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高速かつ高効率な通信システムに関する基礎研究

情報工学部情報通信工学科 稲井寛、若林秀昭、荒井剛
情報系工学研究科システム工学専攻 青木崇、大賀匠眞、岡田颯太、亀石大伽、佐藤弘宜、原拓也

独創

連絡先 稲井寛，若林秀昭，荒井剛 {inai,waka,tarai}＠c.oka-pu.ac.jp

高速かつ高効率な通信システムを実現するための基礎研究に取り組んでいる。一般的に通信
に必要な機能は階層化された構造となっているため、まず、それぞれの階層で性能や信頼性を
向上させることを検討し、次に、これらの技術を組み合わせて全体の性能を向上させることを
目指している。以下、取り組んでいる研究の概要を述べる。

無線LANでは、全ての端末が同一の通信チャネルを使用するため、複数の端末が同時にパケッ
トを送出すると、それらが衝突して通信エラーとなる。そこで、パケットを持っている端末は
ランダムな長さの待機時間経過後にパケットを送出することによって、互いに送信のタイミン
グをずらしてパケット衝突を回避している。待機時間は一様分布に従うが、範囲が広いと無駄
な待機時間が多くなり、狭いと衝突の可能性が高くなるため、状況に応じて範囲を調節する手
法について検討している。

センサーネットワークなどの非常に端末数の多いネットワークでは、パケットの衝突によ
り、著しく性能が劣化することが報告されている。この問題の解決策として既存のアクセス方
式にパケット送信確率を付加したp-persistent CSMA/CAを利用することを検討している。この
方式は、パケット送出時刻を迎えたときに確率pで送信、1-pで待機するため、パケット衝突確
率を低く抑えて、通信可能な端末台数を増加させることが可能となる。

この他、無線LANにおいて端末間に障害物があるときに発生する隠れ端末問題を解消するため
の通信方式、交通事故の減少や渋滞緩和を目指すための高信頼な路車間および車車間の通信方
式、屈折率の異なる二種類の媒体を交互に重ねた多層膜による光の回折・干渉・散乱を利用し
た発色法の解析、レーダによる海面の波浪状況のリモートセンシング、多くの無線通信で用い
られている通信方式であるOFDMにおいて信号の歪みを抑える方式などの研究を行っている。
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Beyond5Gをめざした準ミリ波～ミリ波集積回路

情報工学部情報通信工学科 伊藤信之
情報系工学研究科システム工学専攻 栢野陽平、橋本佳紀、林祐樹

独創

連絡先 伊藤信之 nobby@c.oka-pu.ac.jp

携帯電話をはじめとする無線通信の発展はめざましく、その
データレートは、3Gが始まった2000年からの約20年間で約10,000
倍に達する。データレートを向上させる代表的な方法は、信号帯
域幅を広帯域とすることであり、そのためにはキャリア周波数の
高周波化が必要である。ここでは、上記を実現するために準ミリ
波～ミリ波の無線回路として最も重要なLNA、VCO、PAの検討結果
を示す。
図1は設計した24GHz帯受信増幅器のシミュレーションによる

|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。この
図からわかるように、約24GHzで|s21|は極大値を|s11|、|s22|、NF
は極小値を示し、この周波数帯において高い利得、入力整合、低
いNFが得られた事を示している。
図2は設計した3bitの周波数切替えのためのcapacitor-bankと、

周波数切替えと同時にそれぞれの周波数に適した電流を流すため
の、3bitの電流切替えを行うためのresistor-bankを擁した20GHz
帯域のVCO（Voltage Controlled Oscillator）である。この技術
により、全ての周波数帯域で1MHz離調の位相雑音−110dBc/Hzを得
る事ができた。
図3は出力部にインダクタの相互誘導を用いたPowerVCOの、出力

電力特性を示す。このPowerVCOでは22GHzにおいて出力16dBm、効
率21.5%、1MHz離調の位相雑音−122dBc/Hzを得る事ができた。
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図3 PowerVCOの出力電力特性（Sim.）
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図1 準ミリ波帯増幅器の周波数特性（Sim.）

図2 3bitCurrent controlled VCOの位相雑
音特性（Sim.）
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Beyond5Gをめざした高周波集積回路

情報工学部情報通信工学科 伊藤信之
情報系工学研究科システム工学専攻 瀬口慎一郎、吉岡大

共同

連絡先 伊藤信之 nobby@c.oka-pu.ac.jp

携帯電話をはじめとする無線通信の発展はめざましく、その
データレートは、3Gが始まった2000年からの約20年間で約10,000
倍に達する。データレートを向上させる代表的な方法は、図1に
示すように信号帯域幅を広帯域とすることであり、そのための最
も直接的な方法はキャリア周波数の高周波化である。しかしなが
ら、携帯電話のように通信距離が長い場合、ミリ波のような高周
波 帯 を 使 う 事 は で き な い 。 そ の た め 、 CA （ Carrier
Aggregation）のように異なる周波数帯を用いて無線通信を行い
受信器内で一つのデータとする方法と、比較的広い信号帯域を得
られる周波数帯で通信を行う方法とで広帯域化を実現する事とな
る。ここでは、上記を実現するために必要な、受信器の最初の回
路ブロックであるLNA（Low Noise Amplifier）に関しての検討結
果を示す。
図2は設計した三帯域同時受信LNAのシミュレーションによる

|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。この
図からわかるように、約1.5GHz、2.4GHz、4.5GHzで|s21|は極大値
を|s11|、|s22|、NFは極小値を示し、それぞれの周波数において高
い利得、入力整合、低いNFが得られた事を示している。
図3は設計した3.4GHz～4.1GHzの広帯域LNAのシミュレーション

による|s21|、|s11|、|s22|、NF特性の周波数依存性を示している。
この図からわかるように、 3.4GHz～4.1GHzにおいて高い利得、
入力整合、低いNFが得られた事を示している。
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図1 無線通信のデータレートと信号帯域幅

図3 広帯域LNAの周波数特性（Sim.）

図2 三帯域同時受信LNAの周波数特性（Sim.）



折り返し構造を用いた非相反CRLH-WGによる可変移相器の提案

情報工学部情報通信工学科 大久保賢祐

独創

連絡先 大久保賢祐

本研究はあらゆるモノがインターネットでつながるIoT時代
を支えるワイヤレス通信の高性能化を実現するハードウエア
に関する基礎研究である。我々は、フェライトを装荷した折
り返し導波管を用いて、順方向伝搬においてバランス型の右
手/左手系複合伝送線路CRLH-TL[1]として動作する非相反右手
/左手系複合導波管(F-CELH-WG)を提案し、その伝送特性の周
波数依存性を理論的・実験的に明らかにしている[2]。 F-
CRLH-WGはバイアス磁界の大きさを調整し動作周波数を掃引す
ることにより、右手系モードによる遅れ位相から左手系モー
ドによる進み位相まで位相を連続的に変化可能な可変移相器
への応用が期待できる[2]。ここでは試作回路の位相特性のバ
イアス磁界依存性の測定結果[3]を示し、F-CRLH-WGによる可
変移相器を提案する。

図１の試作回路[2]の4.65GHzにおけるS12のバイアス磁界
依存性を図２に示す。同図より、𝜇𝜇0𝐻𝐻ex の（186.3 mT から

196.1 mT の）の変化に対して振幅 |S12| はほぼ一定で位相
∠S12 が79.2°変化していることがわかる[3]。

図１ 試作回路[2],[3]

図２ S12のバイアス磁界依存性[3]

文献 [1] A. Sanada et al., IEEE Microwave and Wireless Compon. Lett. vol. 
14, no.2, pp. 68-70, Feb. 2004. [2] 大久保ほか, 電子情報通信学会論文誌, 
Vol. J105-C No.1, pp. 46-54, 2022年1月.  [3] 大久保ほか, 2022年電子情報
通信学会総合大会，C-2-22, 2022 年 3 月.



Ｑ学習を用いたランダム・アクセス方式の設計とその性能評価

情報工学部情報通信工学科 榊原勝己、高林健人
情報系工学研究科システム工学専攻 香山和寛、原佑輔

独創

連絡先 榊原勝己 sakaki@c.oka-pu.ac.jp

【背景】 無線LAN、ZigBee等に代表される無線端末の小型化および家電製
品への組込技術の進展に伴い、小型無線端末間で自律分散的に無線ネット
ワークを構築することは、IoT（Internet of Things）の基盤技術となる。
この場合、多数の低伝送速度端末（例えばセンサ端末）から間欠的なデー
タが、AP（サーバ）宛に同時に送信されないよう制御する手順（ランダ
ム・アクセス方式）が、重要な要素技術の一つとなる。近年、機械学習の
一手法であるQ学習を、ランダム・アクセス・プロトコルに組み込む試みが
活発に行われている。

【目的】 本研究では、ランダム・アクセス方式として最も基本的なスロット付アロハに基ずくフ
レーム付アロハを採用したネットワークを想定し、Q学習を利用し、1フレーム時間内における時間
スロット数を適応的に更新する方式を設計し、その性能を評価することを目的とする。

【結果】 Q学習に加え、フレーム内のスロット

状態（アイドル、成功、データ衝突）に基づく端
末数推定によりフレーム長を適応的に更新する方
式を提案した。提案方式の性能（スループット）
を計算機シミュレーションにより評価した結果、
右図に示すように（提案方式はRL-LD）、従来

方式に比べ、高いスループットを示すことが明ら
かになった。今後は、Q学習の学習速度、端末数

推定の精度の向上を図る。



深層学習を用いた写真の審美的品質推定と改善

情報工学部情報通信工学科 滝本裕則、北山晃生、金川明弘
情報系工学研究科システム工学専攻 坂口太一

独創

連絡先 滝本裕則 takimoto@c.oka-pu.ac.jp

近年、SNSやWeb上で写真を共有する機会が増え、魅力的な写真を撮影したいというニーズ
が高まっている。しかし、良い写真、つまり“審美的品質が高い写真”を撮影することは相
応の技術や経験が必要となるため簡単ではない。そこで、写真撮影の支援として、客観的に
写真の審美的品質を評価する技術が望まれている。我々は、深層学習に基づくAttention
branch networkを用いることにより、視覚的説明機能をもつ審美的品質推定法を提案した。
また、複数抽出したパッチ画像を追加情報として用いることで推定精度の向上を実現した。

一方、撮影後の写真に対して審美的品質を自動で改善する画像処理技術の実現が望まれて
いる。そこで我々は、深層学習に基づき、大規模な写真データセットから“審美的品質の高
い写真”と“低い写真”のドメイン間の関係をend-to-endで学習し、得られたモデルによっ
て任意の写真の色調を自動的に変更し審美的品質を改善する技術を提案した。また、主観評
価実験により、提案技術の有効性を確認した。

提案手法による審美的品質改善の結果例



仮想計算機モニタによる重要サービス不可視化の研究

情報工学部情報通信工学科 佐藤将也

連絡先 佐藤将也 masaya@c.oka-pu.ac.jp

セキュリティソフトウェアやログ収集ソフトウェアは、コンピュータを攻撃から保護し証拠

を保全するために重要な役割を持つ。本研究では、これらのソフトウェアを重要サービスと呼
び、重要サービスを攻撃者から不可視化することでサイバー攻撃の被害を抑制する。

サイバー攻撃への対処において、攻撃者の視点にたって攻撃の手段や目的を考慮し、対策する
ことが重要である。攻撃者にとって、重要サービスは攻撃活動の妨げになることから、攻撃の対
象となる可能性が高い。また、
重要サービスが攻撃されると攻
撃の防止や被害の把握が困難に
なる。既存手法の多くは、オペ
レーティングシステムが攻撃対
象の場合に対処できない。重要
サービスの改変を必要とする場
合、導入のコストが大きい。

そこで、仮想計算機モニタに
より、重要サービスの情報と振
る舞いを攻撃者から不可視化す
る手法を提案した。これにより、
攻撃者が重要サービスを特定す
ることを防ぎ、攻撃を防止する。
また、仮想計算機モニタを用い
て実現することにより、保護機
構への攻撃も困難化する。

保護対象VM (Virtual Machine、仮想計算機)代理VM

重要
プロセス

仮想計算機
モニタ

ユーザ空間
カーネル空間

保護対象VMの
仮想ディスク

代理VMの
仮想ディスク

代理
プロセス

重要サービスのファイル

重要ファイルヘ
のアクセス
システムコールの
検知と情報の転送

代理実行

通常
プロセス

ファイルアクセス

通常ファイル

重要サービスにおけるファ
イルアクセスの不可視化



多変量回帰分析手法を応用した組合せ最適化アルゴリズムの開発

情報工学部情報通信工学科 野田 祐輔
金沢学院大学 経済情報学部経済情報学科 ゴータム ビスヌ プラサド（Bishnu Prasad Gautam）

独創

連絡先 野田祐輔 noda@c.oka-pu.ac.jp

組合せ最適化問題とは、様々な制約の下で膨大な候補の中

から、ある指標（価値）を最も良くする変数の組合せを求め
ることである。現代社会では、製造、物流、小売、金融、交
通、社会インフラ、医療、農業、ヘルスケアなど様々な産業
分野において、新しい価値やサービスを提供するために、組
合せ最適化問題を如何に高速且つ効率よく解くかが鍵とな
る。本研究では、計算処理が速い多変量回帰分析（部分的最
小二乗法：PLS）に注目し、PLSで構築した回帰モデルをベー
スに最適な組合せを探索する組合せ最適化アルゴリズムを独
自に開発し、最適解探索の精度について従来手法と比較し
た。

テスト計算として、各要素に0・1ビット（2種類）を
10,000個、または0〜7ビット（8種類）を4,000個並べ、最適
解とした採用するランダムなビット列と比べて、任意のビッ
ト列の各桁のビットが一致しない場合に1ずつ増える評価値
（Cost function：最適値 0）を目的関数とする最適化問題
を実行した。右図はこれら2つのケースの最適解探索の結果
であり、ランダムサーチ（緑）や遺伝的アルゴリズム（青）
と比べて、提案手法（赤）の方が少ないサンプル数を基に最
適解の探索に成功し、210000のケースでは12,000個以上、
84000のケースでは30,000個以上のサンプル数において、提案
手法を用いて100回中100回の最適解探索に成功した（図中の
マーク）。

組合せ総数

210000 ≈ 2.00×103010

組合せ総数

84000 ≈ 2.29×103612



スマート工場における無線ネットワーク化制御システムに適した
クロスレイヤ設計
情報工学部 情報通信工学科 高林健人
情報系工学研究科システム工学専攻 香山和寛、原佑輔

独創

連絡先 高林健人 kent.hf@c.oka-pu.ac.jp

本研究では、スマートファクトリー内におけるロボット等の機器の遠隔制御を対象とした、無

線ネットワーク化制御システムにおける物理層・メディアアクセス制御 (MAC) 層のクロスレイ
ヤでの設計につながる技術について検討を行った。図のようなシステムにおいては、センサ・コ
ントローラ間及びコントローラ・アクチュエータ間の通信は無線ネットワークを介して行われる
ため、制御品質の低下を引き起こすパケット損失とパケット遅延を回避することは困難である。
そのため、低遅延と信頼性を確保するために、通信環境に応じて適切に物理層変調方式やMACプ
ロトコルを設計する必要がある。そこで、本研究では、本システムにおけるクロスレイヤでの設
計の前段階として、アーム型倒立振子を対象とした無線制御について検討を行った。

図．スマート工場における無線ネット
ワーク化制御システムの例

初期検討のため、無線通信システムにおける変調
方式として、2位相偏移変調 (Binary Phase-Shift 
Keying: BPSK)、チャネルモデルとして加算性白色ガ
ウス雑音 (Additive white Gaussian noise: AWGN) 
を適用し、信号対雑音比 (Signal to Noise Ratio: 
SNR) 及び制御信号の量子化ビット数を変更した場合
の、制御対象の収束特性を計算機シミュレーション
により確認した。

今後の検討として、他の変調方式やチャネルモデ
ルの適用や、MAC層も含めた制御特性の評価などが挙
げられる。



画像伝送量削減のための画像欠損・復元手法の検討

情報工学部情報通信工学科 小椋清孝
情報系工学研究科システム工学専攻 井口周太郎、橋口仁哉

独創

連絡先 小椋清孝 komoku@c.oka-pu.ac.jp

4K/8K映像などの高精細動画の機器間伝送容量削減を目的として、送信側で一部の画素を

欠損させ、受信側で送られてきた画素情報から欠損画素値を復元して表示する手法について
検討を進めている。復元は深層学習により行うこととし、現在は高い復元性能を持つ(かつ
ハードウエアサイズが小さい)深層学習ネットワークの構成について研究を行っている。

カラー画像を対象とし、図1のように全画素の1/4を規則的に欠損させた画像を復元する深層
学習ネットワークの検討を行った。ネットワークの入力を１辺２～11画素の正方ブロックとし、
それらを全結合ネットワークや畳み込みネットワークで処理する様々な構成について復元性能を
評価した。

全結合ネットワークの場合、2画素ブロック入力モデルの場合に復元テスト画像(50枚）の平均
PSNRが31.4、3画素ブロック以降は34.4～35.2dBとなり、PSNR最大は7画素ブロック入力モデルの
場合であった。畳み込みネットワークの場合、3～9画素ブロック入力モデルでPSNRは34.5～35.2
dBとなり、全結合モデルと同じくPSNR最大は7画素ブロック入力モデルの場合であった。

これらのモデルをFPGA向けにHW設計を行ったが、PSNR最大のモデルはリソース不足で実装不可
であった。枝刈り等の手法を適用してモデル小型化を行い実装を行う予定である。

図1 深層学習を用いた動画伝送量削減手法 図２ 画素復元ニューラルネットワーク



環境自律適応型追加学習エッジAIアルゴリズムとアーキテクチャの検討

情報工学部情報システム工学科 有本和民、横川智教

独創

連絡先 有本和民 arimoto@cse.oka-pu.ac.jp 横川智教 t-yokoga@cse.oka-pu.ac.jp

【背景】無人自律航空機（ドローン）により収集した画像データをエッジコンピュータに集積
し、AI解析により特徴抽出や異常抽出を行うことが有効である。しかし、ドローンから撮影され
る画像データは環境（天候、場所、時間等）が認識精度に影響を与えるため、リアルタイムに環
境に適合した学習モデルを作成する必要がある。
【目的】本研究ではパイナップル生育管理における環境自律適応型追加学習システムを提案し、
アルゴリズムおよびアーキテクチャ設計の基本検討を実施する。
【手法】生育エリアの環境を反映した認識補正として、日照に関係する照度等については、木戸
補正等の前処理で認識精度の劣化を回避できた．一方でパイナップルの生育に伴う、葉の広がり
の変化や樹木や実の傾き具合等に対しては、ドローン撮影時でのリアルタイムでの軽量な追加学
習必要となる。これはドローン上やドローンポートに設置される小型サーバ等の組込みシステム
で実行されるので、省電力および小型化が求められる。その上で、エッジでの学習時間を短く
し、かつ認識精度を上げるアルゴリズムが必要となる。

追加学習による認識精度の向上の一例



人を引き込む身体的インタラクション・コミュニケーション技術

情報工学部情報システム工学科 渡辺富夫、石井裕 保健福祉学部看護学科 高林範子
デザイン学部造形デザイン学科 西田麻希子 埼玉大学理工学研究科 綿貫啓一

共同

連絡先 渡辺富夫 E-mail: watanabe@cse.oka-pu.ac.jp

うなずきや身振りなどの身体的リズムの引き込みをロボットやCGキャラクタに導入すること

で、対話者相互の身体性が共有でき、一体感が実感できる「心が通う身体的コミュニケーション
システムE-COSMIC」を研究開発し、人を引き込む身体的コミュニケーション技術（身体的引き込
み技術）の重要性を実証してきた。とくに音声から豊かなコミュニケーション動作を自動生成す
る技術は、人とかかわるロボット・玩具、メディアコンテンツ、e-Learningやゲームソフト等に
導入・実用化されており、教育・看護・福祉・エンタテインメントなど広範囲な応用が容易に可
能である。身体的引き込みによる一体感や共有感は、幸せな気持ちや安心感を支えるもので、人
がつながるヒューマンインタフェースの要である(1)。実空間とサイバー空間を高度に融合させ、
人をつなぐ人間中心の社会「Society 5.0」時代を拓く礎として本システム・技術を紹介する。
(1)渡辺富夫：円滑なコミュニケーションとは？，ヒューマンインタフェース学会誌，Vol.24, No.1 (2022), pp.22-25.



多様な動作でかかわりを深める音声対話エージェントの研究開発

情報工学部情報システム工学科 石井裕、渡辺富夫 保健福祉学部栄養学科 川上貴代
保健福祉学部看護学科 高林範子 デザイン学部造形デザイン学科 西田麻希子

重点

連絡先 石井 裕 ishii@cse.oka-pu.ac.jp

身体性メディアを活用してインタラクションを支援する技術開発を進めるため、これまでに
研究開発されてきたコミュニケーション特性や身体的引き込み原理をロボットや電子メディア
に導入するとともに、新たに音声認識によって発話内容に基づく画像提示あるいは話速適応す
る応答動作システム等へ応用展開する。

本研究では、まずコミュニケーションの根幹となるリズム同調
において、今よりも一層効果的にコミュニケーションを支援する
ため、使用者の置かれている状況や感情にうまく寄り添うことが
できるうなずき動作を検討した。評価システムを構築し、うなず
き動作そのものの違いが、印象にどのような違いをもたらすのか
調査している。

印象評価に基づいて、対話として負荷の大きいオンラインで
の面接を想定したシステムに導入し、親しみやすく誠実な印象
である「のんびり静かな」うなずきが，面接という場において
緊張を和らげる効果があることが示された．

また孤独感緩和を目的に、CG シミュレーションを用いた印象
評価実験の結果、会話相手としての有効性が示された。また明
るい環境では「静かなうなずき」よりも活発なうなずきが楽し
い気持ちにさせ、暗い環境では「元気なうなずき」よりも落ち
着いた印象のうなずきが和むなどの結果を得ている。



パーソナライズされた不具合を含む変更の予測手法の転移に関する研究

情報工学部情報システム工学科 天㟢聡介

独創

連絡先 天㟢聡介 amasaki@cse.oka-pu.ac.jp

ソフトウェア開発に費やすことができる資源は有限であり、全ての更新されたモジュール

（ソフトウェアの部品）について詳細に品質を検証することは難しい。モジュールが不具合を
含む可能性を予測して検証の優先順位をつけることで効率的な品質確保が可能になる。

近年は開発者個々人にパーソナライズされた不具合予測（図１）が近年注目されている。しか
しながら、開発経験が短い、人が頻繁に入れ替わる場合などは他の開発者の更新履歴とまとめて
予測モデルを作成せざるを得ないのが課題である。

本研究では、Bellwether Method（図２）と呼ばれる方法をパーソナライズされた不具合予測
に適用した。その結果、長年開発を続けている人にパーソナライズされた不具合予測モデルより
精度が低下した。一方、開発経験が短い開発者にとっては多くの場合有効であることを実証的に
示すことができた。

図2: Bellwether Method図1: パーソナライズされた不具合予測



多人数不完全情報ゲームにおけるより人間的なアルゴリズム

情報工学部情報システム工学科 但馬康宏

独創

連絡先 但馬康宏 tajima@cse.oka-pu.ac.jp

コンピュータにゲームを行わせる取り組みは、コンピュータの誕生当初から行われており

人工知能研究における究極の目標のひとつである。近年は、将棋や囲碁に代表される二人完
全情報ゲームに関してトッププロの実力を上回る性能となっており、研究の対象はより複雑
なゲームに移っている。特にトランプゲームやボードゲームの数学的モデルとなる多人数不
完全情報ゲームは、効果的な探索手法が考案されておらず機械学習や最適化アルゴリズムの
新たな応用先として注目を集めている。）

本研究室では、以下のようなテーマに取り組んでいる。

• カードゲーム「お邪魔者」
オンラインによる対戦環境を整

え、コンピュータと人間が同じ盤面
で対戦できるようにした。

深層学習、モンテカルロ戦略、
ヒューリスティックの各アルゴリズ
ムを開発した。

• コンピュータ大貧民大会
ヒューリスティック戦略によるプ

ログラムで大会において複数回優勝
し、他チームのプログラムのベース
として利用されている。



ノーコード・ローコードによる
直感的かつ効率的なモデル検査環境の構築

情報工学部情報システム工学科 横川智教
大学院情報系工学研究科システム工学専攻 豊田起万

独創

連絡先 横川智教 t-yokoga@cse.oka-pu.ac.jp

【背景】モデル検査は網羅的かつ自動化された証明を可能とする非常に強力な技術であり、ツー
ルとしての実装も数多く公開されているが、産業界におけるモデル検査の利活用はまだ十分に進
んでいない。普及が進まない要因の一つは、厳密な検証のために必要な労力が極めて大きくなる
ことにある。システムの誤りを見つけるためには正確なモデル化が前提となり、モデル検査の知
識がない技術者にとっては非常に負担が大きい。
【目的】本研究では、モデル作成を容易とするモデル検査ツールのインタフェースを開発するこ
とで技術者の負担を軽減する。
【手法】本ツールではビジュアルプログラミング（VP）を用いることで、モデル作成の技術的障
壁を軽減する。VPは画面上にオブジェクトを配置することでプログラミングを行う環境である。
本研究では VPを実装する環境として Node-Red を用いており、Node-Red 上で作成したモデルか
らモデル検査ツール nuXmv のモデルを自動的に生成することが可能である。

モデルの変数
や処理などを
「ノード」と
して定義する

「ノード」をつなぎ合わせて
モデルの動作を記述する

開発したインタフェース ノードのプロパティ



プロ棋士に信頼される将棋AI

情報工学部情報システム工学科 芝世弐

独創

連絡先 芝世弐 shiba@cse.oka-pu.ac.jp

2017年に我々が将棋AIに取り組む以前からプロ棋士を超えるAIが生まれていた。しかしながら、

実際の将棋研究や対局評価に用いようという動きは極一部の若手棋士やネット中継局など稀有で
あった。

2019年5月に我々のソフトウェアを公開した直後からプロアマ問わず利用する棋士が激増し、
現在では将棋AIを利用しないプロ棋士は居ないとまで言われるようになった。まさに、将棋界の
パラダイムシフトである。対局の解説棋士や中継記者といった専門家が自らの考えよりAIの方を
信頼した発言を繰り返し、今や中継評価には不可欠な存在となっている。また、棋書やWeb記事、
多くの動画メディアもAIの読み筋が正しいという前提で制作されるほどの信頼を勝ち得ている。

その後、約3年ほど経過し我々が公開したファイルや論文から多くの開発者により改良された
モデルが多く制作されたにも関わらず未だトップレベルの信頼を受けている。このようなことは
昨今のAIの開発速度から考えても全く異例のことである。もちろん、我々の最新モデルは当然
大幅に強化されているが、プロ棋士の評価でも既に差異を見いだせない状況のようである。

2021年9月には日本将棋連盟の公式ライブ中継アプリにおいてプロ棋戦のAIによる局面評価・
読み筋・期待勝率などを配信するに至った。プロの団体として公式に導入するAIとしては我々の
ソフトウェアが採用されており、その信頼のほどが伺える。

現在、将棋界の新手や新構想などはAIが先行する形になっており、例えば先手相掛かりなどの
流行戦型はAI由来であり、AI戦においては先手勝率7割を超える状況で既に先手後手が公平との
概念は失われている。恐らく追ってプロ棋戦においても何らかの対応がされるものと思われる。
恐らく歴史上初、将棋そのもののゲームバランスにパラダイムシフトが起こりつつある。
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圧電素子による咀嚼の計測システムに関する研究

情報工学部人間情報工学科 穂苅真樹
保健福祉学部栄養学科 川上貴代

独創

連絡先 穂苅真樹 mhokari@ss.oka-pu.ac.jp

【目的】本件では、新たな咀嚼時の下顎運動で判定するための方法として、被験者に対して低侵
襲で、センサの取付が容易な圧電素子を使用した計測法とそのシステム化について取り組む。本
方法の独自性を明らかにするために、圧電素子をオトガイ部または側頭部に取り付け、咀嚼に伴
う下顎または咬合筋のある皮膚付近の振動を計測するとともに、従来咀嚼時における咬筋の筋電
図を計測し、咀嚼回数を比較する。

【方法と結果】図1に示す圧電素子を使用した新しい咀嚼計測法の
有用性を検証するために、従来咀嚼の間接測定に使用されている
筋電計と同時に計測した。咀嚼試料にチューイングガムを使用し
た。咀嚼回数の真値に被験者がカウントした回数とし、相対誤差
を比較した。

計測結果の一例として、被験者がガムを40回咀嚼したときの計
測結果を図2に示す。相対誤差は圧電素子で 0.0～9.5％、筋電セ
ンサで 0.0～5.3％の範囲で、25試行での平均は、圧電素子で
0.0％程度、筋電センサで1.0％程度であった。

図1 研究で使用した圧電素子
(左、直径10mm，厚さ0.3mm)

(a)筋電センサ (b)圧電素子

図2 計測結果
(咀嚼回数40回)

【今後の展開】
〇信号処理回路(増幅、フィルタ)の改良
〇噛み応えの異なる食材を咀嚼したときの計測
〇性別、年齢の異なる被験者の追加



遠隔者とのかかわりを実感させる遠隔コミュニケーションシステム
に関する基礎研究

情報工学部人間情報工学科 伊藤照明、大山剛史

独創

連絡先 伊藤照明 tito@ss.oka-pu.ac.jp

本研究は、仮想空間内の動きを物理動作に連動することで実在感を増す効果を引き出す運動

強調ディスプレイのアイデアをテレプレゼンスロボットに応用する。そして、身体的引き込み
を引きを誘発する遠隔コミュニケーションを支援するための運動強調ディスプレイシステムの
開発に取り組んでいる。ディスプレイの動作を制御する仮想空間内の動きは遠隔対話者の頭部
身体動作を基本とし、会話での遠隔者のリモート音声、発話者のローカル音声、さらには視線
の動きなどを組み合わせてディスプレイの物理動作を生成する。

遠隔者の明白な動作に対する頭部動作計測データに
加えて、明白な動作検出ができない場合でも、視線計
測による間接的な運動強調制御を行うことで、リモー
トインタラクション機能の実装を目指している。ま
た、遠隔者の運動動作とは別に、リモート側での音声
データおよびローカル側での音声データを利用して、
対話応答性の良いローカルインタラクション機能を実
装する。こうした複合的なインタラクションにおける
様々なパラメータの組み合わせを評価するために、仮
想環境を用いた評価システムを構築し、様々な角度か
らの基礎的検討を行った。今後は物理空間との連動を
行う予定である。

本研究の一部は、2021年度岡山県立大学独創的研究
助成費の支援を受けて行われた。 システム構成図



自律分散型高機能監視カメラシステムの開発

情報工学部人間情報工学科 佐藤洋一郎、太田俊介
岡山理科大学工学部 近藤真史

独創

連絡先 コンピュータ工学研究室（佐藤・太田） Tel：0866-94-2125sato@ss.oka-pu.ac.jp

商業施設を対象として、フロア天井に複数の安価なカメラモジュール(CM)を格子状に配置し、
死角の排除を目指した高性能・高機能な防犯カメラシステムを開発している。CMでは撮影画像
補正のために様々な幾何学変換を施す必要があるが、1秒あたり5フレーム程度の動画像しか生成
できておらず、処理の高速化が重要な課題となっている。

本研究では、専用の変換回路を再構成型回路デバイス(FPGA)に実装し、動画像生成の高速化
（1秒あたり15～30フレーム）を実現する。また、サーバでは、各CMから得られた画像の合成だ
けでなく、隣接する4つのCMの撮影領域があえて重複するように配置することにより、
[機能1:超解像度化] [機能2:耐故障性] [機能3:立体認識] といった高機能化を図る。

今年度は、複数のカメラを用いた高速・高機能な防犯システムの実現に向けて、以下の1.～
4.の研究計画を設定し、段階的に研究を遂行する。



内視鏡カメラ位置姿勢推定システム「ラパロSLAM」の開発

情報工学部 人間情報工学科 小枝 正直

独創

近年、da Vinci Xi 等によるロボット支援下内視鏡手術が多数行われている。内視鏡手術な

どの腹腔内の狭い術野における手術では拡張現実 (AR)を用いた手術サポートシステムが有用
である。Hamadaら[1]は画像特徴点ベースのSLAMである
ORB-SLAM2を用いてカメラ映像のみでカメラの3次元位置
・姿勢を求め、カメラ映像に追従して3DCGモデルをリアル
タイムに重畳して表示するARシステムを実現したが、カメ
ラ映像に映る手術器具部分に現れる不要な特徴点により位
置・姿勢推定が乱れる問題があった。そこで箱谷ら[2]は手
術器具部分に現れる不要特徴点をブラー処理により排除する
手法を提案し、その有効性を示した。

そこで本研究では、画像特徴点ベースのSLAMを用い、
不要特徴点排除機能を追加したAR手術サポートシステム
「ラパロSLAM」を構築する。様々なSLAMが提案されて
おり、今後もより高性能なSLAMが開発されることが予想
される。また、排除手法も今後改善されることが期待され
る。その都度、SLAM自体に不要特徴点排除機能を実装す
ることは負担が大きく、非現実的である。そこで、SLAM
自体に手を加えることなく、SLAMに与える画像を前処理
することで不要特徴点排除を実現する手法を提案する。
[1] A. Hamada, et al.: "The Current Status and Challenges in Augmented Reality Navigation System 

for Robot-Assisted Laparoscopic Partial Nephrectomy",  HCII2020.
[2] 箱谷ら："画像特徴点ベースのSLAMの精度向上を目指したセマンティックセグメンテーションによる

不要特徴点排除"， ROBOMECH2021.

連絡先 小枝正直 koeda@ss.oka-pu.ac.jp



反応時間課題における左右の非対称性に
言語情報の利用が与える影響に関する研究

情報工学部人間情報工学科 大山剛史

独創

連絡先 大山剛史 ooyama@ss.oka-pu.ac.jp

認知タスクにおいて、二重課題を設定することでタスクの成績が低下することが知られて

いる。とりわけ、二重課題における妨害刺激としてシャドーイングのような言語負荷を設定
すると、タスクの成績の変化に右手と左手で非対称性が表れることが報告されている。

本研究は、視覚刺激を用いた両手の選択反応時間課題ならびに連続タイミング課題におけ
る言語負荷の影響の左右差について調べた。手の左右と言語負荷の有無を要因とした分散分
析の結果、選択反応時間課題（下図a）では手の左右と言語負荷の有無の交互作用は有意では
なかったが、連続タイミング課題（下図b）では両者の交互作用は有意であった。これらの結
果は認知タスクにおける言語情報の利用の違いを示唆している。
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