
同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年 ３月 １３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，同期的遠隔コラボレーション支

援技術，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

高精度でコンピュータに理解させるための技術の開発を目指す本研究において，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クラス境界評価基準の開発：昨年度，海外の論文誌に投稿し，

今年度公開された論文中で示した，人工的なクラス境界上標本を用いて境界近傍標本

を選択し，ベイズ境界性（曖昧性尺度）を計算する手法に改良を加え，（一般に高次

元の）パターン空間内の標本が写像される 1 次元の境界近傍性尺度空間上のパルツェ

ン推定によってベイズ境界性を測る手法をほぼ確立し，その有効性を確かめた．現在，

論文執筆中である．また，本手法の基礎を成す階層型クラスタリング法に関する国内

学会ポスター論文を発表した． 

② ベイズ境界性を基準とする学習法の開発：最大ベイズ境界性学習法として定形化し，

交差検証法のような大量の繰り返し計算も，正則化も，パターン標本分布の仮定も不

要とした上で，ただ一式の学習標本群のみを用いた学習によって，ほぼ正確に理想的

なベイズ境界を達成し得ることを確認した．成果は，国際会議（査読付き）論文や国

内研究会論文，国内学会ポスター論文として発表した．また，本項と上記①項に関す

る基調講演を国際会議において行った． 

③ カーネル MCE（KMCE: Kernel Minimum Classification Error）学習法の可変長パターン

分類のための拡張：昨年度定形化した，KMCE 法と状態遷移モデルを統合した可変

長パターン分類のための KMCE 学習法を，音声認識実験において評価し，その基本

的な有効性を確認した．また，そこで用いる KMCE 法が持つ，ベイズ誤り（ベイズ

境界）推定力を，交差検証（CV: Cross-Validation）法を用いて精査し，競合するサポ

ートベクターマシンよりも圧倒的に小さな分類モデルによっても KMCE 法が十分な

精度でベイズ誤り状態を達成し得ることも確認した．成果は，国内研究会論文や国内

学会ポスター論文として発表した． 

④ LGM-MCE（Large Geometric Margin Minimum Classification Error）法の未知標本耐性向

上効果の分析：これまで分割学習（HO: Hold-Out）法の枠組みによってのみ評価して

きた LGM-MCE 学習法のベイズ誤り推定力を，CV 法の枠組みによって精査し，

LGM-MCE 法が高い精度でベイズ誤りを近似し得ることを確認した．成果は，国内研

究会論文として発表した． 

⑤ 発話モデルと分類モデルを統合する音声認識法の開発：LSP-CELP（Line Spectrum 

Pair-Code Excited Linear Prediction）法を組み込んだ音声認識器を用いて昨年度定式化

した，音声合成性を正則化項とする音声認識器学習法を，本格的に音声認識実験で評

価し，その有効性を確認した．成果は，国際会議（査読付き）論文や国内学会ポスタ

ー論文として発表した． 

⑥ 写像関数最適化における進化的プログラミング（GP: Genetic Programming）と強化学

習との比較：強化学習の一つである決定論的方策勾配（DPG: Deterministic Policy 

Gradient）法と GP 法とを，車線逸脱した車両を自動的に車線復帰させる自動運転モ

デル獲得学習において比較し，少なくとも学習に過学習を抑制するためのなんらかの

拘束条件を入れない限りにおいては，DPG 法の GP 法に対する優位性を確認した．成

果は，国内学会の講演およびポスター論文として発表した． 



⑦ 音像・映像再生装置としての遮音カバーつき（ABC: Acoustic Barrier Covered）スピー

カーシステムの改良：本手法が持つ音像のボケを根本的に解決することが困難である

ことと，音像定位が強く映像に影響される実験結果を踏まえ，遮音カバーを用いずに

等身大ディスプレイ（モノリス）上部に設置したスピーカーアレイを用いて直接的に

音源位置を制御する方式の開発に，研究の方向性を変更した．また，映像位置に応じ

て自動的に音再生スピーカーを切り替える手法を実装し，その動作を確認した．成果

は，国内学会ポスター論文として発表した． 

⑧ 遠隔コラボレーション支援システム t-Room のための同期的メディア再生技術の開

発：昨年度開発した本技術において，各モノリスにおけるスピーカー数を増やし，よ

り滑らかに音源位置を切り替えることを可能とした． 

⑨ 部屋空間全体を活かす改良型 t-Room の実装と有用性の調査：視体積交差法を用いる

自由視点映像生成技術を t-Room 用に実装し，生成 3 次元映像の解像度を一定程度抑

えれば実時間的に自由視点映像を生成し得ることを確認した． 

 

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 

２０２０年 

 ３月１２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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 3 月 11 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．  

 

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 

２０２０年 

３月１１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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年３月２０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 

 

 

共非線形変数の集合と代表の発見 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

変数間の複雑な従属関係を解明することは科学や工学に広く求められる．従来，この解明には，対

象問題のドメイン知識に基づいて絞り込んだ変数に対し，厳密に制御した実験を行うアプローチが

取られてきた．一方，WEBデータや，センサデータ，医療データ等に含まれ，複雑な現象を構成す

る多種多様な変数から従属関係を見い出すには，新たなアプローチが必要である． 

そこで我々は，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，

その第一歩として共非線形性の強さを測り検出する尺度を提案した．この尺度は，ニューラルネッ

トワーク回帰による非線形モデル化とグループラッソによる変数選択を組合わせ，回帰の性能と係

数を総合した量にすることで実現した．本年度は主に，提案尺度のモデル構造・目的関数・最適化

の定式化とアルゴリズム化，および，提案尺度のプログラム実装に注力した．また，従来の従属関

係尺度（相関係数，距離相関係数，ヒルベルト・シュミット独立基準，最大情報係数等）のプログ

ラムや，尺度を比較評価する実験に必要な人工データを合成するプログラムも実装した．なお，本

年度の研究成果の公表は researchmapに登録した通りである（ここには記載しない）． 

次年度は，実装したプログラムと合成した人工データを用いて提案尺度と従来尺度を比較評価する

実験を行い，多変数から共非線形性を検出する能力を検証する予定である．また，実問題に対して

測定・公開されたベンチマークデータセットを複数入手し，これらに提案尺度を適用して実問題に

対する有効性も検証する．現在，提案尺度で検出した複数の共非線形性を集約して，非線形な従属

関係を持つ変数集合・代表を発見する新たな手法を構想中である．この具体化も次年度に試みたい

と考えている． 

 

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 

２０２０年 

３月１１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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 4 月 20 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 大久保雅史 

研 究 題 目 

 

コミュニケーションにおける視覚的ノンバーバル情報の効果とそのモデ

ル化（基盤研究（C）） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

対面コミュニケーションにおいて，様々なノンバーバル情報のやり取りが行わ

れている．複数の研究者らはコミュニケーションで交わされるメッセージ量のう

ち，ノンバーバル情報が 65～90%ほどを占めると示唆している．すなわち，人は

ノンバーバル情報からより多くの情報を得ており，情報の共有や内容理解に重要

な役割を果たしていると考えられている． 

本研究では，自然対話による双方向コミュニケーションにおいて視覚的ノンバ

ーバル情報を制御する手法を提案し，視覚的ノンバーバル情報がコミュニケーシ

ョンにおける情報共有に及ぼす影響を伝達度と伝達感の視点から検証するとと

もに、提案手法の妥当性を検証することを目的とする． 

本年度は，視覚的ノンバーバル情報の連続的な制御を行うため、付加する電圧

によって透過度が変化する調光ガラスを用いた実験装置を用いて予備実験とコ

ミュニケーション解析のための指標の開発を行っている． 

また，ビデオコミュニケーションにおける明るさの違いがコミュニケーション

に影響することや照明色がパーソナルスペースに及ぼす影響などについて明ら

かにしている． 

新型コロナウイルスの影響により対面でのコミュニケーションが限定的にな

っている社会的状況において，遠隔での授業・会議・会話の質の向上に注目が集

まっている．通信ネットワークの安定性だけでなく，背景や画角，画面に表示さ

れる対話者の有無など検証すべき事項は多い．今後，遠隔コミュニケーションが

社会活動において大きな役割を担うことと合わせて，この分野の発展と基盤技術

の確立が望まれる． 

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 

2020 年 

 3 月 25 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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 17 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時空間グリッド予約に基づく走行調停手法を検討し，システムを構築し

た．提案システムは予約をベースとした調停手法を取ることによって，計算コストを下げることが

可能である．旅行時間に関しても現行の走行調停手法と比べ優れた結果を示した． 

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，内閣府 SIP 自動運転の大規模実証実験に参画した． 

車車間通信における通信トラフィックの増加に伴うパケットロスや通信遅延の問題を解決する

ため，セルラーネットワークと車車間通信を併用したハイブリッドネットワークにおいて V2X 通

信を仮想化し，自車両や周辺車両の走行状態情報に応じて通信範囲や送信周期を動的に変化させる

ことで，通信の伝送効率を向上させる手法を提案し，シミュレーション評価に有効性を検証した． 

主要論文 

1. Simulation Evaluation of Filtering Method for Improving Pedestrian Positioning Accuracy 

using Signal Strengths, Wireless Sensor Network, Vol.11, No.6, pp.1-14, 2019/6. 

2. Measurement of Brain Activity and Problem Discovery During Actual Driving, 

Proceedings of the International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB 

2019), pp.213-216, Beppu, Japan, 2019/1. 

3. V2X 通信を利用した協調型自動運転への流れ , 映像情報メディア学会誌 , Vol.74, No.2, 

2020/2. 

4. 協調型自動運転に向けた時空間グリッド予約に基づく走行調停手法の検討, ITS シンポジウム

2019 予稿集, 1-A-05, pp.1-6, 2019/12. 

受賞 

1. 情報処理学会 ITS 研究会奨励発表賞 

2. FIT 奨励賞 

獲得外部資金 

1. 科学研究費補助金 基盤研究(B)  2016 年度～2019 年度「セキュリティ・プライバシを考慮し

た ITS ネットワークモデルの構築」研究代表者 

2. 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）2019 年度「垂直水平ハイブリッドモデルによる

端末密集時のネットワーク伝送効率化に関する研究開発」研究分担者 

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 Connected Car 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 

２０２０年 

２月１７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 
 

2019 年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０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 

 
 
ヒト・モノ・コトの関係性が紡ぐ相互浸透型システム・オブ・システムズ 

研 究 成 果         
 
 

の 概 要         
 

本研究では，自律・分散的に存在するシステム群の連携・連動により機能するシス

テム・オブ・システムズ（SoS: System-of-Systems）の視点から社会システムの在り方

と設計法を明らかにする．着眼点として，地域社会の人々の生活そのものが SoS を

駆動し，SoS の性能・効果を左右する実体と捉え，人々の生活実態をヒト・モノ・コ

トの関係性（相互作用・つながり・文脈）としてモデル化した上で，①人々の生活実

態から収集した関係性データからのシステム間媒介要因の抽出，②媒介要因の一般

化・拡張からシステム間の情報共有機構，即ち，システム間境界の相互浸透モデル（相

互浸透型 SoS）の創出，③ヒト・モノ・コトの関係性の働きを増進する仕組みとして

の伝播・流通型関係性指数による相互浸透型 SoS の自律制御と効用拡大の研究を行

う． 
2019 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）モデル：Gift & Circulation Model に関し，シミュレーションを精緻化して

有効性を確認するとともに，その有用性を実証実験においても検証するため，ス

マートフォンアプリを開発しフィールド実験を開始した． 
 関係資産モデル：Gift & Circulation Model に基づくコミュニティ・デザインに関

しては，参加者の利己的な行動が他者との関係性への気づきを育み，結果的には

利他的な効果を生ずる可能性に注目し，新たな研究提案を行った． 
 SoS に向けた境界駆動型・媒介型のシステムデザインに関しては，境界と関係性

の双方ともに異なる観点からシステムの構造化に作用し，相補的な関係にあるこ

とを明らかにした．結果的にはシステムデザインにおける多様な視座の重要性を

確認した． 
 システムデザインにおける境界・関係性・構造において，ツリー型構造の限界を

明らかにし，SoS 化に向けたシステムズ・アプローチとしてセミラティスやリゾ

ームの概念を導入したアプローチの考え方を提案・整理した． 

なお 2019 年度の研究発表状況は，ジャーナル 5 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 12 件，口頭発表 25 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 

２０１９年 
１１月２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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年 ２月 １９日提出  

所  属 職名 氏  名 

理 工 学 部 教 授 高 橋 和 彦 

研 究 題 目 

 

代数表現による高次元ニューラルネットワークの動的システム制御への応用 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

多次元な動的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る制御系の設計手法を確立し，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の構成方法とその学習方法を検討し，特

にサーボレベルでの適応・学習制御問題における高次元ニューラルネットワークの適用方法，制御

系設計手法について検討を行った．  

 

主な成果発表 

K. Takahashi, Remarks on a Quaternion Neural Network–based Controller applied to a Three-link Robot 

Manipulator, Proceedings of the 15th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, #019, 2019. 

K. Takahashi, Remarks on Quaternion Neural Networks with Application to Trajectory Control of a Robot 

Manipulator, Proceedings of the 2019 Australian & New Zealand Control Conference, Auckland, pp. 
116-121, 2019. 

K. Takahashi, Comparison of Neural Network-Based Adaptive Controllers Using Hypercomplex Numbers 

for Controlling Robot Manipulator, Proceedings of 13th IFAC Workshop on Adaptive and Learning Control 
Systems, pp.67-72, 2019. 

K. Takahashi, R. Watanabe, H. Yamasaki and M. Hashimoto, Remarks on a Quaternion Recurrent Neural 

Network for Controlling a Robot Manipulator, Proceedings of 6th IEEE the Asia-Pacific Conference on 

Computer Science and Data Engineering, #152, 2019. 

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 

２０２０年 

２月１７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 
 

2019 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:    28/2/2020        

Department Title Name 

Information Systems Design Professor Ivan Tanev 

Research Topic 

 

 

Evolution of Social Behavior of Agents that do not Compute 

Summary of 

Research 

Results  

One of the most desired features of autonomous robotic systems is their ability to accomplish 

complex tasks with a minimum amount of sensory information. Often, however, the limited 

amount of information (simplicity of sensors) should be compensated by more precise and 

complex control. An optimal tradeoff between the simplicity of sensors and control would result in 

robots featuring better robustness, higher throughput of production and lower production costs, 

reduced energy consumption, and the potential to be implemented at very small scales. In our 

work in 2019 academic year we focused on a society of very simple robots (modeled as agents in a 

multi-agent system) that feature an “extreme simplicity” of both sensors and control. The agents 

have a single line-of-sight sensor, two wheels in a differential drive configuration as effectors, and 

a controller that does not involve any computing, but rather—a 

direct mapping of the currently perceived environmental state 

into a pair of velocities of the two wheels. Also, we applied 

genetic algorithms to co-evolve both (i) the angular offset of the 

single line-of-sign sensor (the morphology of the agents), and 

(ii) the mapping of the environmental situations into optimal 

velocities of two wheels (behavior) that results in effective 

capture of the team of predator agents of the prey in the 

predator-prey pursuit problem (PPPP). The experimental results 

indicate that the optimal angular offset of 20 degrees results in a behaviour that is both (i) most general and 

(ii) most robust to perceptual noise. 

 

Journal publication: 

  Milen Georgiev, Ivan Tanev, and Katsunori Shimohara, Coevolution of the Asymmetric Morphology and 

the Behaviour of Simple Predator Agents in Predator-Prey Pursuit Problem, Computational Intelligence 

and Neuroscience, vol. 2019, 15 pages  

  Milen Georgiev, Ivan Tanev, Katsunori Shimohara and Thomas Ray, Evolution, Robustness and 

Generality of a Team of Simple Agents with Asymmetric Morphology in Predator-Prey Pursuit Problem, 

Information, 10(2), 72, 2019, 16 pages  

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
 

28/02/2020 

※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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 27 日提出  

所  属 職名 氏  名 

理工学部 教授 土 屋 隆 生 

研 究 題 目 

 

 

マッハカットオフ発生時におけるソニックブーム騒音の数値的手法による原因究明 

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。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，マッハカットオフ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が提

案されている。マッハカットオフとは，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マッハカットオフの再現では，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，様々な様相のノイズ状音波が caustic高度以下で

観測されることがわかってきた。これらのマッハカットオフノイズは，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・回折が一因と推測される。また，大気中

の速度擾乱を考慮した音波伝搬解析もこれまでほとんどなされていない。そこで本報告では CE-FDTD法

を採用し，高度方向に温度勾配が存在する成層大気中の 2次元線形音波伝搬解析を実施した。本ツー

ルを用いて evanescent波に関するいくつかの数値実験を実施した結果，本手法は caustic高度以下の

evanescent波の解析に十分適用可能であることが示された。また，この解析ツールに速度擾乱を組み込

み，caustic以下のマッハカットオフノイズ，特に地上騒音の解析を試みた。大気モデルとして，速度擾乱

の長さスケールが高度により変化する効果を組み込んだモデルを新たに提案し，いくつかの数値実験を

実施した。その結果，マッハカットオフ発生時の地上騒音が caustic より上空の速度擾乱によるソニックブ

ームの散乱・回折によって本質的に引き起こされることを示した。また，実際の飛行試験で得られるよう

な，地上騒音に特徴的に見られるブームの繰り返しのような波形も本数値モデルで再現できることを示し

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 

① 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 

２０20 年 

 2 月 27 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。 


