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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２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

G2503 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

知能ロボティクス  

（ 1206）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
 QOLの向上に寄与する環境知能基盤技術の開発と評価  （平成 25年度）  

代表研究機関名  奈良先端科学技術大学院大学  

代表研究機関以外

の協力機関 
 なし  

主担当研究者氏名   小笠原  司  

補助金支出額  

（平成 25年度）  

 

  12,719,050 円  

（平成 26 年度）  

 

 27,620,000  円  

（平成 27 年度）  

 

  26,170,000 円  

（合計）  

 

    66,509,050 円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

       3  人  

 

（平成 26年度）  

       6  人  

（     3  人）  

（平成 27年度）  

        6   人  

（     3  人）  

（合計）  

          9   人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

       3   人  

 

（平成 26年度）  

       7  人  

（     3  人）  

（平成 27年度）  

        5   人  

（     3  人）  

（合計）  

          9   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 25年度）  

         人  

 

（平成 26年度）  

         人  

（        人）  

（平成 27年度）  

           人  

（        人）  

（合計）  

             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）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（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）  

本プログラムにおいて、過去の頭脳循環プログラム同様、国際的な視野を持ち、国際

的なリーダーシップを発揮して将来当該研究分野を牽引するような若手研究者の育成を

目指している。このような研究者像に合致する人材を育成するため、派遣された若手研

究者には、常に海外の動向をつかみ、国際ネットワークを維持・構築し、かつ新たな技

術トレンドを見極めた上での戦略的研究計画力を持つような研究者として活躍を期待し

ている。人材育成効果の検証方法としては、 

 

・学術論文、国際会議発表件数 

・国際的な研究予算の獲得数（例えば EU の研究予算や日欧国際共同研究予算など） 

 

を採用する。学術論文および国際会議発表件数は、本プログラムにおける共同研究の学

術的な成果を一般に公表するという点で重要である。さらに、若手研究者の国際的な活

躍を実現するためには、海外の研究機関と共同で海外の研究予算を獲得することが望ま

しい。過去の頭脳循環プログラムにおいては、上記の指標による観点において既に一定

の成果を挙げているが、本プログラムでは、既に強化された国際ネットワークを利用す

ることで更なる飛躍を目指している。 

 

（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】  

 後述の業績リストで示した通り、査読付き学術論文等10編、国際会議発表18件と前回

の頭脳循環プログラムの成果に比べて明らかに増加しているということ、本プログラム

の成果に関連し国際的な研究予算を２件獲得することができたことからも、期待を上回

る成果が得られたといえる。 

 国際的な研究予算の獲得に関して、JASSO海外留学支援制度（協定派遣）「環境知能基

盤による生活支援に関する共同研究を通じたグローバル人材育成プログラム」が採択さ

れた。また派遣学生が2015年から2016年までCIMO Finnish government scholarship pool

の奨学金を獲得した。 

 国際的な研究予算ではないが、本プログラムの成果に基づき、派遣助教が日本学術振

興会 科研費若手（B）「大量の映像群からテキストの内容に沿った映像を生成する映像

要約手法の開発」に本年度採択された。また、本プログラムの成果により、オウル大学

のCenter for Machine Vision Researchグループとの連携が新たに始まり、本年度、機

能強化促進事業（内部資金）により２名の学生を招聘するなど、本プログラム終了後も

引き続き新たな連携を強化している。 

 以上のことより本事業を通じて、期待を上回る成果が得られたといえる。  
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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）事業計画調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  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（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）  

本プログラムでは、QOL の向上という目標に対してアンビエント環境知能を恒常的に利

用できる水準にまで高めることを狙っており、これにより環境知能基盤技術の高度化を

実現するとともに、海外の研究機関との連携の中で、本学の環境知能研究拠点としての

研究開発力をさらに高めることを狙っている。実環境下において生じうる様々な要因を

総合的に考えたうえで、生活者の QOL を真に向上させるアンビエント環境知能を実現す

ることは、我が国だけではなく国際的にも重要な課題であり、例えば高齢者支援や生活

支援などによる QOL の向上に繋がると考えている。 

上記を達成するために、本プログラムでは、共同研究機関・本学の双方において広域

環境を利用シーンとして想定した長期的な実証実験を行い、ユーザのプロファイルに応

じた QOL の向上効果をユーザスタディにより評価する。また、評価結果を分析すること

で、真に QOL の向上に繋がる技術開発を行う。さらに、その結果を学術論文や国際会議

で発表する。検証実験の成果で、学術論文や国際会議発表になじまないものに関しては、

国内外でのシンポジウムやセミナー、デモを実施することで普及に努める。これらの成

果を検証するための指標としては、学術論文や国際会議発表の件数やシンポジウム・セ

ミナーなどの講演数、さらにはデモ実施時のアンケート調査などを用いる。 

 

（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  

【理由】  

 本プログラムでは、更なる QOL の向上のためアンビエント環境知能を恒常的に利用で

きる水準にまで高めることを目標に掲げてきた。実シナリオを想定し、より使いやすい

音声インタフェース（自然な音声合成、自動音声認識インタフェース）、知能化ロボッ

ト技術（見まねに基づくロボット動作獲得）、高度な拡張現実感技術（ズームを含むカ

メラパラメータ推定、自然な画像編集技術、スマートグラスと LED による情報伝達）、

マルチメディアインターフェース（画像要約・動画要約）、ネットワークセキュリティ

（超楕円曲線計算の高速化）の技術を構築してきた。また、INRIA ですでに構築されてい

るスマートモビリティシステムに、頭脳循環で共同開発した自動音声認識インタフェー

スを融合することで、Cybercar の呼び出しや音声コントロールの機能を実現し、よりユ

ーザに優しいシステムに改善するなど、実際に稼働するシステムに追加実装、検証する

ことでシステムの有効性を証明したことからも、上記目標が十分に達成されたといえる。 

後述の業績リストで示した通り、査読付き学術論文等10編、国際会議発表18件と前回

の頭脳循環の成果に比べて明らかに増加しているということ、また、2016年１月にCMUで

シンポジウムを開催し、CMUの研究者らと意見交換をするなど、学術論文や国際会議発表

以外の方法でも、頭脳循環の成果の普及を進められたという点からも、上記目標が十分

に達成されたといえる。  
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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 

本プログラムにより、若手研究者の人材育成および組織間の有機的な繋がりが十分に

達成でき、アンビエント環境知能に関して十分な研究成果が得られた。そこで、本プロ

グラムで得られた成果をさらに拡張し、環境中心のシステムから人中心のシステムへと

改善するという目標を新たに定め、本年度も引き続き頭脳循環を加速する戦略的国際研

究ネットワーク推進プログラムに申請し、継続的に若手研究者の研鑽・育成事業を行う

予定である。 

 

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） 

若手研究者は派遣期間中に相手側研究機関に属する研究者とのネットワークを各々形

成してきた。今後、それが基盤となり国際論文・国際会議等で更なる拡大が見込まれる。

また、本プログラムの派遣特任助教の一人が CMU でポスドクとして採用されたり、本プ

ログラムを実施する研究室の助教が、同じく CMU の助教として採用されたりするなど、

本プログラムを通じて人材の交流も実現された。 

本プログラムの成果により、オウル大学のCenter for Machine Vision Researchグル

ープとの連携が新たに始まり、本プログラム終了後も相互に人材交流を続けている。ま

た2016年１月にCMUでシンポジウムを開催し、国際連携研究室を通じてCMUの研究者の招

聘や奈良先端大から学生の派遣を続けているなど、これまで構築してきた関係を引き続

き強化している。 

また、奈良先端大で開催したシンポジウムを通じて、新たにミュンヘン工科大学とも

研究ネットワークを拡大しており、それが新たに提案する頭脳循環を加速する戦略的国

際研究ネットワーク推進プログラムの申請にもつながっている。 

 

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 

 本プログラムの課題であった QOL という基準の上での技術開発は取り扱いが難しいと

されてきたが、十分な成果を得ることができた。現在申請中である、頭脳循環を加速す

る戦略的国際研究ネットワーク推進プログラムでは、環境中心のシステムから人中心の

システムへと改善をすることを目標に掲げており、より多角的な視点で QOL 向上を実現

するべきであると認識している。若手研究者は、QOL に対する高い専門性を有する共同

研究機関において研鑽してきたことから、国際的に当分野をリードする研究人材になる

可能性が見込める。また、国際的な観点で研究を遂行してきた経験から、国内に留まら

ず国際的な活躍が期待できる。実際に、本プログラムを通じて、日本国内の他大学（東

京大学、大阪大学）への異動のみならず、連携先である CMU への異動も実現するなど、

若手研究者のキャリアパスの成果が確実に現れている。このような実績からも、若手研

究者の研究人材としての将来性は有望であると判断できる。 
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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  

小笠原
オ ガ サ ワ ラ

 司
ツカサ

 

担当研究者  

横矢
ヨ コ ヤ

 直和
ナオカズ

 

 

加藤
カ ト ウ

 博一
ヒロカズ

 

藤川
フジカワ

 和利
カズトシ

 

中村
ナカムラ

 哲
サトシ

 

安本
ヤスモト

 慶一
ケイイチ

 

萩田
ハ ギ タ

 紀
ノリ

博
ヒロ

 

高松
タカマツ

 淳
ジュン

 

佐藤
サ ト ウ

 智和
トモカズ

 

猪俣
イノマタ

 敦夫
ア ツ オ

 

戸田
ト ダ

 智基
ト モ キ

 

神原
カンバラ

 誠之
マサユキ

 

山本
ヤマモト

 豪
ゴウ

志
シ

朗
ロウ

 

垣内
カキウチ

 正年
マサトシ

 

 

計 14名  

 

奈良先端大  

 

奈良先端大  

 

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

奈良先端大  

 

 

情報科学研究科  

 

情報科学研究科  

 

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

情報科学研究科  

 

教授  

 

理 事 ・ 副 学 長 、 教 授 （ 兼

務 ）  

教授  

教授  

教授  

教授  

客員教授  

准教授  

准教授  

准教授  

客員准教授  

准教授  

助教  

助教  

 

ロボティクス  

 

コ ン ピ ュ ー タ ビ ジ ョ ン  

 

ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ ー ス  

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク  

音声対話  

モ バ イ ル セ ン シ ン グ  

環境知能  

ロ ボ ッ ト ビ ジ ョ ン  

画像情報処理  

情 報 セ キ ュ リ テ ィ  

音声認識  

複合現実感  

知 能 イ ン タ フ ェ ー ス  

大規模ネットワーク  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H27.4.1追加 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H26.4.1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  

米国  

 

 

フ ィ ン ラ

ンド  

 

フランス  

カーネギーメロン大学・ Computer Science 

カーネギーメロン大学・ Robotics Institute 

 

オウル大学・理学部情報処理科学科  

 

 

国立情報学自動制御研究所  

 

 

 

 

 

 

計  ３機関  

Alex Waibel 

Takeo Kanade 

 

Petri Pulli 

 

 

Fawzi Nashashibi 

教授  

教授  

 

教授  

 

 

プロジェ

クトリー

ダ  
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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 

本プロジェクトを成功させるためには、複合メディアおよびネットワークに関しての専

門知識を有する、または将来この分野を積極的に牽引する能力が必要である。さらに、知

識や技術だけではなく、国際的な連携のもとでプロジェクトを進めるには、対人処理能力

や困難に対処する力が特に重要と考えられる。このような方針のもと、面接を通して下記

の 4 点に重点を置いた選抜を行う。 

1. 学業・研究業績が優れていること。 

2. 語学力に優れていること。また、広い意味でのコミュニケーション能力に長けてい

ること。 

3. 複合メディアおよびネットワークの分野において、将来、国際的な活躍が期待でき

ること。 

4. 海外での共同研究に意欲的であり、自ら知識を吸収しようという積極性が見られる

こと。 

複合メディアおよびネットワーク分野を専門とする博士後期課程学生および若手教員を

中心に研究科内で公募を行い、まず申請者の能力評価を、以下で述べる本研究科のインフ

ラに基づき行う。その後、事業担当教員による面接を実施し、上記の基準に挙げた、積極

性・意欲やコミュニケーション能力を中心に審査を行う。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

本プログラム実施期間中、担当研究者ごとに担当する派遣先機関を決め、担当研究者を

通じてコンタクトをとり、派遣先若手研究者のサポートを行った。担当研究者は上記の派

遣先に派遣された若手研究者に対して、研究テーマ設定や、日々の研究活動の進め方等に

ついて、派遣期間内に十分な成果が得られるように受け入れ研究者と共同で積極的なサポ

ートを行った。また、担当研究者が随時派遣先機関を訪問し、現地での共同研究の実施状

況の確認および派遣している若手研究者のサポートを行った。さらに、双方の研究機関が

長期的な連携を継続していくための交流の拡充を図る窓口として主体的な役割を担った。 

主研究担当者は、上記の担当研究者からの報告をもとに派遣された若手研究者の状況お

よび共同研究の進捗状況を把握し、本プロジェクト全体の調整を行った。また、各年度に

共同研究機関 1 箇所を訪問し、若手研究者の状況を直接把握するとともに、相手側研究者

および相手組織との長期的な連携策について協議した。 

 

（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 

当初の計画どおりの人数を派遣できた。 

平成 26 年度派遣開始予定の若手研究者を１名増やした理由： 

平成 26 年度末からフランス、国立情報学自動制御研究所に派遣した助教は、当初は平成

27 年度に入った 4 月からの派遣予定であった。所属研究室の他のスタッフの異動により、

４月からの派遣では、修士論文・博士論文の指導が集中する年度末に学生の指導に支障が

出ることが判明した。そこで、出発を 1 月早め平成 27 年 2 月末から派遣することとした。 
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平成 27 年度の派遣者を 1 名増やした理由： 

平成 25 年度に派遣開始した研究者のうち、カーネギーメロン大学に滞在予定の者の渡米手

続きに想定以上に時間を要してしまい、出発が予定より遅れた。このため、平成 26 年度中

に派遣を完了する計画であったが、300 日という滞在期間を確保するため、平成 27 年度も

同大学に派遣することとした。 

 

（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 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 若手研究者はそれぞれの相手側機関との連携を重視した共同研究を推進し、総合的に 3

年間の成果として相応しい学術的成果（学術論文等 10 編、国際会議発表 18 件）を発表し、

前回の頭脳循環プログラムよりも多くの成果を挙げた。約 1 年という長期にわたる海外派

遣を通じて、若手研究者自身の研究分野における視野を広げ、国際的な視野で判断できる

能力を養えたと期待している。また、若手研究者の将来にとって海外での研究実績は有利

になることが多く、本プログラムでの成果は今後の活躍に必ず結びつくと見込んでいる。

実際に、派遣された若手研究者 9 名のうち 2 名が国内他研究機関への異動になった上に、

さらに 1 名が本プログラムの成果をもとに海外連携先への異動となり、また実施研究室か

ら１名が海外連携先への異動となるなど、研究者として更なる活躍を続けている。 

 学術的な成果だけでなく、研究を続けていくうえで研究予算として外部資金を得ること

は同様に重要である。本プログラムの成果をもとに、派遣助教が日本学術振興会 科研費若

手（B）に採択された。このように若手研究者が主体となって実施してきた研究が評価され

たことは本プログラムの成果としても望ましいものである。 

 以上、総合的に本プログラムを通して、派遣された若手研究者に対して、将来有望な研

究者として更なる活躍を期待できる結果が得られた。 

 

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。）  

 研究科としては、従来独自に行ってきた若手研究者海外派遣プログラムの取り組みを通

して、教員の海外での研究実績を重要視してきた。本プログラムを通して、若手研究者が

海外の研究機関で研究できる機会が増加したことから、若手研究者自身にも海外での研究

実績に対する意識が高まっている。このように、派遣する側の一方的な意識変化だけでな

く、派遣者側も含めた双方の海外研究業績に対する意識向上という結果から機関としても

望ましい状態となった。実際にそれは本プログラムの学術的成果（学術論文等 10 編、国際

会議発表 18 件）に現れている。 

 相手側研究機関とは、例えば、オウル大学の Center for Machine Vision Research グル

ープとの連携が新たに始まり、頭脳循環終了後も相互に人材交流を続けていること、2016

年１月に CMU でシンポジウムを開催し、国際連携研究室を通じた CMU の研究者の招聘や奈

良先端大から学生の派遣を続けていること、また本プログラムの成果により奈良先端大の

２名の若手研究者が CMU に異動になったことなど、双方にとって Win-win の形で成果を共

有できた。 
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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： 学生         

（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） 

所属した CMU Language Technologies Institute (LTI) は、テキスト音声合成と声質

変換の関連研究を長期にわたり実施しており、活発な研究分野から挑戦的な分野まで、

音声言語の研究分野を広くカバーする研究機関である。 Prof. Alan W. Black は、現在

の統計的音声合成方式と従来の素片合成方式の両方を扱う、音声合成技術に関する世界

的な第一人者である。プロジェクト中は、定期的に Prof. Black とミーティングを行っ

た。また、LTI の開催する Sphinx lunch （NAIST 情報科学研究科におけるゼミナール I

・II に相当）にも積極的に参加し、自らの研究成果についても 2 度講演した。さらに、

LTI の基盤技術の一つである音声合成技術について、その高品質化に取り組んだ。 

 
（具体的な成果） 

現在の主流である統計的音声合成方式の合成音声の音質は自然音声と比較して大きく

劣化する。この劣化要因である過剰平滑化を定量化する特徴量として、近年、変調スペ

クトルが提案されている。本プロジェクトでは、変調スペクトル（MS）補償による音質

改善法として、（１）MS を補償する外付けポストフィルタ処理、（２）MS を考慮した音

声パラメータ生成法、（３）MS 制約付き統計モデル学習法を提案し、有効性を確認した。 

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 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

米国、カーネギーメロン大学、

Language Technology Institute、

Alan W. Black 教授 

 

３９日  

 

２２４日  

     

２２日  

    

２８５日  

米国・アトランタ、GlobalSIP (国際

会議) 

 

０日  

 

５日  

     

０日  

    

５日  

カンボジア・シェムリアップ、APSIPA 

2014 (国際会議) 

 

０日  

 

６日  

     

０日  

    

６日  

ドイツ・ミュンヘン、ミュンヘン工

科大学 外（国際会議 外） 

 

０日  

 

０日  

 

  １３日  

 

１３日  

 

派遣者②： 助教           

（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） 

ビデオシースルー型拡張現実感インタフェース構築のための要素技術である画像から

のカメラ位置・姿勢推定の問題に取り組んだ。具体的には、これまでの拡張現実感シス

テムでは、カメラの内部パラメータを固定した状態での利用を想定しているが、本研究

では、カメラの内部パラメータが動的に変化する場合（ズーム機能の利用など）におい

ても利用可能なカメラ位置・姿勢推定を実現した。 

 

（具体的な成果） 

いくつかの既存手法について実装を行い、問題点の抽出および研究アプローチについて

の検討を行った。滞在先の Computer Science and Engineering で行われている CSE 
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Research Showcase で講演を行った。バーチャルリアリティ技術に関する主要な国際会

議である IEEE Virtual Reality に参加し、インタフェース技術に関する研究調査および

研究発表、デモンストレーションを行った。関連技術を HCI International 2014 および

International Symposium on Mixed and Augmented Reality で発表を行った。さらに、

主として取り組んだカメラの内部パラメータが動的に変化する場合のカメラ位置・姿勢

推定手法を主要な国際会議である IEEE Virtual Reality に投稿し、ポスターとして採択

され発表を行った。 

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 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

フ ィ ン ラ ン ド 、 オ ウ ル 大 学 、

Department of Information Science、

Petri Pulli 教授 

 

１２３日  

 

２１８日  

     

０日  

    

３４１日  

米国・ミネアポリス、 IEEE VR(国際

会議) 
４日  ４日  ０日  ８日  

ギ リ シ ャ ・ イ ラ ク リ オ ン 、 HCI 

International 2014 (国際会議) 
０日  ７日  ０日  ７日  

ドイツ・ミュンヘン、ISMAR2014 (国

際会議) 
０日  ７日  ０日  ７日  

 

派遣者③： 学生           

（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） 

滞在期間中の前半において、ペアリング、超楕円曲線の数学的理論の学習、対称ペア

リングの構成について考察を進めた。更に、後半では別のタイプのペアリングアルゴリ

ズムの提案、理論的検証を進め、且つ主な研究実態としては楕円曲線法の Kalray 社製の

MPPA-256 ボードを用いた最適並列実装を行い、結果の検証・評価、論文の執筆を進めた。 

ペアリング暗号の開発においては、非対称なペアリングで、標数 2 の超楕円曲線上の

super-optimal なペアリングの構成を目指した。楕円曲線上のものに対しては自己準同

型写像を用いた Weil ペアリングとして構成法が示されており、本研究ではその一般化で

ある、標数 2 の超楕円曲線を用いた構成を進めた。又、所属研究チーム (CARAMEL) が所

持する低消費電力なメニーコアアーキテクチャを持つプロセッサ MPPA-256 を搭載した

ボードを用いた、楕円曲線法の並列実装を行い、その手法の最適化、更に電力当りのス

ループット性能に注目し、近年の GPU 実装結果との比較評価を行った。 

 

（具体的な成果） 

埋め込み次数 4 の種数 2 の超楕円曲線をターゲットとした、super-optimal な Weil ペ

アリングの構成において、中核の Miller アルゴリズムの変形について理論的検証を行っ

た。今後の課題として、Weil ペアリングの計算コスト削減、実装評価を行う必要がある。 

楕円曲線法の実装については、消費電力当りのスループットについて、GPU 実装による

最新結果と比較し 5 倍以上の性能を得ている。又、乗算函数のアセンブリコードによる

最適化についてはほぼ理論値に近いサイクル数での実装が実現されている。 

派遣先  派遣期間   
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（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  合計  

フランス・ナンシー、INRIA Nancy –  

Grand Est ・ LORIA 、 project team 

CARAMEL、Pierrick Gaudry 博士 

４５日  ２８２日  ０日  ３２７日  

 

派遣者④： ポスドク研究員           

（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） 

当初予定されていた派遣先である IMARA プロジェクトチームのスタッフおよび分野の

制約から、よりコンピュータビジョン（CV）およびコンピュータ・グラフィックス（CG）

技術に特化したプロジェクトチームである REVES に主として滞在し、屋外環境で撮影さ

れた写真の季節変化を表現する手法を開発した。提案手法は近年世界規模のセンサ網が

構築されつつある環境カメラ群を入力として季節変化を学習可能であり、さらに芸術的

・創造的観点から QOL の向上に寄与するものである。REVES プロジェクトチームにおい

て、プロジェクトリーダである George Drettakis 博士およびプロジェクトメンバー、さ

らにチームの共同研究者であり CV/CG 研究の世界的権威であるアメリカ UC Berkeley の

Alexei Efros 教授と共同で、派遣者が主導する形で研究を遂行した。 

 

（具体的な成果） 

提案手法により、写真中のシーン構造を損なうことなく、テクスチャ変化を伴う季節

および情景の変化（樹木の変化、積雪、洪水など）を表現することが可能であることを

実証し、CG 分野の有力な論文誌である Computer Graphics Forum に掲載（Eurographics 

Symposium on Rendering (EGSR 2015)で発表）された。本研究に係る成果は英文論文誌

に 2 本掲載され、さらに 1 件の国際会議で発表された。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  

フランス、国立情報学自動制御研究

所 、 プ ロ ジ ェ ク ト REVES、 George 

Drettakis 博士 

 

０日  

 

２９４日  

     

０日  

    

２９４日  

ドイツ・ミュンヘン、ISMAR2014 (国

際会議) 
０日  ６日     ０日  ６日  

 

派遣者⑤： 特任助教           

（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） 

ユーザの特性・シーンの状況を考慮したマルチモーダル対話インタラクション機構の

構築を目指し、汎用的な「注ぐ」タスクを題材に、Learning from demonstration に基

づくユーザの特性・シーンの状況の多様性への適応能力を持つロボットの行動生成手法

を研究開発した。具体的には人間の特性のようにモデル化が困難な対象や、シーンの状

況のように比較的モデル化しやすい対象を含むシステムにおける行動生成手法構築のた

め、被験者を用いたユーザスタディを行い、人間が有する能力のロボットへの移植に取

り組んだ。 
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（具体的な成果） 

モデル化が可能な対象および困難な対象を含むシステムにおける行動生成手法とし

て、プラニング、学習、ライブラリを統合した手法を開発した。個人を支援するパーソ

ナルロボットとして開発された PR2 を用いて汎用的な「注ぐ」タスクの実証実験を行い、

手法の有効性を確認した。成果は国内会議、国際会議、さらに、国際誌で発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  

米国、カーネギーメロン大学、 

Robotics Institute,  
Christopher G. Atkeson 教授  

 

０日  

 

３３０日  

     

０日  

    

３３０日  

スペイン・バレンシア、 Humanoids 

2014（国際会議） 
０日  ７日  ０日  ７日  

 

派遣者⑥： 学生           

（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） 

独居高齢者の生活支援を行うスマートグラスの開発と評価を行った。開発したスマー

トグラスはフレーム上に実装した複数のフルカラーLED の明滅パターンによって、ユー

ザの移動方向の制御（屋外でのユーザの帰宅ルートアドバイス）等が可能となる。Oulu

大学の ASTS project でこのプロジェクトを進めてこられた Petri Pulli 教授の指導のも

と、派遣者が ASTS Project メンバと協力し、プロジェクトを遂行した。 

 

（具体的な成果） 

情報を取得するのにディスプレイに視覚の焦点をあわせる必要のある Head Mounted 

Display (HMD)に比べて、開発したスマートグラスは LED の色と点滅パターンで情報を提

示し、ユーザが周辺視野で情報を取得できるため、特に屋外ナビゲーションでは HMD よ

りも安全なルートナビゲーションが可能となる。開発したスマートグラスを用いて実際

にユーザの移動方向を制御する評価を行い、ユビキタス分野の著名な国際会議 Percom 

2016 と 共 催 の First Workshop on Pervasive Technologies and Care Systems for 

Sustainable Aging-in-place (PASTA) 2016 にて発表し、参加者と活発に議論した。ま

た、関連する成果を IEEE Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) 2016

で発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  

フィンランド、オウル大学、

Department of Information Science、

Petri Pulli 教授  

 

０日  

 

６日  

     

３２８日  

    

３３４日  

米国・ラスベガス、CES2016,CCNE2016

（国際会議） 

 

０日  

 

０日  

 

   ８日  

 

８日  
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派遣者⑦： 助教           

（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） 

受け入れ先の Prof. Abhinav Gupta は Deep Learning などの機械学習的手法を用いた

画像・映像認識に関する世界的な第一人者であり、派遣者は滞在中 Prof. Gupta とのミ

ーティングを随時実施し、Deep Learning を用いた Visual Question Answering の実装

を通して最新の画像・映像認識アプローチに関する知見を獲得した。さらに、その高精

度化を目指し、新たな手法を提案・実装した。また、 NAIST and CMU Joint Symposium

でこれらの成果の一部を発表し、その成果について CMU の教授ら参加者と議論した。 

 

（具体的な成果） 

与えられた画像に関する質問に対して自動で回答する Visual Question Answering は、

Deep Learning の応用によりその性能が向上することが知られている。派遣者は、Visual 

Question Answering の基礎的手法、及び最新手法を実装し、その性能を確認した。さら

に、近年画像・映像の説明文生成などに関する最新の研究で様々なタスクにおける性能

の向上が確認されている視覚的注意に注目し、画像中の視覚的注意を質問文と画像から

推定する手法を提案してその性能などを実験的に確認した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  

米国、カーネギーメロン大学、

Robotics Institute、Alan W. Black

教授、Abhinav Gupta 教授  

 

０日  

 

０日  

     

３４２日  

    

３４２日  

イタリア・トリノ、ICME2015（国際

会議） 

 

０日  

 

０日  

     

８日  

    

８日  

 

派遣者⑧： 助教           

（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） 

交通事故にあった運転手を素早くアシストすることは高度道路交通システム (ITS)に

とって重要である。本研究では、自動音声認識を用いて、運転手の通常の会話から事故

状況を認識するシステムを構築した。また INRIA で実施する RIST Cybercar にキーボー

ド等の入力に代わり自動音声認識を利用することで、ユーザの利便性を向上させること

を目指す。 

 

（具体的な成果） 

実際に V2X(Vehicle-to-X)通信により自動音声認識を通じて、これまでにない運転者の

状況認識や優先度に応じたアシストを実現した。また RIST Cybercar に自動音声認識イ

ン タ フ ェ ー ス を 実 装 し 、 Cybercar を 遠 隔 操 縦 す る こ と に 成 功 し た 。 そ の 成 果 は

International conference on ITS Telecommunications 2015 で発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  

フランス、国立情報学自動制御研究

所、プロジェクト RITS、Fawzi 

 

０日  

 

３１日  

     

２４５日  

    

２７６日  
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Nashashibi 博士  

オーストラリア・ブリスベン、

ICASSP2015（国際会議） 

 

０日  

 

０日  

     

１１日  

    

１１日  

イタリア・ミラノ、ENBC2015（国際

会議） 

 

０日  

 

０日  

 

  ４日  

 

４日  

ドイツ・ドレスデン、Interspeech（国

際会議 外） 

 

０日  

 

０日  

 

１３日  

 

１３日  

オランダ・ナイメーヘン、Max Planck 

Institute 

 

０日  

 

０日  

     

２日  

    

２日  

デンマーク・コペンハーゲン、

ITST2015（国際会議） 

 

０日  

 

０日  

     

４日  

    

４日  

 

派遣者⑨： 学生           

（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） 

テキストをクエリとして用いた動画検索、および動画を用いたテキスト検索の研究に取

り組んだ。具体的には、動画とテキストを共通の空間にマッピングするディープニュー

ラルネットワークを開発し、その空間での距離に基づいてテキスト-動画間の類似度を推

定する手法を開発した。この手法のため、新たにテキストの補助情報として画像検索結

果を取り入れたモデルを考案した。さらに提案手法の応用として動画への自動キャプシ

ョン生成を実装した。 

 

（具体的な成果） 

提案手法は画像検索結果を取り入れることで、動画検索、テキスト検索の両タスクで従

来手法を上回る性能を実現した。さらに提案手法を用いて抽出される動画特徴量がキャ

プション自動生成においても有用であることを確認した。これらの成果をまとめ、コン

ピュータビジョン分野の有力国際会議である European Conference on Computer Vision 

(ECCV'16)に投稿した。 

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 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

フィンランド、オウル大学、

Department of Information Science、

Petri Pulli 教授  

 

０日  

 

０日  

     

３３８日  

    

３３８日  

イタリア・トリノ、ICME2015（国際

会議） 

 

０日  

 

０日  

     

７日  

    

７日  
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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 

共同研究機関との連携に関して、平成 25 年度は、前回の頭脳循環プログラムにおいて各

共同研究機関へ若手研究者派遣を通じて開発された基盤技術について、共同研究機関が持

つノウハウを活かしながら、多様な実環下において長期的な利用が可能となるよう基盤技

術を改良する。平成 26 年度は、実環境下における各要素技術の評価・分析を行い、引き続

き技術改良を行う。平成 27 年度は、共同研究機関と継続的に連携しながら研究開発を推進

し、実シナリオを想定した統合プロトタイプを用いて QOL 向上効果の分析・評価を行うと

ともに、本プロジェクトの成果の普及・アピールを進める。 

前回の頭脳循環プログラムの支援によって、本学における研究実績がない QOL という観

点での研究を行っている海外の研究拠点に新たに若手研究者を派遣し、国際的視野を持つ

若手研究者を育成するとともに、本学単独では成しえない QOL の観点における新たな研究

を推進してきた。本プログラムよる若手研究者の継続的な派遣は、 QOL の向上を目的とし

た環境知能基盤技術を更に発展させるとともに、若手研究者の研究分野における視野を広

げ、自分の将来のキャリアパスを考える際に国際的な視野で判断できる能力を養うことを

目指す。 

（２）成果の概要 

３年計画の中で、各相手側研究機関へ計 9 名の若手研究者を派遣し、複合メディアやネ

ットワークといった環境知能基盤技術の高度化、QOL という価値基準でのデザインや技術

開発プロセスという観点からの共同研究を実施してきた。全体を通し、実シナリオを想定

した統合プロトタイプの開発を行ってきた。具体的には、より使いやすい音声インタフェ

ース（自然な音声合成、自動音声認識インタフェース）、知能化ロボット技術（見まねに

基づくロボット動作獲得）、高度な拡張現実感技術（ズームを含むカメラパラメータ推定、

自然な画像編集技術、スマートグラスと LED による情報伝達）、マルチメディアインター

フェース（画像要約・動画要約）、ネットワークセキュリティ（超楕円曲線計算の高速化）

の技術を構築してきた。また、INRIA ですでに構築されているスマートモビリティシステ

ムに、頭脳循環で共同開発した音声認識インタフェースを融合することで、Cybercar の呼

び出しや音声コントロールの機能を実現し、よりユーザに優しいシステムに改善するなど、

実際に稼働するシステムに追加実装、検証することでシステムの有効性を確認した。 

また本プログラムの活動が基盤となり、国際的な活躍を行うための外部資金を相手側研

究機関と共同で獲得できた点、またさらに対象期間外にも研究ネットワークを拡大できた

点も成果として挙げられる。 

本プログラム関連情報発信 Web サイト：http://robotics.naist.jp/zunou/ 

本プログラム成果報告書：http://robotics.naist.jp/zunou/pdf/programreport.pdf 

 

（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 
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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、最初と最後の頁、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 

※  S. Takamichi, T. Toda, A. W. Black, G. Neubig, S. Sakti, and S. Nakamura: 
“Post-filters to modify the modulation spectrum for statistical parametric 
speech synthesis”, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 
Vol. 24, No. 4, pp. 755-767, 2016 （査読有） 
 ２ ※  F. Okura, T. Akaguma, T. Sato, and N. Yokoya: “Addressing temporal 
inconsistency in indirect augmented reality”, Multimedia Tools and Applications 
(Online First), pp. 1-25, 2016 （査読有） 
 

◎
３ 

※ F. Okura, K. Vanhoey, A. Bousseau, A. A. Efros, and G. Drettakis: “Unifying 
color and texture transfer for predictive appearance manipulation”, Computer 
Graphics Forum (Proc. Eurographics Symposium on Rendering), Vol. 34, No. 4, pp. 
53-63, 2015 （査読有） 
 ４ ※  F. Okura, M. Kanbara, and N. Yokoya: “Mixed-reality world exploration using 
image-based rendering”, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Vol. 8, 
No. 2-9, 2015 （査読有） 
 

５ ※ Y. Nakashima, Y. Uno, N. Kawai, T. Sato, and N. Yokoya: “AR image generation 
using view-dependent geometry modification and texture mapping”, Virtual 
Reality, Vol. 19, No. 2, pp. 83-94, 2015 （査読有） 

◎
６ 

※  F. Dayrit, Y. Nakashima, T. Sato, and N. Yokoya: “Increasing pose 
comprehension through augmented reality reenactment”, Multimedia Tools and 
Applications (Online First), pp. 1-22, 2015 （査読有） 
 

７ ※ F. Okura, M. Kanbara, and N. Yokoya: “Aerial full spherical HDR imaging and 
display”, Virtual Reality (Springer), Vol. 18, No. 4, pp. 255-269, 2014 （査
読有） 

○
８ 

※ Y. Fujimoto, R. T. Smith, T. Taketomi, G. Yamamoto, J. Miyazaki, H. Kato, and 
B. Thomas: “Geometrically-correct projection-based texture mapping onto a 
deformable object”, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 
Vol. 20, No. 4, pp. 540-549, 2014 （査読有） 

◎
９ 

※ A. Yamaguchi, C. Atkeson, and T. Ogasawara: “Pouring Skills with Planning 
and Learning Modeled from Human Demonstrations,”International Journal of 
Humanoid Robotics, Vol.12, No.3, 2015 （査読有） 

◎
10 

S. Takamichi, T. Toda, A. W. Black, and S. Nakamura: “Post-filter using 
modulation spectrum as a metric to quantify over-smoothing effects in 
statistical parametric speech synthesis”, APSIPA Newsletter, No. 9, pp. 
14-16, 2015（査読有） 

11  
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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 

Y. Kashimoto, A. Firouzian, Z. Asghar, G. Yamamoto, and P. Pulli: “Twinkle 
Megane: Near-eye LED indicators on glasses in tele-guidance for elderly”, Proc. 
First Workshop on Pervasive Technologies and Care Systems for Sustainable 
Aging-in-Place (PASTA 2016), 2016, Sydney, 口頭発表(査読有) 

２ M. Ishii, A. Inomata, and K. Fujikawa: “A Construction of a twisted ate pairing 
on a family of Kawazoe-Takahashi curves at 192-bit security level and its cost 
estimate”, Proc. 2nd International Conference on Information Systems Security 
and Privacy (ICISSP 2016), pp. 432-439, Rome, 2016, ポスター発表(査読有) 

３ Y. Kashimoto, Y. Arakawa, and K. Yasumoto: “A floor plan creation tool utilizing 
a smartphone with an ultrasonic sensor gadget”, Proc. IEEE Consumer 
Communications and Networking Conference (CCNC 2016), Las Vegas, 2016, 口頭
発表(査読有) 
 ４ H. Takehara, Y. Nakashima, T. Sato, and N. Yokoya: “Generating a 3D shape 
template of a moving and deforming object from an RGB-D image sequence”, Proc. 
IS&T Electronic Imaging, San Francisco, 2016, 口頭発表(査読有) 
 

◎
５ 

S. Sakti, O. Shagdar, F. Nashashibi, and S. Nakamura: “Context awareness and 
priority control for ITS based on automatic speech recognition”, Proc. 
International Conference on ITS Telecommunications, Copenhagen, 2015, 口頭発
表(査読有) 
 ◎

６ 
T. Taketomi and J. Heikkilä: “Focal Length Change Compensation for Monocular 
SLAM”, Proc. International Conference on Image Processing (ICIP 2015), Quebec 
city, 2015, ポスター発表(査読有) 

◎
７ 

T. Taketomi and J. Heikkilä: “Zoom Factor Compensation for Monocular SLAM”, 
Proc. IEEE Virtual Reality (VR 2015), pp. 293-294, Provence, 2015, ポスター
発表(査読有) 

◎
８ 

S. Takamichi, T. Toda, A. W. Black, and S. Nakamura: “Parameter generation 
algorithm considering modulation spectrum for HMM-based speech synthesis”, 
Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 
(ICASSP 2015), pp. 4210-4214, Brisbane, 2015, 口頭発表(査読有) 
 ◎

９ 
S. Takamichi, T. Toda, A. W. Black, and S. Nakamura: “Modulation 
spectrum-constrained trajectory training for GMM-based voice conversion”, 
Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 
(ICASSP 2015), pp. 4859-4863, Brisbane, 2015, 口頭発表(査読有) 
 ◎

10 
S. Takamichi, T. Toda, A. W. Black, and S. Nakamura: “Modulation 
spectrum-constrained trajectory training algorithm for HMM-based speech 
synthesis”, Proc. Interspeech, pp. 1206-1210, Dresden, 2015, 口頭発表 (査読
有) 
 

11 M. Otani, Y. Nakashima, T. Sato, and N. Yokoya: “Textual description-based video 
summarization for video blogs”, Proc. IEEE International Conference on 
Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, 2015, ポスター発表（査読有） 
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12 Y. Nakashima, T. Koyama, N. Yokoya, and N. Babaguchi: “Facial expression 
preserving privacy protection using image melding”, Proc. IEEE International 
Conference on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, 2015, ポスター発表（査
読有） 
 13 N. Kawai, T. Sato, Y. Nakashima, and N. Yokoya: “AR marker hiding with real-time 
texture deformation”, Proc. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented 
Reality Workshops (International Workshop on Diminished Reality as Challenging 
Issue in Mixed and Augmented Reality (IWDR 2015)), pp. 26-31, Fukuoka, 2015, 
口頭発表(査読有) 
 ◎

14 
A. Yamaguchi, C. G. Atkeson, S. Niekum, and T. Ogasawara: “Learning pouring 
skills from demonstration and practice”, Proc. 14th IEEE-RAS International 
Conference on Humanoid Robots, pp. 908-915, 2014, Madrid, ポスター発表（査読
有） 

15 M. Krichenbauer, G. Yamamoto, T. Taketomi, C. Sandor, and H. Kato: “Towards 
Augmented Reality User Interfaces in 3D Media Production”, Proc. International 
Symposium on Mixed Augmented Reality (ISMAR 2014), pp. 23-28, Munich, 2014, 口
頭発表(査読あり) 
 16 F. Okura, T. Akaguma, T. Sato, and N. Yokoya: “Indirect augmented reality 
considering real-world illumination change”, Proc. IEEE International 
Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2014), pp. 287-288, Munich, 2014,  
ポスター発表（査読有） 

17 M. Ishii, A. Inomata, and K. Fujikawa: “Pairings on genus 2 curves at high 
security level and fast implementation of the pairings on Haswell processor”, 
Proc. International Workshop on Security (IWSEC 2015), Nara, 2015, ポスター
発表（査読有） 
 18 T. Taketomi, A. Chen, G. Yamamoto, and H. Kato: “Support of Temporal Change 
Observation Using Augmented Reality for Learning”, Proc. Conference on 
Human-Computer Interaction International (HCII 2014), Vol. 8526, pp. 144-155, 
Crete, 2014, 口頭発表(査読有) 
 

 


