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2018年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

 

 
２０１９年 ３月１５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 共起確率あるいはクラスラベルの均衡度に基づくクラス境界評価基準の開発：

元々，推定境界の分類判断に関する曖昧性（ベイズ境界性）を直接的に用いて学

習された分類器の中から最も理想的な（ベイズ境界を正確に近似する）分類器を

選択する手法であったが，今期は特に，手法の第１ステップにおける最近傍標本

の抽出法を精査し，理論に忠実ながらも計算量が多いアンカー生成に基づく手法

や，アンカーの代わりに境界近傍の標本密度情報を用いることで比較的少ない計

算量で抽出を実行できる手法などの性質を明らかにした． 

② 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：可変長パターンをセグメンタル K 平均法によって変換し

た固定次元ベクトルに KMCE 法を適用する従来の試みの問題点を精査した結果

に基づき，可変長パターンを構成する固定次元のフレームベクトルに KMCE 法

を適用し，その結果を状態遷移モデルで統合する新しい手法の定形化を行った． 

③ LGM-MCE（Large Geometric Margin Minimum Classification Error）学習法における

損失最小化手順の改良：密接に関係するため，次項④と合わせて報告． 

④ LGM-MCE 法の未知標本耐性向上効果の分析：クラス別型および２種類のクラス

共通型の平滑分類誤り損失傾きの自動設定法を精査し，クラス毎に得られる傾き

を平均化するクラス共通型自動設定法が最も未知標本耐性向上効果が大きいこ

とを明らかにした．また，LGM-MCE 法の基となる FM-MCE（Functional Margin）

MCE 法よりも，LGM-MCE 法の法が，その仮想標本生成効果に基づいて安定的

に高い未知標本耐性を発揮することも明らかにした． 

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の音声合成能力を

精査し，音声認識器の学習が，認識モデルを不適切なまでに（音声合成が困難な

ほど不自然な状態にまで）変更してしまう実態を明らかにした．また，そうした



不適切な（ある種の過学習と理解できる）学習を回避するために，音声合成機構

を正則化項として組み込む新しい音声認識器学習法の定式化を行なった． 

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：強化学習法として，ニューラルネット（NN: Neural Network）

を用いて方策候補選択を行う決定論的方策勾配（DPG: Deterministic Policy 

Gradient）法に着目し，車線復帰課題における車両の自動運転モデルの学習性能

の評価を行なった．性能の鍵を握るハイパーパラメータの中でも特に学習係数の

最適設定法を精査し，さらに NN の活性化関数等の精査も必要であることを確認

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：t-Room における利用を想定して，会議室と t-Room 内

において ABC スピーカーシステムの性能調査を行なった．その結果，左右スピ

ーカーユニットから発せられる音信号の受音点における到達時間差は予想通り

であったものの，音圧レベル差は予想値から大きく外れ得ることが明らかとなっ

た．またダミーヘッドを用いた両耳間相関係数の分析実験を行い，合成音像の広

がり（ぼけ）に受音点に近いスピーカーユニットからの回折音が影響している可

能性を見出した． 

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：特に，音源位置の移動に同期して音像再生位置，すなわち音像再生用モノ

リス位置を変更するための機構を実装し，さらにその機構にモノリス変更に伴っ

て再生音に途切れ等の雑音が生じないような信号処理機構も追加した．動作確認

実験を通して，設計通りに，同期的に位置変更ができ，かつ再生音の品質にも問

題がないことを確認した． 

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：改良型 t-Room の映

像品質を向上させるため，画像オブジェクト抽出は液晶ディスプレイと偏光フィ

ルタとを組み合わせる手法で行うこととし，その上で偏光フィルタに起因する輝

度低下を回復させる手法を実装した．また，t-Room の室内全体の 7 チャンネル

撮影映像を同時保存し，映像の大きさの正規化や適切な映像のみの選択再生など

の手法を体系的に評価するためのデータベース作成機能も実装した． 

 

上記項目の成果について，1 件の海外論文誌論文の投稿を果たし（軽微な修正を条

件とする採録），さらに 3 件の国際会議論文発表（内 1 件は発表賞を受賞）と 7 件の

国内学会発表を行った．また，国際会議 SPML2018 においてパターン認識器学習に

関する基調講演も行った． 
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2019 年 2 月 20 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．  

 



 

同  志  社  大  学 

 

2018年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

 

 
２０１８年０２月１５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 

 

 

カルテに含まれる身体部位図と描画の認識 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

医師が診療情報を記録するカルテには疾患の部位や大きさ等を描画するための身体部位図が

含まれる．病院で蓄積されたカルテに「どのような身体部位図が含まれるか」「身体部位図上

にどのような描画が描かれているか」という情報をタグ付けできれば，医療情報の管理活用に

役立つ．そこで本研究では，身体部位図・描画認識システムの包括的な開発を目的とする．我々

は昨年度までに，三重大学医学部附属病院の医療情報部門を訪問してカルテの様式や内容を調

査し，身体部位図と描画を含むカルテの模擬的な画像データを作成した． 

 

今年度は，特徴量を勾配方向ヒストグラム(HOG) ，分類器をマハラノビス距離(MD)に基づく

分類器とする身体部位図認識システムを提案し，開発と評価を行った．評価実験において認識

の汎化性能は 100%となり，従来手法よりも高性能であることを確認できた．この研究成果を

とりまとめ，ソフトコンピューティングと知能システムに関する国際会議 SCIS&ISIS-2018

に投稿した結果，採択されて発表した． 

 

さらに，身体部位図上の描画を認識する研究に進んだ．描画は極めて多様であること，および，

過去の類似事例を参照するニーズが高いことから，今回は認識そのものではなく，類似描画を

選出して推薦する機能に焦点を絞った．類似描画推薦システムは身体部位図認識で有効であっ

た HOG と MD に基づき，所定の描画に距離が近い描画を順位付けして提示する．今年度は本

システムのプロトタイプ開発にまで至った． 

 

"Body Part Diagram Recognition in Medical Records: Application of the Histograms of 

Oriented Gradients and the Mahalanobis-distance-based Classifier," Miho Ohsaki, 

Hayato Sasaki, Hiroharu Kawanaka, Shigeru Katagiri, International Conference on Soft 

Computing and Intelligent Systems and International Symposium on Advanced 

Intelligent Systems SCIS&ISIS-2018, pp. 1254-1259 (2018). 
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2019 年 4 月 15 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 65～93%ほどを占めることを述べている[1]．

つまり，人はノンバーバル情報からより多くの情報を得ており，ノンバーバ

ル情報は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． 

提案手法では，視覚的ノンバーバル情報の連続的な制御を行うための装置

として調光ガラスを用いた．本実験装置を用いたコミュニケーション実験で、

コミュニケーション動作を解析することで頭部動作の相関の推移を求め，発

話音声を解析することで全体の発声の割合と対話の活性化の割合を求めた．

実験の結果，伝達感は，視覚的ノンバーバル情報を抑制することで低下する

傾向が見られた．一方，コミュニケーション動作に関しては，頭部動作の相

関の推移を確認した結果，時系列上で相関の高い部分が見られ，また音声に

関しては，全体の発声の割合と対話の活性化の割合について各条件における

結果を得ることができた． 



 

同  志  社  大  学 

 

2018年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

 

 
2019 年 3 月 13 日提出  

所  属 職  名 氏      名 

理工学部 教授 佐藤 健哉 

研 究 題 目 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 成 果         

 

 
の 概 要         

 

ITS を含む協調型自動運転において，車両走行環境情報を相互に利用しお互いに関しし合う

ことで，なりすましなどの偽装情報送信行為の対策手法を構築し，今年度はフォルスネガティ

ブに関してのシミュレーションを用いた評価を実施した．総務省自律型モビリティシステム研

究開発において，NTT 未来ねっと研究所，NTT ドコモとの共同で自動運転車両に向けた動的

地理情報配信実証実験を実施した．また，名古屋大学と共同で設立した企業コンソーシアムを

中心に，ダイナミックマップに関する基盤となるシステムを構築し，横須賀リサーチパークで

実証実験を実施した． 

主要論文 

1. DynamicMap 2.0: A Traffic Data Management Platform Leveraging Clouds, Edges and 

Embedded Systems, International Journal on Intelligent Transport Systems Research 

(Springer), pp.1-13, 2018/11. 

2. A Method of Misbehavior Detection with Mutual Vehicle Position Monitoring, 

International Journal on Advanced in Internet Technology, Vol.11, No.1&2, pp.82-91, 

2018/8. 

3. 国際標準化における ITS 関連通信と通信セキュリティ検討の課題, 自動車技術, Vol.72, 

No.10, pp.114-115, 2018/9. 

受賞 

1. 情報処理学会論文賞 

2. IARIA Best Paper Award 

3. DICOMO 最優秀プレゼンテーション賞 

獲得外部資金 

1. 私立大学戦略的研究拠点形成支援事業  2014 年度～2018 年度「進化適応型自動車運転支

援システムドライバ・イン・ザ・ループ研究拠点形成」研究代表者 

2. 科学研究費補助金 基盤研究(B)  2016 年度～2019 年度(予定) 「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 

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 自律型モビリティシステム研究開発運営委員会 委員長 
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2019 年  4 月 22 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． 
2018 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 を新たに提案し，シミュレーシ

ョンにより実証実験時のパラメータ値を明らかにした． 
• コミュニティ・デザインに関し，これまでのフィールド実験で得られたデー

タ分析へ人工知能を応用する検討を開始し，地域の危険箇所に関する住民ら

の投稿写真からの危険個所や物体を認識し，コミュニティで共有化するシス

テムを構築し，一部その有効性を検証した． 
• SoS に向けて境界駆動型・媒介型のシステムデザインの考え方を提案した．

単なる差異の境ではなく，相互作用を誘発する動的な駆動力を有し，システ

ムとしての意味や価値の生成を媒介するものとして境界を捉える考え方であ

る．その取組のひとつとして，計測自動制御学会において「境界と関係性を

視座とするシステムズアプローチ調査研究会」を設立した． 
なお 2018 年度の研究発表状況は，ジャーナル 7 件，紀要 1 件，フルペーパー

査読国際会議論文 19 件，アブストラクト査読国際会議論文 4 件，口頭発表 116
件である．  
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2018年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

 

 
２０１９年 ２月１７日提出  

所  属 職  名 氏      名 

理 工 学 部 教 授 高 橋 和 彦 

研 究 題 目 

 

 

人間機械系における意図推定適応型制御システムの設計法 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

ヒューマン・イン・ザ・ループ構造を持つシステムでは，人の変化に応じて制御方式を転換す

る構造が有効である．そのような適応型の制御システムを構築することを目的に，ニューラル

ネットワークによる適応学習制御，人の脳活動状態を推定する手法について検討した． 

 

主な成果発表 

G. Huve, K. Takahashi and M. Hashimoto, Brain-Computer Interface Using Deep Neural 

Network and Its Application to Mobile Robot Control, 15th IEEE International Workshop 

on Advanced Motion Control, (2018.03), pp. 169-174. 

K. Takahashi, Remarks on Feedforward-Feedback Controller Using Simple Recurrent 

Quaternion Neural Network, 2nd IEEE Conference on Control Technology and Applications, 

(2018.8), pp. 1246-1251. 

K. Takahashi, Remarks on Adaptive-Type Direct Controller Using Recurrent Quaternion 

Neural Network, 2018 IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and 

Factory Automation, (2018.09), pp. 1175-1178. 

G. Huve, K. Takahashi and M. Hashimoto, fNIRS-based Brain-Computer Interface Using Deep 

Neural Networks for Classifying the Mental State of Drivers, The 27th International 

Conference on Artificial Neural Networks, (2018.10), pp. 353-362. 

K. Takahashi, Remarks on Control of Robot Manipulator Using Quaternion Neural Network, 

Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 

2018, (2018.11), pp. 560-565. 

K. Takahashi, Remarks on a Recurrent Quaternion Neural Network with Application to Servo 

Control Systems, The 2018 Australian & New Zealand Control Conference, (2018.12), pp. 

45-50. 
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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 2018 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 evolve a mapping that results in 

effective behavior of the team of predator agents, towards the goal of capturing the prey in the 

predator-prey pursuit problem (PPPP), and demonstrated that the simple agents featuring the canonical 

(straightforward) sensory morphology could hardly solve the PPPP. To enhance the performance of the 

evolved system of predator agents, we propose an asymmetric morphology featuring an angular offset of 

the sensor, relative to the longitudinal axis. The experimental results show that this change brings a 

considerable improvement of both the efficiency of evolution and the effectiveness of the evolved 

capturing behavior of agents. Finally, we verified that some of the best-evolved behaviors of predators 

with sensor offset of 20° are both (i) general in that they successfully resolve most of the additionally 

introduced, unforeseen initial situations, and (ii) robust to perception noise in that they show a limited 

degradation of the number of successfully solved initial situations. 

 

Journal publication: 

1. M. Georgiev, I. Tanev, K. Shimohara and T. 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  

Peer refereed conference proceedings: 

1. I. Tanev, M. Georgiev, K. Shimohara and T. Ray, Evolving a Team of Asymmetric Predator Agents That Do Not 

Compute in Predator-prey Pursuit Problem, Proceedings of the 18th International Conference on Artificial 

Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2018), September 12-14, 2018, Varna, Bulgaria, 

Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 11089, pp. 240-251, Springer, 2018 (Winner of the Best Paper Award ) 

2. M. Georgiev, I. Tanev and K. Shimohara, Exploration of the Effect of Uncertainty in Homogeneous and 

Heterogeneous Multi-agent Societies with Regard to their Average Characteristics, Genetic and Evolutionary 

Computation Conference 2018 (GECCO 2018), Workshop on Evolutionary Algorithms for Problems with 

Uncertainty, July 15-19, 2018, Kyoto, Japan 
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研 究 題 目 

 

 

自由視聴点レンダリング技術の開発と屋外拡声シミュレータへの応用 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 音空間レンダリングは，CG (Computer Graphics) における画像レンダリングと同様な技術

を音響分野についても実現するための技術である。すなわち，形状データや音響特性データを

基に 3 次元仮想音響空間をコンピュータ上に構築し，臨場感あふれる音響情報を数値的に計算

して提供することができる。さらに，ダミーヘッドによる仮想的なバイノーラル録音を実施す

れば，ヘッドフォンなどで実音場を立体的にほぼ模擬できる提示システムを構築できる。 

 一方，映像の分野では HMD (Head Mounted Display) と呼ばれる頭部装着型ディスプレイ

を中心とした本格的かつ普及型の VR (Virtual Reality)プラットフォームが発表され，身近に

3 次元 CG による VR 環境が体験できるようになりつつある。これらのシステムの特徴は，高

精細な両眼立体画像の提供とともに，専用センサを用いた頭部運動や身体運動のトラッキング

によるユーザ運動に連動した映像の提示により自由視点レンダリングが可能なことである。し

かしながら，この概念を音響に持ち込んだ自由聴点のレンダリング技術は未だ確立されていな

い。これは，音響の場合，周囲からの反射などの音環境の組み入れや回折などの波動性を考慮

する必要があり，レンダリングのための計算負荷が膨大となるためである。 

 本研究は，HMD による自由視点レンダリングに，音空間レンダリングによるバイノーラル

レンダリングを組み入れた自由視聴点のレンダリング技術を開発し，屋外拡声シミュレータに

適用することを目的としている。これは，東日本大震災の際に，避難誘導のための拡声音声が

複数干渉し合い，内容が聞き取れなかったという反省を元に，事前にどのような音声が再生さ

れるかを実測に寄らずにシミュレーションで再現するためである。聴取地点の周囲地形や建物

も考慮できるため，より現実に近いシミュレーションが可能となり，問題があれば改善につな

げることができる。本年度は計算領域を頭部周りとそれ以外の屋外領域に分離して，頭部領域

を細かい離散間隔，屋外領域は粗い離散間隔で計算し，両領域の仮想境界面にキルヒホッフ・

ヘルムホルツ(KH)積分方程式を適用することで高速に計算する手法を適用した。また，VBAP 

(Vector Base Amplitude Panning) 法を用いて全方位に対応したバイノーラルレンダリング

も実装した。これらにより，屋外拡声シミュレータの基礎部分の技術が開発され，簡単な地形

でレンダリングを実施したところ，一定の効果が確認された。 
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研 究 題 目 

 

 

Involvement-in-conversation-game 型 CALL の研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

１．2 台のヒト型ロボットと学習者との間で、implicit learning と tutoring による学習を総合

的に設定する枠組みを Joining-in type Robot Assisted Learning System を考案し、種々

の英語表現に対する学習効果の予備的な検討結果を、教育への音声処理および自然言語処

理に関する論文誌 International Journal: Emerging Technologies in Learning に投稿し

採択となった。 

 

２．多数話者の会話時の発話、視線情報、身体動作などを同時計測するシステムを用いて収集

した母語での会話と第二言語での会話に関するマルチモーダルコーパスを用いて、第二言

語での会話での話し手の視線動作を分析した結果、母語での会話に比して話し手は視線を

より積極的に話者交替の情報として使用している可能性が高いことが判明した。一方、聞

き手の話者への注視は発話権の取得を効率的に行うことに寄与していることが判明した。

これらの研究成果をまとめて、Gaze from and toward the Silent Third Participant in a 

Three-party Conversation と題し、HCII (Int. Conf. Human-Computer Interaction) 

2019 に投稿し採択となった。 

 

３．Joining-in type Robot Assisted Learning System での学習者との質問応答に関する学習

者の会話理解状況とシステムからの質問中と質問終了後の無声区間での学習者の注視状

況との関連について検証を行い、学習者の注視情報を用いることにより会話理解状況の推

定精度が向上することを確認した。この結果を電子情報通信学会全国大会で発表した。 

なお，今期の主要な発表論文などは以下の通りである。 

（１）  ”Learning in Joining-in-type Robot-assisted Language Learning System”, A. 

Khalifa, T. Kato, S. Yamamoto, iJET, Vol. 14, No.2, pp.105-123. 

（ 2 ） ”The Retention Effect of Learning Grammatical Patterns Implicitly Using 

Joining-in-Type Robot-Assisted Language-Learning System”, A. Khalifa, T. Kato, S. 

Yamamoto, TSD2018, pp. 492-499, Brno, Czech. 

（３） ”Comparison on Effect of Eye Gaze Activities between Human-human and 

Human-robot Conversations in Second-Language”, K. Ijuin, S. Fujio, A. Khalifa, T. Kato, 

S. Yamamoto, ISCA Workshop on AI for Multimodal Human Robot Intercation,pp. 19-22, 

Stockholm, Sweden. 

 


