研究者紹介集の発行にあたって
広島市立大学 社会連携センター長
副理事 (社会連携担当)
竹澤 寿幸

広島市立大学は、国際、情報科学、芸術の３学部・研究科および広島平和研究所から構
成されており、地域内において特色のある教員・研究者集団を抱える大学です。社会連携
センターは、社会と大学をつなぐ窓口として平成 19 年(2007 年)7 月に設置されました。
以来、社会連携コーディネーター、知的財産マネージャー等を中心に、こうした本学のユ
ニークな人材を活用して、地域産業や地域・行政における課題解決への貢献を目的とした
活動に組織的に取り組み、活力ある都市づくりを目指した活動を広く展開してきました。
引き続き、これからも柔軟性と敏捷性を持って時代や社会の要請に応えていきたいと思い
ます。
今年度も、本学教員による最新の研究成果に基づいた技術シーズや本学の知的資源の源
泉である研究者個々人に関する情報を盛り込んだ『研究者紹介集』をここに発刊します。
皆様により手軽にご活用いただけるよう、冊子版と CD-ROM 版の両方をご用意いたしまし
た。
この『研究者紹介集』は、本学の教員が「どのような研究をしたか」の成果だけでなく、
「誰が」「何ができるか」の視点で情報をまとめるように努めました。ここに提供された
情報は、本学研究者のある一面だけについての記述ですが、ここに掲載された情報を活用
していただき、地域の皆様と本学の教員がより密に交流し、効果的に連携するための参考
としていただければ幸いです。

平成 29 年 (2017 年) 9 月

広島市立大学社会連携センター
1 社会連携センターについて
広島市立大学では、教育や研究だけでなく社会貢献にも積極的に取り組んでおり、その対象は、地域住民、
企業、広島市をはじめとする行政機関などさまざまです。社会貢献活動の中心的な役割を果たす「社会連携セ
ンター」は、大学と社会、人と人をつなぎ、国際、情報科学、芸術、平和のそれぞれの分野で活躍する教育や
学生の研究等の成果を、社会に還元するための取組みを行っています。主な取組みとしては、産学連携・地域
連携の推進、知的財産の管理と活用、公開講座、学生の社会貢献活動の支援などがあります。
また、平成 27 年度（2015 年度）からは文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ
＋）
」を実施しています。
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4 業務内容
(1) 産学連携推進
・ 大学の産学連携推進施策の企画運営に関すること
・ 大学の産学連携推進に係る学内の連絡調整に関するこ
と
・ 大学の産学連携に関する研究の推進に関すること
・ 学外の産学連携推進機関との連絡調整に関すること
・ その他大学の産学連携推進に関すること
(2) 地域連携推進
・ 大学の地域連携推進施策の企画運営に関すること
・ 大学の地域連携推進に係る学内の連絡調整に関するこ
と
・ 大学の地域連携に関する研究の推進に関すること
・ 学外の地域連携推進機関との連絡調整に関すること
・ その他大学の地域連携推進に関すること

(4) 外部資金獲得
・ 国からの補助金獲得、受入に関すること
・ 奨学寄附金の受領に関すること
・ 共同研究・受託研究契約、研究費受入に関すること
(5) 公開講座
・ 公開講座の企画・実施に関すること
・ 社会人講座の企画・実施に関すること（芸術学部）
(6) その他
・ 知（地）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）
の実施に関すること

(3) 知的財産管理
・ 大学の知的財産管理体制の構築に関すること
・ 大学の知的財産管理に係る方針、施策等に関すること
・ 知的財産取扱規程の運用に関すること
・ 大学の知的財産活動の推進に関すること
・ 大学の知的財産権の権利化及び管理に関すること
・ その他大学の知的財産活動に関すること
 お問合わせ・ご相談の際は、次のホームページの相談受付票をご利用ください。
相談受付票は社会連携センターのホームページ(http://www.renkei.hiroshima-cu.ac.jp/)にも掲載しています。

産学連携・地域連携に関するお問合せ・相談受付票
広島市立大学社会連携センター 行き
（FAX：産学連携、地域連携 ０８２－８３０－１５５５）
氏

名

所属機関名
所

属

名
電

連

絡

先

話：

ＦＡＸ：
E-mail：

相談内容：

現在お抱えの課題（支障があれば書かれなくても結構です。）

興味を持たれた研究成果等 （研究テーマ名、キーワード等）：

希望する研究者名：

これまでの広島市立大学とのコンタクト等の状況

今後研究者紹介集において掲載して欲しい情報、研究者紹介 集に対するご感想があればご
記入ください。

〈社会連携センター記入欄〉
受付年月日：

受付番号：

問合せ先 広島市立大学社会連携センター
TEL：082-830-1764（直）
FAX：082-830-1555（直）
E-mail：shakai@office.hiroshima-cu.ac.jp

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）

【アルファベット順】
研究者紹介集
掲載頁

An experimental examination of compensation schemes and level of effort in differentiated tasks
Cultural Imperialism
Differential evolutionにおけるパラメータの検討
DoS攻撃対策
earable：外耳の動きを入力情報とする常時装用型入力装置
e-learningシステムにおける学習モデル分析の研究
EUの変化と影響
e-ラーニング教材の開発
e-ラーニングの評価方法に関する研究
e-ラーニング用サイトの構築方法に関する研究
FPGAを用いた組合せ最適化問題の高速解法に関する研究
HDL設計によるシステム開発と設計
ICUにおける重症度推定法の高精度化
in silico分子設計に向けた手法開発
IoTシステムの情報セキュリティに関する研究
IoTを支える知的ネットワークセキュリティ技術に関する研究
LED完全制御型植物工場に関する研究
Nuclear representation in culture
OpenCL記述のFPGA向け自動最適化に関する研究
P2Pファイル共有におけるファイル取得時間の制御
Rural Cosmopolitanism
Southeast Asian domestic politics
The history of nuclear technologies and radiation technopolitics
The international relations of Southeast Asia
Trust game and loss aversion
UHF帯テレビ放送波のオーバーリーチ干渉モニタリング
UHF帯電波を用いたヒト検知システム
VLSIレイアウト設計手法に関する研究
Web2.0、SNS時代の情報利用の変化
Webデータ解析による協調フィルタリングにおけるユーザ-アイテムデータの作成
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研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
【５０音順】
研究者紹介集
掲載頁

〔ア行〕
アーティスト・イン・レジデンスによる国際交流やグローバル人材育成に関する研究
アイコニック・メモリにおける無意味輪郭図形の記憶－再認特性の解析
アクセラレータ向けのプログラムの高速化
アクティブノイズコントロール、適応音質制御
アサーションを用いたシステム検証
アシュアランスネットワーク設計原理とその応用

新しい計算手法に基づくコンピュータシステム
圧縮空気による物体の位置と姿勢の非接触制御方式に関する研究
圧縮センシングに関する研究
アドホックネットワーク

アドホックネットワークの高度交通システムへの応用

アニメーションの物語構造とシュルレアリスムの表象理論の相互影響
「アフリカ潜在力」と現代世界の困難の克服：人類の未来を展望する総合的地域研究
アプリケーションの性能向上を実現するアクセラレーションLSIの研究
アメリカ教育
アメリカの国内政治と外交の相関関係
誤り訂正符号に関する研究
安定した帯域確保を目指した通信制御方式に関する研究
イギリスの現代美術
遺伝的アルゴリズムとパラメータの自己適応
〈移動〉と〈歓待〉を切り口とした現代パレスチナ文化論の構築
医療ヘルスケア向けBody Area Network(BAN)に関する研究
イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
因子分析における模型の一意性の研究
インスタレーション、空間芸術、時間芸術
インタラクティブ・クラスタリングシステムの開発
ウエアラブル化、フレキシブル化センサシステムの開発
ウェアラブル生体センサシステムに関する研究
ウェアラブルデバイスを用いたストレス推定
漆の可能性を探る造形表現研究
漆文化の研究
英語eラーニングにおける学習者の学習過程に関する研究
英語eラーニングにおけるラーニング・マネージメント・システム開発
英語学習システム・ソフト開発
英語学習システムソフトの研究開発
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114
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35
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研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

「英語を英語で」教える高等学校新指導要領が大学英語教育に与える影響
衛星インターネットに適した通信プロトコルに関する研究
英文和訳における原文と訳文の語順の関係
エクステリア・インテリアデザイン
エストニアを主とした東欧アニメーション研究
沿岸部の海域利用の効率化に関する研究―瀬戸内海の放置艇対策―
オーバレイネットワークにおける経路制御方法
オーラル・プレゼンテーション＆パフォーマンス（ＯＰＰ）
音情報の福祉応用技術開発
織物の研究
音響的クラスタリングを用いた骨伝導音の明瞭性改善

8
78,79
48,49
194
208
36,37
38
140
8
150,151
212
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〔カ行〕
絵画/現代絵画とその応用
海外における効果的な日本語教育に関する基礎研究
海外における広島原爆の報道と市民理解、情報操作
絵画制作
外国語としての英語リーディングに関する研究
介護支援ロボット用インタフェースに関する研究
階層クラスタ分析によるラベルの階層構造の推定
改良型遺伝的プログラミングによるプログラムの自動生成
華僑の中でも少数派でありながら19世紀中盤以降現代に至るまで日本は勿論欧米人の研究者からも注目されてきた、客家（はっか）について

核軍縮と被爆体験
拡散MRIのイメージング・処理および解析
学生への支援のあり方、教職員との連携など学生相談に関する研究
確率制御理論
確率モデルに基づくクラスタリング
確率モデルに基づく時系列整列
学力に関する国際比較研究
仮想化基盤
画像診断支援
画像酔いやミス・コミュニケーションを誘発する錯視現象を用いた視覚刺激の諸特性に関する研究
型染による造形作品の制作
学校・地域・大学のパートナーシップ
カメラとプロジェクタを有する移動ロボットに関する研究
簡易型3次元動作測定装置の開発
含金属化合物のレーザー分光
乾漆造形及び髹漆技法を生かした新たな美術表現の研究と制作発表
関数型プログラミング言語
感性コミュニケーションと「ワクワク感」を向上させる工夫
感性情報処理，感性工学に関する研究
企業ブランドと企業価値の関係
ギターを入力インタフェースとするロボット操作方式に関する研究
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研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

北朝鮮の核開発に対する国際法対応
北朝鮮の人権問題
記念碑的景観の形成
救急車の運行支援・ドライバレス運行のための基礎技術開発
救急搬送患者の生体・心理反応の再現法開発と安全性評価
旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国における多民族共存の模索
強化学習ベース多船航路探索法に関する研究
強力な表現能力を持つグラフ構造パターンによるグラフ構造データからの深層知識の発見
曲線整合による形の分類
近現代の中国南部、及び東南アジアの鉱山開発と客家の関わりについて
近似・正規表現文字列検索の応用手法
「金属造形 … その美と表現について」
金属タンパク質の機能のメカニズムに関する研究
金属の素材研究を起点とした造形展開
近代ヒスパニック世界における文書ネットワーク・システムの成立と展開（文書管理実践論の視点から）
空間演出
グラフ文法圧縮データからの省メモリ高速グラフマイニング手法の開発
車のロボット化に関する研究
グローバル・ブランドと原産国イメージの関係
グローバル学習論研究（持続発展教育／平和教育）
グローバル化するアフリカ牧畜民の社会変化についての民族誌的研究
軍縮国際法を中心とする国際安全保障分野及び人権・人道法等関連分野の国際法
群知能による最適化（アリコロニー最適化法の改良とその応用）
群知能を用いた最適化手法の応用に関する研究
ケア労働
計算解剖学
芸術創造における〈場〉の理論
芸術とメディア、芸術と科学
計測評価システムの開発・研究
「気色」をテーマとする日本画制作
血中アミノ酸濃度を指標とする病態計測装置の開発
健康行動の継続性に関する研究
言語や文化の壁を克服する言語横断情報検索システム
減災教育・グリーフケア
現代アフリカにおける老いの人類学
現代織物による芸術活動
現代絵画の可能性の研究
現代写実絵画の創作に関連すること
現代美術
「現代美術の制作」
現代美術を中心としたアートプロジェクトによる地域活性化ならびに国際交流
建築
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147,148
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4
63
210
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209
50
194
97,98
99
120,121
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9
33,34
227
111
147,148
12
159,160
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29
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44
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12
33,34
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179,188
180
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191
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研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

原発立地地域における資産価値変動のモニタリング
光学顕微鏡による計測・解析手法の開発
公共空間におけるデザイン
公共交通のアクセシビリティに関する日英の比較研究
高次脳機能検査・訓練システムの開発
高信頼システムの実現 ― ディペンダブルコンピューティングシステム
高精度CG画像合成
高精度数値計算の実現方式に関する研究
高精度脳機能計測解析システムの開発
高性能データマイニングに関する研究
高性能な数値計算法の開発・理論解析
構造最適化アルゴリズムの開発と応用
高速衛星インターネットに適した通信プロトコル
高速部分再構成を可能とする細粒度リコンフィギャラブルデバイスの研究
公的機関、非営利組織における会計の役割
公的機関における予算管理・コスト管理
高度没入型VRに関する研究
高度没入型テレイグジスタンスに関する研究
効率的な無線LAN通信のための通信制御技術に関する研究
高レート低量子化信号処理
五感を表す語の意味分析
国際安全保障共同体の研究
国際関係と人権、平和、協力
国際拠点港湾のターミナル・オペレーターの民営化に関する研究
国際資本移動とマクロ経済政策
木口木版画技法における版表現の研究
古代ギリシア思想における感性に関わる理論
国家権力の立憲主義的統制と人権保障
古典研究
古典紅型の文様研究
古典論的確率システムの解析
コトのリアルタイム可視触化と伝承に関する研究
子どもの権利
コミュニケーション・ツールとしてのデザイン戦略

コミュニティの再生
コンピュテーショナルフォトグラフィ

45,46
159,160
161
202
36,37
38
166
56,57
58
100,101
102,103
65
165
94,95
96
138
109,110
74
64
21
21
127,128
129,130
127,128
129,130
78,79
144
41,42
219,220
51
36,37
38
31
187
29
228
173
211
144
127,128
129,130
12
196,197
198,199
200,201
20
100,101
102,103

〔サ行〕
再構成可能デバイスのためのレイアウト設計アルゴリズム

63

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

在日外国人従業員におるダイバーシティの課題
サウンドデザインとその評価
作品創作研究
様々な雑音の存在下で観測値を直接フィードバックする最適制御系の設計
様々なレベルにおける国際協力のあり方について
3.11以後の日本社会
色彩情報と表面材質のCG表現
詩吟歌唱における歌声の音響特徴解析と歌唱メカニズムの解明
時系列データ分析に関する研究
指向性の強い通信媒体を用いた移動無線通信に関する研究
自己受容に関する研究
自主ブランド製品のプロデュース及びコラボレーションレーベルの研究
次世代知的学習支援システムの研究
自然を楽しむ創造的環境づくり
自治体やＮＧＯによる平和保障・危機管理をめぐる理論研究
実時間ソフトウェアのパラメトリックモデル検査手法
実時間マルチタスクシステムの性能解析および最適化手法
実写画像からの3次元形状復元
実世界センシングに関する研究
自動運転時にドライバーが感じるストレスの分析と対策
自動車産業における中間財メーカー視点の成長戦略のパターン～独立系企業を中心に～
児童見守りシステム

車載センサの一部が故障した場合の自動運転システム
集団防衛同盟の起源と発展過程
柔軟で汎用性の高いプログラミング開発支援環境に関する研究
18世紀フランス文学における自伝的作品の研究
主成分分析で因子分析の代用をしたときの因子数決定法の妥当性
小規模な論理回路を効率的に実現できる再構成デバイスの研究
少子高齢・人口減少社会の非営利組織と政府のパートナーシップ
情報推薦に関する研究
「情報－リスク認知－不安」のメカニズム分析
照明，色覚に関する研究
条約法条約等一般国際法と特定分野の相互関係
植民地国家から国民国家への移行期における、統治システムの連続性と変化
自律移動ロボットのための高機能センサシステムの開発
進化計算アルゴリズムの開発と応用
シンガポールとマレーシア政治の動向分析
人工筋ロボットの開発
新興国における自動車産業のグローバルマーケティング
人工指による触知覚解析に基づく携帯端末への触知覚呈示

3
150,151
174
126
51
47
100,101
102,103
153
94,95
96
135
7
211
92,93
204
228
139
139
100,101
102,103
94,95
96
134
53
69,70
71,72
73
126
39
65
13,14
117
66
20
94,95
96
45,46
155,156
157,158
227
5
120,121
122,123
112,113
5
120,121
122,123
53
127,128
129,130

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

人体の電磁ノイズを利用したベッドからの起き上がりモニタリング
垂直軸可変ピッチ風車の開発
数学教育
数値計算の効率的なハードウェア実装法に関する研究
スポーツ最適化
スポーツ史に与えた日系移民のネットワークに関する研究
スポーツ推進と地域づくり
「3Dプリンターの活用による彫刻表現の拡張的研究」
生活のなかの金属工芸
生体信号による書字過程のモデリング
生体信号の簡易計測システムの開発とその応用に関する研究
正標数の代数的閉体上定義された代数多様体の理論
製品ブランドと企業ブランドの関係
制約付き最適化アルゴリズムの開発と応用
赤外線カメラを用いた自然災害の前兆モニタリング
石彫の展開と環境の研究
セキュアワイヤレス通信に関する研究

セキュリティ
戦後日比関係史
戦後日本の平和運動にみられるジェンダーと国家
戦後補償論
センサーネットワーク，VANET 等の認証法
センサネットワーク

戦争違法化および法と裁判による紛争解決の歴史と理論
戦争と平和の国際関係史の研究
想定外への対処を目指すアシュアランスネットワーク技術
ソーシャルコンピューティングに関する研究
疎結合系の動力学の解析
ソ連解体期の政策過程

80,81
82,83
120,121
122,123
136
60
136
30
30
191
209
120,121
122,123
167
119
54
109,110
80,81
82,83
189
69,70
71,72
73
84,85
86,87
224
10,11
225
141
69,70
71,72
73
228
219,220
74
94,95,96
114
226

〔タ行〕
対アフリカ外交に関する研究
大気汚染の発生源寄与率の推定方法の開発
大規模集積回路／コンピュータシステムの設計とその自動化（VLSI-CAD）
大規模ネットワーク構造分析
代数多様体の特異点に関する研究
代数多様体の分類理論に関する研究
体内伝導音による騒音に強い音声インタフェース
代理サーバによる最新ファイルの提供

40
117
56,57
58
84,85
86,87
137
137
150,151
75

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

108
16
16
多重化I/Oを考慮したマルチFPGAシステムへの回路割当手法
63
地域資源の活用による「まちの元気」づくり
44
地域スポーツ団体のマネジメント
30
地域と連携した創造的街づくり
203,204
知識再利用、オントロジーに関する研究
92,93
地上ディジタルテレビにおける緊急情報の受信方法
91
地図・罫線文書等の平面埋め込み可能なグラフ構造を持つウェブデータを対象としたマイニング手法の開発 97,98
99
地方分権改革論、自治基本条例・議会基本条例と市民参加
228
中世の肖像画研究
28
中東におけるシティズンシップ／ナショナリティ：ケーススタディとしてのイスラエル／パレスチナ
35
朝鮮半島をめぐる東アジアの国際政治
22
通訳訓練を取り入れた英語教育に関する研究
55
低侵襲治療を可能とする凍結プローブの研究
167
データ圧縮に関する研究
114
データからのクラスタリング処理と知識処理
107
デジタル画像技術を利用した動画像芸術表現
207
デバイス測定とその評価技術
149
デバイスモデリング
149
電子光情報材料の創造・研究
88,89
90
電子輸送論
146
伝統技術の伝承と文化財保存
209
電動バレンの開発
187
伝統をめぐるマサイの「ポジショニングス」の多様性と可能性
43
電波測位方法
91
電波伝搬の並列計算方法
91
ドイツ近現代史
230
ドイツ人による日本研究にみられる、国家、民族、文化、ジェンダー（1873～1914）
10,11
ドイツにおける平和思想と平和運動
230
動画表現教育のためのアニメーション創作支援ツールの開発
207
東京裁判、BC級戦犯裁判
224
統計力学な手法による情報理論、通信理論の諸問題の解析
114
同時実行制御のための分散アルゴリズムの開発
62
東南アジア諸国における経済開発と政治体制
5
東南アジアの現代美術
218
対話からの知識獲得
他者と応え合う言語の哲学的探究
他者に開かれた記憶と歴史の哲学的探究

〔ナ行〕
夏目漱石の文業
日・中・韓三言語における「性向語彙」についての比較研究
日中関係の制度化
日本画技法と材料の研究、及び絵画表現の研究
日本画材料技法研究
日本画制作

日本近現代史
日本語と英語の視点の違いが英文和訳に及ぼす影響
日本語における漢語の意味史についての比較研究
日本とドイツの社会運動における原子力とジェンダー

27
52
231
175
176,177
178
173,175
176,177
178
224
48,49
52
10,11

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

日本の近代化プロセスの中東史からの再検討
日本文化研究
庭・ランドスケープ
ネットワーク上への流出情報に対する対策技術
脳機能ダイナミクスの解明
ノン・トクシック技法の研究と普及

35
27
194
74
165,166
187

〔ハ行〕
バイオエネルギー生産に関する研究
肺内部での呼気吸気計測を可能とする生体情報極限計測技術の開発
客家を標榜する人々・地域の最新動向－2000年前後からの新たな動き なぜ毀誉褒貶の激しかった客家を敢えて名乗るのか

ハッシュ関数を用いた効率的な認証法
パブリックアートの研究
ハラル産業の国際化
パワーアシスト装置の開発
パワーポイントと連動するプレゼンロボットに関する研究
非営利組織の経済活動と社会的影響の分析
比較教育文化論研究（ドイツの学校）
東アジア安全保障共同体構築の可能性
美術教育に関連すること
非線形関数解析学・凸解析学・集合値解析学と確率解析学の融合
非線形システムの同定および予測制御
非タスク指向型対話エージェントの設計
被爆の記憶
ヒューマンマシンインターフェースに関する研究
広島発の国際貢献・国際協力
「風景彫刻」—風景をモチーフとした彫刻—
不完全情報ゲームへの機械学習の応用に関する研究
複合現実感
福祉の市場化に関する研究
複数移動ロボットの無線遠隔制御に関する研究
複数の言語における「味を表す表現」に関する研究調査
複数の言語における「共感覚的比喩」に関する研究調査
フランスの家族政策と保育保障に関する調査・分析
フランスの言語政策と地域語教育運動に関する研究
ブレイン-マシン インタフェース(BMI)基礎技術の開発
ブレイン-コンピュータ・インタフェースの基礎技術の開発
プロダクトデザイン・グラフィックデザイン
文化と意思決定
分断国家のナショナリズム比較研究
米欧同盟と冷戦
並列化を支援するコンパイラ、ツールの開発
平和構築
平和構築における法の多元性に関する研究
平和保障の法政策
ベストエフォートネットワークにおける通信品質保証技術
芳香族ラジカルのレーザー分光
放射光を利用した電子情報材料の物性評価

155,156
157,158
162,163
4
141
190
3
120,121
122,123
131,132
133
20
9
231
180
136
124
108
225
120,121
122,123
221
190
107
100,101
102,103
20
135
41,42
41,42
13,14
13,14
165
166
194
17,18
19
22
23
68
39
40
228
74
145
88,89,90

研究テーマ一覧（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

暴力と表象
ポスト・ソ連空間の地域機構、政治変動、安全保障

225
226

〔マ行〕
マイクロニードルを応用した次世代経皮吸収剤技術の開発
マルチコアプロセッサ・GPGPUに適した並列アルゴリズム
未知変動システムに対する同定および制御
無形文化遺産の文化政治学
無線通信
室町水墨画研究
メゾチント技法における版表現の研究
メゾチント目立て機の開発
メタ認知
モーションメディア流通技術とその応用
《木彫 ⇄ 現代美術》
木彫技法の研究
「ものつくりネットワーク」
問題解決のためのデザイン処方

162,163
63
124
33,34
84,85
86,87
28
187
187
17,18
19
131,132
133
192
193
209
196,197
198,199
200,201

〔ヤ行〕
ユーザの安心感に基づく車いすロボットの制御
ユーラシア主義者を中心とした亡命ロシア人の史的研究
油彩画技法材料研究
油彩画技法の研究とその応用
油彩画の材料・技法に関連すること
豊かなコミュニケーションのための音声対話システム

134
25,26
186
179,188
180
104,105
106

〔ラ行〕
ラテンアメリカ地域研究（文化人類学）
力学系理論の研究
力学系理論の数理生物学への応用
リコンフィギャラブルコンピュータ技術を用いた組込みプロセッサの研究
リコンフィギャラブルシステムによる組み込み機器向け機械学習システムの研究
リコンフィギャラブルシステムを用いた組み込み環境向け高速計算手法の研究
量子情報理論
量子論的確率システムの解析
轆轤文化の研究
ロシア・イコン、ロシア絵画に関連すること
ロボットビジョンに関する研究
論理セルアレイを用いた信号処理

50
118
118
64
67
67
146
144
213,214
215,216
180
120,121
122,123
144

研 究 者 紹 介

目

次

【国際学部】
教授
教授
准教授
准教授
准教授
教授
准教授
教授
准教授
教授
教授
准教授
教授
准教授
准教授
教授
准教授
教授
准教授
准教授
講師
教授
准教授
教授
教授
准教授
教授
教授
准教授
教授
准教授
准教授
准教授
講師
教授
准教授
教授
教授
准教授
教授
教授
教授
講師
教授

青木 信之
1
赤星 晋作
2
アリフ,ヌルハイザル・アザム
3
飯島 典子
4
板谷 大世
5
井上 泰浩
6
今江 秀和
7
岩井 千秋
8
卜部 匡司
9
ヴェール,ウルリケ
10 ～11
太田 育子
12
大場 静枝
13 ～14
大庭 千恵子
15
柿木 伸之
16
カーソン，ルーク
17 ～19
金谷 信子
20
城多 努
21
金 栄鎬
22
倉科 一希
23
ゴーマン,マイケル
24
斎藤 祥平
25 ～26
佐藤 深雪
27
城市 真理子
28
関村 誠
29
曾根 幹子
30
高久 賢也
31
高橋 広雅
32
田川 玄
33 ～34
田浪 亜央江
35
寺田 英子
36 ～38
西田 竜也
39
古澤 嘉朗
40
武藤 彩加
41 ～42
目黒 紀夫
43
山口 光明
44
山根 史博
45 ～46
湯浅 正恵
47
横山 知幸
48 ～49
吉江 貴文
50
吉田 晴彦
51
欒 竹民
52
李 在鎬
53
李 玲
54
渡辺 智恵
55
【50音順にて掲載】

【情報科学研究科】
情報工学専攻
コンピュータデザイン研究室

教授
准教授
助教
論理回路システム研究室
教授
教授
准教授
講師
助教
コンピュータアーキテクチャ研究室 教授
講師
講師
助教
助教
ネットワークソフトウェア研究室
教授
准教授
准教授
助教
情報ネットワーク研究室
教授
准教授
准教授
准教授
モニタリングネットワーク研究室 教授
講師
ネットワーク科学研究室
教授
准教授
助教
センサシステム研究室
准教授
准教授
講師
准教授

井上 智生
市原 英行
岩垣 剛
若林 真一
永山 忍
高橋 隆一
上土井 陽子
稲木 雅人
弘中 哲夫
川端 英之
谷川 一哉
児島 彰
窪田 昌史
角田 良明
大田 知行
河野 英太郎
井上 伸二
石田 賢治
舟阪 淳一
井上 博之
小畑 博靖
西 正博
新 浩一
前田 香織
高野 知佐
石川 直樹
田中 公一
八方 直久
藤原 真
高橋 賢

56

～58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
76
78

～73
74
75
～77
～79

80

～83

84

～87

88

～90
91

92

～93

94

～96

97

～99

知能工学専攻
学習工学研究室
データ工学研究室
機械学習研究室
画像メディア工学・CG研究室

言語音声メディア工学研究室

教授
准教授
講師
准教授
准教授
助教
准教授
准教授
助教
教授
准教授
准教授
講師
教授
准教授
助教
助教

松原 行宏
岩根 典之
岡本 勝
田村 慶一
黒木 進
森 康真
宮原 哲浩
内田 智之
鈴木 祐介
日浦 慎作
宮﨑 大輔
古川 亮
馬場 雅志
竹澤 寿幸
難波 英嗣
黒澤 義明
目良 和也

100 ～103

104 ～106

知能工学専攻
知的メディア工学研究室
計算知能研究室
パターン認識研究室
知能数理研究室

教授
助教
教授
准教授
講師
教授
准教授
准教授
教授
准教授
准教授

高橋 健一
稲葉 通将
高濱 徹行
原 章
串田 淳一
三村 和史
末松 伸朗
岩田 一貴
佐藤 学
関根 光弘
齋藤 夏雄

107
108
109 ～110
111
112 ～113
114
115
116
117
118
119

教授
准教授
助教
助教
教授
准教授
助教
助教
教授
講師
助教
教授
講師
講師
教授
准教授
准教授
准教授
助教
教授
准教授
准教授
講師
助教
教授
助教
助教
助教

李 仕剛
小嵜 貴弘
小作 敏晴
厚海 慶太
小林 康秀
小野 貴彦
齊藤 充行
脇田 航
岩城 敏
池田 徹志
高井 博之
田中 輝雄
廣門 正行
岡山 友昭
中田 明夫
島 和之
双紙 正和
村田 佳洋
佐藤 康臣
藤坂 尚登
福島 勝
桑田 精一
神尾 武司
辻 勝弘
石光 俊介
高橋 雄三
中山 仁史
川本 佳代

120 ～123
124
125
126
127 ～130
131 ～133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147 ～148
149
150 ～151
152
153
154

教授
准教授
准教授
講師
助教
教授
准教授
准教授
教授
助教
講師
教授
准教授
講師
教授
助教

鷹野 優
中野 靖久
釘宮 章光
香田 次郎
齋藤 徹
増谷 佳孝
青山 正人
藤原 久志
式田 光宏
長谷川 義大
谷口 和弘
樋脇 治
福田 浩士
常盤 達司
田中 宏和
畠山 泰貴

システム工学専攻
メカトロニクス研究室

知的制御システム研究室

ロボティクス研究室
数理科学研究室
組込みデザイン研究室

通信・信号処理研究室

サウンドデザイン研究室
システムインタフェース研究室
医用情報科学専攻
バイオ情報学研究室

医用画像工学研究室
医用ロボット研究室
脳情報科学研究室
医用情報通信研究室

155 ～158
159 ～161
162 ～163
164
165
166
167
168 ～171
172

【芸術学部】
美術学科
日本画専攻

油絵専攻

彫刻専攻

教授
准教授
准教授
准教授
助教
教授
教授
准教授
准教授
講師
講師
助教
教授
教授
教授
講師
助教

藁谷 実
今村 雅弘
荒木 亨子
前田 力
山浦 めぐみ
大矢 英雄
森永 昌司
諏訪 敦
志水 児王
佐藤 尉隆
釣谷 幸輝
向川 貴晃
前川 義春
伊東 敏光
ウォーゼン,チャールズ
田中 圭介
七搦 綾乃

173
174
175
176
177 ～178
179
180
181 ～182
183 ～185
186
187
188
189
190
191
192
193

教授
講師
教授
講師
教授
講師
講師
教授
講師
教授
教授
教授
准教授
准教授
講師

鰕澤 達夫
古堅 太郎
及川 久男
中村 圭
吉田 幸弘
藤江 竜太郎
藤江 竜太郎
笠原 浩
有持 旭
南 昌伸
永見 文人
倉内 啓
野田 睦美
大塚 智嗣
青木 伸介

194
195
196 ～201
202

准教授

石松 紀子

特任教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授

吉川 元
水本 和実
ガネサン,ナラヤナン
ジェイコブズ,ロバート
永井 均
直野 章子
湯浅 剛
福井 康人
河上 暁弘
孫 賢鎮
竹本 真希子
徐 顕芬

デザイン工芸学科
現代表現分野
視覚造形分野
立体造形分野
映像メディア造形分野
金属造形分野
染織造形分野
漆造形分野

203
204 ～206
207
208
209
210
211
212
213 ～216
217

理論系

218

【平和研究所】

219 ～220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 青木 信之
研究キーワード ：英語学習システム開発、学習管理研究、学習過程研究
■研究テーマ

①

テーマ：英語学習システム・ソフト開発

概要：教育学、認知心理学、言語学などの知見を取り入れた英語学習システム・ソフト開発。素
材を取り込むだけで 8 種類のエクササイズができあがる英語学習ソフト『エルタス』や、ネット
ワークを利用し、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの 4 技能を学習でき
る集中英語学習システム「Intensive English Training on the Web (IETW)」を開発した実績が
あります。現在、広島市教育委員会や企業と連携し「小学校英語教育英単語学習ソフト」を、ま
た、文部科学省委託事業である「再チャレンジに英語を必要とする社会人のためのステップアッ
プ e ラーニングプログラム」において、
「小学校英語教育指導者養成プログラム」を開発中です。

②

テーマ：英語 e ラーニングにおけるラーニング・マネージメント・システム開発

概要：e ラーニングの利点である「いつでもどこでも学習できる」はややもすれば「いつも先延
ばしで結局やらない」ことにつながります。どれほど良い学習システムであっても、学習されな
いものは効果を生みません。効果的・効率的な学習をいかに持続させるかといった視点から、教
育学や心理学の知見を取り入れ、ネットワーク学習の利点を活かした学習管理の研究を行ってい
ます。

③

テーマ：英語 e ラーニングにおける学習者の学習過程に関する研究

概要：学習プログラムにおける学習時間や正解率などのパフォーマンスデータに加え、コンピュ
ータ画面記録なども分析することによって、英語 e ラーニングにおける学習過程の研究を行って
います。特に学習プログラムを効果的に利用し成果を上げる overachiever と成果が上がらない
underachiever の学習過程比較研究などを行っています。
■研究テーマの応用例
新しい学習システムの開発だけでなく、既存のシステムやソフトについても、さまざまな形で
の効果の検証や改善点の洗い出しなどを行うことが可能です。
■想定される連携先
・企業、教育委員会等
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 赤星 晋作
研究キーワード ：学校・地域・大学の連携、アメリカ教育
■研究テーマ

①

テーマ：学校・地域・大学のパートナーシップ

概要：筆者の専攻は教育経営学ですが、最近は、学校・地域・大学の連携の在り方、連携をとお
しての学校改善、地域改善の研究を展開しています。特にアメリカにおいて学校・地域・大学の
パートナーシップの事例研究をしています。またアメリカだけではなく、我が国における学校と
地域の連携（学校評議員制度、地域運営学校、学校評価、総合的な学習の時間等）
、教師教育にお
ける大学と学校・教育委員会との連携等、効果的な学校・地域・大学のパートナーシップの在り
方に関する調査研究をしています。

②

テーマ：アメリカ教育

概要：アメリカの最近（2001 年以降）の学校教育の状況、学力テストとアカウンタビリティ、教
師の現状と教師教育（教師の資質能力の向上方策）、大学と地域改善、教育のための非営利組織
（NPO）等について調査研究しています。
■研究テーマの応用例
具体的に研究テーマがどの組織・部署と連携できるというよりも、大学と地域の連携、大学と
企業の連携、大学と学校の連携、学校と地域の連携等、複数の機関・団体が連携する際、どのよ
うな組織、運営、プログラム等が効果的なのか、効果的な連携、パートナーシップの在り方を探
るうえで示唆が得られます。
わが国において教育改革を考えるとき、アメリカの単なる模倣は厳に慎まなければなりません
が、アメリカでは改革が積極的かつ挑戦的であるが故に、アメリカ教育から有益な示唆を得るこ
とが出来ます。
■主な著書、発表論文
『学校・地域・大学のパートナーシップ―ウェスト・フィラデルフィア改善組織（WEPIC）の事例
研究―』学文社
『課題を克服するための総合的な学習―成功のカギ―』ぎょうせい
『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研究』多賀出版
『アメリカ教育の諸相―2001 年以降―』学文社
『新教職概論 改訂版』学文社 等
■想定される連携先
・学校（小学校・中学校・高等学校・大学等）、教育委員会
・社会教育機関
・その他地域の諸機関・団体の地域連携部署
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 ヌルハイザル・アザム・アリフ
U R L
：
研究キーワード ：多国籍企業，ダイバーシティ・マネジメント，
ハラル・ビジネス
■研究テーマ

①

ハラル産業の国際化
イスラム市場の発展によりあらゆる分野で需要が増えつつある。そのハラル市場に対応する商品

及びサービスを改めて差別化を図らないといけない。その一方、日本国内の観光産業もイスラム観
光客の増加につれてハラル飲食店、ハラルホテル、ハラルサービスのニーズも上々に高くなります。
しかし、日本人及び日本企業のハラルに関する知識やノウハウなどがまだまだ未熟であると思いま
す。本研究では世界のハラル基準や見解、海外の市場の現状を含めて日本国内のハラルに関わる様
な可能性のある産業；食品加工・製造業、飲食店産業、観光業会、ホテルなどのハラル対応の現状
と課題を把握する目的にして行いたいと思います。

②

在日外国人従業員におるダイバーシティの課題
多様性が求められる現在の日本の社会と企業では、在日外国人従業員への対応はいかなる対策・

プログラムがあるか及び彼らが直面している社内外の課題がどのようなことがあるかを研究する必
要があるかと思います。本来注目されているダイバーシティ研究内容は主に女性に対する課題が中
心となります。本研究は上記のハラル産業という異文化的な観点から在日外国人従業員に対する多
様性を含めて徹底的に研究する必要があると考えます。今回はハラルと外国人従業員との関係性が
あるかと予測する上で一石二鳥という方法で進行したいと思います。
■研究テーマの応用例

本研究を実践する目的としては企業、行政、学生・人材の育成するに当たって重要な役割を果
たすことができるかと思います。2020 年の東京オリンピックに向けて多様なアスリートだけでは
なくスポーツを観戦する及び外国人観光客も大勢来日するに違いありません。日本社会の異文化
の対応は進んでいますでしょうか。それ加えて労働人口不足の状況に置かれている日本は以前よ
りさらに多くの外国人を採用し日本の職場に登用されることに迫られます。単一人種国家である
日本は今後国内の社会や職場において外国出身の従業員のニーズ及び異文化セシティビティを
どう対応されますか。本研究はそれらの課題を追求しさらに如何にその多様性が日本社会及び企
業に恩恵及び利益をもたらされるのかを検証します。
■主な著書、発表論文
Nurhaizal Azam Arif (2012)、『International Diversity Management Initiative: Case Study of
Japanese Multinational Corporation Subsidiaries in Malaysia』、広島市立大学国際学研究科（博
士論文）
Nurhaizal Azam Arif, (2011)、 『Strategic Goals of Workplace Diversity Management: A Conceptual
Framework』
、国際ビジネス研究第３巻 1 号
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 飯島 典子
U R L
：
研究キーワード ：華僑 客家（はっか）

中国近現代史

多文化交流

■研究テーマ

① 華僑の中でも少数派でありながら 19 世紀中盤以降現代に至るまで日本は勿論
欧米人の研究者からも注目されてきた、客家（はっか）について
② 近現代の中国南部、及び東南アジアの鉱山開発と客家の関わりについて
③ 客家を標榜する人々・地域の最新動向－2000 年前後からの新たな動き
なぜ毀誉褒貶の激しかった客家を敢えて名乗るのか
■研究テーマの応用例
日本にも東京・大阪を中心に客家を名乗る人々がいます。毎年 4 月上旬に国内外からの客家
が集まり、大阪で親睦大会を開いていてその他台湾客家委員会が提唱した「客家節」という記
念日を日本でも祝うことになりました。こうしたイベントに参加することで、実際客家の人々
の生きた歴史を知ることが出来ます。
また中国・台湾の客家居住区を実際に尋ね、その暮らしぶりに触れることで世界各地に移民
していった客家のルーツ、帰国した人々の歴史を知ることが出来、客家の主な居住地域である
中国南部と世界とのつながりを体感することも出来ます。
■主な著書、発表論文
『近代客家社会の形成-「他称」と「自称」のはざまで』平成 19 年 風響社
『客家の創生と再創生 歴史と空間からの総合的再評価』平成 24 年 風響社
「日本の客家研究及びその課題」平成 23 年

『客家学刊』第二輯

贛南師範学院客家研究中心 (中国江西省)
「雲南からインドシナへ至る内陸鉱山と客家語圏－雲南の江西人と広東人」
平成 26 年 日本国際客家文化協会 『客家與多元文化』第 9 期
「第二次世界大戦下に於けるマレーシア・サラワク華人女性の服装
－戦時下の女性を表す無言の言語」 平成 29 年『アジア文化』第 33 号

■想定される連携先
日本の崇正公会支部（客家の世界的な親睦団体）
東京中華学校
香港崇正総会（世界で最も古い客家の親睦団体）
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 板谷 大世
研究キーワード ：東南アジア、シンガポール、比較政治学、開発政治、国民統合、
多民族国家、植民地国家、国民国家、治安維持法
■研究テーマ

①

テーマ：東南アジア諸国における経済開発と政治体制

概要：東南アジアにおける新興諸国が、植民地国家からの独立にともなって生じた政治的課題お
よび経済的課題にどのように取り組んできたのかについて研究しています。具体的には 1960 年代
に相次いで誕生した開発政治体制の分析と、それ以降の政治体制について調査を進めています。

②

テーマ：植民地国家から国民国家への移行期における、統治システムの連続性と
変化

概要：植民地時代において、英国はシンガポールおよびマレーシアにおける国家主権をいかに維
持してきたのか、また戦後において英国はこれらの国々へいかにして国家主権を移譲してきたの
かを考察し、両国における政治システムの連続性と変化を明らかにします。現在は、シンガポー
ルにおける統治機構の諸制度に注目することで、政治システムの連続性を考察しています。

③

テーマ：シンガポールとマレーシア政治の動向分析

概要：シンガポールとマレーシアでは、1950 年代に政権を獲得した政党が一貫して政権与党の座
にあります。しかし、近年の総選挙の結果からは、両国の政治における変化の兆しがうかがえま
す。今後も、選挙結果などに注目しながら、両国の政治動向に注目していきます。
■研究テーマの応用例
多民族国家であるシンガポールやマレーシアなどの国々における民族問題への取り組み方法を
紹介することで、アジアの人びと、とりわけ東南アジアの人びととの相互理解を深める活動に貢
献できます。
■想定される連携先
教育機関、公民館、地方公共団体、企業などでの東南アジア地域の理解講座、もしくは交流事
業への協力ができます。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 井上 泰浩
研究キーワード ：マスメディア、インターネット、情報通信、原爆神話と情報操作
■研究テーマ

① テーマ：Web2.0、SNS 時代の情報利用の変化
概要：世界中の情報の共有、発信、検索を可能にした Web2.0 と SNS 時代における、人々の情
報利用と行動は人類史上最も大きな変化をしています。SNS と人々の行動、ネット時代のジャー
ナリズムと既存のマスメディア（新聞、テレビ）の方向性、また、読者視聴者のマスメディア利
用変化を研究しています。特に、ネットやスマートテレビによるテレビ視聴行動の変化は、2012
年に調査を行いました。

② テーマ：海外における広島原爆の報道と市民理解、情報操作
概要：原爆容認・正当化論の起因の根拠の一つとして、海外における原爆報道を分析し、その
国民に伝えられている原爆解釈、理解を国際比較検証しています。特に、アメリカを代表する新
聞である The New York Times の原爆報道については、1945 年から現在までの時系列的な内容分析
を進めています。The New York Times による情報操作でどのように原爆が正当化（原爆神話）され
たかを実証的に検証しています。
■研究テーマの応用例
テーマ① 市民の情報利用と行動の変化を先取りする形で商品開発やサービスを提供しようと
いう企業や団体にとり、市民を対象にした Web2.0、SNS 研究は有益であります。
テーマ② 平和意識を広める活動に応用できます。
■主な著書、発表論文

井上泰浩（2017）『世界を変えたアメリカ大統領演説』講談社。
井上泰浩（2004）
『メディア・リテラシー 媒体と情報の構造学』日本評論社。
INOUE, Yasuhiro. (2003). Cyber Election Campaigning: U.S. Presidential Election 2000.
Hiroshima, Japan: Keisuisha.
Carol Rinnert, Omar Farouk & Yasuhiro Inoue (Eds.). (2010). Hiroshima & Peace. Hiroshima,
Japan: Keisuisha.
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
①についてはマスメディア、IT 業界、また、SNS を導入したい企業。
②については、行政、教育機関など。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 今江 秀和
U R L
：
研究キーワード ：臨床心理学、精神分析的心理療法、学生相談
■研究テーマ

① 学生への支援のあり方、教職員との連携など学生相談に関する研究
さまざまな問題や課題を抱えて訪れる学生に対して、学生相談という枠の中で、どのように
有効な支援ができるかのかについて考えています。
また、学生相談は大学という組織の中で行われる営みであることから、組織という視点を取
り入れて、より有効な支援に繋げたいと考えています。

② 自己受容に関する研究
自己を受容しているという状態はどのような状態であるのかについて、精神分析的な視点を
取り入れながら明らかにしていきたいと考えています。
■研究テーマの応用例
■主な著書、発表論文
精神的支援が必要な留学希望学生の支援体制作り－学内連携を行った事例を通して－
CAMPUS HEALTH 2016（共著）
組織心理コンサルテーションの視点から学生相談における連携・協働を再考する－学生相談の
スリーサークルモデルと BART を通じて－ Psychoanalytic Frontier 2015（共著）
スクールカウンセリングにおけるコンサルテーションについての一考察－教師の教育相談力
の向上を目指して－ 甲子園大学発達・臨床心理センター紀要 2014
精神分析的臨床の担い手は誰か；職場と職種を意識した対話 指定討論 精神分析的心理療法
フォーラム 2014
交通事故加害者となった学生への支援に関する一考察

学生相談研究

2013

退学を選択した男子大学生の事例 甲子園大学発達・臨床心理センター紀要

2006

「自己受容」と「自我機能」 甲子園大学紀要人間学部編 2005
「自己受容」概念をめぐる理論的・臨床的諸見解の検討 甲子園大学紀要人間学部 2004
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 岩井 千秋
U R L
：http://chiaki.intl.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：コミュニケーション方略、第二言語習得、外国語使用
■研究テーマ

①

テーマ：「英語を英語で」教える高等学校新指導要領が大学英語教育に与える影響

概要：高等学校の英語指導要領が改正され、平成 25 年度から英語科目は基本的に英語で教えるこ
ととなりました。新指導要領による指導を受けた高校生は平成 28 年度から大学に入学してくるこ
とになり、この影響は大学にもこれから波及することが予想されます。本研究は、平成 25 年度か
ら５年間にわたり高校で旧、新の指導に基づいて指導を受けた後に大学に入学してくる学生の経
年的な変化を調査すると同時に、英語を英語で教えるための指導法や教材開発などを目指すもの
です。中・四国５大学６名の教員と連携して取り組んでおり、科学研究費の助成（平成 26～30 年
度基盤研究 B、課題番号 26284080、代表者は筆者）を受けています。

②

テーマ：オーラル・プレゼンテーション＆パフォーマンス（ＯＰＰ）

概要：この研究は、英語学習者の発表技能やパフォーマンス向上を目的とするもので、筆者の所
属する学会（大学英語教育学会中国・四国支部）のメンバーと一緒に 2009 年から取り組んでいま
す。研究会のハイライトは毎年、秋（12 月）に開催する発表イベントで、授業等で指導している
大学生英語学習者による発表のパフォーマンスを披露してもらいます。また各教員が指導の成果
を披露することで、具体的な発表事例に基づいて英語による発表技能を高める指導方法を、研究
メンバーと連携して模索しようとするものです。イベントは無料で一般にも公開していますので、
どなたにお起こしいただいても構いません。研究成果は次のサイトで公開しています：
http://chiaki.intl.hiroshima-cu.ac.jp/Bulletin/07OPP/ 本研究が科学研究費の助成
（平成 26
～28 年度基盤研究 C、課題番号 26370648）を受けました。
■研究テーマの応用例
外国語教育への授業実践、英語授業への応用、英語使用能力の向上に関心のある学習者の指
導、国際交流に必要な異文化間コミュニケーションの実践指導など。
■主な著書、発表論文
・Iwai, C., et al. (2017). The influence of the teaching English in English (TEE) policy on English education
and learners. 『大学英語教育学会中国・四国支部紀要』No. 14, 19-36.
・岩井千秋他 (2016).「Oral Presentation & Performance (OPP)のイベントを通じた協働学習活動とそ
の教育効果の理論化」
『大学英語教育学会中国・四国支部紀要』No. 13, 1-18.
・Iwai, C. (2012). Enhancing critical assessment ability through oral presentation. JALT 2011 Annual
International Conference Proceedings, pp. 241-250.
・岩井千秋(2010)「コミュニケーション能力育成のための方略指導」
，小嶋英夫・尾関直子・廣森
友人編著『成長する英語学習者－学習者要因と自律学習』，大修館書店.
■想定される連携先
・中等、高等教育機関、学校関係者 ・市教委、県教委などの教育行政機関
・外国語や国際交流などに関係するボランティア団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 卜部 匡司
U R L
：http://www.urabe.intl.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：教育評価、ドイツの教育、持続可能な開発のための教育
■研究テーマ

①

テーマ：比較教育文化論研究（ドイツの学校）

概要：ドイツの学校文化についての研究に取り組んでいます。これまでは特にドイツにおける
通信簿の成立展開過程について、システム論的視点からの機能分析を行ってきました。
現在は、これまでのドイツに典型的だった三分岐型制度の二分岐型への移行プロセス、
それに伴う教育評価制度の変容について研究を展開しています。

②

テーマ：グローバル学習論研究（持続発展教育／平和教育）

概要：持続発展教育（ESD：持続可能な開発のための教育）について、とりわけ地理教育ならび
に平和教育の領域を中心とした研究に取り組んでいます。学校教育において ESD 効果的
に実現するためのカリキュラム編成や授業構成について探究し、教材開発のための提言
などを行っています。

③

テーマ：学力に関する国際比較研究

概要：OECD による PISA（国際学力調査）が世界各国にどのような影響を与えているのかについ
て（特にわが国とドイツを比較しながら）研究しています。グローバル人材の養成が求
められるなかで、世界各国はどのように PISA を利用し、自国の教育の改善に役立ててい
るのか。またグローバル人材とは具体的にどのような人材なのか。これらのテーマに取
り組んでいます。
■研究テーマの応用例
・学校教育における ESD のカリキュラム開発や授業研究
・子どもの自己理解と社会性の育成に資する通信簿の開発プロジェクト
・小・中・高等学校におけるグローバル人材育成プロジェクトに関する実践研究
■主な著書、発表論文
・由井義通・卜部匡司監訳『ESD コンピテンシー』明石書店、2012 年
・中山修一ほか編『持続可能な社会と地理教育実践』古今書院、2011 年
・卜部匡司『ドイツにおける通信簿の歴史』溪水社、2009 年
■想定される連携先
・学校（小学校・中学校・高等学校・大学など）
・教育関連省庁（文部科学省など）
、教育委員会
・各種関連団体（NPO 法人、社会教育関連団体など）
・国際機関（UNESCO、JICA など）
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 ヴェール，ウルリケ
研究キーワード：近・現代日本のジェンダー史・フェミニズム史、日独比較ジェンダー史
■研究テーマ

① テーマ：ドイツ人による日本研究にみられる、国家、民族、文化、ジェンダー
（1873-1914）
概要：1873 年に、ドイツ人の日本人像に大きな影響を与えたドイツ東洋文化研究協会が、在日ド
イツ人（男性のみ）を中心に東京で創立された。本研究は、その会誌や論文集などを史料に、初
期日本研究の担い手たちの自己イメージと彼らが構築した日本人像を、
「国家」
「民族」
「文化」
「ジ
ェンダー」の観点から分析するものである。彼らにみられる日本への視線や態度は、当時のヨー
ロッパ人のコロニアリズムも、
「東洋」としての日本へのあこがれも典型的に示している。この矛
盾した日本の表象は、何百年も前から引き継がれた「東洋」のイメージだけではなく、当時のド
イツ人（男性）の自己像やドイツ女性への期待などを反映していることを論じる。

② テーマ：日本とドイツの社会運動における原子力とジェンダー
概要：2011 年 3 月 11 日の福島原発事故以降、日本の脱原発運動やメディアにおける「子どもを
守る母」の強調が目立ち、フェミニズムやジェンダー研究の理論的背景を持つ論者による賛否両
論が見られる。本研究は、日本の 1960 年代半ば以降の反・脱原発運動と、ほぼ同時に誕生した女
性運動であるリブやそれに続くフェミニズムに焦点を当て、両運動のなかで原子力とジェンダー
がどのように関連付けられたか検討し、両運動の関係を考察する。具体的には、社会全般を変え
る射程を持つ日本の反原発運動とリブ／フェミニズムだが、原子力廃止（脱原発）を主要の課題
とする反・脱原発運動の理論と実践にジェンダーはどう組み込まれ、逆にジェンダー秩序の解体
を目指すリブ／フェミニズムにとって原子力は何を意味したのかを問う。また、戦後の社会運動
史全体を視野に入れたうえ、両運動がどのような関わりを持った（あるいは持たなかった）かに
ついて検討する。最後に、日本の反・脱原発運動と同様女性の活動が目立つドイツでの脱原発と
フェミニズムとの関係について再考し、日本との比較をはかる。

③

テーマ：戦後日本の平和運動にみられるジェンダーと国家

概要：戦後日本の反核・平和運動が大きく盛り上がった 1950 年代半ばにおいても 1980 年代前半
においても、女性こそが平和を推進する国家横断的(transnational)な活動を積極的に担った。本
研究は、両時代間比較の視点をとりながら、特に 1980 年代に焦点を合わせ、史料や当時の運動に
関わった人たちのインタビュー等に基づいて、女性平和運動家たちの国家横断的な思想と活動を
検討するものである。当時、ヨーロッパの女性運動と米国核ミサイルのヨーロッパ配備に反対す
る大規模の反核運動との関わりが日本で注目され、日本の女性運動や平和運動に参加していた女
性にも大きな影響を与え、ヨーロッパの女性と様々な形で交流するきっかけとなった。このよう
な関わりの中で、
「日本女性」
「日本とヨーロッパ」
「女性と平和」などの概念や関係性が解体され
たり、再構築・再生産されたりしている言説を批判的に読み、女性を主体として、国家を横断す
る運動にこそジェンダーと国家が常に影を落としていること論じる。
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■研究テーマの応用例
グローバルな時代の社会に必要だと思われる、ジェンダー、国民、民族などに対する固定観念
を破り、
「女性」
「男性」
「日本人」
「ドイツ人」としての自己を相対化する歴史研究である。
「歴史」
が激しく議論される現在、参考されたい。
■主な著書、論文
1997. Frauen zwischen Rollenerwartung und Selbstdeutung: Ehe, Mutterschaft und Liebe im

Spiegel der japanischen Frauenzeitschrift Shin shin fujin. Wiesbaden: Harrassowitz.
2004. “A Touchstone for Transnational Feminism: Discourses on the Comfort Women in 1990s
Japan.” Japanstudien: Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien 16: 59-90.
2007.“Japanese Comfort Women: Sex Slaves or Prostitutes? An Issue of Feminist Politics
and Historiography,” in C. Derichs and S. Kreitz-Sandberg (eds.): Gender Dynamics and

Globalisation: Perspectives on Japan within Asia. Berlin: LIT-Verlag, pp. 103-122.
2007.「
『平等』と『差異』を超えて：大正初期の雑誌『新新婦人』にみられる『母性』の構築」
バーバラ・佐藤編『日常生活の誕生：戦間期日本の文化変容』柏書房、pp.107-145.
2008. “Japanese and German Women. Constructing Gender, Race and Nation in Wartime Japanese
Women’s Magazines,” Hiroshima Journal of International Studies 14: 75-95.
2010. “The German Merchant in Late Nineteenth Century Japan: Nationalism, Colonialism,
and Contentious Masculinity in A.R. Weber ’ s Novel Kontorrock und Konsulatsmütze, ”

Hiroshima Journal of International Studies 16: 83-100.
2012. 「脱原発の多様性と政治性を可視化する：ジェンダー・セクシュアリティ・エスニシティ
の観点から」高雄きくえ編『「大震災」と私』ひろしま女性学研究所、pp. 80-94.
2013. “From Hiroshima to Fukushima: Gender in Nuclear and Anti-Nuclear Politics,” in HCU
3/11 Forum (ed.): Japan’s 3/11 Disaster as Seen from Hiroshima. Tokyo: Soeisha/Sanseido
Shoten, pp. 203-233.
2014. （A.Germer と V.Mackie と共編著）Gender, Nation and State in Modern Japan. London:
Routledge.
2014. “Gender and Citizenship in the Anti-nuclear Power Movement in 1970s Japan,” in
A.Germer と V.Mackie と共編著の前掲書, pp. 230-254.
未刊．
“Der deutsche ‘Mann der Wissenschaft’ in der ‘Sackgasse unseres Planeten’: Die
Anfänge der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG) als
Konstruktionsprozess normativer Männlichkeit,” in Sven Saaler et al. (eds.): Geschichte

der OAG. München: Iudicium.
■想定される連携先
・公的研究機関 ・教育機関など
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 太田 育子
研究キーワード ：国際人権法、子どもの権利、ケア労働、防災教育、グリーフケア
■研究テーマ

①

テーマ：子どもの権利

概要：1989年に国連で採択された「児童の権利条約」に基づき、子どもの権利について、さまざ
まな角度から考えています。
詳細は、拙稿「国際的な監護紛争における『子の利益』―子の引渡しを求める人身保護請求に
係る特別抗告を棄却した事例（最高裁判所第二小法廷 2010（平成 22）年 8 月 4 日決定）
『国際人
権 22 号』pp.151-152（信山社、2011 年）
、Privatization of Childcare as a Way of Implementing

Young Children’s Rights, in PUBLIC INTEREST RULES OF INTERNATIONAL LAW 427-458 (Karel
Wellens & Teruo Komori eds., Ashgate, 2010),「子どもの権利」渡部茂己編『国際人権法』
（国際
書院、2009 年）
、
「婚外子差別と人権条約――国籍取得」
『平成 18 年度重要判例解説（ジュリスト
1332 号）
』
（有斐閣、2007 年）
、
「児童の権利条約」畑博行・水上千之編著『国際人権法概論・第４
版』
（有信堂、2006 年）
、
「
“乳幼児が権利をもつ”とはどういうことか ――乳幼児と親・養育者の 間
主観的関係にもとづく児童の権利条約３条１項および１２条１項の再検討」
『広島法学』29 巻 2 号（2005
年）などをご覧ください。

②

テーマ：ケア労働

概要：国際法、とりわけ国際人権条約の履行確保をきっかけとする日本の国内法政策の“脱構築”
［ある対象を解体し、それらのうち有用な要素を用いて、新たな、別の何かを建設的に再構築す
ること］に関心があり、その観点から、
「市場のグローバル化に伴う主権機能の変質と日本の労働
力再生産過程（ケア）における公益確保」について考えています。
詳細は、拙稿”Ensuring Decent Work for Non-Regular Nurses: The Need for Japan’s Ratification of

ILO Standards for Labor Clauses in Public Contracts” (International Federation of Social Workers
& Asian and Pacific Association for Social Work Education, Proceedings of 21st Asia-Pacific
Social Work Conference, 15-18 July 2011, Waseda Univ. , Tokyo), pp.368-373 (CD-ROM, 2012),
「労働者の権利」渡部茂己編『国際人権法』
（国際書院、2009 年）、
「
『ただ共にいる』ということ―
―ケアと権利の新たな関係について」篠田知和基編、
『神話・象徴・言語Ｉ』
（楽浪書院、2008 年）
、
“Some
Reflections on Righting Care” 篠田知和基編著『神話・象徴・文化Ⅱ』
（楽浪書院、2006 年）
などをご覧ください。

③

テーマ：減災教育・グリーフケア

概要：2011 年 4 月以降、3/11 災害に関し、放射能被災地・ヒロシマの復興の諸相をも踏まえ、広
島市立大学(HCU)の学内外でパネルディスカッションや公開講座を企画・運営し、HCU 関係者間
の情報共有と議論の学際ネットワーク・HCU 3/11 Forum を立ち上げ、14 名の研究者による「3/11
災害によって生じた国内外のパラダイムシフト」に関する学際的な英文論考集 JAPAN’S 3/11
DISASTER AS SEEN FROM HIROSHIMA(Soeisha, 2013)を刊行しました。また、
「しなやかな回復力」
(レジリエンス)に基づく自己決定権を、いかにして災害前に育成し得るか、グリーフケア（悲嘆の
ケア）の観点から考察しています（グリーフケア・アドバイザー資格保有）
。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 大場 静枝
研究キーワード ：フランス、ブルターニュ、文学、地域文化、少数言語復興、
言語政策、家族政策
■研究テーマ

① テーマ：フランスの言語政策と地域語教育運動に関する研究
概要：フランスの言語政策史や現在のフランス及び EU の言語政策と関連づけて、地域語
の危機的状況と復興運動の動態を研究しています。特に、地域語教育のカリキュラムと
その効果の検証を通して地域語の復興運動の実効性を検証することを目指しています。
具体的には、フランス北西部の地域語（ブルトン語）を媒介語として自主教育を行って
いるフリースクール「スコール・ディワン」を主な研究対象としています。

② テーマ：18 世紀フランス文学における自伝的作品の研究
概要：フランス革命期の作家レチフ・ド・ラ・ブルトンヌの自伝的作品における自己と
他者の関係、とりわけ最も身近な他者である父との関係、及び「父」の表象とレチフの
文学創造との重層性等を中心テーマに研究を進めています。また、18 世紀の文学作品や
研究書の翻訳、研究を通して、レチフ・ド・ラ・ブルトンヌを始め、まだ一般に知られ
ていない作家や作品、及びその研究を広く日本に紹介しています。

③ テーマ：フランスの家族政策と保育保障に関する調査・分析
概要：フランスは、先進諸国のなかで少子化を克服した数少ない国の一つです。昨今で
は、フランスの家族政策と政策運営のあり方が世界の注目を集めています。少子化問題
で悩む我が国でも、フランスの家族政策は「フランスモデル」として研究の対象になっ
ています。フランスの子育てを取り巻く環境とフランスの家族政策、なかでも、近年、
フランスが最も力を傾注している保育政策について調査・分析をしています。
■研究テーマの応用例
フランスの言語政策や家族政策、あるいはフランスの文化一般に興味・関心をもっている地方
公共団体、教育機関、民間団体、企業に対して、講座や講演、文化交流事業の面で協力ができ
ます。
■主な著書、発表論文
「語り継がれる民族の記憶―『バルザス＝ブレイス』をめぐって」
、滝澤雅彦・柑本英雄編著『祈
りと再生のコスモロジー―比較基層文化論序説』
、成文堂、2016 年。
「ユートピアを希求する旅―レチフとヴォルテールが追い求めた寛容の精神」、植田祐次編著
『ヴォルテールを学ぶ人のために』
、世界思想社、2012 年。
「フランス―多様な保育サービスに見る子育ての社会化」、椋野美智子・藪長千乃編著『世界の
保育保障―幼保一体改革への示唆』
、法律文化社、2012 年。
「抗う人々の歴史―フランス ブルターニュ半島の闘争」、山内淳・小辻梅子編著『二つのケル
ト―その個別性と普遍性』
、世界思想社、2011 年。
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「フランスの家族政策の現在―仕事と家庭の両立を実現する社会へ」、岡澤憲芙・小渕優子編著
『少子化政策の新しい挑戦―各国の取組みを通して』、中央法規出版、2010 年。
「フランスの言語政策と英語熱」、矢野安剛・池田雅之編著『英語世界のことばと文化』、成文
堂、2008 年。
■主な特許、芸術作品等
特にありません。
■想定される連携先
公的研究機関・教育機関・地方公共団体・民間団体など。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 大庭 千恵子
研究キーワード ：国際関係史、南東欧地域研究、EU の変化と「域外」への影響
■研究テーマ

①

テーマ：旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国における多民族共存の模索

概要：1991 年に旧ユーゴスラヴィアから独立したマケドニア共和国は、多民族混住の地であり、
2001 年以降は、国際社会の介入の下、制度面での多民族の権利保障を行ってきています。そこで
は、どのような問題が生じ、どのような解決策が模索されているのかについて、法改正、地方自
治制度改革、教育政策、公務員規定改正など、具体的な政策課題と絡めて検証しています。

②

テーマ：EU の変化と影響

概要：2010 年以後のギリシア危機を発端としたユーロ危機、2014 年以降に地中海あるいはバルカ
ン半島経由でヨーロッパに大量流入した難民の受け入れをめぐる加盟国間の駆け引き、「反 EU」
や「反移民」を掲げる勢力の台頭、英国による EU 離脱決定、2017 年に各国で行われる重要な選
挙など、ヨーロッパ政治経済は現在大きく揺れ動いています。現状と今後の展望が、
「域外」とく
に加盟候補国に与える影響について、検証しています。
■主な著書、発表論文
・共著『ユーゴ後継諸国の対外政策と国際関係に関する研究』晃洋書房、2017 年。
・
「旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国における教育改革と『非多数派コミュニティ』
」
『広島国際研究』第 22 巻、2016 年。
・
「旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国におけるロマの政治的ポジション（1991-2014）
」
『広島国際研究』第 20 巻、2014 年。
・
「EU 加盟候補国は『国境』を越えられるか」『世界の眺めかた－理論と地域から見る国際関係』
千倉書房、2014 年。
・共著 『変貌する権力政治と抵抗：国際関係学における地域』 彩流社、2012 年。
・共著 『旧ユーゴ研究の最前線』 渓水社、2012 年。
・共著 『多文化・共生・グローバル化－普遍化と多様化のはざま』 ミネルヴァ書房、2010 年。
■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 柿木 伸之
研究キーワード ：言語、歴史、他者、芸術、美、共生、ポストコロニアリズム
■研究テーマ

①テーマ：他者と応え合う言語の哲学的探究
概要：ここ 10 年ほど、20 世紀の前半に批評家などとしても活躍した思想家ヴァルター・ベンヤ
ミンの思想の研究に取り組み、その成果を『ベンヤミンの言語哲学──翻訳としての言語、想起
からの歴史』（平凡社、2014 年）にまとめました。この拙著で論じたベンヤミンの言語哲学は、
言葉を発することを、他者とのあいだに生きる息遣いとして捉えながら、言語を、文学などに端
的に表われる創造性において、また他者の言葉の翻訳をつうじて不断に自己を創造する姿におい
て浮かび上がらせています。このようなベンヤミンの言語への洞察を、現代世界における他者と
の共生や言語的表現の可能性へ向けて深化させることが、当面の課題です。

②テーマ：他者に開かれた記憶と歴史の哲学的探究
概要：過去を記憶し、歴史を捉えること自体について再考を迫るような出来事とその証言が突き
つけられている一方、それを否認するかたちで、神話化された歴史が虚構のアイデンティティを
保証するものとして新たに顕揚され、歴史がファシズムを後押しした過去を反復しようともして
いる状況を踏まえながら、かつてあったことを記憶するとは、またその記憶を歴史として語り継
ぐとはどういうことかを哲学的に探究します。それをつうじて、新たな、他者に開かれた記憶と
歴史のありようを、芸術的実践の可能性も視野に入れながら模索します。その現時点での成果は、
拙著『パット剝ギトッテシマッタ後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、
2015 年）にまとめられておりますので、ご参照いただければ幸いです。
■研究テーマの応用例
上記の研究にもとづいて、
「ヒロシマ」の記憶を世界的なものとして語り継ごうとする文化的ない
し芸術的実践などに、その意味を再考する何らかの手がかりを提供することは可能です。また、
以前にドイツの哲学者テオドール・W・アドルノの『自律への教育』
（中央公論新社、2011 年）
という本の翻訳も共訳で上梓しましたが、これはナチス・ドイツの過去の過ちを繰り返すことの
ない社会をみずから築いていく将来の世代を育成するために、教育はどうあるべきかといった問
題を論じた講演や対談を収めたものです。自律的かつ批判的な思考の涵養を、過去の克服の課題
として説く本書は、日本の教育関係者もぜひ一読すべきものと考えられます。本書をベースに、
平和教育のあり方などについて現場の関係者と議論深めるのにも応じていきたいと思います。
■想定される連携先
・文化的、芸術的活動に取り組む市民グループ（NGO・NPO）
・教育研究機関
・地方自治体の文化担当部局ならびにその文化関係の外郭団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 カーソン，ルーク（Luke Carson）
U R L
：
研究キーワード ：学習心理学, 異文化間心理学, 教育学, 文化人類学
■研究テーマ

① 文化と意思決定
② メタ認知
■研究テーマの応用例
■主な著書、
Carson, L. (Forthcoming, 2018). Inside the Independent Learning Experience: Cognitions, Emotions,
Metacognitions and More. London: Routledge.
Carson, L. (2017). Teaching Internationally for Internationalization: Western Perspectives in an
Eastern Context. In R. Kahila, B. Bizzel & P. Talbot (eds). Cultural Competencies and Educational
Diplomacy in International Settings. Pennsylvania: IGI Global.
Carson, L. (2017). Understanding the Differing Motivations of International University Students: A
present-focused cultural comparison. World Congress on Education Proceedings.
Carson, L. (2017). Second Language Use as a Threshold Concept: Re-conceptualising Language
Learning Journeys. International Journal of Education, Vol 9 (2), pp.34-43
Carson, L. (2016). Are university lecturers communicating to learners as individuals in learner-centred
classes? Journal of Education and Human Development, Vol 5(3), pp.20-26.

Carson, L. (2015). Human Resources as a Primary Consideration for Learning Space Creation.
Studies in Self-Access Learning, 6(2), pp. 245-253.
Carson, L. (2015). How Would a Cognitive Behavioural Therapist Help Language Learners Deal
with Internal Obstacles to Independent Learning? In C. Stilwell (Ed.) Language Teaching Insights
from Other Fields: Psychology, Business and Brain Science. Maryland: TESOL Press. pp. 117-124
J. Mynard, & L. Carson (2012). (Eds.). Advising in Language Learning: Dialogue, Tools and Context.
Harlow: Pearson.
Carson, L & Mynard, J. (2012). Introduction. In J. Mynard, & L. Carson (Eds.). Advising in Language
Learning: Dialogue, Tools and Context. Harlow:Pearson, pp. 1-25.
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Carson L. (2012). Why Classroom based advising? In J. Mynard, & L. Carson (Eds.). Advising in
Language Learning: Dialogue, Tools and Context. Harlow: Pearson, pp. 247-262.
Carson, L. (2012). Conclusions In J. Mynard, & L. Carson (Eds.). Advising in Language Learning:
Dialogue, Tools and Context. Harlow: Pearson, pp. 296-299
Carson, L. (2012). Developing a Deeper Understanding of Learning Processing During Unguided
Learning Tasks. Studies in Self-Access Learning, 3 (1), pp. 6 – 23.
Carson, L. (2012). An exploration of metacognition and its interplay with other forms of conscious
thought processing in independent learning at tertiary level. PhD thesis, Dublin City University.
http://doras.dcu.ie/view/people/Carson,_L=2EJ=2E.html
Carson, L. (2009). Autonomy, Autonomy- An Institutional Endeavour. Kanda University Research
Institute of Language Studies Journal, Vol. 20, pp. 29-44.
Carson, L & Kato, S. (2009). The Learning Behaviours of Voluntary Self-Access Learning Centre
Users. セルフアクセスラーニングセンターにおける自主的利用者の学習態度 . Hiroshima
Bunkyo Joshi Daigaku Kiyou, Vol. 20, pp. 89-103.
Carson, L. & Foale, C. (2007). If you build it, will they come? The development and delivery of an
online student-driven self access language resource. Kanda University Research Institute of Language
Studies Journal, Vol. 18, pp. 87-115.
Carson, L. & Allen, R. (2006). A Self-Access Centre in Action: Facilitating Student Achievement of
Specific Language Goals. ESP Malaysia Journal, Vol. 12, pp .91Carson, L. & Allen, R. (2005). Designing and Redesigning an Independent Language Learning
Programme. Working Papers in Language Education, Vol.2, pp. 1-10.
Carson, L. (2004). The Benefits of Language Learning Autonomy: A New Focus for Teachers and
Learners. MA Thesis, University College Cork.
発表論文
(July 2017). Understanding the Differing Motivations of International University Students: A
present-focused cultural comparison. World Congress on Education (Ireland).
(May 2016). From Language Learning to Actively Communicating: A Threshold Concept. The Japan
Association of Language Teaching PAN SIG Conference: Innovations in Education (Japan).
(0ct 2014). What does independent learning look like? The Asian Conference on Education (Japan)
(June 2014). Students’ cultural context: Understanding their reality before informing their learning
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experience. Invited speaker at the Oita chapter of the Japan Association of Language Teaching
(Japan).
(Nov 2011). Developing a Deeper Understanding of Learning Processing During Unguided
Learning Tasks. Advising for language learner autonomy conference (Japan).
(July 2011). Social Spaces for Language Learners: what they can offer students. Invited Speaker at
the Hiroshima chapter of the Japan Association of Language Teaching (Japan).
(March 2010). Learner Development for Global Development. Education and Development
Conference (Thailand).
(October 2008). Self-Access Symposium Presentation “Supporting Self-Access Learning”, JALT
Conference (Japan).
(January 2008). The flexible language class: allowing students to pursue individual learning
programmes. Responding to Change: Flexibility in the Delivery of Language Programmes Conference
(Hong Kong).
(October 2007). Carson, L & Kato, S. Do SALC users exhibit characteristics of effective autonomous
learners? ILA Conference: Exploring Theory, Enhancing Practice: Autonomy across the Disciplines
(Japan).
(November 2006). Carson, L. & Foale, C. Learner Driven Materials: A Catalyst for Learning and
Curriculum Change. MATSDA Conference: Materials for Successful Change (Japan).
(September 2006). Developing and Delivering a Student Driven Self-Access Language Learning
Resource. IRAAL / BAAL Conference: From Applied Linguistics to Linguistics Applied (Ireland).
(April 2006). A Self-Access Centre in Action: Facilitating Student Achievement of Specific Language
Goals. English for Specific Purposes Conference (Malaysia).
(October 2005). Allen, R. & Carson, L. Designing and Redesigning an Independent Language
Learning Programme. International Conference on Teaching and Learning of English: Towards an
Asian Perspective (Malaysia).
(August 2005). Team Teaching and Strategy Use in the Classroom. Kanda Institute for Foreign
Languages Summer Seminar. (Japan).
■想定される連携先
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 金谷 信子
研究キーワード ：非営利組織、社会福祉、公共政策、パートナーシップ
■研究テーマ

①

テーマ：非営利組織の経済活動と社会的影響の分析

概要：NPO、公益法人、社会福祉法人、協同組合、地縁組織など多種多様な非営利組織の特性を、
主として経済活動の面から比較分析します。また非営利活動が現代社会のパフォーマンスに与え
る影響を、ソーシャル・キャピタルなどの観点から研究します。

②

テーマ：福祉の市場化に関する研究

概要：介護保険制度などの導入に伴う社会福祉事業の民間開放により、福祉の市場化が進んでき
た中で、公民事業者のシェアあるいは事業経営に生じてきた変化、またその社会に対する影響を
研究します。介護保険制度と制度外サービスの関係についても研究中です。

③

テーマ：少子高齢・人口減少社会の非営利組織と政府のパートナーシップ

概要：少子高齢化・人口減少が進む社会において、新しい公共の担い手として、様々な面から注
目が集まる非営利組織と政府とのパートナーシップのあり方について多面的に研究します。

④

テーマ：コミュニティの再生

概要：地域格差が拡大する中で疲弊が進む地域・コミュニティの活性化のあり方について研究し
ます。アートとまちづくりについても研究中です。
■研究テーマの応用例
上記テーマに関連する事業
■主な著書、発表論文
・
「旧百島中学校における芸術活動に関する島民の意識調査から : アートプロジェクトを用いた
地域再生の可能性と課題」
『広島国際研究』2013 年 11 月,vol. 19.（共著）
・
「介護系 NPO の持続性と多様性：介護保険制度外サービスの実態調査から」『広島国際研究』
2012 年 11 月,vol. 18.
・
『福祉のパブリック・プライベート・パートナーシップ』（単著，日本評論社，2007 年）
・
「
『協働』の再考：ローカル・ガバナンスにおける NPO と地縁団体」『広島国際研究』2011 年
11 月,vol.17.
・
「ソーシャル・キャピタルの形成と多様な市民社会」
『ノンプロフィット・レビュー』2008 年 8
月，vol.8, no.1．
■想定される連携先
・非営利組織
・地方自治体
・企業（社会貢献関係）など
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 城多 努
研究キーワード ：公会計、政府の経営学、経営財務
■研究テーマ

①

テーマ：公的機関における予算管理・コスト管理

概要：国立大学法人における予算管理、学内資源配分、施設管理
地方自治体における予算管理、ディスクロージャー
独立行政法人におけるコスト管理

②

テーマ：公的機関、非営利組織における会計の役割

概要：公的機関における会計と組織の変化
国・地方公共団体の財務諸表が組織全体や市民に与えるインパクト
営利組織における財務報告・コスト管理
■研究テーマの応用例
非営利組織における経営効率化
地方独立行政法人等における予算管理
■想定される連携先
国、地方公共団体ほか公的機関、および民間非営利組織
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 金 栄鎬
研究キーワード ：東アジア、朝鮮半島、日韓関係、ナショナリズム、安全保障
■研究テーマ

① テーマ：朝鮮半島をめぐる東アジアの国際政治
概要：日韓関係、米韓関係、韓国の対外政策を中心に、朝鮮半島をめぐる東アジアの国際政治
における協調と対立のメカニズムを明らかにします。

② テーマ：分断国家のナショナリズム比較研究
概要：東アジアの二つの国家分裂の事例（南北朝鮮関係、台湾海峡両岸関係）から、分断・分
裂国家のナショナリズムの動態を究明し、地域の安定化条件を探ります。
■研究テーマの応用例
① 日韓関係や日中関係に見られるように、国際関係における二国間関係は、経済や軍事など
の存在論的条件だけでなく、相互イメージや戦争の集合的記憶などの認識論的条件にも規定され
るという観点から、たとえば、ヒロシマの記憶、侵略戦争の記憶、冷戦対立下の国家暴力の記憶
にアプローチし、国際交流と相互理解に資することができると思います。
② 日本とアジアの関係を考える時、圧倒的なパワーとして影響したのは日米関係であるが、
同時に、低開発諸国や分裂国家および権威主義体制のアジア諸国との関係において日本外交には
一定の独自性が認められ、このような日本のアジアにおける位置が、東アジアの安全・平和に有
する意味を考えることができると思います。
■主な著書、発表論文
『
〈際〉からの探求：つながりへの途』文眞堂（共著）。
『世界の眺めかた－理論と地域からみる国際関係』千倉書房（編著）
。
『在日コリアン辞典』明石書店、2010 年（共著）
。
『日韓関係と韓国の対日行動－国家の正統性と社会の「記憶」』彩流社、2008 年。
『現代アジアの変化と連続性』彩流社、2008 年（共著）
。
『現代韓国の社会運動－冷戦後・民主化後の展開』社会評論社、2001 年。
■想定される連携先
大学等の研究・教育機関、日韓交流の団体・個人、朝鮮半島問題の講座等
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 倉科 一希
U R L
：
研究キーワード ：アメリカ、冷戦、米欧関係、国際関係史
■研究テーマ

① 米欧同盟と冷戦
概要：1950 年代から 60 年代にかけて、冷戦における米ソ関係が一定の「安定化」を達
成しました。その一方で、アメリカと同盟国、特に西ヨーロッパ諸国との関係は大き
く動揺します。本研究では、アメリカと西ドイツの関係に焦点を当て、東西関係と同
盟関係の交錯を解明します。

② アメリカの国内政治と外交の相関関係
概要：第二次世界大戦から冷戦に至る時期のアメリカでは、国内政治の変化と外交関係、
とくに東西冷戦の変容とが、密接に関連していました。一般的には国内政治が原因に
なって対外関係が変化すると考えられますが、両者の関係はもっと相互的であるよう
に見えます。本研究では、歴史学的アプローチに基づき、国内政治と対外関係の相関
関係を明らかにします。
■研究テーマの応用例
日本にとって依然として重要な外国であるアメリカを、とくに日本以外の国々との関係に焦
点を当てて紹介することで、アメリカへの理解を深める活動に貢献できます。

■主な著書、発表論文
『アイゼンハワー政権と西ドイツ―同盟政策としての東西軍備管理交渉』(ミネルヴァ書房、
2008 年)
共著『欧米政治外交史 1871～2012』(ミネルヴァ書房、2013 年)
共著『アメリカ文化入門』(三修社、2010 年)
“‘Let the MLF Sink out of Sight’: The Cold War and Alliance under the Johnson
Administration”, The Japanese Journal of American Studies, No. 24 (2013)
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
教育機関、企業などでのアメリカの理解講座への協力ができます。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 ゴーマン、マイケル
U R L
：
研究キーワード ： Rural American Literature and Culture
■研究テーマ

① Rural Cosmopolitanism
My research highlights the multicultural and global nature of rural and small town
American communities.

② Cultural Imperialism
My research also explores the ways in which rural American texts reflect US
involvement overseas and the spread or imposition of American culture abroad.
■研究テーマの応用例
Assisting government officers to plan research trips to the United States;
collaborating with museum curators or librarians on exhibitions of texts concerned with
multicultural rural communities, such as Ansel Adams’ photographs of Japanese Americans
confined at the Manzanar War Relocation Center during World War II; discussing
environmental concerns affecting rural communities with NGOs, NPOs, and industries
concerned with environmental issues such as global climate change.
■主な著書、発表論文
“Rural Cosmopolitanism and Cultural Imperialism in Willa Cather’s One of Ours.”

The Japanese Journal of American Studies Vol. 28 (2017): 61-81.
「ポスト加速時代に生きるハックとジム—パオロ・バチガルピ小説におけるトウェインの痕
跡」
『エコクリティシズムの波を超えて—人新世の地球を生きる』塩田弘、松永京子他
編、音羽書房鶴見書店、2017 年、259-274。
「トパーズからグアンタナモ湾へ—オオツカの『天皇が神だったころ』と強制収容所」伊藤詔
子監修, 新田玲子編『カウンター・ナラティヴから語るアメリカ文学』音羽書房鶴見書
店、2012 年、263-278。
「ニュークリアリズムと戦後アメリカ文化」
『原爆文学研究』11 号、花書院、2012 年、107-116。
"Willa Cather's Imperial Apprenticeship: Rudyard Kipling, the Celestial Empire, and San
Francisco." Studies in English Language and Literature. Vol. 20 (2012): 41-67.
"Jim Burden and 'the White Man's Burden': My Ántonia and Empire." Bloom's Modern Critical

Interpretations: Willa Cather's My Ántonia—New Edition. Ed. Harold Bloom. New
York: Harold Bloom's Literary Criticism, 2008. 117-139.
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：講 師 斎藤 祥平
U R L
：
研究キーワード ：ロシア、ユーラシア主義、亡命ロシア人
■研究テーマ

ユーラシア主義者を中心とした亡命ロシア人の史的研究
現代において、ユーラシア主義という思想は「ロシア」より広い「ユーラシア＝旧ソ連地域」
といった影響圏を主張するロシア・ナショナリストや、ヨーロッパとアジアの架け橋として
の役割を主張する中央アジアやトルコの政治家や知識人によって主張されています。とりわ
け、プーチンらロシアの政治家や知識人層はヨーロッパとアジア双方における国際関係・外
交政策を常に考えなければならないため、ユーラシア主義に強い関心を示しており、今後の
ロシアの方向性を探る上で重要な思想となっています。この思想の起源は 1917 年のロシア革
命後に各地へと渡っていった戦間期の亡命ロシア人による思想運動にあります。本研究はヨ
ーロッパにおいて、同思想が人種主義に対抗するプロパガンダとして、ドイツのナチズムと
の対決に利用されたこと、一方のアジアにおいて、日本統治下の満洲における「五族協和」
形成の文脈で日本の汎アジア主義と衝突したことを明らかにしました。つまり、ロシア・ソ
連に加え、
「ユーラシア」の両端であるヨーロッパとアジアの双方で亡命ロシア人が果たした
役割を、ユーラシア主義の各地における受容を例に実証してきました。

■研究テーマの応用例
本研究は亡命ロシア人を例に、いわゆる「マイノリティ」としての存在が国家・地域の狭間で、
また時代を超えて重要な役割を果たしてきたことに着目しています。難民、戦争捕虜、エスニ
ック・マイノリティといったテーマとの関連を調査すべく、ロシア・ソ連史の文脈を超えた比
較研究・共同研究を行なっていきます。そのための研究会、ワークショップ等の開催に貢献し
たいと思います。一方で、
「近くて遠い」隣国ロシアへの理解を深める活動にも貢献できます。
■主な著書、発表論文
Shohei Saito, “The Historical Impact of Eurasianism: N. S. Trubetzkoy’s Article “On Racism” and its
Reception in the Prager Presse” in Uyama Tomohiko, ed., Thirty Years of Crisis: Empire, Violence, and
Ideology in Eurasia from the First to the Second World War (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido
University, Forthcoming).
斎藤祥平「N.S. トルベツコイの思想と亡命ロシア人世界：ユーラシア主義を中心に」
（北海道大
学文学研究科 2014 年度博士論文）
斎藤祥平 「ユーラシア主義と民族の「起源」問題—言語学者 N.S.トルベツコイの一九三〇年
代後半の著作の受容をめぐる一考察—」
『ロシア史研究』第 92 号、2013 年、43－66 頁。
Shohei Saito, Евразийская альтернатива: Н.С. Трубецкой и интеллектуальная оппозиция
Советскому Союзу и нацистской Германии. Форум новейшей восточноевропейской истории и
культуры

(Katholische

Universität

Eichstätt-Ingolstadt,

Osteuropastudien). №.1. 2012. C.181－190 (ロシア語).
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Zentralinstitut

für

Mittel-

und

斎藤祥平「オルタナティブとしてのユーラシア主義:言語学者 N. S. トルベツコイによるソ連と
ナチスへの思想的反応」
『スラヴ研究』第 58 号、2011 年、229－252 頁

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
教育機関、公的研究機関など
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 佐藤 深雪
U R L
：
研究キーワード ：夏目漱石 プラグマティズム

日本古典文学

日本研究

■研究テーマ

① 夏目漱石の文業

② 日本文化研究

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文
則天去私とは何か――『高慢と偏見』、『ウェイクフィールドの牧師』、『明暗』（広島国際研究
21

2015）

チャールズ・サンダース・パースと夏目漱石――暗示とは何か （JunCture 超域的日本文化
研究 5 2014）
偶然の構造――チャールズ・サンダース・パースと夏目漱石（比較日本文化研究 16 2013）

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
劇場・映画館
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 城市 真理子
研究キーワード ：日本美術史、東洋美術史、水墨画、詩画軸、周文派、岳翁、
雪舟、山水図、禅宗美術、肖像画、五山文化、大名文化、
日本文化史
■研究テーマ

①

テーマ：室町水墨画研究

概要：室町時代の漢画、特に、謎の多い画僧「周文」の周辺画家について研究しています。
岳翁や雪舟の初期作など周文派とされる画家は、同時に禅僧でもあり、当時の禅僧の文人意識が
その制作にも投影されていますが、そのことが、実は、京都五山の禅宗寺院における絵画制作の
システム化（画僧の職業画人化・五山文学の絵画化）とも関わっています。周文派の作品研究や
画僧研究、中世絵画の様式史研究とともに、絵画と文芸との関係、絵画評価の価値観まで探りた
いと考えています。

②

テーマ：中世の肖像画研究

概要：室町時代には、禅僧や大名、その家族の肖像画が制作されていました。肖像画には、しば
しば画賛という禅僧による漢詩文が付されており、その人物のプロフィールや肖像画が制作され
た事情がわかります。室町時代にも、しばしば美術は政治戦略とも結びついていたし、肖像画の
像主や注文者のみならず画家もまた、同様に同じ時代の波の中にいました。絵画と政治性、そし
て亡き人の似姿を求める人の想いが一幅に凝集する肖像画は興味深い研究対象であります。
■研究テーマの応用例
広島市と周辺地域の文化史研究・文化財保存に寄与できます。
中世・近世美術は、質の高いものが地方にも意外なほど多く伝存していながら、その評価がなさ
れないままになっている例がしばしば見られます。中世に遡られる地域の文化を美術資料の探
索・調査によって鑑識・評価し、文化財の保全への道を開くことができます。その際、資料調査
の訓練を受けた学生の参加によっても、地域と大学との結びつきを強めることができます。
また、地方の文化史とはいえ、多くの場合、地域だけで完結するのではなく、京阪・江戸・博
多など主要都市との文化的な交流があるので、全国的な研究の連携が想定できます。
さらに、美術史研究は文学･宗教･歴史など多分野の研究との関連が深いので、多領域の共同研
究で、特に美術資料の評価について協力ができます。
■主な著書、発表論文
著書：
『室町水墨画と五山文学』
（思文閣出版、2012 年 2 月）
■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関（美術館･博物館等）
・地域団体（社会教育の講座）
・地方自治体（文化課・文化財保護課）
・ＮＰＯ／ＮＧＯ（観光・文化財保護・古美術や文化財に関する活動）
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 関村 誠
研究キーワード ：感性、場、風土、現れ、イメージ

■研究テーマ

①

テーマ：古代ギリシア思想における感性に関わる理論

概要：主として古代ギリシア思想の原典テクストの分析検討を通じて、イメージの受容と創造に
関わる諸概念を考察し、その意味を解明します。また哲学思想における感覚機能の様態と価値を
究明します。とりわけ、プラトンとプロティノスの理論の感性論の側面からの解釈を試み、現代
的な意義を探究しています。

②

テーマ：芸術創造における〈場〉の理論

概要：今日、美術館やギャラリーの空間内とは異なる場においての芸術作品展示がますます展開
されるようになってきています。この状況をふまえて、造形芸術に関わる理論において、創造行
為とそれが展開される場との関係を考察します。この創造の場の問題を、古代ギリシア思想やそ
の後の西洋思想における場所・空間に関わる理論、また「風土」や「間」をめぐる日本的感性に
関わる理論を参考にしつつ検討します。
■研究テーマの応用例
造形芸術における創造行為の意味を明らかにする基礎理論を構築します。
地域連携型のアートプロジェクトの実行に際して、地域独自の場と芸術創造のあり方を結びつけ
るために理論的側面からサポートします。地域の特性とそこで展開する創造行為との関連、さら
には海外の研究者や芸術家との交流やプロジェクトの意義を理論面から明確にし、共同研究を遂
行します。
■主な著書
Makoto Sekimura, Platon et la question des images, Ousia, Bruxelles, 2009
■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関
・地域団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 曾根 幹子
研究キーワード ：スポーツマネジメント、地域スポーツ
スポーツ史

生涯スポーツ、

■研究テーマ

①

テーマ：地域スポーツ団体のマネジメント

概要：地域のスポーツ推進を担っているスポーツ団体（例：総合型地域スポーツクラブなど）の
マネジメントや、学校運動部と地域スポーツクラブの連携の在り方などに関して研究しています。

②

テーマ：スポーツ推進と地域づくり

概要：
「地域づくり」の視点からスポーツ推進の在り方や、スポーツ団体（組織）が地域に及ぼす
影響や効果、スポーツ資源の有効活用に関して研究を行っています。

③

テーマ：スポーツ史に与えた日系移民のネットワークに関する研究

概要：文科省の科研（挑戦的萌芽研究）が採択され、
「戦前からの日伯スポーツ交流が 1964 年東
京五輪招致決定に与えた影響」に関して調査研究をしてきました。その結果をベースに、北
米なども含めて日系移民のネットワークがわが国のスポーツ史に与えた影響を調査・研究し
ています。
■研究テーマの応用例
・地域スポーツクラブのマネジメントへの活用
・スポーツ推進計画策定への活用
・スポーツを活かした地域づくり事業への応用
・スポーツ国際交流の新たな資源開発
■想定される連携先
・自治体
・教育委員会
・地域スポーツクラブ
・スポーツ関連の NPO
・各競技団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 高久 賢也
U R L
： http://intl.hiroshima-cu.ac.jp/modules/intl/professor/takaku.html
研究キーワード ： 国際金融論、国際マクロ経済学
■研究テーマ
私の研究テーマは「国際資本移動とマクロ経済政策」です。近年、国際的な資本移動の急速なグロ
ーバル化に伴い、新興国や途上国への急激な資本の流入および流出が、そうした国々の景気変動に大
きな影響を及ぼしており、通貨危機や金融危機の原因ともなってきました。また、近年の世界金融危
機以降は、先進国（特にアメリカ）の金融政策がそうした国々の資本の流入や流出に大きな影響を及
ぼしています。そうした状況下において、新興国や途上国における適切なマクロ経済政策のあり方を
考えることは、それらの国々の成長や発展にとって極めて重要であることは明らかですが、近年では、
中国のような新興国の景気の動向が世界経済全体に影響を及ぼすようになっています。従って、新興
国・途上国が適切なマクロ経済政策を行うことは（日本を含めた）先進国にとっても重要であると言
えます。そのような認識から、私は、マクロ経済学の分野において、近年新しい政策分析ツールの一
つとなっている確率的動学一般均衡（DSGE）モデルを用いて、新興国や途上国のような小国開放経
済における望ましいマクロ経済政策（金融政策、財政政策、為替政策、および資本規制）のあり方に
ついて理論的な研究を行ってきました。
■主な著書、発表論文
【著書（分担執筆）
】
1. 藤田誠一・松林洋一・北野重人（編著） 『グローバル・マネーフローの実証分析：金融危機後の新
たな課題』 ミネルヴァ書房

2014 年 4 月 （第 8 章「近年の新興市場国における国際資本移動と

金融政策－小国開放経済の DSGE モデルによる分析－」
（北野重人氏との共著）を担当）
【論文】
1. 「小国開放経済における為替レート政策の厚生分析」 『経済科学』 58 巻 4 号，pp.53-69，
2011 年 3 月
2. 「小国開放経済の外的ショックと金融政策：ニューケインジアンモデルによる分析」 『国民経済雑
誌』 205 巻 3 号，pp.57-75，2012 年 3 月（北野重人氏との共著）
3. “An Optimal Government Spending Reversal Rule in a Small Open Economy"
International Review of Economics & Finance, Vol. 27, pp.374 - 382, June 2013
(with Shigeto Kitano)
4. “Monetary Policy, Incomplete Asset Markets, and Welfare in a Small Open Economy”
Economics Bulletin, Vol.35, No.1, pp.112–121, March 2015 (with Shigeto Kitano)
5. “External Debt and Taylor Rules in a Small Open Economy” Pacific Economic Review, Vol.21,
pp. 541–559, December 2016 (with Shigeto Kitano)
6. “Capital Controls and Financial Frictions in a Small Open Economy” Open Economies Review,
forthcoming (with Shigeto Kitano)
■想定される連携先
公的研究機関、教育機関
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 高橋 広雅
U R L
：http://sites.google.com/site/htakahome/Home
研究キーワード ：Experimental economics, Loss aversion
■研究テーマ

① テーマ：An experimental examination of compensation schemes and level of
effort in differentiated tasks
② テーマ：Trust game and loss aversion

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文
Junyi Shen, Kazuhito Ogawa, Hiromasa Takahashi （2014） "EXAMINING THE TRADEOFF BETWEEN
FIXED PAY AND PERFORMANCE-RELATED PAY: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH," REVIEW OF ECONOMIC
ANALYSIS, Volume 6 (2), 119-131
高橋広雅 (2014), 公共資本蓄積ゲームにおける複数均衡, 創価経済論集, 43 巻, 1-14
A Cash Effect in Ultimatum Game Experiments, 2013, The Journal of Socio-Economics, Volume
47, 94-102. (with Junyi Shen)
鈴木明宏，伊藤健宏，楊培魯, 小川一仁，高橋広雅，竹本亨 (2013) 「Non-Monetary Punishment
に対する互恵性の存在とその影響－繰り返し一方的最後通牒ゲーム実験による検証－」, 理論と
方法, Volume 28, 203-218.
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
地方自治体、公的研究機関
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 田川 玄
研究キーワード ：アフリカ、エチオピア、ボラナ・オロモ、文化人類学
■研究テーマ

①

テーマ：現代アフリカにおける老いの人類学

概要：現在、アフリカでは＜老いの力＞のグローバル化が進行しています。アフリカにおいて老
人の権威は、政治経済領域だけでなく宗教儀礼領域を含んだ「力」として人びとに経験されます。
本研究は＜老いの力＞のグローバル化が見られる東アフリカ地域を対象とした民族誌的な比較の
手法を用いて、グローバル化が引き起こす＜老いの力＞の生成と変容のメカニズムを解明します。

②

テーマ：グローバル化するアフリカ牧畜民の社会変化についての民族誌的研究

概要：エチオピアとケニアにまたがって居住しているボラナの人びとの生業、宗教、政治経済に
おける 21 世紀の劇的な変容をフィールドワークから明らかにしていきます。個別のテーマとして
は、民族間暴力、宗教間の対立、世代間紛争、行政組織とＮＧＯによる開発などに注目していま
す。

③

テーマ：記念碑的景観の形成

概要：都市に建立された記念碑を景観と集合的記憶の形成という観点から検討します。広島市で
は原爆と関連する記念物（慰霊碑・被爆建物・説明板など）に注目しています。

④

テーマ：無形文化遺産の文化政治学

概要：アフリカや他の地域などにおいて、無形文化遺産の登録にともなうプロセスを調査するこ
とにより、文化がどのように再帰的に形成されるのかに注目しています。
■研究テーマの応用例
文化人類学の特色の一つはフィールドワークという方法論にあります。フィールドワークは現
在、各分野でその有用性が認められております。このフィールドワークの社会的な活用への助言
を行うことができます。
■主な著書、発表論文
田川玄，慶田勝彦，花渕馨也編著『アフリカの老人』九州大学出版界，2016 年.
田川玄「ウシの名を呼ぶ：南部エチオピアの牧畜社会ボラナにおける人と家畜
の駆け引き」
『人と動物、駆け引きの民族誌』奥野克巳編,はる書房,205-234 頁, 2011 年
田川玄「男が戦いに行くように女は愛人をもつ」
『セックスの人類学』奥野克巳・椎野若菜・竹
ノ下祐二編,春風社,141-161 頁,2009 年
田川玄「現代エチオピアにおける民族間の暴力の諸相：南部エチオピアのオロモ系集団ボラナ
と隣接民族との紛争」
『東アフリカにおける暴力の諸相に関する人類学的研究』平成 18-20 年度
科学研究費補助金（基盤研究Ｂ・海外学術）研究成果報告書,29－48 頁,2009 年
田川玄「年齢組のパラドックス―エチオピア南部オロモ語系ボラナの年齢組の生成過程」
『抵抗
と紛争の史的アプローチ―エチオピア

国民国家の形成過程における集団の生存戦略―』福井
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勝義編,2008 年
■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関
・ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 田浪 亜央江
U R L
：
研究キーワード ：中東地域研究 アラブ

パレスチナ文化

■研究テーマ

①〈移動〉と〈歓待〉を切り口とした現代パレスチナ文化論の構築
現代パレスチナにおける文化活動の興隆のバックグラウンドをオスマン朝末期から英国委任
統治体制の確立期（1910 年代後半～20 年代半ば）に求め、この時代のパレスチナ人の空間認
識や、移動を通じた交流のありようの堀り起こしを行っています。

② 中東におけるシティズンシップ／ナショナリティ：ケーススタディとしてのイ
スラエル／パレスチナ
混迷する中東情勢を考える手がかりとして、中東地域の植民地支配における「国籍」の創出と
は何であったのかが改めて問われる必要があると考えています。将来的にはパレスチナだけで
なく他のアラブ諸国におけるマイノリティのシティズンシップをめぐる議論との比較研究も
視野に入れ、目下の紛争に対し知の分野から介入できればと考えます。

③ 日本の近代化プロセスの中東史からの再検討
日英同盟によって戦勝国となった日本が英仏に並んで委任統治受任国となったことは、その後
の日本の方向性に大きな影響を与えました。このように、中東史のなかで日本の近代を再検討
してみることで、中東の状況を日本の問題として捉え、グローバルな世界史のなかに日本を位
置づけることにつながると考えます。
■研究テーマの応用例
直接製品やサービスに直接利用できる性格の研究ではありません。また、パレスチナ文化研究
は、日本社会や文化との類似性やそれへの応用可能性よりも、まず現地固有の歴史や文脈の理
解が必要であると考えます。その上で将来的に、日本の中東への関わりを国際関係に限定せず、
社会や文化面にパースペクティヴを広げることで、記憶の継承や文化保存などの共通課題にお
ける対話、市民も対象に入れた相互理解講座への貢献などが可能であるかと思います。
■主な著書、発表論文
・田浪亜央江『
〈不在者〉たちのイスラエル ―― 占領文化とパレスチナ』2008 年、インパク
ト出版会
・塩尻和子編『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』2016 年、明石書店
・長沢栄治・栗田禎子編『中東と日本の針路「安保法制」がもたらすもの』2016 年、大月書店
■主な特許、芸術作品等
なし。
■想定される連携先
・国際支援や多文化教育を行う NPO
・文化活動をビジネスとして行う企業（国際映画の配給会社やイベント会社）
・クラウドファンディング等で資金獲得をしながら独創的な活動に取り組む任意団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 寺田 英子
研究キーワード ：過疎地の公共交通、社会的包摂、シビルミニマムと公共交通、
港湾管理、港湾の民営化、国際拠点港湾、コンテナターミナル・
オペレーター、放置艇、沿岸部の海域利用の効率化
■研究テーマ

１．イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
概要：この研究では，イングランドにおける高齢者と障害者を対象とした concessionary fares
（商業的な運賃割引と区別した福祉運賃割引，わが国では「高齢者パス」と呼ばれることが多い
割引制度）について，2008 年に始まる高齢者・障害者のオフピーク時の運賃無料化とローカル・
バス政策の変化について，国と地方自治体の役割の変化に焦点をあてて分析しています．調査項
目は以下のとおりです．
・イングランドにおける高齢者と障害者を対象とした福祉運賃割引制度の歴史
・政府の市場介入の根拠となった社会的包摂の促進という概念
・運営主体から事業者への支払いの算定方法と neither better nor worse off という概念
・交通省が 2009 年に提案した福祉運賃割引制度の変更と自治体間の関係
・日本の福祉運賃割引制度とイングランドにおける同様の制度の比較

２．公共交通のアクセシビリティに関する日英の比較研究
概要：自治体等の地方組織が各地域のバス政策を主導するには，行政上の権限を段階的に移譲す
る必要があり，それにともなって財源移譲も必要となります．本研究では，2010 年以降のイング
ランドの連立政権のバス政策について，過度に中央集権化した組織をどのように地方分権化し，
不必要に複雑化した制度をどのように簡素化したのかについて文献調査を行なっています．生活
交通の維持が私の問題意識にありますが，同じアイデアの研究トピックとして，日本の離島航路
に関するユニバーサル・サービスの考え方を，ヨーロッパの離島航路の維持政策と比較した論文
を執筆中です．

３．国際拠点港湾のターミナル・オペレーターの民営化に関する研究
概要：平成 29 年 12 月まで広島港の長期構想検討委員として策定に参加し，同構想に基づいて広
島港の港湾計画改定に地方港湾審議会委員として参加します．港湾計画の完成を同年 12 月に予定
し，これを平成 30 年に国土交通省所管の交通政策審議会に提出する予定です．平成 29 年 10 月の
日本海運経済学会大会でこのトピックに関連した報告を行ないます．
これらの作業の準備として，港湾の民営化に関する欧米の文献調査と日本の国際拠点港湾の管
理者へのインタビュー調査を行なっています．調査項目は以下のとおりです．
１）港湾運営会社の設立経緯，および同制度により港湾管理者が解決したかった課題
２）既存の官民連携制度があるにもかかわらず，港湾運営会社制度を採用した背景：指定管理者
スキームと港湾運営会社スキームを比べたときの違い
３）
「原則として港湾運営会社が自由に料金を設定できる」ことの実例と例外
４）埠頭群の運営の効率化に関する取り組み：ポートセールス体制の強化（海外でのポートセー
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ルス，地元荷主との連携など）
５）港湾計画の変更，港湾計画の策定時に港湾運営会社がどのように関与するのか．

４．沿岸部の海域利用の効率化に関する研究―瀬戸内海の放置艇対策―
概要：放置艇とは港湾、漁港、河川の公共用水域において継続的に係留等されている船舶（小型
船舶で一般にプレジャーボートと呼ばれている船）のうち、法律、条令等に基づき水域管理者に
より認められた施設や区域以外の場所に係留されている船舶のことです．広島県に登録された小
型船舶約 1 万 6 千隻のうち約 7 割が放置艇の状態にあり，全国 1 位が続いています（平成 22 年
度 PB 全国実態調査結果）．これら放置艇は地域の社会問題にもなっています．

本研究では地方都市の漁港に民間組織がプレジャーボート係留施設を整備することにより，
放置艇を除去し、漁業活動を安全で効率的なものにすると同時に，付加価値があるレジャー
関連サービス創出をめざす取り組みについて経済学の視点から事例分析を行ないます．研究
項目を（1）漁港におけるマリーナ整備への民間資本の導入，（2）地域資源の利活用による
レジャーの振興に分け，どのような条件が揃った場合に漁港施設に民間資本の導入が実現で
きるのか，漁港管理者が果たすコーディネーター機能についてインタビュー調査をもとに事
例分析を行ないます．また，海域管理を行なう地方自治体の放置艇対策に対する規制政策に
ついて日本，および欧米の文献調査を行なっています．
■主な著書、発表論文
・
「英国（イングランド）の地域交通計画の運用にみる地方分権の難しさ」『運輸と経済』76/ 7,
94-102，2016 年．
・
「港湾経営のガバナンス」
，第 1・2・3・6 節，
『コンテナ港湾の運営と競争』所収，成山堂書店
2015 年．
・
「港湾の民営化と港湾ガバナンスの変化」, pp. 140-156，『現代交通問題 考』所収，成山書店
堂，
2015 年．
・「英国（イングランド）のバス政策の動向－緒についた行政的分権化がもたらした変化－」『運
輸と経済』75/ 5, 79-88，2015 年．
・
「英国の需要応答型輸送(DRT)によるアクセシビリティの確保に関する一考察－日本の地方部の
事例との比較－」『公益事業研究』66/ 1, 19-29，2014 年．
・
「港湾民営化と港湾経営におけるガバナンスのあり方―北九州港と徳山下松港の事例にもとづく
考察―」『交通学研究』56, 67-74，2013 年．
・
『交通経済ハンドブック』日本交通学会 編，p.253，白桃書房，2011 年．
・『空と海の港大辞典』110, 111, 131-132，成山堂書店，2011 年．
・「バス事業規制緩和後の中山間地域における生活交通の確保と課題―イングランドと日本の比
較―」『運輸と経済』71/ 7, 16-25.2011 年．
・
「臨港地区をめぐる港湾管理者と都市計画主体の関係の変化」日本交通学会，
『交通学研究 2009
年研究年報』
，2010 年．
・
「地域政策の視点からみた港湾管理者の港湾振興策」，
『広島県緊急雇用対策基金事業 荷主実態
調査 報告書』
，広島県土木局 空港港湾部 港湾振興室，2010 年．
・"A Study on the Third-Sector Urban Railway Efficiency in Japan", the 8th EASTS Conference
paper proceedings, Surabaya, Indonesia, November, 2009.
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・
「イングランドにおけるバスサービスの福祉運賃割引とその課題」
（財）運輸調査局，
『運輸と経
済』
，2009 年 9 月
・「臨港地区の土地利用の変化に関する制度的分析」（社）日本港湾協会 2009 年．
・
「中国地方の公営バスの福祉割引制度」『交通関係政府財源の流用問題と地方公共交通への補助
政策に関する研究』日本交通政策研究会 2008 年．
・
「英国の需要応答型交通サービスと自治体の政策判断」『運輸と経済』2007 年 11 月号
・「地方自治体の福祉割引制度とシビルミニマムの確保に関する考察－中国地方の公営バスのケ
ーススタディー」日本交通学会『交通学研究/2006 年研究年報』
，2007 年．
・
『地方分権とバス交通－規制緩和後のバス市場』
，共著，勁草書房，総ページ数 228ｐ.2005 年
・「港湾の部分的な民営化が港湾管理に与えた影響―ランドロード型港湾における公共部門の役
割―」2005 年 12 月『海事交通研究』第 54 集，2005 年 pp．69－80，（財）山縣記念財団
・ The Commercialization of Japanese Container ports: Institutional changes in policy
environment of port development,

Hideko Terada and Kazushige Terada, The 4th

International Gwang Yang Port Forum, Competition and Cooperation of Logistics Industry
in Asia-Pacific Region, Organized by the Korean Association of Shipping and Logistics.
2004.
・An analysis of the overcapacity problem under the decentralized management system of
container ports in Japan, Maritime Policy and Management, 2002, Vol. 29, No.1,
PP-3-15.2002.
■想定される連携先
私の研究上の関心、大学・大学院での教育にとって必要と思われる場合に限ります。
・ 地方自治体
・ 公的研究機関
以上
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 西田 竜也
U R L
：http://intl.hiroshima-cu.ac.jp/professor/nishida.html
研究キーワード ：安全保障、外交、国際関係、アメリカ、東アジア、同盟、
アジア太平洋、平和構築
■研究テーマ

① テーマ：集団防衛同盟の起源と発展過程
概要：北大西洋条約機構（NATO）に代表される集団防衛同盟は、同盟国のうち一国でも攻撃を
受ければ同盟国全てが一致して、攻撃した国家に対して断固たる対応をとることを実質化
したものであり、これは世界史において数多く結ばれた同盟の中でも稀なものです。本研
究はどのような条件が成立すればそのような同盟が可能となるかを分析しました。

② テーマ：平和構築
概要：本テーマは、紛争を経験した国家や紛争に陥りやすい国家をどのようにすれば、安定的
かつ民主的な国家へと転換できるのかを分析します。その上で、軍事介入や政府開発援助
（ODA）を中心とした外部からの介入は、どのような条件が成立すれば成功するのかを追
求しています。
■研究テーマの応用例
①アジア太平洋地域の安全保障システムのあり方の再検討：これからのアジア太平洋地域にお
ける安全保障システムのあり方、そして日米同盟のあり方はどうあるべきか、さまざまな安全
保障システムのオプションを検討し、そのメリットとデメリットを分析し、政策に応用するこ
とが可能です。
②平和構築：日本政府が平和構築を政府開発援助｢ODA｣において重点分野とし、今後この分野
における支援が増えることが期待される中、どのような平和構築支援のあり方が最も効率的で
効果的であるかにつき、政策提言することができます。
■主な著書、発表論文
・外務省「２１世紀に向けての ODA 改革懇談会 最終報告書」
（1998 年 2 月）原案作成担当
・国際協力事業団（JICA）日加合同平和構築評価調査報告（2002 年 6 月）原案作成担当
（http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/tech_ga/after/cam_01.html）
・国際協力機構（JICA）
「特定テーマ評価 パレスチナ難民支援評価」報告書（2006 年 6 月）
原案作成担当
（http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/tech_ga/after/pdf/2006/pale_01.pdf）
・
「均衡理論（バランシング・セオリー）から見た米国一極体制」
『国際政治』第 150 号（2007
年 11 月）
・“Incomplete Alliances: A Comparative Analysis of the Hub-and-Spoke System in the
Asia-Pacific”ハーバード大学博士学位論文（2009 年 6 月）
・
「アジア太平洋地域における安全保障システムの一つのオプション：太平洋条約の経験から」
『国際政治』第 158 号（2009 年 12 月）
■主な特許、芸術作品等
・特になし。
■想定される連携先
・日本政府、特に外務省、防衛省、国際協力機構（JICA）
・国連を中心とした国際機関
・研究機関・大学
・NPO/NGO
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 古澤 嘉朗
U R L
：http://researchmap.jp/yfuru/
研究キーワード ：平和構築、アフリカ、開発支援
■研究テーマ

①

平和構築における法の多元性に関する研究
本研究では、治安部門改革（security sector reform）を切り口に、紛争後社会における平

和構築活動について着目します。これまでケニアやシエラレオネ、タンザニアなどで実地
調査を行いました。

②

対アフリカ外交に関する研究
2013 年 6 月に横浜市で開かれたアフリカ開発会議（TICAD）は、
「躍動のアフリカと手

を携えて」というスローガンにみられるように、従来の開発援助だけでなく、ビジネスの
場としてアフリカ大陸を認識する 1 つの転機になったといえます。本研究は、従来のドナ
ー諸国に加えて、BRICS などをはじめとする新興援助国の転換しつつある対アフリカ外交
に関する研究です。
■研究テーマの応用例
＊ 産学連携：アフリカ進出を考えている企業に対する現地情勢のブリーフィング（ケニアと
シエラレオネ）
。
＊ 地域連携：教育の現場や一般の方を対象にした場で、アフリカについて講演。
■主な著書、発表論文

【論文】
古澤嘉朗「岐路に立つ平和構築－武力紛争の推移に着目して（1991～2013 年）
」『現代思想』
（青土社）第 42 巻第 15 号、2014 年、120－29 頁。
古澤嘉朗「
『平和への課題』以降の平和構築研究の歩み」伊東孝之（監修）
、広瀬佳一・湯浅剛
（編）
『平和構築へのアプローチ』吉田書店、2013 年、35－48 頁。
古澤嘉朗「国家建設と非国家主体－ケニアのコミュニティ宣言が示唆する国家像」
『国際政治』
（日本国際政治学会）第 174 号、2013 年、41－53 頁。

【翻訳】
ベイツ・ギル（進藤榮一監訳、古澤嘉朗・畠山京子共訳）
『巨龍・中国の新外交戦略：日本はど
う向き合うべきか』柏書房、2014 年。
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
＊ 教育機関
＊ NPO／NGO
＊ 企業
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 武藤 彩加
U R L ：http://intl.hiroshima-cu.ac.jp/modules/intl/professor/mutou.html
研究キーワード ：五感、生得性、経験的基盤、言語普遍性、身体性
■研究テーマ

①テーマ：複数の言語における「共感覚的比喩」に関する研究調査
概要：五感に関する比喩について,言語の違いを超えて共通する点が存在するのかどうか,
また異なる点とはいかなるものなのかという点を明らかにしたいと考えています。

②テーマ：複数の言語における「味を表す表現」に関する研究調査
概要：味を表す表現について,母語話者を対象とした調査に加え,国内では各地域のローカル
CM に現れる方言や表現の特徴について,また海外の食品 CM ついても調査を行っています。

③テーマ：海外における効果的な日本語教育に関する基礎研究
概要：来日経験が無いのにもかかわらず「自然な日本語」能力を身につけている学習者を対
象とし，その動機づけや学習スタイル,学習環境などについて調査し分析をしています。

④テーマ：五感を表す語の意味分析
概要：多義語のより中心的な意義と他派生義とがどのような関係で結ばれているのかという
点について,認知意味論の枠組みで意味を分析し記述しています。
■研究テーマの応用例
(1) 食品などの新製品開発
(2) マーケティング戦略に関わる消費者調査への活用
(3) 研究成果を広く日本語教育の現場へ還元するなど
■主な著書、発表論文
著書
(1) 瀬戸賢一,小森道彦,山口治彦,辻本智子,小田希望,山添秀剛,武藤彩加,安井泉(2003),
『ことばは味を超える－美味しい表現の探求』(共著）,海鳴社,2003 年 3 月,pp.241-300.
(2) 大橋正房, 武藤彩加,山本眞人,爲国正子,汲田亜紀子, 渋澤文明,小川裕子(2010),
『
「おいしい」感覚と言葉－食感の世代』
（共著）,株式会社 B/M/FT 出版部,2010 年 3 月,pp.66-69.
(3) 武藤彩加(2015),『日本語の共感覚的比喩』(単著),ひつじ書房,2015 年 2 月,総ページ 434 頁.
(4) 北村紗衣編(2016), 『共感覚から見えるもの－アートと科学を彩る五感の世界』（共著）,
勉誠出版,2016 年 3 月,pp.379-409.
(5) 大橋正房他(2016),『ふわとろ SIZZLE WORD 「おいしい」言葉の使い方』
（共著）,BMFT
出版部,2016 年 9 月,pp.166-182.
(6) 広島市立大学国際学部＜際＞研究フォーラム編(2017)『<際>からの探求：つながりへの途』
（共著）,文眞堂,2017 年 2 月,pp.99-138.
論文
(1) 武藤彩加(2001),味覚形容詞「甘い」と「辛い」の多義構造(単著),『日本語教育』第 110 号,
日本語教育学会,2001 年 7 月,pp.42-51.
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(2) 武藤彩加(2002),「おいしい」の新しい意味と用法－「うまい」
「まずい」と比較して－(単
著),『日本語教育』第 112 号,日本語教育学会,2002 年 1 月,pp.25-34.
(3) 武藤彩加(2004),「共感覚的比喩（表現）」の動機付けに関する整理と分類(単著),『日本認知
言語学会論文集』第 4 巻,日本認知言語学会,2004 年 9 月,pp.99-108.
(4) 武藤彩加(2009),9 つの言語における「共感覚的比喩」－「触覚を表す語」と「視覚を表す
語」を中心に(単著),『日本認知言語学会論文集』第 9 巻,日本認知言語学会,2009 年 5
月,pp.181-190.
(5) 武藤彩加,副島健作,山元淑乃(2010),共感覚的比喩の「視覚」表現－ロシア語とフランス語
を中心に(共著),KLS 30 (Proceedings of Kansai Linguistic Society),関西言語学会,2010 年 9
月,pp.203-214．
(6) Ayaka MUTO（2010）,An Examination of Synesthesia Metaphor in English and French（単著）,
Proceedings of the 2010 Seoul International Conference on Linguistics (SICOL-2010),June2010,
Accepted as a full paper, in CD-ROM (10pages).
(7) 武藤彩加(2011),スウェーデン語における「味を表す表現」の収集と分類（単著）,『日本認
知言語学会論文集』第 11 巻,日本認知言語学会,2011 年 6 月, pp.234-244．
(8) 副島健作,武藤彩加(2012),日本語学習者の「テクスチャー表現」の使用について－沖縄の留
学生を対象に（共著）
『ヨーロッパ日本語教育』
,
第 16 号,ヨーロッパ日本語教師会(AJE),2012
年 6 月,pp.166-170.
(9) 副島健作,武藤彩加(2013),日本語学習者による「テクスチャー（食感）表現」の使用（共著）,
『東北大学高等教育開発推進センター紀要』第 8 号,東北大学高等教育開発推進センタ
ー,2013 年 3 月,pp.27-38.
(10) 武藤彩加(2013),韓国語における「味を表す表現」の類型化－日本語と韓国語の比較を通し
て（単著）,『韓国日本語学会論文集』第 37 号,韓国日本語学会,2013 年 9 月,pp.17-35.
(11) 副島健作,金城尚美,武藤彩加(2014),中国における日本語学習者の日本語力に影響を及ぼす
外的学習者要因（共著）,『国際文化研究科論集』第 22 号, 2014 年 12 月,pp.19-31.
(12) 副島健作,李郁惠,武藤彩加(2015),日本語学習者の日本語力と学習ストラテジーおよび動機
づけとの関係—中国とロシアの大学生の比較—（共著）,『東北大学高度教養教育・学生支
援機構紀要』第 1 号,東北大学高度教養教育・学生支援機構,2015 年 3 月,pp.37-47.
(13) 武藤彩加(2016),日本語におけるテクスチャーを表すオノマトペ－スウェーデン語と英語,
および韓国語と比較して－（単著）, Journal CAJLE Vol.17, Canadian Association for Japanese
Language Education,2016 年 7 月,pp.64-86.
(14) 武藤彩加(2016),英語母語話者によるおいしさの表現－日本語との比較を通して（単著）,
『広島国際研究』22 号,広島市立大学国際学部,2016 年 11 月,pp.105-115.

■想定される連携先
・情報関連企業 ・地域団体,地方自治体
・公的研究機関,教育機関 ・NPO,NGO
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：講 師 目黒 紀夫
U R L
：
研究キーワード ：マサイ、ケニア、保全、開発、伝統
■研究テーマ

① 伝統をめぐるマサイの「ポジショニングス」の多様性と可能性
本研究の目的は、
「伝統的」なアフリカを象徴する民族として世界的に知名度が高い
マサイの人々が、環境保全、国際観光、知的財産という三つの異なる文脈において、
「マ
サイの正しい伝統」を今日どのように表象しているのかを比較分析することであります。
そうした試みは、グローバルに「正しい」とされる価値にあうように表象の内容を操作
したうえで、メディアをつうじてそれをグローバルに流通させようとする「ポジショニ
ングス」の実践といえます。本研究は三つの事例の比較から、マサイの人々による「ポ
ジショニングス」の実践の多様性と可能性を明らかにすることを目指します。

② 「アフリカ潜在力」と現代世界の困難の克服：人類の未来を展望する総合的
地域研究
本研究の目的は、アフリカを救済・同情の対象あるいは資源の供給源や有望な市場と
のみ見なしてきた従来の認識を刷新し、アフリカが有する問題解決と発展への潜在力を
解明し、それが有する人類社会に対する貢献の可能性について総合的に検討することに
あります。特に、環境・生態にかんする問題の解決手法としてグローバルに採用される
ようになっている環境ガヴァナンスの理論を対象として、多様な主体の協働と順応的な
試行錯誤を掲げるその論理を、各国の事例を「アフリカ潜在力」の視点から分析するこ
とを通じて検討します。
■研究テーマの応用例
■主な著書、発表論文
Meguro, Toshio “Gaps between the Innovativeness of the Maasai Olympics and the
Positionings of Maasai Warriors,” Nilo-Ethiopian Studies Vol. 22, 2017.
山越言・目黒紀夫・佐藤哲 編『アフリカ潜在力 5 自然は誰のものか―住民参加型保全の逆
説を乗り越える』京都大学学術出版会，2016 年．
目黒紀夫「現場を取り巻く知識の多様性―ケニア南部の野生動物保全の事例から」『国際開
発研究』24 巻 2 号，2015 年．
目黒紀夫『さまよえる「共存」とマサイ―ケニアの野生動物保全の現場から』新泉社，2014
年．
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 山口 光明
研究キーワード ：まちの元気づくり、健康増進プログラム、商品開発プロジェクト
■研究テーマ

①

テーマ：健康行動の継続性に関する研究

概要：不健康な生活によるリスクを盾に、ひとの行動を変えさせようとするのではなく、ひとの
持つポジティブな考えを強めることで、健康的な行動（運動、食事）を継続させようとする研究
に取り組んでいます。

②

テーマ：地域資源の活用による「まちの元気」づくり

概要：まちの元気づくりの方法として、地元の農水産物を活用した商品開発プロジェクトに取り
組んでいます。知の拠点の強みである「学生のパワー」と地元を元気づけたいと考えている企業
や地域と連携することで、新しい価値のある商品や地元を PR できる商品の開発に面白さを感じ
ています。
■研究テーマの応用例
・まちを元気にできるプロジェクトの企画、ならびに実践（例えば、企業や地域と連携し、地域
の農水産物を活用した商品開発プロジェクト）。
・スポーツクラブにおける運動と食事を組み合わせた健康増進プログラムの開発。
・地域創生の新サービスとしての運動と食事を組み合わせた予防医学的プログラムの開発（例
えば、過疎地域の空き家を活用したダイエットプログラムの開発）
。
■主な著書、発表論文
山口光明・広島市立大学特定研究成果報告書、ウォーキングで脱・メタボリック ウォーキングに
役立つポイントと実例集
山口光明他・保育出版社、健康のための心理学
山口光明・広島市立大学特定研究成果報告書、身体的セルフエフィカシーに関する心理学的考察
■想定される連携先
・ 地域の「健康づくり」と「まちづくり」を考える企業や地域
※ 2010 年の連携先：広島ビッグアーチ、サンフレッチェ広島、スポーツクラブ エイブル
オムロンヘルスケア
※ 2011 年の連携先：広島市中区役所、オムロンヘルスケア
※ 2012 年の連携先：データホライゾン社（広島市西区）、オムロンヘルスケア
※ 2014 年の連携先：瀬戸鉄工（食品加工会社、呉市）
、県民の浜 蒲刈（呉市）、美郷町（島根県）
※ 2017 年の連携先：瀬戸鉄工（食品加工会社、呉市）
、水産海洋技術センター（呉市音戸町）
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 山根 史博
研究キーワード ：低線量被曝、原発事故、リスク認知、不安社会、情報環境
■研究テーマ

① テーマ：原発立地地域における資産価値変動のモニタリング
概要：福島第一原発の事故は我々の社会に大きな不安の影を落とし、様々な人々に損失を
もたらしています。１つは放射線被曝の健康リスクへの不安です。この不安は、汚染され
た地域の住民の生活に対する満足度を低下させると同時に、風評などの影響も相まって、
その地域の社会・経済発展に対する企業や不動産投資家の期待をも低下させ、結果、地域
の不動産資産価値を低下させる可能性があります。また、事故の再発リスクへの不安から、
他の立地地域でも資産価値損失が生じた可能性があります。
こうした影響を数値化するため、福島第一原発の周辺地域や他の原発の周辺地域を対象
に、地価や家賃を用いたヘドニック価格分析を行っています。

② テーマ：「情報－リスク認知－不安」のメカニズム分析
概要：リスクに対する不安は、人がそのリスクの大きさをどう認識しているか、すなわち
リスク認知に依存します。しかし、放射線被曝による健康リスクや原発事故の発生リスク
に対する人々の認識は、天気予報士による明日の予想降水確率のように明確なものではあ
りません。特に、これらのリスクに関しては、情報の不足、誤報、偏向報道、悲観説と楽
観説の対立、デマや風評などが溢れかえりました。こうした情報環境が人々のリスク認知
をより悲観的にしただけでなく、より不明確にした可能性があります。
平成 24 年に、放射線被曝の健康リスクや原発事故の再発リスクを題材に「情報－リスク
認知－不安」のメカニズムを分析するため、福島第一原発をはじめとする原発立地地域の
住民を対象に意識調査を行いました。今後は、都市住民にも同様の意識調査を行い、原発
立地地域での分析結果と比較することで、情報環境やリスクに対する認識の違い、不安の
大きさの違いなども検証していく予定です。
■研究テーマの応用例
①のテーマに関しては、資産価値の推移を継続的にモニタリングすることで、例えば、福島
第一原発周辺で行われている除染が同地域の資産価値損失をどの程度軽減したかを推定できれ
ば、除染の費用対効果分析につなげることができます。
②のテーマは、人の内面にあるリスク認知を介して情報が不安にどのような影響を与えるか
について知見を得るものです。ただし、その目的は、得られた知見に基づいて、政府やマスメ
ディアによる情報発信のあり方を検討しなおすことではありません。そうではなく、知見を社
会全体で共有していくことが重要です。どういう情報環境の下で不安が助長されるかについて、
情報を受ける側の一人一人が理解を深めることで、情報の不足や錯綜、偏向・デマ・風評に対
する一定の耐性や免疫力が培われ、今後同じような情報環境に置かれたときに過剰な不安を感
じずに済むことが期待されるからです。

- 45 -

■主な著書、発表論文
・F. Yamane, K. Matsushita, T. Fujimi, H. Ohgaki, K. Asano,“A Simple Way to Elicit
Subjective Ambiguity: Application to Low-dose Radiation Exposure in Fukushima, ”
discussion paper, No.1417, Graduate School of Ecopnomics, Kobe University, 全 45 頁,
2014.
・F. Yamane, H. Ohgaki, K. Asano, “The Immediate Impact of the Fukushima Daiichi Accident
on Local Property Values,” Risk Analysis, Vol.33, pp.2023-2040, 2013.
・山根史博,「主観的曖昧性の Elicitation Method に関する研究概観」,『国民経済雑誌』, 第
208 巻, pp.67-80, 2013.
・ F. Yamane, K. Matsushita, H. Ohgaki, K. Asano, “Study Plans Concerning Monetary
Evaluation of Mitigation Measures for the Fukushima Daiichi Accident,” Energy Procedia,
Vol.34, pp.937-944, 2013.
・F. Yamane, H. Ohgaki, K. Asano, “Social Factors Affecting Economic Welfare of the
Residents around Nuclear Power Plants in Japan,” Energy Procedia, Vol.9, pp.619-629,
2011.
・F. Yamane, H. Ohgaki, K. Asano, “Nuclear Power-Related Facilities and Neighboring Land
Price: A Case Study on the Mutsu-Ogawara Region, Japan,” Risk Analysis, Vol.31,
pp.1969-1994, 2011.
■想定される連携先
政府、地方自治体、研究機関、マスメディアなど
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 湯浅 正恵
研究キーワード ：社会システム リスク社会

平和

芸術

■研究テーマ

① テーマ：3.11 以後の日本社会
概要：近代を象徴する原子力発電の福島での大事故の後、人々は何を感じ、何を考え、
どこに向かおうとしているのか。「避難者」や原発反対運動、また内部被曝を問題化す
る広島「黒い雨」裁判をめぐるローカルな社会関係から、日本社会を考えます。

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文
「リスク社会のシステム境界−東京電力福島第一原発事故後の言説を事例としての一考察」
『＜際
＞からの探求』広島市立大学国際学部叢書 7, 2017, 文眞堂.
Out of Shadow: A collaborative arts performance for the black rain hibakusha Kasai,
A. and Yuasa, M. Journal of Applied Arts & Health 7/ 2, 175-190 2016
「ダイアローグス・イン・ザ・ダーク- 上関原発反対運動に呼応する、ひとつの表現の可能性」
2010 ボランティア学会学会誌：140-152.
‘Future of August 6th 1945: A case of ‘peaceful utilization’ of nuclear energy in
Japan.’ Study of Time, Vol.14, 2013.
「３．１１後、痛みを生きる」2012 ボランティア学会誌. 2013.
‘Whistle in the Graveyard: Safety Discourse and Hiroshima/Nagasaki Authority in PostFukushima Japan.’ Japan’s 3/11 Disaster as Seen from Hiroshima, 2013
Soeisha/Sanseidoshoten.

■主な特許、芸術作品等
8 人のアーティストの共同作品アート・パフォーマンス「黒い雨」を企画、制作。
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/event/content0404.html
核被害者をテーマとした演劇作品「ダイアローグス・イン・ザ・ダーク」の企画、制作。

■想定される連携先
上記研究テーマにご関心のある方はどなたでも。
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 横山 知幸
研究キーワード ：翻訳研究
■研究テーマ

① テーマ：英文和訳における原文と訳文の語順の関係
概要：明治期に広く用いられた「独案内（ひとりあんない）」と呼ばれる独習書を使い、その「各
英単語を日本語に訳す順番」を数値データとして用いて、原文と訳文の語順に関わる諸問題、例
えば、「語順の一致度」
、「訳し上げの割合」
、「素通りの程度」などを、数量的に明らかにします。
その際に得られる知見を参考にして、英文和訳における語順の問題を考えるための理論的枠組み
を支える関連分野からの情報を整理して行きます。

② テーマ：日本語と英語の視点の違いが英文和訳に及ぼす影響
概要：英語が高い視点からものを見下ろしているのに対して、日本語は低い視点からものを見上
げているという傾向があります。これは、日本語と英語の間の翻訳において、最も多くの問題を
引き起こす原因の一つでもあります。この視点の違いを中心にして、英文和訳における諸問題を
体系的に扱う理論的枠組みを構築してゆく努力をしています。
■研究テーマの応用例
訳読に関わる分野は、実質的にほとんど研究されていません。コミュニケーション重視の言語教
育も、既にそれなりの期間行われ、その功罪も徐々に明らかになりつつあります。まだコミュニ
ケーションが足りないというのが主流の考え方でしょうが、方向の修正を模索する動きも出始め
る頃でしょう。こうした場合に、基礎的事実を提供するという面で、応用できるかもしれません。
■主な著書、発表論文
横山知幸(2005).「英文和訳における語順」『中国地区英語教育学会研究紀要』35, 137-146.
横山知幸(2007).「英文和訳における起点言語文と目標言語文の語順の一致度：ウィルソン第一リ
ーダーの独案内の分析」
『中国地区英語教育学会研究紀要』37, 121-130.
横山知幸(2008).「英文和訳において原文の長さが原文と訳文の語順の一致度におよぼす影響：ウ
ィルソン第一リーダーの独案内の分析」
『中国地区英語教育学会研究紀要』 38, 111-120.
横山知幸(2009).「英文和訳における「訳し上げ」の割合：ウィルソン第一リーダーの独案内の分
析」
『中国地区英語教育学会研究紀要』39, 99-108.
横山知幸(2010).「英文和訳における「訳し上げ」の割合：ニューナショナル第一リーダーの独案
内の分析」
『中国地区英語教育学会研究紀要』 40, 1-10.
横山知幸(2011).「英文和訳における語順の諸相：明治期の「独案内」二冊の分析」『中国地区英
語教育学会研究紀要』41, 67-76.
横山知幸(2012).「英文和訳における原文の語順と訳文の語順との関係」『中国地区英語教育学会
研究紀要』42, 41-50.
横山知幸(2013).「英文和訳における原文の語順と訳文の語順の違い」『広島国際研究』 19,
123-138.
横山知幸 (2014).「英文和訳における語順の違いの測定：ウィルソン第一リーダーの独案内の分
析」
『広島国際研究』20, 59-73.
横山知幸 (2015).「英文和訳における SVO 型語順から SOV 型語順への変換に関わる諸側面：明治
期の英語リーダー独習書の分析」
『広島国際研究』21, 141-157.
横山知幸 (2017).「英文和訳と英日翻訳における言語的「視点」の問題」広島市立大学国際学部
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〈際〉研究フォーラム（編）
『
〈際〉からの探求：つながりへの途』文眞堂, 75-98.
■想定される連携先
英語や日本語などの言語教育を行う教育機関
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：准教授 吉江 貴文
U R L
：
研究キーワード ：ラテンアメリカ、人類学、文書管理実践論
■研究テーマ

① 近代ヒスパニック世界における文書ネットワーク・システムの成立と展開
（文書管理実践論の視点から）
・人間の思考や記憶・表現といった知的活動を支える基本インフラとして文書メディアの
役割について、物質的・技術的・制度的視点から重層的に解明する文書管理実践論を専門
に扱っています。
・具体的には、近代以降、スペイン帝国が世界規模で拡張した文書ネットワークの史的展
開プロセスに焦点をあてることにより、植民地支配やグローバル化を通じて文書化の波が
世界の隅々にまで押し寄せつつある状況を分析し、その社会的影響について人間と文書メ
ディアの関係性という視点から究明をはかります。

② ラテンアメリカ地域研究

（文化人類学）

・ラテンアメリカ、とくにペルー、ボリビアを含むアンデス地域の歴史や文化全般につい
て文化人類学の視点から研究しています。
■研究テーマの応用例
・開発途上国、とくにラテンアメリカ地域、との国際協力関係の構築・維持について、歴史
人類学の視点を踏まえた知見を提供します。
・開発途上国、とくにラテンアメリカ地域、における識字教育や知的情報管理システムの在
り方について、文書管理実践論の視点から知見を提供します。
■主な著書、発表論文
『テクストと人文学―知の土台を解剖する』
、人文書院。2009 年。
『アンデス世界 交渉と創造の力学』
、世界思想社、2012 年。
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
・官公庁･国際課（ラテンアメリカ地域担当）
・ラテンアメリカ地域と関係のある企業・団体等
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 吉田 晴彦
研究キーワード ：国際協力、国際関係、平和、人権、市民
■研究テーマ

①

テーマ：様々なレベルにおける国際協力のあり方について

概要：国際機関、国家といったレベルだけでなく、地方自治体、ＮＧＯ、一般市民も関与する様々
な国際協力のあり方について考えます。

②

テーマ：国際関係と人権、平和、協力

概要：グローバル化が進む社会の中で、
「人権」という視点が私たちの生活にどのような意義を持
っているのかを考えます。
■研究テーマの応用例
国際化、グローバル化といった言葉は頻繁に耳にする一方で、一般の人々にはなかなか身近な
問題としてとらえにくいものです。国際平和に貢献したい、国際協力に参加してみたいといった
関心を持ちながら、なかなか一歩が踏み出せない方々に、どのような発想が必要であるのか、ど
のような行動の選択肢があるのか、アドバイスを提供します。
■想定される連携先
・地方自治体
・ＮＧＯ／ＮＰＯ
・国際協力関連諸機関 等
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 欒 竹民
研究キーワード ：日本語史、日中両言語対照研究、日中文化比較研究
■研究テーマ

① テーマ：日本語における漢語の意味史についての比較研究
概要：日本語における漢語の意味史について中国語との比較を通して解明します。その上、漢
語の意味変化を分類し、類型化の構築を試みます。類型の体系化によって漢語の意味変化の研
究乃至日本語の語彙史、意味史の研究に寄与することを意図します。

② テーマ：日・中・韓三言語における「性向語彙」についての比較研究
概要：日・中・韓三言語における「性向語彙」を巡って、実証的に記述、分析を施した上で対
照研究を行うことによって日・中・韓三国人の対人評価意識に関する共通点と相違点を解明し、
また三国社会に根付いて、機能している価値観、道徳観、社会規範及び価値指向等の実態に迫
り、その異同を究明することとなります。その結果は日・中・韓三国の社会、文化研究ひいて
は異文化摩擦の軽減、異文化研究等に寄与するものともなります。
■研究テーマの応用例
日中両国語教育への授業実践、日本語と日本文化授業への応用、日・中・韓三国合弁企業に
おける異文化理解への活用、国際交流に必要な異文化間コミュニケーションの実践指導など。
■主な著書、発表論文
『日中韓の伝統的価値観の位相―「孝」とその周辺－』2012 年、渓水社
『日語語言文化』2013 年、蘇州大学出版社
「漢語の意味変化について－「迷惑」の続貂－」
『広島国際研究』第 19 巻、2013 年
「日中両言語における「性向語彙」についての対照研究－「仕事の速い人・要領のよい人」を
一階梯として－」
『中国学研究論集』第三十三号、2014 年
「性向語彙」の対照研究－「個性の強い人」を中心に－」
『東北亜外語研究』第 3 期、2104
「日本現代社会における「孝」について－中国との比較－」『貴州大学学報』第 1 期、2015
「中日両言語の「性向語彙」における「負性原理」についての考察」
『日語学習与研究』第 1 期、
2015
■想定される連携先
日本語や中国語などの言語教育を行う教育機関
国際交流などに関する機関
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 李 在鎬
U R L
：
研究キーワード ：サプライ・チェーン、中間財メーカーの戦略
■研究テーマ

① 自動車産業における中間財メーカー視点の成長戦略のパターン～独立系企
業を中心に～（科研費基盤（C） 代表、平成 29～31 年度） : 従来のサプライ・
チェーン・マネジメントでは、中核企業のサプライ・チェーン管理最適化に主
眼があったが、本研究ではサプライヤーサイドの成長戦略を論じる。
② 新興国における自動車産業のグローバルマーケティング（科研費基盤（C）
分担平成 29～31 年度）: 後発国自動車メーカーの新興国での成長理由につい
て、競争優位の確立と変遷とそのサービス化の実態を日系メーカーと比較しな
がら明らかにする。
■研究テーマの応用例
同研究は、地域連携や行政課題解決よりは、産学連携により親和性をもつものであります。
例えば、エコカー普及政策と、業界団体の動向と個々の関連企業の成長戦略の整合性を検証す
る研究ができれば、学術的意義のみならず、経営実践においてもインプリケーションを有する
と期待できます。
■主な著書、発表論文
自動車委託生産・開発のマネジメント 塩地洋・中山健一郎編著、三嶋恒平、佐伯靖雄、磯
村昌彦、菊池航、李在鎬、ブングシェ・ホルガー共著 第 7 章韓国ドンヒオートによる軽自動
車の組立 中央経済社 （共著）2016/05/10
自動車メーカーの純正カーナビゲーションデバイス調達のディーラーオプション化の意義
―トヨタ自動車を例証に―、日本経営学会誌 36, 3-13（単著）2015/12/18：純正カーナビにお
いて破壊的イノベーションが起こらない要因が純正カーナビのディーラーオプションという
市場適合行動にあることを明らかにしました。
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
自動車部品工業会、マツダなど自動車メーカー、ヒロテック、ワイテック、ダイキョーニシ
カワなどの主要自動車部品メーカーおよびその団体
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：講 師 李 玲
研究キーワード ：国際マーケティング、グローバル・ブランド、原産国イメージ、
企業ブランド、製品ブランド
■研究テーマ

① テーマ：グローバル・ブランドと原産国イメージの関係
概要：企業のグローバル活動の拡大と国際的消費者への理解には大きなギャップが生じていま
す。製品は情報の手掛かりの配列だと考えられます。グローバル・ブランドと原産国イメージ
を情報の手掛かりとして取り上げ、巨大市場である中国における消費者の購買行動の分析や解
明に関する実証研究を進んでいます。

② テーマ：製品ブランドと企業ブランドの関係
概要：ブランドのコモディティ化が進んでいる今や、製品ブランドによる差別優位性を維持す
るのに限界がみられます。一方、企業の文化や伝統に根付く組織による差別化の重要性が強調
される中、企業ブランドの研究が台頭してきました。従来のマーケティングの視点のみならず、
企業マネジメントの視点からも製品ブランドと企業ブランドの関係の究明を試みています。

③ テーマ：企業ブランドと企業価値の関係
概要：あらゆる分野からブランドの無形資産性およびその計測に関する関心は高まってきてい
ます。企業の主要な財務指標を取り上げて、こういった指標による企業価値への直接効果と、
企業ブランド価値を媒介させる場合の総合効果を比較することによって、企業ブランド価値の
効果について検証を行っています。
■研究テーマの応用例
中国市場や中国消費者への理解の手掛かりとして活用できます。
■主な著書、発表論文
・The Relationship between Global Brand and Country of Origin in Chinese Consumption Market,
Kwansei Gakuin University School of Business Administration, International Review of

Business, 2013
・
「製品ブランドと企業ブランドの関係」関西学院大学大学院商学研究科研究会『関西学院商学研
究』第 65 号、2012 年
・
「中国自動車メーカーにおける企業価値(CV)の決定因に関する分析―コーポレート・ブランド価
値の CV 増強効果と CV 安定性効果に着眼して―」
『多国籍企業研究』第 4 号、2011 年
■想定される連携先
・企業
・地方自治体
・NPO/NGO など
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所
属 ：国際学部
職・氏名 ：教 授 渡辺 智恵
研究キーワード ：英語教育、e ラーニング、CALL、リーディング、通訳訓練
■研究テーマ

①

テーマ：英語学習システムソフトの研究開発

概要：英語教育学、認知心理学、言語学などの知見を取り入れた英語学習システムソフトの開発
に関する研究を行っています。これまで、英文素材をインポートするだけで、８種類の英語学習
エクササイズができあがる英語学習・オーサリングソフト『イングリッシュ・エルタス』や、英
語のリーディング、リスニング、ライティング、スピーキング、文法を学習できるネットワーク
を利用した集中英語学習システム『Intensive English Training on the Web (IETW)』を開発し
た実績があります。また、学習システムやソフトの開発のみならず、学習ソフトを利用する学習
者の学習過程に関する研究や学習管理に関する研究も行っています。

②

テーマ：外国語としての英語リーディングに関する研究

概要：外国語として英語を学習している日本人学習者が、英語を読む際にどのようなリーディン
グ・ストラテジーを用いているのか、よい読み手とそうでない読み手とはどのような違いがある
のかなど、英語リーディングのプロセスについての研究を行っています。

③

テーマ：通訳訓練を取り入れた英語教育に関する研究

概要：通訳者養成のための訓練方法（シャドーイング、リテンション、サイトトランスレーショ
ンなど）を取り入れた英語教育・英語学習について研究を行っています。
■研究テーマの応用例
教育機関（小学校、中学、高校、大学、通訳者養成スクールなどの専門学校など）や個人英語
学習者を対象とした、英語リーディングや英語通訳を含む英語教育分野での新たな学習・教育シ
ステムやソフトの開発、英語学習を管理するシステムやソフトの開発、英語教育分野での教材コ
ンテンツの開発、既存の英語教育・学習システムやソフトの評価など
■想定される連携先
・ソフト開発企業
・英語教育関連企業
・教育機関
・NPO

など
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所

属

：情報科学研究科

職・氏名 ：教

授

井上

情報工学専攻
智生、

准教授

コンピュータデザイン研究室
市原

英行、

助

教

岩垣

剛

U R L
：http://www.cd.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード：計算機支援設計（CAD）、 設計自動化（DA）、論理設計、
FPGA、テスト、高信頼性、ディペンダブルコンピューティング、
ストカスティックコンピューティング
■研究テーマ

① テーマ：大規模集積回路／コンピュータシステムの設計とその自動化
（VLSI-CAD）
概要：半導体技術の進歩はめざましく、今日では、VLSI（大規模集積回路）は単にコンピュ
ータ機器の部品として使われるだけでなく、家電製品や自動車の制御など、私たちの普段の生
活に密接に関わるようになってきました。このような大規模で高性能、高機能な VLSI の設計
には、コンピュータによる支援設計（CAD: Computer-Aided Design）や設計自動化（DA:
Design Automation）の技術が必要不可欠です。一般に VLSI-CAD/DA では、面積、性能、消
費電力などが考慮されますが、研究室では、VLSI の設計・製造から利用状況まで、VLSI の
製品ライフサイクル全体の最適化を考えた設計、すなわち Design for X（DfX）を指向した
CAD/DA を目指しています。例えば、製造容易化設計、テスト容易化設計、保守容易化設計な
どが挙げられます。さらに、FPGA や GPU を用いた VLSI-CAD の高速化 (ハードウェアアク
セラレーション) にも取り組んでいます。

② テーマ：高信頼システムの実現 － ディペンダブルコンピューティングシステム
概要：上述のように、コンピュータは家電製品や自動車などに組込みシステムとして広く利
用されるようになり、その役割は単に生活を便利にするだけでなく、経済や生命にも大きく
関わるものとなっています。そのようなコンピュータシステムを信頼して安全に利用できる、
すなわち「頼れる（ディペンダブル）
」ものにするには、耐故障性やフェールセーフなどの設
計が必要です。研究室では、小さい費用で設計可能な高信頼システムを設計するための手法
を研究しています。具体的には、耐ソフトエラーを指向した高信頼設計、耐故障化システム
合成法などの研究開発を行っています。また、FPGA を用いた安価で高信頼なシステムの実
現も研究対象です。

③ テーマ：新しい計算手法に基づくコンピュータシステム
概要：コンピュータの用途が様々な領域に広がるにつれて、用途に応じてコンピュータの計算
手法を見直す動きがでてきています。例えば、動画像処理における計算処理では高精度な演算
処理は必要ではない場合が多いため、数値を確率として表現し計算結果を期待値として得る計
算手法（ストカスティックコンピューティング）を用いることで、ノイズに強く高速で消費電
力の小さいコンパクトなコンピュータを設計することができます。このように、研究室では新
しい計算手法を用途に応じて利用したり新たに提案したりすることで、その用途に適したコン
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ピュータシステムの設計法を研究しています。具体的には、ストカスティックコンピューティ
ングに基づく耐故障システムの設計法、エラートレラントアプリケーションのための論理簡単
手法、非同期式回路・システムの設計とその応用、サイバーフィジカルコンピューティングの
ための適応型システム合成法などが挙げられます。
■研究テーマの応用例
・上に挙げた 3 つのテーマは、実際に使用されることを前提とした研究であるため、それぞれ
の研究成果はすぐにでも利用、応用可能です。特に、コンピュータシステムが生活のあらゆる
場面で利用され、自動車や医療機器のようにそれらの故障が生命を脅かしたり、多大な金銭的
損失を招いたりする今日においては、VLSI を構成要素とするコンピュータシステムのディペ
ンダビリティに関する研究はとても重要となります。実際これまでに、テスト容易化設計、テ
ストコスト削減法などに関する半導体メーカからの受託研究や、工場などのノンストップ管理
制御システムに関する技術交流を地元企業と行っています。これからも、現在の研究成果にと
らわれることなく上記の３つのテーマに関連する様々な分野で貢献していきたいです。
・研究室の研究課題の基本は、設計対象を限定しない一般の「設計法」の提案です。この「設
計法」は、システムを構成する VLSI やコンピュータなどを単に一つの部品として考えるので
なく、大きなシステムや組織の一部としてとらえる考え方・視点が重要と考えています。よっ
て、既存の製品の信頼性と価格とのバランスの解析、評価から始まり、新たな製品作りに向け
ての、性能、信頼性、コストに関する最適設計への指針の提供や、そのための設計・生産方式
／システムの構築について貢献できると思います。
■主な発表論文
[1] H. Ichihara, M. Fukuda, T. Iwagaki and T. Inoue, “State assignment for fault tolerant
stochastic computing with linear finite state machines," Proc. 1st IEEE International
Test Conference in Asia, 6 pages, Sept. 2017. (to appear)
[2] T. Iwagaki, K. Itani, H. Ichihara and T. Inoue, “Exploration of four-phase dual-rail
asynchronous RTL design for delay-robustness,” Digest of Papers 17th IEEE
Workshop on RTL and High Level Testing, 6 pages, Nov. 2016.
[3] H. Ichihara, M. Fukuda, T. Iwagaki and T. Inoue, “Impact of state assignment on error
resilient stochastic computing with linear finite state machines,” Digest of Papers
17th IEEE Workshop on RTL and High Level Testing, 6 pages, Nov. 2016.
[4] N. Kubota, H. Ichihara, T. Iwagaki and T. Inoue, “Stochastic number generation with
internal signals of logic circuits,” Proc. 20th Workshop on Synthesis and System
Integration of Mixed Information Technologies, 2 pages, Oct. 2016
[5] H. Ichihara, T. Sugino, S. Ishii, T. Iwagaki and T. Inoue, “Compact and accurate digital
filters based on stochastic computing,” IEEE Trans. on Emerging Topics in
Computing,” Sept. 2016.
[6] T. Iwagaki, S. Ohmoto, H. Ichihara and T. Inoue, “A prototype of a hardware SAT
solver for similar large instances and its application to test generation,” Digest of
Papers 16th IEEE Workshop on RTL and High Level Testing, 5 pages, Nov. 2015.
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[7] H. Ichihara, T. Inaoka, T. Iwagaki and T. Inoue, “Logic simplification by minterm
complement for error tolerant application,” Proc. IEEE International Conference on
Computer Design, pp. 94–100, Oct. 2015.
[8] T. Iwagaki, Y. Ishimori, H. Ichihara and T. Inoue, “Designing area-efficient controllers
for multi-cycle transient fault tolerant systems,” Proc. 20th IEEE European Test
Symposium, 2 pages, May 2015.
[9] H. Ichihara, J. Kamei, T. Iwagaki and T. Inoue, “A practical approach for logic
simplification based on fault acceptability for error tolerant application,” Proc. 20th
IEEE European Test Symposium, 2 pages, May 2015.
[10] Y. Fukazawa, H. Ichihara and T. Inoue, “A fault tolerant response analyzer with
self-error-correction capability,” Proc. 20th IEEE European Test Symposium, 2 pages,
May 2015.
[11] T. Iwagaki, Y. Ishimori, T. Nakaso, H. Ichihara and T. Inoue, “A controller design in
high-level synthesis for long duration transient fault tolerance,” Digest of Papers 15th
IEEE Workshop on RTL and High Level Testing, 6 pages, Nov. 2014.
[12] H. Ichihara, S. Ishii, D. Sunamori, T. Iwagaki and T. Inoue, “Compact and accurate
stochastic circuits with shared random number sources,” Proc. IEEE International
Conference on Computer Design, pp. 361–366, Oct. 2014.
■主な特許
[1] シャープ株式会社. 口井敏匡, 市原英行. 欠陥検出装置，イメージセンサデバイス，イメー
ジセンサモジュール，画像処理装置，デジタル画像品質テスタ，欠陥検出方法，欠陥検出
プログラム，およびコンピュータ読取可能な記録媒体, 特許第 4657869 号. 2007-4-12.
[2] シャープ株式会社. 五十殿宏二, 市原英行. 論理回路テスト装置及び論理回路テスト方法.
特許第 4133172 号. 2004-4-15.
[3] 松下電器産業株式会社. 細川利典, 井上智生, 藤原秀雄. 検査容易化設計方法. 特許第
3117676 号. 2001-10-6.
[4] Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. T. Hosokawa, T. Inoue, H. Fujiwara. Method
of design for testability and method of test sequence generation. Patent No. 132702（台
湾）. 2001-9-19
[5] Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. T. Hosokawa, T. Inoue, H. Fujiwara. Method
of design for testability and method of test sequence generation. U.S. Patent 6292915.
2001-9-18.
[6] 松下電器産業株式会社. 細川利典, 井上智生, 藤原秀雄. 検査系列生成方法. 特許第
3059424 号. 2001-4-21.
■想定される連携先
・半導体製造メーカ、VLSI-CAD ベンダ
・高信頼システム／組込みシステム設計メーカ
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 論理回路システム研究室
職・氏名 ：教 授 若林 真一
U R L
：http://www.lcs.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：組合せ最適化、CAD/DA、FPGA、LSI 設計
■研究テーマ

①

テーマ：VLSI レイアウト設計手法に関する研究

概要：近年の半導体技術の進展に伴い、超大規模集積回路（VLSI）の設計は非常に困難になって
きています。本研究では VLSI レイアウト設計に対する新しい手法の開発を目指しています。集積
回路の微細化、大規模化への対応として PC クラスタ上やマルチコア CPU 上で実行する並列レイア
ウト設計手法の開発を行っています。また、複雑な組合せ最適化問題であるレイアウト設計を効
率よく、かつ高品質に行うことを目的として、遺伝的アルゴリズムや並列シミュレーティドアニ
ーリングに基づく設計手法を開発しています。

②

テーマ：FPGA を用いた組合せ最適化問題の高速解法に関する研究

概要：工学分野における多くの問題は組合せ最適化問題として定式化されますが、その大半は最
適解を効率よく見つけることが困難です。本研究では、新しいコンピューティングデバイスとし
て注目されているプログラム可能論理デバイス（FPGA）を利用して組合せ最適化問題の解を高速
に求める研究を行っています。また、ストリングマッチングを高速に実行するハードウェア、お
よびストリングマッチングハードウェアに基づくネットワーク侵入検知システムについての研究
も行っています。
■研究テーマの応用例
①のテーマについては、直接的には VLSI 設計ツールへの応用を目的としていますが、本研究
で開発している手法は VLSI レイアウト設計と類似の性質を持つ他の多くの組合せ最適化問題に
応用できます。例えば、VLSI レイアウト設計における配置手法は大きさが固定の金属板からいろ
いろな形状をもつ部品をできるだけ無駄なく切り取る問題などに応用できます。
②のテーマについては、テーマ自体が汎用目的であるため、ここで提案した手法は組合せ最適
化問題として定式化される工学分野の各種の設計問題、解析問題、制御問題に応用可能です。ま
た、ストリングマッチングハードウェアはデータベースにおける高速データ検索などにも応用可
能であり、精力的に研究を行っています。
■主な著書、発表論文（①、②の研究テーマに関連する最近の成果）
[1] Tomoaki Sato, Masato Inagi, Shinobu Nagayama, Shinichi Wakabayashi, A Parallel
Simulated Annealing Algorithm for LSI Floorplanning Running on Multicore Processors, Proc.
24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications
(ITC-CSCC 2009), pp.851–854 (2009).
[2]若葉陽一, 若林真一, 稲木雅人, 永山忍, シストリックアルゴリズムとNFAに基づくパターン
非依存正規表現マッチングハードウェア, 信学論D, J96-D,10, pp.2139-2149 (2013).
■想定される連携先
電子設計自動化ツールの開発、LSI 設計・製造、FPGA を利用した機器開発、など。
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 論理回路システム研究室
職・氏名 ：教 授 永山 忍
U R L：h t t p : / / r s w . o f f i c e . h i r o s h i m a - c u . a c . j p / P r o f i l e s / 8 / 0 0 0 0 7 3 1 / p r o f i l e . h t m l
研究キーワード ：ネットワークセキュリティ、FPGA 実装、数値計算回路
■研究テーマ

①

テーマ：IoT を支える知的ネットワークセキュリティ技術に関する研究

概要：インターネットに繋がるものが増えれば増えるほど、ハッキングや個人情報の漏洩などの
危険性も高まり、セキュリティ対策が不可欠となります。しかし、現状では、その対策は十分と
はいえません。セキュリティ技術そのものが不十分というのもありますが、安全性を重視するあ
まり利便性が損なわれていたり、あるいはその逆の状況になっていたりというのが現状です。本
研究では、安全性と利便性の両立を目指し、他大学とも連携しながら様々な観点で研究を行って
おります。特に現在は、ネットワークから機器への不正アクセスを機械学習により識別する方法
およびその効率的なハードウェア実装法について研究しております。

②

テーマ：数値計算の効率的なハードウェア実装法に関する研究

概要：三角関数や対数関数などの数学関数から流体解析などで用いられる複雑な微分方程式に至
るまでの様々な数値計算を、FPGA で高速かつコンパクトに実装する方法についての研究を行って
います。実装に決定グラフやメモリなど（これまでとは異なるアプローチ）を用いることにより、
計算の無駄を省き、実装の効率化を目指しています。また単に実装の効率化を図るだけでなく、
メンテナンスのしやすさ（設計変更等への柔軟な対応）も考慮した実装を目指しています。
■研究テーマの応用例
近年、スマートハウス、スマートメーター、自動車の自動運転など様々なものがインターネッ
トに繋がり始めています。こういった小物はセキュリティがないがしろにされがちですが、小さ
な情報がパズルのように組み合わさると大きな情報漏えいに繋がる恐れがあり危険です。コスト
やユーザの手間を最小限に抑えつつ安全対策を目指す様々な応用分野に研究成果を適用可能です。
■主な著書、発表論文
1. Shinobu Nagayama, “Regular expression matching using zero-suppressed BDDs,”

Applications of Zero-Suppressed Decision Diagrams (Tsutomu Sasao and Jon T. Butler eds.),
Morgan & Claypool Publishers, Chapter 4, Nov. 2014.
2. Shinobu Nagayama and Shin’ichi Wakabayashi, “Fast network intrusion detection
systems,” Problems and New Solutions in the Boolean Domain (Bernd Steinbach ed.),
Cambridge Scholars Publishing, Chapter 3.1, May 2016.
2. Shinobu Nagayama, Tsutomu Sasao, and Jon Butler, “A balanced decision tree based
heuristic for linear decomposition of index generation functions,” IEICE Transactions

on Information and Systems, Vol.E100-D, No.8, Aug. 2017.
■想定される連携先
・半導体メーカ

・自動車メーカ

・家電製品メーカ

・測定機器メーカ

・FA 機器メーカ

・情報関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 論理回路システム研究室
職・氏名 ：准教授 高橋 隆一
U R L
：http://alpha-1.movie.coocan.jp/japanese.html
研究キーワード ：プロセッサ設計技術、学習デザイン
■研究テーマ

①

テーマ：HDL 設計によるシステム開発と設計

概要：ハードウエア記述言語(hardware description language)は HDL と略称され、仕様の記述や
シミュレーション、自動合成ツールの入力として不可欠なものになっています。Verilog HDL は
1980 年代既に業界標準（de facto standard）として広く実務に用いられていたハードウエア記
述言語(HDL)です。当時のツールは数百万円と高価で、これを買わないと、どのような HDL かさえ
知ることができませんでしたが 1995 年には IEEE 1364 として標準化され、言語仕様も広く知られ
るようになりました。現在、米国シリコンバレーは Verilog HDL 一色になっています。筆者は 1996
年以来 13 年間，情報工学科の学部 3 年生徒を対象とするマイクロコンピュータ設計教育(City-1)
を担当して、広島市立大学にも Verilog HDL を広めました。
高橋隆一:Verilog HDL によるシステム開発と設計
共立出版(2008）ISBN978-4-320-12222-2
この拙著では「静的オートマトン記述(SSMD)」と名
付けた簡明な動作記述を提示しています。
City-1 の成功により、SSMD は「平均的な学生にも
高度な記述能力を与える」ことが実証されています。
NEC（日本電気）での 32 ビットマイクロプロセッサ
設計技術調査、高レベル自動設計システム開発の経験
を背景にマイクロコンピュータ設計教育(City-1)を
実施し、本著作を行った業績により、2011 年 11 月に
IEEE の上級会員に昇格しました。

②

テーマ：アサーションを用いたシステム検証

概要：SystemVerilog を用いて記述するアサーションは SVA と略称され、設計が満たすべき性質
を表現出来ます。SVA を用いることで設計期間の短縮と設計品質の向上が期待できます。
高橋隆一：電子機器設計に活かすディジタル代数学
科学情報出版（2013）ISBN978-4-904774-11-3
電子機器設計に必要な代数学を網羅的に扱っています。
設計検証や時相論理も扱っています。NEC での実務経験や講
義の経験を背景に、豊富な具体例を示している点が特徴的で
す。まずは電子機器設計に関連するメーカーへの就職が内定し
た大学生や大学院生にお勧めの著作です。
■研究テーマの応用例
技術相談：Verilog HDL,SVA によるシステム開発と設計についての技術協力
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 論理回路システム研究室
職・氏名 ：講 師 上土井 陽子
研究キーワード ：分散アルゴリズム、データマイニング、クラスタリング
■研究テーマ

①

テーマ：同時実行制御のための分散アルゴリズムの開発

概要：マルチコアシステムなどの分散環境での非同期プロセス集合間の同時実行を競合回避、安
全性の向上、プライバシー保護等に主眼を置き制御する分散アルゴリズムを開発しています。本
研究の目標は以下の２つです。(1) ハードウェアが提供する並列性を十分に活用するためにオー
バーヘッドが小さくかつ簡単なプロセス間の同時実行制御方法を提供すること。(2) 逐次実行環
境では想定できない協同攻撃やプロセスの故障に対しても安全性を保証できる分散アルゴリズム
を開発すること。

②

テーマ：インタラクティブ・クラスタリングシステムの開発

概要：Web データベースや大規模分散データベースにおいて、類似した要素を集め類似していな
い要素を分けることを目的としたクラスタリング問題に着目し、１つのデータにおいて多数存在
する自然なクラスタリング結果からユーザが欲する結果を選べるように支援する研究を行ってい
ます。クラスタリング問題を解く手法を基本として、ユーザと対話を行いながらユーザが満足な
クラスタリング結果を得ることを支援できるようクラスタリング結果の評価をフィードバックす
るクラスタリングシステムを開発しています。
■研究テーマの応用例
研究テーマの応用としては大規模なデータベースでのデータ中の傾向とユーザの嗜好双方を考慮
して、複数の要素間の関係を推論するデータマイニング分散システムを考えています。
例えば、Management of Technology における技術と技術を結びつける方法の模索を支援する分散
システムなどが研究テーマの応用例として挙げられます。
■主な著書、発表論文
Y. Kamidoi, N. Yoshida and H. Nagamochi, “A deterministic algorithm for finding all minimum
k-way cuts,” SIAM Journal on Computing 36 (5), pp.1329-1341, 2006.
■主な特許、芸術作品等
特願 2003-094715、 非同期分散システムとその排他的命令の対故障かつ競合低減化実行方法
■想定される連携先
・情報関連企業
・地域における関連の公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 論理回路システム研究室
職・氏名 ：助 教 稲木 雅人
U R L
：http://www.lcs.info.hiroshima-cu.ac.jp/~inagi/
研究キーワード ：ＬＳＩ自動設計、再構成可能デバイス、レイアウト設計
■研究テーマ

①

テーマ：再構成可能デバイスのためのレイアウト設計アルゴリズム

概要：ＦＰＧＡなどの再構成可能デバイスに回路を割り当てるための自動レイアウト設計アル
ゴリズムを研究しています。新型デバイスのためのアルゴリズムを開発中です。

②

テーマ：マルチコアプロセッサ・ＧＰＧＰＵに適した並列アルゴリズム

概要：近年主流となっているマルチコアプロセッサや高い計算能力が注目されているＧＰＧＰ
Ｕの能力を有効に利用できる最適化アルゴリズムの並列実装手法を研究しています。

③

テーマ：近似・正規表現文字列検索の応用手法

概要：文字列検索技術を応用した、ネットワークに流れるウィルスを検知するためのハードウ
ェアや、ＬＳＩの設計データから故障に繋がる個所を見つける手法について研究しています。

④

テーマ：多重化Ｉ／Ｏを考慮したマルチＦＰＧＡシステムへの回路割当手法

概要：ＦＰＧＡを複数搭載したシステムに、回路が高速に動作するように適切に回路を割り当
てる手法について研究しています。
■研究テーマの応用例
テーマ① 再構成可能デバイスのための回路設計ツール、アーキテクチャ探索など
テーマ② 最適化アルゴリズム、特にＬＳＩ自動設計アルゴリズムなどの高速化
テーマ③ ネットワーク侵入検知、ＬＳＩリソグラフィホットスポット検知など
テーマ④ 回路設計検証のためのマルチＦＰＧＡシステムの動作高速化、検証期間短縮など
■主な著書、発表論文
・M. Inagi, Y. Nakamura, Y. Takashima, S.Wakabayashi, "Inter-FPGA Routing for Partially Time-Multiplexing
Inter-FPGA Signals on Multi-FPGA Systems with Various Topologies," IEICE Trans. on Fundamentals, Vol.
E98-A, No.12, pp.2572-2583, Dec. 2015.
・H. Nishiyama, M. Inagi, S. Wakabayashi, S. Nagayama, K. Inoue, M. Kaneko, “An ILP-based Optimal Mapping
Method for PLDs,” In Proc. the 28th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops
(IPDPSW2014/RAW2014), pp.251-256, May 2014.
・若葉陽一, 若林真一, 稲木雅人, 永山忍, "シストリックアルゴリズムと NFA に基づくパターン非依存正規表現
マッチングハードウェア," 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J96-D, No.10, pp.2139-2149, Oct. 2013.
・Y. Shintani, M. Inagi, S. Nagayama, S. Wakabayashi, "A multithreaded Parallel Global Routing Method
with Overlapped Routing Regions," In Proc. the 2013 Euromicro Conference on Digital System Design (DSD2013),
pp.591-597, Sept. 2013.

■想定される連携先
・情報関連企業 ・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータアーキテクチャ研究室
職・氏名 ：教 授 弘中 哲夫
U R L
：http://www.ca.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：リコンフィギャラブルプロセッサ、専用プロセッサ、
マルチプロセッサ、コンピュータアーキテクチャ、
VLSI アーキテクチャ、並列処理
■研究テーマ

①

テーマ：高速部分再構成を可能とする細粒度リコンフィギャラブルデバイスの研究

概要：本研究では、従来の FPGA では実現出来ない圧倒的な速度での構成情報の動的書き換えを可
能にする細粒度リコンフィギャラブルデバイスとその応用を実現します。

②

テーマ：リコンフィギャラブルコンピュータ技術を用いた組込みプロセッサの研究

概要：本研究では各種制御システムを実現する組込みアプリケーションを FPGA などのリコンフィ
ギャラブルハードウェアを用いて部分的，またはすべてハードウェア化することでソフトウェア
の柔軟性を保ったまま高速処理が可能な組込みシステムを実現します。

③

テーマ：アプリケーションの性能向上を実現するアクセラレーション LSI の研究

概要：本研究では、アプリケーションをきわめてコンパクトに LSI 化する方法を提案し、ストリ
ーミング処理の多用によりメモリバンド幅に頼らない高性能な専用計算 LSI を実現します。
■研究テーマの応用例
テーマ①：非数値計算処理専用のアクセラレータとして高速な文字列操作や、ビット演算操作を
汎用的に行うコプロセッサなど
テーマ②：画像処理、ロボット制御など省電力と高い演算性能を要求する組み込み機器制御用プ
ロセッサ、および、演算専用プロセッサとしての特性を備えたプロセッサなど
テーマ③：計算アクセラレータとして物理現象の高速なシミュレーションなど、高精度でかつ高
性能な浮動小数点演算を必要とする専用プロセッサなど
■想定される連携先
・半導体関連企業
・情報関連企業
・公的研究機関
・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータアーキテクチャ研究室
職・氏名 ：講 師 川端 英之
U R L
：http://www.ca.info.hiroshima-cu.ac.jp/~kawabata/
研究キーワード ：言語処理系、プログラミング環境、数値処理ソフトウェア
■研究テーマ

①

テーマ：高精度数値計算の実現方式に関する研究

概要：コンピュータは多数のデータを用いた大規模数値計算を高速に行う能力に長けています．
しかし，一般の数値計算の仕方では，計算の途中での誤差の蓄積が避けられません．結果として，
簡単な数式の計算においてさえ，正確な値とはほど遠い「間違った」計算結果が導き出されてし
まうことがあります．社会がコンピュータにすっかり依存した現代においては，
「正しい」計算結
果を得るための仕組みはますます重要になります．この研究では，正確な計算を出来るだけ高速
に行うための仕組みを，様々なプログラミング技法を用いて追求しています．

②

テーマ：柔軟で汎用性の高いプログラミング開発支援環境に関する研究

概要：コンピュータを用いて問題を解決するには，コンピュータへの指示を「プログラム」とし
て「文書化」して与える必要があります．プログラムを作る行為（プログラミング）の容易さは，
プログラムを書く際に従うべき文法等の規則が，解決しようとしている問題の種類に対して親和
性が高いか否かに大いに依存します．つまり，必要に応じて文法や慣用句を整え直す仕組みがコ
ンピュータ側にあれば，多様な問題に対処し易いと言えます．この研究では，ニーズに応じたプ
ログラミングを可能にするソフトウェア開発環境について，その可能性を探っています．
■研究テーマの応用例
上記のテーマはいずれも、高機能な言語処理系をベースに、利用者のプログラム開発を支援する
環境の構築に関連しており、成果物は一般のプログラミング作業の補助ツールとして直接的に応
用可能です。また、開発しようとする技術は、プログラミング教育用ツールの開発や、特定用途
向けのプログラミングや特殊仕様ハードウェア向けの最適化コード開発をサポートするシステム
の構築などへの応用も可能です。
■主な著書、発表論文
・Hideyuki KAWABATA, Hideya IWASAKI:

Improving Floating-Point Numbers: a Lazy Approach

to Adaptive Accuracy Refinement for Numerical Computations, Proc. 25th European Symposium
on Programming (ESOP), Proc. ESOP 2016, LNCS 9632, pp.390-418, 2016.
・塩出拓也, 川端英之, 北村俊明: 書き換え規則に基づく API ベース言語拡張のための COINS を
用いたフレームワークの設計と実装,情報処理学会 第 55 回プログラミング・シンポジウム 予
稿集, pp. 107-113, Jan. 2014.
■想定される連携先
・情報関連企業 ・地方自治体 ・公的研究機関 ・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータアーキテクチャ研究室
職・氏名 ：講 師 谷川 一哉
U R L
：http://www.ca.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：再構成型プロセッサ，コンピュータアーキテクチャ，コンパイ
ラ，並列処理，専用ハードウェア
■研究テーマ

① テーマ：OpenCL 記述の FPGA 向け自動最適化に関する研究
概要：本研究では様々なプラットフォームに対応した並列処理言語である OpenCL 記述
を FPGA 向けに自動最適化する手法について研究します．OpenCL では GPU などのヘテロ
ジニアスなコンピューティング環境を対象に様々なプラットフォームで使用できる柔
軟なプログラミング環境を提供しています．しかしながら，様々なプラットフォームに
対応している反面，各プラットフォームに最適な記述方法が異なっており，プログラマ
が最適な OpenCL 記述を書くにはそのプラットフォームに関する深い知識を必要としま
す．そこで，本研究では FPGA プラットフォームを対象に，GPU 向けに記述された OpenCL
記述から自動的に FPGA 向けの最適化処理を施した OpenCL 記述に変換する技術について
研究します．

② テーマ：小規模な論理回路を効率的に実現できる再構成デバイスの研究
概要：本研究では FPGA などの再構成デバイスをスマートフォンなどの組み込み向けの
プロセッサといっしょに使用できる再構成デバイスについて研究します．従来の再構成
デバイスは大規模な論理回路でも実現できるような構成になっていますが，逆に小さな
論理回路を実現する上では効率が悪い構造をしています．そこで本研究では小さな論理
回路を実現する上で効率が良い再構成デバイスについて研究します．
■研究テーマの応用例
テーマ①：FPGAにより高速化したいアプリケーションの開発期間の短縮．
テーマ②：小さな汎用ICの開発，PLCの小型化やワンチップ化．
■主な著書、発表論文


奥田涼, 窪田昌史，谷川一哉， 弘中哲夫,“OpenCL 記述を用いた FPGA および GPU の
並列プログラミングにおける演算性能の評価と分析, " 第 18 回 IEEE 広島支部学生
シンポジウム,A4-54,pp.185～187,2016 年.



山本啓輔, 谷川一哉, 弘中哲夫, 石黒隆 “セレクタを用いた小面積な論理ブロック
SLB の提案, " FIT2016 第 15 回情報科学技術フォーラム, 第 1 分冊, pp.15-22, 2016
年．



胡濱良樹, 谷川一哉, 弘中哲夫, “オンライン推定に用いられるカーネル関数の高速
化, " リコンフィギャラブルシステム研究会, 信学技報, vo..116, no.53,
pp.115-120, 2016 年．

■主な特許、芸術作品等
特になし
■想定される連携先
・半導体関連企業
・情報関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータアーキテクチャ研究室
職・氏名 ：助 教 児島 彰
U R L
：http://www.ca.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：リコンフィギャラブルシステム，FPGA，並列処理，機械学習，
組み込みシステム，信号処理，画像処理，IoT
■研究テーマ

① リコンフィギャラブルシステムを用いた組み込み環境向け高速計算手法の
研究
FPGA を用いて専用ハードウェアを設計・実装し，組み込み機器で用いることが可能な低消費
電力の高速計算処理を実現します．Verilog HDL などのハードウェア記述言語に加えて，高
位合成ツールを用いることで，比較的容易に保守性の高い高性能な専用回路を設計すること
を行っています．

② リコンフィギャラブルシステムによる組み込み機器向け機械学習システム
の研究
FPGA を用いたリコンフィギャラブルシステムは低消費電力の高性能ハードウェア回路を実
現できます．また，IoT システムなどで用いられる組み込み機器ではセンサーやカメラなど
の入力装置からの大量の入力データを信号処理，画像処理する場面が多くあります．ここに
FPGA を用いた機械学習システムを組み込んで，低消費電力で高速な処理を実現することを研
究しています．
■研究テーマの応用例
テーマ①：車載エンジンコントロールユニット(ECU)に組み込む高速計算処理システム
燃費向上，排ガス規制，CO2 削減のため，より高度なエンジン制御が求められています．こ
れには，従来より多くの計算処理を行う必要があります．FPGA を用いることで ECU のような
組み込み環境での高速計算処理を実現することが期待できます．
テーマ②：人流解析システム，防災ヘリやドローンに搭載する人発見画像システム
IoT 環境でセンサー数が多くなってくると，通信路の容量制限から，センサーから得られた
膨大な生データは，何らかの処理をして情報圧縮する必要があります．この処理に FPGA を
使った機械学習技術を用いると，消費電力で高性能なシステムの実現が期待できます．
■主な著書、発表論文
Yohei Nose, Akira Kojima, Tetsuo Hironaka, “Consideration of Online Learning of Radial
Basis Function Network for Engine Control and Acceleration using FPGA,” Proceedings
of the 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
Communications (ITC-CSCC2017), pp.696-pp.699, July 2017.
Akira.Kojima, “Trax Player Implementation on FPGA using High Level Synthesis Tool,”
Proceedings of the 2016 International Conference on Field-programmable Technology
(ICFPT2016), pp.323-pp.326, December 2016.
Akira.Kojima, “An Implementation of Trax Player using Programmable SoC,” Proceedings
of the 2015 International Conference on Field-programmable Technology (ICFPT2015),
pp.268-pp.271, December 2015.
■想定される連携先
・情報関連企業 ・製造業企業 ・地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータアーキテクチャ研究室
職・氏名 ：助 教 窪田 昌史
U R L
：http://www.ca.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：並列処理，コンパイラ，高性能計算(HPC)，FPGA，MPLD，GPU，
スーパーコンピュータ
■研究テーマ

① テーマ：並列化を支援するコンパイラ、ツールの開発
概要：PC クラスタやスーパーコンピュータ上でプログラムを動かして高速に実行するにあたって、
コンパイラがプログラムを自動的に並列化することが望まれています。本研究では、数値計算プ
ログラムなどを対象として並列化コンパイラの開発を行っています。

② テーマ：アクセラレータ向けのプログラムの高速化
概要：再構成可能なデバイスである Field-Programmable Gate Array(FPGA), Memory-Based
Programmable Device(MPLDTM)、あるいは、Graphics Processing Unit(GPU)や Intel® Xeon
PhiTM など、汎用的なプロセッサとは異なるアーキテクチャのプロセッサ（アクセラレータ）が
注目されています。画像処理プログラムや数値計算プログラムなどの並列化を通して、これらの
アクセラレータの性能を最大限に引き出す最適化、並列化技法の研究を行っています。
■研究テーマの応用例
大規模なシミュレーションの高速化など：
構造解析や流体力学などの数値シミュレーション、分子動力学計算、3 次元画像生成などの多大
な時間を必要とする計算の高速化の支援などが考えられます。
■主な著書、発表論文
1.

Tomohiro Matsushita, Atsushi Kubota, Naohisa Happo et al.: Fast Calculation Algorithm
Using Barton’s Method for Reconstructing Three-Dimensional Atomic Images from X-ray
Fluorescence Holograms, Zeitschrift für Physicalishe Chemie, Vol.230, No.4, pp.449-456,
Apr. 2016.

2.

窪田昌史，國光修司，寺岡陽一，矢野康英，北村俊明：自動車のモデルベース開発における
シミュレーションの GPGPU による高速化，情報処理学会研究報告 2015-HPC-148, No.14,
pp.1-6, Mar. 2015.

3.

窪田昌史，北村俊明：配列整合解析に基づく自動データ分割手法，情報処理学会論文誌プロ
グラミング, Vol.3, No.1, pp.41-53, Mar. 2010.

■ 想定される連携先
製造業、情報関連企業など
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所

属

：情報科学研究科 情報工学専攻
（ネットワークソフトウェア研究室）
職・氏名 ：教 授 角田 良明
准教授 大田 知行
准教授 河野 英太郎
助 教 井上 伸二
U R L
：http://www.nsw.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：アシュアランスネットワーク，児童見守りシステム，平常時災害
時両用システム，ユビキタスネットワーク，アドホックネットワーク，センサネット
ワーク，ネットワークセキュリティ，高度交通システム，ルーティング
■研究テーマ

① テーマ：アシュアランスネットワーク設計原理とその応用
概要：複数のユーザからの異種でかつ変化する要求に対するディペンダビリティ，セキュリティ，
適時性，適応性を満たす性質はアシュアランスと定義されます。アシュアランスネットワークは，
ネットワークが大規模化しても，ネットワーク環境が変動しても，セキュリティに対する攻撃が
存在しても，故障を引き起こすフォールトが存在しても，期待される情報通信サービスをタイム
リーに実行するネットワークです。アシュアランスネットワークの実現には，耐故障，実時間，
自律，移動，知識などの統合技術が必要とされます．独立行政法人情報通信研究機構高度通信・
放送研究開発委託研究／新世代ネットワーク技術戦略の実現に向けた萌芽的研究／アシュアラン
スネットワーク技術の基本概念と実証に関する研究を研究代表者らは 2010 年度に実施しました。
その成果として，アシュアランスネットワーク技術の基本概念を確立し，統一的な設計法を提案
するとともに，児童見守りシステム等のトラスタブルな端末・インフラ・サービスアプリケーシ
ョンへの適用事例を示すことにより，その概念の有用性を実証しました。
引き続き，2012 年度から 2014 年度まで実施した本学術振興会科学研究費基盤研究（Ｂ）
「アシ
ュアランスネットワーク設計原理とその応用」
，2013 年度に実施した総務省戦略的情報通信研究
開発推進制度(SCOPE)・ICT イノベーション創出型研究開発「アシュアランスネットワーク設計
原理に基づいた平常時災害時両用システムの研究開発」
，2016 年度から 2018 年度に実施中の総
務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)・地域 ICT 振興型研究開発「アシュアランスネッ
トワーク設計原理に基づいた草の根災害情報伝搬システムの研究開発」において，アシュアラン
スネットワーク設計原理を，児童見守りシステム，口コミ情報伝搬システム，平常時災害時両用
システム，草の根災害情報伝搬システムなどに応用することにより，アシュアランスネットワー
ク設計原理の有用性を明らかにするために研究を推進しています。

② テーマ：児童見守りシステム
概要：2005 年度から 2007 年度まで総務省戦略的情報通信研究開発推進制度地域情報通信技術振
興型研究開発（SCOPE-C）として「モバイルアドホックネットワークにおけるスケーラブルグルー
プメンバー確認技術に関する研究開発」を実施しました。本研究開発の研究成果等の詳細につい
ては，http://www.nsw.info.hiroshima-cu.ac.jp/SCOPE-C を参照して下さい。
本研究開発では，まず，スケーラビィリティと移動速度の変化に適応するため，リアルタイム
通信，ルーティングの効率化等の観点から，モバイルアドホックネットワークにおけるグループ
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メンバー確認技術を開拓しました。次に，これらの技術を応用して，学校登下校時の児童見守り
システムを構築しました。本研究開発の児童見守りシステムは，総務省地域児童見守りシステム
モデル事業に採択され，2007 年 9 月から 12 月まで広島市安芸区矢野南小学校の学区内において
児童見守りシステムモデル事業を運営し，地域社会における安心安全の確立に貢献しました。
さらに，児童見守りシステムの実用化，事業化を目指して，2009 年度から 2011 年度まで科学
研究費補助金基盤研究（Ｂ）
「グループ活動見守りシステムに適用可能なモバイルアドホックネッ
トワーク技術」において Android を用いた児童見守りシステムの研究開発を行いました。

③ テーマ：アドホックネットワーク
概要：基地局などの通信インフラを持たないで，交換機能を有するノードとワイヤレスリンクで
構成されるアドホックネットワークについて研究を進めています。このようなネットワークでは
ノードの移動に伴いネットワーク形状が変化するので，ノードの集合であるクラスタや発信元（ソ
ース）から宛先（デスティネーション）までの経路を維持するために，各ノードの局所情報に基
づいて形状の変化に適応できるクラスタリングおよびルーティングを提案しています。

④ テーマ：センサネットワーク
概要：センサ機能ならびに無線通信機能を有するノードの集合から構成されるセンサネットワー
クについての研究を進めています。センサネットワークが利用される状況はさまざまですが，安
価なノードを多数・広範囲に配置するような利用形態が想定されます。この場合ノードはバッテ
リ駆動であり，しかも配置後に保守する（修理やバッテリ交換する）ことは考えられていません。
このような利用形態の下，センサネットワークの長期間運用を可能とするような技術をルーティ
ングなどのネットワークの立場から提案しています。

⑤ テーマ：アドホックネットワークの高度交通システムへの応用
概要：自動車にアドホック無線通信装置を搭載し走行させれば，このような自動車の集合はアド
ホックネットワークを構成します。
VICS では全体の道路網の渋滞情報を得ることができますが，
この情報に従って自動車を走行させれば，渋滞していない場所に新たな渋滞が発生します。全体
の道路網の渋滞情報を得るよりも，局所的な道路網の渋滞情報を得るほうが，渋滞を分散・平滑
化することができます。アドホックネットワークに基づいて局所的な道路網の渋滞情報を得るこ
とにより，渋滞を軽減する自動車走行制御について研究を進めています。

⑥ テーマ：セキュアワイヤレス通信に関する研究
概要：ワイヤレス通信におけるセキュアな通信について研究しています。端末への計算資源，な
らびに電源などへの制約が大きいワイヤレス通信において，有線通信と比べて難しくなるデータ
や暗号鍵の漏洩などの問題を解決する手法について研究を進めています。これまでに，窃取や漏
洩を防ぐため秘密分散法とよばれる手法を応用し，元データを複数の分散されたデータに変換す
ることで，データ転送時の安全性を向上させる方法について提案しています。提案法では，端末
が攻撃者から不正に乗っ取られるという攻撃や盗聴を想定しています。
■研究テーマの応用例
研究テーマ①で推進した研究開発において展示評価情報伝搬・収集システム（口コミ情報伝搬
システム）の研究開発を実施しました。
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図１ 展示評価情報伝搬・収集システム（口コミ情報伝搬システム）
市制貢献プロジェクトとして，遅延・切断耐性モバイルアドホックネットワークに基づいた展
示評価情報伝搬・収集システム（口コミ情報伝搬システム）を開発し，2013 年 4 月 19 日から 5
月 12 日まで開催されたひろしま菓子博覧会の開催期間中の５日間に実証実験を実施しました。本
システムは，Android 搭載のスマートフォンやタブレット端末にアプリ「かしコミ」をインスト
ールすれば，お菓子に関する評価情報を口コミ情報として入力すると，スマートフォンやタブレ
ット端末がすれ違うたびに口コミ情報が伝搬されるものです。
研究テーマ③で推進している研究は，災害時，イベント開催時など，固定電話網，インターネ
ットなどの基幹ネットワークが使用できない場合でも，アドホックネットワークを用いて，端末
の間で情報交換を行うコミュニティサービスに応用できます。
研究テーマ④，⑥で推進している研究は，環境（温度，湿度など），状況（位置，速度など），
識別（バーコード，ICタグなど）などの多様な情報を，センサネットワークを用いて収集し，ユ
ーザニーズに応じた情報提示やサービス提供を行うことによって自動検針，見守り，ホームセキ
ュリティ，交通制御などに応用できます。
研究テーマ⑤で推進している研究は，VICSのようにすべての自動車に同じ渋滞情報を与えるの
ではなく，アドホックネットワークにより各自動車の走行に影響を与える周辺の渋滞情報のみを
提供し，自動車の円滑な走行を実現するサービスに応用できます。
■主な著書、発表論文
(1) Ryuma TANI, Kento AOI, Eitaro KOHNO,Yoshiaki KAKUDA, "An adaptability-enhanced
routing method for multiple gateway-based wireless sensor networks using secure
dispersed data transfer," 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed
Computing Systems Workshops, at the Sixteenth International Workshop on Assurance
in Distributed Systems and Networks (ADSN2017), pp.19-25, Atlanta, GA, USA, June
2017.
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(2) Nobuhiro Kajikawa, Yuya Minami, Eitaro Kohno, Yoshiaki Kakuda, "On availability and
energy consumption of the fast connection establishment method by using Bluetooth
classic and Bluetooth low energy," Proc. Fourth International Symposium on Computing
and Networking (CANDAR2016), 9th International Workshop on Autonomous
Self-Organizing Networks (ASON 2016), pp.286-290, Higashi-Hiroshima, Japan, Nov.
2016.
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(8) Yoshiaki Kakuda, Tomoyuki Ohta and Miroslaw Malek, "Self-Organizing Real Time
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2013.
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ented Real-time Distributed Computing Workshops, at the Second IEEE Workshop on
Self-Organizing Real-Time Systems (SORT2011), pp.199-206, March 2011.
(14) Mitsuhisa Kimura, Shinji Inoue, Yoshiaki Kakuda and Tadashi Dohi, "A route dis
covery method for alleviating traffic congestion based on VANETs in urban transp
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Proc. 10th International Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS201
1), pp.299-302, March 2011.
(15) Atsushi Ito, Yoshiaki Kakuda, Tomoyuki Ohta, and Shinji Inoue, "New safety sup
port system for children on school routes using mobile ad hoc networks," IEICE T
ransactions on Communications (IEICE/IEEE Joint Special Section on Autonomous De
centralized Systems Technologies and Their Application to Networked Systems), vo
l.E94-B, no.1, pp.18-29, January 2011.
(16) Hiroshi Nakagawa, Satoshi Teshima, Tomoyuki Ohta, and Yoshiaki Kakuda, "A hier
archical geographical routing with alternative paths using autonomous clustering
for mobile ad hoc networks," IEICE Transactions on Communications (IEICE/IEEE J
oint Special Section on Autonomous Decentralized Systems Technologies and Their
Application to Networked Systems), vol.E94-B, no.1, pp.37-44, January 2011.
(17) Eitaro Kohno, Tomoyuki Ohta, Yoshiaki Kakuda, and Masaki Aida, "Improvement of
dependability against node capture attacks for wireless sensor networks," IEICE
Transactions on Information and Systems (IEICE/IEEE Joint Special Section on Au
tonomous Decentralized Systems Technologies and Their Application to Networked S
ystems), vol.E94-D, no.1, pp.19-26, January 2011.
(18) Yoshiaki Kakuda, "Assurance networks: concepts, technologies, and case studies,
" Proc. Symposia and Workshops on Ubiquitous, Autonomic and Trusted Computing (U
IC-ATC 2010), pp.311-315, Xi'an, P.R.China, October 2010.
(19) Yoshiaki Kakuda, Tomoyuki Ohta, Shinji Inoue, Eitaro Kohno and Yusuke Akiyama,
“Performance improvement of Hiroshima city children tracking system by correcti
on of wrong registrations on school routes,” Proc. 9th International Symposium
on Autonomous Decentralized Systems (ISADS), March 2009.
(20) Tobias R. Meier, Juergen Dunkel, Yoshiaki Kakuda and Tomoyuki Ohta, “Mobile a
gents for service discovery in ad hoc networks,” Proc. 22nd IEEE International
Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA), March 200
8.
■主な特許、芸術作品等
特許 4686662 通信方法
特許 4822328 車両走行制御方法および装置
特許 4908040 情報検索方法
特許 4987782 特許 5143609 見守りシステム、見守り方法およびプログラム
特許 5002828 アドホックネットワークにおけるノード数の計数方法
特願 2012-47444 モバイルアドホックネットワークにおける自律的衝突回避システム
及び自律的衝突回避方法
特願 2012-75664 ネットワークにおける動的階層化方法
特願 2013-05338 特願 2013-260280 モバイルアドホックネットワークアーキテクチャー及び
モバイルアドホックネットワークアーキテクチャーの通信方法
特願 2014-02854 モバイルアドホックネットワーククラスタリングにおける送信電力制御
装置及び送信電力制御方法
■ 想定される連携先
上述した研究テーマの応用例に見られる通り，情報通信関連企業，地域団体，地方自治体，教
育機関などとの幅広い連携が考えられます。

- 73 -

所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 情報ネットワーク研究室
職・氏名 ：教 授 石田 賢治
U R L
：http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：衛星インターネット、アシュアランスネットワーク、P2P システ
ム、ネットワークの仮想化、アドホックネットワーク、自律分
散システム、TCP 制御技術、ネットワークサービスの品質保証、
情報ネットワークの異常検知、ネットワーク流出情報の制御
■研究テーマ（一部）

①

テーマ：想定外への対処を目指すアシュアランスネットワーク技術

概要：萌芽的研究として想定外の障害や攻撃にも耐えることを狙ったアシュアランスネットワー
ク技術を研究しています。また、仮想化ネットワークへの展開も検討中です。

②

テーマ：ベストエフォートネットワークにおける通信品質保証技術

概要：ベストエフォートネットワークである無線LANやIP ネットワークにおいて通常のTCPを用
いると、安心・安全に関する緊急・重要通信やリアルタイム通信において必要とされる帯域が安
定的には確保困難という問題があります。そこで、安定的な帯域確保を目指す新たなTCP制御技
術および関連技術を研究しています。

③

テーマ：高速衛星インターネットに適した通信プロトコル

概要：高速衛星回線に適したトランスポート層プロトコル TCP-STAR を提案しています。この
TCP-STAR は既存 TCP に比べて高い通信性能を得ることができます。JAXA 等と協力実績あり。

④

テーマ：ネットワーク上への流出情報に対する対策技術

概要：悪意のあるソフトウェアの出現やP2Pネットワーク技術の発達により、本来ネットワーク
上に存在すべきでないファイルや個人情報等の流出が相次いでおり深刻な問題になっています。
そこで、このようなファイルの拡散を防止するファイル拡散制御技術を研究しています。
■研究テーマの応用例（一部）
① ベストエフォートネットワークにおける安定した帯域確保を目指した通信制御方式の応用例
組織内のIPネットワークにおける高優先通信、緊急通信、重要通信等の実現、および、高品位TV
会議システムなどのリアルタイム通信サービスに応用可能です。
② 高速衛星インターネット通信の応用例（関連特許成立済み）
光ファイバ・CATV など地上ブロードバンド回線の敷設の見込めない遠隔地・海上・離島地域及
び車載・船舶などの移動車両に対して、従来より低価格、短時間でのデータ伝送が国境に依存せ
ず実現できるため、映像や音楽等大容量データを世界中に効率的に配信することが可能になりま
す。そのため、遠隔医療、災害情報伝達、遠隔教育、エンタテイメント、リゾートホテル、離島、
海上におけるオフィス環境構築などの応用が考えられます。
③ ネットワーク上への流出情報に対する対策技術の応用例
ネットワーク上へ流出した、個人、企業、行政などに関係する個人情報や機密情報に対する、拡
散制御技術を応用した危機管理システムの開発などが考えられます。

■想定される連携先
・情報関連企業

・国、県、地方自治体の関係機関

・研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 情報ネットワーク研究室
職・氏名 ：准教授 舟阪 淳一
U R L
：http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/
研究キーワード ：ネットワークソフトウェア、ネットワークアシュアランス、
コンテンツデリバリ、P2P ネットワーク
■研究テーマ

①

テーマ：P2P ファイル共有におけるファイル取得時間の制御

概要：多くのパソコン（ピア）にファイルを配布するため、対象ファイルを細分し、各ピアから
別々の部分を並行してダウンロードするとともにアップロードする技術に着目し研究を実施して
います。本研究では、ネットワーク状況の変化を吸収して、ダウンロード時間の短縮と安定化を
はかる技術や、ファイルの拡散に大きく貢献しているピアを同定し、ダウンロード時間を制御す
る技術を提案し評価してきました。このテーマはネットワークアシュアランスという点からも注
目されています。例えばオペレーティングシステムの修正プログラムやソフトウェアの更新デー
タを即座に取得し適用したいとき、あるいは望ましくないファイルが流通しているときにその拡
大に歯止めをかけたいときに有用であると考えられます。

②

テーマ：代理サーバによる最新ファイルの提供

概要：インターネット上でファイルを提供するサーバは広く配置されていますが、これらの間で
更新されたコンテンツを同期し一致させるには莫大なコストがかかります。そこで本研究では、
ある程度同期の不完全なサーバも含めた多くのファイルサーバを対象とし、クライアント側から
一致状況を監視し、ふさわしいものを選択して利用する技術を提案し評価してきました。これは
管理コストを上げずにファイルの一致を保証する方法として注目されています。また①の P2P フ
ァイル共有の技術を取り込むことにより、より高速なダウンロードが実現できます。例えば新し
く更新されたソフトウェアの新バージョンのみを選択して取得する作業を効率化できます。
■研究テーマの応用例
LAN 構築・運用における、高速ダウンロード、ソフトウェア更新などネットワーク資源の活用
効率向上を図ることができます。①②の機能を組み込んだソフトウェアを開発することにより、
同期の保証された更新ファイルを用いた、より高速な更新作業が可能となります。
■主な著書、発表論文
・Hiroaki Horiba, Tokumasa Hiraoka, and Junichi Funasaka: A Progressive Download Method
Based on Timer-Driven Requesting Schemes Using Multiple TCP Flows on Multiple Paths, Proc.
37th IEEE ICDCS Workshops, pp.26-31, Jun. 2017. (doi:10.1109/ICDCSW.2017.48)
・Junichi Funasaka and Kazuya Takeda: Evaluation on Required Time and Arrival Order of
Blocks for Segmented File Downloading Methods Using PR-SCTP and Unordered Delivery, Proc.
36th IEEE ICDCS Workshops, pp.140-145, Jun. 2016. (doi:10.1109/ICDCSW.2016.33)
■主な特許、芸術作品等
なし
■想定される連携先
・情報関連企業

・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 情報ネットワーク研究室
職・氏名 ：准教授 井上 博之
U R L
：http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード：IoT セキュリティ、車載システムセキュリティ、サイバーフィジカ
ルシステム
■研究テーマ

テーマ： IoT システムの情報セキュリティに関する研究
概要：家電製品や自動車のような外部と通信を行う IoT 機器（組込み機器）における、ハードウ
ェアからソフトウェアおよび通信プロトコルまで、幅広い技術をとりあげ、 有用なシステムやサ
ービスを実環境で動かし評価を行っています。特に、ネットにつながる自動車の情報セキュリテ
ィについて、理論から実践まで広く取り上げ、車載 LAN の脆弱性や通信プロトコル、また、防御
する仕組みとして ID ベース暗号や機械学習アルゴリズムの適用なども行っています。現在の研究
テーマは、インターネットのような広域ネットワークにつながる センサや家電・自動車のような
IoT 機器と、ネット上のリソース （ストレージ、計算資源、API 等）に関係するもので、 以下の
ように多岐に渡っています。
 サイバーセキュリティシステム
・ IoT 機器の攻撃可能性、ファジング、デジタルフォレンジック
・ ID ベース暗号を利用した機器認証・相互認証
・ 機械学習アルゴリズムを用いた攻撃判定
・ 車載システムセキュリティ
・ 車載 Ethernet における認証、MAC 暗号化、性能評価
 サイバーモビリティシステム
・ 全ての車載 LAN データを安全にクラウドに上げる仕組み
・ 走行データを学習データとした行動分析、ビッグデータ解析
・ ADAS/自動走行＋Connected な技術における人工知能技術の利用
 コンテキストアウェアシステム
・ 位置情報とバーチャル及びリアル世界のサービスとの連携
・ 利用者が所持する Android 等の携帯端末とクラウドサービスの連携
・ センサーネットワークの構成とスケーラビリティ
■研究テーマの応用例
組込み機器のネットワークインタフェースにおけるセキュリティゲートウェイを設けるこ
とで、機器間の認証や防御の仕組みが実現でき、機器の利便性と安全性の両立が可能となりま
す。耐タンパー性に優れたセキュリティゲートウェイのハードウェアによる実装、また自動車
では次世代の車内ネットワークの規格として検討が行われているイーサネットベースの LAN
や、車々間通信や路車間通信のようなアドホックネットワークへの情報セキュリティへの応用
が可能となります。
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■主な発表論文、著書
1. 畠中伸敏著・編, 井上博之, 佐藤雅明, 伊藤重隆, 折原秀博, 永井庸次 共著, "IoT 時代のセ
キュリティと品質―ダークネットの脅威と脆弱性," 日科技連出版, ISBN 978-4817196200,
Apr. 2017.
2. 手柴瑞基，井上博之，石田賢治，“車載セキュリティゲートウェイにおける機械学習を用い
た動的フィルタリング機構の実装と評価,” 電子情報通信学会 情報ネットワーク研究会(IN),
vol.116, no.485, pp.205-210, Mar. 2017.
3. 井上博之, "車載セキュリティへの攻撃手法とその対策事例", 車載テクノロジー, vol.4,
no.3, pp.26-30, Feb. 2017.
4. T. Shiroma, Y. Nishio, H. Inoue, “A Threat to Mobile Devices from Spoofing Public USB
Charging Stations”, Proceedings of 35th International Conference on Consumer
Electronics (ICCE2017), pp.88-89, Jan. 2017.
5. 井上博之, "IoT（つながる組込み機器）における脅威の現状 ―情報セキュリティから IoT セ
キュリティに向けた取り組み―", 精密工学会誌 解説記事, vol.83, no.1, pp.46-49, Jan.
2017.
6. 西尾泰彦，城間政司，井上博之，“脅威モデリング連携型ファジングテスト手法の提案,” 電
子情報通信学会 情報通信システムセキュリティ研究会(ICSS), vol.116, no.328, pp.15-20,
Nov. 2016.
7. 金森健人，江﨑貴也，手柴瑞基，井上博之，小畑博靖，石田賢治，“車載器とサーバ間の相
互認証に ID ベース暗号を用いた車載 LAN データ収集システム,” コンピュータセキュリティ
シンポジウム 2016 (CSS2016), pp.391-396, Oct. 2016.
8. 井上博之, "つながる自動車の IT セキュリティ", 日本セキュリティ・マネジメント学会誌,
vol.30 no.2, pp.21-28, Sep. 2016.
9. 江崎貴也, 金森健人, 鶴田智大, 手柴瑞基, 井上博之，"全車載 LAN データをクラウドサービ
スで安全に利用するためのシステムの試作," 第 9 回地域間インタークラウドワークショップ
(RICC), Mar. 2016.
10. 伊達友裕, 手柴瑞基, 江崎貴也, 井上博之, "車載 LAN のセキュリティゲートウェイにおける
機械学習を用いた動的ルール生成", 暗号と情報セキュリティシンポジウム SCIS2016, pp.1-6,
Jan. 2016.
11. Takaya Ezaki, Tomohiro Date, Hiroyuki Inoue, “An Analysis Platform for the Information
Security of In-vehicle Networks Connected with the External Networks ” , The 10th
International Workshop on Security (IWSEC2015), LNCS 9241, pp.301-315, Aug. 2015.
12. 志田智, 小林直行, 鈴木暢, 井上博之, 黒木秀和, 矢野ミチル 共著, "マスタリング TCP/IP
IPv6 編 第 2 版", オーム社, ISBN 978-4274069192 (Jul. 2013).
13. 井上博之著, "ステップ方式で仕組みを学ぶ IP ネットワーク設計演習", ナノオプトニクスエ
ナジー, ISBN 978-4764955158 (Sep. 2010).
■想定される連携先
・情報関連企業、製造業、地方自治体、教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 情報ネットワーク研究室
職・氏名 ：准教授 小畑 博靖
U R L
：http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~obata
研究キーワード ：通信プロトコルの設計・評価、衛星インターネット、無線 LAN
■研究テーマ

①

テーマ：衛星インターネットに適した通信プロトコルに関する研究

概要：広帯域、高遅延等の特性を持つ衛星インターネットにおいて、既存方式と比較して高い通
信性能が得られるトランスポートプロトコル TCP-STAR を提案しています。

②

テーマ：安定した帯域確保を目指した通信制御方式に関する研究

概要：IP ネットワークにおいて、高い通信品質を必要とする重要通信やリアルタイム通信に必要
な帯域を、送信端末のTCP 輻輳制御や無線LANアクセスポイント等の中継端末を用いて確保
する技術について研究しています。

③

テーマ：効率的な無線LAN通信のための通信制御技術に関する研究

概要：無線LAN環境で多くの無線端末が存在する場合においても、ストレス無く通信可能となる通
信制御技術について研究しています。また、自然界で見ることのできる物理現象（例えば、
メトロノームの振動や蛍の発光の同期）の数理モデルを利用した新たな制御SP-MACも検討
しています。
■研究テーマの応用例
①の TCP-STAR は、特許取得済みの技術です。広帯域かつ遅延が大きなネットワークにおいて、
TCP-STAR を利用すれば、ギガバイトを超えるような大量のデータを従来よりも高速に転送するこ
とが可能になります。したがって、災害時の通信、通常時の山間部・離島での通信、任意の場所
でのイベント開催におけるデータ伝送等々を光ブロードバンドと同じような環境で実現すること
が可能になります。②を利用すると、医療に関わる動画像などの重要データや災害時の緊急情報
を安定して伝送することができます。③を利用すると、災害時等の混雑した状況においても、多
数の人がスマートフォンなどの無線端末で通信が可能になります。
■主な著書、発表論文
・Hiroyasu Obata, Kenji Ishida, Satoru Takeuchi, and Shouta Hanasaki, “TCP-STAR: TCP
Congestion

Control

Method

for

Satellite

Internet,”

IEICE

Transactions

on

Communications, Vol.E89-B, No.6, pp.1766-1773, June 2006.
・Hiroyasu Obata, Kenji Ishida, Chisa Takano, Junichi Funasaka, and Masaaki Bessho,
“Evaluation of TCP Performance by using High-Speed Communication Satellite WINDS and
Large Earth Terminal,”IEICE Transactions on Communications, Vol.E95-B, No.10,
pp.3370-3373, October 2012.
・赤瀬 謙太郎, 小畑 博靖, 石田 賢治, “安定したスループットの確保を目指す TCP 輻輳制御
方式,” 電子情報通信学会論文誌（B）, Vol.J92-B, No.4, pp.624-632, April 2009.
・赤瀬 謙太郎, 小畑 博靖, 村瀬 勉, 平野 由美, 石田 賢治,“無線 LAN を考慮した帯域確保
TCP のスロースタートしきい値設定方式,”電子情報通信学会論文誌（B）, Vol.J93-B, No.2,
pp.153-165, February 2010.
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・Hiroyasu Obata, Ryo Hamamoto, Chisa Takano, and Kenji Ishida,“SP-MAC: A Media Access
Control Method Based on the Synchronization Phenomena of Coupled Oscillators over
WLAN,”IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E98-D, No.12, pp.2060-2070,
December 2015.
・濱本 亮, 小畑 博靖, 安藤 竜馬, 山本 酉貴, 高野 知佐, 石田 賢治,“H-SP-MAC: 隠れ端末
問題の解決を目指したメディアアクセス制御 SP-MAC の改良,”電子情報通信学会論文誌（B）,
Vol.J99-B, No.10, pp.893-907, October 2016.
■主な特許、芸術作品等
・濱本 亮, 小畑 博靖, 高野 知佐, 石田 賢治,“無線通信装置及び無線通信方法,”特願
2015-227343, November 2015.
・小畑 博靖, 濱本 亮, 高野 知佐, 石田 賢治,“通信システム及び通信方法”特願 2014-29848,
February 2014.
・小畑 博靖, 竹内 達, 石田 賢治, “広帯域、高遅延無線ネットワークにおける TCP 輻輳制御
方式,”特許第 4599554 号, October 2010.
■想定される連携先
情報関連企業、地方自治体、公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室
職・氏名 ：教 授 西 正博、 講 師 新 浩一
U R L
：http://www.wave.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：ヒト検知、UHF 帯、マルチパス環境、防犯、見守り
■研究テーマ

テーマ：UHF 帯電波を用いたヒト検知システム
概 要 ： 本研 究 では 、 テレ ビ 放 送波 や
HEMS 等に用いられている UHF 帯の
電波を利活用したヒト検知システムを
検討しています。本システムでは、周囲
の環境に依存して原理的に生じる電波
のマルチパスフェージングやヒトによ
るシャドウイングに起因する受信レベ
ル変動をモニターし、動くヒトの有無を
検知します。実用化を目指して、以下の
ような検討を行っています。


ヒト検知のための電波伝搬特性の解明

戸建て、マンション、体育館といった様々な屋内環境のみならず、住宅敷地，駐車場や空き地と
いった屋外環境においても測定することで、ヒト検知のための電波伝搬特性を解明しています。


ヒト検知の高精度化

ソフトウェア無線技術をベースに、複数のアンテナ、時間差、周波数を用いることで、高精度な
検知アルゴリズムを開発し、検知見逃しや誤検知を低減させる研究を行っています。
■研究テーマの応用例
本システムは、電波の受信レベル変動によりヒトがいるかどうかを識別できるため、防犯シス
テムとして屋内の侵入検知に応用することが可能です。また、現在一人暮らしの高齢者が急増し
ていますが、本システムを高齢者が元気に生活しているか否かを判断するために用いることが可
能であり、一人暮らしの高齢者の見守りシステムとしても応用できます。
■主な著書、発表論文
・西正博，川口立朗，高橋茂，吉田彰顕，
“UHF 帯テレビ放送受信波を用いたヒト検知システムの
提案，
”電子情報通信学会論文誌，Vol.J89-B，No.9，pp.1789-1796，2006．
■主な特許
・屋内侵入検知システムおよび屋内侵入検知情報発信システム，特許第 4528946 号.
・人物在圏検知システム，特許第 4572305 号.
・ヒト検知装置（協調検知システム）
，特開 2010-92245．
■想定される連携先
・情報関連企業 ・地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室
職・氏名 ：教 授 西 正博、 講 師 新 浩一
U R L
：http://www.wave.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：電磁ノイズ、接触検知、高齢者見守り、介護支援
■研究テーマ

テーマ：人体の電磁ノイズを利用したベッドからの起き上がりモニタリング
概要：老人ホーム等の介護施設においては、
高齢者がベッドから起き上がる際に転倒
事故が発生しやすい傾向があります。本研
究では、人体に生じる商用電源の電磁ノイ
ズをモニタリングし、高齢者がベッドから
起き上がる際の、手すりへの接触を検知す
るシステムを開発しました。本システムの
特徴は以下の通りです。


手すりをセンサとして使用するため、新たなセンサを設置する必要がなく、センサ用の電源
も不要となり、消費電力を低く抑えることができます。



商用の交流電源から生じる電磁ノイズを利用するため，商用電源が使われている場所であれ
ばどこでもシステムを設置することができます。



高齢者へセンサを装着するものではないため、高齢者に負担はかからず、不快感も与えるこ
とがありません。



システムのネットワーク化により、介護者へ検知情報を伝達できます。

■研究テーマの応用例
本システムでは、高感度に高齢者がベッドの手すりに接触することを検知できますので、介護
施設等のベッドに設置することで、高齢者のベッドからの起き上がりをいち早く検知することが
可能となります。従来までの離床センサとして利用されていたコールマットと呼ばれる床に敷く
圧力センサでは起き上がった後の検知が実現できていましたが、本システムでは、起き上がる前
の段階でアラームを出力でき、高齢者の転倒防止に効果が期待されます。その他、在宅介護にお
いても応用することが可能であり、起き上がりに支援が必要な高齢者が利用するベッドに設置す
ることで、在宅での事故も未然に防げる可能性があります。
■主な特許
・電磁誘導を用いる接触検知装置，特願 2014-262728．
■想定される連携先
・介護施設 ・情報関連企業 ・地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室
職・氏名 ：教 授 西 正博、 講 師 新 浩一
U R L
：http://www.wave.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：自然災害監視、赤外線カメラ、リアルタイム配信、太陽光発電
■研究テーマ

テーマ：赤外線カメラを用いた自然災害の前兆モニタリング
概要：広島市は土砂災害の多い地域として
知られています。本研究では、土砂災害等
の危険が予想される場所に赤外線カメラ
を設置し、インターネットを介して、地域
住民にリアルタイムなカメラ画像の配信
を実現する、
自然災害の前兆モニタリング
システムを開発しました。
危険が予想され
る場所は、主に、山中の渓流箇所であり、
商用電源がなく通信回線も敷設されてい
ないことが前提ですので、本システムでは、電源に太陽光発電とバッテリを用い、通信回線には
WiMAX や携帯電話網を利用し、電源・通信ともにワイヤレスなシステムを実現しています。そ
の他の特徴は以下の通りです。


赤外線カメラを用いることで、明るい昼間のみならず、暗い夜間での映像もリアルタイムに
確認することができます。



WEB サーバによる映像配信を実現しており、パソコンやスマートフォンなど、ブラウザを搭
載した端末によりどこからでも映像を確認できます。



省電力の超小型コンピュータを用いており、日照不足でも約 1 週間は稼働します。また、バ
ッテリ電源低下によりシステムが停止した場合においても、再度太陽光パネルより充電が開
始されると自動復旧します。

■研究テーマの応用例
土砂災害の被害をいかに小さくできるかが課題となっています。本システムにより、地域住民
は安全な場所から、危険が予想される地域を監視することができ、災害の前兆をいち早くカメラ
で確認することが可能となります。これにより地域住民は避難すべきタイミングを自ら判断する
ことが可能となり、自主的な行動を支援する環境を構築することができます。
本システムには、拡張性の高い超小型コンピュータを利用しているため、赤外線カメラのみな
らず、山鳴りを検知する音や振動等の各種センサを実装することも可能です。
■想定される連携先
・情報関連企業 ・地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室
職・氏名 ：教 授 西 正博、 講 師 新 浩一
U R L
：http://www.wave.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：ディジタルテレビ、オーバーリーチ干渉、干渉源特定
■研究テーマ

テーマ：UHF 帯テレビ放送波のオーバーリーチ干渉モニタリング
概要：我が国の地上テレビ放送システム
は，2011 年 7 月にアナログ方式からディ
ジタル方式に完全移行されました。九州
地方や中国地方では、韓国からのオーバ
ーリーチ干渉が多数報告されており、逐
次，放送事業者等により対策が行われて
います。オーバーリーチ干渉の対策とし
て、干渉源を特定する必要がありますが、
同一周波数での干渉源特定はこれまで困
難でした。
本研究では、電波のオーバーリーチ伝搬の特徴を利用し、FM 放送波を用いて、テレビのオー
バーリーチ干渉源を特定するシステムを開発しました。本システムの特徴は以下の通りです。


オーバーリーチ干渉源となる候補のテレビ局の近傍に位置する FM 放送局から送信される電
波を常時モニターします。



テレビ放送波の品質（CNR: Carrier to Noise power Ratio）と受信レベルを同時にモニター
します。もし CNR が劣化した場合にはオーバーリーチ干渉が生じたと推定できます。



オーバーリーチ干渉が生じた際の FM 放送波の受信レベルを比較します。最も受信レベルの
変動が大きい局をオーバーリーチ干渉源として特定できます。

■研究テーマの応用例
韓国からのオーバーリーチ干渉源の特定にも有効ですので、中国地方や九州地方で干渉による
混信が生じているエリアでの調査を行うことができます。またオーバーリーチ伝搬の要因を解明
することで、他の無線システムにおける干渉問題の解決策を提案することも可能です。
■主な著書、発表論文
・小森弘貴，坪島知也，西正博，新浩一，吉田彰顕，
“FM 放送波を用いた地上ディジタル TV 放
送波オーバーリーチ伝搬特性の推定，
” Journal of Atmospheric Electricity，Vol.33，No.1，
pp.1-8，2013．
・M. Nishi, K. Shin, T. Yoshida, “Proposal of an Overreach Measurement Method for Digital
Terrestrial TV Service Using FM Broadcasting Waves,” IEICE TRANS. COMMUN.,
Vol.E97-B, No.10, pp.2167-2174, 2014.
■想定される連携先
・放送事業者 ・無線通信事業者 ・地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 ネットワーク科学研究室
職・氏名 ：教 授 前田 香織
准教授 高野 知佐
助 教 石川 直樹
U R L
：https://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード：仮想化基盤、ネットワーク分析、複雑ネットワーク、モバイル
通信、無線通信システム、セキュリティ
■研究テーマ
離れた多地点の人、モノ、情報、機能を結合・共有する場（IoT 基盤）の構築に関する研
究や日々動的に進化を続ける大規模複雑ネットワークの分析・設計・制御に関する理論的研
究を行っています。

① 仮想化基盤
概要：IoT が進みクラウドに蓄積される情報が爆発的に増えています。スマートフォンやセ
ンサなど小型端末ではその処理性能に限界があり、端末の処理の一部をクラウド側に委譲す
るモバイルエッジコンピューティングのスキームも使われるようになっています。そこで端
末の移動に伴ってエッジコンピューティングを行うサーバを別のクラウドにマイグレーシ
ョンする技術が必要になりますが、研究室では端末にできるだけ近いところで処理するため
の方式の開発を行っています。また、複数の端末間や仮想マシン間で分散・連携処理を高速、
効率的に行う仮想化基盤の研究開発をしています。こうした移動処理や連携処理を安全に行
うために必要な認証機構も研究を行っています。

② セキュリティ
概要：インターネットを用いて社会生活に必要な各種サービスを利用できるようになってい
ますが、一方これらのサービスを提供するサーバは常にインターネットからの攻撃にさらさ
れています。そこで、サーバへの攻撃を低減するための防御手法として MTD（Moving Target
Defense）や DDos 緩和（ミチゲーション）に関する研究開発を行っています。また、モバイ
ル通信が主となっている昨今無線 LAN は不可欠な通信メディアですが、そこでの盗聴など情
報流出を防御するための通信方式の研究も行っています。

③ 大規模ネットワーク構造分析
概要： 近年、IoT 環境で必要なサービスレベルをサポートする技術として、ネットワーク
仮想化技術が注目されており、システム環境は益々多様化し、複雑化しています。本テーマ
では、トラヒック特性やその変動パターンの複雑化が進む状況下で、情報ネットワークの構
造分析・解析を行うことにより、情報交換を効率的に行えるネットワークの設計・制御技術
の実現を目指しています。また情報ネットワークだけでなく、SNS を利用するユーザ同士の
社会ネットワーク構造分析にも焦点を当て、個別事情に依らない普遍的なネットワーク炎上
モデルを提案するともに、ネット炎上対策技術の検討を行っています。

④ 無線通信
概要：本テーマでは未来の無線通信方式について研究しています。ノートパソコン、スマー
トフォン、タブレット、スマートウォッチ、Wi-Fi 連動体重計など、私たちの身の回りで電
波を使う無線機器の需要は増え続けていますが、通信速度の上界は Shannon の通信路容量を
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越えられません。この性能上界を達成すると同時に高いセキュリティを保つためには、複雑
なシステムが必要になります。これらを安価かつ頑健に達成するための方式を分野の枠組み
にとらわれず、情報理論的な裏付けとともに提案しています。また、実世界・実規格に基づ
く無線通信ネットワークの性能を高速かつ正確に解析する研究にも取り組んでいます。
■研究テーマの応用例
テーマ①の応用例：
・

複数スマートフォンを用いた高精細映像のタイルドディスプレイ

・

複数クラウドをまたがって利用する仮想デスクトップ（VDI）利用

テーマ②の応用例：
・

インターネット上の Web サーバなどの攻撃回避

・

無線 LAN における盗聴、改ざん防止

テーマ③の応用例：
・

効率的転送を実現するネットワーク仮想化設計・制御技術

・

SNS におけるネット炎上対策技術

テーマ④の応用例：
・

多数のアンテナを備える大規模基地局と安価な受信機間の高速無線通信方式

・

多数の無線通信端末を対象とした通信品質と位置座標の同時推定システム

■主な著書、発表論文
・

N. Ishikawa and S. Sugiura, “Rectangular differential spatial modulation for open-loop
noncoherent massive-MIMO downlink,” IEEE Trans. Wirel. Commun., vol. 16, no. 3, pp.
1908–1920, 2017. https://doi.org/10.1109/TWC.2017.2657497

・

N. Ishikawa, S. Sugiura, and L. Hanzo, “Subcarrier-index modulation aided OFDM – will it
work ?” IEEE Access, vol. 4, pp. 2580–2593, 2016. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2568040

・

N. Ishikawa and S. Sugiura, “Unified differential spatial modulation,” IEEE Wirel. Commun. Lett.,
vol. 3, no. 4, pp. 337–340, 2014. https://doi.org/10.1109/LWC.2014.2315635

・

N. Ishikawa and S. Sugiura, “Maximizing constrained capacity of power-imbalanced optical
wireless MIMO communications using spatial modulation,” J. Light. Technol., vol. 33, no. 2, pp.
519–527, 2015. https://doi.org/10.1109/JLT.2015.2391198

・

N. Ishikawa, R. Rajashekar, S. Sugiura, and L. Hanzo, “Generalized-spatial-modulation-based
reduced-RF-chain millimeter-wave communications,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 66, no. 1,
pp. 879–883, 2017. https://doi.org/10.1109/TVT.2016.2555378

・

R. Rajashekar, N. Ishikawa, S. Sugiura, K. V. S. Hari, and L. Hanzo, “Full-diversity dispersion
matrices from algebraic field extensions for differential spatial modulation,” IEEE Trans. Veh.
Technol., vol. 66, no. 1, pp. 385–394, 2017. https://doi.org/10.1109/TVT.2016.2536802

・

R. Rajashekar, C. Xu, N. Ishikawa, S. Sugiura, K.V.S. Hari, and L. Hanzo, “Differential spatial
modulation is capable of approaching the performance of its coherent counterpart,” IEEE Trans.
Commun., 2017, in press.

・

Ryoma Ando, Ryo Hamamoto, Hiroyasu Obata, Chisa Takano, and Kenji Ishida, ``A Priority
Control Method for Media Access Control Method SP-MAC to Improve Throughput of
Bidirectional Flows,'' IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E100-D, no.5,
pp.984-993, May 2017.
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・

Ryosuke Morita, Chisa Takano and Masaki Aida, ``Autonomous clustering scheme for removing
the effects of heterogeneous node degrees in ad hoc networks,'' International Journal of Image
Processing & Communication, vol. 21, no. 2, pp. 43--54, December 2016.

・

Ryo Hamamoto, Chisa Takano, Hiroyasu Obata and Kenji Ishida, ``Improvement of Throughput
Prediction Scheme Considering Terminal Distribution in Multi-rate WLAN Considering both
CSMA/CA and Frame Collision,'' IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E99-D,
no.12, pp.2923--2933, December 2016.

・

Ryo Hamamoto, Chisa Takano, Hiroyasu Obata, Masaki Aida, and Kenji Ishida, ``Proposal for
Designing Method of Radio Transmission Range to Improve both Power Saving and
Communication Reachability based on Target Problem," IEICE Transactions on Communications,
vol. E99-B, no. 11, pp. 2271--2279, November 2016.

・

濱本 亮, 小畑 博靖, 高野 知佐, 石田 賢治, ``H-SP-MAC: 隠れ端末問題の解決を目指し
たメディアアクセス制御 SP-MAC の改良,'' 電子情報通信学会論文誌 (B) (小特集号 ネッ
トワークの設計・制御・分析・管理技術), vol.J99-B, no.10, pp.893-907, October 2016.

・

Satoshi Furutani, Chisa Takano and Masaki Aida, ``Method for estimating eigenvectors of the
scaled Laplacian matrix using the resonance of oscillation dynamics on networks,'' IEEE/ACM
International Conference on Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2017), Sydney,
Australia, July 31-August 3, 2017.

・

Chisa Takano and Masaki Aida, ``Fundamental framework for describing various node centralities
using an oscillation model on social media networks,'' IEEE ICC 2017, Paris, France, May 21-25,
2017.

・

Chisa Takano and Masaki Aida, ``Proposal of new index for describing node centralities based on
oscillation dynamics on networks,'' IEEE GLOBECOM 2016, Washington DC, USA, December
4-8, 2016.

・

新谷隆文,前田香織, 無線 LAN の通信品質における MAC 層情報の有効性調査, 情報処理学
会論文誌, Vol.58, No.3 , pp.664-671, Mar. 2017.

・

前田香織, 新谷隆文,近堂徹、相原玲二、Pv6 無線 LAN における制御用マルチキャストパ
ケットの実態とその影響分析, 情報処理学会論文誌, Vol.57, No.3 , pp.989-997, Mar.
2016.

・ 前田香織, 末松伸朗,北村俊明、大学におけるクラウド前提の学術情報基盤への移行と分析,
情報処理学会論文誌, Vol.57, No.3 , pp.948-957, 2016 年 3 月.
・

Tohru KONDO, Kazufumi Suga, Kaori Maeda and Reiji Aibara,“A Mobility Management System
for the Global Live Migration of Virtual Machine across Multiple Sites”, Proc. the 2014 IEEE 38th
Annual International Computers, Software and Applications Conference Workshop, pp. 73-77, Jul.
21-25, 2014. (DOI: 0.1109/COMPSACW.2014.16)

・

Yuta Ukida, Kaori Maeda, Tohru Kondo, Hidenobu Watanabe, Reiji Aibara, Yasuhiro Ohishi, A
Design and Evaluation of User-space IP Mobility Implementation, MOBIQUITOUS 2016,
pp.251-256, Nov. 2016.

・

Riaz Inayat, Reiji Aibara, Kouji Nishimura, Takahiro Fujita and Kaori Maeda, An End-to-End
Network Architecture for Supporting Mobility in Wide Area Wireless Networks IEICE Trans. on
Communications, Vol.E87-B, No.6, pp.1584-1593, June. 2004
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■主な特許、芸術作品等
特許 5842266 映像配信プラットフォームおよび映像配信方法
■想定される連携先
・情報関連企業
・地方自治体
・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 センサシステム研究室
職・氏名 ：准教授 田中 公一
准教授 八方 直久
講 師 藤原 真
U R L
：http://www.physics.ce.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：半導体物性、電子光情報材料、電子光デバイス、
量子デバイス、ナノテクノロジー
■研究テーマ

①

テーマ：電子光情報材料の創造・研究

概要：Si/Ge/SiGe/SiGeSn 系ナノ構造物質の作製と、その量子現象の観測
多孔質シリコン（Si 基板上でナノ構造となる層）の作製と、その発光特性などの評価

②

テーマ：計測評価システムの開発・研究

概要：原子間力顕微鏡画像のナノ構造・グレイン（粒状物）解析ソフトの開発

③

テーマ：放射光を利用した電子情報材料の物性評価

概要：蛍光Ｘ線ホログラフィー法による磁性半導体や DVD 記録材料などの局所構造解析
■研究テーマの応用例
テーマ①の多孔質シリコンは、ナノメートルサイズに微細化された構造を持ち、バルクシリコ
ンにはない電気的・光学的特性を発現させるところから、薄型ディスプレイ、電子光デバイスな
どへの応用が期待されています。テーマ②のソフトウエアは、半導体量子ドットの解析用に開発
したもので、画像解析の一般的な技術を適用しています。そのため様々な種類の画像解析処理に
流用が可能です。テーマ③の蛍光Ｘ線ホログラフィー法は、近年に開発された全く新しいタイプ
の構造解析手法であり、物質（結晶）中の希薄元素の周りの局所構造解析（半導体中のドーパン
トや薄膜素材の構造解析）が可能です。また、本講座では赤外、可視分光やラマン分光、原子間
力顕微鏡などの微細構造の評価装置を備えています。これらの各種装置を使った連携ができるの
ではないかと考えています。
■想定される連携先
・情報通信関連企業
・電子部品・半導体デバイス関連企業
・公的研究試験機関
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所
属 ：情報科学研究科 情報工学専攻 センサシステム研究室
職・氏名 ：准教授 高橋 賢
U R L
：http://s-taka.org/
研究キーワード ：地上ディジタルテレビ放送、電波測位、電波伝搬、緊急警報放送、
緊急地震速報、シュードライト、GPU 並列計算方法
■研究テーマ

①

テーマ：地上ディジタルテレビにおける緊急情報の受信方法

概要：放送局は、緊急時にテレビの電源を自動的にオンにさせて
緊急ニュースを伝えられる仕組みがあります。本研究テーマは低
消費電力かつ低遅延で緊急警報放送や緊急地震速報を待機受信で
きる方法を扱います。理論だけでなく、地上ディジタルテレビ放
送信号発生器、フェージングシミュレータ、フロントエンドデコ
ーダ、TS アナライザなどを用いて研究しています。

②

テーマ：電波測位方法

概要：無人航空機(UAV)は災害支援や物品配達に期待されている一
方、都市部では GPS 電波が遮られて位置情報が不正確になる課題
があります。シュードライト（擬似衛星のことで、GPS 衛星と同等
のフォーマットで放送する地上送信機）などによる測位精度維持
方法を研究します。

③

テーマ：電波伝搬の並列計算方法

概要：所定の場所に電波が届くようにするために行う電波伝搬計算は、独特
の並列計算が中心になることから、GPU による大幅な計算時間短縮が期待
できます。NVIDIA 社 CUDA アクセラレータに適した電波伝搬の計算方法
を研究します
■研究テーマの応用例
・ 非常時自動点灯照明（テーマ 1）
、商品配達（テーマ 2）、近距離無線通信機器のアンテナ位置
決定（テーマ 3）
■主な著書、発表論文
・ Satoshi Takahashi, "Comparison of two majority determination methods of detecting emergency
wake-up trigger for ISDB-T terrestrial digital television receivers," The International Wireless
Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2015), Dubrovnik, Aug. 2015.
・ Satoshi Takahashi, "A novel method of determining EWS wake-up trigger for ISDB-T digital television
receivers," The 10th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking
and Communications (WiMob 2014), pp.407-412, Larnaca, Oct. 2014.
・ Satoshi Takahashi, "Transmission power control of terrestrial pseudo satellite signal for global
navigation satellite systems," IEEE TENCON 2012, Cebu, Nov. 2012.
■主な特許、芸術作品等
高橋 賢, “緊急警報放送信号の受信装置及び受信方法,” 特開 2014-225853, Dec. 12, 2014.
■想定される連携先
・情報通信関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 学習工学研究室
職・氏名 ：教 授 松原 行宏
准教授 岩根 典之
講 師 岡本 勝
U R L
：http://www.lake.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：知識工学、学習工学、感性工学、先進的学習支援
■研究テーマ

①

テーマ：感性情報処理，感性工学に関する研究

概要：日本での感性工学（Kansei Engineering）研究はまだ始まったばかりで、学問分野として
確立するための基礎的研究と、産業界の要請を満足させる新製品開発技術としての応用研究との
２方向を並行して進めています。前者として、感性を表現する知識表現法、感性から具体的なデ
ザイン要素へと翻訳するための推論技術、設計支援のためのエキスパートシステム構築技術等、
知識工学の要素技術を研究しています。一方、後者については、多くの企業の研究者、新製品開
発担当者とともに共同研究ならびに開発を行っています。

②

テーマ：次世代知的学習支援システムの研究

概要：学習支援システム（e-learning）研究は、情報通信技術を活用した教育／学習を援用する
システム、およびその方法論に関する研究です。これを発展させた知的学習支援システムは、教
える対象の知識（教材知識）、教え方に関する知識（教授戦略）、学習者の理解状態の推論とモデ
ル化（学習者モデル）
、知的な振る舞いを行うインタフェースの設計が必要であり、知識表現技術、
知識獲得技術、問題解決技術、推論技術等を用いて研究を行っています。

③

テーマ：知識再利用、オントロジーに関する研究

概要：対象領域の知識を効果的に管理するための知識再利用モデルに関する研究です。オントロ
ジーの観点から対象に関する知識の記述要素を抽出し、要素間の関係表現に基づいて知識の再利
用を支援する手法の確立を目指しています。現在、学習教材などのコンテンツを対象にして研究
を行っていますが、知識再利用モデルはどの対象領域にも適応できる一般原理です。
■研究テーマの応用例
①建設機械や自動車のインテリアに関する感性工学的研究
建設機械や自動車のインテリアについてユーザの感性を調査しました。調査結果を基に統計解析、
多変量解析、決定木の生成、ニューラルネットワークの応用、GA（遺伝的アルゴリズム）等の技
術を用いて感性に関わるルール（知識）の獲得を行います。それをルールベース化し、最終的に
設計支援を行うためのエキスパートシステムを構築します（左図：感性工学の研究例）。
②河川景観に関する VR 型感性工学システムの開発
ユーザの感性要望に応じて、感性の DB を参照して推論を行い、その結果の空間（以下の場合、
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河川景観）が VR 上に構築され疑似体験が行えます（右図：VR、感性工学の研究例）
。
感性要望入力

個性的な

③VR 型の初等力学知的学習支援システムの開発
VR 学習環境上に初等力学の学習教材（定滑車、動滑車の教材）が構築されています。学習者は
直接反力を感じることができる VR のデバイス（PHANToM）を用いて、運動や力のつりあい、
運動方程式に関する知識を、現実世界と同様の体験を通して学ぶことが出来ます（VR および知
的学習支援システムの研究例）
。

■主な著書、発表論文
1. 拡張現実感技術を用いた仮想環境での無機化学学習支援手法，画像ラボ， Vol.27, No.9,
pp.17-23, 2016.09.
2. タブレット端末と力覚提示デバイスの融合による学ぶツール，人工知能学会誌，Vol.30, No.4,
pp.490-493, 2015.07.
3. タブレット PC とポータブルな反力デバイスを用いた滑車の仮想実験環境，教育システム情報
学会誌，Vol.32, No.3, pp.220-225, 2015.07.
4. 加工紙の表面形状および光の反射特性と表面質感の感性評価，日本感性工学会論文誌，Vol.14,
No.1（特集号）, pp.107-117, 2015.02.
5. 物理エンジンを用いた仮想環境における速度制御型マニピュレータによる剛体運動学習イン
タフェース，ヒューマンインタフェース学会論文誌

(Online ISSN 2186-8271)，Vol.15, No.3,

pp.227-236, 2013.08.
■想定される連携先
・感性工学関連：自動車業界関連、家電業界関連、建設業界関連等
・知的学習支援：初等中等・高等教育機関関連、情報関連企業等
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 データ工学研究室
職・氏名 ：准教授 黒木 進、准教授 田村 慶一、助 教 森 康真
U R L
：http://www.de.info.hiroshima-cu.ac.jp/index.html
研究キーワード ：データマイニング、データベース、ビッグデータ、ソーシャル
メディア、ソーシャルコンピューティング、並列処理、時系列データ、時空間デー
タベース、情報推薦、IoT、身体知
■研究テーマ

① テーマ：高性能データマイニングに関する研究
概要：自然科学、工学やビジネス分野を対象としたビッグデータ分析では、その処理の高速
化と分析結果の高精度化が重要な課題となっています。そこで、索引構造、類似検索、クラ
スタリング、頻出パターン抽出、異常検出などのデータベース基盤技術やデータマイニング
手法をアルゴリズムの最適化や並列処理を用いて高速に処理することや、また、乱択アルゴ
リズムや進化計算を応用して精度の高い有用な情報を見つけ出すための研究を行っていま
す。

② テーマ：ソーシャルコンピューティングに関する研究
概要：ソーシャルメディアやソーシャルネットワーク上における社会的な話題やイベントに
関する情報発信とその情報伝搬の影響力は、新聞、ラジオやテレビなど、既存のメディアを
凌駕する存在になっています。そこで、マイクロブログに投稿される時間と位置が付与され
たテキストデータ（投稿メッセージ）や画像データ（写真）から観光情報や災害情報に役立
つ情報をリアルタイムに取り出す手法や、人と人のつながりやマイクロブログ上で共起して
出現する語句のつながりからコミュニティやその動的な変化を取り出すことで、社会的な話
題の動向分析、トレンドが生まれる仕組みや社会的な話題の伝播を探る研究を行っています。

③ テーマ：情報推薦に関する研究
概要：膨大な情報の中からユーザの嗜好に適合した情報を提供することを情報推薦といいま
す。例えば、EC サイトにおいて、購入履歴から顧客の好みを見つけ出することで潜在的な
顧客発掘や顧客が興味を持つ商品の推薦を効率的に行うことができ、EC サイトの販売促進
につなげることができます。そこで、情報推薦の性能を向上させるために、ユーザの嗜好を
見つけ出す方法としてソーシャルネットワーク上の友人関係の利用やソーシャルメディア
上での発言を利用する方法などの研究を行っています。

④ テーマ：時系列データ分析に関する研究
概要：IoT（Internet of Things）への関心の高まりとともに、インターネットに接続された
センサデバイスから届く観測データの利活用が注目を集めています。時々刻々と到着する観
測データはデータの並び、つまり、時系列データとして扱うことができます。そこで、時系
列データを対象としたデータマイニング技術として、時系列データの分類、クラスタリング、
予測やモチーフパターン抽出に関する研究を行っています。例えば、時系列データのクラス
分類を行うことでセンサデバイスが観測した事象を判別することができ、また、普段とは異
なる観測値の動きを検出することで異常を検出することができます。
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⑤ テーマ：実世界センシングに関する研究
概要：モーションキャプチャや生体センサの小型化、低価格と高性能化に伴い、実世界のあ
らゆる場面において、人間の動きやその活動、現実世界で起こった現象をリアルタイムに把
握できるようになりつつあります。例えば、人間の動きのデータに関してそこから特徴とな
るパターンを取り出すことができれば、個人認証、動作判定や行動支援などに役立てること
ができます。そこで、モーションキャプチャや生体センサから取り出した大量の人間の動き
や活動データからデータマイニング技術を応用して人間の生活を豊かにする有益な知識を
発見する研究を行っています。
■研究テーマの応用例
テーマ①～テーマ⑤で用いているデータマイニングとその応用技術は、自然科学、工学やビ
ジネス分野を対象としたビッグデータの分析やその応用に用いることができます。具体的には
次の通りです。
・ テーマ①については AI や IoT の台頭によって膨らみ続けるビッグデータの分析を高速化
することができます。
・ テーマ②については、Twitter に投稿されるツイートを分析し、発言やつながりの中から
トレンドを発見しマーケティングに利用することや、観光地にとって新しい魅力や課題を
発見するなど観光情報に役立てることができます。また、災害発生時に状況を伝えるメッ
セージや写真を取り出し、地方自治体における罹災地の状況把握に活用することができま
す。
・ テーマ③については商品の推薦だけでなく、観光地やイベントの推薦などに応用すること
ができます。
・ テーマ④については機器に設置されたセンサから収集した観測データを用いた機器の故障
や機器制御の最適化、車の車載センサから収集した走行データを活用した車の走行制御な
ど、IoT 機器から収集したデータの利活用に用いることができます。
・ テーマ⑤については、日常生活における人の動きを分析することで、高齢者の見守り、危
険感知や個人認証に利用することできます。また、スポーツなどの動きを分析することで、
運動技能の獲得支援や運動能力診断に役立てることができます。

■主な著書、発表論文
・ 高木 允，森 康真，田村 慶一，北上 始：ブログユーザ空間からの重複を許した頻出コミ
ュニティ抽出法，情報処理学会論文誌 数理モデル化と応用，Vol. 49, No. SIG4(TOM20)，
pp.93-104，2008 年 3 月．
・ 高木允，田村慶一，森康真，北上始：密な部分構造抽出のための階層的凝集型クラスタリ
ング手法，日本データベース学会論文誌(Journal of the DBSJ)，Vol.7 No.1，pp.275-280，
2008 年 6 月．
・ S. Yagi, K. Tamura, and H. Kitakami: Parallel Processing for Stepwise Generalization
Method on Multi-Core PC Cluster, International Journal of Knowledge and Web
Intelligence (IJKWI)， Inderscience Publishers，Vol.3 No.2, pp.88-109，2012.
・ K. Hirahara, K. Tamura, H. Kitakami, and Shingo Tamura: Parallel Processing of
Burst Detection in Large-Scale Document Streams， GSTF JoC，Vol.2, No.4, 7pages，
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2013.
・ 中田章宏, 田村慶一, 北上始, 高橋誉文: CMO 問題に対する改良版 EO を用いた発見的解
法, 情報処理学会論文誌 数理モデル化と応用, Vol.6 No.3, pp.87-99, 2013.
・ Y. Watanuki, K. Tamura, H. Kitakami, and Y. Takahashi: Multiple Buffering for
Parallel Approximate Sequence Matching using Disk-based Suffix Tree on Multi-core
CPU, GSTF Journal on Computing (JoC), Vol.3 No.3, pp.51-57, 2014.
・ Tatsuhiro Sakai, Keiichi Tamura, and Hajime Kitakami: Extracting Attractive
Local-Area Topics in Georeferenced Documents using a New Density-based Spatial
Clustering Algorithm, IAENG International Journal of Computer Science, Volume 41
Issue 3, pp.131-140，August 2014．
・ Tatsuhiro Sakai and Keiichi Tamura: Real-time Analysis Application for Identifying
Bursty Local Areas Related to Emergency Topics， SpringerPlus, 4:162, April 2015.
・ 高橋誉文，田村慶一，黒木進，北上始: 幾何学的接尾辞木の高速処理方式，情報処理学会
論文誌データベース, Vol.8, No.2, pp.57-67, 2015 年 6 月．
・ 林田翼沙，黒木進, 北上 始：協調フィルタリングにおける評価値予測のためのクラスタリ
ング法の比較に向けて, 2015 IEEE SMC Hiroshima Chapter 若手研究会, pp.47-48，広島
市立大学，2015 年 7 月 18 日．
・ Keiichi Tamura, Tatsuhiro Sakai, and Takumi Ichimura:Time Series Classification
using MACD-Histogram-based SAX and Its Performance Evaluation, Proceedings of
the 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics,
pp.2419-2424, October 2016.
・ 高橋誉文，北上始，福本 翔平，森康真，田村慶一: ギブスサンプラに基づくアミノ酸配列
モチーフの高精度抽出法， 情報処理学会論文誌 数理モデルとその応用(TOM), Vol.9, No.3,
pp.32-43, 2016 年 12 月．
・ Keiichi Tamura, Takumi Ichimura:MHSAX-based Time Series Classification using
Local

Sequence

Alignment

Technique,

Proceedings

of

the

International

MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 Vol I，pp.286-291，March
2017.

■想定される連携先
・情報関連企業、地方自治体、公的研究機関
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所
属
U R L

：情報科学研究科 知能工学専攻 機械学習研究室
：https://w3.ml.info.hiroshima-cu.ac.jp/ml-lab/

職・氏名 ：准教授 宮原 哲浩
研究キーワード ：機械学習理論、計算学習理論
職・氏名 ：准教授 内田 智之
研究キーワード ：アルゴリズム論、グラフ理論、グラフマイニング
職・氏名 ：助 教 鈴木 祐介
研究キーワード ：計算学習理論、機械学習理論
■研究テーマ

①

テーマ：強力な表現能力を持つグラフ構造パターンによるグラフ構造データから
の深層知識の発見

概要：大規模なグラフ構造データに隠されている深層知識を、強力な表現能力を持つグラフ構造
パターンを用いて表現し、パターン型の深層知識として発見するシステムを開発することを目的
としています。

②

テーマ：グラフ文法圧縮データからの省メモリ高速グラフマイニング手法の開発

概要：Web グラフ、ソーシャル・ネットワーク、タンパク質相互作用ネットワークといった、グ
ラフ構造を有する大規模なデータを可逆圧縮するグラフ文法圧縮法について研究し、グラフ文法
圧縮されたデータからより広くより深い知識を抽出する、省メモリ高速グラフマイニング手法を
開発することを目的としています。

③

テーマ：地図・罫線文書等の平面埋め込み可能なグラフ構造を持つウェブデータ
を対象としたマイニング手法の開発

概要：地図や罫線文書など、平面埋め込み可能な構造を持つウェブデータに対する適切なグラフ
構造表現の提案とその表現パターンの機械学習手法の開発を目的としています。

■研究テーマの応用例
木構造データ(Web ページなど)、グラフ構造データ(ネットワーク情報、地理情報、ゲノム情報、
化合物情報)からの情報検索、情報圧縮、情報抽出およびデータマイニングシステム
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隠れた知識を見つけて活用するシステム：
機械学習とは、人間が自然に
行っている学習能力と同様の
機能をコンピュータで実現さ
せるための技術・手法のこと
です。
機械学習研究室では、機械学
習手法を用いて木構造データ
に共通する木構造パターンを
知識として発見する手法やデ
ータマイニングへの応用につ
いて研究しています。
。
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■主な著書、発表論文
[1] T.Horibe, Y.Itokawa, T.Uchida, Y.Suzuki, T.Miyahara, Algorithm for Enumerating All Frequent
Paths from Structurally Compressed Tree-Structured Data, Proceedings of The International
MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017, Volume I, pp.69-74, 2017.
[2] T.Shoudai, K.Aikoh, Y.Suzuki, S.Matsumoto, T. Miyahara, T.Uchida, Polynomial Time Inductive
Inference of Languages of Ordered Term Tree Patterns with Height-Constrained Variables from
Positive Data, IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer
Sciences, Vol.E100-A, No.3, pp.785-802, 2017.
[3] F.Tokuhara, T.Miyahara, Y.Suzuki, T.Uchida, T.Kuboyama, Using Canonical Representations
of Block Tree Patterns in Acquisition of Characteristic Block Preserving Outerplanar Graph
Patterns, Proceedings of 2016 IEEE 9th International Workshop on Computational Intelligence
and Applications, pp.93-99, 2016
[4] Y.Suzuki, T.Shoudai, T.Uchida, T.Miyahara, An Efficient Pattern Matching Algorithm for
Ordered Term Tree Patterns, IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications
and Computer Sciences, Vol.E98-A, No.6, pp.1197-1211, 2015.
[5] T.Miyahara, T.Kuboyama, Learning of Glycan Motifs Using Genetic Programming and Various
Fitness Functions, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics,
Vol.18, pp.401-408, 2014.
[6] Y. Itokawa, T. Uchida, M. Sano, An Algorithm for Enumerating All Maximal Tree Patterns without
Duplication Using Succinct Data Structure, Proceedings of 2014 IAENG International Conference
on Computer Science, Volume 1, pp.156-161, 2014.
[7] T.Hino, Y.Suzuki, T.Uchida, T.Miyahara, Ordered Graph Patterns Which Are Polynomial Time
Inductively Inferable from Positive Data, Proceedings of 7th IADIS International Conference
on Information Systems, pp.263-270, 2014.
[8] S.Nakai, T.Miyahara, T.Kuboyama, T.Uchida, Y.Suzuki, Acquisition of Characteristic Tree
Patterns with VLDC’s by Genetic Programming and Edit Distance, Proceedings of 2013 IIAI
International Conference on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI 2013),pp.147-151, 2013.
[9] T.Hino, Y.Suzuki, T.Uchida, Y.Itokawa, Polynomial Time Pattern Matching Algorithm for
Ordered Graph Patterns, Proceedings of 22nd International Conference on Inductive Logic
Programming (ILP 2012), Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 7842,
Springer, pp.86-101, 2013.

■想定される連携先
・地方自治体
・公的研究機関
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所 属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 画像メディア工学・ＣＧ研究室
職・氏名：教 授 日浦 慎作
准教授 宮崎 大輔
准教授 古川 亮
講 師 馬場 雅志
U R L ：http://www.ime.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：画像処理、３次元形状計測、CG レンダリング、
デジタルアーカイブ、複合現実感、
コンピュテーショナルフォトグラフィ
■研究テーマ

①

テーマ：高精度 CG 画像合成

概要：実際に実物をカメラで撮影した画像を忠実に再現したコンピュータグラフィックスの生
成手法に関する研究を行っています。ズーム，フォーカス，アイリスやチルト・シフト効果な
どの多様なレンズの特性を忠実にモデル化し，そのパラメータを正確に測定する技術を開発し
ています。これにより，焦点ぼけにより奥行感を表現することや，実写画像と CG 画像を違和感
なく合成することが可能になります。さらに，実写画像の陰影を除去／付加して光源を自由に
変化させた画像を合成する手法や，メタリック塗装を忠実に再現するための光輝材のパラメー
タ化手法に関する開発も行っています。

被写界深度効果・チルト効果の CG 再現（CG 画像）

②

メタリック塗装の再現（CG 画像）

テーマ：色彩情報と表面材質の CG 表現

概要：物体表面の材質や微細構造の物理モデルの仮説を立て，光が反射・透過・吸収・放射・屈
折する現象をシミュレートすることで，物体表面のリアルなコンピュータグラフィックスを計算
する技術を開発しています。 光源方向や視点を変化させながら大量の画像を撮影（サンプリング）
することで，物体の反射特性や，見えの変化を計測し，CG レンダリング可能なモデルとして利用
します。これにより，通常の CG モデルとしては表現しにくい物体を，リアルにレンダリングでき
るシステムを目指しています。
・実績：
科学研究費 新学術領域研究「質感脳情報学」の計画班研究(2010-2014)として，質感の記録・
合成・表示に関する研究を行った。

ツヤあり

ツヤなし

表面材質と色彩情報の CG 表現
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③

テーマ：実写画像からの３次元形状復元

概要：カメラと光源（プロジェクタ，ラインレーザ等）を組み合わせた低コストかつ高精度な
3 次元計測システムを開発しています。専用の３次元形状計測装置とは異なり，プロジェクタ
等の市販の機器を用いているため低コスト化が可能です。また，光パターンを高度に解析する
技術を高速度カメラと組み合わせることにより，人体の動作や風船が割れる途中の形状の変化
など，高速現象の形状計測も可能です。さらに，一方向から見た形状の計測ばかりでなく，複
数の計測結果から全周囲にわたるポリゴンメッシュモデルを作成するシステムを開発していま
す。
さらに，レーザ等が透過して計測できないようなガラス細工の３次元計測システムを開発し
ています。カメラと偏光板を組み合わせることで，細かい凹凸のある表面形状まで復元するこ
とができます。ガラスを透過しない遠赤外線を用いた透明物体の形状計測手法も開発していま
す。
・応用例：
文化財のデジタル保存，商品の３次元 Web 展示，景観シミュレーション，破壊解析など
・実績：
総務省戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）(2010-2012)，及び内閣府最先端・次世代
研究開発支援プログラム(NEXT)(2011-2013)の補助により全周形状計測システムの開発を行っ
た。

疎な形状情報と陰影情報の組み合わせによる密な３次元形状復元

洞窟内の彫刻の３次元形状復元

パターン光の投影による動物体の３次元形状計測

④

テーマ：コンピュテーショナルフォトグラフィ

概要：撮影された画像を解析したり，画像処理に適するようにカメラの構造を変更することで，
計算機による写真制作支援を行う手法を開発しています。これにより，撮影時に試行錯誤する
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ことなく，撮影データを持ち帰ってからピントを合わせる位置や背景のぼけの度合い，照明の
当たり方などの調整を行うことができるようになります。

画像からのぼけの除去とピント位置修正（左：背景にピントが合った入力画像，中央：ぼけ
を除去した画像，右：前景物体にピントが合った生成画像）

⑤

テーマ：複合現実感

概要：プレゼンテーションに用いるプロジェクタで実物体を照明し，それにより物体の見え方
を変えることで，物体の色彩や陰影，質感を変えたり，実物上に説明等を表示することが出来
ます。下図のように対象の形状を計測する装置と組み合わせることで投影像の歪を取り除くこ
とも可能で，商品の色彩展開シミュレーションやプレゼンテーション，さらには博物館等にお
ける展示・企画などに利用することが可能です。さらに広島市と連携し，iPad や Android 端末
などのタブレット端末のカメラを原爆ドームにかざすと，原爆ドームの映像に被爆前建物のコ
ンピュータグラフィックスが重畳表示されるアプリや，被曝当時の写真を地図上で閲覧できる
ウェブアプリなどの平和教育に貢献するソフトウェアの開発も行いました。

非平面スクリーンへの歪みのない映像の投影

タブレット端末による仮想物体への周囲光源環境の映り込み再現

原爆ドームへの被爆前建物 CG の重畳表示
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■研究テーマの応用例
①実写と CG を合成した画像・映像制作，自動車・家電製品などの外観検討・カラーデザイン
②プラスチック，木材，金糸・ベルベット生地・毛皮，金属，油絵・水彩画・水墨画・壁画・
ラッカー塗料，漆，光輝材，皮膚・髪，化粧品，大理石，翡翠，霧，の表面材質や色彩情報の CG
による表現
③伝統工芸品，人体（胴体・手足・顔・髪）
・衣服，被爆資料，自動車，建築物，遺跡，レリー
フ，微細構造，金属，ガラス，流体，煙，絵画・線画，の３次元形状復元や物体認識，芸術家，
イベント企画会社，ゲーム制作会社，3 次元コンテンツ・CG 製作会社，博物館
④写真スタジオや一般愛好家による写真制作
⑤博物館における色彩復元のシミュレーションや展示・アトラクション，商品開発シミュレー
ション，実世界指向型インタフェースの構築など
■ 主な著書、発表論文
・K. Ikeuchi, D. Miyazaki, Digitally Archiving Cultural Objects, Springer-Verlag, 2007.
・宮崎大輔, 柴田卓司, 池内克史, Wavelet-Texture 法：Daubechies ウェーブレットとパラメト
リック反射モデルと円偏光板による BTF 圧縮, 信学論 D-II, Vol.J90-D, No.8, pp.2081-2093,
2007.
・宮崎大輔, 池内克史, 偏光レイトレーシング法による透明物体の表面形状の推定手法,信学論
D-II, Vol.J88-D-II, No.8, pp.1432-1439, 2005.
・馬場雅志，椋木雅之，浅田尚紀, バンプモデルを用いた実物体の反射特性のモデル化とパラメ
ータ推定，画電誌 Vol.36, No.4, pp.362-370, 2007-07.
・M. Baba, M. Mukunoki and N. Asada, A Unified Camera Calibration Using Geometry and Blur
of Feature Points",proc. ICPR'06, pp. 816-819, 2006-08.
・N. Kusumoto, S. Hiura and K. Sato, Uncalibrated Synthetic Aperture Photography for Defocus
Control, Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, Vol.63,
No.6, pp. 857-865, 2009.
・蚊野浩, 川出雅人, 藤吉弘亘, 西一樹, 富永昌治, 日浦慎作, デジカメの画像処理,
オーム社, 2011.
・Ryo Furukawa, Ryusuke Sagawa, Hiroshi Kawasaki, Kazuhiro Sakashita, Yasushi Yagi, Naoki
Asada, Entire shape acquisition technique using multiple projectors and cameras with
parallel pattern projection, IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications（CVA）,
vol.4, pp.40-52, 2012.
・武田祐一, 日浦慎作, 佐藤宏介, 符号化開口を用いた Depth from Defocus とステレオ法の融合,
電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J96-D, No.8, pp.1688-1700, 2013.
・笹尾朋貴, 日浦慎作, 佐藤宏介, 画素形状のランダム符号化に基づく超解像, 電子情報通信学
会論文誌 D, Vol.J96-D, No.8, pp.1778-1789, 2013.
■想定される連携先
芸術家，化粧品会社，イベント企画会社，ゲーム制作会社，３次元コンテンツ制作会社，CG 制作
会社，博物館，考古学研究室，写真スタジオ，デジタルカメラメーカ，広告代理店
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 言語音声メディア工学研究室
職・氏名 ：教 授 竹澤 寿幸
准教授 難波 英嗣
助 教 黒澤 義明
助 教 目良 和也
U R L
：http://www.ls.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：音声認識、音声対話、機械翻訳、情報検索
■研究テーマ

①

テーマ：豊かなコミュニケーションのための音声対話システム
（担当：竹澤、黒澤、目良）

概要：豊かなコミュニケーションを目指し

明日の天気は？

て、音声で対話する CG キャラクタの研究
開発を行っています。CG キャラクタにマ
イクから音声で話しかけると、答えてくれ
たり、動いたり、ウェブページを表示した
りしてくれます。CG キャラクタに感情情
報処理を付与する研究も進めています。

広島の明日の天気
は晴れです！
②

テーマ：言語や文化の壁を克服する言語横断情報検索システム
（担当：竹澤、難波）

概要：携帯電話で旅行対話の音声翻訳サービスが開始されましたが、観光名所や特産品など旅先
で必要となる固有表現をあらかじめ登録するには限界があります。さらに、固有表現の場合は単
に翻訳するだけでは十分でなく、観光名所や特産品を利用者の母語で説明したり、その写真を表
示したりするような技術が必要となります。
「お好み焼き」→ okonomiyaki （単に翻訳）
“Japanese dish consisting of a pan-fried batter cake and various ingredients”（母語で説明）

③

テーマ：感性コミュニケーションと「ワクワク感」を向上させる工夫
（担当：竹澤、難波、黒澤、目良）

概要：広島地域の感性イノベーション拠点における産学官連携活動の一環として、脳活動と音声
対話、顔表情との解明に関する感性コミュニケーションの研究を行っています。その知見に基づ
いて、「ワクワク感」を高める音声対話技術を実験車両に組み込むような基本機能の動作確認を
行う計画です。自動車で移動する状況を最初の応用として検討していますが、衣食住など生活の
幅広い場面で役立つ技術を目指しています。
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■研究テーマの応用例
（１）科学技術教育のための博物館案内ができる音声対話システム
広島市立大学の食堂やトイレなどの案内ができる音声対話システムの内容を置き換えることに
より、子供や家族向けの博物館の案内ができる音声対話システムの構築が可能です。CG キャラ
クタの人形などを作成し、土産などとすることも考えられます。
（２）外国人旅行者のための携帯電話を用いた観光案内システム
「国際平和文化都市」広島市には海外からの旅行者が多いため、たとえば携帯電話を用いて、
音声やテキスト、さらにはカメラで撮影した文字を OCR で認識するなどして、観光名所や特産
品などの情報を的確に必要な時と場所で得ることができるようなシステムが考えられます。
■主な著書、発表論文
・藤井一輝、難波英嗣、竹澤寿幸、石野亜耶、奥村学、倉田陽平、旅行者の行動分析のための旅
行ブログエントリの属性推定、観光と情報（観光情報学会論文誌）、掲載決定、2017．
・飯沼俊平、難波英嗣、竹澤寿幸、場所と旅行者の行動に焦点を当てた複数旅行ブログエントリ
の自動要約、観光と情報（観光情報学会論文誌）
、掲載決定、2017．
・岡田敦志、上村譲史、目良和也、黒澤義明、竹澤寿幸、表情・音響情報・テキスト情報からの
リアルタイム感情推定システム、2017 年度人工知能学会全国大会（第 31 回）、2017．
・目良和也、谷有希、村田唯、黒澤義明、竹澤寿幸、演技感情と推定感情のタグを付与した感情
音声コーパスの構築、日本音響学会 2017 年春季研究発表会、2017．
・Takumi Takahashi, Kazuya Mera, Yoshiaki Kurosawa, and Toshiyuki Takezawa, “Natural
Language Dialog System Considering Speaker’s Emotion for Open-ended Conversation,”
5th Joint Meeting, Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan, 2016.
・Joji Uemura, Kazuya Mera, Yoshiaki Kurosawa, and Toshiyuki Takezawa, “Method for
Recognizing Multiple Emotions from Acoustic Features Using Soft Clustering,” 5th Joint
Meeting, Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan, 2016.
・福田悟志、難波英嗣、竹澤寿幸、要素技術とその効果を用いた学術論文の自動分類、日本図書
館情報学会誌、Vol. 62, No. 3, pp. 145-162, 2016.
・ Taishi Murakami, Yoshiaki Kurosawa, Yori Kurashita, Kazuya Mera, and Toshiyuki
Takezawa, “Extracting Characteristics of Fashion Models from Magazines for Item
Recommendation,” 18th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2015),
September 2015.
・Satoshi Fukuda, Hikaru Nakahashi, Hidetsugu Nanba, and Toshiyuki Takezawa, “Quick
Evaluation of Research Impacts at Conferences using SNS,” 12th International Workshop
on Text-based Information Retrieval (TIR-15), September 2015.
・ Shumpei Iinuma, Satoshi Fukuda, Hidetsugu Nanba, and Toshiyuki Takezawa,
“Evaluation of the Industrial and Social Impacts of Academic Research Using Patents and
News Articles,” International Journal of Computers & Information Science, Vol. 16, No.1,
pp. 12-21, 2015.
・タン・バ

ニャト、目良和也、黒澤義明、竹澤寿幸、音声に含まれる感情を考慮した自然言語

対話システム、HAI シンポジウム 2014, 2014.
・Hidetsugu Nanba, Yoko Doi, Miho Tsujita, Toshiyuki Takezawa, and Kazutoshi Sumiya,
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“Construction of a Cooking Ontology from Cooking Recipes and Patents,” The 2014 ACM
International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2014),
2014.
・石野亜耶、藤井一輝、藤原泰士、前田剛、難波英嗣、竹澤寿幸、旅行ブログエントリと質問応
答コンテンツを利用した旅行ガイドブックの情報拡張、人工知能学会論文誌、Vol. 29, No. 3,
pp. 328-342, 2014.
・ Nanba, H., Saito, R., Ishino, A., and Takezawa, T., “Automatic Extraction of Event
Information from Newspaper Articles and Web Documents,” 15th International Conference
on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2013), LNCS 8279, pp. 171-175, 2013.
・福田悟志、難波英嗣、竹澤寿幸、論文と特許からの技術動向情報の抽出と可視化、情報処理学
会論文誌データベース、Vol. 6, No. 2, 2013.
・Nanba, H., Ishino, A., and Takezawa, T., “Automatic Compilation of Travel Information
from Texts: A Survey,” Theory and Applications for Advanced Text Mining, ISBN 978-95351-0852-8, 2012.
・石野亜耶、難波英嗣、竹澤寿幸、旅行ブログエントリからの観光情報の自動抽出、知能と情報
（日本知能情報ファジィ学会誌）
、Vol. 22, No. 6, pp. 667-679, 2010.
・平原一帆、難波英嗣、竹澤寿幸、奥村学、言い換えを用いたテキスト要約の自動評価、情報処
理学会論文誌データベース、Vol. 3, No. 2, pp. 91-101, 2010.
・目良和也、市村匠、黒澤義明、竹澤寿幸、情緒計算手法と心的状態遷移ネットワークを用いた
音声対話エージェントの気分変化手法、知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）
、Vol. 22,
No. 1, pp. 10-24, 2010.
■主な特許、芸術作品等
・難波英嗣、竹澤寿幸、情報処理装置、端末装置、情報処理方法、およびプログラム、特願
2013-192686, 2013 年 9 月 28 日.
・難波英嗣、竹澤寿幸、サーバ装置、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム、特願
2013-147928, 2013 年 7 月 16 日.
・難波英嗣、竹澤寿幸、ガイド情報作成表示装置、特願 2012-161050, 2012 年 7 月 20 日.
・目良和也、栗栖道久、黒澤義明、竹澤寿幸、心的状態識別装置及び識別方法、特願 201239481, 2012 年 2 月 27 日.
・黒澤義明、市川博通、目良和也、竹澤寿幸、自動読み付与装置及び自動読み付与方法、特願
2012-39479, 2012 年 2 月 27 日.
■想定される連携先
・広島市関連の子供や家族向けの博物館等
・広島市関連の国際的な観光行政を担当する部署または団体等
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 知的メディア工学研究室
職・氏名 ：教 授 高橋 健一
U R L
：http://www.cm.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：パターン情報処理、機械学習、知識情報処理、強化学習
■研究テーマ

①

テーマ：e-learning システムにおける学習モデル分析の研究

概要：授業で学習した内容の演習を行うための web ベースの e-learning システムを開発していま
す。e-learning における学習者の学習意欲向上のためのインタフェースや学生による学習状況か
ら分析を行うための研究を行っています。

②

テーマ：データからのクラスタリング処理と知識処理

概要：数の物体あるいは物質に対して得られるいくつかの情報から、これらの物体を分類するた
めの研究を行います。また、遺伝的手法により、自動的に最適なクラスタの数を探索するための
尺度を研究しています。分類手法として、帰納学習手法や統計的分類手法を用い、クラスタリン
グ処理のスポーツに対する応用を行っています。

③

テーマ：不完全情報ゲームへの機械学習の応用に関する研究

概要：機械学習はある問題に対する多くの具体例から解法を学習する手法です。本研究では、ト
ランプゲームなどのように、相手のカードの内容が見えない不完全情報ゲームに機械学習を適用
して強いプレーヤを実現することを目的として、その効性を検証しようとしています。
■研究テーマの応用例
①強化学習、ファジィ理論、遺伝的手法などを応用することにより各種制御工程の効率化や組み
立てロボットアームなどの制御パラメータの最適化による高速化
②実データやパターンデータからの知識獲得、将来予測、データマイニング
③e-learning システムや web システムの構築や応用
■主な著書、発表論文
・K.Okagaki, K.Takahashi and H.Ueda, Robustness evaluation of digital watermarking
based on discrete wavelet transform, Proc. 2010 Sixth International Conference on
Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 114-117, 2010.
・ Masaki Ikuta, Kenichi Takahashi, and Michimasa Inaba, “Strategy Selection by
Reinforcement Learning for Multi-Car Elevator Systems,” 2013 IEEE International
Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Manchester, UK, pp.2479-2484, Oct., 2013.

・竹植正和,高橋健一,稲葉通将，学習の休憩時間におけるゲームの効用に関する基礎実験，情報
処理学会研究報告，Vol.2014-CE-124,No.17,2014.3．
・野津田雄太, 高橋健一, 稲葉通将，大学生アンケートからの文系理系学生の特徴に関する分析,
情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ, Vol.1, No.4, pp.83-92, 2015.
■想定される連携先
・情報関連企業 ・地域団体 ・公的研究機関 ・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 知的メディア工学研究室
職・氏名 ：助 教 稲葉 通将
U R L
：http://www.cm.info.hiroshima-cu.ac.jp/inaba/
研究キーワード ：パターン認識、対話情報処理、対話エージェント
■研究テーマ

①

テーマ：非タスク指向型対話エージェントの設計

概要：近年、機械による対話エージェントの研究が盛んに行われるようになりました。 その中に
は実用化され、日常生活の中で使われているシステムもあります。例えば、自動予約システムや
自動案内システム、Q&A システムなどです。実用化された対話エージェントの多くは、このよう
に与えられた特定の課題を達成するために設計されたものです。
その一方で、特定の課題の達成を目的としない対話システムに対しても、期待が高まっていま
す。例えば、ストレス緩和や癒し、楽しさをもたらす効果、高齢者や独居者の話し相手などの需
要が見込まれています。
本研究ではそのような特定の課題の達成を目的としない対話エージェントの実現を目指して研
究を行なっています。

②

テーマ：対話からの知識獲得

概要：Web 上では掲示板や Twitter，チャットなど様々な形で対話型コミュニケーションが行われ
ています。本研究ではそういった Web 上の対話データから様々な情報を獲得するための手法につ
いて研究を行なっています。
■研究テーマの応用例


対話エージェントを搭載したサービスロボットによる福祉・介護
 高齢者と対話することによる認知症の予防
 独居者のストレス緩和・癒しの効果



集団的知性の獲得・Web マーケティングなど

■主な著書、発表論文


稲葉通将，高橋健一: 非タスク指向型対話システムのためのリカレントニューラルネット
ワークを用いた発話候補ランキング. 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J100-D, No.6,
pp.661-671, 2017.



Michimasa Inaba, Kenichi Takahashi: Neural Utterance Ranking Model for
Conversational Dialogue Systems. The 17th Annual SIGdial Meeting on Discourse and
Dialogue (SIGDIAL 2016), pp.393-403, 2016.



稲葉通将，神園彩香，高橋健一: Twitter を用いた非タスク指向型対話システムのための発
話候補文獲得.人工知能学会論文誌, Vol.29, No.1, pp.21-31, 2014.

■想定される連携先
情報関連企業，地域団体，公的研究機関，介護・福祉団体など
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 計算知能研究室
職・氏名 ：教 授 高濱 徹行
U R L
：http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/~takahama
研究キーワード ：ナチュラルコンピューティング、進化的計算、機械学習、
最適化およびその応用、予測・推定
■研究テーマ

①

テーマ：構造最適化アルゴリズムの開発と応用

概要：観測データに基づいて観測対象を評価あるいは分類したい場合や、観測した時系列データ
から将来の動向を予測あるいは推定したい場合があります。このような場合には、過去の事例か
ら一般的な知識ルールを獲得し、未知の観測データに対応するという方法が有効です。しかし、
未知のデータにより良く対応するルールを獲得するためには、観測データ中で評価や予測に有効
な観測量を決定するとともに適切なルール構造を決定する必要があります。これを実現し、無効
な変数や無効なパラメータを削除するために、退化現象をモデル化した「遺伝的退化アルゴリズ
ム」に関する研究を行っています。

②

テーマ：制約付き最適化アルゴリズムの開発と応用

概要：制約付き最適化問題とは、例えば製品の設計などを行う際に、与えられた幾つかの条件（制
約）を満足させながら、ある評価量（目的関数）を最大（あるいは最小）にするような解を求め
る問題です。遺伝的アルゴリズムは最適化手法として良く知られていますが、基本的に制約のな
い問題に対する最適化手法であり、必ずしも制約付き問題を効率よく解けるわけではありません
でした。これに対して、制約満足度という概念を導入し、目的関数の最適化と制約満足度の最大
化を考慮することにより、制約付き最適化問題を効率よく解く α 制約法および ε 制約法に関する
研究を行っています。
■研究テーマの応用例
構造最適化は、経済指標などのように変動を伴う時系列データにおける将来動向の予測への応
用、何らかの制御を必要とするシステムにおける入力（操作量）と出力（観測値）の関係を推定
するモデルの構築などに利用することができます。
制約付き最適化は、与えられた条件を満足しながら、例えばコストが最小の解、利益を最大化
する解などを効率よく見つけたい場合に、利用することができます。
■主な著書、発表論文
・退化現象を導入した遺伝的アルゴリズム GAd による構造最適化、電子情報通信学会論文誌、
Vol.J86-D-I, No.3, pp.140-149 (2003)
・Constrained Optimization by Applying the α Constrained Method to the Nonlinear Simplex
Method with Mutations, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.9, No.5,
pp.437- 451 (2005)
・ε制約遺伝的アルゴリズムによる制約付き最適化、情報処理学会論文誌、Vol.47, No.6,
pp.1861-1871 (2006)
・低精度近似モデルを利用した ε 制約 Differential Evolution による効率的な制約付き最適化、
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人工知能学会論文誌、Vol.24, No.1, pp.34-45 (2009)
・Fast and Stable Constrained Optimization by the ε Constrained Differential Evolution,
Pacific Journal of Optimization, Vol. 5, No. 2, pp.261-282 (2009)
・RDE: 探索点のランク情報を利用した効率的な Differential Evolution の提案, 電子情報通信
学会論文誌, Vol.J95-D, No.5, pp.1196-1205 (2012)
・Particle Swarm Optimization with Mutation Operations Controlled by Landscape Modality
Estimation using Hill-Valley Detection, Artificial Life and Robotics, Vol.21, No.4,
pp.423-433 (2016)
■想定される連携先
・情報関連および一般企業
・地方自治体および地域団体
・公的研究機関

- 110 -

所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 計算知能研究室
職・氏名 ：准教授 原 章
U R L
：http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/~ahara
研究キーワード ：進化計算，群知能，自動プログラミング，知識獲得
■研究テーマ

①

テーマ：改良型遺伝的プログラミングによるプログラムの自動生成

概要：遺伝的プログラミングは，木構造プログラムの進化的最適化手法です．木構造プログラム
は，数式，IF-THEN ルール，データの分類規則，エージェントの行動制御プログラムなど，様々
な問題の解を表現できる表現形式です．ランダムに生成した複数の木構造プログラムに対し，
生物の遺伝メカニズムを模倣した交叉や突然変異を適用することにより自動でプログラムの
最適化を行います．現在は，プログラムの意味を考慮した新たな交叉により探索性能を改善す
る研究を行っています．

②

テーマ：群知能による最適化（アリコロニー最適化法の改良とその応用）

概要：自然界の蟻は，群れ全体をコントロールする指揮官がいなくとも，フェロモンを介したコ
ミュニケーションにより餌場までの最短経路に自動的に隊列をつくり，効率良く餌を運搬しま
す．このような群れの相互作用を工学に応用したものが群知能です．従来手法では対応が困難
な環境が動的に変動するような問題においても，群知能は柔軟に対処できます．群知能の 1 つ
であるアリコロニー最適化法では，最適化問題において，人工アリが仮想フェロモンを撒きな
がら群れで探索することにより問題解決を行います．現在は，特徴の異なる人工アリの群を相
互作用させることにより探索性能を改善する研究を行っています．また，遺伝的プログラミン
グとアリコロニー最適化法を融合した新たな自動プログラミング手法の開発を行っています．
■研究テーマの応用例
遺伝的プログラミングや群知能に基づく自動プログラミングにより，収集したデータからの知
識発見や，ソフトセンサ（実際にはリアルタイムで測定不可能な変量を他のセンサ値の関係式と
して表現することにより推論し，あたかもハードセンサが設置されているように取り扱うもの）
の構築が可能です．また，ロボットの行動制御プログラムの自動生成などにも適用可能です．
■主な著書、発表論文
・ Akira Hara, Jun-ichi Kushida, Takeyuki Nobuta, and Tetsuyuki Takahama, "Rank-based
Semantic Control Crossover in Genetic Programming", Proc. of 2014 IEEE International Conf.
on Systems, Man, and Cybernetics, pp.501-506, 2014.
・Akira Hara, Haruko Tanaka, Takumi Ichimura, and Tetsuyuki Takahama, "Knowledge acquisition
from many-attribute data by genetic programming with clustered terminal symbols",
International Journal of Knowledge and Web Intelligence, Vol.3, No.2, pp.180-201, 2012.
・Akira Hara, Manabu Watanabe, and Tetsuyuki Takahama, "Cartesian Ant Programming", Proc.
of 2011 IEEE International Conf. on Systems, Man, and Cybernetics, pp.3161-3166, 2011.
■想定される連携先
・情報関連および一般企業

・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 計算知能研究室
職・氏名 ：講 師 串田 淳一
U R L
：http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/index.html
研究キーワード ：ソフトコンピューティング、進化計算、最適化
■研究テーマ

① テーマ：進化計算アルゴリズムの開発と応用
概要：進化計算とは生物の進化や振る舞いに着想を得た計算方法であり，システムの設計や制御，
モデリングなどの場で現れる一般的な問題の解法として用いることができます．本研究課題では，
進化計算アルゴリズムとして遺伝的アルゴリズム，Differential evolution，Particle swarm
optimization などを対象とし，解探索メカニズムの解析やそれに基づく改良・応用範囲の拡張な
どを目的としています．

② テーマ：Differential evolution におけるパラメータの検討
概要：進化計算アルゴリズムでは進化のメカニズムに基づいて新たな解候補を生成していきます．
効率良く問題を解くためには，進化を制御するパラメータを問題の特性に応じた適した値に設定
する必要があります．
本研究課題では Differential evolution が幅広い問題に対応できるように，
制御パラメータの設計指針の提案や自動調整方法の開発を行っています．

■研究テーマの応用例
・勤務表作成問題
ナーススケジューリング問題はスケジューリング問題の一つであり，病院に勤務する看護師の
勤務表を様々な制約の下で作成する問題です．勤務表作成は多くの制約条件や看護師からの要望
を考慮して作成するため，手作業による作成は困難であり作成者にとって大きな負担となります．
本研究課題ではDifferential evolutionを用いて勤務表の自動作成システムの構築を行っていま
す．ナーススケジューリング問題は複数の目的関数を持つ多目的最適化問題として定式化され，
Differential evolutionのアルゴリズムを拡張し適用することで，複数の制約を同時に満たす満
足度の高い解の探索を行うことができます．
・対話型進化計算によるファッションコーディネート支援システム
対話型進化計算は，人間とコンピュータが対話しながら，人の趣味・趣向に合ったものを生成す
る手法です．本研究では，服装のカラーコーディネートにおいてユーザーの好みの配色の組合せ
を出力するシステムの構築を行っています．対話型進化計算では，一般に利用者の疲労の蓄積が
問題となるため，より短い時間で満足度の高い解を得るためにアルゴリズムやインタフェースの
改良を行っています．
■主な著書、発表論文
・串田淳一，原章，高濱徹行: "進化的アルゴリズムにおける探索点の順位相関を利用した関数形
状の推定"，進化計算学会論文誌，Vol. 7，No. 2，pp.32 - 45 (2016)
・J. Kushida, A. Hara and T. Takahama: “A Coevolutionary, Approach of Cooperative GA for
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Nurse Scheduling”, ICIC Express Letters, Volume 8, Issue 1, January 2014, pp. 95-106 (2014)
・Jun-ichi Kushida, Kazuhisa Oba, Akira Hara and Tetsuyuki Takahama, “An Adaptive Crossover
Rate Control for Generation Alternation Model in DE”, ICIC Express Letters, Vol. 7, Issue

3(A), pp.633-639 (2013)
・串田 淳一, 大場 和久, 亀井 且有: "DE 世代交代モデル REAL におけるパラメータの検討と高
次元問題への適用"，進化計算学会論文誌，Vol. 3, No. 1 ，pp. 1-11 (2012)
・J.Kushida, K.Oba and K.Kamei: “An Analysis of behavior of Differential Evolution Based
on Characteristics Inheritance”, ICIC Express Letters, Vol.6, No.3, March 2012, pp.581-588
(2012)
・串田 淳一, 大場 和久, 亀井 且有: "REAL: Differential Evolution における関数評価回数の
削減の提案"，進化計算学会論文誌，Vol. 1，No. 1，pp.79 - 88 (2010)
・J.Kushida, K.Oba and K.Kamei: “Generation Alternation Model for Reducing the Number of
Fitness Evaluations on Differential Evolution”, ICIC Express Letters, Vol.4, No.6 (A),
pp. 2089-2095 (2010)

■主な特許、芸術作品等
串田 淳一，亀井 且有：
「スケジューリング装置、コンピュータプログラム、及びコンピュータ読
み取り可能な記録媒体」特許第 5737668 号（平成 27 年 05 月 01 日）

■想定される連携先
・情報関連および一般企業
・地方自治体および地域団体
・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学科専攻 パターン認識研究室
職・氏名 ：教 授 三村 和史
U R L
：http://www.info.hiroshima-cu.ac.jp/~mimura
研究キーワード ：情報理論、情報統計力学、データ圧縮、誤り訂正技術
■研究テーマ

①

テーマ：統計力学な手法による情報理論、通信理論の諸問題の解析

概要：特に、有歪圧縮、誤り訂正符号、多元接続に用いられるアルゴリズムなどの性能評価を解
析的に行ないます。

②

テーマ：データ圧縮に関する研究

概要：特に、有歪データ圧縮について、効率的な圧縮アルゴリズムの開発を目指します。

③

テーマ：誤り訂正符号に関する研究

概要：空間結合の構造を利用した誤り訂正符号の効率的な復号アルゴリズムの検討などを行って
います。

④

テーマ：圧縮センシングに関する研究

概要：データ圧縮技術である，圧縮センシングについて，圧縮されたデータから，効率的に元の
データを取り出す方法について検討します。また，それを応用して超解像の方法などを検討しま
す。

⑤

テーマ：疎結合系の動力学の解析

概要：より一般的な疎結合系の解析手法の開発を目指します。
など
■研究テーマの応用例
・有歪圧縮の符号化アルゴリズムの評価、改良
・誤り訂正符号の復号アルゴリズムの評価、改良
・符号分割多元接続のマルチユーザ検出アルゴリズムの評価、改良 など
■主な著書、発表論文
・Mimura,K., Okada,M., IEEE Trans. on Information Theory, 60, 6, 3645-3670 (2014).
・Cousseau,F., Mimura,K., Okada,M., Phys. Rev. E, 81, 021104 (2010).
・Mimura,K., Coolen,A.C.C., J. Phys. A: Math. Theor. , 42, 415001 (2009).
・K. Mimura, J. Phys. A: Math. Theor., 42, 13, 135002 (2009).
・F. Cousseau, K. Mimura, T. Omori & M. Okada, Phys. Rev. E, 78, 021124 (2008).
・K. Mimura & M. Okada, Phys. Rev. E, 74, 026108 (2006).
・K. Mimura & M. Okada, J. Phys. A: Math. Gen., 38, 46, 9917 (2005).
■想定される連携先
・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 パターン認識研究室
職・氏名 ：准教授 末松 伸朗
U R L
：http:// www.prl.info.hiroshima-cu.ac.jp/~suematsu
研究キーワード ：パターン認識、機械学習
■研究テーマ

① テーマ：確率モデルに基づく時系列整列
概要：同じ言葉を異なる人が発声することを考えると、その信号の時間的変化の基本構造は共
有しているが、進展の速度などに差がある複数の時系列となります。このような基本構造を共
有する複数の時系列を調べる時、時間的な進展のずれを正確にとらえる技術が重要となります。
このずれを高精度で推定する方法を開発しています。

② テーマ：確率モデルに基づくクラスタリング
概要：クラスタリングとは、ある１群のデータが与えられたとき、それらを何らかの意味で近
いグループ（クラスタ）へ分ける問題です。確率モデルに基づくクラスタリングでは、一つの
クラスタは、データを生成した確率モデルを共有するもののグループであるとみなします。近
年、時系列のような比較的複雑なデータに対する確率モデルに基づくクラスタリングが可能と
なってきており、実用上の発展が期待されています。
■研究テーマの応用例


センサーデータに基づく、自動判別、分類の高精度化



データからの将来予測に基づく故障診断



データからの知識発見に基づくデータ分析・理解

■主な著書、発表論文


秋本

真治，末松

伸朗，林

朗，岩田

一貴，「ガウス過程に基づくノンパラメトリッ

クベイズ時系列整列」，電子情報通信学会論文誌 D,

Vol.J96-D,

No.3, pp.587-595,

2013.


Nobuo Suematsu, Akira Hayashi, "Time Series Alignment with Gaussian Processes", Proc.
of the 21st International Conference on Pattern Recognition, pp.2355-2358, Nov.
11-16, 2012.

■主な特許、芸術作品等

■ 想定される連携先
 製造業
 情報関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 パターン認識研究室
職・氏名 ：准教授 岩田 一貴
U R L
：http://www.prl.info.hiroshima-cu.ac.jp/~kiwata/
研究キーワード ：階層クラスタ分析、曲線整合
■研究テーマ

①

テーマ：階層クラスタ分析によるラベルの階層構造の推定

概要：顧客データや行政統計データ等の統計データからそれらの母集団のある傾向を分析すると
いった多変量データ解析は近年盛んに行われており、階層クラスタ分析はそのデータ解析の一つ
の手法としてよく使われます。この研究では、階層クラスタ分析における標本のラベル（分類値）
の階層性をボトムアップ的に推定することを目的としています。例えば、筆者という標本は、知
能工学専攻というラベルに属しており、もう少し広い目で見ると情報科学研究科というラベルに
属しており、さらに広い目で見ると広島市立大学というラベルに属しています。標本の集合が与
えられたとき、こうした標本のラベルの階層性を推定することがこの研究の目的です。具体的な
実データに対するこれまでの成果としては、窓ガラス等のガラス成分の標本集合からガラスの階
層構造を同定する場合[発表論文 1]や音声データから抽出した音素成分の標本集合から音素の階
層構造を同定する場合[発表論文 2]に、この研究が有効であることが示されています。

②

テーマ：曲線整合による形の分類

概要：与えられた二つの曲線に対して、一方の曲線上のある点とそれに対応するもう一方の曲線
上の点を見つけるための曲線整合の手法は、パターン認識分野での幅広い応用が期待されます。
例えば、曲線を手書き文字とすれば文字認識に、曲線を画像の輪郭とすれば画像認識や画像検索
に応用することができます。この研究では、元は同じ二つの曲線のうちの一方が区分的に変形し
ても適当な曲線整合をとることができるアルゴリズムを求め、その曲線整合を使って区分的変形
に対して影響を受けにくい形の分類をすることを目的としています。例えば、二つの同じ手の輪
郭曲線があり、一方は手を広げた状態のもの、もう一方は手を広げているが親指の関節が曲がっ
ているものとします。このような場合においても、それらの輪郭曲線間の適当な整合をとり、そ
の整合結果を使ってそれらの輪郭曲線を同じカテゴリーに分類すること（同じ手であると認識す
ること）がこの研究の目的です。
■研究テーマの応用例
① 顧客データ、行政統計データ、気象統計データ等の統計データ解析
② 手書き文字認識、画像認識、画像検索、タブレット入力データの編集
■主な著書、発表論文
1. K. Iwata and A. Hayashi. A Redundancy-Based Measure of Dissimilarity among Probability
Distributions for Hierarchical Clustering Criteria, IEEE Transactions on Pattern

Analysis and Machine Intelligence, vol. 30, no. 1, pp. 76-88, 2008.
2. 斧城, 岩田, 末松, 林. 確率密度推定に基づく RDSP 法を用いた音素データの階層クラスタ分
析, 電子情報通信学会論文誌, vol. J91-D, no. 8, pp. 2196-2200, 2008.
その他の論文については上記の URL を参照。
■想定される連携先
・情報関連企業 ・地方自治体 ・公的研究機関
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所
属：情報科学研究科 知能工学専攻
職・氏名：教 授 佐藤 学
研究キーワード：因子分析

知能数理研究室

■研究テーマ

①

テーマ：主成分分析で因子分析の代用をしたときの因子数決定法の妥当性

概要：主成分分析で因子分析の代用をすることが多くあります。そのときの因子数決定のための
基準の検討や、どのようなときに主要因子が再現できるかを検討しています。

②

テーマ：因子分析における模型の一意性の研究

概要：因子分析において、模型が一意性を有していることは本質的です。模型が一意でなければ
何を推定しているのかが不明ですし、標本から母数を推定するときに不具合が生じてもおかしく
ありません。そこで、知られているいくつかの一意性条件の関係を調べています。

③

テーマ：大気汚染の発生源寄与率の推定方法の開発

概要：人体に慢性的な影響を与える大気中の粒子状物質について、発生源を同定してその寄与率
を推定する方法を研究しています。それにより何を制御すれば効果的に大気を浄化できるかが解
明できれば、社会的にもきわめて有益です。従来の研究では発生源から観測点までの物質の変化
の構造や模型に含まれている係数が決定論的に論じられていました。統計的な模型を的確に導入
すれば、データが持つ構造に何を仮定したかが明確になり誤差の評価ができます。
■主な著書、発表論文
SATO Manabu and ITO Masaaki, Theoretical justification of decision rules for the number
of factors: Principal component analysis as a substitute for factor analysis in one-factor
cases, Journal of the Japan Statistical Society, 37, 175－190, 2007.
佐藤学，因子分析(項目執筆）
，統計データ科学事典，朝倉書店，154－157, 2007．
SATO Manabu, On the identification problem of the factor analysis model: a review and
an application for an estimation of air pollution source profiles and amounts, Proceedings

of the Factor Analysis Centennial Symposium, pp.179－184, 2004.
SETO Sinya, HARA Hiroshi, SATO Manabu, NOGUCHI Izumi and TONOOKA Yutaka, Annual and
seasonal trends of wet deposition in Japan, Atmospheric Environment, 38, 3543－3556, 2004.
SATO Manabu and ITO Masaaki, Some cautionary notes on factor loadings estimated by
principal component analysis, in YANAI Haruo et al. eds. New Developments in Psychometrics，
Springer-Verlag，pp.117－122, 2003.
SATO Manabu and OHTAKI Megu, Source Apportionment, in Abdel H. El-Shaarawi and Walter
W. Piegorsch eds. The Encyclopedia of Environmetrics，John Wiley & Sons，pp.2033－2036,
2002.
■想定される連携先
・地方自治体
・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻 知能数理研究室
職・氏名 ：准教授 関根 光弘
研究キーワード ：位相幾何学、力学系理論、数理生物学
■研究テーマ

①

テーマ：力学系理論の研究

概要：時間とともに発展するシステムを数理的にモデル化する方法の一つに、微分方程式系や
差分方程式系が考えられています。またモデル化した系の時間発展の様子を数理的に明らかに
する分野を力学系理論といいます。主として位相幾何学的側面から力学系の基礎理論を研究
しています。

②

テーマ：力学系理論の数理生物学への応用

概要：力学系理論の一つの応用として生物学に関連した基礎的な数理モデルをとりあげて、長期
な立場での解の定性的振る舞いを調べています。主として、外来生物の影響による在来生物の
個体数の変化や感染症の流行過程に関する基礎モデルに関して、個体群の絶滅がいつ起こるか？
また感染症が人口に常在化する理論的な閾値はどのように記述されるかなどについて研究して
います。
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所
属 ：情報科学研究科 知能工学専攻
職・氏名 ：准教授 齋藤 夏雄
研究キーワード ：代数幾何学、代数多様体

知能数理研究室

■研究テーマ

①

テーマ：正標数の代数的閉体上定義された代数多様体の理論

概要：代数幾何学において、標数が正の代数的閉体上で定義された代数多様体について研究して
います。特に、標数が低いときに起きる代数多様体の奇妙な現象に興味を持っています。現在は
正標数の Fano 多様体や Calabi-Yau 多様体が持ち得る特殊なファイブレーションの構造や、低標
数における特異点の様子を正確に記述することに興味を持って研究を続けています。
■研究テーマの応用例
正標数の代数幾何学は、暗号理論や符号理論に応用できることが知られています。特に 1 次元
代数多様体である楕円曲線を用いた楕円曲線暗号は、次世代を担う暗号理論として注目が集まっ
ています。
■主な著書、発表論文
・M. Hirokado, H. Ito and N. Saito, Calabi-Yau threefolds arising from fiber products of
rational quasi-elliptic surfaces, I, Ark. Mat., 45 (2007), 279-296.
・M. Hirokado, H. Ito and N. Saito, Calabi-Yau threefolds arising from fiber products of
rational quasi-elliptic surfaces, II, Manuscripta Math., 125 (2008), 325-343.
・M. Hirokado, H. Ito and N. Saito, Three dimensional canonical singularities in codimension
two in positive characteristic, J. Algebra, 373 (2013), 207-222.
・N. Saito, Characterization of non-F-split del Pezzo surfaces of degree 2, Tokyo J. Math.,
40 (2017), to appear.
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所
属
職・氏名

：情報科学研究科 システム工学専攻
：教 授 李
仕剛
准教授 小嵜 貴弘

メカトロニクス研究室

助 教 小作 敏晴
助 教 厚海 慶太
U R L
：https://www.mc.info.hiroshima-cu.ac.jp/mc_public/
研究キーワード：情報工学、機械工学、電気・電子工学、ロボットビジョン、車のロ
ボット化、ヒューマンマシンインターフェース、パワーアシスト、
エネルギー変換装置
■研究テーマ
① テーマ：ロボットビジョンに関する研究
概要：移動ロボットにカメラを取り付けて、ロボットに視覚機能を持たせる研究を行っています。
（主担当：李）
研究テーマの応用例：３つの魚眼カメラによる環境の３次元構造の獲得

図１

３つの魚眼カメラからなる３眼ステレオ撮像装置（左側）、撮像された３つの魚眼画

像（中央）、復元された 3 次元環境

②

テーマ：車のロボット化に関する研究

概要：カメラを用いた車の運転補助、車の運転環境認識、運転者の行動解析を行う研究を行って
います。（主担当：李）
研究テーマの応用例：魚眼カメラシステムによる車の運転環境の解析

図２

車の左右と後方に取り付けられている３つの魚眼カメラからの画像を用いて生成し

た鳥瞰図
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③

テーマ：ヒューマンマシンインターフェースに関する研究

概要：人間の視覚の注意度、筋電位、脳波などの生体情報とマシンの自律性との一体化を行う研
究を進めています。（主担当：李）
研究テーマの応用例：ジェスチャーと脳波を利用した車椅子ロボットの制御

図３

④

ジェスチャー（右側）と脳波（左側）を利用した車椅子ロボットの制御

テーマ：パワーアシスト装置の開発
概要：運動弱者の自立支援や重労働における負担軽減のための一手段として、人が
装着し、装着者の動作に応じて駆動力を発揮して筋力を補うパワーアシスト装置が
期待されています。パワーアシスト装置は、人体と密着し、一体化して動作するた
め、人体への危険が少ないことが必要です。そこで、人体に対して無害で柔軟性の
ある圧縮空気で動くパワーアシスト装置の開発を進めています。（主担当：小嵜）

研究テーマの応用例：高齢者の自立支援や作業現場における負担軽減など

⑤

テーマ：人工筋ロボットの開発

概要：ゴム人工筋は、軽量ながら高出力で、かつ弾性により衝撃を緩和できることか
ら、人との干渉を伴うロボットなどに適しています。このようなロボットにおいて人
に対する安全性を高めるための制御手法等を研究しています。（主担当：小嵜）

⑥

テーマ：生体信号による書字過程のモデリング

概要：人間が文字を書いているときの前腕表面の筋電位（EMG）信号、手首・指の関節角度信号
などを計測し、計測された生体信号と筆跡（筆先の平面運動）の関係を、時系列解析、システム
同定、ソフトコンピューティングなどの手法を用いて解析しています。生体認証、筆跡解析、福
祉機器などへの応用を期待しています。（主担当：小作）
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研究テーマの応用例：高齢者・障がい者用の手書き入力支援システムの開発、手書き認証など

⑦

テーマ：垂直軸可変ピッチ風車の開発

概要：一般に、近代風車はプロペラ型の水平軸が主流ですが、近年、垂直軸の小型風車が注目さ
れています。そのなかでも、回転中にブレードのピッチ角の制御が可能な垂直軸可変ピッチ風車
と呼ばれる風車の研究・開発を行っています。空力性能を最大にする最適ピッチ角制御設計、数
値流体力学による風車まわりの流れのシミュレーションなどを行っています。（主担当：小作）
研究テーマの応用例：世界的な環境問題、エネルギー問題に対する行政課題として、高性能・
（強
風等に対して）高強度な垂直軸形風車の開発に応用できます。

⑧

テーマ：自律移動ロボットのための高機能センサシステムの開発

概要：人間が生活する実世界でロボットが上手く活動するためには、周囲の環境を正しく認識す
る必要があります。さまざまなセンサを組み合わせ、より信頼で
きる情報を効率よく取得する方法や、昆虫など生物を手本とした
センサ、さらに、今までに無い全く新しいセンサの開発を通じて、
より賢いロボットを作るための研究をしています。
（主担当：厚海）

研究テーマの応用例：各種センサ、小規模自動制御システム、小型自律移動ロボットなど

■主な著書、発表論文
・ Hanchao Jia and Shigang Li: Estimating structure of indoor scene from a single full-view image, IEEE
International Conferene on Robotics & Automation (ICRA), 1516/1523, Seattle, May, 2015.
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・ 鄒武合, 李仕剛: レーザポインターを用いた視野の重ならない車載カメラの相対姿勢の算出, 電子
情報通信学会論文誌 D, Vol. J97-D No.11, pp.1651-1659, 2014.
・ Wuhe Zou and Shigang Li, Calibration of Non-Overlapping In-Vehicle Cameras with Laser Pointer,
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. PP Issue: 99, pp.1-12, October, 2014.
・ Shigang Li, Spherical gradient operator, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering,
8(S1), S61-S65, October, 2013.
・ 賈漢超, 李仕剛： 魚眼カメラによる馬の視覚システムの実現， 電気学会論文誌 C， Vol. 132, No.
12, pp. 1992-1998, December, 2012．
・ 小嵜貴弘，二反田晃尚，厚海慶太，李仕剛：水道水圧駆動人工筋アクチュエータを用いた肘関節用
パワーアシスト装置の開発，日本機械学会論文集, 82(841) (2016)
・ T. Kosaki, Y. Morinaga, and M. Sano: Prototype Development of a Parallel-Link Robot Actuated by
Pneumatic Linear Drives with Variable Inclination Mechanisms, International Journal of Automation
Technology, 8(2), 169/176 (2014)
・ T. Kosaku, M. Sano, M. Benrejeb and A. El Abed-Abdelkrim: Locally Stationary Multivariate AR
Model Analysis of Forearm Electromyographic Signals on Handwriting Movements, Proc. of
CESA2006, 1, 278/283 (2006)
・ T. Kosaku, M. Sano and K. Nakatani: Optimum pitch control for variable-pitch vertical-axis wind
turbines by a single stage model on the momentum theory, Proc. of IEEE SMC’02, Paper No. WA1E2
(2002)
・ K. Atsuumi, M. Hashimoto and M. Sano: Optical Azimuth Sensor for Indoor Mobile Robot Navigation,
Proc. of ICCES’08
・ K. Atsuumi, M. Sano and K. Tachibana: Development of a New Angular Sensor Using linear Polarizer,
Paper No. 02130, ACIDICA-ICMI2005

■主な特許、芸術作品等
登録：
1.

李仕剛：カメラ姿勢パラメータ推定装置，特許第 5455124 号，特願 2010－084819，2013．
1.17．

2.

植木賢，李仕剛，撮像装置、特許第 5424388 号，特願 2009-200762，2013.12.6．

3.

李仕剛：車線検出装置、車線検出方法、及び車線検出プログラム，特許第 5105481 号，
特願 2008-138464，2012.10.12．

出願：
1.

李仕剛：勾配を利用した直線検出法，特願 2011-255415，2011.11．

2.

李仕剛：離散球面画像勾配算出法，特願 2011-255215，2011.11．

3.

李仕剛：画像変換装置、画像生成システム、画像変換方法及び画像生成方法，特願
2010-054972，2010.3．

■想定される連携先
情報関連企業、機械・電気・電子関連企業、公的研究機関、教育機関

- 123 -

所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻（知的制御システム研究室）
職・氏名 ：教 授 小林 康秀
U R L
：http://www.ics.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：システム制御、非線形システム、システム同定、適応制御、
ニューラルネットワーク、予測制御、非線形摩擦、モデリング、
モデルベーストコントロール
■研究テーマ

①

テーマ：非線形システムの同定および予測制御

概要：ブロック指向モデルは、動的な線形部と静的な非線形部が直列に接続され、工学、生物学
など広範な非線形システムを表現できることが知られています。そこで、これらの非線形システ
ムを対象として、非線形部にニューラルネットを用いた同定法を提案しています。また、同定し
た非線形システムに対する予測制御法についても提案し良好な結果を得ています。今後は、実シ
ステムに適用しその有効性を確認する予定です。

②

テーマ：未知変動システムに対する同定および制御

概要：周囲環境の変化により未知変動するシステムを対象とし、そのパラメータの同定および適
応制御系の構成は、実システムを制御するうえで非常に重要です。一般に、パラメータの変動は
未知なので、その時間的な変化を適応、学習能力に優れたニューラルネットワークを用いて表現
しています。このニューラルネットワークを用いてパラメータ変動を予測し、予測値に基づいて
制御を行うことにより、制御性能の改善を計れます。今後は、実システムに適用し、その有効性
を確認する予定です。
■研究テーマの応用例
各種非線形システムの同定および制御、未知な時間変動するシステムに対する適応制御理論
を実際のシステムへ適用し、有効性を確認したいと考えています。また、実システムに対するさ
まざまな問題を解決するため、産学官連携に可能な限り積極的に取り組んでいます。具体的には、
電気・機械系の制御システム、自動車などの全自動駐車システム、化学プラントの制御、各種制
御装置の開発などへの応用が考えられます。
■主な著書、発表論文
１）小林康秀，齊藤充行：ドライバ状態の検出、推定技術と自動運転、運転支援システムへの
応用

第１１節

脳波を用いたドライバの覚醒度評価手法，pp.96-103，
（株）技術情報協会（2016.4）

２）齊藤充行，切田滉人，市本貴宏，小林康秀，脇田航：出力フィードバック制御における出
力観測雑音の影響評価，計測自動制御学会論文集，第52巻，第9号，pp.490-497（2016.9）
３）未知な変動パラメータを含むウィナーシステムの同定、電気学会論文誌C,Vol.128-C， No.7,
pp.1102-1109,2008
４）齊藤充行，切田滉人，脇田航，小林康秀：出力観測雑音の存在を考慮した確率的出力フィ
ードバック制御，電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌），Vol.136，No.8， pp.1071-1077
（2016. 8）
■主な特許、芸術作品等
１）公開特許 駐車支援方法 （特願2007-269157,特開2009-096306）
■想定される連携先
電気・機械系の制御システム、 自動車などの全自動駐車システム、化学プラントの制御、各種制御
装置の開発
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 知的制御システム研究室
職・氏名 ：准教授 小野 貴彦
U R L
：http://www.ics.info.hiroshima-cu.ac.jp/~ono/
研究キーワード ：制御工学、数値最適化，生体モデリング、人間工学、救急車
■研究テーマ

①

救急搬送患者の生体・心理反応の再現法開発と安全性評価

救急車による搬送では、運転手のアクセル・ブレーキ・ハンドル操作に伴って、傷病者に
慣性力がかかり、血圧変動や身体圧迫、不快感などを引き起こします。これらが過大に起き
ると、容態を悪化させかねません。このような車両運動に起因する生体・心理反応をモデル
化し、コンピュータ上でシミュレーションとして再現する方法を開発しています。それを活
用して救急搬送の安全性評価も行っています。

②

救急車の運行支援・ドライバレス運行のための基礎技術開発

機関員の負担軽減やドライバレス運行に必要となる各種技術を開発しています。例えば、
傷病者の病態に応じて最適な搬送ルートを選定する方法、慣性力や振動による傷病者負担を
軽減する搬送支援法、赤信号交差点進入や対向車線走行など救急車特有の運転に対応した安
全運転支援法、運行状況を一元的に管理して問題点の洗い出しと改善を提示する運行管理シ
ステムなどを研究開発しています。
■研究テーマの応用例
端末内蔵の加速度セン

・ 運転技能の評価・訓練機能を組み込んだ救急車用カーナ

サを用いて，血圧変動

ビゲーションやドライブレコーダ

量，背面圧迫度，振動

・ 傷病者に負担がかかる場所を走行データから自動的に

不快感を数理モデルか
ら推定して，レベルメ

特定する道路診断システム

ータで表示．許容レベ

・ 急ブレーキに伴う血圧変動や急ハンドルに伴う背面圧

ルを超えたら音声で報
知する．

迫を抑制する防振架台や運転アシストシステム

運転訓練支援システム(iPhone 版)

■主な著書、発表論文
・減速時の血圧変動を抑制するための救急車用運転訓練支援システム、JSME 論文集、2016
・救急車の加速減速時を想定した血圧変動の統計モデリング、SICE 論文集、2014
・仰臥位搬送時の遠心加速度による背面荷重変動のモデル化、JSME 論文集 C 編、2012
・Actively-controlled beds for ambulances、IJAC, 6(1), 2009
・Control Systems Design - A New Framework, Springer, 2005
■主な特許、芸術作品等
・運転訓練システム（特許第 4985098 号）
・荷重測定装置（特許第 5967758 号）
・減速タイミング通知装置（特開 2015-92306）
・方向指示装置及び方向指示方法（特開 2016-99959）
■想定される連携先
消防局，救急車メーカー、情報端末メーカー、カーエレクトロニクス関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻（知的制御システム研究室）
職・氏名 ：助 教 齊藤 充行
U R L
：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/9/0000834/profile.html
研究キーワード ：最適制御、確率システム、観測雑音、センサ故障、自動運転
■研究テーマ

①

様々な雑音の存在下で観測値を直接フィードバックする最適制御系の設計

状態フィードバック制御は、自動運転などの様々なシステムに適用されています。この状態フ
ィードバック制御は、システムの全状態量がセンサを使って観測できることを前提としていま
す。しかし実際にはセンサが故障するなどして全状態量が観測できるとは限りません。このよ
うな場合、システムが可観測であればオブザーバなどを用いて観測できない状態量を推定する
ことができますが、センサが故障した場合には、システムが可観測とはならない場合もありま
す。また、自動車のような実際のシステムには路面から受ける振動や風などの外乱（雑音）、
機械的または電気的振動のように確定的にはとらえられない雑音が存在し、センサによる観測
過程には種々の観測雑音が混入します。本研究では、このような様々な雑音を考慮したシステ
ムを想定し、センサにより観測できた観測値のみを直接フィードバックする最適制御系の設計
法について研究しています。

②

車載センサの一部が故障した場合の自動運転システム

自動運転システムには、沢山のセンサが搭載されており、もし搭載されているセンサの一部が
故障し全ての状態量が観測できない場合や悪天候などにより車両情報が正確に得られない場
合、自動運転システムが安全に動作しない可能性があります。このような場合、自動運転から
ドライバ自身の運転に切り替えるか、他の車両の走行を妨げないように路側帯などに移動させ
る必要があります。しかしそのような場合、自動運転からドライバ自身の運転に切り替えるま
での数秒間や路側帯に移動するまでの数秒間は、センサが故障し車両情報が正確に得られない
状況で自動運転を行わなければなりません。そこで本研究では、上記①に記した最適制御系を
自動運転システム用に修正し、車載センサの一部が故障し悪天候（例えば雨や霧、雪など）に
よりカメラセンサやレーザーセンサなどの観測値に雑音が混入する状況下でも車両を安全に
制御することができる自動運転システムの研究をおこなっています。
■研究テーマの応用例
①全状態量が観測できない場合の機械構造物の振動制御や車両制御システム。
②車載センサが故障した場合や悪天候時の自動運転システムや運転支援システム。
■主な著書、発表論文


出力フィードバック制御における観測雑音の影響評価法の自動操舵制御への適用：吉村，
齊藤，山谷，
脇田，小林，
自動車技術会 2017 年春季大会学術講演会講演予稿集，476-20175476，
pp.2599-2604 (2017)



出力フィードバック制御における出力観測雑音の影響評価：齊藤，切田，市本，小林，脇
田，計測自動制御学会論文集，Vol.52，No.9，pp.490-497 (2016)



出力観測雑音の存在を考慮した確率的出力フィードバック制御：齊藤，切田，脇田，小林，
電気学会論文誌 C，Vol.136，No.8，pp.1071-1077 (2016)

■想定される連携先
自動車関連企業、機械系・電気系関連企業。
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻（知的制御システム研究室）
職・氏名 ：助 教 脇田 航
U R L
：http://w-sv.net/
研究キーワード ：人工現実感（バーチャルリアリティ），複合現実感
■研究テーマ

①

コトのリアルタイム可視触化と伝承に関する研究
伝統芸能やスポーツ，車の運転等における熟練者の知・技の解析と複合現実感技術によ

る伝承に関する研究を行っております．このためのリアルタイム人体動作，筋電等の計測，
リアルタイム視触覚教示システム，多軸多指力覚呈示装置等の開発を行っております．こ
れらを応用することにより，継承が困難とされる伝統芸能等のインタラクティブな教示・
訓練システムの実現を目指しております．

②

高度没入型 VR に関する研究
ヘッドマウントディスプレイによる大規模な 360°VR 空間を自由に移動しながら，かつ，

多軸モーションベースによる地面の質感や傾き・高低差の呈示や多軸多指力覚提示装置に
よる手指操作を行った時の触力覚をリアルタイムにフィードバック可能なシステムの開
発を行っております．このためのリアルタイム人体動作・筋電等の計測，モノの形状や質
感計測，リアルタイム高精細視触覚提示法等の開発を行っております．これらを応用する
ことにより，より自然でリアルかつインタラクティブな文化財のデジタル展示や住宅展示，
ドライビング，サイクリング，ウォーキング，サーフィン等のインタラクティブコンテン
ツ等の実現を目指しております．
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③

高度没入型テレイグジスタンスに関する研究
全天球カメラをとりつけたラジコンカー，ドローン等の移動ロボットを遠隔操作しなが

ら視力触覚や前庭感などのマルチモーダルな情報をリアルタイムに体感可能な高度没入
型テレイグジスタンスシステムに関する研究開発を行っております。これにより，その場
にいるような臨場感を得ながら主観的な操作で移動体を遠隔操作することが期待できま
す。

④

人工指による触知覚解析に基づく携帯端末への触知覚呈示
単一のデバイスに人工指を取り付け，実物体に対して触知覚操作を行った時の指先位置

や実物体の形状変化から推定した力の大きさ方向，実物体の構造や形，表面粗さ，硬さ，
摩擦などの質感情報をもとに，計測時と同一の力覚呈示装置で触感を再現することにより，
よりリアルな力触覚呈示を手軽に実現することが期待できます．本研究ではこれらを応用
することにより，スマートフォンやタブレット等の携帯端末を操作する際，直接タブレッ
ト端末を動かして機械的刺激をユーザの指先に与えることでリアルな触感を呈示可能な
システムの実現や，振動刺激による疑似的な機械的刺激をユーザの指先に与えることでよ
りリアルな触感を呈示可能なシステムの実現を目指しております．
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■研究テーマの応用例
バーチャルリアリティ技術や複合現実感技術を応用することで，他人の五感情報を追体験し
たり，多地点間で共有したり，有形・無形文化財のデジタル展示や住宅展示，ドライビング/
フライト/医療等のシミュレータ・技能訓練システム，より臨場感のある映画・ゲーム，デジ
タルファッション，ナビゲーション，遠隔視力触覚伝送・共有，CAD といった様々な分野への
応用が期待できます．
■主な著書、発表論文
・デジタルアーカイブの新展開(八村，田中編）第 7 章「有形文化財の視触覚モデリングと呈
示」, ナカニシヤ出版, pp.108-134, Mar. 2012.
・全周映像および慣性力呈示による移動体の高度没入型テレイグジスタンスシステム, 電気学
会論文誌 C, Vol.137, No.9, in press, Sep. 2017.
・没入型 VR 環境における舞踊動作訓練システム, 電気学会論文誌 C, Vol.137, No.3,
pp.495-501, Mar. 2017.
・人工指による押下感解析に基づくタッチパネルへのテクスチャベースの押下感呈示システム,
電気学会論文誌 C, Vol.136, No.8, pp.1092-1099, Aug. 2016.
・人工指による触知覚解析に基づく硬軟感および摩擦感推定法, 電気学会論文誌 C, Vol.136,
No.8, pp.1085-1091, Aug. 2016.
・反射光解析に基づく薪能のリアルタイム CG 表現, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌,
Vol.20, No.1, pp.25-33, Mar. 2015.
・A Digital Archiving for Large 3D Woven Cultural Artifacts Exhibition, ITE Trans. on
MTA, Vol.2, No.3, pp.236-247, Jul. 2014.
・ A Real-Object-Oriented Exhibition System of Ukiyo-e of Anisotropic Reflection
Properties," ITE Trans. on MTA, Vol.2, No.3, pp.209-216, Jul. 2014.
■主な特許、芸術作品等
・歩行感覚呈示装置及び呈示方法, 特願 2017-038857, Mar. 2, 2017.
・質感計測装置, 特願 2012-172772, Aug. 3, 2012.
・「立体的」織物を視て触ってみよう！, 祇園祭デジタル・ミュージアム展 2014, 京都府京都
文化博物館, 京都府, July 23-25, 2014.
・薪能における能装束の光と影のゆらめき再現, 祇園祭デジタル・ミュージアム展 2014, 京都
府京都文化博物館, 京都府, July 23-25, 2014.
・手にとって浮世絵の光と影の技を鑑賞する, ナレッジキャピタルトライアル 2011，堂島リバ
ーフォーラム, 大阪市, Aug. 26-28, 2011.
- 129 -

■想定される連携先
・情報，電気，機械，教育，医療福祉，エンターテイメント関連企業
・博物館，美術館
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 ロボティクス研究室
職・氏名 ：教 授 岩城 敏
U R L
：http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：ロボット、モーションメディア、介護福祉、生活支援
■研究テーマ

①

テーマ：モーションメディア流通技術とその応用

概要：ロボット等の物理的実体の動き(モーション)を、既存のネットワークメディアであるテキ
スト・音声・画像・映像に続く第５のメディア「モーションメディア」と捉えるコンセプトに基
づき、モーションメディアから構成されるコンテンツの流通に関する要素技術（生成・記述・編
集・蓄積・検索・配信・再生等）について研究します。そしてこのモーションメディアの入出力
端末としての「ロボット」を研究開発し、パソコン・家電・楽器・家具等日常生活の道具と連携
するシステムへ応用しています。

②

テーマ：介護支援ロボット用インタフェースに関する研究

学内特定研究「レーザポインタを用いた実世界クリックによる介護支援ロボット教示方式」とし
て実施しています。共同研究者（日浦教授、池田講師）
概要：身体運動能力の劣る被介護者が、生活環境内に存在する様々な実物体の操作を介護支援ロ
ボットに行わせるために、レーザポインタを用いて実物体を「クリック」しその動作を特定する
ことで、実物体操作内容を簡単・正確・迅速に伝えるための介護支援ロボット教示方式を研究し
ています。これまでに、パンチルトアクチュエータ上に TOF(Time of Flight)型レーザポインタ
とカメラを搭載し、レーザビームを照射した実物体の 3 次元位置を測定することで実物体の「ク
リック」を実現しました。このように、パソコン上のオブジェクト（アイコン）と実世界の実物
体とを一元的に扱う考え方に基づき、「PC アイコンから実物体へ」「実物体から PC アイコン
へ」さらには「実物体から実物体へ」それぞれの遷移における「実世界型ドラッグアンドドロッ
プ」を実装することで、実物体操作手順を直感的に表現するインタフェースを提案しています。

③

テーマ：パワーポイントと連動するプレゼンロボットに関する研究

概要：プレゼンテーション用ツールのデファクトスタンダードである PowerPoint と連動するこ
とで、インパクトが強く効果的なプレゼンテーションが可能なロボットの研究を行っています。
具体的には、PowerPoint スライド内の効果音発生機能に着目し、多自由度ロボットモーション
データで変調した音信号をその音声ファイルとして挿入することで、PowerPoint のオートプレ
ゼンテーション機能と連動する「パワーポイントドリブン」な方式と、仮想キーコードを用いて
ロボット側から PowerPoint を制御する「ロボットドリブン」な方式の二通りで応用システムを
開発中です。

④

テーマ：圧縮空気による物体の位置と姿勢の非接触制御方式に関する研究

共同プロジェクト「複数のエアジェットによる平面上複数物体の非接触操作」として実施してい
ます。共同研究者（池田講師、小作助教）
概要：非接触物体操作技術は、摩擦が無い・視野を妨げない等、非常に優れた特長があります。
本研究では複数の圧縮空気噴出器を用いて、空間中の物体の位置と姿勢を非接触で広範囲に操作
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する技術を提案しています。すなわち、複数の圧縮空気噴出器（ノズル）のエアジェットを四方
八方から物体に噴きつけ、その方向と噴出量を調整することで、物体のバランスを取り空中に安
定浮上させ、かつその位置と姿勢を自由に操るものです。現在、４個の噴出器を用いて平面３自
由度駆動体の位置と姿勢の制御、複数物体の集団制御に成功しています。 現在は 3 次元に挑戦
しています。

⑤

テーマ：カメラとプロジェクタを有する移動ロボットに関する研究

概要：本研究では、AR(拡張現実感技術)と移動ロボット技術を融合することにより、日常生活の
中の様々なモノの表面に直接、人間にとって役に立つ情報を画像と映像で映し出すことで、人間
を助けるロボット（CamPro-R）を開発しています。例えば冷蔵庫の中身を, ドアを開けずにチ
ェックしたり、プリンタの使い方を機器の表面に直接操作方法を提示することで人間の行動を助
けます。さらには、家電の操作パネルを自分の好きな場所に実現する「どこでもスイッチ」も可
能です。

⑥

テーマ：ギターを入力インタフェースとするロボット操作方式に関する研究

概要：近年、音楽に反応して踊るロボットが数多く研究されています。しかし、これらの研究に
おけるロボットの役割は曲に相応しい舞踊動作の表出のみであり、音からモーションへの1方向
のライブ感に乏しいコンテンツと言えます。本研究では、ロボット側に楽器を持たせ、ギタリス
トの演奏と一緒にジャムセッションを行うようなインタラクティブなモーションメディアコンテ
ンツ及びその設計法を提案しています。
■研究テーマの応用例
・介護支援ロボット用インタフェース
・モーションメディアコンテンツ配信サービス
・家庭内移動ロボット
・軽量物体用非接触搬送システム
・ギター音に反応して踊るロボット
■主な論文（過去 3 年間）
1.

Kenji Tatsumoto, Satoshi Iwaki, Tetsushi Ikeda, “Tracking projection method for 3D
space by a mobile robot with camera and projector based on a structured-environment
approach”, Artificial Life and Robotics, Springer, 22/ 1, pp.99-101, 2017/02/15

2.

安孫子優紀，日髙雄太，佐藤健次郎，岩城敏，池田徹志, “TOF 型レーザセンサとパンチル
トアクチュエータを用いた実世界クリック方式の提案と生活支援ロボット動作教示への応
用”, 計測自動制御学会論文集, 52/ 11, pp.614-624, 2016/11/30

3.

松下 翼, 土橋 直晃, 岩城 敏, 高木 健, 小作 敏晴, “複数の空気噴流による平面上物体の非
接触操作(4 本のエアジェットノズルを用いた複数物体制御方式の実験的検討)”, 日本機械学
会論文集, 82/ 835, 15-00459, 2016/03/25

4.

安孫子 優紀，日髙 雄太，岩城

敏, “PC と実世界両者にアクセス可能な頭部動作型ポイン

ティングシステムの提案とその基本動作確認実験”, 計測自動制御学会論文集, 52/ 2, pp.7785, 2016/02
5.

松下、岩城ほか，”複数の空気噴流による平面上物体の非接触操作(連続的噴流を用いた小変
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位操作の実験的検討)”, 日本機械学会論文集, 80/ 817, DR0264-, 2014/09/25
■主な特許（過去 3 年間）
1.

岩城ほか，” 物体搬送装置及び物体搬送方法”, 特願 2017-80036, 2017/04/13

2.

岩城ほか，”飛行物体の誘導位置決め装置および方法”, 特願 2016-141247, 2016/07/19

3.

岩城ほか，” インタフェース装置”, 特願 2013-114670, 2013/05/13

■想定される連携先
・介護福祉関連機器会社
・通信会社
・空気関連機器製造メーカ
・玩具・アミューズメント関連企業
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻（ロボティクス研究室）
職・氏名 ：講 師 池田 徹志
U R L
：http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：人物行動理解，ロボティクス，ユーザインタフェース
■研究テーマ

①

ユーザの安心感に基づく車いすロボットの制御

社会の高齢化が進む中で，電動車いすなどのパーソナルモビリティが一層普及すると考え
られています．中でも目的地まで自動で連れて行ってくれる車いすロボットは，操作が心配
な人でも便利に利用できます．しかし実際に乗ってみると，自分の感覚とは違う運転に不安
を感じることがあります．そこで，搭乗者の心拍や発汗などの生理的指標を計測して不安を
定量化し，移動経路や速度を適切に選択することにより，搭乗者が安心して利用できる自動
運転車椅子を実現します．（共同研究者 岩城教授）

②

自動運転時にドライバーが感じるストレスの分析と対策

近年普及する自動運転では，ドライバーは普段は運転を注意深く見守り，危険な時には責
任を持って自ら運転する必要があるとされています．ドライバーに求められるこのような
「運転」は実は快適ではなく，逆にストレスを感じる場合が多いと考えられています．この
問題に対して，運転シミュレータを用いて，自動運転時のドライバーの振る舞いを計測し，
ストレスを感じる条件をモデル化します．また，対策を行った自動運転の快適さを検証しま
す．（共同研究者 岩城教授）
■研究テーマの応用例
・介護支援ロボット
・家庭内移動ロボット
・ロボットユーザの安心感の
評価
■主な著書、発表論文
1.

D. Brscic, T. Ikeda, T. Kanda, “Do You Need Help? A Robot Providing Information to

People Who Behave Atypically,” IEEE Trans. on Robotics, Vol. 33, No. 2, pp. 500-506, 2017.
2.

T. Sawabe, M. Kanbara, N. Ukita, T. Ikeda, Y. Morales, A. Watanabe, N. Hagita,

“Comfortable Autonomous Navigation Based on Collision Prediction in Blind Occluded
Regions,” Proc. IEEE Int. Conf. on Vehicular Electronics and Safety, pp. 87-92, 2015.
■主な特許、芸術作品等
1. 橋本，池田他，移動体および情報提示方法, 特開 2016-052374
2. 池田，ザンルンゴ他，移動予測装置、ロボット制御装置、移動予測プログラムおよび移動
予測方法，特許第 5763384 号
■想定される連携先
1. 介護福祉関連機器会社
2. 家庭内ロボット関連会社
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 ロボティクス研究室
職・氏名 ：助 教 高井 博之
研究キーワード ：指向性移動通信、移動ロボット、遠隔制御
■研究テーマ

①

テーマ：指向性の強い通信媒体を用いた移動無線通信に関する研究

概要：赤外線のような指向性の強い通信媒体を用いた移動通信方式に関する研究。無線データ通
信と信号源方向検出の両立可能な通信装置の開発、信号源方向検出機能を持つ受信装置を使った
相対的な位置検出方法の開発や、検出した相対的位置情報に基づいて無線通信網を自律的に構築
する方法の研究。

②

テーマ：複数移動ロボットの無線遠隔制御に関する研究

概要：複数の移動ロボットを効率的に無線遠隔制御する方法の研究。指向性移動通信と組合せ、
未知作業空間の障害物配置地図作成方法や、ロボット搭載センサ検出情報のオペレータへの提示
方法、ロボット相互の情報共有・情報相互利用方法を研究。
■研究テーマの応用例
・多目的移動無線 LAN
赤外線は強い指向性を持ち、無線データ通信と信号源方向の検出を両立することができるので、
自身や通信相手の相対的な位置や向きを知ることができます。
・警備・保安用移動ロボット
赤外線移動通信は被傍受率が低く妨害を受けにくい。また、複数の移動ロボットを用いること
で、より堅牢な監視体制が構築できます。
■想定される連携先
・防犯・防災機器メーカー
・警備会社
など
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 数理科学研究室
職・氏名 ：教 授 田中 輝雄
U R L
：http://www.math.info.hiroshima-cu.ac.jp/mathsci/
研究キーワード ：計画数学、確率過程、オペレーションズ・リサーチ
■研究テーマ

①

テーマ：確率制御理論

概要：・主に確率微分方程式で記述される確率過程に対する最適停止理論，連続制御理論，
インパルス制御理論，リスク鋭感的制御理論，バンディット問題，L∞制御理論，
ターゲット問題
・マルコフ決定過程論
・確率ゲーム理論
・探索問題

②
③
④

テーマ：非線形関数解析学・凸解析学・集合値解析学と確率解析学の融合
テーマ：スポーツ最適化
テーマ：数学教育

■研究テーマの応用分野
①スポーツ分野
②教育分野（数学教育）
■主な著書、発表論文
①Teruo Tanaka, Continuity properties of optimal multiple stopping value, Stochastic
Analysis and
Applications, vol.28, no.4, pp.602-622, 2009.
②Teruo Tanaka, Additive comparisons of stopping values and supremum values for finite
stage multiparameter stochastic processes, Journal of Mathematical Analysis and
Applications, vol.382, no.2, pp.549-558, 2011.
③ Teruo Tanaka, Continuous time two-armed bandit problems with fractional rewards,
Journal of Information & Optimization Sciences, vol.33, no.6, pp.637-644, 2012.
■想定される連携先
教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻
職・氏名 ：講 師 廣門 正行
U R L
：
研究キーワード ：代数幾何学

数理科学研究室

■研究テーマ

①

代数多様体の特異点に関する研究

有理特異点と呼ばれるクラスについて定義体および次元の一般化(具体的には古典的対象で
ある複素数体, 2 次元から代数閉体, 3 次元へ)を行い諸性質を調べる.

②

代数多様体の分類理論に関する研究

代数多様体の双有理クラスの分類に関する理論の一般化を行う.

■研究テーマの応用例
グレブナー基底, 符号理論等の基礎理論の面での不完全な部分の補完を行う. 1 次連立方程
式に関し, 線形代数の次の段階に位置する諸問題について, 解法を与える.

■主な著書、発表論文
M. Hirokado, H. Ito, N. Saito, Three dimensional canonical singularities in codimension
two in positive characteristic, Journal of Algebra, 373 (2013) 207—222.
M. Hirokado, Canonical singularities of dimension three in characteristic 2 which do
not follow Reid’s rules, to appear in Kyoto Journal of Mathematics.

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 数理科学研究室
職・氏名 ：講 師 岡山 友昭
U R L
：http://www.math.info.hiroshima-cu.ac.jp/~okayama/
研究キーワード ：数値解析、計算科学
■研究テーマ

①

テーマ：高性能な数値計算法の開発・理論解析

概要：コンピュータで効率よく計算する方法の開発や、理論解析によってそれらの性能評価や
動作保証などを行っています。 自然科学・工学において現れる問題は、大規模であったり複雑
であったりして、exact な答えを求めることが非常に難しいことがほとんどです。そのため多
くの場合は、コンピュータを使って近似計算・シミュレーションを行って、答えを近似的に求
めています。この際、当然ながら、少ない計算時間でなるべく正確な答えを求めたいため、多
くの研究者がその方法について研究しています。私もその一人で、最近は「Sinc 数値計算法」
と呼ばれる方法に興味を持って研究しています。近年はいくつかの問題に対して、この計算法
がきちんと動くことの理論的な裏付けや、うまいチューニングパラメータの設定法の開発など
に成功しています。
■研究テーマの応用例
最近の研究対象としているのは、特異性をもっている方程式たちで、立体学、逆問題、熱伝
導問題、高分子化合物の流体力学、放射伝達・放射輸送などの様々なシーンで現れます。その
ような特異性がある場合でも、きちんとうまく計算やシミュレーションができる方法の確立を
目指しています。
■主な著書、発表論文
T. Okayama, T. Matsuo and M. Sugihara: Theoretical analysis of Sinc-Nyström methods for
Volterra integral equations, Mathematics of Computation, Vol. 84 (2015), pp. 1189–1215.
T. Okayama, K. Tanaka, T. Matsuo and M. Sugihara: DE-Sinc methods have almost the
same convergence property as SE-Sinc methods even for a family of functions fitting the
SE-Sinc methods. Part I: Definite integration and function approximation, Numerische
Mathematik, Vol. 125 (2013), pp. 511–543.
T. Okayama, T. Matsuo and M. Sugihara: Error estimates with explicit constants for Sinc
approximation, Sinc quadrature and Sinc indefinite integration, Numerische Mathematik,
Vol. 124 (2013), pp. 361–394.

■ 想定される連携先
・ メーカー系企業
・ 公的研究機関
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所
属
職・氏名
U R L

：情報科学研究科 システム工学専攻 組込みデザイン研究室
：教 授 中田 明夫
：http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~nakata/

研究キーワード

：組込みシステム、リアルタイムシステム、システム検証、
設計最適化、形式的手法

■研究テーマ

①

テーマ：実時間ソフトウェアのパラメトリックモデル検査手法

概要：動画像処理、自動車のエンジン制御など、動作に実時間性を要求されるシステムを誤り無
く設計することは容易ではありません。本研究では、そのような実時間システムの設計仕様やプ
ログラムが実時間性を満たして誤り無く動作するためには、システムを構成する個々のモジュー
ルの性能に関するパラメータ群（動作速度・実行回数など）がどのような関係を満たせばよいか
を示す条件式を自動導出し、システムが正しく動作するために最もコストの低いパラメータ群を
決定する手法を研究しています。

②

テーマ：実時間マルチタスクシステムの性能解析および最適化手法

概要：一定の機能を実行するタスクモジュール群が相互に連携して実時間処理を行う粗粒度マル
チタスクシステム（組込みシステム、制御系システム、車載システムなど）の動作仕様（タスク
グラフ）、実行環境におけるリソース制約、および各リソースのスケジューリング方針が与えられ
たときに、システムの性能要求（スループット、レイテンシなどへの要求）を満たすか否かの検
証、および、それらの要求を満たすコスト最小のシステム構成法に関する研究を行っています。
■研究テーマの応用例
（１）白線に沿って自走するロボットであるライントレースカーなどの制御プログラムに対して、
例えば最も速く走行するためには、モーターの性能に対してマイコンの性能（動作周波数）やプ
ログラムの単位時間の実行回数をどのように決定したらよいか？などの組込みシステム設計問題
を、パラメトリックモデル検査を用いて解く応用例に取り組んでいます。
（２）システム LSI や車載システムにおいて、個々の機能モジュール群の間で一定量の通信を一
定時間内で処理する要求があるときに、どのような構造でどのような速度のネットワークを組み
合わせれば、各通信に対するすべての要求を満足しつつ、全体のシステム製造コストを最小化で
きるかという応用例に取り組む予定です。
■想定される連携先
・半導体、組込みシステム/ソフトウェア、情報家電、自動車などの情報関連企業、研究機関など
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 組込みデザイン研究室
職・氏名 ：准教授 島 和之
U R L
：http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~shima/
研究キーワード ：分散システム、ソフトウェア工学
■研究テーマ

①

テーマ：関数型プログラミング言語

概要：Erlang, Haskell, Scala などの関数型プログラミング言語は企業でソフトウェア開発
に利用されています。関数型プログラミングでは，不具合の原因になりやすい破壊的代入（変
数の値を変更すること）よりも静的単一代入（変数への代入を 1 回限りに制限すること、以
下 SSA）が望ましいとされます。しかし、破壊的代入を使い慣れたプログラマが SSA 形式で
のプログラミングに慣れるまでには時間と手間がかかります。このため，破壊的代入を許す
関数型言語も多いのですが、プログラマが破壊的代入を多用すれば不具合が混入しやすくな
ります。本研究では、継続渡しスタイル（関数からの復帰において計算結果を関数に渡す様
式）を簡潔に表現し、破壊的に見えるが SSA を満たす言語を提案しています。

②

テーマ：オーバレイネットワークにおける経路制御方法

概要：P2P 型システムにおいて、多数のピアが相互に接続して形成するネットワークをオー
バレイネットワークといいます。オーバレイネットワークでは直接接続していない２つのピ
アの間で情報をやりとりするため、他のピアが情報を中継します。ピア間の接続が多いほど、
情報を中継する経路を短くしやすいですが、ピアの参加や脱退のとき、接続を更新する処理
の負荷が高くなります。そこで、少ない接続数で短い経路を選ぶ経路制御方法が研究の課題
です。
■研究テーマの応用例

オーバレイネットワークを用いた安否確認システム
概要：災害に備え、多数のサーバを地理的に分散配置し、サーバ間で安否情報を共有するた
め、研究テーマ②で提案した経路制御方法をサーバ間のオーバレイネットワークに応用する
ことで、障害に強い安否確認システムを実現できると考えています。
■主な著書、発表論文
島 和之, "継続渡しスタイルのラムダ計算に基づく破壊的風静的単一代入形式の関数型プログ
ラミング言語", 第 23 回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ (FOSE2016), 2016 年 12 月.
島 和之, 松尾 浩平, 大場 充, 佐藤 康臣, 清水 將吾, “一定次数のオーバレイネットワークに
おける最適経路長の経路決定方法の考察”, 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. 2, pp. 422-433,
2007 年 2 月.
■想定される連携先
・情報関連企業
・地方自治体
・公的機関
・教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 組込みデザイン研究室
職・氏名 ：准教授 双紙 正和
U R L
：http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~soshi/
研究キーワード ：情報セキュリティ、ネットワーク、分散システム
■研究テーマ

①

テーマ：ハッシュ関数を用いた効率的な認証法
概要：ハッシュ関数を用いることで，公開鍵暗号を必要としない，効率的な認証法につい
て研究します．

②

テーマ：センサーネットワーク，VANET 等の認証法
概要：センサーネットワーク，VANET など，近年注目を浴びている先進的ネットワークに
おける効率的な認証法について研究します．

③

テーマ：DoS 攻撃対策
概要：近年急務となっている，DoS 攻撃（サービス拒否攻撃）への対策方法を研究します．

■研究テーマの応用例
・セキュアなセンサーネットワーク，VANET の構築
・センサーネットワーク，VANET における，効率の良いセキュアプロトコル
・効率の良い認証プロトコル
・DoS 攻撃対策システム
■主な著書、発表論文
（共著論文）Y. Kurihara and M. Soshi. A Novel Hash Chain Construction for Simple and
Efficient Authentication. In 14th Annual Conference on Privacy, Security and Trust, PST
2016, December 2016.
（共著論文）K. Iwamoto, M. Soshi, and Takashi Satoh.

An efficient and adaptive IP traceback

scheme. In IEEE International Workshop on Internet of Things Services (IoTS), pp. 235-240,
November 2014.
（共著論文）T. Karasawa, M. Soshi, and A. Miyaji. “A novel hybrid IP traceback scheme with
packet counters”. In DCS 2012, vol. 7646 of LNCS, pp.71-84. Springer-Verlag, 2012.
（共著論文）A. Waseda and M. Soshi. “Consideration for multi-threshold multi-secret sharing
schemes”. In ISITA 2012, pp. 265-269, August 2012.
（共著論文）K. Emura, A. Miyaji, A. Nomura, M. S. Rahman, and M. Soshi. “Ideal secret sharing
schemes with share selectability ” . In ICICS 2011, vol. 7043 of LNCS pp. 143-157.
Springer-Verlag, 2011.
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
・情報関連企業
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
・ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 組込みデザイン研究室
職・氏名 ：准教授 村田 佳洋
U R L
：http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~murata/
研究キーワード ：組合せ最適化、遺伝アルゴリズム、ナビゲーションシステム
■研究テーマ

①

テーマ：遺伝的アルゴリズムとパラメータの自己適応

概要：遺伝的アルゴリズムは，生物の進化と淘汰を模した組合せ最適化アルゴリズムの一つで，
良い解を組み合わせてさらに良い解を求める点に特色があります。しかし，このアルゴリズムを
効率よく動作させるためには適切なパラメータ値を与える必要があります。そこで適切なパラメ
ータ値を自動的に与える自己適応遺伝アルゴリズムを利用することにより，パラメータ値を設定
する労力を減殺することができます。その中でも特に，多数のパラメータ値を同時に適応させる
ことのできるメタ的な手法について研究しています。
■研究テーマの応用例
一般に，旅行者が観光スケジュールを作成する際には，できるだけ多くの目的地を与えられた
時間内に効率よく回りたい，各目的地における施設の営業時間やイベントの開催時間，滞在時間
などを考慮したい，といった要求があります。また，候補となる目的地が多数存在し，時間的に
全てを訪れることが不可能な場合には，移動のコストや優先度を考慮し訪れる目的地の数を減ら
す必要があります。これらを考慮した経路探索問題は，NP 困難な組合せ最適化問題となります。
そこで私は，この問題を解くための，遺伝的アルゴリズムを利用した経路探索アルゴリズム，
およびそのアルゴリズムを用いたパーソナルナビゲーションシステムについて研究しています。
■想定される連携先
情報関連企業
地方自治体
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 組込みデザイン研究室
職・氏名 ：助 教 佐藤 康臣
U R L
：http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~sato/
研究キーワード ：情報推薦，協調フィルタリング
■研究テーマ

①

Web データ解析による協調フィルタリングにおけるユーザ-アイテムデータ
の作成
Amazon.com などの EC サイトでは商品（アイテム）推薦が行われています。商品
推薦を行うための基本的な技法として協調フィルタリングがあります。これは購
買者や商品を見たユーザがその商品に対し評価を付け、様々な商品に対する評価
の傾向が似ているユーザは嗜好が似ていると判断し、あるユーザが高い評価をつ
けた商品をそのユーザと嗜好が似ているユーザに推薦する方式です。より精度の
高い推薦をするためには、多くの商品に多くのユーザが評価を付ける必要があり
ますが、ひとつの EC サイト内ではその量が不十分です。そのため、本研究では、
ブログなど Web 上の情報から商品の評価情報を取得し、ユーザと商品の評価情報
を増加させるための手法を確立することを目的としています。

■研究テーマの応用例
EC サイトにおける情報推薦の精度向上

■主な著書、発表論文
ユーザによるアイテムの組み合わせを考慮した推薦方式の提案、赤星佑太、佐藤康臣、大場充、
電気・情報関連学会中国支部第 64 回連合大会、pp.181-182、2013 年

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 通信・信号処理研究室
職・氏名 ：教 授 藤坂 尚登
研究キーワード：信号処理ハードウエア、通信回路、非線形確率系
■研究テーマ

①

テーマ：論理セルアレイを用いた信号処理

概要：単純な論理演算を行うセルの局所的かつ一様な結合によって構成されるアレイ状回路を用
いて信号処理を行う研究です。すべての配線が局所的であることや誤動作に耐性を持つことなど
の特徴は量子効果デバイスの応用を可能にします。単電子トンネリングや超伝導単一磁束量子を
応用したディジタル・ウェ−ヴ・フィルタなどの設計を行っています。

②

テーマ：高レート低量子化信号処理

概要：ΔΣ変調型Ａ/Ｄ変換器などによって１〜数ビットに量子化された高速レート信号をナイキ
ストレート・マルチビットデータに変換することなく直接処理する信号処理回路方式に関する研
究です。アナログに代わるナノエレクトロニクス時代の信号処理を目指し、さまざまな演算を行
う回路ライブラリーを構築しています。

③

テーマ：量子論的確率システムの解析

概要：光電効果による電磁波検出が THz 波領域にまで拡大されています。光電子を量子波動と見
なし，量子波干渉などの量子現象を応用した通信用回路を研究しています。また、光電子を確率
的古典粒子と見なし，量子現象応用回路の集中定数回路シミュレータ用モデルを開発しています。

④

テーマ：古典論的確率システムの解析

概要：ノイズ存在下の位相同期ループやコスタスループ、擬似ランダム符号に追従するディレイ
ロックループなど実環境下の通信用回路は非線形確率系と見なすことができます。これらのルー
プの定常位相誤差や同期外れ率など、確率的現象の定量的推定を容易にするための数理解析法を
研究中です。
■研究テーマの応用例
上記①②の構成はナノエレクトロニクス技術によるディジタル信号処理集積回路の実現を容易に
します。 ③は量子力学的現象を応用した将来の通信・センシングシステム，④は雑音環境下の通
信システムの通信品質推定などが適用分野です。
■主な著書、発表論文 (番号は研究テーマに対応)
1. A Sigma-Delta Domain Lowpass Wave Filter,
IEEE Transaction on Circuits and Systems I, 2015.
2. Sorter-based Arithmetic Circuits for Sigma-Delta Domain Signal Processing (Parts I&II)
IEEE Transaction on Circuits and Systems I, 2012.
3. Probabilistic Particle Model of Quantum Waves Propagation with Reflection, Transmission, and Coupling,
Proc. IEEE Int’l Symp. on Circuits and Systems, 2014.
4. Steady-State Analysis of Phase-Locked Loops Tracking Markovian Sequences,
Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, 2011.
■想定される連携先
・通信、音響、計測、電機機器メーカー
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 通信・信号処理研究室
職・氏名 ：准教授 福島 勝
U R L
：http://regulus.mtrl1.info.hiroshima-cu.ac.jp/~mtrl1/
研究キーワード ：分光測定
■研究テーマ

①

テーマ：含金属化合物のレーザー分光

概要：電子デバイスや触媒に関連した金属を含む不安定分子のレーザー分光観測

②

テーマ：芳香族ラジカルのレーザー分光

概要：ガソリン燃焼排気ガスなどに含まれる大気汚染物質の成分である芳香族不安定分子のレー
ザー分光観測
■研究テーマの応用例
･ 大気中に含まれる極微量ガスの高感度･高分解能濃度測定手法の提案。
( 例えば、内燃機関から排出される高温の排気ガス中に含まれる特殊な極微量成分の濃度測定
( ppm or ppb オーダー ) のニーズがあった場合、その成分の特徴を考慮して、最適な測定方
法を提案する、など )
･ 極微量ガスの高感度･高分解能濃度測定装置の開発。
( 例えば、航空機搭載用温暖化ガス濃度測定装置やゴミ焼却炉からの有害排出ガス濃度･温度
などのリアルタイムモニタリングシステムなどの高感度･高分解能測定装置の実機に即した企
画の提案やその実際の装置化･システム化、など )
■主な著書、発表論文
Masaru Fukushima and Takashi Ishiwata,
Dispersed Fluorescence spectroscopy of the SiCN A 2 – X 2Π system: observation some
vibrational levels with chaotic characteristics
J. Chem. Phys. vol. 145, no. 21, 214304, 2016.
Masaru Fukushima and Michael C.L. Gerry
Fourier transform microwave spectroscopy of aluminum hydrosulfide, AlSH
J. Mol. Spectrosco., vol. 262, 11, 2010.
■主な特許、芸術作品等
発明の名称

薄膜の生成・分解方法及び装置

出願番号

特許出願平６－２２９３９９

出願日

１９９４年９月２６日

公開番号

特許公開平８－８９７９１

公開日

１９９６年４月９日

■想定される連携先
･国際的に最先端の分光技術を利用したフィールド測定用環境装置の製品化には前向きに取り組
みたい。
･環境を改善する装置ではなく、環境を正確に観測する装置の開発する分野で連携可能です。

- 145 -

所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻
職・氏名 ：准教授 桑田 精一
研究キーワード ：量子情報、電子輸送

通信・信号処理研究室

■研究テーマ

①

テーマ：量子情報理論

概要：情報のエントロピーを用いた不確定性関係とその応用

②

テーマ：電子輸送論

概要：半導体や超伝導体における電子輸送現象の非摂動論的解析
■研究テーマの応用例

■ 主な著書、発表論文
理工系学生のための基礎物理学，大澤/智興，桑田/精一，田中/公一，藤原/真，廣瀬/英雄，小田
部/莊司（培風館，2017 年）.

Deriving the carrier drift velocity in a semiconductor from the Luttinger model.
S. Kuwata and Y. Koyama, Recent Res. Devel. Phys. 4 (2003) 533-543.
Superconductivity and partial violation of spin correlation in electron stripes,
S. Kuwata, Phys. Rev. B 64 (2001) 224506/1-6.
Deriving the Schroediner equation from Newtonian kinematics,
S. Kuwata and H. Oohama, Nuovo Cimento B 123 (2008) 1597-1605.
■主な特許、芸術作品等

■ 想定される連携先
・Okayama Institute for Quantum Physics (OIQP)
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 通信・信号処理研究室
職・氏名 ：講 師 神尾 武司
研究キーワード ：ソフトコンピューティング（学習・認識・最適化）、信号処理
■研究テーマ

①

テーマ：強化学習ベース多船航路探索法に関する研究

概要：強化学習とは、
『人間は環境との相互作用を通じて行動の良し悪しを学習している』という
事実に注目した学習法であり、ロボットの制御における利用が盛んです。本研究では、この強化
学習を多船航路探索に適用し、実用的な海上交通アセスメントツールの開発を目指しています。

②

テーマ：群知能を用いた最適化手法の応用に関する研究

概要：例えば、ある性能が最大になるように機械を調整することを評価関数の最大値探索問題と
言います。機械が複雑化すると調整個所すなわち評価関数の変数は多くなり、探索問題の難易度
が急上昇します。このような問題を効率的に解く方法として、さまざまな群知能が研究されてい
ます。本研究では群知能の中でも、鳥や魚の群れに見られる集団的な振る舞いをヒントにした粒
子群最適化法(PSO)について理論・応用の両面で研究を行っています。特に現在、情報通信技術
(ITC)を活用した次世代送電線網であるスマートグリッドのための電力線通信(PLC)に注目し、安
定かつ高効率な PLC を実現するための手法について研究を進めています．
■研究テーマの応用例
・ 安全面を考慮した配送ロボットの経路決定
・ MAS に基づく災害時の人の流れのモデル化
・ 群知能に基づくシステムパラメータの最適化
■主な著書、発表論文
・ 神尾武司，保井俊祐，田中隆博，三堀邦彦，藤坂尚登，
“参照航路が強化学習ベース多船航路
探索法に与える影響，”信学技法，NLP2016-108，pp.13-18，2017．
・ 保井俊祐，神尾武司，高野瑛菜，藤坂尚登，
“電化製品の稼働状況を考慮した電力線通信パラ
メータの最適化，”信学技法，NLP2016-65，pp.5-10，2016．
・ 神尾武司，桜井拓哉，藤阪尚登，
“PSO における収束粒子と非収束粒子の個体数に関する検討，”
信学技法，NLP2015-86，pp.27-32, 2015．
・ M. Nakayama, T. Kamio, K. Mitsubori, T. Tanaka, and H. Fujisaka, “ Multi-Agent
Reinforcement Learning System to Find Efficient Courses for Ships,” Proc. of IEEE
International Workshop on Computational Intelligence and Applications，pp.89-94, 2014.
・ T. Tanigawa, T. Kamio, K. Mitsubori, T. Tanaka, H. Fujisaka, and K. Haeiwa, "Modified
Multi-Agent Reinforcement Learning System to Find Ships’ Courses," Proc. of NOLTA,
pp.487-490, 2013.
・ Y. Itaki, T. Kamio, H. Fujisaka, and K. Haeiwa, "PSO with Restricted Searching
Dimensions," Proc. of NOLTA, pp.248-251, 2013.
・ T.Kamio, Y.Itaki, H.Fujisaka, K.Haeiwa, "Searching Ability of PSO with Non-Convergent
Particles," Proc. of NOLTA, pp.150-153, 2012.
・ T.Kamio, K.Mitsubori, T.Tanaka, H.Fujisaka, K.Haeiwa, "Effects of Prior Knowledge on
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Multi-Agent Reinforcement Leaning System to Find Courses of Ships," Australian Journal
of Intelligent Information Processing Systems, vol.12, no.2, pp.18-23, 2010.
・ 三堀邦彦，神尾武司，田中隆博，
“強化学習による避航進路の決定，”日本航海学会誌 NAVIGATION,
170, pp.26-31, 2009.9.
・ K.Mitsubori, T.Kamio, and T.Tanaka, “Finding the shortest course of a ship based on
reinforcement learning algorithm,” The Journal of Japan Institute of Navigation,
vol.110, pp.9-18, 2004.
■想定される連携先
・情報関連企業
・公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 通信・信号処理研究室
職・氏名 ：助 教 辻 勝弘
U R L
：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000053/profile.html
研究キーワード ：半導体デバイス、集積回路、デバイスモデリング
■研究テーマ

①

テーマ：デバイス測定とその評価技術

概要：しきい値電圧、実効チャネル長等のデバイスパラメータの値は、回路シミュレーショ
ンでは重要な意味を持ちます。よって、パラメータの値の物理的な意味が失われないように
抽出を行う必要があります。本研究では、電流電圧特性だけではなく、実測に基づくコンダ
クタンスやキャパシタンス特性からもパラメータ抽出とその評価技術に関する研究を行って
います。またそれらのパラメータばらつきについても解析し、原因の追及を行っています。

②

テーマ：デバイスモデリング

概要：特に PowerMOSFET のデバイスモデリングを中心に研究を行っています。PowerMOSFET
はその高耐圧性のために、通常の MOSFET とはデバイス構造が異なります。その特有なデバイ
ス構造の解析を含め、SPICE 用回路シミュレーションモデルの開発を行っています。
■研究テーマの応用例
上記の研究において開発されるモデルや抽出されるパラメータの値はデバイス構造に依
存する部分もありますが、モデリングやパラメータ抽出において用いられる技法や評価技術
等は、その他の先端微細デバイス解析や計測技術の精度向上にも有用であると考えます。
■主な著書、発表論文
[1]

K. Tsuji, K. Terada, R. Takeda, and H. Fujisaka, “Study on Threshold Voltage Evaluated by
Charge-Based Capacitance Measurement,” IEICE TRANS. ELECTRON., Vol.E99-C, No.4,
pp.466-473, April. 2016.

[2] K.Tsuji, K. Terada, and R. Kikuchi, “Development of Test Structure for Variability Evaluation

using Charge-Based Capacitance Measurement,” IEICE TRANS. ELECTRON., Vol.E97-C,
No.11, pp.1117-1123, Nov. 2014.
[3] Katsuhiro Tsuji and Kazuo Terada, “Comparison of Channel Length Extracted from Gate
Capacitance with That Extracted from Channel Resistance,” Proc. Int. Conf. on Microelectronic
Test Structures, pp.87-91, (2014)
[4] Katsuhiro Tsuji and Kazuo Terada, “Effective Channel Length Estimation Using Charge-Based
Capacitance Measurement,” Proc. Int. Conf. on Microelectronic Test Structures, pp.59-63, (2013)
[5] K. Tsuji, K. Terada, M. Minami and K. Tanaka, “Extraction of effective LDMOSFET channel length
and its application to the modeling,” Proc. Int. Conf. on Microelectronic Test Structures, pp.81-84,
(2000)
■想定される連携先
・半導体関連、電機関連、自動車電装関連など
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 サウンドデザイン研究室
職・氏名 ：教 授 石光 俊介
U R L
：http://sd.hfce.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：サウンドデザイン、ウェーブレット、適応制御、音声認識
■研究テーマ

①

テーマ：サウンドデザインとその評価

概要：近年、車内音は静けさだけではなく、加速音など音環境としての快適さが追求されるよう
になってきました。どう快適な音空間を実現するかというサウンドデザインを実験心理学とウェ
ーブレットなどを用いた非定常信号処理の両面から評価しつつ、製品イメージにあった“音”を
実現するとともに、視覚的に客観評価する方法を開発します。

②

テーマ：体内伝導音による騒音に強い音声インタフェース

概要：工場などの音声よりも騒音の方が大きな環境で骨導等の体の中を伝わる音声情報により音
声認識システムを構築し、ノイズに強い音声インタフェースを開発します。また、農業分野への
応用も行っています。

③

テーマ：アクティブノイズコントロール、適応音質制御

概要：騒音に逆位相の音波を干渉させて所望の領域だけ静かな環境を実現するアクティブノイズ
コントロールの高速化と安定化のための適応制御アルゴリズムを開発します。またこの技術を用
いた音質制御システムも開発しています。

④

テーマ：音情報の福祉応用技術開発

概要：咽頭ガンにより声を失った人のための発声支援システムや難聴者のための安価な補聴器
（集音器）や、音声からのみ診断で期す非侵襲名診断システムの開発を行っています。
■研究テーマの応用例
①自動車吸気音の簡易的な相関解析方法（瞬時相関関数）の開発とサウンドデザイン
自動車音の“ワクワク感”設計
ボタン押し時の触覚と音による“高級感”の特徴づけ
ハイディフィニションオーディオ（高級音響機器）の音質差可視化
神経生理学的側面からの客観評価
②体内伝導音による認識システムを用いた知識データベースへのアクセス（工場などでハンズフ
リーアイズフリーの状態で作業をしながら情報検索をする）
工場での体内伝導認識を用いた熟練技術者のノウハウデータベースの構築
高騒音下でのマン・マシン・インターフェィスシステム構築
罹患家畜の早期検出
③自動車、船舶などの空間音響制御、騒音抑制
放射音の騒音制御
より自然感のある疑似サラウンド音の作成
個性に基づく適応音質制御

- 150 -

④食道発声法による音声の明瞭化、共振現象を用いた安価な補聴器の開発
音声による歯科矯正診断装置の開発
脳波による痛みの可視化
■主な著書、発表論文
著書 人間工学の基礎、機械の研究、養賢堂(連載中)
官能評価活用ノウハウ～感覚の定量化・数値化手法～：ウェーブレットによる聴感印象と物
理解析の関連づけ,技術情報協会,pp.490-504,2014 年 6 月
生産システム工学―知的生産の基礎と実際 (科学技術入門シリーズ) (共著)、朝倉書店、2001
年
論文

Effects of masking noise in auditory feedback on singing, International Journal of

Innovative Computing, Information and Control Volume 13, Number 2, 591-603,April 2017
高齢者見守りのための音情報を用いた転倒識別に関する研究 , 日本機械学会論文集
Vol.82(2016),No.844, 2016 年 12 月
体内伝導音のサブワード単位線形予測による音質明瞭化と調音素性分析を用いた評価，日
本感性工学会論文誌，第 15 号 1 号, pp.127-134

2016 年 2 月

Input level dependence of distortion products generated by saturating feedback in
a cochlear model, Acoustical Science and Technology, Vol. 37 (2016) No. 1 P 1-9,
January, 2016
脳磁界計測による自動車加速音評価 騒音制御工学会

The Journal of the INCE of Japan，

Vol.37，No.4，pp.188-191，2013 年 8 月
■主な特許、芸術作品等
舌位・舌癖判定装置、舌位・舌癖判定方法及びプログラム 特願 2016-167180
転倒検知装置及び転倒判定方法 特願 2016-31648
発声支援方法

特許第 5354485，2013 年 9 月 6 日

信号再生装置

特許第 5327735，2013 年 8 月 2 日

音声認識装置および音声変換装置

2016 年 2 月 23 日

特許第 5229738，2013 年 3 月 29 日

■想定される連携先
・自動車、音響、船舶、医療機器メーカなど
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2016 年 8 月 29 日

所
属
：情報科学研究科 システム工学専攻 サウンドデザイン研究室
職・氏名
：助 教 高橋 雄三
ホームページ ：http://oshe.hfce.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード：人間工学、認知心理学、生理心理学、ヒューマン・インタフェース
■研究テーマ

① テーマ：アイコニック・メモリにおける無意味輪郭図形の記憶－再認特性の解析
概要：人間－機械－環境系への適用を目指した無意味輪郭図形の記憶－特性について実験的に検
討しています。

② テーマ：簡易型３次元動作測定装置の開発
概要：狭小空間内で簡便にサーブリグ記号に応じた 17 のヒトの動作を測定・解析できる３次元
動作解析システムの開発をおこなっています。

③ テーマ：画像酔いやミス・コミュニケーションを誘発する錯視現象を用いた視覚
刺激の諸特性に関する研究
概要：画像酔いを誘発させる錯視現象を用いた視覚刺激の諸特性の同定と刺激の種類に応じた減
弱過程の定式化，産業保健人間工学的対策などを実験的に検討しています。
■研究テーマの応用例
①３次元レベルメータの開発
言葉を介さない認知情報処理過程のモデル化
一瞥(アイコニック・メモリ)により認知－判断可能３三次元レベルメータの開発
②簡易型３三次元動作測定装置の開発
３次元動作解析のための基本指標の開発
労働に密接に関連した動作（サーブリグ）を推定する簡易型の動作測定装置の開発
③コンピュータ対話型作業向けの労働衛生管理のためのガイドライン
マルチディスプレイ，立体テレビ，HMD などに特化した VDT 作業ガイドラインの策定
遠隔操作やインターネット上での協調作業を促進するインターフェースの開発
■主な著書・発表論文
・Role of assigned persona for computer supported cooperative work in remote control environment，
Human Interface and the Management of Information: Information and Interaction for Learning, Culture,
Collaboration and Business (15th International Conference, HCI International 2013 Proceedings, Part
III)，pp.372-380（2013）
・主観的輪郭の記憶―再認特性に関する実験的検討，人間工学，Vol.48（2），pp. 70-78（2012）
・無意味輪郭図形の提示個数が図形の異同判断精度に及ぼす影響，Vol.13（1），pp.8-15（2012）
・Induction of cooperative behavior through exchange of nonverbal information，Journal of Advanced
Computational Intelligence and Intelligent Informatics，Vol.15（7），pp.904-910（2011）
・Eye-movement-based instantaneous cognition model for non-verbal smooth closed figures，Human–
Computer Interaction：Interaction Techniques and Environments，Vol.6762，pp.314-322（2011）
・第 11 章 錯視現象のインターフェースへの応用に関する研究，岸田孝弥監修：改訂版 実践 産
業・組織心理学【産業現場の事例を中心にして】，pp.148-162，創成社（2009）
■想定される連携先
・計測（測定）機器製造業，公的研究機関，地方自治体など
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 サウンドデザイン研究室
職・氏名 ：助 教 中山 仁史
U R L
：http://sd.hfce.info.hiroshima-cu.ac.jp/masashi/
研究キーワード ：音声、骨伝導、音声認識、音情報処理、音声言語処理
■研究テーマ

①

テーマ：音響的クラスタリングを用いた骨伝導音の明瞭性改善

概要：発声する音声よりも周囲の雑音が大きい環境下では明瞭な音声を得ることができません。
このようなとき，気導雑音の影響を受けにくい骨伝導音を用いることで，雑音環境下でも骨伝導
音として音声を得ることができます。しかしながら，骨伝導音は音声と比較して明瞭性が低く，
より自然な音声を得るための明瞭化技術が求められています。本研究では同時に発声された音声
と骨伝導音の音響的関係を明らかにし，この関係性を基とした音響的クラスタリングにより，音
素また音節毎に適した明瞭化処理で高精度な明瞭性改善を図ります。そして，雑音環境下の骨伝
導音から音声を推定し，円滑な音声コミュニケーションの実現を行います。

図１．明瞭化前の骨伝導音

②

図２．明瞭化後の骨伝導音

テーマ：詩吟歌唱における歌声の音響特徴解析と歌唱メカニズムの解明

概要：日本また中国古来の監視・漢文を成長と呼ばれるメロディで吟じる詩吟が中高年をはじめ
広く親しまれています。しかしながら，オペラ歌唱などと比較して詩吟は極めてマイナーである
ため，歌声の音響的特徴や歌唱メカニズムなどを明らかにする研究を行っています。これにより，
詩吟歌唱を習得する上での練習支援や詩吟歌唱の音響的特徴を含んだ歌声合成などへの応用が期
待できます。
■研究テーマの応用例
・高磁場・高騒音を伴うような劣悪な環境下でも利用可能なマイクロフォン
・詩吟歌唱をはじめとした歌唱練習支援及び歌声合成
■主な著書、発表論文
1. M. Nakayama, et al, "A study of making clear body-conducted speech using differential
acceleration", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol.6 Issue 2,
pp.144-150, March 2011(online: January 2011).
■主な特許、芸術作品等
１．“信号再生装置”, 特許第 5327735 号, 2013 年 8 月 2 日
２．“音声認識装置及び音声変換装置”, 特許第 5229738 号, 2013 年 3 月 29 日
■想定される連携先
・情報関連企業，公的研究機関及び教育機関
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所
属 ：情報科学研究科 システム工学専攻 システムインタフェース研究室
職・氏名 ：助 教 川本 佳代
U R L
：http://www.sys.info.hiroshima-cu.ac.jp/interface.html
研究キーワード ：教育工学、科学教育、情報教育
■研究テーマ
① テーマ：e-ラーニング用サイトの構築方法に関する研究
概要：近年注目を集めているe-ラーニングの目的は，基礎知識や技術の習得から、高度な思考力(創
造的思考力、論理的思考力等)や実践的な応用力の習得まで様々です。
それぞれの目的に応じた学習コミュニティの構築方法、Web サイトの作成方法、学習の活性化手
法、コンテンツ開発について研究を行っています。

②

テーマ：e-ラーニング教材の開発

概要：e-ラーニング教材を開発しています．コンピュータ及びインターネットの特性を生かし，
コミュケーション能力，論理的思考力等の高度な能力の育成や，英語・数学・国語等教科学習を
目的とする学習システムを，実験を通してその有効性を示しながら開発しています．具体的には，
現在タブレットを使用した証明学習用システム，図形問題における補助線習得システム，失語症
患者のためのリハビリシステム等を開発中です．

③

テーマ：e-ラーニングの評価方法に関する研究

概要：e-ラーニングの評価方法について研究を行っています。基礎知識や技術の習得を目的とす
るe-ラーニングにおいては、獲得させたい知識を習得しているかどうか、技術を使用できるかど
うかはペーパーテストや実技試験で時間的にも労力的にも比較的容易に客観的な評価を行うこと
ができます。しかし、高度な思考力や実践的な応用力については、評価が主観的になりがちであ
り、時間かかることから、実現は難しい。投稿ログ解析、アンケート、インタビュー等を通して、
客観的で適切な評価方法の研究を行っています。

■研究テーマの応用例
新たにe-ラーニングを始めようとする団体や既に行っている団体に対して、以下のような講義
や実践に即した助言を行うことができます。
・e-ラーニング用サイトや学習コミュニティの構築方法、維持方法
・さまざまな教育目的に応じた学習システムの開発
・学習効果を客観的に測るための評価方法や分析方法（統計的手法，データマイニング，質的分
析手法等）
・e-ラーニングの現状と未来

■想定される連携先
・小・中・高等学校
・公民館等の生涯学習を目的とする機関
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所
属
職・氏名

：情報科学研究科 医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室
：教 授 鷹野 優
専門分野：計算生命科学
准教授 中野 靖久
専門分野：視覚情報工学
准教授 釘宮 章光
専門分野：生物機能工学
講 師 香田 次郎
専門分野：生物工学
助 教 齋藤 徹
専門分野：量子化学
U R L
：http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
研究キーワード ：バイオテクノロジー，バイオプロセス，植物工場，
バイオエネルギー，廃棄物再資源化，照明・色彩，計測制御
バイオセンサー，金属タンパク質
■研究テーマ

①

LED 完全制御型植物工場に関する研究
LED 完全制御型植物工場は，光合成や花芽形成など，植物
の生育に必要な波長の光だけを照射することができ，太陽光利
用型植物工場に比べて，栽培期間を短くすることができる，植
物の生育が良好であるなどの利点を有しています。また，LED
照射によってビタミンなどの機能性成分が高濃度に蓄積する

水耕栽培実験

ことが知られており，薬効成分を高濃度に含む薬用植物の生産
などに寄与できます。しかし，多額の初期設備投資や照明や温
調のための電気代などの運転経費がかさむことが弱点です。当
研究室では初期投資が安価なシステムの開発や省エネルギー
型の照明装置の開発，栄養源の適切な計測・管理法の開発など
を行っています。
植物育成用 LED 照明装置

②

照明，色覚に関する研究
照明光のスペクトル分布の違い

照明用蛍光灯（昼光色）

植物育成用蛍光灯

により，その照明下の物体の色の見
えは変化します。照明の設計や照明
を用いたディスプレイの設計では，
どのような照明がよい照明といえ
るのかの判断基準が必要とされま

異なる照明による色の見えの違い

す。ここでは，照明光のスペクトル
を任意に設定できるよう，マルチス
ペクトルカメラで物体の分光反射
率を測定し，コンピュータのディス
プレイ上にその照明下での色の見
えを再現できる装置を開発し，照明
の良し悪しを心理実験により評価
を行う実験を行います。そのデータ
に基づいて照明の新しい評価方法

照明シミュレータによる演色性の評価法

を提案します。
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また，色覚異常の診断には照明環境の影響を受けやすい石原式検査表が広く用いられて
いる。本研究室では，脳波を計測することで他覚的に色覚異常を診断するシステムの開発
を行っています。

③

バイオエネルギー生産に関する研究
エネルギーのほとんどを有限な化石燃料に頼っている現在，燃焼産物である二酸化炭素に
よる地球温暖化やそれに伴う環境，気象等の多く
の問題が人間も含めた地球生物の存在を危うく
させています。このような中，環境に優しい再生
可能なエネルギーを永続的に確保することが不
可欠とされ，太陽光，風力，水力などさまざまな
エネルギー源が研究開発されています。その一つ
に太陽光エネルギーを利用して生物が作り出し
た炭水化物や油脂などを原料としたバイオマス
エネルギーの生産があります。
当研究室では，植物油や廃食用油からのバイオ
ディーゼル燃料（BDF）生産の反応条件の最適化
や経済評価，副産物の有効利用，BDF の品質測
定法や管理法の開発，BDF の燃料としての適性
を求めた改質などの研究を行っています。

④

出典：INE OASA Web サイト
（http://www.e-jyan.jp/system.html）

血中アミノ酸濃度を指標とする病態計測装置の開発
臨床医療や予防医療の分野において、検体の分析を「そ
の場」において行うことは疾患の早期発見や疾病の病態
管理に非常に有効であり、また必要とされている技術で
す。本研究では 20 種類のアミノ酸濃度を網羅的に、かつ
迅速・簡便に計測可能なアミノ酸分析用チップ、および
センサー素子の開発を目的として研究を行っています。
本研究が実現することで疾患の早期発見や病態の管理に
有用となり、患者のみならず健常な人の食や医療に対す
る安心・安全を実現、向上させることが可能になると考
えられます。

⑤
究

金属タンパク質の機能のメカニズムに関する研
金属タンパク質は、光合成での水から酸素の生成など、
高温高圧といった極限下でしかできない化学反応を、副
生成物を出すことなく温和な条件で反応を高効率に進
めることができます。さらに立体特異性・選択性も高く、
水中で反応するなど、まさに環境に優しい触媒としては
たらきます。金属タンパク質がどのようにして優れた機
能を発揮しているか、その原理をコンピュータシミュレ
ーションにより明らかにする研究を進めています。また
得られた知見を利用した機能性分子（薬剤分子や人工タ
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ンパク質）の設計も進めております。

⑥

in silico 分子設計に向けた手法開発
計算シミュレーションは、新規分子の製法ルートの開発において実験と相補的な方法と
して用いられるようになってきました。反応が進行する過程を視覚的に理解できると同時
に、近年では候補となる分子に対し
て予め計算を用いてスクリーニング
を実施し、合成に取り掛かるという
研究例も増えています。化学薬品や
医薬品の合成では、非常に反応性の
高い不安定なラジカル中間体を経る
反応が多く見られます。そこで、ラ
ジカル種が関与する系に対しても精
度良く、かつ簡便に計算できる手法
の開発を進めております。

■研究テーマの応用例
①

LED 完全制御型植物工場に関する研究
当研究室で製作した植物育成用 LED 照明について，多くの技術相談が寄せられています。

応用分野としては，植物工場以外にも，LED 照明の医療分野への応用が期待されています。
② 照明，色覚に関する研究
白色 LED などの新しい照明装置の設計，照明ディスプレイなどのコーディネーション，イ
ンテリアデザインなどへの応用が期待されています。また，色覚に関する様々な症状の計測へ
の応用も期待されます。
③ バイオエネルギー生産に関する研究
反応方式や反応条件の最適化，経済評価，副産物の有効利用，バイオディーゼル燃料（BDF）
の品質測定法や管理法などについての蓄積された情報の提供や共同研究も可能です。
④ 血中アミノ酸濃度を指標とする病態計測装置の開発
家庭や病院などで手軽に病気の診断をしたり、食品の鮮度や味の計測ができる測定器などへ
の応用が可能です。
⑤ 金属タンパク質の機能のメカニズムに関する研究
薬剤分子等の非天然の分子に特異的な人工酵素を設計することで、医薬品合成での光学分
割・保護基由来の大量の廃棄物を減らすことが期待できます。

in silico 分子設計に向けた手法開発

⑥

化学薬品、医薬品合成における候補分子を予め絞ることがきるので、試薬にかかるコスト及
び大量の廃棄物の削減が期待できます。
■主な著書、発表論文(関連分のみ)
① LED 完全制御型植物工場に関する研究
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香田次郎，佐々木理緒，釘宮章光，中野靖久，矢野卓雄，鷹野優，“ブロッコリースプラウト
中のアントシアニン含量に及ぼす LED 照射の影響”, 日本食品工学会第 17 回（2016 年度）年
次大会講演要旨集，p. 32 (2016)
② 照明，色覚に関する研究
Y. Nakano, H. Tahara, K. Suehara, J. Kohda and T. Yano: Application of multispectral camera to color
rendering simulator, Proceedings of the AIC Colour 05, pp. 1625–1628, The 10th Congress of the
International Colour Association, Granada, Spain, (2005).
③ バイオエネルギー生産に関する研究
J. Kohda, Y. Nakano, A. Kugimiya, Y. Takano and T. Yano: Recycling of biodiesel fuel wastewater for
use as a liquid fertilizer for hydroponics, J. Mater. Cycles Waste Manag., 19(3), 999-1007 (2017).
K. Suehara, Y. Kawamoto, E. Fujii, J. Kohda, Y. Nakano and T. Yano: Biological treatment of
wastewater discharged from biodiesel fuel production plant with alkali-catalyzed transesterification, J.
Biosci. Bioeng., 100(4), 437–442 (2005).
④ 血中アミノ酸濃度を指標とする病態計測装置の開発
A. Kugimiya, H. Konishi and R. Fukada: Flow analysis of amino acids by using a newly developed
aminoacyl-tRNA synthetase-immobilized, small reactor column-based assay, Appl. Biochem. Biotech.,
178, 924-931 (2016).
⑤ 金属タンパク質の機能のメカニズムに関する研究
Y. Takano, K. Yamaguchi and H. Nakamura: Theoretical studies of effect of protein environment on
electronic structures and chemical indices of the active site of oxygenated and deoxygenated
hemerythrin, Int. J. Quantum Chem. 113(4), 497-503 (2013).
⑥

in silico 分子設計に向けた手法開発

T. Saito, Y. Kitagawa, and Y. Takano: Reparameterization of PM6 Applied to Organic Diradical
Molecules, J. Phys. Chem. A 120(43), 8750-8760 (2016).
■想定される連携先
・各種企業（研究分野が広いので業種は特に問わない），地域団体，地方自治体，公的研究機
関，教育機関，ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 医用画像工学研究室
職・氏名 ：教 授 増谷 佳孝
准教授 青山 正人
准教授 藤原 久志
U R L
：http://www.medimg.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード：医用画像処理，画像診断支援，拡散 MRI，計算解剖学，光学顕微鏡
■研究テーマ
概要：X 線 CT，MRI，顕微鏡などの画像により，臓器から細胞のレベルまで，生体の形や動き，そ
の個体差，疾患による変化を捉え，医療や医学をサポートする技術の研究を行っています．解剖
学的知識などの計算機内での数理表現に基づく医師と同等以上の観察眼や知能，学習能力を持つ
機械の実現，および基礎医学に役立つ技術・知見の創出を目指しています．以下に主要な研究テ
ーマについて述べます．

① テーマ：計算解剖学
医用画像に何が撮像されているか，すなわち臓器構造や病変などの異常の有無を把握する
といった画像理解に関して，計算機が医師と同等の能力を持つには多様な人体の解剖学的構
造を統計的な知識として計算機内で表現する必要があります．このように解剖学的知識を計
算機内で統計的に表現し，医用画像理解に役立てるための新しい学問分野を計算解剖学とい
い，本研究室では関連する様々な研究を行っています．

② テーマ：画像診断支援
計算機による医用画像理解の応用の一環として，読影医の支援を行う研究を行っています．
具体的には，X 線 CT 画像における結節 MRA 画像における脳動脈瘤，マンモグラフィにおける
腫瘤などの自動検出・良悪性鑑別，心電同期 X 線 CT 画像における心臓の動態解析，心筋ブリ
ッジの定量化などです．また，多数のデータサンプルに基づく病変の自動検出・鑑別の技術
において重要な，ディープラーニングなどの機械学習処理を臨床現場で効率的に行うための
環境に関する研究も行っています．

③ テーマ：拡散 MRI のイメージング・処理および解析
拡散 MRI は生体内の水分子の拡散現象やその異方性を定量的に捉えたもので，生体構造の
推定に重要な役割を果たします．特に，神経線維束がその走行方向の水分子の運動を強く制
限する事実に基づいた線維追跡法によるトラクトグラフィは，診断支援や治療支援に大きく
貢献しています．本研究室ではイメージング手法，線維追跡や軸索径推定，またこれらの応
用に関する新しい手法の研究を行っています．

④ テーマ：光学顕微鏡による計測・解析手法の開発
生きている細胞やそれを覆う膜，あるいはそれらを模したモデル系（例：脂質二分子膜）
の光学顕微鏡計測・解析手法の開発を行っています．具体的には，観察対象（基本的に透明）
の可視化の工夫（光の干渉を利用）
，高速度カメラによる長時間連続画像記録，観察対象の物
理量の同時計測（例：電気計測）などに取り組んでいます．そこでは，ソフトウェアや実験
装置の自作・改良といった「手づくり」の部分を大切にしています．
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悪性

良性

結節状陰影（矢印）に対する自
動解析結果（悪性らしさ）
左：90％，右：24％
X 線 CT における肺結節の解析

拡散 MRI による軸索径推定

好中球の顕微鏡画像の動解析

実績：科学研究費に関しては，増谷が研究代表者として基盤研究（B）「拡散 MRI を用いた生体構
造のマルチスケール推定による新しい診断情報の創出」(2014-2016)を行ったほか，新学術領域研
究「多元計算解剖学」の計画班（多元計算解剖学の基礎数理）の分担研究者，JST による CREST
研究「現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築（水藤チーム）」に参画しています．技術
の実用化に関しては，青山らが開発し US 特許を取得した鑑別診断技術が R2 Technology 社（現：
Hologic 社）の X 線乳房画像診断支援装置に組み込まれており，増谷らが開発した拡散 MRI を用
いた線維追跡法も特許を取得した後，ソフトウェアが GE Healthcare 社の MRI 装置に組み込まれ
ています．
■主な著書，発表論文など
・H. Kobatake, Y. Masutani (Eds.), Computational Anatomy Based on Whole Body Imaging Basic
Principles of Computer-Assisted Diagnosis and Therapy, Springer, 2017
・増谷 佳孝, 拡散 MRI 解析における数理的基礎と応用，医用画像情報学会雑誌, vol. 33, no. 2,
pp.22-27, 2016 年 7 月
・藤原 久志，洲崎悦子，高速度画像記録装置の構築とバイオイメージングへの応用，第 25 回日
本バイオイメージング学会，名古屋，2016 年 9 月
・S. Miki, N. Hayashi, Y. Masutani, Y. Nomura, T. Yoshikawa, S. Hanaoka, M. Nemoto, K. Ohtomo,
Computer-Assisted Detection of Cerebral Aneurysms in MR Angiography in a Routine
Image-Reading Environment: Effects on Diagnosis by Radiologists, AJNR Am J Neuroradiol.
Feb. 2016
・Y. Takaki, M. Aoyama, D. Komoto, T. Higaki, H. Hiura, K. Awai, Computerized Determination
of the Likelihood of Malignancy of Pulmonary Nodules Using High-resolution CT and Positron
Emission Tomography Scans, Advanced Biomedical Engineering, 3:116-122, Oct 2014
・Y. Masutani, S. Aoki, Fast and Robust Estimation of Diffusional Kurtosis Imaging (DKI)
Parameters by General Closed-form Expressions and their Extensions, Magnetic Resonance in
Medical Sciences, 2014 Apr. 28.
・青木茂樹，阿部修，増谷佳孝，高原太郎（編）第３版 これでわかる拡散 MRI，秀潤社，2013
・M. Aoyama, Y. Nakayama, K. Awai, Y. Inomata, Y. Yamashita: A simple method for accurate
liver volume estimation by use of curve-fitting: a pilot study, Radiological Physics and
Technology, 6(1): 180-186, 2013
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■主な特許（登録済）
・増谷佳孝，阿部修，青木茂樹，椛沢宏之: 線維描出方法および線維描出装置, 特許第 4248822
号（2009.01.23）
・ K.Doi, M.Aoyama, Q.Li: Computerized method for determination of the likelihood of
malignancy for pulmonary nodules on low-dose CT, US Patent 6,891,964. (2005.10.05)
・ K.Doi, M.Aoyama: Automated computerized scheme for distinction between benign and
malignant solitary pulmonary nodules on chest images, US Patent 6,694,046. (2004.02.17)
■想定される連携先
医療機関，医療機器メーカ，そのほか医療・健康関連産業
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所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 医用ロボット研究室
職・氏名 ：教 授 式田 光宏，助 教 長谷川 義大
URL
：http://www.mmse.info.hiroshima-cu.ac.jp/index.html
研究キーワード ：MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems）、医用応用
■研究テーマ
本 研 究 で は ， マ イ ク ロ ・ ナ ノ メ ー ト ル の サ イ ズ で 機 能 す る 「 MEMS(Micro-Electro-Mechanical
Systems）マイクロマシン」とそれの医用応用に関する研究を行っています．具体的には，以下に示す
研究開発を推進しております．

①テーマ：肺内部での呼気吸気計測を可能とする生体情報極限計測技術の開発
概要：経気管支的に末梢気道でのその場肺機能測定を可能にするカテーテルセンサシステムの
実現を目指しています．また，口元気流による呼吸・心拍同時計測技術も開発しています．

②テーマ：マイクロニードルを応用した次世代経皮吸収剤技術の開発
概要：無痛経皮バイオ製剤の実現とそれによるワクチン接種負担の軽減を目指しています．こ
れにより，自己投与の実現とそれによる開発途上国でのワクチン接種普及を目標としています．

③テーマ：ウエアラブル化、フレキシブル化センサシステムの開発
概要：MEMS 技術を用いて世の中の有りと有らゆるシステムへのセンサの搭載，そしてシステム
の高知能化を目指しています．
■研究テーマの応用例
① 肺機能検査用カテーテルセンサシステム，呼気吸気評価機能付気管内挿管チューブ，口元気
流による呼吸心拍同時計測システム
② 経皮吸収剤（ワクチン投与）
③ ウエアラブル加速度及び圧力センサ，など
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■主な発表論文
生体情報極限計測技術
・H. Kawaoka, T. Yamada, M. Matsushima, T. Kawabe, Y. Hasegawa, M. Shikida, Heartbeat signal
detection from analysis of airflow in rat airway under different depths of anesthesia conditions, IEEE
Sensors Journal, 14, 14 (July 15), pp. 4369-4377, (2017).
・M. Shikida, T. Matsuyama, T. Yamada, M. Matsushima, T. Kawabe, Development of implantable
catheter flow sensor into inside of bronchi for laboratory animal, Microsystem Technologies, 23,
1(January), pp. 175–185, (2017).
・N. Harada, Y. Hasegawa, R. Ono, M. Matsushima, T. Kawabe, M. Shikida, Characterization of
basket-forceps-type micro-flow-sensor for breathing measurements in small airway, Microsystem
Technologies, DOI: 10.1007/s00542-016-3265-9, On-line 2016.
・C. Okihara, Y. Hasegawa, M. Matsushima, T. Kawabe, M. Shikida, Integration of flow sensor and
optical fiberscope for in-situ breathing and surface image evaluations in small airway, Tech. dig. 19th
International Conf. Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, Kaohsiung, Taiwan, June,
(2017), pp.1692-1695.
次世代経皮吸収剤技術
・K. Imaeda, K. Bessho, M. Shikida, Design and fabrication of differently shaped pyramids on Si {100}
by anisotropic wet etching, Microsystem Technologies, 22, No.12, pp. 2801–2809, (2016).
・Y. Nabekura, K. Imaeda, Y. Hasegawa, M. Shikida, Insertion of tip-separable microneedle device for
trans-dermal drug delivery systems, Tech. Dig. Asia-Pacific Conf. Transducers and Micro-Nano
Technology, Kanazawa, Japan, June, (2016), p. 255-256.
・式田光宏, Si MEMS 微細加工を用いたマイクロニードル作製法, 精密工学会誌, vol.82, no.12,
pp.1005-1009，(2016).
ウエアラブル化・フレキシブル化センサ技術
・M. Shikida, Y. Niimi, S. Shibata, Fabrication of flexible thermal MEMS device based on Cu on
polyimide substrate and its flow sensor application, Microsystem Technologies, 23, 3 (March), pp.
677–685, (2017).
・M. Shikida, P. Kim, S. Shibata, Vacuum cavity encapsulation for response time shortening in flexible
thermal flow sensor, Microsystem Technologies, DOI: 10.1007/s00542-016-3168-9, On-line 2016.
・Y. Hasegawa, T. Yamada, M. Shikida, Fabrication of smooth-surfaced flexible thermal sensor for
detecting wall shear stress, Tech. Dig. IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conf., Shanghai,
China, Jan. (2016), pp.1010-1013.
■主な特許等
・フレキシブル流量センサ, 特許 4182228
・流量センサ, 特許 5149018
・生体埋め込み形流量センサ，特許 5626689
■想定される連携先
① 医療機器企業，医療関係機関
② 製薬企業，医療関係機関
③ 医療・福祉介護機器企業
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所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 医用ロボット研究室
職・氏名 ：講 師 谷口 和弘
U R L
：http://www.earable.jp/
研究キーワード ：医用ロボット工学、ウェアラブルコンピュータ
■研究テーマ
「earable：外耳の動きを入力情報とする常時装用型入力装置」
本研究の目的は，コンピュータネットワーク化と少子高齢化が進む現代社会に好適なヒューマ
ンマシンインタフェースの研究開発を行うことです．具体的には，表情の変化による外耳（耳の
中）の動きを光学式距離センサで計測することで表情を推定し，その推定結果をもとに電子機器
を操作する装置（名称：earable，イアラブル※）の研究開発を行っています．earable を使えば，
表情を変えるだけで手を使わなくても様々な機器が操作できます．
earable の特徴は，文化の差異や障がいの有無に関係なく誰でも使用でき，常時装用してハンズ
フリーでいつでも・どこでも使用でき，使用者のプライバシーを侵害せず見守り支援できること
です．※平成 26 年に名称をみみスイッチから earable（商標登録 5743262）に変更しました．
■研究テーマの応用例
「外耳装用型ヘルスケアシステム」
これは，earable を集音器（補聴器）に内蔵することで，集音器として，加齢などにより衰えた
聴覚をサポートするほか，表情を意図的に変化させ，非日常的な表情をすることでテレビなどの
機器をハンズフリーで操作することができます．また，携帯電話などのネットワーク端末と接続
しておき，使用者の外耳の動きから咀嚼（そしゃく）動作やくしゃみなどの動作を常時計測・分
析することで，食事の時間とその間隔を推定し，使用者の生活のリズムが乱れていないか，くし
ゃみから風邪などの病気にかかっていないかなどを判断します．その結果を，電子メールで自動
的に医療機関や遠隔地にいる家族に送ることで，一人暮らしの人々の生活を見守り支援するシス
テムが構築できます．
■主な著書、発表論文
１）谷口和弘,西川敦,小林英津子,宮崎文夫,佐久間一郎,"みみスイッチ：外耳の動きを入力情報と
する常時装用型入力装置," インタラクション 2010 論文集, pp.243-246 ，学術総合センター,東京
都千代田区， 2010 年 3 月．
２）谷口和弘，西川敦，小林英津子，佐久間一郎，宮崎文夫, “耳は口ほどにものを言う？―外
耳の動きを入力情報とする常時装用型インタラクティブメディアの提案―”，月刊機能材料，
Vol.29,No.9，pp.65-72，2009 年 9 月．
■主な特許、芸術作品等
谷口和弘，西川敦，宮崎文夫，小久保亜早子，
「入力デバイス，ウェアラブルコンピュータ，及
び入力方法」, 特許 2010-549468，PCT/JP2010/051397，WO2010/090175．
■想定される連携先
介護福祉機器メーカ，医療機器メーカ，音響機器メーカ，ゲーム機器メーカ，家電メーカ，通
信機器（携帯電話）メーカ，コンピュータメーカ．
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所
属
職・氏名
U R L

：情報科学研究科 医用情報科学専攻 脳情報科学研究室
：教 授 樋脇 治
：http:// www.bst.info.hiroshima-cu.ac.jp/

研究キーワード ：脳機能計測、脳科学、生体医工学、経頭蓋磁気刺激、脳磁界計測、
脳電位計測、脳活動部位推定、生体電磁気学、運動制御、ブレイン‐マシン インタ
フェース、ブレイン‐コンピュータ インタフェース
■研究テーマ
人間の脳機能の計測解析およびそれを用いた脳機能の解明に関する研究を行なっています。

①

テーマ：高精度脳機能計測解析システムの開発

概要：脳が活動するとき脳内の神経細胞には微小電流が生じ、頭皮上に電位(脳電位)を生じると
ともに頭部周囲の空間に磁界(脳磁界)が発生します。脳活動に伴う電位，磁界，光情報を用いて
時々刻々変化する脳活動ダイナミクスを計測解析する技術の開発を行なっています。

②

テーマ：脳機能ダイナミクスの解明

概要：脳電位･脳磁界計測データから脳活動部位を正確に推定するとともに高精度経頭蓋磁気刺激
装置を用いてリアルタイムで空間的かつ時間的に制御した入力を外部から脳の神経細胞に与える
ことにより、脳内の神経ネットワークシステムで行なわれる情報伝達･処理等の脳機能ダイナミク
スを解明する研究を行なっています。視覚や体性感覚等の感覚情報の入力に対して運動指令等を
出力する脳の情報処理メカニズムについて計測された脳活動情報に基づいたシステムモデルを構
築しています。感覚情報と運動指令を脳内表現としてエンコードした入力に基づいて脳内表現を
運動指令にデコードする随意運動の発現システムについて解明することを目指しています。

③

テーマ：ブレイン-マシン インタフェース(BMI)基礎技術の開発

概要：脳の感覚運動変換メカニズムを応用した神経計算モデルを構築し、EEG･MEG 等の非侵襲的
脳機能計測によって得られる脳活動情報をコンピュータに入力することのできる信号へ変換し、
その信号に基づいた制御信号によりロボットなどの機械を動かす技術開発を行なっています。
■主な特許
1.脳機能計測装置

(特願 2017-018219 号)

2.自動車の外界認知性計測システム
3.脳機能解析装置

(特願 2014-162391)

(特願 2008-257509 号)

4.生体内電流双極子の推定方法 (特願 2007-027273 号)
5.磁気刺激における刺激部位の特定あるいはターゲッティングを行うための装置 (特願
2005-144652 号)
6.神経細胞刺激部位の推定方法およびそれを用いた脳機能解析装置 (特願 2004-307166 号)
7.電流双極子の位置および方向の推定方法およびそれを用いた脳活動部位推定方法 (特願
2004-245926 号)

- 165 -

所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 脳情報科学研究室
職・氏名 ：准教授 福田 浩士
U R L
：http://www.bst.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：神経科学、神経計算モデル、生体医工学、感覚・運動制御、ブ
レイン-コンピュータ・インタフェース、リハビリテーション応用
■研究テーマ

①

脳機能ダイナミクスの解明

運動データと脳電位データの計測・解析を通じて、視覚や体性感覚等の感覚情報の入力に対
して運動指令等を出力する脳の情報処理メカニズムを解明することを目的としています。特に、
感覚情報と運動情報をどのような情報表現として脳内にエンコードしているのか、脳内の情報
表現から感覚情報と運動情報がどのようにデコードされるかについて興味があります。

②

ブレイン-コンピュータ・インタフェースの基礎技術の開発
脳電図（EEG）で得られた脳活動情報をコンピュータに入力することのできる信号へ変換

し、その信号に応じてロボットなどの機械を動かす技術開発を行なっています。

③

高次脳機能検査・訓練システムの開発

タッチパネルディスプレイや加速度・角速度センサといった比較的安価な装置を用いて、高
齢者やパーキンソン病患者を対象とした高次脳機能検査・訓練システムに関する研究開発を行
っています。
■研究テーマの応用例
上記研究テーマは脳機能を回復させるための装置等の医療分野に応用することができます。
また、生体信号計測を使ったアミューズメント・アトラクションへの応用も期待できます。
■主な著書、発表論文
1. 福田浩士，國重雅史，飯田忠行，宮口英樹，原田俊英，感覚-運動機能研究のための実験
システム開発環境の構築と医工連携，日本神経回路学会誌，Vol. 23, No. 4, pp.153-161,
2016.
2. Hiroshi Fukuda, Osamu Hiwaki, Brain Potentials Related to Abandonment of Motor
Intention Prior to Movement Initiation in Human Voluntary Finger Movement, 35th
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society, 2013.
3. Hiroshi Fukuda, Osamu Hiwaki, Brain activity related to interruption of motor
intention in voluntary finger movement, Neuro2013, 2013.
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
医療機器関連企業、医療機関、電気電子情報関連企業、ロボット関連企業、教育機関、学習教
材関連企業、地方自治体、公的研究機関
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所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 脳情報科学研究室
職・氏名 ：講 師 常盤 達司
U R L
：http://www.art.hiroshima-cu.ac.jp/~tokiwa/
研究キーワード ：凍結プローブ，生体信号（脳電位・筋電・脈波・脳血流など）の
計測と解析，医工連携，てんかん，リハビリテーション
■研究テーマ

①

テーマ：低侵襲治療を可能とする凍結プローブの研究

概要：深部の細胞を低侵襲に凍結壊死可能な凍結プローブの開発を行っています。適用例とし
て，薬物による治療が困難といわれている「難治性てんかん」患者のためのてんかん発生源の
治療が挙げられます。脳外科手術として凍結治療が用いられる例は今のところ皆無ですが，本
プローブを用いた施術法が確立されることで，将来，深部のてんかんの病巣を従来外科治療よ
りも低侵襲に治療することが可能になると考えています。
（他大学の医学部との共同研究）

②

テーマ：生体信号の簡易計測システムの開発とその応用に関する研究

概要：近年，さまざまな生体信号を計測し応用する試みが行われています。本テーマでは，こ
れらの生体信号（脳波，脈波，筋電など）を同時に計測する無線計測システムを構築し，得ら
れたデータを活用・応用する取り組みを行っています。この研究は，たとえば歩行が困難な患
者に装着し，歩行中に複数の生体信号を同時計測することで，より効率的なリハビリテーショ
ンを提案したり，リハビリ中のパフォーマンスを評価したりさまざまな場面で利用できると考
えています。
■研究テーマの応用例
テーマ 1 は，脳以外にも応用可能であり，たとえば子宮がんの治療やイボ取りなどにも応用可
能です。テーマ２は，生体信号を活用した Brain machine interface(BMI)に関する研究やリハビ
リテーションなどに展開することができます。
■主な著書、発表論文
1. Tatsuji Tokiwa, et. al., “The Palm-Sized Cryoprobe System Based on Refrigerant Expansion and Boiling
and its Application to an Animal Model of Epilepsy,” IEEE Trans. on Biomedical Engineering, Vol. 62, No.
8, pp. 1949-1958, 2015.
2. Tatsuji Tokiwa, et. al., "Penicillin-induced epileptiform activity elevates focal brain temperature in
anesthetized rats," Neuroscience Research, Vol. 76, No. 4, pp. 257-260, 2013.
3. Tatsuji Tokiwa, Hiroshi Fukuda, Osamu Hiwaki, "Brain Activity Related to Abandonment of Motor
Intention in Point-to-Point Finger Movement ", Proc. of 6th International IEEE EMBS Conference on
Neural Engineering (NER), San Diego, USA, Nov. 6-8, pp. 456-459, 2013.
■主な特許、芸術作品等
PCT 出願（国際特許）出願番号 2008-052752, 「制御システム，振動制御装置及び制御信号生成方
法」平成 21 年 1 月 21 日
■想定される連携先
・医療機器関連企業，医療機関，大学（医学部，歯学部），リハビリテーション関連企業，地方自
治体，公的研究機関，教育機関，地域団体，ベンチャー企業
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所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 医用情報通信研究室
職・氏名 ：教 授 田中 宏和
U R L
：
研究キーワード ：医用情報通信、符号理論、無線通信、Body Area Network(BAN)
■研究テーマ

①医療ヘルスケア向け Body Area Network(BAN)に関する研究
現在のウェアラブル生体センサは１つの筐体に複数のセンサが内蔵されており、それぞれの
センサのデータをまとめてスマホやタブレットに Bluetooth を用いて伝送する仕組みを取って
いることが。一方で、それぞれのセンサには装着すべき適材適所があり、今後のウェアラブル
生体センサの適用法としては超小型・超低消費電力のセンサが適材適所に配置され、それらが
同期を取りながらネットワークで接続されることで、１つの仮想センサとして機能させる仕組
みを取り入れる技術、Body Area Network (BAN) が必要となります。
BAN の技術要求である、超低消費電力、システム共存、QoS の最適制御、タイムリな接続
性等の技術課題に取り組み、欧州電気通信標準化機構（ETSI）、国際電気標準会議（IEC）な
どの標準化機関と連携して、研究成果を標準化する活動を行っています。

②ウェアラブル生体センサシステムに関する研究
高信頼、超低消費電力のウェアラブル生体センサと BAN、クラウドにより構築されるウェ
アラブル生体センサシステムの各要素技術研究を行っています。具体的には、超低消費電力の
生体センサ要素技術の研究開発、各種生体センサを用いて健康管理、診断補助に繋がる解析・
アルゴリズムなどの研究、クラウドに集積されたデータ、診断・解析結果をビックデータとし
て処理・可視化するソフトの研究、および本研究成果を用いて国際標準化や実証試験を推進す
る活動を行っています。
■研究テーマの応用例
人々の健康の向上、医療費を削減するには病気にならないよう未然に防ぐことが重要です。
ヘルスケア IoT の進展により，連続計測可能なウェアラブル生体センサによって、日常生活の
中で無理なく最先端医療技術に繋がり、診断・解析結果が本人にフィードバックされるサービ
スが実現することで、健康管理・診断・対策、医療コストの削減等に貢献します。例えばウェ
アラブル生体センサシステムによって、個人の心拍、脈拍、体動、姿勢、脳波等の主要生体情
報を連続計測・統合化することにより自律神経バランスや睡眠状態血圧変動などを推定し、日
常の連続的な変化を観察することで健康状態の診断補助に役立てます。
■主な著書、発表論文
【論文】
1. H.Tanaka, S.Kim, T.Ogawa and M.Haseyama, ‘Performance of Spatial and Temporal
Error Concealment Method for 3D DWT Video Coding in Packet Loss Channel,’ IEICE
Trans. on Fundamentals, to be published in Vol.E95-A, pp.2015-2022, Nov., 2012.
2.

Kento

Takabayashi,

Hirokazu

Tanaka,

Chika

Sugimoto

and

Ryuji

Kohno,

‘Multiplexing and Error Control Scheme for Body Area Network employing IEEE
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802.15.6,’ IEICE Trans. on Commun., Vol.E97-B, pp.564-570, Mar., 2014.
3.

Takashi Sudo, Hirokazu Tanaka and Ryuji Kohno, ‘A Study on Objective Quality
Measure for Bandwidth-extended Speech in Mobile Voice Communications,’ IEICE
Trans. on Fundamentals, Vol.E97-A, pp.792-799, Mar. 2014.

4.

Takashi Sudo, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto and Ryuji Kohno, ‘Single-channel
Nonstationary Noise Suppression method Based on the Linear Prediction Analysis for
Cardiac Sounds, IEICE Trans. Fundamentals, Vol.97-A, No.11, pp.2139-2146, Mar.,
2014.

5.

Kento

Takabayashi,

Hirokazu

Tanaka,

Chika

Sugimoto

and

Ryuji

Kohno,

‘Performance analysis of multiplexing and error control scheme for body area
networks,’ EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2016(1),
1-16, DOI: 10.1186/s13638-016-0561-0, Mar., 2016.
6.

Kotoku Omura, Shoichiro Yamasaki, Tomoko K. Matsushima, Hirokazu Tanaka and
Miki Haseyama, ‘Performance Improvement of Error-Resilient 3D DWT Video
Transmission Using Invertible Codes,’ IEICE Trans. Fundamentals, Vol.E99-A, No.12,
pp.2256-2265, Dec. 2016.

7.

Kento Takabayashi, Heikki Karvonen, Tuomas Paso, Hirokazu Tanaka, Chika
Sugimoto and Ryuji Kohno, ‘Performance Evaluation of a QoS-aware Error Control
Scheme for Multiple-WBAN Environment,’ to be published on IEEJ Transactions on
Electrical

and

Electronic

Engineering,

vol.12

no.S1

SUPPLEMENT

2017,

pp.s146-s157, Jun., 2017.
【国際学会】
1.

Kento Takabayashi, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto, Ryuji Kohno, “An Error
Control Scheme with Weldon's ARQ Considering Various QoS in Medical and
Non-medical Uses for Wireless BANs,” Proc. on 2013 7th International Symposium on
Medical Information and Communication Technology (ISMICT), Mar. 2013.

2.

Takuji Suzuki, Hirokazu Tanaka, Shigenobu Minami, Hiroshi Yamada and Takashi
Miyata, ‘Wearable Wireless Vital Monitoring Technology for Smart Health Care,’ Proc.
on 2013 7th International Symposium on Medical Information and Communication
Technology (ISMICT), pp.1-4, Mar. 2013.

3.

Sawa Fuke, Takuji Suzuki, Kayoko Nakayama, Hirokazu Tanaka and Shigenobu
Minami, ‘Blood pressure estimation from pulse wave velocity measured on the chest,’
Proc. on 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS, pp.6107-6110, July,
2013.

4.

Kento

Takabayashi,

Hirokazu

Tanaka,

Chika

Sugimoto

and

Ryuji

Kohno,

‘Multiplexing and Error Control Scheme with Modified Hybrid ARQ for Body Area
Network employing IEEE 802.15.6 in UWB-PHY,’ 8th International Conference on
Body Area Networks, Sep. 30-Oct. 2, 2013.
5.

Shoichiro Yamasaki, Tomoko K. Matsushima and Hirokazu Tanaka, ‘A State
Transition Control Method of Space-Time Trellis Coded Transmission,’ 2013
International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA2013), RS1-5, Sep.
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30-Oct. 2, 2013.
6.

Kotoku Omura,Shoichiro Yamasaki, Tomoko K. Matsushima, Hirokazu Tanaka and
Miki Haseyama, ‘Error resilient 3D DWT video transmission using invertible codes,’
IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication
Systems (ISPACS 2013), pp.180-185, Nov., 2013.

7.

Takashi Sudo, Hirokazu Tanaka and Ryuji Kohno, ‘Spectrum selective nonlinear echo
suppression based on the amount of linear echo cancellation,’ IEEE International
Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS
2013), pp.315-319, Nov., 2013.

8.

Kento Takabayashi, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto and Ryuji Kohno, ‘Effective
Error Control Scheme with Channel State Information for WBAN,’ 8th International
Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT2014),
Apr. 2-4, 2014.

9.

Takashi Sudo, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto and Ryuji Kohno, ‘A Study on
Single-channel

Non-stationary

Noise

Suppression

for

Cardiac

Sound,’

8th

International Symposium on Medical Information and Communication Technology
(ISMICT2014), Apr. 2-4, 2014.
10. H.Tanaka, S.Yamasaki, T.K. Matsushima and M.Haseyama,’ A Study on Simplified
Structure for

Multi-carrier DS-CDMA with

International

Technical

Conference

on

bi-orthogonal keying,’ Proc. on

Circuits/Systems,

Computers

and

Communications (ITC-CSCC) 2014, , Jul. 2014.
11. Kento Takabayashi, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto and Ryuji Kohno, ’Error
Control Scheme Using Decomposable Codes for Various QoS in Multiple WBAN
Environment,’

9th

International

Symposium

on

Medical

Information

and

Communication Technology (ISMICT2015), THA1-1, pp.47-51, Mar., 2015.
12. Matti Hämäläinen and Tuomas Paso, Lorenzo Mucchi, Marc C. Girod-Genet, John
Farserotu, Hirokazu Tanaka, Woon Hau Chin, Lina Nachabe, ‘ ETSI TC SmartBAN:
Overview of the Wireless Body Area Network Standard,’ 9th International Symposium
on Medical Information and Communication Technology (ISMICT2015), TUH2-1,
pp.47-51, Mar., 2015.
13. Woon Hau Chin, Hirokazu Tanaka, Toshiyuki Nakanishi, Tuomas Paso and Matti
Hämäläinen, ‘An Overview of ETSI TC SmartBAN's Ultra Low Power Physical Layer,’
9th International Symposium on Medical Information and Communication Technology
(ISMICT2015), TUH2-2, pp.47-51, Mar., 2015.
14. Tuomas Paso, Hirokazu Tanaka, Matti Hämäläinen, Woon Hau Chin, Ryoko Matsuo,
Siva Subramani, Jussi P Haapola, ‘An Overview of ETSI TC SmartBAN MAC
Protocol,’ 9th International Symposium on Medical Information and Communication
Technology (ISMICT2015), TUH2-3, pp.47-51, Mar., 2015.
15. Ryoko Matsuo and Toshihisa Nabetani, Hirokazu Tanaka, Woon Hau Chin and Siva
Subramani, ‘Performance of Simple and Smart PHY/MAC Mechanisms for Body Area
Networks,’ IEEE

International

Conference

SAC03-CEH-01-5, Jun., 2015.
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on

Communications

(ICC)

2015,

16. Kento Takabayashi, Heikki Karvonen, Tuomas Paso, Hirokazu Tanaka, Chika
Sugimoto and Ryuji Kohno, ‘Energy Efficiency Evaluation of ECC Scheme Utilizing
Decomposable Codes in IEEE Std 802.15.6 Based WBANs,’ 10th International
Conference on Body Area Networks (BodyNets), pp.110-115, Sep.28-30, 2015.
17. Shigenobu Minami, Miki Haseyama, Hirokazu Tanaka, Toru Takahashi, Tatsuya
Komori. A Virtual Vital signs sensor "MIRUWS" for Visualization of Healthy to Illness
Transition (HIT),” 10th International Symposium on Medical Information and
Communication Technology (ISMICT2016), Mar., 2016,
18. Yasutaka Hatakeyama, Takahiro Ogawa, Hirokazu Tanaka and Miki Haseyama, 'An
Accurate Mortality Prediction Method Based on Decision-level Fusion of Existing ICU
Scoring Systems,' Proc. on Int. Sym. on Inform. Theory and Its Applications (ISITA),
pp.126-130, Oct. 2016.
19. Kento Takabayashi,, Hirokazu Tanaka, Chika Sugimoto and Ryuji Kohno,
‘Construction of High Rate Punctured Convolutional Codes through Identical Codes,'
Proc. on Int. Sym. on Inform. Theory and Its Applications (ISITA), pp.370-374, Oct.
2016
20. Kento

Takabayashi,,

Hirokazu

Tanaka,

Chika

Sugimoto

and

Ryuji

Kohno, ’Performance Analysis of Cross-layer Approach About Error Control Scheme
for WBANs,’ Proc. On 11th International Symposium on Medical Information and
Communication Technology (ISMICT2017), Feb., 2017.
21. Hirokazu Tanaka, Yasutaka Hatakeyama, Tomoko K. Matsushima and Shoichiro
Yamasaki, ‘Optimization of Coding rate and Modulation Index of Multi-carrier
DS-CDMA with bi-orthogonal keying,’ Proc. On IEEE International Symposium on
Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB 2017), Paper #108, Jun.,
2017.
■主な特許、芸術作品等
1.

蒋慶雲・田中宏和・山崎彰一郎：‘無線通信装置’、特許第 4818045、2011.9.9.

2.

Jang

Kyungwoon,

Hirokazu

Tanaka

and

Shoichiro

Yamasaki:

‘Wireless

communication system and wireless communication method,’ US Patent No. 8,483,187,
Jul.9, 2013.
3.

Woon

Hau

Chin

and

Hirokazu

Tanaka:

WO2016/151273, Mar.7, 2017
■想定される連携先
・電機・電子・通信機器関連企業
・地域団体
・地方自治体
・大学・公的研究機関
・標準化機関
・医療・介護関連事業者
・府省庁
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‘Interference

Mitigation/Avoidance,’

所
属 ：情報科学研究科 医用情報科学専攻 （医用情報通信研究室）
職・氏名 ：助 教 畠山 泰貴
U R L
：http://mict.info.hiroshima-cu.ac.jp/
研究キーワード ：データ解析、信号処理、画像解析
■研究テーマ

①

ICU における重症度推定法の高精度化

近年、救命救急医療の発達により ICU での患者の生存率が向上しています。一方で、リスクが
高い状態が続くと医療費が増加するという問題も発生しています。そのため、早期に患者のリ
スクを精度良く推定し対処することで医療費の削減と患者の救命を実現します。

②

ウェアラブルデバイスを用いたストレス推定

近年、労働現場でのストレスが社会的な問題となっています。このため職場でのストレスチェ
ックが義務化されましたが、アンケートによるストレスチェックでは日常的なストレスチェッ
クが容易ではありません。そのため、日常的なストレス推定を可能とするウェアラブルデバイ
スを用いた手法の検討を行っています。
■研究テーマの応用例

・

職業ドライバーの運転中のストレス・疲労度推定システム

近年、バスやタクシー等の職業ドライバーの過酷な労働環境が問題となっており、適切な疲
労やストレスの判定が望まれています。そのため、運転中や就寝中のバイタルデータを解析し、
運転者が疲労やストレスを推定してより安全安心な社会づくりを実現します。

■主な著書、発表論文


Yasutaka Hatakeyama, Takahiro Ogawa, Hironori Ikeda and Miki Haseyama, “A Most
Resource-consuming Disease Estimation Method from Electronic Claim Data Based on
Labeled LDA”, IEICE Trans. Information and Systems, vol. E99-D, no.3, pp.763-768,
2016.



Yasutaka Hatakeyama, Takahiro Ogawa, Hirokazu Tanaka and Miki Haseyama, “An
Accurate Mortality Prediction Method Based on Decision-level Fusion of Existing
ICU Scoring Systems”, the Proceeding of the International Symposium on
Information Theory and Its Applications, pp.126-130, 2016.

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先

- 172 -

所
属 ：芸術学部 美術学科 日本画専攻
職・氏名 ：教 授 藁谷 実
研究キーワード ：日本画、古典研究
■研究テーマ

①

テーマ：日本画制作

概要：自然と人間の関わりから生まれる情趣を絵画（日本画）により表現します。作品制作を通
じて創作にかかわる主題、表現、技法の研究を行います。

②

テーマ：古典研究

概要：膠と顔料により描かれた古典絵画の材料技法や表現の研究をします。
■研究テーマの応用例
全国規模の公募展（院展）に出品します。

■主な特許、芸術作品等

《永遠の彩り》
2015
紙本彩色
H215 ㎝×W165,5 ㎝

《日と影》
2016
紙本彩色
H100 ㎝×W100 ㎝

■想定される連携先
・美術館
・教育機関
・美術研究機関
・美術画廊
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所
属 ：芸術学部 美術学科
職・氏名 ：准教授 今村 雅弘
U R L
：
研究キーワード ：日本画

日本画専攻

■研究テーマ

①
②

作品創作研究
「気色」をテーマとする日本画制作

■研究テーマの応用例
日本画作品制作者の立場から日本画作品の調査、補修、模写、研究等。
地域連係例）寺社からの要請により古典作品の保存補修について相談を受け、現地調査を行う

■主な著書、発表論文
日本画公募展

一般社団法人創画会に会員として年二回作品出品

■主な特許、芸術作品等
2011

気色（けしき）

■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関（大学）

- 174 -

所

属

職・氏名

：芸術学部
：准教授

研究キーワード

美術学科
荒木

日本画専攻

亨子

：絵画、日本画

■研究テーマ

①
②

テーマ：日本画制作
テーマ：日本画技法と材料の研究、及び絵画表現の研究

■研究テーマの応用例
日本画公募展（創画展）に出品
他、個展・グループ展にて作品発表

■主な著書、発表論文
「絵のありか」（2007 年、博士学位論文）
■主な特許、芸術作品等

「卓上の静物」

2015

「卓上の静物」

130.3×97cm

■想定される連携先
地域団体
地方自治体
公的研究機関
教育機関
美術館

- 175 -

2013

130.3×162.1cm

所
属 ：芸術学部 美術学科 日本画専攻
職・氏名 ：准教授 前田 力
U R L
：
研究キーワード ：絵画・日本画・古典研究
■研究テーマ

①

テーマ：日本画制作
概要：日本画技法による平面作品制作

②

テーマ：日本画技法材料研究
概要：古典作品の材料技法

■研究テーマの応用例
全国規模の公募展（日本美術院展）に応募。
■主な特許、芸術作品等

「雨の日」2014

100 ㎝×100 ㎝

「雨あがる」2011 100 ㎝×100 ㎝

「行方」2013

170 ㎝×225 ㎝

■想定される連携先
・美術館・教育機関・美術画廊
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所
属 ：芸術学部 美術学科 日本画専攻
職・氏名 ：助 教 山浦 めぐみ
研究キーワード ：美術、日本画
■研究テーマ

①

テーマ：日本画制作

概要：
「人間や風景に内在する時間及び『間』の絵画表現」を主題とした日本画制作を行ないます。

②

テーマ：日本画材料技法研究

概要：古典絵画の材料技法、及び現代の日本画に普及する材料技法の比較応用研究を行ないます。
■研究テーマの応用例
全国規模の公募展、個展及びグループによる研究発表を行ないます。
2008 年 現代の日本画と中国画展（ふくやま美術館／広島）
galleryG Selection Award 特別賞受賞（galleryG／広島）
2009 年 第 64 回春の院展初入選（同 65,67,68,69 回）
2010 年 レスポワール新人選抜 山浦めぐみ個展（スルガ台画廊／東京）
第 95 回院展奨励賞（同 99 回）
日中韓文化交流事業・泰山写生旅行(中国大使館主催／中国・山東省泰山市)
2011 年 煌の会（銀座スルガ台画廊／東京）
（同’12,’13）
初音会（大丸心斎橋店／大阪、松坂屋上野店／東京） （同’12,’13）
2012 年

G セレクション展･時間の残像（ギャラリ－G／広島）

2013 年

広島信用金庫日本画奨励賞

2014 年

第 69 回春の院展奨励賞(同 72 回)
第 30 回初音会展初音会賞（大丸心斎橋店／大阪、松坂屋上野店／東京）
個展（広島信用金庫・ひろしんギャラリー／広島）
個展—日常について—（かわべ美術／東京）

2015 年 第 3 回桜花賞展（郷さくら美術館東京／東京）
其々の景色—広島市立大学選抜作家による日本画展—（新宿高島屋／東京）
個展（八千代の丘美術館／広島）
2016 年 Flag of the West 2016 –広島市立大学芸術学部日本画制作展（佐藤美術館、かわべ美術、ナカジマアート、森田画廊／東京）
第 15 期入館作家展・個展（八千代の丘美術館／広島）
第 9 回菅楯彦大賞展・佳作賞三席（倉吉博物館／鳥取）
2017 年 第 5 回桜花賞展・大賞（郷さくら美術館東京／東京）
■主な著書、発表論文
「湿潤の風土に培われた日本絵画の空間性―日本の生活文化と『雲』が描かれた障子絵からの考
察―」(2008 年、博士学位論文)
■主な特許、芸術作品等
- 177 -

「春覆う」2016 年

第 5 回郷さくら美術館桜花賞展大賞

「Photographer」2017 年

第 72 回春の院展奨励賞

■ 想定される連携先
地域団体、地方自治体、公的研究機関、美術館、教育機関、美術研究機関、美術画廊
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所
属 ：芸術学部 美術学科
職・氏名 ：教 授 大矢 英雄
U R L
：
研究キーワード ：西洋古典絵画

油絵専攻

■研究テーマ

①

油彩画技法の研究とその応用

概要:油彩テンペラ画

②

現代絵画の可能性の研究

概要:古典的な西洋絵画技法を使い、現代における絵画表現を探求する。
■研究テーマの応用例
・ 「光の肖像」展プロジェクト等

■主な著書、発表論文
1998 年「時の在所」求龍堂刊

大矢英雄画集

■ 想定される連携先
・地方自治体
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所
属 ：芸術学部 美術学科 油絵専攻
職・氏名 ：教 授 森永 昌司
研究キーワード ：油彩画（西洋絵画）
■研究テーマ

①
②
③
④

テーマ：現代写実絵画の創作に関連すること
テーマ：油彩画の材料・技法に関連すること
テーマ：美術教育に関連すること
テーマ：ロシア・イコン、ロシア絵画に関連すること

（2010 年度

文化庁新進芸術家在外研修制度により

ロシア

サンクトペテルブルクにて

研修をおこなった）

■研究テーマの応用例
・文化財としての油彩画について、その保存や修復に関わる調査・研究
・社会教育に於いて、美術を通しての美意識の形成ならびに啓蒙活動
・美術を通しての、ロシアとの国際的な交流

■主な特許、芸術作品等
作品の展示

光の肖像展（被爆者の肖像画を描き遺すプロジェクトに参加した）

高島屋美術画廊（個展）、札幌芸術の森美術館（グループ展）など

■想定される連携先
絵具・筆の製造会社
美術館

社会教育団体

など
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所
属 ：芸術学部（研究科） 美術学科 油絵専攻（641 研究室）
職・氏名 ：准教授 諏訪 敦
U R L
：http://atsushisuwa.com
研究キーワード ：絵画、現代絵画、リアリズム、現代美術、Contemporary Art
■研究テーマ

①

テーマ：絵画 /現代絵画とその応用

■ 主な著書、発表論文
共同通信社配信用記事 展覧会レビューを、2016 年 4 月より担当(2017 年現在継続中)
芸術新潮 2015 年 5 月号より書評 book PICK UP の頁を連載執筆(2017 年現在継続中)
光村図書出版 高等学校美術教科書 平成 27 年度新版 『美術３』

に掲載。（インタヴュー「美術の仕事」）

諏訪敦 絵画作品集 Sleepers 安睡者（単著）
Kwai Fung Hin Publishing House

ISBN: 978-988-15622-7-2 刊行 : 2014 年 5 月

芸術新潮 2014年8月号【特集】女と男のヌード 表紙と巻頭特集
新潮社

ASIN: B005RKGO3A

刊行 : 2014年7月25日

藝外 ARTITUDE（台湾の美術雑誌）表紙と特集
出版社 : 雅墨文化事業有限公司

ISSN 2078481-3 0 5

刊行 : 2014 年 5 月 1 日

芸術新潮 2013年8月号アントニオ・ロペス・ガルシアと17年目の再会。インタヴューを行う。
『美術手帖』2012年6月号増刊 特集・フェルメール
美術出版社

ASIN: B00851G37K

刊行 : 2012年6月7日

朝日新聞ウィークリー AERA 2011 年 10 月 17 日号 表紙及びインタヴュー。

諏訪敦 絵画作品集 どうせなにもみえない（単著）
求龍堂 ISBN978-4-7630-1130-5 C0071

2008年

刊行 : 2011 年 08 月

古井由吉氏の毎日新聞 連載エッセイ「楽天の日々」へ挿画提供（24回）

京都便利堂とのコラボレーションにより初のエディション作品を制作。

諏訪敦 絵画作品集1995-2005（単著）
求龍堂 ISBN 4-7630-0518-9 C0071

刊行 : 2005年

ほか

■ 主な個展
2017 年

諏訪敦絵画作品展

2016 年

「諏訪敦

（三菱地所アルティアム）

HARBIN 1945 WINTER」 （成山画廊）

アートフェア東京 2016 （東京国際フォーラム / 成山画廊）
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2015 年

ART TAIPEI 2015 (TWTC Exhibition Hall / Kwai Fung Hin Art Gallery)
ASIA NOW

(Espace Pierre Cardin / 成山画廊)

諏訪敦絵画作品展 ～ 美しいだけの国 ～ （成山画廊）
アートフェア東京 2015 （東京国際フォーラム / 成山画廊）
2014 年

「Sleepers」 (Kwai Fung Hin Art Gallery)

2013 年

諏訪敦絵画作品展 ～ 満ち欠けをかぞえる～ （成山画廊）

2011 年

諏訪敦絵画作品展 ～ どうせなにもみえない ～ （諏訪市美術館）
諏訪敦絵画作品展 ～ 一蓮托生 ～ （成山画廊）

■TV メディア
2016 年/ ETV 特集「忘れられた人々の肖像～画家・諏訪敦 “満州難民”を描く」
2015 年/日曜美術館 『忘れられた天才

明治の洋画家・五姓田義松』 にゲスト出演

2012.7.4 / NHK BS1 極上 美の饗宴「悲劇の美女 あいまいの謎 ～ミレイ“オフィーリア”」ゲスト出演
2011.11.24 / NHK BS1 地球テレビ エル・ムンド（エル・ムンド・トーク 諏訪敦

画家）

2011.10.9 / NHK ETV 日曜美術館 天才画家・岸田劉生 二つの傑作と苦悩（スタジオゲスト）
2011.6. 26 / NHK ETV 日曜美術館 記憶に辿りつく絵画 ～亡き人を描く画家～（諏訪敦特集）

■ 映画作品
『ｆｌｏｗ』に主演

小谷忠典監督

2013 年

■主な特許、芸術作品等
Un Dia / The Barcelo’ Foundation 蔵 (Mallorca, Spain)
新宿からの富士 / JR 東日本

東京ステーションギャラリー蔵（東京）

Father / 公益財団法人佐藤国際文化育英財団 佐藤美術館寄託（東京）
Stereotype 01 / 諏訪市美術館蔵（長野）
Stereotype 08 / 横浜美術館寄託（神奈川）
Untitled / 笠間日動美術館蔵（茨城）
など
■ 想定される連携先
成山画廊
gallery-naruyama.com/
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-2-8 松岡九段ビルディング 205 号室

電話: 03-3264-4871
ファックス: 03-3264-4871

一般財団法人山本美香記念財団（評議員）
http://www.mymf.or.jp/
〒167-0043 東京都杉並区上荻1-5-2 コロナビル6階
電話: 03-6915-1346
office-a@mymf.or.jp

- 182 -

所
属 ：芸術学部(研究科) 美術学科 油絵専攻(643 研究室)
職・氏名 ：准教授 志水 児王
U R L
：http://www5.famille.ne.jp/~jshimizu/
研究キーワード ：現代美術、Contemporary Art、media art、写真
■研究テーマ

①
②

芸術とメディア、芸術と科学
インスタレーション、空間芸術、時間芸術

■研究テーマの応用例
レクチャー

Beyond baroque Library Center 2000 年

ロサンザルス

レクチャー

埼玉県立近代美術館

レクチャー

ロイヤルダニッシュアカデミー（デンマーク王立芸術大学）2010 年

レクチャー

コペンハーゲン大学 2011 年

レクチャー

京都精華大学 2011 年

レクチャー

京都造形芸術大学

レクチャー

愛知県立芸術大学 2014 年

レクチャー

NTT Inter Communication Center ICC 2000 年、2010 年、2014 年

2007 年

2012 年
など

■主な著書、発表論文
「site of sound: of Architecture& the Ear」

Errant Bodies Press U.S.A

1999 年

■主な特許、芸術作品等
2017

Decay (アートギャラリーミヤウチ

広島)

2017

Re-Action 志水児王・堀尾寛太

2017

Sound Mark

2016

Art Photo Tokyo （茅場町共同ビルディング 東京）

2016

Diaphanes （広島市立大学芸術資料館 広島）

2015

private private （埼玉県立近代美術館 埼玉）

2015

landscape （Misa Shin Gallery 東京）

2 人展

(福岡三菱地所アルティアム

福岡)

(Sound art Festival in Sture Denmark)

2014-2015 Open Space 2014 (NTT Intercommunication Center 東京)
2014

:threshold （Galerie Aube 京都造形芸術大学 京都）

2013

MOMAS Collection (埼玉県立近代美術館 埼玉)

2013

マンハッタンの太陽 （栃木県立近代美術館 栃木）

2013

Tokyo Photo (増上寺 東京)

2012

On the edge 国際芸術祭 （Tungenes Fyr ノルウェー）

2012

World models （Queens Gallery British Council ニューデリー インド）

2012

塾Box Vol1-光に関して (Super Deluxe 東京)

2012

element (Misa Shin Gallery 東京)

2012 Korean Contemporary Art Fair(KIAF) (韓国)
2012

CE QUI ARRIVE 2012 -これから起きるかもしれないこと （Super Deluxe 東京）

2012

On photography (Misa Shin Gallery 東京)
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2011

Simple Interaction （ロスキレ現代美術館 デンマーク）

2010

CFV4 （BKS Garage Ny Carlsberg デンマーク）

2010

City Beats + Live Explosions (BankART Studio NYK 横浜)

2010

まばゆい がらんどう (東京芸術大学美術館 東京)

2010

Copenhagen photo festival (Rhode Contemporary デンマーク)

2010

Phone Box (IMO gallery デンマーク)

2010

world models (Fabrikken for Kunst og Design デンマーク)

2010

みえないちから (NTT インターコミュニケーションセンター ICC 東京)

2009

所沢ビエンナーレ 引込線 (西武鉄道旧所沢車両工場 埼玉)

2009

MOMAS Collection I (埼玉県立近代美術館 埼玉)

2009

Wunderground Festival/experimental sound （デンマーク）

2008

釜山ビエンナーレ Expenditure Contemporary Art Exhibition (釜山市近代美術館 韓

国）
2007

LINNERSCOPE (RECTO VERSO GALLERY 東京)

2007

サスディナブルアートプロジェクト2007 (旧岩崎邸、旧平節田中邸、東京藝術大学 東

京)
2007

New Vision Saitama ７つの眼 ７つの作法 (埼玉県立近代美術館 埼玉)

2006

CrL （鷹見明彦氏企画

2005

筆跡と光跡 (川崎市市民ミュージアム 神奈川)

2004

MEDIA ART TODAY／想像力を織り込む表現 (川崎市市民ミュージアム 神奈川)

2004

SOUND FIELDS OF WrK／サウンド・アート・ラボ [4] (築港赤レンガ倉庫 大坂)

2004

六本木クロッシング 現代日本美術の展望 (森美術館 東京)

2003

SYNAPHAI-連系

2003

NEW GENERATIONS 3 (海岸通ギャラリー CASO 大阪)

2002

音響現象から垣間見る微細な世界 (栃木県立美術館 栃木)

2002

出来事と概念の地点から (OFF SITE 東京)

2001

lighting model （Experimental Intermedia ゲント ベルギー）

表参道画廊 東京）

渡辺好明-志水児王 (鷹見明彦氏企画 表参道画廊 東京）

2001 365／2000 (MUKA GALLERY ニュージーランド)
2001

IM on very special brief occasions （FRACC ゲンク ベルギー）

2001

偶然の振れ幅 (川崎市市民ミュージアム 神奈川)

2000

籠屋町町屋プロジェクト （秋葉原 東京）

2000

Just About Now （TENT Centrum Beeldende Kunst オランダ）

2000

sound art sound as a media (NTT Intercommunication Center 東京)

2000

HUMOR Y ALIENTO 第2回サウンド・アート国際フェスティバル (Ex-Teresa メキシコ)

2000

Beyond Baroque Festival （ロサンゼルス アメリカ）

1999

LE CERCLE DES INTIMES (GALERIE COMMUNE フランス)

1999

EVENT LA RADIA-ARTE CORREO AL FIN DEL MILENIO （メキシコ）

1998

ソニックパーセプション Vol.5 (川崎市市民ミュージアム 神奈川)

1998

Timing (UP LINK Factory 東京)

1997

SITE OF SOUND (ANOMALOUS シアトル アメリカ)

1997

Musique En Scene （リヨン現代美術館 フランス）

1997

EAR AS EYE (LOS ANGELES CONTEMPORARY EXHIBITION (L.A.C.E) ロサンゼルス アメリカ)

1996

ONE DAY ONE SHOW (GALLERY 360゜東京)
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1996

ソニックパーセプション Vol.3 (川崎市市民ミュージアム 神奈川)

1996

固有状態とその変位 (XEBEC HALL 兵庫)

1996

AUDIBLE FIELD (横浜ガレリア 神奈川)

1996

ランゼルスターン & ゲーグルストック (UP LINK Factory 東京)

1995

Ripple Across The Water （ワタリウム美術館 東京）

1994

福井インターナショナルメディアアートフェスティバル （フェニックスプラザ 福井）

1991 1992 ボイスを考える部屋 (ワタリウム美術館 東京)

■想定される連携先
Misa Shin Gallery
http://www.misashin.com
108-0072 東京都港区白金 1-2-7
tel:+81-(0)3-6450-2334 fax:+81-(0)3-6450-2335
info@misashin.com
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所
属 ：芸術学部 美術学科 油絵専攻
職・氏名 ：講 師 佐藤 尉隆 （作家名：中野渡尉隆）
U R L
：http://yastakanakanowatari.wix.com/yasutaka-nakanowatari
研究キーワード ：絵画、造形

■研究テーマ

①

テーマ：絵画制作

概要

②

油彩、アクリルなどによる平面作品制作

テーマ：油彩画技法材料研究

概要

合成樹脂絵具の応用。従来の油彩画の主要成分のひとつである天然樹脂の代わり

に合成樹脂（溶剤系アクリル樹脂、水性アルキド樹脂絵具等） を用いることで油絵具を噴
射式で塗る方法に適した技法材料研究
■研究テーマの応用例
絵画作品展示
■主な特許、芸術作品等
「スーパーB・トゥ・ザ・フューチャー・プロジェクト『パイドロス』」１９９４年
全後進駆動に改造されたオートバイ、９２×１３０×３８０cm

個人蔵

「洞窟としての耳のために」２００２年
ラムダプリント、３５×２５cm

府中市美術館蔵

「星・雪・水蒸気G7」２０１１年
キャンバスに油彩、合成樹脂エナメル、アクリル絵具、膠、天然白亜、胡粉、顔料
１９４×１６２cm 青森県立美術館寄託
■想定される連携先
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
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所
属 ：芸術学部 美術学科 油絵専攻
職・氏名 ：講 師 釣谷 幸輝
U R L
：www.koukitsuritani.com
研究キーワード ：メゾチント 木口木版画
■研究テーマ

①
②
③
④
⑤

ノン・トクシック技法の研究と普及 2002-現在
メゾチント技法における版表現の研究 2003-現在
メゾチント目立て機の開発 2003-現在
木口木版画技法における版表現の研究 2007-現在
電動バレンの開発 2017-現在

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文
“ON THE EDGE OF DREAM” ZVONIMIR KOSTIC PALANSKI 共著
MEDIVEST KT 出版

2015 年

978-86-88415-65-1

■主な特許、芸術作品等

『夜ルの旅』2002

515 x 364 mm

メゾチント、アクアチント、雁皮刷り
■想定される連携先
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所
属 ：芸術学部 美術学科 油絵専攻
職・氏名 ：助 教 向川 貴晃
U R L
：
研究キーワード ：油彩画技法、ゴシックアート
■研究テーマ

①

油彩画技法の研究とその応用

概要:油彩画技法の研究を行っています。古典的な油彩画技法から金属を利用した制作研究を行っ
ています。

②

現代絵画の可能性の研究

概要:古典的な油彩画技法を扱いながら、ゴス・ヴィジュアル系などのクールジャパンカルチャー
を取り込んだ制作研究を行っています。
■研究テーマの応用例

・ 文化財としての油彩画について、その保存や修復に関わる調査・研究
・ 様々なアートとのコラボレーション、アートディレクション

具体例：ファッションブランド h.NAOTO とのコラボレーション（TOKYO コレクション）
■主な著書、発表論文
「絵画における調子とアウラ−レンブラントと写真術の考察を通して−」
・広島市立大学芸術学研
究科・2010 年３月発行
■主な特許、芸術作品等
・rebirth／広島市立大学芸術資料館寄贈
・６日目に江波の国民学校で見つけたお母さん／広島平和文化センター寄贈
・肖像 No.22 ／広島市立大学芸術資料館寄贈
・肖像 No.23 ／広島市立大学芸術資料館寄贈
・肖像 No.45 ／広島市立大学芸術資料館寄贈
・肖像 No.76／広島市立大学芸術資料館寄贈
・空が剥がれ堕ちる前に…／呉市立美術館寄贈
・father＆mother／呉市立美術館寄贈
・情緒的な死と再生」／呉市立美術館寄贈
・失われた時を求めて」／呉市立美術館寄贈
・混沌の華」／呉市立美術館寄贈
・心閉じてみる夢」／呉市立美術館寄贈
・BROTHERS OF THE DEAD」／呉市立美術館寄贈
■想定される連携先
・地方自治体
・ファンション関係（服飾・アクセサリー等）
・音楽関係
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所
属 ：芸術学部 美術学科 彫刻専攻
職・氏名 ：教 授 前川 義春
研究キーワード ：石彫、環境、地域創造
■研究テーマ

①

テーマ：石彫の展開と環境の研究

概要：自然界において優れた耐久性を持つ石材は、古代から現代まで世界各地で彫刻や建築の重
要な素材として創作、技法研究が続けられてきました。日本においても自然の摂理を応用した独
特の加工技術を編み出し、同時に禅庭のように日本の風土と精神性を背景に、世界に類を見ない
昇華された表現形式を創り上げました。
こうした中、石彫分野ではランドスケープや作庭等も含め、新たな分野への研究・創作が盛ん
におこなわれています。石材に関する伝統から現代までの技法研究をおこなうと同時に、新しい
展開とそれを取り巻く環境も含めた研究と制作をおこなっています。

■研究テーマの応用例
上記の研究を実践的に進めていくことにより、都市や地域の活性化に役立てることが出来、新
しい視点での行政や環境づくりに反映させることが出来ます。
■想定される連携先
・地域団体

・地方自治体

・公的研究機関

・教育機関
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所
属 ：芸術学部 美術学科 彫刻専攻
職・氏名 ：教 授 伊東 敏光
研究キーワード ：パブリックアート、風景彫刻
■研究テーマ

① テーマ：パブリックアートの研究
概要：現代社会におけるパブリックアートの意味と役割を、アメリカ、ヨーロッパ等の実例調査
を基に考察し、現代の都市が必要とする新しいパブリックアート（主に彫刻）を具体的に提案し
ます。
② テーマ：
「風景彫刻」—風景をモチーフとした彫刻—
概要：芸術表現の対象として、風景は限りなく魅力的なモチーフですが、古今東西の彫刻作品を
観るかぎり、具象表現として優れた作品は人体か動物に偏り、風景を題材とした彫刻はほとんど
見当たりません。
「風景彫刻」の研究では、地域の風土や景観を調査し、それぞれの場所性を生か
した作品プランを、理論と実践（作品制作）の両面から研究していきます。
■研究テーマの応用例
今日では都市環境の整備にあたり、公共空間に芸術作品を設置し、創造性に富んだ文化的な環
境をつくり出そうという活動が、多くの都市で試みられています。しかしそれを実現させるため
にはパブリックアートに対する専門的知識と長期的展望が必要です。また、パブリックアートの
中でも、その都市の特徴や歴史を象徴するモニュメント（彫刻）は重要な分野でありますが、
「風
景彫刻」—風景をモチーフとした彫刻—は、都市のモニュメントを創作する上で非常に有効である
と考えます。応用例としては、それぞれの都市の特長を一つの彫刻を通じて表現し、パブリック
アートとして提案し制作することが出来ます。

作品例：香川県小豆島町にて展示 「潮耳荘」
■想定される連携先
・各地域団体や地方自治体 ・公的研究機関：瀬戸内国際芸術祭実行委員会、フェアマウント パ
ーク アート アソシエイション（アメリカ、フィラデルフィア）
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・教育機関・財団等

所
属 ：芸術学部 美術学科 彫刻専攻
職・氏名 ：教 授 チャールズ・ウォーゼン
U R L
：
研究キーワード ：彫刻 現代美術 ３D プリンティング
■研究テーマ

①「3D プリンターの活用による彫刻表現の拡張的研究」
近年、製造業を中心に建築や医療、教育機関などに導入されている 3D プリンターに関し、プ
ラスチック素材と演算技術による混合技法−−ミクストメディア−−の視点から、彫刻表現を拡張
する先端的な可能性について研究しています。

②「現代美術の制作」
本研究以前から行っていた可塑剤を用いた多角的な展開として、3D プリンティングをとりいれ
た作品を制作し、ギャラリーや美術館、アートプロジェクトなどで発表しています。
■研究テーマの応用例
平成 28 年度に獲得した先端学術研究費で、県内でも数少ない SLA（光造形法）プリンターとソ
フトウェアを入手し、多面的研究をはじめています。
また学生の課題として 3D プリンターを用いた新しい彫刻表現を追求すると同時に、学外ワー
クショップでも、プリンターを用いた新しい表現の可能性も追求しています。
■芸術作品等

Back to Bed
3D print, 2016

Hitoriodori
concrete, 2016
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所
属 ：芸術学部 美術学科 彫刻専攻
職・氏名 ：講 師 田中 圭介
研究キーワード ：彫刻、木彫、現代美術
■ 研究テーマ

①

テーマ：《木彫

⇄

現代美術》

概要：木彫は日本の文化背景に連動し伝統的な発展を遂げた分野であり、素材である木材は古来
より建築、家具、雑貨など生活に根ざしたあらゆる場面で用いられてきたもので、日本人のアイ
デンティティーを担う確固たる強度があると考えます。
また海外に目を向けても、木材を用いた表現はその土地の風土や歴史を色濃く反映し、日本とは
異なる視点を持って、注目すべき発展を遂げています。
近年、芸術理論の展開や科学技術の発達により、彫刻の思考は多角的多義的な展開を見せ、それ
に伴い素材の扱いやその加工技術においても様々な提案がなされています。
このようなグローバルな視点と、ローカルなアイデンティティーを融合させ彫刻の歴史的文脈を
牽引することを研究テーマとします。
■主な特許、芸術作品等

「山頂のアトリエ」

2014

H140×W218×D115(cm)
樟、杉、アクリル絵の具、オイル

「回天」

2008

H270×W260×D257(cm)
樟、アクリル絵の具、他

「傾天」

2012

H203×W212×D125(cm)
樟、朴、アクリル絵の具、他

「天道」

2007

H296×W510×D530(cm)
銀杏、アクリル絵の具、他
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「楽景」

2013

H33×W63×D63(cm)
樟、アクリル絵の具、オイル

「I am」

2011

H50×W50×D10(cm)
樟、アクリル絵の具、オイル

所
属 ：芸術学部 美術学科
職・氏名 ：助 教 七搦 綾乃
研究キーワード ：木彫

彫刻専攻

■研究テーマ

①

テーマ：木彫技法の研究
概要：木彫を専門とし、木を素材とした彫刻表現について研究を行っています。人体彫刻か
ら出発し現在は自然物など身近な造形を観察し、そこから形態や質感を抽出して作品化する
ことを試みています。

②

テーマ：アーティスト・イン・レジデンスによる国際交流やグローバル人材育成
に関する研究
概要：本研究は、アーティスト・イン・レジデンス（アーティストが一定期間、特定の土地
に滞在し見聞を深め作品制作またはその契機を見いだす取り組みの総称）による、国際交流
やグローバル人材育成の効果について明らかにすることを目的としています。アーティス
ト・イン・レジデンスを「小さな留学」と捉え、広島と他地域（他国）との交換レジデンス
プログラムを構築し、実行することで、多角的に国際交流とグローバルな人材育成について
考察します。

■研究テーマの応用例
国内外の展覧会、アートフェアへの参加。国外でのレジデンスを調査し現地制作、作品発表を
行います。

■主な著書、発表論文

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所
属
職・氏名
U R L

：芸術学部 デザイン工芸学科 現代表現分野
：教 授 鰕澤 達夫 アーティスト・アートディレクター
：http://www.ebisawatatsuo.com
http://wonwoninc.tumblr.com/

研究キーワード

：現代美術、建築、庭、ランドスケープ、
エクステリア・インテリアデザイン、空間演出、
プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、他

■研究テーマ

①

テーマ：現代美術

■研究テーマの応用例
旧日本銀行一般公開「魂の器」などの作品展、他

http://ebisawatatsuo.com/works/art/1998.html

http://ebisawatatsuo.com/works/art/2001.html http://ebisawatatsuo.com/works/art/2015.html

②

テーマ：建築

■研究テーマの応用例
終末住宅片屋根の家、他

③

http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/2008.html

テーマ：庭・ランドスケープ

■研究テーマの応用例
本陣平野屋花兆庵

http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/1992.html

The garden of Tojyo

④

http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/1996.html

テーマ：空間演出

■研究テーマの応用例
カルティエ ハイ ジュエリーフェアーhttp://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/1993.html
株式会社ワールド http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/2010.html

⑤

テーマ：プロダクトデザイン・グラフィックデザイン

■研究テーマの応用例
株式会社やまだ屋 http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/2015.html
トーホービーズ株式会社 http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/2013.html

⑥

テーマ：エクステリア・インテリアデザイン

■ 研究テーマの応用例
公益財団法人みやうち芸術文化振興財団
http://ebisawatatsuo.com/works/artdirection/2012.html
■過去の連携先
・カルティエ

・日商岩井

・大成建設

・三菱地所

・ホテルニューオータニ ・ホテルオークラ東京
・ 広島地下街開発シャレオ ・広島空港
・ 株式会社やまだ屋

・電通映像部

・本陣平野屋花兆庵

・NHK ・住友不動産 ・株式会社ワールド

・公益財団法人みやうち芸術文化振興財団

他多数
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 現代表現領域
職・氏名 ：講 師 古堅 太郎
U R L
：www.tarofurukata.com
研究キーワード ：現代美術、インスタレーション、アートプロジェクト、国際交
流、地域おこし、地域活性化、広島、ドイツ
■研究テーマ

現代美術を中心としたアートプロジェクトによる地域活性化ならびに国際交流
概要：離島や過疎地域において遊休施設を再活用し、国内外の現代美術の展示やワークショッ
プなどを開催します。
■研究テーマの応用例
少子高齢化などにより遊休施設となった廃校などの建物を再活用し、国内や海外のアーティス
トを招聘し作品制作や滞在制作などを行います。若いアーティストを中心に制作場所や環境を
提供することにより地域活性化を促します。
■主な著書、発表論文
①「CAMP ベルリンにおける国際交流、移住するアートプロジェクト」2009 年 3 月
広島市立大学芸術学部芸術学研究科紀要 第 14 号、29-33 項、国際的なアートプロジェクトに
おける、国際交流の分析と評価。
②「CAMP ベルリン -ヒロシマ - 現代美術移住プロジェクト」2009 年 7 月
広島アートプロジェクト 2008

汽水域、136-141 項、広島アートプロジェクト実行委員会、国

際的なアートプロジェクトにおける、国際交流の分析と評価。
③「1945 年から 1970 年の日本美術史 - 美術的反映の為の素材として -（原題：Japanische
Kunstgeschichte von 1945 bis 1970 - Material für eine künstlerische Reflexion） 」2009
年 7 月、
ベルリン・ヴァイセンゼー美術大学卒業論文、全 39 頁、終戦の 1945 年を起点に 1970 年まで
の日本美術史を社会的背景とともに考察。その時代の代表的な作品や美術運動を取り上げ、戦
後の経済復興や日本の政治状況などとの関連を示唆しながら、社会史の一部としての美術史を
試みています。
④「CAMP ヒロシマにおける国際交流、移住するアートプロジェクト」2010 年 3 月
広島市立大学芸術学部芸術学研究科紀要 第 15 号、23-26 項、国際的なアートプロジェクトに
おける、国際交流の分析と評価。
■想定される連携先
・民間企業
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
・ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属
職・氏名

：芸術学部 デザイン工芸学科
：教 授 及川 久男

U R L

：oikawa@art.hiroshima-cu.ac.jp

研究キーワード

視覚造形分野

：エデュケーショナルデザイン、グラフィックデザイン、広告
C.I 計画、企画、空間演出、色彩計画

■研究テーマ

①

テーマ：コミュニケーション・ツールとしてのデザイン戦略

概要：視覚による伝達は、人間の目の感覚に訴えて何らかの内容を伝えよう（あるいは伝えられ
よう）とする行動であり、私たちの生活において人間の持つ五感覚の中で８０％を超える大き
なウェイトを占める領域である。この領域を有効に生かし戦略的にデザインを構築、展開する。

②

テーマ：問題解決のためのデザイン処方

概要：個人、企業、団体、自治体等公的機関、教育機関などの様々なプロジェクトや目標達成に
於ける問題や症状に臨床的に処方出来るデザイン開発
■研究テーマの応用例
・全国都市緑化ひろしまフェア
シンボルマーク、キャラクターデザイン
・アートディレクション、ロゴタイプ、V・I マニュアル制作

・「水の科学館」アトリウム

水に集う生命

東京都水道局「水の科学館」エントランスホール・アトリウム空間造形演出計画
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・広島県第 13 回「海の祭典」V・I 計画
シンボルマーク・ロゴタイプ V・I マニュアル制作

・広島県しまなみ海道‘９９
シンボルマーク・キャラクターデザイン、選定委員ロゴタイプ制作 V・I マニュアル制作

・広島市食育推進計画 マスコットキャラクター

デザインガイド制作

マスコットキャラクターアートディレクション
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・日本ＡＰＥＣ広島高級実務者会合開催

歓迎バナー・ポスター制作

シンボルマーク・ロゴタイプアートディレクション

・IETF 広島開催シンボルマークおよび展開アイテム制作
シンボルマーク・ロゴタイプアートディレクション

・呉市市キャラクター

「てつぞう」着ぐるみ制作

キャラクターアートディレクション

- 198 -

・大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会キャラクター着ぐるみ制作
キャラクターアートディレクション

”食と酒”まち起こし協議会キャラクター着ぐるみ制作
キャラクターアートディレクション

・湯来ブランド

デザインガイドおよびアイテム展開

シンボルマーク・ロゴタイプ V・I マニュアル制作
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・花の季台団地案内サイン制作

・26 回全国菓子大博覧会・ひろしま菓子博 2013

褒章記念楯制作

■主な特許、芸術作品等
・広島市立大学芸術展

1994 年 10 月

バルーンアートの制作と大学校舎のライトアップとレーザーショウ

・広島市立大学芸術展
広島県立美術館

1997 年 2 月

ポスターと原画

１１点出品

広島県立美術館
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・1998 年 7 月

デザイン制作２０周年記念展個展

・15t の薬と 150 時間

2005 年

被爆６０年記念作品ジュノー博士の足跡をスチルアニメ制作

■想定される連携先
・民間企業
・地域団体
・地方自治体
・公的機関
・教育機関
・NPO/NGO
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 視覚造形分野
職・氏名 ：講 師 中村 圭
研究キーワード ：都市、デザイン、インスタレーション、アートプロジェクト
■研究テーマ

①

テーマ：公共空間におけるデザイン

概要：公共空間に隠れているその場所固有の歴史を調査しながら、公共空間のあり方を構想・研
究し、デザインを通じて、公共空間の課題を解決し、また、新しい提案を行います。
■研究テーマの応用例
公共空間に施されるグラフィックデザイン一般に関して、サイン類から空間デザインの企画（デ
ザインプロジェクト）が想定されます。また、仮設インスタレーションによる創造的公共空間の
創出の企画（アートプロジェクト）も公共空間におけるデザインの一つとして考えられます。
■主な著書、発表論文
・『都市と表現−世界平和記念聖堂 広島平和記念資料館

平和の門』「美術ひろしま2005-06」、

共著、2006.12、財団法人広島市文化財団、寄稿
・
「アドレスとマッピング : そうであることとそうであるものの把握」
、単著、2003.6、自費出版、
博士号学位論文及び作品掲載
■主な特許、芸術作品等
2017 《Lights》情報科学部教員らとの共同制作。
2014 「基町プロジェクト」（基町住宅地区他）で、プロジェクト企画運営の中心的役割を担う（〜現在）。（※下図2参照）
2012 「Hiroshima Creative Park 旧広島市民球場跡地利用から始める〈創造的公園〉をつくる提案 」（※下図1参照）
2010 「廣島から広島 ドームが見つめ続けた街」広島県立美術館《夜景》インスタレーション
2008 広島新球場・広島駅間歩道舗装計画「カープストリーム」（広島駅〜マツダ球場周辺） 共同企画、ビジュアルデザイン（協働による）
2007 「放影研アートプログラム2007」放射線影響研究所［広島研究所］《Tennis Court》インスタレーション
2004 音戸アートス ケープ「 Genius Loci: 2004」（広島県安 芸郡音戸町） 《 Passage》イ ンスタレーシ ョン
他、広島市行政課題（デザインマンホールプロジェクト他）においてクリエイティブディレクション担当多数。

図 1：文化芸術機能施設コンセプト模型

図 2：プログラム事例もとまちカフェ Vol.2（2016.11.12）

■想定される連携先
・地域団体

・地方自治体

・公的研究機関

・教育機関
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・ＮＰＯ

所
属
職・氏名

：芸術学部 デザイン工芸学科 立体造形分野
：教 授 吉田 幸弘
講 師 藤江 竜太郎
研究キーワード ：インダストリアルデザイン、アーバンデザイン、
C.Gシミュレーション
■研究テーマ

①

テーマ：地域と連携した創造的街づくり

概要：政令指定都市であり、また海外からの観光客も多い広島において、現在それにふさわしい
環境が整備されているとは言い切れません。もう一度、都市としてのアイディンティティーを見
つめ直し、さらに新しく創造的な街づくりが求められています。このような課題に対し、デザイ
ンを切り口として、地域にとってより魅力的な環境づくりや空間整備を進め、実践する事により、
解決していきたいと思っています。
■研究テーマの応用例
・横川・可部両地域の歴史的資産である100年前の乗り合いバスを地域住民と協同で復元し、横川
駅前整備と合わせ地域のシンボルとして設置しました。
・宇品橋、鷹野橋歩道橋、地下街シャレオ、８月６日通り歩道、大手町通り歩道、薬研掘通り、
住吉橋、 緑大橋、天満橋、新己斐橋の色彩計画等、公共建築物の実施計画およびデザインを行
政（広島市、中区等）と協同し行いました。
・広島駅前猿候橋の復元CG、復元模型制作を制作し、2016年3月復元。以降毎年えんこうさん祭り
を開催。協力している。
■想定される連携先
・製造関連企業
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・ＮＰＯ
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 立体造形分野
職・氏名 ：講 師 藤江 竜太郎
研究キーワード ：サイトスペシフィック・アート、ランドアート、
ランドスケープデザイン、アーバンデザイン
■研究テーマ

① テーマ：自然を楽しむ創造的環境づくり
概要：本当の豊かさとは何か、多様な価値観が混在する現代において、さらに新しく創造的環境
づくりが求められています。このような課題に対し、アートとデザインを横断した観点から、現
代において気づきにくくなった自然の変化や忘れられつつある記憶を丁寧にひも解き、ヒトと自
然にとってより魅力的な環境づくりを実践や提案する事により、解決していきたいと思っていま
す。

2011 年神戸ビエンナーレ「GOLDEN ZERO」
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2011年

六甲ミーツアート「ROKKO CARP CAMP」

2017年

広島猿猴橋イベント

猿猴さん
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■研究テーマの応用例
・広島市、河川利用を軸とした都市環境づくりの提案とフィールドワークを通してのレクチャー
や市民との交流、河川地域のイベント等の協力。
・しょうばらサーカスとして文化の地産地消をキーワードに庄原で探し、育て、楽しむことの出
来る環境づくりを目指し、庄原市民と協力したワークショップを継続的に開催しました。
・公共物のデザイン、広島シャレオ内に設置したアートベンチのデザインを担当しました。
・六甲ミーツ・アート、開港都市にいがた水と土の芸術祭、神戸ビエンナーレ等に作家として参
加。
■想定される連携先
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・ＮＰＯ
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科
職・氏名 ：教 授 笠原 浩
研究キーワード ：映像、アニメーション

映像メディア造形分野

■研究テーマ

①

テーマ：動画表現教育のためのアニメーション創作支援ツールの開発

②

テーマ：デジタル画像技術を利用した動画像芸術表現

■研究テーマの応用例
①小中高生の美術授業教材利用
②デジタルサイネージ等の公共空間での動画利用

■主な特許、芸術作品等

■ 想定される連携先
・教育機関
・放送関連企業
・地域団体
・地方自治体
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 映像メディア造形分野
職・氏名 ：講 師 有持 旭
U R L
：http://www.studioalimo.com/
研究キーワード ：アニメーション、シュルレアリスム
■研究テーマ

①

テーマ：アニメーションの物語構造とシュルレアリスムの表象理論の相互影響

②

テーマ：エストニアを主とした東欧アニメーション研究

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文

■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所 属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 金属造形分野
職・氏名 ：教 授 南 昌伸
研究キーワード ：金属工芸、金属造形、金属素材
■研究テーマ

① テーマ：生活のなかの金属工芸
概要：日本の美意識、生活文化をテーマに、手工芸的技法と現代の加工技術を使って金属工芸の
制作を行っています。技術としては伝統的技法である鍛金、鋳金、彫金の技法に加え、現代の金
属加工技術の可能性について研究しています。

② テーマ：金属の素材研究を起点とした造形展開
概要：金属素材の魅力、特徴に焦点を絞り、素材に対する実験的試みから得られる造形の展開に
ついて制作研究を行っています。

③ テーマ：「ものつくりネットワーク」
概要：金属工芸、金属造形を専門として中国地方で活躍する人たちを中心としたネットワーク。
参加者による展示発表等の活動を通して情報交換、技術提供、コラボレーションの可能性を探っ
ています。

④ テーマ：伝統技術の伝承と文化財保存
概要：地域の伝統工芸を中心に、伝統技術を有する職工との技術交流や、聞き取り調査を通して、
伝統技術の継承と新たな工芸の活性化を目指しています。
■研究テーマの応用例
地域における工芸的製品開発、ブランド製品開発。モニュメント制作など
■想定される連携先
・地域の企業（生産）
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関

- 209 -

所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 金属造形分野
職・氏名 ：教 授 永見 文人
研究キーワード ：金属工芸、金属造形、金属素材
■研究テーマ

① テーマ：「金属造形 … その美と表現について」
概要：金属工芸の「鍛金」・「彫金」
・「鋳金」技法を応用した作品制作法と芸術表現の研究
■研究テーマの応用例
・産学連携・地域連携として、金属工芸の古典的な素材加工法、着色法の指導、及びデザイン指
導
・地域における工芸的製品開発、ブランド製品開発、モニュメント制作など
・金属工芸品の保存・修復
■主な著書、発表論文
・広島市立大学芸術学部紀要第５号 … 平成９年度特定研究報告書
「現在および将来における鍛金造形の可能性」
（平成 12 年 3 月 31 日発行）
・(社)現代工芸美術家協会編「現代工芸ニュース NO.45」
躍進するアメリカ鍛造工芸」（平成 10 年 9 月 20 日発行）
・株)みなと山口合同新聞社編「山口新聞コラム：東流西流」（平成 17 年 9〜10 月全 9 回執筆）
・広島市立大学特定研究報告書（平成 16〜18 年度）
「フランスと広島の美術文化比較研究と美術教育システムの関わりについて（ルーアン美術学
校との学術提携を目指して）」（平成 20 年 3 月発行）
■主な特許、芸術作品等
・「Soul（魂）」（1987）… 第 41 回山口県美術展覧会（立体部門）奨励賞
・「祈りのために」（1987）… 第 41 回二紀展（彫刻部）奨励賞
・「AQUAⅡ」（2000）… 第 39 回日本現代工芸美術展 現代工芸賞
・「恵」（2005）… 第 44 回日本現代工芸美術展 現代工芸本会員賞
・「春風のシンフォニー」
（2012）… 第 51 回日本現代工芸美術展 審査員として無鑑査出品
■ 想定される連携先
・地域の企業（生産）
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 染織造形分野
職・氏名 ：教 授 倉内 啓
研究キーワード ：染織、染色、型染、テキスタイルデザイン、工芸
■研究テーマ

①

テーマ：型染による造形作品の制作

概要：染色工芸の防染技法、主に型紙を用いた糊防染による模様染の創作活動を行なっています。
日本では民族衣裳の装飾加工技術としてさまざまな防染技法が生まれました。一方、西洋には近
代まで防染による模様染めの文化が無かったと言っても過言ではありません。西洋の理論によっ
て構築された近代の美術概念の枠組みで見落とされてしまいがちな日本人の独自の感性やものづ
くりの原点を鑑み、伝統的な技法を継承しながら皮膚感覚に根ざした現代的な表現を目指します。

②

テーマ：古典紅型の文様研究

概要：琉球の古典紅型における文様と日本の古典文様との比較研究を行っています。

③

テーマ：自主ブランド製品のプロデュース及びコラボレーションレーベルの研究

概要：日常生活の中で再び工芸作品が積極的に取り入れられる様に、
「用」と「美」の調和を現代
的な視点で見つめ直し、社会との繋がりを模索します。そのひとつの例として、ブランドのディ
レクションや学生（若手作家・デザイナー）や企業とのコラボレーションによる製品の企画やデ
ザインの可能性を探っています。

『つゆのあとさき』
（型絵染六曲屏風：180×240cm）2013 年

■研究テーマの応用例
壁面装飾、襖制作、インテリア・ファッションファブリック、フラッグ・バナーデザイン、等
■ 想定される連携先
・テキスタイル・プリント、繊維関連の企業、インテリア・ファッション関連の企業、等
・伝統工芸（地場産業）
、地域団体、地方自治体、公的研究機関、教育機関、社寺、等
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸学科 染織造形分野
職・氏名 ：准教授 野田 睦美
研究キーワード ：芸術、染織、現代織物
■研究テーマ

①

テーマ：現代織物による芸術活動

概要：古来より、人は糸を作り、労働によって織物を作ってきました。織物とは糸を構築してい
くことであり、糸と労力の集積です。つきつめれば、
「糸」か「労力」かです。しかし、私は糸に
よる特長を生かしながら、糸ではないような糸、織物ではないような織物で、見る人・場・光を
予測し、現代人に共鳴する作品を創造するという新しい分野の可能性を求めて、学術的な考察を
もとに創作していきたいと考えています。

②

テーマ：織物の研究

概要：日本とフランスの美術織物を中心に、繊維、染料、染色、撚糸、製織などについて研究し、
作品が置かれる物質的環境及び作品を取り囲む人との関係を探究しています。
■研究テーマの応用例
主な収蔵先
タキイ種苗株式会社本社 (京都)、タキイ種苗株式会社福岡支店（福岡）、医療法人恕泉会リハビ
リテーション病院すこやかな杜（高知）、社会福祉法人向日春秋会特別養護老人ホ−ムサンフラワ
ーガーデン（京都）、医療法人社団哲樹会介護老人保健施設まゆみの里(香川）
、T.A.氏邸(滋賀)等
■主な著書、発表論文
・「まなざしに共鳴する芸術-見る人・場・光を予測して」,京都市立芸術大学学位論文(博士),2008 年.
・「染織α-特集タペストリーへの誘い」,染織と生活社,2005 年 12 月号,pp.12-15.
・『現代日本の衣匠 vol.2』,ARTBOX インターナショナル,2008 年,pp.106-107.
・『現代美術の断面』,京都国際芸術センター,2004 年, p.137.
・「染織春秋」,2003 年,八宝堂,p.14.
■主な特許、芸術作品等
2016 年

創立 70 周年記念琳派 400 年記念京都工芸美術作家協会展（京都文化博物館）

2015 年

文化庁新進芸術家海外派遣選抜展第 18 回 DOMANI・明日展-未来を担う美術家たち（東京・
国立新美術館）

2014 年

竪機タピスリー上級技術特別研修客員（フランス・モンサンミッシェル）としてモンサ
ンミッシェルで制作,展示

2013 年

「DEEP REALITY」展（フランス・École Nationale Supérieure desBeaux-Arts de Paris）
作品『Mutsumi et Paris』
DIGITAL WORLD FESTIVAL「FUTUR ENSEINE」（フランス・104cent quatre paris）作品
『Toutes ces gouttes,un océan』と制作過程が上映される、実演を行う

2012 年

文化庁新進芸術家海外研修員認定、École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris（パリ国立美術高等学校）において現代美術と美術織物の研究
ゴブラン織の資格取得

2011 年

財団法人京都市芸術文化協会選抜展（京都芸術センター）

2010 年

第 32 回京都工芸美術作家協会展（京都府立文化芸術会館）（以後毎年出品）

2009 年

第 64 回新匠工芸会展『自らを洲とし』
「会友賞」受賞(2010 年会員,2011 年運営委員)

西陣織伝統的工芸品秀作展(京都西陣織会館)、第 8 回芸術祭国際招待展(韓国・江陵市美術館)等
■想定される連携先
地方自治体、研究機関、教育機関、医療機関、文化財団、染織関連の企業、建築関連の企業、
伝統工芸、ファッションデザイン、インテリアデザイン
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所
属 ：芸術学部 デザイン工芸科 漆造形分野
職・氏名 ：准教授 大塚 智嗣
研究キーワード ：漆（美術、工芸、デザイン、クラフト）、轆轤、伝統、文化
■研究テーマ

① テーマ：漆の可能性を探る造形表現研究
概要：漆に関わる素材、技法を応用した造形表現の研究を行ない、様々な分野において展開し
ています。

② テーマ：漆文化の研究
概要：衰退する広島の漆文化を中心に、国内外の漆文化を調査することで今後の漆文化の展開
を研究しています。

③ テーマ：轆轤文化の研究
概要：衰退する広島の轆轤文化を中心に、国内外の轆轤文化を調査することで、今後の轆轤文
化の展開を研究しています。
■研究テーマの応用例
①産学、地域連携としての技術、デザインの提案、指導（仏壇、熊野筆、建築等）
国内外にて漆を中心とする表現の提案
・東広島商工会議所主催まちづくりとものづくりにおける『歴史の継承』と『現代との融
合』
・クラフトネットワ−ク会議・金沢 『公募展の在り方と新しい創作の方向性』講義
・金沢デザイン塾 『新しい時代の漆を語ろう』講義
・特別講演会「金仏壇の修復市場の拡大による伝統技術の継承と後継者の育成」伝統を生か
したものつくりの方向性を探る広島仏壇修復事業共同組合主催

伝統継承セミナー

・「会津・漆の芸術祭」広島市立大学大塚研究室「縁がわ」プロジェクトチームより参加出
品
②・日／独相互交流可能なグローバル芸術教育の実践的研究において 演習、講義（ドイツ）
・２００７国際現代漆芸展「日本の漆事情について」の講義、出品

清華大学美術学院（北

京）中央美術学院（北京）
・国際漆展において「日本の現代漆芸について」講義、出品

国立台湾芸術大学（台湾／台

北）
・ミャンマー伝統工芸学術支援事業にて、「日本、中国、タイの漆器産業について」講義
・広島産漆の広島漆の復興と保存を継続中、広島産ブランド、地域連携等に繋げる。
・広島市立大学国際漆芸文化学術交流「日中現代漆芸考察」講演及びパネルディスカッショ
ンの開催
③・轆轤文化の調査研究−中国地方の轆轤文化と技術を中心に−を実施し、広島における諸職の
あり方、今後の展開を提案
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■研究活動（過去５ヶ年）
2016 年

工芸の隙間展 ギャラリー睦

千葉 （3/18〜30） 「日本の技と心」展

ものづくり×ものがたり

東京／伊勢丹新宿本店（3/30〜4/5）

大学漆器教師人材養成プログラム（中国美術系大学講師３０名対象）
天津美術学院設計美術学院
２０１６韓国国際現代漆アート展

韓国統営漆美術館

中国／天津（6/18〜6/26）
韓国／統営（8/30〜10/30）

２０１６湖北国際漆トリエンナーレ 中国湖北美術館

中国／湖北（9/9〜10/10）

第６０回岩国市美術展覧会 審査員 岩国市民会館
第４２回宮島特産品振興大会
2015 年

サンクリューネ展

審査員 宮島商工会館会議室

宮坂画廊

銀座／東京

(1／12〜1／17)

2015 韓・日国際漆芸展 啓明大学校 克哉美術館 韓国／大邱 （5/15〜5/29）
企画展 漆芸の未来を拓く-生新の時 2015- シンポジウム「漆と社会の繋がり」
コーディネイターを務める 石川県漆芸美術館 石川県／輪島（5/30）
第３回新県美展
宮島轆轤の作品展

審査員（工芸系） 広島県立美術館 （6/3）
ぎゃらりい宮郷 広島／宮島（6/4〜9）

第５回極東アジア工芸家交流展

THE POWER OF CRAFT-人

大阜島 Glass island マックアート美術館
『日本の漆文化』

出品及びレクチャーを行う
韓国／ソウル（8/18〜9/20）

日本の漆に対する価値観〜食文化と漆の関わりを中心として〜

講義及び演習 天津美術学院設計美術学院
四川美術学院

中国／天津

（9/18〜9/25）

中国／四川 （12/21〜12/31）

第５９回岩国市美術展覧会 審査員 岩国市民会館 （10/8）
あいづまちなかアートプロジェクト２０１５会津・漆の芸術祭×まちなかピナコテカ
漆その可能性と未来招待出品
第４１回宮島特産品振興大会
2014 年

福島／会津、喜多方 （10/3〜11/1）

審査員 宮島商工会館会議室 （10/20）

赤ちゃん筆 平成２５年度小規模事業者活性化補助金事業計画（熊野筆）
によるデザイン、制作の監修
日・中相互における多角的な芸術表現研究及び国際学術連携の模索
広島市立大学

国際学術研究（研究代表者）

“Japan-Myanmar Lacquer Art Exhibition”Comemorating 60 Years Friendship and
10 Yerars Exchange Program
第４０回宮島特産品振興大会

ミャンマー／バガン

（9/10-14）

審査員 宮島商工会館会議室 （10/21）

『食とうるし』講義 広島市老人大学院 広島市社会福祉センター（11/18）
第４回 極東アジア工芸家日韓交流展「MY まーい」出品
沖縄県立芸術大学付属図書・芸術資料館

（12/17-24）

南京芸術学院、山西大学美術学院、太原理工大学美術学院、にて漆講義
及びディスカッションを行なう（12/26-29）
2013 年

・アジア伝統工芸学術支援事業（国際交流基金助成）第 2 回 現地活動ラオスおける漆ワー
クショップ及び講義を行なう。（3/28〜4/4）
・公益財団法人ひろしま文化振興財団より助成を受ける。（4/1〜3/31）
・広島漆再生プロジェクト委員会を立ち上げ委員長になる。
（6/10）
・郷土文化支援事業「広島漆再生プロジェクト委員会事業」を実施
・中国楊州にて漆調査及び中国南京芸術大学にてワークショップ、講義を行なう。
（4/24〜5/2）
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・「A Little Show in TENSHIN」広島市立大学 国際学術研究（研究協力者）
・あいづまちなかアートプロジェクト会津・漆の芸術祭 2013×まちなかピナコテカ招待出
品、会場-松本家土蔵 福島／喜多方（10/5〜11/4）
・2013 国際漆芸招待展

招待出品

啓明大学校克哉美術館 韓国／大邱広域市（9/24〜

10/5）
・受賞：世界工芸コンペティション・金沢 2013〜茶の時空間〜
世紀美術館長賞」受賞

審査員特別賞「金沢２１

金沢２１世紀美術館市民ギャラリーB（10/16〜20）・金沢市立

中村記念美術館（10/21〜27）
・ 第３９回宮島特産品振興大会
2012 年

審査員 宮島商工会館会議室（10/23）

・
「広島市工芸作家招待展 -金属・染織・漆造形-」参加出品
大邱広域市ファッションジュエリー専門タウン韓国／大邱（6/16〜6/24）
・第 3 回 極東アジア工芸家 日韓交流展 参加出品 東京韓国文化院 ギャラリーMi 東京／
四谷（8/21〜8/31）
・中国における学術シンポジウム開催と国際交流提携の模索
と未来 —日本画・油画・漆の視点から— 広島市立大学

素材から見た絵画表現の変容
国際学術研究（研究代表者）

2013 年まで
・東京芸術大学創立 125 周年記念事業 漆芸

軌跡と未来

東京芸術大学美術館 東京／上

野（10/5-10/21）
・ 第３８回宮島特産品振興大会

審査員 宮島商工会館会議室（10/25）

■主な著書、発表論文（過去５ヶ年）
刊行年
書、作品、論文名
掲載誌発行所
2016 年
中国における学術シンポジウム開催と国際交流提携の模索、素材からにた絵画表現の変容
と未来-日本画・油絵・漆の視点から- 大塚智嗣 平成 24-25 年度広島市立国際学術研究
報告書 p11-18 28 年 3 月発行
2015 年

六角紫水漆工作品調査報告書

大塚智嗣 文化財学、保存修復に関する研究、教育プログ

ラム導入に関する調査研究 調査報告書 平成 23-25 年度広島市立大学特定研究
p5-29
2015 年

作品 漆の言い分、木の本音Ⅶ

大塚智嗣

27 年 3 月発行

2015 韓・日國際漆芸展図録
p52-53 27 年５月発行

2015 年

漆芸の未来を拓く-生新の時 2015- 大塚智嗣 漆文化

129 号 p18-19

日本文化財漆協会報
2015 年

作品 漆の言い分、木の本音Ⅷ

大塚智嗣

第５回極東アジア工芸家交流展図録

p66-67 極東アジア工芸協議会
2014 年

27 年 7 月発行
27 年 8 月発行

和釘、刀等を原料にした「鋼」の鍛造工程について 大塚智嗣 木地師研究
第 202・203 号 P17-19 日本木地師学会

2014 年

作品 漆の言い分

木の本音

Rewind-032 大塚智嗣“Japan-Myanmar Lacquer Art

Exhibition”Comemorating 60 Years Friendship and 10 Yerars Exchange Program
プログラム冊子 アジア漆工芸学術支援事業 p15 ２６年１０月
2014 年

作品 闇と光の邂逅（２１世紀美術館長賞）大塚智嗣 第 70 回記念金沢市工芸展記念誌
今を受け継ぐ金沢の工芸 p52 金沢市工芸協会発行
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2013 年

作品 漆の言い分

木の本音Ⅴ

大塚智嗣

あいづまちなかアートプロジェクト会津・漆

の芸術祭 2013×まちなかピナコテカ事業報告書
p5 あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会
2013 年

平成 26 年 2 月

文化財学、保存修復に関する研究、教育プログラム導入に関する調査研究 六角紫水漆工
作品調査報告書

大塚智嗣 平成 21-22 年度広島市立大学特定研究
p8-24 平成 25 年 3 月発行

2013 年

「広島漆」復活目指せ 市立大が原料栽培

西村文 中国新聞朝刊 2 月 7 日 社会面

p27
2012 年

広島の漆文化をつなげる 大塚智嗣 中国新聞 緑地帯 2012 上巻

2012 年 9 月発行

P69〜7620
2012 年

緑地帯 広島の漆文化をつなげる ①〜⑧

大塚智嗣 中国新聞 朝刊

緑地帯コラム連

載 ①4 月 3 日文化面 p15、②4 月 4 日文化面 p15、③4 月 5 日文化面 p17、④4 月 6 日文
化面 p13、⑤4 月 7 日文化面 p12、⑥4 月 10 日文化面 p12、⑦4 月 11 日文化面 p19、4 月
12 日文化面 p12
2012 年

縁がわ 広島市立大学大塚研究室 会津・漆の芸術祭 2011 事業報告書 福島県立美術館
p48
日中漆芸術

伝統と魅力「広島市立大シンポ

作家ら可能性探る」西村文

中国新聞朝刊

2 月 3 日 文化面 p11
2012 年

作品 漆の言い分, 木の本音Ⅴ

大塚智嗣

東京芸術大学創立 125 周年記念事業 漆芸

軌跡と未来 東京芸術大学創立 125 周年記念事業 漆芸

軌跡と未来

実行委員会
10 月 4 日発行

2012 年

作品 漆の言い分
Exhibition

2012 年

大塚智嗣

2012

Far East Asia Handicraft

「Target-それぞれの視点-」第３回極東アジア工芸家交流展図録

作品 漆の言い分
Exhibition

木の本音Ⅳ

木の本音Ⅰ・Ⅱ 大塚智嗣

p13

2012 Hiroshima Craftman invitation

図録 p16〜17

■主な特許、芸術作品等
・受賞：国際漆展・石川 2002

大賞

（作品買上げ）

・ 受賞：２００５年度グッドデザイン賞

（しずくの厨子

美川仏壇）

・ 受賞：世界工芸コンペティション・金沢 2013〜茶の時空間〜
審査員特別賞「金沢２１世紀美術館長賞」受賞
・レリーフ制作：（株）日動火災、自由が丘レストランエルニード、千葉県市原市海釣公園等
・修復：柳に鳥図蒔絵琵琶箱修復

東京芸術大学収蔵

・収蔵先：石川デザインセンター、国立台湾芸術大学美術館、安楽寺（京都）、
メタルアートミュージアム光の谷（千葉）
■想定される連携先
・漆、クラフトデザイン、伝統工芸、インテリア、建築等の関連企業
・地域団体、地方自治体、大学、高等学校等公的研究機関、美術館、博物館、資料館、NPO
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所

属

職・氏名

：芸術学部
：講師

研究キーワード

青木

デザイン工芸学科（漆造形分野）
伸介

：美術、漆造形、伝統技法、塗装全般、デザイン

■研究テーマ

①

乾漆造形及び髹漆技法を生かした新たな美術表現の研究と制作発表

概要：漆芸技法は長い歴史の過程で数多くの優れた芸術的表現を確立してきました。現在の
産業技術の基礎となるものも多く、その研究は今後の発展にも大変重要です。また、美術表
現の研究から新たな価値を創造します。

■研究テーマの応用例
2016 年度に埼玉県春日部市新設の医療センターにおい
て、ホスピタルアートの一環として塗装表現の提案と制
作を行うなど公共空間への展開や、都市設計においても
重要な役割として応用することができます。また、漆芸
という地域産業を担ってきた技術を研究することで、地
場を生かした産学連携事業に展開できます。
「ぬくもりと光の壁」塗装協力

■制作展示

2015 年展覧会場での展示

2015 年ギャラリーでの個展会場

■想定される連携先
地域団体、地方自治体、公的研究機関、教育機関、NPO／NGO、企業

- 217 -

所
属 ：芸術学部 理論系
職・氏名 ：准教授 石松 紀子
研究キーワード ：現代美術、文化研究、ポストコロニアリズム、イギリス、
東南アジア
■研究テーマ

①

テーマ：東南アジアの現代美術

概要：東南アジアの中でも、特に以前イギリス統治下にあったマレーシアの現代美術について
研究しています。東南アジア諸国の多くは、植民地政策のもと近代化が進められ、欧米の美術
を受容しながら自国の美術を生成してきました。戦後まもなくして、被植民地諸国は独立を果
たしますが、美術史の形成や近・現代美術の研究については、今後より発展していく段階にあ
ります。調査対象を東南アジア地域に広げながら、同地域の美術史や美術言説に寄与する研究
調査を行います。

②

テーマ：イギリスの現代美術

概要：アジア、アフリカ、カリブ諸国に出自をもち、イギリスを拠点に活動する美術作家たち
に注目して、現代美術をとりまく状況について研究しています。冷戦構造が終結し、世界的に
グローバル化が加速するにつれ、それまでほとんど発表する機会がなく周縁的な存在であった
アジア・アフリカ系美術作家たちの活動の場は急速に広がっています。一方で、欧米を中心と
する美術や美術言説において、これらの作家たちの活動は、美術よりも文化的な文脈において
理解される傾向にあるため、そのような美術の枠組みを考察・検討しています。
■研究テーマの応用例
美術館やギャラリーにおける展覧会や地域連携型のアートプロジェクトの実施に際して、企
画や美術作家と市民・学生との交流のサポートを行います。また、国内外の美術作家や研究者
との共同研究調査やプロジェクトにおいても、企画や実施を協働することができます。
■主な著書
石松紀子『イギリスにみる美術の現在—抵抗から開かれたモダニズムへ』花書院（2015 年）
■想定される連携先
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
・ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：所 長・特任教授 吉川 元
研究キーワード ：平和研究、安全保障論、国際関係論
■研究テーマ

①

テーマ：国際安全保障共同体の研究

②

テーマ：戦争と平和の国際関係史の研究

■研究テーマの応用例
平和論の変容、平和、援助、友好関係が実際には人民の殺戮にどのように影響したか、という
平和の再定義について研究しております。
■主な著書、発表論文
1. 『ソ連反体制運動の展開―ソ連人権問題の国際化』、広島修道大学総合研究所、1983 年。
119 頁。
2. 『ソ連ブロックの崩壊－国際主義、民族主義、そして人権』、有信堂高文社、1992 年。259
頁。
3. 『ヨーロッパ安全保障協力会議 CSCE―人権の国際化から民主化支援の発展過程の考察』、
三嶺書房、1994 年。465 頁。
4. 『国際安全保障論―戦争と平和、そして人間の安全保障の軌跡』有斐閣、2007 年。335 頁。
5. 『民族自決の果てに―マイノリティをめぐる国際安全保障』有信堂高文社、2009 年。223
頁。
【編著】）
1. 『予防外交』
、三嶺書房、2000 年。300 頁。(編著)。
2. 『マイノリティの国際政治学』、有信堂高文社、2000 年。251 頁。（吉川 元・加藤普章 共編
著）。
3. 『なぜ核はなくならないのか―核兵器と国際関係』、法律文化社、2000 年。249 頁。（山田浩・
吉川 元 共編著）。
4. 『国際関係論を超えて―トランスナショナル関係論の新次元』山川出版、2003 年。258 頁。（編
著）。
5. 『国際政治の行方』ナカニシヤ出版、2004 年。321 頁。（吉川 元・加藤普章 共編著）。
6. James Llewellyn, David Walton and Gen Kikkawa, A Pacifist State in a Hostile Region:
Japan and Post War Conflict in Southeast, New York: Nova Science Publishers, 2009,
pp.234．（共著）。
7. 『中東の予防外交』信山社、2012 年、365 頁。（吉川元・中村覚 共編）。同書の第 1 章「予
防外交論」（33－59 頁）執筆。
8. 『世界の中のアフリカ―国家建設の歩みと国際社会』上智大学出版会、2013 年、181 頁。（吉
川元・矢澤達宏 共編著）。
9.『グローバル・ガヴァナンス論』法律文化社、2014 年、314 頁。（吉川 元、首藤もと子、六
鹿茂夫、望月康恵 共編著）。同書の序章「グローバル化とグローバル・ガヴァナンス」（1
－13 頁）を執筆。
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【共著（分担執筆）】
1. 「ソ連・東欧関係の構造変容―民族共産主義と対抗文化」、馬場伸也編『講座政治学Ⅴ・国
際関係』、三嶺書房、1988 年、93-139 頁。
2. 「社会主義の平和外交・人権問題」、日本平和学会編『社会主義の理念と平和』、早稲田大
学出版会、1989 年、152-168 頁。
3. 「社会主義と人権・開発・環境問題」、臼井久和、綿貫礼子編『地球環境と安全保障』、有
信堂、1993 年、138-158 頁。
4. 「CSCE と冷戦構造の変容」、細谷千博、丸山直起編『ポスト冷戦期の国際政治』、有信堂、
1993 年、160-177 頁。
5. 「OSCE と NGO」、臼井久和・高瀬幹雄編『民際外交の研究』、三嶺書房、1997 年、152-174
頁。
6. 「積極的平和」臼井久和・星野昭吉編『平和学』、三嶺書房、1999 年、105-132 頁。
7. ｢人権｣、初瀬龍平、定形衛、月村太郎編『国際関係論のパラダイム』有信堂、2001 年、
140-151 頁。
8. 「国際秩序における『主権』概念の変容―国際安全保障と内政干渉の正当性」神戸大学六甲
台五部局百周年記念事業検討員会編『神戸発 社会科学のフロンティア』中央経済社、2002
年、1-33 頁。
9. Kikkawa Gen, “Preventing Ethnic Conflicts—Reconsideration of the Self-Determination
Principle,” Sato Hideo, ed., Containing Conflict: Cases in Preventive Diplomacy, Tokyo:
Japan Center for International Exchange, 2003, pp.21-60.
10. Kikkawa Gen, “Peace and Security,” Encyclopedia of Life Support Systems, Eolss
Publishers, 2003.
11. 「欧州の予防外交と平和構築―OSCE の予防外交を中心に」磯村早苗・山田康博編『今戦争
を問う―平和学の安全保障論』（グローバル時代の平和学 第２巻）、（法律文化社、2004
年）、91－122 頁。
12. 「冷戦の終結とヨーロッパ市民」田中孝彦・青木人志編『｢戦争｣のあとに―ヨーロッパの和
解と寛容―』2008 年、勁草書房、225－246 頁。
13. ｢国際問題としてのマイノリティ｣日本国際政治学会編『日本の国際政治学－国境なき国際政
治』第 2 巻、2009 年、有斐閣、135－155 頁。
14. 「西欧的国際政治システムへ回帰するアジア」中村雅治・イーブ・シュメイユ共編『EU と
東アジアの地域共同体－理論・歴史・展望』上智大学出版、2012 年、38-66 頁。
15. 「中東の予防外交」吉川元・中村覚 共編『中東の予防外交』信山社、2012 年、33-59 頁。
16. 序論「正義と国際社会」
『国際政治』171 号、2013 年 1 月、1-14 頁。
17. 「国際平和とは何か」 上村雄彦編『グローバル協力論入門』法律文化社、2014 年、
pp.40-51.
18. 「民族自決主義の功罪」大芝亮編著『ヨーロッパがつくる国際秩序』ミネルヴァ書房、2014
年、41－61 頁。
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
地方自治体
公的研究機関
教育機関

- 220 -

所
属 ： 平和研究所
職・氏名 ： 教 授 水本 和実
URL
： http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/content0025.html
研究キーワード ：核軍縮、原爆投下、被爆体験、国際協力、平和構築
■研究テーマ

①

テーマ：核軍縮と被爆体験

概要：国際的な核軍縮の問題を、核兵器保有の現状、核兵器を規制する条約や国際的枠組みなど
政治・外交の分野から研究すると同時に、アメリカによる核開発から広島・長崎への原爆投下、
戦後の核軍拡などの問題を、外交史的な視点も踏まえながら研究しています。同時に、被爆体験
という言葉で代表される広島・長崎における経験の今日的な意味を探り、それを核軍縮に生かす
方策を模索しています。

②

テーマ：広島発の国際貢献・国際協力

概要：広島市を含む広域の広島地域の多様な人材を活用し、紛争終結後の途上国などにおいて、
新たな地域づくりに協力する可能性や具体的な方法、そのための枠組み作りや人材育成などにつ
いて、地元の研究者、実務家、大学・医療機関、行政機関などと、研究および実践活動を続けて
います。具体的には、カンボジアにおいて、広島県と独立行政法人国際協力機構（JICA）による
復興支援プロジェクトや、ジャパン・プラットフォーム、NPO 法人「平和貢献 NGO ひろしま」
および県内 NGO と提携した社会基盤整備事業などを進めつつ、その経験を今後の国際協力・国
際貢献に生かすノウハウの蓄積を目指して研究会やシンポジウムを重ねています。
■研究テーマの応用例
広島平和文化センターや広島平和記念資料館における市民向け平和・核問題セミナー・講座
国際平和拠点ひろしま構想（広島県）
カンボジア支援プロジェクト（広島県・JICA）
カンボジアひろしまハウスを拠点とする支援交流事業
ひろしま復興・平和構築研究事業報告書『広島の復興経験を生かすために―廃墟からの再生』
（2014
年 3 月、広島県・広島市）
ひろしま復興・平和構築研究事業『広島の復興の歩み』（2015 年 3 月、広島県・広島市）
■主な著書、発表論文
・吉川元・水本和実編『なぜ核はなくならないのかⅡ――「核なき世界」への視座と展望』法律
文化社、2016 年
・水本和実『核は廃絶できるか――核拡散 10 年の動向と論調』法律文化社、2009 年
・水本和実「核軍縮と広島・長崎――核の危険性と被爆地の課題」浅田正彦・戸﨑洋史編『核軍
縮不拡散の法と政治』信山社、2008 年、247-270 頁
・水本和実「2010 年―2013 年の核をめぐる動向と論調」小池聖一編『広島における原爆・核・被
ばく関連の史・資料の集積と研究の現況』
（平成 23 年度科学研究費補助金基盤研究（B）研究成
果報告書）2014 年 2 月、209－260 頁
■想定される連携先
・広島平和文化センター・広島平和記念資料館・国立広島原爆死没者追悼祈念館
・広島県、ひろしま国際センター、JICA 中国
・広島女学院中学・高校
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：教 授 ナラヤナン ガネサン GANESAN, Narayanan
研究キーワード ：Southeast Asia, ASEAN and Bilateral Relations,
Politics and International Relations
■研究テーマ

①

テーマ(theme)：The international relations of Southeast Asia

概要(Outline)：(Multilateralism and ASEAN, Malaysia-Singapore and Thai-Myanmar relations,
bilateral tensions, Thai and Myanmar foreign policy)

②

テーマ(theme)：Southeast Asian domestic politics

概要(Outline)：(State-society relations, Malaysia, Myanmar, Thai and Singapore politics)
■研究テーマの応用例
Topics written on identify difficult issues that require treatment and reconciliation. This
is helpful for bureaucrats and diplomats and international agencies
■主な著書、発表論文
N. Ganesan, Realism and Interdependence in Singapore’s Foreign Policy (London and New York:
Routledge, 2005, reprint 2007)
N. Ganesan and Kyaw Yin Hlaing (Eds.), Myanmar: State, Society and Ethnicity (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2008)
N. Ganesan and Ramses Amer (Eds.), International Relations in Southeast Asia: Between
Bilateralism and Multilateralism (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010)
N. Ganesan and Lam Peng, East (Eds.), Asia Facing a Rising China (Singapore” East Asian
Institute, 2010)
N. Ganesan and Colin Duerkop (Eds.), East Asian Regionalism (Tokyo: Konrad Adeauer Stiftung,
2011)
N. Ganesan and Sung Chull Kim (Eds.), State Violence in East Asia (Lexington: University
Press of Kentucky, 2013)
N. Ganesan (Ed.), Conjunctures and Continuities in Southeast Asian Politics (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2013)
N. Ganesan (Ed.), Bilateral Legacies in East and Southeast Asia (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2015).
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
Hiroshima Peace and Culture Foundation
National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS – Tokyo)
Sasakawa Peace Foundation and Japan International Cooperation Agency (JICA)
Konrad Adenauer Stiftung, Germany
Swiss Development Corporation (SDC)
Swedish International Development Agency (SiDA)
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：教 授 ロバート ジェイコブズ （JACOBS, Robert）
研究キーワード ：History of Nuclear Technologies
■研究テーマ

① テ ー マ (theme) ： The history of nuclear technologies and radiation
technopolitics
概要(Outline)：(Hibakusha studies, history of nuclear weapon testing, history of nuclear
production, social effects of radiation exposures)

②

テーマ(theme)：Nuclear representation in culture

概 要 (Outline) ： (Nuclear iconography, nuclear art and popular culture, apocalyptic
imaginary)
■研究テーマの応用例
Participation in museum design and curatorial work, training in the conduct, collection
and cataloging of oral history testimonies. NGO plans to assist radiation affected
communities.
■主な著書、発表論文
Jacobs, Robert and N.A.J. Taylor, eds. Reimagining Hiroshima and Nagasaki: Nuclear
Humanities in the Post-Cold War (London: Routledge, 2017).
Jacobs, Robert and Urs Heftrich, Bettina Kaibach and Karoline Thaidigsmann, eds.

Images of Rupture in Civilization Between East and West: The Iconography of Auschwitz
and Hiroshima in Eastern European Arts and Media (Köln: Böhlau, 2015).
Jacobs, Robert. “Anthropogenic Fallout: The Bravo Test and the Death and Life of the
Global Ecosystem,” Hiroshima Peace Research Journal Vol. 2 (2015): 77-96:
http://bit.ly/1com0PL
Jacobs, Robert. Dragon Tail: Kaku no Anzenshinwa to America no Taishubunka (Tokyo:
Gaifusha, 2013)
Jacobs, Robert. “Nuclear Conquistadors: Military Colonialism in Nuclear Test Site
Selection during the Cold War,” Asian Journal of Peace-building Vol. 1, Issue 2 (2013):
157-177.
Jacobs, Robert. The Dragon’s Tail: Americans Face the Atomic Age (Amherst, MA:
University of Massachusetts Press, 2010).
Jacobs, Robert, ed. Filling the Hole in the Nuclear Future: Art and Popular Culture
Respond to the Bomb (Lanham, MD: Lexington Books, 2010).
■想定される連携先
Global Hibakusha Project
Hiroshima Peace and Culture Foundation
CORE (Consequences of Radiation Exposure) Museum
Nuclear Futures Project
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：教 授 永井 均
研究キーワード ：歴史学、日本近現代史、日本・フィリピン関係史
■研究テーマ

①
②
③

テーマ：日本近現代史
テーマ：戦後日比関係史
テーマ：東京裁判、BC 級戦犯裁判

■研究テーマの応用例

■主な著書、発表論文
・永井均『フィリピンと対日戦犯裁判』（岩波書店、2010 年）
・永井均『フィリピン BC 級戦犯裁判』（講談社、2013 年）
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：教 授 直野 章子
U R L
：
研究キーワード ：社会学、原爆体験、記憶論、戦後補償論
■研究テーマ

①

被爆の記憶

概要：記憶論や精神分析学などの理論と対話しながら、歴史的な実証研究を進めています。
被爆者運動の形成についても、関連して調査しています。

②

暴力と表象

概要：主にトラウマ論と記憶論を参照しながら、暴力的出来事の表象（可能性）と主体性に
ついて考察しています。

③

戦後補償論

概要：アジア太平洋戦争の被害者に対する日本の戦後補償制度の研究をしています。特に、
戦争被害受忍論について実証的および理論的研究を進めています。
■研究テーマの応用例
「被爆体験の継承」や「ヒロシマ」にかかわる諸問題について、平和行政等の従来の取り組み
とは異なる視点を提供し、考察・議論を深めることに貢献することができると思います。
■主な著書、発表論文
『原爆体験と戦後日本』、『「原爆の絵」と出会う』（共に岩波書店）、『被ばくと補償』（平凡社
新書）、
『ヒロシマ・アメリカ』
（渓水社、第三回平和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞受賞）
など
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
地域団体
地方自治体
公的研究機関
教育機関
ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：教 授 湯浅 剛
U R L
：http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/content0034.html
研究キーワード ：政治学、安全保障論、ユーラシア地域研究
■研究テーマ

①

テーマ：ポスト・ソ連空間の地域機構、政治変動、安全保障

概要：
（上海協力機構、ユーラシア経済同盟、集団安全保障条約機構など、ロシアが加盟・主導す
る多国間枠組みの制度ならびに実態についての動向調査。また、ロシアや中央アジア諸国を軸に
当該地域の政治動向を分析）

②

テーマ：ソ連解体期の政策過程

概要：（1980 年代後半のゴルバチョフ政権によるアフガニスタン軍事介入からの撤退を軸に、政
軍関係の変質について検証）
■研究テーマの応用例
旧ソ連を中心とするユーラシア諸国の情勢についての歴史的背景・時事解説が可能です。例え
ば、
○「ウクライナ危機と国際秩序の変質」
○「アジア太平洋諸国に接近するロシアと日露関係の展望」
○「中国『シルクロード経済ベルト』構想と中央アジア諸国」
といったテーマの講義、解説が可能です。
■主な著書、発表論文
（単著）
『現代中央アジアの国際政治：ロシア・米欧・中国の介入と新独立国の自立』
（明石書店、
2015 年）
（共編著）『平和構築へのアプローチ：ユーラシア紛争研究の最前線』（吉田書店、2013 年）
（共著）『カザフスタンを知るための 60 章』（明石書店、2015 年）；『ユーラシア世界 5 国家と国
際関係』
（東京大学出版会、2012 年）
；
『日本の中央アジア外交』
（北海道大学出版会、2009
年）
（共訳書）D. トレーニン『ロシア新戦略：ユーラシアの大変動を読み解く』作品社、2012 年
（論文）
「『市民的自由の群島』ロシア：西側からの価値をめぐる作用と連携を中心に」
（日本国際
政治学会編『国際政治』第 171 号、2013 年、所収）
■主な特許、芸術作品等
■想定される連携先
・地域団体
・地方自治体
・公的研究機関
・教育機関
・ＮＰＯ／ＮＧＯ
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：准教授 福井 康人
研究キーワード ：国際法、国際関係論
■研究テーマ

①

テーマ：軍縮国際法を中心とする国際安全保障分野及び人権・人道法等関連分
野の国際法

②

テーマ：条約法条約等一般国際法と特定分野の相互関係

■研究テーマの応用例
国際法全体の中で自己完結レジームを構成する一分野の国際法が他の分野とどのような相互
関係にあるかを明らかにします（軍縮国際法と国際人権人道法、国際環境法、条約法条約等）
■主な著書、発表論文
I.主な著書
『軍縮国際法の強化』信山社、2015 年 1 月
II.発表論文
1. 「研究ノート：司法内務分野におけるル-マニアの EU 加盟努力」『外務省調査月報』、外
務省、2005 年 4 月
2. 「米印合意の功罪」『外務省調査月報』、外務省、2010 年 4 月
3. 「備蓄弾頭維持管理計画－核抑止力と核軍縮の狭間で」『外務省調査月報』、外務省、2011
年4月
4. 「研究ノート：軍縮分野における多数国間条約の交渉枠組みについて」
『国際法外交雑誌』、
国際法学会、2012 年 5 月
5. 「大量破壊兵器の不拡散措置としての 2010 年北京条約」『軍縮研究』、軍縮学会、2013
年4月
6. 「北朝鮮の核開発－兵器用核分裂性物質生産、ミサイル技術及び核実験から見てー」『海
外事情』、拓殖大学海外事情研究所、2014 年 7 月
7. 「研究ノート：核実験監視のあり方－CTBT を超えて－」『国際安全保障』、国際安全保障
学会、2013 年 12 月
8. 「軍縮・不拡散分野の国際立法－武器貿易条約を例にとって－」『外務省調査月報』、外
務省、2014 年 12 月
9. 「大量破壊兵器の不拡散措置－FATF 勧告による「拡散金融」対策を事例として－」『軍縮
研究』、軍縮学会、2014 年 8 月
10. “The Arms Trade Treaty: Pursuit for effective control of the arms transfer,” Journal

of conflict and security law, advance access published 9th April, 2015,
doi:10.1093/jcsl/krv003, Oxford University Press.
■主な特許、芸術作品等

特になし。
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：准教授 河上 暁弘
研究キーワード ：憲法、平和、人権、地方自治、立憲主義
■研究テーマ

①
②
③
④
⑤

テーマ：平和保障の法政策
テーマ：戦争違法化および法と裁判による紛争解決の歴史と理論
テーマ：自治体やＮＧＯによる平和保障・危機管理をめぐる理論研究
テーマ：地方分権改革論、自治基本条例・議会基本条例と市民参加
テーマ：国家権力の立憲主義的統制と人権保障

■研究テーマの応用例
・紛争の平和的・司法的解決、全世界の国民の平和的生存権保障のために必要な法制度構想
・安全・安心なまちづくり、自治体による国際的活動や平和保障の理論の検討
・自治体や議会運営の理念、理念を具体化する制度、その制度を作動させる原則等を体系的に条
例等に盛り込み、またそれら政策を実現させるための法理論の検討
■主な著書、発表論文
（著書）
・[単著]河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、2012 年
・[単著]河上暁弘『日本国憲法第 9 条成立の思想的淵源の研究－「戦争非合法化」論と日本国憲
法の平和主義』専修大学出版局、2006 年
（論文） すべて単著（河上暁弘著）
・「憲法９条の成立」Ⅰ－Ⅳ『自治総研』43 巻 2 号―43 巻 5 号･2017 年 2－5 月号
・「地方自治から考える日本国憲法」
『月刊自治研』2016 年 12 月号
・「戦争非合法化と戦争廃絶」総合人間学会編『人間にとっての都市と農村』学文社、2011 年
・「外交権の平和憲法的統制」『法と民主主義』No.439・2009 年 6 月
・「世界平和システムの目標としての『戦争非合法化』」深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水島朝穂
編『平和憲法の確保と新生』北海道大学出版会・2008 年 12 月
・
「憲法と教育の自由・権利―『子どもの権利』の視点から―」
『信州自治研』No.204－206・2009
年 2 月－4 月
・
「信教の自由と政教分離原則―「政教分離」問題の原理的考察にむけて―」
『信州自治研』No.201・
2008 年 11 月
・「法の下の平等と男女共同参画社会」『信州自治研』No.200・2008 年 10 月
・「自治体による危機管理・平和保障政策と『国民保護法制』」『自治総研』2005 年 6 月号
■想定される連携先
・地方自治体
・大学等教育機関
・ＮＧＯ／ＮＰＯ

など
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：准教授 孫 賢鎮
U R L
：http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/content0289.html
研究キーワード ：国際法、朝鮮半島の国際関係、北朝鮮、安全保障
■研究テーマ

①

テーマ：北朝鮮の核開発に対する国際法対応
概要：地域安保または国際社会の平和と安全にとって重大な問題である北朝鮮の核開発問
題を国際法的視点で考察します。核兵器使用の合法性の問題、核拡散防止条約（NPT）、
国際原子力機関（IAEA）の特別査察問題など分析し、北朝鮮の核問題の解決策を導くこ
とを研究します。

②

テーマ：北朝鮮の人権問題
概要：北朝鮮当局による自国民に対する様々な人権侵害問題、外国人拉致問題など国際人
権、国際人道法を中心に研究

■研究テーマの応用例
韓国の北韓人権法制定、戦後拉致被害者の支援に関する法律制定、北朝鮮の人権問題
UN 北朝鮮人権決議案など採択
■主な著書、発表論文
『統一以降の北朝鮮の政治犯収容所の処理に関する法制整備』（2017.3、韓国法制研究院）
『北朝鮮の脱北者の法的地位：国際法の観点から』（2017.3、広島平和研究）
『なぜ核はなくならないのかⅡ』（2016.8、法律文化社）
『平和と安全保障を考える辞典』（2016.3、法律文化社）
『日本の安全保障関連法制に関する考察—朝鮮半島の安保に及ぶ影響を中心に』
（2015.12、釜慶法
学（韓国））
『金正恩体制下の北朝鮮：核と拉致問題を中心に』（2015.3、広島平和研究第 2 号 Vol.2）
「拉致者・国軍捕虜の問題の再考察」（2013.11、大韓国際法学会）
『UN 人権メカニズムと北韓人権』（2013.10、統一研究院学 学術叢書(II)）
『停戦体制 60 年‐国際法と国際政治学』（2013.11、大韓国際法学会）
「核兵器開発に対する国作法的視点―北朝鮮の核開発の行方をめぐって」（2006.3、博士論文）
■主な特許、芸術作品等

■想定される連携先
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所
属 ：平和研究所
職・氏名 ：准教授 竹本 真希子
U R L
：http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/index.php
研究キーワード ：歴史学、ドイツ史、平和運動、平和思想、反核運動
■研究テーマ

①

テーマ：ドイツ近現代史

概要：20 世紀のドイツの政治文化の特徴を、左派の知識人の言論活動（小説、新聞、雑誌記事な
ど）を通して分析しています。

②

テーマ：ドイツにおける平和思想と平和運動

概要：「『平和』とは何か」を、近現代のドイツ史の脈絡から研究しています。平和運動が本格的
に始まった 19 世紀末から、二度の世界大戦を経て現在に至るまで、ドイツ社会の中で「平和」が
どのように議論されたか、
「平和」意識はどのように変化してきたのかに注目しています。また西
ドイツの反核平和運動など、時代ごとの平和運動の特徴を明らかにし、広島の平和運動との関係
性を探っています。
■研究テーマの応用例
ドイツに対する理解を深めることに有効です。同時に日本の歴史および平和思想・平和運動史と
の比較が可能です。
■主な著書、発表論文
・『ドイツの平和主義と平和運動

ヴァイマル共和国期から 1980 年代まで』（法律文化社、2017

年）
・「一九八〇年代初頭の反核平和運動――『ユーロシマ』の危機に抗して――」（若尾祐司・本田
宏（編）『反核から脱原発へ

ドイツとヨーロッパ諸国の選択』昭和堂、2012 年）

・Peace, Pacifism and Peace Movements in Germany during the First Half of the 20th Century
(Carol RINNERT / Omar FAROUK / INOUE Yasuhiro (eds.), Hiroshima & Peace, Hiroshima:
Keisuisha 2010)
・
「ヴァイマル共和国末期の平和運動の諸問題――オシエツキーと『ヴェルトビューネ』をめぐる
裁判から」（
『専修史学』第 45 号、2008 年 11 月）
■想定される連携先
・公的研究機関
・教育機関
・市民団体など
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所
属 ：広島平和研究所
職・氏名 ：准教授 徐 顕芬
U R L
：
研究キーワード ：日中関係、安全保障共同体、対外援助
■研究テーマ

①

日中関係の制度化

日中関係は近くて遠いものです。日中両国の地理的な距離は近いですが、両国間の相互理解
は、まだ非常に不足しています。1949 年の中華人民共和国建国以来、日中両国間において、政
府レベルから民間レベルまで、どのようなメカニズム、交流のチャネルが存在し、どのような
論理で関係が作られてきたので、史的に丁寧に分析します。

②

東アジア安全保障共同体構築の可能性

中国の国際社会との関わりかた、中国の多国間主義の分析を通じて、東アジア安全保障共同
体構築の可能性を探ります。
■研究テーマの応用例
日中間の相互理解を促進する場面において、日中関係の史的研究の成果からヒントを得て、
活動（イベント）のスムーズな運営に一助することができればと思います。
また、日本の対外援助、中国の対外援助への理解にすこし役立てるかと思います。
■主な著書、発表論文
徐顕芬『日本の対中 ODA 外交：利益・パワー・価値のダイナミズム』勁草書房、2011 年。
松村史紀・森川裕二・徐顕芬編著『東アジアにおける二つの「戦後」
』国際書院、2012 年。
徐顕芬「一九七〇年代の対ベトナム援助をめぐる日米中の対応」菅英輝編著『冷戦変容と歴
史認識』晃洋書房、2017 年、111-138 頁。
徐顕芬「日中両国の対外援助規範の比較」兪敏浩・今野茂充編著『東アジアのなかの日本と
中国：規範・外交・地域秩序』晃洋書房、2016 年、97-121 頁。
徐顕芬「克服すべき一九七二年体制」高原明生・菱田雅晴・村田雄二郎・毛里和子編『日中
関係 なにが問題か：1972 年体制の再検証』岩波書店、2014 年、73-78 頁。
■主な特許、芸術作品等
特に無し
■想定される連携先
地域団体
地方自治体
公的研究機関
教育機関

- 231 -

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）

【アルファベット順】
研究者紹介集
掲載頁

研究者紹介集
掲載頁

ASEAN and Bilateral Relations

222

History of Nuclear Technologies

223

Body Area Network(BAN)

168,169

IoT

67,94

170,171

95,96

C.Gシミュレーション

203,204

IoTセキュリティ

76,77

C.I計画

196,197,198

Loss aversion

32

199,200,201

LSI自動設計

63

CAD/DA

59

LSI設計

59

CALL

55

media art

183,184,185

CGレンダリング

100,101

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems）

162,163

102,103

MPLD

68

181,182,183

P2Pシステム

74

184,185

P2Pネットワーク

75

EUの変化と「域外」への影響

15

Politics and International Relations

222

Experimental economics

32

Rural American Literature and Culture

24

eラーニング

55

Southeast Asia

222

FPGA

56,57,58

TCP制御技術

74

59,67,68

UHF帯

80,81

Contemporary Art

FPGA実装

60

GPU

68

GPU並列計算方法

91

82,83
VLSI アーキテクチャ

64

【５０音順】
研究者紹介集
掲載頁

【ア行】

研究者紹介集
掲載頁

医用応用

162,163

アートプロジェクト

195,202

医用画像処理

159,160,161

アーバンデザイン

203,204

医用情報通信

168,169

アジア太平洋

39

アシュアランスネットワーク

69,70,71

医用ロボット工学

164

72,73,74

因子分析

117

69,70,71

インスタレーション

195,202

72,73,74

インターネット

6

アニメーション

207,208

インダストリアルデザイン

203,204

アフリカ

33,34,40

ウェアラブルコンピュータ

164

アメリカ

23,39

ウェーブレット

150,151

アメリカ教育

2

漆造形

217

誤り訂正技術

114

漆（美術、工芸、デザイン、クラフト）

213,214

アラブ

35

現れ

29

運動制御

165

アルゴリズム論

97,98,99

英語学習システム開発

1

安全保障

22,39,229

英語教育

55

安全保障共同体

231

衛星インターネット

74,78,79

安全保障論

219,220,226

映像

207

イギリス

218

エクステリア・インテリアデザイン

194

医工連携

167

エチオピア

33,34

位相幾何学

118

エデュケーショナルデザイン

196,197,198

遺伝アルゴリズム

142

移動ロボット

135

異文化間心理学

17,18,19

イメージ

29

アドホックネットワーク

170,171

215,216

199,200,201

エネルギー変換装置

120,121
122,123

遠隔制御

135

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

研究者紹介集
掲載頁

沿岸部の海域利用の効率化

36,37,38

感性工学

92,93

オーバーリーチ干渉

80,81

観測雑音

126

82,83

記憶論

225

音情報処理

153

機械学習

67,107,109

オペレーションズ・リサーチ

136

音声

153

機械学習理論

97,98,99

音声言語処理

153

機械工学

120,121

音声対話

104,105,106

音声認識

104,105,106

機械翻訳

104,105,106

150,151,153

企画

196,197,198

110,115

122,123

199,200,201

【カ行】
絵画

企業ブランド

54

175,176,181

北朝鮮

229

182,186

木彫

192,193

外交

39

救急車

125

外国語使用

8

教育学

17,18,19

介護支援

80,81

教育工学

154

82,83

教育評価

9

介護福祉

131,132,133

強化学習

107

階層クラスタ分析

116

共生

16

開発

43

協調フィルタリング

143

開発支援

40

曲線整合

116

開発政治

5

近・現代日本のジェンダー史・フェミニズム史 10,11

科学教育

154

緊急警報放送

91

華僑

4

緊急地震速報

91

岳翁

28

金属工芸

209,210

核軍縮

221

金属造形

209,210

拡散MRI

159,160,161

金属素材

209,210

学習過程研究

1

金属タンパク質

155,156

学習管理研究

1

学習工学

92,93

学習心理学

17,18,19

198,199,200

学習デザイン

61

201

学生相談

7

組合せ最適化

59,142

確率過程

136

組み込みシステム

67

確率システム

126

組込みシステム

139

画像解析

172

クラスタリング

62

仮想化基盤

84,85

グラフィックデザイン

194,196,197

157,158
空間演出

86,87
画像処理

194,196,197

198,199,200

67,100,101

201

102,103

グラフマイニング

97,98,99

画像診断支援

159,160,161

グラフ理論

97,98,99

家族政策

13,14

グリーフケア

12

過疎地の公共交通

36,37,38

車のロボット化

120,121

型染

211

学校・地域・大学の連携

2

グローバル・ブランド

54

感覚・運動制御

166

群知能

111

環境

189

ケア労働

12

干渉源特定

80,81

経営財務

21

82,83

計画数学

136

29

経験的基盤

41,42

感性

122,123

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

研究者紹介集
掲載頁

計算解剖学

159,160,161

国際法

227,229

計算科学

138

国際マーケティング

54

計算学習理論
計算機支援設計（CAD）

97,98,99
56,57,58

国際マクロ経済学
国民国家

31
5

形式的手法

139

国民統合

5

芸術

16,47,212

五山文化

28

計測制御バイオセンサー

155,156

ゴシックアート

188

157,158

骨伝導

153

経頭蓋磁気刺激

165

古典研究

173,176

ケニア

43

子どもの権利

12

言語

16

コミュニケーション方略

8

健康増進プログラム

44

コンテナターミナル・オペレーター

36,37,38

言語処理系

65

コンテンツデリバリ

75

言語政策

13,14

コンパイラ

66,68

言語普遍性

41,42

コンピュータアーキテクチャ

64,66

原産国イメージ

54

コンピュテーショナルフォトグラフィ

100,101

現代織物

212

現代絵画

181,182

現代美術

181,182,183

102,103

【サ行】

184,185,191

再構成型プロセッサ

66

192,194,195

再構成可能デバイス

63

218

最適化

112,113

建築

194

最適化およびその応用

109,110

原爆神話と情報操作

6

最適制御

126

原爆体験

225

サイトスペシフィック・アート

204

原爆投下

221

サイバーフィジカルシステム

76,77

原発事故

45,46

サウンドデザイン

150,151

憲法

228

サプライ・チェーン

53

公会計

21

3次元形状計測

100,101

光学顕微鏡

159,160,161

公共政策

20

山水図

28

工芸

211

詩画軸

28

広告

196,197,198

色彩計画

196,197,198

102,103

199,200,201

199,200,201

高信頼性

56,57,58

時空間データベース

94,95,96

高性能計算(HPC)

68

時系列データ

94,95,96

高度交通システム

69,70,71

指向性移動通信

135

72,73

システム検証

139

80,81

システム同定

124

82,83

自然災害監視

80,81

高齢者見守り
港湾管理

36,37,38

82,83

港湾の民営化

36,37,38

持続可能な開発のための教育

9

五感

41,42

自動運転

126

国際関係

39,51

自動プログラミング

111

国際関係史

15,23

児童見守りシステム

69,70,71

国際関係論

219,220,227

国際協力

51,221

シビルミニマムと公共交通

36,37,38

国際拠点港湾

36,37,38

市民

51

国際金融論

31

社会学

225

国際交流

195

社会システム

47

国際人権法

12

社会的包摂

36,37,38

72,73

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

研究者紹介集
掲載頁

社会福祉

20

スポーツ史

30

車載システムセキュリティ

76,77

スポーツマネジメント

30

写真

183,184,185

3Dプリンティング

191

集積回路

149

生活支援

131,132,133

シュードライト

91

制御工学

125

周文派

28

政治学

226

シュルレアリスム
少数言語復興

208
13,14

精神分析的心理療法
生体医工学

7
165,166

肖像画

28

生体信号（脳電位・筋電・脈波・脳血流など）の計測と解析

167

商品開発プロジェクト

44

生体電磁気学

165

情報環境

45,46

生体モデリング

125

情報教育

154

生得性

41,42

情報検索

104,105,106

製品ブランド

54

情報工学

120,121

政府の経営学

21

122,123

西洋古典絵画

179

94,95

生理心理学

152

96,143

赤外線カメラ

80,81

情報推薦
情報セキュリティ

141

情報通信

6

石彫

189

情報統計力学

114

セキュリティ

84,85

情報ネットワークの異常検知

74

情報理論

114

設計最適化

139

照明・色彩

155,156

設計自動化（DA）

56,57,58

157,158

雪舟

28

155,156

接触検知

80,81

植物工場

82,83

86,87

157,158

82,83

植民地国家

5

戦後補償論

225

自律分散システム

74

センサ故障

126

進化計算

111,112,113

センサネットワーク

69,70,71

進化的計算

109,110

シンガポール

5

禅宗美術

28

神経科学

166

染色

211

神経計算モデル

166

染織

211212

人権

51,228

先進的学習支援

92,93

人工現実感（バーチャルリアリティ）

127,128

専用ハードウェア

66

129,130

専用プロセッサ

64

67,147

造形

186

148,172

ソーシャルコンピューティング

94,95,96

信号処理ハードウエア

144

ソーシャルメディア

94,95,96

身体性

41,42

ソフトウェア工学

140

身体知

94,95,96

ソフトコンピューティング

112,113

人物行動理解

134

ソフトコンピューティング（学習・認識・最適化） 147,148

人類学

50

水墨画

28

数値解析

138

対外援助

231

数値計算回路

60

代数幾何学

119,137

数値最適化

125

代数多様体

119

数値処理ソフトウェア

65

第二言語習得

8

スーパーコンピュータ

68

ダイバーシティ・マネジメント

3

数理生物学

118

大名文化

28

ストカスティックコンピューティング

56,57,58

信号処理

72,73

【タ行】

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

太陽光発電

80,81

研究者紹介集
掲載頁

伝統

43,213,214

82,83

215,216

対話エージェント

108

伝統技法

217

対話情報処理

108

電波測位

91

多国籍企業

3

電波伝搬

91

他者

16

ドイツ

195

多文化交流

4

ドイツ史

230

多民族国家

5

ドイツの教育

9

治安維持法

5

凍結プローブ

167

地域おこし

195

東南アジア

5,218

地域活性化
地域スポーツ

195
30

同盟
東洋美術史

39
28

地域創造

189

都市

202

地域文化

13,14

塗装全般

217

知識獲得

111

知識工学

92,93

知識情報処理

107

ナショナリズム

22

地上ディジタルテレビ放送

91

ナチュラルコンピューティング

109,110

地方自治

228

夏目漱石

27

中間財メーカーの戦略

53

ナノテクノロジー

88,89,90

中国近現代史

4

ナビゲーションシステム

142

中東地域研究

35

人間工学

125

彫刻

191,192

日独比較ジェンダー史

10,11

朝鮮半島

22

日韓関係

22

朝鮮半島の国際関係

229

日中関係

231

通信プロトコルの設計・評価

78,79

日中文化比較研究

52

通信回路

144

日中両言語対照研究

52

ディジタルテレビ

80,81

日本画

173,174,175

生涯スポーツ

【ナ行】

82,83

176,177,178

低線量被曝

45,46

日本近現代史

224

ディペンダブルコンピューティング

56,57,58

日本研究

27

データ圧縮

114

日本語史

52

データ解析

172

日本古典文学

27

データベース

94,95,96

日本美術史

28

データマイニング

62,94

日本・フィリピン関係史

224

95,96

日本文化史

28

適応制御

124,150,151

ニューラルネットワーク

124

テキスタイルデザイン

211

庭

194

デザイン

202,217

人間工学

152

デジタルアーカイブ

100,101

認知心理学

152

102,103

ネットワーク

141

テスト

56,57,58

ネットワークアシュアランス

75

デバイスモデリング

149

ネットワークサービスの品質保証

74

てんかん

167

ネットワークセキュリティ

60,69,70

電気・電子工学

120,121

71,72,73

122,123

ネットワークソフトウェア

75

電子光情報材料

88,89,90

ネットワークの仮想化

74

電子光デバイス

88,89,90

ネットワーク分析

84,85

電磁ノイズ

80,81

電子輸送

86,87

82,83

ネットワーク流出情報の制御

74

146

脳科学

165

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

脳活動部位推定

165

脳機能計測

165

脳磁界計測

165

脳電位計測

165

【ハ行】

研究者紹介集
掲載頁

複雑ネットワーク

84,85
86,87

符号理論

168,169
170,171

プラグマティズム

27

フランス

13,14

場

29

ブルターニュ

13,14

パートナーシップ

20

ブレイン-コンピュータ・インタフェース

165,166

バイオエネルギー

155,156

ブレイン‐マシン インタフェース

165

157,158

プログラミング環境

65

155,156

プロセッサ設計技術

61

157,158

プロダクトデザイン

194

155,156

文化

213,214

バイオエネルギー
バイオテクノロジー

157,158

215,216

バイオプロセス

155,156
157,158

文学
文化研究

13,14
218

廃棄物再資源化

155,156

文化人類学

17,18,19

157,158

33,34

パターン情報処理

107

分光測定

145

パターン認識

108,115

分散アルゴリズム

62

客家（はっか）

4

分散システム

140,141

パブリックアート

190

文書管理実践論

50

ハラル・ビジネス

3

米欧関係

23

パレスチナ文化

35

平常時災害時両用システム

69,70,71

パワーアシスト

120,121
122,123

72,73
並列処理

64,66,67

反核運動

230

68,94,95

半導体デバイス

149

96

半導体物性

88,89,90

平和

47,51,228

美

16

平和運動

230

非営利組織

20

平和研究

219,220

比較政治学

5

平和構築

39,40,221

東アジア

22,39

平和思想

230

美術

177,178,217

防災教育

12

非線形確率系

144

放置艇

36,37,38

非線形システム

124

防犯

80,81

非線形摩擦

124

ビッグデータ

94,95,96

亡命ロシア人

25,26

ヒト検知

80,81

ポストコロニアリズム

16,218

82,83

保全

43

被爆体験

221

ボラナ・オロモ

33,34

ヒューマン・インタフェース

152

通訳訓練

55

ヒューマンマシンインターフェース

120,121

翻訳研究

48,49

82,83

122,123

【マ行】

広島

195

不安社会

45,46

マサイ

43

風景彫刻

190

マスメディア

6

風土

29

まちの元気づくり

44

複合現実感

100,101,102

マルチパス環境

80,81
82,83

103,127,128

129,130

マルチプロセッサ

64

キーワード検索（アルファベット順、５０音順）
研究者紹介集
掲載頁

研究者紹介集
掲載頁

南東欧地域研究

15

冷戦

23

見守り

80,81

歴史

16

82,83

歴史学

224,230

168,169

轆轤

213,214

無線通信

170,171
無線通信システム

215,216

84,85

ロシア

25,26

86,87

ロボット

131,132,133

無線LAN

78,79

ロボットビジョン

120,121

メゾチント

187

モーションメディア

131,132,133

ロボティクス

134

木口木版画
モデリング

187
124

論理設計

56,57,58

モデルベーストコントロールシステム制御

124

モバイル通信

84,85
86,87

【ヤ行】
ユーザインタフェース

134

ユーラシア主義

25,26

ユーラシア地域研究

226

油彩画（西洋絵画）

180

油彩画技法

188

ユビキタスネットワーク

69,70,71
72,73

予測・推定

109,110

予測制御

124

【ラ行】
ラテンアメリカ

50

ランドアート

204

ランドスケープ

194

ランドスケープデザイン

204

リアリズム

181,182

リアルタイムシステム

139

リアルタイム配信

80,81
82,83

リーディング

55

力学系理論

118

リコンフィギャラブルシステム

67

リコンフィギャラブルプロセッサ

64

リスク社会

47

リスク認知

45,46

立憲主義

228

リハビリテーション

167

リハビリテーション応用

166

量子情報

146

量子デバイス

88,89,90

臨床心理学

7

ルーティング

69,70,71
72,73

レイアウト設計

63

122,123

【ワ行】

教員氏名索引（５０音順）

研究者紹介集
掲載頁

〔ア行〕
青木 伸介
青木 信之
青山 正人
赤星 晋作
荒木 亨子
厚海 慶太

芸術学部
国際学部
情報科学研究科
国際学部
芸術学部
情報科学研究科
アリフ，ヌルハイザル・アザム 国際学部
有持 旭
芸術学部
飯島 典子
国際学部
池田 徹志
情報科学研究科
石川 直樹
情報科学研究科
石田 賢治
情報科学研究科
石松 紀子
芸術学部
石光 俊介
情報科学研究科
板谷 大世
国際学部
市原 英行
情報科学研究科
伊東 敏光
芸術学部
稲木 雅人
情報科学研究科
稲葉 通将
情報科学研究科
井上 伸二
情報科学研究科
井上 智生
情報科学研究科
井上 博之
情報科学研究科
井上 泰浩
国際学部
今江 秀和
国際学部
今村 雅弘
芸術学部
岩井 千秋
国際学部
岩垣 剛
情報科学研究科
岩城 敏
情報科学研究科
岩田 一貴
情報科学研究科
岩根 典之
情報科学研究科
卜部 匡司
国際学部
ウォーゼン,チャールズ 芸術学部
内田 智之
情報科学研究科
ヴェール,ウルリケ 国際学部
鰕澤 達夫
芸術学部
及川 久男
芸術学部
太田 育子
国際学部
大田 知行
情報科学研究科
大塚 智嗣
芸術学部
大場 静枝
国際学部
大庭 千恵子
国際学部
大矢 英雄
芸術学部
岡本 勝
情報科学研究科
岡山 友昭
情報科学研究科
小野 貴彦
情報科学研究科
小畑 博靖
情報科学研究科

講師
教授
准教授
教授
准教授
助教
准教授
講師
准教授
講師
助教
教授
准教授
教授
准教授
准教授
教授
助教
助教
助教
教授
准教授
教授
准教授
准教授
教授
助教
教授
准教授
准教授
准教授
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
准教授
准教授
准教授
教授
教授
講師
講師
准教授
准教授

217
1
159 ～161
2
175
120 ～123
3
208
4
134
84 ～87
74
218
150 ～151
5
56 ～58
190
63
108
69 ～73
56 ～58
76 ～77
6
7
174
8
56 ～58
131 ～133
116
92 ～93
9
191
97 ～99
10 ～11
194
196 ～201
12
69 ～73
213 ～216
13 ～14
15
179
92 ～93
138
125
78 ～79

研究者紹介集
掲載頁

〔カ行〕
カーソン，ルーク
柿木 伸之
角田 良明
笠原 浩
金谷 信子
ガネサン,ナラヤナン
神尾 武司
上土井 陽子
河上 暁弘
川端 英之
川本 佳代
城多 努
吉川 元
金 栄鎬
釘宮 章光
串田 淳一
窪田 昌史
倉内 啓
倉科 一希
黒木 進
黒澤 義明
桑田 精一
香田 次郎
河野 英太郎
ゴーマン,マイケル
小嵜 貴弘
小作 敏晴
児島 彰
小林 康秀

国際学部
国際学部
情報科学研究科
芸術学部
国際学部
平和研究所
情報科学研究科
情報科学研究科
平和研究所
情報科学研究科
情報科学研究科
国際学部
平和研究所
国際学部
情報科学研究科
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
国際学部
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
国際学部
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

〔サ行〕
斎藤 祥平
齋藤 徹
齋藤 夏雄
齊藤 充行
佐藤 学
佐藤 深雪
佐藤 康臣
佐藤 尉隆
ジェイコブズ,ロバート
式田 光宏
島 和之
志水 児王
徐 顕芬
城市 真理子
新 浩一
末松 伸朗
鈴木 祐介

国際学部
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
国際学部
情報科学研究科
芸術学部
平和研究所
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
平和研究所
国際学部
情報科学研究科
情報科学研究科
情報科学研究科

准教授
准教授
教授
教授
教授
教授
講師
講師
准教授
講師
助教
准教授
教授
准教授
講師
助教
教授
准教授
准教授
助教
准教授
講師
准教授
准教授
准教授
助教
助教
教授

17 ～19
16
69 ～73
207
20
222
147 ～148
62
228
65
154
21
219 ～220
22
155 ～158
112 ～113
68
211
23
94 ～96
104 ～106
146
155 ～158
69 ～73
24
120 ～123
120 ～123
67
124

講師
助教
准教授
助教
教授
教授
助教
講師
教授
教授
准教授
准教授
准教授
准教授
講師
准教授
助教

25 ～26
155 ～158
119
126
117
27
143
186
223
162 ～163
140
183 ～185
231
28
80 ～83
115
97 ～99

特任教授

教員氏名索引（５０音順）

研究者紹介集
掲載頁

諏訪 敦
関根 光弘
関村 誠
双紙 正和
曾根 幹子
孫 賢鎮

芸術学部
情報科学研究科
国際学部
情報科学研究科
国際学部
平和研究所

准教授
准教授
教授
准教授
教授
准教授

181 ～182
118
29
141
30
229

〔タ行〕
髙井 博之
高久 賢也
髙野 知佐
鷹野 優
高橋 賢
髙橋 健一
高橋 広雅
高橋 雄三
髙橋 隆一
高濱 徹行
田川 玄
竹澤 寿幸
竹本 真希子
田中 圭介
田中 公一
田中 輝雄
田中 宏和
田浪 亜央江
谷川 一哉
谷口 和弘
田村 慶一
辻 勝弘
釣谷 幸輝
寺田 英子
常盤 達司

情報科学研究科
国際学部
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
国際学部
情報科学研究科
情報科学研究科
情報科学研究科
国際学部
情報科学研究科
平和研究所
芸術学部
情報科学研究科
情報科学研究科
情報科学研究科
国際学部
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
芸術学部
国際学部
情報科学研究科

助教
准教授
准教授
教授
准教授
教授
教授
助教
准教授
教授
教授
教授
准教授
講師
准教授
教授
教授
准教授
講師
講師
准教授
助教
講師
教授
講師

135
31
84 ～87
155 ～158
91
107
32
152
61
109 ～110
33 ～34
104 ～106
230
192
88 ～90
136
168 ～171
35
66
164
94 ～96
149
187
36 ～38
167

〔ナ行〕
直野 章子
永井 均
中田 明夫
中野 靖久
永見 文人
中村 圭
永山 忍
中山 仁史
七搦 綾乃
難波 英嗣
西 正博
西田 竜也
野田 睦美

平和研究所
平和研究所
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
芸術学部
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
情報科学研究科
情報科学研究科
国際学部
芸術学部

教授
教授
教授
准教授
教授
講師
教授
助教
助教
准教授
教授
准教授
准教授

225
224
139
155 ～158
210
202
60
153
193
104 ～106
80 ～83
39
212

研究者紹介集
掲載頁

〔ハ行〕
長谷川 義大
畠山 泰貴
八方 直久
馬場 雅志
原 章
日浦 慎作
廣門 正行
弘中 哲夫
樋脇 治
福井 康人
福島 勝
福田 浩士
藤江 竜太郎
藤坂 尚登
藤原 久志
藤原 真
舟阪 淳一
古川 亮
古澤 嘉朗
古堅 太郎

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
平和研究所
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
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
国際学部
芸術学部

助教
助教
准教授
講師
准教授
教授
講師
教授
教授
准教授
准教授
准教授
講師
教授
准教授
講師
准教授
准教授
准教授
講師

162 ～163
172
88 ～90
100 ～103
111
100 ～103
137
64
165
227
145
166
203 ～206
144
159 ～161
88 ～90
75
100 ～103
40
195

〔マ行〕
前川 義春
前田 香織
前田 力
増谷 佳孝
松原 行宏
水本 和実
南 昌伸
三村 和史
宮﨑 大輔
宮原 哲浩
向川 貴晃
武藤 彩加
村田 佳洋
目黒 紀夫
目良 和也
森 康真
森永 昌司

芸術学部
情報科学研究科
芸術学部
情報科学研究科
情報科学研究科
平和研究所
芸術学部
情報科学研究科
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部
国際学部
情報科学研究科
国際学部
情報科学研究科
情報科学研究科
芸術学部

教授
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
准教授
助教
准教授
准教授
講師
助教
助教
教授

189
84 ～87
176
159 ～161
92 ～93
221
209
114
100 ～103
97 ～99
188
41 ～42
142
43
104 ～106
94 ～96
180

〔ヤ行〕
山浦 めぐみ
山口 光明
山根 史博
湯浅 剛
湯浅 正恵
横山 知幸
吉江 貴文

芸術学部
国際学部
国際学部
平和研究所
国際学部
国際学部
国際学部

助教
教授
准教授
教授
教授
教授
准教授

177 ～178
44
45 ～46
226
47
48 ～49
50

教員氏名索引（５０音順）

研究者紹介集
掲載頁

吉田 晴彦
吉田 幸弘

国際学部
芸術学部

教授
教授

51
203

〔ラ行〕
欒 竹民
李 在鎬
李 仕剛
李 玲

国際学部
国際学部
情報科学研究科
国際学部

教授
教授
教授
講師

52
53
120 ～123
54

〔ワ行〕
若林 真一
脇田 航
渡辺 智恵
藁谷 実

情報科学研究科
情報科学研究科
国際学部
芸術学部

教授
助教
教授
教授

59
127 ～130
55
173

研究者紹介集
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