
平成 29 年度
東京理科大学 総合研究院

インテリジェントシステム研究部門
研究成果報告会
プログラム

平成 30 年 3 月 2 日(金)12:45～18:00
(東京理科大学野田キャンパス・カナル会館 3階大会議室)

(1)開会挨拶  12:45～12:50
部門長・兵庫 明

(2)特別講演  12:55～15:00
「3D デジタルで変革するモノづくりと社会活動」

イグアス 3D システム事業部  中村 明宏
「排泄ケアデバイス DFree 開発の裏側」

Triple W Japan 九頭龍 雄一郎

15:00～15:10 休憩

(3)各グループにおける研究概要の紹介  15:10～16:40（質疑を含めて 1人 8 分）
1. 生体情報を基にした機械学習による感情の推定について

大田 健紘
2. マルチカラーLED アレイを用いた照明可視光通信の高度化に関する研究

小澤 佑介
3. Graph grabbing game

江川 嘉美
4. 冤罪型 DoS 攻撃と DNS サーバリフレクション DoS 攻撃の共通性

明石 重男
5. ニュース原稿自動生成システムの開発

大和田 勇人
6. 体内埋込医療機器への無線電力・情報伝送

柴 建次
7. 宇宙システムのインテリジェント化の試み

木村 真一
8. スケーラビリティの高い大容量高信頼無線通信システムの実現を目指して

樋口 健一 



9. 低周波電磁ファントムのインテリジェント化 
山本 隆彦 

10. 最近の計測用高精度 ADC アーキテクチャ（ハイブリッド ADC） 
松浦 達治、兵庫 明 

 
 
16:40～16:45 休憩 

 
(4)ポスターセッション  16:45～18:00 
1. 補助人工心臓用空心偏平型経皮電力伝送システム ‒送受電コイルの小型化と二層化‒ 

鳥飼 陽平，加我 正，柴 建次 
2. 補助人工心臓用空心型経皮エネルギー伝送システムの効率測定 ‒インバータ回路，整流回路，絶縁トラ

ンスを含めた検討‒ 
加藤 茜，高橋 俊介，柴 建次 

3. 補助人工心臓用空心型経皮エネルギー伝送システムにおける人体中に流れる高周波漏れ電流の測定 ‒高
周波絶縁トランスの試作・検討‒ 

髙橋 俊介，加藤 茜，柴 建次 
4. 生体埋込時を想定した空心偏平型経皮トランスの等価回路の作成 ‒コイル間インピーダンスを 1 次側に

置いた等価回路の提案‒ 
砂田 将平，加我 正，柴 建次 

5. 補助人工心臓への容量結合を用いた経皮的ワイヤレス電力伝送 ‒最適伝送周波数の推定‒ 
宮野 勇人，米谷 早織，柴 建次 

6. ウエストリング型経皮電力伝送 ‒受電コイルの小型化と伝送効率の算出‒ 
川口 大輔，川合 史朗，柴 建次 

7. ウエストリング型コイルを用いた補助人工心臓ワイヤレス電力伝送 ‒詳細な数値人体モデルを用いた
SAR と体内電界強度の解析‒ 

佐藤 佑哉，石岡 裕司，柴 建次 
8. 体内留置型逆流性食道炎モニタリング装置への無線電力伝送 ‒体内電界と SAR の解析‒ 

山田 聡真，勝山 晃吉，柴 建次 
9. 体内埋込型医療機器のための容量結合型無線情報伝送 ‒分割型受信電極の提案‒ 

門脇 康平，新郷 航希，柴 建次 
10. 逆流性食道炎モニタリング装置のためのワイヤレス電力情報伝送 -受信電極サイズ変化時の電力伝送効

率と通信精度- 
林 聖人，新郷 航希，柴 建次 

11. ウェアラブル機器と据え置き型機器間の人体通信における近接電極への結合の検討 
望月 幹太、越地 福朗、越地 耕二 

12. 多層プリント配線板で構成するパラボラアンテナにおける反射器の検討 
松尾 佳樹、越地 福朗、越地 耕二 

 



13. 磁界共振結合を利用する近距離ワイヤレス通信における SAR の検討 
山口 諒也、越地 福朗、越地 耕二 

14. 5GHz 帯遮断帯域を有するスリット装荷 UWBアンテナの検討 
島崎 勇登、越地 福朗、越地 耕二 

15. 人体通信を用いた脈拍信号伝送の検討 
漆館 竜吾、越地 福朗、越地 耕二 

16. UWB用広帯域アンテナの立体形状化による放射パターンの改善と小型化の検討 
山田 智裕、越地 福朗、越地 耕二 

17. ウェアラブルコイルを利用する磁界結合型人体周辺通信 
藤田 佑輔、越地 福朗、越地 耕二 

18. 人体通信時における体内埋込型心臓ペースメーカ電極への電磁的誘導の検討 
相澤 鷹比古、越地 福朗、越地 耕二 

19. 超広帯域システムにおけるショートスタブ構造付き小型アンテナの検討 
市川 舜太、竹村 暢康 

20. 音響信号の特徴量を基にした音質の客観的尺度 
亀井 綾人、中野 雅仁、大田 健紘 

21. 演劇的音声とポーズを付与した合成音声の印象 
大竹 陸矢、柳田 裕貴、大田 健紘 

22. トランペット初級者と熟達者の吹奏時における音圧と筋活動の関係性 
高橋 和也、三坂 亮太郎、大田 健紘 

23. 口唇周囲の筋電位を用いた管楽器吹奏初級者の支援システムの開発 
脇元 大地、大田 健紘 

24. ウェーブレット変換を用いた拡張 PCP による和音推定 
阿部 佳祐、大田 健紘 

25. 非負値行列因子分解 NMF を用いた楽器多重音の分離について 
錠前 聡、大田 健紘 

26. 楽曲の周波数帯域に着目したテンポ推定 
具志堅 龍星、佐藤 伸哉、大田健紘 

27. 手首屈伸筋の共収縮水準の比較によるドラム打叩運動メカニズムの解明 
峯 隼人、大田 健紘 

28. MIMOチャネル状態情報の繰り返し時間領域圧縮法における適応初期補間ベクトル設定法 
飯塚 雅文、樋口 健一 

29. チャネル復号前情報を用いた低遅延ハイブリッド ARQ法の一検討 
今村 優太、村松 大陸、樋口 健一 

30. アンテナ毎送信電力制限下におけるシステムスループットの最大化を目的としたホタルアルゴリズムを
用いたMassive MIMO ビームフォーミング制御の検討 

河合 健斗、樋口 健一 
31. 固有モードMassive MIMO-OFDM伝送におけるチャネルのヌル空間を用いた適応 PAPR 抑圧法の評価 

松本 裕貴、樋口 健一 



32. システムスループットを最大化するサービスチャネル間の最適周波数帯域幅配分法の検討 
水野 翔太、村松 大陸、樋口 健一 

33. ヘテロジーニアスネットワークにおける瞬時チャネル状態に基づく接続セル選択と時間・周波数領域スケ
ジューリングの同時最適化法 

若井 優人、樋口 健一 
34. ヘテロジーニアスネットワークにおけるシステムスループット観測値に基づく基地局間独立オンライン

型周波数ブロック毎適応送信電力制御法 
稲葉 亮、樋口 健一 

35. システムスループットを最大化する瞬時チャネル状態を考慮したサービスチャネル間の動的周波数帯域
割り当て法 

坂井 達貴、樋口 健一 
36. IDMA を用いたランダムアクセスにおける干渉キャンセラ構成の検討 

川田 真之、樋口 健一 
37. ヘテロジーニアスネットワークにおけるシステムスループット観測値に基づく確率的周波数ブロック毎

基地局送信 ON/OFF 制御法の収束速度改善 
嶋田 佳紀、樋口 健一 

38. 確率的基地局送信 ON/OFF 制御法における送信確率更新ステップサイズの適応制御に関する一検討 
落合 亮太、樋口 健一 

39. マルチユーザMIMO-OFDM伝送におけるホタルアルゴリズムを用いたビームフォーミングとチャネルの
ヌル空間を用いた適応 PAPR 抑圧法 

鈴木 幹人、樋口 健一 
40. 低周波用電磁ファントム開発に向けた生体組織の電気化学インピーダンス測定に関する研究 

山本 和輝、山本 隆彦、越地 耕二 
41. カーボンファイバへの磁界プロセッシングによる高含水ゲルファントムの異方性付与に関する基礎的検

討 
池田 龍太郎、山本 隆彦、越地 耕二 

42.  複数人人体通信における簡易腕モデルの形状に関する研究 
松山 侃太郎、山本 隆彦、越地 耕二 

43. 体内埋込型人工心臓用経皮エネルギー情報同時伝送システムにおける８の字形コイルの設計 ‒位置ずれ
発生時の特性変化‒ 

河井 卓也、山本 隆彦、越地 耕二 
44. 体内埋込型人工心臓用経皮エネルギー伝送システム ‒ハーフアクティブ整流器を用いた駆動電圧安定化

‒ 
安藤 幹、山本 隆彦、越地 耕二 

45. 完全体内埋込型人工心臓への E級増幅器を用いた経皮エネルギー伝送システムに関する検討 
尊田 将平、山本 隆彦、越地 耕二 

46. 電磁界解析を用いたマイクロ波プラズマ装置におけるシースを考慮したモデルの検討 
安部 達洋、山本 隆彦、越地 耕二 

 



47. マイクロ波加熱を用いた服の乾燥に関する研究 
朱 海、山本 隆彦、越地 耕二 

48. 遅延を考慮した 3次 Sturdy-MASH ΔΣADC の分解能劣化の改善に関する検討 
吉田 浩志、兵庫 明、松浦 達治 

49. SAR-ADC における容量誤差の推定と復元波形の補正に関する研究 
三代 太郎、兵庫 明、松浦 達治 

50. インクリメンタル NS-SAR 型 ADC に関する研究 
工藤 龍平、兵庫 明、松浦 達治 

51. 超小型乱数発生器の出力パルス間隔の測定に関する研究 
椛澤 直樹、兵庫 明、松浦 達治 

52. ランダムスイッチング制御型降圧コンバータの出力リプルに関する研究 
浅倉 静、兵庫 明、松浦 達治 

53. テールフィードバック型 LC 発振器の性能改善に関する研究 
伴野 柊司、兵庫 明、松浦 達治 

54. Adaptive hysteresis band を用いたヒステリシス制御DC-DCコンバータの負荷過渡応答改善に関する研
究 

田中 勇輝、兵庫 明、松浦 達治 
55. 逐次比較型 ADC を用いた３V入力 ADC から 0.7V 入力 ADC への入力信号の変換方法の研究 

東海林 翔 、兵庫 明、松浦 達治 
56. E 級電力増幅器のインダクタの小型化に関する研究 

藤原 嵩 、兵庫 明、松浦 達治 
 

 (6)交流会   18:15～19:40 


