情報通信

錯覚を利用したインターフェースの研究
情報通信

情報科学研究科

安藤

准教授

バイオ情報工学専攻

英由樹

特徴・独自性
安藤グループでは、人の錯覚を利用した行動誘導
インターフェースの開発に取り組んでおり、人間の
感覚−運動のメカニズムの解明を目指している。
その中でも前庭電気刺激（GVS）では、被験者の
両耳の後ろに電極を装着し、電極間に電流を流すこ
とで内耳の前庭器官（右上図参照）に刺激を与える
ことにより、被験者は電流の陽極側への加速度の錯
覚を感じ、陽極側へ体の重心がゆらぎ、歩行進路も
その方向に曲がることがわかっている。この姿勢制
御は身体機能として自然に生じるものであり、被験
者が違和感を感じることはなく、また、前庭電気刺
激に用いる電流は数 mA の微弱なもので、人体に害
はない。本研究チームでは、この新しい電気刺激手
法を用いて左右、前後、回転方向への加速度感覚を
提示することに成功し、この技術を用いた VR 装置
の開発を進めている。

社会実装と実用化への可能性
VR/AR 関連技術は近年実用化が急速に加速して
おり、5 年後にはコンテンツ・ハード含め約 2,000
億円の市場規模が見込まれている。本研究では幅広
く人間の五感に関するインターフェースの研究開発
を行っており、各々の研究成果の社会実装だけでな
く、他技術との連携よる応用等も広い分野で期待で
きる。

特

許

特開 2017-60581

論

文

Kazuma Aoyama, Hiroyuki Iizuka, Hideyuki Ando and Taro Maeda, "Four-pole galvanic vestibular stimulation
causes body sway about three axes", Scientiﬁc Reports. 5, 10168; doi: 10.1038/srep10168, (2015).

参考 URL
キーワード
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三半規管に微弱電気刺激を与え傾きや加速度
を再現する装置（上写真）。これにより人は前
後左右回転といった感覚を感じる（下図）
。
（サイエンス ZERO：ゲームの最新技術にて放
送）

他 4 件出願済

http://www-hiel.ist.osaka-u.ac.jp/cms/index.php
インターフェース、知覚、錯覚、VR、AR

情報通信

工学研究科

講師

情報通信

感触を損なわずに弾性柔軟素材を
触覚センサにする技術
知能・機能創成工学専攻

石原

尚

特徴・独自性

触覚センサの実例

近年、IoT 化の進展とともに、人に直接触れるセ
ンシングデバイスの必要性が増しているが、本技術
は、ゴムやゲル等の弾性素材の柔らかさを保ったま
ま、力の向きと大きさを測るセンサを提供するもの
である。柔軟素材に鉄粉などの強磁性微粒子を局所
混合し、その下にコイル配線基板を敷くだけの単純
な構造であり、素材の感触の良さをほとんど損なわ
ず、正確なセンシングが可能である。また、変形す
る部分に壊れやすい電気配線や素子を含まないた
め、柔軟素材を大きく変形させるような力や衝撃が
加わった場合でも、その素材が破壊されない限りセ
ンサ性能が維持され、もし柔軟素材が劣化した場合
でも、基板から剥がして貼り替えるだけで性能が回
復する特徴を持つ。

センサによる各方向成分の測定結果

社会実装と実用化への可能性
本技術は、枕やマットレスなどの寝具、車のハン
ドルやカメラグリップ、マッサージチェアや腹筋訓
練ベルトなど、肌との接触感触が重要な製品への触
覚センサ搭載に最適である。また、愛玩用ロボット
や人にやさしい作業ロボット、食品を取り扱うロ
ボットや、手術ロボットにも応用可能である。

dŝŵĞ;ƐĞĐͿ

ϱ

特

許

特許出願済

論

文

Takumi Kawasetsu, Takato Horii, Hisashi Ishihara, and Minoru Asada. Flexible Tri-axis tactile sensor using
a spiral inductor and magnetorheological elastomer. IEEE Sensors, Vol. 18(14), pp. 5834-5841, 2018.

参考 URL
キーワード

https://nararobocon.sakura.ne.jp/kawasetsu̲hp/category/ 研究テーマ /
柔軟材料、触覚センサ、力覚センサ、感触、安全、耐久
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情報通信

装着型センサを用いた深部体温推定
情報通信

情報科学研究科

助教

内山

情報ネットワーク学専攻

彰

特徴・独自性
深部体温の測定には直腸温度や鼓膜温度を計測す
る必要があるため、活動中の計測は困難である。こ

क़ख़॔ছঈঝ७থ१॑৷ःञ
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の課題に対し、内山研究グループは装着型センサを
用いて個人差を考慮した活動中の深部体温推定手法
を開発している。身体情報や気温などの環境情報、
および運動負荷を装着型センサや環境センサにより
取得し、生体温熱モデルへの入力とすることで、人
体の熱産生や体内および外気との熱移動を物理的に
計算し、深部体温の変化を推定する。ウェアラブル
センサで得られる体表温度の実測値や休憩時などに
間欠的に測定した鼓膜温などを基準として用いるこ
とで、個人差や体調を表す生体温熱モデル内のパラ
メータを適切に定める工夫をしている。
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社会実装と実用化への可能性

いなどを調査するため、運動時のみならず、高齢者
の見守りなどもターゲットとしてデータ収集を進め
ており、実用化に向けた取り組みを進めている。ま
た、現在は推定開始時点の深部体温を入力する必要
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があるため、個人の蓄積データを利用するなど、ユー
ザの手間をできる限り削減する工夫を検討してい
る。
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これまでの実験では夏のジョギングにおいて鼓膜
温との誤差 0.3℃程度での推定を実現できることが
確認できている。現在、様々な年齢や性別による違
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特

許

特開 2017-217224

論

文

http://id.nii.ac.jp/1001/00184199/, http://id.nii.ac.jp/1001/00145527/

参考 URL
キーワード
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https://www-higashi.ist.osaka-u.ac.jp/˜utiyama/index-j.html
装着型センサ、生体温熱モデル

情報通信

情報通信

乳牛の歩行映像解析による
蹄病の早期検出技術の開発
産業科学研究所

助教

大倉

史生

特徴・独自性
八木康史教授及び大倉助教の研究グループは、人
物歩行映像解析技術を乳牛に応用し、乳牛の歩行を
撮影した映像から乳牛の重要な疾病の一つである蹄
の疾病（蹄病）を、軽症のうちに高精度で発見する
手法を開発した。
具体的には、物体までの距離を計測可能なカメラ
である距離画像センサによって撮影された点画像を
基に乳牛の仮想３次元画像を作成し、歩行の様子を
特徴化、これを通常のカラー画像と併せ機械学習さ
せることで蹄病個体を検出するというものである。
蹄病の兆候は、乳牛の背中の湾曲や歩き方に現れ
ることが知られており、これまで、乳牛の背中の湾
曲度合いを画像から検出して蹄病を検出する手法が
研究されていたが、検出対象となるのは中程度〜重
度の蹄病だったのに対し、本手法では正常と軽度以
上の蹄病を見分けることが可能となった。

社会実装と実用化への可能性
従業者の減少と高齢化が続く酪農業において、酪
農家の省力化は急務であり、人工知能と映像解析に
よるモニタリング技術によって、酪農家の省力化と
生産物の高品質化の両立を可能とする本技術は、
「ス
マート牛舎」の実現に大きく寄与し、酪農業を変革
する有望な技術シーズと考えられる。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

WO2017/187719 PCT/JP2017/005089

健康状態測定装置

http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/research/research-jp.html
乳牛歩行解析、蹄病、スマート牛舎
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情報通信

センサデバイスにおける信号処理負荷を軽減した
新しいセンシングフレームワーク
情報通信

〜軽量脳波計測デバイス実装に向けた取り組み〜
工学研究科

講師

電気電子情報工学専攻

兼本

大輔

特徴・独自性
ウェアラブルデバイスは軽量化が求められるため、
搭載するバッテリの小型化が望まれている。そこで
「セ
ンシングユニット側に搭載する回路の低消費電力化」
が重要になる。兼本グループでは、
「圧縮センシング
を活用した新しいセンシングフレームワーク」に関す
る技術を独自に開発し、ウェアラブル脳波計測デバイ
スへの応用に向けた研究を進めている。
圧縮センシングを用いると、信号を圧縮することで、
回路で扱う情報量を削減出来るため、
「回路の低消費
電力化」が可能になる。ただし、一般的な圧縮センシ
ングは、外乱混入に脆弱であり、復元精度が悪化する
課題に悩まされてきた。
そこで本グループでは、データプロセッシングユ
ニット側で独立成分分析等の信号処理を駆使し、復
元前に外乱除去を行う新技術を提案している。この技
術を用いると、外乱の影響を抑えられ、圧縮した信号
を高精度に復元出来る。

本グループで提案するセンシングフレームワーク

社会実装と実用化への可能性
外乱混入が避けられない実環境でも「軽量な脳波
計測ウェアラブルデバイスの利用」が期待できる。
さらに本技術は、脳波計測用途だけではなく、圧縮
センシングが利用可能なスパース性の高い様々な生
体信号のセンシングにも有効である。
これにより、利用者の負担を軽減しながら、今よ
りも多くの生体情報を取得することが出来るように
なるため、ヘルスケアをはじめ多くのアプリケー
ションへの実用が期待できる。
特

論

許

文

参考 URL
キーワード

070

本技術適用の効果

[1]Daisuke Kanemoto*, Shun Katsumata, Masao Aihara, and Makoto Ohki, "Framework of
Applying Independent Component Analysis After Compressed Sensing for Electroencephalogram
Signals," 2018 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) , pp.145-148, Oct., 2018
[2]Shun Katsumata,Daisuke Kanemoto*, and Makoto Ohki, "Applying Outlier Detection and
Independent Component Analysis for Compressed Sensing EEG Measurement Framework," 2019
IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), pp.1-4, Oct., 2019
http://ssc.eei.eng.osaka-u.ac.jp/˜dkanemoto/
生体信号、脳波、センシングフレームワーク、低消費電力、圧縮センシング

情報通信

高精度スペクトル解析技術
生命先端工学専攻

小西

准教授

情報通信

工学研究科

毅

特徴・独自性
光ファイバを使って、微小温度変化や歪み・応力
変化を検出する光ファイバセンシングは、光ファイ
バの熱や応力による伸縮を、入射光の波長のシフト
量によって検出するセンシング手法であり、近年、
災害未然防止のための地形観測や、プラントの管理、
航空機機体の疲労検出に用いられるなど応用分野が
広がりつつあるが、これに用いられる光分光器の精
度が検出精度の鍵を握っている。
小西准教授らは、いわゆるノギスと同じ副尺の原
理を用いることにより、光分光器の入射光入力部と
検出デバイス部の双方にスロットを挿入するだけ
で、極めて低コストに分光器波長解像度を 1 桁以上
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現状、高速道路や大規模プラント、航空機などに

への応用も期待される。

実証実験装置
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社会実装と実用化への可能性
限定されている光ファイバセンシングの適用範囲を、
本技術の適用による低コスト化で、ビルや自動車、
最終的には家庭などへ拡大することが可能である。
また、光分光器が用いられるライフサイエンスを
中心とした測定器や、光通信の分野など様々な分野
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ග

向上させる技術を考案し、実際に、実証実験により
効果の確認を行った。この技術を用いれば、前述の
光ファイバセンシングを低コストにて高精度化する
ことが可能であり、光ファイバセンシングの普及の
促進につながるだけでなく、バイオセンサー等様々
な用途における光分光器の高精度化と低コスト化を
同時に図ることができる。
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図３ 応用分野
特

許

日本特許 6056096、米国特許 9846081、特開 2016-57224、特開 2018-9813

論

文

小西 毅、応用物理学会機関紙「応用物理 vol.87」5 月号 , p357, 2018、他

参考 URL
キーワード

http://www-photonics.mls.eng.osaka-u.ac.jp/
分光器、スペクトル、ファイバセンシング、IoT
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情報通信

リアルタイム AI 技術
情報通信

産業科学研究所

教授

櫻井

保志

准教授

松原

靖子

特徴・独自性
櫻井研究室では、増え続ける時系列ビッグデー
タをリアルタイムに解析する AI 技術の開発に取り

ϨΠϩνϞAIٗढ़

組んでおり、特に、突発的な状況変化に対して即
座に対応することができる適応力のある予測技術
OrbitMap（KDD2019 にて発表）を開発した。大
規模データストリームの中から重要な特徴を発見
し、刻々と変化していく時系列パターンを自動的に
認識し、リアルタイムかつ継続的な時系列予測を可
能としている。各時刻において適切なモデルに切り
替えて予測することにより突発的な変化にもリアル
タイムに対応、世界最高レベルの予測精度を達成し
ている。また、モデル生成と予測のみならず、時系
ᅉᯝ㛵ಀ䛾䝎䜲䝘䝭䜽䝇

列ビッグデータから因果関係をリアルタイムに捉
え、事象の連鎖をモデル化可能である。図はその出
力結果であり、環境データの事象の間のつながりを ࣎ܧϑρήυʖνմੵٗढ़ࢊۂԢ༽ྭ
ネットワークとして示している。

社会実装と実用化への可能性
本技術により、自動車走行における急なブレーキ
やハンドル操作、スマート工場における装置故障な
ど、様々な事故やトラブルの兆候をビッグデータから
高速かつ自動的に抽出するための要因分析をリアル
タイムに行うことができる。現在、トヨタ自動車、富
士通研究所、三菱重工エンジン＆ターボチャージャ、
三菱重工工作機械、ソニーセミコンダクタマニュファ
クチャリングなど 10 社程度の企業とスマート工場、
車両走行データ解析、生体情報解析などのテーマで
実用化、事業化に向けて共同研究を実施している。

特

許

特許出願済

論

文

Yasuko Matsubara, Yasushi Sakurai: ̀̀Dynamic Modeling and Forecasting of Time-evolving Data Streams'', ACM
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 458-468, August 2019.

参考 URL
キーワード
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https://www.dm.sanken.osaka-u.ac.jp/
時系列ビッグデータ、リアルタイム解析、AI 技術、将来予測、要因分析
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情報通信

人工知能を用いたヒトの心的感性
イメージ可視化技術
医学系研究科

講師

内藤

智之

特徴・独自性
本研究は、人工知能を用いてヒトが心的に持つ感
性イメージを高品質画像として可視化可能にする技
術である。この技術を用いて、個人の感性価値が付
与された（例えば「美しい」
、「高級感がある」、
「購
入したい」等）視覚イメージをカテゴリごとに（例
えば、自動車や、オートバイ、家屋デザイン、顔等）
高品質自然画像として出力する点に特徴がある。
本研究で開発した技術は、ベース画像などの事前
情報を必要とせず、フルカラー自然画像を出力する
ことが可能な点に独自性がある。また、ヒトの事前
感性判断課題も従来技術に比較して大幅に短縮され
ており、ネット上で実施することも可能である。各

خຌ֕೨

個人の感性は個別 AI として保存され、いつでも読
み出すことが可能である。

社会実装と実用化への可能性
本研究成果は AI によるプロダクトデザインの新
規作成において実用可能なレベルの検証実験が終了
している。また、有名デザイナーやアーティストの
感性を AI 内に保存可能であり、本人の代わりに AI
がプロダクトデザインを作成することが可能であ
る。また数百から数万規模で感性判断課題を行った
被験者の感性を個別に AI として保存しておくこと
で、同一カテゴリー内の市場調査の代替え評価を繰
り返し実施することが可能である。

݃Վྭ

特

許

特許出願済

論

文

個人の美イメージの可視化 内藤智之 Imaging Conference Japan 2018 論文集 p55-56.

参考 URL
キーワード

https://sites.google.com/site/naitotomoyuki/re-vision-japanese
感性、深層学習、美醜判断、可視化、デザイン
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パーソナル睡眠管理 AI：睡眠環境音で
簡便に睡眠の質を判定
産業科学研究所

福井

准教授

健一

特徴・独自性
福井研究グループは、睡眠中の生体活動音を計測
することにより、睡眠パターンを可視化し、さらに
睡眠の良否を判定できる AI 技術を開発した。従来
の睡眠評価法「睡眠ポリソムグラフィ検査」（PSG）
は睡眠障害検査や睡眠科学研究向けであり、専門の
施設を必要とする。本技術は、睡眠中の生体活動（体
動、
いびき、歯ぎしり）および環境音（エアコンなど）
を計測し、各事象の特徴ベクトルを得、それらの集
合を入力としてニューラルネットワーク学習により
睡眠パターンを可視化できる。さらに、生体活動に
関連する音事象の時系列データを基にして機械学習
により睡眠の良否判別モデルを構築した。これらの

睡眠パターンの可視化

技術は、従来の睡眠ステージ（レム・ノンレムなど）
による機能評価とは異なり、「睡眠の個性」を評価
できる。現在、77.5% の正答率で睡眠の良否判定
が可能であることを確認している。

睡眠の良否判定

社会実装と実用化への可能性
スマホへのアプリケーション開発や、ベッドに測
定・判定システムを組み入む等、実用化に向けたシ
ステム開発が可能である。個人の睡眠パターンを簡
便に可視化し睡眠の良否判定することにより、最適
な睡眠環境（空調、音楽、芳香など）を個人に合わ
せてデザインすることも可能となる。
システム開発例

特

論

許

特開 2017-196194 他、出願済

文

・H. Wu, T. Kato, M. Numao and K. Fukui, Statistical sleep pattern modelling for sleep quality assessment
based on sound events, Health Inf Sci Syst. 2017 Dec; 5(1): 11
・H. Wu, T. Kato, T. Yamada, M. Numao and K. Fukui. Personal Sleep Pattern Visualization using Sequencebased Kernel Self-Organizing Map on Sound Data, Artiﬁcial Intelligence in Medicine, Vol. 80, pp. 1-10, 2017.

参考 URL
キーワード
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http://www.ai.sanken.osaka-u.ac.jp/?page̲id=459&lang=ja
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工学研究科

電気電子情報工学専攻

宮地

教授

情報通信

情報漏洩危険のない分散データの
統合技術
充子

特徴・独自性

W/εητϞߑ

近年、医療データをはじめとした個人に係る情報
はデジタル化され、様々な機関に蓄積されているが、
特に個人のプライバシーに深くかかわる情報であれ
ばあるほど、情報漏洩の危険性から機関をまたがっ
てのデータの統合は進んでいない。
宮地研究室では、高度な暗号記述を活用し、分
散して管理されているデータを情報漏洩を懸念す
ることなく統合できる PDDI（Privacy-preserving
Distributed Data Integration）技術を開発、医療
機関などでの実証実験を進めている。
PDDI により、プライバシーを保護しつつ Small
Data を Big Data に変換が可能であり、統合した

3'',εητϞͺɾๅӰΝݔ೨ͤΖ͞ͳ͵͚ɾ਼
༙ͤॶ͗ؖؽΖυʖν౹Νࣰ͢ݳɼ߶ືؽɼ߶൜
༽ɼ༲ҝɼ߶ଐಝΝ࣍ͯɽ

ԥஇద͵ҫྏυʖν౹ྭ

Big Data を活用した高精度、かつ、多角的な解析
が可能になる。これにより、従来以上に個人に係る
データの有効活用を進めることが可能となる。

社会実装と実用化への可能性

਼ҫྏؖؽͶ௪ӅͤΖं׳ҫྏυʖνΝ౹ͤΖ
͞ͳͲҡ͵Ζබـ૮ʹ͵༽ࡠޕΝΓΕଡֱదͶմੵͤ
Ζ͞ͳ͗Ն

ָߏͲࣆބన༽ྭ

複数医療機関のデータの統合のほか、学校や企業
間での検診データの統合による個人の長期間の検診
データのトレース、また、企業外に出ることが極め
て難しい品質情報の統合などにも応用可能であり、
現在、地方自治体と連携して、実証実験を推進中で
ある。

ָߏʤ༣۫υʖνʥɼভॼʤٺٻ൘ૻυʖνʥɼබӅ
ʤউ֒ʀޛҪυʖνʥݺพ؇ཀྵυʖνΝ౹͢ͱࣆ
ބ༩ͪΌ౹ܯదҾՎϠυϩࡠ͗Ն

特

許

出願済

論

文

̀̀Development of a Secure Cross-Institutional Data Collection System Based on Distributed Standardized EMR
Storage.", Studies in health technology and informatics, Vol.255, 35-39, doi:10.3233/978-1-61499-921-8-35.

参考 URL
キーワード

https://cy2sec.comm.eng.osaka-u.ac.jp/miyaji-lab/index-jp.html
データ統合、プライバシー保護、医療データ、分散データ、突合
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群衆の屋内位置測位技術「ひとなび」
情報通信

情報科学研究科

山口

准教授

情報ネットワーク学専攻

弘純




特徴・独自性
「ひとなび」とは屋内の不特定多数の人々（= 群
衆）の位置・移動軌跡が計測できる屋内位置測位技
術。本技術は複数台の LiDAR* と独自ソフトウェア
解析技術を用いて測位。GPS が届かない屋内測位で
は、カメラ、BLE ビーコンや赤外線など様々な競合
技術が存在する中、「事前アプリ登録が不要で測定
対象はすべての人々」、「画像データと比較してデー
タ量が少なく高いリアルタイム性」
、「LiDAR1 台当
たりのカバー範囲が広く高いコスト競争力」、を有
することが本技術の特長。

社会実装と実用化への可能性

/L'$5

/L'$5

/L'$5

ʰͽͳ͵;ʱઅϟʖζ

既にららぽーと ExpoCity での大規模実証実験で、
大型商業施設のような広範囲なエリアで群衆の動き
をセンシングできることを実証済み。その他、小型 ˛ΔΔΈʖͳ ([SR&LW\ Ͳ
店舗やオフィスフロアでの実証実験も展開。実用化
へ向けては、本技術を使ってどのような具体的な解 ʰͽͳ͵;ʱఈυʖν
決すべきニーズの探索がポイントであり、例えば小
売市場では「POS データの連携によるマーケディン ˠࣰυʖνͶՅΝՅ͓ͱ͕Εɼࣰࡏ 䐠 ़܊ືౕ ࠠ
ࡸౕ ՆࢻԿ㻌
グデータの高度化」から「AI 技術による来客予測に υʖνͲͺ͍ΕΉͦΞ
よる在庫管理への活用」、等の議論を実証実験先と
進めている。
䐡 ़܊ಝఈΦϨΠ

䐟 ़܊ಊ͘ՆࢻԿ㻌

特

許

特許出願中

論

文

Improved stress resistance and ethanol production by segmental haploidization of the
diploid genome in Saccharomyces cerevisiae，Kaboli, S., Miyamoto, T., Sunada, K., Sasano, Y.,
Sugiyama, M., Harashima, S.，J. Biosci. Bioeng.，121(6) 638-644，2016 年 06 月

参考 URL
キーワード
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レーザー走査による
IoT 照明ステーション
レーザー科学研究所

教授

山本

和久

特徴・独自性
可視光半導体レーザー光の高速走査をベースと
した IoT ステーション は、レーザーセンシング

䇾䝺䞊䝄䞊㉮ᰝ䛻䜘䜛IoT↷᫂䝇䝔䞊䝅䝵䞁䇿
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（LiDAR）で収集したデータを信号処理し、得た制
御情報でレーザー出力を行い、必要な人に、必要な
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時に、必要なだけの明かりや情報、エネルギーを提
供するものであり、大阪大学の独自提案である。こ
れにより超省エネ照明実現とともに多岐の応用が可
能となる。

ග⤥㟁䞉ග㏻ಙ

AR䝕䜱䝇䝥䝺䜲

䝇䝫䝑䝖↷᫂

ග⤥㟁

䝇䝫䝑䝖↷᫂

䝇䝬䝩➼

1

ᣦ♧↷᫂

社会実装と実用化への可能性
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IoT ステーション の基本動作原理を実証、実現
の見通しをつけた。３つの想定課題とその対応結果
は以下であり、社会実装可能性は高い。
・走査利用機能として、可視光半導体レーザーによ
るセンシング（LiDAR）、照明、表示、光給電、空
間光通信を実証およびその連動性を検証した。
・IoT に対応可能な超高速化を実現する光走査方式
の開発として、MEMS 等従来のメカニカルな方式
に代わる強誘電体電気光学結晶を用いた分極反転型
デバイス構成により高速角度可変動作を実証した。
・高指向性と高速変調を可能とする多色半導体レー
ザー直接走査にて照明を得る際、高い演色性確保の
ため赤、緑、青に加え実現されていない黄色半導体
レーザーの開発方策を明らかにした。
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特

許

特開 2019-9062

論

文

M.Ishino, T.Kitamura, A. Takamori, J. Kinoshita, N. Hasegawa, M. Nishikino and K.Yamamoto: Scanning 3D-LiDAR based
on visible laser diode for sensor-integrated variable distribution lighting Optical Review 26, pp 213‒220 (2019)

参考 URL
キーワード
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http://www.ile.osaka-u.ac.jp/ja/groups/research01/sls/index.html
レーザー、IoT、照明、走査
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計測指向機械学習を用いた超ロバスト
高速小型ローコストセンシング
産業科学研究所

教授

鷲尾

隆

特徴・独自性
IoT 社会の到来を背景として、様々な新しいセン
サや計測装置が開発されつつある。一方、その多く

᪥ᮏࡀᙉ࠸ィ

ドデバイスを情報処理で置き換える計測指向機械学
習を提案している。これにより、ニオイセンシング、
微小生体センシング、１分子計測、超解像イメージ
ング、振動センシングなど多くの先端計測分野にお
いて、必要最小限のデバイスを用いた超ロバスト、
超高速、超小型、超ローコスト計測・センシングを
実現している。

ᛴⓎᒎࡍࡿሗᩘ⌮⛉Ꮫ
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が複雑な計測原理を用いて厳しい条件で複雑な対象
を捉えるものになっており、複雑な形式を有する計
測データを大量に処理する必要に迫られている。こ
のような背景から機械学習などの情報処理技術が、
補助的立場ではなく計測処理の中核を占め、もはや
それ無しには多くの先端計測・センシングが成立し
ない状況になりつつある。鷲尾研究室では、先端計
測・センシングに従来の機械学習を導入した高精度
化を目指すだけではなく、計測に適した機械学習原
理を基礎理論から応用に至るまで研究開発し、ハー
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現在遂行中の計測指向および機械学習研究の全
体概要
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社会実装と実用化への可能性
計測指向機械学習は計測・センシング全般に適用
可能な汎用技術であり、すでに多数の先端計測装置・
センサの実用化を果たしている。今後も、新たな計
測・センシング問題への適用によって、多くの実用
成果が得られると期待される。
特

論
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