slurry 
Pneumatic drive 

 

■著者情報 
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中央大学 精密工学専攻 
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■キーワード 
固体推進薬 
高粘性スラリ混合 
空気圧駆動 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Demand for space has increased. Rocket launch is 

required to expand space use. Solid fuel rockets are low cost 
and easy to handle. For safety, mixing and transporting of 
ignitable highly viscous slurry separates the mixing process 
and the transporting process. We have studied a 
manufacturing method using a peristaltic mixing and 
transporting. In this device, mixing is conducted by 
compressive force of elastic pipeline and contraction force 
of artificial muscle. In this paper, we observe the 
transporting tendency in each state leading to mixing and 
examine the mixing mechanism by this device. 

■概要 
近年，人工衛星等，宇宙利用の需要が高まっている．宇宙利用の拡大

のため，高頻度かつ低コストのロケット打ち上げが必要となる．固体燃

料ロケットは低コスト・小型・取り扱いが容易である．しかし，発火性

のある高粘性スラリの混合搬送にて，取り扱い上，混合過程と搬送過程

が分離し，設備・人件費等が生じている．そこで我々は安全に混合搬送

が可能な蠕動運動型混合搬送装置による固体推進薬製造手法を検討して

いる．本装置は 100 kPa 以下の空気圧を動力とし，弾性管路の圧縮力と

空気圧人工筋肉の収縮力により，搬送混合を行う．本論文では混合にい

たる各状態での搬送傾向を観察し，本装置による混合メカニズムの検討

を行う． 
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A15 
Study on low programming current phase change memory by finite element analysis 

有限要素法による低動作電流相変化メモリの検討 
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■キーワード 
相変化メモリ 
有限要素法 
自己組織化 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
With the development of the information society, memories with 

fast speed, large capacity, low power consumption and 
non-volatility are highly demanded. Although phase change 
memory (PCM) has better characteristics than any other nonvolatile 
memories, its high power consumption is still a problem. In this 
study, PCMs with low power consumption are proposed and 
discussed using finite element analysis. More than 50 % of power 
consumption reduction can be expected by incorporating phase 
change layer of high resistivity and self-assembly insulating 
nanostructure into the conventional PCM. 

■概要 
情報社会の発達により、高速、大容量、低消費電力、不揮発性の特性

を持つメモリが求められている。不揮発性メモリの中でも相変化メモリ

は他のメモリよりも特性が優れているが、消費電力に課題が残る。本研

究では有限要素法を用いた解析により低消費電力化に適した相変化抵抗

素子の構造を提案・検討する。高抵抗率の相変化層や自己組織化絶縁物

を相変化抵抗素子に導入することで、従来素子より消費電力を 50％以上

削減することが期待できる。 
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A16 
Mechanism of charge transfer in polymer/fullerene-free type organic solar cell 

非フラーレン型有機薄膜太陽電池における電荷移動メカニズムの理論的研究 
■Authors’ information 
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■Keywords 
Exciton 
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Time-dependent density functional  
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■著者情報 
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■キーワード 
励起子 

非フラーレン型有機薄膜太陽電池 

時間依存型密度汎関数理論 

■Field 
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract 
It is known that efficient exciton separation leads to 

increased photo conversion efficiency (PCE) in organic 
solar cells. Polymer/fullerene-free (donor/acceptor) systems 
have higher PCE than polymer/fullerene-ones. The transient 
absorption spectroscopy shows that the hot process is 
dominant for charge transfer (CT) and charge separation 
(CS) of an electron and a hole after the exciton generation. 
In the present work, in order to consider the CT mechanism 
of fullerene-free system, we calculate the electronic 
structures and the absorption spectra inPTB7/ITIC using the 
TD-DFT. 

■概要 
有機薄膜太陽電池における効率的な電流生成は、励起子の分解と自由

電子キャリアが重要である。高効率化には、ドナーアクセプター間で励

起子の束縛状態が解かれ、直接自由電子キャリアを生成する Hot process 
と呼ばれる仮説が立てられた。近年、ポリマー/フラーレン型有機薄膜太

陽電池よりも高い光電変換効率を示す非フラーレン分子をアクセプター

としたポリマー/非フラーレン型が注目されている。そこで、本研究はポ

リマー/非フラーレン型の PTB7/ITIC 複合体に着目し、時間依存型密度汎

関数法を用いて複合体の電子構造と吸収スペクトルを求め、電荷移動の

メカニズムと自由電子キャリアの生成過程について考察する。 
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A17 
A new type of text input interface of satisfactory operability for smartphones 

スマートフォンの操作性を高めた次世代型文章入力インターフェース 
■Authors’ information 
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■著者情報 
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■キーワード 
スマートフォン 
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■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
In this paper, we propose a new of text input interface for 

smartphones based on a novel design. The representative 
input method for smartphones is just an application of 
previous interface systems like the one used by older mobile 
phones or computers. Thus, we propose a new text input 
method for smartphones. Our new input interface system 
does not reduce visibility on the smartphone’s small screen. 
This kind of interface system has never existed before. We 
performed a basic experiment for the proposed interface 
system, investigated the improvements and evaluated its 
effectiveness. 

■概要 
本研究では、新しいデザインによるスマートフォンの入力インターフ

ェースを提案する。現在のスマートフォンにおける代表的な入力手法は、

既存の機器で使用していたインターフェースをスマートフォンに導入し

ており、本来のスマートフォンに特化しているとは、いいがたい。そこ

で本研究ではスマートフォンに特化したテキスト入力手法を提案する。

本研究で提案する入力インターフェースは、文字入力をする際に視認性

を下げることはない。筆者らが調べる限り、既存では存在せず新規性が

高い。今回の論文では、提案インターフェースのための基礎実験を行い、

その改善点を調査し、有効性について評価を行った。 
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A word-of-mouth SNS application using a very short video 

短時間動画を用いた口コミ SNS アプリケーション 
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■キーワード 
SNS 
マーケティング 
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■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
In recent years, opportunities for consumers to use user 

and word of mouth are increasing with spread of SNS. In 
this study, I proposal a word-of-mouth SNS application that 
can post and share product reviews in a short time movie 
format. Specifically, by scanning the barcode of the product 
with the camera of the smartphone, it is possible to post a 
review on the product or browse the video review. Review 
videos set a time limit of 3 seconds. Because I think it 
would function effectively in order to convey the intuitive 
thought. This app will be able to help consumers' purchasing 
behavior. 

■概要 
近年、SNS の普及に伴い、消費者がユーザーレビューや口コミを利用

する機会が増加している。本研究では、3 秒間の動画形式で商品のレビ

ューを投稿し、共有できる口コミ SNS アプリケーションを提案する。具

体的には、商品のバーコードをスマートフォンのカメラでスキャンする

ことで、その商品にレビューを投稿したり、動画レビューを閲覧するこ

とができる。レビュー動画は 3 秒間という制限時間を設けた。なぜなら

直感的な感想を伝えるためには、3 秒という時間が効果的に機能すると

考えたためだ。このアプリによって消費者の購買行動の手助けを行うこ

とが可能になる。 
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A19 
Prototype of Near-field Optical Microscope Using Internal Irradiation of Probe 

探針内部照射型プラズモン励起光プローブを用いた近接場光顕微鏡の試作 
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■キーワード 
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■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
We focused on fineness of the near-field optical probe 

and explore a prototype of near-field optical microscope 
using internal irradiation plasmon excitation optical probe. 
A gold-coated pyramid type atomic force microscope 
(AFM) probe was used in the prototyped systems, by 
controlling the distance between the probe and the sample 
and keeping the atomic force can be obtained constant. 
Atomic force was detected using TTL type optical lever 
system. Both the AFM image and the near-field optical 
image with nanometer resolution. 

■概要 
我々は近接場光プローブの微細性に注目し、探針内部照射型プラズモン

励起光プローブを用いた近接場光顕微鏡の試作を行った。そのプローブに

はピラミッド型 AFM(原子間力顕微鏡)探針を用い、探針内部を金コート

し、レーザ光を照射してプラズモン励起光プローブを形成した。そのプロ

ーブを原子間力が一定となるように探針と試料間を制御することで、

AFM 像を取得すると共にナノ領域の近接場光像を取得することができ

る。原子間力は TTL 型光てこ方式で検出した。試作した結果、ナノメー

トル分解能の AFM 像を得ることができた。また、同時に近接場光像も得

ることができた。 
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A Study of New Type Remote Class Environment Enabling Interactive Communication 

次世代型双方向遠隔授業環境の検討 
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■キーワード 
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■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
Today, when we carry out the teleconference with the 

video in companies or schools, there are two methods 
mainly. First, one is a method to utilize a device such as a 
video teleconference system that is a stationary type for the 
business use. The other is a method to utilize a simple 
software for the individuals such as “Skype” or “Video 
chat”. Both methods have good and bad points, and it is 
hard to say that they necessarily have sufficient functions. In 
this research, we propose the method and the system to 
carry out stable teleconferences or remote classes, only by 
using the free software. 

■概要 
今日、企業や学校などで、動画による遠隔会議を実施する場合、主に

２つの手法がある。 第一に、据え置き型のテレビ会議システムのような

業務用装置を利用する場合である。 第二に、スカイプやビデオチャット

のような簡易な個人用ソフトウェアを用いる場合である。 いずれも一長

一短であり、必ずしも十分とは言えないのが現状である。 本研究では、

ごくありふれた通信環境にある状況下において、無償で利用できる遠隔

会議のソフトウェアだけを用いて、安定的な遠隔会議、遠隔授業を実施

する手法を提案する。 
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Low-Distortion Signal Generation Techniques for Analog/Mixed Signal IC Testing 

アナログ/ミクストシグナル IC 試験用の低歪み信号生成技術
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高調波抑制 

アナログ/ミクストシグナル IC 試験

■Field
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract
This paper proposes two low-distortion 

sinusoidal/two-tone signal generation techniques for 
analog/mixed-signal IC testing with high quality and low 
cost. The first technique uses an Arbitrary Waveform 
Generator (AWG) with apre-compensation algorithm for its 
nonlinearity. We have developed several algorithms for low, 
middle and high frequency signal generation. The second 
uses a binary rectangular wave, which a digital pin can 
provide. Their configuration, operation principle, 
simulations as well as experimental results are presented. 

■概要
本研究では、アナログ/ミクストシグナル IC の高品質で低コストの低

歪正弦波/ 2 トーン信号生成技術を２つ提案する。 第 1 の方法は、非線

形性を抑制する事前補償アルゴリズムを備えた任意波形発生器（AWG）

を使用する。低、中、高周波数信号生成のためのいくつかのアルゴリズ

ムを開発した。 2 番目の方法は、単一デジタルピンで生成できる二値矩

形波を使用する。これらの構成、動作原理、シミュレーションおよび実

験結果が提示される。 
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Gas-permeability-controlled carbon nanotube free-standing films 

ガス透過性を制御したカーボンナノチューブ複合自立膜の創製
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■Field
Nano/Micro science 

■分野
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract
Carbon nanotube (CNT) has superior characteristics such

as lightweight, high strength, flexibility, high electrical 
conductivity. Thus, a freestanding film made of CNTs can 
be used for flexible wearable devices [1] and levitatable 
monitoring sensors [2]. Towards the applications mentioned 
above, CNT freestanding films should possess appropriate 
gas permeabilities depend on the applications. Therefore in 
this study, we try to control the permeabilities of CNT 
freestanding films by adjusting compositions of the films. 

■概要
カーボンナノチューブ(CNT)は，軽量，高強度，柔軟，高導電性という

優れた特性をもつため，CNT から構成されるシート(自立膜)を用いたフ

レキシブルなウェアラブルデバイス[1]や，バルーン状浮揚センサ[2]等へ

の応用が期待されている．上記素子に応用するには、用途に応じたガス

透過性を持つ CNT 自立膜を作製する必要がある．そこで本研究では，

CNT 自立膜の構成部材を調整することによる CNT 自立膜のガス透過性

の制御を試みた．[1] Gao et al. Nature 529(2016)509[2]小林，高橋，三井，

生野ら「CNT 自立膜を用いたバルーン浮揚体の創製」，第 78 回応用物理

学会学術講演会 
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Development of Odor Concentrator that Enables Rapid Desorption of Odor Molecules 

短時間で匂い成分を脱着可能な匂い濃縮装置の試作 
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■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Here we report odor concentrator that can concentrate 

odor molecules wafting in the air in a short time. The aim of 
this research project is to develop an olfactory assist system 
for presenting intensified odors to aged people with declined 
olfactory abilities. In the proposed system, a nano-porous 
silica monolith adsorbent is used which is directly glued on 
a heater to attain quick thermal desorption of collected odor 
molecules. Experimental results show that odor vapor with 
four times higher concentration can be presented in 8 s by 
using the fabricated prototype system. 

■概要 
病気や加齢により衰えた人間の嗅覚感度を補助する装置を開発するた

め，匂い濃縮装置を試作した．大量の空気をポンプで吸引し，その中に

含まれる匂い分子を吸着剤に捕集する．その後，吸着剤を加熱して匂い

成分を短時間で脱着し，濃縮した匂い蒸気を提示する．試作した装置で

は，高い匂い捕集能力を持つシリカモノリス吸着剤を，短時間で昇温す

る小型ヒータの表面に貼り付けて直接加熱し，匂い成分の脱着が可能な

温度まで数秒で加熱する．今回は，小型ヒータと吸着剤を収めたフロー

セルの構成について検討した．試作した濃縮器を用いてブタノールガス

の濃縮実験を行った結果，4 倍に濃縮した匂いを 8 秒程度で脱着して提

示することができた． 
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Development of ZnO-TFTs by a solution process toward the high-performance TFT 

溶液法を用いた酸化亜鉛系薄膜トランジスタの開発と高性能化 
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■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
ZnO is transparent semiconductor material in visible light 

wavelength because it has 3.37 eV band gap energy. ZnO is 
also one of the most attracted attention semiconductor 
material for the next generation display TFTs. ZnO films 
and its TFT applications have many advantages of high 
adaptability to various fabrication processes. Among the 
various process technologies, a solution process has many 
advantages not only simple and low cost process but also 
homogeneity. We have succeeded in fabricating high trans 
conductance and high on/off ratio with Al-doped ZnO-TFTs 
using solution process. 

■概要 
近年，次世代ディスプレイの駆動用回路材料として酸化物半導体が注

目を集めている．中でもワイドギャップ半導体である酸化亜鉛(ZnO)の薄

膜作製には種々の手法が報告されており，特に溶液法を用いたデバイス

作製技術は大型真空装置が不要なため，省エネルギーといった製造上の

コスト削減を可能にする技術として期待されている．将来的には，印刷

技術を用いてフレキシブルな基板上にも大面積かつ，省プロセスで薄膜

が形成できる可能性もある．我々は低コスト金属のアルミニウムを添加

した ZnO 系前駆体溶液を用いて溶液プロセスによる ZnO-TFT の作製を

行い，高い相互コンダクタンスと高いオン・オフ比を持つデバイスの作

製に成功した． 
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A25 
Matching system of contactless power transferring equipment for AUV 

AUV 向け非接触給電装置のマッチングシステム 
■Authors’ information 
○Shinji Nakamura (B4) 
Dept. of Marine Electronics and Mechanical Engineering, Tokyo 

University of Marine Science and Technology. 
(Co-authors: Naoki Sato, Hiroyasu Kifune.) 

■Keywords 
Autonomous Underwater Vehicle 
Contactless power transferring 
Coil matching 

 

■著者情報 
○中村伸二 (B4) 
東京海洋大学 海洋電子機械工学科 
（共著者: 佐藤直樹、木船弘康） 

■キーワード 
AUV 
非接触給電 
コイルマッチング 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Authors have proposed a CPS (Contactless Power 

Supply) system which is installed into the power station for 
supplying energy to AUV undersea condition. The power 
station and AUV equip with multiple coils for realizing 
CPS. It is necessary to implement matching operation that 
find the most suitable coil pair from huge number of pairs 
because only one pair is used for transferring power. This 
presentation gives some evaluation results of proto-type 
matching system. 

■概要 
AUV への水中給電を実現する為、著者らは水中にステーションを設置

し、非接触給電を用いたシステムを提案してきた。確実な給電を実現す

る為、ステーションには複数のコイルを多層に敷き詰め、AUV にも複数

のコイルを装備させる。しかし、送受電にはひとつのコイルペアのみ用

いる為、膨大なコイルペアの組み合わせの中から最適なコイルペアを見

つける作業（マッチング）が必要である。送電コイルと受電コイル間の

結合度を主充電回路によって計測する。これにより外部センサ無しで、

最も結合度が高いペアを判断することができる。このマッチングシステ

ムを模した装置を作成し、実験による評価を行った。 

Email: snj.n.415@gmail.com Twitter: × Facebook: ○ 
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B1 
Robots to examine the ecosystem in Iriomote Island 

西表島の生態系を調査するロボット 
■Authors’ information 
○Haru Inoue (others) 
Dept. of Senior High School, YAMAWAKI Gakuen. 
(Co-authors: Sato Kataoka, Ayuno Mizutani, Miku Nishimura, 

Mone Mukai, Shiho Yoshino) 

■著者情報 
○井上晴(others) 
山脇学園 高等学校 

（共著者: 片岡紗都、水谷有由乃、西村美玖、
向井モネ、吉野志穂） 

No figure ■Keywords 
Ecosystem Survey, Measurement of temperature & humidity, 

Wireless operation 
■キーワード 
生態系調査、温度湿度測定、無線操作 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■概要 
西表島の人が潜ることのできない場所でも地上から水中の映像をみられる水中探索ロボットを作りました。船体に搭載した機能は、水

温センサ、カメラ、水中モーター、ブラシレスモーターです。リモコンには無線で船体を動かせるように Xbee 無線モジュールを、水温

を表示できるように小型液晶ディスプレイを搭載しました。土中ロボットは主に土の中の温度と湿度の計測、撮影をします。湿度センサ

とカメラを同じ位置に取り付け、撮影している場所の湿度を計測することができます。また、ロボット本体は三脚で自立しており、滑車

の上下運動で自動測定が可能です。土中に入れる部分をできる限り細くすることで、小さい穴でも簡単に計測可能です。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 

B2 
Characteristic Rider-Caused Changes to Motorcycle Mounted Whip Antennas 

 
■Authors’ information 
○Ryusuke Kato (M1) 
Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan. 
(Co-authors: Katsuyuki Fujii, Yasuyuki Okumura, 

Masayuki Asanuma) 

■著者情報 
○加藤隆介(M1) 
南山大学 機械電子制御工学専攻 
（共著者: 藤井勝之、奥村康行、淺沼雅行） 

No figure ■Keywords 
Antenna, Motorcycle, Human body 

■キーワード 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■概要 
When we drive a car, we are electrostatically shielded by the car. On the otherhand, when we ride a motorcycle, we are not shielded and can affect 

thecharacteristics of the antenna mounted on the motorcycle. Therefore, theinteraction between the antenna and the human body must be considered. 
Simulations were done on a human body riding a motorcycle equipped with a whipantenna. The radiation characteristics of electromagnetic field, 
reflectioncoefficient, impedance at 145 MHz band were simulated using XFdtd software.These values were compared with measurement. 

Email: m17sc005@m.nanzan-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 

B3 
Insect screen vibration system for physical control of whiteflies 

加振機能を有する防除網によるコナジラミの物理的除去 
■Authors’ information 
○Yasuhiko Nishijima (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Koichi Mizutani, Tadashi Ebihara, Naoto 

Wakatsuki, Hiroyuki Uga, Kenji Kubota, Masahisa Ishii) 

■著者情報 
○西島也寸彦(M1)  
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、

宇賀博之、久保田健嗣、石井雅久） 
No figure ■Keywords 

Insect screen, Vibration, Whitefly 
■キーワード 
防除網、振動、コナジラミ 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■概要 
近年、コナジラミの被害の多い作物を栽培している園芸施設において、コナジラミの物理的制御に対する需要が高まっている。コナジ

ラミの体長はとても小さく、除外するためには、目合いの大きさが 0.2mm 未満である防除網が必要となる。しかし、このような防除網は

通気性が悪く、園芸施設内を最適な環境に維持することが難しい。そのため著者らは、防除網の通気性を維持し、かつコナジラミを除去

するために、加振機能を有した防除網を発案した。目合いの大きさが 0.6mm である防除網を用い、加振機能の有無におけるコナジラミの

通過率を検証した結果、実験では 60%以上の除去が可能となり、また防除網の通気性も維持することが確認された。 
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B4 
Measurable Range of Ethanol Concentration Using Ultrasonic Attenuation 

超音波減衰を用いるエタノール濃度計測手法の濃度計測可能範囲 
■Authors’ information 
○Hirotaka Obo (B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba. 

(Co-authors: Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki) 

■著者情報 
○於保拓高(B4) 
筑波大学 工学システム学類 
（共著者: 水谷孝一、若槻尚斗） 

No figure ■Keywords 
Alcohol, Ultrasonic Attenuation, Concentration 

■キーワード 
アルコール、超音波減衰、濃度 

■Field 
Applied physics/foundation engineering 

■分野 
理工系 応用物理学・工学基礎 

■概要 
本研究では，エタノール溶液中に超音波を伝搬させた際の減衰を用いたエタノール濃度計測手法の特徴を実験的に求めた．実験では精

確に減衰量を求めるため，AD コンバータの分解能を補間する手法などを用いた．計測範囲 0〜40 [vol%]では，エタノール濃度の上昇に

伴い，減衰は増加するものの変化量は小さくなる傾向がみられた．実験から本手法でのエタノール濃度計測可能範囲は 0〜30 [vol%]であ

ることが示された．エタノール濃度測定装置を実現するとともに，濃度計測可能範囲の特定を行い，本計測手法の特徴を明らかにした． 

Email: obo@aclab.esys.tsukuba.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 

 

B5 
Calculation Reduction Method for MU-MIMO THP with User Scheduling 

 
■Authors’ information 
○Yukiko Shimbo (M1) 
Dept. of Fundamental Science and Engineering, Univ. of 

Waseda. 
(Co-author: Nobuhiro Hiruma) 

■著者情報 
○新保薫子(M1) 
早稲田大学 情報通信専攻 
（共著者: 蛭間信博） 

No figure ■Keywords 
MU-MIMO THP, User scheduling, Fairness 

■キーワード 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■概要 
This paper proposes an efficient method for combining MU-MIMO TomlinsonHarashima precoding (THP) with user scheduling. In the proposed 

method, SUS andPF are adopted for throughput maximization and fairness among users,respectively. The feature of the proposed approach is to achieve 
both highsystem capacity and fairness by using these two contrasting user schedulingtechniques and to adopt linear precoding (LP) instead of THP in 
performing PFwith the aim of relaxing the computational effort. The effectiveness of theproposed method is demonstrated by comparing it to THP with 
SUS or PF. 

Email: shimbo@ruri.waseda.jp Twitter: × Facebook: × 

 

B6 
The Effect of Fluctuation on Stereophonic Presentation Using Parametric Speakers パ

ラメトリックスピーカーを用いた立体音響の音像移動の効果 
■Authors’ information 
○Ryunosuke Iwaoka (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Masataka Moriga, Keiichi Zempo, Makoto Ito, 

Masayuki Kawamoto, Kouichi Mizutani) 

■著者情報 
○岩岡龍之介(M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 森賀正貴、善甫啓一、伊藤誠、 

川本雅之、水谷孝一） 
No figure ■Keywords 

Stereophonic Technique, Parametric Speakers, Perceptual 
Direction 

■キーワード 
立体音響技術、パラメトリックスピーカー、方向知覚 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■概要 
The aim of this research is to develop an auditory guide system usingstereophonic techniques and parametric speakers. In this paper, we tried 

toimprove the accuracy of perceptual directions with the aid of trajectories ofsound images. Through subject experiments, we compared the accuracies 
of t heperceptual directions for static and moving sound sources. As results, theaccuracy of perceptual directions were enough for presenting sound 
images infront of the subjects with any fluctuation. 
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B7 
Component change in the manufacturing process of Nasuno tea 

和紅茶の製造過程における成分変化
■Authors’ information
○Taisuke Shikakura (B4)
Dept. of Agric. Environ. Eng., Univ. of Utsunomiya. 
(Co-authors: Masatugu Tamura, Takahiro Saitou,

Kazuyuki Shimizu) 

■著者情報
○鹿倉泰佑(B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 田村匡嗣、齋藤高弘、清水和行） 

No figure ■Keywords
Japanese black tea, Amino acids, Tannin

■キーワード
和紅茶、アミノ酸類、タンニン 

■Field
Agricultural engineering

■分野
生物系 農業工学 

■概要
和紅茶とは、日本で育った茶の樹を使い加工されたお茶のことで、海外と同じように育てられた茶樹から作られていても、日本の気候

風土の影響を受け育つため、日本独自の味わいになる。一方、紅茶は、萎凋→揉捻→発酵→乾燥の過程で製造される。この過程において

紅茶に含まれている旨み・甘味成分のアミノ酸類、渋味・苦み成分のタンニン、苦み成分のカフェイン等の主要な味成分は変化する。し

かしながら、和紅茶の製造過程における成分変化は明らかになっていない。そこで和紅茶の製造過程における成分の変化を明らかにし、

最適な製造方法を検討することを本研究の目的とした。

Email: cinnamon19941126@gmail.com Twitter: × Facebook: × 

B8 
Kinetic and Spatiotemporal Gait Analysis Using Instrumented Insoles and LRS 

■Authors’ information
○Ryo Eguchi (M2) 
School of Science for Open and Environmental Systems,

Graduate School of Keio Univ. 
(Co-authors: Ayanori Yorozu, Masaki Takahashi) 

■著者情報
○江口僚(M2) 
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科

学専攻
（共著者: 萬礼応、高橋正樹） 

No figure ■Keywords
Gait analysis, Instrumented insole, Laser range sensor

■キーワード

■Field
Mechanical engineering

■分野
理工系 機械工学 

■概要
This study presents an accessible kinetic and spatiotemporal gait analysissystem using instrumented insoles and a laser range sensor (LRS). In

theproposed system, GRF and COP are estimated by sensor analysis taken from theinsoles. Strides step width, cadence, and walking speed are 
measured by the LRS.In addition, stance durations are detected at the insoles. The GRF estimationmethod derived from the insole sensors and the 
integrated system with the LRShave been validated by comparing with motion analysis laboratories. 

Email: eguchi.ryo@keio.jp Twitter: hanakamiegg Facebook: ○ 
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B9 
Fun of electronic engineering using 2-way bass reflex loudspeakers 

バスレフ型 2WAY スピーカを用いた電子工学の醍醐味 
■Authors’ information
○Yuki Kuno (B3) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University. 

(Co-authors: Yoshimasa Fukuoka, Katsuyuki Fujii, Yasuyuki Okumura.)

■Keywords
Electronic engineering 
Loudspeaker 
Education 

No figure ■著者情報
○久野佑貴 (B3)
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 福岡慶剛、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード
電子工学 
スピーカ 
教育 

■Field
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract
Electronic engineering is difficult to observe phenomena

directly, so it isstubborn for beginners to study. However, as 
of today, every electricalappliance has been embedded in 
advanced circuits based on electronicengineering. About this 
important study, one of the best way to give an interestfor 
beginners is to urge them to make simple loudspeakers and 
audio amplifiers.These devices include a lot of basics of 
circuit theory and electromagnetics.Thus, we propose an 
educational method to open the door to learn 
electronicengineering through the making things by hand in 
our laboratory. 

■概要
電子工学は他の工学分野と比較すると現象を直接観察するのが難し

く，初学者にとっては扱いづらい学問の一つである．しかし今日，身の

回りのありとあらゆる電化製品には電子工学に基づいて設計された高度

な回路が組み込まれており，電子工学は人間の生活と切っても切れない

重要な学問とされている．この重要な学問について，初学者に興味を提

示するための糸口に適しているのが単純な構造をもつスピーカとアンプ

である．これらは私たちの身近に存在し，電磁気学や電子回路の基礎が

多く組み込まれている．そこで，スピーカ及びアンプといったモノづく

りを通じて電子工学への学習の扉を開いてもらう教育方法を提案する． 

Email: 15sc051@nanzan-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

B10 
A study of sightseeing promotion to overseas with 3D-ORIGAMI application 

3D 折り紙アプリを用いた海外への観光プロモーションの検討 
■Authors’ information
○Risa Ogawa (M2) 

Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University. 

(Co-author: Takayuki Fujimoto.) 

■Keywords
Origami 
Sightseeing promotion 
Application 

No figure ■著者情報
○小川璃紗(M2) 
東洋大学大学院 総合情報学研究科

（共著者: 藤本貴之） 

■キーワード
折り紙 
観光プロモーション 
アプリケーション 

■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
For the coming Tokyo Olympic, promotions of Japan to

overseas people have beenactive. Japanese emphasize the 
sightseeing to famous sights and the activities.However, 
they do not meet the needs of foreign tourists. In this study, 
wefocused on “Origami” as a tool to introduce Japanese 
traditional culture,and we developed the application that 
expresses the making process of“Origami” by using the 
smartphone. There must be a wide variety of promotiontools 
to introduce Japanese. Among them, the authors assume that 
the beauty ofJapanese traditional lifestyle culture is the 
fascinate cues. 

■概要
東京オリンピックを前に、海外へのプロモーション活動が盛んになっ

ているが、日本人が強調するアクティビティと、訪日外国人が求めるも

のが合致していないのが現状である。日本的な大衆文化の一つの折り紙

は立体的で繊細な作業工程や完成品が魅力的で、日本人の器用な手先と

美しい造形を象徴していると言える。そこで、本研究では、日本の伝統

文化を海外に知ってもらうためのツールとして折り紙に着目し、その制

作過程をスマートフォンを用いて三次元で表現するアプリを開発した。

日本の魅力を伝えるためのプロモーションには様々あるが、こう言った

古くからの日本の生活文化の美しさこそ、海外の人が持つ日本への興味

の一つであると考えられる。 
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B11 
Ultra-light flying balloons based on carbon nanotube freestanding films 

超軽量バルーン浮揚体に向けたカーボンナノチューブ複合自立膜の放射加熱物性
■Authors’ information
○Kazuki Takahashi (B4) 
Dept. of Applied Electronics, Tokyo University of Science. 
(Co-authors: Takashi Ikuno, Daiki Kobayashi, Hiroki Mitsui, Yuta

Yamasaki.) 

■Keywords
Carbon nanotube 
Levitation
Radiative heating 

No figure ■著者情報
○高橋一希(B4) 
東京理科大学 電子応用工学専攻 
（共著者: 生野孝、小林大赳、三井拓樹、山﨑湧太） 

■キーワード
カーボンナノチューブ 
浮揚 
放射加熱 

■Field
Nano/Micro science 

■分野
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract
Drones without wings, which generate no noise and no

wind, are expected to beindoor type levitatable monitoring 
devices [1]. From viewpoints of high heatresistance and 
high absorption coefficient of electromagnetic wave of 
carbonnanotubes (CNTs), we propose a flying balloon that 
can be levitated by radiativeheating. This device is 
composed of flexible large-area CNT freestanding 
films(FSFs). We fabricated trigonal pyramid-shaped 
balloons using the CNT FSFs. Then,we confirmed levitation 
of the balloons by light irradiation (λ = 1.3 µm). 

■概要
近年，需要が高まる屋内用浮揚監視素子に向けて，無音，無風で浮揚

可能な翼を持たないバルーン型ドローンの実現が期待されている[1]．本

研究では，応用が進むカーボンナノチューブ(CNT)の高い耐熱性と高電磁

波吸収性に着目し，翼による揚力ではなく，放射加熱により生じる浮力

を利用した浮揚素子を提案し，創成した．浮揚素子は,柔軟かつ大面積の

CNT自立膜で構成されている．エネルギー供給には，ピーク波長約 1.3 µm
の光照射による放射伝熱を用いた．本報告では，CNT 自立膜の熱伝導性，

光熱変換評価について説明し，作製した浮揚素子の浮揚デモンストレー

ションを行う． [1] 高橋ら，第 78 回応用物理学会学術講演会 

Email: ktakahashi@ikunolab.net Twitter: k1z9k Facebook: × 

B12 
Synthesis of a Low Frequency Lowpass Filter for Biomedical Signal Processing 

生体信号処理のための低周波ローパスフィルタの一構成
■Authors’ information
○Tatsuya Fujii (D1) 

Dept. of Computer Science, Univ. of Tsukuba. 

(Co-author: Fujihiko Matsumoto.) 

■Keywords
Active filter
Low frequency 
Biomedical signal processing

No figure ■著者情報
○藤井達哉(D1) 
筑波大学 コンピュータサイエンス専攻 
（共著者: 松元藤彦） 

■キーワード
能動フィルタ 
低周波 
生体信号処理 

■Field
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract
Recently, wearable devices that process biological signals

are spreadingrapidly. In order to process these low 
frequency signals using analog filters,the element values of 
the RC components becomes large e.g. a few MΩ and a 
fewμF. Therefore, these elements require very large 
mounting areas and it isdifficult to realize them on the 
integrated circuit. In this research, a lowfrequency lowpass 
filter without extremely large value elements is proposed. 
Asan example, a fifth order filter is designed. The validity of 
the proposedmethod is confirmed through experiment. 

■概要
ウェアラブルデバイスの普及に伴い、心拍数や脳波といった数 Hz か

ら 100 Hz 程度の生体信号を扱う回路にも、その省面積化・省電力化が

求められている。アナログフィルタを用いて、これらの低い周波数の信

号を処理するためには、MΩ級の高い抵抗値を持つ抵抗器やμF 級の大

容量のキャパシタが必要になる。しかしながら、これらの素子は、非常

に大きな実装面積を必要とし、その集積回路上での実現は困難である。

本研究では、比較的素子値の小さい抵抗器とキャパシタを用いた低周波

ローパスフィルタの構成法を提案する。提案手法の有効性を確認するた

め、5 次のフィルタを試作し、実験により提案手法の有効性を確認して

いる。 
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B13 
IPMSM maximum torque control considering magnetic saturation 

磁気飽和を考慮した IPMSM 最大トルク制御 
■Authors’ information 
○Kentaro Kubo (M2) 

Electrical and Electronic Engineering course, Univ. of Aoyama. 

(Co-authors: Yoichi Hayashi, Tetsuji Daido) 

■Keywords 
Magnetic saturation 
Maximum torque control  
IPMSM 

No figure ■著者情報 
○久保健太郎(M2) 
青山学院大学 電気電子工学コース 
（共著者: 林洋一、大道哲二） 

■キーワード 
磁気飽和 
最大トルク制御 
埋込型永久磁石同期電動機 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
In IPMSM control, accurate circuit constants are 

required.In this study, first,we measured the relations 
between the current and the magnetic fluxes in orderto 
consider the magnetic saturation of the inductances. 
Effective inductance wasdetermined from this 
relations.Next, we determined the phase angle between 
thecurrent and the main magnetic fluxes vector where the 
torque became maximum, andconfirmed the actual torque 
by experiment. From these experiments, we found thatthe 
maximum torque control is improved by considering 
magnetic saturation. 

■概要 
IPMSM の制御では、正確な回路定数が必要である。本研究では、まず

インダクタンスの磁気飽和を考慮するため、電流と磁束の関係を測定し

た。そしてこの関係から有効インダクタンスを求めた。次に、主磁束方

向に対する電流の位相角を定め、トルクが最大となる位相角を実験によ

って確かめた。これらの実験から、磁気飽和の考慮で最大トルク制御が

改善されることが分かった。 
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B14 
The consideration for the curving excavation of subsurface excavation robot 

月面探査用掘削ロボットにおける屈曲掘削のための検討 
■Authors’ information 
○Ami Fujiwara (M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University. 
(Co-authors: Toyoharu Nakatake, Naoaki Tadami, Keita Isaka, Yasuyuki 
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■Keywords 
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
探査ロボット 
掘削ロボット 
生物模倣 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Recently, many kind of lunar environmental exploration 

have been conducted. However, lunar underground 
exploration has not been prompt yet. To achieve the 
underground environmental exploration, we have developed 
a lunar excavation robot which featuring the peristaltic 
crawling motion of earthworm. This robot excavated 938 
mm and showed its usefulness as an excavation robot. And 
now, to expand exploration range, we are considering the 
curving excavation. Then, in this paper, I consider the 
method of installing the curving excavation to our robot. 

■概要 
近年,月面の環境を調査するために様々な探査が行われているが,月の

地下環境における探査はまだ行われていない.本研究ではこれまでに,土
圧の影響を受けにくいミミズの蠕動運動に着目し,これを利用した掘削

探査ロボットを開発してきた.本ロボットは鉛直下向き方向に 938mm の

掘削に成功し,掘削ロボットとしての有用性を確認されている.しかしな

がら,本ロボットは鉛直方向にしか掘削を行うことが出来ず,探査用ロボ

ットとしては探査範囲が小さいという問題がある.そこで本発表では本

ロボットにおける掘削範囲拡大を目標に,ロボットに屈曲掘削の機能を

付加する事を提案し,これについての検討を行う. 
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B15 
Wearable 4-DOF force feedback device with soft actuators for a virtual space 

仮想空間のためのソフトアクチュエータを用いた装着型 4 自由度力覚提示装置の開発 
■Authors’ information 
○Ryo Suzuki (M2) 

Dept. Precision Mechanics, Chuo University. 

(Co-authors: Yuki Onozuka, Yasuyuki Yamada, Taro Nakamura.) 

■Keywords 
Force feedback device 
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■キーワード 
力覚提示装置 
ウェアラブルロボット 
ソフトアクチュエータ 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Wearable force feedback devices can render force without 

limiting operators’ movement. They can be applied to 
entertainment such as sports. However, these general 
devices using motors have problems with back drivability 
and safety. Therefore, we developed a wearable force 
feedback device with pneumatic artificial muscles and 
Magneto-rheological fluid clutches to solve above issues. 
The device have four actuated joints and is designed to 
render various force such as elasticity, friction, viscosity 
while the operator walking, In this paper we demonstrate 
elasticity to test the basic performance. 

■概要 
装着型力覚提示装置は，操作者の動きを制限せず，仮想物体の力覚を

提示可能である．そのため，スポーツのような身体を動かすエンターテ

インメントに適用できる．しかし，多くの力覚提示装置は，モータを用

いるため，バックドライバビリティや安全性に課題がある．そこで，バ

ックドラバブルで安全な構造を実現できる空気圧人工筋肉と磁気粘性流

体クラッチに着目し，新たな装着型装置を開発した．本装置は 4 自由度

の力覚提示可能な関節を有し，操作者が歩きつつ弾性力，摩擦力，粘性

力などの様々な力覚提示ができるように設計されている．本報告では，

この装置で最も制御が単純な弾性力を提示し，本装置の基礎的な性能を

実証する． 
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Theoretical Study of Photoluminescence of carbazole/ortho-phenylene Compounds 

カルバゾール-オルトフェ二レン複合体分子におけるフォトルミネセンスの理論研究 
■Authors’ information 
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■Keywords 
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■キーワード 
オルトフェニレン誘導体分子 
高三重項エネルギー 
フォトルミネセンス 

■Field 
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract 
Host materials of phosphorescent organic emitting diodes 

(PHOLEDs) should have high triplet energy for efficient 
energy transfer to blue triplet emitters. In recent years, the 
possibility of new substances of PHOLEDs are found out 
for the compounds with carbazole modified 
ortho-phenylenes. In the present study, in order to consider 
the photo induced charge transfer in the compounds, we 
calculate electronically exciter states, absorption and 
photoluminescence spectra of the compounds using time 
dependent density function theory. 

■概要 
ポリフェニレンがオルト位に結合した立体的な螺旋状の構造を持つオ

ルトフェニレン誘導体と、カルバゾールをベースとしたホストマテリア

ルは、高三重項状態のエネルギーを持ち、光励起によって分子内電荷移

動を起こす新規な光応答機能材料、特に有機青色 LED の高量子効率の物

質として着目されている。本研究は、密度汎関数法及び時間依存密度汎

関数法を用いて、オルトフェニレン誘導体-カルバゾール複合体分子の基

底状態と励起状態における電子状態フォトルミネセンス特性の解明を目

的とし、有機青色 LED の新規なホストマテリアルの展開を目指す。 
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B17 
Tomato mutant resources to develop resistant cultivars against Sclerotinia minor 

小粒菌核病菌抵抗性品種作出に向けた EMS マイクロトム突然変異体由来新素材の探索 
■Authors’ information 
○Akira Hattori (M1) 
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(Co-author: Yasuhiro Ishiga) 

■Keywords 
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■キーワード 
菌核病 
マイクロトム 
抵抗性品種 

■Field 
Agricultural science 

■分野 
生物系 農学 

■Abstract 
Sclerotinia minor (S. minor) is the hardly controllable 

soil-borne disease known to cause white mold disease 
(WMD) in various crop plants, including tomato. Annual 
loss in USA caused by one species of Sclerotinia fungi have 
exceeded $200million. In this study, we use tomato, the 
most produced vegetable in the world. However, the 
resistance cultivars against WMD have not been developed 
and fungicide is an only strategy for prevention of WMD. 
Aim of our study is to find novel resources for development 
of resistant cultivars against S. minor using Micro-Tom 
ethyl methane sulfonate mutant library. 

■概要 
本研究で扱っている Sclerotinia minor (S. minor)は土壌病害の一つで、ト

マトを含む多くの主要作物に被害を与える。Sclerotinia 属菌の一種による

アメリカでの農作物年次損失は 20 億ドルを超え、経済上重要な病害であ

る。本研究の対象作物であるトマトは世界で最も生産される野菜の一つ

である。だが、現在、Sclerotinia 属菌に対する抵抗性品種は作出されてお

らず、農薬のみが有効な対策方法である。そのため、農薬耐性菌の出現

による被害の拡大が予想される。本研究では S. minor 抵抗性品種作出の

ため、マイクロトム EMS 突然変異体ライブラリー由来新素材の探索を行

った。 
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Co-evolutionary Social Simulation of Product Recalls with Diverse Consumers 

消費者の多様性を考慮した不良品回収制度分析のための共進化型社会シミュレーション 
■Authors’ information 
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■キーワード 
不良品回収制度 

マルチエージェントシミュレーション 

共進化 

■Field 
Social/Safety system science 

■分野 
理工系 社会・安全システム科学 

■Abstract 
Product recalls and accidents have become major 

problems worldwide. In order to analyze and improve 
product recall systems, we are studying a social simulation 
using a multi-agent technique. In the model, an artificial 
society consists of producer agents and consumer agents, 
and there is a co-evolutionary relationship between both 
types of agents. In this report, we present experimental 
results and discussions based on an extended simulation 
model. The extended model considers consumers' diverse 
perceptions of money, and a multi-objective evolutionary 
algorithm is applied to the agents. 

■概要 
近年，工業製品の不良品回収（リコール）とそれに伴う製品事故は，

世界的な問題となっている．こうした背景を踏まえ，我々は，数理的ア

プローチとしてマルチエージェントシステムに基づく社会シミュレーシ

ョンモデルを構築し，不良品回収制度の分析と，制度改善の実現のため

の知見獲得を目指し，研究を行っている．当該モデルにおける人工社会

は，事業者エージェントと消費者エージェントで構成され，両者は共進

化の関係にある．本稿では，事業者エージェントの価格競争や消費者エ

ージェントの多様な金銭感覚の違いを考慮し，消費者エージェントへ多

目的最適化進化計算を適用した，拡張・改良版モデルによる実験結果と

考察について，報告を行う． 
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An authentication system by accelerometer attached on keyboard 

キーボードの揺れから個人を判別する認証システムの検討
■Authors’ information
○Yamato Araki (B3) 
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■Keywords
Machine Learning 
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Authentication 
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■キーワード
機械学習 
加速度センサー 
認証 

■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
Authentication system which requests password is used

frequently on the Website. But in recent years, our password 
is exposed to the risk. So, we propose new authentication 
system. In this presentation, we try to distinguish between 
the person and another from the value of the accelerometer 
attached on the keyboard. Test subjects input the same 
sentence from the keyboard and get the value of the 
accelerometer. The machine learning using two or more 
pieces of learning data classifies the value of the 
accelerometer. Finally, the computer decides the person or 
not based on to learning data. 

■概要
通販サイトや SNS など様々な web サイトにおいて、認証システムは欠

かせないものとなっており、増々広がりを見せている。その一方で、私

たちの認証情報は危険に晒される機会も増えた。そこで、私たちはパス

ワードの他に、別の方法で個人を認証出来ないかと考え、キーボード入

力の物理的な振動から個人を判別し認証する事を試みた。複数人に、同

じ文章を入力してもらい、その際にキーボードに取り付けられた３軸加

速度センサーの値を取得する。その値を、機械学習を用いてクラスタリ

ングし、入力者を判断するプログラムを実装した。さらなる精度向上の

ために様々な手法を検討中である。
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Fabrication of Positive Feedback Circuit for fg Mass Detection Using Cantilever 

カンチレバを用いたフェムトグラム質量検出のための正帰還回路の作製
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■キーワード
バイオセンサ 
ピエゾ抵抗カンチレバ 
正帰還回路 

■Field
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract
High-sensitive and high-speed detection technology to

monitor biomolecule is demanded for allergy test and DNA 
analysis. We developed a biosensor system to detect 
biomolecule adsorbed on a cantilever with fg resolution 
due to measure the resonance frequency change of the 
cantilever. However, the system has a problem of long 
measurement time to measure the frequency by frequency 
sweep method. In this study, we developed the frequency 
monitoring system of the self-oscillating cantilever using 
positive feedback circuit, which fabricated by LabVIEW, to 
monitor biomolecule with fg resolution. 

■概要
アレルギー診断や DNA 解析では、生体分子を高精度かつ迅速にモニタ

ニングする技術が求められている。我々はこれまでに、カンチレバに付

着する生体分子を共振周波数変化からフェムトグラム精度で測定できる

バイオセンサを開発した。しかし、周波数スイープにより共振周波数を

測定するため時間がかかることが課題である。そこで本研究ではフェム

トグラム精度で生体分子をモニタリングするために LabVIEW を用いた

正帰還回路を作製し、カンチレバの自励発振による共振周波数を連続測

定するシステムを開発した。 
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B21 
The cultivation methods and antioxidative property of leafy vegetable "Komina" 

葉物野菜「香味菜」の栽培方法と抗酸化特性 
■Authors’ information 
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■キーワード 
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■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
Leafy vegetables have cold resistance, but are sensitive to 

warmth. "Komina" that has heat tolerance and high 
nutritional value that antioxidative property is referred to as 
representative was developed. The varieties of AADD and 
CCDD were registered; AADD is hybrid of Qing geng cai 
(Brassica rapa var. chinensis) and Arugula (Eruca vesicaria), 
and CCDD is hybrid of Kale (Brassica oleracea L. var. 
acephala DC.) and Arugula. We examined the cultivation 
methods and the height of antioxidative property by growing 
the three foundation seeds of Komina, AADD and CCDD in 
a plant factory with sunlight. 

■概要 
葉物野菜の多くは、耐寒性を有するが、暑さに弱い。耐暑性に優れ、

抗酸化性を代表として高い栄養価を有する「香味菜」が 2015 年に開発さ

れた。香味菜は、チンゲンサイとワイルドルッコラの交雑種である AADD
と、青汁ケールとワイルドルッコラの交雑種である CCDD の二品種が品

種登録された。香味菜の原種 3 種および AADD、CCDD を太陽光型植物

工場で栽培し、生育調査および成分分析を行い、栽培方法および抗酸化

性の程度を検討した。 
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Time Digitizer Circuit Using Two Sine Waves with Different Periods 

異なる周期の２つの正弦波を用いた積分型時間デジタイザ回路の提案 
■Authors’ information 
○Kosuke Machida (B4) 

Dept. of Electronic Information Science and Tech., Univ. of Gunma. 

(Co-author: Haruo Kobayashi.) 

■Keywords 
Time Digitizer Circuit  
Trigger circuit  
Time measurement 

No figure ■著者情報 
○町田恒介(B4) 
群馬大学 電子情報理工学科 
（共著者: 小林春夫） 

■キーワード 
時間デジタイザ回路 
トリガ回路 
時間測定 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
A time digitizer measures the rise timing difference 

between two timing signals and output a digital value. Here 
we propose a time digitizer architecture using two trigger 
circuits; each of which starts oscillation at different cycles at 
the rise of each corresponding input timing signal. Counting 
the oscillation start phase difference using digital counters, a 
highly linear stable time digitizer circuit can be realized 
without compensation circuit. The measurement principle, 
circuit configuration/operation and simulation verification 
of the proposed time digitizer are presented. 

■概要 
時間デジタイザ回路は２つのタイミング信号の立ち上がり時間差をデ

ジタル値として計測する回路である。通常はアナログ遅延配列を用いる

ため、プロセス・電源電圧・半導体プロセスに依存して特性変動・線形

性劣化の問題が生じ、高性能化のためにはその補正回路が必要になる。

ここでは 2 つのタイミング信号の立ち上がりタイミングでそれぞれが異

なる周期で発振を開始する 2 つのトリガ回路を用いる構成を提案する。

その発振開始位相差をデジタル的にカウントすることで特性変動が少な

い、高線形な時間デジタイザ回路が実現できる。発表では提案測定原理、

回路構成・動作、シミュレーション検証を示す。 

Email: t14304108@gunma-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B23 
The sacred place justifies “Memory of War” -Focusing on Chiran Peace Museum- 

聖地による「戦争の記憶」の正当化-知覧特攻平和会館を対象に- 
■Authors’ information 
○Shingo Sato (M2) 
Dept. of Sociology., Keio Univ. 

 

■Keywords 
Memory of War 
Kamikaze attack 
Sacred place 

No figure ■著者情報 
○佐藤信吾(M2) 
慶應義塾大学 社会学専攻 
 

■キーワード 
戦争の記憶 
特攻 
聖地 

■Field 
Sociology 

■分野 
人文社会系 社会学 

■Abstract 
Over 70 years have passed since the end of the 

Asia-Pacific War. The number of people who experienced 
this war is decreasing day by day. “Memory of War” plays 
an important role in transmitting the war to posterity. 
Memorial halls aiming to honor of the war dead have 
become one of the important elements which define 
“Memory of War”. Above all, there are few people who can 
talk about direct experiences because death and success are 
side by side in kamikaze attack. This research analyzes 
Chiran Peace Museum and clarifies the process by which 
the museum justifies “Memory of Kamikaze Attack”. 

■概要 
戦後 70 年以上が経過し、アジア・太平洋戦争の直接体験者が減ること

で、語り継がれてきた「戦争の記憶」の重要性が増している。この「戦

争の記憶」を意味づける重要な要素の一つとして、慰霊や顕彰を目的と

した記念館の果たす役割は無視できない。特に、作戦の成功が死を意味

する特攻においては、その記憶を語ることが難しく、原爆や沖縄戦など、

その他の記憶と比べても経験した人数が限られることから、聖地が「特

攻の記憶」に与える影響は相対的に大きなものとなる。本研究では、航

空特攻の聖地といわれる鹿児島県の知覧に現存する知覧特攻平和会館を

分析対象とし、聖地が「戦争の記憶」に正当性を与えていく過程を明ら

かにすることを目指す。 

Email: satoshinshinsato@gmail.com Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 
 

B24 
Investigation on visualizing flow generated by crayfish in olfactory search 

ザリガニが嗅覚探索行動時に作る水流の可視化方法の検討 
■Authors’ information 
○Tatsuki Mitsuishi (M1) 
Dept. of Bio-Functions and Systems Science, Tokyo Univ. of Agriculture 

and Technology. 
(Co-authors: Hanako Ishida, Haruka Matsukura, Hiroshi Ishida.) 

■Keywords 
Crustacean 
Olfactory search 
Flow visualization 

No figure ■著者情報 
○三石健暉(M1) 
東京農工大学 生物機能システム科学専攻 
（共著者: 石田華子、松倉悠、石田寛） 

■キーワード 
甲殻類 
嗅覚探索行動 
水流可視化 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Crayfish generate one or two water jets by waving their 

maxillipeds, and the flow field generated by the jets is 
considered to help draw odor samples to their antennules. 
Here we report a prototype device that enables ink release 
near the maxillipeds of a freely walking crayfish. Although 
crayfish can change the directions of the jets, how they 
change the jet directions during their search for food and 
how the changes affect the search are unclear. The jet 
directions can be visualized by putting the device on the 
carapace of a crayfish and letting it freely roam around. 

■概要 
ザリガニは顎脚を振って噴流を作り出し、これにより生成された流れ

場によって小触角へ餌の匂いを引き寄せると言われている。本発表では、

自由に歩行しているザリガニの顎脚付近にインクを放出し、噴流の放出

方向を可視化する装置の試作結果を報告する。ザリガニは、噴流の方向

を三次元的に変えることができる。しかし、餌を探しているザリガニが

どの方向に噴流を作り出しており、その方向を変えることが探索にどの

ように役立っているか、明らかでない。試作機の動作確認を行った結果、

ザリガニは装置を頭胸甲に載せられた状態でも、装置を載せていない時

と同様に噴流を作りながら水槽内を歩き回り、その噴流の放出方向を可

視化することができた。 

Email: s177574x@st.go.tuat.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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B25 
Characterization of Zinc Oxide Thin-Film-Transistors on Flexible Substrates 

フレキシブル基板上に形成した酸化亜鉛系薄膜トランジスタの特性評価 
■Authors’ information 
○Koki Nagayama (M2) 
Nanomaterials Microdevices Research Center, Osaka Inst. of Tech. 

 

■Keywords 
Zinc oxide  
Thin-film-transistor 
Flexible 

No figure ■著者情報 
○永山幸希(M2) 
大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター 
 

■キーワード 
酸化亜鉛 
薄膜トランジスタ 
フレキシブル 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
Flexible electronic devices such as foldable displays have 

attracted special attentions in recent years. Especially, 
thin-film-transistors (TFTs) are used in various electronic 
devices, also plays an important role in flexible devices. 
TFTs using zinc oxide (ZnO) have been studied by many 
researchers because ZnO is an economical material and a 
high electron mobility. Therefore, ZnO can be used for 
transparent electronic devices on flexible plastic substrates 
by a low temperature process. In this study, we report the 
fabrication and characterization of ZnO-TFTs on flexible 
substrate. 

■概要 
近年、フォルダブルディスプレイなどのフレキシブル表示デバイスの

開発に関する研究に注目が集まっている。特に薄膜トランジスタは様々

な電子デバイスに用いられており、自在に形状変化可能なデバイスにも

重要な役割を果たす。酸化亜鉛は地殻埋蔵量が豊富で安価な材料である

ため、酸化亜鉛を用いた薄膜トランジスタの開発に関する研究は長年、

多くの研究者によって積極的に行われてきた。また、酸化亜鉛は高い移

動度を持つため、低温プロセスを用いた透明なフレキシブルデバイスに

も応用可能である。我々はフレキシブル基板上に酸化亜鉛を用いた薄膜

トランジスタの作製に成功し、曲げ耐性についても詳しく調べたので、

その結果について報告する。 

Email: kouki05260526@gmail.com Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

B26 
Trends of Fuel Oil Consumption of marine diesel engine in storm condition 

荒天航海時の主機関に生じる燃費の変化 
■Authors’ information 
○Kazunori Hiraga (B4) 
Dept. of Marine Electronics and Mechanical Engineering, Tokyo 

University of Marine Science and Technology. 

■Keywords 
Ship 
FOC 
Propulsion system 

No figure ■著者情報 
○平賀和徳(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 
負荷変動 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
FOC (Fuel Oil Consumption) is increased, as the load of 

propulsion power fluctuates largely when the vessel 
navigates in storm. Generally, its factor is resulted to delay 
of the turbo charger and the governor control. However 
there is no research reports that clarify the relation between 
the load fluctuation and FOC of the propulsion system. In 
order to reveal the relation various data regarding FOC on 
navigation in calm and storm condition was analyzed by 
using large investigation ship. This presentation gives the 
evaluation results about FOC trend and load fluctuation. 

■概要 
船舶では、荒天海域を航行すると推進システムの負荷が大きく変動し、

燃料消費量が増える傾向にある。その原因として、過給機やガバナ制御

の追従遅れが考えられる。しかし実際には、どの程度の負荷変動で燃料

消費傾向が変化するのか、定量的に明らかにした研究事例はない。そこ

で本研究では、東京海洋大学に所属する調査船を対象として、晴天航海

時と荒天航海時の燃料消費に関連する各種データを解析した。そして、

負荷変動の大きさを指標化し、エンジンの熱効率や電気機器の特性の変

化を定量的に明らかにした。このことから燃料消費傾向への影響につい

て評価を行った。 

Email: ka-zu--no---ri----05-----10@ezweb.ne.jp Twitter: × Facebook: ○ 
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C1 
Design of displaying Conversation Information Using See-through HMD 

透過型 HMD を用いる会話情報表示のデザイン 
■Authors’ information
○Tomoki Kurahashi (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Kazuki Suemitsu, Keiichi Zempo, Koichi

Mizutani, Naoto Wakatsuki.)

■著者情報
○倉橋知己 (M1)
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 末光一貴、善甫啓一、水谷孝一、

若槻尚斗） 

No figure 

■Keywords
Head-Mounted Display(HMD), Support for person with

hearing impairment, Captioning system 

■キーワード

■Field
Informatics

■分野
理工系 情報学 

■概要
聴覚障害者はテレビ放送や講義など特定の状況下においては、音声情報の保障が行われているが、日常会話における情報保障は十分で

はない。しかし、日常生活において先のシステムを利用するのは困難である。本稿では透過型 HMD を用いることで、日常的な利用にお

いて、使用者の負担の少ない音声情報の保障を目指す。既存のシステムは字幕と発話者の間の視線移動が使用者の負担となっていたが、

提案手法では顔付近に文字を表示することによってこの負担の軽減を図った。また被験者を用いて、主観評価実験を行い、実際に負担の

軽減を確認した。

Email: kurahashi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 

C2 
Flavor design of attractive beer －the key is hops!－ 

魅力あるビールのフレーバーデザイン －ホップが決め手！－
■Authors’ information
○Miyako Tanaka (B4) 
Agric.Environ.Eng., Univ. of Utsunomiya. 
(Co-authors: Daigo Inoue, Masatsugu Tamura, Hajime

Yamashita, Sadao Yokosuka.)

■著者情報
○田中都 (B4)
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 井上大悟、田村匡嗣、山下創、 
横須賀貞夫） 

No figure 

■Keywords
Alpha acid, Total polyphenols, Hop aroma

■キーワード
α酸、総ポリフェノール、ホップ香

■Field
Agricultural engineering

■分野
生物系 農業工学 

■概要
ビールは世界中に 100 種類以上あるとされ，ホップがビールに苦味や香りの違いをもたらす．ホップの苦味はα酸によって決まり，含

有量が多いほど苦味は強いとされる．ホップの香りの特徴はフローラルやシトラスなどと表現される．苦味の強度や香りの特徴はビール

醸造において，使用するホップを選ぶ重要な指標である一方で，ホップに関するデータは国内では数少ない．また，近年では健康志向が

高まっており，様々な食品に機能性が求められている．そこで本研究では，宇都宮大学で栽培されたホップ 3 品種について，香気成分と

苦味成分の定量，機能性の評価として総ポリフェノールを定量し，品種ごとでそれらの特徴を比較することを目的とした．

Email: a143322@cc.utsunomiya-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

C3 
Extraction of swine temperature using machine learning from thermal image 

機械学習を用いる熱画像からの豚の体表面温抽出
■Authors’ information
○Misaki Mito (D1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Takuji Kawagishi, Koichi Mizutani, Keiichi

Zempo, Naoto Wakatsuki, Yoshifumi Kubota.) 

■著者情報
○味藤未冴来 (D1)
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） 

No figure 

■Keywords
Swine, Machine learning, Thermal image

■キーワード
豚、機械学習、熱画像 

■Field
Informatics

■分野
理工系 情報学 

■概要
豚は発情により体表面温度が変化するが，従来は熱画像中から手動で指定しており，作業者への負担が大きかった。本稿ではサーモグ

ラフィによる豚の計測から，体表面温度の自動抽出を試みた。可視画像から機械学習による豚認識器を用いて，処理対象の画像中から豚

領域を抽出した。豚認識器には，自己符号化器に基づく機械学習を用いることで，処理対象の豚の画像のみから豚認識に必要な特徴量を

自動取得した。さらに，抽出した豚領域から熱画像を利用することで豚輪郭の抽出を行い，豚輪郭の座標を利用した楕円領域の指定によ

り，体表面温度の自動取得を行うことができた。

Email: mito@aclab.esys.tsukuba.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 
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C4 
Activity pattern and quantity of swine in disease estimated from motion image 

豚の感染症罹患時の動画像から推定する行動パターンと行動量 
■Authors’ information 
○Takuya Sato (M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Koichi Mizutani, Keiichi Zempo, Naoto 

Wakatsuki, Nobuhiro Takemae, Takehiko Saito.) 

■著者情報 
○佐藤拓弥 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 水谷孝一、善甫啓一、若槻尚斗、

竹前喜洋、西藤岳彦） 

No figure 

■Keywords 
Swine, Motion image, Activity pattern 

■キーワード 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学（情報） 

■概要 
豚の呼吸器感染症予防は従来健康診断及び作業者による直接的な観察により行っており負担が大きい。また罹患時の豚の行動パターン

の変化が報告されている。本稿では、カメラから行動パターンを判別し、その変化から健康状態の推定を目的とする。7 種類の行動パタ

ーンを定義し, 2 週間の間手業で 1 日 30 分間の判別をした。結果として定義した 7 種類の行動パターンが観測され、感染群と非感染群の

行動パターンの時間差や行動量に大きな変化はなく、より長時間の観測の必要性が確認された。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 

C5 
Measurement of micro-particles by optical Fourier transformation 

イメージセンサを用いた光フーリエ変換による微小粒子の内部構造の計測 
■Authors’ information 
○Chikashi Kadoi (M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 

(Co-authors: Koichi Mizutani, Tadashi Ebihara, Wakatsuki Naoto.) 

■著者情報 
○門井悠 (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） 

No figure 

■Keywords 
Particle, Optical application measuring, Lens 

■キーワード 
粒子、光応用計測、レンズ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学（電気） 

■概要 
本研究の目的は，光フーリエ変換を用いた，単一の微小粒子の内部構造の推定である．本研究では，粒径標準となるガラスビーズをス

ライドガラス上に固定し，コリメート光を照射することで回折像を取得した．このとき，レーザの回折角は粒子に存在する内部構造およ

び外径に依存する．このため，回折像中の円形開口における光強度分布を解析することにより，粒子の内部構造を推定した．また，光学

系の対称性により，レーザ中の粒子の分布による回折像の変化を確認することができた．提案手法により，顕微鏡での計測に比べ幅広い

空間周波数に対応する計測が可能となった． 

Email: kadoi@aclab.esys.tsukuba.ac.jp Twitter: CHI_works Facebook: ○ 

 

C6 
Measurement of bread tastiness by electrical impedance 

電気インピーダンスで計測するパンの美味しさ 
■Authors’ information 
○Akari Wada (B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba. 
(Co-authors: Akihito Kobayashi, Koichi Mizutani, Naoto 

Wakatsuki.) 

■著者情報 
○和田朱里 (B4) 
筑波大学 工学システム学類 
（共著者: 小林彰人、水谷孝一、若槻尚斗） 

No figure ■Keywords 
Bread, Electrical impedance, Moisture content 

■キーワード 
食パン、電気インピーダンス、含水率 

■Field 
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■概要 
【目的】電気インピーダンス法により，パンの含水率を推定する方法を示す． 【方法】食パン片を常温で 180 分乾燥させた．計測し

たものは，インピーダンスと試料の重量である．乾燥にはインピーダンス計測用試料と重量計測用試料の 2 つを用意した．また，含水率

は乾燥前に従来手法にて計測を行い，それを元に乾燥中の含水率は重さを利用し算出した．インピーダンス測定では，100Hz~1MHz まで

の 100 点で 1 分毎に計測を行った．食パン片は両端方向でのみ乾燥させた． 【結果】乾燥開始直後にインピーダンスの減少傾向が見ら

れた．その後，レジスタンス成分において増加の傾向が見られるようになった． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 
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C7 講演中止

No figure 

■Authors’ information
 

■Keywords

■Field
 

■著者情報

■キーワード
 

■分野
  

■概要

 

Email:  Twitter:  Facebook:  

C8 
Implementation of Dynamic and Static Partial Gravity Algorithm using 

Three-Dimensional Clinostat 
■Authors’ information
○Nhayoung Hong 
Interdisciplinary Program in Bioengineering, Seoul National

University. 
(Co-authors: Min Hyuk Lim, Yoon Jae Kim, Sungwan Kim.) 

■著者情報

No figure ■Keywords ■キーワード

■Field
Biomedical Engineering

■分野

■概要
Gravity is omnipresent on Earth and places elsewhere experience microgravity, partial gravity or hypergravity conditions. To replicated microgravity or partial gravity

conditions present in space and planets on Earth, 3D clinostat, also known as random positioning machine, was designed. Partial gravity algorithm has two components, 

dynamic and static, each producing partial gravity by rotating frames of 3D clinostat machine and providing static motion respectively. A combination of two parts allows 

simulated partial gravity condition between 0 G and 1 G. This work includes simulation result and graphic user interface for controlling 3D clinostat. It will provide basic 

information regarding human space biology in partial gravity conditions and extend the knowledge of cell physiology. 

Email: × Twitter: × Facebook: × 
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C9 
Proposal of Project Based Learning through original audio amplifier 

自作オーディオアンプを用いた電子回路に関する問題解決学習の提案
■Authors’ information
○Yu Kumita (B3) 
Dept. of Mechatronics, Univ. of Nanzan. 
(Co-authors: Shinsuke Takeuchi, Ryusuke Kato, Katsuyuki Fujii, 

Yasuyuki Okumura.) 

■Keywords
Electronics 
Audio amplifier
Project Based Learning 

No figure 

■著者情報
○汲田祐 (B3)
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 竹内信介、加藤隆介、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード
電子工作 
オーディオアンプ 
問題解決学習（PBL）

■Field
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学（電気） 

■Abstract
Electronic circuits are used in electronic products. However, we

can scarcelysee electronic circuits incorporated in electronic 
products and it is hard toimagine how electronic circuits behave. 
Hence, we propose a PBL activity todeepen our knowledge about 
electronics through creating simple audio amplifier.It requires tone 
control function and volume adjustment, and so on. Therefore,we 
must think out ways to install our original circuits. We bought 
electroniccomponents and created original audio amplifier. We will 
impart the best part ofelectronics through demonstration at the 
workshop. 

■概要
電子回路は，身の回りの電気製品に必ず実装されている．しかし，電

気製品のなかに組み込まれた回路は目視する機会が少なく，またどのよ

うな動作が行われているか想像することが難しい．そこで，扱いが容易

なオーディオアンプを作製することで電子工学の知識を深める PBL活動

を提案する．オーディオアンプにはトーンコントロール，ボリューム調

節などの機能が必要であり，これらを搭載するために電子回路に工夫を

施さなければならない． 我々は大須電気街で電子部品を購入し，オリジ

ナルのオーディオアンプを作製した．ワークショップではデモンストレ

ーションを通じて，電子工学の醍醐味を伝えたい． 
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C10 
Construction of The Technology Tree 

テクノロジーツリーの構築
■Authors’ information
○Hayato Nomura (D2) 
Dept. of Information and Communication Engineering., Graduate

School of Information Science and Technology, The Univ. of Tokyo. 
(Co-author: Ei Nakawaga.) 

■Keywords
Outline of technology 
Engineering education 
Interdisciplinarity 

No figure 

■著者情報
○野村隼人 (D2)
東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 
（共著者: 中川瑛） 

■キーワード
技術大系 
工学教育 
分野越境 

■Field
Science education/Educational technology

■分野
人文社会系 科学教育・教育工学 

■Abstract
Engineering is constructed by much knowledge of math and

engineering and thatproduce products and new knowledge. For 
example, Angle functions are essentialfor learning Fourier 
transform, and it to be a useful toolkit for manydisciplines. 
Furthermore, Angle functions have familiar applications such 
ascalculation on a computer game. Thus, foundations, technologies, 
andapplications have tree topological relationship, and it is helpful 
for enhancingmotivation of students who learn foundations of 
engineering. We aim to sort outand visualize the relationship, so we 
named it “The Technology Tree.” 

■概要
工学において，それぞれの分野はたくさんの数学・工学の基礎的な知

識によって構築され，それを用いて社会応用的な成果物や，また新たな

数学・工学の基礎を生み出している．例えば，三角関数はフーリエ変換

を学ぶために必須であるし，それは強力な道具として様々な学問の基礎

となる．同時に三角関数単体でもゲーム制作における座標計算など身近

な用途に使える．このように基礎・技術・応用はツリー状の関係性を持

っており，このような関係性を早い段階から知ることができれば，工学

の基礎的な事項を学ぶにあたっての強いモチベーションとなりうる．本

研究ではそのような関係性を“テクノロジーツリー”と呼んで，その大

系の整理と可視化を目指す． 
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C11 
A proposal and implementation of recipe synthesis system 

レシピ合成による料理の効率化支援システムの提案と実装
■Authors’ information
○Hisamaro Fujishima (B2) 

School of Media Science, Tokyo Univ. of Technology.

■Keywords
Cook recipe 
WEB application 
Improve effciency 

No figure ■著者情報
○藤島久麿 (B2)

東京工科大学 メディア学部 

■キーワード
レシピ 
WEB アプリケーション 
効率化 

■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
It is difficult to make multiple dishes at the same time looking at

the recipesite. So, disassemble each recipe by procedure and 
arranging the procedures onone time table. It helps to efficiently 
make multiple dishes, and also managesthe entire meal, thereby 
supporting the management of calories and nutritionalbalance, We 
made prototype of WEB service. Recipes are registered in the form 
ofparts such as food, cookware, and process. When multiple recipes 
are selected,they are divided into parts and a assembled as one 
recipe. Thus, it is possibleto cook multiple dishes efficiently. 

■概要
レシピサイトには 1 つずつのレシピの作り方しか載っていないため、

複数の料理をレシピサイトを見ながら同時に作ることは難しい．そこで、

複数のレシピを手順ごとに分解し、手順をタイムテーブル上に並べるこ

とで、複数の料理を効率よく作る支援する．さらに食事全体を管理する

ことで、カロリーの計算や栄養バランスの管理も支援できる WEB サー

ビスのプロトタイプの実装を行った．レシピはあらかじめ登録された食

品や調理器具、作業工程などのパーツを選択する形で登録される。調理

するレシピが複数選択されると、レシピをこのパーツに分解・合成して

1 つのレシピとして組み立て直す．これにより、複数の料理を効率的に

同時に作ることができる． 
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C12 
Academic knowledge production and the difficulty of interdisciplinary evaluation 

学問コミュニティを中心とした知識生産の構造と分野横断型研究の評価困難性
■Authors’ information
○Ei Nakagawa (others)

Dept. of Law, Univ. of Chuo. 

■Keywords
Mode 2 science 
Validity-boundary 
Academic community 

No figure ■著者情報
○中川瑛 (others)

中央大学（17 卒、院進学準備中） 法学部 

■キーワード
mode2 科学 
妥当性境界 
学問コミュニティ 

■Field
Sociology/History of science and technology 

■分野
人文社会系 科学者会学・科学技術史

■Abstract
Academic knowledge production is institutionalized by each

academic communitiessharing a Validity-Boundary to expand 
knowledge in specific field.Interdisciplinary studies' importance is 
getting higher in proportion tothe complexity of social issues. 
Nevertheless many interdisciplinary researchproject does not work 
well. This report shows that there are three reasons whydoes not it 
work. Key words are "Validity-Boundary" "mode 2science" 
"difficulty of evaluation" . 

■概要
学問知の生産はその分野における知を拡大することを目的として、あ

る妥当性境界を共有した（例えば学会のような）学問コミュニティによ

る査読によって制度化されている。他方、複雑化する社会課題に対して

分野横断的な研究の必要性が叫ばれており、多くの研究プロジェクトが

動いているがその成果は芳しくない。そのような学問知の生産の目的が

「分野における知の拡大でない」こと、そのような知は既存の制度によ

って評価することが困難であること、よって研究者のキャリアに反映さ

れないことが、社会に求められているにも関わらず分野横断型研究を難

しくしている原因であることを明らかにする。 
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C13 
Online parameter identification of induction motor 

誘導電動機のオンラインパラメータ同定 
■Authors’ information 
○Takayuki Hashimoto (M2) 

Dept. of Science and Engineering, Univ. of Aoyama. 

(Co-authors: Yoichi Hayashi, Tetsuji Daido) 

■Keywords 
Parameter 
Complex 
Iron loss 

 

No figure 

■著者情報 
○橋本賢征 (M2) 
青山学院大学 理工学専攻 
（共著者: 林洋一、大道哲二、） 

■キーワード 
パラメータ 
複素電力 
鉄損 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学（電気） 

■Abstract 
For better vector control of the induction motor, accurate motor 

parameters arerequired. However, resistances change depending on 
operating conditions such asthe temperature. Therefore, we propose 
a method to identify the resistancesonline calculating the complex 
power, assuming that value of inductances have noerror. Iron loss 
affects the parameter identification. Therefore, we 
examinedwhether optimal parameter identification is possible 
considering the iron loss. 

■概要 
誘導電動機のよりよいベクトル制御のためには、正確なモータパラメ

ータが必要である。しかし、抵抗は温度や運転状態によって変化してし

まう。そこで、インダクタンスに誤差が無いと仮定し、複素電力から抵

抗をオンラインで同定する手法を提案する。鉄損はパラメータ同定に影

響を与える。よって、鉄損を考慮して、最適なパラメータ同定が可能か

検証を行った。 
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C14 
Auxiliary Effect Verification of Power Assist Suit using Artificial Muscle 

空気圧ゴム人工筋肉を利用したパワーアシストスーツの補助効果検証 
■Authors’ information 
○Hirokazu Arakawa (M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University. 
(Co-authors: Shun Mohri, Yasuyuki Yamada, Kazuya Yokoyama, Isao 

Kikutani, Taro Nakamura.) 

■Keywords 
Power assist 
Artificial muscle 
Wearable 

 

No figure 

■著者情報 
○荒川大和 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 毛利駿、山田泰之、横山和也、菊谷功、中村太郎） 

■キーワード 
パワーアシスト 
人工筋肉 
ウェアラブル 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Recently, over half of workers suffer from low back pain. This 

problem occurs in workplace that is difficult to automated, for 
example factory, nursing and agriculture industries. Therefore, we 
are developing a waist assist device “AB-Wear”. This device is 
flexible, lightweight, high output, and has a structure that reduce 
back compression. but, it is only evaluated by electromyography 
measurement, and the usefulness of this appliance has not been 
confirmed. in this paper, we report the result of the objective and 
proposal evaluation experiment about the assist effect of the assist 
suit. 

■概要 
厚生労働省の報告によると，日本の業務上疾病調査の 6 割以上を腰痛

が占めている．腰痛は，高重量物体を扱う造船業や工業，農業，介護現

場など自動化が困難な現場で発生している．作業による腰への過負荷が

原因となっている．そこで著者らは人体装着型の腰部補助装具

「AB-Wear」の開発を行っている．本装具は，柔軟・軽量・高出力であ

り，背骨の圧縮も抑制する構造であるが，筋電位の計測による評価しか

行われておらず，本装具の有用性は十分に確認できていない．そこで本

発表では，アシストスーツの補助効果について，客観的・主観的な評価

実験から得られた内容について報告する． 
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C15 
N-Sb₂Te₃ based synaptic device 

N-Sb₂Te₃を用いたシナプス素子に関する研究 
■Authors’ information 
○Keita Sawao (M2) 

Dept. of Eelectronics Informatics Tech, Univ. of Gunma. 

(Co-authors: Dai Nishijo, Atsushi Kanayama, Hayato Sone, You Yin.) 

■Keywords 
Chalcogenide material 
Synaptic plasticity 
Synaptic device 

No figure ■著者情報 
○澤尾景太 (M2) 
群馬大学 電子情報・数理教育プログラム 
（共著者: 西條大、金山徳志、曾根逸人、尹友） 

■キーワード 
カルコゲナイド材料 
シナプス可塑性 
シナプス素子 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学（情報） 

■Abstract 
At present, computers are based on von Neumann architecture, 

which consumes much power. In contrast, the brain of human 
requires a much lower power consumption.In order to make the 
brain-like computer, imitation of the synaptic plasticity becomes 
necessary. In this study, we tried to imitate the plasticity using a 
chalcogenide material N-Sb�Te� based device. We succeeded in 
gradually changing the device resistance when we flowed current 
sweep（0～0.1…0～1.0mA） to our device. The device has high 
stability and synaptic plasticity was imitated. 

■概要 
情報端末や通信の急速な発展により、複雑な情報を扱うことが多くな

ってきている。現在広く使用されているノイマン型コンピュータは消費

電力が多いことなどの問題がある。一方、脳は記憶・情報処理に多くの

消費電力を必要としない。脳内のシナプスは信号を送る際に重要な役割

をしている。よって、脳型コンピュータを作るにはシナプスの特性を模

倣する必要がある。本研究は安定性に優れたカルコゲナイド材料

N-Sb�Te�を用いてシナプス可塑性の模倣を目指した。電流スウィープ（0
～0.1…0～1.0mA）を流した時の抵抗値を徐々に変化させることに成功し

た。このことから、素子の安定性とシナプス可塑性を模倣することが出

来た。 
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C16 
The helical inversion reaction pathway of ortho phenylenes derivative 

オルトフェニレン誘導体分子の螺旋反転反応経路 
■Authors’ information 
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■Keywords 
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No figure 
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■キーワード 
オルトフェニレン誘導体分子 
密度汎関数法 
螺旋反転反応経路 

■Field 
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract 
Recently, the helical inversion reaction process has become of 

interest in the molecular switch and the molecular machines. In 
particular, the stable configurations of neutral ortho phenylenes 
derivative (OP) have helical tightly packed ortho position 
phenylenes with π/π stacking interaction. To investigate helical 
inversion reaction pathways, we study theoretically the stable and 
transition-state geometries of OP using the density functional 
theory. We found that OPs follow an inversion reaction pathway 
with various transition-states in which the configuration of each 
phenylene is inverted. 

■概要 
近年、螺旋反転反応の過程を応用することにより、分子スイッチや分

子マシーンなどの可能性があるとして注目されている。本研究で着目す

るオルトフェニレン誘導体（OP）分子は、複数のフェニレン分子がオル

ト位に結合した立体螺旋構造で、π-π相互作用によって高密度に組織化

している。現在までに、OP 分子は溶液中で迅速な螺旋反転を繰り返す事

が実験的に報告されたが、OP 分子が示す螺旋反転の詳細な反応経路につ

いてわかっていない。本研究では、密度汎関数法を用いて、４量体の OP
分子の局所構造と遷移構造を探索してポテンシャルエネルギー面を作成

し、螺旋反転反応経路の解明することを目的とする。 
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C17 
Theoretical study of electronic transition in buckycatcher complexes 

バッキーキャッチャー複合体分子における電子遷移の理論的研究
■Authors’ information
○Mikako Kanasugi (B4) 

Dept. of Mathematical and Physical Sciences, Japan Women's Univ. 
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■Keywords
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■キーワード
バッキーキャッチャー 
π共役高分子 
電子遷移 

■Field
Physics 

■分野
理工系 物理学 

■Abstract
Towards the realization of highly efficient organic photovoltaic

devices, π conjugated polymers have attracted much attention. In 
the present work, we focus on the molecular clip formed through 
the π-π interaction two corannulene units, namely, bowl-shaped 
π-conjugated carbon compound, buckycatcher (BC), which is 
promising for molecular electronics and photovoltaics devices. In 
the previous study, in order unveil the charge transfer properties of 
BC/BC complex, we investigate the electronic structures in ground 
and excited states and absorption spectra using the density 
functional theory. 

■概要
近年、有機薄膜太陽電池や有機 EL など有機光起電力デバイスの実用

化に向けて、その電子材料としてπ共役高分子が注目されている。我々

は、有機電子デバイス・光起電力デバイスとして有望視されるバッキー

キャッチャー分子（Buckycatcher）に焦点を当てる。バッキーキャッチャ

ー分子は、フラーレンの部分構造に相当するπ共役炭素化合物のコラン

ヌレンを２つ連結した分子クリップで、おわん型π共役炭素化合物であ

る。本研究では、密度汎関数法を用いて Buckycatcher/ Buckycatcher 複合

体の安定構造と分子間相互作用、基底状態と励起状態の電子状態を計算

し、電荷遷移特性の解明を目的とする。 
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C18 
A Knowledge Base for the Cross-Cultural Communication between Japan and China 

日中間異文化コミュニケーションのための知識ベースの提案
■Authors’ information
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■著者情報
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■キーワード
異文化コミュニケーション 
知識ベース 
情報システム 

■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
In the progressing globalization. People can recognize the

cross-cultural differences in the ways such as web pages and apps 
by IT. However, the ways above are still far from effective. This 
study proposes a knowledge base according to the instances of the 
cross-cultural communication between Japan and China. The 
system is not just for the storage, renewal, or search of data. The 
post/ read/ reuse functions for the users’ comments are appended 
into the system. It provides the information that responds to the 
users’ individual needs properly depending on the users’ usage 
status by applying AI. 

■概要
グローバル化が進んでいる近代社会では、人々は情報技術の発展によ

って様々なWebサイトやアプリケーションなどを通して異文化間の差異

を把握することが可能となっているが、どのルート・手段もまだ充分で

はない。本研究では日中間の異文化コミュニケーションを事例として、

情報の応用性に特化した知識ベースを提案する。従来のデータベースの

蓄積・更新・検索の機能に加え、ユーザの書き込みや他ユーザのコメン

ト閲覧の機能やその再利用の機能を追加し、インタラクティブなシステ

ムを実現する。さらに、AI 技術を用いてユーザの独自のニーズに対応し

た情報を的確に提供し、ユーザの異文化コミュニケーションを支援する

知識ベースを構築する。 
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C19 
A proposal of the SNS application to Let Reaction Accelerate 

リアクションを迅速化させる SNS アプリケーションの提案
■Authors’ information
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■著者情報
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■キーワード
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■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
Although SNS spreads rapidly, the users have a big stress if

someone’s reaction/answer are slow, despite of the expectation for 
the quicker responses than emails. We assume that this may bring 
about the communication imperfection of the users. Therefore, in 
this study, we suggest the SNS to promote quicker reactions by 
setting the expiration date for a text message. So, we can promote 
SNS communication forcibly and can make SNS more different 
from emails by arranging the expiration date for the 
message-checking and replying and also setting penalties depending 
on the user’s reactions. 

■概要
近年の SNS が急速に普及している。しかし、SNS を利用したコミュニ

ケーションは、電子メールよりも素早いレスポンスを期待しているにも

かかわらず、反応や返事が遅いことに対するユーザーのストレスは大き

い。これは現代のネットユーザーのコミュニケーション不全を生み出し

ているのではないかと考える。そこで本研究では、テキストメッセージ

に賞味期限を設け、素早い返事やリアクションを促進させる SNS アプリ

ケーションを提案する。メッセージの確認と返信の時間に賞味期限を設

け、反応に応じてペナルティを設定することで、SNS でのコミュニケー

ションを強制的に促進し、電子メールなどとの違いを改めて明確化する

ことができる。 

Email: nemotouc@gmail.com Twitter: × Facebook: × 

C20 
A front-end application with font adjustment function for SNS 

フォント変更機能を具備した SNS フロント・エンドアプリケーション
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■Field
Informatics 

■分野
理工系 情報学 

■Abstract
Social Networking Service is spread faster. However, it cause

some troubles of human-relation. In addition, we have used 
different fonts for emotional expression when we create documents. 
Therefore, we  developed a front-end application with font 
adjustment function. In this paper, we propose a new function, 
which change fonts from visual emotional expression. When 
selecting anillustration of emotion to want to be added to texts, the 
“font” is changed fitting the emotion. It will be possible to 
express rich emotion and expect to be able to communicate more 
smoothly by texts. 

■概要
近年、ソーシャルネットワーキングサービスの普及が驚くほど早く進

んでいるが、それらは人間関係のトラブルを起こす原因ともなっている。

一方で、我々は文章を作成する場合、感情表現のためにフォントを使い

分けてきた。そこで我々は、フォントを変更する機能をもったフロント

エンドアプリケーションを開発した。本論文では、視覚的な感情表現か

らフォントを変更する新機能を提案する。文字に付加させたい感情のイ

ラストレーションを選択すると、その感情に合わせてフォントを変化さ

せる。このアプリケーションを実現することで、豊かな感情表現ができ

るようになり、文章によるコミュニケーションがより円滑になることが

期待できる。 
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C21 Secure Near-field Communication for Smartphones Using Sound and Vibration 

■Authors’ information 
○Saki Nishihara (M1) 

Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba. 

(Co-authors: Tadashi Ebihara, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki.) 

■Keywords 
Near field communication 
Communication system security 
Acoustic devices 

No figure ■著者情報 
○西原沙紀 (M1) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 海老原格、水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード 
音響通信 
暗号化 
モバイルデバイス 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学（通信） 

■Abstract 
In this study, a secure acoustic communication system using a 

loudspeaker,vibration motor and microphone is proposed. The 
transmitter transmits an encrypted message and the encryption key 
from the loudspeaker and vibration motor, respectively. While the 
sound emitted from the loudspeaker propagates long distances, the 
vibration emitted from the vibration motor propagates short 
distances. Hence, only receivers touching to the transmitter can 
receive both the encrypted message and key. From experiments, it 
was found that the proposed system could transmit information at a 
bit rate of 0.98 kbps. 

■概要 
スマートフォン間で直接通信する手法としてこれまでにスピーカを用

いる音響通信や振動モータを用いる振動通信が提唱されてきた．しかし，

スピーカから放たれた情報は第三者に傍受される危険性があり，振動モ

ータの通信は 10 bps で低速という問題があった．そこで本研究では，送

信情報を暗号化し，暗号文をスピーカから，暗号鍵を振動モータから送

信し，両信号をマイクロフォンで受信する．送信機に接触している端末

のみが振動として暗号鍵を受信し，暗号文を復号できるためセキュアで

あり，暗号文をスピーカから複数の搬送波で送信するため高速である．

実験により接触している端末のみが0.98 kbpsで通信できることを確かめ

た． 
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C22 
Polished Surface Measurements at Ultraviolet377 nm) Wavelengths 

377 nm を用いた UV レーザによる鏡面測定 
■Authors’ information 
○Yunhao Ma (M1) 
Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Metropolitan 

University. 
(Co-authors: Yunhao Ma, Yasuaki Watanabe.) 

■Keywords 
Laser 
377 nm 
Polished surface measurements 

No figure ■著者情報 
○馬昀灝 (M1) 
首都大学東京 理工学研究科 
（共著者: 馬昀灝、渡部泰明） 

■キーワード 
レーザ 
377nm 
鏡面測定 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学（電気） 

■Abstract 
The laser speckle method is a method for making piezoelectric 

measurements for various applications such as mirror finishing, 
polished surfase and high frequency cable broadcasting. In this 
research, the reflectance ratio for a mirror finish was measured at 
UV wavelengths of 377 nm for the laser speckle methods. 
Specifically, using an incident laser, the scattering reflectance ratio 
for the mirror finish was determined by a detector installed in the 
vertical direction. 

■概要 
LaserSpeckle 法は圧電デバイスを測る方法であり，様々な手法が得られ

ている．近年では，有線または無線機器の高周波化に伴い、デバイス素

子を梨地面から鏡面に仕上げる方法が用いられている．そこで本研究で

は Laser Speckle 法を用いて実験結果のない UV 波長（377nm）に対し，

鏡面に対してレーザ波長に対する反射率の調べた．具体的には鏡面に斜

入射したレーザを用いて，垂直方向に設置したディテクターにより，散

乱項の反射率を求めるものである．シミュレーションによる検討は行わ

れていたが，実験値を用いた検討は行われていないため検討する． 
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C23 
Tamper detection and identification based on histogram shift of audio data 

音声データのヒストグラム移動に基づく改ざんの検知と同定
■Authors’ information
○Yuya Nakayama (M1)
Electronics, Information and Media Engineering Major, Nippon

Institute of Technology. 
(Co-author: Masanori Kimoto.) 

■Keywords
Digital watermark 
Tamper detection 
Histogram shift 

No figure 

■著者情報
○中山雄也 (M1)
日本工業大学 電子情報メディア工学専攻 
（共著者: 木許雅則） 

■キーワード
電子透かし 
改ざん検出 
ヒストグラム移動 

■Field
Electrical and electronic engineering(Information)

■分野
理工系 電気電子工学（情報） 

■Abstract
Audio data is often used as evidence such as a trial. It is,

however, due to the development of ICT, its editing quality of audio 
data has been significantly improved and it is difficult to easily 
distinguish whether editing is done or not. Therefore, a decline in 
the evidential value of the audio data is regarded as anxiety. In this 
report, we propose a method specifying tamper place to audio data. 
Embedding the flag to the audio data based on histogram shift 
processing ,it is possible to identify the tampered data by the 
presence or absence of the flag. 

■概要
裁判などの証拠物として音声データがしばしば用いられる．音声デー

タはソフトウェアによる編集が容易であり，その信憑性を高めるために

音声鑑定が行われる．しかし近年では人工知能や機械学習の発達により，

その編集品質は著しく向上している．そのため，音声データの証拠的価

値の低下が不安視されている．本報告では，音声データの改ざんを検出

し，その箇所を特定する手法を提案する．データを時間軸でブロック分

割し，そのブロックごとの振幅ヒストグラムへフラグの埋め込みを行う

ことで，改ざんされたデータをフラグの有無で識別することが可能とな

る． 
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C24 
Healthy meal not rapidly digesting starch ~Rice with barley~ 

急激な消化を防ぐ健康的な食事～白米に大麦を添えて～
■Authors’ information
○Yukari Uchida (B4) 

Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya.

(Co-authors: Takahiro Saito, Masatsugu Tamura.)

■Keywords
Digestibility 
Barley 
Blood glucose level

No figure 

■著者情報
○内田有加里 (B4)
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 斎藤高弘、田村匡嗣） 

■キーワード
消化性 
大麦 
血糖値 

■Field
Agricultural engineering 

■分野
生物系 農業工学 

■Abstract
After starch is ingested, it is hydrolysed and rises blood glucose

level (BGL). However, rapid digesting starch is connected with 
lifestyle-related disease such as diabetes. The aim of study to 
examine various condition of slowly digesting starch with in vitro, 
compared rice with barley. As the result, ingesting near cooked rice 
could prevent BGL from rising. Whereas, barley is less digestibility 
and could prevent blood glucose level from rising rapidly. In our 
meal, ingesting not only rice but also barley could prevent BGL 
from rising rapidly and might be related health 
maintenance/promotion. 

■概要
穀物中のデンプンは、摂取後グルコースに加水分解されて血糖値を上

昇させる。 しかし、急激な血糖値上昇は糖尿病などの生活習慣病の原因

となる。本研究では、米と大麦の消化率を比較し、急激な消化を抑える

種々の条件を検討することを目的とした。その結果、米は生米に近い状

態で摂取することで急激な血糖値上昇を防ぐことができた。一方で、大

麦は米と比較し、消化性が低く、急激な血糖値上昇を抑えることができ

る穀物であった。我々が食事をする際には、白米だけではなく大麦を取

り入れることで急激な血糖値上昇を防ぐことができ、健康の維持増進に

繋がる可能性が示された。 

Email: a143308@cc.utsunomiya-u.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 



60 

C25 
Development of Transparent Diodes using Oxide Semiconductors 

酸化物半導体を用いた透明ダイオードの開発
■Authors’ information
○Sohei Matsuda (M2) 

Nanomaterials Microdevides Research Center, Osaka Inst. of Tech. 

■Keywords
Diode 
Transparent 
Zinc Oxide 

No figure 

■著者情報
○松田宗平 (M2)
大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター 

■キーワード
ダイオード 
透明 
酸化亜鉛 

■Field
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野
理工系 電気電子工学（電気） 

■Abstract
Recently, a development of small rectenna which converts weak

electro magnetic waves to DC electric power is expected. Zinc 
oxide (ZnO) have attracted much attention as material suitable for 
use in transparent conductive films because of its wide band gap 
and low cost. However, it is difficult for ZnO to fabricate p-type 
characteristics. In order to solve the problem, we focused on a new 
type rectifier called self-switching nano-diode (SSD). In this study, 
we report the fabrication and characterization of fully transparent 
ZnO-SSDs by using Al-doped ZnO (AZO) as electrodes. 

■概要
近年，アンテナに整流用ダイオードを組み合わせて微弱な電磁波を直

流電力に変換する小型レクテナの開発が期待されている．我々は低コス

トで透明フレキシブルな薄膜レクテナ素子を開発するため，安価で透明

性が高くフレキシブル基板への形成が可能な酸化亜鉛（ZnO）に注目し

た．しかし，p 形 ZnO 薄膜の作製は極めて難しく，pn 接合による整流素

子の作製が困難である．そこで新しい構造を有するセルフスイッチング

ナノダイオード（Self-switching nano-diode; SSD）に注目し，今回，Al ド
ープ ZnO（AZO）を電極に用い，透明 ZnO-SSD をガラス基板上に作製し

たので，その電気特性について報告する． 
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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 14th IEEE TOWERS WIE Best Award 

女性発表者の中で、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。 

 

●イベント賞 

14th TOWERS のイベントでは、発表者が審査員となり、一番良い（満足する）議論ができたと考えた

人に投票して下さい。 

本イベントは、投票という手段を通して、ポスターセッションにおける参加者のみなさま同士の議論

をより活発かつ充実にすることで、TOWERS ワークショップの主な目的でもある「異分野融合」の実現

を狙いとしています。全てのポスターセッション終了後、結果を集計します。高得点獲得者を閉会式で表

彰します。 
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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 14th 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 14th 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. 

 

●Event Awards 

At 14th TOWERS workshop, every participants judge each other and vote for someone who had a fruitful 

discussion in your own presentation. Through the voting, the event aims to make discussions among the participants 

in poster sessions more active and more fruitful, and eventually achieve the “trans-disciplinary integration,” that is 

one of the ultimate purpose in the TOWERS workshop.  
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表紙 Book Cover: 柳田 可奈子 (Kanako Yanagita) 

表紙のデザインを担当致しました。大変貴重な機会を与えて頂き、ありがとうございます。 

皆様の実りある研究活動をお祈り申し上げます。 
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