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 2017 年 8 月 24 日、静岡大学浜松キャンパスに新たに共通講義棟が落成し、

後学期の授業からその利用が開始されました。この共通講義棟は、情報学部

の 3 学科体制への移行に伴う入学定員増、工学部の入学定員増といった、浜

松キャンパスで学ぶ学生の増加に対応するだけでなく、これまで取り組んで

きた情報技術教育、情報活用教育、アクティブラーニング、地域や産業界と

の教育連携といった活動の中で培ってきた知識と経験を活かし、それらをさ

らに発展させることを目的として設計が進められてきました。 
具体的には、アクティブラーニングを実践するための設備の導入、イベント・学会等の開催に

も適した大講義室の整備･配置といった特徴を盛り込みました。 
なお、共通講義棟の建設、設備整備に際しては、地元の企業、同窓会、在学生保護者のみなさ

まからのご寄付を賜りました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。 
 今回、共通講義棟の落成を記念し、「情報と学び－情報学が変える学び、学びが変える情報学－」

と題してシンポジウムを開催する運びとなりました。本シンポジウムは、一般市民のみなさま、

産業界・自治体等の方々をお招きし、情報と学びにまつわる話題を提供し、本学の学生・教職員

とともに「情報」という観点から、未来の「学び」の在り方を議論し構想する場として企画させ

ていただきました。本シンポジウムの開催にあたっては、地元企業等からのご後援、あるいはポ

スターセッションでのお菓子のご提供等、様々なかたちでご協力をいただきました。あらためて

感謝申し上げる次第です。 
 今回のシンポジウムを楽しんでいただくと同時に、本シンポジウムを通じて、ご参加のみなさ

まに何かひとつでも得るものをご提供できれば幸いです。今後とも静岡大学浜松キャンパスの教

育・研究へのご理解とご支援をお願いいたします。 
 
 

2017 年 10 月 
静岡大学情報学部長   

近藤 真 
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伊東 幸宏 

(公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構フォトンバレーセンター長／前静岡大学長) 

 

演者略歴 

1980 年早稲田大学理工学部卒、1987 年博士課程修了、工博。同年同大理工学部助手、1990 年静

岡大学工学部助教授、1996 年情報学部へ異動、2000 年同学部教授、2007 年同学部長。2010 年～

2017 年静岡大学長。2017 年 4 月 (公財) 浜松地域イノベーション推進機構フォトンバレーセンタ

ー長 兼 静岡大学特任教授、同大名誉教授、顧問。 

 
専門分野/研究テーマ 

自然言語処理、教育工学、知能情報学 
 

• 高木 朗, 伊東 幸宏：“自然言語の処理”. 丸善 (1987) 

• Yasuhiro Noguchi, Takeharu Nakahara, Tatsuhiro Konishi, Satoru Kogure, Yukihiro Itoh: "Construction 

of a Learning Environment for Algorithm and Programming Where Learners Operate Objects in a 

Domain World", International Journal of Knowledge and Web Intelligence, Volume 1, Number 3-4, pp. 

273-288, (2010) 

 

 

  

  招待講演 
情報学部から起こす“学び”のイノベーション 

主要業績 
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狩野 芳伸 

(静岡大学情報学部行動情報学科・准教授) 

 

いわゆる人工知能関連技術の多くは、機械学習の手法を用いている。機械学習は人間と近い部

分もあれば、大きく異なる部分もあると考えられる。機械学習、あるいは人工知能によって人間

の知的能力を実現することは、一つの大きな研究目標である。人間の知的能力の中でも言語の扱

いは中核的な課題であるが、その仕組みは必ずしも解明されておらず、コンピュータにとっても

言語の習得、扱いは難しい。コンピュータで人間の言葉を扱う自然言語処理分野の研究は、言語

そのものにとどまらずその背後にある様々なレベルでの意味が必要であるという難しさがある。 
コンピュータに試験問題を解かせるには、何が必要で何が課題なのか。人間と自然な会話がで

きるシステムを実現することはできるのか。文章を生成するのはなぜ難しいか。論文や電子カル

テなど人間には扱いきれない大量のデータが利用可能であれば、どんなことが可能になるか。 
本講演では、こうした講演者の取り組んでいる研究プロジェクトの概要を紹介し、機械にとっ

ての学びとは何か、その現状と将来を考える切り口を提供する。 
 
演者略歴 

東京大学理学部物理学科卒業、東京大学情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了、

同博士課程単位取得退学。博士 (情報理工学)。東京大学特任研究員、科学技術振興機構(JST)さき

がけ研究者等を経て、現職。 
 

専門分野/研究テーマ 

自然言語処理、人工知能、対話システム、テキストマイニング 
 
主要プロジェクト 

• 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 個人型研究 さきがけ 「情報環境と人」領域「解

析過程と応用を重視した再利用が容易な言語処理の実現」研究代表者(2011-2014) 
• 文部科学省 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 「人間同様に失敗する構文処理による自然

な文生成の研究」研究代表者(2014-2017) 
• 大学入試自動解答「ロボットは東大に入れるか」プロジェクト 社会科担当 
• 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST「イノベーション創発に資する人工知能基

盤技術の創出と統合化」領域「自然言語処理による心の病の理解：未病で精神疾患を防ぐ」主

たる共同研究者(2016-2018) 
• 人狼知能プロジェクト オーガナイザー 自然言語部門担当 

講演 I 
 ― 人工知能はいま、何を習得でき何ができないのか 
機械の学び
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       西洋菓子処シューマン  株式会社たこ満

 このセッションでは、情報学部/情報学専攻の学生達が、日々の “学び” の成果を発表します。

ジュニア部門 (学部 1～2 年生) では、実習・演習などの授業のなかで取り組んだ研究、シニア部

門 (学部 3 年生～大学院生) では、所属研究室で取り組んでいる研究の構想や結果を発表します。

また、このセッションでは、参加者にコーヒー/
参加者のみなさまにほっと一息リラックスしながら、発表者と一緒に楽しく自由に議論していた

だきたいと思います。  

 
 
 

 
 
 
 
 

森田 純哉  

(静岡大学情報学部行動情報学科・准教授) 
 

略歴 

2016 年名古屋大学大学院人間情報学研究科にて博士 (学術)。北陸先端科学技術大学院大学知識科

学研究科助教、名古屋大学未来社会創造機構特任助教を経て現職。認知科学会、人工知能学会、

電子情報通信学会、Cognitive Science Society などの会員。 
 

専門分野/研究テーマ 

認知モデリング、インタラクティブシステム、知的学習支援、生理／行動データ分析 
 

主要業績 

• 森田 純哉, 三輪 和久, 中池 竜一, 寺井 仁, 齋藤 ひとみ, 小島 一晃, 神崎 奈奈: 意図せぬ

ルールの発火に注目したプロダクションシステムの学習支援, 教育システム情報学会誌, 31 
(3), 225-238 (2014) 

• 森田 純哉, 永井 由佳里: 類推の認知モデルの応用によるリフレクション支援システムの開発, 
人工知能学会論文誌, 26 (5), pp. 559-570 (2011) 

• Morita, J., Miwa, K., Kitasaka, T., Mori, K., Suenaga, Y., Iwano, S., Ikeda, M., & Ishigaki, 
T.: Interactions of perceptual and conceptualprocessing: Expertise in medical image 
diagnosis, International Journal of Human-Computer Studies, 66, 370-390 (2008) 

カフェ＆
ポスターセッション 静大生による研究成果/進捗の報告会 

コーディネータ紹介

協  賛

お茶とともに遠州や静岡のお菓子も提供いたします。
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大木 哲史 

(静岡大学情報学部情報科学科・講師) 

 

略歴 

2002 年早稲田大学理工学部電子・情報通信学科卒、2004 年同大学大学院理工学研究科修士課程修

了。2013 年～2016 年独立行政法人産業技術総合研究所特別研究員、2017 年から静岡大学情報学

部講師。博士 (工学)。バイオメトリクス等を用いた個人認証技術とネットワークへの応用に関す

る研究に従事。電子情報通信学会、情報処理学会会員。 
 

専門分野/研究テーマ 

情報セキュリティ、生体認証、画像処理、パターン認識 

 

主要業績 

• Tetsushi Ohki and Akira Otsuka, “Theoretical vulnerabilities in MAP Speaker Adaptation,” 

International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2017, March 2017. 

• 大木 哲史, 大塚 玲, 甲藤 二郎“GMM-UBM に基づく話者認識方式のウルフ安全性評価,”電

子情報通信学会論文誌 A, Vol.J97-A, No.12, pp.726-734, 2014 年 12 月. 

• Yoshiaki Isobe, Tetsushi Ohki, Naohisa Komatsu, “Security performance evaluation for biometric 

template protection techniques,” International Journal of Biometrics, vol.5, no.1, pp.53-72, January 

2013. 

コーディネータ紹介
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ジュニア部門 

本情報学部の授業での学びの成果/進捗を発表します。今回の発表に参加する授業のうち、「プ

ログラミング」と「学習マネジメント」は学部1年生が受講する必修科目で、「先端情報学実習」は学部

2年生以上で受講できる選択科目です。いずれも受講者の主体性を重視するプロジェクト・ベース学

習により進められます。「プログラミング」は担当教員から、「学習マネジメント」と「先端情報学実習」

は受講学生から、その成果/進捗を発表します。 

行動情報学科のプログラミング教育 

福田直樹 (行動情報学科) (代表) ほか, 行動情報学科プログラミング担当および関連科目担当者 

本発表では、新学科設立2年目の後半を迎える行動情報学科のプログラミング教育について、そ

の背景となった2学科情報システムプログラムにおけるプログラミング教育の概観を示す。さらに、そ

こからデータサイエンスや人工知能を見据えた、チームで行動のできる信頼できる「個」の育成という

観点から、その考え方および実際の取り組みを述べる。それらを強化するために必要となる、アルゴ

リズムとデータ構造基礎を代表とした基礎講義科目や、企業との連携演習科目であるWebシステム

設計演習など、関連する講義・演習科目との相互連携についても、その概要や取り組みを概観す

る。 

 (プログラミング) 

情報科学科プログラミングの実施状況報告 

小暮悟 (情報科学科), 西村雅史 (情報科学科), 佐治斉 (情報科学科) 

情報科学科では1年生後期に必須科目としてプログラミングを開講している。プログラミング言語

はJavaを採用している。情報科学科は定員100名の学科であり、高校時代の様々な活動の差から、

クラス全体で見るとプログラミング知識の上下の差が存在する。その為、3つの工夫を行っている。ま

ず1つ目は、必須課題と発展課題の設定である。2つ目は口頭試問の実施である。これにより、特に

必須課題で躓いている学生を発見し、個別指導の場を用意している。3つ目は複数のグループ課題

の設定である。4名～6名で1グループを形成し、機能の設計、機能の実装 (プログラミング)、 機能の

テストをそれぞれ別の学生が実施する。これにより現実社会でも行われる複数人でのプログラミング

を体験すると同時に、他人の書いたプログラムを読む経験を与えている。本発表では、特に、グルー

プ課題における学生の作成したアプリや学生の学びに関する感想などを報告する。 

 (プログラミング) 

J01 

J02 
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情報社会学科プログラミング講義の実施状況報告 

木谷友哉, 石川翔吾 (情報科学科) 

情報社会学科においても1年後期に必須科目としてプログラミングを開講している。プログラミング

言語を習得するのではなく、計算論的思考としてのプログラミングを習得することを目的としている。

より直感的にプログラムを実装できる独自の開発環境を利用してJavaプログラミング演習を行うこと

で、文系入試により入学した受講生でも全員がプログラミング作品を自分の手で開発できるようにな

っている。本発表では講義の実施内容に加えて、実際に学生が作成したプログラミング作品を紹介

する。 

(プログラミング) 

アイドルファンのための幸福度ランキング 

小山詩乃 (情報社会学科), 吉川みのり (情報科学科) 

この研究では、オリジナルの都道府県別幸福度ランキングを作成しました。私たちの幸福度ランキ

ングは、特にアイドルファンに着目したランキングとなっています。ランキングを作成するにあたって、

CDやDVDの買いやすさ、主要コンサート会場までの時間と交通費、テレビのチャンネル数、県内イ

ベントの多さの4つの項目について、アイドルファンの方に匿名アンケートを行いました。また、これら

の項目をアイドルイベントサイトやGoogleマップ、CD、 DVDショップの店舗数などによって調査し、ア

ンケートを参考に重みづけを行いました。重み付けの方法は、各項目を (最大値-最小値) /10で10

段階にポイントをつけ、その重要度に応じて比重をかけました。CD、 DVDの買いやすさが2.4倍、主

要コンサート会場までの時間と交通費が2.1倍、テレビのチャンネル数が1.2倍、県内イベントの多さ

が1倍となっています。これらの調査を行った結果、1位が東京、2位は大阪、3位は愛知という日本三

大都市がトップ3を占める結果となりました。東京が1位である理由としてはイベント数が圧倒的に多

かったことが考えられます。また、東京郊外は47都道府県中22位以内にランクインしていることがわ

かりました。これは、東京が1位であることに関連しているのではないかと考えられます。一方、中国

地方や東北地方ではランク低位の県が多くみられることがわかりました。これは各県で行われるイベ

ント数が少ない他、交通の便が悪いことも考えられます。これらの結果より、アイドルファンは都市圏

に住んだほうが幸福に感じることができるという結論に至りました。 

 (学習マネジメント，担当教員: 中澤高師) 

主観的幸福と客観的幸福 

清田直希 (情報社会学科)  

この研究では、「幸福度指標の提案」のための基礎的な考察を行った。所得は客観的な幸福度

指標と言われている。しかし、所得と幸福度の相関関係などの様々な調査結果が、所得そのものが

J03 

J04 
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幸福度に与える影響は小さいことを示していた。幸福感に影響するのは所得の多寡ではなく、所得

についての優越感・劣等感などの主観的要素が大きくかかわっていると考えられる。一方で、幸福

感の生理的要因の一つとされるセロトニンの生成は日照時間と相関性があることが知られている。日

照時間が少ない県では自殺率が高いとする調査結果もあり、日光などの環境的要因も幸福度に影

響している。以上のように、幸福とは、人によって異なる主観的な要因と、人間である以上誰にでも

当てはまる客観的な要因 (生理的要因、環境的要因) とが複合的に影響していることが示唆された。

幸福度指標を作成する際には、これらの要因に注目すべきだと考えられる。 

 (学習マネジメント，担当教員: 吉田寛) 

他者の心的な状態をミラーリングするシステムの開発 

長島一真 (情報科学科) 

近年、自己と類似した振る舞いをエージェント上に生成するミラーリングの研究が進められてい

る。ここでミラーリングとは、センシングに基づくユーザ内部状態の推定と認知機能のモデル化を基

盤としたヒューマン・エージェントインタラクションの一つの形のことである。この分野の研究は、今ま

で自閉症者や認知症者の自己理解に主として応用され、他者理解への利用はそれほど行われてこ

なかった。他者を理解することは難しい。例えば知り合いが自分に見せる人柄はその人の一部でし

かなく、内部状態の遷移を通常は外部から観察することはできない。他者の内部状態を外在化する

ミラーリング技術は、情報社会におけるコミュニケーションを根本的に変革する可能性がある。 

そこで本研究では、ミラーリングを他者理解に用いるフレームワークを構築することを目指す。具

体的には ACT-R (認知アーキテクチャ) とゲームエンジンをつなげ、3D空間上で自己の行動や身

体の動きのセンシング情報を用いてミラーリングを行ったエージェントを作成し自律的な世界を構築

する。それを他者に体験してもらうことで相互理解を支援するシステムの実装を行う。 

 (先端情報学実習・インタラクションデザインを通した情報学研究，担当教員: 森田純哉，竹内勇剛) 

「磐田信用金庫第16回ビジネスコンテスト」への応募 

四方勇作 (行動情報学科), 山本夏彦 (情報社会学科), 安藤聖野 (情報科学科) 

4ヶ月にわたってビジネス提案技法の学習とともに新規ビジネスの立案・提案書作成・比較評価を

繰り返して、磐田信用金庫が主催する第16回ビジネスコンテストに作品を応募した。このコンテストで

は、実際に起業中あるいは起業予定の社会人のための部門とともに学生向けの部門を設けている。 

ビジネス計画においては、利用者が抱える課題と自分たちの提案の特徴が合致することや地域

への貢献に留意する必要があり、またビジネスの収支や事業育成の構想が求められる。これらにつ

いて、種々のコンテストで入賞経験のある大学院生の指導を得ながら提案作成を進めた。学生生活

に密着したビジネス候補をいくつか作成し、そのなかから今回は特に公共への貢献を重視して地域

における傘のシェアに関するビジネスを選択し、3名共同で提案書を作成した。 

今後は第4回 Startup Weekend 浜松 (9月末) や第7回静大ビジネスコンテスト (11月予定) などに
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も、今回の提案経験を生かして参加していきたい。 

 (先端情報学実習・オープンな情報サービス計画提案方法の研究とその実践，担当教員: 湯浦克彦，遠藤正之，高口鉄平) 

人間の主観の数値化―見えない価値の計測についての試行― 

勝見沙奈 (情報科学科), 松村朋花 (情報科学科), 吉村瞭 (行動情報学科), 

神田健志 (情報科学科), 澤村遼 (情報科学科), 小林大晃 (情報社会学科) 

本研究は、明示的に数値化されていない様々な情報の価値を計測する研究の一環として、AHP 

(Analytic Hierarchy Process；階層分析法) を用いて人間の主観を数値化 (客観化) することを試み

たものである。 

AHPは意思決定手法の一つであり、意思決定場面において考慮する複数の要因が定性的で数

値化ができないようなときに、それら複数の要因間の相対的重要度を数値化する手法である。 

本研究では具体的に、大学生にとって身近で、関心が強いと考えられる「恋愛に関する意識」「旅

行への意識」の2つをテーマとして取り上げ、「恋人に求める要素として重視するポイント」「旅行先を

決定するときに重視するポイント」という「主観」を数値化することを試みた。分析に当たっては大学

生へのアンケート調査を実施し、得られた82名の回答をもとにAHPによる分析を行った。 

分析の結果、「旅行先を決定するポイントとして食事よりも観光名所のほうが約1.3倍重要である」

といった客観的な評価が可能となり、価値を計測することの重要性を把握することができた。 

 (先端情報学実習・見えない価値を測る～情報の経済価値分析プロジェクト～，担当教員: 高口鉄平，木谷友哉) 

言語理解と対話を行う人狼知能エージェントの実装 

小川ちひろ (行動情報学科), 滝波秋穂 (行動情報学科), 箕輪峻 (情報学専攻), 

三原直樹 (情報科学科), 柴淳 (情報社会学科), 狩野芳伸 (行動情報学科)  

本研究プロジェクトでは、自然言語 (日本語) を入出力に用い会話ゲーム「人狼」を自動対戦する

人狼知能エージェントを実装する試みにおいて、下記の発話解析部分と発話生成部分とを実装し

た。人狼知能プロジェクトが開催する人狼知能大会に参加し、人狼知能エージェントの作成を通じ

てより自然な対話システムの構築を目指している。 

我々のエージェントは、内部的に独自に定義した句構造風の簡易言語表現を用い、自然言語表

現との間で変換を行っている。変換には、係り受け関係や格解析といった深い自然言語処理の結

果を利用している。これに基づき、プロジェクトでは特にゲーム戦略的に有意な対話に焦点をおき、

取得された発話情報を基に、根拠が結び付けられていない発話への質問や新たな発話を生成する

エージェントを実装した。 

人狼知能大会では、機械間の自動対戦を行い、審査員の主観評価に基づき自然言語部門の技

術賞を受賞した。また、主催側のデモンストレーションとして、アバター表示と連動させた機械対人間

の対戦を行った。 
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▶新聞・テレビ報道

• 静大ＡＩ、うそ見破れ 「人狼ゲーム」参戦. 中日新聞. 2017/7/31

• 人工知能はウソをつくか、会話ゲームに新たに挑戦. TBS/JNN系列全国ニュース「Nスタ」. 201

7/8/31.

(先端情報学実習・自然言語処理による対話システムの研究，担当教員: 狩野芳伸) 

Image センサを用いた路面正常計測 

松並拓弥, 中村扶, 木谷友哉 (情報科学科) 

今日の交通問題の1つに道路設備の維持管理費用が高価であることが挙げられる。その維持費

用を低減するためには路面の損傷が小さいうちに修繕をすることで長寿命化を図ることが有効であ

る。しかし、現在の道路路面調査には高価な専用計測車両を必要とし、道路の総延長を定期的に

検査して道路路面の損傷状態を把握することは時間的にも費用的にも困難である。そこで、我々は

安価なセンサを組み合わせることで路面のデータを多角的に収集し、そのデータを利用して道路状

態を把握する方法について研究を行っている。 

現在、我々は距離イメージセンサの使用による路面性状計測の研究を進めている。 距離イメージ

センサとしてKinectを用いる。Kinectは、赤外線カメラを利用して被写体までの距離情報を得てい

る。この距離情報により、道の凹凸を計測する手法について検討している。今回のポスターセッショ

ンでは、これまでの研究の途中成果と今後の方針について紹介する。 

 (先端情報学実習・実世界と数理世界を結ぶモデリングとシミュレーション，担当教員: 木谷友哉) 

しりとりの認知モデル 

西川純平 (行動情報学科) 

しりとりは、複数名で行われる言葉遊びである。回答者は、先行者によって答えられた単語の語尾

文字を頭文字とする単語を回答する。ゲーム中で既に使われた単語や特定の語尾文字をもつ単語

を回答した場合は負けとなる。これは、子供の遊びとして行われるだけでなく、第二言語習得におけ

る発音やつづりの学習、高齢者の認知機能の測定と維持のためのトレーニングなどに活用されてい

る。 

本研究では、人が行うしりとりのプロセスとゲーム中のパフォーマンスに影響する認知的要因を明

らかにすることを目的とする。この目的を達成するために、認知アーキテクチャを用いてしりとりを行う

モデルを作成し、そのふるまいを分析する。認知アーキテクチャとは、人間の認知プロセスを模倣す

るプログラムを構築するためのプラットフォームである。様々な認知アーキテクチャがある中で、本研

究では、ACT-R (Anderson, 2007, Oxford University Press) を用いる。ACT-Rは、「忘れやすさ」や

「注意力」、「反応速度」などの個人特性と対応するパラメータを備える。人間のしりとりのプロセスを

シミュレートする認知的要因がモデル化されることで、対象となる人の特徴に合わせた、より効果的

な学習支援や認知機能の診断方法が導かれ、人間らしさを感じさせるようなしりとりのゲームアプリケ
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ーションの開発が可能になると考える。 

 (先端情報学実習・実世界と数理世界を結ぶモデリングとシミュレーション，担当教員: 森田純哉，尾張正樹) 

入浴が快適になるシステム「SmartBath」の開発 

鈴木優佑 (情報科学科), 脇弘太 (情報科学科) 

本研究の成果として「SmartBath」を紹介します。Raspberry piと呼ばれるシングルボードコンピュー

タと音声認識を用いて、入浴時間がより快適となるようなシステムを開発しています。ストレスや疲労

が多いと言われている現代社会において、入浴時間だけでも楽しく快適に過ごすことができるように

したい、高齢者の入浴負担を軽減したい、さらに節水を促したいと思い研究を始めました。現在、下

記の4機能を開発しています。①音声認識によるシャワーのON/OFF、②音声認識による任意タイミ

ングでのBGMの再生、③音声認識によりシャンプーを適量だす、④水流センサを使用してシャワー

使用量を計測し一日の終わりにスマホへ通知、という機能です。今後、防水対応や小型化などの実

用性を意識して改良を進めていく予定です。 

 (先端情報学実習・新たな知的IoTシステム創出の研究，担当教員: 峰野博史) 

ARを用いたインタラクションに関する研究 

相澤馨子 (情報科学科) 

人と物とのインタラクションにおいて、AR (拡張現実) を用いることにより相手に示したい物事を視

覚的に分かりやすく表現できるようにすることを目指す。ARとは、現実環境に情報を付加させ人間か

ら見た現実世界を拡張する。用途としては、AR広告、体験型プロモーション、家具配置の疑似体

験、3Dモデルを用いた説明・教育、ゲーム (ポケモンGOなど) などに利用することができる。また、A

Rを用いることで視覚的に伝達、理解の向上、関心、興味を持たせることができる。これまでは、Kine

ctを用いることにより仮想空間上の物体を現実空間に重ね合わせ、パソコンのカメラ画面上で動か

せるようにした。現在は、ポケモンGOなどに代表されるロケーションベースのAR技術を用いて大学

内の案内及び大学施設の説明を行うアプリケーションを開発している。今後は、引き続き開発を行う

とともに開発したARシステムのモニタリングを行い、ARの有用性などについて検証、考察する。 

 (先端情報学実習・人・環境インタラクションのモニタリングに関する研究， 

担当教員: 西田昌史, 遊橋裕泰, 西村雅史) 
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シニア部門 

学部生・大学院生が所属研究室での学び (研究) の成果/進捗を発表します。本情報学部では、

学部の3年生後期から研究室に配属され、卒業研究に向けた取り組みを開始します。また毎年約60

名の卒業生が大学院に進学し、研究をさらに発展させています。それらの成果の多くは、学会発表

や論文刊行を通じて国内外で広く公表されています。  

Building Personalized Readability Equation and Personalized English 

Vocabulary List in Comparison among Different Algorithms 

(リーダビリティ式ならびに語彙リスト構築を志向した 

パーソナライゼーションのアルゴリズム間比較) 

Huynh Nguyen Tra My (総合科学技術研究科情報学専攻), Yoshinori Miyazaki (学術院情報学領域) 

This paper reports the development of REX, a Web application, to support English reading study 

for non-native speakers of English. REX has a function to personalize their individual readability eq

uations based on their study logs, and predict the ease or difficulty of the texts provided. We use t

he rate of difficult words as a parameter of readability equations for multiple regression analysis. In 

the system, the authors have developed a new labeling method by letting learners click unknown wo

rds while reading texts, and further predict the status of known/unknown of the clicked words. To r

eflect users’ English vocabulary ability, we devised 4 algorithms each of which will be elaborated in 

the presentation and compared among them. Moreover, the practicality of the rates of difficult wor

ds is examined from users’ unknown wordlists. 

[成果発表情報] 

H. N. T. My, S. Suzuki, Y. Miyazaki，Building Personalized Readability Equation And Personalized 

English Vocabulary List for Continued Study, Proceedings of 6th IIAI International Congress on 

Advanced Applied Informatics, Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2017), 

pp. 789-793 (2017). 

 (宮崎佳典研究室) 

学習者の試行錯誤を促す数式変形支援アプリケーションの開発 

田仲拓磨 (総合科学技術研究科情報学専攻), 宮崎佳典 (学術院情報学領域) 

本研究は学習者が試行錯誤を通じて数式変形を学ぶことのできるアプリケーションについて提案

するものである。数学の学習過程において、数式の変形が必要な場面は数多くある。例えば定理や

公式を用いて与式を簡単にする操作や、ある命題を証明するために論理式を変形することなどが挙

げられる。その一方で、数式変形の方法を習得することは学習者にとって一般に容易ではない。特

に紙媒体の学習では、与式に対してどのように変形すべきかの筋道がつかずに学習が停滞する恐
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れがある。本アプリケーションは、学習者の知識が不足している場合でも、システムの補助により能

動的に変形を継続できる機能を持つ。与式の一部を範囲選択すると、適用可能な公式のリストが表

示され、学習者は公式を選択することで変形を進めることができる。数式の範囲選択と公式選択によ

る試行錯誤を繰り返すことで、学習者が数式変形を効果的に学ぶことができるシステムの実現を目

指す。 

 (宮崎佳典研究室) 

数式検索システムを応用した学習項目抽出機能の拡張 

粥川佳哉 (情報科学科), 宮崎佳典 (学術院情報学領域) 

数式には、分数や行列などといった、記号が水平に並ばない構造が存在する。このような数式を

計算機上で表現するデータ形式としてMathMLやTeXなどが挙げられる。これらのデータ形式の普

及に伴い数式のデータが蓄積され、数式に対する検索技術の必要性が高まっている。これに対し

当研究室では、MathML Presentation Markup (MathMLのタグセットの1つ) に着目し、正規表現を

用いた数式検索システムを開発してきた。現在、同システムの応用として、数式に含まれる学習項目

を抽出する機能の実装にも取り掛かっている。学習者にとって初見の数式に対し、何を学習すれば

数式を理解できるのか、ヒントや指針を与えてくれる機能は数学学習支援システムとしての役割も持

つ。本研究ではその適用例の1つとして、事前に登録した定型の公式情報から、公式名のみでその

公式に該当する一般の数式を検索する機能について同様に紹介する。 

 (宮崎佳典研究室) 

音のリズム形成による時間精度の向上における予測と 

遡及的推測の相互作用 

吉岡大貴 (情報学専攻), 黒田剛士 (情報学部),  

上田誠也 (情報学専攻), 宮崎真 (学術院情報学領域) 

連続する2つの時間間隔を弁別する際、はじめに呈示される時間間隔 (標準時間) を繰り返すこと

により、あとに呈示される時間間隔 (比較時間) との弁別精度は向上する。Multiple Look Effectと呼

ばれるこの現象は、リズム形成に基づいた「予測」が働くことにより、予測した時間間隔と実際の時間

間隔とのズレを検出することで生じると考えられている。その一方で、さまざまな知覚機能で、予測だ

けではなく「遡及的推測 (Postdiction) 」が働いていることが報告されている。遡及的推測とは、ある

時点の出来事が時間を遡ってそれによりも過去の出来事の知覚に影響を与えることである。本研究

では、この遡及的推測が音の時間間隔の弁別にも働くのかを検証した。実験1では比較時間の後に

繰り返される標準時間の影響を調べ、遡及的推測は働かないことが示された。しかし実験2、3では、

繰り返される標準時間が、比較時間の後だけでなく前にも配置されたときに弁別精度が最大となっ

た。この結果から、音の時間間隔の弁別において、予測が伴ったときに遡及的推測が働くことが示

唆された。 

[成果発表情報] 

S03 

S04 

- 13 -



吉岡大貴，黒田剛士，上田誠也，宮崎真. 音の時間間隔の反復観察による時間精度の向上におけ

る予測/遡及的推測メカニズム. 第40回日本神経科学大会, 千葉, 2017年7月20-23日． 

 (宮崎真研究室) 

音韻弁別時の繰り返し効果における言語聴取能力の影響： 

心理物理学的研究 

金長幸希 (情報科学科), 宮崎真 (学術院情報学領域) 

繰り返し見たり、聞いたりしたものと、今まで見たことも、聞いたこともない新奇なものとでは、それ

ぞれの物理的な呈示時間が同じだったとしても、知覚される時間の長さが異なり、前者の方が後者

よりも短く感じられる。この効果は、「繰り返し効果」と呼ばれ、知覚順応の表れであると考えられてい

る。本研究では、日本語と英語の母音音声を用いて繰り返し効果が発生するかを検証している。新

奇な母音音声を呈示した時、それが母国語の場合は、連続する母音間の違いを弁別できるため繰

り返し効果が生じず、一方、非母国語の場合は、連続する母音間の違いを弁別できないためにそれ

らを同一の母音として知覚してしまうため繰り返し効果が生じるという作業仮説を立てて、実験を行っ

た。 その結果、母国語 (日本語)、非母国語 (英語) ともに、母音の弁別に有意な繰り返し効果は認

められなかった。これは、母国語においても音韻弁別の処理が、順応が生じるような初期の知覚過

程よりも高次の過程で処理されていることを示唆している。今後は、楽器の音色の違いの弁別など、

その他の聴覚刺激についても繰り返し効果の有無を調べ、私たちの日常での聴覚弁別に関わる情

報処理過程の同定を進めていく予定である。 

 (宮崎真研究室) 

時間再生課題を利用したバーチャルリアリティの臨場感評価法の開発 

森信登行 (情報社会学科), 山田将人 (情報社会学科), 宮崎真 (学術院情報学領域) 

交通事故などの恐怖を伴う体験をすると、体感時間が長くなると言われている。そのような体験

は、記憶処理の段階で生じていることが心理物理学的研究により実証されている (Stetson et al. 200

7, PLoS One) 。本実験ではそのような現象がバーチャルリアリティ (VR) 上でも起こるかどうかを検証

する。 

被験者はヘッドマウントディスプレイを装着して次の課題を行う。実験が始まると二回のビープ音

が流れる。次に、怖い映像、あまり怖くない映像、そして統制条件として、灰色だけの映像のいずれ

かが流れる。映像が終わったら、被験者は最初に流れた二回のビープ音の間隔をボタン押しで再

生する。その流れを一試行とする。実験の終わりに被験者に映像の恐怖度を報告してもらう。 

現在までの実験の結果、怖い映像を “怖い” と感じた人ではビープ音の時間間隔の再生時間が長

くなり、”怖くない” と感じた人ではその傾向がみられていない。今後、被験者数を拡充して、この実

験結果の信頼性を確証していく。また、さらに恐怖感を主観評価だけではなく心拍数や皮膚電気反

応を測定することで客観的に評価し、時間再生の結果との比較を行っていく。  

 (宮崎真研究室) 
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運転時のスピードの出し過ぎを、音と振動で防止する技術の可能性： 

バイク搭乗中の速度判断における感覚間相互作用 

宮城拓弥 (情報学専攻), 上田誠也 (情報学専攻), 黒田剛士 (情報学部), 末神翔 (ヤマハ発動機), 

渡邊淳司 (NTT CS研究所), 大本浩司 (ヤマハ発動機), 宮崎真 (学術院情報学領域)  

乗り物を運転しているときの速度感は、複数の感覚情報から成り立っている。例えば走行に伴っ

て変化する風景 (視覚情報) だけでなく、エンジン音や振動 (聴・触覚情報) も速度感に影響を与え

ているはずである。本研究は、独自のバーチャルバイク走行システムを使い、視覚情報と聴・触覚情

報がどのように影響しあうかを調べた。  

その結果、視覚情報と聴・触覚情報が互いに引き寄せ合う「平均化効果 (e.g., Ernst & Banks. 20

02, Nature) 」が生じていた。ただし、聴・触覚情報から視覚情報への影響として認められたのは加速

作用のみであった。つまり、より速いエンジンの音や振動を与えれば、搭乗者に走行速度を実際より

も速く感じさせることが可能な一方で、エンジンの音や振動を操作しても、走行速度を過小評価させ

てしまうことはないことが示唆された。 

本成果は、運転者の疾走感を高める技術とともに、速度の出し過ぎを抑制する技術につながる可

能性がある。また、電気自動車やハイブリッド車の普及によって失われつつある音や振動の重要性

を問い直す結果だともいえる。 

[成果発表情報] 

上田誠也, 宮城拓弥, 黒田剛士, 渡邊淳司, 末神翔, 大本浩司, 宮崎真. 自動二輪車搭乗中の速度

判断における感覚モダリティ間相互作用. 第40回日本神経科学大会, 千葉, 2017年7月20-23日 

(プレスリリース演題に選定). 

▶新聞報道

• 静岡新聞2017年7月20日夕刊2面 「バイク速度体感 音振動からも 静大院生，ヤマハ発と共同

研究 事故防止技術に応用へ」

• 時事通信2017年7月20日配信 「音や振動で速く感じる効果＝バイク実験，安全技術にも―静岡

大」

• 中日新聞2017年7月21日朝刊30面 「疑似走行＋エンジン音，振動 「より速く」感じる効果 静

大・ヤマハ発が実験」

• 中日新聞2017年8月4日朝刊16面 おはよう 「VRバイクの実験装置を開発した静岡大大学院生

宮城 拓弥さん 社会に役立ち喜び」

• 日経産業新聞2017年8月4日8面 「エンジン音・振動を変えると…バイクの速度錯覚 静岡大とヤ

マハ発 VR装置で実験スピード抑制技術に道」

• 科学新聞2017年8月11日6面 「バイクの速度超過 音を操作して防止 静岡大とヤマハ バーチ

ャル走行実験で可能性探る」

 (宮崎真研究室) 
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マルチモーダル映像センシング基盤を用いた住空間における 

高齢者の心的状況理解 

神谷直輝 (自然科学系教育部), 桐山伸也 (学術院情報学領域) 

高齢者一人ひとりの生活の質の高める住空間デザインに向けて、映像と複数のセンサデータを集

約・可視化するマルチモーダル映像センシング基盤を構築している。多様な個人的特徴をもつ高齢

者が安心・安全で、自分らしく過ごせる生活環境創出のため、筆者らはこれまで人の体感に着目し

た状況理解システムを構築してきた。認知症高齢者の生活現場に本センシング基盤を適用し、コミ

ュニケーション中の認知症高齢者の心的状況に関する介護者の気づきや行動記述などの主観デー

タと、音声特徴量や脳血流などの客観データを収集した。収集したデータを映像と合わせて分析し

た結果、主観的に評価した高齢者の状態と物理データを用いて状況を表現することが、高齢者の心

的状態の変化を表出化するのに有用であり、適切な生活環境支援のための場面状況の理解に繋

がることが示唆された。 

 (桐山研究室) 

認知症ケアの技能習得を支援する構造化映像を用いた 

協調学習環境に関する研究 

小俣敦士 (創造科学技術大学院), 石川翔吾, 桐山伸也 (学術院情報学領域) 

本研究では、認知症ケアの技能習得を支援する構造化映像を用いた協調学習環境の構築を行

なった。介護現場では、ケアの拒否や暴力、抑うつなどの症状が問題となっており、 認知症の人に

対して適切にケアを届けるためには、コミュニケーション技術の向上が不可欠である。しかし、こうし

た認知症ケアで必要とされる身体スキルは言葉では伝達が難しい暗黙知であり、習得が難しい。 

 そこで、認知症ケアの様子を映像で撮影し、映像に対して実技指導を追加して記録できる学習支

援システムを開発した。ケア映像に対して、気づきやノウハウを関連づけて構造化することができ、

構造化された映像を組織全体で共有し、スキルアップすることが可能である。  

 福島県郡山市の慢性期病院において、ケアスタッフ 80名を対象に本システムを用いた協調学

習を実施した。約3ヶ月間臨床現場で運用し、学習環境の評価を行なった結果、ケアスタッフのスキ

ル向上が見られ、ケアスキルの学びに有用であることが示された。 

[成果発表情報] 

小俣敦士，他：認知症ケアの内省を促す構造化映像を用いた協調学習環境，第8回高齢社会デザ

イン研究会 (2017/6) ． 

中野目あゆみ，小俣敦士，他：認知症ケアにおける気づきを促す映像を用いたグループ学習の実

践と評価, 第31回人工知能学会全国大会 (2017/5) ． 

 (桐山研究室) 
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コミュニケーションシステムの形成における自閉症スペクトラム傾向の役割 

小嶋暁 (情報社会学科), 紅林優友 (情報社会学科), 森田純哉 (行動情報学科) 

本研究は、コミュニケーションにおいて個人の特性が大きく関わっていることに注目し、コミュニケ

ーションに影響する個人特性として、自閉症スペクトラムに焦点を当てる。この特性は、社会生活に

おける困難を導くこともあるが、現代につながる重要なイノベーションに関与してきたとこも示唆され

ている (Grandin and Panek, 2013, "The Autistic Brain Thinking across the spectrum") 。そこで、自

閉症スペクトラムを障害とみなすのではなく、新規なコミュニケーションの形成に何らかの役割を果た

す個人特性と考える。本研究では、単純な人工言語を生成するコミュニケーションゲームを実験環

境とし、そこから得られたゲームスコア、得点までの過程を分析する。また、個人特性としての自閉症

スペクトラム指数 (AQ) とゲームから得られたデータとの対応づけを行う。本研究から得られた結果に

よって、コミュニケーションの多様性のメカニズムが明らかになると考えられ、自己あるいは対話相手

の自閉症スペクトラム傾向に応じたコミュニケーションの支援に応用できると考えられる。 

 (森田研究室) 

カナダにおける日本アニメの受容 

―現地での調査票調査をもとにした考察― 

栗田佳樹 (情報学研究科) 

本研究は、2016年のカナダ滞在期間に実施した、カナダの日本アニメ視聴者62人を対象とした

調査票調査の分析をもとに、海外ファンのアニメ受容について考察するものである。クールジャパン

に代表されるコンテンツ産業振興策には「日本のアニメは海外で人気」という前提がある。それに対

し異論もあるが、どちらの立場も興行成績やソフト販売件数等を根拠とし、海外視聴者のアニメに対

する生の声を集めた調査はほとんどない。そこで、日本アニメは、ディズニー・アニメーションやカナ

ダを本場とするアート・アニメーションとは異なる特徴をもった独自のコンテンツとして受容されている

という仮定のもと調査を行った。その結果、回答者は子ども向け作品カトゥーンと日本アニメを別のも

のとして認識しており、大人 (特にヤングアダルトとされる若者) が共感できるストーリーや映像表現

に日本アニメの魅力があるとする意見が目立った。調査対象者のアニメ視聴のプラットフォームはイ

ンターネットだが、アニメに触れたきっかけはテレビ放送が多い。アニメ作品の海外流通については

インターネットを通じた違法な動画共有が問題視されているものの、調査対象者の消費行動の分析

では、彼らは単なるフリーライダーではなく、作品を楽しむためであれば投資も吝かではなく、正規

の消費ルートを求めていることが分かった。 

 (森野研究室) 
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中小企業におけるリクルート活動支援のための検索システム設計 

久根美奈子 (情報社会学科), 杉山岳弘 (総合科学技術研究科 )  

本研究は、地方の中小企業への新卒学生の人材不足問題に関して、学生へのアンケートと中小

企業社員へのインタビューに対する質的分析により、中小企業と学生のマッチング機会を増やす検

索システムを提案することを目的とする。 

本稿では、就職に関するアンケートの結果とそこから得られる検索システムの要件定義を報告す

る。アンケートは、2017年8月に浜松市商工会議所と共同で行い、静岡大学情報学部全1・2年生に

対してメールを送り、74人から回答が得られた。アンケートから、学生は職場の雰囲気を重視する傾

向にあり、「実際の職場の様子を情報として求めている」ということが明らかになった。さらにアンケー

ト結果から、企業の特徴をキーとした検索、中小企業の強みを伝えられる情報の掲載、分布を表示

し企業の特徴を明らかにするといった要件定義を行った。 

 (杉山岳弘研究室) 

浜松市に訪れる中国人観光客の行動パターン分析及びパターンマッチング

による逐次型観光推薦アプリのデザイン 

ヨウキン (総合科学技術研究科), 杉山岳弘 (総合科学技術研究科) 

浜松市商工会議所の調査によると、浜松市に訪れた外国人観光客のうち約80％が中国人観光

客で、そのうち約97％は一泊のみで浜松市の観光やグルメに関する行動はほぼ行わない。本研究

では、このような中国人観光客が浜松市での短い滞在時間内に、より良い体験をしてもらうことを目

的とする。そのため、まず、浜松市に宿泊した中国人観光客に対して聞き取った情報 (来た目的、行

った場所、情報の調べ方、欲しいアプリ機能など) から行動をパターン化し、その行動パターンから

問題点を明らかにする。さらに、より良い観光体験に導くため、その問題を解決する逐次型観光推

薦アプリをデザインする。 

まず、浜松市に訪れた中国人観光客を対象にSNSでの聞き込み調査を行った。調査結果から質

的評価を行い、情報量の多い回答を抽出し、行動フローとして記述し、観光に対する意識によって

三つ (消極的、中間、積極的) に分類する。次に、興味関心度によって三つ (無関心、低関心、高関

心) の行動パターンにまとめ、「観光行動を円滑に行うために必要な情報不足」という問題点を明ら

かにする。最終的に、本アプリでは、各パターンの問題点に対して、タイミング良く適切な情報を提

供し、次の行動を促すことで観光推薦を行い、より良い経験をしてもらい満足度を上げる。 

[成果発表情報] 

ヨウキン，杉山岳弘,'グラフ型データベースを用いた行動パターンマッチングによる逐次型観光推薦

システムの検討',第14回観光情報学会全国大会講演予稿集,pp.13-14, (2017.07.01,静岡県立

大学小鹿キャンパス)  

(杉山岳弘研究室) 
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Slyware対策: 

意図しないタップを誘発するWebサイトの脅威と対策に関する検討 

向山浩平 (総合科学技術研究科), 藤田真浩 (創造科学技術大学院),  

白井丈晴 (総合科学技術研究科), 小林真也 (情報学研究科), 西垣正勝 (創造科学技術大学院) 

明確な悪意を持って違法行為を行うソフトウェアは、マルウェアとして定義されてきた。しかし近年

では、法に触れない範囲で脱法行為を行うものが出現してきている。著者らは、このようなソフトウェ

アを「Slyware」という概念で定義することを提案する。Slywareの代表的な例としては、スマートフォン

サイト上のハイパーリンク (以下、リンク) 要素に対し、ユーザの誤操作によるタップを誘発するように

細工を施したもの (誤タップSlyware) が挙げられる。誤タップSlywareは、他の違法行為と組み合わせ

ることで、不正者が効率的に違法行為を遂行する発火装置の役割として機能し得る。そこで、対策と

なるリンク操作方式を提案する。提案方式では、Webページ上のリンク要素がタップされた際にその

要素を数秒間点滅させ、点滅中にユーザがもう一度同じ要素をタップした場合にタップのキャンセ

ルを行い、何もしなければ数秒後にリンク先へ遷移する。基礎実験を通し、提案方式に対して利便

性、安全性の観点から評価を行った。 

[成果発表情報] 

Mukaiyama, K., Fujita, M., Shirai, T., Kobayashi, S., & Nishigaki, M. : Slyware Prevention: Threat 

of Websites Inducing Accidental Taps and Countermeasures, Proc. The 20th International Conf

erence on Network-Based Information Systems, pp. 539-552 (2017).  

 (西垣研究室) 

機械解読耐性の向上とユーザのメンタル負荷軽減を両立する 

CAPTCHA出題形式に関する検討 

佐野絢音 (総合科学技術研究科), 藤田真浩 (創造科学技術大学院), 

 西垣正勝 (創造科学技術大学院)  

CAPTCHA は人間には正解容易であり、機械には正解困難な問題をユーザに出題し、正解した

ユーザを人間と判定する技術である。CAPTCHAを利用することによって、Webサイトは、自動プログ

ラムによるアカウントの自動取得やスパムコメントの自動投稿を防ぐことができる。近年、画像の意味

を問うCAPTCHA (画像CAPTCHA) が注目を集めている。ただし、現在までに提案されている画像

CAPTCHAには、総当たり数が小さい、機械学習を利用することで機械もある程度高い確率で解くこ

とができるという二つの課題が存在する。これらの対策としては、現在までに画像CAPTCHAを解くと

いうタスク (CAPTCHAタスク) をユーザに単純に繰り返し行わせる方法しか知られていない。しかし、

タスクの単純な繰り返しはユーザのメンタル負荷を著しく向上させてしまうという問題があった。そこ

で本稿では、ユーザのメンタル負荷を増加させずに、ユーザにCAPTCHAタスクを繰り返させるCAP

TCHA出題方式を模索する。その一実現例として、多数の3次元オブジェクトの正面方向をたどる、
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迷路形式のCAPTCHA出題方式「Directcha-maze」を提案・実装・評価する。提案方式においては、

ユーザに認識されるのは「迷路を解く」というタスクであり、経路上で実施する各オブジェクトの向きを

識別するCAPTCHAタスクは、アンコンシャスなサブタスクとなるため、タスクを繰り返すことに対する

ユーザの負荷が低減される。提案方式のプロトタイプシステムを実装し、ユーザビリティに関する基

礎実験を行い、その有効性を示した。本方式を採用することで、すべてのWebサイトは高い機械解

読耐性を保ちつつ、ユーザにメンタル負荷を強いないCAPTCHAを利用することが可能となる。ただ

し、本方式は複数のタスクを一つの画像に組み込んでいる性質上、一問あたりの画像の大きさが大

きくなってしまうという課題があるため、今後この課題を解決する必要がある。 

[成果発表情報] 

Ayane Sano, Masahiro Fujita, and Masakatsu Nishigaki: Directcha-maze: A Study of CAPTCHA co

nfiguration with Machine Learning Attack Defensibility and User Convenience Consideration, In

ternational Workshop on Security2017 (2017.9).  

 (西垣研究室) 

肌理を利用したマイクロ生体認証:プロトタイプシステムの構築 

藤田真浩 (創造科学技術大学院), 眞野勇人 (情報学研究科), 佐野絢音 (総合科学技術研究科), 

高橋健太 (日立製作所), 大木哲史 (情報科学科), 西垣正勝 (創造科学技術大学院)  

マイクロ生体認証は、人間の微細生体部位を利用した生体認証メカニズムである。微細生体部位

を利用することによって、なりすましに対する高い耐性を有し、かつ、プライバシ (追跡可能性) に対

する配慮がなされた生体認証が実現される。静的な生体部位を利用することで、実用レベルの認証

精度も達成可能である。発表者らは[眞野 15]にて、マイクロ生体認証の一事例として、マイクロスコ

ープによって撮像される肌理画像を利用した「肌理を利用したマイクロ生体認証」を提案した。本発

表は、肌理を利用したマイクロ生体認証に関して、プロトタイプシステムを構築するものであり、次の

三つの内容から構成される。はじめに、肌理を利用したマイクロ生体認証について、その内容を説

明する。次に、肌理を利用したマイクロ生体認証のプロトタイプシステムを構築し、その構成と動作を

詳細に説明する。最後に、構築したプロトタイプシステムに関して考察を行い、実用化に向けた課題

を議論する。なお、本発表はDICOMO2017 で発表した[藤田 17]を一部改訂したものである。 

[成果発表情報] 

眞野勇人，兼子拓弥，高橋健太，西垣正勝，マイクロ生体認証の提案とその一事例報告，電子情

報通信学会技術研究報告，Vol.114，No.520，pp.153-157 (2015) . 

藤田真浩，眞野勇人，村松弘明，高橋健太，大木哲史，西垣正勝：肌理を利用したマイクロ生体認

証：プロトタイプシステムの構築，マルチメディア，分散，協調とモバイルシンポジウム(DICOMO2

017) 論文集，pp.1861-1866 (2017) ． 

▶受賞

• DICOMO2017 優秀論文賞 [藤田ら (2017) に対して]

• DICOMO2017 野口賞 第3位 [藤田ら (2017) に対して]

(西垣研究室) 
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多元的音情報を用いた会話・摂食行動の認識に関する検討 

安藤純平, 峰野博史, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

超高齢社会が現実となり、高齢者の心身の状態、さらにはその家庭や生活環境までを含めた関

わりを幅広く理解することで、高齢者の健康管理と介護サービスの効率化を実現したいという要望が

ある。その中でも特に高齢者の「食べること」は嚥下の能力に、「話すこと」は認知能力に関わる重要

な行動要素である。本研究では、会議音声などの記録に用いる集音マイクに加え、ネックバンド型の

咽喉マイクから得られる2チャンネルの音響情報を用いて会話、摂食行動の認識を行う。提案法で

は、食事、会話行為に付随する行動の識別を行い、これを、ニューラルネットワークを用いて統合す

ることで所望の粒度で「食事」「会話」行動を認識する。実環境下で収集した高齢者の行動データを

用いて評価した結果、ルールを用いた従来の認識手法と比べて大幅な精度改善を確認したので報

告する。 

[成果発表情報] 

安藤純平, 斎藤隆二, 川崎雅二, 池田大造，峰野博史，西村雅史，“多元的音情報を用いた会話・

摂食行動の認識,” 日本音響学会秋季研究発表会講演論文集，1-Q-14. (2017.9) 

 (西村研究室) 

多人数会話におけるホットスポットの自動推定に関する検討 

大高祥裕, 綱川隆司, 西田昌史, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

会議やグループワークといった多人数会話は日常的に行われており、上司や教師等の実施管理

者は録音した音声から会話の状況を把握することがある。本研究は、多人数会話の録音音声からの

状況分析支援を目的とする。 

多人数会話においては、相槌や笑いが多く見られる。これらが生起する場所には重要な内容が

含まれていることが多く、これらをホットスポットと呼称する。一方、多人数会話において、咽喉マイク

を用いた発話区間推定が有効であることを以前の研究で示した。これを利用し、多人数会話におけ

る相槌や笑いを咽喉マイクの音声から検出し、その情報を用いてホットスポットを自動推定する為に

必要な相槌及び笑いの発生位置を推定する。この推定タスクにおいて、従来用いられる混合ガウス

モデルによる尤度判定を特徴量とし、発話区間内の基本周波数F0の平均値及び最大値を加えサ

ポートベクタマシンに入力したところ精度の改善が見られたため報告する。 

[成果発表情報] 

大高祥裕，綱川隆司，西田昌史，西村雅史，“多人数会話におけるホットスポットの自動推定,” 第1

6回情報科学技術フォーラムFIT2017, E-0004. (2017.9) 

(西村研究室) 
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聴覚障害者支援のための環境音認識 

浅井研哉, 小栗佑介, 綱川隆司, 西田昌史, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

聴覚障害者は音声だけでなく、周囲の環境音が聞こえないという困難を抱えている。室内空間に

おいてドアベルなどの特定の音を対象として音の到来を障害者に通知する装置が開発されている

が、多様な環境音を識別して通知できるものはまだ存在しない。我々は特に装置のコストを抑えると

いう観点から、スマートフォン１台だけで実現可能な環境音認識手法の検討を行なっている。なお、

対象環境音が多様であるため、使用者自身が対象音を事前登録する必要があるが、学習時と認識

時の音響ミスマッチによる認識性能の劣化が生じやすいという課題があった。ここではこのようなミス

マッチに対処するため、PLP特徴量の導入を検討した。実環境下 (マンション及びオフィス) で、生活

環境音 (ヤカン警笛音、ドアベル、着信音など) を、スマートフォンを用いて収録し、認識実験を行っ

たところ、平均F値0.9以上という高い性能を得ることができたので報告する。 

[成果発表情報]  

浅井研哉，綱川隆司，西田昌史，西村雅史，“聴覚障害者支援のための環境音認識に関する検

討,” 平成29年度電気・電子・情報関連学会東海支部連合大会，M2-5. (2017.9) 

(西村研究室) 

非言語音響情報を利用した話題誘導型情報収集対話システム 

栂井良太, 阿部元樹, 綱川隆司, 西田昌史, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

超高齢社会が現実となり、高齢者向け音声対話システムの研究開発が盛んである。我々は、特に

雑談対話に着目し、高齢者の体調や認知レベルなどの潜在的な情報を効率的に引き出すための

雑談対話システムの研究を行って来た。ただ、闇雲に雑談するだけではシステム側がほしい情報を

効率的に収集することができないため、適切に話題を誘導する方法が必要である。本研究ではこれ

までの研究で明らかにした話題誘導のタイミングと非言語音響情報の関係性を利用し、「ユーザー

発話から得られた非言語音響情報を利用した話題誘導システム」を開発した。一方、比較対象とし

て「なるべく現在のドメインから離れずに対話を行うシステム」と「ドメインを自由に遷移し、なるべく多

くの質問を行うシステム」を作成し、あらかじめ設計した4つのドメインを対象として、これらと比較実験

を行ったところ、提案システムは対話満足度と質問回数の両面において高い評価値を示すことが分

かった。 

[成果発表情報] 

栂井良太，阿部元樹，綱川隆司，西田昌史，西村雅史，“非言語音響情報を利用した話題誘導を

行う情報収集対話システム,” 第16回情報科学技術フォーラムFIT2017, E-0003. (2017.9) 

▶受賞

• FIT奨励賞

(西村研究室) 
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複数の装着型マイクを用いた多人数会話音声認識 

林升柯, 綱川隆司, 西田昌史, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

多人数会話音声認識の性能を低下させる要因として発話重畳があげられる。咽喉マイクを利用し

て収録することで発話重畳の影響を抑えられるが、接話マイクなどを想定した通常の音響モデルと

の音響ミスマッチにより、咽喉マイク単体では高い認識性能が得られない。本研究では接話マイクと

咽喉マイクで音声を同時収録する。DNN (深層学習) を利用することで発話重畳時でも得られたスペ

クトルから雑音を抑制しつつ、音響ミスマッチの影響が小さいスペクトルを推定する方法を提案し、そ

の認識性能を評価した。変換に使用するDNNはLSTM (再帰型ニューラルネットワークの一種) を利

用し、咽喉マイクのスペクトルを接話マイクのスペクトルに変換する変換部と、接話マイクと変換した

咽喉マイクのスペクトルから雑音を抑制したスペクトルを推定する推定部から構成されている。多人

数会話を模擬したデータによる大語彙音声認識の結果、雑音環境下において約12%のCER (文字

誤り率) 削減を達成した。 

[成果発表情報] 

林升柯, 綱川隆司, 西田昌史, 西村雅史，“複数の装着型マイクを用いた多人数会話音声認識に関

する検討,” 日本音響学会秋季研究発表会講演論文集，1-R-15. (2017.9) 

(西村研究室) 

視覚障がい者のための意味情報と詳細読みを併用した仮名漢字変換 

杉浦知也 (情報科学科), 西田昌史, 綱川隆司, 西村雅史 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

視覚障がい者がパソコンで文章を入力し仮名漢字変換を行う場合、現在は漢字をその漢字を含

む別の単語で読み上げる詳細読みという方式 (例えば、「情報」であれば「じょうねつのじょう、ほうこ

くのほう」など) を用いているが、この手法では想起しづらい漢字がある等の欠点が存在する。その欠

点を改善するため、類義語等の意味情報で説明する手法が提案されているが、意味を持たない固

有名詞には使えない等の欠点が存在する。そこで、これらの問題を解決するために両者を併用する

手法を提案する。まずは、健常者を対象に問題文を提示し問題文中の漢字を詳細読み、意味情

報、両方を併用した方式で音声を聞き取って正しい漢字を選択してもらう実験を行った。被験者は1

5名、問題文は66問用意した。実験の結果、漢字の正答率は詳細読みのみの方式では96.4%、意味

情報のみの方式では95.3%、詳細読みと意味情報を併用した提案手法では97.9%という結果が得ら

れた。t検定を行った結果、提案手法はいずれの従来手法に対しても正答率が有意水準5%にて有

意に差があることがわかった。したがって、詳細読みと意味情報を併用する方式が有効であることが

明らかになった。今後は、視覚障がい者を対象にした評価実験を行う予定である。 

 (西田研究室) 
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保育園建設をめぐる紛争の実態―杉並区の公園転用計画を事例に 

榊原和歩 (情報社会学科), 高木拓哉 (情報社会学科), 山田侑司 (情報社会学科), 

由布マサイチ (情報社会学科), 中澤高師 (情報社会学科)  

近年、待機児童問題が社会的注目を集める一方で、保育園をめぐる紛争が多発している。杉並

区では公園転用による保育園建設計画が紛争化した。本稿は、保育園紛争の実態を明らかにする

ために、文献調査と聞き取り調査によって、この事例における関係者の主張と争点を考察するとも

に、迷惑施設紛争との比較から事例の特徴を明らかにする。争点となったのは、保育所の緊急性と

公園の重要性のバランス、緊急対策と住民合意の正当性、保育施設整備の地域的偏在であった。

地域住民が、候補地や周辺環境のかけがえのなさ、代替措置の不適切さ、代替案の存在、手続き

の不公正さ、施設の地域的偏在を主張する点は、ごみ処理場のような迷惑施設紛争と類似している

が、保育施設が近隣に建設されること自体には反対していない点に、この事例の特徴があると考え

られる。 

 (中澤研究室) 

非対称な量子マルチキャストネットワーク符号 

廣田雄一 (情報科学科), 尾張正樹 (情報科学科) 

ネットワーク上の各ノードで情報を符号化することにより全体のスループットを向上させる技術をネ

ットワーク符号と呼ぶ。量子情報においても、量子ネットワーク上で量子状態を伝送するためのネット

ワーク符号である量子ネットワーク符号が提案なされている。特に、一つの送信ノードが複数の受信

ノードに量子状態を送信する量子マルチキャストネットワーク符号に関しては、量子通信の誤り率が

対称な場合のプロトコルは提案されている一方で、同じく重要な量子通信の誤り率が非対称の場合

のプロトコルはこれまで提案がなされていなかった。そこで、本研究では、受信ノードが2つの場合

に、与えられた古典ネットワークに対してマルチキャスト古典ネットワーク符号が存在するという仮定

の下で、同じ形状の量子ネットワーク上で、誤り率が非対称な最適量子クローニングプロトコルを用

いて作成した量子状態のクローンを送信する量子マルチキャストネットワーク符号を提案する。 

 (尾張研究室) 

BLMABに基づくプライバシー保護を考慮した予測市場の 

パラメータチューニング機構の実現 

佐藤匠 (情報学専攻), 福田直樹 (学術院情報学領域) 

予測市場では、たとえば新規商品の販売数などを予測するために、企業内から参加者を募り市

場の仕組みを用いてその知見を集約するような用途がある。この場合、市場参加者同士が顔見知り

でありかつ利害関係者である場合、自社の製品に低い評価をしているなど市場参加者自身の見解
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を他の市場参加者に知られたくない場合があり、市場への参加の躊躇などにより、予測市場の予測

精度が低下することが考えられる。このような課題に対して、プライバシー保護を考慮した予測市場

の価格付け手法が提案されてきているが、その使用にあたりそれぞれの適用場面に応じたパラメー

タの適切な調整が必要になる点が課題となる。本研究では、エージェントがそれぞれの予測値を持

つ場合に予測市場をシミュレーションに基づき分析可能とすることで、プライバシー保護と市場の有

効性を両立するパラメータのチューニングを可能とする機構のBLMABに基づく実現について述べ

る。 

[成果発表情報] 

T. Sato, and N. Fukuta,``A BLMAB-based Parameter Tuning Approach for Privacy-Preserving Pre

diction Markets'', Proc. 2nd IEEE International Conference on Agents (IEEE ICA2017),2017. (p

oster) および人工知能学会全国大会2017 

(福田研究室) 

チーム競争型ゲームにおける toxic behavior緩和のための 

エージェント機構の実現 

渡辺観智 (情報学専攻), 福田直樹 (学術院情報学領域) 

マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナのような競争要素が含まれるゲームデザインはプレイ

ヤーの楽しさを高めるが、同時に Toxic Behavior と呼ばれるネガティブな行動の誘発も懸念される。

そのような行動に対しては、クラウドソーシングによるプレイヤー報告の統計から Toxic Behavior が

プレイヤーに与える影響についての指摘などがなされている。Toxic Behavior の問題点として、プレ

イヤーのパフォーマンス低下や、プレイヤーのゲーム体験に悪影響を及ぼすことが指摘されている。

また、Toxic Behavior の定義は、ゲームにおいて期待される振る舞い、慣習、ルール、プレイヤーの

倫理観の違いにより、しばしば不明瞭なものとなっており、そのような曖昧さは、自らの振る舞いが悪

質な行動であるという認識を困難にしている。本研究では、このような問題を解決するために、記憶

に基づいたプレイヤーとのインタラクションによってプレイヤー自らの振る舞いの認識支援を行うエー

ジェントの実現について述べる。 

[成果発表情報] 

K. Watanabe, and N. Fukuta,``Toward Empathic Agents for Defusing Toxic Behaviors on Team Co

mpetition Games'',Proc. 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI 

AAI2017 / SCAI2017),2017. および人工知能学会全国大会2017 

 (福田研究室) 
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ヘテロジニアス型タスクスケジューラを搭載するOSの提案 

小野田晃久 (総合科学技術研究科), 峰野博史 (総合科学技術研究科) 

無線センサネットワークのセンサノードにおいて複数のアプリケーションを同時に実現するために

OSを用いることがある。センサノードは設置後に長期間の連続稼働が要求されるため低消費電力で

稼動することが重要であり、センサノード向けのOSは省電力性を優先し実時間性を保障しない傾向

にある。一方、センサノードのアプリケーションとして実時間性が要求される場合、プロセッサを内蔵

したセンサモジュールや通信モジュールでそれぞれ実時間制御を行う手法があるが、搭載するモジ

ュール数に伴い消費電力が増加する課題がある。また、リアルタイムOSを用いることで実時間性を

担保する手法があるが、スケジューリング方式やタスクのディスパッチ方式などの違いに伴うオーバ

ヘッドが大きく、センサノード向けのOSよりも消費電力が大きくなる傾向にある。一般的に特性の異

なる要件を満たす手法として、マルチプロセッサやマルチコアプロセッサに複数のOSを搭載する手

法があるが、複数のOSに対する造詣が要求されるため開発者に負担が大きい。本研究ではハード

ウェアにマルチコアプロセッサを用い、コア毎に非対称なタスクスケジューラを実現することでセンサ

ノードに要求される実時間性と省電力性を両立する単一のOSを提案する。実時間処理を行うコアを

用意しアプリケーションを集約することでプロセッサを内蔵しないモジュールを採択でき消費電力の

削減が見込める。 

 (峰野研究室) 

深層学習を用いたトマトの花検出 

中尾大輝 (情報科学科), 峰野博史 (創造科学技術大学院) 

高品質なトマト栽培において、開花は生育ステージが大幅に変化する1つの要因であり、開花日

は栽培を行う際の重要なデータである。しかし、現在の開花日の記録には2つの課題がある。1つ目

は、開花日の記録は人間が目視で行う必要があり、大規模な栽培を行う際には多大な労力を要する

ことである。2つ目は、人間が目視で記録を行うので人為的な間違いが起こりうるため正確性に欠け

ることである。これらの課題は開花日を自動で記録することで解決できる可能性がある。そこで本研

究では、トマトの花画像に深層学習を用いた一般物体検出アルゴリズムであるSSD (Single Shot Mul

tiBox Detector) を適用することで花の検出を行う。花を検出することは、将来的に開花日の自動記

録を行う際に必要となる。トマトの花画像を1500枚収集し、各画像の花の位置をアノテーションしてS

SDの学習を行った。また、学習データに Data Augmentation (注1) を適用した結果、mAPが11%向上

した。 

注1: 学習データを回転などして水増しすること 

注2: Mean Average Pecision, 物体検出で用いられる評価指標 

(峰野研究室) 
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cm 級測位装置を用いた屋外におけるPMV経路ナビゲーションシステム 

の実装と評価 

成嶌智弘 (情報科学科),安藤隆史 (情報科学科),仲秋喬介 (情報科学科),木谷友哉 (情報科学科) 

次世代自動車として期待を集めているPMV (パーソナルモビリティビークル) は高齢化が問題視さ

れている日本においても、新たな移動手段として需要が見込める。今の日本では公道使用上の法

規制が十分にされていないこともあり、利用者が少なくデータがない。そのため、観光社会実験を通

して一般人からPMVのデータを取得し、PMVの安全性を定量的に評価する。 

本実験は、はままつフラワーパークの観光事業としてPMVの園内観光する企画で行った。未経験

者である20代から80代の操縦者の、PMV走行中におけるセンチメートル級の位置情報及び慣性運

動センサーによる走行データを取得している。取得したデータからPMVの安全性の検証及び観光

の新しいサービスの提案のための基礎データとしての活用を目的とする。 

 (木谷研究室) 

子育て世帯を対象としたサービスプラットフォーム開発の実践と評価 

金原大河 (総合科学技術研究科情報学専攻) 

男性の育児参加率の伸び悩み、子育て知識の不足、共働き世帯の増加など、日本の育児問題

は数多く存在する。この現状を改善するためにはICT的な側面からのサポートが必須である。しかし

子育てICTサービスは数多くあれど、その中に決定的なプラットフォームと呼べるサービスは存在し

ていない。 

本研究ではNPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ、NTTドコモと共同で子育てプラットフォ

ームの開発・評価を3ターム行う。3度の実践・評価を通じて子育て世帯に必要とされるICTサービス

とはどのようなものなのかという点と子育てプラットフォームビジネスモデルの設計という点に特に着

目して研究を進めていく。 

子育て世帯に必要とされるICTサービスという点に関しては、3度の実証実験を通じモニタを集め

試用することでサービスの定性的な評価を行う。子育てプラットフォームのビジネスモデルという点に

ついては「レイヤー構造」「間接的ネットワーク効果」「エコシステム」「アマチュアエコノミー」という点

からビジネスモデルを設計し、サービスに組み込んでいく。 

 (遊橋研究室) 
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 国立大学法人静岡大学は、現在、地域貢献に重点を置いた教育・研究活動を推進しています。

私たち情報学部も、学校や産業界に向けた情報学教育を展開して地域貢献に努め、さらに、そこ

で得た経験と知識をもとに教育研究力の向上に励んでいます。 
 その取組みの例として、遠山紗矢香特任助教、野口靖浩講師の若手教員二人からそれぞれの活

動に基づく話題を提供し、会場のみなさまと一緒にこれからの情報学部の地域貢献の在り方を議

論したいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 

木谷 友哉  

(静岡大学情報学部情報科学科・准教授) 

 

略歴 

奈良工業高等専門学校情報工学科卒業。大阪大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了、博士 

(情報科学)。奈良先端科学技術大学院大学助手、同助教、静岡大学若手グローバル研究リーダー育

成拠点特任助教を経て、現職。 
 

専門分野/研究テーマ 

ITS (高度交通システム)、自動二輪車、センサーネットワーク、データ科学 
 

主要業績 

• T. Kitani, ``Bikeinformatics: a Sensing Infrastructure with Two-Wheel Vehicles and Its Application for 

Intelligent Transportation System with Information Science and Technologies,'' Proc. BMD2016MKE, 

figshare (3976569): 1-12, 2016. 

• 木谷 友哉, “二輪車研究への情報科学の応用：Bikeinformatics 二輪車情報学,” 第 60 回システム

制御情報学会研究発表講演会 講演論文集, (151-1): 1-6, 2016. 

• 木谷 他, “運転者に対する交通安全支援のための指向性アンテナおよび車間通信を用いた歩行

者の位置推定手法,” 情報処理学会論文誌 数理モデル化と応用 (TOM), 7(2): 74-85, 2014. 

   

地域と“学び”でつながる情報学部
地域連携

セッション 

コーディネータ紹介
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遠山 紗矢香 

(静岡大学情報学部地域連携推進室・特任助教) 

   
世界的に子ども向けプログラミング教育への関心が高まっている。日本の子どもたちも学校外で、

子ども向けのプログラミング環境を用いて、様々な命令をブロックのように組み合わせてキャラク

ターやロボット等を自分の思い通りに動かす「プログラミング」によって大人顔負けのパフォーマ

ンスを見せている。こうした子どもたちの活動で用いられるプログラミング環境は、一見大学生が

使用する文字ばかりのものよりも親しみやすいが、プログラミングそのものの醍醐味は大学生向け

のそれと変わらない。だからこそ、プログラミングを通じてものごとを抽象的に捉えたり論理的に

記述したりする経験を積むことが子どもたちの育ちによい影響を与えることが期待されていると

考えられる。大学にとっては、これまで蓄積してきたプログラミング教育のエッセンスを子ども向

けプログラミング教育へと展開する方法を検討する機会になり得る。 
 2020 年からは小学校でのプログラミング教育が開始される。授業としてプログラミング教育を

実施するために、プログラミングがどのような教育効果を持ち、どのような教育目的を果たすため

に有効なのか、その教育方法と評価方法を一層整理していく必要がある。本発表では、小学校での

プログラミング教育の試行的な位置づけとして静岡大学情報学部地域連携推進室事業等として実

施している近隣の小学校でのプログラミング教育や、小学校の先生方を対象とした講習会の成果等

を共有することで、今後のプログラミング教育のあるべき方向性や、具体的な運営方針についての

議論を深めたい。 
 
演者略歴 

浜松工業高等学校情報技術科、中京大学認知科学科から修士課程へ飛び入学し博士課程単位取得満

期退学。博士 (認知科学)。静岡大学技術職員、教育学部特任助教、情報学部学術研究員を経て、

現職。国立教育政策研究所所外研究員、浜松 IT キッズプロジェクト推進委員等を歴任。 
 
専門分野/研究テーマ 

 
主要業績 

• 遠山 紗矢香 (2017). プログラミングを用いた授業づくりに向けて —「小学校からのプログラ

ミング教育について考える」シンポジウム実施を通じて —. 『情報学研究』, 22, 103-120. 
• Tohyama, S. & Matsuzawa, Y., Yokoyama, S., Koguchi, T. & Takeuchi, Y. (2017). Constructive 

Interaction on Collaborative Programming: Case Study for Grade 6 Students Group. World conference 
on computing in education. (in printing) 

• 子ども向け協調プログラミング学習の実践および評価 (浜松市立追分小学校，与進北小学校，

教育学部附属浜松小学校ほか)．   

地域連携
セッション 話題① プログラミングがつなぐ情報学部と小学校 

認知科学、協調的問題解決、プログラミング教育 
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野口 靖浩 

(静岡大学情報学部情報科学科・講師) 

 
静岡大学情報学部は 2008 年から浜松市と連携して「制御系組込みシステムアーキテクト養成

プログラム」を進めてきました。これは文部科学省「地域再生人材創出拠点の形成プログラム」

において実施した取り組みで、地域の企業に所属する技術者を対象にシステムアーキテクトへと

養成する教育プログラムです。「地域再生人材創出拠点の形成プログラム」の 5 年間が終了した後

は、浜松市を始めとする地域の 32 の企業・団体の支援を受けて設立した組込みソフトウェア技術

コンソーシアム (HEPT コンソーシアム) がプログラムを継続し、昨年度までの 10 年間に 206 名

の修了生を輩出してきました。HEPT コンソーシアムは継続的に地域の要望を収集し、育成対象

の拡大・プログラムの改善をしながら本年度も活動を続けています。 
本セッションでは、HEPT コンソーシアムの活動事例をご紹介し、事例を通して大学が地域と

の学びの連携においてどのような役割を果たすことができるのか、についての議論の契機とさせ

て頂ければ幸いです。 

 
演者略歴 

静岡大学情報学部情報科学科卒業、静岡大学大学院情報学研究科修士課程修了、静岡大学大学院

理工学研究科博士課程単位取得退学。博士 (工学)。静岡大学情報学部特任助教を経て、現在同大

学講師(現職)。文部科学省【地域再生人材創出拠点の形成】「制御系組込みシステムアーキテクト

養成プログラム」を担当後、組込みソフトウェア技術コンソーシアム運営委員。 
 
専門分野/研究テーマ 

知的教育システム、自然言語意味理解・対話システム、プログラミング教育システム 
 
主要業績 

• ISECON2013 最優秀賞: 野口 靖浩, 塩見 彰睦 (2014.03.10). 組込みシステムアーキテクト養

成プログラム, 情報システム教育コンテスト 2013 (ISECON 2013). 
• Y. Noguchi, et.al. (2013.09). Design and Evaluation of the Embedded Systems Architect Development 

Program Featuring Intensive Retreats and Project-Based Learning, Educational Technology Research, 
Res.36, pp.43-55. 

• 野口 靖浩他 (2012.05). 組込み人材育成研修後の上司による「行動変容」評価の実践と SCAT
による分析, 工学教育, Vol.60, No.3, pp.86-91. 

• 野口 靖浩 (2015.09). 組込みシステムアーキテクト養成プログラム, 教育コーナー「ぺた語義」, 
情報処理学会誌「情報処理」, Vol.56, No.9, pp.898-901. 

  

地域連携
セッション 話題② 

地域の Hub としての情報学部  
— HEPT コンソーシアムの活動を通して — 

- 30 -



 

 

 

 

 

 

大島 純 

(静岡大学情報学部行動情報学科・教授) 

 
 もし、アクティブラーニングが本来の意味で知識を創造していくスキルの育成を目指している

のであれば、正直な回答として「これまで教育の中でそのような評価は一切されたことがない」

と言わなくてはならない。伝統的な教授主義が未だに根強い教育の現場では、成果は必ずと言っ

てよいほど個人に帰結させたがる。しかし、最新の研究が示すように、人類は集団の知性という

ものを持っており、それをより向上させる方法は、個人の知性を向上させる手法とは大きく異な

るはずだ。よって、評価も異なって当然である。 
 評価は「認知」「観察」「解釈」の一貫性が重要である。何を伸ばそうとして、それを何から見

取り、そしてその原因を探り改善するのか、この 3 要素が一貫して相互に補完し合う関係性を適

切に設計できている評価は驚くほどに少ない。アクティブラーニングをターゲットにこの問題を

考えると、自ずとその答えはパフォーマンス評価に落ち着く。この度、落成した共通講義棟には、

1F と 5F にアクティブラーニング・スタジオを設計した。その設計の背景にある「認知」理論と、

それに基づく学習データ収集(観察)、そしてその解析(解釈)について話を展開する。 
 

演者略歴 

広島大学教育学研究科教育心理学専攻卒業。トロント大学大学院教育学研究科修了、PhD (Applied 
Cognitive Science)。オンタリオ教育研究所博士研究員、静岡大学教育学部助教授、静岡大学総合情

報処理センター助教授を経て、2006 年から現職。 
 
専門分野/研究テーマ 

学習科学、学習環境のデザイン、集団知の社会ネットワーク分析、協調の調整活動 
 
主要業績 

• Oshima, J., Oshima, R., & Matsuzawa, Y. (2012). Knowledge Building Discourse Explorer: A social 
network analysis application for knowledge building discourse. Educational Technology Research & 
Development, 60, 903-921. 

• Oshima, J., Matsuzawa, Y., Oshima, R., & Niihara, Y. (2013). Application of social network analysis to 
collaborative problem solving discourse: An attempt to capture dynamics of collective knowledge 
advancement. In D. Suthers, K. Lund, C. Rose, C. Teplovs, & N. Law (Eds.), Productive Multivocality 
in the Analysis of Group Interactions (pp. 225–242). New York: Springer. 

• Oshima, J., Ohsaki, A., Yamada, Y., & Oshima, R. (2017). Collective knowledge advancement and conceptual understanding of 
complex scientific concepts in the jigsaw instruction. In Smith, B. K., Borge, M., Mercier, E., and Lim, K. Y. (Eds.), Making a 
Difference: Prioritizing Equity and Access in CSCL, 12th International Conference on Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL) 2017, Volume 1 (pp. 57–64). Philadelphia, PA: International Society of the Learning Sciences. 

講演 II アクティブラーニングのパフォーマンス評価 
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 人工知能、ビッグデータ、IoT… いま、世の中には、情報技術の急速な発展を象徴する言葉に

溢れています。人工知能が私たちの職を奪うという警鐘も唱えられ、10 年後の未来では、この世

界で活躍するために学ぶべきことも大きく変わっていることが予想されます。 

 この急速に革新する世界のなかで活躍し続ける人材を輩出していくことが我々情報学部の目標

であり使命だと考えます。本シンポジウムの演者、コーディネータ、そして会場のみなさまと、

情報学をキーワードに 10 年後の未来の “学び” の在り方を議論したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

高口 鉄平 

(静岡大学情報学部情報社会学科・准教授) 

 

九州大学経済学部経済工学科卒、同大大学院経済学府博士後期課程修了、博士(経済学)。総務省を

経て、現職。総務省情報通信政策研究所特別研究員、日本経済研究センター特任研究員。内閣府

委託調査「生産性向上に向けた企業の新規技術・人材活用等に関する検討会」委員等を歴任。 
 

経済/経営戦略/政策、パーソナルデータ、IT/ICT、OTT/IoT 
 

• 高口 鉄平『パーソナルデータの経済分析』勁草書房、2015. 

• Teppei Koguchi・Toshiya Jitsuzumi ”Economic Value of Location-based Big Data: Estimating the Size 

of Japan's B2B Market”, Communications & Strategies, No.97, pp.59-74, 2015. 

• 内閣官房 IT 総合戦略室 データ流通環境整備検討会 AI、IoT 時代におけるデータ活用ワーキ

ンググループ報告、高口鉄平「パーソナルデータの経済価値分析について」、2016． 
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