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ヒューマンフレンドリーな会話ロボット
Human Friendly Robot with Conversation Capability
背

景 Background

◆ ヒューマンフレンドリーなロボットは会話機能が必要
◆ 自然な会話にはプロトコルが重要
◆ 会話のプロトコルは身体表現により実現
● Human friendly robot requires conversation capability.
● Protocol plays an important role in natural conversation.
● The conversation protocol is realized through physical expression.

概

要

Summary

◆ グループ会話における話者への注目 (Fig.1)

● Focusing on the speaker in group conversation (Fig.1)

◆ テンポのよい相槌の実現 (Fig.2)

● Nodding with appropriate timing (Fig.2)

Fig.1 Bさんが会話に参加した時のロボットの動き
Fig.2 相槌タイミングの判定方法とその効果

応

用

Applications

◆ 対話を活性化するロボット（ゲームの進行をサポート（Fig.3））
● Robot to facilitate active interaction in a game (Fig.3)

Fig.3 ゲームの進行をサポートするロボット
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●研究者名 ： ⼩林 哲則
●所属 ： 理⼯学術院 情報通信学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

自律移動型モニタリングロボット
Autonomous Mobile Robots for Monitoring Outdoor
背

景 Background

◆ 野生の動植物の保護と保全への関心の集まり
◆ 災害現場や過酷環境下での情報収集の必要性の増大
◆ ロボット活用による屋外作業の効率化への期待
● Increase of social interests on nature conservation
● Demands for robots which can be used in dangerous environment
● Expectations of robotic applications for outdoor work

概

要

WAMOT-3

Summary

◆ 屋外環境に対応した自律移動型ロボットによる情報収集
◆ 大きさや機能の異なるロボットを用途に応じて選択
◆ 複数のロボットの連携による効率的なモニタリングの実施
● Autonomous mobile robots with sensors for outdoor use
WAMOT-6（右：伸縮アーム搭載）

● Variety of robots in terms of size and functions
● Cooperation between robots for efficient monitoring

利 点

Advantage

◆ 人間に代わって危険な場所で情報を収集
◆ シンプルな構造により高い費用対効果を実現
◆ 既存の携帯電話ネットワークを介して制御可能
WABEC-1

● Low risks of injuries on human operators/workers
● High cost-benefit performance with simple mechanism
● Control using existing mobile phone networks

応

用

Applications

◆ 汚染地域や災害現場のモニタリング
◆ 山林や農地の監視
◆ 重機・建機を遠隔操作する際の視覚情報支援

山林

農地

汚染地域

建設現場

● Monitoring in disaster or polluted area
● Observation of farms and forests
● Supports of visual information for tele-operate
construction

●研究者名 ： ⽯井 裕之・⾼⻄ 淳夫

●所属 ： 理⼯学術院 総合機械⼯学科・次世代ロボット研究機構

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867
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遠隔操作型４腕式災害対応ロボット
Teleoperated Four-Arm Four-Flipper Disaster Response Robot
背

景 Background

◆ 現在の災害対応ロボットの多くは、不安定な地面を越えて、
密集した住宅地などの狭隘空間へ進入し、切断・解体など
の複雑な緊急・復旧作業を遂行することが難しい。
● Many of current disaster response robots are not capable of
entering narrow spaces over very rough unstable ground and
conducting complex debris-demolition work.
4腕式災害対応ロボット「OCTOPUS」

概

要

Summary

Disaster response robot OCTOPUS

◆ 狭隘空間での複雑作業の実現へ向けて、次世代災害対応
ロボットとして、４つの腕・４つのフリッパーを有する
ロボットプラットフォームを開発した。
● To introduce advanced mobility and workability into the
robots, a prototype four-arm four-flipper disaster response
robot called OCTOPUS was developed

利 点

Advantage

◆ ４つの腕を協調的に制御することで、オクトパスは２本腕
のロボットでは実現が難しかった複雑なタスクを効率よく
かつ安定的に実行することができる。

システムコンポーネント
System components

● OCTOPUS efficiently and safely surmounts uneven terrain
and conducts complex task requiring more than three
manipulators, surpassing human actions using dual-arm.

応

用

Applications

◆ 小さいロボットであれば、屋内の調査用途にも適用でき、
大きなサイズであれば、建造物の組み立てや解体などの重
作業に適用可能である。
● Applicable to situation investigation and complex
manipulation tasks for small-scaled OCTOPUS as well as
building assembling and demolition tasks for large-scales.
アプリケーション例
Examples of application
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●研究者名 ： ⻲﨑 允啓
●所属 ： 理⼯学術院 総合研究所
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MR流体を使ったバックドライバブルアクチュエータ
Backdrivable Actuator using Magnetorheological Fluids
背

景 Background

◆ 高応答・高出力・安全性が求められる次世代のロボット
システムには、予期しない外力の付与に対して迅速に応
答可能な柔軟性を有する新たなアクチュエータが要請さ
れている。
● For advanced robot systems requiring high-responsiveness, high
power, and safety, backdrivable actuators with flexibility that rapidly
responds with the application of unexpected force are required.

概

要

Summary

◆ 応答時間の短縮化を図るとともに、比較的簡易な構成で柔
軟性を発揮させることができる、MR流体を使ったバック
ドライバブルアクチュエータを提供することにある。

アクチュエータシステム
Actuator system

● To provide backdrivable actuators using magnetorheological
(MR) fluids with a relatively simple structure that can realize
sufficient flexibility while reducing the reaction time.
MRピストンの外形

利 点

Advantage

Configuration of MR piston

◆ MR流体の粘性変化により、バックドライバブル性能の向
上、高出力質量比、高い操作帯域幅、出力トルクの制御性
向上、応答時間の短縮化などが図れる。
● Apparent viscosity change of MR fluid can offer high
backdrivability, high power-to-weight ratio, wide bandwidth,
high controllability of output torque, and short response time.

応

用

Applications

◆ 人間共存ロボットや人間協働型産業用ロボット、大型油圧
駆動ロボットのための柔軟関節、ならびに、手術支援ロ
ボットのためのバイラテラル操縦装置として応用・展開で
きる。
● Applicable to human symbiotic robots, human-collaborative robots
for industrial application, flexible joints for large-scale hydraulic
robots, and bilateral control interfaces for telesurgery

●研究者名 ： ⻲﨑 允啓
●所属 ： 理⼯学術院 総合研究所

トロイダル型ピストンヘッド
Toroidal-shape piston head

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867
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ドローンを用いた応用システムの開発
Development of Application System employing Drone
背

景 Background

◆ 安定した飛行制御技術の確立により多様な応用システムが
可能
◆ 監視、運搬以外の応用事例は今後益々その可能性が高まる
◆ 災害用通信、広域センサー網などの需要が今後高まる
● Various Kinds of Application would be possible based upon latest
Drone.
● Application beyond surveillance and transportation will be promising
● Emergency Communication, Wide Area Sensor Net. will be in practical use.

概

要

Wide Area Sensor Network by Drone

Summary

◆ Droneを用いた広域センサー網の構築
◆ Droneによる空間電波計測
◆ Droneによる壁面描画システム
● Wide Area Sensor Network using Drone
● Air Radio Signal Measurement System using Drone
● Wall Drawing System using Drone
EM Field Visualization employing Drone

利 点

Advantage

◆ 広域なカバーエリア、災害時での適用が可能なネットワーク
◆ 迅速で、広域な電波環境計測
◆ 低コスト、簡易な大型描画システム
● Wide Coverage Area, Adapted for Emergency Situation
● Rapid Measurement, Wide Area Coverage observation of Radio
Environment
6

● Low Cost, Easy Big Scale Wall Painting system

応

用

Automatic Wall Painting System by Drone

Applications

◆ 非常時における被災者探査、森林環境保全
◆ 無線機基地局設置における電磁環境計測
◆ 映画、商品広告、エンターテインメント
● Missing People Detection, Environmental Surveillance
● Radio Signal Emission Pattern for Base Station
● Advertisement, Entertainment
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Automatic Landing System for Drone

●研究者名 ： 嶋本 薫
●所属 ： 理⼯学術院 情報通信学科、国際情報通信研究センター

Collision Avoidance Drone

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

深度センサを用いたタッチインターフェースと
プロジェクタを備えたシステム
System comprises Projector and Touch Interface using Depth Sensor

背

景 Background

◆ プロジェクタとタッチインターフェース
を用いた、直感的で低コストのシステム
の開発
● Development of an intuitive and low cost system
using projector and touch interface

概

要

Summary

システム構成１ (上肢訓練装置 )

手の位置の推定方法

System configuration 1
Estimation of patientʼs hand location
(Image-projective Desktop Arm Trainer)

◆ パソコン、プロジェクタと深度センサで構成
◆ 手、指先の形状と位置を検出
◆ 指先のスクリーンへの接触、非接触を検知
● Consisting of personal computer, projector and depth
sensor
● Detect shape and position of hand and fingertip.
● Detect contact or non-contact of a fingertip with a screen.

利 点

訓練アプリ１（風船割り）
Training application 1
“Balloon Breaking”

訓練アプリ２（魚獲り）
Training application 2
“Fish Catching”

Advantage

◆ 特別なスクリーンや大型タッチパネルが不要
◆ システムの持ち運びが容易
◆ 可動部がなく、対人安全性・親和性に優れる
● No special screen or large touch panel is needed.

システム構成２

System configuration 2

● Easy to carry system

手の形状検出(深度画像+IR画像)

Hand extraction result (depth image
+ infrared image)

● Excellent interpersonal safety and affinity due to no
physically-movable portion

応

用

Applications

◆ 目と手の協調動作を伴う上肢訓練装置

人差指
Index finger

ノイズ
noise

親指
thumb

小指
little finger

指先の相対深度検出［SF(指) とSB(背景)の深度の差を求める］
Relative depth detection of finger tips
［subtract depth of SF(fingers) and SB(background)］

◆ 習字等の運筆学習装置
◆ 文字、算数学習に最適な幼児教育装置
● Image-projecting desktop arm trainer for handeye coordination training
● Handwriting (ex. Calligraphy) learning system
● Optimum primary education system for character
or mathematic learning

指の接触 (赤) / 浮遊 (緑) の検出結果

Results of finger touch (red) /hover (green) detection

●研究者名 ： 松丸 隆⽂
●所属 ： 理⼯学術院 ⼤学院情報⽣産システム研究科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867
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高階グラフカットによる多点依存画像処理
Image Processing with Multiple-Point Dependence by Higher-Order Graph Cut
背

景 Background

◆ 画像処理・コンピュータビジョン・医用画像処理
◆ セグメンテーション（領域分割）ノイズ除去 超解像
◆ ステレオ 動画像解析
● Image Processing / Computer Vision / Medical Image Processing
Segmentation, Noise Reduction, Super resolution, Stereo, Video
Analysis

概

要

Summary

◆ 高性能の画像処理が可能
◆ これまで不可能だった多数の点に依存する高階エネルギー
の最小化を可能にした
● High performance image processing
● Enables hitherto-impossible minimization of higher-order energies
that depends on multiple points

E ( X )   g v ( X v )   huv ( X u , X v )
vV

( u ,v )

E ( X )   g v ( X v )   huv ( X u , X v )
vV

( u ,v )



k

uvst

(Xu, Xv, Xs, Xt )

( u , v , s ,t )

利 点

Advantage

◆ 形状事前知識を用いた高精度なセグメンテーション
◆ ノイズの多い状況下で、形状を認識することにより
セグメンテーション
● High-precision segmentation using prior shape knowledge
● Segmentation by recognizing shapes under noisy circumstances

応

用

Applications

◆ 医用画像処理
◆ ３Dセグメンテーション
◆ レーダー・ライダー画像認識
● Medical image processing
● 3D segmentation
● Radar/Lidar image processing
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●研究者名 ： ⽯川 博
●所属 ： 理⼯学術院 情報理⼯学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

動画像をクエリとする類似動画像検索
Similar-video Retrieval by Query Videos
背

景 Background

特徴量（Feature）
・Frame Signature
・Color Structure Descriptor

◆ インターネット上には膨大な量の動画像データが
蓄積
◆ 動画像の検索にはテキストや静止画像が用いられ
ている
● A lot of moving image data is accumulated on the Internet

フレーム毎の特徴量抽出

Feature Extraction from each Frame

● Text and still images are used to search for moving images

概

要

Summary

◆ 動画像の各フレームから特徴量を抽出
◆ 時系列を考慮したシーン毎の代表静止画像の抽出
◆ 代表静止画像の時系列を考慮した類似度判定
● Feature extraction from each frame of moving image
● Exemplar extraction of each scene considering time-order

フレームを時系列で区切り、特徴量を基にクラスタリングし、
シーン毎の代表静止画像を求める
Based on the features, clustering frames by methods of Affinity
Propagation, Pairwise Nearest-neighbor or k-means with TimeBound, Time-Partition or Time-Split, and extracting exemplar of
each scene

● Similarity detection considering time-order of exemplars

利 点

Advantage

◆ 動画像をクエリとした類似動画像検索が可能
◆ フレーム削除、グレースケール化、輝度低下、
サイズ変化、jpeg変換等の加工された動画像に対

代表静止画像の時系列を考慮したM-distanceによる類似度判定
Similarity detection considering time-order of exemplars using
“M-distance”

しても検索可能

Query Video

● Similar-video retrieval by query videos is available.
● Retrievable for processed moving images such as frame
deleting, gray scaling, brightness descending, resizing and
jpeg conversion

Retrieved
Video

用

Applications

◆ 録画済テレビ番組の再生支援

Precision

応

Precision

検索結果(Result)

◆ インターネット上の類似画像の検索
◆ 景色映像を利用したナビゲーションシステム
● Support for playing recorded TV programs
● Searching similar images on the Internet
● Navigation system using landscape video

Recall

(a) Clustering methods

Recall

(b) Processed Images

Precision-recall curves for the video similarity detection

●研究者名 ： 松⼭ 泰男、堀江 輝樹
●所属 ： 理⼯学術院 情報理⼯学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867
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多重線型写像を用いたパターン認識
Pattern Recognition based on Multilinear Mapping

背

景 Background

◆ ブログ、動画サイトやＳＮＳ等で、音声，写真，
動画等のデジタルデータが多数蓄積されている
◆ 高精度のパターン認識装置への要望
● Many digital data such as voice, photographs, videos, etc. are
accumulated on blogs, video sites, SNS, etc.
● Higher accurate pattern recognition is expected.

概

要

Summary

◆ 多重線型写像を基に高次部分空間法を用いて
パターン認識

Block diagram of pattern recognition using higherorder subspace method based on multilinear map

◆ 特徴ベクトルの要素間の関連性をテンソル積が
作る双線形写像として表現
● Pattern recognition using higher-order subspace based on
multilinear mapping
● Relations among the elements of feature vectors are
expressed as bilinear mapping generated by tensor product.

利 点

Schematic diagram of tensor feature extraction

Advantage

◆ 精緻な時間・周波数スペクトルの内部構造を陽に抽出

(d)

◆ 現行のDNN (Deep Neural Network)や部分空間法を
用いる場合に比べ高い認識精度
● Extracting precise structures of time-frequency patterns

(g)

● Higher recognition accuracy compared to DNN (Deep Neural Network)
and SM (Subspace Method)

Multilinear (bilinear) mapping (3 frames)

応

用

Applications

◆ 音声の他、テキスト、画像等にも対応可能
◆ 自動車やスマート家電における音声認識
◆ 携帯端末を用いた音声認識や顔認識
● Can be advanced text, images, BMI, etc.
● Speech recognition in cars and smart home appliances
● Speech recognition and face recognition using mobile terminals
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●研究者名 ： 新⽥ 恒雄
●所属 ： グリーン・コンピューティング・システム研究機構

Comparison on the TIMIT core test set
早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

次世代情報処理技術 「量子アニーリング」 を用いた
データ駆動型社会イノベーション

Innovation of Data-driven Society based on Next-generation Information Processing “Quantum Annealing”

背

景 Background

◆ 組合せ最適化問題を解くことは、様々な産業分野において律速 (組合せ爆発)
◆ 1998年、門脇正史博士と西森秀稔教授による、量子アニーリングの原理提案
◆ 2011年、D-Wave Systems 社より、世界初の商用量子コンピュータ販売
● Solving combinatorial optimization problems is rate controlling in several fields (Combinatorial explosion).
● Quantum annealing was proposed by Kadowaki and Nishimori in 1998.
● The first commercial quantum computer was launched by D-Wave Systems Inc. in 2011.

概

要

Summary

◆ 量子アニーリングを用いたクラスタ分析(ビッグデータ分類)
のアルゴリズム提案
◆ 各種組合せ最適化問題への量子アニーリング適用アルゴ
リズム提案
● An algorithm of clustering analysis using quantum annealing has been proposed.
● An algorithm of combinatorial optimization problems using quantum annealing has been proposed.

利 点

Advantage

◆ 量子並列性・自己組織化現象に基づく情報処理技術であるため、大規模なデータを高速に処理可能
◆ 量子アニーリングに基づく統計的機械学習の手法提案を世界に先駆けて発信
◆ データ駆動型社会イノベーションに結びつく新ビジネス創出が可能
● Big data can be processed with very high speed because of quantum parallelization and
self-organization phenomena.
● A machine-learning method based on quantum annealing was proposed before the birth of
commercial quantum computer.
● Innovative business related to data-driven society can be created.

応

用

Applications

◆ 集積回路網デザインの低コスト化 (FPGA等)
◆ 統計的機械学習の更なる高効率化 (医用画像読影技術､情報推薦等)
◆ IoTにおける組合せ最適化処理の加速
● Cost down on design of integrated circuit (FPGA etc.)
● High-efficiency technology on statistical machine learning (interpretation of radiogram, information
recommendation)
● Acceleration of optimization processing in IoT
JSTさきがけ｢量子の状態制御と機能化｣領域 さきがけ研究者(兼任)、NEDO｢組合せ最適化処理に向けた革新的アニーリングマシンの研究開発｣登録研究者
として、量子アニーリングやイジングモデル型情報処理と呼ばれる組合せ最適化問題の高速化処理の実応用、産業展開を目指して研究を進めております。

●研究者名 ： ⽥中 宗
●所属 ： ⾼等研究所

⺠間企業複数社と、量⼦アニーリングや類似⼿法を実⾏するハードウェア、
ソフトウェア、それらを⽤いた応⽤探索に関する共同研究を進めておりま
す。また、当該技術導⼊に向けた技術相談や出講も⾏っております。
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ＳＮＳ等を対象とした発信者推定技術

Author Identification Technology for a Large Number of SNS Users
背

景 Background

◆ 研究の背景
インターネットの安全性（情報の信ぴょう性低下、匿名犯罪）の問題
⇒ 手軽で高精度な発信者の推定技術の実現による問題解決への貢献
● Motivation
Internet security Issue such as increases of fake news and cybercrimes
⇒ Author identification technology with easier handling and higher precision

概

要

Summary

◆ 本推定技術は、類似度計算方式（図１）の流れを汲む。
◆ 従来の類似度計算方式と異なる特徴（図2）
①少数の短文の収集（〜100tweets／user）と特徴量分布の異なるデータセットへの分割
②文体定量化：n-gram（n=1,2,3）／nによる重みづけ多次元変数
● Flow of the identification technology（Fig.1）
● Features of the identification technology（Fig.2）
①Collection of a few short texts(100 tweets/user) and clustering into data sets
②Quantitative representation using n-gram(n=1,2,3) and biased weighting by n
文体相違度が低いほど
話題が類似している

学習用文章の収集

Collect Training Data Sets

文体の定量化

Quantitative Represent.

文体相違度計算
Dissimilarity
（Target and Candidate）
対象者の推定
Target User Identification

データセットごとの文体相違度の比較
Comparison of Dissimilarity for Data Set by Data Set

図１ Fig.1

図２ Fig.2

利 点

Advantage

◆ 従来の機械学習方式に比べて
①推定精度が高い（10万人の候補者を対象に60%以上） ②数少ない短文（twitter）で推定が可能
③発信者のプロフィールの推定も可能
● Comparing with the conventional machine learning technology
①High precision(more than 60% for 100,000persons) ②Can identify using a few short texts (30〜100tweets）
③Can identify of a profile of each author

応

用

Applications

◆ 発信者推定によるインターネット上のコンテンツの信ぴょう性の評価
◆ インターネットを利用した犯罪捜査への応用 （他の技術との組合せ）
● Estimation of credibility of contents on websites through author identification
● Investigation of cybercrimes(combining with the other technologies)
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●研究者名 ： ⼭名 早⼈
●所属 ： 理⼯学術院 情報理⼯学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

情報通信技術(ICT)と最適化技術を融合した
無駄をなくす次世代農産物流通システム
Next-generation Lean Agricultural Supply Chain Management integrating ICT and Optimization

背

景 Background

◆ 国内農家を取り巻く環境の厳しさと安定経営を維持するための
農産物生産の効率化(生産品種の選定・必要圃場面積の提示など)
◆ 消費者ニーズに合わせた農産物生産の必要性と生産リードタイム・
生産量の不確実性によるリスク回避
◆ 農家と消費者をつなぐ情報通信システムの開発
● Difficult environment surrounding domestic farmers and
Efficient farming to keep sustainable management
(Selection of crop varieties, optimal farming areas, etc.)
● Crop production to suit consumersʼ needs and risk aversion to uncertainties of production leadtime and volume
● Development of Information and Communication Technology to connect farmers with consumers.

概

要

Summary

◆ 情報通信システムを介した消費者ニーズの見える化と農家生産物の
トレーサビリティの確保
◆ 農家-小売・飲食店-消費者のWin-Win関係を実現するための
最適マッチングを発見する数理モデルの構築
● Visualization of consumersʼ needs using ICT system and Traceability of
agricultural products
● Mathematical model to obtain the optimal matching among farmers,
retailers and consumers to create the Win-Win relationship

利 点

Advantage

◆ 農産物の品種・適用地域を問わない汎用性のある情報システム
◆ データ駆動型システムによる取得情報に即した数理モデル構築・改良
が可能
◆ 多様なシミュレーションの実施による状況変化への柔軟な対応が可能
● Versatile ICT system to apply to any crop varieties and any farming areas

※加島智子先生(近畿大学)，松本慎平先生(広島工業大学)との
共同開発システム

● Mathematical model to easily develop and improve according to data-driven ICT system
● Flexibility to apply the proposed model to various situations using multiple simulations

応

用

Applications

◆ 広域地域(複数の農家)でのシステム活用によるリスクの分散化
◆ 土壌成分や圃場画像の収集，AI技術や機械学習・最適化手法を駆使した分析による農産物生産量の予測・
品種改良すべき項目の意思決定
● Risk diversification at widespread areas with many farmers using the proposed ICT system
● Prediction of production volume and Decision making of future breeding by collecting the soil component and picture
images of farming areas, and by analyzing Big-data using AI, Machine learning and Optimization approaches

●研究者名 ： 蓮池 隆
●所属 ： 理⼯学術院 経営システム⼯学科

※本研究で⽤いる情報共有システムは加島智⼦先⽣(近畿⼤学)，
松本慎平先⽣(広島⼯業⼤学)との共同開発です。
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ネットリストを基にしたハードウェアトロイ識別
Hardware Trojans Detection based on Gate-level Netlist
背

景 Background

◆ コンピュータを不正動作させる”トロイの木馬”
◆ デバイスの設計・製造を第三者に委託することで
ハードウェアトロイが挿入されるリスクが増加
● "Trojan Horse" makes computer malicious operations.
● Since device design and fabrication is outsourced to a
third party, risks of Hardware Trojans inserting are
increased.

トロイネットが有している特徴 (９種類)
Extracted features of Trojan nets (9 cases)

概

要

Trojan Factor 1
“Max score”
(Sum of the scores of
Features)

Summary

◆ トロイネットの可能性があるネットの特徴を特定

Trojan Factor 3
“Max score net count”
(Numbers of max score
nets)

◆ ３つのファクターを基にトロイネットの有無を判定
◆ ハードウェアトロイの動作を防ぐ回路を開発
● Identify net features having possibility of Trojan nets.
● Determine existence of Trojan net based on 3 factors
● Development of a circuit to prevent Hardware Trojan
operation

Trojan Factor 2 “Max constant cycles”

利 点

Advantage

◆ 健全なネットリストや公知情報を用いずに、ハード
ウェアトロイの有無を判断
◆ ハードウェアトロイの挿入されたネットリストのみ
を確実に検出
● Determine existence of Hardware Trojans without
Hardware Trojan free netlist or known Hardware Trojans information
● Detect only netlist with Hardware Trojans inserted reliably

応

用

Trojan Identification Algorithm

Applications

◆ セキュリティの高い技術分野における集積回路設計
● Integrated circuit design in high security technical field

3D illustration of three Trojan factors
Shaded rectangles only include the correct Trojan nets
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●研究者名 ： ⼾川 望
●所属 ： 理⼯学術院 情報理⼯学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

らせん折り膜面を用いたエアバッグ構造
Spiral Folding Air-bag
背

景 Background

◆ 自動車用エアバッグの普及率の増加
◆ 高速かつ高い展開性能が必要
● Increase of air-bag for safer driving
● Necessary of rapid and wide expanding

概

要

Air-bag

Summary

◆ らせん折り構造をエアバッグの収納方法として提案
※ らせん折り：膜厚を考慮した最適な折り方を実現する構造

エアバッグの普及
Adoption of air-bag

● Spiral folding structure adapting how to storage air-bag

利 点

Advantage

◆【収納性】高い収納性を実現
◆【収納性能】広い運転スペースの確保
◆【展開性能】迅速に圧力が最大値に到達
◆【維持性能】長く中心部変位を維持

展開
Expand

収納
Store

● Compact storage

らせん折
The spiral folding

● Securement of wide driving space
● Achievement of the max pressure rapidly
● Long keeping of the central displacement

応

用

Applications

◆ 高速かつ高い安全性を有するエアバッグ支援
◆ 高い収納率により多様な姿勢で運転可能
◆ 中心部変位の維持により安全性を確保
● Support of rapid and high safe air-bag
● Possible of various driving posture by high storage rate
● High safety by keeping the central displacement

●研究者名 ： 宮下 朋之
●所属 ： 理⼯学術院 総合機械⼯学科

エアバッグの性能比較
Comparison of the air-bags

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867
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