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The 15th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

 

実行委員長挨拶 

 

The 15th 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。 

 

近年、科学研究の分野は次第に細分化され、一つの研究で扱う内容も狭くなりつつありま

す。このような現状の中で我々若手研究者は、それぞれの研究に夢中になればなるほど他の

世界と疎遠になりがちです。しかし、そのままでは共同研究・研究費獲得・就職等の大きな

ことを成し遂げる際に難しさを感じるのではないかと考えています。そういった意味では

我々若手研究者にとって「仲間をつくる」ことは、研究並みに大切なことかもしれません。

研究者同士はお互いに分かち合えることが多く、特にその繋がりは非常に貴重なものであ

ると私は考えております。 

本ワークショップは、自分とは異なる分野の研究を行っている人に出会い、研究内容を議

論し、お互いを知り合える交流の場として企画されています。本ワークショップを通じて始

まった若手研究者の繋がりがシナジー効果を生み出し、参加者の皆様、また社会に肯定的な

影響を与えることが本ワークショップ、そして私たち IEEE TOWERS 実行委員会の目的で

ございます。 

「異分野交流」は本ワークショップにおける最も重要なキーワードです。研究分野の細分

化が急激に進められている現在、分野の境界を越えた研究者同士の交流はもはや必須であ

るかもしれません。単なる共同研究者ではなく、新しい仲間として異分野の若手研究者との

ネットワークを形成することは、研究における新しいインスピレーションを与えて下さる

でしょう。そして研究以外の部分においても、より豊かな経験に結びつくと思います。 

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

する後援組織および企業の皆様方よりご支援を頂くとともに、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 15th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

実行委員長 

JEONG Kwangjin 
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The 15th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

 

Message from the Chairperson 

 

On behalf of the executive committee, it is my pleasure to announce the opening of the 

15th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers (IEEE 

TOWERS). 

In recent years, the research fields of science and engineering have been categorized 

finely, as such researchers have dealt with only a few tasks and objectives in their studies. 

Deeply exploring such a narrow field of research, a researcher tends to be too far away 

from the real world, where they will suffer from the important tasks including joint 

research, funding acquisition, and job hunting. Making some friends would be one of 

solutions for such a problem, and hence, for young researchers, it is almost equally 

significant with their own studies. Especially it is priceless for us to get along with other 

researchers because they can understand and help us. 

IEEE TOWERS is a workshop held to provide young researchers a place to meet many 

other young researchers, get along with them, and understand each other.  It is the 

objective of IEEE TOWERS executive committee to induce synergies among participants 

which will make the world better. 

“Interdisciplinary networking” is one of the most important concepts of IEEE TOWERS. 

As I mentioned, the research fields have been categorized finely so that it is necessary 

for researchers to collaborate with other researchers in various fields. Though, it is more 

important to make friends who get together with you, not just co-workers for research. 

With many friends in other fields, you will be able to gain also new experiences out of 

your study, not only some inspiration for your study. 

Finally, we gratefully acknowledge the support of the IEEE Tokyo section, sponsor 

companies, and affinity groups for their great effort in supporting our workshop. 

 

The 15th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchers 

Chairperson 

Kwangjin JEONG 
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ワークショップ概要 

●開催日時・場所 

期日：2018 年 11 月 3 日（土曜日） 

会場：慶應義塾大学 矢上キャンパス 

参加費：無料 

ポスターセッション：第 1 部(10:30～11:50)、第 2 部(13:20～16:20) 

●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: A1 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 (17:30~19:30) 

会費 IEEE 会員 IEEE 非会員 

学生 500 円 1,000 円 

一般 2,000 円 3,000 円 

●ホームページ 

https://www.young-researchers.net/towers15th/index 
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Workshop information 

●Date and Venue 

Date: Saturday, November 3th, 2018 

Venue: Yagami Campus, Keio University 

Entry Fee: Free 

Poster Sessions: Part 1 (10:30～11:50), Part 2 (13:20～16:20) 

●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: A1 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 15th 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 (17:30~19:30) 

Fee IEEE member IEEE non-member 

Student 500 JPY 1,000 JPY 

Public 2,000 JPY 3,000 JPY 

●Homepage 

https://www.young-researchers.net/towers15th/index 

 

 



5 
 

タイムテーブル / Time table 

 

慶応義塾大学 矢上キャンパス 

Yagami Campus, Keio University 

09:00- 受付開始 / Registration Open (Entrance) 

09:30-10:20 開会式・スポンサー紹介/ Opening Ceremony & Sponsors’ Introduction 

10:20-10:30 移動・休憩 / Break Time 

10:30-11:50 ポスター発表：セッション A / Poster Presentation: Session A 

11:50-13:20 お昼休み/ Lunch Break 

13:20-14:40 ポスター発表：セッション B / Poster Presentation: Session B 

14:40-15:00 休憩 / Break Time 

15:00-16:20 ポスター発表：セッション C / Poster Presentation: Session C 

16:20-16:30 ポスター片付け・移動・休憩 / Break Time (Removing Posters) 

16:30-17:30 表彰式・閉会式 / Awards and Closing Ceremony 

17:30-19:30 意見交換会 / Social gathering 
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第 15 回 TOWERS 実行委員会 

実行委員長 

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 

副実行委員長 

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 

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 

司城 誠 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子システム工学専攻 

宮下 恵 東京農工大学大学院 工学府 情報工学専攻 

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 

味藤 未冴来 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 

新保 薫子 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工・情報通信学科 

青柳 恵 東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 

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 

関谷 允志 東京農工大学大学院 工学府 電気電子工学専攻 

渡井 和央 東京農工大学大学院 工学府 電気電子工学専攻 

小野寺 俊 青山学院大学大学院 理工学研究科 理工学専攻 

小畑 承経 電気通信大学 情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 

高橋 一希 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 電子応用工学専攻 

山田 大樹 創価大学大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 

小久保 裕貴 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 

安原 成美 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 

田嶋 秀成 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 

顧問 

中里 秀則 早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 

伊藤 浩之 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 

アドバイザー 

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

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

究部(第 7 回副実行委員長) 

鈴木 麻由美 第 7 回副実行委員長 

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

員) 

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

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

員長) 
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The 15th TOWERS Executive Committee 

Chairperson 

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

Technology, Keio Univ. 

Vice-chairpersons 

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

and Information Engineering, University of Tsukuba 

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

Majors, University of Tsukuba 

Makoto Shijo 
Major in Electrical and Electronic System 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 

Members  

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

Science and Technology, Keio Univ.  

Misaki Mito Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba 

Yukiko Shimbo Fundamental Science and Engineering , Waseda University 

Kei Aoyagi The University of Tokyo Precision Engineering 

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

Technology, Tokyo University of Science 

Masashi Sekiya 
Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of 

Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

Kazuhisa Watai 
Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of 

Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

Masaru Onodera Graduate School of Science and Engineering, Aoyama Gakuin University 

Yoshinobu Obata 
Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Graduate School 

of Informatics and Engineering, University of Electro-Communications 

Kazuki Takahashi 
Department of Applied Electronics, Graduate School of Industrial Science and 

Technology, Tokyo University of Science 

Daiki Yamada 
Department of  Information System, Graduate School of Engineering, Soka 

University 

Hiroki Kokubo 
Tokyo University of Sciences Faculty of Industrial Science and Technology 

Department of Applied Electronics 

Narumi Yasuhara 
Department of Applied Electronics, Faculty of Industrial Science and Technology, 

Tokyo University of Science 

Hidenari Tajima 
Department of Applied Electronics, Faculty of Industrial Science and Technology, 

Tokyo University of Science 
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Supervisor 

Hidenori Nakazato 
Department of Communications and Computer Engineering, School of 

Fundamental Science and Engineering, Waseda University 

Hiroyuki Ito 
Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology, 

Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology 

Advisers 

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

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

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

Vice-chairperson) 

Mayumi Suzuki The 7th Workshop Vice-chairperson 

Prof. Masao 
Yamagishi 

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

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

Member) 

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

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

Prof. Keiichi Mizutani 

Assistant Professor, Department of Communications and Computer and 

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

Workshop Chairperson) 
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イベント / Event 

１．ポスターセッションで異分野の発表を聴こう！ 
自分と異なる研究分野の発表を聴いて、スタンプラリーの台紙にシールを貼ってもらおう!! 

各セッションでは 2〜3 分野の発表があります。各セッションでの発表分野および配布シール

に関しては、台紙の裏面にある表をご参照ください。なお、自分が発表するセッションのシールは

カウントしませんのでご注意ください。 

 

発表者の方は自分が発表するセッションの開始時刻の 5〜15 分前に受付に来てください。シー

ルをお渡しします。また、発表が終わり次第、受付にて余ったシールの返却をお願いいたします。 

 

２．景品と交換してもらおう！ 

シールを合計 6 種類集めたら、素敵な景品と交換いたします。 

頑張って集めよう！引き換えは受付にて実施します。 

 

 
 

1. Let’s see presentations!! 

Let's collect stickers on the sheet by listening to the presentations in different research fields from 

yourselves!! 

Each session has two or three fields of presentation. Please refer to a table on back side of the sheet 

for presentation fields and distributed stickers in each session. Please note that we will not count the 

sticker of the session where you present your paper. 

 

A presenter should come to the information desk 5 to 15 minutes before the session starts. We will 

give you stickers of your research field. Also, as soon as your presentation is over, please return the 

extra sticker to the information desk. 

 

2. Let's exchange for a prize! 

After collecting 6 kinds of stickers in total, we will exchange the sheet with a nice prize. 

Let's collect! The exchange will be carried out at the information desk. 
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発表者一覧 / Presenters list 

●セッション A / Session A 

A1 

Hatayama Ryo/畑山 亮(B4) 
Dept. of applied electronics., Tokyo university of science 

東京理科大学 電子応用工学科 
Evaluation of photothermal conversion of carbon nanotube for levitated balloons 
光励起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光熱変換評価 

A2 

Hombo Yugo/本坊 優吾(others) 
Department of science, Tokai University Bosei High School 

東海大学付属望星高等学校 科学部 
Study on sound collection mechanism optimization in sound power generation 
音力発電における集音機構最適化に関する研究〜発電都市 Tokyo を目指して〜 

A3 

Hayashi Taichi/林 泰地(TC5) 
Dept. of Electronic Control Eng., NIT, Gifu College 

岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 
Estimation of line-of-sight from the amplitude distribution of multipath sound 

マルチパスを含む受信音の振幅分布に基づく音源見通し推定手法 

A4 

Iwaoka Ryunosuke/岩岡 龍之介(M2) 
Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 システム情報工学研究科 
Construction and evaluation of a navigation system with auditory cue 

音アイコンによるナビゲーションに関する研究 

A5 

Kokubo Hiroki/小久保 裕貴(B4) 
Dpt. of Applied Electronics, Tokyo University of Science 

東京理科大学 電子応用工学科 
Availability index of inorganic light absorbers toward DSC application 

無機半導体光吸収材料の利用可能指数算出と色素増感太陽電池への応用 

A6 

Joichi Keita/城市 啓太(B4) 
Dept. of Applied Electronics, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学 電気電子応用工 
Liquid metal wiring method towards paper electronics 
ペーパーエレクトロニクスに向けた液体金属配線技術 

A7 

Okubo Sho/大久保 匠(B4) 
Dept. of applied electronics., Tokyo university of science 

東京理科大学 電子応用工学科 
Fabrication of high-temperature sintered porous TiO2 films for flexible DSCs 

フレキシブル色素増感型太陽電池に向けた高温焼結多孔質 TiO2 膜の創製 

A8 

Kanai Daisuke/ (M2) 
Dept. of Applied Physcs, Tokyo Univ. of Sci. 

東京理科大学 
Electronic structure of Pr_1-x_Y_x_CoO_3_ probed by photoemission spectroscopy 

 

A9 

Iio Hiroki/飯尾 大貴(M2) 
Dept of Phys, Tokyo Univ.of Sci 
東京理科大学 応用物理学専攻 

Electronic structure of La0.775Sr0.225-xCaxMn1-yGayO3 
La0.775Sr0.225-xCaxMn1-yGayO3 の電子構造 

A10 

Deguchi Kazuki/出口 和希(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Exploration of Swine's Influenza Infection by Thermography 

サーモグラフィで探るブタのインフルエンザ感染 
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A11 

FAN ZIRAN/范 自然(D1) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, TOYO UNIVERSITY 

東洋大学 大学院総合情報学研究科 
Proposal of a digital book application that offers analog-like usability 

アナログ的使用感を実現したデジタルブックアプリケーションの提案 

A12 

Hiroi Kentaro/広井 健太郎(TC5) 
Dept. of Electronic Control Eng., NIT, Gifu College 

岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 
Impedance change of bone-conducted transducer by contact force at two locations 

外耳孔前と乳様突起部における接触圧力と骨導振動子の端子間電気インピーダンスの関係 

A13 

Mori Mikio/森 幹生(M1) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学 電気工学専攻 
Dependence of accuracy rate and threshold of TNN 

TNN の識別率と閾値の依存性 

A14 

Nakayama Yuya/中山 雄也(M2) 
Dept. of 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 Based on Histogram Shift-Improvement of Cutout Resistance- 

ヒストグラム移動に基づく改ざん検知方式-切り取り耐性の向上- 

A15 

Takahashi Noriaki/高橋 徳明(M2) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学 電気工学専攻 
Wooden House Health Monitoring using Piezoelectric Sensor and Neural Network 

圧電センサとニューラルネットワークを用いた木造住宅ヘルスモニタリング 

A16 

Kitagawa Toya/北川 冬弥(M2) 
Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Yamagata Univ. 

山形大学 電気電子工学専攻 
Towards a Wind noise reduction method using DNN 

深層学習による風雑音低減法の基礎検討 

A17 

Watanabe Ikuru/渡邊 活(B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 工学システム学類 
Detection of the information knocked in pigpen by a piezoelectric sensor 
金属柵豚突振動検出-圧電素子を用いる豚の衝突情報検出システムの提案- 

A18 

Nishijima Yasuhiko/西島 也寸彦(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Suppression experiment of communication for inhibited copulation of whiteflies 

交信抑制によるコナジラミ類の交尾阻害の検証 

A19 

Zempo Eri/善甫 絵理(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Visualization and analysis of membrane vibration for membranophone tuning 

膜鳴楽器のチューニング支援に向けた膜振動の可視化および解析 

A20 

Iida Kanako/飯田 加南子(B4) 
Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya Univ. 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Extraction of aroma components from hops using indirect distillation 

間接水蒸気蒸留法を用いたホップからの香気成分の抽出 

A21 

Niiya Kanako/新谷 加奈子(B4) 
Department of Agric. Environ. Eng., Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Effects of light quality on the growth and component contents of “Komina” 

光質が香味菜の生育と含有成分に与える影響 
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A22 

Sasaki Mitsuru/佐々木 満(B4) 
Dept.of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Changes in hop content due to difference in drying temperature 

異なる乾燥温度によるホップの含有成分の変化 

A23 

Tsujii Hiroki/辻井 啓喜(B4) 
Agricultural Environmental Engineering, Univ.of Usunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学 
Texture and starch digestibility of cooked and fried rice 

米飯および炒飯のテクスチャおよび糖質消化性 

A24 

Watanabe Takeru/渡部 健(B4) 
Department of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Effects of nutrient solution on growth and nutrient constituentsof"Komina" 

培養液が香味菜の生育および含有成分に及ぼす影響 

A25 

Yoshimura Yusuke/吉村 悠佑(B4) 
Department of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya 

宇都宮大学 農業環境工学科 
Evaluation of characteristics of buckwheat within and outside standard. 

規格内、規格外のそばの実の特性評価 
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●セッション B / Session B 

B1 

Mikami Kazuhiro/三上 量弘(B3) 
Environment and Information Studies, Keio University 

慶應義塾大学 
DeepCounter:Using Deep Learning to Count Garbage Bags 

 

B2 

Ito Ryoga/伊藤 亮佳(B3) 
Dept. of Science and Engineering, Univ. of Nanzan 

南山大学 理工学部 
PVC tube-type speakers with air ducts of variable length 

可変長塩ビ管型スピーカーの開発 

B3 

Nishihara Saki/西原 沙紀(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Software Modem of NFC for Smartphones Using Sound and Vibration 

音と振動を用いるスマートフォン間の近距離通信を実現するソフトウェアモデム 

B4 

Eguchi Ryo/江口 僚(D1) 
School of Science for Open and Environmental Systems, Graduate school of Science and Technology, Keio Univ. 

慶應義塾大学大学院 開放環境科学専攻 
Gait Analysis System Using Fusion of Instrumented Insoles and Laser Sensor 
インソール型足圧センサとレーザセンサのフュージョンを用いた歩行解析システム 

B5 

Sato Hirotaka/佐藤 広隆(B4) 
College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 工学システム学類 
Pest Mic -Listen to the whispering of whitefly in Agricultural greenhouse- 

害虫マイク-農業用温室に跋扈するコナジラミのヒソヒソ話を聴く- 

B6 

Fujita Koji/藤田 光治(D1) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University 

東洋大学大学院 総合情報学研究科総合情報学専攻 
Proposal for smartphone input system dedicated to one-handed intuitive operation 

片手操作に特化したスマートフォン入力システムの提案 

B7 

Kim Taehyun/ () 
Korea University 

Information-Propagation-Based Scheduling for the Fast Convergence of Shuffled Decoding 
(Seoul 支部 Student Paper Award 受賞者) 

B8 

Lee Juhee/李 珠熙(M1) 
Graduate school of science and engineering, National Defense Academy 

防衛大学校 理工学研究科 
Improving load-balancing algorithms to cope with attacks 
ネットワーク攻撃対処のための負荷分散アルゴリズムの改良 

B9 

Murata Kazuya/村田 和也(D1) 
Dept. of Information Sciences and Arts, Toyo University 

東洋大学 総合情報学専攻 
Proposal for End of Life Message Application with SNS Linkage Function 

SNS と連携した訃報配信アプリケーションの提案 

B10 

Pham Xuan Hoang/ファン スォン ホアン(M1) 
Graduate School of Science and Engineering, National Defense Academy 

防衛大学校 理工学研究科情報数理専攻 
Study on construction of Honeynet using Docker 

Docker による Honeynet の構築に関する研究 

B11 

Sato Takuya/佐藤 拓弥(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Detection of swine sneezing motion using image processing 

画像処理を用いた豚のくしゃみ動作検出 
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B12 

Shigeta Hiroki/重田 浩希(B3) 
School of Media Science, Tokyo University of Technology 

東京工科大学 メディア学部 
Extracting the relationship between behavior and keyword from internet text 

インターネット上の文章からキーワードと行動の関係性を自動抽出するシステムの検討 

B13 

Sunakawa Miki/砂川 美樹(B4) 
Dept. of Information Sciences and Arts, Toyo University 

東洋大学 総合情報学専攻 
Proposal of Matching-based Review Mechanism 
属性マッチングを利用したクチコミメカニズムの設計 

B14 

Nemoto Taishi/根本 大志(M2) 
Dept. of Information Science and Arts, Univ. of Toyo 

東洋大学 総合情報学専攻 
Proposal of The Pictogram Select Interface Based on The Wheel of Emotions 

感情の輪に基づくピクトグラム選択 UI の提案 

B15 

Tanaka Yui/田中 結(D1) 
Graduate School of Information Sciences and Arts, Univ. of Toyo 

東洋大学 総合情報学専攻 
Concept of Reading Support Application to Improve Readability on Smartphone 
スマートフォンのリーダビリティを向上させるリーディング補助アプリケーションの提案 

B16 

Arakawa Hirokazu/荒川 大和(M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻 
Development of upward work assistance device TasKi by self-weight compensation 

自重補償を用いた上向き作業補助装置 TasKi の開発 

B17 

Abe Wataru/阿部 航(M1) 
Dept. of Electricity Electronics and Communications, Univ. of Toyo 

東洋大学 電気電子情報専攻 
System Specific Period Superimposed Chart in PLC System 

電力線通信(PLC)システムのシステム固有周期重畳図 

B18 

Fukuda Riku/福田 陸(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Construction of connection support system using acoustic beacon in Wi-Fi spot 

音響通信を用いた公衆無線 Wi-Fi 接続支援システムの構築 

B19 

Goto Akifumi/後藤 叡史(M1) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Prototype of Wireless Acoustic Data Recording System for Agricultural Facilities 

農業施設向けワイヤレス音響データ収録システムの試作 

B20 

Gotoh Hiroshi/後藤 碩志(M1) 
Dept. of Electricity, Electronics and Communications, Toyo Univ. 

東洋大学 電気電子情報専攻 
Instantaneous Power-Line Frequency Synchronized Superimposed Chart of PLC System 

電力線通信(PLC)システムにおける瞬時電源周波数同期重畳図 

B21 

Iiyama Haruka/飯山 遥(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 visible light image sensor receiver for V2V communication 

車載環境に適した可視光イメージセンサ受信機の設計 

B22 

Kumita Yu/汲田 祐(B4) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科 
Broadband of a folded dipole antenna with reflector placed close to the body 

人体近傍に配置された反射板付き折り返しダイポールアンテナの広帯域化 
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B23 

Umezawa Yusuke/梅澤 友輔(M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 

筑波大学 知能機能システム専攻 
Performance Evaluation of Acoustic Pedestrian-to-vehicle Communication System 

対歩行者事故を未然に防ぐ歩車間音響通信システム 

B24 

Kobori Takehiko/小堀 壮彦(D2) 
Interdisciplinary Dept. of Science and Engineering, Kagoshima Univ. 

鹿児島大学 総合理工学専攻 
Estimation of 3-D Velocities of Pyroclastic Materials using Weather Radar 

気象レーダを用いた火砕物の三次元速度分布の推定 

B25 

Lan Kai/蘭 凱(D3) 
Dept. of Micro-Nano Mechanical Science and Engineering, Nagoya Univ. 

名古屋大学 マイクロ・ナノシステム専攻 
Study on perceptual margin in the photographic 

写真における知覚的余白に関する考察 

B26 

Huang Di/黄 砥(others) 
Department of Medical System Engineering, Chiba University 

千葉大学 医工学専攻 
Technology of Computer-aided Diagnosis of Early Lung Cancer CT Images 
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●セッション C / Session C

C1 

Honma Hiroki/本間 大幹(B3) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科

Inexpensive bass-reflex stereo loudspeakers 
低価格ユニットを用いたバスレフ型ステレオスピーカの製作 

C2 

Ishikawa Takumi/石川 拓実(B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発

Map Navigation System by LED Color of Smart Grasses to Defeat Smartphone Zombie 
歩きスマホ事故を防止するメガネ型情報端末の LED 光色を用いたルート案内システム

C3 

Murai Shuta/村井 柊太(B3) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科

Production of BTL audio amplifier 
BTL オーディオアンプ作製の報告

C4 

Shimura Takumi/志村 拓海(B4) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科

Development of micro hydro-power generation in rural Ethiopia 
エチオピア農村部におけるマイクロ水力発電の開発

C5 

Watanabe Yusuke/渡邉 裕介(B4) 
Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発学科

Arousing User’s Interest by Crybaby Yuru-chara Robot for Smart Speaker 
AI スピーカの利用を促すゆるキャラロボによる乳児の啼泣を用いたユーザの関心の誘引

C6 

Ohata Yuka/大畑 友香(M2) 
Dept. of Disability Sciences, Univ. of Tsukuba 

筑波大学 障害科学専攻

The educational environment level of hospitalized children may be degraded 
退院・復学した際に感じる学習の遅れ-入院時の学習環境から-

C7 

Abe Yudai/阿部 優大(B4) 
Dept. of Electronic Information Science and Tech., Univ. of Gunma 

群馬大学 電子情報部門

Frequency Estimation Circuit Using Residue Number System 
剰余系を用いた周波数推定回路 

C8 

Katayama Shogo/片山 翔吾(B4) 
Dept. of Electronic Information Science and Tech., Gunma Univ. 

群馬大学 電子情報理工学科

Output Ripple Compensation of Switching Converters with EMI Noise Reduction 
EMI ノイズ拡散スイッチング電源の出力リップル低減方式 

C9 

Kuroki Shota/黒木 将太(B4) 
Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

南山大学 機械電子制御工学科

Prototype of a small wind-power generator for the rural areas in Ethiopia 
エチオピア農村部における小型風力発電機の試作

C10 

Okano Toshiaki/ (D1) 
Graduate school of science and technology, Keio University 

Design of New Communication Disturbance Observer for Bilateral Contro 

C11 

Otsuka Tomoya/大塚 誠也(B4) 
Dept. of applied electronics., Tokyo University of Science 

東京理科大学 電子応用工学科

Fabrication of nano-carbon flexible pressure sensors utilized by liquid metal 
液体金属を用いたナノカーボンフレキシブル圧力センサーの作製と評価 

発表辞退
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C12 

Yamamoto Atsushi/山本 篤(M2) 
Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

東京理科大学 電気工学専攻

Evaluation of Correlation between Orientation of YIG and Spin Seebeck Effect 
YIG の配向とスピンゼーベック効果との相関の評価

C13 

Ashigaki Kyota/芦垣 恭太(M2) 
Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ. 

中央大学 理工学専攻

Considering Mixing Process of Solid fuel using Peristaltic mixer 
腸を模擬した蠕動運動型搬送混合装置を用いた固体推進薬の混合プロセスの検討 

C14 

Arakawa Hirokazu/荒川 大和(M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

Auxiliary Effect Verification of Power Assist Suit Using Flat Spring Deflection 
板ばねのたわみを利用したアシストスーツの補助効果検証 

C15 

Hagiwara Daiki/萩原 大輝(M1) 
Dept. of Precision engineering, Univ. of Chuo 

中央大学 精密工学専攻

Manufacturing test and ground burning test 
固体推進薬の製造のための蠕動運動型混合搬送装置による製造試験と地上燃焼試験の報告 

C16 

Hayashi Takunori/林 拓宗(M1) 
Department of Precision Engineering, Univ. of Chuo 

中央大学 精密工学専攻

Deformation Measurement of Dielectric Elastomer on a 2-D Plane 
誘電エラストマの２次元平面の変形測定 

C17 

Isaka Keita/井坂 惠太(M1) 
Dept. of precision mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

Development of seafloor drilling robot based on earthworm locomotion 
ミミズの移動方法を規範とした海底探査用掘削ロボットの開発

C18 

Onozuka Yuki/小野塚 祐樹(M1) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

中央大学 精密工学専攻

Wearable 4 DOF force feedback device using artificial muscles and MR clutches 
人工筋肉と磁気粘性流体クラッチを用いた装着型 4 自由度力覚提示装置

C19 

Suzuki Ryuji/鈴木 隆二(M1) 
Dept. of precision mechanics, Chuo univ. 

中央大学 精密工学専攻

Experimental Identification Model-Based Feedforward Controller for AM 
実験同定モデルに基づく軸方向繊維強化型人工筋肉のフィードフォワードコントローラ 

C20 

Tadami Naoaki/只見 侃朗(M2) 
Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

中央大学 精密工学専攻

Proposal of curved drilling to expand the exploration range of underground robot 
地中探査ロボットの探査範囲拡大を目的とした屈曲掘削の提案 

C21 

Mano Yuki/眞野 雄貴(M1) 
Faculty of Science and Engineering, Chuo Univ. 

中央大学 精密工学専攻

Development of Traction Force Control System for Sewer Pipe Inspection 
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A1 
Evaluation of photothermal conversion of carbon nanotube for levitated balloons 

光励起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光熱変換評価 
■Authors’ information 

○Ryo Hatayama (B4) 

Dept. of applied electronics., Tokyo university of science 

(Co-author: D. Kobayashi, K. Takahashi, T Ikuno.) 

■Keywords 
Carbon nanotube 
Photothermal conversion 
Levitation 

No figure ■著者情報 
○畑山亮 (B4) 
東京理科大学 電子応用工学科 
（共著者: 小林大赳、高橋一希、生野孝） 

■キーワード 
カーボンナノチューブ 
光熱変換 
浮揚 

■Field 
Nano/Micro science 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract 
 

■概要 
これまで我々は、無音・無風・軽量かつ、各種センサー搭載可能な、

新しい小型浮揚監視システムの構築を目的とし、光励起により浮揚可

能なバルーン型浮揚体を新たに開発した。バルーンの素材であるカー

ボンナノチューブとセルロースナノファイバーの複合した三層膜表面

に赤外線照射した際の面内温度分布の時間変化を、実験及び計算の両

面から調査した。さらに、正四面体型バルーンの空間温度分布をシミュ

レーションし、浮力の発生メカニズムについて考察した。 

Email: rhatayama@ikunolab.net Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

A2 
Study on sound collection mechanism optimization in sound power generation 

音力発電における集音機構最適化に関する研究〜発電都市 Tokyo を目指して〜 
■Authors’ information 

○Yugo Hombo (others) 

Department of science, Tokai University Bosei High School 

(Co-author:) 

■Keywords 
Sound power generation 
CAE 
Inclusive 

No figure ■著者情報 
○本坊優吾 (others) 
東海大学付属望星高等学校 科学部 
（共著者:） 

■キーワード 
音力発電 
CAE 
インクルーシブ 

■Field 
Applied physics 

■分野 
理工系 応用物理学・工学基礎 

■Abstract 
 

■概要 
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を受け、誰もが相

互に人格と個性を尊重し支え、認め合うインクルーシブ社会への関心

が高まっている。その一側面としてバリアフリーが挙げられ、IoT など

の技術から支援する動きがある。これらの技術には電子機器の無給電

動作が求められる。そのエネルギー源として本研究で注目したのは音

である。音は身近にありふれているが有効活用が進んでいない。音エネ

ルギーの活用はインクルーシブ社会の発展に寄与する事に留まらず、

昨今のエネルギー問題解決の一助となるのではないかと考えた。そこ

で、実用可能な段階とすることを 終目標とし、本研究では基礎研究と

して音での発電特性を検証した。 

Email: pi-su.10.ji-ku.h@hotmail.co.jp Twitter: yuugo1016 Facebook: ○ 
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A3 
Estimation of line-of-sight from the amplitude distribution of multipath sound 

マルチパスを含む受信音の振幅分布に基づく音源見通し推定手法 
■Authors’ information 

○Taichi Hayashi (TC5) 

Dept. of Electronic Control Eng., NIT, Gifu College 

(Co-author: S. Ogiso.) 

■Keywords 
Rice distribution 
Line-of-sight 
Acoustic localization 

 

■著者情報 
○林泰地 (TC5) 
岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 
（共著者: 小木曽里樹） 

■キーワード 
ライス分布 
見通し内 
音響測位 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
In this research, we propose a method to estimate the 

degree of line-of-sight(LOS) between loudspeaker and 
microphone from an amplitude distribution of soundwith 
multipath component. Assuming that the amplitude 
distribution follows theRice distribution, the K factor of the 
distribution was estimated as itindicates the ratio of the 
direct wave component. The estimation was performedon 
the measured amplitude distribution by the least squares 
method. As a result,the K factor became smaller as the 
sound source was shielded. From the above,the degree of 
LOS can be estimated by the K factor. 

■概要 
本研究はスピーカ・マイク間の見通しの程度を音の振幅分布から推

定する手法を提案する．マルチパスを含む音の振幅分布はライス分布

に従うと仮定し，このパラメータのうち直接波成分の割合を示す K フ

ァクタを指標とした．実験は帯域 5~7 kHz，信号長 2 ms のチャープ音

をスピーカから発信し，1 m 離れた場所で録音した．このときスピーカ

とマイクの間を遮蔽物で遮蔽し条件を変化させ，計測した振幅分布に

対し 小二乗法で K ファクタを推定した．結果としてライス分布のフ

ィッティングは妥当な誤差で可能であり，音源が遮蔽されるほど K フ

ァクタは小さくなった．以上から，見通しの程度は K ファクタで推定

可能と示した． 
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A4 
Construction and evaluation of a navigation system with auditory cue 

音アイコンによるナビゲーションに関する研究 
■Authors’ information 

○Ryunosuke Iwaoka (M2) 

Graduate School of Systems and Information Engineering, Univ. of Tsukuba 

(Co-author: K. Mizutani, N. Wakatsuki.) 

■Keywords 
Auditory cue 
Navigation 
Sound image presentation 

No figure ■著者情報 
○岩岡龍之介 (M2) 
筑波大学 システム情報工学研究科 
（共著者: 水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード 
音アイコン 
ナビゲーション 
音像提示 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
 

■概要 
本研究の目的は，立体音響技術を用いて音アイコンを被支援者との

相対的な位置に音像提示することで，音響ナビゲーションシステムを

構築することである。音アイコンとは特定の言語を用いない音であり，

特定の言語を知らなくても被支援者に対象物を連想させることができ

る。本稿では，新しい手法によって作成された音アイコンによるナビゲ

ーション，自然言語によるナビゲーション，および既存の音アイコンに

よるナビゲーションの比較実験を行った。その結果，トイレの音アイコ

ンは高い割合で対象物を連想させることができ，有意差は見られなか

ったものの既存手法よりも地図上の自分の位置，角度を間違える割合

が減ることが分かった。 
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A5 
Availability index of inorganic light absorbers toward DSC application 

無機半導体光吸収材料の利用可能指数算出と色素増感太陽電池への応用 
■Authors’ information 

○Hiroki Kokubo (B4) 

Dpt. of Applied Electronics, Tokyo University of Science 

(Co-author: K. Kaneko, K. Fujimoto, T. Ikuno.) 

■Keywords 
Low power generating cost 
Dye-sensitized solar cells 
WS2 

No figure ■著者情報 
○小久保裕貴 (B4) 
東京理科大学 電子応用工学科 
（共著者: 金子恵太、藤本康平、生野孝） 

■キーワード 
低発電コスト 

色素増感太陽電池（Dye-sensitized solar cells：DSC） 

WS2 

■Field 
Nano/Micro science 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract 
 

■概要 
色素増感型太陽電池（DSC）における色素分子を無機半導体材料に置

換することで，従来型 DSC に比べ長寿命で高耐久の低発電コスト太陽

電池を実現できる可能性がある．低発電コストを念頭に置き無機半導

体材料を選定する場合，少なくとも優れた光・電子物性（高い光吸収係

数と適切なバンドギャップ）をもち，地殻に豊富に存在する元素で構成

されることが重要である．本研究では，上記の観点から材料探索を行っ

た結果，WS2 が有望材料の一つであることを見出した．さらに，TiO2
多孔質膜上に WS2 を成長させ，無機材料のみで色素増感太陽電池を作

製し，太陽電池としての実現可能性を評価した． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

A6 
Liquid metal wiring method towards paper electronics 

ペーパーエレクトロニクスに向けた液体金属配線技術 
■Authors’ information 

○Keita Joichi (B4) 

Dept. of Applied Electronics, Tokyo Univ. of Science 

(Co-author: K. Takahashi, T. Ikuno.) 

■Keywords 
Liquid metal 
Flexible device 
Paper Electronics 

No figure ■著者情報 
○城市啓太 (B4) 
東京理科大学 電気電子応用工 
（共著者: 高橋一希、生野孝） 

■キーワード 
液体金属 
フレキシブルデバイス 
ペーパーエレクトロニクス 

■Field 
Nano/Micro science 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract 
 

■概要 
フレキシブルデバイスは柔らかく、人が曲げたり巻いたりできるデ

バイスであり、生体との親和性が高いので、従来のハードデバイスの代

替品として大きな注目を集めている。一般的なフレキシブルデバイス

は、フォトリソグラフィや蒸着技術を用い回路を形成するため、簡便性

に欠ける。そこで、より簡便にフレキシブルデバイスを作製するため、

コピー紙と液体金属を組み合わせたプロセスに着目した。具体的には、

コピー紙に流路をレーザー加工し、流路に液体金属を注入することで

回路を形成し、電気的および機械的特性を評価した。さらに、素子化を

実施した。 
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A7 
Fabrication of high-temperature sintered porous TiO2 films for flexible DSCs 

フレキシブル色素増感型太陽電池に向けた高温焼結多孔質 TiO2 膜の創製 
■Authors’ information 

○Sho Okubo (B4) 

Dept. of applied electronics., Tokyo university of science 

(Co-author: T. Yano, T. Ikuno.) 

■Keywords 
Dye-sensitized Solar Cell 
Flexible 
Carbon Nanotube 

 

■著者情報 
○大久保匠 (B4) 
東京理科大学 電子応用工学科 
（共著者: 矢野稔貴、生野孝） 

■キーワード 
色素増感型太陽電池 
フレキシブル 
カーボンナノチューブ 

■Field 
Nano/Micro science 

■分野 
理工系 ナノ・マイクロ科学 

■Abstract ■概要 
フレキシブル太陽電池は,軽量でロール形状をとれることから,曲面

での発電量の向上や輸送の容易化が期待できる.これまでフレキシブル

色素増感型太陽電池が報告されているが, フレキシブル基板の耐熱性

が低いため, 発電性能が低い低温焼結 TiO2 膜が使用されてきた. そこ

で本研究では, 発電性能の向上が期待できる高温焼結 TiO2 膜をフレキ

シブル基板上に形成するプロセスを開発した. 高い導電性と柔軟性に

富んでいるカーボンナノチューブ(CNT)を用い, 高温焼結 TiO2 膜を転

写プロセスにより形成することができた. 本報告では, 開発した新プ

ロセスの詳細と, 作製した太陽電池の光電変換評価について説明する. 
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A8 
Electronic structure of Pr_1-x_Y_x_CoO_3_ probed by photoemission spectroscopy 

 
■Authors’ information 

○Daisuke Kanai (M2) 

Dept. of Applied Physcs, Tokyo Univ. of Sci. 

(Co-author: T. Saitoh, R. Takayanagi, M. Okawa, Y. Kobayashi, N. Hamada.) 

■Keywords 
Pr 
Photoemission 
Electronic structure 

No figure ■著者情報 
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東京理科大学 

（共著者: 齋藤智彦、高柳亮平、大川万里生、小林義彦、浜田典昭） 

■キーワード 
 

■Field 
Physics 

■分野 
理工系 物理学 

■Abstract 
 

■概要 
ペロブスカイト型コバルト酸化物 Pr_1-x_Y_x_CoO_3_は x ?0.4 で温

度に依存する Van Vleck 常磁性，0.5 ? x ?0.9 で Curie-Weiss 的磁性を示

す（x =1.0 では非磁性）．この磁性は Pr_0.5_Y_0.5_AlO_3_および

Eu_0.5_Y_0.5_CoO_3_では Y 置換による磁性の変化はみられないこと

から，Y 置換に起因する O 2p 軌道を介した Pr 4f 軌道と Co 3d 軌道の混

成の変化に起因すると考えられている．そこで我々はこの磁性の起源

を電子構造の観点から解明するために，光電子分光法を行った． 
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A9 
Electronic structure of La0.775Sr0.225-xCaxMn1-yGayO3 

La0.775Sr0.225-xCaxMn1-yGayO3 の電子構造 
■Authors’ information 

○Hiroki Iio (M2) 

Dept of Phys, Tokyo Univ.of Sci 

(Co-author: M. Okawa, H. Kuwahara, S. Tachikawa, T. Saitoh.) 

■Keywords 
Mn 
Photoemission 
Electronic structure 

No figure ■著者情報 
○飯尾大貴 (M2) 
東京理科大学 応用物理学専攻 
（共著者: 大川万理生、桑原英樹、太刀川純孝、齋藤智彦） 

■キーワード 
 

■Field 
Applied physics 

■分野 
理工系 応用物理学・工学基礎 

■Abstract 
 

■概要 
超巨大磁気抵抗効果（CMR）を示すペロブスカイト型 Mn 酸化物は、

低温金属‐高温絶縁体の金属絶縁体転移（MIT）を起こす。この MIT が

大きな放射率変化を伴うことに着目し、宇宙機ラジエータ（Smart 
Radiation Device: SRD）に応用する研究が進められている。本研究は、

マクロな放射率とミクロな電子構造の関連性を明らかにして SRD 開発

に貢献することを目的として、SRD 材料候補である La_0.775_Sr_0.225-
x_Ca_x_Mn_1-y_Ga_y_O_3_（LSCMGO）の電子構造、特に Mn 2p 内殻

スペクトルの微細構造に着目して、硬 X 線光電子分光法により測定し

た。 
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Exploration of Swine's Influenza Infection by Thermography 

サーモグラフィで探るブタのインフルエンザ感染 
■Authors’ information 
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Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 
(Co-author: M. Mito, K. Togashi, T. Sato, T. Ebihara, K. Mizutani, 
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■Keywords 
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■著者情報 
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■キーワード 
豚 
豚インフルエンザ 
サーモグラフィ 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
 

■概要 
近年，養豚経営においては，強力な感染力を有する豚インフルエンザ

の拡大が問題となっており，非接触かつ効率的に感染個体を発見する

ことが求められている．本研究では，豚インフルエンザの症状の 1 つで

ある発熱に着目し，サーモグラフィを用いて豚のインフルエンザ感染

を早期に発見することを目指している．そこで，豚舎にサーモグラフィ

を展開し，豚インフルエンザに感染した豚個体の表面温度を 17 日間に

亘りモニタリングした．その結果，豚インフルエンザウイルスに感染し

た個体は，感染期間中に表面温度が上昇する傾向を確認することがで

きた． 
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A11 
Proposal of a digital book application that offers analog-like usability 

アナログ的使用感を実現したデジタルブックアプリケーションの提案 
■Authors’ information 

○ZIRAN FAN (D1) 

Graduate School of Information Sciences and Arts, TOYO UNIVERSITY 

(Co-author: T. Fujimoto.) 

■Keywords 
Analog 
Digital 
Design Method 

 

■著者情報 
○范自然 (D1) 
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 
アナログ 
デジタル 
デザイン手法 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
Digital books do not bring sense of usability, as content 

in digital formatwould not deteriorate, whereas paper books 
fit better with human senses fortheir physical form, which 
changes the more they are used. In this study, wepropose a 
digital book application that incorporates the analog 
books’features to offer perceptual usability for excellent 
user experiences by theimplementation of the functions: the 
pages’ getting the aged look the morethey are turned; the 
wrinkles’ appearing in case of the users’ turning thepages 
roughly; writing by a pencil; and highlighting by a marker 
pen. 

■概要 
デジタルブックの利便性よりも、未だに紙媒体の書籍を好む人も多

い。なぜなら、コンテンツの劣化が存在しないデジタルブックは、使用

感がないのに対して、使用すればするほど見た目が変化するアナログ

の本こそ、ユーザの使用感覚に適しているからである。本研究では、デ

ジタルブックにアナログの本のデザインを取り込み、「使用すればする

ほど紙が汚れる」、「ページを強くめくればめくるほどシワができる」と

「鉛筆でのメモ（消せるが跡が残る）とマーカーでの強調（消せない）」

のアナログ的特徴をデジタルに実現することによって、デジタルブッ

クの使用感を高めたより優れるユーザ体験を持ったデジタルブックア

プリケーションを提案する。 
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A12 
Impedance change of bone-conducted transducer by contact force at two locations 

外耳孔前と乳様突起部における接触圧力と骨導振動子の端子間電気インピーダンスの関係 
■Authors’ information 

○Kentaro Hiroi (TC5) 

Dept. of Electronic Control Eng., NIT, Gifu College 

(Co-author: S. Ogiso.) 

■Keywords 
Bone conducted transducer 
Mastoid 
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■著者情報 
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■キーワード 
骨導振動子 
乳様突起 
接触圧力 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
The purpose of this study is measuring the electrical 

impedance of abone-conducted sound transduce with 
variety of the contact force on twolocations; anterior to the 
ear canal and the mastoid. In the experiment, theimpedance 
was measured in the audible range by varying the contact 
force for thesubjects. As results, a peak of the impedance 
was observed on both locations,and the peak value 
decreased as the contact force increased. The Q factor of 
theimpedance decreased as the contact force increased on 
the formar location, whilethis trend was not observed on the 
latter location. 

■概要 
外耳孔前に装着する骨導振動子は端子間電気インピーダンスによっ

て接触圧力が推定可能だが，補聴器等に使用される乳様突起上は検討

されていない．本研究の目的は外耳孔前と乳様突起上で接触圧力を変

化させてインピーダンスを測定し，特徴を考察することである．実験は

被験者を対象に接触圧力を 0-5 N で変化させ 50 Hz-10 kHz の範囲で測

定を行った．結果，両者でピークが発生し接触圧力が上昇するとピーク

値は減少した．また前者は接触圧力の上昇に伴い Q 値が減少したが後

者はその傾向は見られなかった．外耳孔前と乳様突起上で接触圧力に

対するインピーダンス変化の傾向が異なるため，乳様突起上について

更なる調査が必要である． 
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A13 
Dependence of accuracy rate and threshold of TNN 

TNN の識別率と閾値の依存性 
■Authors’ information 

○Mikio Mori (M1) 

Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

(Co-author: T. Kawahara.) 

■Keywords 
Ternary Neural Netwark 
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■キーワード 
三値化ニューラルネットワーク 
集積回路 
人工知能 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
Ternary Neural Network (TNN) of our study proved to be 

advantageous forcircuitization in terms of circuit size and 
accuracy rate. However, TNN needs todecide the threshold 
when ternarizing real weights. Therefore, we 
investigatedthe change of the accuracy rate by the threshold 
with three-layer TNN. As aresult, it was found that the 
accuracy rate depends on the threshold of thefirst layer and 
does not depend on the threshold of the second layer. In 
orderto establish a method for determining thresholds not 
based on heuristics, weexamine and compare other data sets 
such as CIFER-10. 

■概要 
我々の研究のターナリーニューラルネットワーク（TNN）は重みを三

値化（1.0.-1）することで回路規模、識別率の点で回路化に有利である

ことが分かった。しかし TNN は実数値の重みを三値化する際に閾値を

決定する必要がある。そのため三層 TNN での MNIST の学習を例にと

り、閾値による識別率の変化を調べた。その結果識別率は一層目の閾値

に依存しており、二層目の閾値にはあまり依存しないことが分かった。

また閾値の変化によって識別率は 47?97.6%と大きく変化した。今後は

ヒューリスティックでない閾値の決定手法の確立のため、CIFER-10 な

どといった、他のデータセットの場合との検討と比較を行う。 
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Tamper Detection Based on Histogram Shift-Improvement of Cutout Resistance- 

ヒストグラム移動に基づく改ざん検知方式-切り取り耐性の向上- 
■Authors’ information 
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Institute of Technology 
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■Keywords 
Digital Watermark 
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No figure ■著者情報 
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■キーワード 
電子透かし 
改ざん検知 
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 
Digital contents such as audio data can be easily tampered 

with software. As atamper detection method of contents, 
there is a method of using digitalwatermarking. When 
tampering is performed, watermark embedded in the data 
isdestroyed, so that tampering can be detected by 
confirming the presence or notof a watermark. We have 
proposed an embedding method based on histogram shiftfor 
audio data. However, when data is cut out, watermark 
cannot be accuratelydetected outside the altered portion. In 
this report, we propose a novelembedding method aimed at 
improvement of resistance to cutout. 

■概要 
音声データなどのディジタルコンテンツは，ソフトウェアによる改

ざんが容易である.コンテンツの改ざんを検出する方法として，電子透

かしを利用する手法がある.改ざんが行われると，データに埋め込んだ

透かし情報が破壊されるため，透かしの有無を確認することで改ざん

を検知することができる．関連して我々は，音声データに対して，ヒス

トグラム移動に基づく埋め込み手法を提案している.しかし，データの

切り取りが行われた場合，改ざん箇所以外で透かし情報を正確に検出

できなくなる問題が生じる．本報告では，切り取りに対する耐性の向上

を目的とした，新たな埋め込み手法を提案する. 
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Wooden House Health Monitoring using Piezoelectric Sensor and Neural Network 

圧電センサとニューラルネットワークを用いた木造住宅ヘルスモニタリング 
■Authors’ information 
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Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 
(Co-author: N. Sakiyama, T. Yamamoto, S. Kishi, Y. Hashizume, 
T. Nakajima, T. Yamamoto, M. Hasegawa, T. Ito, T. Kawahara.) 

■Keywords 
Machine Learning 
Piezoelectric Senso 
Health Monitoring 

No figure ■著者情報 
○高橋徳明 (M2) 
東京理科大学 電気工学専攻 
（共著者: 崎山夏彦、山本拓司、岸朔矢、橋爪洋一郎 
中嶋宇史、山本貴博、長谷川幹雄、伊藤拓海、河原尊之） 

■キーワード 
機械学習 
圧電センサ 
ヘルスモニタリング 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
Aging society with increasing number of dangerous 

vacant wooden houses needs along-term monitoring method 
of them. Accordingly, we proposed a system 
usingpiezoelectric sensors and AI, and conducted an 
experiment to make the test bedof teahouse vibrate. We 
removed any one of 4 seismic shear walls of the house asa 
damage, and trained AI with waveforms obtained from 10 
piezoelectric sensorsinstalled in the house so that they can 
identify the damages. We used athree-layered neural 
network as the AI, and are planning to build with a 
ternaryneural network preferable for LSI circuitry. 

■概要 
高齢化に伴い危険な空き家が増加しており，木造住宅の損傷の長期

的な監視手法が必要である．この手法を実現するために，我々は圧電セ

ンサと AI(人工知能)を用いたシステムを提案し，茶室を模したモデル

ハウスに振動を加える実験を行った．モデルハウスには 4 つの耐力壁

がある．その内の 1 つの固定を外すことで仮想的な損傷・劣化とした．

AI にはモデルハウスに設置した 10 箇所の圧電センサから得た振動波

形を学習させ，損傷・劣化した耐力壁の特定が可能な AI の構築を試み

た．AI には 3 層のニューラルネットを用いたが， 終的に集積回路化

に有利なターナリニューラルネットワークで構築する予定である． 
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A16 
Towards a Wind noise reduction method using DNN 

深層学習による風雑音低減法の基礎検討 
■Authors’ information 

○Toya Kitagawa (M2) 

Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Yamagata Univ. 

(Co-author: K. Kondo.) 

■Keywords 
DNN 
Audio Augmented Reality 
Wind noise 

 

■著者情報 
○北川冬弥 (M2) 
山形大学 電気電子工学専攻 
（共著者: 近藤和弘） 

■キーワード 
深層学習 
拡張音響現実 
風雑音 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
It is dangerous to close your ears with earphones while 

running bicycles.Therefore, by using the Hear-Through 
earphone integrated with the microphone,environmental 
sound can be input from the microphone and presented 
together withthe guidance sound. However, at the same 
time, a large wind noise due to runningis input, hinder 
listening to environmental sounds and guidance 
sounds.Therefore, it is necessary to remove wind noise 
while through environmentalsounds. In this study, deep 
learning was used as a wind noise reduction method,and 
evaluated. 

■概要 
自転車走行中など映像情報が使用できない状況では、立体音響を用

いた経路誘導が有効である。しかし、自転車走行中にイヤホンなどの提

示デバイスで耳を塞ぐことは大変危険である。そこで、マイクと一体型

のヒアスルーイヤホンを用いることでマイク部分から環境音を入力

し、誘導音とともに提示することができる。しかし、同時に自転車走行

による大きな風雑音が入力され、環境音・誘導音の聞き取りを妨げる。

そのため、環境音は透過しつつ風雑音は除去する必要がある。そこで、

本研究では風雑音低減法として深層学習を用い、風雑音の低減と環境

音の透過を確認した。今後は、スマートフォン上で立体音響誘導システ

ムと合わせて実装し、評価していく。 
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A17 
Detection of the information knocked in pigpen by a piezoelectric sensor 

金属柵豚突振動検出-圧電素子を用いる豚の衝突情報検出システムの提案- 
■Authors’ information 

○Ikuru Watanabe (B4) 

College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

(Co-author: M. Mito, K. Mizutani, K. Zempo, N. Wakatsuki, T. Ebihara.) 

■Keywords 
Swine 
Noise detection 
Piezosensor 

 

■著者情報 
○渡邊活 (B4) 

筑波大学 工学システム学類 

（共著者: 味藤未冴来、水谷孝一、善甫啓一、若槻尚斗、海老原格） 

■キーワード 
豚 
雑音検出 
圧電素子 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
The previous research was found the difficulty of telling 

the difference betweenswine sneezing sound and metal 
noise. Accordingly, we aimed to detectinformation knocked 
in pigpen by a piezoelectric sensor with measurement by 
amicrophone and to acquire only the sneezing sound after 
removing the noise. Weattached the sensor on a metal fence 
to detect the vibration of the fence. Inthe event of 
observation exceeding a set threshold, we performed the 
maskprocessing for the sound signal. As a result, we could 
verify the validly of theway of acquiring sneezing sound 
with high accuracy. 

■概要 
マイクロフォンを用いて豚のくしゃみ音を検出対象とする測定が実

施されてきたが、豚舎内では様々な騒音が発生しており、くしゃみ音と

金属柵に衝突する音の分別が困難であることが報告されている。そこ

で、従来のマイクロフォンでの測定に加えて、金属音を発生させる柵の

振動を圧電素子により測定し打撃情報を検出する。これらを除去する

ことでくしゃみ音を取得する測定手法の提案を目的とする。圧電素子

を金属柵に設置し、電圧から柵の振動を検出する。電圧が設定した閾値

以上の場合、振動を検知した時間前後の一定時間、信号をマスクするこ

とで金属音が除去される。適応した結果、金属音を除去しくしゃみ音を

取得する手法の有効性が示された。 
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A18 
Suppression experiment of communication for inhibited copulation of whiteflies 

交信抑制によるコナジラミ類の交尾阻害の検証 
■Authors’ information 

○Yasuhiko Nishijima (M2) 
Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 
(Co-author: R. Miyamoto, K. Mizutani, T. Ebihara, N. Wakatsuki, 
H. Uga, K. Kubota, M. Ishii.) 

■Keywords 
Whiteflies 
Acoustic communication 
Inhibited mating behavior 

 

■著者情報 
○西島也寸彦 (M2) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 宮本隆典、水谷孝一、海老原挌、若槻尚斗 
宇賀博之、久保田健嗣、石井雅久） 

■キーワード 
コナジラミ類 
音響交信 
交尾阻害 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
 

■概要 
効果的な防除法が少ない害虫「コナジラミ類」は，交尾の際に音響交

信を行うことが知られている．一方，コナジラミ類の交尾活動におけ

る，音響交信の重要性は，あまり明らかになっていない．本稿では，こ

の交信の妨害が，コナジラミ類の交尾阻害に効果的かどうかを検証し

た． 本研究では，交信の音圧レベルを抑制するために防振を施し，そ

れによる交尾数の変化を測定した．結果，コナジラミ類の交信音圧は概

ね半減し，交尾数の成功率が減少する傾向も見られた．よって，音響交

信の妨害は，交尾阻害の効果を有することが示唆された． 
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A19 
Visualization and analysis of membrane vibration for membranophone tuning 

膜鳴楽器のチューニング支援に向けた膜振動の可視化および解析 
■Authors’ information 

○Eri Zempo (M2) 

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

(Co-author: N. Wakatuki, K. Mizutani, Y. Maeda.) 

■Keywords 
Vibrations of a circular membrane 
Microphone array 
Visualization 

No figure ■著者情報 
○善甫絵理 (M2) 
筑波大学 知能機能システム専攻 
（共著者: 若槻尚斗、水谷孝一、前田祐佳） 

■キーワード 
円形膜振動 
マイクロフォンアレイ 
可視化 

■Field 
Electrical and electronic engineering (Information) 

■分野 
理工系 電気電子工学(情報) 

■Abstract 
On membranophones, tightness of several bolts 

stretching the membrane change thetension distribution. 
Players adjust the tightness for the instrument to 
makedesired sounds, tapping the membrane and estimating 
the distribution. Mostbeginners have difficulty in judging 
which bolts to adjust only by sounds.Meanwhile, it is known 
tightness of bolts affect nodal lines and frequencies 
ofvibration modes. We visualized the vibration based on 
sound measurements bymicrophone for simpler extraction 
of them, and confirmed that the same behavioras previous 
studies are observed in experiments. 

■概要 
膜鳴楽器では，胴に膜を張る複数のボルトの締め加減によって膜の

張力分布が変化する．奏者は膜を叩いて音を聴き張力分布を推測しな

がら，楽器が所望の発音をするように締め加減を調整（チューニング）

する．しかし，僅かな音の違いからどのボルトを締める必要があるか判

断することは，初学者には困難な作業である．一方で，ボルトの締め加

減が振動モードの節線や周波数に影響を及ぼすことが知られている．

そこで本研究では，それらのより簡易な抽出を目的とし，円環マイクロ

フォンアレイによる音圧計測に基づいた膜振動の可視化を行った．ま

た，ボルトの締め加減を変化させたときの膜振動変化の様子が従来研

究と一致することを確認した． 
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A20 
Extraction of aroma components from hops using indirect distillation 

間接水蒸気蒸留法を用いたホップからの香気成分の抽出 
■Authors’ information 

○Kanako Iida (B4) 

Dept. of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya Univ. 

(Co-author: T. Saito, M. Tanaka, M. Tamura.) 

■Keywords 
Hop oil 
Flavor components 
Steam distill 

 

■著者情報 
○飯田加南子 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 齋藤高弘、田中都、田村匡嗣） 

■キーワード 
ホップオイル 
香気成分 
水蒸気蒸留 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
ホップの香りは，ビールの品質に大きな影響を与える．ホップオイル

は，体積が小さく，乾燥ホップのカスを取り除く際の労力やビールのロ

スが無いことから，米国ではホップの香気成分を簡便に添加できるホ

ップオイルが一般的に用いられている．日本においてホップオイルは，

かつて発泡酒に分類される副原料であったため知見が少ないが，2018
年 4 月の酒税法改正によって使用可能となり，ホップオイルの需要が

高まると見込まれる．そこで本研究では，乾燥ホップから精製したホッ

プオイルの香気成分やビールに添加した際の風味の変化について明ら

かにすることを目的とした． 
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A21 
Effects of light quality on the growth and component contents of “Komina” 

光質が香味菜の生育と含有成分に与える影響 
■Authors’ information 

○Kanako Niiya (B4) 

Department of Agric. Environ. Eng., Univ. of Utsunomiya 

(Co-author: T. Saito, M. Tamura) 

■Keywords 
Komina 
Light quality 
Functionality 

 

■著者情報 
○新谷加奈子 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 齋藤高弘、田村匡嗣） 

■キーワード 
香味菜 
光質 
機能性 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
光は植物の成長に必要不可欠である。植物の成長に影響を及ぼす波

長域は約 300-800nm で、そのうちクロロフィルにより光合成に利用で

きる波長域は約 400-700nm である。既往の研究により、赤色光は植物

の成長を促進させる一方で、青色光は機能性成分を増加させる効果が

あることが報告されている。近年、消費者は健康志向にあることから、

光質条件を変えて機能性野菜を栽培する研究も行われている。宇都宮

大学では、機能性新型野菜として香味菜が 2015 年に開発された。本研

究では、光質条件を変えることにより、香味菜の生育や含有成分にどの

ような変化が生じるのか明らかにすることを目的とした。 

Email: a153324@cc.utsunomiya-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

A22 
Changes in hop content due to difference in drying temperature 

異なる乾燥温度によるホップの含有成分の変化 
■Authors’ information 

○Mitsuru Sasaki (B4) 

Dept.of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya 

(Co-author: T. Saito, M. Tanaka, M. Tamura.) 

■Keywords 
Hop 
Air drying 
Drying tempreture 

 

■著者情報 
○佐々木満 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 齋藤高弘、田中都、田村匡嗣） 

■キーワード 
ホップ 
熱風乾燥 
乾燥温度 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
ホップは和名を「せいようからはなそう」といい、アサ科に属する宿

根多年生のツル性植物である。ホップはビール醸造工程において麦汁

に添加され、苦味および香りを付与する役割を果たす。また、ホップは

収穫後、時間の経過に伴い含有成分の酸化および劣化が進行する。それ

らを抑制するため乾燥処理を施し、含有成分の品質を維持し、長期間の

貯蔵を可能にする。しかし、適切なホップの乾燥温度は解明されておら

ず、既往の研究はほとんど行われていない。そこで本研究では宇都宮大

学で栽培された３品種のホップについて、熱風乾燥機を用いて 40、50、
60、70℃と４パターンにおいて乾燥を行い、含有成分を比較することを

目的とした。 
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A23 
Texture and starch digestibility of cooked and fried rice 

米飯および炒飯のテクスチャおよび糖質消化性 
■Authors’ information 

○Hiroki Tsujii (B4) 

Agricultural Environmental Engineering, Univ.of Usunomiya 

(Co-author: Y. Uchida, M. Tamura, T. Saitou, Y. Sasahara.) 

■Keywords 
Cookedrice 
Friedrice 
Digestion 

No figure ■著者情報 
○辻井啓喜 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学 
（共著者: 内田有加里、田村匡嗣、齋藤高弘、笹原由雅） 

■キーワード 
米飯 
炒飯 
消化 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
近年，糖質の摂取は血糖値の急激な上昇に関わるとして生活習慣病

の観点から研究が進んでいる．食後の血糖値の変動は GI 値として評価

され指標となるほか，簡便のため invitro 消化試験によって消化率およ

び eGI 値としても評価されている．消化性に関して米飯やパンに関す

る研究は多数あるものの，米と油で加工調理される炒飯に関する知見

は少ない．油は加工時に添加することで澱粉の糊化速度に影響を与え，

糖質と比較して消化・吸収時間を長く要する．炒飯は調理中に米と油を

炒めるため血糖値の急激な上昇を防ぐ食品として有効と考えられる．

そこで本研究では炒飯の油脂の添加量に伴う消化性の違いについて検

討することを目的とした． 
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A24 
Effects of nutrient solution on growth and nutrient constituentsof"Komina" 

培養液が香味菜の生育および含有成分に及ぼす影響 
■Authors’ information 

○Takeru Watanabe (B4) 

Department of Agricultural Environmental Engineering, Utsunomiya University 

(Co-author: T. Saito, M. Tamura.) 

■Keywords 
Komina 
Hydroponics System 
Nutrient solution 

 

■著者情報 
○渡部健 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 齋藤高弘、田村匡嗣） 

■キーワード 
香味菜 
養液栽培 
培養液 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
近年の温暖化により、人工環境下で栽培ができる植物工場が注目さ

れている。植物工場では土を媒介とする病気や害虫を避けるため養液

栽培が主流となっている。養液栽培では養液管理の違いにより、その生

育や含有成分に影響を及ぼすとされている。2015 年に宇都宮大学で開

発された「香味菜」の既往の研究では土耕栽培における生育特性、抗酸

化性は明らかになっているが、養液栽培における生育特性や抗酸化性

は明らかになっていない。そこで、本研究では香味菜を人工環境下で養

液栽培し、養液管理の基本要因である養液の濃度、pH、温度の違いが生

育や機能性に及ぼす影響を明らかにし、香味菜に 適な養液管理を検

討することを目的とした。 
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A25 
Evaluation of characteristics of buckwheat within and outside standard. 

規格内、規格外のそばの実の特性評価 
■Authors’ information 

○Yusuke Yoshimura (B4) 

Department of Agricultural Environmental Engineering, Univ. of Utsunomiya 

(Co-author: T. Saito, M. Tamura.) 

■Keywords 
Buckwheat 

The standard and outside the standard 

Functional components 

 

■著者情報 
○吉村悠佑 (B4) 
宇都宮大学 農業環境工学科 
（共著者: 齋藤高弘、田村匡嗣） 

■キーワード 
そばの実 
規格内・規格外 
機能性成分 

■Field 
Agricultural engineering 

■分野 
生物系 農業工学 

■Abstract 
 

■概要 
そばの実は、体積比により等級が決められ、規定に達しないものは廃

棄されている。しかし、規格外のそばの実で作られた蕎麦麺は規格内の

ものと遜色ないものであることが近年明らかになりつつある。そばの

実にはルチン等の機能性成分が多く含まれているほか、食物繊維と似

た働きをするタンパク質（レジスタントプロテイン）が含まれているこ

とが発見され、生活習慣病予防食としての期待がされている。 そこで

本研究では、そばの実の物性、消化性および機能性成分について規格

内・規格外の観点から評価することを目的とした。 
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34 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Session B 

(13:20 – 14:40) 
  



35 
 

 
 

B1 
DeepCounter:Using Deep Learning to Count Garbage Bags 

 
■Authors’ information 

○Kazuhiro Mikami (B3) 

Environment and Information Studies, Keio University 

(Co-author: Y. Chen, J. Nakazawa.) 

■Keywords 
Automotive sensing 
Urban sensing 
Deep learning 

 

■著者情報 
○三上量弘 (B3) 
慶應義塾大学 
（共著者: 陳寅、中澤仁） 

■キーワード 
 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
The information of daily garbage diposal can be used to 

develop many appealingapplications. This poster introduces 
DeepCounter, an automotive sensing systemto providing a 
fine-grained spatio-temporal distribution on the amount 
ofdisposed garbage bags. In the system, deep learning based 
image processing isused to automatically count the number 
of collected garbage bags from the videotaken by a camera 
mounted on a garbage truck. A prototype system is 
implementedand experimental evaluation validates the 
feasibility of our proposal usingrealistic garbage collection 
videos in Fujisawa city. 

■概要 
 

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

 
 
 
 

B2 
PVC tube-type speakers with air ducts of variable length 

可変長塩ビ管型スピーカーの開発 
■Authors’ information 

○Ryoga Ito (B3) 

Dept. of Science and Engineering, Univ. of Nanzan 

(Co-author: Y. Kuno, K. Fujii, Y. Okumura.) 

■Keywords 
Hardware equalizer 
Audio measurement 
PVC tube-type speaker 

 

■著者情報 
○伊藤亮佳 (B3) 
南山大学 理工学部 
（共著者: 久野佑貴、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード 
イコライザ 
オーディオ測定 
塩ビ管スピーカ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
Recently, the use of equalizer on smartphones has 

allowed the adjustment ofsound quality. However, some 
audio players do not have an equalizer function andthe 
sound quality cannot be adjusted on such devices. 
Therefore, this studyproposes PVC tube-type speakers with 
a hardware equalizer function using airducts of variable 
lengths. The result obtained from the audio-measurement 
deviceshow that the changes in frequency characteristics are 
similar to those of theequalizer. 

■概要 
近年，イコライザはスマートフォンなどでもその機能を利用できる

ようになった．これにより，自分の好みに合わせて音質を自由に調整す

ることが可能となった．しかしながら，オーディオプレーヤの中にはイ

コライザ機能を搭載しない機器も存在する．こうした機器では，自由に

音質を変化させることができない．そこで，イコライザ機能を物理的に

スピーカーに搭載することを検討する．これにより，オーディオプレー

ヤの性能や機能に関係なく，好みの音質を得ることが可能となる．アプ

ローチ方法としてダクト部を可変長にしたスピーカーを作製し，オー

ディオ測定器の測定結果からイコライザのように周波数特性を変化さ

せうることの可能を検討する． 

Email: 16sc026@nanzan-u.ac.jp Twitter: ryoga_start Facebook: ○ 
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B3 
Software Modem of NFC for Smartphones Using Sound and Vibration 

音と振動を用いるスマートフォン間の近距離通信を実現するソフトウェアモデム 
■Authors’ information 

○Saki Nishihara (M2) 

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

(Co-author: T. Ebihara, K. Mizutani, N. Wakatsuki.) 

■Keywords 
Near field communication 
Communication system security 
Mobile devices 

 

■著者情報 
○西原沙紀 (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） 

■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 
Acoustic communication and vibrational communication 

are helpful technologies toexchange data among multiple 
terminals. We propose a software modem of nearfield 
communication using loudspeaker, vibration motor, and 
microphone which aremounted on smartphones. In the 
system, the transmitter encrypts a message with akey. The 
encrypted message is transmitted as sound, and the key is 
transmittedas vibration. Only the receiver that is touched to 
the transmitter can receiveboth the message and the key. 
Experimental results suggest that a third partycannot 
intercept the information. 

■概要 
スマートフォン間で ID 等をやりとりする際，従来 QR コードが用い

られてきた．しかし，多数の端末で情報を共有する場合, 受信端末と同

数の通信回数が必要であった．そこで，本研究は一対多数の安全な通信

を実現するため，あらゆるスマートフォンに搭載されているスピーカ，

振動モータ，マイクロフォンを用いて音と振動で通信する手法を提案

する．送信側は暗号鍵を用いて送信情報を暗号化し，暗号鍵を振動とし

て，暗号文を音として送信する．受信側は送信側に接触している場合に

限り，暗号鍵と暗号文の両方を受信することができる．提案するモデム

をスマートフォンに実装し，実験により非接触端末に傍受される危険

性が低いことを確認した． 

Email: × Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 
 

B4 
Gait Analysis System Using Fusion of Instrumented Insoles and Laser Sensor 

インソール型足圧センサとレーザセンサのフュージョンを用いた歩行解析システム 
■Authors’ information 

○Ryo Eguchi (D1) 
School of Science for Open and Environmental Systems, Graduate 

school of Science and Technology, Keio Univ. 
(Co-author: A. Yorozu, M. Takahashi.) 

■Keywords 
Instrumented Insole 
Laser Range Sensor 
Sensor Fusion 

No figure ■著者情報 
○江口僚 (D1) 
慶應義塾大学大学院 開放環境科学専攻 
（共著者: 萬礼応、高橋正樹） 

■キーワード 
インソール型足圧センサ 
レーザレンジセンサ 
センサフュージョン 

■Field 
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■Abstract 
We have developed the accessible kinetic and 

spatiotemporal gait analysis systemusing instrumented 
insoles and laser range sensor (LRS). In this system, 
theinsole estimates ground reaction force and COP, and 
measures stance duration viaforce sensing, and the LRS 
obtain spatial parameters such as step length andvelocity by 
tracking positions of both legs. For the improving the 
system, thisstudy proposes novel calibration method of the 
insole to enhance estimationaccuracy of ground reaction 
force, and develops sensor fusion algorithm forimproving 
leg tracking performance. 

■概要 
我々は、臨床現場における高齢者や運動器疾患患者の運動機能の簡

便な評価手法として、インソール型足圧センサとレーザレンジセンサ 
(LRS) を用いた、力学・時空間的歩行解析システムを提案してきた。提

案システムは、足圧センサにより歩行中の床反力や COP 等の力学パラ

メータを推定し、立脚期時間等の時間パラメータを計測する。また、LRS
により両脚の動きを追跡することで、歩幅や歩隔、歩行速度等の空間パ

ラメータを取得する。本研究では同システムを改良し、足圧センサによ

る床反力の計測精度を向上させる新たなキャリブレーション手法と、

脚の追跡性能を向上させるための両センサのフュージョン手法を提案

する。 

Email: eguchi.ryo@keio.jp Twitter: × Facebook: ○ 
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B5 
Pest Mic -Listen to the whispering of whitefly in Agricultural greenhouse- 

害虫マイク-農業用温室に跋扈するコナジラミのヒソヒソ話を聴く- 
■Authors’ information 

○Hirotaka Sato (B4) 

College of Engineering Systems, Univ. of Tsukuba 

(Co-author: T. Ebihara, K. Mizutani, N. Wakatsuki.) 

■Keywords 
Whitefly 
Recording 
Signal Processing 

No figure ■著者情報 
○佐藤広隆 (B4) 
筑波大学 工学システム学類 
（共著者: 海老原格、水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード 
コナジラミ 
収録 
信号処理 

■Field 
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■Abstract 
 

■概要 
トマトなどの重要な作物に爆発的な被害をもたらす害虫「コナジラ

ミ類」は，音を用いてコミュニケーションすることが知られている．し

かし，コナジラミ類の発生音は微小なため，農場でその発生音を直接収

録することは難しいとされてきた．そこで，本研究では，農場における

環境音，および，コナジラミ類の発生音を分析し，環境音からコナジラ

ミ類の発生音のみを抽出するノイズキャンセリング技術を実装した，

「コナジラミ音モニタリングシステム」を構築した．実際の農場におい

てシステムの性能を評価した結果，提案システムは微小なコナジラミ

類の発生音をクリアに収録できていることを確認した． 

Email: × Twitter: × Facebook: ○ 

 
 
 
 

B6 
Proposal for smartphone input system dedicated to one-handed intuitive operation 

片手操作に特化したスマートフォン入力システムの提案 
■Authors’ information 

○Koji Fujita (D1) 

Graduate School of Information Sciences and Arts, Toyo University 

(Co-author:) 

■Keywords 
Smartphone 
Input system 
Interface 

 

■著者情報 
○藤田光治 (D1) 
東洋大学大学院 総合情報学研究科総合情報学専攻 
（共著者:） 

■キーワード 
スマートフォン 
入力システム 
インタフェース 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
Various kinds of input interfaces for smartphones have 

been proposed. However,these input methods require the 
users to learn operating procedures and many ofthe methods 
are not based on the systems that make the most use of 
thesmartphones’ characteristics. It is often the case that the 
size of asmartphone device or the size of a user's hand 
makes input inconvenient. Tosolve this problem, we 
propose a smartphone input system to enable one-
handedintuitive operation. This research is to achieve better 
convenience and toestablish the quicker input method than 
the previous input systems. 

■概要 
スマートフォンのための入力インタフェースは様々な手法が提案さ

れている.しかしながら,これらの入力手法は事前の操作手順を習得す

る必要があるものや,スマートフォンの特性を生かした入力手法ではな

いものが多い.一方で,スマートフォンの入力を行う際にユーザ自身の

利き手で文字入力をすることも多いが,スマートフォンの機器の大きさ

やユーザの手の大きさによっては円滑な入力ができないといった問題

がある.そこで本研究では,ユーザが片手入力を直感的に操作可能な入

力インタフェースを提案し,既存にあるスマートフォンのための入力手

法よりも利便性が高く且つ,高速で入力が可能な入力インターフェース

システムを提案した. 
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B8 
Improving load-balancing algorithms to cope with attacks 

ネットワーク攻撃対処のための負荷分散アルゴリズムの改良 
■Authors’ information 

○Juhee Lee (M1) 

Graduate school of science and engineering, National Defense Academy 

(Co-author:) 

■Keywords 
Load balancer 
Network Attack 
Cross-Layer 

No figure ■著者情報 
○李珠熙 (M1) 
防衛大学校 理工学研究科 
（共著者:） 

■キーワード 
ロードバランサー 
ネットワーク攻撃 
クロスレイヤ 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
The load is distributed among multiple servers to process 

traffic from clientsusing load balancers. However, a 
network attack is assumed which is targetingthe 
vulnerability of the load-balancing algorithm. For example, 
an algorithmthat determines a DIP server based on session 
information becomes vulnerable toa SYN flood attack. In 
this research, we consider the type and influence ofassumed 
network attack. In addition, we examine the effectiveness of 
thecross-layer aggregation method, which changes the load 
distribution destinationby using alert information issued 
from other layers. 

■概要 
データセンターでは、多くのクライアントからのトラフィックを処

理するために、ロードバランサーを利用して複数のサーバへ負荷を分

散させている。しかし、負荷分散アルゴリズムの脆弱性を標的としたネ

ットワーク攻撃が想定される。例えば、セッション情報に基づいて接続

先サーバを決定し、その情報を保持するロードバランサーは、SYN フ

ラッド攻撃に脆弱となる。本研究では、負荷分散アルゴリズムのタイプ

に応じて、想定されるネットワーク攻撃の種類と影響について考察す

る。加えて、セキュリティアプライアンスなどが発するアラート情報を

利用して、負荷分散先を変更する、クロスレイヤアグリゲーション手法

についてその有効性を検討する。 

Email: juheeinkorea@naver.com Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

B9 
Proposal for End of Life Message Application with SNS Linkage Function 

SNS と連携した訃報配信アプリケーションの提案 
■Authors’ information 

○Kazuya Murata (D1) 

Dept. of Information Sciences and Arts, Toyo University 

(Co-author: M. Sunagawa, S. Adachi.) 

■Keywords 
End of Life Planning 
Ending Note 
SNS 

 

■著者情報 
○村田和也 (D1) 
東洋大学 総合情報学専攻 
（共著者: 砂川美樹、足立涼花） 

■キーワード 
終活 
エンディングノート 
SNS 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
Recently, the ward "Shukatsu" is popular in Japan. It is a 

part of theJapanese-style "end of life planning." Regarding 
"Shukatsu",there is a "Ending Note" in which one can write 
down what user wantsto tell the friends after death. 
However, if any of bereaved family don'tunderstand of the 
"Ending Note", there is a concern that the messagecan't be 
conveyed to the friends. In addition, there are many people 
whohave online friends via SNSs. In this research, we 
propose an application thatcan deliver message of "Ending 
Note" to all of friends after death bythe linkage function 
with SNS. 

■概要 
近年、「終活」という言葉が普及している。現在では「人生の終わり

を考えることを通じて"自分"を見つめ、"今"をよりよく生きる活動」と

いう意味で捉えられている。終活には、自身が亡くなった後に友人に伝

えたいことを書き記す「エンディングノート」がある。しかし、遺族が

エンディングノートを理解していない場合、故人の友人にメッセージ

を伝えられないことが危惧される。また、現代では SNS を介したネッ

トワーク上の友人を持つ人も多く、全ての友人にメッセージを伝えら

れない可能性がある。本研究では、SNS と連携して、エンディングノー

トに書き残したメッセージを全ての友人に伝えることができるアプリ

ケーションを提案する。 

Email: s4b101800079@toyo.jp Twitter: × Facebook: × 
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B10 
Study on construction of Honeynet using Docker 

Docker による Honeynet の構築に関する研究 
■Authors’ information 

○Xuan Hoang Pham (M2) 

Graduate School of Science and Engineering, National Defense Academy 

(Co-author:) 

■Keywords 
Docker 
Honeypot 
Container 

 

■著者情報 
○ファンスォン ホアン (M1) 
防衛大学校 理工学研究科情報数理専攻 
（共著者:） 

■キーワード 
Docker 
ハニーポット 
コンテナ 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
In order to deal with cyber attacks, it is necessary to detect 

the signs inadvance and take appropriate protective 
measures. In order to acquireinformation related to method 
of attack, intrusion procedure, behaviors afterintrusion, it is 
necessary to simulate the entire LAN environment where 
thereare many honeypots simulating vulnerabilities. Use 
Docker's container andnetwork to simulate the entire LAN 
environment including the equipment. Wepropose a system 
to observe behaviors of an attacker after intrusion and 
showits effectiveness. 

■概要 
サイバー攻撃に対処するためには、その兆候を事前に検知し、適切な

防護措置を講ずる必要がある。攻撃の具体的な方法や侵入手順、侵入後

の行動等に関する情報を取得するには、脆弱性を模擬したハニーポッ

トが多数存在する LAN 環境全体を模擬する必要がある。機器を含む

LAN 環境全体を柔軟に模擬するために Docker のコンテナとネットワ

ークを用いる。これにより攻撃者の侵入後の挙動を観測するシステム

を提案し、その有効性を示す。 

Email: xuanhoang241094@gmail.com Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

B11 
Detection of swine sneezing motion using image processing 

画像処理を用いた豚のくしゃみ動作検出 
■Authors’ information 

○Takuya Sato (M2) 

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

(Co-author: K. Mizutani, K. Zempo, N. Wakatsuki, Y. Maeda.) 

■Keywords 
Swine 
Sneezing 
Image processing 

 

■著者情報 
○佐藤拓弥 (M2) 
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、前田祐佳） 

■キーワード 
 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
Increasing in sneezing has been reported as a symptom of 

respiratory infectionstypified by PRRS and swine influenza. 
We focused on the instantaneous bodymovement when a 
swine sneezed, and proposed a method for detecting this 
movementvia image processing. We could correctly identify 
sneezing swine at the rate of26/33. For use in attitude 
determination useful for detection of sneezing inswine, the 
feature amounts used for recognition of the swine’s head 
and hipwere examined. The classification accuracy when 
classifying them with SVM was92%. 

■概要 
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B12 
Extracting the relationship between behavior and keyword from internet text 

インターネット上の文章からキーワードと行動の関係性を自動抽出するシステムの検討 
■Authors’ information 

○Hiroki Shigeta (B3) 

School of Media Science, Tokyo University of Technology 

(Co-author: T. Terasawa.) 

■Keywords 
Infomation System 
Database 
Search 

No figure ■著者情報 
○重田浩希 (B3) 
東京工科大学 メディア学部 
（共著者: 寺澤卓也） 

■キーワード 
情報システム 
データベース 
検索 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
 

■概要 
近年情報検索分野において、検索クエリを決定する過程における困

難性が課題となっている。例えば、検索クエリを知らない場合や、忘却

してしまった場合などに検索クエリを決めることが出来ない。それに

対して、ユーザの行動分析やメタ認知に焦点を当てた支援など様々な

形で研究が行われている。本研究は、行動という概念が検索クエリを決

定する過程において重要な役割を持つと仮定し、行動から検索クエリ

としてのキーワードを割り出せるようにすることで、検索クエリ決定

の困難性を解決するということを目的とする。その上で、まずインター

ネット上の文章からキーワードと行動の関係性を自動抽出するシステ

ムの検討を行った。 

Email: m0116334cb@edu.teu.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

B13 
Proposal of Matching-based Review Mechanism 

属性マッチングを利用したクチコミメカニズムの設計 
■Authors’ information 

○Miki Sunakawa (B4) 

Dept. of Information Sciences and Arts, Toyo University 

(Co-author:) 

■Keywords 
Purchasing behavior 
Attribute 
Matching 

No figure ■著者情報 
○砂川美樹 (B4) 
東洋大学 総合情報学専攻 
（共著者:） 

■キーワード 
購買行動 
属性 
マッチング 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
The word-of-mouth services provide valuable 

information for purchasing behavior,however recently there 
are many similar services. Thereupon, we propose 
thesystem to utilize "attribute matching." “User attributes” 
areproperties or charactgeristics. The proposed system users 
are asked to input andregister information. “Matching” is a 
mechanism that pairs demand and supplyto mediate 
activities. By the combination of "user attributes" 
and"matching", the system users accesses to the reviews is 
expected toincrease. This mechanism also can provide 
appropriate information for each user. 

■概要 
クチコミサービスは我々の購買行動に関する有益な情報を提供して

くれるが、 近は類似したサービスが多い。そこで本研究では、新しい

クチコミ手法として「属性マッチング」の提案を目指している。 属性

とは備わっている性質や特徴のことである。サービス利用者に一定の

情報を入力してもらい、個人データを属性として登録させる。また、マ

ッチングとは需要と供給、双方の調整を行い仲介する仕組みである。こ

の「属性」と「マッチング」を掛け合わせることで、情報の利用者が提

供者の投稿したクチコミへのアクセス向上、つまり利用者ごとに適切

な情報の提供を可能にする。 
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B14 
Proposal of The Pictogram Select Interface Based on The Wheel of Emotions 

感情の輪に基づくピクトグラム選択 UI の提案 
■Authors’ information 

○Taishi Nemoto (M2) 

Dept. of Information Science and Arts, Univ. of Toyo 

(Co-author: T. Fujimoto.) 

■Keywords 
UI 
Pictogram 
The wheel of emotions 

 

■著者情報 
○根本大志 (M2) 
東洋大学 総合情報学専攻 
（共著者: 藤本貴之） 

■キーワード 
 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
In late years the use of the pictogram is frequently seen 

including the fashionof Animoji and introduction of emoji 
to iPhone. At present, the pictogram suchas emoji is 
becoming indispensable as same as a text. However, users 
cannotchoose them intuitively. This is because a pictogram 
does not have the universalinput interface such as the 
keyboard. Though there are many users all over theworld, it 
is stress for many users that decisive placement does not 
exist. Ipropose UI which can choose a pictogram intuitively 
based on the design of thewheel of emotions in this paper. 

■概要 
近年、アニ文字の流行や iPhone の絵文字導入など、ピクトグラムの

利用が多く見られる。現在のコミュニケーションにおいて、絵文字や

LINE スタンプのようなピクトグラムはテキストと同じぐらい不可欠に

なりつつある。しかしながら、それらを利用するユーザーは直感的に選

択することはできない。理由として、ピクトグラムにはキーボードのよ

うなユニバーサルな入力インターフェイスがないことが挙げられる。

世界中に利用者がいるにも関わらず、決定的な配置が存在しないこと

は多くのユーザーにとってストレスだ。本研究では感情の輪というデ

ザインを基に、直感的にピクトグラムを選択できる UI を提案する。 

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

 
 
 
 

B15 
Concept of Reading Support Application to Improve Readability on Smartphone 

スマートフォンのリーダビリティを向上させるリーディング補助アプリケーションの提案 
■Authors’ information 

○Yui Tanaka (D1) 

Graduate School of Information Sciences and Arts, Univ. of Toyo 

(Co-author: T. Fujimoto.) 

■Keywords 
Smartphone 
Readability 
Human Interface 

No figure ■著者情報 
○田中結 (D1) 
東洋大学 総合情報学専攻 
（共著者: 藤本貴之） 

■キーワード 
スマートフォン 
リーダビリティ 
ヒューマンインターフェース 

■Field 
Informatics 

■分野 
理工系 情報学 

■Abstract 
 

■概要 
近年スマートフォンの普及に伴って、スマートフォンを使って読む

という機会が増えている。しかし、そこには「広告のミスタップ」と「行

のひろいにくさ」というリーダビリティを侵害する弊害がある。  そ

こで本研究ではスマートフォンケースを用いてこれらの弊害を緩和

し、リーダビリティを向上させることを提案する。スマートフォンにス

ライド可能な独自の専用のプレートを設置し、広告のミスタップを防

止するとともに、行を一文ずつ拾うことができるようにする。本研究は

比較的タップミスが多くなるであろう身体障害者や、文字をひろいづ

らい高齢者の利用も視野に入れながら、読む作業がより快適になる設

計を目指している。 
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B16 
Development of upward work assistance device TasKi by self-weight compensation 

自重補償を用いた上向き作業補助装置 TasKi の開発 
■Authors’ information

○Hirokazu Arakawa (M2)

Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

(Co-author: Y. Yamada, M. Hamasaki, I. Kikutani, T. Nakamura.)

■Keywords
Upward work
Weight Compensation Mechanism 
Exoskeleton 

■著者情報
○荒川大和 (M2)
中央大学 精密工学専攻

（共著者: 山田泰之、浜崎充良、菊谷功、中村太郎） 

■キーワード
上向き作業 
自重補償機構

外骨格 

■Field
Mechanical engineering

■分野
理工系 機械工学

■Abstract ■概要
農業における受粉作業や収穫作業，工業における配電盤作業など，上

向き作業と呼ばれる作業がある．上向き作業は腕を筋力で保持するた

め，作業者の腕や背中の疲労の原因となる．この問題を改善するため

に，装着型アシスト装置 TasKi を開発した．本装置は，ばねの弾性力と

腕の自重をつり合わせる自重補償機構を用いて，上向き作業の疲労削

減を目的としている．これは，軽量かつ高精度の弾性要素を用いた自重

補償機構を搭載しているため，人間の肩と腕の動きに追従して，農作業

の動きを制限しない補助が可能である．本論文では，りんごの収穫を模

擬した動作で三角筋の表面筋電位を測定し，農作業において TasKi の有

用性を確認した． 
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B17 
System Specific Period Superimposed Chart in PLC System 

電力線通信(PLC)システムのシステム固有周期重畳図 
■Authors’ information

○Wataru Abe (M1)

Dept. of Electricity Electronics and Communications, Univ. of Toyo 

(Co-author: H. Gotoh, R. Uemura, K. Kita, H. Ishikawa, H. Shininaga.) 

■Keywords
System Specific Period Superimposed Chart

PLC 

System Specific Period

No figure ■著者情報
○阿部航 (M1)
東洋大学 電気電子情報専攻 

（共著者: 後藤碩志、上村綾、喜田健司、石川博康、篠永英之） 

■キーワード
システム固有周期重畳図

PLC 
システム固有周期

■Field
Electrical and electronic engineering(Communication)

■分野
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract ■概要
本研究室では電力線通信(PLC)システムの通信品質を可視化する手

法の一つとして、システム固有周期重畳図を提案した。システム固有周

期重畳図とは、PLC を介したコンピュータ間の通信で受信されるバー

スト信号をシステム固有周期により重畳表示することで各 TDMA フレ

ーム内の 20 前後のバースト信号が列状に可視化されることに着目して

作成された図である。バースト信号受信タイミングが可視化され、PLC
通信解析に資することができる。システム固有周期重畳図を用いてPLC
伝送方式がアプリケーションに及ぼす影響を明らかにして、より多く

のアプリケーションとの整合性を図る新たな PLC 伝送方式等の研究開

発の提案を目標とする。 
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B18 
Construction of connection support system using acoustic beacon in Wi-Fi spot 

音響通信を用いた公衆無線 Wi-Fi 接続支援システムの構築 
■Authors’ information

○Riku Fukuda (M1) 

Dept. of Intelligent Interaction Tech, Univ. of Tsukuba 

(Co-author: T. Ebihara, K. Mizutani, N. Wakatsuki.) 

■Keywords
Acoustic communication
Harmonic structure
OFDM

■著者情報
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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 
倍音構造 
OFDM

■Field
Electrical and electronic engineering(Communication)

■分野
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract ■概要
近年、Wi-Fi スポットの増加に伴い、誰でも簡単に Wi-Fi スポットを

見つけ、接続できる仕組みが求められている。そこで、音により Wi-Fi
スポットの存在をユーザに呈示すると共に、スマートフォンが自動的

に Wi-Fi スポットに接続する「音響通信を用いた Wi-Fi スポット接続支

援システム」を提案する。このシステムでは、Wi-Fi 通信のカバーエリ

アと、音の届くエリアがなるべく一致させると共に、人間にとって聞き

心地の良い音を用いてデータを伝送できる工夫がされている。また、提

案システムを用いた通信実験を行った結果，送信機と受信機の間に障

害物が存在しない場合は、ほぼエラーフリーで通信ができることを確

認した。 
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B19 
Prototype of Wireless Acoustic Data Recording System for Agricultural Facilities 

農業施設向けワイヤレス音響データ収録システムの試作
■Authors’ information

○Akifumi Goto (M1)
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■Keywords
Swine
Microphone
Wireless 

■著者情報
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（共著者: 海老原格、水谷孝一、若槻尚斗） 

■キーワード
豚 
マイクロフォン

無線 

■Field
Electrical and electronic engineering(Communication)

■分野
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract ■概要
近年，呼吸器感染症に感染したブタのくしゃみ回数が増加する現象

に着目し，音響的にブタの健康をモニタリングする仕組みが提案され

ている．この仕組みでは，複数のマイクロフォンを用いて，くしゃみを

したブタの個体位置を検出する．本稿では，これまで有線で接続されて

いたマイクロフォンを，無線によって接続することで，豚舎などの施設

に容易に展開が可能な「ワイヤレス音響データ収録システム」を構築し

た．模擬実験の結果，音源（ブタ）と，マイクロフォンの距離が 5.0 m
以内であれば，提案システムによる位置の測定誤差は 0.5 m 以内であ

り，実用的に十分な精度を有していることを確認した． 
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B20 
Instantaneous Power-Line Frequency Synchronized Superimposed Chart of PLC System 

電力線通信(PLC)システムにおける瞬時電源周波数同期重畳図 
■Authors’ information 

○Hiroshi Gotoh (M1) 

Dept. of Electricity, Electronics and Communications, Toyo Univ. 

(Co-author: W. Abe, R. Uemura, K. Kita, H. Ishikawa, H. Shinonaga.) 

■Keywords 
PLC 
Charger 
Packet Capture 

No figure ■著者情報 
○後藤碩志 (M1) 
東洋大学 電気電子情報専攻 
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■キーワード 
PLC 
充電器 
パケットキャプチャ 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
 

■概要 
電力線通信(PLC)とはコンセントを利用する通信技術である。そのた

め、PLC はコンセントに接続された様々な機器によりスループット低

下等の悪影響を受ける。そこで本研究室では充電器の及ぼす影響につ

いて研究してきた。これまでに充電器接続時、電源 1 周期時間の半分の

間隔でパケットを正常受信できない通信禁止時間が発生することを明

らかにしている。そして、通信禁止時間発生時の通信状況を可視化出来

る瞬時電源周波数同期重畳図を提案し、充電器の影響を詳細解析して

いる。PLC アダプタが自律的に通信禁止時間を学習し、通信禁止時間帯

には外乱に強い変調方式に切り替えることでスループットを増大させ

る事が本研究の目的である。 
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B21 
Design of visible light image sensor receiver for V2V communication 

車載環境に適した可視光イメージセンサ受信機の設計 
■Authors’ information 

○Haruka Iiyama (M1) 

Dept. of Intelligent Interaction Tech., Univ. of Tsukuba 
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イメージセンサ 
MEMS ミラー 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
 

■概要 
事故や渋滞などの問題を解決する高度道路交通システムの実現には

車々間・可視光イメージセンサ通信が不可欠だが、車両の振動が通信の

障害になることが知られている。そこで、耐振動性に優れた可視光受信

機を提案する。提案受信機は、MEMS ミラー、慣性計測装置(IMU)、イ

メージセンサからなる。情報を含む高速点滅光は、MEMS ミラーで時

間-空間マッピングされた後、イメージセンサによって取得されるが、

IMU の情報を用いて MEMS ミラーを制御することで、受信機が振動し

ても安定してマッピングができるようにした。提案受信機の性能を実

験で評価した結果、振動環境においても高い信頼性の可視光通信を実

現できることを確認した。 
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B22 
Broadband of a folded dipole antenna with reflector placed close to the body 

人体近傍に配置された反射板付き折り返しダイポールアンテナの広帯域化 
■Authors’ information 

○Yu Kumita (B4) 

Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

(Co-author: K. Fujii, Y. Okumura.) 
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■著者情報 
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ファントム 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
The presence of the human body considerably alters the 

characteristics of acellphone antenna. Thus, the interaction 
between the antenna and human body mustbe considered. 
The folded dipole antenna with a reflector proposed 
previously iseffective for reducing the local peak specific 
absorption rate; however, thebandwidth is narrower than 
that of dipole antenna. To broaden the bandwidth, thetheory 
of step-up ratio for two-wire folded dipole antenna with 
different radiusis introduced. Antenna characteristics are 
discussed via computationalelectromagnetics and 
measurements. 

■概要 
携帯電話に搭載されたアンテナは通話時において人体近傍で使用さ

れる．アンテナから放射される電磁波の一部は人体頭部に吸収にされ

ると同時に，損失性媒質である人体の存在がアンテナの諸特性を劣化

させてしまう．従って，アンテナ設計の際には人体との相互作用を考慮

する必要がある．従来提案されている反射板付き折返しダイポールア

ンテナは局所 SAR の低減に有効であるが，帯域幅がダイポールアンテ

ナに比べ狭い．そこで，広帯域化するため太さの異なる 2 線式折返しダ

イポールアンテナのステップアップ比の理論を用い，アンテナの諸特

性を数値電磁界解析により算出した．また，生体等価ファントムを用い

た実験により，その妥当性を評価した． 
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B23 
Performance Evaluation of Acoustic Pedestrian-to-vehicle Communication System 

対歩行者事故を未然に防ぐ歩車間音響通信システム 
■Authors’ information 
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音響通信 
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■Field 
Electrical and electronic engineering(Communication) 

■分野 
理工系 電気電子工学(通信) 

■Abstract 
 

■概要 
近年，ハイブリッド車などの静粛性に優れた車両の増加に伴い，低速

で走行する車両と歩行者の事故が増加している．そこで，車両と歩行者

間で音を用いてデータをやりとりすることで事故を未然に防止する

「歩車間音響通信システム」を提案する．提案手法は，車両や歩行者の

スマートフォンに容易に機能が実装可能であり，信号のドップラーシ

フトを用いた接近検知機能も有している．提案したシステムの性能を

見通しの悪い交差点を模した環境で評価した結果，提案システムは車

両と歩行者の接近を事前に検知できる性能を十分に有していることを

確認した． 
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B24 
Estimation of 3-D Velocities of Pyroclastic Materials using Weather Radar 

気象レーダを用いた火砕物の三次元速度分布の推定 
■Authors’ information 

○Takehiko Kobori (D2) 
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■キーワード 
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■Field 
Integrated engineering 

■分野 
理工系 総合工学 

■Abstract 
To examine the behavior of volcanic plume is important 

for forecasting the ashfall and clarifying the airflow 
structure inside the plume. In recent years, theuse of weather 
radar has attracted attention as an effective method 
forobserving volcanic plume. We have developed a method 
to estimate the3-dimensional velocity distribution of 
pyroclastic materials from thebarycentric position and the 
Doppler velocity of the plume observed by weatherradar. 
We applied this method to Sakurajima's eruption. 

■概要 
火山噴煙の振る舞いを明らかにすることは，周辺地域への降灰量予

測や，噴煙内部における気流構造の解明に役立つ．近年，気象条件や可

視条件に左右されずに火山噴煙を観測する有力な手法として，気象レ

ーダの利用が注目されている．本研究では，気象レーダで観測された噴

煙エコーの重心位置とドップラー速度分布を用いて，噴煙内部におけ

る火山灰や礫など（以下，火砕物という）の三次元速度分布を推定する

手法を開発した．開発した手法を鹿児島県桜島の噴火事例に適用した

結果，噴煙が水平方向に移流する速度と，火砕物の鉛直速度を推定する

ことができた． 
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B25 
Study on perceptual margin in the photographic 

写真における知覚的余白に関する考察 
■Authors’ information 
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■Field 
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■分野 
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■Abstract 
 

■概要 
東洋芸術では視覚的に見えるものだけではなく，目に見えない余白

の奥に広がる無限さから美の本質を感じる考え方もある.「余白の美」

が絵画作品の中で多く見られており，余白のもたらした感性的，心理的

効果が絵画以外の分野でも検証された．本研究は，人の美的感性を反映

した撮影ロボットシステムを構築するため，東洋美学の観点から，知覚

的余白を用いて写真の美的評価モデルを提案する.実装に向けて，余白

の検出手法を提案し，検出結果と人の感知結果の一致性検証を行う. 
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B26 
Technology of Computer-aided Diagnosis of Early Lung Cancer CT Images 

 
■Authors’ information 

○Di Huang (others) 

Department of Medical System Engineering, Chiba University 

(Co-author: J. Wu.) 

■Keywords 
Computer Aided Diagnosis 
Segmentation of lung nodules 
Feature extraction 

No figure ■著者情報 
○黄砥 (others) 
千葉大学 医工学専攻 
（共著者: 呉江） 

■キーワード 
 

■Field 
Biomedical engineering 

■分野 
生物系 人間医工学 

■Abstract 
In the past few decades, Lung cancer has been a well-

known disease due to itshigh incidence and mortality. CT, 
as a proven and prevailing technology plays asignificant 
role in diagnosis, which is widely used at lung 
nodule’sdiagnosing to estimate cancer. In an effort to reduce 
the time of identifying alarge number of CT images and 
improve the accuracy of diagnosis for doctor,Computer-
aided diagnosis (CAD) technology is rapidly developed. We 
are based onthis goal, adopt Computer-aided diagnosis 
(CAD) methods for the early diagnosisof lung cancer. 

■概要 
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C1 
Inexpensive bass-reflex stereo loudspeakers 

低価格ユニットを用いたバスレフ型ステレオスピーカの製作 
■Authors’ information 

○Hiroki Honma (B3) 

Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

(Co-author: Y. Kuno, K. Fujii, Y. Okumura.) 

■Keywords 
Bass-reflex loudspeaker 
Low prices 
DIY 

 

■著者情報 
○本間大幹 (B3) 
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 久野佑貴、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード 
バスレフ型スピーカ 
低価格 
DIY 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
Recently, the popularity of smartphones and audio 

players has increased; severalpeople use reasonably priced 
high-quality earphones. However, the usage ofloudspeakers 
by youngsters in Japan may be decreasing because of 
itsnon-portability, high prices, and small residential 
environment. Here, weproduce a cheap bass-reflex 
loudspeaker with lauan plywood to disseminate 
thegoodness of loudspeakers. Further, we evaluate the 
frequency characteristics ofloudspeakers, demonstrating 
that even cheap DIY loudspeakers are worth listeningto. 

■概要 
近年，スマートフォンやオーディオプレイヤーが普及し，多くの人が

高品質なイヤホンを使用している．一方で，スピーカはその非可搬性，

高価格，日本の狭小な住宅環境ゆえに手が届きにくい．そこで，あらた

めてスピーカの良さを伝えるため，低価格ユニットとラワン合板，なら

びに自作のイコライザを使用し，コストを抑えながらも各ユーザー好

みの音質を得る方法を検討する．本研究では小型でも効率よく低音を

再生することができるバスレフ型エンクロージャを作製し，特性評価

を行った．当日のデモンストレーションを通じて，安価な自作スピーカ

でも試聴に値することを実証したい． 

Email: 16sc017@m.nanzan-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

C2 
Map Navigation System by LED Color of Smart Grasses to Defeat Smartphone Zombie 

歩きスマホ事故を防止するメガネ型情報端末の LED 光色を用いたルート案内システム 
■Authors’ information 

○Takumi Ishikawa (B4) 

Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

(Co-author:) 

■Keywords 
Smartphone zombie 
Map navigation 
Accident avoidance 

No figure ■著者情報 
○石川拓実 (B4) 
神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発 
（共著者:） 

■キーワード 
歩きスマホ 
ルート案内 
事故防止 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
 

■概要 
歩きスマホ事故原因のトップは、時刻表や地図アプリの確認である。

これを防止するには、歩きスマホをせずに情報を得られるシステムが

必要となる。地図見歩きスマホ事故を防止するメガネ型情報端末「雰囲

気メガネ」のレンズ部光色を用いたルート案内システムを提案する。ル

ート案内には、ルート情報、ユーザの現在地と向き、右左折地点までの

距離と方向、目的地が必要である。これらをスマホで取得し、雰囲気メ

ガネで右左折地点までの距離を三色の光色「緑、黄、赤」で提示し、右

左折方向に合わせてレンズの片側点灯で通知する。目的地到着時は、青

点滅で通知する。提案システムが普及することで地図見歩きスマホが

減り、事故防止につながる。 
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C3 
Production of BTL audio amplifier 

BTL オーディオアンプ作製の報告 
■Authors’ information 

○Shuta Murai (B3) 

Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

(Co-author: Y. Kumita, K. Fujii, Y. Okumura.) 

■Keywords 
Audio amplifier 
Electronic circuit 
Self-made 

No figure ■著者情報 
○村井柊太 (B3) 
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 汲田祐、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード 
オーディオアンプ 
電子回路 
自作 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
Music has recently become more familiar due to 

streaming playback. A widevariety of devices are required 
for streaming. This study proposes ado-it-yourself (DIY) 
audio amplifier to satisfy user’s needs. This audioamplifier 
can be built as per user’s comfort. Further, optimum sound 
qualitycan be achieved depending on the cost. By self-
building the amplifier, manyfundamentals of electronic 
engineering can be learnt. The pros and cons 
ofmanufacturing DIY amplifier are presented herein. 

■概要 
近年，音楽のストリーミング再生などにより，音楽が生活により身近

なものとなってきている．しかし，身近になってきていることで，人そ

れぞれのニーズに沿った多種多様な機器が必要となってくるようにな

った．そこで，自分の好みに応えうるオーディオアンプの自作について

報告する．オーディオアンプを自作することにより，自分の求める音量

や音質，工業意匠をコストとの兼ね合いで可能な限り追求することが

できる．また，部品の特性やデバッグのスキル，目に見えない電気を扱

う大変さなど，沢山の電子工学の基礎を学ぶことも可能である．発表で

は，アンプ作製を通じて苦労した点や，音が鳴った喜びについて伝えた

い. 
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C4 
Development of micro hydro-power generation in rural Ethiopia 

エチオピア農村部におけるマイクロ水力発電の開発 
■Authors’ information 

○Takumi Shimura (B4) 

Dept. of Mechatronics, Nanzan University 

(Co-author: S. Yoshida, K. Fujii, Y. Okumura.) 

■Keywords 
Micro hydro-power generation 

Ethiopia 

Knowledge and technology with living practice 

 

■著者情報 
○志村拓海 (B4) 
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 吉田早悠里、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード 
マイクロ水力発電 
エチオピア 
生活と循環する知と技術 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
In the 20th century, electricity is enjoyed by people 

worldwide. However, inrural areas in sub-Saharan Africa, 
the electrification rate remains low owing tothe political, 
economic, and geographical conditions. Therefore, we 
developelectronic circuits and water mills for rural areas in 
Ethiopia. In addition, weprepare educational materials so 
that people can acquire knowledge regarding thestructures 
of waterwheels and power-generators and can manage the 
powergenerators themselves. Thus, we aim to develop 
knowledge and technology throughpractice under actual 
living conditions. 

■概要 
20 世紀，電力は世界中に普及し，多くの人々が利用できるようにな

った．一方で，サハラ以南アフリカの農村部では，政治・経済・地理的

状況などによって電化率は圧倒的に低く押しとどめられている．こう

したなかで，本研究はエチオピア農村部を対象として，現地の人々が自

作，修理可能な雨水を利用したマイクロ水力発電の開発に取り組む．そ

こでは，現地の環境，気候，生活実態に適した水車と電子回路の設計を

行う．また，現地の人々が水車の構造や仕組み，発電に関する知識を習

得し，自らでマイクロ水力発電機を管理できるよう，教材を作成する．

そこから，現地の人々の生活と連動，循環する知と技術の構築を目指

す． 
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C5 
Arousing User’s Interest by Crybaby Yuru-chara Robot for Smart Speaker 

AI スピーカの利用を促すゆるキャラロボによる乳児の啼泣を用いたユーザの関心の誘引 
■Authors’ information

○Yusuke Watanabe (B4)

Home Electronics Faculty, Kanagawa Institute of Technology 

(Co-author:) 

■Keywords
Smart Speaker
Cry Sounds of Infant
Yuru-chara

No figure ■著者情報
○渡邉裕介 (B4)
神奈川工科大学 ホームエレクトロニクス開発学科

（共著者:） 

■キーワード
AI スピーカ 
乳幼児の泣き声

ゆるキャラ 

■Field
Electrical and electronic engineering(Electric)

■分野
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract ■概要
AI スピーカにはユーザが能動的に確認しないと利用されない機能が

ある。使用を促進するためには、ユーザが受動的に機能を知ることがで

きる AI スピーカのシステムが必要になる 。本研究では、AI スピーカ

の利用を促進するため、関心を引くアイキャッチ音として乳幼児の啼

泣を用いたゆるキャラロボット型 AI スピーカによる機能提示手法を提

案する。提案ロボットの外観は、 ユーザの関心の誘引することと、AI
スピーカの利用できる機能を提示することの 2 つの機能を実現するも

のとして、赤ちゃんを抱いた執事のゆるキャラとする。本研究を実現す

ることにより、AI スピーカの普及につながる。 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

C6 
The educational environment level of hospitalized children may be degraded 

退院・復学した際に感じる学習の遅れ-入院時の学習環境から- 
■Authors’ information

○Yuka Ohata (M2)

Dept. of Disability Sciences, Univ. of Tsukuba 

(Co-author: K. Kawama.)

■Keywords
School Re-entry
Hospitalized children
Interviews

No figure ■著者情報
○大畑友香 (M2)
筑波大学 障害科学専攻

（共著者: 川間健之介） 

■キーワード
復学 
入院 
インタビュー調査

■Field
Pedagogy 

■分野
人文社会系 教育学

■Abstract ■概要
本研究では、義務教育期間中に入院を経験し、かつ院内学級や訪問教

育を利用していない者を対象に、インタビュー調査を行った。対象者は

全員、入院中の全てや一部期間、何等かの方法で自主学習を実施してい

た。しかし学校に戻ってから学習の遅れを感じたかは個人ごと異なっ

た。遅れを感じた者の中には主要教科のみならず、図工や美術を中心に

実技教科で遅れを感じた者もいた。 入院中は治療もあり、常に学習を

行えるとは限らない。その中で教科教育の支援に目が向けられやすい

が、実技教科の遅れに対する配慮も求められる。今後は入院経験者が学

習面において求めている支援を検討することが必要だろう。 
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C7 
Frequency Estimation Circuit Using Residue Number System 

剰余系を用いた周波数推定回路 
■Authors’ information 

○Yudai Abe (B4) 

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

(Co-author: S. Katayama, C. Li, A. Kuwana, H. Kobayashi.) 

■Keywords 
Waveform sampling 
Analog Hilbert filter 
Remainder theorem 

No figure ■著者情報 
○阿部優大 (B4) 
群馬大学 電子情報部門 
（共著者: 片山翔吾、李从兵、桑名杏奈、小林春夫） 

■キーワード 
波形サンプリング 
アナログ・ヒルベルト・フィルタ 
剰余定理 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
 

■概要 
高周波信号波形を複数の低周波クロックでサンプリングし波形の取

得を行い、周波数の折り返しを利用してその高周波信号の周波数推定

を行う方式を検討した。最初に 高周波入力信号をアナログ・ヒルベル

ト・フィルタに入力とすることで入力信号と同じ周波数の同相信号 I と
直交信号 Q を生成する. この I、Q 信号をいくつかの互いに素の低周波

数でサンプリングし, 複素 FFT することによって各剰余周波数を求め

る. その結果から剰余定理を用いて入力高周波信号の周波数を推定す

る.この方式を理論・シミュレーションにて確認した. 高周波信号を低

周波サンプリングで扱えるので回路実現が容易になる. 
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C8 
Output Ripple Compensation of Switching Converters with EMI Noise Reduction 

EMI ノイズ拡散スイッチング電源の出力リップル低減方式 
■Authors’ information 

○Shogo Katayama (B4) 

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

(Co-author: N. Miki, T. Arai, Y. Sun, Y. Kobori, H. Kobayashi.) 

■Keywords 
Switching power supply 
Spread Spectrum 
Output voltage ripple 

No figure ■著者情報 
○片山翔吾 (B4) 
群馬大学 電子情報理工学科 

（共著者: 三木夏子、新井貴之、孫逸菲、小堀康功、小林春夫） 

■キーワード 
スイッチング電源 
スペクトラム拡散 
出力リップル 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
 

■概要 
スイッチング電源では，半導体スイッチ素子のオン・オフにより発生

する不要電磁輻射ノイズ(EMI ノイズ)の対策が必須となっている．しか

し従来の変調信号を用いクロック周波数を拡散させて EMI ノイズを低

減する方法では，EMI ノイズ低減量と出力電圧リップルの大きさの間

にトレードオフの問題があった．本論文では，変調信号の振幅と出力電

圧リップルの大きさの関係を明確にすることで，両者のトレードオフ

の問題を解決する手法を提案する．提案手法では鋸歯状波発生回路に

補正電流を追加することで，EMI ノイズ低減と出力電圧リップル低減

の両立を実現する．本手法で簡単な回路を追加するのみで十分な効果

があることを確認した． 
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C9 
Prototype of a small wind-power generator for the rural areas in Ethiopia 

エチオピア農村部における小型風力発電機の試作 
■Authors’ information 

○Shota Kuroki (B4) 

Dept. of Mechatronics, Nanzan University. 

(Co-author: S. Yoshida, K. Fujii, Y. Okumura.) 

■Keywords 
Wind-power generation 
Ethiopian rural area 
Natural energy 

No figure ■著者情報 
○黒木将太 (B4) 
南山大学 機械電子制御工学科 
（共著者: 吉田早悠里、藤井勝之、奥村康行） 

■キーワード 
風力発電 
エチオピア農村部 
自然エネルギー 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
The Ethiopian economy has exhibited considerable 

development. However, theelectrification rate in the rural 
areas is very low. The shortage of electricityrestricts human 
activities. Constructing a large-scale power-supply facility 
canhelp to provide a stable electricity supply in urban areas. 
However, thisfacility cannot directly provide electricity to 
the rural areas. Therefore, westudy the requirements of a 
rural area in Ethiopia and propose a smallwind-power 
generator for households that utilizes locally procured 
materials andis based on sustainable and renewable natural 
energy. 

■概要 
エチオピアは 2000 年代以降，二桁の経済成長率を遂げている．一方

で, 農村部の電化率は 11%程度と非常に低い．電力の不足は，夜間の活

動に制限をもたらすだけでなく，子供たちが十分な教育を受ける機会

を逸している．他方で, 大規模な電力供給施設の建設は，送電網が整備

されている都市部における安定的な電力供給の一助となるものの，地

方部への電力供給に結びつくわけではない．以上を踏まえ，本研究では

現地の状況やニーズに即したうえで，持続可能かつ再生可能な自然エ

ネルギーを用いた家庭用小型風力発電機を現地で調達可能な資材を用

いて試作する. 
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C10 
Design of New Communication Disturbance Observer for Bilateral Contro 

 
■Authors’ information 

○Toshiaki Okano (D1) 

Graduate school of science and technology, Keio University 

(Co-author: T. Murakami.) 

■Keywords 
Bilateral Control 

Communication Disturbance Observer 

TIme-delay 

 

■著者情報 
○    (D1) 
 
（共著者: 村上俊之） 

■キーワード 
 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
Teleoperation is an attractive technology for supporting 

the task completion atphysically remote places. One of the 
issues regarding with teleoperation is thetime-delay, and 
Communication Disturbance Observer has been proposed 
for theinteractive tasks. Some researchers have been 
conducted with regard to 4chbilateral control under the 
time-delay by utilizing CDOB, but only position orforce 
information is considered. Since both position and force 
controls areneeded, the concept of CDOB should be 
expanded to both position and forcecontrols. 

■概要 
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C11 
Fabrication of nano-carbon flexible pressure sensors utilized by liquid metal 

液体金属を用いたナノカーボンフレキシブル圧力センサーの作製と評価 
■Authors’ information 

○Tomoya Otsuka (B4) 

Dept. of applied electronics., Tokyo University of Science 

(Co-author: T. Yamada, K. Jouichi, H. Mitui, T. Ikuno.) 

■Keywords 
Liquid metal 
Carbon nanotube 
Flexible pressure sensors 

No figure ■著者情報 
○大塚誠也 (B4) 
東京理科大学 電子応用工学科 
（共著者: 山田祐、城市啓太、三井拓樹、生野孝） 

■キーワード 
液体金属 
カーボンナノチューブ 
フレキシブル圧力センサー 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
 

■概要 
近年生体に装着可能な圧力センサーの開発が,医療を中心とした様々

な業界から期待されている. 生体に装着するデバイスは柔軟かつ軽量

であることが求められ, その柔軟なデバイスの材料として液体金属が

注目されている. 液体金属はほとんどの材料表面に吸着するが, 我々

は導電性に優れた多層カーボンナノチューブ(MWNT)ネットワークと

コピー紙が液体金属である GaIn に対して非常に濡れにくいことを見出

した. 本研究ではこの性質を利用した圧力センサーをコピー紙基板上

に作製し,圧力に対する応答を評価した. 本報告では, GaIn の各材料に

対する濡れ性の違いや, 圧力センサーの作製・評価方法の詳細について

紹介する. 

Email: totsuka@ikunolab.net Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

C12 
Evaluation of Correlation between Orientation of YIG and Spin Seebeck Effect 

YIG の配向とスピンゼーベック効果との相関の評価 
■Authors’ information 

○Atsushi Yamamoto (M2) 

Dept. of Electrical Engineering, Tokyo Univ. of Science 

(Co-author: T. Kawahara.) 

■Keywords 
Thermoelectric Generation 
Spintronics 
Spin Seebeck Effect 

 

■著者情報 
○山本篤 (M2) 
東京理科大学 電気工学専攻 
（共著者: 河原尊之） 

■キーワード 
熱電発電 
スピントロニクス 
スピンゼーベック効果 

■Field 
Electrical and electronic engineering(Electric) 

■分野 
理工系 電気電子工学(電気) 

■Abstract 
Clean power generation methods using waste heat are 

needed to achieve asustainable society, so thermoelectric 
generation methods like Seebeck elementsare studied. 
However, there are limits of efficiency because Seebeck 
elements ismade from high thermal conductivity 
semiconductors. Therefore, we focused on thespin Seebeck 
effect (SSE). SSE elements is made from low thermal 
conductivitymagnetic material. However, generated voltage 
is low. We observed the SSE bychanging the magnetic 
material YIG crystallinity to improve the voltage, and 
wefound that the voltage is high in oriented crystal. 

■概要 
持続可能社会の実現には、低温廃熱を使った発電が必要である。ター

ビンを介さない発電方法としてゼーベック素子が研究されている。し

かし、ゼーベック素子の発電効率には限界がある。電圧は素子の上面と

底面の温度差に比例するが、ゼーベック素子は熱伝導率が高い半導体

で作られているため温度差が生じにくい。そこで我々は磁性絶縁体の

スピンを用いるスピンゼーベック効果（SSE）に注目した。熱伝導率が

低い磁性絶縁体は温度差が生じやすい。しかし、微弱で非保存のスピン

流を用いるため発電電圧が低い課題がある。我々は磁性絶縁体の 1 種

である YIG の結晶性を変えて SSE を観測し、配向結晶 YIG において電

圧が向上したため報告する。 
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C13 
Considering Mixing Process of Solid fuel using Peristaltic mixer 

腸を模擬した蠕動運動型搬送混合装置を用いた固体推進薬の混合プロセスの検討
■Authors’ information

○Kyota Ashigaki (M2)

Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ. 

(Co-author: D. Hagiwara, A. Iwasaki, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords
Solid propellant 
Mixing of high viscosity slurry
Pneumatic drive

■著者情報
○芦垣恭太 (M2)
中央大学 理工学専攻

（共著者: 萩原大輝、岩崎祥大、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード
固体燃料ロケット

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 ■概要
固体推進薬ロケットは小型かつ安価，取り扱いが容易である特徴が

あり，低コストで高頻度なロケットの打ち上げに向け検討進んでいる．

一方その製造工程において，専用の混合機による製造と高粘性スラリ

の搬送の難しさから，製造工程での維持管理コストが高く，安全性を確

保しながらの低価格化が行えていない．著者らは，これまでに固体推進

薬の安全かつ継続的な製造を実現するために、空気圧人工筋肉を有す

る蠕動型混合搬送装置を開発し，2018 年 2 月には燃焼試験に成功した．

本発表では, 装置の効率化・自動化に向け，蠕動運動型混合搬送装置を

用いた混合プロセスの解明を行う． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

C14 
Auxiliary Effect Verification of Power Assist Suit Using Flat Spring Deflection 

板ばねのたわみを利用したアシストスーツの補助効果検証
■Authors’ information

○Hirokazu Arakawa (M2)

Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

(Co-author: S. Mohri, Y. Yamada, K. Yokoyama, I. Kikutani, T. Namamura.) 

■Keywords
Power assist
Artificial muscle
Wearable

■著者情報
○荒川大和 (M2)
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 ■概要
厚生労働省の調査によると，日本の労働者の約 6 割が腰痛である．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．これらの問題を解決するために，本研究で

は，人体装着型の準内骨格型パワーアシストスーツ「AB-Wear」を開発

した．著者らはこれまで背骨の圧縮のために搭載した板ばねのたわみ

を利用したアシスト手法について提案してきた．本報告では，たわみを

利用したアシストスーツの補助効果について主観的な評価実験から得

られた内容について報告する． 

Email: h_arakawa@bio.mech.chuo-u.ac.jp Twitter: × Facebook: ○ 
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C15 
Manufacturing test and ground burning test 

固体推進薬の製造のための蠕動運動型混合搬送装置による製造試験と地上燃焼試験の報告

■Authors’ information
○Daiki Hagiwara (M1)

Dept. of Precision engineering, Univ. of Chuo 

(Co-author: K. Ashigaki, A. Iwasaki, K. Negishi, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords
Peristaltic motion
Biomimetic
Combustion experiment

No figure ■著者情報
○萩原大輝 (M1)
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 芦垣恭太、岩崎祥大、根岸海、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード
蠕動運動 
生体模倣 
燃焼実験 

■Field
Mechanical engineering

■分野
理工系 機械工学

■Abstract ■概要
近年，宇宙利用の重要性が高まり低コストで高頻度なロケットの打

ち上げが望まれている．固体推進薬ロケットは小型かつ安価，取り扱い

が容易である特徴がある．現在の固体燃料は材料を混ぜるため，プラネ

タリミキサにより製造されている．しかし，専用の混合機による製造と

高粘性スラリの搬送の難しさから，製造工程での維持管理コストが高

く，安全性を確保しながらの低価格化が行えていない．著者らは，固体

推進薬の安全かつ継続的な製造を実現するために、空気圧人工筋肉を

有する蠕動型混合搬送装置を開発した。 2017 年 12 月には，1kg 以上の

実用組成物推進薬の製造に成功し，2018 年 2 月には燃焼試験に成功し

た． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

C16 
Deformation Measurement of Dielectric Elastomer on a 2-D Plane 

誘電エラストマの２次元平面の変形測定
■Authors’ information

○Takunori Hayashi (M1)

Department of Precision Engineering, Univ. of Chuo 

(Co-author: M. Okui, Y. Yonehara, T. Nakamura.)

■Keywords
Dielectric Elastomer
Soft actuator
Image correlation method

No figure ■著者情報
○林拓宗 (M1)
中央大学 精密工学専攻

（共著者: 奥井学、米原悠二、中村太郎） 

■キーワード
誘電エラストマ

ソフトアクチュエータ

画像相関法 

■Field
Mechanical engineering

■分野
理工系 機械工学

■Abstract ■概要
筆者らは，誘電率・ヒステリシスロスなどの点で優れた材料であるス

ライドリングマテリアルを誘電体に用いた DEA を開発している．本稿

では，DEA の様々なアプリケーションへの応用を目指し，その基礎特

性を議論する．DEA の変位や力の測定手法はいくつか存在するが， 多
くがレーザー変位計やロードセルを用いた測定手法である．そのため，

ほとんどが 1 軸の変形についての測定のみであり，2 次元平面的に変形

する実際の DEA の挙動に対して十分とは言えない．そこで本稿では，

画像相関法を用いて負荷および印加電圧を変化させた際の 2 次元平面

変形の測定を試みる．

Email: × Twitter: × Facebook: × 
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C17 
Development of seafloor drilling robot based on earthworm locomotion 

ミミズの移動方法を規範とした海底探査用掘削ロボットの開発 
■Authors’ information 

○Keita Isaka (M1) 

Dept. of precision mechanics, Chuo University 

(Co-author: N. Tadami, A. Fujiwara, T. Watanabe, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords 
Drilling robot 
Seabed mineral resources 
Earthworm 

 

■著者情報 
○井坂惠太 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 只見侃朗、藤原杏実、渡邊友貴、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード 
掘削ロボット 
海底鉱物資源 
ミミズ 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
 

■概要 
海底下にてレアアースなど様々な海底鉱物資源が発見されている．

海底鉱物資源を活用するために，サンプルを採取し詳細に研究する必

要がある．サンプル採取は海洋資源の賦存状況や成因過程の解明に役

立つ．一般的には，パイプ状の採泥器を海底へと貫入し堆積物を採取す

る．しかし，この方法は採取範囲が狭いため非効率的かつ高コストであ

る．そこで，水平方向に掘削可能な海底探査用掘削ロボットを開発し，

低コストかつ効率的な海底探査の実現を目指す．本研究では，ミミズの

移動方法を規範とした水中掘削ロボットを開発した．水中環境にてロ

ボットの先端から排出口までの距離 430 mm の掘削に成功した． 

Email: × Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

C18 
Wearable 4 DOF force feedback device using artificial muscles and MR clutches 

人工筋肉と磁気粘性流体クラッチを用いた装着型 4 自由度力覚提示装置 
■Authors’ information 

○Yuki Onozuka (M1) 

Dept. of Precision Mechanics, Chuo University 

(Co-author: M. Okui, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords 
Force feedback device 
Artificial muscle 
MR clutch 

 

■著者情報 
○小野塚祐樹 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 
（共著者: 奥井学、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード 
力覚提示装置 
人工筋肉 
磁気粘性流体クラッチ 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Using a head mounted display, users can recognize virtual 

objects in virtualreality space. However, users can not get 
haptic perception such as touchingreal objects. In order to 
realize the feeling of touching real objects, we 
havedeveloped wearable 4 DOF force feedback device 
using artificial muscles and MRclutches. Artificial muscles 
and MR clutches are arranged at each joint. Thedevice 
render hand stiffness by transmitting stiffness of the 
artificial muscleswith MR  clutches. In this paper, we 
report the result of the experiment ofrendering stiffness. 

■概要 
ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を用いることで，ユーザは容

易に仮想現実空間に没入できる．しかし，HMD のみでは実物体に触れ

るような感覚を得られない．そこで，その感覚を表現するために，著者

らは空気圧ゴム人工筋肉と磁気粘性流体クラッチを用いた装着型 4 自

由度力覚提示装置を開発した．本装置は，肩と肘の計 4 自由度に力覚を

提示する．各関節には，空気圧ゴム人工筋肉と磁気粘性流体クラッチが

配置されている．本装置は空気圧ゴム人工筋肉の剛性を磁気粘性流体

クラッチで伝達することにより，手先の剛性を提示する．本報告では，

本装置を利用した剛性提示実験を報告する． 

Email: y_onozuka@bio.mech.chuo-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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C19 
Experimental Identification Model-Based Feedforward Controller for AM 

実験同定モデルに基づく軸方向繊維強化型人工筋肉のフィードフォワードコントローラ 
■Authors’ information 

○Ryuji Suzuki (M1) 

Dept. of precision mechanics, Chuo univ. 

(Co-author: M. Okui, S. Iikawa, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords 
Softactuators 
Artificial muscle 
Controller 

 

■著者情報 
○鈴木隆二 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 
（共著者: 奥井学、飯川伸吾、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード 
ソフトアクチュエータ 
人工筋肉 
制御 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
 

■概要 
本研究では，軸方向繊維強化型人工筋肉（SFT-AM）のフィードフォ

ワードコントローラ（FFC）の正確さが，実験同定モデルを用いたこと

により改良されたことを報告する．既存の FFC は，力学的なつり合い

から求めた力学的平衡モデル（ME-model）に基づいていた．ME-model
は物理的な特性を知るには有用であったが，FFC に適用すると収縮力

の正確さが低かった．そこで，実験的に同定する実験同定モデル（EI-
model）を用いて，式がより簡単で正確さが高い FFC を導出し，SFT-AM
に適用する．その結果，ME-model に基づく FFC に比べ，EI-model に基

づく FFC では正確さの向上が確認できた． 

Email: ryu_suzuki@bio.mech.chuo-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 

 
 
 
 

C20 
Proposal of curved drilling to expand the exploration range of underground robot 

地中探査ロボットの探査範囲拡大を目的とした屈曲掘削の提案 
■Authors’ information 

○Naoaki Tadami (M2) 

Dept. of Precision Mechanics, Chuo Univ. 

(Co-author: K. Isaka, A. Fujiwara, Y. Yamada, T. Nakamura, H. Yoshida.) 

■Keywords 
Underground exploration robot 
Curved drilling 
Bio inspiration 

 

■著者情報 
○只見侃朗 (M2) 
中央大学 精密工学専攻 

（共著者: 井坂惠太、藤原杏実、山田康之、中村太郎、吉田弘） 

■キーワード 
地中探査ロボット 
屈曲掘削 
生物模倣 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
 

■概要 
海底のレアアースなど様々な海洋資源を活用するためには，試料を

採取して賦存状況の把握が必要である．現状の採取方法では，掘削船か

らパイプ状の採泥器を海底に貫入させ採取するが，設備費や傭船費な

ど莫大なコストがかかる．また，探査範囲が限られるため，水平方向に

広く分布する堆積物の調査には非効率である．そこで，本研究では地中

を自由に移動可能な海底探査ロボットを開発し，低コストかつ効率的

な海底探査の実現を目指す．本論文では，掘削探査ロボットの要素技術

として，探査範囲拡大を目的とした地中での屈曲掘削に取り組んだ。地

中での屈曲可能な機構を製作し，それによる屈曲掘削に関する基礎実

験・評価を行った． 

Email: n_tadami@bio.mech.chuo-u.ac.jp Twitter: × Facebook: × 
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C21 
Development of Traction Force Control System for Sewer Pipe Inspection 

 
■Authors’ information 

○Yuki Mano (M1) 

Faculty of Science and Engineering, Chuo Univ. 

(Co-author: R. Ishikawa, Y. Yamada, T. Nakamura.) 

■Keywords 
Sewer pipe 
Biorobotics 
Earthworm 

 

■著者情報 
○眞野雄貴 (M1) 
中央大学 精密工学専攻 
（共著者: 石川龍太郎、山田泰之、中村太郎） 

■キーワード 
 

■Field 
Mechanical engineering 

■分野 
理工系 機械工学 

■Abstract 
Currently, serious accidents caused by aging sewer pipes 

occur frequently.Therefore, we have developed an 
inspection peristaltic crawling robot thatreplicates an 
earthworm’s locomotion. This robot can drive more than 
100 m andperform maintenance on the inside of a sewer 
pipe (100A pipe). Pumping pipesgenerally have complex 
pipelines. This robot has high traction force, but thisis not 
enough for long distance driving. We introduced feedback 
to control theload on the robot. We confirmed that higher 
traction force is output byadjusting the operation timing. 

■概要 
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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、本ワークショップ顧問やアドバイザ、外部の先生・企業人の皆様に加え、本ワ

ークショップ実行委員ら（博士後期課程在籍者）から構成されています。審査員の審査結果に基づいて審

査員ミーティングを行い、表彰者を決定いたします。 

 

【評価項目一覧】 

A. 着眼点 

B. 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 

C. 研究の論理性 

D. 発表の理解のしやすさ 

E. 熱意 

 

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 15th 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。 
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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 15th TOWERS committee including supervisor and advisers, and some university faculty 

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

 

- List of evaluation items 

A. Viewpoints 

B. Impact on relevant research field, or social influence / feasibility 

C. Logic of research 

D. Understandability of presentation 

E. Enthusiasm 

 

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 15th IEEE TOWERS WIE Best Award 

This award will be given to the 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. The winner should be an IEEE member. 

Sponsor Awards 

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

company's unique review standard. 
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