
同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 02 月 19 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 情報システムデザイン学科 准教授 井本 桂右 

研 究 題 目 あらゆる環境音を分析可能とする音響イベント検出手法の検討 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究課題では，音声や楽音に限らないあらゆる音を分析し，音の種類（音響イベント）や音が収録され

た場所，周囲の人の行動などを推定する，環境音分析を取り扱っている．特に，機械学習，深層学習を中

心とした手法を用いて，自動的に音を分析するアルゴリズムの検討を進め，その性能向上を目指してい

る．機械学習に基づく環境音分析では事前に大規模な音データを準備する必要があり，技術の実用化の

大きな障壁となっている． 

本年度は，事前に得られる環境音データに偏りがある場合や，分析する音の学習難易度に差がある場

合においても正確な環境音分析を実現可能とする手法の検討を進めた．具体的には， 

・データ不均衡に対応可能な環境音分析手法 

・カリキュラム学習による音響イベント検出手法 

などを提案し，音響信号処理のトップ会議である IEEE International Conference on Acoustics, Speech 

and Signal Processing (ICASSP)で 2 本の研究発表を行った他，環境音分析分野最大の会議である

Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events (DCASE) Workshopや EUSIPCOや APSIPA

などのフラグシップ会議で 4本の研究発表を行った．また，Asia-Pacific Signal and Information Processing 

Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)において国際招待講演を行った他，9 件の国

内会議発表を行うなど順調に研究を進めることができた． 

また，昨年に引き続き， Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events (DCASE) 

Challengeにおいて，異常音検知技術に関する国際的コンペティションを主催し多くの参加者を集めること

に成功した．これらの研究成果についても，Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 

(DCASE) Workshopでの研究発表を行った． 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 

０２月１８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、

知財情報、個人情報）の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  2022/3/18        

Department Title Name 

Information Systems Design Professor Tanev Ivan Tanev 

Research Topic 

 

 

Evolution of Social Behavior of Simple Agents that Model Nano- and Micro Robots 

Summary of 

Research 

Results  

In this research, we continued (from 2020) to investigate the 

method of applying evolutionary computing (genetic 

algorithms, GA) for the development of social (e.g., 

surrounding) behavior of extremely simple agents. These 

agents, due to their physical limitations, cannot compute, and 

their very simple controller is based on simple mapping of the 

perception information directly into motion actions (e.g., 

controls to the two simulated thrusters, or motors). In addition, being consistent with the 

concept of maximal simplicity (i.e., Occam’s razor) we consider very simple 

(line-of-sight) sensor of the agents that is rigidly fixed to the body of the agent (refer to 

the figure). For the considered predator-prey pursuit problem, the perception information 

would be encoded using two bits only, where each bit encodes whether the beam reaches 

another predator agent or the prey: <00> corresponds to the situation in which the beam 

does not reach neither the predator nor the prey, <01> and <10> – reaches the prey or 

predator, respectively, and <11> – reaches both the prey and predator. We concluded that 

the implementation of agents featuring more than one line-of-sigt sensor would 

contradict the very concept of simplicity of agents.  One of the biggest challenges in 

applying GA for evolution of behavior of agents is the extensive runtime. This runtime is 

caused by the huge number of evaluations (i.e., computational effort), needed by GA 

before obtaining any useful solution. The results of our research was focused on whether 

by varying the populations size of GA we could obtain a good solution (i.e., a successful 

surrounding behavior of agents) with fewer evaluations. Contrary to the established 

knowledge, we proved that reducing the population size – despite a slight reduction of 

diversity of population -- results in faster (in terms of number of evaluations) evolution 

with fewer evaluations.  

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer ② ①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

   ３/１８ /  

 ２０２２   

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２１年 ３月 １４日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部情報システムデザイン学科 教授 片桐 滋 

研 究 題 目 

 

 

マルチメディア信号理解におけるモデル設計理論統合化の研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

映像オブジェクト抽出技術や高臨場感音像再生技術，統計的パターン認識技術を核と

して，映像や音声などのマルチメディア信号を高精度にコンピュータに理解させるため

の技術の開発を目指し，期初に計画した各項目に関して，次のような進捗をみた． 

① ベイズ境界性に基づく選択（BBS: Bayes Boundary-ness based Selection）法の有効性の

確認：従来法を大きく上回る実行効率を持つ新しい改良法の作成に成功し，投稿して

いた英文論文が掲載された． 

② 最大ベイズ境界性を基準とする（MBB: Maximum Bayes Boundary-ness）学習法の開

発：上記の BBS 法の発展形である本手法は，新たに実行した種々の実験を通してそ

の一層の改良が可能であることが判明し，その結果を国内学会において発表した．ま

た，その詳細版を国際会議論文として投稿するに至った．  

③ カーネル最小分類誤り（KMCE: Kernel Minimum Classification Error）学習法の可変長

パターン分類への拡張：可変長パターンである音声信号を用いた実験結果を国内学会

で発表するに至った． 

④ 線スペクトル対-符号励振線形予測（LSP-CELP: Line Spectrum Pair-Code Excited Linear 

Prediction）法と分類モデルを統合する音声認識法の開発：本手法によるベイズ境界

の達成にある程度の有効性を見出したものの，その決定的な論拠はまだ明らかでな

い．しかし，本手法による子供の音声の認識実験を行い，国際会議論文として投稿す

るに至るなど，明らかな進捗があった． 

⑤ 強化学習による行動最適化：行ってきた最適化の対象を分類に向け，その成果を国内

学会で発表するに至った． 

⑥ t-Room における正確な定位を可能とする音像/映像再生技術の開発：出願した特許に

基づき，本技術を複数の会議や展示会に出品した．その結果，出願技術を基に，新た

に製品化のプロトタイプとして実験装置を導入することとなった． 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 

② 
①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ３月１４日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

年  月  日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 准教授 小板隆浩 

研 究 題 目 

 

クラウドコンピューティングを利用した強いトレーディングアプリの開発 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究では，トレーディングアプリに近い性質をもつ科学技術計算ワークフローのタスクに着目

し，商用クラウドの計算資源の選択手法のために，タスク特性と計算資源の関連性について考察し

た． CPU 性能の高い c4，メモリ性能の高い r3，バランス良い性能の m4 の計算資源を使用し，

タスク特性と計算資源ごとの実行時間の影響について評価実験を行なった．実験の結果，最大メモ

リ消費量に関しては，計算資源の実行時間への影響は見られなかったが，計算資源のメモリ性能を

超えた段階でタスクが実行できなくなるため，計算資源選択においては重要である．データサイズ

に着目すると，入力データサイズより出力データサイズの方が計算資源ごとの実行時間へのより影

響が見られ，CPU 利用率が低い場合と CPU 利用率が高い場合を比較した時，出力データサイズの

増加による計算資源ごとの実行時間への影響は CPU 利用率が低い方が計算資源ごとの実行時間へ

の影響は大きいことが判明した．最後に，全ての実験結果からタスクごとの最も実行時間が短い計

算資源の選択手法を提案した．本実験により，タスク特性として定義した，CPU 利用率，最大メ

モリ消費量，入力・出力データサイズの内，CPU 利用率と出力データサイズが計算資源の実行時

間の順序に大きな影響を与えるということを示し，タスク特性を用いた計算資源選択が可能である

ことを示した． 

 売買ルール探索の時間をできるだけ短縮するか，コストをできるだけ削減するか，投資家によっ

て自己資金が異なるために重要度が異なる．実行時間を制約にした場合にできるだけコストをかけ

ないようにする，あるいはコストを制約条件にした場合にできるだけ実行時間が長くならないよう

にするといったように，投資家によって柔軟にインスタンス選択ができるようにコンピューティン

グ最適化のインスタンスタイプの中でのインスタンスの関係を本研究では明らかにした．本年度

は，価格変動するスポットインスタンスを対象とした点が新たな成果である．  

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

２月１３日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  3 月  21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 大久保 雅史 

研 究 題 目 ビデオコミュニケーションにおける情報伝達因子の検証 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

近年，コミュニケーションにおけるノンバーバル情報の重要性が注目されており，このことについて，様々

な研究が行われている．杉谷らは，情報の伝わりやすさを伝達感と伝達度の観点から検証する必要性を

述べている．また，対面とビデオチャット間においては，それぞれ対話者に及ぼす影響が異なることが数

多くの研究で示されているが，伝達感や伝達度の視点からの検証はされていない． 

そこで，本研究では，様々なビデオコミュニケーション環境が，対話者の伝達感・伝達度および発話・身体

動作に及ぼす影響を検証することを目的として実験を行っている． 

まず、オンライン講義において，学習をしている他者の映像を提示することが，情報の伝わり方や

他者の存在感に及ぼす影響を検証した．実験の結果，他者あり条件の方が他者なし条件より他者存

在感が高くなることが示された．しかしながら，他者存在感に対する回答の平均値が7段階評価で4

を下回っており，強くは感じていないことが示された．また，教室映像の方が個別映像より，他者

と同じ空間にいるように感じられることが示された．つまり，他の受講生全員が同じ空間を共有し

ていると感じるような提示方法が，他者存在感にも寄与する可能性が考えられる．また，緊張感を

感じた度合いで実験協力者を分類した分析結果では，個別映像条件において，緊張感を感じたグル

ープの方が感じていないグループよりも伝達感が向上することが示された． 

 

つぎに本研究では，スライドと配布資料の提示法の組み合わせが受講者への情報の伝わり方に及ぼ

す影響を検証することを目的として，スライドの提示法2条件と配布資料の提示法2条件を組み合わ

せた4条件で検証実験した．確認テストの結果，配布資料に穴抜きをいれることやスライドを順次

提示することが受講者の内容理解に寄与することが示唆された．これは，配布資料に穴抜きをいれ

ることによって，資料を「見る」だけでなく，「書く」という動作を行わせることで，記憶として

定着し，講義内容の理解に繋がることが理由として考えられる．また，スライドを順次提示するこ

とによって，説明されている箇所が把握しやすくなり，スライドの文字と音声を合わせて読むこと

ができるようになることで，講義内容への理解に繋がることが考えられる．また，アンケートの結

果から，穴抜きあり条件の方が，穴抜きなし条件よりスライドや音声に集中できると感じている人

が多く見られた．これは，穴抜きの部分の説明を聞き逃さないようにするために，スライドや音声

により注意を向けていたことが要因として考えられる．さらに，順次提示条件の方が，一括提示条

件よりもスライドに集中できたと感じている人が多く見られた．これは，説明のタイミングに合わ

せてスライドの文字や図が表示されるため，説明されている部分が把握しやすくなり，提示に合わ

せてスライドを読むことや音声を聞くことができたためと考えられる． 

 

今後は、さらに様々なビデオコミュニケーションについて検証を行う予定である． 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

３月２３日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年３月１７日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 

情報システムデザイン学科 
教授 大崎 美穂 

研 究 題 目 

 

 

新しい知識の気づきに導く共非線形性分析手法の開発と応用（基盤 C） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

変数間の従属関係を明らかにすることは，多くの分野に共通する課題である．対象問題のドメイン知識に

より変数が絞り込まれているならば，従属関係の厳密な定式化から分析を開始できるであろう．しかし，自

動的に多種多様なデータを得られる現在，ドメイン知識のみでは気づき難い従属関係を発見する技術が

望まれる．そこで本研究では，多変数間の非線形な従属関係（共非線形性）を分析する手法の確立を最

終目標としている．この実現には，共非線形性を検出する尺度と，本尺度を用いて共非線形性を持つ変

数の集合と代表を発見する手法が必要である．我々は昨年度までに，ニューラルネットワーク回帰(NNR)

による非線形モデル化とグループラッソ(GL)による変数選択を組み合わせ，回帰結果の性能と係数を総

合した量を共非線形性尺度 NNR-GL として提案した．そして，NNR-GLの定式化・アルゴリズム化と，プロ

グラム実装，人工データを用いた原理的有効性検証の実験を行ってきた． 

本年度は，上述の研究成果をまとめた学術論文を執筆して投稿し，国際学術論文誌 IEEE Access に採録

されるに至った．さらに，NNR-GLを実現したので次の段階として，以下の 2 つの課題に取り組み始めた．

1 つ目の課題は，実データを用いて NNR-GLの実用的有効性を検証することである．これまでに，実デー

タとして Pima Diabetes Dataset，および，US-130 Hospital Datasetの一部を用いた実験を行ったが，実デ

ータの種類とサイズを増やす必要がある．しかし，入手可能な実データの多くは「どの変数間に共非線形

性があるか」という正解を付与されておらず，そのままではNNR-GLの正解検出能力の評価に使用できな

い．そこで本年度は，関連文献等の他の情報源に基づいて正解を作成・付与可能な実データを調査し

た．明確な正解を得るに足る文献を収集・精読するには時間がかかり，正解の作成・付与のコストも高い

ため，次年度まで継続する予定である． 

2 つ目の課題は，NNR-GLを用いて非線形な従属関係にある変数の集合，および，集合内で代表となる

変数を発見することである．NNRが行う非線形モデル化と GL が行う変数選択により，NNR-GLは同時に

複数の共非線形性を検出できる．この利点を活かし，1つの変数を予測対象(出力変数)，他の変数を予測

子(入力変数)として NNR-GLを適用すれば，共非線形変数集合の候補を生成できる．さらに，異なる出力

変数と異なる初期値ごとに NNR-GLを適用して結果を蓄積すれば，複数の候補(候補群)が得られる．

我々は，各候補内の変数の出現頻度に基づき，候補群に含まれる共非線形変数集合・代表の情報を統

合する機能(IA)を考案した．そして，NNR-GL と IAの組合せに基づく共非線形変数集合・代表発見手法を

提案するに至った．提案手法の定式化・アルゴリズム化を行い，プロトタイプシステムの設計・実装も一通

り終えることができた．次年度は，1 つ目の課題である正解付与した実データの整備を終えること，2 つ目

の課題である提案手法のシステムを完成させて評価実験を行うことを目指す． 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

３月１６日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２ 年 ３ 月１５ 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 佐藤 健哉 

研 究 題 目 V2X ネットワークを利用した協調型自動運転のための情報通信プラットフォーム構築 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

協調型自動運転に向けた情報通信プラットフォームであるダイナミックマップを利用し，時空間グリッド予

約に基づく走行調停手法（予約型マイクロロードプライシング）を検討し，実証実験システムを構築した．

本システムは，経済産業省 Road to the L4 において採用され，日本のおける協調型自動運転プラットフ

ォームの基盤の候補となっている．また，名古屋大学と共同で設立したダイナミックマップ 2.0 コンソーシア

ムにおいて，情報通信プラットフォームを構築し，昨年から継続して，内閣府 SIP自動運転の東京臨海部

実証実験に参画し，協調型自動運転の実証実験を実施した．総務省の 5.9GHz帯 V2X用通信システムに

関する技術検討において，柏の葉スマートシティの自動運転実証実験コースにおいて，セルラーV2Xを利

用した協調型自動運転の実証実験にも昨年同様に協力した． 

主要論文 

1. 細野 航平，槇 昌彦，渡辺 陽介，高田 広章，佐藤 健哉，車線分割に基づきエッジサーバを

配置したダイナミックマップシステムのスケーラビリティ向上，情報処理学会論文誌 Vol.62, 

No.5, pp.1261-1274, 2021/05. 

2. Kohei Hosono, Akihiko Maki, Yosuke Watanabe, Hiroaki Takada, and Kenya Sato, 

Efficient Access Method for Multi-access Edge Servers in Dynamic Map Systems, 

International Journal on Intelligent Transport Systems Research (Springer), pp.1-14, 

https://doi.org/10.1007/s13177-021-00289-8, 2022/01. 

3. 佐藤 健哉，高田 広章，ダイナミックマップ 2.0（DM2.0）の構成と設計，電子情報通信学会 通

信ソサイエティマガジン, No.58 秋号, pp.133-139, 2021/09. 

4. 佐藤 健哉，渡辺 陽介，高田 広章，モビリティのサイバーフィジカルシステムにおけるダイ

ナミックマップ 2.0 の役割，自動車技術,Vol.75, No.10, pp.10-15, 2021/10. 

受賞 

1. 情報処理学会 ITS 研究会 優秀論文賞 

獲得外部資金 

1. 科学研究費補助金 基盤研究(A)  2020 年度～2023 年度「V2X ネットワークを利用した協調型

自動運転のための情報通信プラットフォーム構築」研究代表者 

2. 経済産業省 令和３年度「無人自動運転等の先進 MaaS 実装加速化推進事業」自動運転レベル

４等先進モビリティサービス研究開発・社会実証プロジェクト（テーマ４） 

社会貢献 

1. 国際標準化機構 ISO / ITS 専門委員会 TC204 日本代表 

2. 総務省 V2X 調査検討会 主査 

3. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research Associate Editor 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 2 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

３月１５日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021 年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 下原 勝憲 

研 究 題 目 

 
 
ウェルビーイングに向けた地域コミュニティのシステムズ・デザイン 

研 究 成 果         
 
 

の 概 要         
 

本研究は，人々の利己的な行動が，他者との関係への気づきを喚起し，結果として

利他的な効果を生ずる仕組みを提案し，人々がその仕組みを自発的・持続的に利用す

ることによって地域コミュニティのウェルビーイングが実現可能であることを実証

実験により明らかにすることを目的とする．そのために，関係資産への人々の自発

的・積極的な関与を促すインセンティブ・デザイン，関係資産の循環機構としての

Gift & Circulation Model の効果のフィールド実証，コミュニティの実相に関わるデー

タ分析を地域社会の効用につなげるための効果的なシステム間連携（System of 
Systems: SoS）の方法論の確立に取り組む． 

2021 年度は以下の研究を進めた： 

 地域社会で人々が日常的に生み出すヒト・モノ・コトとの関わりの資産性（関係

資産）およびそれが導く絆づくりの有効性を確認する実証実験のためのスマート

フォンアプリ Ver.2 を実装し，フィールド実験を開始した． 
 関係資産の循環モデル：Gift & Circulation Model に関しては，異なる世代間のコ

ミュニケーションを促進するべく，世代間インタラクションに重みづけする個人

適応化モデルを提案し，シミュレーションにより有効性を確認した．  
 地域コミュニティを対象としてシステム間連携 SoS：インセンティブ・デザイン

の観点から，個々人の固有性や状況の違いなど臨床性に注目・焦点化するともに，

集団系としての公平性・互恵性を担保する仕組みづくりに向け， 
① 地域社会活動での役割の委嘱・仲介・調整等，プロアクティブ機能の導入 
② 臨床性を重視した関係資産の生成・循環・共有化機構の多様展開 

を柱とする研究を企画・提案した． 

なお 2021 年度の研究発表状況は，ジャーナル 4 件，フルペーパー査読国際会議論

文 4 件，アブストラクト査読国際会議論文 4 件，口頭発表 17 件である． 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 
本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 
 
・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 
１０月２８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年２月１８日提出  

所  属 職名 氏  名 

理 工 学 部 教 授 高 橋 和 彦 

研 究 題 目 四元数ニューラルネットワークによるダイナミカルシステムの制御系設計 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

ダイナミクスを有するシステムに対する適応・学習制御手法として，代数表現に基づいて高次元化

されたニューラルネットワークを用いて制御系を設計する手法を確立し，その特性を明らかにする

ことを目的として，四元数により高次元化したニューラルネットワークをサーボレベルの制御問題

に適用する手法について検討した．  

 

主な成果発表 

K. Takahashi, ``Comparison of High-Dimensional Neural Networks Using Hypercomplex Numbers in a 

Robot Manipulator Control’’, Artificial Life and Robotics, Vol. 26, No. 3, pp. 367-377, 2021. 

K. Takahashi, R. Yokono, C. Chu, G. Huve and M. Hashimoto, ``fNIRS-Based BCI Using Deep Neural 

Network with an Application to Deduce the Driving Mode based on the Driver's Mental State’’, in 

Proceedings of 22nd International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, pp. 

213-219., 2021. 

K. Takahashi, S. Shibata and M Hashimoto, ``Remarks on System Identification Using a Quaternion 

Recurrent Neural Network Trained by Backpropagation through Time’’, in Proceedings of the 2021 

Australian & New Zealand Control Conference, pp.122-125, 2021. 

K. Takahashi, E. Tano and M Hashimoto, ``Remarks on Quaternion Multi-Layer Neural Network Based on 

the Generalised HR Calculus’’, in Proceedings of the 2021 Australian & New Zealand Control Conference, 

pp. 126-130, 2021. 

K. Takahashi, E. Tano and M Hashimoto, ``Remarks on Feedforward-Feedback Controller Using a Trained 

Quaternion Neural Network Based on Generalised HR Calculus and Its Application to Controlling a Robot 

Manipulator’’, in Proceedings of the 2021 (11th) International Conference on Advanced Mechatronic 

Systems, 6 pages, 2021. 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 

③ ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

２月５日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 14 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部情報システムデザイン学科 准教授 田村 晃裕 

研 究 題 目 

 

 

 同期式構文解析に基づくニューラル機械翻訳に関する研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究課題は，ニューラルネットワークに基づく機械翻訳（Neural Machine Translation; NMT）

の中で，語順などの構造が異なる言語間（例えば英語と日本語など）の翻訳に有効である，文構造

に基づく NMT の性能改善を目指すものである．従来の文構造に基づく NMT では，原言語（翻訳

元の言語）や目的言語（翻訳先の言語）の文構造は翻訳相手の文構造とは独立に解析されるため，

翻訳の手がかりとして最適であるとは限らない．そこで本研究課題では，原言語の文構造と目的言

語の文構造の間で対応をもたせた同期式構文解析を組み込んだ NMT の実現に向けて研究を行っ

た． 

昨年度，Transformer NMT モデルにおいて，原言語側の文構造を捉える自己注意機構と目的言語

側の文構造を捉える自己注意機構の間で，対応関係を持たせるように整合性を保つ制約を与えて学

習する NMT モデルを考案した．そして，日本語と英語間及び英語とドイツ語間の翻訳で考案モデ

ルにより翻訳精度が向上することを実験的に確認した．今年度は，翻訳結果の事例を考察し，定性

的に考案モデルが翻訳結果を改善できることを確認した．それらの成果をまとめた論文が，査読あ

り国際会議 ACL-IJCNLP 2021 Student Research Workshop で採択され，研究成果を外部で発表し

た． 

また，昨年度から開発している，原言語文中の単語と目的言語文中の単語が対応するように文分割

を行う，機械翻訳のためのバイリンガルな文分割手法を導入し，翻訳精度を改善できることを実験

的に確認した． 

【発表文献リスト】 

・Hiroyuki Deguchi, Akihiro Tamura, Takashi Ninomiya. “Synchronous Syntactic Attention for 

Transformer Neural Machine Translation”, ACL-IJCNLP 2021 Student Research Workshop, 

pp.348-355, August 2021.  

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２１年 

１２月３日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 土 屋 隆 生 

研 究 題 目 

 

 

気象条件を考慮した超音速旅客機のマッハカットオフ騒音の数値予測モデルの構築 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 大陸間を短時間で結ぶ次世代超音速旅客機 (SST) の商業運航を目指して世界各国で研究開発が進

められている。その中でも，アメリカのベンチャー企業は 2020 年代の商業運航計画を発表し，注目を集

めている。これまで，SST の商業運航を実現する上でソニックブーム騒音の問題が大きく立ちはだかって

いたが，彼らは Mach cutoff という現象を利用することでブームを地表に届かせないような運航計画を提

案している。Mach cutoff とは，SST の飛行速度がその飛行高度における音速よりも少し速い場合に音

線が地表に到達せず，弧を描いて上空に回折する現象である。このように音線が曲がるのは，大気中に

おいて高度方向に存在する温度勾配に起因する音速勾配が本質的な原因である。弧を描いた複数の音

線包絡は caustic と呼ばれ，caustic 高度以下では音波は evanescent 波として振る舞い，高度低下とと

もに急激な減衰が生じることが理論的に知られている。この現象を積極的に利用すると，SST から発せら

れるソニックブームを地上にほとんど到達させることなく，騒音の低減が可能となることが見込まれる。 

 しかしながら，実際の飛行試験による Mach cutoff の再現で は，caustic が形成されてもそれ以下の

高度で必ずしも理論に従うような低振幅とはならずに，Mach cutoff 騒音が caustic 高度以下で観測され

ることがわかってきた。これらの Mach cutoff 騒音は，伝搬経路上の大気中に発生する大気乱流に起因

する局所的な速度擾乱によるソニックブームの散乱・回折が一因と考えられ，これまで CE-FDTD 

(Compact Explicit Finite Different- Time Domain) 法による 2次元全空間解析ツールの開発により，Mach 

cutoff 騒音の解析を行えるようにしてきた。一方で，解析ツールは国際標準大気を対象としたもので，実

際の大気条件を反映できなかった。 

 そこで，本研究では気象庁の実観測データを組み入れた解析に対応することで，実気象条件を適用した

場合の Mach cutoff 騒音について検討を行った。その結果，日々の気象変化はもちろんのこと，季節や地

域により Mach cutoff 騒音の発生状況が大きく変化することが示され，将来の商業運行の場合には気象

条件を加味した十分な検討が必要であることが示唆された。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 

② ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０22 年 

2 月 21 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。


