
ご挨拶

　本報告書は，情報科学共同研究所における 2018 年度の

研究活動を中心に，その成果を纏めたものです．情報科学

共同研究所は，2008 年に発足し，発足から 11 年が経過

しました．本研究所は，情報科学部及び大学院情報科学研

究科の研究成果を産業界や地方自治体などと連携し，共同

研究プロジェクトとして社会にフィードバックすることを

目指して活動してきています．愛知県立大学情報科学部で

は，教育環境のみならず研究開発環境の整備にも力を入れ

ており，高性能コンピュータ，NIRS 等各種生体信号計測

システム，ドライブシミュレータに加え，2016 年には次

世代ロボット研究所も整備されました．

　学内では教員スタッフによる研究活動をより活発にす

るため，若手教員の研究を紹介する「APU 情報科学トー

ク」を毎月開催し相互交流を図っています．また，国内外

の著名な研究者を招き最先端の研究内容を講演してもらう

「APU情報科学セミナー」も年に数回開催しています．学

外との連携にも力を入れており，平成 23年からは東京大

学生産技術研究所次世代モビリティ研究センターとの間で

研究協力に関する覚書を締結しました．これにより，テレ

ビ会議システムを利用して，毎月東京大学で開催されるＩ

ＴＳ研究懇談会の様子を本学サテライトキャンパスにて遠

隔中継しています．

　国のプロジェクトにも積極的に参加しており，2013 年

から始まった文部科学省による COI STREAM：革新的イノ

ベーション創出プログラムでは，名古屋大学ＣＯＩに参加

し，積極的にプロジェクト活動を進めています．さらに，

愛知県がすすめる「知の拠点」重点研究プロジェクトⅡに

も採択され，次世代ロボット社会形成技術開発プロジェク

ト自動車安全技術分野で「交通事故軽減のための安全安心

管理技術の開発」として 2016 年から３か年の研究開発プ

ロジェクトも最終年度を迎えました．

　情報科学の分野は現在も急速に進歩発展を続けている分

野であり，常に今日的な課題に積極的に挑戦していくこと

が求められています．その意味で，情報科学共同研究所で

は，情報科学技術を生かした豊かな地域づくりを目指し，

幾ばくかの貢献ができるよう日々精進していきたいと考え

ています．本報告書により愛知県立大学情報科学部の研究

力の更なる発展と，地域貢献力の向上の一助になれば幸い

です．

情報科学共同研究所　所長

　　　　小栗　宏次　教授
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1　情報科学共同研究所 (2018年度 )

情報科学共同研究所は，平成 20年 4月に「大学と産業界とのコーディネート機能を含む産学連携の推進組織」

の一つとして発足したものである．研究所は情報科学部を基に，本学部教員による 27の研究室を中心に産業界，

企業，行政，学術研究機関との共同研究プロジェクトを推進している．研究の成果を情報科学部・大学院情報科学

研究科における教育・研究の活性化に役立てるとともに，社会にフィードバックし，貢献できることを目指してい

る．2014 年には小栗宏次教授が第 4代目所長となった．

1.1　組織構成

情報科学共同研究所は，研究分野の大分類を示すために複数の研究部門を組織し，研究部門の追加・削除及び

研究部門長の選出は，情報科学共同研究所会議で行う．

1.2　研究プロジェクトへの参加

　知の拠点あいち重点研究プロジェクト（ＩＩ期）

平成 28年より知の拠点あいち重点研究プロジェクト（ＩＩ期）として「次世代ロボット社会形成技術開発プロ

ジェクト」，「近未来水素エネルギー社会形成技術開発プロジェクト」，「モノづくりを支える先進材料・加工技術開

発プロジェクト」の 3つのプロジェクトが始まった．愛知県立大学からはプロジェクトの 3つの研究テーマに参

加している．

小栗宏次教授，小林邦和教授，村上和人教授，河中治樹准教授，神谷直希講師，鈴木拓央講師を中心として参

画の「次世代ロボット形成技術開発プロジェクト」の研究テーマ「交通事故低減のための安心安全管理技術の開発」，

小林邦和教授，村上和人教授，鈴木拓央講師を中心として参画の「次世代ロボット社会形成技術開発プロジェクト」

の研究テーマ「高齢者が安心快適に生活できるロボティックスマートホーム」，小栗宏次教授を中心として参画の「モ

ノづくりを支える先進材料・加工技術開発プロジェクト」の研究テーマ「シンクロトロン光の清酒製造プロセスへ

の活用」は，研究メンバーとして，本学部教員，共同研究員，学生がプロジェクトに取り組んでいる．

1.3　フロンティア 21エレクトロニクスショー 2019

第 8回次世代ものづくり基盤技術産業展　TECH BiZ EXPO2019 同時開催

ロボットシンポジウム 2019 名古屋　同時開催

ET・IoT Technology NAGOYA2019 名古屋　同時開催

【会　　期】2019 年２月６日（水）～ 7日（木）まで　２日間

【会　　場】吹上ホール・第１ファッション展示場・第２ファッション展示場（名古屋市中小企業振興会館）

【出展者数】 １２１社・団体（同時開催含む）

【来場者数】10,518 人

第 1日目  5,769 人

第２日目　4,749 人

【出展内容】

情報科学共同研究所の神谷幸宏研究室から「世界最軽量の生体・機械・構造物の IoT 技術」の内容で，以下のパ

ネル展示およびドップラーセンサ信号解析手法 ARS のデモンストレーションを行いました．

・ドップラーセンサ信号処理による生体信号計測

・機械の振動モニタリング

・振動による流量推定

・各種非破壊検査

・各種生体信号計測および解析
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フロンティア２１エレクトロニクスショー 2019 の様子

愛知県立大学　情報科学共同研究所ブースの様子

ドップラーセンサ信号解析手法 ARS のデモンストレーション
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神谷幸宏研究室の出展説明スタッフ

1.4 AUTOMOTIVE　WORLD2019

【会　　期】2019 年 1月 16日 ( 水 ) ～ 1月 18日 ( 金 )

【会　　場】東京ビッグサイト　東 1～ 6ホール

【出展社数】1,002 社（同時開催含む）

【来場者数】（同時開催含む）

1月 16日 ( 水 ) 33,415 人

1月 17日 ( 木 ) 38,687 人

1月 18日 ( 金 ) 44,142 人

　　　合計　116,244 人

【出展内容】

愛知県産業労働部産業振興課自動車産業グループが主催した愛知県ブース ( 自動車部品&加工 EXPO No.E64-24)

において、2つの研究室が研究紹介を実施した。愛知県ブースの運営は、名古屋ショーケース株式会社が行った。

　・小栗・河中研究室：走行位置推定のためのカラーマーカー型の移動走査コード

　・神谷幸宏研究室　：新しい信号解析法 ARS と低消費電力・小型の実装技術

【出展の様子】　
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1.5　インターネット ITS 協議会　情報交流会

【期間】2018 年 11 月 6日（火）

【場所】東京都港区新橋 4-21-3 東急新橋ビル 5F ラーニングスクエア

【展示内容】「緊急車両遭遇時のドライバ運転行動分析の研究」のデモンストレーションとパネルによる研究内容の

紹介を小栗・河中研究室の 2名の学生が行った．

1.6 第 16 回情報学ワークショップWiNF2018

　今年度の情報学ワークショップは以下のとおり，名古屋大学で開催された．

情報科学共同研究所は，共催でワークショップに関わり，情報科学部および大学院情報科学研究科学生の参加を支

援した．

【日時】2018 年 11 月 10日（土）

【会場】名古屋大学

　なお，情報学ワークショップは，東海地区を中心として大学・企業等の情報技術に関する最新の研究成果を発表

すると共に，学生・研究者の交流の場を提供することを目的としている．

1.7 APU 情報科学セミナー

　2015 年より研究活動の活性化を目指すとともに，学生の情報科学への理解を深めるため「APU情報科学セミナ

ー」を実施．

(1) 第 21 回 APU 情報科学セミナー 実施結果
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【開催日時】2018 年 1月 17日（水）11:00 ～ 12:30

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【講師】 総務技官　和泉　雄太氏

（総務省東海総合通信局　情報通信部情報通信連携課）

総務技官　上田　晃己氏　

（総務省東海総合通信局　無線通信部企画整備課）

【タイトル】「戦略的情報通信研究開発事業（SCOPE）の 2018 年度の公募の概要」

【参加者数】13名（教職員・学外者　13名）

【内容】

戦略的情報通信研究開発事業（SCOPE）の 2018 年度の公募の概要説明会を APU情報科学セミナーとして開催

しました。

　

【セミナーの様子】

(2) 第 22 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】2018 年 1月 31日（水）16:00 ～ 17:00

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【講師】Intumit 社　CEO 　邱 仁鈿氏

国立台湾大学非常勤助理教授

【タイトル】「AI 人工知能の台湾における応用及び将来性

(Progressive Applications of AI in Taiwan and Beyond)」

【参加者数】5名（教職員 4名，学生 12名，学外者　9名）

【内容】

世界中が今，AI に関心があることの事例紹介から始まり，話題の上位10の AI 技術についても説明があった後に，

AI 人工知能の台湾における応用及び将来性についてご講演いただきました．

　

【セミナーの様子】
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(3) 第 23 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】2018 年 2月 16日 ( 金 )16:00 ～ 17:30

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【講師】エネルギー管理士（刈谷市役所・豊田自動織機OB）長谷川 淳氏

【タイトル】企業の IoT とソフトウェア開発

【参加者数】26名（教職員 5名，学生 18名，その他 3名）

【内容】

IoT をデータロガーで説明する、在職中に手掛けた IoT システム、ソフトウェアの開発方法、今後のソフトウェ

ア技術者に求められるものについてご講演いただきました。

　 

【セミナーの様子】

(4) 第 24 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】2018 年 2月 27日（火）16:00 ～ 17:00

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【 講 師 】Prof.Angkee Sripakagorn, Prof.Nuksit Noomwongs Smart Mobility Research Center, Chulalongkorn 

University, THAILAND

【タイトル】ITS in Thailand

【参加者数】10名（教職員 3名、学生 7名）

【内容】

Smart Mobility Research Centerの研究紹介、EVリサーチ、EVカーシェアリング、自動非常ブレーキ・自動運転、

ドライビングシミュレータについてご講演いただきました。

　

【セミナーの様子】

(5) 第 25 回 APU 情報科学セミ ナー 実施結果

【開催日時】：2018 年 5月 30日（水）16:30 ～ 17:30
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【会場】：長久手キャンパス情報科学部棟　演習室 2（C101）

【講師】：シベリア航空宇宙大学　Shakhnaz Akhmedova　准教授

【タイトル】：ロシアにおける AI とデータマイニングの研究動向

【参加者数】：28名（教職員 6名、学生 22名）

【内容】

ロシアにおけるデータマイニングの研究動向、ロシアの研究事情、ロシアの大学教育についてご講演いただき

ました。質疑の時間では、データマイニングで扱う分野の質問やロシアの大学教育・学生生活など教員と学生から

多くの質問がありました．

　

【セミナーの様子】

(6) 第 26 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】2018 年 6月 29日（金）14:30 ～ 16:00

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　演習室 5（C203）

【講師】ウルフラムリサーチ社

　　　　　　金光　安芸子　氏

【タイトル】数式処理の驚きの世界　- Mathematica の紹介 -

【参加者数】25名（教職員 4名、学生 21名）

【内容】

　Mathematica の基本的な使い方から始まり，科学技術計算やグラフプロットの方法などの具体的な例を含めて

ご説明いただきました．

　質疑応答では，計算速度向上を目的とした並列計算の利用についてなどの質問が出ました．

　

【セミナーの様子】

(6) 第 27 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】2018 年 7月 23日（月）16:30 ～ 17:30

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階 C107（会議室）

【講師】太田　弘幸　氏

総務省　東海通信局　情報通信連携推進課　企画監理官
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【タイトル】戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）

2018 年度の ICT 研究者育成型研究開発（若手研究者枠）公募の概要

【参加者数】11名（教職員 5名、学生 6名）

【内容】　

戦略的情報通信研究推進開発事業（SCOPE）の 2018 年度の ICT 研究者育成型研究開発（若手研究者枠）の公

募の概要説明会を APU情報科学セミナーとして開催しました。

　  

【セミナーの様子】

(7) 第 28 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】平成 31年 1月 23日（水）16:15 ～ 17:15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階 C107（会議室）

【講師】東海総合通信局 情報通信連携推進課　愛葉氏

　　　　　無線通信部 企画調整課 　山田氏

　　　　　情報通信研究機構（NICT）腰塚氏、吉田氏

【タイトル】戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）

平成 31年度公募の概要

【参加者数】21名（教職員 8名、学生 6名、講師等 7名）

【内容】

　戦略的情報通信研究推進開発事業（SCOPE）の平成 31年度の公募の概要説明会を APU情報科学セミナーとし

て開催しました。

 

【セミナーの様子】

(8) 第 29 回 APU 情報科学セミナー 実施結果

【開催日時】平成 31年 2月 21日（木）16:15 ～ 17:15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階　演習室 1(C106)

【講師】日本電気株式会社

　　　　　グローバルプラットフォーム本部　　主任　松尾茂樹
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【タイトル】「最新スーパーコンピュータ事情」

　　　　　　　－パーソナルスパコンについて－

【参加者数】27名（教職員 6名，学生 14名，講師等 7名）

【内容】

　スーパーコンピュータの歴史から始まり，最新の市場・技術動向などについて分かりやすく説明していただきま

した．

 

【トークの様子】

1.8 APU 情報科学トーク

　若手研究者の発表の機会を提供するとともに，学生および教育の研究の活性化を目的に 2015 年より実施のトー

ク．

(1) 第 17 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催日時】2018 年 4月 6日（金）16：30～ 17：30

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【講師】情報科学部　田坂浩二　講師

【タイトル】マックス・プランク数学研究所 (MPIM) を訪ねて 

【参加者数】22名（教職員 8名・学生 14名）

【内容】

昨年 1年間の海外研究を終えて，研究先のマックス・プランク数学研究所の研究生活についてご講演いただき

ました。

 

【トークの様子】

(2) 第 18 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催 日時】2018 年 5月 31日（木）16：15～ 17：15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟 1階会議室（C107）

【講師】情報科学部　教員センター　玉置純也　氏

【タイトル】県大情報卒業生のリアルトーク
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～卒業生のその後と学生時代にやるべきこと～

【参加者数】18名（教職員 5名・学生 13名）

【内容】

情報卒業生から学生に向けて、IT 企業に勤務の経験からシステムエンジニアの仕事のことや IT 企業の実情、学

生のときにやるべきこと、情報卒業生のその後についてご講演いただきました。学生から IT 業界のことや就職に

関する多くの質問がありました。

　  

【トークの様子】

(3) 第 19 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催日時】2018 年 6月 6日（水）16：15～ 17：15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟コンピュータ演習室 2（C101）

【講師】情報科学部　佐々木敬泰　准教授

【タイトル】コンピュータアーキテクチャへのいざない

【参加者数】35名（教職員 9名・学生 26名）

【内容】

ソフトウェアの脆弱性の話から始まり，脆弱性はソフトウェアだけでなく，最近はハードウェアの脆弱性を狙

った攻撃が増加していて，その中の１つのMeltdownについて詳しく説明していただきました．IoTの普及によって，

よりハードウェアのセキュリティが大事で，情報科学部の教員と学生に向けて，「コンピュータアーキテクチャへ」

にもっと興味関心をもってほしいと熱弁されました．質疑の時間では，教員と学生から多くの質問がありました．

　

【トークの様子】

(4) 第 20 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催日時】2018 年 7月 6日（金）16：15～ 17：15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階 C107（会議室）

【講師】情報科学部　ジメネス・フェリックス　助教

【タイトル】人と学び合うロボットの実現を目指して

【参加者数】12名（教職員 2名・学生 10名）
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【内容】

ジメネス先生が研究されている教育支援ロボットについて，学生時代から今に至るまでの研究成果をお話して

頂きました．「一人で勉強が出来ない子供をロボットによりサポートして、自力で勉強を出来るようになるきっか

け作りをしたい」と，研究の最終目標についても熱弁して頂きました．

質疑応答では，ロボットの表情のバリエーションに関するものや，独特なプレゼンテーションツールに対して

の質問がありました．

　

【トークの様子】

(5) 第 21 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催日時】2018 年 7月 23日（月）16：15～ 17：15

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階 C107（会議室）

【講師】情報科学部　小畑建太　助教

【タイトル】人工衛星による地球観測データの統融合に関する研究

【参加者数】11名（教職員 3名・学生 8名）

【内容】

人工衛星による地球観測の分野において，近年では人工衛星は最小 30cmにまで小型化され大量に打ち上げら

れていることや，解像度やバンドなど条件の異なる観測データを補正するご自身の研究についてお話頂きました．

また，卒業後に勤務されていたハワイ大学や産総研での暮らしについてもお話頂きました．

　質疑応答では，人工衛星のデータ取得間隔や画像データの金額など学生や教員から多くの質問がありました．

 

【トークの様子】

(6) 第 22 回 APU 情報科学トーク 実施結果

【開催日時】平成 31年 2月 26日（火）15:00 ～ 16:00

【会場】長久手キャンパス情報科学部棟　1階　演習室 1(C106)

【講師】東京大学生産技術研究所　先進モビリティ研究センター

　　　　　中野公彦教授（本学客員教員）

【タイトル】ラストマイル自動運転バスの現状と課題

【参加者数】11名（教職員 3名，学生 6名，講師等 2名）

【内容】
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　ラストマイル自動運転バス ( 最寄りの駅から自宅までの短い距離を繋ぐバス ) について，自動運転を実現してい

る要素技術や実証実験の様子をお話していただきました．

　  

【トークの様子】

1.9　東京大学次世代モビリティ研究センター (ITS) との連携研究会の開催

主会場　東京大学　駒場リサーチキャンパス

中継先　愛知県立大学　サテライトキャンパス

1月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時　2018 年 1月 15日 ( 月）　 

内容 「宇都宮のＬＲＴ事業について」

講師　矢野　公久 氏（宇都宮市役所　建設部　ＬＲＴ整備室長）

2月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時　2018 年 2月 20日 ( 火）　 開始　19:00 ～　

内容

テーマ 1

  「ホンダ二輪の ITS への取り組みと課題」

講師　中沢　健　氏（株式会社本田技術研究所　二輪 R&Dセンター

　　開発戦略室　第一ブロック　主任研究員）

　　

テーマ 2

　 「Connected& Automated Drive に関するHonda の取り組み」　　　　　　　 

講師　横山　利夫　氏（株式会社本田技術研究所 四輪 R&Dセンター

　　統合制御開発室 上席研究員）

　　

3月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時　2018 年 3月 15日 ( 木）　 開始　19:00 ～

内容「自動運転の実証から実用化へ」

講師　佐治 友基 氏（SB ドライブ株式会社　代表取締役社長 兼 CEO）

5月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 5 月 30 日（水） 開始　19:00 ～

内容　「自動走行に関する経済産業省の取り組み」

講師　経済産業省 製造産業局自動車課 ITS・自動走行推進室

6月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）
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日時 6 月 21 日（木）19:00-20:15

内容 空の産業革命 ～モビリティは空へ～

講師　土屋　武司　氏 （東京大学 大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 教授）

7月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 7 月 25 日（水）19:00-20:15

内容 自動車の自動運転から農業の自動化・ロボット化へ

講師　深尾　隆則　氏 （立命館大学 理工学部電気電子工学科 教授）

8月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 8 月 24 日（金）19:00-20:15

内容 自動運転、Connected Car（つながるクルマ）の動向と総務省の取組

講師　中里　学　氏 （総務省 総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室長）

10月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 10 月 12 日（金）19:00-20:15

内容　歩き方からわかること ～個人認証から健康長寿まで～

講師　八木　康史　氏（大阪大学　理事・副学長　( 研究、産学共創、図書館担当 )）

11月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 11 月 21 日（水）19:00-20:15

内容　次世代新幹線の実現に向けて 

～これまでの研究開発と新幹線高速試験電車「ALFA-X」の製作～

講師　浅野浩二 （東日本旅客鉄道株式会社）

12月研究会（TV会議システムにより東京大学より配信）

日時 12 月 17 日（月）

内容「自動運転の現状と展望」

講師　鎌 田　 実　氏（東京大学　大学院新領域創成科学研究科　

人間環境学専攻　教授）

1.10　中部社研 IT フォーラム

中部社研 IT フォーラムは，2018 年より中部圏社会経済研究所との共催でサテライトキャンパスにて実施．なお，

第４回からは、中部圏イノベーション促進プログラム（一般社団法人中部経済連合会）とも共催．

第 1回 2018 年 5月 23日　アイサンテクノロジー㈱　MMS事業本部

取締役　佐藤直人氏「一般道における実証実験の状況と今後の展望」

第 2回　2018 年 7月 25日　金沢大学　新学術創成機構自動運転ユニット

准教授　菅沼直樹氏「自動運転自動車の市街地における公道走行実証実験の現状とその課題」

第 3回　2018 年 9月 26日　　中京大学　工学部機械システム工学科　

教授　加納政芳氏「人と共生するロボットには何が必要か」

第 4回　2018 年 11 月 26日　豊橋技術科学大学　
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人間・ロボット共生リサーチセンター長　教授　岡田美智男氏　「弱いロボット」

第 5回　2019 年 1月 16日　一般社団法人シェアリングエコノミー協会　代表理事

（株式会社スペースマーケット　代表取締役）

重松　大輔　氏　「シェアリングエコノミーの衝撃」

1.11 その他

(1) パソコン講習会

瀬戸商工会議所パソコン講習会実施結果

（瀬戸商工会議所との共催）

【期間】平成 30 年 9 月 10 日（月）～ 9 月 14 日（金）19:00 ～ 21:00

【会 場】情報科学部棟コンピュータ演習室

【参 加 者】瀬戸市内の小規模事業者計 18 名

【目 的】小規模事業者のレベルアップを図るため、パソコン講習会を実施

【講師及び内容】
初心者コース 5 名
9 月 10 日 パソコンの基礎 神谷 幸宏 准教授
9 月 11 日 インターネットの基礎 入部 百合絵 准教授
9 月 12 日 画像編集 伊藤 正英 講 師
9 月 13 日 Word の使い方 河中 治樹 准教授
9 月 14 日 Excel の使い方 粕谷 英人 講 師
経験者コース 13 名
9 月 10 日 Word の機能と文章  鈴木 拓央 講 師
9 月 11 日 Excel（1）  神谷 直希 准教授
9 月 12 日 Excel（2）  ジメネス・フェリックス 助 教
9 月 13 日 画像編集  小畑 建太 助 教
9 月 14 日 PowerPoint  佐々木 敬泰 准教授

　

　　　 【開会式】　　　　　　　　　　　　 　　　　 　【講習風景】

1.12 情報 科学共同研究所会議 2018 年活動記録

・平成 30年度　第 1回 情報科学共同研究所運営会議 

・日時　2018 年 5月 11日（金）17:00 ～ 18:30

・場所　5階会議室

報告

（1）オートモーティブワールド 2018 出展報告
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（2）APU情報科学セミナーについて

（3）APU情報科学トークについて

（4）その他

議題

　１．平成 30年度計画について

（1）情報科学共同研究所の予算執行について

（2）APUトーク，APUセミナーについて

（3）各種出展

（4）研究所スペース

・第 2回 情報科学共同研究所運営会議 議事録

・日時　2018 年 12 月 19日（金）11:00 ～ 12:30

・場所　5階会議室 C511

報告

（1）APU情報科学セミナー報告

（2）APU情報科学トーク報告

（3）東京大学次世代モビリティ研究センターとの (ITS) に関する連携研究会報告

（4）中部社研 IT フォーラム報告

（5）その他

議題

（1）情報科学共同研究所の予算執行について

（2）2019 年度予算

（3）APUセミナー・トーク

（4）その他　
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II　 研究紹介
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伊藤正英研究室

研究内容 人や環境と調和するロボット制御手法の創出・開発
キーワード： 視覚フィードバック制御，奥行き推定，ロボットサッカー，植物工場，劣駆動システム

図 1 視覚フィードバック制御

日本や欧米諸国において超高齢化社会が現実になりつつある
いま，ロボットシステムやそれを支える制御技術は産業の枠を
越えて広く活用されようとしている．こうした社会の転換期を
支えるべく，ロボットシステムが人や環境と調和し，正確かつ
柔軟に動作する制御手法について研究を行っている．

最近の具体的な研究テーマを以下に示す：

1) 各種センサから得られる物理情報によるフィードバック制御に関する研究（図 1：視覚センサの例）
(a) カメラ搭載したロボット（図 2）の視覚フィードバック制御 ∗∗,†

(b) RoboCupサッカー小型リーグにおけるロボット群（図 3）の協調制御 ∗

(c) 太陽光利用型植物工場のモデリングと環境適応制御（図 4）‡

2) 単眼カメラシステムの動きや画像更新周期に着目した奥行き推定に関する研究 †

3) ロボットシステムの劣駆動性あるいは冗長性を活用したフェイルセーフ制御に関する研究
(a) 運動学的冗長ロボットの関節可動範囲を考慮した制御 †

(b) 劣駆動システム（例：劣駆動マニピュレータ）のホロノミーに基づく制御 †

∗ の一部は本学部 成瀬正 名誉教授との共同研究テーマ，∗∗ の一部はフローニンゲン大学（オランダ）
J.M.A. Scherpen教授，M. Munoz-Arias博士との共同研究テーマ，†の一部は成蹊大学 柴田昌明 教授と
の共同研究テーマ，‡ は木更津工業高等専門学校 浅野洋介 准教授との共同研究テーマである．

3-DOF 
Shoulder Joint

2-DOF 
Elbow Joint

2-DOF 
Wrist Joint

Web Camera
on Gripper

図 2 カメラ搭載ロボットアーム

図 3 RoboCupサッカー小型リーグ

図 4 植物工場のモデリングと制御
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入部百合絵研究室

研研究内容

❖ 研究テーマ

※ キーワード

音声からの状態推定

•
•

•

脳波信号を用いた日本語音節の認識

•

機械とのマルチモーダル対話

•

•
•
•

そうですね．
新しいドラマと

言えば
新しいドラマが
始まりますね

今日は晴れです
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臼田毅研究室



研究室

- 21 -

大久保弘崇研究室

�������	
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太田淳研究室

  
 

  

 
 

 
2

1

1
p1, p2, p3, 

p4, p5
t1, t2

t1 p1, p4

t1 p2
p5 p1

p4
t1  

 

 

 
 

 
 

  p1 

t1 t2 
  p4 

p2 

p5 

p3 

  p1 

t1 t2 
  p4 

p2 

p5 

p3 

2  

t1  

ducxy

xxbuAx
dt
dx

0)0(

 

 

 0 

1 

2 1 

2 

3 

 

 

 

a 
b 

c 

1 2 3 

 

1  



研究室

- 23 -

奥田隆史研究室

奥
田
研
究
室

情
報
シ
ス
テ
ム
総
合
研
究
室

学部4年生，M(通年)：V. G. Kulkarni ，Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems，Springer, 2010．  

学部3年生(後期）：木下是雄，『理科系の作文技術』，中央公論社，1981．外山滋比古，『思考の整理学』，筑摩書房，1986．  

伊藤益生，『例題で学ぶオペレーションズ・リサーチ入門』，森北出版，2015．  

花村太郎，『知的トレーニングの技術』，筑摩書房，2015．奥田隆史，『アドバンストリテラシー』，共立出版，2017．

Seminar
2018

Our Mission：研究目標 Topics：テーマ例
勘・経験・度胸・義理・人情そしてGPT(汎用技術)としての情報科学技術のチカラを！

1月：IN研究会（1件，サテライトC），B3グランプリ（4名，サテライトC），Qシンポ（1件，阪大）．3月：電気学会若手の会（2件，名大），日本

産業技術教育学会（1名，岡山大学）学生優秀発表賞，ゲーム情報学研究会（1名，東大），MASコンペ（1件，構造計画研究所）会場賞，情報処理学

第80回全国大会（3件，早大），東海支部卒業研究発表（3件，名工大），電気学会全国大会（1件，九大），日本情報科教育学会（1件，学芸大），

第45回日本OR学会中部支部研究発表会（2件，サテライトC）優秀賞，IN若手奨励賞，計測自動制御学会第48期学業優秀賞，卒業式：修士3名，学士

3名誕生．4月：研究室構成はD3:1，D2:1，D1:1，M2: 2，M1: 2，B4：4，研究生：1．5月：IEEE ICCE-TW（1件，台湾）．6月：プログラミング

集中学習合宿（2泊3日，八ヶ岳C），電子情報通信学会東海支部学生研究奨励賞．7月： IEEE TENSYMP（1件，シドニー），

IEEE Procom（1件，トロント）．8月：日本産業技術教育学会（1件，信大），SSOR（4件，サンパーク犬山）．9月：電気学

会若手の会（1件，長久手C），OR学会全国大会（3件，名市大），東海支部（5件，名城大）．B3の4名が研究室配属．11月：

配属合宿休会．12月：教育工学会研究会（1件，早大）．その他：査読論文5件掲載・2件採択決定，合同研究会（10月，11

月，12月，1月），コンパ（4月，12月）．★★★最近思索していること：“今のコンピュータにはアフリカが足りない（ブライ

アン・イノー）”．“情報にサザンが足りない．ICTはつながり先を探している．データは活用されたがっている（TO）”★★★

News
2018

我々は高度情報化社会に生きています．高
度情報化社会では，多彩なサービスを実現す
るため，身の周りのあらゆるモノがどこでも
ネットワークに繋がります．そうすると，ネッ
トワークでの情報量も激増し，その発生パター
ンも複雑になります．そこで，奥田研究室で
は，（Ⅰ）複雑な発生パターンに対応可能な
情報通信ネットワークシステムを設計するた
めの性能評価に関する研究をしています．さ
らに，(Ⅱ)車や人型ロボットや自転車が繋がっ
ているような新しいタイプのネットワークシ
ステムやそれらを利用した新しい社会サービ
スを構築する研究をしています．

このような研究を進めるために，奥田研究
室では，状態遷移図，マルコフモデルや通信
トラヒック理論（待ち行列理論）に加えて，
ゲーム理論，線形計画法，信頼性工学，渋滞
学などオペレーションズ・リサーチ（OR，最
近はサービス・サイエンスとも呼ばれます）
の基本的理論・手法を学びます．これらの理
論の素晴らしいのは情報通信ネットワークの
設計だけでなく，社会の実システムのデザイ

ンにも利用できる点です．なお，卒業・修士
研究を進める際には，ソフトウェアツールと
してマルチエージェントや離散シミュレーショ
ンの言語系を利用しています．
ところで，皆さんは，情報ネットワーク自
体が社会を変えると誤解していないですね？
どんな社会であれ，基本となるのは人同士の
信頼関係に基づいた情報交換です．奥田研究
室は人を尊重し，信頼し，そして人としての
優しさを忘れずに，高度情報化社会のネット
ワークについて考えていこうと思います．奥田
研究室で過ごす1.5年間あるいは3.5年間で，
研究をし，その過程でグローバルウェア4C
(Communication, Computing systems 
literacy ,be Captain, Challenges)も学修・会
得し，自分の人生を切り拓いて下さい．なお，
4Cを会得支援のためのプロジェクトとして
【

】も始めました．こ
れらのプロジェクトには大学外のセンセイに
参画してもらっています．

情報通信ネットワークに関する研究
①ユーザ協調型無線通信プロトコルの開発，
②DTN（遅延耐性ネットワーク）の研究，
③クラウドコンピューティング性能を最適化
するための情報通信ネットワークアーキテク
チャーに関する研究，④自転車を利活用した
通信ネットワークシステムの検討，⑤VCHS型
通信トラヒックシステムの性能評価，⑥DTN
における利己・利他的行動の性能評価．

社会サービスに関する研究
①センサーネットワークとロボットの融合シ
ステムの開発と普及施策の検討，②学生・企
業双方のための就職活動の数理モデルによる
検討，③電気自動車用充電インフラの最適配
置計画の検討，④最適なクラス（サイズ，成
績評価）の数理モデルによる検討，⑤組織を
活性化するためのプロジェクトチーム編成方
法に関する研究，⑥コトワザの数理的説明，
⑦混雑を緩和する座り方の検討，⑧ペアワー
ク・マッチング問題の検討，⑨イジメの数理
モデルの検討．

☺Kuda Lab.
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小栗宏次研究室
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小畑建太研究室



4 章

- 26 -

何立風研究室
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粕谷英人研究室

研究内容：ソフトウェア基礎� 計算理論

計算モデルの一つである書換え型計算モデルを用いて等式プログラムの検証系を実現するために� 項書換え系の停止
性� 合流性� 完備化に関する研究、および高階書換え系の計算戦略についての研究を行っている�

項書換え系
項書換え系は書換え規則による項の書換えを計算と見た計算モデルであり� 代数的仕様の直接実行および検証� 等式

論理の判定問題� 定理の自動証明などの分野で有用である� そのため� ソフトウェア開発において多大な労力を必要とす
るソフトウェアテストの行程を大幅に省くまたは自動化を可能にする技術として� ソフトウェアの信頼性と生産性の向
上への貢献が考えられる�

項書換え系は等式で書かれた書換え規則の集合によって表され� 書換え規則の左辺の形をした式 �項�を右辺の形に書
き換えることによって計算を行う� 以下に足し算を計算する例をあげる�

項書換え系 ���� �
������ �� � � � � � ���

��������� �� � �������� ��� � � � ���

これらの書換え規則を用いて 	�
��の計算を行うと次のようになる�

書換え計算例 � ������������ ��������� ����������� ������ ���� ���������� ����������� ����������

ここで ��� は 
�した数値を表しており� ���� は � を� ������� は � を表す� また ��������� はそれぞれ ���と ���

の規則を使って書換え計算を行ったことを表す�

項書換え系の完備化
項書換え系を実際に検証に用いるために必要な性質として特に� 書換え規則の適用順序にかかわらず同じ計算結果を

導くことができるという合流性� 計算が無限に続くことがなく停止する停止性がある� これらを合わせ持った項書換え
系を完備な項書換え系といい� 通常の項書換え系を完備な項書換え系に変換することを完備化という�

完備化を行う方法として ����������の完備化手続きというものがあり� これは入力として等式集合と順序を与え
ると� 手続きが成功した場合に完備な項書換え系を出力する �図 ��� 上の例にある項書換え系 ���� は完備な項書換え
系である�

完備な項書換え系の
完備化手続き

等式集合

順序

入力 出力

図 �� 完備化手続き

しかし実際にはこの完備化手続きが成功する場合というのは限られている� 完備化手続きでは� 書換え計算によって
計算結果が簡単になるように書換え規則の向きを決定する必要があるが� その方向付けが難しい場合があるためである�

例えば足し算では交換則が成り立つので� 交換則を表す等式 ������ �� � ������ �� を項書換え系の規則に加えようとし
た場合� この等式はどちら向きの書換え規則にしても計算結果が簡単になるということは一般的に言えない� このよう
な場合� ����������の完備化手続きでは手続きが失敗して終わってしまい� 合流性を持つ書換え系を作ることはでき
ない� このように ����������の完備化手続きを用いて完備化できない場合の停止性� 合流性について� 項書換え系を
拡張した上で研究を行っている�
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金森康和研究室
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神谷直希研究室
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神谷幸宏研究室
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* Y. Kamiya, et al., A Multistage Blind Adaptive Array Antenna for Multiuser Signal Detection in Asynchronous SS Systems , IEICE Transactions on Communications, 
Vol. E86-B. No. 8, pp. 2414-2424, August 2002. 
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神山斉己研究室
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河中治樹研究室
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小林邦和研究室
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佐々木研究室
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ジメネス　フェリックス研究室
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代田健二研究室
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鈴木拓央研究室

環境知能化技術
～人間を適切に支援するための人間計測システム～

鈴木 拓央

【目的】
日本をはじめとする先進国では少子高齢化が急速に進んでおり、その対策とし
てロボットが注目されている。ロボットが適切な時期に適切な方法で人間を支
援するためには、人間の行動・状態・意図を正確に推定することが重要である。
しかし、ロボット単体では収集可能な情報や処理可能な計算量に限りがある。

【方法】
そこで、環境側にセンサーやコンピューターを分散配置し、ロボットの判断を支
援するための技術『環境知能化技術』を研究している。例えば、自宅のトイレに
配置した人感センサーが反応すれば、ロボットは『住人がトイレにいる』と正確
に判断することができる。また、自宅外においてはスマートフォンのＧＰＳデー
タに基づいて住人の現在地を正確に把握することができる。

【実例】
上記の環境知能化技術を服薬管理支援に応用している。服薬管理は自立した生
活を送るために必要不可欠な日常生活動作であるが、高齢の服薬者は頻繁に飲
み忘れや飲み重ねを発生している。そこで、食事や睡眠の未来状態を予測するこ
とで、食後や就寝前に服用すべき薬を忘れずに服用できるよう支援する。

《据置型インテリジェント薬ケース》
この薬ケースはカメラとコン
ピューターを内蔵しており、画
像処理により薬の取得状況を
認識する。また、ホームセンサ
ーネットワークと連動するこ
とで住人の未来の生活状態を
高精度に予測する。

《携帯型インテリジェント薬ケース》
この薬ケースはカメラ・コンピューター・ディ
スプレイを有するスマートフォンに取り付け
て使用する。特徴として、１台のカメラで複数
の収納スペースを隈なく撮影できるよう、曲
面ミラーを内蔵している。そして、加速度セン
サーやＧＰＳセンサーを利用して使用者の生
活状態を予測し、スピーカーやバイブレータ
ーなども使用して服薬管理を支援する。

平面
ミラー

曲面
ミラー 透明仕切り板

カメラ用
貫通穴

Ｚ軸

Ｘ軸 

Ｙ軸 

物品収納スペース

ヒンジ蓋 

C B
A
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田坂浩二研究室
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辻孝吉研究室

  
 

 

 
 

 
[ ] 

 
 
[ ] 

 
 
[ ] 
(1)

 
(2)

 
(3)

 
(4)

 



4 章

- 40 -

田学軍研究室

 

 

Req. 2

Req. 1

Req.1, Req.2

Req.1, Req.2

Req.1, Req.2Req.1, Req.2

 
 
 

 

 

..   

 

 

.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

.  



研究室

- 41 -

戸田尚宏研究室

パルス状信号に混入する交流雑音の適応フィルタによる除去
微弱な信号の計測においては商用電源由来の交流雑音が大きく混入し，しばしば問題となる．特に網膜電位図

(以下 ERG:Electroretinogram)は光刺激に対する網膜の活動電位を記録するものであり視機能の客観的な指標で
あるが，そのパルス状の応答電位が微弱であること，商用交流電源の基本周波数 (50/60[Hz])と十数個に及ぶ高調
波をその周波数帯域に含むため，混入する交流雑音が大きな支障となる場合がある．
本研究では，こうしたパルス状の信号に混入する交流雑音を除去するための方法として図 1に示したような適
応フィルタを利用する方法に関して問題を指摘し，それを解決する方法を提案する．
交流雑音の混入した測定信号を d(k)，商用交流電源から参照信号として取得した交流雑音を u(k)とする．時刻

kに依存するフィルタ係数 h�(k), (� ∈ {0, 1, · · · , q})を持つ FIRフィルタを u(k)にかけ，d(k)から差し引く事で
所望信号 (ここでは ERGなどのパルス状信号)s(k)の推定値 e(k)を

e(k) = d(k)− y(k) ここで y(k) =

q∑

�=0

h�(k)u(k − �)

のように求める．この時，e(k)の指数重み付き二乗和が最小となるようにフィルタ係数を逐次決定していく方法
が適応フィルタによる交流雑音の除去法である．しかし，この方法では入力 d(k)に交流雑音が含まれていなくて
も，所望信号 s(k)自身を打ち消そうとする成分がフィルタ出力として

y(k) =
∞∑

τ=0

s(k − τ)2(1− λ)λτ cos(f(τ))

のように表れることが明らかとなった．これは交流雑音と同じ周波数 f を持ち，アルゴリズムの忘却係数 λによっ
て減衰していく余弦波が s(k)に畳み込まれる事を意味しており，ERGのようなパルス状信号が加えられた場合，
参照信号中の交流雑音の位相に関わらず，信号開始時点を起点として位相の固定された余弦波が減算されるため，
この成分は同期加算平均処理では原理的に減少させることが出来ないという深刻な結果を招く．本研究ではこの
成分を自己除去成分と呼び，パルス状信号の持続する間，フィルタの動作は継続するが，相関及びフィルタ係数
の更新を行わないマスク処理を提案している．また，高頻度の刺激に対する応答ではマスク処理は適応性を失う
ため，相関行列の平滑化も提案している．
図 2はパルス状信号に交流雑音が混入する数値シミュレーションデータに対して交流雑音を除去した際の真の
所望信号からの 2乗平均誤差を加算平均回数を横軸に表示したものである．(a)は単純加算平均，(b)(c)(d)は図中
に示した各 λを持つ通常の適応フィルタの結果であり，加算回数が多くなると単純な加算平均よりも誤差が大き
くなってしまう．これに対し，提案したマスク処理を導入した適応フィルタ ((e),(f))では，不規則雑音存在下 (f)

でも，大きな効果がある事が判る．
図 3は交流雑音 (基本周波数 60[Hz])が大きく混入する環境下において， 50代男性の角膜にコンタクトレンズ電
極を装着し，暗順応下での強いフラッシュ光刺激 (時刻 0[msec])に対する応答電位をサンプリング周波数 1253Hz

で実際に測定したものである．この信号に対し，通常の適応フィルタによって交流雑音を除去した結果が (b)で
ある．ERGの特徴である a波，b波，及び律動様小波が確認できるほど交流雑音は除かれ，その効果は大きいと
考えられるが，応答の後も長く続く振動成分が認められる．これに対し，提案したマスク処理による結果が (c)で
あり，(b)にあった振動成分はなくなっている．この点を明確にするために，(d)に (b)の信号から (c)を差し引
いた信号を示した．(d)には，ERGが始まる時点から基本周波数 60[Hz]の振動が抽出されており，これが提案し
たマスク処理によって分離除去された自己除去成分である．本提案方法は 2014年度に特許第 5468346号及び，第
5593289号として登録されており，(有)メイヨーの誘発反応記録装置 PuREC(認証番号:221AGBZX00232000)に
搭載され，販売されている．藤田保健衛生大学眼科を始めとする医療機関で既に多くの患者眼の診断に利用され，
従来の製品では計測できなかった手術後早期の検査を可能とする有効性が実証されている．さらに本年度，EER

（electrical evoked response）検査への適用に際し，性能向上のための改良を行なっている．
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永井昌寛研究室
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平尾将剛研究室
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村上 和人研究室
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山村毅研究室
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(Q) Where is the library?

(A) It is next to the fountain.

(B) The librarian is behind you.

(C) It will open at 10 a.m.
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(Q) Where does Emi live?
(A) She lives in Nagoya.

(Q) Where does Judy live?
(A) She lives in Tokyo.

(A) She lives in <LOCATION>.
(Q) Where does <PERSON> live?
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山本晋一郎研究室
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吉岡博貴研究室
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情報科学共同研究所　研究テーマ一覧
氏名 職名 研究テーマ

臼田　毅 教授 (1) 量子通信の最適変調及び符号化の研究
(2) コヒーレント状態量子ビットに対する量子回路の研究

太田　淳 教授 (1) 離散事象システム解析技術を応用した生産システムの性能評価

奥田　隆史 教授

(1) 情報科学技術の魅力を伝えるための情報科学技術と職業マップに関する研究    
( ネットワーク科学を応用した情報科学技術を基軸とする「13歳のハーロ
ワークマップ」作成）

(2) 人とロボットが共生するための社会技術：QoRS(Quality of RobotService) に
関する研究

(3) 省エネな安全交通システムのための情報ネットワーク技術に関する研究： 
VANET(VehicularAd Hoc Networks) と DTN

(4) 循環型社会を支える新たな資源リサイクルのための社会技術に関する研究
(5) 数理モデルに基づいた教育機関のサービス・サイエンス：リクルーティング
からリカレントまで

小栗　宏次 教授

(1) ITS( 予防安全技術開発 ) に関する研究
(2) 生体情報解析の産業応用に関する研究
(3) 知的情報処理技術に関する研究
(4) 次世代情報システム開発に関する研究
(5) 情報通信技術アセスメント

小畑　建太 助教

(1) 複数センサの統融合に向けた植生変数の空間解像度依存性および波長依存性
に関する研究
(2) 放射量プロダクトの相互比較・相互校正に関する研究
(3) 陸域植生パラメータの推定に関する研究

神山　斉己 教授 (1) ニューロインフォマティクスによる仮想視覚神経系の開発
(2) 生体数理モデルを用いた薬物の副作用解析

何　立風 教授
(1) コンピュータ支援医学画像処理に関する研究
(2) 人間型ロボットビジョンに関する研究
(3) 大規模知識データベースにおける高速推論システムの開発

小林　邦和 教授

(1) マルチロボットシステムにおける協調行動の実現
(2) インテリジェントロボットシステムの開発
(3) ヒューマン－ロボットインタラクションに関する研究
(4) インテリジェント学習制御システムの開発
(5) 新しいサービスロボット市場の開拓

佐々木　敬泰 准教授 (1) 高性能低消費電力計算機システムに関する研究
(2) ヘテロジニアスマルチコアによる高性能低電力プロセッサの開発

ジメネス
フェリックス 助教

(1) 学習者に共感しながら問題を解き合うパートナーロボットの開発
(2) 自閉症スペクトラム児童から勉強を教わるパートナーロボットの開発
(3) 認知的徒弟制理論に基づいて学習者に勉強を教える教師ロボットの開発 .

代田　健二 教授

(1) 微分方程式の係数同定問題に対する数値的再構成法の研究
(2) 微分方程式のソース項同定問題に対する数値的再構成法の研究
(3) 多倍長計算環境下における微分方程式に対する高精度数値解法の研究と逆問
題への応用
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氏名 職名 研究テーマ

辻　孝吉 教授 (1) 大規模ソフトウェアの系統的解析・設計技術
(2) 自律分散型大規模システムの系統的解析・設計技術

戸田　尚宏 教授

(1) 医用生体信号解析
(2) X 線 CT の多エネルギー化
(3) 信号解析理論
(4) ( ロボット制御 )

永井　昌寛 教授
(1) 保健医療福祉包括ケアシステムに関する研究
(2) 教育支援情報システムに関する研究
(3) 企業等における情報化と情報教育のあり方に関する研究

村上　和人 教授

(1) 画像処理の産業応用
(2) 画像の統計的特徴を利用した高速な移動物体検出技術開発
(3) モーションキャプチャシステムによる動作計測・解析と応用
(4) サーモビジョンカメラによるパターン検出技術開発
(5) 3 次元リアルタイム計測技術開発と応用
(6) ロボットのモーションコントロール技術開発

山村　毅 教授 (1) 新聞記事検索における曖昧な要求への対処

山本　晋一郎 教授
(1) ソフトウェア開発環境 ( ソフトウェアの見える化など )
(2) ソフトウェア品質改善 ( 次世代のコーディングチェッカーなど )
(3) Web サイトの品質改善

吉岡　博貴 教授 (1) 衛星リモートセンシングによる環境モニタリング
(2) 衛星観測データに基づくヒートアイランド現象緩和効果の推定

入部　百合絵 准教授
(1) 音声情報処理を応用した発話訓練に関する研究
(2) マルチモーダルインタフェースに関する研究
(3) 音声からのパラ言語情報抽出に関する研究

金森　康和 准教授
(1) 名古屋弁音声の福祉利用に関する研究
(2) 感性情報付き字幕の作成に関する研究
(3) 音声・音楽に関する感性情報処理

神谷　幸宏 准教授
(1) ブラインド信号処理技術の応用に関する研究
(2) 無線ネットワーク構築及び応用に関する研究
(3) 教育への情報通信技術の応用に関する研究 "

河中　治樹 准教授
(1) 安全運転支援のための車載画像処理システム
(2) 遺跡のディジタルアーカイブと CG 映像生成
(3) 内視鏡画像からの三次元形状復元

田　学軍 准教授
(1) 走行車群のソフト一体化を実現するアクティブ型通信に関する研究
(2) 車群における位置の確定方式（ポジショニング）
(3) 実物模型システムによるシミュレーション

平尾　正剛 准教授
(1) Cubature 公式の構成問題とその実験計画法への応用
(2) グラフ上の確率論とそれを用いたグラフ構造データの解析
(3) 組合せ構造の計算機を用いた探索とその構成問題

伊藤　正英 講師

(1) 視覚センサから得られる物理情報に基づいたロボット（群）の制御に関する
研究

(2) 単眼カメラシステムの動きや画像更新周期に着目した奥行き推定に関する
研究

(3) ロボットシステムの劣駆動性あるいは冗長性を活用したフェイルセーフ制御
に関する研究

大久保 弘崇 講師 (1) 形式手法に基づく Web セキュリティ技術
(2) ソフトウェア理解を支援するプログラムプレゼンテーション

粕谷　英人 講師 (1) 書換え計算モデルの計算戦略の研究 (2)XML 文書のスキーマ変換手法の研究
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氏名 職名 研究テーマ

神谷　直希 講師
(1) コンピュータ支援診断 (CAD: Computer-aided Dignosis) システム
(2) 部位別骨格筋の数理モデル構築に基づく骨格筋の全自動認識
(3) 筋萎縮性側策硬化症（ALS) の画像診断支援

鈴木　拓央 講師
(1) IoT センシングデバイスを使用した生活状態推定技術
(2) 知的ポイントクラウド処理による物体体積推定技術
(3) 生活支援ロボットを核とした服薬管理支援システム

田坂　浩二 助教 (1) モジュラー形式と関連する様々な多重ゼータ関数の代数滴，解析的な研究

外部資金による研究一覧
奨学寄附金

氏名 研究課題 研究依頼元

伊藤　正英 移動ロボットの物理モデルを用いた予測と最適化に基
づく走行・連携行動の性能向上に関する研究 公益財団法人　日比科学技術振興財団

奥田　隆史 光海底ケーブル敷設と太平洋島嶼国の情報化 公益財団法人　電気通信普及財団

小栗　宏次 情報通信技術の応用に関する研究 西日本電信電話株式会社

小栗　宏次 『ハンドル発光・振動を用いたドライバ覚醒』に関す
る研究 豊田合成株式会社

神谷　直希 深層学習による乳房の構成の自動分類のための画像特
徴量の検討 公益財団法人　日東学術振興財団

神谷　幸宏 「畜産業の IoT 応用を目指した牛の呼吸・心拍終夜非
接触モニタリングシステムの構築」 公益財団法人　電気通信普及財団

佐々木　敬泰 工学教育研究助成のため 株式会社インタフェース

ジメネス
フェリックス

教育支援ロボットの外観に適した協調学習を行う行動
モデルの開発 公益財団法人　内藤科学技術振興財団

受託研究

研究依頼先 研究課題名 研究依頼元

ジメネス
フェリックス

ロボットのインタラクションを介した運転振り返り
方法と効果検証

国立大学法人名古屋大学　未来社会
創造機構

鈴木　拓央 服薬管理支援システムの実現を目指した卓上ロボッ
トによる服薬動作認識

国立研究開発法人　日本医療研究開
発機構

村上　和人 IoT 活用促進事業実施委託業務 愛知県
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共同研究

研究依頼先 研究課題名 研究依頼元

小栗　宏次

データマイニングによる医療機器等のユーザビリティ
に関する臨床研究 株式会社スズケン

テレマティクス技術およびドライバー生体情報等を用
いた運転行動特性の研究 オリックス自動車株式会社

自動車運転に関するドライバ状態の定量化 トヨタテクニカルディベロップメント
株式会社

家庭内次世代センシングに関する研究 株式会社 LIXIL

安心・安全な車社会の実現に関する研究 株式会社デンソー

ヒト状態推定技術の開発 アイシン精機株式会社

「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」（次世代ロボ
ット社会形成技術開発プロジェクト）自動車安全技術
分野　交通事故低減のための安心安全管理技術の開発

公益財団法人科学技術交流財団

生体信号を用いたドライバの状態推定に関する研究 サッポロホールディングス株式会社

予防安全運転に関する研究 矢崎エナジーシステム株式会社

光電脈波センサを使用した AI（Artifi cial Intelligence)
による血圧推定技術の研究 株式会社　村田製作所

神谷　幸宏

ドップラーセンサを用いた自動車に応用するバイタル
センシング技術に関する研究 アイエスエス株式会社

ディジタル信号処理に関する研究 アイシン精機株式会社

センシング用デジタル信号処理方式に関する研究 株式会社 CDS 経営戦略研究所

センシング用デジタル信号処理に関する研究 日本特殊陶業株式会社

見守りシステムに応用するセンシング技術に関する研
究 アイホン株式会社

IoT に適した生体情報センシング技術に関する研究 富士ゼロックス株式会社

神山　斉己 INCF 日本ノード Visiome プラットフォーム（PF) の
継続開発・公開運用とコンテンツ収集・登録 国立研究開発法人　理化学研究所

河中　治樹 予防医療の発展に関する研究 株式会社デンソー

佐々木　敬泰 センシング用デジタル信号処理方式のハードウェア実
装に関する研究 株式会社 CDS 経営戦略研究所

村上　和人

「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」（次世代ロボ
ット社会形成技術開発プロジェクト）ロボット分野　
高齢者が安心快適に生活できるロボティックスマート
ホーム

公益財団法人科学技術交流財団

異種モビリティカメラ連係に関する研究 日本電気株式会社　データサイエンス
研究所
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その他
氏名 研究課題 助成元 備考

小栗　宏次，
河中　治樹，
入部　百合絵

名古屋大学ＣＯＩ「人がつなが
る　 “ 移動 ” イノベーション拠
点」

科学技術振興
機構

拠点構成機関（トヨタ自動車株式会社，名
古屋大学，愛知県，株式会社デンソー，株
式会社豊田中央研究所，産業技術総合研究
所，豊田市，名古屋市，春日井市，富士通
株式会社，旭硝子株式会社，パナソニック
株式会社，愛知県立大学

入部　百合絵 研究資源としての「データセッ
ト」の構築と活用基盤の提案

国立情報学研
究所公募型共
同研究

分担

学内研究費による研究一覧
愛知県立大学　学長特別研究費

氏名 研究課題

小栗　宏次 知の拠点あいち重点研究プロジェクトの研究成果による県大オリジナルドリンクの開発

何　立風 コンピュータビジョン向けの物体特徴の高速計算に関する研究

小林　邦和 分人モデルの導入によるロボットの個性の発現

鈴木　拓央 一般化レジストレーション手法を用いた三次元掃除システムの実現

辻　孝吉 多様なデータの処理と動的な構造変化を伴う大規模システムの系統的解析手法の研究

愛知県立大学　教員海外研究旅費
氏名 研究課題

田坂　浩二 多重ゼータ値とモジュラー形式の研究 (2017/4-2018/3)

文部科学省・科学研究費

氏名 研究種目 研究課題 代表・分担

臼田 毅 基盤研究 (B) 量子フェージング通信路モデルを基礎とした無線
量子通信に関する研究 代表

吉岡 博貴 基盤研究 (B) 地球観測データ統融合化のための高次標準化理論
の構築および手法の開発 代表

入部 百合絵 基盤研究 (C) 音声からの発話動作可視化技術に基づく発話訓練
支援の研究 代表

佐々木 敬泰 基盤研究 (C) 高性能低消費電力ヘテロジニアスマルチプロセッ
サの自動設計に関する研究 代表

代田 健二 基盤研究 (C) 波動方程式族の係数同定問題に対する安定かつ高
精度な数値解法開発のための総合的研究 代表
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永井 昌寛 基盤研究 (C) 予防医療・予防介護を目的とした家族見守り型保
健医療福祉支援情報システムの設計 代表

神山 斉己 基盤研究 (C) 細胞の生理と物理に基づいた血管系のマルチスケ
ールモデル 代表

神谷 幸宏 基盤研究 (C) 自動車運転者のドップラーセンサ計測信号データ
ベース構築と運転者センシング法の研究 代表

大久保 弘崇 基盤研究 (C) プログラミング教育のための効果的な Eラーニン
グシステムの開発 代表

田 学軍 基盤研究 (C) フレキシブル車群協調による高効率走行に関する
研究 代表

田坂 浩二 若手研究 多重ゼータ値，多重アイゼンシュタイン級数に付
随するリー代数の研究と次元予想の展望 代表

平尾 将剛 若手研究 (B) 行列式点過程を用いた積分近似理論の新構築，及
びその応用 代表

神谷 直希

新学術領域研究（研
究領域提案型）

呼吸筋機能解析のための胸腹部骨格筋複合認識技
術の開発 代表

国際共同研究加速
基金（国際共同研
究強化（B））

世界の紙の伝播とサマルカンド紙の解明に関する
調査研究 代表

伊藤 正英 基盤研究 (C) フレキシブル車群協調による高効率走行に関する
研究 分担

入部 百合絵
基盤研究 (C) e ラーニングによる終末期がん患者の療養先の意思

決定にむけたコミュニケーション 分担

基盤研究 (C) テンソル空間を利用したパターン特徴抽出・識別
方式の研究 分担

奥田 隆史
基盤研究 (C) フレキシブル車群協調による高効率走行に関する

研究 分担

基盤研究 (C) 複数の利用者とロボット間における力覚フィード
バックを用いた協調作業の高度化 分担

河中 治樹 基盤研究 (C) 自動車運転者のドップラーセンサ計測信号データ
ベース構築と運転者センシング法の研究 分担

吉岡 博貴 基盤研究 (C) 複雑な立体構造をもつ森林の放射伝達機構の解明：
分散球群と複数の衛星を用いた解析 分担

小栗 宏次 基盤研究 (C) 自動車運転者のドップラーセンサ計測信号データ
ベース構築と運転者センシング法の研究 分担

臼田 毅 挑戦的研究（開拓） 量子計算を併用した数値線形代数学の開拓 分担
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背景・課題

　交通事故低減にむけて車両を中心とした自動車安全技術は向上しているが、一方で道路を安心して使える設備（路面標示
や交差点安全装置等）の維持管理のコストが問題となっている。また、交通死亡事故の多くは信号機の無い交差点で発生して
おり、交差点での事故発生を低減することが強く求められている。 これを解決するための基本技術は既に多くを有しているが、
それらを交通安全対策として効果的に普及するためには、システム化と実証実験が課題となる。

開発内容・目標

①路面標示管理技術の実用化・仕様化
白線状態マネージメント技術

②無信号交差点安全技術の実用化・仕様化
次世代スマート交差点技術

③次世代路面標示の実用化・仕様化
蓄光・蛍光路面標示技術
→交通事故低減を支える付加価値創造

県内産業への波及

交通事故低減のための安心安全管理技術の開発を通じ
・路面標示の施工管理の効率化
・自動車部品や路面標示の高付加価値化
・次世代道路情報産業の創出
等が期待でき、県内産業への波及効果は大きい

交通事故低減のための安心安全管理技術の開発

事業化リーダー ：株式会社キクテック 生産本部中部製造部　課長　淺井靖治
研究リーダー ：愛知県立大学情報科学部　教授　小栗宏次
参画機関 ：キクテック、東海理化、コネクティボ、AZAPA、エコシステムズ、イーブイ愛知、マックシステムズ、
   愛知県立大学、豊橋技術科学大学、あいち産業科学技術総合センター

愛知県「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」

　愛知県は，次世代モノづくり技術を創造・発信する拠点を、リニモの陶磁資料館南駅に隣接する愛・地球博跡地に
「知の拠点あいち」として整備しました。「知の拠点あいち」は大学等の研究成果をモノづくり産業の技術革新につなげる
ため、産・学・行政が連携して共同研究を行うための拠点です。
　この拠点で、2016年より重点研究プロジェクトII期が始動しました。プロジェクトでは、（１）次世代ロボット社会形成
技術開発プロジェクト、（２）近未来水素エネルギー社会形成技術開発プロジェクト、（３）モノづくりを支える先進材料・
加工技術開発プロジェクトの3つ研究テーマを採択しています。

次世代ロボット社会形成技術開発プロジェクト（自動車安全技術分野）
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　「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」研究成果

知の拠点あいち重点研究プロジェクト ( Ⅱ期 )　研究開発成果集　p46-51 より抜粋
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2018 年研究成果



研究成果

1.  振幅及び位相変動に基づいた量子フェージング通信路の特性 ( 臼田研究室 )



2018 年度

2. トレース距離を用いた量子最適受信機の誤り率近似式の精度に関する研究 ( 臼田研究室 )



研究成果

3. 車両位置推定に向けたTOFカメラを用いた移動走査コードの読み取りの実現 (小栗研究室 )



2018 年度

4. 心電図および脳波解析による LED搭載ハンドルを用いた呼吸統制法の提案 ( 小栗研究室 )



研究成果

5. 単一視点カメラを用いた画像特徴量に基づく模擬排尿の流量推定 ( 小栗研究室 )



2018 年度

6. 運転能力測定シミュレータ走行後のリプレイ教示による能力向上効果検証 ( 小栗研究室 )



研究成果

7. 運動習慣による疲労の程度が音声に与える影響 ( 金森研究室 )



2018 年度

8. 母音のフォルマント変化から見る名古屋弁らしさについての研究 ( 金森研究室 )



研究成果

9. 非接触生体計測のための信号処理の提案とそのハードウェア実装・システム構築および機械学習の応用に関す

る研究 (( 神谷研究室 )



2018 年度

10. 周期によって信号を分離する手法とその IoTへの応用に関する研究 (神谷研究室 )



研究成果

11. 眼光学特性を導入した錐体モザイクモデルに関する研究 ( 神山研究室 )
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2018 年度

12. 血管内皮細胞と平滑筋細胞を統合したマルチスケールモデルに関する研究 (神山研究室 )



研究成果

13. 職業ドライバのテレマティクスデータを用いた急減速情報のクラスタ分析 (河中研究室 )



2018 年度

14. CNNによるユーザの嗜好に基づく推薦システムの提案 (小林研究室 )



研究成果

15. 1 次元波動方程式族の係数同定逆問題に対する安定な数値解法の研究 ( 代田研究室 )
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2018 年度

16. エンジニア評価のためのペトリネットを用いたソースコードの縮約に関する研究 ( 辻研究室 )



研究成果

17. ペトリネットを用いた、MMORPGにおける不正プレイヤー検出手法に関する研究 (辻研究室 )



2018 年度

18. Ｘ線ＣＴにおけるサイノグラム上での局所的平滑化による再構成 ( 戸田研究室 )



研究成果

19. 急峻な特性変動を含む交流雑音の除去に関する研究 (戸田研究室 )



2018 年度

20. コンプトン散乱X 線を用いる断層像再構成法 ( 戸田研究室 )



研究成果

21. シルエット画像とモーションキャプチャによる歩行解析に関する研究 ( 村上研究室 )



2018 年度

22. Analysis of Shape Dissimilarity using Scale Space and Hierarchical Clustering( 村上研究室 )



研究成果

23. 目の二重線が起こす錯視効果に関する研究 ( 村上研究室 )



2018 年度

24. 「読み」の概念を用いた漢字かな交じりのひらがな変換 ( 山村研究室 )



研究成果

25. N-gram 誤り判定器を複数用いた中国語学習者のための誤り検出 ( 山村研究室 )



2018 年度

26. 共起関係を用いた単語の置き換えによる文章の可読性向上システム ( 山村研究室 )



研究成果

27 . 重要度を考慮した、語句の削除によるニュース記事ヘッドラインの生成手法の提案 ( 山村研究室 )
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情報科学共同研究所の研究活動

　情報科学共同研究所は，愛知県立大学の情報科学部および

大学院情報科学研究科の教員等を中心として，2008 年 4月

から発足し，10年余が経過し，研究活動の体制の整備，研

究内容の充実，学外の研究機関等との連携を進めています．

本共同研究所は，本学と企業，行政および他の学術研究機関

との共同により，社会のニーズにあった研究テーマを共同研

究プロジェクトとして推進する組織を目指しています．

　情報科学共同研究所には本学教員の研究活動を軸とした地

域連携・貢献の観点から地域が必要とする先端の情報技術を

地域と連携して共同研究を進めることが強く望まれていま

す．本学の隣接地に整備された研究施設「知の拠点あいち」

で推進される愛知県の重点研究プロジェクトをはじめ，本共

同研究所として様々なプロジェクトに積極的に参画すること

により研究活動の一層の発展につなげたいと考えています．

　本年度も情報科学共同研究所の研究活動について関係各位

にご理解いただくために報告書をまとめました．情報科学共

同研究所の研究活動やその成果の一端，情報科学セミナー，

APU 情報科学トーク，外部資金説明会の開催をはじめ研究

活動の裾野を広げる取り組みの工夫も知って頂ければ幸いで

す．これらの活動により，本共同研究所に関心をもって頂く

方々が増え，新たな共同研究プロジェクトへと発展すること

を願っています．

　情報科学に関連する研究の躍進に向けて教員一同邁進する

所存でありますが，これからの情報科学共同研究所の発展に

向けて，地域の企業，行政の更なるご支援，ご協力をお願い

申し上げます．

情報科学部長　兼

大学院情報科学研究科長　

神山　斉己
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