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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 

 

Ｇ２３０８ 
関連研究分野 

（分科細目コード）

知覚情報処理・知能ロボティ

クス（１００６） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

メディカルアクセス空間構築のための知覚・表現メディア国際共同研究 

（平成２３年度） 

代表研究機関名 

慶應義塾大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

 なし 

 

主担当研究者氏名 
 斎藤 英雄 

 

補助金支出額 
（平成23年度） 

14,233,883  円  

（平成 24 年度） 

21,539,000  円  

（平成 25 年度） 

21,841,241  円  

（合計） 

      57,614,124 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成23年度） 

        2 人  

 

（平成24年度） 

        3  人  

（      2 人）

（平成25年度） 

          3  人  

（      1 人）

（合計） 

             5  人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成23年度） 

        2 人  

 

（平成24年度） 

        3  人  

（      2 人）

（平成25年度） 

          3  人  

（      1 人）

（合計） 

             5  人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成23年度） 

       0  人  

 

（平成24年度） 

       0   人  

（       人）

（平成25年度） 

        0    人  

（       人）

（合計） 

            0   人
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

本事業が目指す「メディカルアクセス空間」の構築は拡張現実感、ハプティクス、ネ

ットワーク通信技術を基本概念として、それらを高いレベルで統合することで初めて達

成されるものである。すなわち、この次世代の産業イノベーションの礎となる本技術は

、個々の専門分野における学理の追求に加えて複数の学問分野を統合することで明らか

になる新しい知によりもたらされるものである。  

 派遣先のUCバークレー校では高度メカトロニクス技術、ミュンヘン工科大学では医療

応用を目指した拡張現実感、パドヴァ大学ではインターネットを介した触覚通信に関す

る世界最先端の研究を行っているため、頭脳循環を行うことで「知覚・表現メディア」

に精通した研究者の育成が期待される。第三のマルチメディアの獲得という将来性が期

待できる分野において、もし日本国外の方式で標準規格が定められると、我が国の製造

業はダメージを受けることが必至となる。そのため、「知覚・表現メディア」技術に係

る頭脳循環による若手研究者育成は緊急を要する課題となる。本事業の実施により横断

分野における知識と経験を培うことで、若手研究者が将来、世界的水準の研究人材とし

て活躍し、我が国の学術の振興に貢献することが期待される。  

 派遣先での共同研究により得られた研究成果に関しては、IEEEをはじめとする国際ジ

ャーナルに論文として纏め、その数を毎年モニタリングすることで、本事業の検証を行

う。また掲載論文の被引用数やH-Indexの動向をモニターすることを特に重要視してい

る。さらに、IEEE等の学会における専門委員会の設立や、本事業により派遣された若手

研究者が中心となった新しいテーマでの国際会議やシンポジウムの主催数等にも本事業

の効果が表れてくるものと確信している。  

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

☑期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 計画どおり、合計５名の若手研究者が各研究機関に派遣され、世界的水準の研究人材

として国際的な環境下における研究活動を通じてメディカルアクセス空間構築に関わる

様々な要素において新たな知識や経験を獲得した。そして、得られた成果は国際学会お

よび論文誌において発表を行うに至っており、本プログラムの施行は研究者の人材育成

に関して大きな効果があったと言える。5名のうちの4名が博士課程学生の派遣であり、

博士学生の学位取得後の研究者としての活躍が期待できることは間違いない。博士研究

員として派遣された１名の若手研究者は、既に当該分野において注目を集める若手研究

者として育っている。特に、国際会議 (ACPR2013, ISMAR2014)においてチュートリアル

講演を実施・企画したり、国内シンポジウム (SSII2014)における新鋭若手セッションに

おける招待講演を行ったりするなど、大きく活躍の幅を広げている。  
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UC バークレー校での国際ワークショ

ップの実施（前列左より担当研究者の

桂，Prof.  Tomizuka，派遣者②）  

 

ミュンヘン工科大学での国際ワークシ

ョップ（ 2012 年 10 月）の実施（左か

ら 5 人目から Prof. Nassir Navab、担

当研究者の青木、派遣者①、主担当研究

者の斎藤、派遣者⑤。右から 3 人目が

担当研究者の杉本、右から 6 人目が担

当研究者のドゥソルビエ）  
 

ワークショップにて開催した公開実験

の様子（写真上：公開デモンストレーシ

ョン実験の様子、写真下：  パドヴァ大

学 Oboe 教授）  

 このような若手研究者の派遣にともない、海外のト

ップレベルの研究者と連携を図り研究に関する意見

交換を行い、研究者としての国際力が大きく増進する

に至った。例えばUCバークレー校との間においては

国際ワークショップを開催しており（右上図）、慶應

義塾大学が持つ実世界ハプティクス技術とUCバーク

レー校が得意とする高精度ディジタル制御技術をメ

ディカルアクセス空間という新しい概念の下で協調

させる方法論について議論を行った。また、ミュンヘ

ン工科大学ではコンピュータビジョンやイメージプ

ロセッシングを中心としたワークショップを 2012年

10月と2014年3月の2回にわたり開催し（右下図）、

医用画像解析や視覚情報提示システム等の構築に関

して意見交換を行っている。このように新しい「知覚

・表現メディア」に関する理論基盤の創成に向け、互

いの専門分野の枠を超えた協同ネットワークを築き

あげたことは派遣者らにとって極めて有用な経験で

あり、頭脳循環による若手育成プログラムならではの

成果である。  

 また、得られた研究成果については公開デモンスト

レーションを行い（下図）、研究内容の意義や公開さ

れたシステムに関して活発な議論が行われた。このよ

うに国際環境下における研究活動から成果発信まで

研究者に必要とされる素養の網羅的な育成を行って

おり、新規の挑戦的課題設定であったにもかかわらず

それぞれの派遣者らが研究者として大きく成長する

に至っており、本プログラムは若手研究者の人材育成

について期待を上回る成果を得たと言える。特に、メ

カトロニクス、拡張現実感、遠隔知覚通信といった、

異なる技術領域を跨ぐ新しい「知覚・表現メディア」

の素養を持った学生を国際的な環境の下で育成する、

という挑戦的目標設定に関し、それぞれの派遣学生が

自分の専門の枠を大きく飛び越え、他の技術領域の知

見を海外のトップレベルの研究者との連携により獲

得したというのが最大の成果である。新規の挑戦的課

題設定であるため、学術的アウトプットとしての業績

は、主に国際会議での発表が中心であり、今後、当該

分野を牽引するような視野を持った研究者となるた

めの土台が作られたと確信している。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（１０－２）に記載した国際共同研究に

おいて期待される成果概要） 

○国際共同研究課題の到達目標 

■ 拡張現実感のための実世界ハプティックデバイス（サブテーマ１）  

 従来のモーションコントロール技術では困難とされていた、ナノスケールでのサーボ

を実装した多自由度ハプティックデバイスを構築する。 

■ 拡張現実感のための通信技術の確立（サブテーマ２）  

 視触覚情報の高品質・広帯域伝送のための通信技術の開発と、通信下における視触覚

情報呈示デバイスの制御法を構築する。 

■ 知覚・メディア表現に基づく医療支援のための複合現実感（サブテーマ３） 

 医療支援のための視覚情報処理法に関して研究を行い、最終的には視触覚情報の統合

による医療支援用拡張現実呈示システムを構築することを目標とする。 

 

○国際共同研究において期待される成果概要 

「メディカルアクセス空間」は、低侵襲性医療で特に必要とされる実世界触覚情報を

双方向に伝達可能なテレハプティクスを基盤としている。これにより、将来の遠隔触診

などの診断や手術トレーニングを行うシミュレータなどの革新的な医療システムの創成

が期待される。学術的には、実世界触覚情報と拡張現実感を同時に再現するための設計

方法論を世界で初めて明らかにするもので、国際的な意義は大きい。特に、単方向性感

覚情報である視覚と双方向性感覚情報である触覚を同期させて再現するためには、多元

的実世界モデルやサンプル情報を扱うための情報環境空間を学術分野として創成する必

要がある。つまり個々の離散情報の管理のみならず、実世界における作用・反作用を表

す双方向性感覚情報を数理的に扱うことが求められる。本事業の実施により、感覚情報

を従来の情報と含めて総合的かつ効率よく管理できるシステムの構築・運営・管理手法

の確立が期待され、国際的な学術上の課題解決に資するものであると言える。 

本事業で構築する「知覚・表現メディア」のモデル群は技能記述も含んでおり、この

情報を共有することで異なる時間における人と人とを結び、技術や伝統を伝えることが

可能になる。構築したデータベースを解析することで、「匠」たる技術を取得した事由

や過程等の解析や、技術伝承における効率等についてさらに研究を進めることができる。

本事業の実施を通して達成された研究成果は、国際論文誌への論文掲載数や国際特許

出願数、国際標準獲得数などのモニタリング、さらに我が国における早期実用化等で検

証可能である。 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

☑十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 
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日米伊間におけるマルチラテラル制御の実験

【理由】 

プロジェクト採用期間の３年間において計５名をそれぞれ海外大学へ派遣し、メディ

カルアクセス空間構築に係る基盤技術を多岐にわたる学問分野より開発できたことか

ら、国際共同研究課題における目標は十分に達成できた。  

サブテーマ１に関しては、人間支援システムにおける高度メカトロニクス制御や超精

密制御に造詣の深いUCバークレー校のProf. Masayoshi Tomizukaのもとへ博士課程学

生１名を派遣し共同研究を行った。メディカルアクセス空間構築において核となる触覚

通信の透明性向上のため、マニピュレータの制御アルゴリズム開発に関して検討を行っ

た。具体的には伝送された位相遅れが存在する触覚情報に専用の制御補償器を付加し、

またシステムの動作状況に合わせた適切な補償アルゴリズム設計を施すことで高精度な

位置同期および作用・反作用の法則の人工再現が達成可能であることを確認した。構築

した理論の有効性に関してはUCバークレー校と慶應義塾大学側との相互触覚通信実験

を行うことで確認した。得られた研究成果は資料４に示すように随時 IEEE Industrial 

Electronics Society 主催の国際会議で発表し、高い評価を得た。  

サブテーマ２に関してはインターネットを介した触覚通信の研究で成果を上げている

パドヴァ大学のProf. Roberto Oboeのもとへ博士課程学生１名を派遣し、共同研究を

行った。共同研究では日本、イタリアおよび米国において通信ネットワークを構築し、

三国間でリアルタイムに触覚を共有するマルチラテラル制御の実現に世界で初めて成功

した（右図）。複数地点より大陸を超えて触覚情

報を共有するプラットフォームの構築は、新たな

医療用マルチメディア形態の創成において重要

な成果であると考えられる。また本成果とは別

に、波動方程式に基づく時空間を考慮した通信遅

延補償に関する制御理論についても研究に着手

し て お り 、 そ の 研 究 成 果 を IEEE Industrial 

Electronics Society 主 催 の 国 際 会 議 で 発 表 し

Best Presentation Award in Sessionを受賞す

る等、研究に対して高い評価を得た。  

 サブテーマ３においてはコンピュータビジョンやイメージプロセッシングに関する研

究を行っており、医療用画像や拡張現実に造詣の深いミュンヘン工科大学のProf. Nassir 

NavabのもとへKLL研究員と博士課程学生の２名を派遣し、共同研究を行った。本研究

活動において、医療現場での作業従事者の行動を認識・蓄積し時後解析することにより、

ワークフローの分析と改善のための支援が可能となった。これに加えて頑健な人物追跡

・行動認識に関する研究開発も行っており、手術室における作業従事者のワークフロー

解析用データ蓄積を自動化するための基盤要素技術を培うことが出来たのは大きな成果

であった．今後は、この技術をベースとして、リアルタイムで医療従事者の状況をセン

シングしながら、複合現実感技術との融合をはかり、適切なタイミングで適切な医療支

援を実現するシステムを構築する予定である。さらに、資料４ IEEE- VR2014で発表され

たトレーニングシステムを共同構築した。また、制御技術および画像処理技術の統合を

行うためにUCバークレー校Prof. Tomizuka Masayoshiのもとへ博士課程学生を１名派

遣し、共同で研究を遂行した。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

本プログラム終了後も関連事業として、慶應義塾大学理工学部では「大学の世界展開

力強化事業」を実施しており、ミュンヘン工科大学をはじめとする海外の大学への積極

的な人材の派遣を持続している。また、科研費等の研究費を用いた研究者の短期滞在な

ども実施することで、研究体制の強化に取り組みを進めている。更に、関連テーマにつ

いての共同研究を実施している企業との連携により、海外研究拠点への学生インターン

派遣も積極的に実施しており若手研究者育成を持続的に進めている。  

 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

本プログラムの期間を通じて海外の共同研究機関との人的交流を拡大することができ

た。2012 年 11 月にミュンヘン工科大学の Prof. Nassir Navab、2013 年 12 月にミュン

ヘン工科大学の Prof. Gudrun Klinker、2014 年 3 月にパドヴァ大学の Prof. Roberto Oboe

が慶應義塾大学を訪問してきており、交流を深めることが出来ている。更に、プログラ

ム終了後の 2014 年 6 月にもミュンヘン工科大学の研究チームが本プログラムを実施し

た慶應義塾大学の研究チームを訪問してワークショップを開催した。このように、本プ

ログラムの実施を通じて研究機関同士の連携が強固となっている。  

 また、本プログラムを通じて派遣した研究員・博士課程学生が提携先の研究機関との

人的交流の鍵となっている。プログラム終了後も持続している海外研究機関の研究者受

け入れや学生の派遣にあたっては、本事業で支援した若手研究者が派遣中に培ったネッ

トワークを活用しながら円滑に調整を進め、組織としての交流にも貢献している。  

今後も、本プログラムで形成した海外研究機関との連携実績・海外での研究実績を持

つ研究者を生かしながら、新たな大学・研究機関とも人材交流を進めていくことが可能

であると考えられる。  

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 

本プロジェクトにおいては、若手研究員・博士課程学生の海外研究機関への派遣を中

心に事業の推進を行ったが、海外研究機関との連携により最先端の研究を実施した実績

とその人的ネットワークは、今後の若手研究者の研究活動において貴重な資産となり、

今後の活躍の糧となると考えられる。また、海外の研究機関はもとより、日本国内の研

究機関においても海外での研究経験を持つ人材を高く評価する動きが顕著となってきて

おり、本プログラムによる派遣の経験は、今後の研究者のキャリア形成において重要な

役割を果たすことが期待される。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

斎藤
サイトウ

 英雄
ヒ デ オ

 

 

担当研究者 

桂
カツラ

 誠一郎
セイイチロウ

 

杉本
スギモト

 麻樹
マ キ

 

ﾄﾞｩｿﾙﾋﾞｴ ﾄﾞｩ

ﾌﾟﾆｬﾄﾞﾚｽ, ﾌﾗﾝ

ｿﾜ 

青木
ア オ キ

 義
ヨシ

満
ミツ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計５名 

 

慶應義塾大学 

 

 

 

慶應義塾大学 

慶應義塾大学 

慶應義塾大学 

 

 

慶應義塾大学 

 

理工学部 

 

 

 

理工学部 

理工学部 

理工学部 

 

 

理工学部 

教授 

 

 

 

准教授 

専任講師

助教（有

期） 

 

准教授 

 

情報工学 

 

 

 

ハプティクス 

情報工学 

情報工学 

 

 

画像センシン

グ 

 

 

 

 

 

 

（H24.1.24追加） 

（H24.1.24追加） 

 

 

（H25.5.31追加） 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

アメリカ 

 

ドイツ 

 

イタリア 

UCバークレー校 

 

ミュンヘン工科大学 

 

パドヴァ大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 ３機関 

Masayoshi Tomizuka 
 
Nassir Navab 
 
Roberto Oboe 

Professor 
 
Professor 
 
Associate 
Professor 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

■  選抜方針：  
本申請プロジェクトでは、医療支援のための新たなる知覚・表現メディアとしてメディ

カルアクセス空間という概念を提唱する。本提案は、制御工学において近年注目が集まっ

ている実世界ハプティクスと拡張現実感に基づく画像処理技術、インターネット通信制御

技術を統合することで実現可能である。この３本柱となる技術を基に、以下のような具体

的なプロジェクトについて若手研究者の選抜を行う。  
①  拡張現実感のための実世界ハプティックデバイス  
②  拡張現実感のための通信技術の確立  
③  知覚・表現メディアに基づく医療支援のための複合現実感  
■  選抜基準：  
 上記のプロジェクトについて若手研究者を募集し、競争的に選抜を行う。  
■  選抜方式：  

実世界ハプティクス、拡張現実感に関してこれまで研究経験があり、派遣先の技術との

融合によりさらなる研究の発展が期待できる若手研究者を書類審査及び面接によって選抜

する。本プロジェクトでは、研究成果の発表のための語学力および派遣先でのコミュニ  

ケーション能力が重要であるため選考時に確認する。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

慶應義塾大学は国際交流協定を結ぶ機関が 250 機関を超え、年間で比較的長い期間の派

遣研究者が 100 名近く、派遣留学生は 200 名を数える。その経験を基にしたノウハウを持

ち、研究者については、事前に海外での滞在先住所、メールアドレスや計画などを記載さ

せた「国外留学･出張願」を提出させて人事部および所属学部・研究科等で把握し、学生に

ついては「到着届」等の提出を徹底させることにより学生部で海外での住所･連絡先や旅程

などを把握して、常に連絡を取れる体制を確保した。  
また、過去において「テロ」や「インフルエンザ」などの問題の際に実施したように、

海外派遣先の安全情報については、外務省・厚生労働省などの関係官庁や在外の三田会（卒

業生組織）などから危機管理･安全確保のための情報を随時収集し、広報室や塾長室を中心

に公式ホームページやイントラネットへの掲載、印刷物による配布、会議体での周知を図

り、必要に応じて派遣者に連絡･通知できる体制のもとに実施した。  
 さらに、適宜、主担当研究者・担当研究者である教員が派遣先を訪問し、研究の進捗状

況は当然のこと、生活面を含む様々な観点から派遣者を支援した。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 変更なし。 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

派遣者① 

 本プログラムでミュンヘン工科大学に派遣後、2013 年 4 月より、早稲田大学の研究員と

して、研究活動に邁進している。国内・国際会議において、医療応用を目指した複合現実

感技術に関する研究成果を精力的に発信し、特に、ACPR2013 でのチュートリアル講演、

SSII2014 での「新鋭研究者スポットライトセッション」、ISMAR2014 でのチュートリア

ル講演、といったような、当該分野の国際会議等で、注目される若手研究者の一人として

頭角を現している。  
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派遣者② 

 本プログラムで UC バークレーに派遣後、力覚と温熱覚を統合したヒューマンインタ

フェースの制御に取り組み、異なる感覚情報を融合する一般化物理システム制御理論の構

築に成功した。この内容に関して CEATEC JAPAN2014 に出展し、CEATEC AWARD の

受賞に至るなど、産業界から高い評価を得た。学位取得後は産学の架け橋としてイノベー

ションを牽引する新鋭研究者としての活躍が期待される。 

 

派遣者③ 

本プログラムでパドヴァ大学に派遣後、共振系と時間遅れを統一的に制御する波動シス

テム理論の構築に成功した。この制御理論は時間と空間の双方を考慮する波動方程式を

ベースにしており、物理的な解釈が明解でありながら産業上の有用性が高いものになって

いる。このことは、この成果を纏めた論文が FA 財団論文賞を受賞したことからも明らか

である。今後は継続して非常に高い新規性ある研究を発信する研究者として活躍が期待さ

れる。 

 

派遣者④ 

 機械学習による画像認識に関する研究者として、派遣中には、実環境においての活動が

求められる盲導犬ロボットの視覚認識機能に関する研究に従事した。派遣中には、特に近

年注目されている深層学習、オンライン学習といった新しい技術を獲得し、現在これらを

ベースにした適応型画像認識システムの研究で成果を挙げつつある。海外研究者との連携

を更に深めつつ、その成果を国際会議や国際学術誌への投稿へ繋げるべく研究を進めてお

り、今後グローバルな視点を持った新鋭研究者としての活躍が期待される。 

  

派遣者⑤ 

 機械学習による人物画像認識に関する研究者として、派遣中には、実時間で頑健に人物

の三次元姿勢を推定する技術に関する研究に従事した。従来、計算量が多く実時間での処

理が困難であった課題に対し、海外研究者との協力のもと、高速化達成のためのアルゴリ

ズムを考案し、実現可能性を示した。帰国後も、ミュンヘン工科大の研究者と共に、著名

国際会議への論文投稿を行うなど、国際連携を継続しながら研究を推進している。発展が

目覚ましい人物検出、追跡、姿勢推定技術分野において、国際的な活躍が期待される。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の

評価において、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記

載してください。） 

 本派遣プログラムを実施した慶應義塾大学は、国際的な研究・教育を行う機関として 21
世紀 COE、グローバル COE、リーディング大学院、といったプログラムに採択され、組

織的に若手研究者を育成する枠組みを構築中である。実際に、本頭脳循環で採択して頂い

た取り組みは、これに先立って実施していたグローバル COE での共同研究・若手研究者育

成の成果をベースにしたものである。このような関連する競争的資金等を活発に獲得しな

がら、組織的に若手研究者の育成や海外派遣を行うための枠組みは本プログラムの実施に

より強固なものとして確立されたと考えられる。また、慶應義塾大学の研究者の評価にお

いては、本プログラムの実施期間中に論文の被引用数や H-index を考慮する提案が行われ

ており、定期的な研究者・学生の海外派遣を行い、海外実績を評価・重視する体制の整備

が進んだと考えられる。  
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： ＫＬＬ研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 医療用触覚呈示のための多自由度デバイスのプロトタイプを基に、視触覚複合デバイ

スの設計・開発、制御系設計を派遣先のミュンヘン工科大学と共同で行った。また、デ

バイスの性能評価をシミュレーションおよび実験により評価した。 

（具体的な成果） 

 拡張現実による視覚情報提示システムを構成する際に行うカメラ較正が、視覚情報を

拡張現実提示する際にシステム使用者が感じる違和感に大きく影響する事を確認し、カ

メラ較正に関する研究を行った。また、医学生や非医療関係者に対する教育や教育支援

に拡張現実提示が適しているという議論を基に、拡張現実提示と直感的なユーザインタ

ラクションを組み合わせた人体構造の学習支援システムの研究開発を行った。  

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ドイツ・ミュンヘン、ミュンヘン工

科 大 学 、 Institute of Automatic 

Control Engineering、Prof. Nassir 

Navab 

33 日 352 日   0 日  385 日

 

派遣者②： 後期博士課程  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 医療用触覚呈示のための多自由度デバイスのプロトタイプの設計・開発を行った。ま

たプロトタイプの制御系を構築し、派遣先の UC バークレー校と共同でシミュレーショ

ンおよび実験により性能を評価し、最適なシステムの構築のための基盤技術を確立した。

（具体的な成果） 

医療支援タスクを高精度に行う多自由度ハプティックデバイスの開発を行った。さら

に、慶應義塾大学が保有するハプティクス技術と UC バークレー校の持つ高度メカトロ

ニクス技術に関して意見交換を行い、触覚伝送において高精度な位置同期および作用・

反作用の法則の人工再現を実現するための研究を推進した。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

米国・カリフォルニア州、UC バーク

レー校、Mechanical Engineering 

Prof. Masayoshi Tomizuka 

55 日 312 日   0 日  367 日

 

派遣者③： 後期博士課程  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

医療用触覚呈示のための多自由度デバイスのプロトタイプを基に、視触覚上通信技術

について検討し、安定化手法及び制御設計について派遣先のパドヴァ大学と共同で行っ

た。また、構築した理論の有用性をシミュレーションおよび実験により評価した。 

（具体的な成果） 
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 視触覚情報通信系の安定化手法及び制御設計を行い、視触覚通信プラットフォームを

日本・イタリア・アメリカの三国間に構築した。構築したプラットフォームを用いてメ

ディカルアクセス空間構築ための基盤技術であるマルチラテラル制御を、日本・イタリ

ア・アメリカの三国間において世界で初めて実現に成功した。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

イタリア・ヴィツェンツァ、パドヴ

ァ 大 学 、 Management and 

Engineering、  Prof. Roberto Oboe 

0 日 143 日

 

208 日  351 日

 

派遣者④： 後期博士課程  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 UC バークレー校、パドヴァ大学で得られた触覚情報呈示技術と、ミュンヘン工科大学

にて行われた視覚情報処理技術を統合させ、視触覚情報に基づく拡張現実医療支援シス

テムの構築を行った。 

（具体的な成果） 

 医療支援タスクを高精度に行う多自由度ハプティックデバイス開発のための実験を

行った。さらに、視覚障害者のためのガイダンスロボットの研究開発に参画して、その

ための認識技術に関する研究を行った。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

米国・カリフォルニア州、UC バーク

レー校、Mechanical Engineering 

Prof. Masayoshi Tomizuka 

0 日 0 日  300 日  300 日

 

派遣者⑤： 後期博士課程  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 医療用触覚呈示のための多自由度デバイスのプロトタイプを基に、視触覚複合デバイ

スの設計・開発、制御系設計を派遣先のミュンヘン工科大学と共同で行った。また、デ

バイスの性能評価をシミュレーションおよび実験により評価した。 

（具体的な成果） 

 視触覚情報に基づく拡張現実医療支援システムの構築に向けた人物姿勢推定技術に関

する研究として、3D 画像センサからの距離画像を入力とした、人物検出、人物の部位検

出に基づく姿勢推定技術についての研究を実施した。手術室内における医療従事者の行

動認識を視野に入れ、姿勢推定ベースの行動認識に繋げるための技術検討を行った。   

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ドイツ・ミュンヘン、ミュンヘン工

科 大 学 、 Institute of Automatic 

Control Engineering、Prof. Nassir 

Navab 

0 日 0 日  352 日  352 日
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33 日     352 日      352 日

55 日     312 日     300 日

143 日     208 日  

資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

派遣先 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ミュンヘン工科大学 

ＵＣバークレー大学 

パドヴァ大学 

   

 

 上記のようなスケジュールで若手研究者を派遣し、３つのサブテーマに関する国際共同

研究を進めた。拡張現実感のための実世界ハプティックデバイス（サブテーマ１）では、

ＵＣ大学バークレー校の持つ高度メカトロニクス技術を吸収し、医療支援のための高性能

な実世界力覚呈示用ハプティックデバイスの構築を行った。拡張現実感のための通信技術

の確立（サブテーマ２）では、パドヴァ大学との共同研究によって、遠隔地間の視触覚情

報通信に関する技術を確立した。知覚・メディア表現に基づく医療支援のための複合現実

感（サブテーマ３）では、医療応用に特化したコンピュータビジョン研究に関して世界で

突出した成果を上げているミュンヘン工科大学と協力体制を築くことで、視触覚情報の統

合による拡張現実医療支援の方法論を構築した。 

 

（２）成果の概要 

 拡張現実感のための実世界ハプティックデバイス（サブテーマ１）では、平成２３年度、

２４年度と２年間にわたって医療支援用の高性能多自由度ハプティックデバイスの設計開

発を行い、それを平成２５年度に完成させ、さらに開発したデバイスに関する触覚伝送制

御系を完成させた。そして、このデバイスを用いて二大陸間触覚通信の実験を行い、最終

的には、公開デモンストレーションを慶應義塾大学にて実施した。  
拡張現実感のための通信技術の確立（サブテーマ２）では、慶應義塾大学の持つハプティ

クス技術に関して、遠隔ハプティック通信技術の基盤理論に関する研究を行った。さらに、

視触覚情報通信系の安定化手法及び制御設計を行い、構築した視触覚通信プラットフォー

ムを用いて実験を行った。また実際の通信システムを用いた大陸間触覚伝送試験を行った。

さらに、ＵＣ大学バークレー校と慶應義塾大学間の触覚通信環境をパドヴァ大学も含めて

拡張し、メディカルアクセス空間実現のための多方向通信環境を構築した。そして、メディ

カルアクセス空間構築ための基盤技術であるマルチラテラル制御を日本・イタリア・アメ

リカの三国間において世界で初めて実現に成功した。  
 知覚・メディア表現に基づく医療支援のための複合現実感（サブテーマ３）では、患者

の状態の視覚情報呈示法、および医療従事者の医療行為をリアルタイムに反映する視覚情

報呈示手法の開発を行った。このために、ヘッドマウントディスプレイ等を用いた拡張現

実感映像提示のためのカメラキャリブレーション法や 3 次元物体認識と追跡手法の研究を

行った。さらに、医学生や非医療関係者に対する教育や教育支援のために、ＲＧＢ－Ｄカ

メラを利用した人体内部 3 次元構造画像のインタラクティブ拡張現実感提示システムを開

発した。視触覚情報に基づく拡張現実医療支援システムの構築に向けた人物姿勢推定技術

として、様々な姿勢を対象とした人物の部位検出や行動解析の研究を実施した。  
 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

３ １ 



様式１                                      (資料４) 

13 

資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、 初と 後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。 

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ なし  

２  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付して

ください。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎

１ 
Single Camera Calibration using partially visible calibration objects based on Random Dots Marker 
Tracking Algorithm , ※Yuji Oyamada, Fallavollita, P. & Navab, N., The IEEE and ACM International 
Symposium on Mixed and Augmented Reality, Workshop on Tracking Methods and Applications (TMA), 
口頭発表 ,  査読有 ,  2012 年 11 月 ,  Atlanta, GA, USA 

◎

２ 
Tutorial on Pattern Recognition for Medical Augmented Reality Systems, ※Yuji Oyamada, Fallavollita,  
P. & Saito, H., 2nd Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR) Tutorial,  口頭発表 ,  査読無し ,  
2013 年 11 月 ,  沖縄県那覇市  

◎

３ 
Occlusion Handling Multiple Camera Calibration using a Planar Marker Tracking Algorithm, ※

Oyamada, Y.,  Fallavolli ta, P.,  Saito,  H. and Navab, N.,  画像の認識・理解シンポジウム  (MIRU) ,  ポ
スタ発表 ,  査読無 ,  2013 年 7 月 ,  東京都 

４ ※Hidetaka Morimitsu, Seiichiro Katsura: “A Design of Four-channel Bilateral Control System under 
Time Delay Based on Hybrid Parameters,” 2013 IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 
2013-VICENZA ,  pp. 874-879, February, 2013. (口頭発表、審査有 ),  University of Pado Vicenza, Italy 

５ ※ Eiichi Saito, Seiichiro Katsura: “Vibration control of resonant system by using reflected wave 
rejection with fractional order low-pass filter”,  2013 IEEE International Conference on Mechatronics,  
ICM 2013-VICENZA ,  pp. 853-858, February, 2013. (口頭発表、審査有 ),  University of Pado Vicenza, 
Italy 

◎

６ 
※Hidetaka Morimitsu, Seiichiro Katsura, Masayoshi Tomizuka: “Design of Force Compensator with 
Variable Gain for Bilateral Control System under Time Delay,” 2013 IEEE International Symposium on 
Industrial Electronics, ISIE 2013-TAIPEI ,  pp. 1-6, May, 2013. (口頭発表、審査有 ),  台湾台北 

７ ※Eiichi Saito, Seiichiro Katsura: “Bilateral Control of Two-Mass Resonant System Based on Concept 
of Multi lateral Control,” The 22nd IEEE International Symposium on Industrial Electronics,  
ISIE2013-TAIPEI ,  pp. 1-6, May, 2013. (口頭発表、審査有 ),  台湾台北 

◎

８ 
※ Eiichi Saito, Roberto Oboe, Seiichiro Katsura: “Time Delay Compensation Method Based on 
Reflected Wave Rejection,” The 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society,  
IECON ’13-VIENNA ,  pp. 4274-4279, November, 2013. (口頭発表、審査有 ),  オーストリアウイーン 

９ ※Hidetaka Morimitsu, Seiichiro Katsura: “Filter design of Multilateral Control under Time Delay for 
Tele-teaching by hand,” IEEE 13th International Workshop on Advanced Motion Control, AMC 
2014-YOKOHAMA ,  pp. 98-103, March, 2014. (口頭発表、審査有 ),  横浜 

◎

10 
※Eiichi Saito, Roberto Oboe, Seiichiro Katsura: Vibration Suppression of Integrated Resonant and 
Time Delay System by Reflected Wave Rejection, The 2014 International Power Electronics Conference 
–ECCE ASIA-, IPEC 2014-Hiroshima ,  pp. 1679-1684, May, 2014. (口頭発表、審査有 ),  広島 

11 ※Kiyoshi Hashimoto, Yoshimitsu Aoki: “Robust Human Tracking using Statistical Human 
Shape Model with Postual Variation,” Proc. of Annual Conference of the IEEE Industrial 
Electronics Society (IECON2013), Nov., 2013. (口頭発表、審査有 ), オーストリアウイーン 
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◎

12 
An AR Edutainment System Supporting Bone Anatomy Learning, ※ Stefan, P.,  Wucherer,  P.,  Yuji  
Oyamada, Ma, M., Schoch, A., Kanegae, M., Shimizu, N., Kodera, T., Callier,  S.,  Weighl, M., Sugimoto, 
M., Fallavolli ta, P.,  Saito, H. & Navab, N., Proceedings of IEEE Virtual Reality (VR), 査読有 ,  ポスタ

発表、 pp. 113-114 ,  2014 年 3 月 ,  Minneapolis, MN, USA 

◎

13 
Towards robust identification and tracking of Nevi in sparse photographic t ime series,  ※Vogel,  J. ,  
Duliu, A.O., Yuji Oyamada, Gardiazabal, J. ,  Lasser, T., Ziai,  M., Hein, R. & Navab, N., Proc. SPIE 
9035, Medical Imaging 2014: Computer-Aided Diagnosis,  90353D, 査読有 ,  口頭発表、 2014 年 3 月 ,  
San Diego, CA, USA 

14 ※ Shunta Saito,  Makiko Kouchi, Masaaki Mochimaru, Yoshimitsu Aoki: “Model-based 3D 
human shape estimation from silhouettes for virtual fitting,” Proceedings of the SPIE, 
Volume 9013, id. 901307, 2014., Feb, 2014. (口頭発表、審査有 ), San Francisco, CA, USA 

 


