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記事番号 種類 題目 著者名 頁

第1号 △ 巻頭言 特集号「新時代を開拓するシステムインテグレーション」について
渡辺哲陽, 横小路泰義, 菅沼直樹, 関
本昌紘, 稲垣克彦, 中村太郎

1

△ 論文 直接外部駆動メカニズムによるオンチップ細胞計測
垣尾 翼, 杉浦広峻, 佐久間臣耶, 金子
真, 新井史人

2

51-01-02 論文 螺旋尺取り方式を用いて円柱を移動するヘビ型ロボットの提案 亀川哲志, 斉 偉, 五福明夫 8

51-01-03 論文 がれき特徴に対するレスキューロボットの踏破性能評価に関する研究 川尻将大, 小野里雅彦, 田中文基 16

51-01-04 論文
つくばチャレンジ2013の課題を題材とした実環境におけるタスク遂行ロ
ボットの開発

赤井直紀, 山内健司, 井上一道, 宇内
隆太郎, 山本条太郎, 尾崎功一

24

51-01-05 論文 精密仕上げロボットシステムの開発 林 浩一郎, 上野 光, 村上弘記 32
51-01-06 論文 折り紙構造をもつロボットハンド 衣川 潤, 盧 俊榮, 小菅一弘 41

51-01-07 論文
ヒトを活動的にする移動支援ロボット―IDを発信する赤外LEDタグと全
方位カメラを用いた利用者の追跡―

小山 渚, 但馬竜介, 田中 稔, 廣瀬徳
晃, 鋤柄和俊, 藤井亮暢

49

51-01-08 論文
GPSおよび連続画像をセンサ統合に用いた環境変動に頑強な自己位
置推定

木内健太郎, 横田隆之, 齊藤隆仁, 黒
田洋司

57

51-01-09 論文 漆をベースとした電子回路構築手法の基礎的検討 橋本悠希, 小泉直也 64

第2号 51-02-01 論文 2-Delay入力制御を用いた離散時間仮想フィードバック誤差学習 野口 慎 73

51-02-02 論文 接触面を考慮したソフトフィンガ型把持の安定性評価
原田研介, 辻 徳生, 藤平祥孝, 渡辺哲
陽, 宇都宗一郎, 山野辺夏樹, 永田和
之, 北垣高成

83

51-02-03 論文
局所半凹制御Lyapunov関数による凸入力制約を考慮した非線形制御
系設計

佐藤康之, 中村文一, 木村駿介 92

△ 論文
6自由度パラレルリンク型アクティブ吸振器付き搬送台車による液体タン
クの制振制御―水平な直線路走行の場合―

浜口雅史, 谷口隆雄 101

△ 論文 反応拡散系における不安定定在波の選択的安定化 梅津佑介, 小川知之, 加嶋健司 110

51-02-06 論文 レーダ測距方式比較検証のための24GHzソフトウェアレーダ 渡辺優人, 稲葉敬之 120

51-02-07 論文 フィードバック制御によるベイジアンゲームの信念推定 金川雅和, 小木曽公尚 128

51-02-08
ショート・
ペーパー

縮約データによるHEVの燃費最適化の計算時間短縮 山崎 翔, 若佐裕治 136

第3号 51-03-01 論文 SO(3)上の勾配法に基づく協調視覚環境モニタリング 舩田 陸, 畑中健志, 藤田政之 139

51-03-02 論文
周波数依存型非線形最適制御による回転型柔軟倒立振子の振り上げ
安定化

山口恭輔, 坂本 登 148

△ 論文 ブーリアンネットワークのネットワーク構造とダイナミクス多様性 吉田卓弘, 東 俊一, 杉江俊治 155

51-03-04 論文 系統連系PWMインバータ制御系の包括的設計法
小岩健太, 梅村敦史, 高橋理音, 田村
淳二, 榮坂俊雄

162

△ 論文 運転時分制約の可視化による列車運転支援インタフェース
工藤大輝, 堀口由貴男, 椹木哲夫, 中
西弘明

171

51-03-06 論文 モデル縮約に基づく非線形偏微分方程式の最適フィードバック制御 濱口謙一, 西田 豪, 坂本 登, 山本 裕 181

51-03-07 論文 相対情報に基づく3次元群れ制御
伊吹竜也, Daniel Seitz, 畑中健志, 藤
田政之

189

51-03-08 論文 推定Hessianを利用したノンパラメトリックPWAモデルの構築法 藤本悠介, 丸田一郎, 杉江俊治 197
51-03-09 論文 気体濃度予測のためのカルマンフィルタを用いた伝播係数推定 徳本晋一郎, 入田 隆, 滑川 徹 206

第4号 51-04-01 論文
Multiple Model Approachによる構造化ロバスト制御器設計法を適用した
放射線モニタリング無人固定翼機の飛行制御則設計―福島県浪江町
における放射線モニタリング飛行―

佐藤昌之, 村岡浩治, 穂積弘毅, 眞田
幸尚, 山田 勉, 鳥居建男

215

51-04-02 論文 冗長シリアルリンクロボットの多点接触における衝突回避制御
田中基康, 佐藤順亮, 田中一男, 松野
文俊

226

51-04-03 論文 音声対話システムにおける挨拶発話の適切なタイミング生成 小林弘幸, 大村卓矢, 山本知仁 233

51-04-04 論文
初期設計段階における多関節ロボットアームの最適な関節数，リンク
長，軌道に関する研究

金 亨俊, 山川 宏 240

51-04-05 論文 側面設置型多指ハプティックインターフェイス
遠藤孝浩, 川﨑晴久, 中川志信, 山下
誠治, 土屋陽太郎, 石榑康彦

251

51-04-06 論文
磁界変化に基づいた固定子巻線の短絡コイル挿入スロットの特定手法
の提案

中村久栄 260

51-04-07 論文 McKibben型空気圧ゴム人工筋モデルの妥当性 浦邊研太郎, 内藤 諒, 小木曽公尚 267
51-04-08 論文 FBGセンサを用いた収縮期血圧計測における基礎検討 高木 翼, 石澤広明, 児山祥平, 新村正 274

第5号 △ 巻頭言 特集号「第19回ロボティクスシンポジア特集号」について
中村太郎, 和田正義, 今津篤志, 高木
健, 田村雄介, 中後大輔, 土橋宏規, 永
瀬純也, 村松 聡, 山本倫也, 横田 祥

281

51-05-01 論文
永久磁石による磁気吸着機構を用いた進行波型全方向壁面移動ロ
ボットの開発

呉 哲英, 大澤達也, 小川曜義, 中村太
郎

282

51-05-02 論文
可変剛性繰り出しチューブを用いた大腸内視鏡挿入支援デバイスの開
発―摘出した豚の大腸への応用―

柳田隆一, 鎌形徹平, 中村太郎 290

51-05-03 論文
角度ベース複数仮説を用いたLRFによる複数種類·複数個の移動体追
跡手法

畑尾直孝, 鮫島一平, 加賀美 聡 297

51-05-04 論文
合同変換に不変な特徴量(CIF)とキーポイント間の幾何学的拘束に基づ
いたロバストなスキャンマッチング法の提案

中村恭之, 脇田翔平 309

（記事番号の△は対象外）



計測自動制御学会論文集
第51巻　2015年

2015年；
第51巻

記事番号 種類 題目 著者名 頁

51-05-05 論文 物体のパーツ分割と形状特徴に基づく移動可能性を考慮した種別分類 西田貴亮, 原 祥尭, 坪内孝司 319

51-05-06 論文
受動的動歩行の性質を利用した脚歩行ロボットの一設計方法―適応的
機能を使用した形状と関節自由度構成の設計―

浦 大介, 入部正継, 大須賀公一, 衣笠
哲也

329

51-05-07 論文
上肢動作補助機の筋活動および脳活動評価―筋疾患患者向けADL補
助と片麻痺患者向け訓練補助への適用検討―

田中英一郎, 三枝省三, 弓削 類 336

51-05-08 論文
学習効率を考慮したキャンパスエネルギーマネジメントシステムの提案
と実証

今西智哉, 松井加奈絵, 西 宏章 344

51-05-09 論文 あるクラスのジレンマ問題に対するマルチエージェント強化学習法 黒江康明, 飯間 等 352

51-05-10 論文
最小射影法を使ったPVTOLシステムに対する静的状態フィードバック制
御系設計

久我創紀, 佐藤康之, 中村文一, 山下
裕

361

第6号 51-06-01 論文 5輪電動車いすの静的ウィリーとこれを利用した段差踏破に関する研究 宗方 宥, 和田正義 371

51-06-02 論文
可変粘弾性関節マニピュレータを用いた粘弾性制御による瞬発力を伴
う運動の制御

戸森央貴, 永井 豪, 間島達雄, 中村太
郎

380

51-06-03 論文
身体運動・音声・映像の特徴を用いた統合モデルによるマルチモーダル
ジェスチャー認識

郷津優介, 小林誠季, 小原潤哉, 草島
育生, 武市一成, 高野 渉, 中村仁彦

390

51-06-04 論文
球形動力伝達機構を用いたアクティブキャスタACROBATによる全方向
移動ロボットに関する研究―冗長駆動性のないアクティブキャスタの動
力伝達機構とその制御方法の開発―

和田正義, 平間貴大 400

51-06-05 論文 ヘテロジーニアスな複数台自律エージェントによる階層的転移学習
河野 仁, 村田雄太, 神村明哉, 富田康
治, 鈴木 剛

409

51-06-06 論文
放射性物質除去を目的とした路面洗浄ロボットシステム―放射性物質
除染実験―

遠藤 央, 遠藤麻衣, 柿崎隆夫 421

51-06-07 論文
多入力非線形システムに対する位相面における幾何学的考察に基づく
非線形制御とその応用

鈴木洋史, 関口 和真, 三平満司 430

51-06-08 論文 ラバーハンド錯覚における筋電位および皮膚電位反応の解析
辻 琢真, 濱崎峻資, 前田貴記, 加藤元
一郎, 岡 敬之, 山川博司, 高草木 薫,
山下 淳, 淺間 一

440

51-06-09
ショート・
ペーパー

ランダムカーネルを用いた条件付確率推定 塚本太郎 448

第7号 51-07-01 論文 データ駆動型H2制御性能評価の最適化計算における収束領域 田中優大, 増田士朗 451

51-07-02 論文
複数搬送機械システムの連結および協調運転のための制御系設計法
に関する研究

吉浦隆仁, 原 進, 森田良文, 佐藤徳孝,
山田陽滋

458

51-07-03 論文 分散評価に基づく外乱抑制FRIT法を用いた制御器とモデルの同時更新 馬原 康, 増田士朗 468

51-07-04 論文 上肢へのリズム運動入力による歩行改善
河野大器, 野村寿敬, 太田玲央, 猿田
百合子, 関 雅俊, 一柳 健, 小川健一
朗, 三宅美博

475

51-07-05 論文
モデル予測制御とスライディングモード制御による四輪操舵駆動車両の
ロバスト経路追従制御

小田貴嗣, 野中謙一郎, 関口和真 484

51-07-06 論文
能動的外乱除去制御器を用いた場合の閉ループ系の安定性解析とそ
の応用

杉山開路, 丸田一郎, 杉江俊治 494

51-07-07 論文 回転不変性を考慮した超球交叉によるDifferential Evolutionの改良 金政 実, 相吉英太郎 503

51-07-08
ショート・
ペーパー

臨界ノズルを用いた超音波式ガスメーターの器差検定
岩井 彩, 森中泰章, 安藤弘二, 寺尾吉
哉

512

51-07-09
ショート・
ペーパー

親機子機分離着陸機構を用いた月惑星探査機の2次元応答解析 原 進, 石川 凌, 大槻真嗣 515

第8号 △ 巻頭言
特集号「健康・医療・福祉・生命の分野における計測・制御・システム技
術」について

福岡 豊, 田中志信, 片山統裕, 太田裕
治, 小池康晴, 野村泰伸

519

51-08-01 論文 高齢の要食事被介護者の飲み込み検出に関する研究
都築 裕, 西谷光世, 金 主賢, 中林美
奈子, 坪内奈津子, 林 一枝, 中島一樹

520

51-08-02 論文
離床行動予測を目的としたベッド上での動作パターン識別―Elman型
フィードバック対向伝搬ネットワークを用いた時系列特徴学習―

間所洋和, 下井信浩, 佐藤和人, 徐
粒

528

51-08-03 論文
筋電位による動作識別のための半教師付き学習を用いた識別器更新
手法

中谷真太朗, 荒木 望, 佐藤孝雄, 小西
康夫

535

51-08-04
ショート・
ペーパー

トレッドミル歩行中における前脛骨筋の弾性推定 府川友彦, 内山孝憲 542

51-08-05 論文 屋内外環境にシームレスな自律移動ナビゲーションシステム
清水尚吾, 藤野雄介, 齋藤政伸, 木内
健太郎, 横田隆之, 齊藤隆仁, 黒田洋

545

51-08-06 論文 H2制御を用いた自動車車室内ロードノイズのアクティブ構造騒音制御
高松吉郎, ミシェル メンスレー, 出口欣
高, 屋代春樹, 川邊武俊

551

51-08-07 論文
モデル予測制御法によるICT機器温度管理と省エネルギーを考慮した
外気導入型データセンタの冷却制御

小川雅俊, 遠藤浩史, 福田裕幸, 児玉
宏喜, 杉本利夫, 堀江健志, 丸山次人,
近藤正雄

561

51-08-08 論文
発電機の応答速度を考慮したH∞制御に基づくマイクログリッドの負荷
周波数制御

増井健治, 高村 俊, 滑川 徹 570

51-08-09 論文 単純適応制御における周波数応答マッチングに基づくPFCの設計 種村昌也, 千田有一 579

51-08-10 論文
ロボットと魚の敵対的関係における魚の学習速度の低減―カオスと乱
数を用いた試み―

森 慶太, 見浪 護, 矢納 陽 587

（記事番号の△は対象外）
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第9号 51-09-01 論文 一般化最小分散評価に基づく閉ループ同定と外乱モデルの推定 植松凌太, 増田士朗 597
51-09-02 論文 クランク軸の回転計測からのエンジントルクと筒内圧指標の推定 青野俊宏, 猿渡匡行 605

51-09-03 論文
太陽光発電大量導入時の蓄電レベル制御―周期的ロバストモデル予
測制御の提案―

端倉弘太郎, 小浦弘之, 梅田勝矢, 児
島 晃

614

51-09-04 論文
対数線形化末梢血管粘弾性モデルに基づく交感神経活動の定量化と
皮膚電気刺激に対する客観的疼痛評価への応用

松原裕樹, 平野博大, 平野陽豊, 松岡
玄樹, 栗田雄一, 鵜川貞二, 中村隆治,
佐伯 昇, 吉栖正生, 河本昌志, 辻 敏

627

51-09-05 論文 フィッシャー情報量に基づくジェットエンジンの最適センサ配置決定法
若林優一, 垣内大紀, 木下 萌, 中村恵
子, 古川洋之, 小野雅裕, 足立修一

634

51-09-06 論文 DLPプロジェクタに対する光量と画質制御のためのPWM幅設計 岡島 寛, 上瀧 剛, 松永信智, 内村圭 645

51-09-07 論文 RSA公開鍵暗号を用いたネットワーク制御系のセキュリティ強化
藤田貴大, 澤田賢治, 小木曽公尚, 新
誠一

655

51-09-08 論文 ElGamal暗号を用いた制御器の暗号化 藤田貴大, 小木曽公尚 661

第10号 △ 巻頭言 論文特集号「人間・環境・社会を支えるセンシング技術」に寄せて
来海 暁, 寺本顕武, 田中敏幸, 田中仁
章, 石澤広明, 伊藤直史, 喜安千弥, 木

667

51-10-01 論文
直線状の磁束密度荷重積分センサを用いたスマートフォンの位置姿勢
推定

尾谷和則, 樋口祐介, 伊藤雅博, 奈良
高明, 安藤 繁

668

51-10-02 論文 任意の中心周波数を設定可能なバンドパスΔΣ変調器 吉成洸人, 塚元康輔 678

51-10-03 論文 積層型3Dタッチパネルによる近接位置検出 辻 聡史, 小浜輝彦 687

51-10-04 論文 ピエゾ極限センサを用いた静的荷重試験による破壊前の測定比較
下井信浩, Carlos CUADRA, 佐々木拓
哉, 間所洋和, 西條雅博

696

51-10-05 論文
立方体励磁コイルと渦巻状薄膜検出コイルを用いた渦電流探傷試験法
の現象解明

元安雄大, 後藤雄治 706

51-10-06 論文 交流磁界を用いた経鼻胃管先端部の非接触位置推定法の提案
藤井孝憲, 小森博之, 後藤雄治, 宮崎
吉孝

713

51-10-07 論文 誤差共分散行列による送信割当を行なう分散型センサデータ融合
松崎貴史, 丸山晃佐, 小幡 康, 匂坂健
太郎, 亀田洋志

724

51-10-08 論文 時間領域におけるシステム同定結果の評価指標について 室井秀夫, 竹下 侑, 足立修一 736

51-10-09 論文
自己釣り合い状態を利用したマルチエージェントシステムのフォーメー
ション制御

増田容一, 長瀬賢二 744

第11号 51-11-01 論文 離散値入力を伴う空圧式除振台のモデル予測制御 丸山直人, 小池雅和, 千田有一 755

51-11-02 論文
車両速度変化に対応するステアリング操作モデルの構築―スケジュー
リングH∞ループ整形によるアプローチ―

清水 駿, 渡辺 亮 763

51-11-03 論文
むだ時間系に対する全状態オブザーバを併用した状態予測サーボ系に
おける制御器とモデルのFRITベースド同時更新

浅野佑治, 金子 修, 山本 茂 769

51-11-04 論文 システムから不便益を得るユーザ特性に関する実験的考察 荒木 卓, 川上浩司, 平岡敏洋 779
51-11-05 論文 Mathieu方程式系のパラメータ推定と自励振動型計測への応用 松尾 恒, 奈良高明, 安藤 繁 785
51-11-06 論文 非最小位相系に対するモデル誤差抑制補償器の設計 岡島 寛, 一政 豪, 松永信智 794

第12号 51-12-01 論文 多層最小射影法による局所半凹実用制御Lyapunov関数の設計 福井善朗, 中村文一 803
51-12-02 論文 写真撮影によるマンホール鉄蓋摩耗度推定 村崎和彦, 数藤恭子, 谷口行信 814
51-12-03 論文 コード信号を含む出力を用いたスマートグリッドにおけるリプレイ攻撃の 入田 隆, 滑川 徹 822
51-12-04 論文 ノンパラメトリック表現を用いたデータ駆動制御 藤本悠介, 丸田一郎, 杉江俊治 829

△ 論文 X線CT画像における逐次近似法を用いたメタルアーチファクト低減 加納 徹, 小関道彦 836

51-12-06 論文 直立4足歩行型パワーアシストロボットTTI-Knuckle1の開発
大嶋宏典, 成清辰生, 川西通裕, 鈴木
光久

845

51-12-07 論文
McKibben型空気圧アクチュエータを有する二次元脚ロボットの立位姿
勢と関節剛性に関する解析および実機検証

中西大輔, 末岡裕一郎, 杉本靖博, 大
須賀公一

858

51-12-08 論文
信号機情報を利用した混合整数計画法によるモデル予測型省燃費走
行制御

向井正和, 青木 博, 川邊武俊 866

（記事番号の△は対象外）


