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平成２９年東北地区若手研究者発表会 

「音・光・電波・エネルギー・システムとその応用」 

 

日時：平成２９年３月４日（土） １２：３０〜１７：３０ 

会場：東北学院大学 多賀城キャンパス 

    宮城県多賀城市中央１−１３−１ 

 

講演時間 １５分（発表１０分＋質疑応答４分＋交代１分） 

ポスター発表 ９０分（前半：奇数番号説明，後半：偶数番号説明） 

 

発表プログラム 

第１会場【３号館３階３３３室】 

セッション１ １２：３０〜１４：００ 

 

YS29-1-1-1 

マイコン制御による赤外線通信システムの構築と通信特性の評価 

○小関 洋文(鶴岡高専専攻科），安田 新(鶴岡高専) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)  

YS29-1-1-2 

現場における換気性能検定方法の開発研究 

○立石龍太（仙台高等専門学校専攻科），小林仁（仙台高等専門学校） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) 

YS29-1-1-3 

一般化ハフ変換による道路標識の認識率向上に関する研究 

〇佐竹晋弥，鈴木健一（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)  

YS29-1-1-4 

Bluetooth LE を用いた屋内測位システム及びその拡張音響現実システムへの応用 

○高橋千秋(山形大学大学院),近藤和弘(山形大学大学院) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(7) 



 

 ii 

YS29-1-1-5 

大規模センサネットワークにおけるモバイルシンク方式の考察 

○佐藤雄奨，宍戸裕貴，中山英久(東北工業大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)  

YS29-1-1-6 

地下鉄東西線アプリにおける情報提示モジュールの検討 

○木村瑞輝，梶原慎太郎，中山英久（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) 

休憩（１４：００〜１４：１５） 

 

第１会場【３号館３階３３３室】 

セッション２ １４：１５〜１５：４５ 

YS29-1-2-1 

GPU 搭載組み込みボードを用いた Deep Learning による文字認識の実装 

○土屋尚暉（日本大学），大平裟耶（日本大学），松村哲哉（日本大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(13)  

YS29-1-2-2 

超低遅延動画像符号化方式における量子化・符号化手法の検討 

○森海斗（日本大学），金澤舜祐（日本大学），望月誠二（日本大学），松村哲哉（日本

大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(15) 

YS29-1-2-3 

咬筋部筋電位および頭部姿勢を利用したポインティングデバイスの開発 

〇阿部尚熙（鶴岡高専）, 宍戸道明（鶴岡高専） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(17)  

YS29-1-2-4 

目の不自由な方のためのガイドロボットの自律移動に関する研究 

○美馬本陸（東北工業大学），丸山 次人（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(19) 

YS29-1-2-5 

6 脚クローラ型不整地移動ロボットのハイブリッド運搬のための対象物持ち替え 

○佐々木 大雅(東北工業大学大学院), 藤田 豊己(東北工業大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(21)  
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YS29-1-2-6 

サブクローラを有する不整地移動ロボットの接地検出機構を用いた自律階段登坂 

○相見伸篤(東北工業大学),藤田豊己(東北工業大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(23) 

 

休憩（１５：４５〜１６：００） 

 

第１会場【３号館３階３３３室】 

セッション３ １６：００〜１７：３０ 

YS29-1-3-1 

ロボット動作映像観察時の注視特性 

○新田周平（東北工業大学）,藤田豊己（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(25)  

YS29-1-3-2 

両眼に任意の独立した視野を与える装置への光学ズーム機能実装と操作方法の基礎的

検討 

○向井俊博（東北工業大学），水野文雄（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(27) 

YS29-1-3-3 

3 自由度カメラ姿勢制御機構を有する両眼に任意の独立した視野を与える装置の開発 

〇斎藤竜次，水野文雄（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(29)  

YS29-1-3-4 

移乗介助を目的とした介護支援ロボットの開発 

〇相澤望(東北工業大学)，柏倉裕亮(東北工業大学)，本間元気(東北工業大学) ，水野

文雄（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(31) 

YS29-1-3-5 

一覧性を重視した IP アドレスの使用状況可視化システムの開発 

◯渡邊佑太（東北工業大学），角田裕（東北工業大学），キニ グレン マンスフィール

ド（株式会社サイバー・ソリューションズ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(33)  
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YS29-1-3-6 

ダークネットトラヒックの分析システムの構築 

○宮地 克弥（東北工業大学），角田 裕（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(35) 

第２会場【３号館３階３３２室】 

セッション１ １２：３０〜１４：００ 

YS29-2-1-1 

SRM のトルクリプル低減に向けた基礎検討 

○山崎泰晴（仙台高専），山田洋（仙台高専） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(37)  

YS29-2-1-2 

風力発電機電力供給システムにおける二次蓄電池と EDLC 併用による直流母線安定化

の検討 

○齋藤明登(東北学院大学)，呉国紅(東北学院大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(39) 

YS29-2-1-3 

高効率充放電に向けた DC-DC コンバータのソフトスイッチング効果に関する検討 

○櫻井将(東北学院大学),呉国紅(東北学院大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(41)  

YS29-2-1-4 

DMAPS のテラヘルツスペクトルの温度依存性と理論解析 

○菊池星（東北大学）, 高橋まさえ（東北大学 大学院）, 三膳真也（東北大学 大学

院）, 須藤駿（東北大学 大学院）, 松井広志（東北大学 大学院）, 森本展行（東北

大学 大学院）, 鈴木誠（東北大学 大学院） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(43) 

YS29-2-1-5 

ニコチンアミドのテラヘルツスペクトルの温度依存性に関する第一原理計算 

○樊欣熠（東北大学），岡村 暢之（東北大学），高橋 まさえ（東北大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(45)  

YS29-2-1-6 

雲をスクリーンとする体積表示型ディスプレイに関する研究 

◯篠田伊吹，那須潜思（仙台高等専門学校） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(47) 



 

 v 

休憩（１４：００〜１４：１５） 

 

 

第２会場【３号館３階３３２室】 

セッション２ １４：１５〜１５：４５ 

 

YS29-2-2-1 

視覚障がい者の歩行支援を目的とした AR アプリケーションの開発 

○原 克博（いわき明星大学），中尾 剛（いわき明星大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(49) 

  

YS29-2-2-2 

音楽の曲調がもたらすリラックス効果 

◯齋藤広大(鶴岡高専)，柳本憲作(鶴岡高専)，宍戸道明(鶴岡高専) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(51) 

 

YS29-2-2-3 

休息できる公園に求められる静かさの研究 

〇嶺岸翼，永幡幸司（福島大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(53) 

  

YS29-2-2-4 

仮想球モデル型聴覚ディスプレイ ADVISE の高度化に向けた一検討 

○田村祐揮，Jorge Trevino，Cesar D. Salvador，坂本修一，鈴木陽一(東北大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(55) 

 

YS29-2-2-5 

超音波 in vivo 計測による心筋収縮応答の描出に関する基礎検討 

○林あかね(東北大学 工学部)，松野雄也(東北大学大学院 医工学研究科)，金井浩(東

北大学大学院 工学研究科/医工学研究科) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(57) 

  

 



 

 vi 

YS29-2-2-6 

自転車用拡張音響現実の環境音フィードバックにおける風雑音対策の検討 

○北川冬弥(山形大),近藤和弘(山形大) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(59) 

 

休憩（１５：４５〜１６：００） 

 

 

第２会場【３号館３階３３２室】 

セッション１ １６：００〜１７：３０ 

YS29-2-3-1 

キネクトとパラメトリックスピーカを用いた超指向性自動警告音システムの検討 

○大村紗貴（山形大学），近藤和弘（山形大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(61) 

  

YS29-2-3-2 

超音波による心臓の高速イメージングに関する基礎検討 

〇古澤 直也（東北大学），金井 浩（東北大学大学院工学研究科，東北大学大学院医工

学研究科） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(63) 

YS29-2-3-3 

超音波による血管領域描出の高分解能化を目指した音速分布推定に関する検討 

○阿部啓一郎，小野寺絃(東北大学大学院工学研究科)，金井 浩(東北大学大学院工学

研究科)(東北大学大学院医工学研究科) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(65) 

  

YS29-2-3-4 

超音波によるヒト脊椎表面描出の高精度化に関する検討 

○横山智大（東北大学工学部），高橋一生（東北大学大学院工学研究科），大西詠子（東

北大学大学院医学系研究科），山内正憲（東北大学大学院医学系研究科），金井浩（東

北大学大学院工学研究科） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(67) 

 



 

 vii 

YS29-2-3-5 

Ray-tracing 法を用いた耳介の 3 次元形状と音響特性の分析 

○高橋翔（東北工業大学），増啓人（東北工業大学），伊藤仁（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(69)  

YS29-2-3-6 

直線加速度運動中における接近および後退音の音像定位弁別限の差異 

○野田美春（東北大学），坂本修一（東北大学），崔正烈（東北大学），寺本渉（熊本大

学），鈴木陽一（東北大学），行場次朗（東北大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(71) 

第３会場【３号館３階３３１室】 

セッション１ １２：３０〜１４：００ 

YS29-3-1-1 

ハミング符号・インターリーバ・ 大比合成ダイバーシチを適用する SH3 マイコンを

用いる無線伝送シミュレータの製作 

○佐藤翔（東北工業大学），工藤栄亮(東北工業大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(73)  

YS29-3-1-2 

マルチ情報を用いる 小誤差屋内位置推定法 

○渡邉純平（東北工業大学），平塚優生（東北工業大学），工藤栄亮（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(75) 

YS29-3-1-3 

既設受信アンテナ使用を前提としたエリア放送視聴可能域のシミュレーション 

○庄子裕太（仙台高等専門学校），脇山俊一郎（仙台高等専門学校） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(77)  

YS29-3-1-4 

UF-OFDM におけるパイロット信号とチャネル推定精度に関する検討 

○佐藤拓也(東北学院大学)，鈴木利則(東北学院大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(79) 

YS29-3-1-5 

電気系学生実験におけるスマートデバイスを活用した学習意欲の向上 

○門傳賢治（東北学院大学），金義鎭（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(81) 

  



 

 viii 

YS29-3-1-6 

BluetoothLowEnergy を用いた学内マップアプリケーションの制作 

○平塚建(東北学院大学) ，金義鎭（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(83) 

 

休憩（１４：００〜１４：１５） 

 

第３会場【３号館３階３３１室】 

セッション２ １４：１５〜１５：４５ 

YS29-3-2-1 

トロイダル型ベクトルポテンシャルトランス 

○鳥島淳生（岩手大学）, 大坊真洋(岩手大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(85)  

YS29-3-2-2 

渡り鳥の群れのＣＧ表現法 

○柴田温子（東北工業大学），村岡一信（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(87) 

YS29-3-2-3 

大気中の氷晶による光学現象のＣＧ表現法 

○佐藤洋（東北工業大学），村岡一信（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(89)  

YS29-3-2-4 

赤外線サーモグラフィーによる模擬溶接欠陥の非破壊検出 

○高橋秀汰，佐貫直渡，遠藤春男，星宮 務（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(91) 

YS29-3-2-5 

ウェーブレット変換を用いた電子透かしの線形変換に対する強度評価 

○青山皓（東北工業大学），河野公一（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(93)  

YS29-3-2-6 

グレースケール画像の印刷物に適した電子透かしの埋め込み方法の検討 

○村上まどか，河野公一（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(95) 



 

 ix 

休憩（１５：４５〜１６：００） 

 

第３会場【３号館３階３３１室】 

セッション３ １６：００〜１７：３０ 

YS29-3-3-1 

PDF 貼付型電子掲示板のユーザビリティテスト 

○齋藤優作（東北学院大学），山尾裕樹（東北学院大学），木村敏幸（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(97)  

YS29-3-3-2 

極薄シリコン酸化膜中に生成される酸化膜電荷量の評価 

○中村浩志，佐藤航，佐藤達広，池田正則（日本大学工学部） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(99) 

YS29-3-3-3 

Si(100)－(2×1)表面における初期酸化過程の STM 観察 

○六戸芳樹，藤田健太朗，菅野陽介，池田正則（日本大学工学部） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(101)  

YS29-3-3-4 

非接触型 3 軸ピックアンドプレースシステムの構築と CS 評価 

◯田中陽平(鶴岡高専)，高橋和希(鶴岡高専)，宍戸道明(鶴岡高専) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(103) 

YS29-3-3-5 

フレキシブルエレクトロニクスに向けた Cu-MIC 多結晶ゲルマニウム薄膜トランジス

タの開発 

〇内海大樹（東北学院大学），佐々木大精（東北学院大学），関口竣也（東北学院大学），

竹内翔弥（東北学院大学），原明人（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(105) 

YS29-3-3-6 

フレキシブルエレクトロニクスに向けたの自己整合メタルダブルゲート Cu-MIC 多結

晶ゲルマニウム薄膜トランジスタの開発 

〇関口竣也（東北学院大学），内海大樹（東北学院大学），佐々木大精（東北学院大学），

竹内翔弥（東北学院大学），原明人（東北学院大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(107) 

 



 

 x 

ポスター会場【工学基礎教育センターロビー】 

セッション１ １２：３０〜１４：００ 

YS29-P-1-1 

CZTS 太陽電池材料の Ni による金属-半導体接触の形成とその評価 

○伊藤 恵也(鶴岡高専専攻科)，森谷 克彦(鶴岡高専)，安田 新(鶴岡高専) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(109)  

YS29-P-1-2 

CZTS 太陽電池材料と Ptによる金属-半導体接触によるショットキーバリアダイオード

の作製  

○須賀川 未乙(鶴岡高専専攻科)，森谷 克彦(鶴岡高専)，安田 新(鶴岡高専) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(111) 

YS29-P-1-3 

ワイヤレス給電における双方向伝送システムのコイル構成に関する検討 
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○岩渕篤（仙台高専），田中颯希（仙台高専），山田洋（仙台高専） 
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○今野 大輔(東北工業大学), 松田 勝敬(東北工業大学) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(119) 
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YS29-P-1-12 

足の不自由な方のための電動アシストカートに関する基礎的研究  第 2 報 段差乗越
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(131) 
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○菅野奨（東北工業大学），三澤僚（東北工業大学），丸山次人（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(133) 
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◯本間舜（東北工業大学），角田裕（東北工業大学），キニ グレン マンスフィールド

（株式会社サイバー・ソリューションズ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(139) 

YS29-P-1-17 

SNMP を用いた IoT デバイスへの安全なアクセス方法の検討 

◯堀 泰成（東北工業大学），角田 裕（東北工業大学），キニ グレン マンスフィー

ルド（株式会社サイバー・ソリューションズ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(141)  

YS29-P-1-18 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(143) 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(145)  
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送信元ホストを対象としたインターネット定点観測データの分析 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(147) 
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休憩（１４：００〜１４：１５） 

 

ポスター会場【工学基礎教育センターロビー】 

セッション２ １４：１５〜１５：４５ 

YS29-P-2-1 

宮城県大崎市川渡で観測された 1Hz～5Hz の Pearl 型磁場変動の偏波特性 

○土井 優真,○宮家 紳也,○山川 星也,中川 朋子（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(151) 

YS29-P-2-2 

宮城県大崎市川渡で観測された雷による ELF 帯磁場変動の東西方向と南北方向の違い 

○西山洸太朗（東北工業大学）,○高橋翔太（東北工業大学）,中川朋子（東北工業大

学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(153)  

YS29-P-2-3 

月周辺で衛星かぐやが観測した霧状の磁場変動について 

○菅田義輝（東北工業大学），○伊藤翔（東北工業大学），綱川秀夫（東京工業大学），

中川朋子（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(155) 

YS29-P-2-4 

かぐやが観測した磁場と月面の磁場を 3D で表示するソフトの開発 

○高寺 寿門(東北工業大学），綱川秀夫(東京工業大学），中川朋子(東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(157)  

YS29-P-2-5 

イオン液体を⽤いた電気化学エッチングによる⾦属ナノ構造の微細化とその電界変調 

〇佐々⽊秀隆（東北工業大学），阿部千夏（東北工業大学），柴⽥憲治（東北工業大学）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・(159) 
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単⼀ lnSb 量⼦ドットトランジスタの作製と伝導特性の評価 
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ネットワークトラヒックにおける輻輳・非輻輳持続時間の累積確率分布の傾き導出法 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(167) 
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近赤外線分光法を用いた共行動による社会的促進時の脳活動解析 

○山田直弥（東北工業大学）, 三浦直樹（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(169)  

YS29-P-2-11 

PSNR と SSIM を用いた電子透かし向け画質評価指標 DEI の提案 

○佐藤駿平，河野公一（東北工業大学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(171) 

YS29-P-2-12 

公開鍵暗号方式を用いた 3 次元ヒストグラムによる電子透かしの埋め込み方法の提案 

○鈴木洋介，河野公一（東北工業大学） 
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YS29-P-2-13 

離散コサイン変換を軸とする 3 次元ヒストグラムを用いた電子透かしの画質評価 
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○高橋昇平（東北工業大学），○東海林聖人（東北工業大学），工藤栄亮（東北工業大

学） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・(237) 
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平成２９年東北地区若手研究者発表会 

 

主催：東北地区若手研究者発表会「音・光・電波・エネルギー・システムとその応用」 

共催：東北学院大学工学会 

電気学会東北支部 

電子情報通信学会東北支部 

映像情報メディア学会東北支部 

日本音響学会東北支部 

応用物理学会東北支部 

レーザー学会東北・北海道支部 

情報処理学会東北支部 

日本表面科学会東北・北海道支部 

照明学会東北支部  

日本光学会東北支部 

テクノ・フロンティアの会 

 

 

平成２９年 事務局 

 

連絡責任者： 岩谷 幸雄 （東北学院大学電気情報工学科） 

   委員： 大場 佳文 （東北学院大学電気情報工学科） 

木村 敏幸 （東北学院大学電気情報工学科） 

金  義鎭 （東北学院大学電気情報工学科） 

佐藤 文博 （東北学院大学電気情報工学科） 

林  優一 （東北学院大学電気情報工学科） 


