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対話型遺伝的アルゴリズムを
用いた自動作曲

状態AntによるState-Based Ant
Colony System (SBACS)の提案

遺伝的アルゴリズムを用いた
株価変動予測

宮代町におけるフィールドワーク

山地研究室
仮想現実感、シミュレーションと可視化、情報技術支援

災害現場や地雷原などの、危険で十分な情報が得られない領域で、複数のソフトウェアエージェントがロボットを
制御して共同作業を行うときに、どのような情報の共有や制御が必要になるのかをシミュレーションします。その結
果得られたアルゴリズムをもとに、実際のロボットを用いた検証実験を行う予定です。

宮代町では市民活動団体が 50 あまりあります。しかし活動内容を十分に地域に発信できず、たくさんの人々の参
加が得られていない団体も少なくありません。Web を活用することができれば、地域だけでなく全国に向けた情報発
信も可能ですが、十分なスキルがないことが大きな問題点です。そこで情報技術を活用した支援をするにはどのよ
うな取り組みが必要かを研究してゆきます。

これまでキーボードやマウスを使うことがハードルとなっていた人たちにとって、モバイル端末のタッチパネルは、モ
バイル端末をとても身近なものにしました。さらに画像認識技術の向上と OpenCV をはじめとするフリーソフトの普及、
人の動きを認識する入力装置 Kinect の応用研究の広がりは、人の自然な動きやジェスチャによってコンピュータや
家電を制御できるようになってきています。また実写と CG を合成した拡張現実感（Augmented reality AR）は、画面
に投影された現実の画像に様々な情報を付加することで、新しい情報提供の方法を実現しました。これらの技術の
可能性はまだ十分応用されていません。これらの技術を応用したソフトウェアやシステムの開発を行います。その一
つとして障害を持った子供たちのトレーニングのためのゲームを作成します。

Kinect を利用したジェスチャ認識の研究

ろう者のための発話訓練システムの開発

地域活動活性化にのための IT サポート

外国人向け生活支援ソフトの開発

HTML5 による Web アプリケーションの開発

低学年向けキーボード練習ソフトの開発

キーワード：マルチエージェント、衝突検出、AR、情報技術支援、フィジカルコンピューティング

複雑系工学研究室（佐藤研究室）	
■複雑系とは
 　

脳を例に挙げて説明しましょう．脳はニューロン（神経細胞）からできています．
ニューロンの働きについてはいろいろわかってきていますが，脳の働き（知能）について
は，まだ解らないことがたくさんあります．脳のように，個々の部品の働きからは想像も
つなかいような高次な機能をもつシステムを複雑系といいます．社会も多くの人で構成さ
れる複雑系と考えられます．

?

■複雑系⼯工学

 　では，複雑系工学では何を研究するのでしょう?  複雑系工学の一つの目標は複雑系の仕
組みを解明し，制御する方法を見つけ出すことです．そして，究極の目標は複雑系の「作
り方」を明らかにすることです．

■アプローチ
 　

脳のようなシステムの実現に近づくにはどうすればよいのでしょうか?   本研究室では，
以下の3つアプローチを基本に研究をすすめていきます:
• 複雑系「らしさ」が何なのかを考える
• 高次機能を生み出す仕組み（モデル）を考える
• システムとして実装し動かしてみる（ことでモデルを検証する）
研究室での取り組みの例としては，ヒトの学習を模したシステムを挙げることができます．これ
は，幼児の「置かれている状況を理解しながら人々の会話を聞き言葉の意味を学ぶ」ことを真似
たもので，センサーデータで状況を把握し，Webを利用して言葉を学ぶというシステムです．
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■卒研に向けたテーマの⾒見見つけ⽅方
 　

ゼミの中で，複雑系固有の特徴にどのようなものがあるのか，それをどのようにモデル
化し，実現できるのかなどいろいろ議論し，自分がやりたいと思えるテーマを見つけてい
きましょう．まずは，Webやセンサデータをいじりたい，テキスト処理に興味がある，複
雑系の考え方は面白そうだ，ぐらいの動機でOKです．好奇心・やる気のある人を歓迎しま
す！

■関連する分野

 　 Webマイニング，人工知能，機械学習，テキスト処理，複雑ネットワーク，ユビキタス
コンピューティング

中村研究室（ディジタル回路 設計・検証研究室）
本研究室は，今年度開設の新しい研究室です．主に，ディジタル回路の設計と検証につ
いて研究します．ある問題を解くアルゴリズムには，ソフトウェア化に適したもの，ディジ
タル回路・ハードウェア化に適したものがあります．本研究室では，後者の設計開発と，その
回路設計にバグがないことを数学的に検証するアルゴリズムの研究開発を行います．

 効率の良い（省メモリ・省電力・小面積・高速）認識回路
の設計法に関する研究
–

–

認識処理が社会的に普及中...携帯機器，ロボット，家電，車載機器，創薬など
 ヒューマンインタフェース
音声認識（単語・単語列の認識）
今後も新しい
 コンピュータビジョン
画像認識（直線認識，動態認識）
処理の登場，
処理の高度化
直線検出
ハードウェア化の増加
 バイオ情報処理
タンパク質の構造認識など
良い設計(VLSIアーキテクチャ)の探索は，設計者だのみ
設計法の確立を目指す

 回路の検証アルゴリズムの高速化に関する研究
–

設計される回路の大規模化，バグはないか？

検証時間の増大

時間短縮を目指す

 過去の卒業研究テーマ
–
–

投票高々１衝突化と投票空間アクセス局所化に基づく画素並列LMedハフ変換回路
順序回路の形式的検証におけるSequential SATのm-Trieを用いた高速化

 大学院での研究テーマ
–
–

二段階DP法のパイプライン処理による省メモリ・小型連続単語音声認識回路の構成法
順序回路の形式的検証におけるSequential SATの回路展開を用いた高速化

 大学院生の学会発表成果例
–
–

Backward Multiple Time-frame Expansion for Accelerating Sequential SAT，
鳥居ら，国際学会SASIMI，2012年．
順序回路の形式的検証におけるフォールスネガティブ削減のための回路変換，
尾野ら，電子情報通信学会VLSI設計技術研究会，2010年．

ネットワーク情報システム研究室
グループウェア，ネットワークサービス，ユビキタス，知識処理
勝間田 １４号館４０１室
ネットワークを介して，人と人とのコミュニケーションやコラボレーションを支援
するためのサービスやシステムの開発をテーマにしています．
スマートフォンやタブレットを活用した日常生活やワークスタイルに対応した新
しいアプリケーションの利用方法を考案し，システム開発を行っています．

ライフログデータを活用した日常生活支援
スマートフォンやスマートウォッチのセンサなどから得られるデータを
ライフログとして収集し，解析する．
テーマ例：
ライフログデータの解析と視覚化
パーソナルな生活アシストアプリ
ソーシャルな生活アシストアプリ
マッシュアップによるWebサービスやWebコンテンツの構築

行政や公共機関のオープンデータとWebサービスのマッシュアップに
より，２次利用を目的としたマッシュアップサービスやコンテンツの
構築をテーマとする．
テーマ例：
防災・災害データを利用したマッシュアップコンテンツの構築
環境データを利用したマッシュアップコンテンツの構築
H27年度の卒研テーマ（現４年のテーマ）
• スマートバンドを利用したヘルスケア支援アプリの構築
• ゲーミフィケーション機能を実装した学習支援システム

MATSUURA
L A B O R ATO RY
Operations Research

私たちは，常に最適化を考えながら行動しています．どうしたらコストを抑え，利益を上げるこ
とができるでしょう？どうやったら多くの荷物を短い時間で配送することができるでしょう？ど
うしたら効率のよい人員シフトを作ることができるでしょう？これらは，組合せ最適化問題とい
われる問題になりますが，最適解を見つけることは容易ではないと考えられています．このよう
な組合せ最適化問題を高速に，そして，効率よく解くことができる新しいアルゴリズムを（カオ
スを使った新しいアルゴリズム）一緒に開発しましょう！！

研究 テー マ
๏ 優れたアルゴリズムを開発する研究

キーワード

‣ ニューラルネットワークを用いた巡回セールスマン問題の解法
‣ タブーサーチを用いたモチーフ抽出問題の解法
最適化アルゴリズム
数理計画法
組合わせ最適化問題
ヒューリスティック解法
タブーサーチ
ニューラルネットワーク
カオス

๏ 実社会にある最適化を必要とする問題を見つけ出し解決する研究
‣
‣
‣
‣
‣

アドトラックの宣伝効果を最大にする経路問題
Bicycle sharing system における自転車再配置問題
小学校における安全な集団登下校のモデル
検査制約を考慮した鉄道車両運用計画モデル
保護者と子供の通いやすさを考慮した保育所の最適配置モデル

今 後 の予 定
๏ 課題発見ゼミ，課題研究ゼミ
‣
‣
‣
‣

数理計画法，最適化問題に関する知識を得る
最適化問題に関係する文献の調査
プログラミング技術の習得
卒研テーマの計画

๏ 卒業研究の方針
‣
‣
‣
‣

１人１テーマ，好きなことをやる
週一回の綿密な打ち合わせ会
他大学との合同勉強会
（夏合宿は約150名の教員，学生が
集まります．）

‣ 積極的に学会発表に参加 → 旅に
でる！

実験 室の 環境
場所：14号館 308号室
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

高性能な計算機（Mac Pro 1台）
1人1台のPC（iMac 21インチ）
レーザーカラープリンタ（Brother）
冷蔵庫
ポット
コーヒーメーカ
トースター

E-mail：matsuura@nit.ac.jp
実験室か14号館205号室にいます．
是非，訪ねて来て下さい！！

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 技 術 の 向 上 を 目 指 す SE や プ ロ グ ラ マ の た め の 研 究 室

橋浦研究室では、ソフトウェアの生産性と品質向上を実現させるためのツールと主にプログラ
ミングや PBL に対する教育支援ツールの研究開発を行っています。
同時に現場のエンジニアが習得しようとしているソフトウェア技術を先取りし、実践しながら
習得することを目指しています。一例として「オブジェクト指向」「アスペクト指向」「ウェブ
アプリケーション」「ソフトウェア開発環境」「オープンソース」「デザインパターン」「プロ
ジェクトマネジメント」などが挙げられます。
一緒に”実用的な”ソフトウェアを作りましょう。

★プログラミング技術診断システム
★細粒度履歴を用いたソフトウェア設計支援システム
★プロジェクトマネージャ支援
★摂動に基づくプログラミング学習システム

プロジェクト推進支援

プログラムをよりよくするためのアドバイス

大学でのプログラミン
グ学習には様々な段階が
ありますが、ソフトウェ
ア工学的な手法を応用し、
よりよい学習環境作りに
取り組みます。
作成したソフトウェアは
実際に演習等で活用され、
利用者からのフィードバッ
クを得て、改良を行います。

初学者に適したプログラミング環境

★モデルと検証によるロボットプログラミング

ソフトウェア設計支援

図式言語等で書かれたモデルを用
いて、検証（左図）を行うことに
よりバグのないプログラムかどう
かを確認します。さらに、実際に
プログラムをロボットで動かして
動作の確認を行います。
※記載のテーマは一例です。その他の研究テーマについても相談に応じますので気軽に相談に来てください。

北久保研究室（情報数理研究室）
～目にやさしい理論を～
普段何となく疑問に思っていることは多いハズ。身近な疑問から、社会的関心事
項、大学レベルの数学理論まで、探求する方法を身につけます。しかし難しい理論
はイメージをとらえにくいもの。当研究室では、考えを視覚化し、分りやすく説明す
ることを目標に研究を進めています。 頭にやさしい ⇒ 目にやさしい なので
研究テーマ
大学院では、画像処理を中心に研究していますが、卒業研究で取り扱うテーマは
とてもバラエティ豊かです；

JPEG って綺麗なの？
より良い画質を求め
て、画像の圧縮方法
や、プリンタで印刷
する時の画像処理技
術について研究して
います。

自然現象の不思議
気象衛星「ひまわり」から
配信される画像の受信シ
ステムがあります。取得し
た画像を処理して、降水
量の予測や台風の進路予
測など、自然現象を解析
しています。

静脈で身分証明！
個人情報が重要視
される現在、自分
であることを証明
することの難しさ
を、生体認証技術
を通して考えます。

関心事はシミュレーションで
家計簿や環境シミュレー
ションなど、さまざまなソ
フトウェアを作成してい
ます。最近話題の PM に
ついては、自動車からの
排出量を 2001 年に計
算しました。

大学院生の学会発表成果例
国際会議で優秀論文賞を受賞した研究の例です；
エルニーニョは見える？

進化する指紋認証

小川佳徳君（栃木工業高校出身）は、気象衛
星「ひまわり」の撮影した画像を処理すること
により、エルニーニョ発生の前兆を予測する試
みを発表し、第 31 回画像
科学国際会議（ICIS2010）
において優秀論文賞を
受賞しました。

吴宗煊君（福建仙游二中出身）は、指紋認証
を研究して認証精度を向上させる方法を提
案し、第 31 回画像科学
国際会議（ICIS2010）に
おいて優秀論文賞を受
賞しました。

ソフトウェア工学研究室
粂野研究室
次のような先進システムを開発し，これまでに学んだソフトウェア
設計技術の実践をしています． NPOや企業，自治体からの受託
研究もあります
• 現実の物理世界とコンピュータ上の仮想世界を融合し，新たな
価値を生み出すアプリケーション開発（街中を案内するアプリ，
ゲームアプリ等）
• 複数のコンピュータをネットワークで接続し，ビッグデータを分
散処理するシステムの構築
これ以外にも情報処理技術者試験に効率よく合格するための学
習システムなど，新たな研究も始まっています
研究テーマ例
春日部市の観光アプリ研究開発
（自治体からの委託研究）

拡張現実を用いた新たなテーブ
ルトークRPGの開発

スマートフォンアプリ向け情報配信プラット
フォームNN４の機能拡張に関する研究
（企業からの委託研究）

Hadoop2に基づく分散処理演習環境の構築に関する研究

円周率の小数点以下1億桁
にどのような数字パターン
があるかを分析せよ

面
面白
！
白い
いよ
よ！
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&
号館-124&112255

正道寺（数理工学）研究室
数 理 工学 と は， シス テ ムを と らえ る上 で シス テ ム全 体の 構 造に 着 目し，
様々な工学分野を横断的に思考する工学分野のことです．

数理工学の楽しさを実感しよう！
正道寺研究室に入って，現実の問題を色々な手法で解いてみよう！
私達を取り巻くシステムは，いくつもの分野の専門技術が融合して，年々複雑かつ巨大化して
います．そのためこれらのシステムを効率よく，しかも安全・確実に運用するための技術が不
可欠となります．数理工学は，この問題を解決すべく，問題を数学的にモデル化し，そのモデ
ルを用いて解析し，最終的にそのシステムを効率よく，かつ確実に運用するためのアルゴリズ
ム(手順)を見つけることを主な目的としています．研究室訪問は大歓迎です．是非来てね！
【大学院テーマ】
・Method to Evaluate the Influence of Information Propagation Using Twitter（APIEMS2012），
・小売店舗の出店候補地決定のための手法の提案（京都大学，2012）など，国内外でたくさん発表しています．

■主な研究テーマ
この他にも，免疫システムを利用し
た最適化，プロ野球選手評価システ
ムの開発など，沢山ありますよ．

個人認証のためのセキュ
リティ技術，健康診断や
地震の予測などにも応用
されています．

自動作曲に関する
様々な研究
数学の理論を利用して，
主旋律や最適コードを見
つけ，自動作曲に関する
研究をしています．

最適化
数理工学の分野だけ
でなく，多くの工学の
分野では，最適化を抜
きにして研究をする
ことは考えられない，
といっても言い過ぎ
ではありません．

群れ知能を用いた
最適化手法の開発
群れを作って生活している
社会性昆虫，魚，そして鳥
などの習性を利用して，現
実の問題を解いています．

画像処理に関する
研究
画像を圧縮したときに現
れる色々なノイズを取り
除くための研究で，動画像
にも応用できます．

多多 峰峰 性性 関関 数数 のの 最最 適適 化化 アアルル ゴゴ リリ ズズ ムム のの
開開発発 ややデデーータタククララススタタリリンン ググ問問題題等等

多 次 元 空 間の パ ター
ン認識に関する研究

こ
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の他
他に
にも
もた
たくくさ
さん
んの
の研
研究
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データマイニングを用いた研究

脳
脳波
波を
を用
用い
いて
て人
人間
間の
の
感
感性
性を
を科
科学
学す
する
る！
！
何だか面白
そうだね！

データマイニングとは，データの中に潜
んでいる価値のある情報を引き出すため
の大規模データ処理技術のことで，消費
者の購買動向予測（販売予測や商品企画
にもつながる）など，広範囲にわたって
利用されています．

感性の数量化に関する研究
脳波データを用いて人間の感性を数量化
することにより，音楽による作業性向上
の効果を測る研究をしています．

ノイズの発生例（赤丸部分）

高 瀬 研 究 室
ワイヤレスネットワーク・情報理論応用
キーワード：
無線通信，電波センサ（レーダ），センサーネットワーク，位置情報システム
近年、無線通信技術の発展により私たちの生活が便利になっていますが、スマートフォン、無線
LAN、カーナビなどはその代表的なものです。今後も技術の進歩でさらに便利なサービスが登場する
でしょう。高瀬研究室では、主に無線（ワイヤレス）技術に関する研究をしています。無線の変復調な
どの要素技術から、無線通信ネットワークを活用したアプリケーション開発まで幅広いテーマに取り組
んでいます。
◆ 主な研究テーマ
○ センサーや通信に適した符号化に関する研究
無線通信やレーダなど電波を利用した情報の伝達においては変復調
に用いる符号が重要な役割を果たしています。送信信号を符号変調
し、受信時にはその符号をもとに復調し情報を取り出しますが、通信
やレーダに適した符号について研究しています。計算機シミュレーシ
ョンで特性の評価を行います。（OFDM 通信や MIMO レーダなど）
○ 符号探索に関する研究
無線通信やレーダを用途とする新しい符号を見つけるためには、考
えられる全ての符号の組合せを調べるために高速な計算処理が必要と
なります。HPC (High-Performance Computing) や組合せ最適化手法
（GA, SA など）を用いて探索した符号について研究しています。
○ センサーネットワークに関する研究
短距離無線通信機器（ZigBee）を用いた位置情報システムを提案
し、位置情報取得システムの構築や位置推定アルゴリズムの検討をし
ています。また、センサーネットワーク技術を用いた学内の環境計測
システム（タブレット上で動作）を開発しています。
○ タブレットアプリケーション開発（Android/iOS）
海外の大学では情報配信アプリケーションが流行っています。本学
向けの大学情報配信システムの開発を行っています。
○ その他、無線に関することなら何でもやります。
◆ 研究室の概要
○ メンバー（2014 年度）： 大学院修士 1 名、4 年生 13 名
○ 研究設備：PC、MATLAB/Simulink（通信・信号処理用数値解析
ソフトウェア）、タブレット端末、電波暗室 など
○ 大学院生の学会発表例：
(1) 星野 他，“遺伝的アルゴリズムを用いた幅広 2 値符号の探索”，平成 25 年電気学会 電気・情報・シ
ステム部門大会講演論文集, pp.1865-1866, Sep. 2013. （★優秀ポスター賞受賞）
(2) 杉下 他, “ZigBee を用いた位置情報システムにおける位置推定法の一検討”, 電子情報通信学会 通
信方式研究会技術研究報告, Vol.112, No.118, pp.1-4, July 2012
＊ 楽しみながら卒業研究に取り組み、社会で活躍できる実力を身に付けましょう!!
＊ やる気のある方を大歓迎します!! 大学院進学希望者も大歓迎します!!
＊ 分からないことがあれば何でも質問、相談してください。e-mail: takase@nit.ac.jp

新藤研究室は、OpenGL による 3D-CG アニメーション技術を用いた新しい情報メディアシステムの研究開発を
行っています。最も力を入れているのが、人間型ソフトウェアロボットの開発と、その応用システムに関する研究
です。応用システムとして、小中学校用の理科仮想実験システム、仮想博物館システム、絵本を CG アニメーショ
ンで再生するサイバーシアター等があります。さらに、人間型ソフトウェアロボットを用いた CG アニメーション
映像の統合制作環境の開発も行っています。詳しくは、http://www3.nit.ac.jp/~shindo を閲覧してください。
研究分野 ：コンピュータグラフックス、CG アニメーション、画像情報工学、教育工学
キーワード：人間型ソフトウェアロボット、仮想実験システム、CG アニメーション制作技法

人間型ソフトウェアロボットの開発

CAP(Cyber Assistant Professor)プロジェクト

3D-CG 技術と音声合成技術で構築した人間型のソフトウ
ェアロボットを開発しています。顔の表情を人間のように多彩
に変化させながら合成音声で喋ります。体の関節を自由に動
かすための BACS という動作符号も開発しました。さらに彼ら
を用いた CG 映像をシナリオ記述言語で制作する新たな技法
の研究も行っています。

人間型ソフトウェアロボットが仮想教師となる小中学校用の
理科仮想実験システムを開発しました。気体の発生、モーター
や発電機の設計、石鹸の制作、火花放電発生装置の制作な
ど、物理や化学の複雑で危険を伴う実験を、受講者が仮想的
に体験できるシステムです。実験教材の映像は、ハイパーテキ
スト形式のシナリオ記述言語 CPSL3 で制作できます。

CT (サイバーシアター)プロジェクト

仮想博物館システム(CAP)

絵本のような CG アニメーションをシナリオ記述言語で脚本
を書くだけで映像化する新たなメディアプレイヤー Cyber
Theater を開発しています。シナリオ記述言語で、舞台、小
道具、仮想俳優を自在に配置して動かします。これまで、童
話の映像化として、「オズの魔法使い」、「桃太郎の冒険」、
「千夜一夜物語」「不思議の国のアリス」を制作してきました。

過去の建造物や船舶、昔のコンピュータなどを 3D-CG 技術
で再現して仮想的な動態復元を目指す仮想博物館システムの
開発を行っています。人間型ソフトウェアロボットが仮想学芸員
になって解説します。これまでに、黒船、咸臨丸、戦艦三笠など
の船舶や、織田信長の安土城、金閣寺などの再現を行ってき
ました。
大学院での研究テーマ例

卒業研究のテーマ例
[1]人間型ソフトウェアロボットを用いた中学校理科の仮想実験シ
ステムの研究
[2]統合型 CG 映像制作支援環境 CT-Studio の開発と CG 演習
実験教材の開発
[3]サイバーシアター「不思議の国のアリス」の開発

[1] CG アニメーションを用いた理科仮想実験システムに関する研
究（2012 年度）
[2] CG アニメーションの臨場感向上のための制作技法と投影シ
ステムに関する研究（2012 年度）
[3] 距離画像センサと音声認識を用いたヒューマンインタフェース
に関する研究（2012 年度）

大学院生の学会発表事例
[1] 萩原,新藤: CG アニメーションを用いた理科仮想実験システムに関する研究, 第 11 回情報科学技術フォーラム FIT2012 論文集(査読有),
電子情報通信学会、情報処理学会共催, Vol.3, pp.105-108,2012
[2] 小野坂,新藤:Augmented Reality(AR)技術を用いた CG アニメーションのカメラワーク制作システムの開発, 第 10 回情報科学技術フォー
ラム FIT2012 講演論文集(査読無) ,電子情報通信学会、情報処理学会共催, Vol3, pp.405-408, 2011

松田研究室（映像情報研究室）
可視化して表現できるものは、なんでも研究対象にしています。教育分野に限
らず、またコンピュータの習熟度を問わず、児童から高齢者までさらには障害
者に対しても優しく、親しみやすいシステムの構築に挑戦しています。
Kinect を用いたシステムの開発

被写体と衣服の画像を合成する試着シ
ミュレーションシステムの開発

研究室を紹介するマーカーレス AR システムの開発

ナビゲーションシステムの開発

ウォークスルー技法を用いて 3 次元
コンピュータグラフィックスで描画
した仮想空間を、実際にその中にいる
人物の視点で自由に動きまわって眺
めることができるシステムの開発

映像補助教材の開発
音声合成、字幕、体演技、シナリオ記述
言語を駆使した 3DCG 映像メディアシ
ステムを用いてサッカー、バスケの映像
補助教材の制作

画像合成システムの開発
車両画像とカーホイール画像を合成し、
装着シミュレーションを行うシステム
の開発
さらにこのシステムの Android アプリ化
への挑戦

アプリ化

知識情報処理・ケア情報処理研究室（江藤研究室）
Ⅰ．主な研究テーマ
１．熟達者の暗黙知の表出・管理・共有の方法、支援システムの開発
・熟達者のスキル分析
熟達者と初心者の違いを明らかにする。その一つの方法として、
熟達者のパホーマンス中の脳の血流の変化を NIRS
（Near-infrared Spectroscopy）により測定し、脳の活性化と
その部位を明らかにする。図１は津軽三味線を演奏している
熟達者の脳の活性化した（赤くなった）領野を示している。
・熟達者のスキルを表出・管理・共有する方法の開発
熟達者にスキルを表出させるのではなく、初心者に熟達者の
パホーマンスや作品を可視化して、観察・比較させることで
その違いに気づかせる。いかにして気づかせるかを研究する。

図1

熟達者の脳の活性化

２．ケアマネジメントを ICT により支援するシステムの開発
・ケアマネジメント支援システムの開発
ケアマネジメントを支援するソフトウェアを開発する。（ケアプラン策定支援、フットケア支援）
・ケアマネジメント教育支援システムの開発
熟達者のスキルを初心者に共有させることで教育を支援する。熟達者のケアプランを様々な形態で可視化
して、観察・比較により初心者に違いを気づかせる。その気づきを記録、参照させる。これらの繰り返し
の中で、熟達者の暗黙知（ノウハウ情報）が表出・共有される。この表出・共有のプロセスに教育的な効
果がある。図２を参照。

図２

暗黙知の表出・共有・再利用のモデル

Ⅱ．過去の卒業研究テーマ
①和楽器演奏者のスキル分析－津軽三味線を中心にして-－
②卓球上達のための感性についての研究
③ゲーム感覚で名所の位置を学べる学習支援ソフト開発
④アロマを用いたフットケアの効果に関する研究

石

原

研

究

室

石原研究室では、情報工学の発達がもののあり方や見方をどのように
変えていったのかを、インタラクティブな作品やデザインの制作を通
じて実践的に研究をしています。また近年は、様々な地図をメディア
の一様として考え、手描き商業地図と江戸古地図の図像的相関関係を
研究する等、メディア情報の視点からデザインをとらえ直す試みも行っ
ています。
・メディアインスタレーションの制作
・インタラクティブな仕組みを用いた情報の可視化
・センサーを用いたフィジカルコンピューティング

ゼ

ミ

生

募

集

ヴィ ジ ュ ア ル プ ロ
グラミング

インフォグラフィク
ス

視 覚 的 思 考 の ツ ー ル と し て、

今日、さまざまな情報が視覚的

[VVVV] を用いて制作を行います。

に表現されていますが、当研究

センサーを組込んだデバイスを

室では情報工学をベースに、双

制作し、環境や身体からの情報

方向性のある（インタラクティ

をリアルタイムに取込み、参加

ブな）インフォグラフィックス

型作品の研究制作を行います。

のあり方を研究しています。

石 原 研 の 学 生 は、自 分 で 卒 研 テ ー マ を 企 画
し 、自 分 の 力 で 完 成 さ せ て い ま す 。で す か ら 、
卒研でやってみたいことが決まっていたり、
決まっていなくても自分で何かを作り上げ
た い 学 生 は、ぜ ひ 応 募 し て み て 下 さ い。

メディア芸術
情報工学の進歩によって時代とと
もに変化する芸術の可能性と魅力
について考察します。
「建築とダ
ンス」あるいは「時間と彫刻」と
いった異なる分野をつなぎあわせ
られるコンピュータというメディ
アが、現代の芸術表現に与えてい
る影響を探っていきます。

就職

今後の発展

この 2 年間、石原研の卒業生の

芸術がその時代々々の最新技術の影響を多く受けてきたことはよく知られています。ラスコーの洞窟壁画の

就 職 内 定 取 得 率 は、な ん と

時代では、顔料そのものが最新技術であったでしょうし、抽象画は、写真技術の確立によって写実的に対象

100% です。「あきらめずにやり

を描くことの虚しさに当時の画家が気づいたから発達したのです。これらの事例はみな、技術の発達がもの

きる」ことは、卒研だけではあ

の見方を変えさせた例でしょう。

りません。全員が進路を決めて

今日の情報工学のキーワードのひとつに「インタラクション」があります。当研究室では、この「双方向性」

卒業できるような雰囲気づくり

という意味をもつ「インタラクション」をテーマに、マウスやキーボードに頼らないフィジカル・コンピュー

は、大変重要だと考えています。

ティングによるデザインや芸術分野の可能性を探っていきます。

日本工業大学工学部情報工学科

卒業研究発表展 2015

石原研究室・大橋研究室
Graduating Student Exhibition, NIT CIE Ishihara and Ohashi Lab.

ふたつの研究室の卒業研究をご紹介します。4 年生 25 名は、プログラミング、デザイン、
映像制作、時にはスケッチや工作といった作業と格闘しながら、卒業研究に取り組んできま
した。どの作品も、来場者の方々に体験いただける仕組みになっています。この機会に、ぜ
ひ見て、手にとって、体験してください。

街コンに参加したけどいい人に

があるのか、日常では知ることも

出会えない。初めての街コンで会

できません。これは、そんな普段

話のきっかけがほしい。そんな人

知るよしもない情報を教えてくれ

向けのアプリです。相手に求める

るアプリケーションです。操作は

条件を選択したり、質問に答える

非常に簡単で、アイコンをタッチ

「インタラクティブアート」と「ゲーム」。こんな、大学とはちょっと縁遠そうなことを日々
考えているのが、日本工業大学情報工学科の石原研究室と大橋研究室です。この展示では、

自分の歩いてる方角にどんな街

『タウンサーチャー』
石坂直人

卒業研究題目

「案内標識を基にした
探索通知アプリケーションの
開発」

してアプリを起動するだけです。
過去に訪れた街をふと思い出せ
てくれるアプリを作りたい、
という
思いからできました。
これを使っ
て、日々の生活にちょっとしたス

だけで、自分の周囲にいる相性
『アイサポ』
大野晃伸

佐藤孝治

卒業研究題目

「出会いサポートアプリケー
ションの開発」

のいい人を探しておしえてくれま
す。心理テストを使って判断する
ので信頼性も
（きっと）あります。
よりよい出会いのきっかけにぜ
ひ使ってみてください。

パイスを取り入れてはいかがです
か。

『harmonie』
北村大気

卒業研究題目

「カメラを用いた
ファッションコーディネート
を補助するアプリケーション
『harmonie』の開発」

色や模様をパシャ！ 自分の洋服

動画の加工って敷居が高いと思

最近、様々な場所で注目されてい

を撮影してコーデする簡単おしゃ

っていませんか? でも、
このアプリ

るプロジェクションマッピングに

カメラの顔認識機能を使い、みん
なの顔を編集することができるア

れアプリです。
フレーム内の撮影

のスタンプ機能を使えば簡単に

絵本とARマーカーを組み合わせ、

プリです。顔の部分を指でスライ

エリアはそれぞれ上着、パンツ、

ムービー加工ができちゃいます！

新しい表現の可能性に挑戦しま

ドして友達の顔にかぶせると、い

ネクタイなどに対応しています。

撮影しながら、
リアルタイムで加

した！

ままでにない集合写真を楽しむ

スワイプすると撮影した画像が

工できる優れもののアプリです。

絵本を読み進めながら動画も再

入れ替わるので、今日の気分に
合ったお気に入りのコーデを見
つけられます！
自分の洋服を使ってコーデがし
たいと思い、制作しました。抽象

『ムービースタンパー』
平賀瑞月

卒業研究題目

「スタンプ機能を用いた
リアルタイム動画加工アプリ
ケーションの開発」

ムービー加工などに興味がない
人や、
むずかしそうという理由で、
あまりムービー加工してこなかっ
た人にこそ利用してほしいと思っ
ています。手軽に操作できるアプ

『Book PMJ』
石井佑里

真中諒太

卒業研究題目

「画像認識によるプロジェク
ションマッピングを用いた
絵本の開発」

生されるので、
「次はどうなるの
だろう」というワクワク感を感じ
てもらえます。いろんな技術を使
って難しいことをやっているのじ
ゃないか?と思っている人たちに

画家のピエト・モンドリアンの作

リなので、誰でもすぐに使えるで

も、手軽に触れられるものを制作

品『コンポジション』を参考にし

しょう。

しました。

ことができます。人の顔のお面を
『顔かぶせカメラ』
平井 佑

卒業研究題目

「顔認識機能と画像編集を
組み合わせた
顔入れ替えアプリケーション
の開発」

他の人がつけるイメージだとわ
かりやすいかもしれません。
日常生活の中の様々な場面で、
お手軽に操作ができるよう、わか
りやすい操作で楽しめるように心
がけました。

たことが特徴です。

『横スクロール ACT zwei』
大森拓弥

卒業研究題目

「二つの画面で
二人のキャラクターを
同時に動かす連動型横スク
ロールゲームの開発」

ゲームといえば横スクロールアク

タブレットを傾けてボールを動か

たくさんの線の中から隠れたひ

友達にメッセージを送ると、
メッセ

ション。 だけど画面もキャラも２

しましょう。ボールと同じ色の枠

らがなを探し出そう！ ゲーム感

ージが変換されてイラストロジッ

つに増えていて、忙しさ２倍? 複

に移動させるとポイントが増えま

覚でひらがなを学ぶことができ

クの問題が届きます。それを解く

雑さ２倍? 難しさ２倍? それだけ

す! 右上のタイマーが「0」になる

る、外国人向けのひらがな学習ア

と、そこにはなんとQRコードが！

２倍があるのなら、
まさか面白さ

まで、出来るだけポイントを稼ぎ

プリケーションです。

も２倍!? という発想から生まれ

ましょう。
「Start」ボタンを押すと

全くひらがなを知らない人でも、

た２画面連動型の横スクロール
アクションゲームです。
デバイスを振って、傾けて、
キャラ
クターをゴールまで導いてあげて
下さい。 メイン画面は上ですか?
下ですか? いいえ、両方です。

『Acc Puzzle』
木越翔太

卒業研究題目

「加速度センサを用いた
パズルゲーム『Acc Puzzle』
の開発」

ゲームが始まりますので、是非プ
レイしてみてください。

『ひらがなはどこだ？』
藤原隼人

卒業研究題目

「視覚探索型
ひらがな学習アプリケーション
の開発」

レベル0でひらがなの書き順を学
ぶことが出来るから、
大丈夫です。
絵を見れば使い方が分かるので、
外国人だけでなく、小さいお子さ
んでも遊べるようになっています。
ぜひ、
このアプリケーションでひら
がなを習得してみて下さい。

QRコードがちゃんとメッセー
ジに変換されれば、あなたの気
『QRロジック』
並木翔平

卒業研究題目

「テキストデータから作成する
QRコードを基にしたイラスト
ロジック自動作成アプリケーシ
ョンの開発」

持ちは相手に届くでしょう。届い
たメッセージをすぐに読むのでは
なく、パズルを解くとメッセージ
が表示されるアプリケーションで
す。
どんな言葉が現れるか、
ドキ
ドキしながら問題を解こう！

丸山（
丸山（経営
経営情報システム
経営情報システム）研究室
情報システム）研究室
経営情報システムとは
経営情報システムとは，マネジメントに必要となる情報を即座に提供するこ
，マネジメントに必要となる情報を即座に提供するこ
とを目的としたもので
とを目的としたものです．具体的には，データの入力システム，データ処理
．具体的には，データの入力システム，データ処理
システム，情報化システム，ストレージおよび出力システムと多岐にわた
システム，情報化システム，ストレージおよび出力システムと多岐にわたり
り
ます．つまり，
ます．つまり，私たちの生活を取り巻く情報システム
私たちの生活を取り巻く情報システムと密接に
私たちの生活を取り巻く情報システム と密接に関連し
関連し，様々
，様々
な分野において応用することが可能
な分野において応用することが可能であるように
であるように，
，みなさんが社会人
みなさんが社会人
みなさんが社会人生活を
生活を
送る際にも必要
にも必要かつ重要
かつ重要となる概念・技法の
なります．
送る際にも必要
かつ重要となる概念・技法の 1 つとなります
実際にどのような
のような研究
研究を
実際にどのような
研究をするの？
システムを構築することだけが研究対象ではありません．
こんな機能
機能があれば
があれば
システムを構築することだけが研究対象ではありません 「こんな
便利なのに
便利なのに･･･」
」
，
「
「このシステムは本当に使いやすいの？」とい
システムは本当に使いやすいの？」とい
システムは本当に使いやすいの？」というように，
ように，シス
シス
テムを取り巻く
テムを取り巻く全ての事柄
全ての事柄（システム構築以外も OK!）
研究対象になります
になります
になります．
OK!）が研究対象
もっと
もっと簡単に
設定したいなぁ･･･
どんな使い方を
するんだろう･･･

スマホで使える？

= システム =
・処理
・制御

ストレージ

・出力
・利用

いいね！

 情報システム，支援ツールの構築および評価に関する研究
実生活において，
実生活において，あったら便利と思うシステムの構築やアプリケーション
あったら便利と思うシステムの構築やアプリケーション
あったら便利と思うシステムの構築やアプリケーション（
（支援ツール
支援ツール）
の開発を行うことを目的とします．ただ構築，開発するだけでは意味がないため，シミュ
レーションや統計的検定を用いて，その有効性をも
レーションや統計的検定を用いて，その有効性をも評価します
評価します．

 データマイニングに関する研究
情報システムには，大量のデータを扱うことになります．この大量データを効率よく
この大量データを効率よく活用
活用
するために
するために，データを分類するモデル構築
データを分類するモデル構築
分類するモデル構築方法
方法を提案することや，
を提案することや，対応するデータの予測
方法を提案することなどを目的とします．

 マーケティングリサーチに関する研究
多くのヒトが満足できるモノを構築
多くのヒトが満足できるモノを構築，開発するために，多くのヒトが
多くのヒトがどのようなことを
どのようなことを
どのようなことを求
めているかについて
めているかについて，インターネット上の
インターネット上のデータ
データやアンケート
アンケート調査
調査結果をもとに
もとに統計的手
統計的手
法など
などを用いて
用いて分析し，ヒトの
ヒトの意識を
意識を導出，モデル化
モデル化する
することなど
などを目的とします
目的とします．
（上記以外の
内容でも，
，もちろん OK!）
上記以外の内容でも
求めるゼミ生像
規定単位数
規定単位数のある程度
ある程度が取得できていれば
取得できていれば
取得できていれば，学業成績より
成績より下記を
下記を重視します
重視します．
 コミュニケーションが
コミュニケーションが取れるヒト
取れるヒト
 何事にも
何事にも楽しめるヒト
楽しめるヒト
問合せ先 丸山友希夫（
問合せ先：丸山
友希夫（W1 棟 205 室，maru.y.3@nit.ac.jp
aru.y.3@nit.ac.jp
aru.y.3@nit.ac.jp）まで
までお気軽に
お気軽に！

神林研究室
神林研究室では、移動エージェントを中心にして，次のような研究をしています。移動エージ
ェントとは，コンピュータからコンピュータへ移動するプログラムです。通信でなく実際に移動
してしまうことで，いといろと面白いことができます。

マルチロボット制御の研究
ロボットを巡回して探し物をしたり，最も便利な位置
にあるロボットに移動して作業をしたりすることがで
きます。
複数のロボットの間を飛び回って，集合させたり，整
列させたりすることもできます。
Kinect や AR を使ってエージェントと人間のインタフ
ェースも研究しています。下の図は、人がエージェント
に移動の指示を出しているところです。右下の図のように指を認識します。

アドホック通信でのエージェントの利用
災害時やへき地などインターネットが使えない環境でもエージェントを移動できる仕組みを作
っています。帰宅困難者の誘導システムを構築しています。ロボットが中継点へ移動して無線ネッ
トワークを構築する仕組みにも取り組んでいます。

神林研では，大学院に進んで研究したい人を求めています。とはいうものの，企業からの求人も多数来ています。
先輩たちは，次のような研究発表をしています。
・K. Shibata, M. Takimoto and Y. Kambayashi; Expanding the Control Scope of Cooperative Multiple Robots, Proceedings of the Eighth KES International
Conference on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 296, pp 17-26, 2014.
・T. Nishiyama, M. Takimoto and Y. Kambayashi, Human Intervention for Searching Targets Using Mobile Agents in a Multi-Robot Environment, Proceedings of
the Sixth KES International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services, IOS Press, pp.260-270, 2013.
・Y. Onodera and Y. Kambayashi, Vision-based User Interface for Mouse and Multi-mouse, Proceeding of the 2013 International Conference on Active Media
Technology, LNCS 8210, pp.14-23, 2013.

