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(54)【発明の名称】電流ミラー効果が生じる単電子デバイス
【図１】

【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明による電流ミラー効果が生じる単電子

デバイスの実施の形態の等価回路である。
【図２】

図１の電流ミラー効果が生じる単電子デバイ

スの一部の上面図及び斜視図である。
【図３】

接合数が２０の１次元直列アレイ中の静電ポ

テンシャルを示す図である。
【図４】

第２の従来の単電子デバイス及び本発明によ

る電流ミラー効果を有する単電子デバイスにおける電子
及び正孔の伝搬の状況を示す図である。
【図５】

有限なＶｇ１，Ｖｇ２を印加した際の効果を

含んだ本発明による電流ミラー効果が生じる単電子デバ
イスの動作を模式的に示す図である。
【図６】

図１の電流ミラー効果が生じる単電子デバイ

スの動作をモンテカルロ法によって数値計算した結果の
［続きあり］
【発明の属する技術分野】

下の自然数とする。）のポイントとの間を容量結合する

本発明は、クーロンブロッケイド現象を利用することに

手段とを具え、

よって電流ミラー効果が生じる単電子デバイスに関する

前記第１の１次元直列アレイと前記第２の１次元直列ア

。

レイの一方について、前記ポイントに対して、第１の容
量を介して第１の電圧を印加するとともに、両端間に第

(57)【特許請求の範囲】

２の電圧を印加することによって第１の電流を発生し、

【請求項１】

前記第１の１次元直列アレイと前記第２の１次元直列ア

クーロンブロッケイド現象が発現するｎ１個（ｎ１を４

レイの他方について、前記ポイントに対して、第２の容

以上の自然数とする。）のトンネル接合を有する第１の

量を介して第３の電圧を印加するとともに、両端間に第

１次元直列アレイと、

４の電圧を印加することによって前記第１の電流にほぼ

クーロンブロッケイド現象が発現するｎ２個（ｎ２を４

等しい第２の電流を発生するように構成したことを特徴

以上かつｎ１以下の自然数とする。）のトンネル接合を

とする、電流ミラー効果が生じる単電子デバイス。

有する第２の１次元直列アレイと、

【請求項２】

前記第１の１次元直列アレイのｋ１番目のトンネル接合

前記第１の１次元直列アレイについて、前記ポイントに

とｋ１＋１番目のトンネル接合の間（ｋ１を、２以上ｎ

対して、前記第１の容量を介して前記第１の電圧を印加

１−２以下の自然数とする。）のポイントと、前記第２

するとともに、両端間に前記第２の電圧を印加すること

の１次元直列アレイのｋ２番目のトンネル接合とｋ２＋

によって前記第１の電流を発生し、

１番目のトンネル接合の間（ｋ２を、２以上ｎ２−２以

前記第２の１次元直列アレイについて、前記ポイントに
［続きあり］
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(54)【発明の名称】電子写真装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の電子写真装置である電子カメラの電気
的構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係わる実施例１の撮影画像記録制御動
作を示すフローチャートである。
【図３】撮影動作の具体的処理手順を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明に係わる実施例２の撮影画像記録制御動
作を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係わる実施例３の撮影画像記録制御動
作を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係わる実施例４の撮影画像記録制御動
作を示すフローチャートである。
【図７】本発明に係わる実施例５の撮影画像記録制御動
［続きあり］
【技術分野】

とを備えており、

【０００１】

撮影時、前記撮影画像記録制御手段は、前記シャッター

本発明は、シャッターボタンが押されることによって被

ボタンが押されることによって被写体を複数回連続撮影

写体の撮影画像を記録媒体に記録する電子写真装置に係

するとともに、前記手振れ検出手段により検出され前記

り、より詳細には、簡易な手振れ改善手法を備えた電子

手振れ解析手段により生成された各撮影画像の手振れ情

写真装置に関する。

報をパラメータとして、前記連続撮影画像の中から、手
振れ情報が最良である撮影画像または手振れ情報が良好

(57)【特許請求の範囲】

である複数の撮影画像を選択し、これを最終保存撮影画

【請求項１】

像として手振れ情報とともに前記記録媒体に記録し、前

シャッターボタンが押されることによって被写体の撮影

記手振れ傾向判定手段により判定された手振れ傾向に基

画像を記録媒体に記録する撮影画像記録制御手段を有す

づいてシャッター速度を設定することを特徴とする電子

る電子写真装置において、

写真装置。

撮影時の手振れを検出する手振れ検出手段と、

【請求項２】

前記手振れ検出手段による検出データを解析して手振れ

シャッターボタンが押されることによって被写体の撮影

情報を生成する手振れ解析手段と、

画像を記録媒体に記録する撮影画像記録制御手段を有す

撮影時の手振れ情報を蓄積する蓄積手段と、

る電子写真装置において、

前記手振れ解析手段により生成された手振れ情報に基づ

撮影時の手振れを検出する手振れ検出手段と、

いて撮影者の手振れ傾向を判定する手振れ傾向判定手段

前記手振れ検出手段による検出データを解析して手振れ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ベクトルネットワークアナライザ及びその校正方法
【図面の簡単な説明】

【図１】

【００１７】
【図１】発明の実施の形態に係るベクトルネットワーク
アナライザ（ＶＮＡ）の構成を示す図である。
【図２】６ポート接合を用いたリフレクトメータの説明
図である。
【図３】６ポート接合を用いたコリレータの説明図であ
る。
【図４】発明の実施の形態に係る、Ｓ1 1 測定用の校正パ
ラメータを測定するためのＶＮＡの接続を示す図である
。
【図５】図４の接続に対応する、６ポート接合を用いた
リフレクトメータである。
【図６】発明の実施の形態に係る、Ｓ1 2 測定用の校正パ
ラメータを測定するためのＶＮＡの接続を示す図である
［続きあり］
【技術分野】

２）のいずれか一方へ出す第１スイッチと、

【０００１】

入口（１）及び（２）のいずれか一方を選択して、そこ

本発明は、高周波領域（マイクロ波帯、ミリ波帯、サブ

に入った波を前記６ポート接合の前記入力ポート２に入

ミリ波帯、テラヘルツ帯）、光領域（赤外線、可視光線

れる第２スイッチと、

、紫外線）などにおける位相測定技術に関する。

４つの端をもち、ひとつの端は前記第１スイッチの前記
出口（１）に接続され、他のひとつの端は前記第２スイ

(57)【特許請求の範囲】

ッチの前記入口（１）に接続され、他のひとつの端は第

【請求項１】

１無反射終端器に接続され、残りのひとつの端は測定ポ

高周波信号を発生する発振源と、

ートＰ１となる第１方向性結合器と、

前記発振源の出力を２つに分配する電力分配器と、

４つの端をもち、ひとつの端は前記第１スイッチの前記

２つの入力ポート１と２及び４個の電力計測用の出力ポ

出口（２）に接続され、他のひとつの端は前記第２スイ

ート３乃至６を含み、前記入力ポート１で前記電力分配

ッチの前記入口（２）に接続され、他のひとつの端は第

器の一方から出る波を受ける６ポート接合と、

２無反射終端器に接続され、残りのひとつの端は測定ポ

前記６ポート接合の前記出力ポート３乃至６から出る波

ートＰ２となる第２方向性結合器と、を備えるベクトル

をそれぞれ検波する検波器と、

ネットワークアナライザ。

前記電力分配器の他方から出る波を受け、その位相を変

【請求項２】

化させる移相器と、

高周波信号を発生する発振源と、

前記移相器から出る波を受け、これを出口（１）又は（

前記発振源の出力を２つに分配する電力分配器と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】三次元形状測定装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１の実施形態の機能構成を示す図である。
【図２】図１の光路長検出手段１４を説明するための図
である。
【図３】図１の分波手段１４ａを説明するための図であ
る。
【図４】ピエゾ８に代わる光路長可変手段の例である。
【図５】第２の実施形態の機能構成を示す図である。
【図６】第３の実施形態の機能構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１

光源

２

コリメータレンズ

３

ビームスプリッター
［続きあり］

【技術分野】

前記参照光路又は前記測定光路のいずれか一方の光路長

【０００１】

を変化させる光路長可変手段（８）と、

本発明は、複数のスペクトラム（以下、波長で説明する

前記光路長可変手段が変化させる前記光路長の変化に対

。）を有する広帯域光（例えば、白色光）による干渉現

する時間変化に応じて、前記光路形成部からの出力を撮

象を用いて被測定物の形状を立体的に測定する三次元形

像することによって干渉縞のデータを取得する撮像手段

状測定装置に関する。

（１０）と、
該撮像手段が出力するデータにより、前記広帯域光によ

(57)【特許請求の範囲】

る干渉縞が生ずる前記参照光路又は前記測定光路のいず

【請求項１】

れか一方の光路長を、前記時間変化に対する前記広帯域

複数スペクトラムを有する広帯域光を出力する広帯域光

光による干渉縞の特徴点と前記時間変化に対する前記コ

源（１）と、

ヒーレント光による干渉縞の変化とを対比して、前記広

ほぼ単波長成分のコヒーレント光を出力するコヒーレン

帯域光による干渉縞の特徴点を該コヒーレント光の波長

ト光源（１１）と、

を基に光路長に換算して求める光路長検出手段（１４）

該広帯域光及びコヒーレント光を合波して参照鏡を有す

と、を備えた三次元形状測定装置。

る参照光路と被測定物を配置した測定光路とに分岐して

【請求項２】

入射させ、前記参照鏡からの反射光と照射された前記被

前記光路長検出手段は、撮像手段が出力するデータから

測定物の照射範囲の照射位置からの各反射光とを合波し

少なくとも前記コヒーレント光の成分を分波する分波手

て出力する光路形成部（５）と、

段（１４ａ）と、該撮像手段が出力するデータを基に前
［続きあり］
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(54)【発明の名称】信号記録装置および信号記録方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の信号記録装置の機能を示す機能ブロッ
ク図である。
【図２】本発明の信号記録装置の実施例のハードウェア
構成例を示すブロック図である。
【図３】周波数変換多重化回路４１の構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】周波数上変換回路４４の構成例を示すブロック
図である。
【図５】受信チャネルの低周波数帯への周波数多重を示
す説明図である。
【図６】連続する複数のチャネルをまとめて記録する例
を示す説明図である。
【図７】再生時の周波数変換を示す説明図である。
［続きあり］
【技術分野】

換するＤ／Ａ変換手段と、

【０００１】

前記Ｄ／Ａ変換手段の出力信号を所望の周波数に変換す

本発明は、信号記録装置および信号記録方法に関するも

る周波数上変換手段と

のであり、特に、復数のテレビ放送番組を同時に、電波

を備えたことを特徴とする信号記録装置。

形式を保持したまま記録再生することができる信号記録

【請求項２】

装置および信号記録方法に関するものである。

更に、時間情報を出力する時計手段と、前記Ａ／Ｄ変換
されたデータに時計手段から出力される時間情報を挿入

(57)【特許請求の範囲】

する時間情報挿入手段とを備えたことを特徴とする請求

【請求項１】

項１に記載の信号記録装置。

それぞれの周波数帯域が重ならず、かつ周波数の低い方

【請求項３】

から相互に影響が出ない範囲で密に配置し、複数の放送

更に、前記データ記憶手段からデータを読み出し、信号

信号を異なる周波数帯に周波数変換して合成することに

を補正して前記データ記憶手段に書き込む信号補正手段

より低域の信号に周波数変換する周波数変換手段と、

を備えたことを特徴とする請求項１に記載の信号記録装

前記周波数変換手段によって低域に周波数変換された信

置。

号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換手段と、

【請求項４】

前記Ａ／Ｄ変換手段によってＡ／Ｄ変換されたデータを

前記周波数変換手段は、複数の放送信号のそれぞれのみ

記憶するデータ記憶手段と、

を通過させる複数のバンドパスフィルタを備えたことを

前記データ記憶手段から読み出されたデータをＤ／Ａ変

特徴とする請求項１に記載の信号記録装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】押出加工物の製造方法及び押出加工物
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の一実施形態である押出加工物の一部破
断斜視図である。
【図２】図１の押出加工物を製造するために用いられる
成形用金型の断面図である。
【図３】図２のａ−ａ線断面図である。
【図４】図２の成形用金型の一部を成すマンドレルの側
面図である。
【図５】図４のマンドレルの先端部を軸線方向に見た図
である。
【図６】図２の成形用金型におけるマンドレルとダイス
の位置関係の説明図である。
【図７】図１の押出加工物の製造方法の説明図である。
【図８】図１の押出加工物の変形例の斜視図である。
［続きあり］
【技術分野】

被接合材の長さ方向両側端部が前記母材の内周部に食い

【０００１】

込んで前記母材と接合されるようにしたことを特徴とす

本発明は、例えば自動車のラジエータや空調装置の熱交

る押出加工物の製造方法。

換器のコアを構成する熱交換パイプ、あるいは各種構造

【請求項２】

物を構成するチャンネル材等として用いられる押出加工

前記被接合材と前記母材が、これらの摩擦により生じる

物に関する。

熱で溶着接合されるようにしたことを特徴とする請求項
１記載の押出加工物の製造方法。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

前記被接合材と前記母材が同じ材料から成ることを特徴

管形状又は管の一部を長さ方向に切り欠いた形状の周側

とする請求項１又は請求項２記載の押出加工物の製造方

壁と、この周側壁の内部を長さ方向に仕切るリブとを備

法。

えた押出加工物の製造方法であって、押出方向に貫通孔

【請求項４】

が設けられたマンドレルと、このマンドレルの周囲に配

前記被接合材の降伏応力又は縦弾性係数が前記母材の降

されたダイスとを備えた成形用金型を準備し、前記周側

伏応力又は縦弾性係数よりも高いことを特徴とする請求

壁を形成するための母材を前記マンドレルと前記ダイス

項１記載の押出加工物の製造方法。

の間の空間内に充填して押出方向に力を付与しつつ前記

【請求項５】

リブを形成するための被接合材を前記貫通孔を通して押

前記マンドレルの先端部形状は、外周部が押出方向に向

出方向に供給し、前記ダイスの出口又はその付近で前記

かって連続的に縮小したテーパ状又は外周部が段状に縮
［続きあり］
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(54)【発明の名称】多軸鍛造用圧縮治具
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明による第１の実施の形態の多軸鍛造用圧
縮治具を示す平面図である。
【図２】図１の縦断面図である。
【図３】下部アンビルを示す平面図である。
【図４】圧縮高さ調節板を示す平面図である。
【図５】図１の多軸鍛造用圧縮治具の分解組立図である
。
【図６】本発明による第２の実施の形態の多軸鍛造用圧
縮治具を示す斜視図である。
【図７】図６の多軸鍛造用圧縮治具の側面図である。
【図８】下部治具部のメス型治具を示す斜視図である。
【図９】上下治具部のオス型治具を示す斜視図である。
【図１０】オス型治具の圧縮凹所の平面構造及び側面構
［続きあり］
【技術分野】

に移動させることにより上記上部アンビルを上記圧縮室

【０００１】

から引き抜いた状態において、上記圧縮室に上記鍛造試

本発明は、多軸鍛造用圧縮治具に関し、特に複数の圧縮

料を入れた後上記上部治具部を上記下部治具部の方向に

加工工程の間に余分な加工工程が入る必要性をなくすよ

移動させることにより上記圧縮室に挿入された上記上部

うにしたものである。

アンビルと上記下部アンビルと上記圧縮室の壁面との間
に上記鍛造試料を第１の圧縮軸方向に圧縮加工し、

(57)【特許請求の範囲】

次に上記下部アンビルを上記通路から引き出した後、上

【請求項１】

記上部治具部を上記下部治具部の方向に移動させること

下部治具部に対して上部治具部を上下方向に移動させる

により上記上部アンビルによって上記加工後の鍛造試料

ことによって圧縮室内の鍛造試料を圧縮加工する多軸鍛

を上記通路に突き落し、

造用圧縮治具であって、

次に当該加工後の鍛造試料を上記通路を介して外部に取

上記下部治具部は、上記上部治具部の上部アンビルを上

り出した後当該通路に上記下部アンビルを挿入すると共

方から挿脱動作される上記圧縮室と、上記圧縮室の下面

に、上記上部治具部を上記下部治具部から離れる方向に

に連通する位置から前端面に至るまでの間に形成された

移動させることにより上記上部アンビルを上記圧縮室か

通路と、上記通路に挿脱される下部アンビルとを具え、

ら引き抜いた状態にし、これにより上記圧縮室に上記加

上記通路に上記下部アンビルを挿入することにより上記

工後の鍛造試料を入れることにより当該加工後の鍛造試

下部アンビルの上面によって上記圧縮室の下面を閉塞し

料を上記第１の圧縮軸方向とは異なる第２の圧縮軸方向

、かつ上記上部治具部を上記下部治具部から離れる方向

に圧縮加工できるようにする
［続きあり］

23

特許第4385139号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数51
(51)Int.Cl.
G01B 11/00

（全41頁）

(2006.01)

ＦＩ
G01B

（Ｐ４３８５１３９）
(45)発行日 平成21年(2009)12月16日
(24)登録日 平成21年(2009)10月9日
(21)特願2007‑556824

11/00

H

(86)(22)平成19年(2007)1月24日
(86)PCT/JP2007/051095
(87)WO2007/088759
(87)平成19年(2007)8月9日
優(31)特願2006‑24846
(56)参考文献 特開2002‑190020(JP,A)
先(32)平成18年(2006)2月1日
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
G01B 11/00 ‑ 11/30
特開2002‑171395(JP,A)
権(33)日本国(JP)
G06T
1/00
横関 友亮、Wei Wang、石島
【審査請求日】平成20年(2008)7月28日
［続きあり］
(73)特許権者 国立大学法人電気通信大学
東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１
(72)発明者
武田 光夫（外4名）
審査官
後藤 昌夫

(54)【発明の名称】変位検出方法、及び、変位検出装置、変位検出プログラム、並びに、位相特異点マッチング処理方*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施例のシステム構成図である。
【図２】変位検出プログラムの処理フローチャートであ
る。
【図３】位相特異点取得処理の処理フローチャートであ
る。
【図４】位相特異点取得処理の動作説明図である。
【図５】位相特異点取得処理の動作説明図である。
【図６】位相特異点の位置をサブピクセルで決定する動
作を説明するための図である。
【図７】位相特異点の位置をサブピクセルで決定する動
作を説明するための図である。
【図８】位相特異点の位置をサブピクセルで決定する動
作を説明するための図である。
［続きあり］
【技術分野】

により複素解析信号を得る手順と、

【０００１】

前記複素解析信号の実部と虚部の値が共にゼロとなる位

本発明は変位検出方法、及び、変位検出装置、変位検出

相特異点を取得する位相特異点取得手順と、

プログラム、並びに、位相特異点マッチング処理方法、

前記位相特異点の位相構造から所定の特徴パラメータを

位相特異点マッチングプログラムに係り、特に、変位前

取得し、前記特徴パラメータに基づいて前記位相特異点

後の位相特異点から変位を検出する変位検出方法、及び

を特定する位相特異点特定手順と、

、変位検出装置、変位検出プログラム、並びに、位相特

前記位相特異点特定手順で取得された特徴パラメータに

異点マッチング処理方法、位相特異点マッチング処理プ

基づいて変位後の位相特異点の位置を検出することによ

ログラムに関する。

り変位を検出する変位検出手順とを有し、
前記位相特異点特定手順で取得される特徴パラメータは

(57)【特許請求の範囲】

、前記位相特異点近傍の前記複素解析信号の実部と虚部

【請求項１】

の値を平面で補間し、その結果、実部がゼロとなる線分

取得した画像の強度信号をフーリエ変換するフーリエ変

と虚部がゼロとなる線分とが交差する角度であることを

換手順と、

特徴とする変位検出方法。

前記フーリエ変換手順でフーリエ変換された信号のエル

【請求項２】

ミート対称性を崩すようなフィルタリング処理を行う手

取得した画像の強度信号をフーリエ変換するフーリエ変

順と、

換手順と、

前記フィルタリング処理の後にフーリエ逆変換すること

前記フーリエ変換手順でフーリエ変換された信号のエル
［続きあり］
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(54)【発明の名称】再生装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０２３２】
【図１】音声データからなる再生データを説明するため
の図である。
【図２】リンク元及びリンク先を説明するための図（ａ
）と、リンク情報を示す図（ｂ）と、である。
【図３】リンク元のオーバーラップ領域と、リンク先の
オーバーラップ領域と、のオーバーラップについて説明
するための図である。
【図４】リンクの種類とカテゴリctgry[Ｆ][Ｋ]との関
係を示す図である。
【図５】再生データ及びリンク情報の記録媒体への記録
形態について説明するための図である。
【図６】リンク情報を作成するリンク情報作成装置の機
能的構成を示すブロック図である。
［続きあり］
【技術分野】

を当該リンク先に対応する位置に移動させ、前記再生手

【０００１】

段に当該再生データを再生させる再生制御手段と、

本発明は、再生装置に関する。

前記再生データの再生速度を指定する指定手段と、
前記リンク先毎に、前記選択手段により選択された回数

(57)【特許請求の範囲】

を記憶する記憶手段と、を備え、

【請求項１】

前記リンク情報は、前記再生データにおける前記リンク

音声データ及び／又は映像データからなる再生データを

先の位置に関するリンク先位置情報と、前記リンク元と

再生する再生手段と、

前記リンク先との波形の不一致度に関する不一致度情報

前記再生データに対して予め設定されたリンク元に対応

と、前記再生ポイントを前記リンク元から前記リンク先

する複数のリンク先に関するリンク情報に基づいて、予

へ移動させることによって生じる信号エネルギーの損失

め決められた所定の演算式によりリンク元と各リンク先

に関する損失情報と、を含み、

との間の評価値を算出し、当該複数のリンク先の中から

前記選択手段は、前記再生データにおける前記指定手段

当該評価値における評価が最も高いリンク先を選択する

により指定された再生速度に応じた指定再生ポイントと

選択手段と、

、前記リンク情報に含まれるリンク先位置情報に基づく

前記再生手段による前記再生データの再生ポイントが前

リンク先ポイントと、の時間的誤差に関する誤差情報を

記リンク元に対応する位置に対して所定のポイントに達

取得し、当該取得した誤差情報と当該誤差情報に設定さ

すると、当該リンク元を前記選択手段により選択された

れた誤差情報用重み付けとの積と、前記リンク情報に含

リンク先にリンクさせることによって当該再生ポイント

まれる不一致度情報と当該不一致度情報に設定された不
［続きあり］
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(54)【発明の名称】三次元形状計測装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明に係る三次元形状計測装置の第
１の実施の形態における全体構成を示す側面図である。
【図２】図２は、前記三次元形状計測装置の第１の実施
の形態において得られる各分光帯域の干渉縞信号ＩＲ （
ｚ）、ＩＧ （ｚ）、ＩＢ （ｚ）を示すグラフである。
【図３】図３は、前記三次元形状計測装置の第１の実施
の形態において得られる各分光帯域の干渉縞信号ＩＲ （
ｚ）、ＩＧ （ｚ）、ＩＢ （ｚ））の縞コントラストの高
い領域の一部を拡大したものを重ね合わせて示すグラフ
である。
【図４】図４は、前記三次元形状計測装置の第１の実施
の形態において、白色干渉縞の振幅の包絡線及び３つの
干渉縞信号ＩＲ （ｚ）、ＩＧ （ｚ）、ＩＢ （ｚ）の位相
［続きあり］
【技術分野】

前記白色干渉縞に含まれる少なくとも二以上の互いに異

【０００１】

なる分光スペクトル帯域成分の干渉縞を抽出する段階と

本発明は、白色光源から被計測物までの光路長を走査し

、

、この光路長が白色光源から参照鏡までの光路長に等し

前記概略位置の近傍において、前記互いに異なる分光ス

くなる位置を検出して、被計測物の三次元形状を計測す

ペクトル帯域成分の干渉縞の位相が互いに等しい値をと

る三次元形状計測装置（白色干渉計測装置）に関する。

る位置を求めることによって、前記光源から前記被計測
物までの光路長が前記光源から前記参照鏡までの光路長

(57)【特許請求の範囲】

に等しくなる位置を決定する段階と

【請求項１】

を含むことを特徴とする三次元形状計測方法。

広帯域スペクトルをもつ照明光を発生する光源から被計

【請求項２】

測物までの光路長、または、前記光源から参照鏡までの

広帯域スペクトルをもつ照明光を発生する光源から被計

光路長を変化させ、これら光路長が等しくなる位置を検

測物までの光路長を走査し、または、前記光源から参照

出することによって、当該被計測物の三次元形状を計測

鏡までの光路長を走査し、これら光路長が互いに等しく

する三次元形状計測方法において、

なる位置を検出して、前記被計測物の三次元形状を計測

前記参照鏡からの前記照明光の戻り光と前記被計測物か

する白色干渉を用いた三次元形状計測装置であって、

らの前記照明光の戻り光との干渉によって生ずる白色干

前記参照鏡からの前記照明光の戻り光と前記被計測物か

渉縞の振幅の包絡線が最大値を示す位置を含む概略位置

らの前記照明光の戻り光との干渉によって生ずる白色干

を求める段階と、

渉縞について、縞解析法を用いて、この白色干渉縞の振
［続きあり］
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(54)【発明の名称】周波数変調レーダー装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の周波数変調レーダー装置の第一実施例
の構成を示す概略図である。
【図２】図１に示した周波数変調レーダー装置の距離測
定手順を示したフローチャートである。
【図３】図１に示した周波数変調レーダー装置の電圧制
御発振器に加える周波数制御電圧を示すグラフである。
【図４】図１に示した周波数変調レーダー装置の電圧制
御発振器を周波数制御電圧を加えて周波数変調したとき
の周波数の変化を示すグラフである。
【図５】図１に示した周波数変調レーダー装置の電圧制
御発振器の発振周波数の時間に対する変化を示すグラフ
である。
【図６】図１に示した周波数変調レーダー装置を使用し
［続きあり］
【技術分野】

と、

【０００１】

前記ビート信号をデジタル信号に変換してデジタルビー

本発明は、物標までの距離を計測するために用いる周波

ト信号を出力するＡ/Ｄ変換器

数変調レーダー装置に関する。

と、
物標が存在せずクラッターのみが存在する状態で前記Ａ

(57)【特許請求の範囲】

/Ｄ変換器によりサンプリング

【請求項１】

したクラッター信号と物標が存在する状態で前記Ａ/Ｄ

三角波形状の変調信号を発生する変調器と、

変換器によりサンプリングしたデ

前記変調信号により周波数変調されたＦＭ信号を生成し

ジタルビート信号との差をとることにより、クラッター

て出力する電圧制御発振器と、

信号を除去して物標によるデジタ

前記ＦＭ信号を送信信号と基準信号とに分配する電力分

ルビート信号を取り出し、この物標によるデジタルビー

配器と、

ト信号が送信角周波数に対して２

前記送信信号を送信する送信アンテナと、

次微分方程式で表現されることを利用して、Ｒを物標ま

前記送信信号の物標で反射された信号を受信し受信信号

での距離、Ｓn+1，Ｓn，Ｓn‑1をデジタルビート信号の

を出力する受信アンテナと、

サンプル値、Ｂを周波数変調の帯域幅、Ｎを整数とする

前記基準信号と前記受信信号とを混合する混合器と、

と、前記２次微分方程式の解が次の（数式１）で表され

この混合器の出力のうち高周波成分を除去してビート信

ることにより物標までの距離を算出する信号処理手段と

号を出力する低域通過フィルタ

を具備することを特徴とする周波数変調レーダー装置。
［続きあり］

27

特許第4452825号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数6

（全18頁）

(51)Int.Cl.
H04N 5/232

ＦＩ
H04N

(2006.01)

（Ｐ４４５２８２５）
(45)発行日 平成22年(2010)4月21日
(24)登録日 平成22年(2010)2月12日
(21)特願2004‑229806

5/232

Z
(22)平成16年(2004)8月5日
(65)特開2006‑050343
(43)平成18年(2006)2月16日

(56)参考文献

特開平04‑336776(JP,A)
特開2001‑197355(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
H04N
5/232

【審査請求日】平成19年(2007)7月10日
(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
西 一樹（外1名）
高野 美帆子

東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】静止画像形成方法及びその記録装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明による静止画記録装置のうち、撮像素子
１５の利得を制御することにより被写体の輝度を拡散信
号によって変調する、第１の実施の形態を示すブロック
図である。
【図２】図１において使用する変調用拡散信号の一列を
示す信号波形図である。
【図３】撮像画像上の被写体像の移動の説明に供する略
線図である。
【図４】撮像画像から被写体を復調する処理の説明に供
する略線図である。
【図５】被写体が輝度変調を受けながら移動することに
よって多重露光される様子を説明した略線図である。
【図６（Ａ）】シミュレーションにおいて用いられた原
［続きあり］
【技術分野】

得る

【０００１】

ことを特徴とする静止画像形成方法。

本発明は静止画像形成方法及びその記録装置に関し、特

【請求項２】

にＣＭＯＳ素子のような電子的撮像素子を用いた電子カ

移動する被写体の露光画像を変調用拡散信号によって変

メラによって移動する被写体の静止画を撮像する場合に

調してなる撮像画像データを撮像画像メモリに記憶する

適用して好適なものである。

ことにより、移動時の上記被写体の画像成分を上記被写
体の移動軌跡に沿って分散させた撮像画像データを得る

(57)【特許請求の範囲】

撮像データ変調部と、

【請求項１】

上記撮像画像メモリから読み出した上記撮像画像データ

移動する被写体の露光画像を変調用拡散信号によって変

を上記移動軌跡に沿って上記被写体の移動方向又はその

調してなる撮像画像データを撮像画像メモリに記憶する

逆方向に移動させながら、復調用拡散信号を用いて再変

ことにより、移動時の上記被写体の画像成分を上記被写

調することにより、上記分散された画像成分を露光開始

体の移動軌跡に沿って分散させた撮像画像データを得、

点位置又は露光終了点位置に凝縮させてなる静止画像を

上記撮像画像メモリから読み出した上記撮像画像データ

得る静止画データ復調部と

を上記移動軌跡に沿って上記被写体の移動方向又はその

を具えることを特徴とする静止画記録装置。

逆方向に移動させながら、復調用拡散信号を用いて再変

【請求項３】

調することにより、上記分散された画像成分を露光開始

上記変調用拡散信号及び上記復調用拡散信号はチャープ

点位置又は露光終了点位置に凝縮させてなる静止画像を

信号又はＭ系列符号である
［続きあり］
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(54)【発明の名称】量子半導体装置およびその製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１（ａ）は本発明の一実施形態に係る半導体
量子ドットデバイスの主要部を示す概略構成図、図１（
ｂ）は、図１（ａ）で用いられる二重積層のＩｎＡｓ量
子ドット上に形成されるナノホールのＨＡＡＤＦ−ＳＴ
ＥＭ画像である。
【図２】ナノホール形成時のＧａＡｓキャップ層のアニ
ール時間に応じたＩｎＡｓ量子ドットのＰＬスペクトル
を示すグラフである。
【図３】図１の構成を適用したシングルＱＤ量子半導体
装置の概略構成を示す断面図である。
【図４】図３のシングルＱＤ量子半導体装置のメサ部の
製造工程を示す図である。
【図５】図１の構成を適用したＱＤアレイ型量子半導体
［続きあり］
【技術分野】

トに接続する自己形成ナノホール内に形成されるナノホ

【０００１】

ール電極と

本発明は、量子ドット構造を有する量子半導体装置に関

を有することを特徴とする量子半導体装置。

し、特に、個別の量子ドットに対する局所的なキャリア

【請求項２】

の注入、取り出しを行うことのできる量子半導体装置と

前記ナノホール電極の直径は、２０〜３０ｎｍであるこ

、その製造方法に関する。

とを特徴とする請求項１に記載の量子半導体装置。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

前記第２の半導体結晶層の膜厚は、８〜１５ｎｍである

【請求項１】

ことを特徴とする請求項１に記載の量子半導体装置。

半導体基板と、

【請求項４】

前記半導体基板上に位置する第１の量子ドットと、

前記第１および第２の量子ドットはＩｎＡｓであり、前

前記第１の量子ドットを埋め込む第１の半導体結晶層と

記第１および第２の半導体結晶層はＧａＡｓであること

、

を特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の量子半導

前記第１の半導体結晶層上に位置するコンタクト用の第

体装置。

２の量子ドットと、

【請求項５】

前記第２の量子ドットを埋め込む第２の半導体結晶層と

半導体基板上に、第１の量子ドットと、前記第１の量子

、

ドットを埋め込む第１の半導体結晶層を形成するステッ

前記第２の半導体結晶層において、前記第２の量子ドッ

プと、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】携帯端末
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係る携帯端末を適用した携帯電話機の
一実施形態の構成を示した正面図である。
【図２】図１の携帯電話機に備えられた文字入力キーの
構成を示す説明図である。
【図３】図１の携帯電話機に備えられた文字入力キーに
おける仮名文字の割り振り例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
１

携帯電話機

５

入力部

６

基盤

９

文字入力キー

１２

嵌入孔
［続きあり］

【技術分野】

弾性変形材により形成されることを特徴とする携帯端末

【０００１】

。

本発明は、携帯端末に関するものである。

【請求項２】
前記嵌込部の先端部に、前記嵌込部の嵌込方向に直行す

(57)【特許請求の範囲】

る方向における伸縮を補助するためのスリットを有する

【請求項１】

ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。

文字を入力する文字入力キーを有する携帯端末であって
、
前記文字入力キーは、
ユーザが操作を行う操作部と、
前記操作部の端部に形成され、基盤に設けられた文字を
入力するためのスイッチを選択的に押下する複数の押下
部と、
前記操作部を前記基盤に支持させるために前記基盤に対
して嵌め込む嵌込部と、
前記操作部の前記基盤側面であって、前記押下部の近傍
に、略断面三角形状であって基盤側方向に拡開して形成
される切込部と、を備えるとともに、

30

特許第4512821号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数3

（全17頁）

(51)Int.Cl.
H04B 1/707
H04B 7/06
H04J 1/02
H04J 11/00
H04L 1/02

ＦＩ
H04J
H04B
H04J
H04J
H04L

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

（Ｐ４５１２８２１）
(45)発行日 平成22年(2010)7月28日
(24)登録日 平成22年(2010)5月21日
(21)特願2004‑261676

13/00
7/06
1/02
11/00
1/02

D

Z

(22)平成16年(2004)9月8日
(65)特開2006‑080798
(43)平成18年(2006)3月23日

(56)参考文献

特開2002‑124898(JP,A)
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
H04J 13/00 ‑ 13/06
大野 力 外4名,下りリンク
H04B 1/69 ‑ 1/713
ブロードバンド移動体通信に
【審査請求日】平成19年(2007)8月23日
［続きあり］
(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
藤野 忠
岡 裕之

東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】通信システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】実施形態に係る信号列を模式的に示す説明図で
ある。
【図２】実施形態に係る送信機の構成を示すブロック図
である。
【図３】実施形態に係る受信機の構成を示すブロック図
である。
【図４】変更例１に係る通信システムの構成を示すブロ
ック図である。
【図５】第２実施形態に係る通信システムの構成を示す
ブロック図であり、（ａ）は送信機を示し、（ｂ）は受
信機を示す。
【符号の説明】
【００９３】
［続きあり］
【技術分野】

全ユーザ宛の全サブキャリアを重畳する加算器と、

【０００１】

前記複数のサブキャリア上の各信号系列を時間的に遅延

本発明は、MC‑CDMA(Multi‑Carrier‑Code division Mult

させ、この遅延された信号系列を元の信号系列に加算し

iple Access:マルチキャリア−符号分割多元接続)等の

て送信信号を生成する遅延部と、

移動体通信において利用可能な通信システムに関する。

前記送信信号を送信する送信部と
を備え、前記受信機は、

(57)【特許請求の範囲】

前記送信信号を受信する受信部と、

【請求項１】

前記送信信号から前記拡散符号を用いて、前記信号系列

複数のユーザ宛に信号系列を送受信する送信機及び受信

を抽出する逆拡散部と

機からなる通信システムであって、

を備えることを特徴とする通信システム。

前記送信機は、前記信号系列を、前記ユーザ毎に複数の

【請求項２】

サブキャリアに複製する複製部と、

前記遅延部は、前記加算器により重畳された送信信号を

前記各ユーザに少なくとも２つの拡散符号を割り当てる

複製し、この複製された送信信号を元の送信信号に対し

とともに、前記複数のサブキャリア上の各信号系列に対

て、時間的に遅延させて加算するとともに、加算後の信

し、前記各ユーザに固有の複数の拡散符号を時間的に周

号系列のうち、元の送信信号の信号長を超過した後尾部

期的に変動させて、前記信号系列の連続する２送信シン

分の信号系列を、加算後の信号系列の先頭部分に加算す

ボルを１つのシンボルブロックとし、各シンボルブロッ

る

クに対して前記拡散符号を乗算する拡散部と、

ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】設計支援方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】ポイントベース設計とセットベース設計の概念
を比較するための説明図である。
図（ａ）は、伝統的なポイントベース設計における反復
的な設計アプローチを示す図である。図（ｂ）は、セッ
トベース設計のアプローチを示す図である。
【図２】セットベース設計の手順を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３】設計変数範囲と選好度（ＰＮ）との関係を示す
グラフである。
【図４】本発明の実施形態における設計対象となるドア
ビームの説明図であって、図（ａ）はドアビームをドア
に取り付けた状態の図、図（ｂ）はドアビームの断面図
である。
［続きあり］
【技術分野】

記コンピュータにおける算出手段がPRIを算出するステ

【０００１】

ップ：

本発明は各種の設計を支援する方法に関するものである

PRI=NDPI*NPSI

。

ここで、
NDPI：正規化されたDPI；

(57)【特許請求の範囲】

DPI：前記要求性能変数範囲における前記要求性能の選

【請求項１】

好度（ｐ（ｘ））と、前記設計変数範囲と前記設計変数

コンピュータを用いて実行される次のステップを備えた

の入力選好度とから得られる前記要求性能の可能性分布

ことを特徴とする設計支援方法：

（ｑ（ｘ））とから算出される、性能の期待値；

（１）設計変数範囲と、前記設計変数の入力選好度と、

NPSI：正規化されたPSI；

要求性能変数範囲と、前記要求性能の選好度とを設定す

PSI：前記要求性能の可能性分布（ｑ（ｘ））の精度と

るための命令を前記コンピュータが受け付けるステップ

安定性とを示す測度

；

である。

（２）前記コンピュータが、前記設計変数範囲を分割す

【請求項２】

るための命令を受け付けるステップ；

さらに、コンピュータにより実行される次のステップを

（３）前記分割された設計変数範囲における性能の期待

備えたことを特徴とする、請求項１記載の設計支援方法

値およびロバスト性を統合的に評価するために、分割さ

；

れた各設計変数範囲について、以下の式に基づいて、前

（４）前記PRIが０である場合には、該当する分割され
［続きあり］

32

特許第4543172号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数4

（全8頁）

(51)Int.Cl.
A63H 33/00

ＦＩ
A63H

(2006.01)

（Ｐ４５４３１７２）
(45)発行日 平成22年(2010)9月15日
(24)登録日 平成22年(2010)7月9日
(21)特願2005‑36548

33/00

C
(22)平成17年(2005)2月14日
(65)特開2006‑218214
(43)平成18年(2006)8月24日

(56)参考文献

国際公開第2005/003945(WO,A(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
1)
A63H 1/00‑37/00
登録実用新案第3083977(JP,U
A63B 69/02
【審査請求日】平成20年(2008)2月7日
［続きあり］
(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
稲見 昌彦
植田 泰輝

東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光線剣
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第１の実施例に係る光線剣本体の斜視
図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る装着部（ヘッドギ
ア）の斜視図である。
【図３】光線剣本体と装着部の機能を説明するための図
である。
【図４】本発明の第２の実施例に係る装着部の斜視図で
ある。
【図５】本発明の第３の実施例に係る装着部の斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００５９】
１

光線剣本体
［続きあり］

【技術分野】

信部と、

【０００１】

前記信号送信部が送信した前記信号を受信し、前記信号

本発明は、主に玩具として用いられる光線剣に関する。

に基づいて効果音を送出する音声送出部
とを更に備えることを特徴とする請求項１に記載の光線

(57)【特許請求の範囲】

剣装置。

【請求項１】

【請求項３】

光を照射する光源部を有し、人体の頭部に装着される装

前記装着部は、前記光源部が照射する前記光を反射して

着部と、

、前記光線剣本体に前記光が照射されるように調整する

反射部及びカバー部を有する光線剣本体とを備え、

ハーフミラー部を更に備えることを特徴とする請求項１

前記反射部は、棒状で、前記光源部から照射された前記

又は２に記載の光線剣装置。

光を入射した方向に反射させ、

【請求項４】

前記カバー部は、前記反射部を包周及び保護することを

前記光線剣本体は、

特徴とする光線剣装置。

前記反射部の端部側に配置され、前記人体の手部により

【請求項２】

把持可能に構成された把持部を備え、

前記光線剣本体は、

前記反射部を当該反射部の長手方向軸を中心として前記

前記カバー部が物体に接触した状態を検知する検知部と

把持部に対して回転させる回転手段、及び前記反射部を

、

振動させる振動手段のうち、少なくともいずれか一方の

前記検知部が検知した事象を示す信号を送信する信号送

手段を更に備えることを特徴とする請求項１乃至３のい
［続きあり］
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(54)【発明の名称】再生装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る音データ再生装
置の請求項２に対応する構成を説明する図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る音データ再生装
置の要部構成を説明するブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る音データ再生装
置の動作を説明するフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る音データ再生装
置により音データを分析した分析結果の一例を説明する
図（図４（ａ））及び本発明の第１の実施形態に係る音
画像配置図の一例を示す図（図４（ｂ），図４（ｃ），
図４（ｄ））である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る音・映像データ
再生装置の請求項３に対応する構成を説明する図である
［続きあり］
【技術分野】

、前記生成手段により生成された音画像配置図を表示部

【０００１】

に表示させる表示制御手段と、を備え、

本発明は、再生装置に関する。

前記音画像配置図は、現時点において前記音出力部から
出力される音に対応する音画像が認識可能であり、且つ

(57)【特許請求の範囲】

、現時点を含む現時点から過去の時間帯、現時点を含む

【請求項１】

現時点から未来の時間帯、現時点を含む過去から未来の

蓄積された音データ又は外部から逐次入力される音デー

時間帯の３つの時間帯のうち、何れかの時間帯における

タに基づく音を再生して音出力部から出力する再生装置

音画像を含み、

において、

前記生成手段は、

音データを記憶する音データ記憶手段と、

前記音データの再生速度に応じて、前記音画像配置図の

前記音データ記憶手段に記憶された音データを、所定の

前記時間軸の縮尺を変更することを特徴とする再生装置

分析条件に従って分析する分析手段と、

。

前記分析手段による分析結果を、分析結果に対応して予

【請求項２】

め設定された画像データに変換する画像化手段と、

蓄積された音データ又は外部から逐次入力される音デー

前記画像化手段により画像化された画像データに基づく

タに基づく音を再生して音出力部から出力する再生装置

音画像を、現時点を起点とした相対的な時間軸に対応付

において、

けて配置した音画像配置図を生成する生成手段と、

音データを記憶する音データ記憶手段と、

音データに基づく音が前記音出力部から出力される際に

前記音データ記憶手段に記憶された音データを、所定の
［続きあり］
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(54)【発明の名称】カーボンチューブ及びカーボンチューブの製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、本発明のカーボンチューブの実施の形
態の構成を模式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明のカーボンチューブの製造方法
を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明のカーボンチューブの製造方法
の実施例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００５６】
１

カーボンチューブ

２

基板

３

カーボンチューブ構造体

４

アルミニウム層

５、５ａ

アルミナ層
［続きあり］

【技術分野】

カーボンチューブの製造方法。

【０００１】

【請求項３】

本発明は、カーボンチューブ及びカーボンチューブの製

請求項２に記載のカーボンチューブの製造方法において

造方法に関し、特に有機溶剤を用いて製造を行うカーボ

、

ンチューブ及びカーボンチューブの製造方法に関する。

前記導電層上のアルミニウム層を陽極酸化して、前記多
孔体としてのアルミナを形成する工程を更に具備する

(57)【特許請求の範囲】

カーボンチューブの製造方法。

【請求項１】

【請求項４】

柱状の空孔を有する多孔体が表面に設けられた導電層を

請求項１乃至３のいずれか一項に記載のカーボンチュー

一方の電極として、炭素を含有する有機溶剤を電気分解

ブの製造方法において、

して、前記空孔の側壁に炭素層を形成する工程と、

前記有機溶剤は、アルコール系溶剤である

前記多孔体を取り除く工程と

カーボンチューブの製造方法。

を具備する

【請求項５】

カーボンチューブの製造方法。

請求項４に記載のカーボンチューブの製造方法において

【請求項２】

、

請求項１に記載のカーボンチューブの製造方法において

前記アルコール系溶剤は、メタノール、エタノール、及

、

びエチレングリコールのうちの少なくとも一つを含む

前記多孔体は、アルミナである

カーボンチューブの製造方法。

35

特許第4644800号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数8

（全24頁）

(51)Int.Cl.
G06F 3/033
G01B 11/00
G01B 11/26
G06F 3/041

ＦＩ
G06F
G01B
G01B
G06F

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(56)参考文献

特開平11‑248415(JP,A)
特開平05‑265637(JP,A)
特開平07‑146753(JP,A)
【審査請求日】平成19年(2007)11月22日

（Ｐ４６４４８００）
(45)発行日 平成23年(2011)3月2日
(24)登録日 平成22年(2010)12月17日
(21)特願2005‑3118

3/033
11/00
11/26
3/041

310 Y
H
H
380 N

(22)平成17年(2005)1月7日
(65)特開2006‑190212
(43)平成18年(2006)7月20日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
G06F
3/033
G01B 11/00
［続きあり］

(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
多田 好克（外1名）
山崎 慎一

東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】３次元位置入力装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】円錐形を平面で切断したときの断面図形を示す
図である。
【図２】光源の姿勢の変化による平面投影像の変化を示
す図である。
【図３】光源が平面に対して垂直になっているときの平
面投影像を示す図である。
【図４】光源が平面に対して斜めになっているときの平
面投影像を示す図である。
【図５】楕円の平面投影像に対応する、撮像機器により
撮影された２次元の画像データ（ｘ，ｙ）をｘ−ｙ座標
で示した図である。
【図６】傾きのない標準形の楕円をｘ−ｙ座標で示した
図である。
［続きあり］
【技術分野】

前記シグナルパターンに基づいて複数の入力処理を識別

【０００１】

する入力処理識別手段と、

本発明は、電子黒板あるいはコンピュータ等に３次元位

予め登録された異なる複数のシグナルパターンの情報に

置情報を入力あるいは表示するための３次元位置入力装

対応した個別処理を実行する個別処理実行部と、

置に関する。

前記平面投影像を撮影する撮像機器と、
前記撮像機器により撮影された画像から前記平面投影像

(57)【特許請求の範囲】

の特徴量を算出する特徴量算出手段と、

【請求項１】

前記特徴量から前記ポインティングデバイスの３次元位

先端部分に光源を持ち、前記光源が出力する光の消滅及

置及び回転角を算出する位置算出手段とを具備し、

び出現を切り替える手段を有するポインティングデバイ

前記入力処理識別手段は、前記一定時間内に出現した前

スと、

記シグナルパターンと前記予め登録された異なる複数の

前記ポインティングデバイスの発する前記光が作る楕円

シグナルパターンとの一致を判断し、一致した場合は前

または円の平面投影像を映す平面状の投影部と、

記個別処理実行部が前記個別処理を実行し、一致しない

前記光源が出力する光の消滅及び出現を切り替える手段

場合は、前記信号取得部が新たにシグナルパターンを再

により前記光源の光を消滅させることで前記平面投影像

取得し、前記新たなシグナルパターンと前記予め登録さ

が消えたときから一定時間、前記光の消滅及び出現をＯ

れた異なる複数のシグナルパターンとの一致を判断する

Ｎ／ＯＦＦ情報として時間的に羅列するシグナルパター

ことを特徴とする３次元位置入力装置。

ンを取得する信号取得部と、

【請求項２】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】微小変位計測法及び装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１（ａ）〜図１（ｅ）は、本発明に係る微小
変位計測法を説明するための工程図であり、具体的には
測定対象物の変位前のスペックル画像に対して施す処理
工程である。
【図２】図２（ａ）〜図２（ｅ）は、変位後のスペック
ル画像に対して施す処理工程である。
【図３】図３は、図１及び図２の処理により得られた複
素相関関数の絶対値分布を示す図である。
【図４】図４は、本発明に係る微小変位計測装置１の構
成を説明する図である。
【図５】図５は、本発明に係る微小変位計測装置１の動
作を説明するためのフローチャート（その１）である。
【図６】図６は、本発明に係る微小変位計測装置１の動
［続きあり］
【技術分野】

と、

【０００１】

前記第１ヒルベルト変換工程後の周波数スペクトルから

本発明は、レーザースペックルパターンやランダムドッ

周波数成分を抽出する第１周波数抽出工程と、

トパターンなどのように空間的にランダムな構造を有す

前記周波数成分をＮ次元フーリエ逆変換（Ｎ＝１，２）

るパターンやテクスチャを指標として物体の微小変位や

して第１複素解析信号を取得する第１フーリエ逆変換工

３次元形状を非接触で計測する微小変位計測法及び装置

程と、

に関し、特に、このようなパターンの解析信号が有する

前記第１複素解析信号の振幅値を一定値となるように補

擬似位相情報を利用して高精度な非接触計測を実現する

正を行う第１振幅補正工程と、

微小変位計測法及び装置に関する。

前記振幅補正された第１位相限定解析信号を記録する第
１位相限定信号記録工程と、

(57)【特許請求の範囲】

一方、前記第１撮像工程後、前記測定対象物の表面を撮

【請求項１】

像する第２撮像工程と、

測定対象物の表面を撮像する第１撮像工程と、

前記第２撮像工程で撮像した画像をＮ次元フーリエ変換

前記第１撮像工程で撮像した画像をＮ次元フーリエ変換

（Ｎ＝１，２）する第２フーリエ変換工程と、

（Ｎ＝１，２）する第１フーリエ変換工程と、

前記第２フーリエ変換工程で変換された周波数スペクト

前記第１フーリエ変換工程で変換された周波数スペクト

ルのゼロ周波数を含む平面内の半分又は一部の周波数ス

ルのゼロ周波数を含む平面内の半分又は一部の周波数ス

ペクトル振幅をゼロに置換する第２ヒルベルト変換工程

ペクトル振幅をゼロに置換する第１ヒルベルト変換工程

と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】検体動作制御装置、検体動作用のパラメータの取得方法、及び検体動作制御方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の一実施形態に係る検体動作制御装置の
概略的な構成を説明するためのブロック図である。
【図２】図１の装置を用いた、検体動作用のパラメータ
の取得方法を説明するためのフローチャートである。
【図３】検体動作用のパラメータの取得における、図１
の装置の動作を説明するための説明図である。
【図４】図１の装置を用いた、検体動作の制御方法を説
明するためのフローチャートである。
【図５】検体動作の制御における、図１の装置の動作を
説明するための説明図である。
【図６】本発明の実施例１におけるピペットと振動部の
具体的構造を示す説明図である。
【図７】図６の側面図である。
［続きあり］
【技術分野】

第一の振動波を生成するための情報と、引き寄せられた

【０００１】

検体を回転させる波動を発生させる第二の振動波を生成

本発明は、細胞などの検体の位置や姿勢を制御する技術

するための情報とを含んでいる

に関するものである。

ことを特徴とする検体動作制御装置。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記第一の振動波を生成するための情報と、前記第二の

【請求項１】

振動波を生成させるための情報は、少なくとも、振動の

ピペットと、振動部と、制御部と、記憶部とを備え、

振幅および周波数についての情報を含むことを特徴とす

前記ピペットの少なくとも一部は、液体の内部に配置さ

る請求項１記載の検体動作制御装置。

れるものであり、

【請求項３】

前記振動部は、前記ピペットを振動させる構成となって

以下のステップを備えることを特徴とする、請求項１記

おり、

載の検体動作制御装置における検体動作用のパラメータ

前記制御部は、前記振動部に対して、前記ピペットを振

の取得方法：

動させるための振動信号を供給する構成となっており、

（１）前記ピペットの位置と検体の位置とを前記記憶部

前記記憶部は、前記振動信号を生成するためのパラメー

に記憶するステップ；

タを記憶する構成となっており、

（２）前記ステップ（１）の後、前記ピペットと前記検

前記パラメータは、前記ピペットから所定距離内にある

体との距離が所定範囲内か否かを前記制御部により判断

検体を引き寄せる波動を前記液体内において発生させる

するステップ；
［続きあり］
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(54)【発明の名称】検体動作制御装置及び方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施の形態による検体動作制御装置
の全体構成を示す略線的系統図である。
【図２】図１の検体浮遊液槽の詳細構成を示す平面図で
ある。
【図３】振動駆動部の詳細構成を示す平面図である。
【図４】振動子により注入操作領域２Ｂに生ずる局所流
動の説明に供する略線的斜視図である。
【図５】振動子による検体の引込動作の説明に供する略
線的斜視図である。
【図６】振動子による検体の引込動作の説明に供する略
線的斜視図である。
【図７】振動子の引込位置への引込動作を外れた処理前
検体の転送動作の説明に供する略線的斜視図である。
［続きあり］
【技術分野】

上記検体吸着手段に固定された上記処理前検体に注入剤

【０００１】

を注入処理する注入剤注入手段と

本発明は検体動作制御装置及び方法に関し、特に検体浮

を具え、

遊液槽内の検体浮遊液中に浮遊している多数の検体に１

上記流れ形成手段は、上記検体浮遊液を上記注入操作領

つずつ注入剤の注入処理をするものである。

域を通って流すように上記検体浮遊液を上記検体浮遊液
槽内を循環させるロータを含む

(57)【特許請求の範囲】

ことを特徴とする検体動作制御装置。

【請求項１】

【請求項２】

検体を浮遊させる検体浮遊液を保持する検体浮遊液槽と

上記ロータを上記検体浮遊液槽の外部から回転駆動する

、

回転駆動手段

上記検体浮遊液槽の検体投入領域から注入操作領域に処

を具えることを特徴とする請求項１に記載の検体動作制

理前検体を導入すると共に、上記注入操作領域から処理

御装置。

済検体を検体貯留領域に導出する流れを形成する流れ形

【請求項３】

成手段と、

振動するピペット部材の先端面が上記検体吸着手段を構

上記注入操作領域の所定の位置に上記処理前検体を誘導

成し、かつ上記ピペット部材の先端部の周面が上記振動

する局所流動を形成する振動手段と、

手段を構成する

上記注入操作領域に誘導された上記処理前検体を吸着し

ことを特徴とする請求項１に記載の検体動作制御装置。

て固定する検体吸着手段と、

【請求項４】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】デジタル署名情報生成装置、デジタル署名情報生成方法及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明の一実施形態に係るデジタル署名情報生
成装置の構成例を示す図
【図２】同実施形態に係る署名生成処理手順の一例を示
すフローチャート
【図３】同実施形態に係る署名検証装置の構成例を示す
図
【図４】同実施形態に係る署名検証処理手順の一例を示
すフローチャート
【図５】同実施形態に係るデジタル署名システムの構成
例を示す図
【図６】同実施形態に係る認証極により保存及び公開さ
れる識別情報及び公開鍵のリストの構成例を示す図
【図７】否認不可署名の鍵の生成手順を示すフローチャ
［続きあり］
【技術分野】

記第１の情報が前記秘密鍵を用いて生成されたことを保

【０００１】

証するための第２の情報を生成する第２の生成手段と、

本発明は、デジタル署名情報を生成するためのデジタル

前記第１の情報及び前記第２の情報を含むデジタル署名

署名情報生成装置、デジタル署名情報生成方法及びプロ

情報を出力する出力手段とを備えたことを特徴とするデ

グラムに関する。

ジタル署名情報生成装置。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記出力手段は、前記デジタル署名情報に、前記第２の

【請求項１】

情報の生成に用いた公開鍵又はこれらを特定可能な情報

署名対象のデータを入力する入力手段と、

を含む第３の情報をも含めて出力するものであることを

前記データに対する署名者となる第１のユーザの秘密鍵

特徴とする請求項１に記載のデジタル署名情報生成装置

を記憶する記憶手段と、

。

前記第１のユーザ以外の第２のユーザの公開鍵の全部又

【請求項３】

は一部を取得する取得手段と、

前記第１の生成手段及び前記第２の生成手段は、前記第

前記データ及び前記秘密鍵を用いて、個々の前記第２の

１の情報及び前記第２の情報の生成に乱数をも用いるも

ユーザが前記データに対する署名者であることを否認す

のであることを特徴とする請求項１または２に記載のデ

ることを可能にする第１の情報を生成する第１の生成手

ジタル署名情報生成装置。

段と、

【請求項４】

前記公開鍵の全部又は一部及び前記秘密鍵を用いて、前

前記データは、前記第１の情報及び前記第２の情報を用
［続きあり］
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(54)【発明の名称】生物検出装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０３４９】
【図１】含水率20[%]乃至50[％]における、マイクロ波
センサの送信信号の周波数と、野菜栽培土の減衰定数α
との関係の一例を示す図である。
【図２】含水率20[%]乃至50[％]における、マイクロ波
センサの受信信号の受信レベルと、野菜栽培土中に存在
する食害虫を示す円筒モデルとの関係の一例を示す図で
ある。
【図３】本発明が適用される生物検出装置の機能的構成
例を示す機能ブロック図である。
【図４】図３の生物検出装置の外観構成例を示す斜視図
である。
【図５】図３の生物検出装置のマイクロ波センサの詳細
な構成例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

号と前記第２の信号とのうちの前記第１の信号に対して

【０００１】

位相を180度ずらした第３の信号を生成し、前記第１の

本発明は、生物検出装置に関し、特に、マイクロ波を用

信号と前記第２の信号との差分信号である第４の信号を

いて生物を検出する場合に、その検出性能を高めること

生成し、前記第３の信号と前記第２の信号との差分信号

ができるようにした生物検出装置に関する。

である第５の信号を生成し、前記第４の信号と前記第５
の信号とのうちの所定の条件を満たす方の信号を、前記

(57)【特許請求の範囲】

マイクロ波送受信手段から出力された前記第１の信号と

【請求項１】

前記第２の信号に重畳されたノイズに対して処理が施さ

測定対象に存在する生物を検出する生物検出装置におい

れた後のノイズ処理後信号として選択して出力するノイ

て、

ズ処理手段と、

前記測定対象に対してマイクロ波を送信信号として送信

前記ノイズ処理手段から出力された前記ノイズ処理後信

し、前記送信信号が前記生物により反射された結果得ら

号を利用して、前記生物の存在を検出する検出手段と

れる反射波を受信信号として受信し、前記送信信号と前

を備えることを特徴とする生物検出装置。

記受信信号との位相差に基づいて前記受信信号を直交検

【請求項２】

波し、その結果得られる互いに位相が90度異なる第１の

前記ノイズ処理後信号を選択するための前記所定の条件

信号と第２の信号とを出力するマイクロ波送受信手段と

は、信号の特徴を示す所定の属性のレベルが最小である

、

という条件である

前記マイクロ波送受信手段から出力された前記第１の信

ことを特徴とする請求項１に記載の生物検出装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】測定装置および方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】従来の高さ測定方法を説明する図である。
【図２】本発明を適用した測定装置１０の構成例を示す
ブロック図である。
【図３】ゾーンプレート生成部６１の構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】計測処理部１０１の構成例を示すブロック図で
ある。
【図５】入射角θを説明する図である。
【図６】入射角θを説明する他の図である。
【図７】光源強度Ｉsの例を示す図である。
【図８】検出強度Ｉdetの例を示す図である。
【図９】検出強度Ｉdetの他の例を示す図である。
【図１０】高さ検出の例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

選択された前記ゾーンプレートを用いて強度を入射角に

【０００１】

応じた値に調整した光を前記被測定物体に照射して検出

本発明は、測定装置および方法、並びにプログラムに関

強度を測定する測定手段と、

し、特に被測定物体の形状を迅速に測定することができ

前記選択手段により順次選択された前記ゾーンプレート

るようにする測定装置および方法、並びにプログラムに

の各々を用いて、前記測定手段によりそれぞれ測定され

関する。

た前記検出強度に基づいて、その振幅をその平均値で除
算して得られるコヒーレンスの分布を求め、前記コヒー

(57)【特許請求の範囲】

レンスの最大値が得られた前記ゾーンプレートの周波数

【請求項１】

に基づいて、前記被測定物体の高さを演算する演算手段

ゾーンプレートに基づき形成されたゾーンプレート状の

と

光強度分布により光源の強度を入射角に応じた値に調整

を備え、

して、被測定物体の高さを測定する測定装置において、

前記選択手段は、初期位相が、１周期を表す定数である

観測系の合焦位置を測定範囲の第１の基準位置に設定し

２π、前記検出強度として検出されるキャリア信号の周

た後、前記測定範囲の第２の基準位置に達するまで、前

波数、および前記ゾーンプレートの周波数の積に基づい

記観測系のレンズの被写界深度に対応する分ずつ順次移

て決定されるように規定されている前記ゾーンプレート

動する設定手段と、

を選択する

前記合焦位置のそれぞれにおいて、所定の周波数の前記

ことを特徴とする測定装置。

ゾーンプレートを順次選択する選択手段と、

【請求項２】
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(54)【発明の名称】生成装置および方法、測定装置および方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】従来の高さ測定方法を説明する図である。
【図２】本発明を適用した測定装置１０の構成例を示す
ブロック図である。
【図３】ゾーンプレート生成部６１の構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】計測処理部１０１の構成例を示すブロック図で
ある。
【図５】入射角θを説明する図である。
【図６】入射角θを説明する他の図である。
【図７】光源強度Ｉsの例を示す図である。
【図８】検出強度Ｉdetの例を示す図である。
【図９】検出強度Ｉdetの他の例を示す図である。
【図１０】高さ検出の例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

とき用いる前記光源の光の波長、および前記被測定物体

【０００１】

を観測する観測系のレンズの焦点距離に基づいて決定す

本発明は、生成装置および方法、測定装置および方法、

る走査ステップ決定手段と、

並びにプログラムに関し、特に被測定物体の形状を迅速

前記検出強度として検出されるキャリア信号の周波数を

に測定することができるようにする生成装置および方法

前記幅決定手段で決定された周波数帯域の幅と前記走査

、測定装置および方法、並びにプログラムに関する。

ステップ決定手段で決定された走査ステップに基づいて
決定する周波数決定手段と、

(57)【特許請求の範囲】

前記ゾーンプレートを決定するパラメータのうちの初期

【請求項１】

位相を、前記ゾーンプレートの周波数を決定すると一義

ゾーンプレートに基づき形成されたゾーンプレート状の

的に決定されるように設定して、前記ゾーンプレートを

光強度分布により光源の強度を入射角に応じた値に調整

生成するゾーンプレート生成手段と

して、被測定物体の高さを測定する測定装置に用いる前

を備え、

記ゾーンプレートを生成する生成装置において、

前記ゾーンプレート生成手段は、前記初期位相を、１周

前記測定装置により検出される検出強度をフーリエ変換

期を表す定数である２π、前記検出強度として検出され

した場合に得られる−１次または＋１次フーリエスペク

るキャリア信号の周波数、および前記ゾーンプレートの

トルの周波数帯域の幅を決定する幅決定手段と、

周波数の積に基づいて決定する

前記ゾーンプレートの周波数の走査ステップを、前記被

ことを特徴とする生成装置。

測定物体の高さの検出単位、前記被測定物体を測定する

【請求項２】
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(54)【発明の名称】流動数管理システム、方法、及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本実施形態による流動数管理システムの機能構
成例を示す概略ブロック図である。
【図２】本実施形態による流動数管理システムのハード
ウェア構成例を示す概略ブロック図である。
【図３】図３は流動数管理システムによる流動数管理方
法の処理手順例（基本ロジック例）を示すフォローチャ
ートである。
【図４】本実施形態の管理対象における流入量、流出量
、在庫量、確定注文量を示す図。
【図５】流入量の累積量と流出量の累積量とを流動数図
法化した模式図である。
【図６】本実施形態の管理対象における流入量の累積量
と流出量の累積量及び確定注文量の累積量を流動数図法
［続きあり］
【技術分野】

を管理図によりシンボリックに判定する移動基準在庫量

【０００１】

管理手段と、

本発明は、例えばオンデマンドＳＣＭ（サプライチェー

前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に

ンマネージメント）環境下における在庫の適正水準を決

関する総ペナルティー費用が最小となる次期流出量を求

定し管理するための流動数管理システム、方法及びプロ

め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投

グラムに関する。

入量算定手段と、
算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数

(57)【特許請求の範囲】

図表の管理限界線により判定する投入量管理手段と、

【請求項１】

前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前

管理対象における流入量データと流出量データと確定注

記投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定され

文データ（先行データ）とを時間に対応するデータとし

た前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように

て取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期

改善する投入量改善手段と

の流出量とから次期流出量の予測値を算出する予測値算

を備えることを特徴とする流動数管理システム。

出手段と、

【請求項２】

前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を

前記在庫量に関する総ペナルティー費用及び前記流出量

求め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小となる

に関する総ペナルティー費用は、次期以降の予測値、現

移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、

在前後の在庫量及び流出量の変動に応じて変位させるこ

算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否か

と
［続きあり］
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(54)【発明の名称】カット点検出システムおよび該カット点検出システムを用いたショット識別システム、カット点検*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明に係わるカット点検出システムおよびシ
ョット識別システムの一例を示すブロック図である。
【図２】一般的な動画像の構造を示す概念図である。
【図３】動画像圧縮データについて、再生順、ビットス
トリーム順、出力順の関係を説明する概念図である。
【図４】フレームの構造を示す概念図であり、併せてＭ
ＢＴの種類を示している。
【図５】カット点が発生する位置とＢフレームが参照す
るフレームとの関係を示す概念図である。
【図６】カット点が発生する位置とＰフレームが参照す
るフレームとの関係を示す概念図である。
【図７】ＭＢＴ記号と該ＭＢＴ記号を与える条件との関
係を示す表である。
［続きあり］
【技術分野】

ら動画像のカット点を判別する手段とを含むカット点検

【０００１】

出システムと、

本発明は、動画圧縮データのカット点を検出するカット

前記カット点検出システムにより検出された二つのカッ

点検出システム、及び、このカット点検出システムによ

ト点間を識別対象となるショットとする手段と、

り区分されるショットの内容を識別するショット識別シ

前記識別対象となるショットについて前記カット点検出

ステム、カット点検出方法、並びにカット点検出プログ

システムにより作成したＭＢＴ記号列を用いて推定モデ

ラムに関するものである。

ルによりその確率が最大となるものを選定して識別する
手段とを含むことを特徴とするショット識別システム。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

上記推定モデルは、あらかじめ識別したいショットであ

ＭＢＴ情報を含む動画圧縮データからフレーム毎にＭＢ

るイベントショットが含まれる動画圧縮データから特定

Ｔ情報を抽出する手段と、

のイベントショットを選定し、この特定のイベントショ

この抽出されたフレーム毎のＭＢＴ情報から特定のＭＢ

ット毎に上記ＭＢＴ記号列を作成し、このＭＢＴ記号列

Ｔが含まれる頻度を求め、その頻度的特徴に応じてフレ

を学習対象ＭＢＴ記号列としてイベントショット毎に学

ーム毎に所定のＭＢＴ記号を付与するとともに、このＭ

習させるようにしたものを用いることを特徴とする請求

ＢＴ記号をフレーム順に対応するように並べることで、

項１記載のショット識別システム。

ＭＢＴ記号列を作成する手段と、

【請求項３】

このＭＢＴ記号列中におけるＭＢＴ記号の配列的特徴か

上記推定モデルが隠れマルコフモデルであることを特徴
［続きあり］
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(54)【発明の名称】放送番組の視聴率をＰ２Ｐネットワークを使用して集計するシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】コンテンツベース推薦の概念を示す模式図であ
る。
【図２】コラボレーティブ推薦の概念を示す模式図であ
る。
【図３】コラボレーティブホライズンの概念を示す模式
図である。
【図４】放送番組と同期した掲示板の話題について、時
間経過と盛り上がりの関係を示すグラフである。
【図５】ＴＶ番組に対する掲示板へのメッセージ投稿数
の順位を番組ジャンルごとに集計したグラフである。
【図６】情報集計方法の一例を示す模式図である。
【図７】情報集計アルゴリズムの仕組みを示す模式図で
ある。
［続きあり］
【技術分野】

ンクを張りなおす手段とを

【０００１】

有することを特徴とする、放送番組の視聴率をP2Pネッ

本発明は、放送番組の視聴率をP2Pネットワークを使用

トワークを使用して集計するシステム。

して集計するシステムに関するものである。

【請求項２】
視聴率データを収集し、集計する手段は、各ノードが、

(57)【特許請求の範囲】

各ノード自身の情報（0次情報）、他の1つのノードが得

【請求項１】

た情報（1次情報）、さらに他の1つのノードを介して得

複数の視聴者に対応したノードを接続したネットワーク

た情報（2次情報）・・・毎に集計することを特徴とす

を利用した視聴率を集計するシステムにおいて、

る、請求項1記載の放送番組の視聴率をP2Pネットワーク

各ノードから、他のノードに対して受信リンクを張る手

を使用して集計するシステム。

段と、
ネットワークを構成する各ノードが、受信リンクを張ら
れたノードに対して定期的にリンクを介して視聴率に関
するデータを送信する手段と、
各ノードにおいて、視聴率に関するデータを収集し、集
計する手段と、
集計された視聴率に関するデータが、一定期間受信され
ないノードとの受信リンクを切断し、他のノードとのリ
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(54)【発明の名称】分波回路及びその設計方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来のアンテナ共用器の一例の構成である。
【図２】本発明の分波回路であるアンテナ共用器の第１
実施形態の回路構成図である。
【図３】図２の等価回路図である。
【図４】理想的な特性を持つ送信側帯域通過フィルタと
受信側帯域通過フィルタのアドミタンスインバータを用
いた等価回路図である。
【図５】図３（Ａ），（Ｂ）の等価回路にアドミタンス
インバータを用いた等価回路図である。
【図６】本発明を説明するためのアドミタンスインバー
タを用いた等価回路図である。
【図７】図３における反射、透過特性図である。
【図８】図３におけるアイソレーション特性図である。
［続きあり］
【技術分野】

特徴とする分波回路。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、分波回路及びその設計方法に関し、特に、帯

前記１段目の各結合素子の値及び前記１段目の各共振回

域通過フィルタ特性を持つフィルタ回路、このフィルタ

路のインピーダンス、前記分布定数線路と前記結合素子

回路を複数用いた分波回路及びその設計方法に関する。

との接続点である結合位置、位相定数が、前記各帯域通
過フィルタにおける信号の通過帯域がそれぞれ所望の周

(57)【特許請求の範囲】

波数になるように、選択されていることにより、前記１

【請求項１】

段目の各結合素子及び前記１段目の各共振回路は、共振

結合素子と前記結合素子の一端に分布定数線路の長手方

手段としての機能に加え、前記各帯域通過フィルタのイ

向における任意の点を接続した共振回路とを有するユニ

ンピーダンスマッチング手段としての機能をそれぞれ具

ットを１段以上備えてなり、互いに異なる周波数帯域の

備することを特徴とする請求項１に記載の分波回路。

信号を通過させる帯域通過フィルタを２以上有し、

【請求項３】

前記各帯域通過フィルタの一端が共通のポートに直接接

前記各帯域通過フィルタは、各中心周波数において、

続され、

所要の帯域通過フィルタに信号を通過させる際に、他の

前記各帯域通過フィルタの前記ポートに最も近い１段目

帯域通過フィルタにおける前記共振回路の接点が短絡状

の前記結合素子及び前記共振回路は、共振手段としての

態となって、前記所要の帯域通過フィルタのボート側か

機能に加え、前記各帯域通過フィルタのインピーダンス

ら見たアドミタンスが所望値となり、

マッチング手段としての機能をそれぞれ具備することを

前記短絡状態で、前記結合素子に対応する第１の仮想結
［続きあり］

47

特許第4742263号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数7

（全22頁）

(51)Int.Cl.
A61H 3/00

ＦＩ
A61H

(2006.01)

（Ｐ４７４２２６３）
(45)発行日 平成23年(2011)8月10日
(24)登録日 平成23年(2011)5月20日
(21)特願2005‑363361

3/00

B
(22)平成17年(2005)12月16日
(65)特開2007‑159971
(43)平成19年(2007)6月28日

(56)参考文献

特開2005‑230099(JP,A)
特開昭61‑187852(JP,A)
特開2004‑174653(JP,A)
【審査請求日】平成20年(2008)12月9日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
A61H
3/00

［続きあり］
(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
友納 昌則（外2名）
長谷川 一郎

東京都調布市調布ヶ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】歩行補助装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の歩行補助装置の全体構成を示す略線図
である。
【図２】体幹装着部の構成（１）を示す略線図である。
【図３】体幹装着部の構成（２）を示す略線図である。
【図４】足部の衝撃緩衝材の説明に供する略線図である
。
【図５】歩行補助装置の装着状態を示す略線図である。
【図６】表面筋電位の計測の説明に供する略線図である
。
【図７】下肢の３次元位置検出（１）の説明に供する略
線図である。
【図８】下肢の３次元位置検出（２）の説明に供する略
線図である。
［続きあり］
【技術分野】

肢の足首部分に設けた第１の検出部材と上記第２棒状部

【０００１】

材の対応部分に設けた第２の検出部材との相互間の動き

本発明は、歩行補助装置に関し、例えば下肢弱体者の平

を検出し、当該第１の検出部材及び第２の検出部材間の

地、不整地、坂及び階段等における随意的な歩行動作を

間隔が離れることがないように上記左側及び右側下肢補

補助する場合に適用して好適なものである。

助手段の上記第１及び第２回動部を回動動作させること
により上記左側及び右側下肢補助手段を上記下肢の動き

(57)【特許請求の範囲】

に追従動作させる追従手段と、

【請求項１】

上記下肢が上記地面に着地している支持脚期中、上記左

装着者の体幹部に装着される体幹保持手段と、

側及び右側の下肢補助手段の上記第２棒状部材の先端で

上記体幹保持手段の左及び右側位置に取り付けられた第

上記地面を押し付け続けることにより装着者自身の自重

１回動部と、該第１回動部によって回動動作する第１棒

によって関節部位に生じる負荷を低減させる抜重制御手

状部材と、該第１棒状部材の下端に取り付けられた第２

段と

回動部と、該第２回動部によって回動動作する第２棒状

を具えることを特徴とする歩行補助装置。

部材と、該第２棒状部材の下端に取り付けられた足部と

【請求項２】

をそれぞれ有し、上記体幹部から下肢の両側に沿いかつ

上記歩行補助装置は、

当該下肢とは離間した状態で下方向に上記足部に至るま

上記下肢の位置に基づいて上記下肢が地面に接地するよ

でそれぞれ延在する左側及び右側下肢補助手段と、

りも先、若しく上記下肢が地面に接地するのとほぼ同時

上記下肢が地面から離れている遊脚期において、上記下

に上記左側及び右側下肢補助手段の上記第２棒状部材の
［続きあり］
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(54)【発明の名称】回転翼機構、該回転翼機構を用いた移動体、並びに発電機
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施形態である回転翼機構の一
部省略正面図である。
【図２】図１の回転翼機構の側面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態である回転翼機構の一
部省略正面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態である回転翼機構の一
部省略正面図である。
【図５】本発明の第４の実施形態である移動体の斜視図
である。
【図６】図５の移動体の側面図である。
【図７】図５の移動体の平面図である。
【図８】本発明の第５の実施形態である発電機の斜視図
である。
［続きあり］
【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

前記パンタグラフ駆動手段は、前記主軸に対して接近及

本発明は、回転翼機構、該回転翼機構を用いた移動体、

び離間するように前記回転体上に摺動自在に取り付けら

並びに発電機に関する。

れたスライダと、前記主軸に対して偏心した位置に固定
配置され、前記主軸と平行な従節軸と、一端が前記従節

(57)【特許請求の範囲】

軸により回動自在に軸支され、前記従節軸の径方向外側

【請求項１】

に向けて延びると共に他端が前記スライダに対して前記

主軸と、この主軸の軸線周りに回転自在の回転体と、複

主軸と平行な軸線まわりに回動自在に連結された従節ク

数のリンク部材をパンタグラフ状に組み合わせて成り、

ランクとを備え、前記パンタグラフリンクは、前記従節

前記回転体に対して前記主軸の径方向に伸縮自在に取り

クランクと前記スライダとの連結点と、前記回転体上に

付けられたパンタグラフリンクと、前記主軸に対して平

おける前記スライダよりも内側の部位に設定された支点

行かつ翼弦が前記リンク部材の長手方向となるように前

との二点において伸縮自在に軸支されたことを特徴とす

記リンク部材に取り付けられた翼と、前記回転体の回転

る請求項１記載の回転翼機構。

に伴って前記パンタグラフリンクを伸縮させるパンタグ

【請求項３】

ラフリンク駆動手段とを備え、前記回転体が前記主軸の

前記パンタグラフ駆動手段は、前記主軸に対して偏心し

軸線周りに一回転する間に前記翼に生じる流体力の合力

た位置に固定配置され、前記主軸と平行な従節軸と、一

が特定の方向に向くようにしたことを特徴とする回転翼

端が前記従節軸により回動自在に軸支され、前記従節軸

機構。

の径方向外側に向けて延びる従節クランクと、一端が前
［続きあり］
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(54)【発明の名称】３次元ＣＡＤシステム及びソリッドモデルの作成方法
【図面の簡単な説明】

【図１】

【００６１】
【図１】実施形態に係る3次元CADシステムの概略構成を
示すブロックである。
【図２】実施形態に係るソリッドモデルのデータ構造と
グローバルIDの付与を示す説明図である。
【図３】実施形態に係るグローバルIDの付与を例示する
説明図である。
【図４】実施形態に係るクラッチ駆動側のユーザーBに
よるモデリング操作とその操作情報履歴を示す画面構成
図である。
【図５】実施形態に係るクラッチ駆動側のユーザーBに
よるモデリング操作とその操作情報履歴を示す画面構成
図である。
【図６】実施形態に係るクラッチ駆動側のユーザーBに
［続きあり］
【技術分野】

を識別するグローバルIDを付与する第1のグローバルID

【０００１】

生成部と、

本発明は、仮想的に定義された3次元座標上においてソ

前記リモートソリッドモデルを作成した操作情報履歴を

リッドモデルを作成するカーネルを複数含み、これら複

、前記グローバルIDと関連づけて蓄積する操作情報履歴

数のカーネル間で共通のデータを相互運用する3次元CAD

蓄積部と、

（Computer

前記操作情報履歴と、これに関連づけられたグローバル

Aided

Design）システム及びソリッドモ

IDとをセットとして前記ローカルカーネルに送信する操

デルの作成方法に関する。

作情報履歴送信部と、
(57)【特許請求の範囲】

前記ローカルカーネル側において、前記リモートソリッ

【請求項１】

ドモデルの操作情報履歴及びグローバルIDを受信する操

仮想的に定義された３次元座標上において仮想的な立体

作情報履歴受信部と、

形状であるソリッドモデルを作成するローカルカーネル

受信された操作情報履歴に含まれるリモートカーネルに

と、該ローカルカーネルにネットワークを介して接続さ

おける各操作を、当該各操作に対応する当該ローカルカ

れたリモートカーネルを含み、これらのカーネル間で共

ーネルが有する操作に置換する操作情報翻訳部と、

通のデータを相互運用する３次元CADシステムであって

受信された操作情報履歴に基づいて、前記置換された操

、

作を順次実行し、ローカルカーネルを作成する操作情報

前記リモートカーネル側において作成されたリモートソ

実行部と、

リッドモデルを構成する各要素に対し、それぞれの要素

操作情報実行部により生成されたローカルソリッドモデ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】キャラクタ情報処理方法及びキャラクタ情報処理装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明におけるキャラクタの眼球状態の決定要
因を示す図である。
【図２】本発明におけるインタラクションモデルの構成
を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るゲームの概略を示す図
である。
【図４】本発明の一実施例に係るゲームのフローチャー
トである。
【図５】図３のキャラクタの表情変化の例を示す図であ
る。
【図６】図３のキャラクタの情報構成を示す図である。
【図７】本発明の一実施例に係るゲームの情報構成を示
す図である。
［続きあり］
【技術分野】

の心理状態を表す心理的要因情報を生成する工程と、

【０００１】

前記感情モデルを用い、前記心理的要因情報に対応する

本発明は、コンピュータにより実現される仮想環境上の

、前記キャラクタの眼球の状態変化を表す眼球状態変化

キャラクタの表情を変化させるためのキャラクタ情報処

情報を生成する工程と

理方法及びキャラクタ情報処理装置に関する。

を有することを特徴とするキャラクタ情報処理方法。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記眼球の状態変化が、瞳孔の拡大縮小、充血程度、涙

【請求項１】

滴量のすべてを含むことを特徴とする請求項１記載のキ

コンピュータが仮想環境上のキャラクタの表情を変化さ

ャラクタ情報処理方法。

せる処理を行うキャラクタ情報処理方法であって、

【請求項３】

前記キャラクタの置かれている状況を表す状況情報を取

前記キャラクタの眼球に入射された光の強度とその変化

得する工程と、

量との少なくとも一方を含む生理的要因情報を生成する

前記キャラクタの置かれ得る状況と、前記キャラクタの

工程をさらに有し、

心理状態を表すための心理的要因の構成要素と、瞳孔の

前記眼球状態変化情報を生成する工程において、前記生

拡大縮小、充血程度、涙滴量の少なくとも１つを含む眼

成された生理的要因情報と前記心理的要因情報とに基づ

球の状態変化との対応関係を示した感情モデルを用いて

いて、前記眼球状態変化情報を生成する

、前記取得された状況情報に対応する、前記感情モデル

ことを特徴とする請求項１又は２に記載のキャラクタ情

に示された心理的要因の構成要素に基づいたキャラクタ

報処理方法。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】３Ｄデザイン支援システム及び３Ｄデザイン支援方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の一実施の形態によるシステム例を示す
構成図である。
【図２】一実施の形態によるヘッドマウントディスプレ
イの例を示す構成図である。
【図３】一実施の形態によるペンの例を示す構成図であ
る。
【図４】一実施の形態による３次元座標変換の例を示す
説明図である。
【図５】一実施の形態によるデザインプロセスの例を示
すフローチャートである。
【図６】一実施の形態による実物大スケッチの例を示す
説明図である。
【図７】一実施の形態によるスケッチに動きを意味付け
［続きあり］
【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

請求項１に記載の３Ｄデザイン支援システムにおいて、

本発明は、例えば各種工業製品のデザインを検証するの

前記立体像表示手段は、操作者の頭部に装着するヘッド

に使用して好適な３Ｄデザイン支援システム及び３Ｄデ

マウントディスプレイであり、当該ヘッドマウントディ

ザイン支援方法に関する。

スプレイ自身の位置及び方向を算出する機能を備えて、
位置と方向に対応した立体像を表示させることを特徴と

(57)【特許請求の範囲】

する３Ｄデザイン支援システム。

【請求項１】

【請求項３】

実空間上に立体像を表示する立体像表示手段と、

請求項１に記載の３Ｄデザイン支援システムにおいて、

前記立体像表示手段により立体表示可能な像を手書きで

前記描画手段は、描画時の実空間位置を算出する機能を

描画する描画手段と、

備えて、算出された実空間位置を、描画位置とすること

前記描画手段により描画された立体像の中の特定範囲の

を特徴とする３Ｄデザイン支援システム。

部材を指定する指定手段と、

【請求項４】

前記指定手段により指定された部材の立体的な動きを割

請求項１に記載の３Ｄデザイン支援システムにおいて、

り当てる動き割り当て手段とを備え、

前記動き割り当て手段により割り当てられた動きは、前

前記動き割り当て手段により割り当てられた動きを前記

記部材を第１の空間位置と第２の空間位置との間で前記

立体像表示手段により表示された前記部材に与えること

部材を往復移動させる動きであることを特徴とする３Ｄ

を備えたことを特徴とする３Ｄデザイン支援システム。

デザイン支援システム。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】物体追跡装置、異常状態検知装置及び物体追跡方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】物体追跡装置のシステム構成を示す図である。
【図２】物体追跡装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００５６】
１…物体追跡装置、２…カメラ装置、３…初期設定部、
４…物体追跡処理部、５…仮説生成部、６…動作予測部
、７…観測・評価部、８…異常状態検知部、９…尤度モ
デル作成部、１０…遮蔽状態判定部、１１…尤度モデル
更新部、１２…閾値設定部、１３…閾値更新部、１４…
入力装置、１５…出力装置

【技術分野】

上記遮蔽状態であると判定されたときに上記尤度モデル

【０００１】

を追加登録すると共に上記閾値を上記追加登録された回

本発明は、例えば、画像中の物体を追跡する物体追跡装

数毎に低下させて更新する尤度モデル更新手段と、

置、異常状態検知装置及び物体追跡方法に関する。

を備えたことを特徴とする物体追跡装置。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

上記遮蔽状態判定手段は、上記遮蔽状態であると判定さ

【請求項１】

れた後に、最後に上記追加登録された上記尤度モデルよ

追跡対象となる物体の画像を取り込む画像取込手段と、

りも大きな尤度が生成された上記尤度モデルが存在する

上記取り込まれた画像から、上記追跡対象の尤度モデル

ときに上記遮蔽状態が解消されたと判定し、

に基づく仮説より上記追跡対象の動作予測をしながら上

上記尤度モデル更新手段は、最大の尤度が生成された上

記追跡対象の尤度を生成して、上記物体の追跡処理を行

記尤度モデルよりも後に上記追加登録された上記尤度モ

う追跡処理手段と、

デルの登録をすべて削除し、上記閾値を上記削除された

上記生成された上記追跡対象の尤度と予め定められた閾

尤度モデルの個数毎に増大させて更新することを特徴と

値との比較により上記物体の追跡処理の異常状態を検知

する請求項１に記載の物体追跡装置。

する異常状態検知手段と、

【請求項３】

上記異常状態が一定時間継続されたときに上記追跡対象

追跡対象となる物体の画像から、上記追跡対象の尤度モ

は他の追跡対象により遮蔽された状態であると判定する

デルに基づく仮説より上記追跡対象の動作予測をしなが

遮蔽状態判定手段と、

ら上記追跡対象の尤度を生成して、上記物体の追跡処理
［続きあり］
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(54)【発明の名称】金属材料製造方法及び装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施の形態による金属材料製造装置
を示す略線図である。
【図２】多軸鍛造法の微細化加工サイクルの説明に供す
る略線図である。
【図３】温度８７３〔Ｋ〕でひずみ２．４まで多軸鍛造
加工を行ったときに得られた組織を示す結晶粒分布図で
ある。
【図４】温度７７３〔Ｋ〕でひずみ２．４まで多軸鍛造
加工を行ったときに得られた組織を示す結晶粒分布図で
ある。
【図５】温度８７３〔Ｋ〕（＝０．５Ｔｍ）における加
工結果を示す顕微鏡写真図である。
【図６】単相材の８７３〔Ｋ〕（＝０．５Ｔｍ）におけ
［続きあり］
【技術分野】

てなる金属材料を、０．４Ｔｍないし０．７Ｔｍ（Ｔｍ

【０００１】

は上記母相合金結晶組織の絶対温度の融点）の圧縮加工

本発明は金属材料製造方法及び装置に関し、特に多軸鍛

温度で、多軸鍛造加工することにより、上記母相合金結

造法により結晶粒が微細な金属材料を得ようとするもの

晶組織の結晶粒を微細化する

である。

ことを特徴とする金属材料製造方法。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

母相合金結晶組織に直径１〜３〔μｍ〕にして、かつ当

【請求項１】

該母相合金結晶組織より高硬度の第二相粒子を分散させ

母相合金組織に直径１〜３〔μｍ〕にして、かつ当該母

てなる金属材料を、０．４Ｔｍないし０．７Ｔｍ（Ｔｍ

相合金結晶組織より高硬度の第二相粒子を分散させてな

は上記母相合金結晶組織の絶対温度の融点）の圧縮加工

る金属材料を、転位の上昇運動と消滅さらには再配列を

温度で、多軸鍛造加工することにより、上記母相合金結

促し、転位密度を減少させるが、粒界移動が起りにくい

晶組織の結晶粒を微細化する多軸鍛造手段

温度で、多軸鍛造加工することにより、上記母相合金組

を具えることを特徴とする金属材料製造装置。

織の結晶粒を微細化する
ことを特徴とする金属材料製造方法。
【請求項２】
母相合金結晶組織に直径１〜３〔μｍ〕にして、かつ当
該母相合金結晶組織より高硬度の第二相粒子を分散させ
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(54)【発明の名称】眼球位置計測方法及び眼球位置計測装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】眼球の電池モデルを示す図である。
【図２】眼球位置の設定条件を示す図である。
【図３】電極の配置条件の説明図である。
【図４】電極配置条件と視線方向推定の誤差との関係を
示す図である。
【図５】電極配置パターンと電流密度及び電極位置の同
時推定の誤差との関係を示す図である。
【図６】視線方向と電流密度同時推定の説明図である。
【図７】本発明の実施の形態例を示すブロック構成図で
ある。
【図８】本発明の他の実施の形態例（変形例）を示すブ
ロック構成図である。
【図９】本発明の実施形態例のフローチャートである。
［続きあり］
【技術分野】

に取り出された電位差に基づき、

【０００１】

前記眼球位置の推定と前記電流密度の推定とを、複数の

この発明は、眼球位置すなわち眼球位置の計測方法とそ

時間サイクルにわたって交互に繰り返すＥＭ（Expectat

の装置、特に、３点以上の電極を用いて眼の周辺電位の

ion and Maximization）アルゴリズム手法を用いて、前

分布を測定し、眼球位置を推定する眼球位置計測方法及

記眼球位置と前記電流密度もしくは網膜と角膜に帯電し

び眼球位置計測装置に関する。

ているとみなされる電荷の大きさの推定を行う
ことを特徴とする眼球位置計測方法。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記計測された電位から求められた電位差をデジタル信

眼の周辺に装着した少なくとも３点以上の複数の電極に

号として送信し、これを受信した受信回路に接続された

よって検出される電位を、適宜組み合わせてその差電圧

プロセッサ及びデータ処理回路において、前記眼球位置

を取り出し、

の推定と前記電流密度の推定のための計算が行われるこ

取り出された複数の差電位の情報を用いて、眼球を電池

とを特徴とする請求項１に記載の眼球位置計測方法。

とみなしたモデルで眼球の網膜側から角膜側に流れる電

【請求項３】

流密度もしくは網膜と角膜に帯電しているとみなされる

眼の周辺に装着した少なくとも３点以上の複数の電極と

電荷の大きさと、眼球位置と、電極の貼付された位置と

、

、眼球の大きさとを推定し、

該電極間の任意の組み合わせから複数の電極間の電位差

該推定した電極貼付位置と眼球半径を利用して、その後

を検出する信号変換回路と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】微小液滴吐出装置及び方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明による微少液滴吐出装置の一実施の形態
を示す斜視図である。
【図２】液滴生成剤保持管と押出針との基準位置関係を
示す部分的拡大断面図である。
【図３】板ばねと圧縮ばねの曲げ動作の説明に供する略
線図である。
【図４】（Ａ）ないし（Ｃ）は液滴生成工程の説明に供
する略線図である。
【図５】（Ａ）ないし（Ｃ）は液滴生成工程の説明に供
する略線図である。
【符号の説明】
【００５４】
１……微少液滴吐出装置、１Ａ……振動機構部、１Ｂ…
［続きあり］
【技術分野】

る振動機構部と

【０００１】

を具え、上記押出針は、上記第２の上方位置に移動した

本発明は微小液滴吐出装置及び方法に関し、特にｐｌ（

とき先端部分を上記液滴生成剤保持管の上記液滴生成剤

ピコリットル）オーダの微小液滴を液体中で吐出できる

内に引き込み、その後上記第２の下方位置に移動したと

ようにしたものである。

き先端部を上記液滴生成剤保持管から下方に突き出すこ
とにより上記液滴生成剤を上記保持液内に微小液滴とし

(57)【特許請求の範囲】

て吐出する

【請求項１】

ことを特徴とする微小液滴吐出装置。

液滴生成剤を保持し、保持液内に先端部を進入及び退出

【請求項２】

するように上下方向に移動する液滴生成剤保持管と、

上記振動機構部は、

上記液滴生成剤保持管内に進退自在に挿入される押出針

片持梁構成の板ばねの先端に設けられ、上下方向に振動

と、

する振動モータを有する振動駆動部と、

上記液滴生成剤保持管を第１の上方位置及び第１の下方

上記押出針を保持し、上記振動駆動部に圧縮ばねを介し

位置間に移動動作させると共に、当該液滴生成剤保持管

て下方から保持された押出針保持部材と、

の移動動作に同期して、上記液滴生成剤保持管が上記第

上記液滴生成剤保持管を支持し、上記振動駆動部と一体

１の上方位置から下方に移動したとき上記押出針を第２

に移動する支持部材と

の上方位置に移動させかつ上記第１の下方位置から上方

を具えることを特徴とする請求項１に記載の微小液滴吐

に移動したとき上記押出針を第２の下方位置に移動させ

出装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】位相特異点検出方法、及び、位相特異点検出装置、並びに、プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の一実施例のシステム構成図である。
【図２】変位検出プログラムの処理フローチャートであ
る。
【図３】位相特異点取得処理の処理フローチャートであ
る。
【図４】位相特異点取得処理の動作説明図である。
【図５】ヒルベルト変換の位相構造図である。
【図６】スパイラル位相フィルタの位相構造図である。
【図７】スパイラル位相フィルタの位相構造図である。
【図８】ラゲージガウスの位相構造を示す図である。
【図９】ラゲージガウスの位相構造を示す図である。
【図１０】位相特異点取得処理の動作説明図である。
【図１１】位相特異点の位置をサブピクセルで決定する
［続きあり］
【技術分野】

相特異点の位置を決定する位相特異点決定手順とを有し

【０００１】

、

本発明は位相特異点検出方法、及び、位相特異点検出装

前記位相特異点特定手順は、前記擬似位相情報のうち周

置、並びに、プログラムに係り、特に、画像強度情報か

囲の閉経路上の位相勾配の積分が＋−２πの整数倍とな

ら位相特異点を検出する位相特異点検出方法、及び、位

る点を位相特異点の位置として特定することを特徴とす

相特異点検出装置、並びに、プログラムに関する。

る位相特異点検出方法。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記位相特異点決定手順は、前記位相特異点特定手順で

【請求項１】

特定された位相特異点周辺の前記擬似位相情報の実部と

画像強度情報から位相特異点を検出する位相特異点検出

虚部とを各々平面で補間し、ゼロとなる線分の交点を位

方法であって、

相特異点として決定することを特徴とする請求項１記載

前記画像強度情報から擬似位相情報を抽出する擬似位相

の位相特異点検出方法。

情報抽出手順と、

【請求項３】

前記擬似位相情報抽出手順で抽出された前記擬似位相情

前記擬似位相情報抽出手順は、前記画像強度情報をフー

報から前記擬似位相情報の１画素の分解能で位相特異点

リエ変換するフーリエ変換手順と、

の位置を特定する位相特異点特定手順と、

前記フーリエ変換手順で変換された空間周波数スペクト

前記位相特異点特定手順で特定された位相特異点近傍の

ルに対してその複素共役対称性を崩すようなフィルタを

前記擬似位相情報を補間し、その補間結果に基づいて位

かけるフィルタリング手順と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】量子ドットの形成方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る量子ドットの形成
を説明するための模式図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る量子ドットの成長
条件を示す表である。
【図３】図３（ａ）は本発明の第１実施形態に係るＧａ
Ｓｂ／ＧａＡｓ層上へのＩｎＡｓ量子ドットの成長を示
すＡＦＭ像であり、図３（ｂ）および３（ｃ）は、比較
例として、従来方法でＧａＡｓバッファ層上に成長速度
を変えてＩｎＡｓ量子ドットを成長したときのＡＦＭ像
である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るＧａＳｂ／ＧａＡ
ｓ層上へのＩｎＡｓ量子ドットの成長を示すＴＥＭ像で
ある。
［続きあり］
【技術分野】

に記載の量子ドットの形成方法。

【０００１】

【請求項３】

本発明は、量子ドットの形成方法に関し、特に、高密度

前記ＩｎＡｓ量子ドットは、１．１×１０ ｃｍ

で均一な量子ドットを自己形成する方法に関する。

のドット密度で自己形成されることを特徴とする請求項

1 1

‑ 2

以上

１に記載の量子ドットの形成方法。
(57)【特許請求の範囲】

【請求項４】

【請求項１】

前記ＩｎＡｓ量子ドットの自己形成ステップにおいて、

ＧａＡｓ基板の表面に、ＧａＡｓバッファ層を成長して

コアレッセンスの発生が抑制されることを特徴とする請

形成し、

求項１に記載の量子ドットの形成方法。

前記ＧａＡｓバッファ層の表面または前記ＧａＡｓバッ

【請求項５】

ファ層の上層に、ＧａＳｂｘ Ａｓ１

前記ＩｎＡｓ量子ドットは、その成長初期において、細

−

（ｘ＝１）層を

ｘ

０．２４〜１．５２ＭＬ厚に成長して形成し、

線状の２次元島が形成されることを特徴とする請求項１

前記ＧａＳｂｘ Ａｓ１

に記載の量子ドットの形成方法。

−

ｘ

（ｘ＝１）層の表面に、Ｉｎ

Ａｓ量子ドットを成長して自己形成する

【請求項６】

ことを特徴とする量子ドットの形成方法。

ＧａＡｓ基板の表面に、ＧａＡｓバッファ層を成長して

【請求項２】

形成し、

前記ＧａＳｂｘ Ａｓ１

−

ｘ

（ｘ＝１）層は、Ａｓ−Ｓｂ

前記ＧａＡｓバッファ層の表面に、ＧａＡｓＳｂ混晶バ

交換反応によって形成されることを特徴とする請求項１

ッファ層を成長して形成し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】通信ログ視覚化装置、通信ログ視覚化方法及び通信ログ視覚化プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】一実施の形態における通信ログ視覚化システム
の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の通信ログ視覚化システムの表示画面の例
を示す説明図である。
【図３】図２の表示画面の論理情報面を説明するための
概略図である。
【図４】図２の表示画面のポート情報領域を説明するた
めの概略図である。
【図５】図２の表示画面の時間情報面を説明するための
概略図である。
【図６】図２の表示画面の位置情報面を説明するための
概略図である。
【図７】本通信ログ視覚化システムによって不正侵入を
［続きあり］
【技術分野】

段と、

【０００１】

前記論理情報と当該論理情報に関連した通信機器の配置

本発明は、ネットワーク監視して得られる通信ログを表

場所を特定する位置情報とを対応付けて管理する位置情

示する技術に関する。

報管理手段と、
表示に必要な論理情報、時間情報および位置情報を前記

(57)【特許請求の範囲】

論理情報管理手段、前記時間情報管理手段および前記位

【請求項１】

置情報管理手段からそれぞれ読み出す情報取得手段と、

ネットワーク上を流れるパケットを検査して不正侵入の

前記情報取得手段が読み出した前記論理情報を当該論理

監視を行う監視システムが出力する通信ログを入力する

情報に含まれるＩＰアドレスの所定の部分の値を一方の

通信ログ入力手段と、

軸、別の部分の値を他方の軸に対応させた仮想３次元空

前記通信ログ入力手段から前記通信ログを受信し、当該

間上の第１平面に配置し、前記情報取得手段が読み出し

通信ログからＩＰアドレスを含む論理情報と時間に関す

た前記時間情報を前記軸のいずれかと平行で前記第１平

る情報とを抽出する通信ログ解析手段と、

面と交差する第２平面に配置し、前記情報取得手段が読

前記通信ログ解析手段が抽出した前記論理情報を入力し

み出した前記位置情報を前記第１平面及び前記第２平面

て管理する論理情報管理手段と、

それぞれと交差する第３平面に配置して前記論理情報と

前記通信ログ解析手段が抽出した前記時間に関する情報

関連付けて表示し、前記第２平面には、前記第１平面と

を入力し、所定の期間毎の通信量を集計して時間情報と

前記第２平面とが交差する線上に表示される論理情報に

して前記論理情報と対応付けて管理する時間情報管理手

対応した時間情報を表示する表示手段と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】情報処理装置および情報処理方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明を適用した画像処理装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図２】ウェーブレット変換を説明する図である。
【図３】図１の埋め込み部１３の電子透かし埋め込み処
理を説明するフローチャートである。
【図４】図３のステップＳ４の処理を説明する図である
。
【図５】図３のステップＳ４の処理を説明する他の図で
ある。
【図６】図３のステップＳ４の処理を説明する他の図で
ある。
【図７】図３のステップＳ５およびステップＳ６の処理
を説明する図である。
［続きあり］
【技術分野】

埋め込み係数について、それぞれの前記埋め込み係数が

【０００１】

属するサブバンドのレベルに応じて重み付けをして計数

本発明は、情報処理装置および情報処理方法、並びにプ

する計数手段と、

ログラムに関し、特に、悪意のある改竄と圧縮・ノイズ

前記計数手段による計数結果に基づいて、多数決に負け

等の悪意のない変更を区別して、正確に電子透かし情報

た埋め込み係数値を壊れ係数とし、前記ウェーブレット

を復元するとともに、改竄を的確に検出することができ

変換手段によりウェーブレット変換された前記対象情報

るようにする情報処理装置および情報処理方法、並びに

において、サブバンドにわたって関連する係数群毎に、

プログラムに関する。

前記埋め込み係数の数と前記壊れ係数の数を算出する算
出手段と、

(57)【特許請求の範囲】

前記算出手段により算出された前記埋め込み係数の数と

【請求項１】

前記壊れ係数の数を、前記埋め込み係数および前記壊れ

ウェーブレット変換されて電子透かし情報が埋め込まれ

係数が属するサブバンドのレベルに応じて重み付けする

た対象情報の改竄を検出する情報処理装置において、

重み付け手段と、

前記対象情報をウェーブレット変換する変換手段と、

前記重み付け手段により重み付けされた前記壊れ係数の

前記電子透かし情報を構成する複数の同一画素がそれぞ

数と、前記重み付け手段により重み付けされた前記埋め

れ埋め込まれる複数の埋め込み係数を検出する埋め込み

込み係数との比率に基づいて、前記係数群が改竄された

係数検出手段と、

か否かを判定する判定手段と、

前記埋め込み係数検出手段により検出された前記複数の

前記判定手段による判定結果に基づいて、前記係数群の
［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線メッシュネットワーク通信システム、無線通信装置、無線メッシュネットワーク通信システム*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施の一形態に係る無線メッシュネッ
トワーク通信システムを示す図である。
【図２】図１に示す無線メッシュネットワーク通信シス
テムを構築する各無線通信装置の構成を示すブロック図
である。
【図３】送信元となる無線通信装置におけるパケット制
御部での通信経路設定時の処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図４】送信元となる無線通信装置以外の無線通信装置
におけるパケット制御部での通信経路設定時の処理の流
れを示すフローチャートである。
【図５】宛先となる無線通信装置におけるパケット制御
部での通信経路設定時の処理の流れを示すフローチャー
［続きあり］
【技術分野】

それぞれでの無線通信が可能となり、

【０００１】

前記送信元の無線通信装置から前記宛先の無線通信装置

本発明は、送信元の無線通信装置から宛先の無線通信装

までマルチホップにより情報の伝送を行なうべき無線通

置まで一または複数の無線通信装置を中継してマルチホ

信装置の連なりとなる通信経路であって、前記Ｍ以下の

ップにより情報の伝送を行なう無線メッシュネットワー

複数ｍの周波数それぞれでの無線通信による情報の伝送

ク通信システム、その無線メッシュネットワーク通信シ

が可能となる当該通信経路を設定する経路設定手段を有

ステムにおける各通信ノードとなる無線通信装置、及び

することを特徴とする無線メッシュネットワーク通信シ

その無線メッシュネットワーク通信システムにおける通

ステム。

信経路を設定するためのルーティング方法に関する。

【請求項２】
前記経路設定手段は、複数ｍの周波数それぞれにて前記

(57)【特許請求の範囲】

送信元の無線装置から一または複数の無線通信装置を経

【請求項１】

由して所定の要求情報を前記宛先の無線通信装置に伝送

相互に通信可能となる複数の無線通信装置を含み、送信

させる第１手段と、

元の無線通信装置から宛先の無線通信装置まで一または

前記複数ｍの周波数それぞれにて前記宛先の無線通信装

複数の無線通信装置を中継したマルチホップにより情報

置から前記要求情報が経由した一または複数の無線通信

の伝送を行なう無線メッシュネットワーク通信システム

装置をその経由順序と逆の順序にて所定の応答情報を前

であって、

記送信元の無線通信装置まで転送させる第２手段とを有

前記複数の無線通信装置のそれぞれは、複数Ｍの周波数

し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】移動装置及び制御方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】移動装置の全体構成（１）を示す略線的斜視図
である。
【図２】移動装置の全体構成（２）を示す略線的斜視図
である。
【図３】移動部の構成を示す略線的斜視図である。
【図４】電磁石部の構成を示す略線的斜視図である。
【図５】ベース板に対する脚部ユニットの吸着の様子を
模式的に示す略線図である。
【図６】移動装置制御回路の構成を示す略線的ブロック
図である。
【図７】第１移動部と第１ベース板との位置関係を示す
略線的斜視図である。
【図８】コイルへの供給電流及び脚の吸着力並びに圧電
［続きあり］
【技術分野】

上記第１方向に関する上記第１脚部と上記第２脚部との

【０００１】

間隔を変更する第１間隔変更部と、

本発明は移動装置及び制御方法に関し、例えば精密な移

上記第１脚部における磁力を強化することにより上記第

動作業に用いる小型の移動装置に適用して好適なもので

１基台に対する上記第１脚部の吸着力を強化する第１磁

ある。

力強化手段と、
上記第２脚部における磁力を強化することにより上記第

(57)【特許請求の範囲】

１基台に対する上記第２脚部の吸着力を強化する第２磁

【請求項１】

力強化手段と

第１方向へ移動し得る第１移動部と、当該第１方向と異

を具え、

なる第２方向へ移動し得る第２移動部とが一体に構成さ

上記第２移動部は、

れてなる移動装置であって、

磁性体でなる第２基台に対して上記永久磁石の磁力によ

上記第１移動部は、

り吸着される第３脚部と、

磁性体でなる第１基台に対して永久磁石の磁力により吸

上記第２基台に対して上記永久磁石の磁力により吸着さ

着される第１脚部と、

れる第４脚部と、

上記第１基台に対して永久磁石の磁力により吸着される

上記第３脚部及び上記第４脚部の移動可能方向を上記第

第２脚部と、

２方向に制限する第２移動方向制限部と、

上記第１脚部及び上記第２脚部の移動可能方向を上記第

上記第２方向に関する上記第３脚部と上記第４脚部との

１方向に制限する第１移動方向制限部と、

間隔を変更する第２間隔変更部と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】個人認証方法、個人認証システム及び個人認証プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】触刺激を用いた個人認証の流れを示す図であり
、図１Ａは手順（１）システムの動作、図１Ｂは手順（
２）触刺激の登録、図１Ｃは手順（３）個人認証である
。
【図２】触刺激素子及び触刺激要素を示す図であり、図
２Ａは触刺激素子、図２Ｂは触刺激要素である。
【図３】個人認証システムのシステム構成図である。
【図４】触刺激時系列パターンの生成を示す図である。
【図５】触刺激時系列パターンの種類を示す図である。
【図６】触刺激時系列パターンを記憶し易くする方法を
示す図である。
【図７】他の触刺激時系列パターンを記憶し易くする方
法を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

、

【０００１】

上記触刺激時系列パターンの最初の触刺激要素として、

本発明は、例えば、金融機関や公的機関などの個人認証

全ての触刺激時系列パターンに共通の触刺激要素を配置

に用いられる個人認証方法、個人認証システム及び個人

したことを特徴とする個人認証方法。

認証プログラムに関する。

【請求項２】
請求項１記載の個人認証方法において、

(57)【特許請求の範囲】

上記触刺激時系列パターンの触刺激要素の一つに触刺激

【請求項１】

の出力なしの要素を加え、

複数種類の触刺激の中から選択された所望の触刺激要素

上記触刺激時系列パターンの最初の触刺激要素としての

に対応する触刺激を出力し、

共通の触刺激要素の次に、上記触刺激の出力なしの要素

上記選択された触刺激要素を時系列に並べ、

を配置したことを特徴とする個人認証方法。

上記時系列に並べられた触刺激の時系列パターンを構成

【請求項３】

し、

複数種類の触刺激の中から所望の触刺激要素を選択して

上記構成された触刺激の時系列パターンをユーザと対応

入力する入力手段と、

関係を付けて登録し、

上記入力された触刺激要素に対応する触刺激を出力する

上記登録されている触刺激時系列パターンが再現された

触刺激手段と、

とき、上記登録されている触刺激時系列パターンを再現

上記選択された触刺激要素を時系列に並べることにより

したユーザを登録者本人と判定する個人認証方法であり

、触刺激の時系列パターンを構成するパターン構成手段
［続きあり］
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(54)【発明の名称】二次元分布荷重中心位置検出センサおよび二次元分布荷重中心位置検出装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明による二次元分布荷重中心位置
検出装置の実施の形態を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明による二次元分布荷重中心位置
検出センサの実施の形態を示す平面図である。
【図３】図３は、検出エレメントを示す平面図である。
【図４】図４は、検出エレメントを示す断面図である。
【図５】図５は、検出エレメントの１つの部品を示す斜
視図である。
【図６】図６は、検出エレメントの製造方法を示す斜視
図である。
【図７】図７は、検出エレメントに等価である回路素子
を示す電気回路図である。
【図８】図８は、制御装置を示す回路図である。
［続きあり］
【技術分野】

を介して電気的に接続する複数のケーブル

【０００１】

とを具備する二次元分布荷重中心位置検出センサ。

本発明は、二次元分布荷重中心位置検出センサおよび二

【請求項２】

次元分布荷重中心位置検出装置に関し、特に、物体の表

請求の範囲１において、

面に作用する荷重とその荷重の中心位置とを算出すると

前記ケーブルは、変形可能である

きに利用される二次元分布荷重中心位置検出センサおよ

二次元分布荷重中心位置検出センサ。

び二次元分布荷重中心位置検出装置に関する。

【請求項３】
請求の範囲２において、

(57)【特許請求の範囲】

前記複数の検出エレメントは、格子状に配置される

【請求項１】

二次元分布荷重中心位置検出センサ。

荷重が負荷されると第１電極から第２電極までの電気抵

【請求項４】

抗が変化する複数の検出エレメントと、

請求の範囲１〜請求の範囲３のいずれかにおいて、

前記複数の検出エレメントのうちの隣り合う隣接検出エ

前記電気抵抗は、前記荷重に概ね反比例する

レメントを接合し、前記隣接検出エレメントのうちの第

二次元分布荷重中心位置検出センサ。

１検出エレメントの第１電極を前記隣接検出エレメント

【請求項５】

のうちの第２検出エレメントの第１電極に第１抵抗器を

請求の範囲１〜請求の範囲４のいずれかに記載される二

介して電気的に接続し、前記第１検出エレメントの第２

次元分布荷重中心位置検出センサと、

電極を前記第２検出エレメントの第２電極に第２抵抗器

制御装置とを具備し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】仮想環境表示システム、仮想環境表示処理方法、仮想環境表示端末装置、管理処理装置、管理処理*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の実施の形態に係る仮想環境表示システ
ムが適用されるコンピュータゲームシステムの構成を示
す図である。
【図２】図１に示すシステムにおけるゲーム端末装置の
プロセッサが行なう処理の手順を示すフローチャート（
その１）である。
【図３】図１に示すシステムにおけるゲーム端末装置の
プロセッサが行なう処理の手順を示すフローチャート（
その２）である。
【図４】図１に示すシステムにおけるゲームサーバのプ
ロセッサが行なう処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】各ゲーム端末装置とゲームサーバとの間で送受
［続きあり］
【技術分野】

第２の物を前記第２の操作ユニットからの操作入力に基

【０００１】

づいて前記基準進み速さにて動かす表示制御手段と、

本発明は、所謂コンピュータゲーム（ビデオゲーム）等

前記第１の操作ユニットからの操作入力に基づいた前記

に適用可能な仮想環境表示システムに係り、詳しくは、

仮想環境内での前記第１の物の前記基準進み速さでの動

別々に操作可能な少なくとも２つの操作ユニットからの

きを予測する動き予測手段と、

操作入力に基づいて動く２つの物を含む仮想環境を表示

前記基準進み速さにて前記予測された動きがなされるべ

ユニットに表示させるようにした仮想環境表示システム

き予測動き期間中、前記操作入力に基づいた前記第１の

、仮想環境表示処理方法、仮想環境表示端末装置、管理

物の動きに代えて、前記予測動き期間の開始時刻から終

処理装置、管理処理方法及びプログラムに関する。

了時刻より以前の所定時刻までになされるべき前記第１
の物の予測された動きが前記基準進み速さより速い第１

(57)【特許請求の範囲】

の進み速さにてなされ、前記所定時刻から前記終了時刻

【請求項１】

までになされるべき前記第１の物の予測された残りの動

表示ユニットと、

きが引き続きなされて前記終了時刻にて終了するように

第１の操作ユニットと、

前記表示ユニットに表示される前記仮想環境の表示制御

第２の操作ユニットと、

を行なう予測動き表示制御手段とを有することを特徴と

仮想環境を前記表示ユニットに表示させると共に、該仮

する仮想環境表示システム。

想環境において第１の物を前記第１の操作ユニットから

【請求項２】

の操作入力に基づいて所定の基準進み速さにて動かし、

前記予測動き表示制御手段は、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ブレ測定システムおよびブレ測定方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係わるブレ測定システムの一例を示す
ブロック図である。
【図２】同ブレ測定システムにおいて、順次に表示され
るテストパターンを静止画像撮影機で撮影して合成画像
を構成する概念を示す説明図である。
【図３】同ブレ測定システムにおいて、撮影された合成
画像から各テストパターンをパターン認識する概念を示
す説明図である。
【図４】同ブレ測定システムにおいて、移動方向成分毎
の移動量を、静止画像撮影機の回転角に換算する概念を
示す説明図である。
【図５】同ブレ測定システムの手順を示すフローチャー
トである。
［続きあり］
【技術分野】

プレートを前記合成画像に対し重ね合わせながら移動さ

【０００１】

せて、前記合成画像から前記各テンプレートに一致する

本発明は、デジタルカメラ等の撮影機やその他の光学機

画像を認識するパターン認識手段とを具備し、

器のブレを測定するブレ測定システムおよびブレ測定方

前記パターン認識手段による前記各テンプレートの移動

法に関するものである。

方向及び移動量を、前記静止画像撮影の際の前記撮影機
のブレ方向およびブレ量とし、このブレ方向およびブレ

(57)【特許請求の範囲】

量を少なくとも２以上得るようにしたことを特徴とする

【請求項１】

ブレ測定システム。

区別可能な複数種類のテストパターンを順次に表示する

【請求項２】

表示手段と、

上記複数種類のテストパターンの各々が、テストパター

表示される前記複数種類のテストパターンをそれぞれテ

ン間で実質的に互いに重なり合うことのない部分を有す

ンプレートとして記憶する第一記憶手段と、

る図形であることを特徴とする請求項１記載のブレ測定

順次に表示される前記複数種類のテストパターンの内の

システム。

２以上のテストパターンを撮影機で静止画像撮影してな

【請求項３】

る合成画像を記憶する第二記憶手段と、

上記移動方向には、上記合成画像の平面上における垂直

前記第一記憶手段から前記複数種類のテンプレートを呼

方向、水平方向、回転方向が含まれ、

び出すとともに前記第二記憶手段から前記合成画像を呼

上記移動量は、前記方向毎に検出されることを特徴とす

び出し、呼び出された前記テンプレート毎に、そのテン

る請求項２記載のブレ測定システム。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】遠隔操作装置、その情報処理方法、およびプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遠隔操作装置を採
用した情報処理システムを説明するための全体図である
。
【図２】図１に示した情報処理システムの遠隔操作装置
を説明するための図である。
【図３】図１に示した遠隔操作装置の一実施形態に係る
機能を説明するための図である。
【図４】図１に示した遠隔操作装置の一実施形態に係る
機能を説明するための図である。
【図５】図１に示した情報処理システムの外部装置の機
能ブロック図である。
【図６】図１に示した情報処理システムの動作を説明す
るためのフローチャートである。
［続きあり］
【技術分野】

前記操作入力部からの操作信号に基づいて前記遠隔操作

【０００１】

オブジェクトに関する手書きオブジェクトを生成して、

本発明は、遠隔操作装置、その情報処理方法、およびプ

前記生成された手書きオブジェクトと前記遠隔操作オブ

ログラムに関する。

ジェクトを関連付けて前記記憶部に記憶する処理を行い
、前記遠隔操作オブジェクト又は前記手書きオブジェク

(57)【特許請求の範囲】

トの表示指示を受けた場合、前記記憶部から読み出した

【請求項１】

前記遠隔操作オブジェクトと前記手書きオブジェクトを

外部装置を遠隔操作する遠隔操作装置であって、

、規定の相対位置関係で関連付けて前記表示部の画面に

少なくとも前記外部装置を遠隔操作させる機能を有する

表示させる処理を行う制御部と

制御コードが関連付けられた遠隔操作オブジェクトを画

を有することを特徴とする遠隔操作装置。

面に表示する表示部と、

【請求項２】

前記遠隔操作オブジェクトと前記制御コードを関連付け

前記制御部は、前記遠隔操作オブジェクトおよび前記制

て記憶する記憶部と、

御コードを記憶する外部装置から、当該遠隔操作オブジ

前記表示部の画面内の位置を指定する操作信号を入力す

ェクトおよび当該制御コードを前記通信部を介して取得

る操作入力部と、

することを特徴とする請求項１に記載の遠隔操作装置。

前記操作入力部からの操作信号により前記遠隔操作オブ

【請求項３】

ジェクトが指定されると、前記制御コードに応じた制御

前記外部装置は、通信路を介して他の外部装置とデータ

信号を前記外部装置に送信する通信部と、

通信を行い、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】乱数発生器及び乱数発生器の作成方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】（ａ）リングオシレータの基本回路構成例。（
ｂ）本発明の第１の実施の形態に係る乱数発生器を構成
するリングオシレータの基本回路構成例。（ｃ）本発明
の第１の実施の形態に係る乱数発生器の模式的ブロック
構成図。
【図２】リングオシレータによる真の乱数発生回路にお
いて、積極的に配線資源による遅延回路Ｄn を導入しな
い場合のリングオシレータ（タイプＡ：比較例）の発振
波形図と、積極的に配線資源による遅延回路Ｄn を導入
した場合のリングオシレータ（タイプＢ：本発明）の発
振波形図、及びサンプリング波形図。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る乱数発生器に
おいて、単位時間当たりのジッターの割合を増やすため
［続きあり］
【技術分野】

配置されるローカルインターコネクト、カラム方向に延

【０００１】

伸するカラムインターコネクト、及び／又はロウ方向に

本発明は、乱数発生器に関し、特にリングオシレータを

延伸するロウインターコネクトで構成されることを特徴

基本構成とする真の乱数発生を可能とする乱数発生器及

とする乱数発生器。

び乱数発生器の作成方法に関する。

【請求項２】
複数の論理素子で構成されるリングオシレータの当該論

(57)【特許請求の範囲】

理素子間のいずれか又は全てに少なくとも一個以上の配

【請求項１】

線資源からなる遅延回路が設けられている複数のリング

複数の論理素子で構成されるリングオシレータの当該論

オシレータと、

理素子間のいずれか又は全てに少なくとも一個以上の配

前記複数のリングオシレータの出力に接続され,前記複

線資源からなる遅延回路が設けられているリングオシレ

数のリングオシレータの排他的論理和出力を発生する排

ータと、

他的論理和回路と、

前記リングオシレータの出力に接続され、所定のサンプ

前記排他的論理和回路の出力に接続され,所定のサンプ

リング周波数でジッター出力を抽出するサンプリング回

リング周波数でジッター出力を抽出するサンプリング回

路とを備え、

路とを備え、

前記論理素子は、プログラム可能な集積回路内に設けら

前記論理素子は、プログラム可能な集積回路内に設けら

れるロジックエレメントで構成され、前記配線資源は、

れるロジックエレメントで構成され、前記配線資源は、

前記集積回路において、前記ロジックエレメント近傍に

前記集積回路において、前記ロジックエレメント近傍に
［続きあり］
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(54)【発明の名称】時刻同期方法及びそれに用いる通信装置及びノード
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】アドホックネットワークの一例の構成図である
。
【図２】ビーコン周期を説明するための図である。
【図３Ａ】従来のアドホックネットワークにおけるビー
コン送信ノードの選定方法を説明するための図である。
【図３Ｂ】従来のアドホックネットワークにおけるビー
コン送信ノードの選定方法を説明するための図である。
【図４】本発明のアドホックネットワークを構成するノ
ードの一実施形態のブロックである。
【図５】ビーコン送受信処理の第１実施形態のフローチ
ャートである。
【図６Ａ】本発明のアドホックネットワークにおけるビ
ーコン送信ノードの選定方法を説明するための図である
［続きあり］
【技術分野】

定した場合にビーコン送信をキャンセルし、ビーコン送

【０００１】

信をキャンセルしないと判定した場合に、前記ビーコン

本発明は、時刻同期方法及びそれに用いる通信装置及び

送信時刻に自ノードの時刻情報を記載したビーコンを送

ノードに関する。

信するステップと
を有することを特徴とする時刻同期方法。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

請求項１記載の時刻同期方法において、

複数のノードが互いに無線接続されており、時刻情報を

前記判定ステップでの判定の結果に基づきビーコン送信

記載したビーコンをビーコン周期で送受信して各ノード

をキャンセルした後、１ビーコン周期分だけ自ノードを

の時刻同期を行うアドホックネットワークにおいて各ノ

アクティブモードとするステップを有することを特徴と

ードが実行する時刻同期方法であって、

する時刻同期方法。

１ビーコン周期毎に乱数を用いてスロット数を生成する

【請求項３】

生成ステップと、

請求項１記載の時刻同期方法において、

前記スロット数に対応するビーコン送信時刻までに他ノ

前記判定ステップでの判定の結果に基づきビーコン送信

ードからのビーコンを受信していないとき、前記スロッ

をキャンセルした後、１ビーコン周期分だけ任意の確率

ト数に基づいてビーコン送信をキャンセルするか否かを

で自ノードをアクティブモードまたはパワーセーブモー

判定する判定ステップと、

ドとするステップを有することを特徴とする時刻同期方

前記判定ステップでビーコン送信をキャンセルすると判

法。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ダイヤモンドライクカーボン膜の製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明のＤＬＣ膜を形成させる成膜装置の一例
のブロック図である。
【図２】実施の形態において用いた成膜装置の模式図で
ある。
【図３】ＸＰＳ発生の模式図である。
【図４】ＦＥ−ＳＥＭ装置の模式図である。
【図５】ラマン分光分析の原理となる光散乱過程の模式
図である。
【図６】結晶性の異なるＣのラマンスペクトルを示す図
である。
【図７】表面形状測定器の制御系のブロック図である。
【図８】表面形状測定器の要部構成を示す斜視図である
。
［続きあり］
【技術分野】

子の単位表面積当たりの原子の個数の１００分の１を超

【０００１】

え、１未満となる範囲にて、前記金属化合物は前記基体

本発明は、ダイヤモンドライクカーボン膜の製造方法に

の表面上に形成されることを特徴とするダイヤモンドラ

関する。

イクカーボン膜の製造方法。

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｓｉからなる基体の表面上に、Ｎｉを含む金属化合物、
Ｃｏを含む金属化合物、およびＦｅを含む金属化合物か
ら選ばれる１種又は２種以上の金属化合物を含有する溶
液を塗布し、この基体の表面上に前記金属化合物を形成
させる工程と、
前記金属化合物が表面上に形成された基体を、常圧の炭
化水素ガス含有雰囲気中で１４００℃以上に加熱するこ
とにより、前記基体の表面上に、炭化水素ガスの熱分解
によるダイヤモンドライクカーボン膜を形成する工程と
を有し、
前記金属化合物の金属原子の数量が、基体を構成する原
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(54)【発明の名称】流動数管理システム、方法、及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本実施形態による流動数管理システムの機能構
成例を示す概略ブロック図である。
【図２】本実施形態による流動数管理システムのハード
ウェア構成例を示す概略ブロック図である。
【図３】流動数管理システムによる流動数管理方法の処
理手順例（基本ロジック例）を示すフォローチャートで
ある。
【図４】本実施形態の管理対象における流入量、流出量
、在庫量、確定注文量を示す図である。
【図５】流入量の累積量と流出量の累積量とを流動数図
法化した模式図である。
【図６】本実施形態の管理対象における流入量の累積量
と流出量の累積量及び確定注文量の累積量を流動数図法
［続きあり］
【技術分野】

、次期流出量の予測値Ft + 1 を

【０００１】

Ft + 1 =Xt + 1 +α(Ot ‑Xt )+(1‑α)Et ‑ 1 （ただし、0＜α≦1）

本発明は、例えばオンデマンドＳＣＭ（サプライチェー

により算出する予測値算出手段と、

ンマネージメント）環境下における在庫の適正水準を決

前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を

定し管理するための流動数管理システム、方法及びプロ

求め、この在庫量の状態に対し各在庫状態の特性に応じ

グラムに関する。

たコスト係数βを乗じて在庫量に関する総ペナルティー
費用を求め、この総ペナルティー費用が最小となる移動

(57)【特許請求の範囲】

基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、

【請求項１】

算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否か

流動数管理ロジック処理手段と、パラメータ自動設計手

を、前記移動基準在庫量を管理図内にプロットし、その

段とから構成される流動数管理システムであって、

プロットした点が管理限界線で定められた範囲内にある

前記流動管理ロジック処理手段は、

か否かによりシンボリックに判定する移動基準在庫量管

管理対象における流入量データ及び流出量データと、前

理手段と、

記流入量データの決定に利用される見込需要情報として

前記予測値Ft + 1 、今期及び前期の流出量データに対して

の確定注文データ（先行データ）とを時間に対応するデ

、これらの各値に時期に対応させた重みづけ平均の重み

ータとして取得し、次期ｔ+1の確定注文量Xt + 1 とｔ期の

係数γを乗じ、それらの累積から、次期までの累積流入

確定注文量Xt とｔ期までの流出量Xt X1 に基づく誤差Et ‑

量と今期までの累積流入量との差である新流入量を求め

、及びこれら各量の連続性を平滑化する係数αとから

、流出量に関する総ペナルティー費用が最小となる新流

1

［続きあり］
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(54)【発明の名称】回転翼機構、該回転翼機構を用いた発電装置、並びに移動装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】平行リンク4節の死点・思案点を説明するため
の図である。
【図２】本発明に係る回転翼機構の概略的な構成を示す
斜視図である。
【図３】同心上に2種類の回転を生み出す機構の一例を
示す図である。
【図４】内方端におけるメインリンク、第1サブリンク
、第2サブリンクの回転中心付近の連結状態を説明する
ための図である。
【図５】メインリンクと第1サブリンクおよび、それら
のリンクと第1クランクリンクおよび第3クランクリンク
の関係を説明するための回転翼モデルを示す図である。
【図６】第1歯車と第2歯車の歯数比を1：2とした場合の
［続きあり］
【技術分野】

に取り付けられた翼部材と、一端が前記翼部材を支持し

【０００１】

、他端が前記第1サブリンクと回転動力が伝わるように

本発明は、回転翼機構、該回転翼機構を用いた発電装置

連結されており、かつメインリンクおよび／または第2

、並びに移動装置に関する。

サブリンクに対して回動自在に取り付けられた翼支持部
材と、を備え、前記翼部材は、第1サブリンクの回転に

(57)【特許請求の範囲】

応じて自転することを特徴とする回転翼機構。

【請求項１】

【請求項２】

同心上に回転数の異なる２種類の回転を生み出す機構と

前記第1サブリンクが、一端が前記同心上に回転数の異

、前記機構と回転動力が伝わるように連結されたメイン

なる２種類の回転を生み出す機構に備えられた回転軸と

リンクと、前記メインリンクと略平行に取り付けられ、

該回転軸の中心以外の点とを結ぶ第1クランクリンクと

かつメインリンクと異なる回転数で回転するように前記

回動自在に連結され、他端が前記第1クランクリンクと

機構と取り付けられ、かつ前記メインリンクと平行4節

実質同一形状の第3クランクリンクと回動自在に連結さ

リンクを形成するように回動自在に連結された第1サブ

れており、前記第2サブリンクが、メインリンクと第1サ

リンクと、前記第1サブリンクおよびメインリンクと略

ブリンクとが同一直線上に配置されたときに第2サブリ

平行に取り付けられ、かつ前記メインリンクと第1サブ

ンクがその直線上に配置されないように上記第1、3クラ

リンクとが同一直線上に配置されたときにその直線上に

ンクリンクとは異なる形状を有する第2、4クランクリン

配置されないように連結された第2サブリンクと、前記

クを介して、第1サブリンクと平行4節リンクを形成する

メインリンクおよび／または第2サブリンクに回動自在

ように取り付けられていることを特徴とする、請求項1
［続きあり］
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(54)【発明の名称】流量測定装置及び方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の一実施の形態による流量測定装置の全
体構成を示す略線的ブロック図である。
【図２】水の吸光度スペクトルを示す特性曲線図である
。
【図３】図２の一部を拡大して示す特性曲線図である。
【図４】吸光度差スペクトルを示す特性曲線図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は光学ユニットを示す正面図
及びＸ１−Ｘ１断面を示す断面図である。
【図６】図５の加熱装置部の詳細構成を示す斜視図であ
る。
【図７】図５の流体加熱部を示す斜視図である。
【図８】図７の管路断面方向の反射の説明に供する略線
的断面図である。
［続きあり］
【技術分野】

トルに基づく吸光度を表す測定光検出信号を得る測定光

【０００１】

処理部と、

本発明は流量測定装置及び方法に関し、特に水又は水を

上記熱マーカ形成位置より上流側又は下流側の参照光検

主成分とする液体の微量流量を測定する場合に適用して

出位置において、上記検出光光源から射出された上記検

好適なものである。

出光源光に基づいて形成した上記所定波長と同じ波長を
有するレーザ光でなる参照光を上記流体に透過させて上

(57)【特許請求の範囲】

記流体の吸光度スペクトルに基づく吸光度を表す参照光

【請求項１】

検出信号を得る参照光処理部と、

流量測定管路を流れる流体の流量を測定する流量測定装

上記熱マーカ形成部に対して上記熱マーカを形成させる

置であって、

駆動信号を与えることにより上記流体に熱マーカを形成

上記流量測定管路の熱マーカ形成位置において、上記流

すると共に、上記参照光検出信号に含まれる外乱成分に

量測定管路の外部から加熱用レーザ光を照射することに

よって上記測定光検出信号に含まれる外乱成分を相殺す

より、上記流量測定管路内を流れる上記流体を加熱して

る補正をし、当該補正された上記測定光検出信号によっ

熱マーカを形成する熱マーカ形成部と、

て、上記熱マーカ形成時点から、上記測定光処理部にお

上記流量測定管路の上記熱マーカ形成位置より下流側の

いて上記熱マーカが移動して来たことを検出した時点ま

測定光検出位置において、検出光光源から射出された検

での到達時間を判別し、当該到達時間に対応する流量値

出光源光に基づいて形成した所定波長のレーザ光でなる

を予め実験によって求めた到達時間と流量値との関係を

測定光を上記流体に透過させて上記流体の吸光度スペク

表す校正曲線から読み取るシステム制御ユニットと
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ドハティ増幅回路
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は、直列負荷構成のドハティ増幅回路の動
作原理を示す回路図である。
【図２】図２は、直列負荷構成のドハティ増幅回路の例
を説明する図である。
【図３】図３は、図２のドハティ増幅回路の動作を説明
する図である。
【図４】図４は、キャリア増幅器及びピーク増幅器の概
略構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態のドハティ増
幅回路の構成を示す回路図である。
【図６】図６は、バランの機能を説明する図である。
【図７】図７は、バランの機能を説明する図である。
【図８】図８は、ピーク増幅器が動作していない場合の
［続きあり］
【技術分野】

前記第１非平衡ポートと前記第１平衡ポートの間に接続

【０００１】

された、電気長が４分の１波長である第１バラン内伝送

本発明は、ドハティ増幅回路に関する。

線路と、
前記第２非平衡ポートと前記第２平衡ポートの間に接続

(57)【特許請求の範囲】

された、電気長が４分の１波長である第２バラン内伝送

【請求項１】

線路

互いに位相が逆の１対の信号がそれぞれに入力される第

とを含み、

１及び第２ノードと、

前記第１平衡ポートが、前記キャリア増幅器の出力に接

キャリア増幅器と、

続され、

前記キャリア増幅器の入力と前記第１ノードとの間に接

前記第２平衡ポートが、前記第２伝送線路を介して前記

続された第１伝送線路と、

ピーク増幅器の出力に接続され、

前記第２ノードに入力が接続されたピーク増幅器と、

前記第１伝送線路と前記第２伝送線路の電気長は、前記

伝送線路バランと、

第１平衡ポートに入力される信号と前記第２平衡ポート

第２伝送線路

に入力される信号とが、互いに位相が反転した１対の平

とを備え、

衡信号を構成するように決定され、

前記伝送線路バランは、

前記キャリア増幅器と前記ピーク増幅器の出力インピー

負荷が接続される第１及び第２非平衡ポートと、

ダンスが、前記第１及び第２非平衡ポートに接続される

第１及び第２平衡ポートと、

前記負荷のインピーダンスの２分の１である
［続きあり］
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(54)【発明の名称】結晶粒微細化加工方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態における結晶粒微細
化加工工程を示す曲線図である。
【図２】図１の結晶粒微細化加工工程を適用した薄板用
結晶粒微細化加工装置を示すブロック図である。
【図３】図２の詳細構成を示す略線図である。
【図４】図１の結晶粒微細化加工工程を適用した厚板用
結晶粒微細化加工装置を示すブロック図である。
【図５】図４の詳細構成を示す略線図である。
【図６】図１の結晶粒微細化加工工程の処理によって得
られた金属材料の微細粒組織の方位分散像を示す略線図
である。
【図７】図１の結晶粒微細化加工工程によって得られる
金属材料の結晶粒における低ひずみ蓄積加工量と硬さの
［続きあり］
【技術分野】

時に再結晶を発現させない大きさであり、

【０００１】

かつ上記温間回復処理ステップにおける加工熱処理温度

本発明は、結晶粒微細化加工方法に関し、特に金属材料

は、動的あるいは静的再結晶が起らず回復のみが起る温

を大量生産する際に適用して好適なものである。

度であり、
これにより上記複数サイクルにおける上記加工サイクル

(57)【特許請求の範囲】

の微細化加工処理ごとに上記金属材料加工素材のひずみ

【請求項１】

量を蓄積加工する

母相結晶中に第二相粒子が析出又は分散している金属材

ことを特徴とする結晶粒微細化加工方法。

料加工素材を冷間雰囲気内で微小単位加工量だけひずみ

【請求項２】

加工する低ひずみ加工ステップと、

母相結晶中に第二相粒子が析出又は分散している金属材

上記低ひずみ加工ステップに続いて、上記金属材料加工

料加工素材を温間雰囲気内で微小単位加工量だけひずみ

素材の加工組織を温間雰囲気内で回復させることにより

加工する低ひずみ加工ステップと、

、上記微小単位加工量に対応する加工ひずみを蓄積させ

上記低ひずみ加工ステップに続いて、上記金属材料加工

る温間回復処理ステップと

素材の加工組織を温間雰囲気内で回復させることにより

を含む加工サイクルを、複数サイクル繰り返すことによ

、上記微小単位加工量に対応する加工ひずみを蓄積させ

り、上記金属材料加工素材の結晶粒を微細化加工し、

る温間回復処理ステップと

上記低ひずみ加工ステップにおける上記微小単位加工量

を含む加工サイクルを、複数サイクル繰り返すことによ

は、直後の上記温間回復処理ステップにおける回復処理

り、上記金属材料加工素材の結晶粒を微細化加工し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】マグネシウム合金材料製造方法及び装置並びにマグネシウム合金材料
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施の形態による金属材料製造シス
テムを示す略線的系統図である。
【図２】金属材料素材に添加されている成分を示す図表
である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）はＸ軸、Ｙ軸及びＺ
軸について圧縮加工する多軸鍛造加工の説明に供する略
線的斜視図である。
【図４】１パスないし５パスの圧縮加工時に生ずる真応
力−累積ひずみを示す特性曲線図である。
【図５】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）は、圧縮加
工前、２パス目、４パス目及び５パス目の圧縮加工によ
って微細化加工された微細化組織の発達状態を示す光学
顕微鏡写真図である。
［続きあり］
【技術分野】

２段パス、第３段パス及び第４段パスにおいて、６２３

【０００１】

Ｋ±２０Ｋ、５７３Ｋ±２０Ｋ、５２３Ｋ±２０Ｋ、及

本発明は、マグネシウム合金材料製造方法及び装置並び

び５０３Ｋ±２０Ｋ、の加工温度で、それぞれＸ軸方向

にマグネシウム合金材料に関し、特に高強度で、かつ加

、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及びＸ軸方向に圧縮する降温多軸

工性が良いマグネシウム合金材料を得ようとするもので

鍛造加工を行うことによって、微細化された結晶組織を

ある。

有する加工金属材料を得る
ことを特徴とするマグネシウム合金材料製造方法。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

マグネシウムに、アルミニウム及び亜鉛を含むＡＺ６１

マグネシウムに、アルミニウム及び亜鉛を含むＡＺ６１

Ｍｇ合金でなる金属材料素材を、順次、第１段パス、第

Ｍｇ合金でなる金属材料素材を、順次、Ｘ軸方向、Ｙ軸

２段パス、第３段パス及び第４段パスにおいて、６２３

方向、Ｚ軸方向及びＸ軸方向に圧縮する降温多軸鍛造加

Ｋ±２０Ｋ、５７３Ｋ±２０Ｋ、５２３Ｋ±２０Ｋ、及

工を行うことによって、微細化された結晶組織を有する

び５０３Ｋ±２０Ｋ、の加工温度で、それぞれＸ軸方向

加工金属材料を得る

、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及びＸ軸方向に圧縮する降温多軸

ことを特徴とするマグネシウム合金材料製造方法。

鍛造加工を行うことによって微細化された結晶組織を有

【請求項２】

する加工金属材料を得る圧縮加工手段

マグネシウムに、アルミニウム及び亜鉛を含むＡＺ６１

を具えることを特徴とするマグネシウム合金材料製造装

Ｍｇ合金でなる金属材料素材を、順次、第１段パス、第

置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ミキシング装置、ミキシング信号処理装置、ミキシングプログラム及びミキシング方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のミキシング装置の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図２】時間周波数変換部において周波数変換すること
によって生成された時間周波数平面と、時間周波数平面
上に表わされた信号データの例である。
【図３】本発明のミキシング装置の構成例を示すブロッ
ク図であり、優先演算を行うための構成と、優先信号の
信号データによって有音判定分布を生成して、生成され
た有音判定分布に基づいてミキシング出力を制御するた
めの構成とを示す。
【図４】本発明のミキシング装置の構成例を示すブロッ
ク図であり、優先演算を行うための構成と、優先信号及
び非優先信号の両方の信号データによってそれぞれ有音
［続きあり］
【技術分野】

上記２つ以上の入力信号のうちの少なくとも１つは、明

【０００１】

りょう度を上げるために他の入力信号よりも優先する優

本発明は、２つ以上の入力信号をミキシングして、ミキ

先信号であり、残りの入力信号は、非優先信号であり、

シング信号を出力するミキシング装置に関する。

上記信号処理部が行う上記ミキシング処理は、上記相対
応する点において、上記優先信号の振幅を増大させ、上

(57)【特許請求の範囲】

記非優先信号の振幅を減少させ、該非優先信号の位相と

【請求項１】

該優先信号の位相とが近づく向きに、該非優先信号の位

時間領域の２つ以上の入力信号の各々について、該入力

相又は該優先信号の位相を遅延させ若しくは進め、又は

信号を周波数領域の信号に変換して、時間軸と周波数軸

、これらを組み合わせる優先演算を含み、

とからなる時間周波数平面上の信号データを生成する時

上記信号処理部は、上記優先信号と非優先信号の少なく

間周波数変換部と、

とも一方の、上記相対応する点とは異なる点であって、

上記２つ以上の入力信号の上記信号データを入力として

上記時間周波数平面上において該相対応する点と所定の

、該入力信号の各々の信号データの上記時間周波数平面

関係を有する点の信号データを少なくとも用いて、上記

上の相対応する点毎に上記信号データの加算を含むミキ

少なくとも一方の信号の信号データの上記相対応する点

シング処理を行う信号処理部と、

における信号特性を判定する信号特性判定部をさらに有

上記信号処理部の演算結果を入力し、時間領域の信号に

し、

変換して出力信号を出力する周波数時間変換部とを備え

上記信号処理部は、さらに、上記信号特性判定部によっ

、

て判定された信号特性に応じて、上記優先信号の明りょ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】広帯域離散スペクトル発生装置、及び、その周波数制御方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明適用した広帯域離散スペクトル発生装置
の全体構成を示す構成図である。
【図２】上記広帯域離散スペクトル発生装置における励
起光及び全サイドバンド光の周波数制御の概念図である
。
【図３】上記広帯域離散スペクトル発生装置におけるＣ
ＥＯを０にした励起光及び全サイドバンド光の周波数制
御の概念図である。
【図４】上記広帯域離散スペクトル発生装置における光
共振器を用いたＣＥＯ周波数の制御手順を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００４７】
［続きあり］
【技術分野】

レーザー光が上記レーザー光源から入射される非線形媒

【０００１】

質を含む広帯域離散スペクトル生成用セルとを備え、

本発明は、二波長の励起レーザー光の上記非線形媒質に

上記制御部により、上記レーザー光源から出射される二

おける差周波数に対応する周波数のコヒーレンスな屈折

波長の励起レーザー光の周波数を上記光共振器の共振周

率変化を誘起して、広帯域離散スペクトルを発生する広

波数に周波数ロックし、上記二波長の励起レーザー光の

帯域離散スペクトル発生装置、及び、その周波数制御方

差周波数を上記光共振器のフリースペクトルレンジ（FS

法に関する。

R:Free Spectal Range)の整数倍とし、且つ、上記二波
長の励起レーザー光の周波数を上記二波長の励起レーザ

(57)【特許請求の範囲】

ー光の差周波数の整数倍とし、上記広帯域離散スペクト

【請求項１】

ル生成用セルにより、上記二波長の励起レーザー光の上

二波長の励起レーザー光を出射するレーザー光源と、

記非線形媒質における差周波数に対応する周波数のコヒ

上記レーザー光源から出射された二波長の励起レーザー

ーレンスな屈折率変化を誘起して、広帯域離散スペクト

光が入射される光共振器と、

ルを発生することを特徴とする広帯域離散スペクトル発

上記光共振器を通過した二波長の励起レーザー光の光強

生装置。

度を検出し、その検出出力に基づいて、上記レーザー光

【請求項２】

源から出射される二波長の励起レーザー光の周波数を制

上記広帯域離散スペクトル生成用セルは、非線形媒質と

御する制御部と、

してラマン媒質を含むことを特徴とする請求項１記載の

上記制御部により周波数が制御された上記二波長の励起

広帯域離散スペクトル発生装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】プログラムの維持・改良システム、及びコンピュータ読み取り可能なプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】システム１を実現するためのハードウエア構成
の一例を示す図である。
【図２】システム１において、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１
に記憶されたシステム実行プログラムを実行することに
より機能する機能ブロック、及びシステム１の作動に際
してＲＡＭ１２等に記憶される情報を示す図である。
【図３】対象プログラム実行部２０がスライス実行方式
により複数の対象プログラムを並行して実行する様子を
概念的に示す図である。
【図４】本発明に係る評価関数の特性形状を例示する図
である。
【図５】本実施例のシステム１が実行する特徴的な処理
の流れを示すフローチャートの一例である。
［続きあり］
【技術分野】

前記評価手段により評価値が算出される度に、該算出さ

【０００１】

れた評価値に対して絶対基準を適用することにより、他

本発明は、プログラムを複製及び評価することによりプ

の対象プログラムに対する評価値の算出を待たずに、前

ログラムの維持・改良を図るコンピュータシステム、及

記対象プログラムの前記削除待ち行列における削除順位

びコンピュータを当該システムとして機能させるための

を変更するか否かを決定し、前記削除順位を変更すると

コンピュータ読み取り可能なプログラムに関する。

決定した場合には前記削除順位を変更する削除順位変更
手段と、

(57)【特許請求の範囲】

前記評価手段による評価値に基づいて、前記対象プログ

【請求項１】

ラムを複製する複製手段と、

対象プログラムを実行する実行手段と、

を備えるプログラムの維持・改良システム。

所定の記憶手段に記憶された削除待ち行列に従って前記

【請求項２】

対象プログラムを削除する削除手段と、

前記削除順位変更手段は、前記評価手段による評価値が

実行終了した前記対象プログラムについて、数値化され

前記最大値である場合に、該評価された対象プログラム

た実行結果が目標値と合致した場合に最大値を評価値と

の前記削除待ち行列における削除順位が下がるように、

して出力すると共に数値化された実行結果が目標値から

前記対象プログラムの前記削除待ち行列における削除順

離れるに従って小さくなる値を評価値として出力する傾

位を変更する手段である、請求項１に記載のプログラム

向を有する評価関数によって、評価を行なう評価手段と

の維持・改良システム。

、

【請求項３】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】情報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来の分岐予測器の例を説明する図である。
【図２】従来の分岐予測器の他の例を説明する図である
。
【図３】従来の分岐予測器の、さらに例を説明する図で
ある。
【図４】従来の分岐予測器の、さらに例を説明する図で
ある。
【図５】本発明を適用した情報処理システムの構成例を
示すブロック図である。
【図６】図5の分岐予測部の詳細な構成例を示すブロッ
ク図である。
【図７】パラメータの例を説明する図である。
【図８】分岐予測パイプラインの構成例を模式的に示す
［続きあり］
【技術分野】

並べたローカル履歴を反映させた多重化アドレスを生成

【０００１】

する多重化アドレス生成手段と、

本発明は、情報処理装置および方法、プログラム、並び

前記各分岐結果に対して事前になされた分岐予測の正否

に記録媒体に関し、特に、予測に必要な時間を抑制する

に応じて付与された重みが前記多重化アドレス生成手段

とともに分岐予測の精度を向上させ、プロセッサのプロ

により生成された前記多重化アドレスと対応付けられ前

グラム実行速度を向上させることができるようにした情

記ステージ毎に割り当てられた重みテーブルより、重み

報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に

を選択する重み選択手段と、

関する。

前記重み選択手段により選択された前記各重みにより、
前記ステージ毎に割り当てられた前記グローバル履歴の

(57)【特許請求の範囲】

各分岐結果に対して重み付けを行うことによって重み付

【請求項１】

き分岐結果値を取得し、前記重み付き分岐結果値を順次

過去における分岐命令の分岐結果が時系列に並べられた

累算して重み付き分岐結果累算値を算出する重み付き分

グローバル履歴を用いて分岐命令の分岐方向を予測する

岐結果値累算手段と、

情報処理装置であって、

前記多重化アドレス生成手段により生成された前記多重

前記グローバル履歴に含まれる各分岐結果を履歴順に分

化アドレスをインデックスとして最終段のステージに割

割してステージ毎に順次処理を行うパイプライン構造を

り当てられた前記重みテーブルより閾値を選択する閾値

有し、

算出手段と、

前記分岐命令のアドレスに前記分岐命令毎の分岐結果を

前記最終段のステージにおいて、前記重み付き分岐結果
［続きあり］
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(54)【発明の名称】遠隔操作システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムの
構成例を示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係る制御対象物として位
置決めサーボ機構を示す斜視図。
【図３】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムの
領域設定部で設定される領域を模式的に示す図。
【図４】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムの
ホスト側制御部の制御を示す図。
【図５】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムの
一実施例を示す図であって、（ａ）は目標値の推移およ
び時間と負荷の回転角の関係を示す図であり、（ｂ）は
時間と入力電圧との関係を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る遠隔操作システムの
［続きあり］
【技術分野】

制御対象物の状態を表す状態空間において、それぞれ前

【０００１】

記フィードバック制御により経時的に変化する制御対象

本発明はネットワークを介して離れた場所にある制御対

物の状態の集合を表す少なくとも２個の領域を設定する

象物を遠隔操作する遠隔操作システムに関するものであ

領域設定部と、

る。

前記領域設定部で設定された領域に基づいて、前記制御
対象物の状態を評価した状態評価情報をホスト側制御部

(57)【特許請求の範囲】

に発信する状態評価情報発信部と

【請求項１】

を備え、

ネットワークを介して離れた場所にある制御対象物を遠

前記ホスト側制御部は、

隔操作する遠隔操作システムであって、

入力された制御対象物の操作情報に基づいて、前記領域

前記制御対象物の操作情報が入力されるホスト側制御部

設定部で設定される領域内で制御対象物の状態が変化す

と、

るように目標値を設定する目標値設定部と、

前記ホスト側制御部にネットワークを介して接続され、

前記クライアント側制御部から受信した前記状態評価情

ホスト側制御部から受信した目標値に向けて制御対象物

報に基づいて目標値を更新する目標値更新部と、

の状態をフィードバック制御するクライアント側制御部

前記クライアント側制御部に目標値を発信する目標値発

と

信部と

を備え、

を備え、

前記クライアント側制御部は、

前記領域設定部で設定される領域は、前記フィードバッ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】離散スペクトルのスペクトル位相計測装置、及び、離散スペクトルのスペクトル位相計測方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明適用した離散スペクトルのスペクトル位
相計測装置の全体構成を示す構成図である。
【図２】上記スペクトル位相計測装置で観測されたスペ
クトルの例を示す図である。
【図３】上記スペクトル位相計測装置において、周波干
渉スペクトルからスペクトル位相を特定するための初回
の測定での処理手順を示すフローチャートである。
【図４】上記スペクトル位相計測装置において、周波干
渉スペクトルからスペクトル位相を特定するための二回
目以降の測定での処理手順を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００４２】
［続きあり］
【技術分野】

波長のレーザー光の上記非線形媒質における差周波数に

【０００１】

対応する周波数のコヒーレンスな屈折率変化を誘起して

本発明は、２波長の励起レーザー光の上記非線形媒質に

、広帯域離散スペクトルを発生する広帯域離散スペクト

おける差周波数に対応する周波数のコヒーレンスな屈折

ル生成用セルと、

率変化を誘起して、広帯域離散スペクトルを発生する広

上記ビームスプリッターにより分離された他方の被測定

帯域離散スペクトル発生装置における離散スペクトルの

光が入射される光遅延器と、

スペクトル位相計測装置、及び、離散スペクトルのスペ

上記一方の被測定光を励起光として上記広帯域離散スペ

クトル位相計測方法及び、その周波数制御方法に関する

クトル生成用セルにより生成される広帯域離散スペクト

。

ルと、上記光遅延器により遅延された上記他方の被測定
光が混合されて入射される非線形光学結晶を通過させる

(57)【特許請求の範囲】

ことにより和周波スペクトルを発生する和周波スペクト

【請求項１】

ル発生器と、

被測定光である離散スペクトル発生用の２波長のレーザ

上記光遅延器により上記他方の被測定光に与える遅延量

ー光を一方の被測定光と他方の被測定光に分離するビー

を可変制御する制御部と、

ムスプリッターと、

上記和周波スペクトル発生器により発生される和周波ス

上記ビームスプリッターにより分離された一方の被測定

ペクトルを分光して観測する観測装置とを備え、

光が励起光として入射され、非線形媒質を含み、上記励

上記制御部により上記光遅延器の遅延量を制御して、上

起光として入射される上記一方の被測定光である上記２

記和周波スペクトル発生器により発生される和周波スペ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】複素環化合物及び発光方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
［００１８］
［図１］図１は、ホタルルシフェリン及びＡＭＰ化した
ホタルルシフェリンの各々を発光基質としたホタルルシ
フェラーゼによる発光挙動を示すグラフ（縦軸：発光強
度（カウント）、横軸：時間（秒））である。
［図２］図２は、本発明に係る複素環化合物（Ｐａ）及
び複素環化合物（ａ）の各々を発光基質としたホタルル
シフェラーゼによる発光挙動を示すグラフ（縦軸：発光
強度（カウント）、横軸：時間（秒））である。
［図３］図３は、ＡＭＰ化したホタルルシフェリンを発
光基質としたホタルルシフェラーゼによる発光挙動に対
して添加剤が及ぼす影響を示すグラフ（縦軸：発光強度
（カウント）、横軸：時間（秒））である。
［図４］図４は、ＡＭＰ化したホタルルシフェリンを発
［続きあり］
【技術分野】
【０００１】
本発明は、発光甲虫ルシフェラーゼによる発光系の発光
基質として利用可能な、ホタルルシフェリン類似構造を
有する複素環化合物、及び、発光甲虫ルシフェラーゼ発
光系用発光基質を用いた発光における発光強度の向上及
び発光挙動の安定化が可能な発光方法に関する。
(57)【特許請求の範囲】

（一般式（Ｂ）中のＸは、硫黄原子、酸素原子、イミノ

【請求項１】

基及びメチレン基からなる群より選択される一種であり

一般式（Ａ）又は（Ｂ）で示される複素環化合物（但し

、一般式（Ａ）及び（Ｂ）中のＹは、硫黄原子、酸素原

、一般式（Ａ）においてＹが硫黄原子である化合物を除

子又はメチレン基の何れかである。）

く）。

【請求項２】

【化１】

請求の範囲１に記載の複素環化合物を含み、酸化反応さ
せる酵素又は化合物を前記複素環化合物の発光によって
検出する発光検出剤。
【請求項３】
一般式（Ａ）で示される複素環化合物の、分離精製され
［続きあり］
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(54)【発明の名称】情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】情報処理システムを示すブロック図である。
【図２】操作画面の表示例を示す図である。
【図３】情報処理装置の第１の構成例を示すブロック図
である。
【図４】色テーブルの一例を示す図である。
【図５】単語テーブルの一例を示す図である。
【図６】相関強度テーブルの一例を示す図である。
【図７】単語適合度リストの一例を示す図である。
【図８】出現回数テーブルの一例を示す図である。
【図９】候補曲リストの一例を示す図である。
【図１０】候補曲リスト生成処理を説明するフローチャ
ートである。
【図１１】情報処理装置の第２の構成例を示すブロック
［続きあり］
【技術分野】

と

【０００１】

を備える情報処理装置。

本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラ

【請求項２】

ムに関し、特に、例えば、所定の色又は楽曲のうち、一

前記第１の読み出し手段は、前記指定色が複数存在する

方を入力することに対応して、他方を取得できるように

場合、前記相関強度テーブルから、複数の前記指定色そ

した情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関

れぞれの前記相関強度を読み出し、

する。

前記総合相関強度算出手段は、複数の前記指定色それぞ
れの前記相関強度を加算した加算結果を表す前記総合相

(57)【特許請求の範囲】

関強度を算出する

【請求項１】

請求項１に記載の情報処理装置。

所定の方法により指定される指定色に対して、所定の単

【請求項３】

語との相関の度合いを表す相関強度を対応付けた相関強

所定の楽曲の歌詞に、複数の単語それぞれの出現回数が

度テーブルから、前記相関強度を読み出す第１の読み出

対応付けられた出現回数テーブルから、前記出現回数を

し手段と、

読み出す第２の読み出し手段と、

前記相関強度に基づいて、総合的な相関強度を表す総合

前記総合相関強度と前記出現回数とに基づいて、前記所

相関強度を算出する総合相関強度算出手段と、

定の楽曲と前記指定色との適合の度合いを表す適合度を

前記総合相関強度に基づいて、前記単語のリストを表す

算出する適合度算出手段と、

単語適合度リストを生成する単語適合度リスト生成手段

前記適合度に基づいて、楽曲のリストを表す楽曲リスト
［続きあり］
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(54)【発明の名称】オノマトペのイメージ評価システム、イメージ評価装置、およびイメージ評価用プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態によるオノマトペのイメー
ジ評価システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるオノマトペのイメー
ジ評価システムの記憶装置の音韻データベース記憶部に
記憶される音韻データベースの一例である。
【図３】本発明の一実施形態によるオノマトペのイメー
ジ評価システムの記憶装置のイメージデータベース記憶
部に記憶される定性イメージリストの一例である。
【図４】本発明の一実施形態によるオノマトペのイメー
ジ評価システムの記憶装置のイメージデータベース記憶
部に記憶される定性イメージリストの一例である。
【図５】本発明の一実施形態によるオノマトペのイメー
ジ評価システムの記憶装置のイメージデータベース記憶
［続きあり］
【技術分野】

前記音韻形態解析部において解析された前記評価処理対

【０００１】

象のオノマトペの音韻形態ごとに、前記形容表現ごとの

本発明は、擬音語・擬態語のイメージを評価し、評価結

イメージ評価値を前記定量イメージテーブルから特定し

果をユーザに提供するオノマトペのイメージ評価システ

、特定された音韻形態ごとおよび前記形容表現ごとのイ

ム、イメージ評価装置、およびイメージ評価用プログラ

メージ評価値に基づき、前記評価処理対象のオノマトペ

ムに関するものである。

の前記形容表現ごとのイメージ評価値を、前記評価処理
対象のオノマトペのイメージ評価情報として算出する定

(57)【特許請求の範囲】

量イメージ評価部と、

【請求項１】

前記定量イメージ評価部で算出された前記評価処理対象

擬態語を含むオノマトペの音韻形態を音韻の要素および

のオノマトペのイメージ評価情報を出力するための出力

語尾により解析するための音韻形態解析情報を格納した

情報を生成する出力情報生成部と、

音韻形態データベースと、前記音韻形態ごとに、オノマ

を有するイメージ評価装置と、

トペのイメージに与える影響の尺度を、予め設定された

前記イメージ評価装置の出力情報生成部で生成された出

形容表現ごとに数値化したイメージ評価値が格納された

力情報を、ユーザに提示するために出力する出力インタ

定量イメージテーブルとを記憶する記憶装置と、

フェースを有するユーザインタフェースと

ユーザから入力された評価処理対象のオノマトペの音韻

を備えることを特徴とするオノマトペのイメージ評価シ

形態を前記音韻形態データベースの音韻形態解析情報に

ステム。

基づいて解析する音韻形態解析部と、

【請求項２】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】スペクトル位相補償方法及びスペクトル位相補償装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明を適用した平行平板からなるスペクトル
位相補償装置を備える超短光パルス生成装置の構成図で
ある。
【図２】上記スペクトル位相補償装置における正分散に
よるスペクトル位相の補償について説明するための図で
ある。
【図３】本発明を適用した厚さが調整自在な平行平板部
を形成する１対の光学素子からなるスペクトル位相補償
装置の構成図である。
【図４】上記スペクトル位相補償装置における平行平板
部の厚さの可変状態を示す図である。
【図５】上記スペクトル位相補償装置における厚さが調
整自在な平行平板部を形成する１対の光学素子の具体例
［続きあり］
【技術分野】

り返し周波数の高い超短光パルスの生成のためのスペク

【０００１】

トル位相の補償を行うことを特徴とするスペクトル位相

本発明は、繰り返し周波数の高い超短光パルスの生成の

補償装置。

ためのスペクトル位相の補償を行うスペクトル位相補償

【請求項３】

方法及びスペクトル位相補償装置に関する。

それぞれくさび形の断面形状を有し、互いに斜面を対向
させて配され、少なくとも一方の光学素子が斜面に沿っ

(57)【特許請求の範囲】

て移動することにより、互いに平行な入射面と出射面と

【請求項１】

の距離が可変自在とされた正分散媒質からなる１対の光

隣り合うスペクトルの位相差を２πの整数倍とする厚さ

学素子により、隣り合うスペクトルの位相差を２πの整

の正分散媒質からなる平行平板を透過させることにより

数倍とする厚さに調整された平行平板部を形成し、

、広帯域光から繰り返し周波数の高い超短光パルスの生

上記平行平板部を透過させることにより、広帯域光から

成のためのスペクトル位相の補償を行うことを特徴とす

繰り返し周波数の高い超短光パルスの生成のためのスペ

るスペクトル位相補償方法。

クトル位相の補償を行うことを特徴とするスペクトル位

【請求項２】

相補償方法。

隣り合うスペクトルの位相差を２πの整数倍とする厚さ

【請求項４】

の正分散媒質からなり、広帯域光が入射される平行平板

上記平行平板部の厚さを、入射される広帯域光に存在す

を備え、

る２次分散を打ち消して、隣り合うスペクトルの位相差

上記平行平板を透過させることにより、広帯域光から繰

を２πの整数倍とする厚さに調整することを特徴とする
［続きあり］
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(54)【発明の名称】アナログ−ディジタル変換素子
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明によるアナログ−ディジタル変換素子の
一実施の形態を示す電気的接続図である。
【図２】図１の量子化器部の等価回路を示す電気的接続
図である。
【図３】ゲート電極側接合部のクーロン閉塞動作の説明
に供する特性曲線図である。
【図４】図２の変形例を示す電気的接続図である。
【図５】図１の結合用コンデンサの入力電圧Ｖｉ

ｎ

に対

する電荷量ＱＫ の変化を示す特性曲線図である。
【図６】量子化器部のゲート側電極接合部のクーロンブ
ロッケイド領域の説明に供する特性曲線図である。
【図７】アナログ−ディジタル変換素子の入出力特性を
示す特性曲線図である。
［続きあり］
【技術分野】

デンサと

【０００１】

を具え、

本発明は、アナログ−ディジタル変換素子に関し、特に

上記量子化器部の上記第２の伝導島の浮遊容量により形

単一電子トランジスタのクーロン・ブロッケイド（Ｃｏ

成された入力側容量の容量値と、上記結合用コンデンサ

ｕｌｏｍｂ

の容量値とを等しい値に選定した

ｂｌｏｋａｄｅ）動作を用いた電子回路部

材に適用し得るものである。

ことを特徴とするアナログ−ディジタル変換素子。

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ドレイン電極側接合部とソース電極側接合部との接続部
分に第１の伝導島を形成してなる単一電子トランジスタ
部と、
微小絶縁層を挟むように一対の導電層を接合したゲート
電極側接合部を有し、上記一対の導電層の一方に入力電
圧を受けると共に他方を第２の伝導島に接続してなる量
子化器部と、
上記量子化器部の上記第２の伝導島と上記単一電子トラ
ンジスタ部の上記第１の伝導島とを結合する結合用コン
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(54)【発明の名称】通信装置及び方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明を適用した無線LANシステムの構成例を
示す図である。
【図２】本発明を適用した通信装置の一実施の形態の構
成を示す図である。
【図３】チャネル占有率予測処理を説明するフローチャ
ートである。
【図４】パケットのヘッダ情報の例を示す図である。
【図５】チャネル占有率の計算方法について説明する図
である。
【図６】プライマリシステムのチャネル占有率の予測結
果に基づいたセカンダリシステムの割り当てについて説
明する図である。
【図７】チャネル占有率予測精度の推移を示す図である
［続きあり］
【技術分野】

前記端末装置ごとのチャネル占有率の予測結果を集約し

【０００１】

て、全体のチャネル占有率を予測する全体占有率予測手

本発明は、通信装置及び方法、並びにプログラムに関し

段と、

、特に、チャネル占有率の予測精度を向上させることが

全体のチャネル占有率の予測結果に基づいて、所定の通

できるようにした通信装置及び方法、並びにプログラム

信処理を行う処理手段と

に関する。

を備える通信装置。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記通信装置と前記端末装置は、コグニティブ無線によ

【請求項１】

る通信を行っており、

１又は複数の端末装置から送信されるパケットを受信す

前記処理手段は、全体のチャネル占有率の予測結果から

る受信手段と、

得られるプライマリシステムのチャネル占有率の最も低

受信された前記パケットのヘッダ情報から前記端末装置

いチャネルに対して、前記プライマリシステムと周波数

を特定する識別子を抽出する抽出手段と、

帯域を共用するセカンダリシステムを割り当てる

抽出された前記識別子により特定される前記端末装置ご

請求項１に記載の通信装置。

とのチャネル占有率を計算する計算手段と、

【請求項３】

前記端末装置ごとのチャネル占有率の計算結果に基づい

前記端末占有率予測手段は、１又は複数の前記端末装置

て、前記端末装置ごとのチャネル占有率を予測する端末

の中から、無線通信を終了した特定の端末装置が検出さ

占有率予測手段と、

れた場合、前記特定の端末装置に対するチャネル占有率
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ボール及びエンターテイメントシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るボールの概略図
である。
【図２】図１に示したボールの層構造について説明する
概略図である。
【図３】図１に示したボール内部の基板について説明す
る図である。
【図４】図１に示したボールで実行される処理の一例を
表わすフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態の変形例１に係るボー
ルの概略図である。
【図６】図５に示したボール内部の基板について説明す
る図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の変形例３に係るボー
［続きあり］
【技術分野】

前記ボールの内部の音を取得するマイク、当該ボールの

【０００１】

動きで生じる加速度のレベルを検出する加速度センサ、

本発明は、動きに合わせて信号を出力するボールと、こ

当該ボールの動きで生じる角速度のレベルを取得するジ

のボールを有するエンターテイメントシステムに関する

ャイロセンサの少なくとも１つを更に備え、

。

前記判定手段は、前記少なくとも１つによって取得され
た情報を更に用いてボールの状態を判定することを特徴

(57)【特許請求の範囲】

とする請求項１記載のボール。

【請求項１】

【請求項３】

制御に従って信号を出力する出力手段を備えるボールで

前記出力手段は、複数の光を発光する発光素子又は音を

あって、

出力するスピーカを備え、

当該ボールの周囲からの反射光のレベルを検出する光反

前記制御処理手段は、前記判定手段の判定結果に応じて

射センサと、

前記発光素子が発光する光の色、光度又は点滅の速度の

前記光反射センサで取得された反射光のレベルに応じて

少なくともいずれかを変化させるか、又は、前記判定手

ボールの状態を判定する判定手段と、

段の判定結果に応じて前記スピーカが出力する音のパタ

前記判定手段における判定結果に応じて前記出力手段か

ーンと音量を決定し、決定した音を出力させることを特

ら出力する信号を生成する制御処理手段と、

徴とする請求項１または２に記載のボール。

を備えることを特徴とするボール。

【請求項４】

【請求項２】

信号を出力する出力手段を備えるボールと、前記ボール
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ルシフェラーゼの発光基質
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の化合物による生物発光スペクトルを示
す図。
【図２】ルシフェリン類似体による生物発光スペクトル
を示す図。

【技術分野】

R1 およびR2 がそれぞれメチルであり、

【０００１】

R3 がHであり、

本発明は、ホタルルシフェリン類似構造を有する化合物

XがNであり、

に関する。

YがSであり、並びに、

(57)【特許請求の範囲】

請求項１に記載の複素環化合物またはその塩。

【請求項１】

【請求項３】

以下の一般式Iの複素環化合物またはその塩：

nが0または2である、請求項１に記載の複素環化合物ま

【化１】

たはその塩。

nが0、2または3である、

【請求項４】
請求項１〜３のいずれか１項に記載の化合物をATPおよ
2 +

式中、

びMg と共に含む、発光検出のためのキット。

R1 およびR2 は、それぞれ独立してC1 ‑ 4 アルキルであり、

【請求項５】

R3 はHであり、

請求項１〜３のいずれか１項に記載の化合物を発光甲虫

XはNであり、

ルシフェラーゼと反応させる工程と、該化合物からの発

YはSまたはOであり、

光を検出する工程とを含む、発光検出方法。

nは、0、2または3である。

【請求項６】

【請求項２】

以下の式：
［続きあり］
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(54)【発明の名称】物標検知システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の物標検知装置の第一実施例の構成を示
す概略図である。
【図２】図１に示した物標検知装置の送信アンテナと受
信アンテナの配置を示す概略図である。
【図３】図１に示した物標検知装置で物標の有無を判定
する方法を説明するベクトル図である。
【図４】図１に示した物標検知装置で物標の有無を判定
する手順を示すフローチャートである。
【図５】図１に示した物標検知装置において受信アンテ
ナを１つで構成する場合の受信アンテナと電力分配器の
構成を示す概略図である。
【図６】本発明の物標検知装置の第二実施例の構成を示
す概略図である。
［続きあり］
【技術分野】

物標が存在しない状態で検出される検波データと物標が

【０００１】

存在する状態で検出される検波データとの差を求めるこ

本発明は、例えば駐車区画での物標の有無及び物標の方

とにより得られる第１の信号ベクトル成分（ｘ）を出力

向を検知する物標検知装置及び物標検知システムに関す

する第１の物標検知装置と、

る。

物標が存在しない状態で検出される検波データと物標が
存在する状態で検出される検波データとの差を求めるこ

(57)【特許請求の範囲】

とにより得られる第２の信号ベクトル成分（ｙ）を出力

【請求項１】

する第２の物標検知装置と、

マイクロ波信号を発生するマイクロ波発振器と、前記マ

前記第１の信号ベクトル成分（ｘ）と前記第２の信号ベ

イクロ波信号を送信する送信アンテナと、前記送信アン

クトル成分（ｙ）との位相差を求め、この位相差に基づ

テナから送信された前記マイクロ波信号が物標で反射さ

いて物標の方向を判定する演算処理装置と

れた信号を受信し受信信号を出力する受信アンテナと、

を具備することを特徴とする物標検知システム。

前記送信信号と前記受信信号を混合して検波信号を出力
する検波手段と、前記検波信号をＡ/Ｄ変換して検波デ
ータを出力するＡ/Ｄ変換器と、前記検波データに基づ
き物標の存在の有無を判定する演算処理手段とを具備す
る物標検知装置を少なくとも２台配置した物標検知シス
テムであって、

91

特許第5517039号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数6

（全19頁）

(51)Int.Cl.
G01L 1/20
G01V 9/00
G01L 5/00

ＦＩ
G01L
G01V
G01L

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

（Ｐ５５１７０３９）
(45)発行日 平成26年(2014)6月11日
(24)登録日 平成26年(2014)4月11日
(21)特願2009‑203027

1/20
9/00
5/00

B
D
101 Z

(22)平成21年(2009)9月2日
(65)特開2011‑053115
(43)平成23年(2011)3月17日

(56)参考文献

国際公開第2007/069412(WO,A(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
G01L
1/20
1)
G01L
5/00
特開昭63‑095332(JP,A)
【審査請求日】平成24年(2012)7月26日
［続きあり］
(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
下条 誠（外1名）
公文代 康祐

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】リング型センサ
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、関連技術に記載されている荷重センサ
を示す概略図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係るリング型セ
ンサの等価回路を示す回路図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る第１抵抗ネ
ットワークの等価回路を示す回路図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る第２抵抗ネ
ットワークの等価回路を示す回路図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の実施の形態に係るセンサ
ノードペアとセンサ素子を示している。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の実施の形態に係る非セン
サノードペアを示している。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係るセンサノー
［続きあり］
【技術分野】

ドとの間に前記検出電流が流れるセンサノードペアと、

【０００１】

前記第１ノードと前記第２ノードとの間に前記センサ素

本発明は、周囲の環境に応じた電気信号を生成するセン

子が接続されない非センサノードペアと

サに関する。

を含み、
前記センサノードペアは、前記第１抵抗ネットワーク及

(57)【特許請求の範囲】

び前記第２抵抗ネットワーク上で閉ループを形成するよ

【請求項１】

うにリング状に配置され、前記センサ素子は、円柱の側

各々が第１ノードと第２ノードとを含む複数のノードペ

周面を一周し、前記円柱の円周方向に配置され、

アと、

前記センサノードペアの前記第１ノードと前記第２ノー

前記複数のノードペアの前記第１ノード同士を網目状に

ドとの間には、前記センサ素子として、並列に接続され

電気的に接続する第１抵抗ネットワークと、

た２以上の近接覚センサ素子が前記円柱の長手方向に並

前記複数のノードペアの前記第２ノード同士を網目状に

んで配置され、

電気的に接続する第２抵抗ネットワークと、

前記２以上の近接覚センサ素子の各々は、発光素子と受

周囲の環境に応じた検出電流を生成するセンサ素子と

光素子とを備え、

を備え、

前記受光素子は、前記発光素子から放射される光の物体

前記複数のノードペアは、

からの反射光が入射することにより、前記反射光の強度

前記第１ノードと前記第２ノードとの間に前記センサ素

に応じた前記検出電流を生成し、

子が電気的に接続され、前記第１ノードと前記第２ノー

前記非センサノードペアは、前記第１抵抗ネットワーク
［続きあり］
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(54)【発明の名称】マイクロ波高調波処理回路
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
の鳥瞰構成図である。
【図２】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
内の第１ストリップ導体を示す図である。
【図３】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
内の第２ストリップ導体を示す図である。
【図４】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
内の第２接地層を示す図である。
【図５】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
におけるＡ−Ａ´間の断面図である。
【図６】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
の目標の等価回路を示す図である。
【図７】本発明の実施例１のマイクロ波高調波処理回路
［続きあり］
【技術分野】

された第２伝送線路層と、

【０００１】

前記第１伝送線路層と前記第２伝送線路層との間に配置

本発明は、特にマイクロ波帯に適用されるマイクロ波高

された接地層と、

調波処理回路に関する。

前記第１伝送線路層における接続点と前記第２伝送線路
層における接続点とを電気的に接続するビアと、

(57)【特許請求の範囲】

を有することを特徴とするマイクロ波高調波処理回路。

【請求項１】

【請求項２】

入力端子がトランジスタの出力端子に接続され、所定の

入力端子がトランジスタの出力端子に接続され、所定の

電気長を有する直列伝送線路と、前記直列伝送線路の出

電気長を有する直列伝送線路と、前記直列伝送線路の出

力端子に１点で並列接続され、２次以上でｎ次（ｎは４

力端子に１点で並列接続され、２次以上でｎ次（ｎは９

以上の整数）までの高調波に対してそれぞれが所定の電

以上１５以下の整数）までの高調波に対してそれぞれが

気長を持つ異なる長さの（ｎ−１）個の並列先端開放ス

所定の電気長を持つ異なる長さの（ｎ−１）個の並列先

タブとを有するマイクロ波高調波処理回路であって、

端開放スタブとを有するマイクロ波高調波処理回路であ

前記直列伝送線路と前記（ｎ−１）個の並列先端開放ス

って、

タブの内の２つの並列先端開放スタブが１つの接続点で

前記直列伝送線路と前記（ｎ−１）個の並列先端開放ス

接続されて構成された第１伝送線路層と、

タブの内の２つの並列先端開放スタブが１つの接続点で

前記２つの並列先端開放スタブを除く前記（ｎ−３）個

接続されて構成された第１伝送線路層と、

の並列先端開放スタブが１つの接続点で接続されて構成

前記２つの並列先端開放スタブを除く前記（ｎ−３）個
［続きあり］
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(54)【発明の名称】波長が制御されたルシフェラーゼの発光基質および製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のルシフェリン類似体群の発光波長を示
す図。
【図２】本発明のルシフェリン類似体群の発光波長およ
び発光波長を変換する構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
本発明は、所望の発光波長を有するルシフェラーゼの基
質の製造方法であって、発光波長をシフトさせるために
、ルシフェリンもしくはルシフェリン類似体における‑O
H基もしくは‑NR1 R2 基（式中、R1 およびR2 は、それぞれ
独立してHまたはC1 ‑ 4 アルキルである）の一方が他方と
置換された化合物を製造する工程、および／または発光
波長をシフトさせるために、ルシフェリンもしくはルシ
［続きあり］
【技術分野】

nは、2である。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、ルシフェリンおよびルシフェリン類似体の発

R1 R2 N‑基がOH‑基であり、R3 がHである、請求項１に記載

光波長を制御する方法に関する。

の化合物。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

請求項１または２に記載のルシフェリン類似体からなる

【請求項１】

発光基質。

一般式IIIのルシフェリン類似体：

【請求項４】

【化１】

請求項１または２に記載のルシフェリン類似体を含む、
発光検出キット。

式中、
R1 、R2 およびR3 は、それぞれ独立してHまたはC1 ‑ 4 アル
キルであり、
XはNであり、YはSであり、
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(54)【発明の名称】歪補償回路
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、従来技術による歪補償回路の構成例を
示す回路図である。
【図２】図２は、従来技術によるダイオード歪補償回路
を含む増幅器の特性例を示すグラフである。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態による歪補償
回路および歪補償増幅回路の構成を示す回路図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態による歪発生
ダイオード回路部の別の構成例を示す回路図である。
【図５】図５は、平均出力電力およびＡＣＰＲの関係に
おける、本発明および従来技術の比較を示すグラフであ
る。
【図６】図６は、ＲＦ入力平均電力および最適ダイオー
ドバイアス電圧の関係を示すグラフである。
［続きあり］
【技術分野】

前記制御回路部は、

【０００１】

前記入力信号の一部を対数検波して前記入力信号の平均

本発明は、歪補償回路と、この歪補償回路を用いる歪補

電力を得る対数検波回路と、

償増幅回路と、この歪補償回路を用いる歪補償方法とに

前記対数検波回路の出力信号の直流成分を得るＬＰＦ（

係り、特に、ダイオードを用いる歪補償回路と、この歪

Ｌｏｗ

補償回路を用いる歪補償増幅回路と、この歪補償回路を

と、

用いる歪補償方法とに係る。

前記ＬＰＦの出力信号を増幅して前記バイアス電圧を生

Ｐａｓｓ

Ｆｉｌｔｅｒ：低域通過フィルタ）

成する直流増幅回路と
(57)【特許請求の範囲】

を具備する

【請求項１】

歪補償回路。

増幅器に接続されて使用される歪補償回路であって、

【請求項２】

入力信号の一部を検出し、前記入力信号の平均電力に応

請求項１に記載の歪補償回路において、

じてバイアス電圧をアナログ回路で生成する制御回路部

前記制御回路部は、

と、

前記入力信号の一部を取り出す容量

前記増幅器の歪特性を補償するための歪を前記バイアス

をさらに具備する

電圧に応じて生成し、前記入力信号に前記歪を加える歪

歪補償回路。

発生ダイオード回路部と

【請求項３】

を具備し、

請求項１または２に記載の歪補償回路において、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】乱流摩擦抵抗低減装置及び方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】乱流摩擦抵抗低減装置の一実施形態としての外
観構成例を示す図である。
【図２】乱流境界層における流れ方向の乱れ強さの測定
結果を示す図である。
【図３】乱流境界層における外層の流れ方向の乱れ強さ
の測定結果を示す図である。
【図４】乱流境界層における外層の流れ方向に垂直な方
向の乱れ強さの測定結果を示す図である。
【図５】乱流摩擦抵抗低減装置の配置場所と流速の計測
位置を示す平面図である。
【図６】平板の各位置における流速変動の測定結果を示
す図である。
【図７】乱流摩擦抵抗低減装置を配置しない場合と配置
［続きあり］
【技術分野】

に換算して略１００の位置とに少なくとも配設される複

【０００１】

数のフィンと

本発明は、乱流摩擦抵抗低減装置及び方法に関し、特に

を備える乱流摩擦抵抗低減装置。

、渦運動全体を抑制して乱流境界層の発達を抑制するこ

【請求項２】

とにより乱流摩擦抵抗を低減できるようにした、乱流摩

前記複数のフィンの各々は、前記壁面からＲｏｔｔａ厚

擦抵抗低減装置及び方法に関する。

さの略０．０４倍乃至略０．２５倍の間に配設される
請求項１に記載の乱流摩擦抵抗低減装置。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

壁面と略平行な幅方向に、境界層の厚さの４倍以上また

壁面と略平行な幅方向に、境界層の厚さの４倍以上また

は壁無次元長さに換算すると８００以上の幅を有し、前

は壁無次元長さに換算すると８００以上の幅を有し、前

記壁面と略平行であって前記幅方向に略垂直な奥行き方

記壁面と略平行であって前記幅方向に略垂直な奥行き方

向に、境界層の厚さ以上の長さの奥行きを有し、前記壁

向に、境界層の厚さ以上の長さの奥行きを有し、前記壁

面の法線と略平行な高さ方向に、前記境界層の厚さ以上

面の法線と略平行な高さ方向に、前記境界層の厚さ以上

の高さを有する筺体を、前記壁面に配設し、

の高さを有し、前記壁面に配設される筺体と、

複数のフィンを、前記筺体内であって、前記壁面からの

前記筺体の一部として、又は前記筺体内に挿入されるフ

前記高さ方向の距離が、壁無次元長さに換算して略５０

ィンであって、前記壁面からの前記高さ方向の距離が、

の位置と、壁無次元長さに換算して略１００の位置とに

壁無次元長さに換算して略５０の位置と、壁無次元長さ

少なくとも配設する
［続きあり］
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(54)【発明の名称】プロジェクタ装置、映像信号補正装置、映像信号補正方法及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施の形態によるプロジェクタ装置
の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態による投影処理例を示す
フローチャートである。
【図３】本発明の一実施の形態による投影面輝度の計測
状態の例を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施の形態による測定輝度の例を示
す説明図である。
【図５】本発明の一実施の形態による配光特性算出処理
例を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施の形態による基準応答特性算出
処理例（１）を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施の形態による基準応答特性算出
［続きあり］
【技術分野】

入力又は生成した映像信号の１フレーム目の各画素の輝

【０００１】

度値及び前記配光マップに基づいて基準応答関数を算出

本発明は、映像を投影するプロジェクタ装置、及びその

する基準応答関数算出部と、

プロジェクタ装置に供給する映像信号を補正する映像信

更新された前記配光マップと前記基準応答関数に基づい

号補正装置及び映像信号補正方法、並びに映像信号補正

て各画素ごとの応答関数を算出する応答関数算出部と、

方法を実行するプログラムに関する。

前記入力又は生成した映像信号の画素ごとの各色成分の
輝度値を、前記応答関数及び前記配光マップを利用して

(57)【特許請求の範囲】

補正し、補正された映像信号を得る補正処理部と、

【請求項１】

前記補正処理部で補正された映像信号による映像を投影

入力又は生成した映像信号による映像を投影するプロジ

する投影部と、を備え、

ェクタ装置であって、

前記１フレーム目以降の映像を投影する際に、前記投影

投影された映像を撮像して得られた撮像映像の画素ごと

面輝度計測部で計測されたリアルタイムの輝度値と、前

の各色成分の輝度値を計測する投影面輝度計測部と、

記応答関数によって前記補正処理部で補正された映像の

全画素の輝度値が同一となる基準となる映像を投影させ

輝度値との差を検出し、前記配光マップを更新するよう

た際の前記投影面輝度計測部で計測された画素ごとの各

にしたプロジェクタ装置。

色成分の輝度に基づいて、映像中の基準点の輝度に対す

【請求項２】

る画素ごとの輝度の変化率を示す配光マップを算出し、

前記基準となる映像は、白色の映像である

１フレーム毎に更新する配光特性算出部と、

請求項１記載のプロジェクタ装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線通信システム及び無線送信機
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一の実施形態である、無線通信シス
テムの概略図である。
【図２】本発明の第一の実施形態で用いられる送信機の
回路図である。
【図３】本発明の第二の実施形態で用いられる、ＭＩＭ
Ｏ送信機の概略図である。
【図４】本発明の第二の実施形態で用いられる、ＭＩＭ
Ｏ受信機の概略図である。
【図５】本発明の第三の実施形態である、無線通信シス
テムの全体構成図である。
【図６】本発明の第四の実施形態である無線通信システ
ムの送信機に用いられるアンテナの外観斜視図である。
【図７】本発明の第四の実施形態である無線通信システ
［続きあり］
【技術分野】

前記受信機は前記ワイヤレス送電装置が発生する前記電

【０００１】

磁波を受けて電力を生成するワイヤレス受電装置に併設

本発明は、無線通信システム及び無線送信機に関する。

される、
無線通信システム。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

ワイヤレス送電装置と、

ワイヤレス送電装置と、

信号を生成する信号源と、

信号を生成する信号源と、

前記信号によって静電容量が変化されるバラクタと、

前記信号によって静電容量が変化されるバラクタと、

前記ワイヤレス送電装置に併設され、前記バラクタが給

前記バラクタが給電点に接続され、前記ワイヤレス送電

電点に接続され、前記ワイヤレス送電装置が発生する電

装置が発生する電磁波を受けて、前記信号によって変調

磁波を受けて、前記信号によって変調された電波を発す

された電波を発するアンテナと、

るアンテナと、

前記アンテナから発せられる電波を受信して、前記電波

前記アンテナから発せられる電波を受信して、前記電波

から前記信号源が出力する前記信号を復調する受信機と

から前記信号源が出力する前記信号を復調する受信機と

よりなり、

よりなる無線通信システム。

前記アンテナと前記バラクタと前記信号源は送信機を構

【請求項３】

成し、

ワイヤレス送電装置と、

前記送信機は前記ワイヤレス送電装置に併設され、

デジタルデータストリームを第一のＭＩＭＯデータスト
［続きあり］
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(54)【発明の名称】情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】情報処理システムを示すブロック図である。
【図２】操作画面の表示例を示す図である。
【図３】情報処理装置の第1の構成例を示すブロック図
である。
【図４】候補曲リスト生成処理を説明するフローチャー
トである。
【図５】情報処理装置の第2の構成例を示すブロック図
である。
【図６】情報処理装置の第3の構成例を示すブロック図
である。
【図７】情報処理装置の第4の構成例を示すブロック図
である。
【図８】情報処理装置の第5の構成例を示すブロック図
［続きあり］
【技術分野】

複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記

【０００１】

憶する出現頻度記憶手段と、

本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログ

前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベ

ラムに関し、特に、例えば、所定の色または楽曲のうち

クトルを合成して文章色彩ベクトルを生成する文章色彩

、一方を入力することに対応して、他方を取得できるよ

ベクトル生成手段と、

うにした情報処理装置、情報処理方法、およびプログラ

生成された前記クエリ色彩ベクトルと前記文章色彩ベク

ムに関する。

トルとの類似度を算出する類似度算出手段と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成

(57)【特許請求の範囲】

する文章リスト生成手段と、

【請求項１】

を有する情報処理装置。

所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合

【請求項２】

に基づき、クエリ色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベ

さらに、文章を形態素解析し、前記単語の出現頻度を計

クトル算出手段と、

数する形態素解析手段を有し、

色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単

前記出現頻度記憶手段は、前記計数された文章における

語および前記色彩と前記単語との連想確率を記憶する連

前記単語の出現頻度を、前記文章に対応させて記憶する

想確率記憶手段と、

、請求項1に記載の情報処理装置。

前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単

【請求項３】

語色彩ベクトル生成手段と、

さらに、外部コーパスから前記プリミティブワード以外
［続きあり］
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(54)【発明の名称】情報処理装置および方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】１ホップのネットワークについて説明するため
の図である。
【図２】複数ホップのネットワークについて説明するた
めの図である。
【図３】リンク間の帯域使用率の算出について説明する
ための図である。
【図４】エンドホスト、ノードの機能について説明する
ための図である。
【図５】送信元ホストの送信処理について説明するため
のフローチャートである。
【図６】送信元ホストの受信処理について説明するため
のフローチャートである。
【図７】中継ノードの処理について説明するためのフロ
［続きあり］
【技術分野】

記受信までの時間を前記両端に位置するノード毎にそれ

【０００１】

ぞれ計測する計測手段と、

本発明は情報処理装置および方法、並びにプログラムに

前記計測を、複数回、前記宛先ノードに対して行うこと

関し、特に、ネットワークの帯域使用率を推定する際に

で、前記送信から前記受信までの時間の確率密度関数を

用いて好適な情報処理装置および方法、並びにプログラ

前記両端に位置するノード毎にそれぞれ算出する第１の

ムに関する。

算出手段と、
前記第１の算出手段により前記両端に位置するノード毎

(57)【特許請求の範囲】

にそれぞれ算出された前記確率密度関数を用いて逆畳み

【請求項１】

込み演算を行うことで、所定のリンクの確率分布を算出

第１のホストと第２のホストとの通信経路上に、複数の

する第２の算出手段と、

ノードが存在するネットワーク内の所定のリンクの帯域

前記第２の算出手段により算出された前記所定のリンク

使用率を推定する情報処理装置において、

の確率分布から前記所定のリンクにおける帯域使用率を

前記複数のノードまたは前記第２のホストのうち、前記

推定する推定手段と

帯域使用率を推定したいリンクの両端に位置するノード

を備える情報処理装置。

のそれぞれを宛先ノードに設定し、前記第１のホストか

【請求項２】

ら前記宛先ノードに対して第１のパケットを送信し、前

前記第１のパケットには、前記第２のパケットを各ノー

記第１のパケットに対する前記宛先ノードからの第２の

ドにおいて優先的に処理するか否かを示すフラグが含ま

パケットを前記第１のホストで受信し、前記送信から前

れる
［続きあり］
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(54)【発明の名称】オノマトペ自動生成システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】日本語オノマトペ音素の音象徴的意味の例を示
す図である。
【図２】オノマトペの遺伝子個体配列の定義の例を示す
図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかるオノマトペ生成シ
ステムの構成例を示す図である。
【図４】オノマトペ生成システムを実現する情報処理装
置２００の構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態の処理例を示すフローチャー
トである。
【図６】「オノマトペ群から印象評価値の算出」の処理
例を示すフローチャートである。
【図７】オノマトペデータのデータ構造例を示す図であ
［続きあり］
【技術分野】

算出された類似度に基づいて、前記オノマトペ群に含ま

【０００１】

れるオノマトペデータの前記類似度が前記オノマトペ群

本発明は、コンピュータを用いてオノマトペ（擬音語・

全体として高くなるように、前記オノマトペ群に含まれ

擬態語）を自動生成する技術に関する。

る個々のオノマトペデータのうちの少なくとも一部を更
新する更新手段と、

(57)【特許請求の範囲】

所定の終了条件を満たすまで、前記印象評価値算出手段

【請求項１】

、前記類似度算出手段および前記更新手段の処理を繰り

オノマトペを特定する特徴値配列を所定の発生条件に基

返す最適化制御手段と、

づいて発生させたオノマトペデータを所定数生成するこ

前記終了条件を満たした時点の前記オノマトペ群のオノ

とで初期状態のオノマトペ群を生成する初期状態オノマ

マトペデータを出力する出力手段と

トペ群生成手段と、

を備えたことを特徴とするオノマトペ自動生成システム

ユーザから所望するオノマトペの印象評価値を入力する

。

印象評価値入力手段と、

【請求項２】

前記オノマトペ群に含まれるオノマトペデータについて

請求項１に記載のオノマトペ自動生成システムにおいて

個々に印象評価値を算出する印象評価値算出手段と、

、

算出した個々のオノマトペデータの印象評価値と前記ユ

前記更新手段は、算出された類似度に基づいて前記オノ

ーザから入力された印象評価値との類似度を算出する類

マトペ群からオノマトペデータの選択を行い、選択され

似度算出手段と、

たオノマトペデータから交叉を行って新たなオノマトペ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】レーダ装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パルスレーダ測距原理を示す説明図である。
【図２】パルスレーダの距離分解能を示す説明図である
。
【図３】パルスドップラレーダ信号処理例を示す構成図
である。
【図４】パルスドップラレーダ測速原理を示す説明図で
ある。
【図５】パルスドップラレーダ及びパルス圧縮レーダを
示す説明図である。
【図６】パルス圧縮レーダで用いられる変調波の種類を
示す説明図である。
【図７】パルス圧縮レーダ信号処理例を示す構成図であ
る。
［続きあり］
【技術分野】

スを周波数ステップさせるレーダ装置であり、

【０００１】

同一周波数で一定時間内に連続して送信される１組の送

本発明は、電磁波や音波を用いた計測装置において、目

信パルスは、送信パルスが目標物から反射して受信する

標までの距離と速度を測る技術に関する。

までの時間を確保するパルス繰り返し時間を、それぞれ
の相補符号を用いた信号ごとに確保して順に送信され、

(57)【特許請求の範囲】

前記パルス繰り返し時間は、次式（但し、ＴＰ

【請求項１】

ルス繰り返し時間、Ｒｍ

パルス内周波数拡散された送信パルスを、Ｎ個（Ｎは２

インストルメント距離、ｃは光速）

以上の整数）の周波数を用いて周波数をステップさせて

ＴＰ

送信させると共に、１つの観測時間内でその周波数ステ

を満たすようにしたことで、前記１つの観測時間内での

ップをＭ回（Ｍは２以上の整数）繰り返し送信し、その

、同一周波数で同一符号の送信パルス数に相当する前記

送信パルスの目標物からの反射を受信するレーダ装置に

Ｍの値が、１組の送信パルスを割り当てない場合に比べ

おいて、

て小さくなるレーダ装置であり、

Ｒ

Ｉ

≧（２Ｒｍ

ａ

ｘ

ａ

ｘ

Ｒ

Ｉ

はパ

はレーダに要求される最大

／ｃ）

２つの相補となる符号の自己相関後の加算による合成に

受信したパルスをパルス圧縮処理及びパルスドップラ処

より、距離サイドローブを抑圧可能な２つの相補符号を

理を行い、それらパルス圧縮処理及びパルスドップラ処

用いた信号を、同一周波数で一定時間内に連続して送信

理が行われた信号に対し、前記２つの相補符号の位相変

される１組の送信パルスとして割り当て、

調パルスが前記パルス繰り返し時間だけシフトして送受

その２つの相補符号を用いた信号による１組の送信パル

信したことによる位相誤差と、目標物との相対速度があ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】電気刺激装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る電気刺激装
置の概略ブロック構成図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る電気刺激装
置の皮膚インピーダンス検出部の一構成例を示す図であ
る。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係る電気刺激装
置のスイッチ群及びタッチパネルの内部構成を示す図で
ある。
【図４】図４Ａ及び４Ｂは、切替スイッチの動作を説明
するための図である。
【図５】図５は、電極の走査例を示す図である。
【図６】図６は、刺激量の調整原理を説明するための図
である。
［続きあり］
【技術分野】

と

【０００１】

を備える電気刺激装置。

本発明は、電気刺激装置に関し、より詳細には電気刺激

【請求項２】

によりユーザに所定の情報を提示する電気刺激装置に関

前記刺激パルス制御部は、前記刺激期間の最後の前記周

する。

期以外の通電期間に供給する刺激電流を一定とすること
を特徴とする

(57)【特許請求の範囲】

請求項１に記載の電気刺激装置。

【請求項１】

【請求項３】

ユーザに電気刺激を与える電極と、

前記刺激パルス制御部は、ユーザが電気刺激を感じ始め

前記電極に刺激電流を所定の刺激期間、供給する刺激電

る電流パルスのパルス幅の閾値と皮膚インピーダンスに

流供給部と、

関する情報との関係を示す相関データを記憶し、前記周

前記ユーザの皮膚インピーダンスに関する情報を検出す

期毎に、前記取得された皮膚インピーダンスに関する情

る皮膚インピーダンス検出部と、

報に基づいて該相関データから該電流パルスのパルス幅

前記刺激電流の供給中に、前記刺激期間より短い周期で

の閾値を算出し、且つ、該算出した電流パルスのパルス

前記皮膚インピーダンス検出部を介して前記皮膚インピ

幅の閾値と刺激開始から当該皮膚インピーダンスに関す

ーダンスに関する情報を取得し、該取得された皮膚イン

る情報の取得時までの経過期間から得られる最終的な刺

ピーダンスに関する情報に基づいて次の該周期に前記電

激期間とを比較して次の該周期に前記電極に供給する刺

極に供給する前記刺激電流を調整する刺激パルス制御部

激電流を調整することを特徴とする
［続きあり］
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(54)【発明の名称】通信装置、通信方法、および通信システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの構成
例を示す図である。
【図２】送信局の構成例を示すブロック図である。
【図３】中継局の構成例を示すブロック図である。
【図４】受信局の構成例を示すブロック図である。
【図５】中継局の処理について説明するフローチャート
である。
【図６】シミュレーションモデルを示す図である。
【図７】シミュレーションに用いたパラメータを示す図
である。
【図８】各伝送方法の送信時間スロットを示す図である
。
【図９】シミュレーション結果を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

れから伝送されたデータに分離する、前記複数の送信装

【０００１】

置に共通の受信手段と、

本発明は、通信装置、通信方法、および通信システムに

分離されたデータのそれぞれを、前記複数の送信装置が

関し、特に、複数のセルのそれぞれのセル端におけるチ

データの伝送を行っているそれぞれの前記セル内に存在

ャネル容量を増大させることができるようにした通信装

する複数の受信装置に対してマルチユーザMIMO伝送によ

置、通信方法、および通信システムに関する。

り伝送する伝送手段と
を備える通信装置。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記セルは隣接するセルであり、隣接するセルの境界付

それぞれ異なるセルに存在し、MIMO伝送によりデータの

近に存在する

伝送を行う複数の送信装置のそれぞれと自身との間の通

請求項１に記載の通信装置。

信路の状態を推定する第１の推定手段と、

【請求項３】

前記複数の送信装置から、各送信装置間での同期が確立

前記複数の受信装置のそれぞれと自身との間の通信路の

された伝送タイミングに従って伝送されたデータを、前

状態を推定する第２の推定手段をさらに備え、

記複数の送信装置によって送信された電波を受信するア

前記伝送手段は、前記第２の推定手段により推定された

ンテナを介して受信し、前記第１の推定手段により推定

通信路の状態に基づいて決定した送信ウエイトを用いて

された通信路の状態に基づいて決定した受信ウエイトを

、前記受信手段により分離されたデータを伝送する

用いて、受信したデータを前記複数の送信装置のそれぞ

請求項１または２に記載の通信装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】帯状構造検出装置及び方法並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態となる白線検出装置が搭載
された車両を表す模式図である。
【図２】本発明の実施の形態を示すブロック図である。
【図３】本発明の処理手順の流れを説明するフローチャ
ートである。
【図４】本発明のオペレータ処理内手順の流れを示すフ
ローチャートである。
【図５】カメラで撮像された路面画像を示す図である。
【図６】路面画像を俯瞰図に変換した俯瞰画像を示す図
である。
【図７】本発明の二重円型のオペレータの構成図である
。
【図８】二重円型オペレータの内円部が白線上に重なっ
［続きあり］
【技術分野】

徴と同じもしくは類似すると判別され、かつ、前記第２

【０００１】

の判別位置のうち前記帯状構造の画像特徴と同じでも類

本発明は、画像解析によって路面上の白線等の帯状構造

似でもない位置からなる連続領域が、前記内円を挟んで

を検出する技術に関するものである。

対向するように存在する場合、前記探索位置を帯状構造
候補点として検出する帯状構造候補検出手段と、

(57)【特許請求の範囲】

前記帯状構造候補点群に対して線をフィッティングする

【請求項１】

ことによって前記帯状構造を検出する帯状構造検出手段

入力画像から所定の幅の帯状構造を検出する装置であっ

と、

て、

を備えたことを特徴とする帯状構造検出装置。

前記入力画像の複数の探索位置において、前記探索位置

【請求項２】

を中心とし、前記所定の幅以下の直径を有する内円の周

前記内円の直径が前記所定の幅と同じであることを特徴

上または前記内円の内部にある複数の第１の判別位置、

とする請求項１記載の帯状構造検出装置。

および、前記探索位置を中心とし、前記所定の幅より大

【請求項３】

きい直径を有する外円の周上、または、前記外円と前記

前記入力画像はカメラで撮像された画像であり、

内円の円周間の領域にある複数の第２の判別位置におけ

前記入力画像を俯瞰位置から見た画像となる俯瞰画像に

る画像特徴が前記帯状構造の画像特徴と同じもしくは類

変換する俯瞰処理手段をさらに備えたことを特徴とする

似するかを判別し、

請求項１または２記載の帯状構造検出装置。

前記第１の判別位置の画像特徴が前記帯状構造の画像特

【請求項４】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ワイヤレスセンサネットワークシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、従来技術によるワイヤレスセンサネッ
トワークの全体的な構成を示す概念図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明によるワイヤレスセンサネ
ットワークの全体的な構成の一例を示す概念図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明によるセンサノードの構成
の一例を示すブロック回路図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明によるシンクの構成の一例
を示すブロック回路図である。
【図３】図３は、本発明のワイヤレスセンサネットワー
クシステム通信方法における処理の流れを示すシーケン
ス図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明による周波数軸マッピング
の原理を概略的に示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

第２情報群を生成する第２回路部と、

【０００１】

前記第１情報群および前記第２情報群の組み合わせを、

本発明は、サーバと、複数の端末とが無線ネットワーク

送信周波数群および送信時刻群の組み合わせに変換する

を介して通信するワイヤレスセンサネットワークシステ

変換部と、

ムと、このシステムで用いられるワイヤレスセンサネッ

前記送信周波数群を有する前記送信信号群を前記送信時

トワーク通信方法とに係る。

刻群に含まれるそれぞれの時刻に送信する送信部と
を具備し、

(57)【特許請求の範囲】

前記受信サーバは、

【請求項１】

前記複数の送信信号群を受信する受信部と、

複数の送信信号群を送信する複数の送信端末と、

前記複数の送信信号群が示す前記送信周波数群および前

無線ネットワークを介して前記複数の送信信号群を受信

記送信時刻群から前記第１情報群および前記第２情報群

する受信サーバと

を復元する復元部と

を具備し、

を具備する

前記複数の送信信号群は、

ワイヤレスセンサネットワークシステム。

前記複数の送信端末のそれぞれが送信する送信信号群

【請求項２】

を具備し、

請求項１に記載のワイヤレスセンサネットワークシステ

前記それぞれの送信端末は、

ムにおいて、

第１情報群を生成する第１回路部と、

前記第１情報群および前記第２情報群の少なくとも一方
［続きあり］
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(54)【発明の名称】画像処理プログラムおよび画像処理装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る画像処理装
置のハードウェア構成と機能ブロックを説明する図であ
る。
【図２】図２（ａ）は、対象物に焦点のあった近景合焦
画像を模式的に説明する図であって、図２（ｂ）は、背
景に焦点のあった遠景合焦画像を模式的に説明する図で
ある。
【図３】図３は、入力された画像データから算出される
ぼけ画像との差分情報が大きい画素領域の分布を模式的
に説明する図である。
【図４】図４は、ぼけ量を考慮した最適なマスクサイズ
を模式的に説明する図である。
【図５】図５は、マスクサイズ決定手段によるマスクサ
［続きあり］
【技術分野】

タにおける当該画素を含む前記所定領域の画素値との差

【０００１】

分に基づいて、当該所定の画素のぼけ量を算出し、ぼけ

本発明は、焦点の異なる複数の画像データから、全焦点

量が大きい場合は大きく、ぼけ量が小さい場合は小さい

画像データを生成する画像処理プログラムおよび画像処

マスクサイズを決定するマスクサイズ決定手段と、

理装置に関する。

当該画素を含み、前記マスクサイズ決定手段で決定され
たマスクサイズの領域において、前記第１の画像データ

(57)【特許請求の範囲】

および前記第２の画像データのうち、前記ぼけ画像デー

【請求項１】

タの画素値とより乖離した画素値を有する画像データを

焦点の異なる第１の画像データおよび第２の画像データ

特定し、特定された画像データの当該画素の画素値を、

とから、鮮明画像データを生成する画像処理プログラム

鮮明画像データの当該画素の画素値として、前記鮮明画

であって、

像データを生成する鮮明画像生成手段

コンピュータを、

として機能させるための画像処理プログラム。

同一の対象物を同じ位置からそれぞれ異なる焦点で撮影

【請求項２】

した第１の画像データおよび第２の画像データと、全て

各画素の画素値は、ＲＧＢ毎の画素値を含み、

の領域でぼけたぼけ画像データとを記憶装置に記憶する

前記マスクサイズ決定手段は、前記第１の画像データに

記憶手段と、

おける当該画素を含む所定領域の画素値と、前記第２の

所定の画素について、前記第１の画像データにおける当

画像データにおける当該画素を含む前記所定領域の画素

該画素を含む所定領域の画素値と、前記第２の画像デー

値について、当該所定領域に、ＲＧＢの全ての画素値の
［続きあり］
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(54)【発明の名称】手指伸展運動支援装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１では本発明の構成の概念図である。
【図２】図２では装具部全体の正面図である。
【図３】図３では装具部の手指部における側面図である
。
【図４】図４では図３に示した装具部の伸展運動を支援
した時の側面図である。
【図５】図５では装具部の関節部の構造の一部を拡大し
た側面図である。
【図６】図６では図５に示した装具部の関節部を伸長さ
せた側面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１：装具部
［続きあり］
【技術分野】

を備えることを特徴とする伸展運動支援装置。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、脳血管障害などで発生する麻痺により手指を

屈曲状態の手指の指先部分に外側から引っかけるように

随意に動かせない患者に対して、自力簡易装着を可能と

装着可能な形状を有する指先ホルダーと、

する、手指の伸展運動を支援する装置に関するものであ

前記指先ホルダーに接続された、前記手指の指先から前

る。

記手指の背面側に沿って配置される支持部材（１０，１
１，１２）と牽引部材（１８）からなる牽引支持部（２

(57)【特許請求の範囲】

）と、

【請求項１】

前記牽引支持部（２）の他端に接続された、前記牽引支

屈曲状態の手指の指先部分に外側から引っかけるように

持部（２）を介して、前記指先ホルダーを手首方向に牽

装着可能な形状を有する指先ホルダーと、

引するアクチュエータ部と、

前記指先ホルダーに接続された、前記手指の指先から前

前記アクチュエータ部による牽引の程度を表す出力値を

記手指の背面側に沿って配置される支持部材（１０，１

制御する制御部と、

１，１２）と牽引部材（１８）からなる牽引支持部（２

前記アクチュエータ部及び制御部に電力を供給する電源

）と、

部を備えることを特徴とする伸展運動支援装置。

前記牽引支持部（２）の他端に接続された、前記牽引支

【請求項３】

持部（２）を介して、前記指先ホルダーを手首方向に牽

前記支持部材（１０，１１，１２）が、前記手指の関節

引するアクチュエータ部と、

で異なる中節アーム，基節アーム，手甲アームに分かれ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】伝送線路共振器、帯域通過フィルタ及び分波器
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】（Ａ）は、本発明の分布結合線路を有する伝送
線路共振器の構成を示す図であり、短絡接地部が分布結
合線路を構成するそれぞれの分布定数線路の対向する一
端にある。
（Ｂ）は、短絡接地部が、分布結合線路を構成する分布
定数線路の対向する一端のそれぞれ反対の端にある場合
を示す図である。
【図２】（Ａ）は、図１（Ａ）に示す本発明の分布結合
線路を有する伝送線路共振器の回路トポロジを示す図で
ある。（Ｂ）は、図１（Ｂ）に示す伝送線路共振器の回
路トポロジを示す図である。
【図３】（Ａ）は、一様線路による両端短絡型の伝送線
路共振器を示す図である。（Ｂ）は、両端短絡型ステッ
［続きあり］
【技術分野】

満たす式で表わされる上記分布結合線路の結合度の増大

【０００１】

に応じて共振周波数が低下することを特徴とする伝送線

本発明は、高周波回路で用いられる伝送線路共振器に関

路共振器。

し、特に、分布結合線路を用いた伝送線路共振器並びに

ｋ＝（Ｚｃｅ−Ｚｃｏ）／（Ｚｃｅ＋Ｚｃｏ），０≦ｋ

その伝送線路共振器を用いた帯域通過フィルタ及び分波

≦１

器に関する。

（ただし、ｋは上記結合度であり、Ｚｃｅは、上記偶モ
ードインピーダンスであり、Ｚｃｏは、上記奇モードイ

(57)【特許請求の範囲】

ンピーダンスである。）

【請求項１】

【請求項２】

一端を短絡接地部に接続した第１の分布定数線路と、該

上記単一伝送線路は、

第１の分布定数線路から所定距離だけ離間して平行に配

第１の線路インピーダンス及び第１の線路長を有する第

置され、該第１の分布定数線路の短絡接地された該一端

１の伝送線路、又は、

に対向する一端を短絡接地部に接続した第２の分布定数

第２の線路インピーダンス及び第２の線路長を有する第

線路とからなる分布結合線路と、

２の伝送線路と、該第２の伝送線路の一端に一方の端が

上記分布結合線路のそれぞれ他方の端に両端が接続され

接続された、第３の線路インピーダンス及び第３の線路

た単一伝送線路とを備え、

長を有する第３の伝送線路と、該第２の伝送線路の他端

上記分布結合線路は、偶モードインピーダンス及び／又

に一方の端が接続された、該第３の線路インピーダンス

は奇モードインピーダンスを有しており、以下の条件を

及び第３の線路長を有する第４の伝送線路とからなるス
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ドハティ増幅回路
【図１Ａ】

【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１Ａ】図１Ａは、従来技術による並列接続負荷型ド
ハティ増幅回路の構成を示す回路図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、従来技術による直列接続負荷型ド
ハティ増幅回路の構成を示す回路図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａに示した並列接続負荷型ド
ハティ増幅回路を、理想電源を用いて構成した場合の回
路図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、図１Ｂに示した直列接続負荷型ド
ハティ増幅回路を、理想電源を用いて構成した場合の回
路図である。
【図２Ａ】図２Ａは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）
による従来技術による超高周波並列接続負荷型ドハティ
増幅回路を通常型で形成した場合の構成を示す回路図で
［続きあり］
【技術分野】

前記第１増幅器の後段に接続された第１整合回路と、

【０００１】

前記第１整合回路の後段に接続された出力部と、

本発明は、ドハティ増幅回路に係り、特に、入力信号の

前記第２増幅器の後段に接続された第２整合回路と

強度に応じて動作モードが切り替わるドハティ増幅回路

を具備し、

に係る。

前記第２整合回路の後段に接続される伝送線路は、
前記入力信号の四分の一波長より短い長さ

(57)【特許請求の範囲】

を具備し、

【請求項１】

前記第１整合回路は、

入力信号の強度に応じて動作モードが第１増幅モードお

前記第１増幅モードにおいても、前記第２増幅モードに

よび第２増幅モードの間で切り替わるドハティ増幅回路

おいても、出力インピーダンス整合を満足するように設

であって、

計調整された少なくとも４つの独立パラメータ

前記入力信号を２つに分配する入力部と、

を具備する

前記第１増幅モードにおいては前記入力信号の一方を増

ドハティ増幅回路。

幅し、前記第２増幅モードにおいては飽和出力状態にな

【請求項２】

る第１増幅器と、

請求項１に記載のドハティ増幅回路において、

前記第１増幅モードにおいてはオフ状態になり、前記第

前記線路は、

２増幅モードにおいて前記入力信号の他方を増幅する第

前記第２整合回路の出力インピーダンスが誘導性である

２増幅器と、

場合には前記線路の出力インピーダンスが開放インピー
［続きあり］
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(54)【発明の名称】レーザー光の回折方法及び回折光学素子装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明を適用した回折光学素子装置の構成例を
模式的に示す斜視図である。
【図２】上記回折光学素子装置において回折格子記録領
域内に生成した周期的空間屈折率分布の観測結果を示す
図である。
【図３】上記回折光学素子装置において回折格子記録領
域内に周期的空間屈折率分布を生成して回折格子を書き
込み、回折実験を行った結果を示す図である。
【図４】上記回折光学素子装置の動作原理を示す模式図
である。
【符号の説明】
【００４９】
１０

オゾン含有ガス発生部、１１

空間ギャップ、１
［続きあり］

【技術分野】

体の非吸収帯域の波長の被回折レーザー光を回折させる

【０００１】

ことを特徴とするレーザー光の回折方法。

本発明は、レーザー光の回折方法及び回折光学素子装置

【請求項２】

に関する。

上記共鳴的に光を吸収する気体は、オゾンを含むガスで
あり、

(57)【特許請求の範囲】

上記ガスの吸収ピーク波長である２５０ｎｍ近傍の２つ

【請求項１】

の励起用レーザー光の照射により、上記ガスにより形成

共鳴的に光を吸収する気体によりシート状の回折格子記

された上記回折格子記録領域内に周期的空間屈折率分布

録領域を形成し、

を生成し、上記回折格子記録領域内における周期的空間

上記気体の吸収帯域の波長の励起用レーザー光を上記回

屈折率分布を過渡的な回折格子として用いることを特徴

折格子記録領域内において交叉するように照射して上記

とする請求項１記載のレーザー光の回折方法。

回折格子記録領域を形成している気体に吸収させること

【請求項３】

により該気体を光励起して、上記２つの励起用レーザー

共鳴的に光を吸収する気体によりシート状の回折格子記

光の干渉による周期的空間屈折率分布を上記回折格子記

録領域を形成する気体発生手段と、

録領域内に生成し、

上記気体の吸収帯域の波長の励起用レーザー光を上記回

上記回折格子記録領域内における周期的空間屈折率分布

折格子記録領域内において交叉するように照射して上記

を過渡的な回折格子として用い、該過渡的な回折格子に

回折格子記録領域を形成している気体に吸収させること

入射される光学損傷強度で決められる強度までの上記気

により該気体を光励起して、上記２つの励起用レーザー
［続きあり］
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(54)【発明の名称】伝送線路共振器並びに伝送線路共振器を用いた帯域通過フィルタ、分波器、平衡−不平衡変換器、*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の伝送線路共振器の構成を示す
図である。図１Ａは、平面図であり、図１Ｂは、図１Ａ
の対称線であるＡ−Ａ

線における断面図である。

【図２】図２は、第１の伝送線路の線路長が２θ１ 、第
２及び第３の伝送線路の線路長がθ２ である従来の１／
２波長型のステップインピーダンス伝送線路共振器の構
成を示す図である。図２Ａは、両端開放型の共振器であ
り、図２Ｂは、両端短絡型の共振器である。
【図３】図３は、本発明の本発明の伝送線路共振器の動
作原理を説明するための図である。図３Ａは、本発明の
伝送線路共振器のもっとも簡素化された構成を示す図で
ある。図３Ｂは、回路の対称性を利用してＡ図の右半分
を等価的にコンデンサに置き換えた状況を示す図である
［続きあり］
【技術分野】

上記第１の伝送線路の一端に一方の端が接続され他方の

【０００１】

端が短絡接地された、第２の線路インピーダンス及び第

本発明は、高周波回路で用いられる伝送線路共振器に関

２の線路長を有する第２の伝送線路と、上記第１の伝送

し、特に、１／２波長型の両端短絡ステップインピーダ

線路の他端に一方の端が接続され他方の端が短絡接地さ

ンス型伝送線路共振器並びにその伝送線路共振器を用い

れた、上記第２の線路インピーダンス及び第２の線路長

た帯域通過フィルタ、分波器、平衡−不平衡変換器、電

を有する第３の伝送線路とを有し、上記第１の線路イン

力分配器、不平衡−平衡変換器、周波数混合器及びバラ

ピーダンスは、上記第２の線路インピーダンスよりも低

ンス型フィルタに関する。

いことを特徴とする伝送線路共振器。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

上記容量性素子は、以下の式を満たすことを特徴とする

【請求項１】

請求項１記載の伝送線路共振器。

両端を短絡接地された１／２波長型のステップインピー

【数１】

ダンス共振器と、
上記ステップインピーダンス共振器の中央部に一端が接
続され他端が短絡接地された容量性素子とを備え、
上記ステップインピーダンス共振器は、
第１の線路インピーダンス及び第１の線路長を有する第

【数２】

１の伝送線路と、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】高効率電力増幅器
【図１Ａ】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】図１Ａは、Ｆ級増幅器の、トランジスタに流
れ込む電流と、トランジスタの出力端子に生じる電圧と
における時間変化の一例を示すグラフ群である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、高調波毎に位相が直交するときの
、トランジスタに流れ込む電流と、トランジスタの出力
端子に生じる電圧とにおける時間変化の一例を示すグラ
フ群である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による高効率電力増
幅器の基本的な構成を示す回路図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による高効率電力増
幅器の構成の実装例を示す回路図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の実施形態による入力電力
処理回路部の平面図である。
［続きあり］
【技術分野】

複数の高調波角周波数をそれぞれ有する複数の高調波成

【０００１】

分を無効電力化するように形成された出力高調波処理回

本発明は、電力増幅器に係り、特に、電力増幅器内での

路部と

高調波の平均消費電力を抑制することで電力効率を高め

を具備し、

た電力増幅器に係る。

前記出力高調波処理回路部は、前記複数の高調波成分の
うち少なくとも１つにおいて、前記無効電力化を、前記

(57)【特許請求の範囲】

出力電力における電流および電圧の位相を直交させるこ

【請求項１】

とで実現するように形成されている

電流および電圧に基本角周波数を有する基本波成分を含

高効率電力増幅器。

む入力電力を増幅して出力電力を出力するトランジスタ

【請求項２】

と、

請求項１に記載の高効率電力増幅器において、

前記トランジスタの後段に接続された出力電力処理回路

前記出力高調波処理回路部は、

部と

所定の次数の高調波で短絡することで前記所定の次数の

を具備し、

高調波成分における前記無効電力化を実現する位相調整

前記出力電力処理回路部は、

回路部

前記出力電力の基本波成分におけるインピーダンス整合

を具備する

を行う出力整合回路部と、

高効率電力増幅器。

前記出力電力のうち、前記基本角周波数の整数倍である

【請求項３】
［続きあり］

113

特許第5988141号

特許公報ＪＰ抄録
請求項の数10

（全22頁）

(51)Int.Cl.
G06F 3/01
G06F 3/0484
G06F 3/0487

ＦＩ
G06F
G06F
G06F

(2006.01)
(2013.01)
(2013.01)

(56)参考文献

特開2004‑177993(JP,A)
特開2002‑230588(JP,A)
特開2004‑362408(JP,A)
【審査請求日】平成27年(2015)6月1日

（Ｐ５９８８１４１）
(45)発行日 平成28年(2016)9月7日
(24)登録日 平成28年(2016)8月19日
(21)特願2012‑130326

3/01
3/0484
3/0487

510
150

(22)平成24年(2012)6月8日
(65)特開2013‑254398
(43)平成25年(2013)12月19日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
G06F 3/01
G06F 3/048‑3/0489
［続きあり］

(73)特許権者
(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
木村 尭（外1名）
岩橋 龍太郎

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】携帯端末セット、携帯端末用ジャケット、携帯端末、情報処理システム、およびプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明を適用した携帯端末で実現される機能的
構成例を示すブロック図である。
【図２】携帯端末が実現するユーザインタフェースにつ
いて説明する図である。
【図３】携帯端末による視覚フィードバック処理を説明
するフローチャートである。
【図４】携帯端末が圧力センサを有していない場合の構
成例を示す図である。
【図５】携帯端末が圧力センサを有していない場合の構
成例を示すブロック図である。
【図６】携帯端末のハードウェア構成例を示すブロック
図である。
【図７】圧縮表現のその他の例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

前記携帯端末は、

【０００１】

柔らかさの程度を表す柔らかさ情報と、前記圧力センサ

本発明は、携帯端末セット、携帯端末用ジャケット、携

が示す圧力値とに応じて、前記ユーザに柔らかさを認識

帯端末、情報処理システム、およびプログラムに関し、

させる錯触覚画像の形態的属性を決定して前記錯触覚画

特に、錯触覚現象を利用して、対象物の柔らかさを認識

像の表示制御を行う画像表示制御部と、

可能にする新たなユーザインタフェースを実現すること

前記柔らかさ情報を変更して、複数の前記柔らかさ情報

ができるようにする携帯端末セット、携帯端末用ジャケ

を、前記画像表示制御部に設定する柔らかさ情報制御部

ット、携帯端末、情報処理システム、およびプログラム

と、

に関する。

前記画像表示制御部により表示制御された前記錯触覚画
像を表示する表示部と

(57)【特許請求の範囲】

を備える

【請求項１】

携帯端末セット。

ユーザが把持可能な携帯端末と前記携帯端末に装着され

【請求項２】

るジャケットとからなる携帯端末セットであって、

請求項１に記載の携帯端末セットで用いられる携帯端末

前記ジャケットは、

用ジャケット。

前記ユーザが前記携帯端末を把持したときの圧力を検知

【請求項３】

し、その結果である圧力値を出力する圧力センサを備え

ユーザが把持可能な携帯端末であって、

、

前記ユーザが前記携帯端末を把持したときの圧力を検知
［続きあり］
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(54)【発明の名称】新規ハロゲン化水素塩
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】アカルミネのＩＲスペクトルを示す。
【図２】アカルミネ塩酸塩のＩＲスペクトルを示す。
【図３】アカルミネのＵＶスペクトルを示す。
【図４】アカルミネ塩酸塩のＵＶスペクトルを示す。
【図５】アカルミネ、アカルミネ塩酸塩及びアカルミネ
臭化水素酸塩の発光強度を示す。
【図６】アカルミネ、アカルミネ塩酸塩及びアカルミネ
臭化水素酸塩の発光スペクトルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下に、本発明を詳細に説明する。本発明のハロゲン化
水素塩は、上記一般式（I）又は一般式（II）で表され
る化合物のハロゲン化水素塩であり、好ましくは下記一
［続きあり］
【技術分野】

である］、又は、

【０００１】

下記一般式（II）：

本発明は、ハロゲン化水素塩、特には、水溶性に優れ、

【化２】

ホタル生物発光系における発光基質として利用可能なハ
ロゲン化水素塩に関するものである。
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
4

5

下記一般式（I）：

［式中、Ｒ 及びＲ はそれぞれ独立して水素又は炭素数

【化１】

１〜３のアルキル基であり、Ｒ 及びＲ はそれぞれ独立

6

7

して炭素数１〜８のアルキル基又は炭素数２〜８のアル
ケニル基であり、ｐ及びｑはそれぞれ独立して０〜４の
整数である］で表される化合物のハロゲン化水素塩。
【請求項２】
1

2

前記一般式（I）又は前記一般式（II）で表される化合

［式中、Ｒ 及びＲ はそれぞれ独立して水素又は炭素数
3

１〜３のアルキル基であり、Ｒ はそれぞれ独立して炭

物の塩酸塩又は臭化水素酸塩であることを特徴とする請

素数１〜８のアルキル基又は炭素数２〜８のアルケニル

求項１に記載のハロゲン化水素塩。

基であり、ｎは０〜３の整数であり、ｍは０〜４の整数

【請求項３】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ルシフェラーゼの発光基質
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の修飾されたホタルルシフェリンの発光
波長を示す図。
【図２】本発明の修飾されたホタルルシフェリン類似体
の発光波長を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
本発明は、発光活性を有するルシフェリン類似体が提供
される。本明細書において、ルシフェリン類似体とは、
ルシフェラーゼまたはルシフェラーゼ改変体と反応する
ことによって発光を生じる物質をいう。ルシフェラーゼ
改変体は、ルシフェラーゼの遺伝子を改変等することに
よって、その基質特性およびその発光波長が変化された
ルシフェラーゼタンパク質をいう。
［続きあり］
【技術分野】

ｎは、０、１、２または３である。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、ルシフェリン類似体に関する。

Ｒ1 は、Ｈであり、Ｒ4 は、ＯＨである、請求項１に記載
の化合物またはその塩。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

Ｚは、

以下の一般式を有する化合物またはその塩：

【化３】

【化１】
である、請求項２に記載の化合物またはその塩。
式中、

【請求項４】

Ｚは、

Ｚは、

【化２】

【化４】

であり、

である、請求項２に記載の化合物またはその塩。

Ｒ1 は、ＨまたはＣ1 ‑ 4 アルキルであり、

【請求項５】

Ｒ4 は、ＯＨまたはＮＨ2 であり、

Ｚは、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】通信端末装置、通信ネットワークシステム、通信方法及び通信プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る通信ネットワークシステムの構成
の概略を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る通信端末装置の構成の概略を示す
ブロック図である。
【図３】本発明の係る端末装置の１つであるディスプレ
イの構成の概略を示すブロック図である。
【図４】本発明の係る端末装置の１つであるプリンタの
構成の概略を示すブロック図である。
【図５】本発明の係る端末装置の１つであるコンピュー
タの構成の概略を示すブロック図である。
【図６】本発明の通信端末装置及び端末装置によってレ
ーザ光を用いて送受信される自己の識別信号、すなわち
ＩＰアドレスデータの構成の一例を示す図である。（Ａ
［続きあり］
【技術分野】

末装置と通信する通信部とを備え、

【０００１】

上記発光部から上記識別信号を含むレーザ光を送信し、

本発明は、通信端末装置及び通信端末装置と他の通信装

上記通信部で、上記識別信号を含むレーザ光を受信した

置と通信する通信ネットワークシステムに関し、通信端

他の端末装置からのコールバックを上記通信ネットワー

末装置が送信したレーザ光によって他の通信装置を識別

クを介して受信することによって、上記コールバックに

し、通信を確立する通信端末装置、通信ネットワークシ

含まれる情報に基づいて、上記識別信号を上記他の端末

ステム、通信方法及び通信プログラムに関する。

装置が受信したことを認識し、上記他の端末装置の機能
を認識して、上記他の端末装置との上記通信ネットワー

(57)【特許請求の範囲】

クを介する通信を確立することを特徴とする通信端末装

【請求項１】

置。

通信ネットワークに接続することによって、他の各種端

【請求項２】

末装置と通信する通信端末装置であって、

上記通信ネットワークは、インタネットを含み、上記識

レーザ光を受信するための受光部を有する他の端末装置

別情報は、当該通信端末装置のＩＰアドレスであること

に向けて、自己の識別情報に基づいて生成された識別信

を特徴とする請求項１記載の通信端末装置。

号を含むレーザ光を送信する発光部と、

【請求項３】

上記送信されたレーザ光を受信した上記他の端末装置か

上記識別信号は、ランダムシードを含み、

らの自己の機能情報と自己の識別情報とを含むコールバ

上記ランダムシードは、上記他の端末装置が有する秘密

ックを上記通信ネットワークを介して受信し、該他の端

鍵によって暗号化されることを特徴とする請求項２記載
［続きあり］
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】トランジスタ最適負荷特性測定装置およびトランジスタ最適負荷特性測定方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態によるトランジスタ
最適負荷特性測定装置の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の第１の実施形態によるト
ランジスタ最適負荷特性測定装置のうち、接続部１０の
より詳細な構成を示すブロック回路図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の第１の実施形態による接
続部１０のうち、接続回路部１１のより詳細な構成を示
すブロック回路図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の第１の実施形態によるト
ランジスタ最適負荷特性測定装置を用いて、ドレイン・
ソース間電圧Ｖｄｓと、ドレイン電流Ｉｄとにおける波
形を測定した結果の一例を示すグラフである。
［続きあり］
【技術分野】

前記最適負荷特性の測定値とから、前記トランジスタの

【０００１】

前記特性を算出する演算部と

本発明はトランジスタ最適負荷特性の測定装置および測

を具備し、

定方法に関し、例えば、周波数特性を有する寄生成分が

前記第１入力信号は、

無視出来ない周波数帯域におけるトランジスタの最適負

前記トランジスタの動作周波数よりも低い基本周波数と

荷特性測定装置および最適負荷特性測定方法に好適に利

、

用出来るものである。

前記トランジスタが非線形動作を行うに十分大きい電圧
振幅と

(57)【特許請求の範囲】

を有し、

【請求項１】

前記第２入力信号は、

特性測定対象である任意のトランジスタの入力側に入力

前記基本周波数を有する基本波成分と、

する第１入力信号を生成し、かつ、前記トランジスタの

前記基本周波数の整数倍の周波数を有する高調波成分と

出力側に入力する第２入力信号を生成する入力信号生成

を含み、

部と、

前記測定部は、前記トランジスタの入力側に前記第１入

前記トランジスタが有する特性のうち、入力信号の周波

力信号が入力され、かつ、前記トランジスタの出力側に

数に依存する寄生成分特性以外の真性部特性に対する、

前記第２入力信号が入力されている測定状態において、

最適負荷特性を測定する測定部と、

前記トランジスタのドレイン・ソース間電圧と、前記ト

前記寄生成分特性の測定値と、前記真性部特性に対する

ランジスタのドレイン電流とを測定し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】蛍光体、その製造方法及び発光装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、（Ｙ０

．

９

９

Ｓ４ ）３ および（Ｙ０

９

８

Ｃｅ０

４

．

Ｃｅ０
．

）４ （Ｓｉ

．

０

１

０

２

）４ （ＳｉＳ

）３ の粉末Ｘ線回折結果を示すグラフである。

【図２】図２は、（Ｇｄ０

．

９

９

Ｃｅ０

．

０

１

）４ （Ｓ

ｉＳ４ ）３ および（Ｇｄ０

．

９

８

Ｃｅ０

．

０

２

）４ （Ｓ

ｉＳ４ ）３ の粉末Ｘ線回折結果を示すグラフである。
【図３】図３は、（Ｙ０

．

９

９

Ｓ４ ）３ および（Ｙ０

９

８

Ｃｅ０

４

．

Ｃｅ０
．

）４ （Ｓｉ

．

０

１

０

２

）４ （ＳｉＳ

）３ の光励起による発光スペクトルおよび発光励起ス

ペクトルを示すグラフである。
【図４】図４は、（Ｇｄ０

．

９

９

Ｃｅ０

．

０

１

）４ （Ｓ

ｉＳ４ ）３ および（Ｇｄ０

．

９

８

Ｃｅ０

．

０

２

）４ （Ｓ

ｉＳ４ ）３ の光励起による発光スペクトルおよび発光励
［続きあり］
【技術分野】

【請求項３】

【０００１】

一般式（１）において前記ＬｎがＹ及び／またはＧｄを

本発明は、蛍光体、その製造方法及び発光装置に関する

含み、前記ＲＥがＣｅを含み、波長３００ｎｍ〜５００

。

ｎｍにピークを有する光で励起する場合に、波長４５０
ｎｍ〜６５０ｎｍに発光ピークを有する、請求項１また
は２に記載の蛍光体。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項４】

【請求項１】
一般式（１）：（Ｌｎ１

‐

ｘ

一般式（１）において前記ＬｎがＹ及び／またはＧｄを

ＲＥｘ ）４ （ＳｉＳ４ ）３

で表され、

含み、前記ＲＥがＴｂを含み、波長３００ｎｍ〜５００

ＬｎはＳｃ、Ｙ、Ｇｄ及びＬｕからなる群より選ばれる

ｎｍにピークを有する光で励起する場合に、波長５３０

１種以上であり、

ｎｍ〜５５０ｎｍに半値全幅１〜５０ｎｍの発光ピーク

ＲＥはＬａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄ

を有する、請求項１から３のいずれか１項に記載の蛍光

ｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂからなる群より選ばれる

体。

一種以上であり、

【請求項５】

ｘは０．００１≦ｘ≦０．６である、蛍光体。

一般式（２）：（Ｒ１

【請求項２】

され、

結晶構造が単斜晶（空間群Ｐ２１ ／ｎ、Ｎｏ．１４）で

ＲはＬａであり、

ある、請求項１に記載の蛍光体。

ＲＥはＹ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ

‐

ｙ

ＲＥｙ ）６ Ｓｉ４ Ｓ１

７

で表

［続きあり］
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(54)【発明の名称】触覚提示装置の電極基板、触覚提示装置及び表示装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態に係る電極基板の構成を示す模式
図である。
【図２Ａ】第１実施形態に係る電極基板の構成を示す平
面図である。
【図２Ｂ】図２ＡのＩＩＢ断面を示す断面図である。
【図３Ａ】第２実施形態に係る電極基板の構成を示す平
面図である。
【図３Ｂ】図３ＡのＩＩＩＢ断面を示す断面図である。
【図４】第３実施形態に係る電極基板の配線の構成を示
す平面図及び正面図である。
【図５】第４実施形態に係る表示装置の構成を示す模式
図である。
【図６】実施例に係る電極基板の配線を示す平面図であ
［続きあり］
【技術分野】

した、

【０００１】

請求項１に記載の触覚提示装置の電極基板。

本発明は触覚提示装置の電極基板、並びにこれを備える

【請求項３】

触覚提示装置及び表示装置に関する。

触覚提示する面における、前記電極及び前記表皮の間の
抵抗値が３．５ＭΩ／ｍｍ２より小さく、

(57)【特許請求の範囲】

複数の前記電極は、アレイ状に縦方向及び横方向に配列

【請求項１】

され、

光透過性の基板層と、

隣り合う電極列と電極列との間の電極中心間距離が２．

前記基板層及び触覚提示を受ける対象の表皮の間に所定

０〜３．０ｍｍである、

の間隔で複数配置され、前記表皮の側の面が露出してい

請求項１又は２に記載の触覚提示装置の電極基板。

る電極と、

【請求項４】

前記基板層及び前記表皮の間に位置し、複数の前記電極

前記電極は、前記表皮の側の面に配置した、光透過性を

に刺激電流を与えるための配線を備える配線層と、

有する高抵抗層が前記表皮の側に露出するようにした、

前記配線及び前記表皮の間に位置する光透過性の絶縁層

請求項１〜３のいずれか１項に記載の触覚提示装置の電

と、

極基板。

を備える触覚提示装置の電極基板。

【請求項５】

【請求項２】

前記電極及び／又は前記配線は光透過性を有する、請求

前記電極と前記配線層は、前記基板層の同一面上に形成

項１〜４のいずれか１項に記載の触覚提示装置の電極基
［続きあり］
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(54)【発明の名称】伝送線路共振器並びに伝送線路共振器を用いた帯域通過フィルタ、分波器、合成器、帯域阻止フィ*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１Ａは、本発明の１／４波長型伝送線路共振
器の最も基本的な構成を示す平面図である。図１Ｂは、
図１ＡのＡ−Ａ

における断面図である。

【図２】図２Ａは、一端開放他端短絡接地した従来の１
／４波長型ステップインピーダンス共振器の構成例を示
す平面図である。図２Ｂは、従来の両端開放１／２波長
型ステップインピーダンス共振器の構成例を示す平面図
である。
【図３】図３は、本発明の伝送線路共振器の動作原理を
説明するための図である。図３Ａは、環状に形成された
第１の伝送線路の部分を示す図である。図３Ｂは、図３
Ａに示した第１の伝送線路の等価回路を導くことを説明
するための回路の一部を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

長型伝送線路共振器と、

【０００１】

上記２個以上の１／４波長型伝送線路共振器のうちの１

本発明は、高周波回路で用いられる伝送線路共振器並び

つに結合された入力端子と、

に伝送線路共振器を用いた帯域通過フィルタ、分波器、

上記２個以上の１／４波長型伝送線路共振器のうちの他

合成器、帯域阻止フィルタ、高域通過フィルタ、バラン

の１つに結合された出力端子とを備え、

ス型帯域通過フィルタ及び低域通過フィルタに関する。

上記２個以上の１／４波長型伝送線路共振器は、それぞ
れ隣接するように配置されて結合されたことを特徴とす

(57)【特許請求の範囲】

る帯域通過フィルタ。

【請求項１】

【請求項３】

環状に形成され、線路長が１／２波長未満の第１の伝送

環状に形成され、線路長が１／２波長未満の第１の伝送

線路と、

線路と、該第１の伝送線路に一端が接続され、他端が接

上記第１の伝送線路に一端が接続され、他端が接地され

地された第２の伝送線路とを有する２個以上の１／４波

た第２の伝送線路とを備える１／４波長型伝送線路共振

長型伝送線路共振器を、それぞれ隣接するように配置さ

器。

れて結合された２個以上の帯域通過フィルタと、

【請求項２】

上記２個以上の帯域通過フィルタのそれぞれの入力を結

環状に形成され、線路長が１／２波長未満の第１の伝送

合した入力端子と、

線路と、該第１の伝送線路に一端が接続され、他端が接

上記２個以上の帯域通過フィルタのそれぞれの上記入力

地された第２の伝送線路とを有する２個以上の１／４波

端子を有する伝送線路共振器以外の伝送線路共振器に結
［続きあり］
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(54)【発明の名称】量子ドットの形成方法および太陽電池
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態により形成される量子ドット
の概略図である。
【図２】第１実施形態の方法で量子ドットを形成する際
のＩｎＡｓＳｂ濡れ層の成長量と量子ドット密度の関係
を示すグラフである。
【図３】図２のグラフの各測定点におけるＡＦＭ画像で
ある。
【図４】図２のグラフの各測定点における成長条件を示
す表である。
【図５】ＩｎＡｓＳｂ濡れ層の成長量と量子ドットの平
均高さおよび水平方向のサイズ（径）との関係を示すグ
ラフである。
【図６】ＩｎＡｓＳｂ濡れ層形成時のＳｂ供給量と量子
［続きあり］
【技術分野】

の成長温度は、４６０℃〜４７０℃であることを特徴と

【０００１】

する請求項１に記載の量子ドットの形成方法。

本発明は、量子ドットの形成方法と、量子ドットを適用

【請求項３】

した太陽電池に関する。

前記成長温度が４６０℃のときに、前記Ｓｂの供給圧力
‑ 7

が３．６×１０

Torrで前記ＩｎＡｓＳｂ濡れ層を１

(57)【特許請求の範囲】

．０〜１．５ＭＬ成長して、前記ＩｎＡｓ量子ドットを

【請求項１】

、８．０×１０ ｃｍ 〜１．０×１０ ｃｍ の面内

ＧａＡｓバッファ層上にＩｎＡｓ層を成長する際に、前

密度で形成することを特徴とする請求項２に記載の量子

記ＩｎＡｓ層の成長が３次元成長に移行する前の濡れ層

ドットの形成方法。

の段階で、アンチモン（Ｓｂ）を供給圧力２．０×１０

【請求項４】

‑ 7

前記成長温度が４７０℃のときに、前記Ｓｂの供給圧力

1 1

‑ 7

〜３．６×１０

Torrで導入してＩｎＡｓＳｂ濡れ

‑ 2

‑ 7

1 2

‑ 7

‑ 2

層を成長し、

が２．２×１０ 〜３．５×１０

前記ＩｎＡｓＳｂ濡れ層が０．５ＭＬ〜１．５ＭＬ成長

記ＩｎＡｓＳｂ濡れ層を０．８ＭＬ〜１．５ＭＬ成長し

したところで前記Ｓｂの導入を停止して引き続きＩｎＡ

て、前記ＩｎＡｓ量子ドットを６．０×１０ ｃｍ

ｓ層を成長してＩｎＡｓ量子ドットを形成する、

７．６×１０ ｃｍ の面内密度で形成することを特徴

Torrの範囲で、前
1 1

1 1

‑ 2

〜

‑ 2

ことを特徴とする量子ドットの形成方法。

とする請求項２に記載の量子ドットの形成方法。

【請求項２】

【請求項５】

前記ＩｎＡｓＳｂ濡れ層および前記ＩｎＡｓ量子ドット

前記ＩｎＡｓＳｂ濡れ層の成長において、Ａｓの供給圧
［続きあり］
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(54)【発明の名称】クロム含有金属材料及びクロム含有金属材料の製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係るクロム含有金属材料の概略構
成図の一例である。
【図２】本実施形態に係るクロム含有金属材料の製造方
法のフロー図の一例である。
【符号の説明】
【００５０】
１００

クロム含有金属材料

１１０

基材

１２０

クロム酸窒化物膜

１３０

セラミック膜

【技術分野】

囲内にある、

【０００１】

クロム含有金属材料。

本発明は、クロム含有金属材料及びクロム含有金属材料

【請求項２】

の製造方法に関する。

前記クロム酸窒化物膜中の酸素含有量は、１０ｍｏｌ％
以下である、

(57)【特許請求の範囲】

請求項１に記載のクロム含有金属材料。

【請求項１】

【請求項３】

水素利用機器または燃料電池機器に用いられ、水素透過

前記セラミック膜は、クロム窒化物、ボロン窒化物、ア

防止機能を有するクロム含有金属材料であって、

ルミニウム酸化物、チタン窒化物及びケイ素炭化物の群

ステンレス鋼又はクロムモリブデン鋼の金属材料と、

から選択されるセラミックを含む、

前記金属材料の表面の少なくとも一部を被覆するクロム

請求項１又は２に記載のクロム含有金属材料。

酸窒化物膜と、

【請求項４】

前記クロム酸窒化物膜の表面の少なくとも一部を被覆す

前記クロム酸窒化物膜及び前記セラミック膜は、各々、

るセラミック膜と、

結晶質であり、かつ、結晶粒径が２００ｎｍ以下である

を有し、

、

前記クロム酸窒化物膜の膜厚は、０．０１μｍ〜１μｍ

請求項１乃至３のいずれか一項に記載のクロム含有金属

の範囲内にあり、

材料。

前記セラミック膜の膜厚は、０．１μｍ〜１０μｍの範

【請求項５】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】人体模擬装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の原理を模式的に説明した説明図である
。
【図２】本発明の一実施形態である人体模擬装置の構成
図である。
【図３】本発明の実施例１に係る人体模擬装置を説明し
た図である。（ａ）は、本発明の実施例１に係る人体模
擬装置のモデルとなる人体の部位を示している。（ｂ）
は、（ａ）に示した上腕二頭筋を模擬した本発明の実施
例１に係る人体模擬装置の斜視図である。
【図４】（ａ）は、図３（ａ）に示した上腕二頭筋を模
擬した本発明の実施例１に係る人体模擬装置の背面図で
あり、（ｂ）は、図３（ａ）に示した上腕二頭筋を模擬
した本発明の実施例１に係る人体模擬装置の側面図であ
［続きあり］
【技術分野】

【請求項３】

【０００１】

前記内圧調整部は、

本発明は、人体を模擬する装置であり、特に筋肉の動き

前記筋肉部及び前記筋肉伸縮部に、気体を給気する給気

による皮膚の表面状態を模擬する人体模擬装置に関する

部と、

。

前記筋肉部から気体を吸引する気体吸引部と、を備え、
前記筋肉部は、

(57)【特許請求の範囲】

前記給気部により給気されることにより膨張し、前記気

【請求項１】

体吸引部により気体が吸引されることにより収縮し、

伸縮することにより筋肉の動きを模す筋肉伸縮部と、

前記筋肉伸縮部は、

前記筋肉伸縮部の一部又は全部を覆うように設けられ、

中空円筒形状を有し、前記気体充填部により内部に気体

内部に粒子及び気体が充填され、前記筋肉の表面状態を

が送り込まれることにより軸方向に収縮し、前記中空円

模す筋肉部と、

筒形状の内部圧力が大気圧になることにより軸方向に伸

前記筋肉部の内圧を調整する内圧調整部と、

張する

を備えたことを特徴とする人体模擬装置。

ことを特徴とする請求項２記載の人体模擬装置。

【請求項２】

【請求項４】

前記内圧調整部は、更に前記筋肉伸縮部の内圧を調整す

前記内圧調整部は、

ることで該筋肉伸縮部を伸縮させることを特徴とする請

前記給気部により給気される気体の流量と、前記気体吸

求項１に記載の人体模擬装置。

引部により吸引される気体の流量とを制御する制御部
［続きあり］
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(54)【発明の名称】超音波診断装置及び超音波画像構築方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明が適用された超音波診断装置を用いた超
音波診断の手法を説明するための概念図である。
【図２】本発明が適用された超音波診断装置の構成例の
主要部を示すブロック図である。
【図３】本発明が適用された超音波診断装置の構成例の
うち画像構築の部分を示すブロック図である。
【図４】本発明が適用された超音波診断装置に用いる集
束型超音波トランスデューサの構成例を概念的に示す図
であり、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は各トランスデューサ
エレメントの配線を示す斜視図である。
【図５】本発明が適用された超音波診断装置に用いる集
束型超音波トランスデューサアレイの他の構造例を示す
図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）図のＡＡ
［続きあり］
【技術分野】

を形成し、該２次音源に基づいて被測定媒体の内部を伝

【０００１】

搬する２次送信超音波によって形成される合成波面を制

本発明は、超音波診断装置及び超音波画像構築方法に関

御する送信ビームフォーミング手段を更に備える超音波

し、特に、非接触で被測定対象物の超音波画像を得るこ

診断装置。

とができる超音波診断装置及び超音波画像構築方法に関

【請求項２】

する。

上記集束点位置合せ手段は、上記集束点の位置を上記集
束超音波の伝搬方向に沿って可変する集束点位置可変手

(57)【特許請求の範囲】

段を含むことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装

【請求項１】

置。

被測定媒体の表面から離間した位置に配置されて、１次

【請求項３】

音源としての集束超音波を発生する集束超音波発生手段

集束超音波を発生する集束超音波発生手段と、

と、

上記集束超音波発生手段によって照射された集束超音波

上記集束超音波発生手段によって照射された集束超音波

を被測定媒体の表面直下に位置するように制御する集束

を上記被測定媒体の表面直下に集束点を有するように制

点位置合せ手段と、

御する集束点位置合せ手段とをそれぞれ含む複数の集束

上記集束点位置合せ手段によって上記被測定媒体の表面

超音波制御回路ユニットを備え、

直下に形成される２次音源に基づいて該被測定媒体の内

上記複数の集束超音波制御回路ユニットによって、上記

部を伝搬する２次送信超音波パルスを、該被測定媒体の

被測定媒体の表面に超音波を集束させて複数の２次音源

内部の関心領域に対して１次元又は２次元に走査して、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ユーザインタフェース装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明によるユーザインタフェース装
置の一態様である画像情報入力装置の基本的構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は、（Ａ）成形不可状態、（Ｂ）変形可能
状態、（Ｃ）変形不可状態は、形状情報の入力手法の説
明に供する略線図である。
【図３】図３は、第１の実施の形態を示すブロック図で
ある。
【図４】図４は、（Ａ）成形不可状態、（Ｂ）変形可能
状態、（Ｃ）変形不可状態は、図３の形状情報の入力の
説明に供する略線図である。
【図５】図５は、図３の画像表示画面部の詳細構成を示
す略線図である。
［続きあり］
【技術分野】

上記軟らかさ制御手段は、ユーザによる上記軟らかさ調

【０００１】

整部材の軟らかさの指定に応じて、上記閉塞された上記

本発明はユーザインタフェース装置に関し、特に、接触

筐体内の圧力を制御することにより、上記接触面部材の

型画面を用いたものに適用し得るものである。

表面に軟らかさの触感を与える
ことを特徴とするユーザインタフェース装置。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

上記接触面部材の表面に対する接触による入力操作を受

軟らかい膜材でなりかつユーザによってその表面に対し

け付ける触覚入力受付部を

て３次元的加工がなされる接触面部材を含む筐体と、

さらに具えることを特徴とする請求項１に記載のユーザ

上記筐体によって閉塞された領域内に封止された、多数

インタフェース装置。

の軟らかさ調整用粒子を含む軟らかさ調整部材と、

【請求項３】

封止状態にある上記軟らかさ調整用粒子の相互間の接触

上記接触面部材に画像を表示させる表示制御部を

圧の強弱に従って当該接触圧が変化することにより上記

さらに具えることを特徴とする請求項１から２のいずれ

軟らかさ調整部材の軟らかさが変化することを利用して

か１項に記載のユーザインタフェース装置。

、上記軟らかさ調整用粒子相互間の上記接触圧を制御す

【請求項４】

ることにより、上記接触面部材の軟らかさを調整する軟

上記接触面部材の表面の凹凸形状を表すデータを取得す

らかさ制御手段と

る表面凹凸取得手段を

を具え、

さらに具えることを特徴とする請求項１から３のいずれ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】光学素子保持装置及び光学素子保持装置の製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態の光学素子保持装置の一
例を示す全体斜視図である。
【図２】図１の光学素子保持装置の側面図である。
【図３】本発明の第２実施形態の光学素子保持装置の一
例を示す全体斜視図である。
【図４】図３の光学素子保持装置の側面図である。
【図５】本発明の第３実施形態の光学素子保持装置の一
例を示す全体斜視図である。
【図６】図５の光学素子保持装置の上面図である。
【図７】本発明の第４実施形態の光学素子保持装置の一
例を示す側面図である。
【図８】本発明の第５実施形態の光学素子保持装置の一
例を示す側面図である。
［続きあり］
【技術分野】

の間にあって、ばね構造を有するビーム部を形成するよ

【０００１】

うに前記ベース部材に設けられた切込み部と、

本発明は、光学素子保持装置及び光学素子保持装置の製

前記切込み部の前記ばね構造により発生する押圧力で前

造方法に関する。

記光学素子の保持力を付与する保持力付与機構と、を備
え、

(57)【特許請求の範囲】

前記切込み部の少なくとも一方は、前記ベース部材に形

【請求項１】

成された前記ビーム部に沿って、前記ベース面側の先端

第一の面を含む１つ以上の平面を有する光学素子を保持

から深さ方向の末端まで前記ベース面に対して斜めに形

する光学素子保持装置であって、

成されていることを特徴とする光学素子保持装置。

前記第一の面と当接するベース面を有するベース部材と

【請求項２】

、

前記ビーム部は、前記光学素子を保持した際に、前記対

前記ベース部材の前記ベース面と前記光学素子の前記第

をなす凸部のうちの少なくとも一方の凸部が前記光学素

一の面が同一平面となるように、前記ベース面と前記第

子を介して前記ベース面からの反力を得るように形成さ

一の面を当接させた状態で、前記光学素子の前記第一の

れている

面から所定の高さだけ離れた部位で前記光学素子の立ち

ことを特徴とする請求項１に記載の光学素子保持装置。

上がり部を挟持可能にする複数の凸部と、

【請求項３】

前記複数の凸部のうちで前記ベース面を介して対向して

前記保持力付与機構は、前記対をなす凸部のうち少なく

対をなす凸部の少なくとも一対の凸部と前記ベース面と

とも一方の前記ビーム部に対向する前記ベース部材に設
［続きあり］
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(54)【発明の名称】電池モジュール使用履歴情報収集システム、電池モジュール使用履歴情報収集装置および電池モジ*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電力供給システム
の構成例を示す図である。
【図２】ログ記録用メモリの記録領域の例を示す図であ
る。
【図３】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を
示す図（その１）である。
【図４】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を
示す図（その２）である。
【図５】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を
示す図（その３）である。
【図６】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を
示す図（その４）である。
【符号の説明】
［続きあり］
【技術分野】

前記電池モジュールに設けられたログ記録用メモリには

【０００１】

、当該電池モジュールのログ情報以外に、前記装置に同

本発明は、電池モジュールを用いた電力供給システムに

時に収容された他の電池モジュールのログ情報を記録す

おいて電池モジュールの使用履歴情報を収集する技術に

る

関する。

ことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集シス
テム。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

請求項１に記載の電池モジュール使用履歴情報収集シス

様々な場所で充放電可能な電池モジュールにより電力供

テムにおいて、

給を行うシステムにおける電池モジュールの使用履歴情

前記電池モジュールに設けられたログ記録用メモリに記

報を収集するシステムであって、

録する当該電池モジュールのログ情報以外の他の電池モ

電池モジュールに設けられたログ記録用メモリおよび電

ジュールのログ情報の範囲を調整することで、ログ情報

池モジュールを充放電する装置に設けられたログ記録用

のデータサイズを調整する

メモリから、個々の電池モジュールの使用履歴情報を含

ことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集シス

むログ情報を取得する手段と、

テム。

取得したログ情報に基づいて電池モジュール毎の使用履

【請求項３】

歴情報をデータベースに保持して管理する手段と

様々な場所で充放電可能な電池モジュールにより電力供

を備え、

給を行うシステムにおける電池モジュールの使用履歴情
［続きあり］
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(54)【発明の名称】画像処理装置、画像処理方法、プログラム及び撮像装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の概要を説明する概要図であり、人物の
良い表情及び良くない表情を含む撮影画像の例を示す図
である。
【図２】本発明の概要を説明する概要図であり、ベスト
ショットとしての合成画像の生成例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態例に係る画像処理装置の構
成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態例に係る黒目領域の抽出処
理の例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態例に係る目の開き具合の判
定例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態例に係る唇ラインのピクセ
ルの取得例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

において、前記第２の領域の少なくとも一部の領域を、

【０００１】

前記第１の領域の少なくとも一部の領域で置き換える置

本発明は、画像処理装置、画像処理方法、プログラム及

換処理部と、

び撮像装置に関し、特に、複数の画像を合成して最適な

前記置換処理部で置き換えが行われた前記各周波数成分

画像を得る技術に関する。

を再構成する第１の処理、又は、前記第１の処理で得ら
れた再構成画像と前記置換領域内の画像とを合成する第

(57)【特許請求の範囲】

２の処理によって、合成画像を生成する合成画像生成部

【請求項１】

とを備え、

連続して撮影された複数枚の撮影画像の中から、画像の

前記第１の領域が前記置換領域外周周辺領域である場合

置き換えが行われる側の被置換撮影画像と、前記画像を

、前記多重解像度分解部は、前記第１の領域としての前

置き換える側の置換側撮影画像とを選択する撮影画像選

記置換領域外周周辺領域と、前記第２の領域としての前

択部と、

記被置換領域外周周辺領域とをそれぞれ多重解像度に分

前記置換側撮影画像内の置換領域の外周周辺の領域であ

解し、前記置換処理部は、前記多重解像度分解部で分解

る置換領域外周周辺領域を少なくとも含む第１の領域と

して得られた前記置換領域外周周辺領域の各周波数成分

、前記被置換撮影画像内の被置換領域の外周周辺の領域

及び前記被置換領域外周周辺領域の各周波数成分におい

である被置換領域外周周辺領域を少なくとも含む第２の

て、前記被置換領域外周周辺領域の内周側領域を前記置

領域とを多重解像度に分解する多重解像度分解部と、

換領域外周周辺領域の内周側領域で置き換え、前記合成

前記多重解像度分解部で分解して得られた各周波数成分

画像生成部は、前記第２の処理によって前記合成画像を
［続きあり］
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(54)【発明の名称】固体高分子形燃料電池カソード用の触媒およびそのような触媒の製造方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明による第１の触媒において得られた、Ｓ
ＴＥＭ−ＥＤＳライン分析結果の一例を示した図である
。
【図２】本発明による第１の触媒（サンプル１）中の白
金原子のコントラストラインプロファイルの一例を示し
た図である。
【図３】本発明による第１の触媒（サンプル２）中の白
金原子のコントラストラインプロファイルの一例を示し
た図である。
【図４】本発明の一実施例による触媒の製造方法のフロ
ー図である。
【図５】室温での２価のスズイオンを含む過塩素酸水溶
液中における、白金電極およびグラッシーカーボン電極
［続きあり］
【技術分野】

（ｃ）前記スラリー液中で電解を行い、前記貴金属粒子

【０００１】

上に前記遷移金属を電析させ、

本発明は、固体高分子形燃料電池カソード用の触媒およ

触媒粒子を形成するステップであって、前記電解は、前

びそのような触媒の製造方法に関する。

記遷移金属が前記貴金属粒子上には電析するものの、前
記カーボン粒子上には実質的に電析されないような電位

(57)【特許請求の範囲】

で実施されるステップと、

【請求項１】

（ｄ）前記触媒粒子を回収するステップと、

固体高分子形燃料電池カソード用の触媒の製造方法であ

を有することを特徴とする製造方法。

って、

【請求項２】

（ａ）遷移金属のイオンを含む溶液を調製するステップ

前記（ｃ）のステップにより得られる前記触媒粒子にお

であって、前記遷移金属は、スズ（Ｓｎ）、インジウム

いて、前記貴金属と前記遷移金属の存在比（モル比）は

（Ｉｎ）、タンタル（Ｔａ）、セリウム（Ｃｅ）、タン

、３：１から１０：１の範囲であることを特徴とする請

グステン（Ｗ）、およびモリブデン（Ｍｏ）からなる群

求項１に記載の製造方法。

から選定された少なくとも一つであるステップと、

【請求項３】

（ｂ）前記溶液中に、貴金属粒子が担持されたカーボン

前記（ｄ）のステップの後、さらに、

粒子を添加して、スラリー液を調製するステップであっ

（ｅ）回収された前記触媒粒子中の前記遷移金属を酸化

て、前記貴金属は、白金（Ｐｔ）または白金合金である

させるステップ

ステップと、

を有することを特徴とする請求項１または２に記載の製
［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線通信装置、無線通信方法、および無線通信ネットワーク
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】車両間の無線通信ネットワークにおける協調セ
ンシングについて説明する図である。
【図２】シャドウィングの影響を説明する図である。
【図３】観測データの継続的な蓄積について説明する図
である。
【図４】データベースに連携して行われる重み付け協調
センシングについて説明する図である。
【図５】本技術を適用した無線通信ネットワークの一実
施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図６】マスターノードである車両において行われるプ
ライマリ信号の検出処理について説明するフローチャー
トである。
【図７】センシング性能のシミュレーションについて説
［続きあり］
【技術分野】

計情報取得部と、

【０００１】

所定数の前記統計情報を用いて、前記協調ノードごとの

本開示は、無線通信装置、無線通信方法、および無線通

重み係数を算出する重み係数演算部と、

信ネットワークに関し、特に、周波数センシングの検出

前記観測データに含まれる前記検出結果を、前記重み係

性能を向上することができるようにした無線通信装置、

数に基づいて重み付けすることにより判定値を算出する

無線通信方法、および無線通信ネットワークに関する。

判定値算出部と、
前記判定値に基づいて前記プライマリ信号の有無を判定

(57)【特許請求の範囲】

し、その判定結果を取得する判定部と

【請求項１】

を備える無線通信装置。

プライマリユーザから出力されるプライマリ信号のセン

【請求項２】

シングを協調して行う所定数の協調ノードから、前記協

前記データベースに蓄積されている前記統計情報は、過

調ノードの現在位置、および前記協調ノードで検出され

去の前記検出結果の平均値を含む

た前記プライマリ信号の検出結果を少なくとも含む観測

請求項１に記載の無線通信装置。

データを取得する観測データ取得部と、

【請求項３】

所定の領域における観測位置ごとの過去の前記検出結果

前記データベースに蓄積されている前記統計情報は、前

を用いて求められた統計情報を蓄積するデータベースか

記観測データの時間軸に対する分布情報を含む

ら、所定数の前記協調ノードの現在位置に応じた前記観

請求項１または２に記載の無線通信装置。

測位置に対応付けられている前記統計情報を取得する統

【請求項４】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】睡眠段階推定装置および方法並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態となる睡眠段階推定装置の
概略構成図
【図２】Compact Genetic Algorithm（cGA）における確
率モデルの更新方法を表す図
【図３】Database‑based Compact Genetic Algorithm（
DcGA）における確率モデルの更新方法を表す図
【図４】Database‑based Compact Genetic Algorithm（
DcGA）における、準最適解と確率モデルによる表現を表
す図
【図５】従来の進化型アルゴリズムとDatabase‑based C
ompact Genetic Algorithm（DcGA）とを対比する図
【図６】Database‑based Compact Genetic Algorithm（
DcGA）のアルゴリズムを表す図
［続きあり］
【技術分野】

数帯域を選んだマルチバンドパスフィルタを得るフィル

【０００１】

タ生成部とを備え、

本発明は、睡眠の深さの段階を推定する技術に関するも

前記フィルタ生成部は、前記特定の被験者のｎ個（ｎは

のである。

任意の数）の生体データのそれぞれについて、前記複数
のバンドパスフィルタを任意に組み合わせたマルチバン

(57)【特許請求の範囲】

ドパスフィルタを使って睡眠段階を判定した結果に対す

【請求項１】

る評価値を得る処理を行い、その評価値から各周波数帯

所与の周波数帯域を透過させるフィルタと、

域のバンドパスフィルタの確率モデルを更新し、更新さ

生体データ取得部によって取得された特定の被験者の生

れた確率モデルに基づいて、前記特定の被験者の睡眠段

体データから、前記フィルタを用いて前記周波数帯域の

階を推定するための前記マルチバンドパスフィルタを得

データを抽出する特定周波帯域抽出手段と、

るようにした

抽出されたデータに基づいて前記生体データの取得時点

ことを特徴とする睡眠段階推定装置。

における睡眠段階を判定する睡眠段階判定手段とを備え

【請求項２】

た睡眠段階推定装置であって、

前記評価値を得る際には、心拍数推移の傾きがインクリ

前記フィルタは、

ースグループとデクリースグループに分け、

前記生体データに含まれるそれぞれ異なる周波数帯域を

前記インクリースグループと前記デクリースグループの

透過させる複数のバンドパスフィルタと、前記複数のバ

それぞれ毎に、前記特定の被験者の睡眠段階推定用の前

ンドパスフィルタの内で睡眠段階の推定に使用する周波

記マルチバンドパスフィルタを得るようにした
［続きあり］
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(54)【発明の名称】アンテナ
【図１Ａ】

【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、第１の実施形態によるアンテナの
構成を示す、断面線Ａ−Ａによる断面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、第１の実施形態によるアンテナの
構成を示す上面図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、第１の実施形態によるアンテナの
構成を示す下面図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、第１の実施形態によるアンテナの
等価回路を示す回路図である。
【図１Ｅ】図１Ｅは、第１の実施形態による別のアンテ
ナの等価回路を示す回路図である。
【図２Ａ】図２Ａは、第１の実施形態によるアンテナの
寸法例を示す上面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１の実施形態によるアンテナの
［続きあり］
【技術分野】

ンス回路部と、

【０００１】

前記第１導体および前記第２導体から分離され、かつ、

本発明はアンテナに関し、例えば、複数の周波数帯域に

前記第２インピーダンス回路部の他方の端部に接続され

対応可能なアンテナに好適に利用出来るものである。

た第３導体と、
前記第３導体に一方の端部が接続されたビアと、

(57)【特許請求の範囲】

前記第１〜前記第３導体から分離され、かつ、前記ビア

【請求項１】

の他方の端部に接続された接続導体と、

第１周波数帯域に含まれて調整可能な第１共振周波数と

前記接続導体に一方の端部が接続された第３インピーダ

、前記第１周波数帯域とは異なる第２周波数帯域に含ま

ンス回路部と、

れて調整可能な第２共振周波数と有するアンテナであっ

前記第１〜前記第３導体および前記接続導体から分離さ

て、

れ、かつ、前記第３インピーダンス回路部に一方の端部

給電部と、

が接続され、かつ、他方の端部が前記給電部の他方の端

前記給電部の一方の端部に接続された第１導体と、

部に接続された線路導体と

前記第１導体に一方の端部が接続された第１インピーダ

を具備し、

ンス回路部と、

前記第１インピーダンス回路部は、

前記第１導体から分離され、かつ、前記第１インピーダ

前記一方の端部および前記他方の端部の間に接続された

ンス回路部の他方の端部に接続された第２導体と、

第１インダクタと、

前記第２導体に一方の端部が接続された第２インピーダ

前記第１インダクタに接続された第１バラクタと
［続きあり］
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(54)【発明の名称】撮像画像処理装置および方法、撮像画像処理プログラム並びに撮像画像処理システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の撮像画像処理システムの一実施形態の
概略構成を示す図
【図２】図１に示す撮像画像処理システムにおける撮像
画像処理装置の概略構成を示すブロック図
【図３】カメラ内蔵ボールのカメラによって撮像された
複数枚の撮像画像から単一方向画像を抽出する概念図
【図４】各撮像画像の輝度平均値を時系列に示したグラ
フ
【図５】単一方向画像群の一例を示す図
【図６】歪み除去処理を行った単一方向画像と、歪み除
去処理前の単一方向画像の一例を示す図
【図７】視野拡張画像と合成視野拡張画像の生成方法を
説明するための図
［続きあり］
【技術分野】

成して表示させる表示制御部とを備えたことを特徴とす

【０００１】

る撮像画像処理装置。

本発明は、撮像部を備え、空中を回転しながら移動する

【請求項２】

回転体によって撮影された複数枚の撮像画像に基づいて

前記複数枚の単一方向画像に対して歪み除去処理を施す

、単一方向の視点からの疑似直進映像を生成する撮像画

歪み除去処理部を備えたことを特徴とする請求項１記載

像処理装置および方法、撮像画像処理プログラム並びに

の撮像画像処理装置。

撮像画像処理システムに関するものである。

【請求項３】
前記歪み除去処理部が、前記光学系による歪みと前記撮

(57)【特許請求の範囲】

像素子のローリングシャッタ動作による歪みとの両方を

【請求項１】

除去するものであることを特徴とする請求項２記載の撮

被写体を結像する光学系および撮像素子を有する撮像部

像画像処理装置。

が設けられた回転体であって、空中を回転しながら移動

【請求項４】

する前記回転体によって前記移動とともに時系列に撮影

所定のフレームの前記単一方向画像と、該所定のフレー

された複数枚の撮像画像を取得する撮像画像取得部と、

ムの前または後の少なくとも一方のフレームの撮像画像

前記複数枚の撮像画像の中から、前記回転体の撮像部が

とを合成して視野拡張画像を生成する画像合成部を備え

回転方向について同じ方向を向いている間に撮影された

、

複数枚の単一方向画像を抽出する画像抽出部と、

前記表示制御部が、前記視野拡張画像に基づいて前記疑

前記複数枚の単一方向画像に基づいて疑似直進映像を生

似直進映像を生成して表示させるものであることを特徴
［続きあり］
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(54)【発明の名称】毛状で柔軟なユーザインタフェース
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態である毛状柔軟インタフェー
ス（１ユニット）の試作品をタブレット端末上に配置し
た様子を表した図である。
【図２】本発明の実施形態である毛状柔軟インタフェー
ス（複数ユニット）を視覚ディスプレイ上に配置した様
子と、毛状柔軟インタフェースの筐体底部の構成とを模
式的に表した図である。
【図３】本発明の実施形態である毛状柔軟インタフェー
ス（１ユニット）の動作の様子を模式的に表した図であ
る。
【図４】本発明の実施形態である毛状柔軟インタフェー
ス（１ユニット）の回路構成を模式的に表した図である
。
［続きあり］
【技術分野】

検出した光の光量または輝度に応じた屈曲量で屈曲する

【０００１】

ことを特徴とするユーザインタフェース装置。

本発明は、情報機器のユーザインタフェースに関するも

【請求項２】

のであり、より詳細には、形状記憶合金を用いた毛状で

表示面が発光する表示装置の表示面上に配置されるユー

柔軟なアクチュエータを有するユーザインタフェースに

ザインタフェース装置であって、

関するものである。

前記表示装置の表示面と対向する面に設けられ、前記表
示面の発光を検出する光検出部、および前記光検出部で

(57)【特許請求の範囲】

光が検出されたときに通電する駆動回路を備えた筐体部

【請求項１】

と、前記駆動回路の通電時に発生する抵抗熱によって変

表示面が発光する表示装置の表示面上に配置されるユー

形する形状記憶合金が長手方向に配置された毛状のアク

ザインタフェース装置であって、

チュエータとを有するユニットで構成され、１ユニット

前記表示装置の表示面と対向する面に設けられ、前記表

の中に、前記光検出部、前記駆動回路、および前記形状

示面の発光を検出する光検出部、および前記光検出部で

記憶合金のセットが複数設置され、

光が検出されたときに通電する駆動回路を備えた筐体部

前記ユニットの各セットの光検出部は、それぞれ異なる

と、前記駆動回路の通電時に発生する抵抗熱によって変

色の光を検出し、

形する形状記憶合金が長手方向に配置された毛状のアク

前記ユニットの各セットの形状記憶合金は、対応する光

チュエータとを有するユニットで構成され、

検出部で検出された光の色に応じて変形する

前記アクチュエータの形状記憶合金は、前記光検出部で

ことを特徴とするユーザインタフェース装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】電力伝送装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施形態による増幅・整流一
体型装置の基本的な構成を示す回路図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態の回路スイッチ部の
要部の実装例である。
【図３】図３は、本発明の実施形態の出力電力処理回路
部の実装例である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による増幅・整流一
体型装置を増幅器、整流器個別に試作し、効率を測定し
た結果である。
【図５】図５は、本発明の実施形態の変形型の実装例で
ある。
【図６】図６は、本発明の実施形態となる増幅・整流一
体型装置を用いた双方向無線電力伝送システムの構成例
［続きあり］
【技術分野】

力信号のインピーダンス整合を行う増幅動作時用回路と

【０００１】

、

本発明は、高効率直流−高周波変換および高周波−直流

前記トランジスタ素子に接続され、整流動作の際に、前

変換に関するものである。

記トランジスタ素子内の帰還容量を利用して前記トラン
ジスタ素子を制御して、前記トランジスタ素子のスイッ

(57)【特許請求の範囲】

チングのタイミングの調整を行う整流動作時用回路と、

【請求項１】

増幅動作時と整流動作時の接続を切り替えるスイッチ部

入力した直流電力を増幅して高周波電力に変換し、変換

とを備え、

した高周波電力を送信する増幅動作と、入力した高周波

前記スイッチ部の切り替えで、前記トランジスタ素子が

電力を整流して直流電力に変換する整流動作とを、共通

増幅動作を行う場合と、整流動作を行う場合に切り替え

のトランジスタ素子を使って選択的に行う電力伝送装置

られるようにした電力伝送装置であり、

であり、

前記トランジスタ素子のソース端子またはエミッタ端子

増幅動作時に増幅を行うと共に整流動作時に整流を行う

が接地され、

前記トランジスタ素子と、

前記増幅動作時用回路は、前記トランジスタ素子のゲー

前記トランジスタ素子に接続され、増幅および整流動作

ト端子またはベース端子側に接続され、

の際に、基本波電力のインピーダンス整合と高調波電力

前記整流動作時用回路は、前記トランジスタ素子のゲー

の少なくとも一部の無効電力化とを行う共通回路と、

ト端子またはベース端子側に接続され、

前記トランジスタ素子に接続され、増幅動作の際に、入

前記スイッチ部は、回路スイッチと直流切り替えスイッ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】掌部残存機能を利用した摘み機構
【図面の簡単な説明】

【図１】

【００２５】
【図１】本発明の一実施例の摘み機構を備えた義手の一
例を説明する図である。
【図２】図１の義手の摘み動作を説明する図である。
【図３】図１の義手に備えられる拇指側リンクおよび拇
指回転軸を一例を説明する図である。
【図４】図３の４指側リンク、スライダ、およびスライ
ダ軸の一例を説明する図である。
【符号の説明】
【００４７】
１０

義手、１２

指側リンク、１８

手、１４

４指側リンク、２０

掌部ソケット、２４
、２８

孔、３０

拇指ＣＭ関節、１６ 拇

拇指残存部、２６
拇指回動軸、３２

掌部、２２
拇指フォルダ
スライダ、３４
［続きあり］

【技術分野】

応する位置に設けられた４指側回動軸において、その軸

【０００１】

心回りの回動可能に前記掌ソケットに取り付けられた前

本発明は、手掌部での切断により失われた指先の摘み機

記掌部とは反対側に伸びる４指側リンクと、

能を再建するための手先具に関する。

前記拇指フォルダと相対位置固定に前記拇指側回動軸に
交差する方向に突設されたスライダ軸と、

(57)【特許請求の範囲】

前記４指側リンクとは反対側に向かって伸び且つ前記ス

【請求項１】

ライダ軸が相対的に滑動させられる案内面を有してその

拇指ＣＭ関節を残存して掌部が切断された手に装着する

４指側リンクと相対位置固定に設けられ、前記拇指側リ

ことにより、その拇指ＣＭ関節を利用して作動させられ

ンクがその４指側リンクに接近する方向への前記拇指側

る摘み機構であって、

回動軸の回動に伴って前記スライダ軸が回動しつつその

掌部の残存部を嵌め入れるための掌ソケットと、

案内面を押し上げることにより前記４指側回動軸回りに

前記拇指ＣＭ関節に平行に設けられた拇指側回動軸にお

回動させられるスライダと

いて、その軸心回りの回動可能且つ軸心方向の併進可能

を、含むことを特徴とする摘み機構。

に前記掌ソケットに取り付けられた拇指の残存部を嵌め

【請求項２】

入れるための拇指フォルダと、

前記拇指側回動軸は、手の甲の体表面に位置するように

前記拇指フォルダに拇指先端方向に伸びて設けられた拇

設けられているものである請求項１の摘み機構。

指側リンクと、

【請求項３】

前記拇指以外の４指の少なくとも１つのＭＰ関節に略対

前記拇指側回動軸と前記４指側回動軸とは互いに直交す
［続きあり］
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(54)【発明の名称】細胞識別装置及び細胞識別方法、並びに、細胞識別方法のプログラム及びそのプログラムを記録し*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る細胞識別装置の一例を
説明する概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る細胞識別装置の光学系
の一例を説明する概略システム図である。
【図３】本発明の実施形態に係る細胞識別装置の細胞の
配置（接着型のサンプル配置の例）を説明する説明図で
ある。
【図４】細胞を透過した光の強度（光路長変化量、位相
差）を計測する動作を説明する説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る細胞識別装置の計測手
段（電圧検出部）の動作を説明する説明図である。
【図６】その他の細胞識別装置の位相差を計測する動作
を説明する説明図である。
［続きあり］
【技術分野】

数通りのグループの各々で光路長変化量の平均値を算出

【０００１】

し、前記正常細胞について算出された複数の平均値と前

本発明は、細胞識別装置及び細胞識別方法に関する。

記異常細胞について算出された複数の平均値の間に重な
り合いがない場合に、前記異常細胞の平均値と前記正常

(57)【特許請求の範囲】

細胞の平均値の差が最も大きいグループを選択し、選択

【請求項１】

された前記グループの前記異常細胞の平均値と前記正常

細胞に光を照射したときに計測される光路長変化量を用

細胞の平均値の中間値を前記閾値として決定し、前記正

いて、前記細胞が正常な細胞か異常な細胞かを識別する

常細胞について算出された複数の平均値と前記異常細胞

細胞識別装置であって、

について算出された複数の平均値の間に重なり合いがあ

前記細胞を透過したときの前記光の強度に基づいて、前

る場合に、エラーレートが最も小さくなるグループの前

記光路長変化量を計測する計測手段と、

記正常細胞の平均値を前記閾値として決定することを特

正常細胞の光路長変化量に基づいて算出した閾値を用い

徴とする細胞識別装置。

て、前記細胞が正常な細胞か異常な細胞かを識別する解

【請求項２】

析手段と

前記解析手段は、前記閾値以下の前記光路長変化量の前

を有し、

記細胞を正常な細胞とし、該閾値を越える該光路長変化

前記解析手段は、正常細胞と異常細胞の各々について複

量の該細胞を異常な細胞とする、ことを特徴とする、請

数の位置に対応する複数の光路長変化量を複数通りのグ

求項１に記載の細胞識別装置。

ループで抽出し、前記正常細胞と前記異常細胞の前記複

【請求項３】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】最適波形の演算方法、プログラム及び最適波形演算装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】発振器へのパルスの注入タイミング（位相）と
パルスの振幅の一例を示したグラフである。
【図２】発振器の発振位相のシフト量と発振器へのパル
スの注入タイミング例を、入力信号の電圧ごとに示した
グラフである。
【図３】図３は位相結合関数と引き込み可能領域との関
係を示すグラフである。図３左図は注入同期が成立する
離調の範囲の一例を示すグラフ（アーノルドタング）で
あり、図３右図はある入力信号における位相結合関数の
一例を示したグラフである。
【図４】ｐの値とそれに対応する入力信号ｆ（θ）のｐ
ノルムを示した表である。
【図５】本発明の一実施の形態に係る最適波形演算アル
［続きあり］
【技術分野】

（￨￨ｆ￨￨ｐ ＝Ｍ）（Ｍは正の定数）の下で、前記位相感

【０００１】

受関数Ｚ（θ）及び前記ｐの値に基づいて、前記入力信

本発明は、注入同期系（周波数引き込み）に入力する入

号ｆ（θ）の最適波形ｆｏ

力信号の最適波形を設計するのに好適な最適波形の演算

算する処理と、

方法、プログラム及び最適波形演算装置に関する。

を含む最適波形の演算方法。
ｆｏ

ｐ

ｔ

ｐ

ｔ

，

ｐ

を、次式を用いて計

，

ｐ

＝Ｍｓｉｇ［ｇ（θ）］（￨ｇ（θ）￨／￨￨

１

／

ｐ

´

(57)【特許請求の範囲】

ｇ￨￨ｑ ）

【請求項１】

ただし、ｇ（θ）＝Ｚ（θ＋Δφ）−Ｚ（θ）＋λ、Δ

発振器を有する注入同期系に注入する入力信号ｆ（θ）

φ＝φ＋ −φ− 、φ＋ は前記発振器の位相結合関数が極

の最適波形を演算する方法であって、

小となるときの発振波形と入力波形の位相差、φ− は前

前記発振器の位相感受関数Ｚ（θ）（ここで、θは入力

記発振器の位相結合関数が極小となるときの発振波形と

信号の位相）を取得する処理と、

入力波形の位相差、ｐ

前記入力信号ｆ（θ）のｐノルムのｐの値を取得する処

、λはラグランジュの未定乗数。

理と、

【請求項２】

前記入力信号ｆ（θ）の１周期の平均値が一定である第

前記ｐの値が１＜ｐ＜∞である場合には、

１の制約条件（１／（２π）＊〈ｆ（θ）〉＝０）（〈

関数Ｓｐ（Δφ，λ）＝〈ｓｉｇ［ｇ（θ）］｜ｇ（θ

〉は、θについての１周期にわたる積分）と、前記入

）｜ Ｚ´（θ＋Δφ）〉（ただしβ＝１／ｐ´）と、

力信号ｆ（θ）のｐノルムが一定である第２の制約条件

関数Ｔｐ（Δφ，λ）＝〈ｓｉｇ［ｇ（θ）］｜ｇ（θ

−

１

−

＋ｑ

１

＝１、ｐ´＝ｐ−１

β

［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線センサネットワークシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、従来技術による無線センサネットワー
クの全体的な構成を示す概念図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明による無線センサネットワ
ークの全体的な構成の一例を示す概念図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明によるセンサノードの構成
の一例を示すブロック回路図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明による受信サーバの構成の
一例を示すブロック回路図である。
【図３】図３は、本発明の無線センサネットワークシス
テムを用いた情報一括収集方法における処理の流れを示
すフローチャートである。
【図４】図４は、図４は、本願による時間軸マッピング
処理の一例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

取り可能な所定の形式で含み、

【０００１】

前記複数の端末のそれぞれは、

本発明は、サーバと、複数の端末とが無線ネットワーク

前記測定を行う測定部と、

を介して通信する無線センサネットワークシステムと、

前記情報送信要求信号を受信する端末側送受信回路と、

この無線センサネットワークシステムを用いて行う情報

受信した前記情報送信要求信号に応じて、かつ、前記コ

一括収集方法とに係る。

ード番号に応じた変換式を用いて、前記測定した観測情
報を複数の無線物理量の組み合わせに変換する変換部と

(57)【特許請求の範囲】

を具備し、

【請求項１】

前記それぞれの端末において、前記端末側送受信回路は

互いに独立してそれぞれに観測情報の測定を行う複数の

、前記組み合わせに含まれる時刻において、前記組み合

端末と、

わせに含まれる周波数を有する単位信号を生成して前記

前記測定の結果を収集するサーバと

サーバに向けて送信し、

を具備し、

前記サーバ側送受信回路は、前記単位信号の集合体を受

前記サーバは、前記複数の端末に向けて情報送信要求信

信信号として受信し、

号を一斉送信するサーバ側送受信回路

前記サーバは、

を具備し、

受信した前記受信信号を、対応する前記情報送信要求信

前記情報送信要求信号は、前記サーバから送信される度

号ごとに格納するデータベースと、

に異なるコード番号を、受信する前記複数の端末が読み

複数の前記情報送信要求信号にそれぞれ対応して格納し
［続きあり］
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(54)【発明の名称】収音装置および収音方法、並びにプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本技術を適用した収音装置の一実施の形態の構
成例を示すブロック図である。
【図２】単一の無指向性マイクロホンの空間感度分布図
である。
【図３】収音装置により抽出される音の周波数が500Hz
であるときの空間感度分布図である。
【図４】収音装置により抽出される音の周波数が1kHzで
あるときの空間感度分布図である。
【図５】収音装置により抽出される音の周波数が2kHzで
あるときの空間感度分布図である。
【図６】収音装置が所望音源からの音を抽出する処理を
説明するフローチャートである。
【図７】本技術を適用したコンピュータの一実施の形態
［続きあり］
【技術分野】

と前記所望音源以外の音源から到来する前記平面波とを

【０００１】

観測して得られる所定数の第２の音波信号を出力する第

本開示は、収音装置および収音方法、並びにプログラム

２のマイクロホンアレーと、

に関し、特に、所望の音源からの音波をより確実に抽出

所定数の前記第１の音波信号に含まれる前記所望音源か

することができるようにした収音装置および収音方法、

らの前記球面波の成分と所定数の前記第２の音波信号に

並びにプログラムに関する。

含まれる前記所望音源からの前記球面波の成分との関係
性、および、所定数の前記第１の音波信号に含まれる前

(57)【特許請求の範囲】

記所望音源以外の音源からの前記平面波の成分と所定数

【請求項１】

の前記第２の音波信号に含まれる前記所望音源以外の音

直線的に配置された所定個数のマイクロホンにより、所

源からの前記平面波の成分との関係性に基づいて、前記

望音源から球面状に広がりながら伝播する音波である球

所望音源から到来する前記球面波を抽出する抽出処理部

面波と前記所望音源以外の音源から平面的に伝搬する音

と

波である平面波とを観測して得られる所定数の第１の音

を備える収音装置。

波信号を出力する第１のマイクロホンアレーと、

【請求項２】

前記第１のマイクロホンアレーに対して略平行に、前記

前記抽出処理部は、

所望音源から見て前記第１のマイクロホンアレーよりも

所定数の前記第１の音波信号に対してそれぞれ高速フー

手前側に配置され、直線的に配置された所定個数のマイ

リエ変換を施すことにより、所定数の第１の周波数領域

クロホンにより、前記所望音源から到来する前記球面波

信号を算出する所定個数の第１の高速フーリエ変換部と
［続きあり］
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(54)【発明の名称】認証システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の第一の実施形態に係る、ＲＦ
ＩＤシステム１０１の全体構成を示すブロック図である
。
【図２】ＲＦＩＤリーダライタのハードウェア構成と、
ソフトウェア機能を示すブロック図である。
【図３】認証サーバのソフトウェア機能を示すブロック
図と、ＲＦＩＤテーブルのフィールド構成を示す図であ
る。
【図４】認証サーバ及びＲＦＩＤリーダライタと、ＲＦ
ＩＤとの認証動作の流れを示すタイムチャートである。
【図５】認証サーバ及びＲＦＩＤリーダライタにおける
認証動作の流れを示すフローチャートである。
【図６】認証サーバの、データの流れを図示した、ソフ
［続きあり］
【技術分野】

前記被認証装置を一意に識別するＩＤ情報が格納される

【０００１】

ＩＤ情報フィールドと、前記秘密鍵が格納される秘密鍵

本発明は、認証システム及び認証方法に関する。

フィールドと、前記チャレンジ値が格納されるチャレン
ジ値フィールドと、前記秘密鍵と前記チャレンジ値を用

(57)【特許請求の範囲】

いて演算処理にて生成されるサイドチャネルモデルデー

【請求項１】

タが格納されるサイドチャネルモデルデータフィールド

秘密鍵を保持し、外部から受信するチャレンジ値と前記

と、該当レコードが使用済みであるか否かを示すフラグ

秘密鍵を用いて応答値を算出する応答値演算部を有する

情報が格納される使用済みフラグフィールドとを有する

被認証装置と、

被認証装置テーブルと

前記被認証装置に対し、前記チャレンジ値の送信及び前

を具備し、

記応答値の受信を行うメインチャネル送受信回路と、

前記照合処理部は、前記サイドチャネル信号受信回路か

前記応答値演算部が演算処理にて発する物理的変化をア

ら受信した前記サイドチャネル信号をデジタルデータに

ナログのサイドチャネル信号として受信するサイドチャ

変換した受信サイドチャネルデータと、前記サイドチャ

ネル信号受信回路と、

ネルモデルデータとの相関係数を算出し、所定の閾値と

前記メインチャネル送受信回路から受信する前記応答値

比較するものであり、

の真贋を検証すると共に、前記サイドチャネル信号受信

前記照合処理部が認証処理において使用した前記被認証

回路から受信する前記サイドチャネル信号の真贋を検証

装置テーブルにおけるレコードの、前記使用済みフラグ

する照合処理部と、

フィールドは、認証処理が遂行された際に使用済みであ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】電気刺激システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態に係る電気刺激システムの構成を
説明するブロック図である。
【図２】電気刺激システムの選択装置が有する演算部を
説明する図である。
【図３】電気刺激システムの信号生成装置が生成する刺
激信号の波形である。
【図４】電気刺激システムの操作信号出力装置及びデマ
ルチプレクサから出力される信号について説明する図で
ある。
【図５】電気刺激システムが利用するリレー回路につい
て説明する図である。
【図６】電極パッド及びモーターポイントについて説明
する図である。
［続きあり］
【技術分野】

極部を選択された出力部と接続させる選択装置と、

【０００１】

を備え、

本発明は、運動の補助に利用する刺激をユーザに与える

前記選択装置は、前記操作信号出力装置から出力される

電気刺激システムに関する。

操作信号に基づいて、前記複数の電極部に対して前記刺
激信号を選択的に付与することで、前記電極部の組み合

(57)【特許請求の範囲】

わせと前記刺激信号を選択することを特徴とする電気刺

【請求項１】

激システム。

刺激信号を複数生成し、生成した各刺激信号をそれぞれ

【請求項２】

異なる出力部から出力する信号生成装置と、

前記電極部は、人体の皮膚の所定面積内において略等間

予め定められた探索用プログラムにより、予め定められ

隔に配置されて貼付され、入力する刺激信号に応じた刺

る順序で前記刺激信号を選択するための操作信号を出力

激をそれぞれ出力する

する操作信号出力装置と、

ことを特徴とする請求項１の電気刺激システム。

人体の皮膚に貼付されて、入力する刺激信号に応じた刺

【請求項３】

激を出力する複数の電極部と、

前記選択装置は、人体の動きに関するデータを計測する

前記各電極部側に固定接点を設け、前記信号生成装置側

生体計測センサと接続され、当該生体計測センサの計測

に可動接点を設け、利用者に刺激を与えるタイミングで

結果を利用して出力部を選択することを特徴とする請求

前記固定接点と前記可動接点を介して前記各電極部と接

項１又は２に記載の電気刺激システム。

続させる前記信号生成装置の出力部を選択し、前記各電

【請求項４】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】新規複素環式化合物及びその塩、並びに、発光基質組成物
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピリ
ジン環含有発光基質（７）の発光経時変化を示す。
【図２】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピリ
ジン環含有発光基質（１７）の発光経時変化を示す。
【図３】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピラ
ジン環含有発光基質（２７）の発光経時変化を示す。
【図４】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピリ
ジン環含有発光基質（７）の発光スペクトルを示す。
【図５】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピリ
ジン環含有発光基質（１７）の発光スペクトルを示す。
【図６】天然ホタルルシフェリン、アカルミネ及びピラ
ジン環含有発光基質（２７）の発光スペクトルを示す。
【発明を実施するための形態】
［続きあり］

3

【技術分野】

以上のＲ は−Ｎ＝であり、ｎは０〜３の整数である］

【０００１】

で表される複素環式化合物。

本発明は、新規複素環式化合物及びその塩、並びに、発

【請求項２】

光基質組成物に関し、特には、ｐＨが中性付近の緩衝液

前記一般式（I）中のＲ が−Ｈであることを特徴とする

への溶解性に優れ、ホタル生物発光系における発光基質

請求項１に記載の複素環式化合物。

として利用可能な複素環式化合物に関するものである。

【請求項３】

1

2

前記一般式（I）中のＲ が−Ｎ（ＣＨ3 ）2 であることを
(57)【特許請求の範囲】

特徴とする請求項１又は２に記載の複素環式化合物。

【請求項１】

【請求項４】

下記一般式（I）：

下記化学式（II）、（III）又は（IV）：

【化１】

【化２】

1

［式中、Ｒ は、−Ｈ、又は炭素数１〜３のアルキル基
2

であり、Ｒ は、−ＯＨ、−ＮＨ2 、又は−Ｎ（ＣＨ3 ）2
3

4

であり、Ｒ は、−Ｎ＝、−ＣＨ＝、又は−ＣＲ ＝で、
4

ここで、Ｒ は−ＣＨ2 ＣＨ＝ＣＨ2 であり、但し、１つ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】データ処理装置、データ処理方法、プログラム、記録媒体及びデータ処理システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るデータ処理装置
の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る結合ビデオスト
リームの構成例を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る結合対象のビデ
オストリームの構成例、及び結合ビデオストリームの構
成例を示す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るビデオストリー
ムの構成例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る多重化ストリー
ムの構成例を示す説明図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る多重化ストリー
ムのデータ構造の例を示す説明図である。
［続きあり］
【技術分野】

前記結合ビデオストリームを生成する結合ビデオストリ

【０００１】

ーム生成部と、

本発明は、データ処理装置、データ処理方法、プログラ

前記多重化ストリームのヘッダの出力処理、又は、前記

ム、記録媒体及びデータ処理システムに関する。

結合ビデオストリームを含む前記多重化ストリームを出
力する処理を行う多重化ストリーム出力部とを備えた

(57)【特許請求の範囲】

データ処理装置。

【請求項１】

【請求項２】

第１の映像信号が所定の符号化方式で符号化されてなる

前記多重化ストリーム出力部は、前記多重化ストリーム

第１のビデオストリーム内の結合対象のフレームである

のヘッダが前記多重化ストリームのメディアデータ部分

第１のフレームと、前記第１のビデオストリームとは異

より前に配置されるファイルフォーマットを用いて、前

なる第２のビデオストリーム内の結合対象のフレームで

記多重化を行う

ある第２のフレームと、を結合したと想定した場合に生

請求項１に記載のデータ処理装置。

成される結合フレームのデータサイズを算出するデータ

【請求項３】

サイズ算出部と、

前記ヘッダ生成部は、前記結合フレームのデータサイズ

前記結合フレームのデータサイズの情報を用いて、前記

の情報を用いて前記多重化ストリームのヘッダを構造体

結合フレームからなる結合ビデオストリームを含むスト

として生成することで、前記多重化ストリームのヘッダ

リームである、多重化ストリームのヘッダを生成するヘ

のサイズを算出する

ッダ生成部と、

請求項２に記載のデータ処理装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】暗号化制御システムおよび暗号化制御方法、並びにプログラム
【図面の簡単な説明】

【図１】

【００１４】
【図１】本技術を適用したＦＡシステムの一実施の形態
の構成例を示すブロック図である。
【図２】ＦＡシステムにおける制御処理について説明す
るフローチャートである。
【図３】シミュレーション結果を示す図である。
【図４】暗号化された信号について説明する図である。
【図５】本技術を適用したＦＡシステムの変形例を示す
ブロック図である。
【図６】本技術を適用したコンピュータの一実施の形態
の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１２９】
１１

ＦＡシステム，

１２

入力装置，

１３ コン

［続きあり］
【技術分野】

バスを介して取得される前記暗号化制御出力とを暗号化

【０００１】

したまま用いて、前記プラントを制御するための制御入

本開示は、暗号化制御システムおよび暗号化制御方法、

力が暗号化されている暗号化制御入力を算出する演算部

並びにプログラムに関し、特に、よりセキュリティ強化

と、

を図ることができるようにした暗号化制御システムおよ

前記プラント側で、前記制御系バスを介して取得される

び暗号化制御方法、並びにプログラムに関する。

前記暗号化制御入力を、前記公開鍵に対応する秘密鍵を
使用して復号する復号部と

(57)【特許請求の範囲】

を備える暗号化制御システム。

【請求項１】

【請求項２】

制御装置およびプラントが制御系バスを介して接続され

オペレータによる操作に応じて前記パラメータが入力さ

た暗号化制御システムにおいて、

れるパラメータ入力部と、

前記プラント側で、制御結果として出力される制御出力

前記パラメータ入力部に入力された前記パラメータを、

を暗号化して、暗号化制御出力を求める制御出力暗号化

前記公開鍵を使用して暗号化して、前記暗号化パラメー

部と、

タを求めるパラメータ暗号化部と

前記制御装置側で、前記制御出力暗号化部が前記暗号化

をさらに備える請求項１に記載の制御システム。

制御出力を暗号化するのに使用した公開鍵と同一の公開

【請求項３】

鍵を使用して前記プラントの制御に用いられるパラメー

前記暗号化パラメータ、前記暗号化制御出力、および前

タが予め暗号化された暗号化パラメータと、前記制御系

記暗号化制御入力のうち、少なくともいずれか１つを記
［続きあり］
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(54)【発明の名称】データマイニングによる、ルール生成装置、方法、及び、プログラム、並びに、介護支援システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るルール生成装置
で用いられるデータ、ルール、特徴抽出モデル（ＡＴ）
の一例を説明する説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るルール生成装置
の一例を説明する概略機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るルール生成装置
で解析するデータセット及び生成するルールの一例を説
明する説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るルール生成装置
で生成されるルールの一例を説明する説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るルール生成装置
におけるＡＴ値の更新処理の一例を説明する説明図であ
る。
［続きあり］
【技術分野】

きの結論を連続値で表す結論用ルール要素と、前記ルー

【０００１】

ルの正確さを含むルールの特性評価値を表す特性評価用

本発明は、複数のデータを解析して、ルールを生成する

ルール要素とを少なくとも含むルールの集合を記憶する

又は知識を獲得する技術に関する。

ルール集合記憶部と、
前記データ記憶部から前記データを読み出し、読み出さ

(57)【特許請求の範囲】

れたデータの前記条件用データ要素の状態値と照合する

【請求項１】

前記条件用ルール要素の値を有する前記ルールを前記ル

対象の状態を表す１以上の条件用データ要素であって、

ール集合記憶部から抽出するルール抽出部と、

前記条件用データ要素の各々は、２種類以上の特定の状

抽出された前記ルールの前記結論用ルール要素の値及び

態を表す状態値の１つをとりうるものと、前記状態値に

前記特性評価用ルール要素の特性評価値を、前記読み出

よって表される状態下での所定の結果を表す連続値から

されたデータへの適合性がより高くなるように更新する

なる結果値の１つをとりうる結論用データ要素とを少な

ルール強化部と、

くとも含むデータを複数記憶するデータ記憶部と、

前記抽出されたルールのうち、前記結論用ルール要素の

前記条件用データ要素に対応する、ルール適用の条件を

連続値が、複数の値が該当し得る所定の条件を満たすル

表す１以上の条件用ルール要素であって、前記条件用ル

ールを分類するルール分類部と、

ール要素の各々は前記２種類以上の状態値と前記状態値

前記ルール分類部で分類されたルールが存在するような

の条件のいずれでもよいことを表すワイルドカード値の

前記データ毎に生成される特徴抽出モデルであって、前

うちのいずれかをとりうるものと、前記条件を満たすと

記データの前記条件用データ要素に対応するモデル要素
［続きあり］
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(54)【発明の名称】指部残存機能を利用した義指屈伸機構
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施例の義指の構成を説明する断面
図である。
【図２】図１の義指の全体を示す平面図である。
【図３】図１の義指を手に装着した状態で示す図である
。
【図４】図１の義指の摘み動作を説明する図である。
【図５】本発明の他の実施例の義指の構成を説明する側
面図である。
【図６】図５の義指の平面図である。
【符号の説明】
【００６３】
１０
８

義指、１２
断端部、２０

ＭＰ関節、１６

尖指部リンク、１

断端部ソケット、２２

掌部、２４

［続きあり］
【技術分野】

第２回動軸においてその軸心回りの回動可能に取り付け

【０００１】

られた第２リンクとからなる尖指部リンクと、

本発明は、一部の関節を残して切断された指を再建する

前記掌部ソケットの掌背側と前記第２リンクとの間に前

ための義指に関する。

記第１回動軸および前記第２回動軸よりも掌内側を通っ
て所定の張力で結ばれる屈曲牽引線、および、前記掌部

(57)【特許請求の範囲】

ソケットの掌内側と前記第２リンクとの間に前記第１回

【請求項１】

動軸および前記第２回動軸よりも掌背側を通って所定の

ＭＰ関節を残して切断された指に装着することにより、

張力で結ばれる伸展牽引線の少なくとも一方と

尖端側の残存関節を利用して作動させられる義指屈伸機

を、含むことを特徴とする指部残存機能を利用した義指

構であって、

屈伸機構。

指残存部に嵌め付けられる断端部ソケットと、

【請求項２】

前記ＭＰ関節よりも元側の掌部に嵌め付けられる掌部ソ

前記屈曲牽引線および前記伸展牽引線をそれぞれの長さ

ケットと、

方向の前後に移動可能な状態で前記第１リンクから離れ

前記断端部ソケットの先端部にＰＩＰ関節に対応する位

ないように拘束する牽引線拘束部材を含むものである請

置に前記ＭＰ関節の回動軸と平行に設けられた第１回動

求項１の指部残存機能を利用した義指屈伸機構。

軸においてその軸心回りの回動可能に取り付けられた第

【請求項３】

１リンクと、その第１リンクの先端部にＤＩＰ関節に対

前記牽引線拘束部材は、前記第１リンクに前記第１回動

応する位置に前記ＭＰ関節の回動軸と平行に設けられた

軸および前記第２回動軸と平行に設けられた柱状または
［続きあり］
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(72)発明者
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▲高▼玉 圭樹（外1名）
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】学習分類子システム、学習分類子生成方法及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態例による学習分類子シス
テムの構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態例による学習分類子シス
テムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施の形態例による分類子の例を示
す図である。
【図４】本発明の一実施の形態例による分類子の可変長
条件部の例を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態例による分類子の各集合
の例を示す図である。
【図６】本発明の一実施の形態例による包摂の例を示す
図である。
【図７】本発明の一実施の形態例による遺伝的アルゴリ
［続きあり］
【技術分野】

該分類子の行動部の値に基づいて選択して、行動集合を

【０００１】

得る行動集合取得部と、

本発明は、学習分類子システム及び学習分類子生成方法

前記行動集合内の分類子のフィットネス値を学習で更新

、並びに分類子生成方法を実行するプログラムに関する

する学習部と、

。

前記行動集合取得部が得た行動集合に含まれる複数の分
類子が１つの分類子に包摂できる場合に、包摂を行って

(57)【特許請求の範囲】

行動集合に含まれる分類子を減らす包摂部と、

【請求項１】

前記包摂部が出力する行動集合から一定の条件に基づい

評価対象となる系列データを取得するデータ取得部と、

て分類子の選択又は変形を行う遺伝的アルゴリズム処理

前記系列データと照合させる条件部と、該条件部で照合

部と、

された行動を示す行動部と、該行動部で示された行動を

前記遺伝的アルゴリズム処理部が出力するそれぞれの分

行うことのフィットネス値を持つ分類子を記憶した分類

類子が持つ条件部を縮小する縮小部と、

子記憶部と、

前記データ取得部が取得した系列データに照合する照合

前記データ取得部が取得した前記系列データに基づいて

集合が存在しない場合に、前記データ取得部が取得した

、前記分類子記憶部が記憶した分類子を選択し、該選択

系列データの少なくとも一部をコピーすることで得た条

した分類子の集合である照合集合を得る照合集合取得部

件部を持つ分類子を作成する被覆部と、を備え、

と、

前記縮小部が縮小した分類子又は前記被覆部が作成した

前記照合集合取得部が取得した照合集合内の分類子を、

分類子により、前記分類子記憶部が記憶した分類子の更
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ヘッドマウントディスプレイ、画像表示方法及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態例によるヘッドマウント
ディスプレイを示す概略図である。
【図２】本発明の一実施の形態例によるヘッドマウント
ディスプレイの内部構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施の形態例によるヘッドマウント
ディスプレイのデータ処理機能から見た機能ブロック図
である。
【図４】本発明の一実施の形態例による相対移動量計算
処理例を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施の形態例による歩行検知処理例
を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施の形態例によるインフォメーシ
ョンベルトの例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

行中でないことを検出したとき、前記仮想空間における

【０００１】

前記複数の表示オブジェクトの配置座標が固定されるよ

本発明は、画像を表示するヘッドマウントディスプレイ

うに、前記モーションセンサが検出した前記装着者の頭

、及びそのヘッドマウントディスプレイを使用して画像

部の動きに連動して前記表示部に表示される表示オブジ

を表示する画像表示方法、並びにその画像表示方法を実

ェクトを変更するコントローラと、

行させるプログラムに関する。

を備えるヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

前記表示部は、外界光が透過した状態で画像を表示する

【請求項１】

請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイ。

表示された画像が装着者の眼で認識可能な表示部と、

【請求項３】

前記装着者の周囲の仮想空間に配置された複数の表示オ

さらに、前記装着者の周囲を撮影するカメラと、

ブジェクトを描画し、前記表示部に表示させる画像描画

前記カメラが撮影した画像から、前記装着者の手又は指

部と、

の動きによるジェスチャーを検出する画像解析部と、を

前記装着者の動きを検出するモーションセンサと、

備え、

前記モーションセンサの出力に基づいて、前記装着者が

前記コントローラは、前記画像解析部が検出したジェス

歩行中であることを検出したとき、前記表示部に表示さ

チャーに応じて、そのジェスチャーに割り当てられた機

れる表示オブジェクトを、前記仮想空間の特定の範囲に

能を実行することで、記表示部に表示される表示オブジ

配置された表示オブジェクトに固定し、前記装着者が歩

ェクトの選択又は変更を指示すると共に、前記モーショ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】マニピュレータ
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る異形線コイルば
ねの概略構成図（一部断面図で示す）である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る異形線コイルば
ねの製造治具の概略構成図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る異形線コイルば
ねの製造に用いられる巻線断面が円形のコイルばねの概
略構成図である。
【図４】実施例、比較例１及び比較例２におけるコイル
ばねのねじり剛性の比較結果である。
【図５】実際に作製した第１の実施形態の異形線コイル
ばねにねじり負荷を与えた様子を示す概略図である。
【図６】図３に示したＦＥＭの結果と、実際に作製され
た第１の実施形態に係る異形線コイルばねのねじり剛性
［続きあり］
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ロボットの関節部等に用いられる異形線コイ
ルばねを用いたマニピュレータに関する。
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の断面形状を有する金属線材を円筒状に巻回して形
成されたコイルばねを、前記コイルばねの軸方向に所定
の圧力で押圧することで、前記コイルばねの巻線の断面
形状が前記コイルばねの半径方向に長い横長形状となる
ように塑性加工された異形線コイルばねによって構成さ
れた関節部と、
前記関節部の先端側に設けられ、把持動作を行うグリッ
パーと
を備えるマニピュレータ。
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(54)【発明の名称】ユーザインタフェース装置およびユーザインタフェース制御プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態となるインタラクティブシス
テムの使用イメージを模式的に示した図
【図２】本実施形態のインタラクティブシステムの基本
的な構成を模式的に示した図
【図３】手指認識処理の概要を示したフローチャート
【図４】キャリブレーション処理を模式的に示した図
【図５】水面の深度を表す深度画像（背景画像）の一例
を示した図
【図６】深度カメラの画角内に手が存在する場合の深度
画像（ジェスチャ画像）の一例を示した図
【図７】ジェスチャ画像と背景画像の差分を２値化した
２値画像の一例を示した図
【図８】２値画像に対する領域抽出処理の流れを模式的
［続きあり］
【技術分野】

記平面又は対象物までの距離を入力深度画像として取得

【０００１】

する深度カメラを有し、前記取得した背景画像と入力深

本発明は、コンピュータのユーザインタフェース技術に

度画像との差分を示す背景差分の経時的変化に基づいて

関するものである。

前記入力操作を検出し、該検出は、前記平面に対する対

(57)【特許請求の範囲】

フェース装置。

【請求項１】

【請求項２】

液体と不透明状態の気体との組み合わせ、または不透明

前記深度カメラは、前記平面に対して赤外光を照射し、

状態の液体で平面を形成した液体平面形成手段と、

前記照射した赤外光の反射光を読み取ることにより前記

前記液体平面形成手段により形成された平面に対して情

背景差分を取得することを特徴とする請求項１に記載の

報を投影表示させる投影表示手段と、

ユーザインタフェース装置。

前記液体平面形成手段により形成された平面に対する入

【請求項３】

力操作を検出する入力検出手段と、

前記深度カメラは、前記平面に対して光を所定のパター

前記入力検出手段によって検出された入力操作に応じて

ンとして照射し、前記照射した光の反射光の所定パター

、前記投影表示手段に投影表示させる情報を制御する表

ンの幾何学的な形状の変化を読み取ることにより、前記

示制御手段とを備え、

背景差分を取得することを特徴とする請求項１または２

前記入力検出手段は、背景である前記平面までの距離を

に記載のユーザインタフェース装置。

背景画像として取得すると共に、各フレームにおける前

【請求項４】

象物の接触の検出を含むことを特徴とするユーザインタ

［続きあり］
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(54)【発明の名称】波長変換装置、及び波長変換方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る波長変換装置の概略
構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る波長変換装置の波長
分散後における基本波光の集光レンズでの各位置ごとの
周波数及び強度の関係を示すグラフである。
【図３】本発明の一実施形態に係る波長変換装置による
波長変換効率と入射光強度との関係を示すグラフである
。
【図４】本発明の一実施形態に係る波長変換装置の概略
構成を説明する模式図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る波長変換装置の要部
の詳細説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る波長変換装置の要部
［続きあり］
【技術分野】

前記波長分散部から所定の大きさの光学的距離を介して

【０００１】

設けられ、前記波長が分散された拡大基本波光を集光レ

本発明は、基本波光となるレーザー光の波長を所望の大

ンズで集光して前記波長変換素子に導く波長・角度分散

きさに変換する波長変換装置、及び波長変換方法に関す

部と、を備え、

る。

前記波長分散部は、前記回折格子として設けられる少な
くとも一の透過型回折格子と複数の反射ミラーが環状に

(57)【特許請求の範囲】

配置されて構成され、前記透過型回折格子によって前記

【請求項１】

拡大基本波光を回折させて、該拡大基本波光の前記波長

基本波光を波長変換素子によって波長変換する波長変換

が分散させられ、前記反射ミラーによって反射後の前記

装置であって、

拡大基本波光を前記透過型回折格子に戻し、再度回折さ

前記基本波光としてファイバーレーザーによって発振ス

せ、

ペクトルが非狭窄化されたレーザー光を連続的に発振す

前記反射ミラーは、前記透過型回折格子で回折後の前記

るレーザー発振部と、

拡大基本反射光を反射させて、前記透過型回折格子の最

前記レーザー発振部で発振された前記基本波光のビーム

大分散効率が得られる入射角度で該透過型回折格子に戻

径を拡大する拡大光学系部と、

せるように、設置角度が調整可能に構成されることを特

前記拡大光学系部で前記ビーム径が拡大された拡大基本

徴とする波長変換装置。

波光を透過させて該拡大基本波光の波長を分散させる回

【請求項２】

折格子が設けられる波長分散部と、

前記波長・角度分散部は、前記光学的距離が下記の条件
［続きあり］
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(54)【発明の名称】光ファイバひずみゲージ、光ファイバひずみセンサ、および光ファイバひずみセンシングシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る光ファイバひずみゲージの一例を
示す斜視透視模式図である。
【図２】図１の光ファイバひずみゲージに外部応力が負
荷されたときの挙動例を示す斜視透視模式図である。
【図３】本発明に係る光ファイバひずみセンサの一例を
示す平面模式図である。
【図４】本発明に係る光ファイバひずみセンシングシス
テムの一例を示す平面模式図である。
【図５】本発明の光ファイバひずみセンシングシステム
を建築物に敷設した例を示す模式図である。
【図６】実施例１および比較例１における負荷した荷重
と透過した光強度との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
［続きあり］
【技術分野】

光する物質からなり、かつ板状、鱗状または棒状の結晶

【０００１】

形状を有する物質であることを特徴とする光ファイバひ

本発明は、光ファイバを用いてひずみを検知する技術に

ずみゲージ。

関し、特に、ポリマ光ファイバを用いたひずみゲージ、

【請求項２】

該ひずみゲージを用いたひずみセンサ、および該ひずみ

請求項１に記載の光ファイバひずみゲージにおいて、

センサを用いたひずみセンシングシステムに関するもの

前記所定のメタクリレート系共重合体は、メチルメタク

である。

リレートとベンジルメタクリレートとの共重合体、また
はメチルメタクリレートとベンジルメタクリレートと2,

(57)【特許請求の範囲】

2,2‑トリフルオロエチルメタクリレートとの三元共重合

【請求項１】

体であることを特徴とする光ファイバひずみゲージ。

光ファイバを用いたひずみゲージであって、

【請求項３】

前記光ファイバは、所定のメタクリレート系共重合体製

請求項１又は請求項２に記載の光ファイバひずみゲージ

で円形断面のコアと前記コアを覆う樹脂製で同心円形断

において、

面のクラッドとからなる偏波保持のマルチモードポリマ

前記所定の色素が、シアニン誘導体、フタロシアニン誘

光ファイバであり、

導体、ローダミン誘導体、ペリレン誘導体、クマリン誘

前記コアに所定の色素が分散配合されており、当該所定

導体、フルオレセイン誘導体、およびピラン誘導体のい

の色素は、前記コア中を伝搬させる光の波長帯に吸収域

ずれかであることを特徴とする光ファイバひずみゲージ

を有する物質または照射されたエネルギーを吸収して発

。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】太陽電池
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態の太陽電池１００を示す図である。
【図２】ＺｎＯナノロッド１４０の表面に形成される被
覆層１５０を示すＴＥＭ写真を示す図である。
【図３】蛍光強度スペクトル分布を示す図である。
【図４】電流電圧特性を示す図である。
【図５】電流電圧特性を示す図である。
【図６】開放電圧の減衰特性を示す図である。
【図７】暗電流特性を示す図である。
【図８】暗電流特性を示す図である。
【符号の説明】
【００７５】
１００

太陽電池

１１０

基板
［続きあり］

【技術分野】

前記複数のｎ型ロッドの各々の側面及び先端面を被覆す

【０００１】

る被覆層と、

本発明は、太陽電池に関する。

前記複数のｎ型ロッド同士の間、及び、前記複数のｎ型
ロッドと前記電極との間に形成されるｐ型量子ドット層

(57)【特許請求の範囲】

とを有し、

【請求項１】

前記ｎ型ロッドは、ＺｎＯ、Ｉｎ２ Ｏ３ 、又はＳｎＯ２

光透過性を有する基板と、

製であり、

前記基板の光入射面とは反対側の面に形成される導電膜

前記被覆層は、ＴｉＯ２ 、Ｙ２ Ｏ３ 、Ａｌ２ Ｏ３ 、Ｚｎ

と、

Ｓ、又はＳｉＯ２ 製であり、

前記導電膜に積層される正孔ブロック層と、

前記ｐ型量子ドット層は、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、又はＣｕ

前記正孔ブロック層に積層される、ｐｎヘテロ接合型の

ＩｎＳ２ 製であり、

光電変換層と、

前記被覆層の厚さは、１０ｎｍ以下である、太陽電池。

前記光電変換層に積層される電極と
を含み、
前記光電変換層は、
前記正孔ブロック層の光入射側とは反対側の面から前記
光電変換層の厚さ方向に沿って伸延する複数のｎ型ロッ
ドと、
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(54)【発明の名称】ワイヤレスセンサネットワークシステムおよび情報収集方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態によるワイヤレ
スセンサネットワークシステムの構成を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の第１実施形態によるフュ
ージョンセンタの構成を、物理的な視点から示す図であ
る。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の第１実施形態によるフュ
ージョンセンタの構成を、機能的な視点から示す図であ
る。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の第１実施形態によるセン
サノードの構成を、物理的な視点から示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の第１実施形態によるセン
サノードの構成を、機能的な視点から示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の第１実施形態によるワイ
［続きあり］
【技術分野】

前記フュージョンセンタは、

【０００１】

前記フュージョンセンタおよび前記センサノードが利用

本発明はワイヤレスセンサネットワークシステムおよび

する所定の周波数帯域で通信している、前記複数のセン

これに用いる情報収集方法に関し、例えば、複数のセン

サノード以外の周辺通信機器を検出するキャリアセンス

サノードと、観測データを収集する基地局であるフュー

部と、

ジョンセンタとを含むワイヤレスセンサネットワークシ

前記周辺通信機器との前記周波数帯域における干渉また

ステムおよびこれに用いる情報収集方法に好適に利用で

は与干渉を回避する通信条件を、前記検出の結果に基づ

きるものである。

いて算出し、算出された前記通信条件に基づいて、前記
複数のセンサノードのそれぞれを、前記応答信号の送信

(57)【特許請求の範囲】

を要求する対象センサノードまたは前記応答信号の送信

【請求項１】

を要求しない対象外センサノードに分別する通信条件算

それぞれに独立して観測対象を測定し、前記測定の結果

出部と、

に対応する周波数を有する応答信号を送信できる複数の

前記複数のセンサノードのうち、前記対象外センサノー

センサノードと、

ド以外の前記対象センサノードに向けるリクエスト信号

前記センサノードから送信される前記応答信号を受信す

を生成するリクエスト信号生成部と、

るフュージョンセンタと

生成された前記リクエスト信号を送信する送受信部と

を具備するワイヤレスセンサネットワークシステムであ

を具備し、

って、

前記複数のセンサノードのそれぞれは、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】摂取量推定装置、摂取量推定方法およびプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る摂取量推定装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１の摂取量推定装置の動作を示すフローチャ
ートである。
【図３】図１の摂取量推定装置の表示画面の一例を示す
図である。
【図４】（Ａ）〜（Ｄ）は、摂取量推定装置の検出部の
動作を説明する図である。
【図５】本発明の実施の形態２にかかる摂取量推定装置
の全体構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の摂取量推定装置の表示画面における警
告表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
［続きあり］
【技術分野】

推定部と、

【０００１】

前記特定量記憶部から、前記食品認識部で認識された前

本発明は、画像認識技術を利用してユーザの摂取量を推

記食品の種類に対応する前記単位量あたりの特定量を取

定する摂取量推定装置、摂取量推定方法およびプログラ

得し、取得した前記単位量あたりの特定量と、前記食品

ムに関する。

量推定部によって推定された前記食品量とに基づいて、
前記ユーザの口に運ばれた食品の摂取量を推定する摂取

(57)【特許請求の範囲】

量推定部と

【請求項１】

を備え、

ユーザの口を時系列に撮像することで取得された画像に

前記検出部は、

おいて、前記ユーザの前記口へ箸で運ばれた食品を食品

前記画像から、前記ユーザの口が撮影された口領域を検

領域として検出する検出部と、

出するとともに、前記ユーザの持つ箸が撮影された箸領

前記検出部によって検出された前記食品領域に対して画

域を検出し、

像認識処理を行い、前記食品の種類を認識する食品認識

前記口領域と前記箸領域との距離が、所定値以下になっ

部と、

た際の画像から、前記食品領域を検出することを特徴と

食品の種類と該食品の種類の単位量あたりの特定量を対

する摂取量推定装置。

応づけて記憶する特定量記憶部と、

【請求項２】

前記検出部によって検出された前記食品領域の大きさか

前記食品の種類の前記単位量あたりの特定量は、前記食

ら前記口へ運ばれた前記食品の食品量を推定する食品量

品の単位量あたりの熱量または前記食品の単位量あたり
［続きあり］
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(54)【発明の名称】動画配信システム及び動画再生装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る動画配信システムの概略図で
ある。
【図２】クライアント及びサーバのハードウェア構成を
示すブロック図である。
【図３】メインサーバと、データベースサーバと、コメ
ントサーバと、動画サーバと、アプリサーバのソフトウ
ェア機能を示すブロック図である。
【図４】各種テーブルのフィールド構成を示す図である
。
【図５】クライアントのソフトウェア機能を示すブロッ
ク図である。
【図６】本実施形態に係る動画配信システムのタイムチ
ャートである。
［続きあり］
【技術分野】

に等しい前記再生時間フィールドのレコードの、前記線

【０００１】

分情報フィールドに格納されている前記線分の始点座標

本発明は、多数のユーザが動画を閲覧できる動画配信シ

と終点座標に基づいて線分を描画すると共に、前記線分

ステム及び動画再生装置に関する。

に係る前記コメントについて、前記コメント本文フィー
ルドの前記コメント本文を出力する線分描画処理部と、

(57)【特許請求の範囲】

動画表示領域に前記動画再生処理部が再生する前記動画

【請求項１】

を表示し、前記動画表示領域に前記線分描画処理部が描

動画データを再生する動画再生処理部と、

画する前記線分を表示し、前記動画表示領域の他に設け

前記動画データを一意に識別する動画ＩＤが格納される

られるコメント表示欄に前記線分描画処理部が出力する

動画ＩＤフィールドと、前記動画データの時間軸上の再

前記コメント本文を表示する表示部と、

生位置情報である再生時間が格納される再生時間フィー

前記表示部に表示される前記コメント及び／または前記

ルドと、前記動画データに基づく動画上に描画される線

線分を選択する操作部と、

分の始点座標と終点座標を有する線分情報が格納される

前記操作部から操作情報を得て、前記操作情報の種類に

線分情報フィールドと、前記線分に紐付けられるコメン

応じて前記動画再生処理部及び／または前記線分描画処

ト本文が格納されるコメント本文フィールドとを有する

理部に前記操作情報を引き渡すＧＵＩ制御部と

コメントテーブルと、

を具備し、

前記動画再生処理部が前記動画データを再生する際に、

前記ＧＵＩ制御部は、前記操作部の操作情報が所定の線

前記コメントテーブルから、前記動画データの再生時間

分を選択する指示である場合に、前記表示部に表示され
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ミキシング装置、信号ミキシング方法、及びミキシングプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の基本原理を説明する図である。
【図２】実施形態のミキシング装置の概略構成図である
。
【図３】優先音と非優先音のパワーをリスナーの可聴レ
ベルとともに示す図である。
【図４】図３の優先音と非優先音のそれぞれから可聴レ
ベルを減算して、リスナーが感じる音強度（聴感補正パ
ワー）としてプロットした図である。
【図５】図４の優先音と非優先音の対数尺度での和を示
す図である。
【図６】図４の優先音と非優先音の単純加算和を一定倍
した結果を示す図である。
【図７】図５（対数強度和）と図６（単純加算和の一定
［続きあり］
【技術分野】

が前記第１信号の対数強度と前記第２信号の対数強度の

【０００１】

和を超えないという条件で決定されるゲインであって、

本発明は、２以上の入力信号のミキシング技術に関する

前記第１信号のパワーを第１の方向に調整する第１ゲイ

。

ンと、前記第１信号のパワーの調整分を超えないという
条件で決定されるゲインであって、前記第２信号のパワ

(57)【特許請求の範囲】

ーを前記第１の方向と逆の第２の方向に変化させる第２

【請求項１】

ゲインとを決定するゲイン決定部と、

時間領域の第１入力信号と第２入力信号をそれぞれ時間

前記第１ゲインで調整された前記第１信号と前記第２ゲ

周波数平面上の第１信号と第２信号に展開する周波数解

インで調整された前記第２信号を加算する加算部と、

析部と、

を有することを特徴とするミキシング装置。

前記第１信号と前記第２信号を混合した混合信号を生成

【請求項２】

する信号処理部と、

前記ゲイン決定部は、（ａ）前記第１信号と前記第２信

前記混合信号を時間領域の信号に変換する周波数時間変

号を単純加算したパワーの一定倍を超えないように前記

換部と、

第１ゲインの調整に第１上限を設定する、（ｂ）前記第

前記変換された信号を出力する信号出力部と、

１ゲインに固定的な第２上限を設ける、または（ｃ）前

を有し、

記第２ゲインに固定的な下限を設ける、の少なくとも１

前記信号処理部は、

つの条件を追加し、前記追加された条件を満たす範囲で

前記時間周波数平面の各点ごとに、出力信号の対数強度

前記第１ゲインと前記第２ゲインを決定することを特徴
［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線通信システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】通信システムの実験設備の概略を示すブロック
図である。
【図２】受信機のブロック図である。
【図３】第一センサが出力した原信号と、第一復調演算
部が出力した復調データをアナログに変換した信号とを
比較したグラフと、第二センサが出力した原信号と、第
二復調演算部が出力した復調データをアナログに変換し
た信号とを比較したグラフと、第二センサが出力した原
信号と、第二復調演算部が出力した復調データをアナロ
グに変換した信号と、逐次干渉除去部を通さずに第二復
調演算部が出力した復調データをアナログに変換した信
号とを比較したグラフである。
【図４】本実施形態に係る無線通信システムの運用例を
［続きあり］
【技術分野】

前記副搬送波源が出力する前記副搬送波周波数によって

【０００１】

、前記アンテナに対して、開放端と短絡端とを切り替え

本発明は、複数の無線タグを利用する無線通信システム

て接続するスイッチと、

に関する。

前記所定周波数またはその高調波の前記副搬送波周波数
を、前記各センサ端末のセンサである信号源からの信号

(57)【特許請求の範囲】

により変調する、複数の変調方式が選択可能な変調部と

【請求項１】

、を備え、

無変調波源、複数のセンサ端末、インテロゲータ及び受

前記インテロゲータは、

信機を備えた無線通信システムであって、

通信可能な範囲内に存在する全てのセンサ端末を把握す

前記無変調波源は、

るため、前記複数のセンサ端末との対話処理を行い、通

前記複数のセンサ端末のアンテナから反射波を発生させ

信可能な前記複数のセンサ端末の目録を作成するととも

るために、前記複数のセンサ端末に対し無変調波を発信

に、

し、

前記複数のセンサ端末に対して、前記所定周波数または

前記各センサ端末は、

その高調波の副搬送波周波数を割り当てる双方向通信を

前記無変調波源からの無変調波を受信して反射波を発生

行い、

するアンテナと、

その結果作成される前記各センサ端末の前記所定周波数

所定周波数または前記所定周波数の高調波の副搬送波周

またはその高調波の副搬送波周波数が、前記副搬送波周

波数を生成する副搬送波源と、

波数の低い順に格納される副搬送波周波数フィールドと
［続きあり］
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(54)【発明の名称】声質変換方法および声質変換装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ＲＢＭのグラフ構造を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態における適応型ＲＢＭのグ
ラフ構造を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態における声質変換装置の構
成を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施の形態における声質変換装置の処
理動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、実施の形態における声質変換方法によ
る声質変換の結果を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態における声質変換方法によ
って、実際に推定されたパラメータを示す図である。
【図７】図７は、実施の形態における声質変換方法によ
って女性話者の音声を男性話者の音声へ変換した例を示
［続きあり］
【技術分野】

可視素子層に入力される前記入力話者の音声と、前記入

【０００１】

力話者の依存重みとに基づいて、隠れ素子層を推定する

本発明は、入力話者の音声の声質を、入力話者以外の人

第３のステップと、

の声質に変換する方法および装置などに関する。

前記隠れ素子層と、前記目標話者の依存重みとに基づい
て、可視素子層として出力される前記目標話者の音声を

(57)【特許請求の範囲】

推定する第４のステップと

【請求項１】

を含む声質変換方法。

入力話者の音声の声質を目標話者の声質に変換する声質

【請求項２】

変換方法であって、

前記結合重みは、Ｓ（Ｓは２以上の整数）人の話者のそ

確率モデルであるＲＢＭ（Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ Ｂｏ

れぞれに対する０または１を示す要素からなるベクトル

ｌｔｚｍａｎｎ

と、前記非依存重みと、Ｓ人のそれぞれの話者の依存重

Ｍａｃｈｉｎｅ）を構成する可視素子

層と隠れ素子層の２つの異層素子間の結合重みのうち、

みとを用いた演算によって表わされる

話者に依存しない重みを非依存重みとして推定する第１

請求項１に記載の声質変換方法。

のステップと、

【請求項３】

前記ＲＢＭにおいて前記非依存重みを固定した状態で、

前記第１のステップでは、複数の話者から発話される互

前記結合重みのうち、前記入力話者に依存する重みと、

いに異なる発話内容の音声に基づいて、前記非依存重み

前記目標話者に依存する重みとをそれぞれ依存重みとし

を推定し、

て推定する第２のステップと、

前記第２のステップでは、前記入力話者と前記目標話者
［続きあり］
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(54)【発明の名称】位置測定装置、位置測定方法、プログラム、および位置測定システム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本技術を適用した位置測定システムの第１の実
施の形態の構成例を示す図である。
【図２】直接波および反射波について説明する図である
。
【図３】複数の経路を経由した通信信号の振幅と、その
到着時間を表すチャネル状態情報を示す図である。
【図４】位置測定装置の構成例を示すブロック図である
。
【図５】車両において行われる処理を説明するフローチ
ャートである。
【図６】位置測定装置において行われる処理を説明する
フローチャートである。
【図７】本技術を適用した位置測定システムの第２の実
［続きあり］
【技術分野】

記通信信号を選択する信号識別選択部と、

【０００１】

前記信号識別選択部により選択された前記通信信号のみ

本開示は、位置測定装置、位置測定方法、プログラム、

を用い、前記通信信号を受信した際の信号強度に応じて

および位置測定システムに関し、特に、移動体の測位精

、前記位置情報メッセージを送信した前記車両との距離

度のさらなる向上を図ることができるようにした位置測

を推定する推定部と、

定装置、位置測定方法、プログラム、および位置測定シ

前記衛星信号受信部により計測された前記衛星の位置お

ステムに関する。

よび距離、前記位置情報メッセージに含まれる前記車両
の位置、並びに、前記推定部により推定された前記車両

(57)【特許請求の範囲】

との距離に基づいて、位置測定装置自身の位置を測定す

【請求項１】

る測位部と

衛星から送信される、位置の測定に利用するための測位

を備える位置測定装置。

信号を受信して、前記測位信号を送信した前記衛星の位

【請求項２】

置および距離を計測する衛星信号受信部と、

前記通信信号受信部は、無線通信を行う無線機から送信

車両の位置を少なくとも含む位置情報メッセージの送信

される、前記無線機自身を識別する識別情報を少なくと

に用いられる通信信号を受信する通信信号受信部と、

も含むビーコンメッセージの送信に用いられる通信信号

前記通信信号の成分ごとの強さに基づいて、前記通信信

を受信し、ネットワークを介して接続されるサーバ装置

号受信部が受信した前記通信信号に直接波成分が含まれ

のデータベースから、前記識別情報により識別される前

ているか否かを識別して、直接波成分が含まれている前

記無線機の位置を取得し、
［続きあり］
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(54)【発明の名称】蓄電池管理システム、蓄電池情報サーバ及び充放電制御装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る蓄電池管理システムの
概略図である。
【図２】ＬＩＢのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図３】ＬＩＢ情報処理部のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。
【図４】ＬＩＢ情報処理部のソフトウェア機能を示すブ
ロック図である。
【図５】充放電制御装置のハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図６】充放電制御装置のソフトウェア機能を示すブロ
ック図である。
【図７】携帯型無線端末のハードウェア構成を示すブロ
［続きあり］
【技術分野】

よりなる蓄電池管理システム。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、蓄電池管理システム、蓄電池情報サーバ及び

前記充放電回数のうち１回分の単位保存時間に相当する

充放電制御装置に関する。

情報は、
前記蓄電池の電流と、

(57)【特許請求の範囲】

前記蓄電池に充電器が接続されたか否かを示す充放電フ

【請求項１】

ラグ情報と、

一意な蓄電池ＩＤを有し、充放電回数と、前記充放電回

前記蓄電池が満充電状態になったか否かを示す満充電フ

数のうち１回分の単位保存時間に相当する情報を記憶す

ラグ情報と

る蓄電池と、

を有する、請求項１に記載の蓄電池管理システム。

前記蓄電池から前記蓄電池ＩＤと前記充放電回数と前記

【請求項３】

単位保存時間に相当する情報を受信して蓄電池使用ログ

前記蓄電池の最適交換時期を算出するための個別情報は

テーブルに記憶し、前記蓄電池使用ログテーブルから累

、

積故障確率を算出する蓄電池情報サーバと、

前記蓄電池の前記充放電回数に対する前記保存時間の勾

前記蓄電池に接続され、前記蓄電池情報サーバから、前

配を示す保存時間勾配情報と、

記累積故障確率と、前記蓄電池の最適交換時期を算出す

前記蓄電池が故障した際のコストを示す損失コストと、

るための個別情報を受信し、前記累積故障確率から前記

前記蓄電池を交換する際のコストを示す交換コストと

蓄電池の最適交換時期を算出する充放電制御装置と

を有する、請求項２に記載の蓄電池管理システム。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】音象徴語の感覚関連性分布図生成装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】オノマトペのイメージ評価システムの構成を示
すブロック図である。
【図２】オノマトペのイメージ評価システムの記憶装置
の音韻データベース記憶部に記憶される音韻データベー
スの一例である。
【図３Ａ】オノマトペのイメージ評価システムの記憶装
置のイメージデータベース記憶部に記憶される定性イメ
ージリストの一例である。
【図３Ｂ】オノマトペのイメージ評価システムの記憶装
置のイメージデータベース記憶部に記憶される定性イメ
ージリストの一例である。
【図４】オノマトペのイメージ評価システムの記憶装置
のイメージデータベース記憶部に記憶される定性イメー
［続きあり］
【技術分野】

覚毎の領域を図上に配置する領域配置部と

【０００１】

を備えたことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図

本発明は、言語表現の解析技術に関する。

生成装置。
【請求項２】

(57)【特許請求の範囲】

請求項１に記載の音象徴語の感覚関連性分布図生成装置

【請求項１】

において、

複数の音象徴語を入力する入力部と、

前記領域配置部は、感覚毎の関連度が所定値を超える領

前記入力部により入力された音象徴語を複数の形容詞対

域と超えない領域とを区別して配置する

尺度について定量評価する定量評価部と、

ことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図生成装置

前記定量評価部の定量評価結果に対して主成分分析を行

。

い、上位の所定数の主成分を軸とした分布図上に、形容

【請求項３】

詞対の主成分負荷量に基づいて形容詞対の位置記号を配

請求項１または２のいずれか一項に記載の音象徴語の感

置し、音象徴語の主成分得点に基づいて音象徴語の位置

覚関連性分布図生成装置において、

記号を配置する位置配置部と、

追加の音象徴語を入力する追加入力部と、

分布図の各位置について主成分得点を取得し、取得した

前記追加入力部により入力された音象徴語の主成分得点

主成分得点に基づいて形容詞対の評価値を算出し、算出

を算出し、分布図上に追加された音象徴語の位置記号の

した評価値と形容詞対毎の感覚関連度とに基づいて当該

追加配置を行う位置追加配置部と

位置の感覚毎の関連度を算出し、所定値を境界とする感

を備えたことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図
［続きあり］
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(54)【発明の名称】応力センサ、応力センサシステム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例１に係る応力センサで使用され
る光導波路を示す図である。
【図２】本発明の実施例１に係る応力センサの構成を示
す図である。
【図３】本発明の実施例１に係る応力センサの変形例の
構成を示す図である。
【図４Ａ】本発明の実施例１に係る応力センサの光導波
路に応力がかかった状態を説明するための図（その１）
である。
【図４Ｂ】本発明の実施例１に係る応力センサの光導波
路に応力がかかった状態を説明するための図（その２）
である。
【図５】本発明の実施例１に係る応力センサによって応
［続きあり］
【技術分野】

前記第２の色素の発光波長は可視光域にあることを特徴

【０００１】

とする請求項１に記載の応力センサ。

本発明は、応力センサ及び応力センサシステムに関する

【請求項３】

。

前記第１の色素の発光波長は可視光域にあることを特徴
とする請求項２に記載の応力センサ。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項４】

【請求項１】

前記コア及び前記クラッドは、一体としてファイバ型光

発生した応力を光の波長変化に変換する応力センサであ

導波路またはスラブ型光導波路を形成することを特徴と

って、

する請求項１乃至３の何れか１項に記載の応力センサ。

第１の色素を分散させたコアと、

【請求項５】

所定の励起光によって励起された前記第１の色素の発光

前記照明光を、前記クラッドへ入射させず前記コアの入

波長を励起波長として発光する第２の色素を分散させた

射端から入射させる照明光入射補助部材を有することを

クラッドと、を有し、

特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の応力セ

前記コアの入射端から入射した前記所定の励起光を含む

ンサ。

照明光を、発生した応力の大きさに応じた波長の光に変

【請求項６】

換して前記コアの出射端で得ることを特徴とする応力セ

前記照明光入射補助部材は、

ンサ。

前記クラッドへの前記照明光の入射を防ぐ遮光マスク、

【請求項２】

または前記コアへ前記照明光が入射するように集光する
［続きあり］
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(54)【発明の名称】光学測定装置及び光学測定方法
【図１Ａ】

【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】従来のフォトサーマル顕微鏡の概略図である
。
【図１Ｂ】従来のフォトサーマル顕微鏡の概略図である
。
【図２】第１実施形態の光学測定装置の概略図である。
【図３】フォトサーマル効果による散乱を説明する図で
ある。
【図４】第１実施形態のフォトサーマル測定法の原理を
説明する図である。
【図５】第１実施形態の構成により得られる画像を、一
般的なバランス検出法及び従来の自動バランス検出法に
より得られる画像と比較して示す図である。
【図６】第１実施形態の構成により得られる信号の強度
［続きあり］
【技術分野】

前記光学素子は、前記第１セグメントの光成分を反射す

【０００１】

る反射部と、前記第２セグメントの光成分を透過させる

本発明は、ポンプ光とプローブ光を用いて高解像の測定

光透過部とを有することを特徴とする請求項１に記載の

を行う光学測定技術に関する。

光学測定装置。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

前記光学素子は、前記プローブ信号光の断面の強度変化

【請求項１】

の極性が反転する前記径方向の位置で前記プローブ信号

試料を励起するポンプ光を出力する第１光源と、

光を空間的に分離するように構成されることを特徴とす

プローブ光を出力する第２光源と、

る請求項２に記載の光学測定装置。

前記ポンプ光と前記プローブ光を試料に導く光学系と、

【請求項４】

前記ポンプ光により励起された試料を透過したプローブ

前記光学素子は分岐ファイバ束であり、中心側の第１フ

信号光を、当該プローブ信号光の径方向に沿って第１セ

ァイバ束と外周側の第２ファイバ束を有することを特徴

グメントの光成分と第２セグメントの光成分に空間的に

とする請求項１に記載の光学測定装置。

分離する光学素子と、

【請求項５】

前記第１セグメントの光成分と、前記第２セグメントの

前記第１ファイバ束と前記第２ファイバ束の境界は、前

光成分の差分を検出するバランス検出器と、

記プローブ信号光の断面の強度変化の極性が反転する前

を有することを特徴とする光学測定装置。

記径方向の位置にあることを特徴とする請求項４に記載

【請求項２】

の光学測定装置。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】画像検索方法、音象徴語取得方法、係数生成方法、プログラムおよび装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】係数生成システムの構成例を示す図である。
【図２】端末装置等のハードウェア構成例を示す図であ
る。
【図３】係数生成の処理例を示すシーケンス図である。
【図４】画像特徴量抽出の処理例を示す図である。
【図５】ＧＬＣＭの２ピクセル間の関係および定義を示
す図である。
【図６】ＧＬＣＭの画像特徴量の式を示す図である。
【図７】形容詞対評価の処理例を示すフローチャートで
ある。
【図８】形態データベースの例を示す図である。
【図９】解析項目の例を示す図である。
【図１０】オノマトペ表現データのデータ構造例を示す
［続きあり］
【技術分野】

記検索対象画像毎に生成された形容詞対評価値との類似

【０００１】

度を判定する工程と、

本発明は、画像検索方法、音象徴語取得方法、係数生成

前記類似度に基づいて対応する前記検索対象画像を検索

方法、プログラムおよび装置に関する。

結果として提供する工程と
を備えたことを特徴とする画像検索方法。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

請求項１に記載の画像検索方法において、

ａ）検索対象画像から画像特徴量を抽出し、任意の画像

前記検索対象画像から画像特徴量を抽出する処理は、全

特徴量と任意の形容詞対評価値との間の数値関係を示す

ての検索対象画像について画像特徴量を抽出する

係数及び前記画像特徴量と前記形容詞対評価値との関係

ことを特徴とする画像検索方法。

に基づき、前記検索対象画像から抽出した画像特徴量か

【請求項３】

ら前記検索対象画像毎に形容詞対評価値を生成する工程

前記検索条件には、前記音象徴語以外のキーワードであ

と、

る一般用語が含まれ、

ｂ）ユーザから音象徴語を含む検索条件の入力を受け付

請求項１に記載の画像検索方法において、

け、前記音象徴語から形容詞対評価値を生成する工程と

前記検索対象画像から画像特徴量を抽出する処理は、前

、

記検索条件が示す前記音象徴語及び前記一般用語を検索

を順不同に含み、

して特定される範囲内の検索対象画像について画像特徴

前記音象徴語について生成された形容詞対評価値と、前

量を抽出する
［続きあり］
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(54)【発明の名称】マクロ環分子およびそのスクリーニング方法
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、スキーム１により合成された1,1 ‑(1
,4,10,13‑テトラオキサ‑7,16‑ジアザシクロオクタデカ
ン‑7,16‑ジイル)ビス(2‑ブロモエタノン)の（Ａ）ＬＣ
−ＭＳスペクトル（実測ｍ／ｚ値＝５０３．３、５０５
．２、５０７．２；理論ｍ／ｚ値＝５０３．０、５０５
１

．０、５０７．０）および（Ｂ） Ｈ

ＮＭＲスペクト

ル（５００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３ ）を示す。
【図２】図２は、クラウンエーテル修飾化したモデルペ
プチドをＬＣ−ＭＳ／ＭＳによって解析した結果を示す
。
【図３】図３は、（Ａ）モデルペプチドを異なる濃度の
クラウンエーテルで修飾した後にさらにＦＬ−ＩＡ（フ
ルオレセインヨードアセトアミド）で修飾した場合に観
［続きあり］
＊

４

１

２

【技術分野】

それぞれシステインを表し、Ｓ はＣ およびＣ

【０００１】

システインに由来する硫黄原子を表し、

の

本発明は、ペプチド部分およびクラウンエーテル部分を

Ｘ

含んでクリプタンド構造をなすマクロ環分子、およびそ

Ｘ

の同定方法に関する。

ァン、フェニルアラニン、およびメチオニンからなる群

１

は任意のアミノ酸であり、

２

は、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプトフ

から選択される疎水性アミノ酸であり、
３

(57)【特許請求の範囲】

Ｘ

【請求項１】

ァン、フェニルアラニン、およびメチオニンからなる群

下記の式（Ｉ）で表される構造を有する分子であって、

から選択される疎水性アミノ酸であり、

【化１】

Ｘ

５

は、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプトフ

は、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプトフ

ァン、フェニルアラニン、およびメチオニンからなる群
から選択される疎水性アミノ酸であり、
６

は任意のアミノ酸であり、

７

は任意のアミノ酸であり、

８

は、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプトフ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

ァン、フェニルアラニン、およびメチオニンからなる群

式中、
１

Ｘ

１

〜Ｘ

４

４

（Ｃ

１

およびＣ

２

から選択される疎水性アミノ酸であり、

を含む）は、ペプチド
４

１

結合で連結されたアミノ酸を表し、Ｃ およびＣ

２

９

Ｘ

は

は、ロイシン、イソロイシン、バリン、トリプトフ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】レーザー装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】（ａ）は、本発明のレーザー装置の構成の一部
を模式的に示した斜視図であり、（ｂ）は、レーザー装
置中の媒質について模式的に示した断面図である。
【図２】本発明を誘導ラマン散乱過程に適用した際の模
式図である。
【図３】本発明を誘導ラマン散乱過程に適用した場合の
具体例であり、本発明の分散媒質について、レーザー光
の伝搬方向に沿った位置及び光学的厚みを調節した際の
、レーザー光の波長ごとの強度（量子変換効率）分布と
、非線形光学媒質の位置との関係を示した図である。
【図４】本発明を誘導ラマン散乱過程に適用した場合の
具体例であり、本発明の分散媒質について、レーザー光
の伝搬方向に沿った位置及び光学的厚みを調節した際の
［続きあり］
【技術分野】

の相対位相関係が所望の関係を満たすように、前記入射

【０００１】

レーザー光の伝搬方向に沿った位置と実効的厚みの少な

達成したい光学過程を効率よく実現できる線形及び／又

くとも一方が調整可能に配置されており、

は非線形光学過程の操作方法、並びに、レーザー装置に

前記非線形光学媒質は液体又は気体であり、前記分散媒

関する。

質は固体である
ことを特徴とするレーザー装置。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記分散媒質は、前記伝搬方向に対する傾きが可変に配

一つ又は複数の光源から発生した、一つ又は複数の周波

置されるか、または、くさび形状のペアで構成されて前

数からなる入射レーザー光を、非線形光学媒質を透過さ

記ペアの少なくとも一方の挿入厚みが可変に配置されて

せて出射させるレーザー装置であって、

いる

前記非線形光学媒質と、

ことを特徴とする請求項１に記載のレーザー装置。

該非線形光学媒質の内部に配置される１つ以上の透明な

【請求項３】

分散媒質と、

前記分散媒質の前記実効的厚み（ｘi )は、下記の式(1)

を有し、

〜式(m‑1)を近似的に満たすように決められることを特

該分散媒質は、前記一つ又は複数の周波数からなる前記

徴とする請求項１または２に記載のレーザー装置。

入射レーザー光と、非線形光学過程で発生した新たな一

mod [Δφ1 ,

つ又は複数の周波数のレーザ光の、すべての周波数の間

(ν1 )] xi / c, 2π]

2

(ωi , t') + 2π [ν2 ni (ν2 ) ‑ ν1 ni
［続きあり］
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(54)【発明の名称】屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る屈折率補正法の原理を説明するた
めの模式図である。
【図２】本発明に係る屈折率補正法で用いられる光周波
数コムの原理を説明するための模式図である。
【図３】本発明に係る距離測定装置の第一実施形態を示
す概略図である。
【図４】本発明に係る距離測定装置の第二実施形態を示
す概略図である。
【符号の説明】
【００８５】
１０，１２・・・距離測定装置
２２・・・第一光周波数コム光源（光周波数コム光源）
２４・・・第二光周波数コム光源（光周波数コム光源）
［続きあり］
【技術分野】

は前記第二光学的距離に基づいて算出される第二屈折率

【０００１】

を前記第一光学的距離差に基づいて補正する工程と、

本発明は、屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置

を備える屈折率補正法。

に関する。

【請求項２】
前記光源とは、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数

(57)【特許請求の範囲】

間隔で分布するスペクトルを二以上含む第一光周波数コ

【請求項１】

ムを発する第一光周波数コム光源であり、

測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、前記第一波

前記第一波とは、二以上の前記スペクトルの搬送波であ

の中心波長と同一の中心波長であり、且つ前記測定領域

り、

中を前記第一速度とは異なる第二速度で移動する第二波

前記第二波とは、二以上の前記スペクトルの包絡線を構

と、を同一の光源から前記測定領域中に出射する工程と

成する波束であって、

、

前記第一光学的距離と前記第二光学的距離とをそれぞれ

前記第一波を前記測定領域中で伝搬させた際の第一光学

測定する工程において、

的距離と、前記第二波を前記測定領域中で伝搬させた際

前記搬送波の位相差屈折率に基づいて前記第一光学的距

の第二光学的距離とをそれぞれ測定する工程と、

離を測定し、前記波束の群屈折率に基づいて前記第二光

前記第一光学的距離と前記第二光学的距離との第一光学

学的距離を測定する請求項１に記載の屈折率補正法。

的距離差を得る工程と、

【請求項３】

前記第一光学的距離に基づいて算出される第一屈折率又

前記第一波の中心波長と前記第二波の中心波長との何れ
［続きあり］
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(73)特許権者
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若土 雅之
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(54)【発明の名称】単結晶ダイヤモンドの製造方法、単結晶ダイヤモンド、単結晶ダイヤモンド基板の製造方法、単結*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は、本発明の一実施
形態に係る単結晶ダイヤモンドの製造方法について、工
程の流れを模式的に示した図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は、BEN法のみを用いたダイ
ヤモンドの製造方法について、工程の流れを模式的に示
した図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るダイヤモンド結晶核
の形成工程について、流れを模式的に示した図である。
【図４】（ａ）は、選択成長を説明するための模式図で
あり、（ｂ）は、横方向エピタキシャル成長によってダ
イヤモンド結晶を成長させる流れを模式的に示した図で
ある。
【図５】（ａ）は、本発明の一実施形態に係る単結晶ダ
［続きあり］
【技術分野】

とし配向したダイヤモンド結晶核を形成する工程と、

【０００１】

前記基板上に、前記ダイヤモンド結晶核からなるダイヤ

本発明は、単結晶ダイヤモンドの製造方法、単結晶ダイ

モンド結晶核郡パターンを形成する工程と、

ヤモンド、単結晶ダイヤモンド基板の製造方法、単結晶

前記パターンを形成したダイヤモンド結晶核郡から、ダ

ダイヤモンド基板及び半導体デバイス、特に、熱膨張係

イヤモンド結晶を選択的に成長及び一体化させることで

数の異なる材料の基板を用いた場合であっても、悪影響

、単結晶ダイヤモンドを形成する工程と、

を生じることなく大面積且つ高品質の単結晶ダイヤモン

を備えることを特徴とする単結晶ダイヤモンドの製造方

ド膜を形成できる、単結晶ダイヤモンドの製造方法、並

法。

びに、該単結晶ダイヤモンドの製造方法によって得られ

【請求項２】

た単結晶ダイヤモンド、単結晶ダイヤモンド基板の製造

前記ダイヤモンド結晶の選択的な成長は、横方向エピタ

方法、単結晶ダイヤモンド基板及び単結晶ダイヤモンド

キシャル成長によって行うことを特徴とする請求項１に

半導体デバイスに関する。

記載の単結晶ダイヤモンドの製造方法。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

前記ダイヤモンド結晶核郡パターンの形成は、前記基板

【請求項１】

上に複数の前記ダイヤモンド結晶核を形成した後、該ダ

基板上に複数の原子状Siを分散吸着させ、少なくとも炭

イヤモンド結晶核の一部を除去することによって行うこ

素を含有するプラズマ中で前記基板にバイアス電圧を印

とを特徴とする請求項１又は２に記載の単結晶ダイヤモ

加することで、前記基板上に、前記原子状Siを発生中心

ンドの製造方法。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ビデオチャットロボットシステム、手渡し遊び制御方法および手渡し遊び制御プログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例
を示す図である。
【図２】ビデオチャットロボットの外観構成例を示す図
である。
【図３】ハンドの構成例を示す図（その１）である。
【図４】ハンドの構成例を示す図（その２）である。
【図５】ハンドの構成例を示す図（その３）である。
【図６】ハンドの構成例を示す図（その４）である。
【図７】ハンドの構成例を示す図（その５）である。
【図８】ビデオチャットロボットの情報処理にかかるハ
ードウェア構成例を示す図である。
【図９】実施形態の処理例を示すシーケンス図（その１
）である。
［続きあり］
【技術分野】

と

【０００１】

を備えたことを特徴とするビデオチャットロボットシス

本発明は、ビデオチャットロボットシステム、手渡し遊

テム。

び制御方法および手渡し遊び制御プログラムに関する。

【請求項２】
前記ロボットにおいて物品の載置が検出された場合に前

(57)【特許請求の範囲】

記端末装置に対して通知を行い、前記端末装置において

【請求項１】

物品を示す映像を合成し、

ロボットに設けられ、手を模し、物品が載置可能な状態

前記端末装置において返却指示が行われた場合に前記ロ

と物品が取り込まれて隠された状態とを有するハンド機

ボットに通知を行い、前記端末装置において物品を示す

構と、

映像を消去する

前記ロボットと通信相手の端末装置との間でビデオチャ

ことを特徴とする請求項１に記載のビデオチャットロボ

ットを行う機能を提供するビデオチャット部と、

ットシステム。

前記ハンド機構への物品の載置に応じて前記ハンド機構

【請求項３】

を物品が取り込まれて隠された状態に制御し、該状態に

ビデオチャットを仲介するサーバを備え、

おいてビデオチャット上の前記通信相手を撮影した映像

前記ロボットにおいて物品の載置が検出された場合に前

に物品を示す映像を合成し、前記通信相手の返却指示に

記サーバに対して通知を行い、前記サーバにおいて物品

応じてビデオチャット上の物品を示す映像を消去し、前

を示す映像を合成し、

記ハンド機構を物品が載置可能な状態に制御する制御部

前記端末装置において返却指示が行われた場合に前記サ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】睡眠段階推定装置、生体データ推定装置、睡眠段階推定方法、生体データ推定方法、睡眠段階推定*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる睡眠段階推定装置
の構成例を示す図である。
【図２】実施形態の処理例を示すフローチャートである
。
【図３】心拍の波の定義とパラメータ推定の例を示す図
である。
【図４】パラメータ推定の計算式の導出の例を示す図で
ある。
【図５】パラメータ推定の概念図である。
【図６】睡眠段階推定の計算式の例を示す図である。
【図７】生体データの追加と睡眠段階推定の関係の例を
示す図である。
【図８】睡眠段階推定の例を示す図である。
［続きあり］
【技術分野】

、前記取得手段が前記生体データを第１の所定時間にわ

【０００１】

たり取得した時点で初回の推定を行い、その後は第２の

本発明は、睡眠段階を推定する技術に関するものである

所定時間を経過した時点毎に推定を行う

。

ことを特徴とする睡眠段階推定装置。
【請求項３】

(57)【特許請求の範囲】

心拍の波を示す生体データを取得する取得手段と、

【請求項１】

心拍の波の中周波成分の時間経過に対する値をパラメー

心拍の波を示す生体データを取得する取得手段と、

タを用いて定義した数式に対し、前記生体データを用い

心拍の波の中周波成分の時間経過に対する値をパラメー

て前記パラメータを推定するパラメータ推定手段と、

タを用いて定義した数式に対し、前記生体データを用い

推定された前記パラメータを適用した前記数式に基づき

て前記パラメータを推定するパラメータ推定手段と、

、任意の時点における前記中周波成分の値のデータを生

推定された前記パラメータを適用した前記数式に基づき

成するデータ生成手段と

、任意の時点における前記中周波成分の値から睡眠段階

を備えたことを特徴とする生体データ推定装置。

を推定する睡眠段階推定手段と

【請求項４】

を備えたことを特徴とする睡眠段階推定装置。

睡眠段階推定装置が実行する方法であって、

【請求項２】

心拍の波を示す生体データを取得する取得工程と、

請求項１に記載の睡眠段階推定装置において、

心拍の波の中周波成分の時間経過に対する値をパラメー

前記パラメータ推定手段および前記睡眠段階推定手段は

タを用いて定義した数式に対し、前記生体データを用い
［続きあり］
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(54)【発明の名称】触覚提示装置
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施の形態例による触覚提示装置の
例を示す斜視図である。
【図２】図１のＡ方向から見た正面図である。
【図３】本発明の一実施の形態例による触覚提示装置を
指に装着した例を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施の形態例による触覚提示装置の
電極部の構成例を示す平面図である。
【図５】本発明の一実施の形態例による触覚提示装置の
内部構成例を示すブロック図である。
【図６】皮膚中の受容器の例を示す説明図である。
【図７】各受容器の空間分解能と周波数分解能の分布範
囲の例を示す特性図である。
【図８】本発明の一実施の形態例による触覚提示装置の
［続きあり］
【技術分野】

の皮膚ずれ感覚および前記特定の周波数よりも高周波の

【０００１】

振動感覚を提示する制御部とを備える

本発明は、装着したユーザーの指などの皮膚に触覚を提

触覚提示装置。

示する触覚提示装置に関する。

【請求項２】
前記制御部は、前記電極部に印加するパルス電圧の極性

(57)【特許請求の範囲】

の設定により、メルケル細胞をターゲットにしたパルス

【請求項１】

電圧の印加による圧覚の提示と、マイスナー小体をター

ユーザーの所定箇所の皮膚と接した状態で装着される装

ゲットにしたパルス電圧の印加による前記特定の周波数

着部と、

の振動感覚の提示とを選択的に行うようにした

前記装着部に取り付けられ、前記所定箇所の皮膚に接触

請求項１に記載の触覚提示装置。

する電極部と、

【請求項３】

前記電極部の前記皮膚との接触位置をシフトさせるシフ

前記制御部は、前記シフト部材による前記電極部の一方

ト部材と、

のシフトと他方のシフトを組み合わせた振動を行うこと

前記電極部に印加するパルス電圧により、前記所定箇所

で、パチニ小体をターゲットにした刺激による前記高周

の皮膚に、特定の空間解像度の圧覚および特定の周波数

波の振動感覚の提示を行い、前記振動による刺激時より

の振動感覚を提示し、前記シフト部材による前記電極部

も前記電極部を大きくシフトさせることで、ルフィニ終

の前記皮膚との接触位置のシフトにより、前記所定箇所

末をターゲットにした刺激による皮膚ずれ感覚の提示を

の皮膚に、前記特定の空間解像度よりも低い空間解像度

行う
［続きあり］
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(54)【発明の名称】皮下脂肪増加装置及び胸部用下着
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の皮下脂肪増加装置の概念図である。
【図２】本発明に関する実験の様子を示す概念図である
。
【図３】本発明に関する実験のプロトコルを示す概略図
である。
【図４】皮下脂肪厚・皮下脂肪率の計測点を示す概念図
である。
【図５】実験開始前の状態を１００％とし、終了時にお
ける皮下脂肪厚増減率を示すグラフである。
【図６】実験開始前の状態を１００％とし、終了時での
周囲長増減率を示すグラフである。
【図７】実施例２の胸部用下着を内側から見た状態を示
す概念図である。
［続きあり］
【技術分野】

を垂直方向または水平方向に振動させることで、前記対

【０００１】

象部位に冷刺激と振動刺激を同時に与えることを特徴と

本発明は、生物の皮下脂肪厚をコントロールする技術に

する、

関わり、特に、外部刺激を用いて生物の皮下脂肪厚をコ

皮下脂肪増加装置。

ントロールする装置及び方法に関する。

【請求項２】
お椀型に形成して乳房に接触させる皮下脂肪増加装置を

(57)【特許請求の範囲】

、複数個を用意し、

【請求項１】

前記複数の前記皮下脂肪増加装置のそれぞれは、

生体の対象部位に接触させる接触面を有し、前記接触面

生体の対象部位に接触させる接触面を有し、前記接触面

に接触する前記対象部位に冷刺激を与える冷却部と、

に接触する前記対象部位に冷刺激を与える冷却部と、

前記接触面を、前記接触面の水平方向、垂直方向ともに

前記接触面を、前記接触面の水平方向、垂直方向ともに

０．０１〜５．０Ｇの振動強度でかつ1分間に１００〜

０．０１〜５．０Ｇの振動強度でかつ1分間に１００〜

１００００回の振動数で振動させることで前記対象部位

１００００回の振動数で振動させることで前記対象部位

に振動刺激を与える振動部と、

に振動刺激を与える振動部と、

前記冷却部による前記対象部位の冷却温度を設定すると

前記冷却部による前記対象部位の冷却温度を設定すると

ともに、前記振動部を制御する制御装置と、を備え、

ともに、前記振動部を制御する制御装置と、を備え、

前記制御装置は、前記冷却部により前記対象部位の温度

前記制御装置は、前記冷却部により前記対象部位の温度

を５〜１０℃に保ち、かつ前記振動部により前記接触面

を５〜１０℃に保ち、かつ前記振動部により前記接触面
［続きあり］
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(54)【発明の名称】レーダ装置、目標形状推定方法及びプログラム
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】電磁波の実空間での状態（図１Ａ）と、１つの
受信素子での受信状態（図１Ｂ）と、データ空間で各受
信素子の出力を並べた状態（図１Ｃ）とを示す説明図で
ある。
【図２】実空間上での目標と、受信素子で観測される距
離との関係の例を示す説明図である。
【図３】複数の受信素子がある場合の各受信素子で観測
される距離の例を示す説明図である。
【図４】ＲＰＭ法で距離点の集積度を評価する例を示す
説明図である。
【図５】本発明の一実施の形態例によるレーダ装置を示
す構成図である。
【図６】本発明の一実施の形態例によるアンテナ（送信
［続きあり］
【技術分野】

れぞれの距離点のドップラ速度に基づいて複数のクラス

【０００１】

タに分類するクラスタリング処理部と、

本発明は、目標の形状を示す画像を取得することができ

前記クラスタリング処理部で分類されたクラスタごとの

るレーダ装置、及びそのレーダ装置に適用される目標形

複数の距離点の集積度を評価して、目標の形状を得る距

状推定方法、並びに目標形状推定方法を実行するプログ

離点マイグレーション処理部とを備え、

ラムに関し、特に超広帯域電磁波を使用して画像を取得

前記距離点マイグレーション処理部での複数の距離点の

する技術に関する。

集積度の評価に基づいて、前記クラスタリング処理部で
複数のクラスタに分類する処理を再度実行し、再度の実

(57)【特許請求の範囲】

行で得た複数のクラスタごとの複数の距離点の集積度の

【請求項１】

評価を、前記距離点マイグレーション処理部で行うよう

送信素子から出力された電磁波の反射波を受信する受信

にした

素子の受信出力として、送信素子で電磁波が出力されて

レーダ装置。

から受信素子で反射波を受信するまでの伝送経路が異な

【請求項２】

る複数の系の受信出力を得る受信処理部と、

前記送信素子と前記受信素子は、マトリクス状に複数配

前記受信処理部で得た各受信出力に含まれる閾値を越え

置され、複数の前記受信素子の一部が前記送信素子を兼

る極大値を、複数の距離点の情報として抽出すると共に

ねるようにした

、各距離点のドップラ速度を取得する距離点取得部と、

請求項１に記載のレーダ装置。

前記距離点取得部で得られた複数の距離点の情報を、そ

【請求項３】
［続きあり］
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(54)【発明の名称】コミュニケーション支援装置、コミュニケーション支援方法およびコミュニケーション支援プログ*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる交渉支援装置の機
能構成例を示す図である。
【図２】ネットワークを利用した実施形態の機能構成例
を示す図である。
【図３】評価ＤＢのデータ構造例を示す図である。
【図４】被験者実験の問題ページの例を示す図である。
【図５】被験者実験の回答欄の例を示す図である。
【図６】評価ＤＢの生成の処理例を示す図である。
【図７】表現ＤＢのデータ構造例を示す図である。
【図８】交渉支援装置および端末装置のハードウェア構
成例を示す図である。
【図９】実施形態の処理例を示すフローチャート（その
１）である。
［続きあり］
【技術分野】

ュニケーションに対する評価値を前記表現形式毎に取得

【０００１】

する評価値取得部と、

本発明は、コミュニケーション支援装置、コミュニケー

前記評価値を前記表現形式毎にレベル表示を行う表示部

ション支援方法およびコミュニケーション支援プログラ

と

ムに関する。

を備え、
前記属性情報は、コミュニケーションを行う者の外見を

(57)【特許請求の範囲】

含む

【請求項１】

コミュニケーション支援装置。

コミュニケーションを行う者の属性情報を入力する属性

【請求項２】

入力部と、

前記文章に含まれる表現の表現形式を、前記表現形式毎

前記コミュニケーションに用いる文章を入力する文章入

に取得される評価値のうち、最も評価値が高い表現形式

力部と、

に置き換えして修正した修正案を生成する修正案生成部

表現形式と印象評価尺度を対応付けする評価データベー

と

スであり、属性情報の組み合わせ毎に保持される複数の

を備えたことを特徴とする請求項１に記載のコミュニケ

評価データベースのうち、前記属性情報に基づいて特定

ーション支援装置。

される評価データベースを参照して、前記文章から表現

【請求項３】

を抽出し、抽出される表現の表現形式に対応する前記印

前記評価値取得部は、前記属性情報に基づいて得られる

象評価尺度を取得し、前記印象評価尺度を合計してコミ

表現形式毎のコミュニケーションに対する評価値と、前
［続きあり］
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(54)【発明の名称】応力センサ
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】応力センサ１の構成を例示する模式図である。
【図２】応力センサ１を構成する光ファイバー１１を例
示する斜視図である。
【図３】応力センサ１の光ファイバー１１に応力がかか
っていない場合の光の伝搬の様子を例示する図である。
【図４】応力センサ１の光ファイバー１１に応力がかか
っている場合の光の伝搬の様子を例示する図である。
【図５】応力センサ１の使用方法を例示する模式図であ
る。
【図６】応力センサ２の構成を例示する模式図である。
【図７】応力センサ２の使用方法を例示する模式図であ
る。
【図８】応力センサ３の構成を例示する模式図である。
［続きあり］
【技術分野】

れる散乱性部材と、を有し、

【０００１】

前記光導波路は、蛍光色素を分散させたコア、及び前記

本発明は、応力センサに関する。

コアの周囲を覆うクラッド、を備え、
前記蛍光色素は、前記第１の波長の光に励起されて可視

(57)【特許請求の範囲】

光域にある第３の波長の光を発光する応力センサ。

【請求項１】

【請求項３】

第１の波長及び可視光域にある第２の波長の光を発する

前記光導波路の側面を覆うように検知対象に貼り付けら

光源と、

れる散乱性部材を有する請求項１に記載の応力センサ。

前記第１の波長及び前記第２の波長の光が入射する光導

【請求項４】

波路と、を有し、

複数の前記散乱性部材を有し、

前記光導波路は、蛍光色素を分散させたコア、及び前記

夫々の前記散乱性部材は、前記光導波路の側面の複数箇

コアの周囲を覆うクラッド、を備え、

所を覆うように検知対象に貼り付けられる請求項３に記

前記蛍光色素は、前記第１の波長の光に励起されて可視

載の応力センサ。

光域にある第３の波長の光を発光する応力センサ。

【請求項５】

【請求項２】

検知対象はボンベであり、

第１の波長の光を発する光源と、

前記光導波路を前記ボンベに巻きつけて使用する請求項

前記第１の波長の光が入射する光導波路と、

１に記載の応力センサ。

前記光導波路の側面を覆うように検知対象に貼り付けら
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(54)【発明の名称】ネットワークシステム、キャッシュ方法、キャッシュプログラム、管理装置、管理方法及び管理プ*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態に係るネットワークシステムの構成の
一例を示す図である。
【図２】ファイルに付される、グループを示す情報を説
明するための図である。
【図３】ノードの構成の一例を示すブロック図である。
【図４】配信サーバの構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図５】ネットワークシステムが行うファイル配信処理
の一例を示す処理フロー図である。
【図６】フルメッシュ型のネットワークの例を示す図で
ある。
【図７】バス型のネットワークの例を示す図である。
【図８】企業のネットワークシステムにおける実施例を
［続きあり］
【技術分野】

示す情報と関連付けられ、

【０００１】

前記ノード装置は、

本発明は、ネットワークシステム、キャッシュ方法、キ

当該ノード装置が属する前記グループを示す情報と関連

ャッシュプログラム、管理装置、管理方法及び管理プロ

付けられた前記ファイルを受信した場合、当該ファイル

グラムに関する。

をキャッシュファイルとして一時的に保持するキャッシ
ュ保持部と、

(57)【特許請求の範囲】

他のノード装置が要求する前記ファイルに対応する前記

【請求項１】

キャッシュファイルを保持している場合、当該キャッシ

送受信されるファイルを一時的に保持するノード装置を

ュファイルを前記他のノード装置に対して送信するキャ

複数含むネットワークシステムであって、

ッシュ送信部と、

複数の前記ノード装置には、次数の高い前記ノード装置

を含む

から、当該ノード装置が保持すべきファイルを特定する

ネットワークシステム。

ための複数のグループのいずれかであって、ネットワー

【請求項２】

クトポロジ上、当該ノード装置の近傍に存在するグルー

前記グループが４以上存在する

プを順に除外した残りのグループが割り当てられ、

請求項１に記載のネットワークシステム。

前記ファイルは、前記複数のグループの各々に対応し、

【請求項３】

対応するグループにおいて保持すべきことを示すビット

前記ファイルに対するアクセスの頻度を算出するアクセ

を含むビット列で表される、ゼロ以上の前記グループを

ス管理装置をさらに含み、
［続きあり］
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(72)発明者
審査官

国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹（外1名）
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】音象徴語・パーソナリティ情報提供装置、音象徴語・パーソナリティ情報提供方法および音象徴語*
【図１】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態にかかる音象徴語・パーソナリティ
情報提供装置の構成例を示す図である。
【図２】形態データベースのデータ構造例を示す図であ
る。
【図３】パーソナリティについての評価尺度の例を示す
図である。
【図４】被験者実験に用いるアンケートの例を示す図で
ある。
【図５】被験者実験に用いるオノマトペの例を示す図で
ある。
【図６】パーソナリティ評価データベースの生成手法の
例を示す図である。
【図７】パーソナリティ評価データベースの例を示す図
［続きあり］
【技術分野】

音象徴語・パーソナリティ情報提供装置。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、音象徴語・パーソナリティ情報提供装置、音

前記評価部は、前記評価値を前記要素毎に形態解析して

象徴語・パーソナリティ情報提供方法および音象徴語・

評価する

パーソナリティ情報提供プログラムに関する。

ことを特徴とする請求項１に記載の音象徴語・パーソナ
リティ情報提供装置。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

前記評価部は、前記評価値を取得された前記変数の値の

音象徴語を入力する入力部と、

線形和を前記要素の数で除算して算出する

前記音象徴語に含まれる音韻の要素に対し、前記要素に

ことを特徴とする請求項１又は２に記載の音象徴語・パ

対する人のパーソナリティについての複数の評価尺度を

ーソナリティ情報提供装置。

対応付けしたパーソナリティ評価データベースから変数

【請求項４】

の値を前記要素毎に取得して、取得された変数の値に基

前記表示部は、前記評価尺度毎に評価結果を棒グラフで

づいて評価値を前記評価尺度毎に評価する評価部と、

表示することでレベル表示を行う

前記評価尺度毎に評価結果のレベル表示を行う表示部と

ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載

を備え、

の音象徴語・パーソナリティ情報提供装置。

前記複数の評価尺度は、外向性、協調性、勤勉性、情緒

【請求項５】

安定性、知性の因子に対応する形容詞対である

前記表示部は、前記評価尺度毎に評価結果の値域の一端
［続きあり］
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 美濃島 薫（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】距離測定装置
(57)【要約】
【課題】

光周波数コムを利用した距離測定で、光路長

差の可変範囲を拡張して高精度の測定を実現する。
【解決手段】

距離測定装置は、周波数領域で一定間隔

の縦モードを発生させるパルス光源と、パルス光源の繰
り返し周波数を変化させる周波数制御部と、パルス光源
から出力されるパルス光を基準光と測定光に分割するス
プリッタと、前記基準光と測定対象物の測定面で反射さ
れた前記測定光とを検出する光検出器と、前記検出され
た光から前記測定面までの距離を算出する信号処理部と
、を有し、周波数制御部は、前記パルス光源の前記繰り
返し周波数を変化させることで、基準光と測定光の間の
光路長差を実効的に変化させ、信号処理部は、前記実効
的に変化された光路長差において測定面までの距離を算
出する。
【選択図】図１

【技術分野】

定光とを検出する光検出器と、

【０００１】

前記検出された光から、前記測定面までの距離を算出す

本発明は、光周波数コムを利用した距離測定技術に関す

る信号処理部と、

る。

を有し、
前記周波数制御部は、前記前記パルス光源の前記繰り返

【特許請求の範囲】

し周波数を変化させることで、前記基準光と前記測定光

【請求項１】

の光路長差を実効的に変化させ、

周波数領域で一定間隔の縦モードを発生させるパルス光

前記信号処理部は、前記実効的に変化された光路長差に

源と、

おいて前記測定面までの距離を算出することを特徴とす

前記パルス光源の繰り返し周波数を変化させる周波数制

る距離測定装置。

御部と、

【請求項２】

前記パルス光源から出力されるパルス光を基準光と測定

前記基準光を反射させる基準面、

光に分割するスプリッタと、

をさらに有し、

前記基準光と、測定対象物の測定面で反射された前記測

前記光検出器は、前記基準面で反射された第１パルス光
［続きあり］
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(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
渡邉 恵理子（外4名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光学測定装置及び光学測定方法
(57)【要約】
【課題】光学調整が容易で小型化された光学測定装置を
提供する。
【解決手段】光源と、前記光源で発光された光を、測定
対象物に照射させる物体波と、物体波と干渉させるため
の参照波とに分岐する分岐部と、前記分岐部で分岐され
た物体波又は参照波のいずれか一方の位相を変調する変
調器と、物体波及び参照波を球面物体波及び球面参照波
に変換して出力する変換部とを備える光導波路部と、測
定対象物を透過又は反射した球面物体波と、球面参照波
とを合成する合成部と、前記合成部によって合成された
光の干渉縞を電気信号として受光し、電子計算機に出力
する撮像素子とを備える。
【選択図】図９

【技術分野】

測定対象物を透過又は反射した球面物体波と、球面参照

【０００１】

波とを合成する合成部と、

本発明は、球面物体波と球面参照波の光干渉を用いた光

前記合成部によって合成された光の干渉縞を電気信号と

学測定装置及び光学測定方法に関する。

して受光し、電子計算機に出力する撮像素子と、
を備えることを特徴とする光学測定装置。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記分岐部は、Ｙ分岐又は方向性結合器であり、

光源と、

前記変調器は、熱光学位相シフタであり、

前記光源で発光された光を、測定対象物に照射させる物

前記変換部は、物体波及び参照波を出射する出射口であ

体波と、物体波と干渉させるための参照波とに分岐する

って、当該出射口の幅は、前記光源で発光された光の波

分岐部と、前記分岐部で分岐された物体波又は参照波の

長よりも小さく形成される

いずれか一方の位相を変調する変調器と、物体波及び参

ことを特徴とする請求項１に記載の光学測定装置。

照波を球面物体波及び球面参照波に変換して出力する変

【請求項３】

換部とを備える光導波路と、

前記光源は、複数の波長の光が合成される波長多重光を
［続きあり］
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(71)出願人
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国立大学法人電気通信大学
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】マルチバンド増幅器およびデュアルバンド増幅器
(57)【要約】
【課題】回路設計の容易化と良好な電力増幅特性を実現
するコンカレント型マルチバンド電力増幅器を提供する
。
【解決手段】複数(Ｎ)の周波数帯域の信号をそれぞれ独
立に増幅する複数個(Ｎ)の増幅回路により、同時にマル
チバンドの信号を増幅するコンカレント型マルチバンド
増幅器（又はデュアルバンド増幅器）を提供する。第ｎ
（ｎ＝１〜Ｎのいずれか）の増幅回路は、第ｎ以外の周
波数帯信号を阻止する回路を備えて、第ｎの周波数帯の
信号のみを増幅出力する。第ｎの増幅回路は、増幅素子
に対する入力と出力のインピーダンス整合回路を設計す
る。
【選択図】図１

【技術分野】

第ｎ（ｎ＝１〜Ｎのいずれか）の周波数帯の信号を増幅

【０００１】

する第ｎの増幅回路の信号入力結合部及び出力結合部に

本発明は、次世代移動体通信システムの送信電力増幅器

、第ｎの周波数帯の信号以外の周波数帯の信号を阻止す

に関し、特に、コグニティブ無線など周波数の高度利用

る回路を備えた

が進む次世代移動体通信システムに必要となる複数帯域

ことを特徴とするマルチバンド増幅器。

バンドに対応可能な無線通信機用の送信電力増幅器に関

【請求項２】

する。

前記各増幅回路は入力及び出力インピーダンス整合回路
を有し、

【特許請求の範囲】

第ｎの増幅回路の入力及び出力インピーダンス整合回路

【請求項１】

が第ｎの周波数帯において最適信号入出力特性を実現す

第１乃至第Ｎ（Ｎは２以上の自然数）の周波数帯の信号

るトランジスタの信号源インピーダンス及び負荷インピ

を同時に増幅するマルチバンド増幅器であって、前記第

ーダンスを備えた

１乃至第Ｎの周波数帯の各信号をそれぞれ増幅するＮ個

ことを特徴とする請求項１に記載のマルチバンド増幅器

の増幅回路を備えており、

。
［続きあり］
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(54)【発明の名称】睡眠段階判定方法、睡眠段階判定装置、及び睡眠段階判定プログラム
(57)【要約】
【課題】

取得した身体データから、簡便かつより高い

精度で睡眠段階を推定する
【解決手段】

被験者の心拍データを取得し、前記心拍

データを周波数領域の成分に変換し、前記周波数領域の
データから、２．５秒〜１５０分の周期にわたる範囲の
周期成分を抽出して時間領域のデータに変換し、前記時
間領域のデータのうち、所定の閾値を超える領域をレム
睡眠段階と判定する。
【選択図】図６

【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

前記判定部は、前記時間領域のデータの全体平均と標準

本発明は、睡眠段階の判定技術に関する。

偏差を算出し、前記標準偏差に所定の係数を乗算した値
を前記全体平均に足し合わせた値を前記閾値として設定

【特許請求の範囲】

することを特徴とする請求項１に記載の睡眠段階判定装

【請求項１】

置。

被験者の心拍データを取得するデータ取得部と、

【請求項３】

前記心拍データからレム睡眠段階を推定する判定部であ

前記判定部は、前記時間領域のデータを所定の時間ごと

って、前記心拍データを周波数領域の成分に変換し、前

に平均化してから前記全体平均と標準偏差を算出するこ

記周波数領域のデータから、２．５秒〜１５０分の周期

とを特徴とする請求項１に記載の睡眠段階判定装置。

にわたる範囲の周期成分を抽出して時間領域のデータに

【請求項４】

変換し、前記時間領域のデータのうち、所定の閾値を超

被験者の体動データを取得するデータ取得部と、

える領域をレム睡眠段階と判定する判定部、とを有する

前記体動データの全体平均と標準偏差を算出し、前記標

ことを特徴とする睡眠段階判定装置。

準偏差に所定の係数を乗算した値を前記全体平均に足し
［続きあり］
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(54)【発明の名称】通信信頼度管理サーバ、通信信頼度管理システムおよび通信信頼度管理方法
(57)【要約】

（修正有）

【課題】車車間通信を行う通信端末に対して、送信位置
および受信位置の組み合わせごとの通信信頼度を統計的
に保障する。
【解決手段】複数の通信端末が相互に通信した結果を示
す通信ログ情報を、通信端末から取得し、通信ログ情報
を解析して、送信位置および受信位置の組み合わせごと
に通信が成功した確度を示す通信信頼度情報を生成し、
車載器などの通信端末が路上などの環境で相互に通信を
行った結果に基づいて、通信信頼度の実測値を解析した
通信信頼度マップ情報を通信信頼度管理サーバが生成し
て通信端末に提供する。通信端末は、統計的に保証され
た到達信頼度の範囲内で、最適な通信パラメータを選択
して通信する。
【選択図】図２

【技術分野】

前記信頼度情報生成部により生成された前記通信信頼度

【０００１】

情報と、過去に生成された過去の通信信頼度情報とを解

本発明は通信信頼度管理サーバ、通信信頼度管理システ

析して、送信位置および受信位置の組み合わせごとに通

ムおよび通信信頼度管理方法に関する。

信の成功が期待される信頼度を示す通信信頼度マップ情
報を生成するマップ化処理部と、

【特許請求の範囲】

前記通信信頼度マップ情報を前記複数の通信端末に提供

【請求項１】

する信頼度情報提供部と

複数の通信端末が相互に通信した結果を示す通信ログ情

を具備する

報を、前記複数の通信端末のうち少なくともいずれか１

通信信頼度管理サーバ。

つから取得するログ情報取得部と、

【請求項２】

前記ログ情報取得部から取得された前記通信ログ情報を

請求項１に記載の通信信頼度管理サーバにおいて、

解析して、送信位置および受信位置の組み合わせごとに

前記信頼度情報生成部は、

通信が成功した確度を示す通信信頼度情報を生成する信

所定の通信端末の位置を示す位置情報信号を前記所定の

頼度情報生成部と、

通信端末が送信した記録である位置情報送信記録を前記
［続きあり］
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特開2017‑201498

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06T 7/00

請求項の数12

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2017.01) 5L096

（Ｐ２０１７−２０１４９８Ａ）

（全14頁）
ＦＩ
G06T

(43)公開日

平成29年(2017)11月9日

(21)特願2016‑136359
7/00

300 F
(22)平成28年(2016)7月8日
優(31)特願2016‑101917
先(32)平成28年(2016)4月28日
権(33)日本国(JP)

【Ｆターム】5L096 AA06
FA69
KA04
(71)出願人
(72)発明者

CA02
FA74

FA06
HA09

FA67
JA11

国立大学法人電気通信大学
橋本 直己（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】物体検出装置、物体検出方法および物体検出プログラム
(57)【要約】
【課題】照明変化や対象物体の位置姿勢の変動や自己遮
蔽に対する頑健さと位置姿勢の推定の精度の向上とを同
時に満たすことができる手法を提供する。
【解決手段】検出の対象物体の様々な姿勢の画像から抽
出したパッチ画像の特徴量に基づいて学習され、前記対
象物体を撮影して得た入力画像のパッチ画像をいずれか
の姿勢クラスに分類する第１の識別器と、前記対象物体
の様々な姿勢の画像から抽出したパッチ画像の特徴量に
基づいて学習され、姿勢クラスが推定された入力画像の
パッチ画像をいずれかの姿勢パラメータに分類する第２
の識別器とを備える。
【選択図】図２

【技術分野】

分類する第２の識別器と

【０００１】

を備えたことを特徴とする物体検出装置。

本発明は、物体検出装置、物体検出方法および物体検出

【請求項２】

プログラムに関する。

前記入力画像を赤外線カメラから入力する
ことを特徴とする請求項１に記載の物体検出装置。

【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

前記特徴量として累積勾配方向特徴量または量子化勾配

検出の対象物体の様々な姿勢の画像から抽出したパッチ

方向特徴量を用いる

画像の特徴量に基づいて学習され、前記対象物体を撮影

ことを特徴とする請求項１または２に記載の物体検出装

して得た入力画像のパッチ画像をいずれかの姿勢クラス

置。

に分類する第１の識別器と、

【請求項４】

前記対象物体の様々な姿勢の画像から抽出したパッチ画

前記第１の識別器および前記第２の識別器は、前記入力

像の特徴量に基づいて学習され、姿勢クラスが推定され

画像の個々のパッチ画像による分類結果の総合的な投票

た入力画像のパッチ画像をいずれかの姿勢パラメータに

結果に基づいて分類を行う
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
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H01P 7/08
G06K 19/07
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請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
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JA02
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ＦＩ
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(43)公開日
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(21)特願2016‑105497
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1/203
7/08
19/07
1/212

020
(22)平成28年(2016)5月26日
260

HB17
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 和田 光司（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグ
(57)【要約】
【課題】チップレスＲＦＩＤに適用する際に、取り扱う
情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタ
グへの情報の書き込みの容易化を可能にする。
【解決手段】チップレスＲＦＩＤに適用される共振器１
２０であって、第１の伝送線路１２１と、第１の伝送線
路の一端１２１ａに接続される第２の伝送線路１２２と
、第２の伝送線路の第１の伝送線路と接続される一端１
２１ｂの反対側となる他端１２１ａに接続される第３の
伝送線路１２３と、を備え、第１の伝送線路、第２の伝
送線路、及び第３の伝送線路のうち、第２の伝送線路の
特性インピーダンスが最大であり、かつ、第１の伝送線
路と第３の伝送線路の線路電気長が同一であることを特
徴とする。
【選択図】図４

【技術分野】

前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記第

【０００１】

３の伝送線路のうち、前記第２の伝送線路の特性インピ

本発明は、チップレスＲＦＩＤに適用される共振器、ノ

ーダンスが最大であり、かつ、前記第１の伝送線路と前

ッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグに関する。

記第３の伝送線路の線路電気長が同一であることを特徴
とする共振器。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記第

チップレスＲＦＩＤに適用される共振器であって、

３の伝送線路は、略Ｕ字型となるように各伝送線路が接

第１の伝送線路と、

続されることを特徴とする請求項１に記載の共振器。

前記第１の伝送線路の一端に接続される第２の伝送線路

【請求項３】

と、

前記第２の伝送線路の何れかの部位に切断部が設けられ

前記第２の伝送線路の前記第１の伝送線路と接続される

ることを特徴とする請求項２に記載の共振器。

一端の反対側となる他端に接続される第３の伝送線路と

【請求項４】

、を備え、

前記切断部は、前記第２の伝送線路の中央部に設けられ
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61H 1/02
A61H 3/00

請求項の数7

（全18頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C046
(2006.01)

【Ｆターム】4C046 AA07
DD38
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(71)出願人
(72)発明者
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AA25
DD41

BB03
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ＦＩ
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(43)公開日

平成30年(2018)3月22日

(21)特願2016‑247988
1/02
3/00

Z
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(22)平成28年(2016)12月21日
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DD03
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国立大学法人電気通信大学
今 悠気（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】動き誘発装置および動き誘発プログラム
(57)【要約】
【課題】容易に所定箇所を圧迫して皮膚のずれを生じさ
せ、ユーザの動きを誘発する。
【解決手段】動き誘発装置１は、ユーザの装着部分を囲
繞して配設されるフレーム２と、フレーム２の内面に備
えられた流体アクチュエータ３１を備える。流体アクチ
ュエータ３１は、流体が充填されることにより膨張し、
対応箇所を加圧してユーザの皮膚の表面方向の微動を生
じさせ、装着部分の回旋運動を誘発する。
【選択図】図１

【技術分野】

り膨張し、対応箇所を加圧してユーザの皮膚の表面方向

【０００１】

の微動を生じさせ、前記装着部分の回旋運動を誘発する

本発明は、ユーザが装着することでユーザの動きを誘発

ことを特徴とする動き誘発装置。

する動き誘発装置および動き誘発プログラムに関する。

【請求項２】
前記フレームは、前記流体アクチュエータの膨張に抗し

【特許請求の範囲】

て前記流体アクチュエータを保持することを特徴とする

【請求項１】

請求項１に記載の動き誘発装置。

ユーザが装着することでユーザの動きを誘発する動き誘

【請求項３】

発装置であって、

前記流体アクチュエータに流体を送出するポンプと、

前記ユーザの装着部分を囲繞して配設されるフレームと

前記ポンプに、流体を送出する指示を送信する処理装置

、

をさらに備え、

前記フレームの内面に備えられた流体アクチュエータを

前記ポンプは、前記処理装置の指示に応じて、前記流体

備え、

アクチュエータに流体を送出する

前記流体アクチュエータは、流体が充填されることによ

ことを特徴とする請求項１に記載の動き誘発装置。
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06N 5/04
H04N 7/14
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(2006.01) 5C164
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 長井 隆行（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】遠隔遊び支援システム、心的状態・性格推定システム、遊び推定システム、方法およびプログラム
(57)【要約】
【課題】子供と大人がビデオチャットでコミュニケーシ
ョンする場合に、長く遊びを続けられるよう、遊びの提
案を行えるようにする。
【解決手段】ビデオチャットロボットを使用する子供を
監視する各種センサの信号に基づいて子供の振る舞いの
特徴量を取得する特徴量取得手段と、振る舞いと心的状
態および性格との関係を機械学習した第１のデータに基
づいて、前記特徴量から心的状態および性格を推定する
第１の識別手段と、心的状態および性格と遊び種類との
関係を機械学習した第２のデータに基づいて、前記第１
の識別手段により推定された心的状態および性格から遊
び種類を推定する第２の識別手段と、前記第２の識別手
段により推定された遊び種類を前記ビデオチャットロボ
ットの通信相手の端末装置に表示する遊び提案手段とを
備える。
【選択図】図７

【技術分野】

心的状態および性格と遊び種類との関係を機械学習した

【０００１】

第２のデータに基づいて、前記第１の識別手段により推

本発明は、遠隔遊び支援システム、心的状態・性格推定

定された心的状態および性格から遊び種類を推定する第

システム、遊び推定システム、方法およびプログラムに

２の識別手段と、

関する。

前記第２の識別手段により推定された遊び種類を前記ビ
デオチャットロボットの通信相手の端末装置に表示する

【特許請求の範囲】

遊び提案手段と

【請求項１】

を備えたことを特徴とする遠隔遊び支援システム。

ビデオチャットロボットを使用する子供を監視する各種

【請求項２】

センサの信号に基づいて子供の振る舞いの特徴量を取得

子供の振る舞いの特徴量のデータと、該振る舞いに際し

する特徴量取得手段と、

ての観察者による心的状態および性格の評価のデータと

振る舞いと心的状態および性格との関係を機械学習した

に基づき、振る舞いと心的状態および性格との関係を機

第１のデータに基づいて、前記特徴量から心的状態およ

械学習して前記第１のデータを生成し、

び性格を推定する第１の識別手段と、

子供の遊び内容のデータと、該遊び内容に際しての観察
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数8

(51)Int.Cl.
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(43)公開日
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(21)特願2016‑235922
17/30
17/30

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
(57)【要約】
【課題】大量のデータから所望の分類結果を効果的に抽
出する。
【解決手段】複数の観察対象を観察して得られる動き軌
跡を、教師なしクラスタリングすることにより、観察対
象ごとの位置および速度が、行動へ分類される。そして
、複数の観察対象の全体についての行動の集合の特徴を
表す特徴量を、教師なしクラスタリングすることにより
、複数の観察対象の全体についての行動の集合が、活動
へ分類される。本技術は、例えば、子供たちの活動のア
ノテーションを半自動化するシステムに適用できる。
【選択図】図１

【技術分野】

目の集合の特徴を表す特徴量を教師なしクラスタリング

【０００１】

することにより、複数の前記観察対象の全体についての

本開示は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログ

前記第１の分類項目の集合を、第２の分類項目へ分類す

ラムに関し、特に、大量のデータから所望の分類結果を

る第２の分類部と

効果的に抽出することができるようにした情報処理装置

を備える情報処理装置。

、情報処理方法、およびプログラムに関する。

【請求項２】
前記第１の分類項目は、前記観察対象ごとの前記時系列

【特許請求の範囲】

データのデータ値、および、前記時系列データに対する

【請求項１】

処理を行って得られる処理結果で構成される

複数の観察対象を観察して得られる時系列データを教師

請求項１に記載の情報処理装置。

なしクラスタリングすることにより、前記観察対象ごと

【請求項３】

の前記時系列データを、第１の分類項目へ分類する第１

前記第１の分類部により分類された前記観察対象ごとの

の分類部と、

前記第１の分類項目に基づいて、複数の前記観察対象の

複数の前記観察対象の全体についての前記第１の分類項

全体に対する前記特徴量を、任意の時間帯ごとに生成す
［続きあり］
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(43)公開日

平成30年(2018)6月14日

(21)特願2016‑237624
13/00
3/048
3/56
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650 B
(22)平成28年(2016)12月7日
C
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 阿部 香澄（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】チャットシステム、管理装置、端末装置、宛先選択支援方法および宛先選択支援プログラム
(57)【要約】
【課題】チャットシステムにおいて適切な接続先を容易
に選択することのできるユーザインタフェースを提供す
る。
【解決手段】表示画面上のタッチパネルからチャットの
接続先を選択可能とした端末装置を備えたチャットシス
テムであって、前記端末装置の接続先候補となる他の端
末装置のユーザの通話可能度合いを示す情報を取得する
手段と、取得した前記通話可能度合いを示す情報に応じ
て、前記端末装置に表示される接続先選択画面における
接続先候補毎のボタンの表示を変化させる手段とを備え
る。
【選択図】図２

【技術分野】

端末装置に表示される接続先選択画面における接続先候

【０００１】

補毎のボタンの表示を変化させる手段と

本発明は、チャットシステム、管理装置、端末装置、宛

を備えたことを特徴とするチャットシステム。

先選択支援方法および宛先選択支援プログラムに関する

【請求項２】

。

前記端末装置が乳幼児によって使用される場合に、接続
先候補となる前記他の端末装置のユーザにより設定され

【特許請求の範囲】

た話したさの度合いを示す情報、前記乳幼児と前記ユー

【請求項１】

ザとのチャット履歴を示す情報、前記ユーザの周辺環境

表示画面上のタッチパネルからチャットの接続先を選択

を示す情報、の少なくともいずれかに基づいて前記通話

可能とした端末装置を備えたチャットシステムであって

可能度合いを示す情報を決定する

、

ことを特徴とする請求項１に記載のチャットシステム。

前記端末装置の接続先候補となる他の端末装置のユーザ

【請求項３】

の通話可能度合いを示す情報を取得する手段と、

前記端末装置が乳幼児以外によって使用される場合に、

取得した前記通話可能度合いを示す情報に応じて、前記

接続先候補に含まれる乳幼児について、該乳幼児の保護
［続きあり］
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特開2018‑117682

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61H 1/00

請求項の数7

ＯＬ

（Ｐ２０１８−１１７６８２Ａ）

（全11頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C046

ＦＩ
A61H

(43)公開日

平成30年(2018)8月2日

(21)特願2017‑9414
1/00

311 B
(22)平成29年(2017)1月23日

【Ｆターム】4C046 AA08
DD02
EE17

AA11
DD41
FF25

AA35
DD42
FF33

BB13
EE06

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 溝口 泉（外7名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】感覚提示装置
(57)【要約】

（修正有）

【課題】嚥下障害のリハビリテーションにおいて、手技
によらず、かつ嚥下感が得られやすい感覚提示装置を提
供する。
【解決手段】感覚提示装置１は、頸皮膚に貼付される頸
貼付部２０と、前記頸貼付部が頸皮膚から剥離される方
向に前記頸貼付部を牽引する牽引部３０と、前記牽引部
の牽引力を制御する制御部１０とを備え、頸パッド２０
及び牽引部３０によって装着者の頸皮膚を牽引又は弛緩
させる。これにより、感覚提示装置１は、装着者に嚥下
感を与えることができる。
【選択図】図１

【技術分野】

前記牽引部は、前記少なくとも２か所に貼付された前記

【０００１】

頸貼付部をそれぞれ牽引し、

本発明の実施形態は、感覚提示装置に関する。

前記制御部は、前記頸貼付部をそれぞれ牽引する前記牽
引部ごとに、牽引力を制御する

【特許請求の範囲】

請求項１に記載の感覚提示装置。

【請求項１】

【請求項３】

頸皮膚に貼付される頸貼付部と、

前記制御部は、食物の嚥下動作に基づいて予め定められ

前記頸貼付部が頸皮膚から剥離される方向に前記頸貼付

た動作シーケンスによって前記牽引部の牽引力を制御す

部を牽引する牽引部と、

る

前記牽引部の牽引力を制御する制御部と

請求項１又は請求項２に記載の感覚提示装置。

を備える感覚提示装置。

【請求項４】

【請求項２】

吸熱又は発熱し、頬部に貼付される頬貼付部と、

前記頸貼付部は、頸皮膚の少なくとも２か所に貼付され

前記頬貼付部を頬部に貼付させ及び頬部から剥離させる

、

頬貼付駆動部と、
［続きあり］
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特開2018‑117703

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61F 2/00
A61B 17/24

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C097
(2006.01) 4C160

【Ｆターム】4C097 AA30
CC12
4C160 MM03

BB02
CC16

CC01

（全22頁）
ＦＩ
A61F
A61B

（Ｐ２０１８−１１７７０３Ａ）
(43)公開日

平成30年(2018)8月2日

(21)特願2017‑9603
2/00
17/24

(22)平成29年(2017)1月23日

CC07

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 四條 亮太（外7名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】舌装置
(57)【要約】
【課題】自然な舌の動きの再現性を向上できる舌装置を
提供する。
【解決手段】本発明の舌装置の一つの態様は、可撓性を
有する舌状の舌部と、舌部を前後方向に移動させる第１
駆動部を有する第１駆動装置と、舌部の前端部を上側に
反り返らせる第２駆動部を有する第２駆動装置と、を備
える。
【選択図】図１

【技術分野】

張力伝達部材を有し、

【０００１】

前記第２駆動部は、前記第１張力伝達部材を引張するこ

本発明は、舌装置に関する。

とで、前記舌部の前端部を上側に反り返らせる、請求項
１に記載の舌装置。

【特許請求の範囲】

【請求項３】

【請求項１】

前記舌部は、可撓性を有する板状部を有し、

可撓性を有する舌状の舌部と、

前記第２駆動装置は、前後方向に延びた管状の管部を有

前記舌部を前後方向に移動させる第１駆動部を有する第

し、

１駆動装置と、

前記管部は、可撓性を有し、前記板状部の上面に固定さ

前記舌部の前端部を上側に反り返らせる第２駆動部を有

れ、

する第２駆動装置と、

前記第１張力伝達部材は、前記管部内に通されて前後方

を備える舌装置。

向に延び、

【請求項２】

前記第１張力伝達部材の前端部は、前記板状部の前端部

前記第２駆動装置は、前記舌部に固定された線状の第１

の上面に固定され、
［続きあり］
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特開2018‑124514

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 6/00
B01J 35/02

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2H038
(2006.01) 4G169

【Ｆターム】2H038 AA61
4G169 AA03
DA06

（Ｐ２０１８−１２４５１４Ａ）

（全12頁）
ＦＩ
G02B
B01J

(43)公開日

平成30年(2018)8月9日

(21)特願2017‑18882
6/00
35/02

326
J

(22)平成29年(2017)2月3日

BA08 BA42
BA22A BA48A CD10
EA06 EC29

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 古川 怜

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光導波路及びその製造方法、リアクター、光導波路用プリフォーム、光導波路用中空管
(57)【要約】

（修正有）

【課題】光触媒粒子が剥離し難い光導波路を提供するこ
と。
【解決手段】光導波路１０は、コア１１と、コアの周囲
を覆う、ポリマー製のクラッド１２と、クラッドに添加
された複数の光触媒粒子１５と、を有し、複数の光触媒
粒子の一部がクラッドの外壁面１２Ｓから部分的に露出
している。
【選択図】図１

【技術分野】

前記光触媒粒子は、前記クラッドの内壁面側から外壁面

【０００１】

側に近づくにつれ、濃度が上昇するように添加されてい

本発明は、光導波路及びその製造方法、リアクター、光

る請求項１に記載の光導波路。

導波路用プリフォーム、光導波路用中空管に関する。

【請求項３】
前記光触媒粒子は、前記クラッドの内壁面側から外壁面

【特許請求の範囲】

側に近づくにつれ、連続的に濃度が上昇するように添加

【請求項１】

されている請求項２に記載の光導波路。

コアと、

【請求項４】

前記コアの周囲を覆う、ポリマー製のクラッドと、

前記コアには、前記コアを伝播する光に励起されて前記

前記クラッドに添加された複数の光触媒粒子と、を有し

光触媒粒子の励起光を発する蛍光色素が分散されている

、

請求項１乃至３の何れか一項に記載の光導波路。

複数の前記光触媒粒子の一部が前記クラッドの外壁面か

【請求項５】

ら部分的に露出している光導波路。

請求項１乃至４の何れか一項に記載の光導波路と、

【請求項２】

光源からの光を前記コアに入射させる結合光学系と、を
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G01S 13/32
G01S 7/288

請求項の数12

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5J070
(2006.01)

【Ｆターム】5J070 AB15
AE09
AK15
(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ

AB24
AF03
AK22

AB30
AH02
BD01

（全28頁）
ＦＩ
G01S
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特開2018‑132523
（Ｐ２０１８−１３２５２３Ａ）
(43)公開日

平成30年(2018)8月23日

(21)特願2018‑22503
13/32
7/288

(22)平成30年(2018)2月9日
優(31)特願2017‑24199
先(32)平成29年(2017)2月13日
権(33)日本国(JP)

AC02
AH19

国立大学法人電気通信大学
稲葉 敬之（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】離隔周波数合成レーダ装置、距離推定方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】使用可能な複数の周波数帯域を使って、従来よ
りも高分解能化や信頼性の向上を図ることができる離隔
周波数合成レーダ装置を提供する。
【解決手段】離隔周波数帯レーダ群１の受信信号が供給
される位相差推定処理部３と、コヒーレント距離推定処
理部４とを備える。位相差推定処理部３は、離隔周波数
帯レーダ群１より得た各周波数帯域の受信信号に基づい
て、離隔した複数の周波数帯の受信信号の位相差を推定
する。コヒーレント距離推定処理部４は、位相差推定処
理部で得た位相差を用いた得た信号から最適評価値を判
定して、最適評価値から目標の距離を得る。ここで、位
相差推定処理部での位相差の推定と、その推定した位相
差を使ったコヒーレント距離推定処理部での最適評価値
の判定とを複数回繰り返して、最大となる最適評価値を
探索して、最大となる最適評価値での推定距離を、目標
の距離として出力する。
【選択図】図１

【技術分野】

るコヒーレント距離推定処理部とを備え、

【０００１】

前記位相差推定処理部での位相差の推定と、その推定し

本発明は、複数の離隔した周波数帯の信号を合成するこ

た位相差を使った前記コヒーレント距離推定処理部での

とで、高性能な計測を可能とする離隔周波数合成レーダ

最適評価値の判定とを複数回繰り返して、最大となる最

装置、距離推定方法及びプログラムに関する。

適評価値を探索して、最大となる最適評価値での推定距
離を、目標の距離として出力する

【特許請求の範囲】

離隔周波数合成レーダ装置。

【請求項１】

【請求項２】

離隔した複数の周波数帯を用いる離隔周波数帯レーダ群

離隔周波数帯レーダ群より得た各周波数帯域の受信信号

より得た各周波数帯域の受信信号に基づいて、離隔した

から、各周波数帯域の受信信号ごとに最適評価値を算出

複数の周波数帯の受信信号の位相差を推定する位相差推

し、算出した各周波数帯域の最適評価値の和が最大とな

定処理部と、

る最適評価値を探索して、目標の距離情報を得るノンコ

前記位相差推定処理部で得た位相差を用いて得た信号か

ヒーレント距離推定処理部をさらに備え、

ら最適評価値を判定し、最適評価値から目標の距離を得

前記位相差推定処理部は、前記ノンコヒーレント距離推
［続きあり］
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特開2018‑134189

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/0488
A61B 5/0408
A61F 2/72

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
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(43)公開日
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(21)特願2017‑29981
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330
300 W
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 横井 浩史（外4名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】信号測定装置、及び信号測定方法
(57)【要約】
【課題】単一の筋電センサで検知された信号から筋電信
号と外力（衝撃）情報を効果的に分離する技術を提供す
る。
【解決手段】信号測定装置は、導電性高分子材料で形成
された少なくとも一対の電極を有する筋電センサと、前
記筋電センサの前記電極で検知された信号から、周波数
成分に基づいて、筋電信号と外力に関する情報とを分離
する信号処理部と、を有する。
【選択図】図１

【技術分野】

前記導電性高分子材料は、導電性シリコーンゴム、ポリ

【０００１】

イソピレン、ポリブタジエン、電電性ドーパントが添加

本発明は、信号測定技術に関し、特に筋電位と外力（ま

されたエラストマーから選択されることを特徴とする請

たは衝撃）の同時計測と信号分離に関する。

求項１に記載の信号測定装置。
【請求項３】

【特許請求の範囲】

前記信号処理部は、前記筋電センサの出力信号から、１

【請求項１】

００Ｈｚ〜１ｋＨｚの周波数成分を筋電信号として取り

導電性高分子材料で形成された少なくとも一対の電極を

出すことを特徴とする請求項１または２に記載の信号測

有する筋電センサと、

定装置。

前記筋電センサの前記電極で検知された信号から、周波

【請求項４】

数成分に基づいて、筋電信号と外力に関する情報とを分

前記信号処理部は、前記筋電センサの出力信号から、１

離する信号処理部と、

００Ｈｚ未満の周波数成分を外力情報として取り出すこ

を有することを特徴とする信号測定装置。

とを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の信

【請求項２】

号測定装置。
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数7

(51)Int.Cl.
G02F 7/00
G02F 1/35
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（全20頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2K102
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特開2018‑138955
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(43)公開日

平成30年(2018)9月6日

(21)特願2017‑33261
7/00
1/35

(22)平成29年(2017)2月24日

BB02
DD03

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 松浦 基晴（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光アナログ・デジタル変換装置、光アナログ・デジタル変換方法、光量子化回路および光量子化方*
(57)【要約】
【課題】超高速動作および高分解能（高量子化ビット数
）を両立させる光アナログ・デジタル変換装置、光アナ
ログ・デジタル変換方法、光量子化回路および光量子化
方法を提供する。
【解決手段】光パルス信号を光増幅器で光増幅する際に
、周波数が光強度に依存して変動するレッドチャープ現
象を用いて、光強度の違いを周波数の違いに変換する。
このとき、周波数分布が非常に狭いプローブ光信号も合
わせて光増幅することで周波数の判別精度を高める。光
増幅後の光パルス信号を、閾値が互いに異なる複数の光
フィルタで透過させ、波長範囲を光パルス信号の数に変
換した光量子化デジタル信号を生成する。
【選択図】図３Ａ

【技術分野】

前記複数の光分岐信号を複数の出力部からそれぞれ出力

【０００１】

する光スプリッタと、

本発明は光アナログ・デジタル変換装置、光アナログ・

前記複数の出力部の後段にそれぞれ接続され、互いに異

デジタル変換方法、光量子化回路および光量子化方法に

なる閾値以上の周波数成分を通過させて、複数の光透過

関する。

信号を生成出力する複数の光フィルタと、
前記複数の光透過信号を結合して光量子化デジタル信号

【特許請求の範囲】

を生成出力する第２光カプラと

【請求項１】

を具備し、

第１光入力部から入力する光パルス列信号と、第２光入

前記プローブ光信号は、前記光パルス列信号とは周波数

力部から入力するプローブ光信号とを結合して光結合信

が異なり、かつ、光強度が一定であり、

号を生成出力する第１光カプラと、

前記光増幅器は、前記光パルス列信号に含まれる複数の

前記光結合信号を光増幅して光増幅信号を生成出力する

光パルス信号のそれぞれの光強度に依存する周波数変動

光増幅器と、

量で、前記プローブ光信号に周波数チャープを施す

前記光増幅信号を分岐して複数の光分岐信号を生成し、

光量子化回路。
［続きあり］
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国立大学法人電気通信大学
▲高▼玉 圭樹（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】睡眠段階判定装置、睡眠段階判定方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】被測定者に負担をかけずに、被測定者の睡眠段
階を精度良く判定できるようにする。
【解決手段】被測定者の被測定者の体動及び心拍を検出
する。その検出で得た被測定者の体動の第１の期間毎の
検出データの標準偏差値が、所定の閾値以上であるとき
、覚醒又はステージ１のノンレム睡眠と判定し、所定の
閾値以上でないとき、レム睡眠又はステージ２以下のノ
ンレム睡眠と判定する。さらに、その判定処理で、レム
睡眠又はステージ２以下のノンレム睡眠と判定した場合
に、被測定者の第２の期間毎の心拍の中央値の増加率と
、被測定者の体動の第３の期間毎の周波数解析結果に基
づいて、レム睡眠と、ステージ２以下のノンレム睡眠と
を区別する処理を行う。
【選択図】図１０

【技術分野】

前記所定の閾値以上でないとき、レム睡眠又はステージ

【０００１】

２以下のノンレム睡眠と判定する第１の判定処理を行い

本発明は、レム睡眠状態を判定する睡眠段階判定装置及

、

び睡眠段階判定方法、並びに睡眠段階の判定を実行する

前記第１の判定処理で、レム睡眠又はステージ２以下の

プログラムに関する。

ノンレム睡眠と判定した場合に、前記被測定者の第２の
期間毎の心拍の中央値の増加率と、前記被測定者の体動

【特許請求の範囲】

の第３の期間毎の周波数解析結果に基づいて、レム睡眠

【請求項１】

と、ステージ２以下のノンレム睡眠とを区別する第２の

被測定者の体動及び心拍を検出するデータ処理部と、睡

判定処理を行う

眠段階判定部と、を備え、

睡眠段階判定装置。

前記睡眠段階判定部は、

【請求項２】

前記データ処理部で得た前記被測定者の体動の第１の期

前記睡眠段階判定部が行う前記第２の判定処理は、

間毎の検出データの標準偏差値が、所定の閾値以上であ

被測定者の第２の期間毎の心拍の中央値の増加率が、所

るとき、覚醒又はステージ１のノンレム睡眠と判定し、

定の閾値以上であるとき、第１のレム睡眠期間の開始と
［続きあり］
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C21D
B82Y

(43)公開日

平成30年(2018)9月27日

(21)特願2018‑44725
1/60
30/00

国立大学法人電気通信大学
大川 富雄（外2名）

A
(22)平成30年(2018)3月12日
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先(32)平成29年(2017)3月10日
権(33)日本国(JP)

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】冷却剤
(57)【要約】
【課題】焼き割れが生じず、硬い材料を作成するための
冷却剤、冷却装置および冷却方法を提供する。
【解決手段】本発明の冷却剤は、無機ナノ粒子径が１０
ｎｍ以下であり、この無機ナノ粒子が溶液中に濃度０．
３

４〜０．０４ｋｇ／ｍ 以下となるように分散されてい
ることを特徴とする。また無機ナノ粒子は、シリコン、
アルミナ、チタンのいずれから選択され、無機ナノ粒子
は、あらかじめ超音波洗浄機により粉砕されていること
を特徴とする。これにより
【選択図】図１

【技術分野】

前記無機ナノ粒子は、あらかじめ超音波洗浄機により粉

【０００１】

砕されていることを特徴とする請求項１および２に記載

本発明は、冷却剤に関する。

の冷却剤
【請求項４】

【特許請求の範囲】

無機ナノ粒子が溶液中に分散される濃度は、より好まし

【請求項１】

くは０．４ｋｇ／ｍ 以上であることを特徴とする請求

３

項１乃至３のいずれか１項に記載の冷却剤

無機ナノ粒子径が１０ｎｍ以下であり、当該無機ナノ粒
３

子が溶液中に濃度０．０４ｋｇ／ｍ 以上となるように

【請求項５】

分散されていることを特徴とする冷却剤

サブクール度は２０Ｋ以上であることを特徴とする請求

【請求項２】

項１乃至４のいずれか１項に記載の冷却剤

前記無機ナノ粒子は、シリコン、アルミナ、チタンのい

【請求項６】

ずれから選択されることを特徴とする請求項１に記載の

サブクール度は好ましくは５０Ｋ以上であることを特徴

冷却剤

とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の冷却剤

【請求項３】

【請求項７】
［続きあり］
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国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
(57)【要約】

（修正有）

【課題】当て字を容易に生成する情報処理システム、情
報処理方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】情報処理システム１が、第１言語による第
１文字を入力する入力部Ｆ１と、第１文字を第２言語に
よる当て字となる第２文字に変換する変換部Ｆ２と、変
換部Ｆ２が変換を行う変換単位を決める区切りを設定す
る設定部Ｆ３と、第２文字で構成される出力文字を表示
する表示部Ｆ４と、データベースＷＢＳ２を含んで構成
される。情報処理システム１は、データベースＷＢＳ２
を用いて、英字をカタカナに変換する。次に、情報処理
システム１は、データベースＷＢＳ２を用いて、変換さ
れたカタカナと同一又は類似の音となる漢字にカタカナ
を変換して、当て字を生成する。
【選択図】図１

【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

前記表示部は、前記第２文字の説明を更に表示する請求

本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログ

項１に記載の情報処理システム。

ラムに関する。

【請求項３】
前記説明は、前記第１言語で表示される請求項２に記載

【特許請求の範囲】

の情報処理システム。

【請求項１】

【請求項４】

第１言語による第１文字を入力する入力部と、

前記第１言語は、英語であり、

前記第１文字を第２言語による当て字となる第２文字に

前記第１文字は、英字であり、

変換する変換部と、

前記第２言語は、日本語であり、

前記変換部が変換を行う変換単位を決める区切りを設定

前記第２文字は、漢字である請求項１乃至３のいずれか

する設定部と、

１項に記載の情報処理システム。

前記第２文字で構成される出力文字を表示する表示部と

【請求項５】

を含む情報処理システム。

前記表示部は、前記変換部による変換後の音を前記第１
［続きあり］
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(51)Int.Cl.
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国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】規則性があって、人間が見て美しい図形を生成
する。
【解決手段】複数の素材図形を組み合わせて出力図形を
生成する情報処理システムが、前記素材図形の間に働く
引力と斥力のバランス、前記素材図形の大きさのばらつ
き及び前記素材図形の種類を示す図形パラメータを取得
する取得部と、前記取得部が取得する前記図形パラメー
タに応じた前記素材図形を取得する素材図形取得部と、
前記取得手順で取得する前記図形パラメータに応じて、
前記素材図形を複数配置して前記出力図形を生成する出
力図形生成部とを含む。
【選択図】図１

【技術分野】

前記取得部が取得する前記図形パラメータに応じて、前

【０００１】

記素材図形を複数配置して前記出力図形を生成する出力

本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログ

図形生成部と

ラムに関する。

を含む情報処理システム。
【請求項２】

【特許請求の範囲】

前記取得部は、前記素材図形の数、前記素材図形の大き

【請求項１】

さに応じて働く斥力の強さ、前記素材図形が向く基本と

複数の素材図形を組み合わせて出力図形を生成する情報

なる角度を示す基本角、前記素材図形が向く角度のばら

処理システムであって、

つき及び前記素材図形の色の少なくとも１つを前記図形

前記素材図形の間に働く引力と斥力のバランス、前記素

パラメータとして更に取得する請求項１に記載の情報処

材図形の大きさのばらつき及び前記素材図形の種類を示

理システム。

す図形パラメータを取得する取得部と、

【請求項３】

前記取得部が取得する前記図形パラメータに応じた前記

前記取得部は、前記素材図形の縦横比を前記図形パラメ

素材図形を取得する素材図形取得部と、

ータとして更に取得する請求項１又は２に記載の情報処
［続きあり］
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 榎木 光治（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】シリンジポンプ装置
(57)【要約】
【課題】高圧低圧に関係なく流体を一定量で連続して送
流できるシリンジポンプ装置。
【解決手段】２分岐された一方の流体が流入される流体
管１ａ及び他方の流体が流入される流体管１ｂに対応し
て設けられ、流体管１ａ及び流体管１ｂの流体出口に一
端が取り付けられた逆止弁２ａ，２ｂと、逆止弁２ａの
他端に取り付けられた流体管１ｃに連結され、ピストン
７ａが挿入された第１シリンジ３ａと、逆止弁２ｂの他
端に取り付けられた流体管１ｄに連結され、第１シリン
ジの軸上に配置されピストン７ｂが挿入された第２シリ
ンジ３ｂと、高トルクにより所定の一定速度で回転する
モータ４と、モータの回転によりピストン７ａ，７ｂを
移動させて第１シリンジと第２シリンジとの一方のシリ
ンジへ流体を吸入させ且つ他方のシリンジから流体を吐
出させるピストン駆動部５０とを備える。
【選択図】図１

【技術分野】

前記第２逆止弁の他端に取り付けられた第４流体管に連

【０００１】

結され、前記第１シリンジの軸上に配置され第２ピスト

本発明は、液体又は気体又はこれらを混合した流体を一

ンが挿入された第２シリンジと、

定量で送流することができるシリンジポンプ装置に関す

高トルクにより所定の一定速度で回転するモータと、

る。

前記モータの回転により前記第１ピストンと前記第２ピ
ストンとを移動させて前記第１シリンジと前記第２シリ

【特許請求の範囲】

ンジとの一方のシリンジへ前記流体を吸入させ且つ他方

【請求項１】

のシリンジから前記流体を吐出させるピストン駆動部と

２分岐された一方の流体が流入される第１流体管及び２

、

分岐された他方の流体が流入される第２流体管に対応し

を備えることを特徴とするシリンジポンプ装置。

て設けられ、前記第１流体管及び第２流体管の流体出口

【請求項２】

に一端が取り付けられた第１逆止弁及び第２逆止弁と、

前記ピストン駆動部は、前記モータの回転軸と前記第１

前記第１逆止弁の他端に取り付けられた第３流体管に連

ピストンと前記第２ピストンとを取り付けた支持部を備

結され、第１ピストンが挿入された第１シリンジと、

えることを特徴とする請求項１記載のシリンジポンプ装
［続きあり］
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特開2018‑190371

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06T 7/00
G06F 17/30
G06N 3/04

請求項の数7

（全15頁）

テーマコート゛（参考）
(2017.01) 5L096
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】5L096 BA16
HA11

(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ

CA25
KA04

EA35

（Ｐ２０１８−１９０３７１Ａ）

ＦＩ
G06T
G06F
G06F
G06N

(43)公開日

平成30年(2018)11月29日

(21)特願2017‑182215
7/00
17/30
17/30
3/04

350 C
320 Z
220 Z

(22)平成29年(2017)9月22日
優(31)特願2017‑100317
先(32)平成29年(2017)4月28日
権(33)日本国(JP)

GA30

国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】画像から、質感を精度良く表現する。
【解決手段】情報処理システムが、第１画像に対する質
感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して畳み込
みニューラルネットワークによって学習を行う学習部と
、第２画像を取得する取得部と、前記学習部による学習
結果に基づいて、前記第２画像の質感を示す音韻の要素
の出現確率を出力する出力部とを含む。
【選択図】図１

【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

前記音韻の要素を組み合わせて、音象徴語を生成する生

本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログ

成部を更に含む請求項１に記載の情報処理システム。

ラムに関する。

【請求項３】
前記音韻の要素は、母音、子音、反復及び特殊音である

【特許請求の範囲】

請求項１又は２に記載の情報処理システム。

【請求項１】

【請求項４】

第１画像に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結

前記第１画像は、ＦＭＤ画像及び前記ＦＭＤ画像の一部

果を入力して畳み込みニューラルネットワークによって

を切り出した部分画像を含む請求項１乃至３のいずれか

学習を行う学習部と、

１項に記載の情報処理システム。

第２画像を取得する取得部と、

【請求項５】

前記学習部による学習結果に基づいて、前記第２画像の

前記学習部は、深層畳み込みニューラルネットワークに

質感を示す音韻の要素の出現確率を出力する出力部と

よって学習を行う請求項１乃至４のいずれか１項に記載

を含む情報処理システム。

の情報処理システム。
［続きあり］
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特開2018‑194297

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G01S 17/36
G01S 17/93
G08G 1/16
G08B 13/183

請求項の数3

ＯＬ

（全12頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5C084
(2006.01) 5H181
(2006.01) 5J084
(2006.01)

【Ｆターム】5C084 AA02
DD32
5H181 AA01

AA07
DD36
CC01

BB31
GG07
CC12

（Ｐ２０１８−１９４２９７Ａ）

ＦＩ
G01S
G01S
G08G
G08B

(43)公開日

平成30年(2018)12月6日

(21)特願2017‑95232
17/36
17/93
1/16
13/183

(22)平成29年(2017)5月12日
C

CC17
GG09
LL04
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 ▲崎▼山 一男（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】測距装置及び侵入検出装置
(57)【要約】
【課題】簡素な構成で、誤った測距情報の出力を抑止で
きる、測距装置を提供する。
【解決手段】測距装置は、対象物との相対距離を測定す
るためのメインチャネルの信号に、複製や模倣が困難な
乱数を生成するハードウェアロジック回路を用いたサイ
ドチャネルの信号を重畳する。比較検証部は、送信側サ
イドチャネルデータと、受信側サイドチャネルデータを
照合し、類似度を検証することで、受信信号の正当性を
確認する。
【選択図】図１

【技術分野】

前記対象物から反射された前記媒体を受信する媒体受信

【０００１】

部と、

本発明は、測距装置及び侵入検出装置に関する。

前記変調部と前記乱数生成演算部から得られる送信信号
から、前記サイドチャネルの信号成分を抽出してデータ

【特許請求の範囲】

列に変換する送信側サイドチャネル処理部と、

【請求項１】

前記受信部から得られる受信信号から、前記サイドチャ

任意の対象物に照射して反射させる媒体を発する媒体発

ネルの信号成分を抽出してデータ列に変換する受信側サ

生源と、

イドチャネル処理部と、

前記媒体に、主たる情報を搬送するために生成されたメ

前記送信側サイドチャネル処理部から得られる前記デー

インチャネルの信号を重畳する変調部と、

タ列である送信側サイドチャネルデータと、前記受信側

前記媒体に、前記メインチャネルの信号とは異なる周波

サイドチャネル処理部から得られる前記データ列である

数帯の、副次的な情報を生成するサイドチャネルの信号

受信側サイドチャネルデータの類似度を算出し、受信信

として乱数を生成し、前記媒体に前記乱数の生成に起因

号の正当性を判定する比較検証処理部と、

する信号を重畳する乱数生成演算部と、

前記変調部と前記乱数生成演算部から得られる送信信号
［続きあり］
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特開2019‑13479

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/11
A61B 5/113

請求項の数5

ＯＬ

（全15頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C038
(2006.01)

【Ｆターム】4C038 VA04
VC20

VB01

VB32

（Ｐ２０１９−１３４７９Ａ）

ＦＩ
A61B
A61B

(43)公開日

平成31年(2019)1月31日

(21)特願2017‑133376
5/10
5/10

310 A
315

(22)平成29年(2017)7月7日

VB33

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 孫 光鎬（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】心拍・呼吸計測システム及び心拍・呼吸計測方法
(57)【要約】
【課題】心拍及び呼吸の非接触での計測が、簡単且つ低
消費電力な構成でほぼリアルタイムに行えるようにする
【解決手段】ドップラーレーダーの受信信号から、心拍
成分が含まれる周波数帯域と呼吸成分が含まれる周波数
帯域を抽出する第１フィルタと、第１フィルタで抽出さ
れた心拍成分及び呼吸成分から、呼吸成分が含まれる周
波数帯域を抽出し、心拍成分が含まれる周波数帯域を除
去する第２フィルタと、第１フィルタで抽出された心拍
成分及び呼吸成分から、第２フィルタで抽出された周波
数成分を減算して、心拍成分を抽出する減算器とを備え
る。そして、第２フィルタで抽出された呼吸成分が含ま
れる信号と、減算器で抽出された心拍成分が含まれる信
号とを解析して、被験者の心拍及び呼吸の計測結果を得
る。
【選択図】図１

【技術分野】

ら、呼吸成分が含まれる周波数帯域を抽出し、心拍成分

【０００１】

が含まれる周波数帯域を除去する第２フィルタと、

本発明は、非接触で被験者の心拍及び呼吸を計測する心

前記第１フィルタで抽出された心拍成分及び呼吸成分か

拍・呼吸計測システム、及び心拍・呼吸計測方法に関す

ら、前記第２フィルタで抽出された周波数成分を減算し

る。

て、心拍成分を抽出する減算器と、
前記第２フィルタで抽出された呼吸成分が含まれる信号

【特許請求の範囲】

をデジタル変換すると共に、前記減算器で抽出された心

【請求項１】

拍成分が含まれる信号をデジタル変換するデジタル変換

被験者に照射した電波の反射波を受信するドップラーレ

器と、

ーダーと、

前記デジタル変換器により変換された信号を解析して、

前記ドップラーレーダーの受信信号から、心拍成分が含

前記被験者の心拍及び呼吸の計測結果を得るデータ処理

まれる周波数帯域と呼吸成分が含まれる周波数帯域を抽

部と、を備える

出する第１フィルタと、

心拍・呼吸計測システム。

前記第１フィルタで抽出された心拍成分及び呼吸成分か

【請求項２】
［続きあり］

207

特開2019‑16772

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H01L 51/44
H01L 51/42
H01L 31/10

請求項の数12

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5F151
(2006.01) 5F849
(2006.01)

【Ｆターム】5F151 AA11
FA04
5F849 AB11

CB13
FA06
BB06

DA01
GA03
CB05

（Ｐ２０１９−１６７７２Ａ）

（全27頁）
ＦＩ
H01L
H01L
H01L

(43)公開日

平成31年(2019)1月31日

(21)特願2018‑51284
31/04
31/08
31/10

112 Z
T
A

FA02

(22)平成30年(2018)3月19日
優(31)特願2017‑57431
先(32)平成29年(2017)3月23日
権(33)日本国(JP)
優(31)特願2017‑137392
先(32)平成29年(2017)7月13日
権(33)日本国(JP)

FA02
［続きあり］

(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
劉 鋒（外4名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】量子ドット、これを用いた光デバイス、及び量子ドットの作製方法
(57)【要約】
【課題】簡単な合成法で表面構造が安定化された発光効
率の高い量子ドットを提供する。
【解決手段】一般式ＣｓＭＸ3 で表されるハロゲン化鉛
ペロブスカイト型の量子ドットにおいて、ＭはＰｂ、Ｓ
ｎ、Ｇｅ、またはこれらの化合物から選択され、Ｘは、
Ｉ、Ｂｒ、Ｃｌ、またはこれらの化合物から選択され、
前記量子ドットの表面がトリ‑ｎ‑オクチルホスフィンの
リガンドで安定化されている。
【選択図】図４

【技術分野】

ト。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、量子ドットの作製に関し、特にハロゲン化物

前記Ｍは、Ｓｎ1 ‑ x Ｐｂx （０≦ｘ≦１）であることを特

ペロブスカイト型ナノ結晶とその合成技術に関する。

徴とする請求項１に記載の量子ドット。
【請求項３】

【特許請求の範囲】

前記Ｍは、Ｇｅ1 ‑ x Ｐｂx （０≦ｘ≦１）であることを特

【請求項１】

徴とする請求項１に記載の量子ドット。

一般式ＣｓＭＸ3 で表されるハロゲン化物ペロブスカイ

【請求項４】

ト型の量子ドットにおいて、ＭはＰｂ、Ｓｎ、Ｇｅ、ま

フーリエ変換赤外分光法の測定で、波数１０１４／ｃｍ

たはこれらの化合物から選択され、

〜１２００／ｃｍの領域に単一のピークを有することを

Ｘは、Ｉ、Ｂｒ、Ｃｌ、またはこれらの化合物から選択

特徴とする請求項１に記載の量子ドット。

され、

【請求項５】

前記量子ドットの表面がトリ‑ｎ‑オクチルホスフィンの

前記量子ドットの表面にリン‑鉛の結合とリン−錫の結

リガンドで安定化されていることを特徴とする量子ドッ

合の少なくとも一方を有することを特徴とする請求項１
［続きあり］
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特開2019‑21285

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06F 17/28
G06F 17/22
G06F 17/27

請求項の数15

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5B091
(2006.01) 5B109
(2006.01)

【Ｆターム】5B091 AA15
5B109 QB14

(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ

AB17
VA09

CA12

（Ｐ２０１９−２１２８５Ａ）

（全16頁）
ＦＩ
G06F
G06F
G06F

(43)公開日

平成31年(2019)2月7日

(21)特願2017‑193211
17/28
17/22
17/27

681
664
685

CA21

国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹

(22)平成29年(2017)10月3日
優(31)特願2017‑75572
先(32)平成29年(2017)3月17日
権(33)日本国(JP)
優(31)特願2017‑141858
先(32)平成29年(2017)7月21日
権(33)日本国(JP)

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】ユーザのイメージに合った文章等を生成する。
【解決手段】情報処理システムが、画像、色彩又は形容
詞対に対してユーザが入力する評価尺度である形容詞対
評価尺度を取得する取得部と、前記取得部によって取得
される前記画像、前記色彩又は前記形容詞対評価尺度に
基づいて、単語リスト及び音象徴語リストの少なくとも
一方を生成するリスト生成部と、所定の条件に応じて、
前記単語リスト及び前記音象徴語リストの少なくとも一
方から複数の単語又は音象徴語を選択し、選択した前記
複数の単語又は音象徴語を含む出力テキストを生成する
テキスト生成部とを含む。
【選択図】図１

【技術分野】

所定の条件に応じて、前記単語リスト及び前記音象徴語

【０００１】

リストの少なくとも一方から複数の単語又は音象徴語を

本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログ

選択し、選択した前記複数の単語又は音象徴語を含む出

ラムに関する。

力テキストを生成するテキスト生成部と
を含む情報処理システム。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記リスト生成部は、前記取得部により取得される前記

画像、色彩又は形容詞対に対してユーザにより入力され

形容詞対評価尺度に応じて、色彩が連想される確率を示

る評価尺度である形容詞対評価尺度を取得する取得部と

す第１の色彩ベクトルを算出し、前記第１の色彩ベクト

、

ルに基づいて、単語を含む前記単語リスト又は音象徴語

前記取得部によって取得される前記画像、前記色彩又は

を含む前記音象徴語リストを生成する請求項１に記載の

前記形容詞対評価尺度に基づいて、単語リスト及び音象

情報処理システム。

徴語リストの少なくとも一方を生成するリスト生成部と

【請求項３】

、

前記リスト生成部は、前記取得部により取得される前記
［続きあり］
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特開2019‑29789

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H04N 5/74
G06T 7/507
G03B 21/14

請求項の数9

ＯＬ

（全23頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2K203
(2017.01) 5C058
(2006.01) 5L096

【Ｆターム】2K203 FA79
KA83
5C058 BA27

FA82
MA23
BB25

FB03

（Ｐ２０１９−２９７８９Ａ）

ＦＩ
H04N
G06T
G03B

(43)公開日

平成31年(2019)2月21日

(21)特願2017‑146103
5/74
7/507
21/14

D
(22)平成29年(2017)7月28日
E

KA56

EA02
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 橋本 直己（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラム
(57)【要約】
【課題】形状が変化可能な投影対象に、適切に画像を投
影する。
【解決手段】画像処理装置１は、画素間対応データ１１
での処理対象画素間の対応関係と、補正後画像データ２
３および撮影画像データ２４との各処理対象領域間の対
応関係のずれ量について、複数のずれ量の候補を生成す
るずれ量候補生成部４１と、画素間対応データ１１での
処理対象画素の対応関係を、複数のずれ量の候補のそれ
ぞれについてずらした対応関係のそれぞれに基づいて、
応答関数を用いて、複数のずれ量の候補のそれぞれに対
応する反射率を算出する反射率算出部４２と、複数のず
れ量の候補のそれぞれに対応する反射率を比較して、複
数のずれ量の候補から、撮影画像データ２４におけるず
れ量と反射率を選択するずれ量選択部４３を備える。
【選択図】

図１

【技術分野】

前記領域間対応データにおいて対応づけられた領域につ

【０００１】

いて、前記プロジェクタに入力される画像データの値、

本発明は、形状が変化可能な投影対象に、画像を投影す

形状が変化可能な投影対象の反射率、および前記投影対

る画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラ

象に前記画像データが投影された状態を前記カメラが撮

ムに関する。

影した画像データの値との関係を示す応答関数に関する
応答関数データを記憶する記憶装置と、

【特許請求の範囲】

元画像データを、前記応答関数を用いて光学的補正を行

【請求項１】

い、補正後画像データを生成する光学的補正部と、

形状が変化可能な投影対象に、画像を投影する画像処理

前記補正後画像データを、前記プロジェクタに入力する

装置であって、

投影画像出力部と、

プロジェクタに入力される画像データの領域と、形状変

前記形状が変化可能な投影対象に前記プロジェクタが前

化していない投影対象に前記画像データが投影された状

記補正後画像データを投影した状態を、前記カメラが撮

態をカメラが撮影する画像データの領域とを対応づけた

影した撮影画像データを、取得する撮影画像取得部と、

領域間対応データと、

前記領域間対応データでの処理対象領域間の対応関係と
［続きあり］
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特開2019‑32464

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 21/24
G01N 21/64
G01N 21/78
G01N 21/03
G02B 21/36

請求項の数10

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】2G043 AA01
DA05
FA02

BA16
DA06
FA06

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
2G043
2G054
2G057
2H052

CA03
EA01
FA07

（Ｐ２０１９−３２４６４Ａ）

（全13頁）
ＦＩ
G02B
G01N
G01N
G01N
G01N

(43)公開日

平成31年(2019)2月28日

(21)特願2017‑154097
21/24
21/64
21/64
21/78
21/03

E
F
C
Z

(22)平成29年(2017)8月9日

DA02
FA01
GA06
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 サンドゥー アダルシュ（外4名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】携帯型フィルタレス顕微鏡、及びこれを用いた顕微観察方法
(57)【要約】
【課題】簡易な構成で持ち運び可能な携帯型フィルタレ
ス顕微鏡を提供する。
【解決手段】携帯型フィルタレス顕微鏡は、対物レンズ
とビームスプリッタと接眼レンズを有する光学系と、前
記光学系を保持する本体フレームと、試料を搭載するス
テージと、前記本体フレームに接続されて情報処理端末
を前記ステージと対向するように保持するホルダと、を
有し、前記本体フレームと前記ステージの少なくとも一
方に、前記試料を照射する発光素子を取り外し可能に取
り付ける取付穴が形成されており、前記発光素子で照射
された試料からの光像を前記光学系を介して前記情報処
理端末のカメラ機能で取得する。
【選択図】図１

【技術分野】

一方に、前記試料を照射する発光素子を取り外し可能に

【０００１】

取り付ける取付穴が形成されており、

本発明は、携帯型フィルタレス顕微鏡と、これを用いた

前記発光素子で照射された試料からの光像を、前記光学

顕微観察方法に関する。

系を介して前記情報処理端末のカメラ機能で取得する携
帯型フィルタレス顕微鏡。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記発光素子は紫外域の波長を有し、

対物レンズとビームスプリッタと接眼レンズを有する光

前記情報処理端末は、紫外光で励起された前記試料の蛍

学系と、

光画像を、前記対物レンズ、前記ビームスプリッタ、及

前記光学系を保持する本体フレームと、

び前記接眼レンズを介して取得することを特徴とする請

試料を搭載するステージと、

求項１に記載の携帯型フィルタレス顕微鏡。

前記本体フレームに接続されて、情報処理端末を前記ス

【請求項３】

テージと対向するように保持するホルダと、

前記発光素子は白色光を出力し、

を有し、前記本体フレームと前記ステージの少なくとも

前記白色光で照射された前記試料の光像が、前記対物レ
［続きあり］
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特開2019‑37549

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A63F 13/69
A63F 13/87
A63F 13/79
A63F 13/30
A63F 13/86

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2014.01) 5B084
(2014.01)
(2014.01)
(2014.01)
(2014.01)

【Ｆターム】5B084 AA04
AB11
DC03

AA11
BA03
DC12

AA18
BB14
EA47

（Ｐ２０１９−３７５４９Ａ）

（全25頁）
ＦＩ
A63F
A63F
A63F
A63F
A63F

(43)公開日

平成31年(2019)3月14日

(21)特願2017‑162266
13/69
13/87
13/79
13/30
13/86

500
(22)平成29年(2017)8月25日
500

AB06
DC02
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 児玉 幸子（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】ゲームプログラム、ゲーム処理方法およびゲーム装置
(57)【要約】
【課題】ゲームのプレイヤとこのゲームを視聴する参加
者による相互のコミュニケーションを可能にする。
【解決手段】ゲーム装置１は、プレイヤＰがゲームをプ
レイ中に、ゲーム空間を描画したゲーム画面を閲覧した
参加者ＰＡが入力したコメントデータを、リアルタイム
に取得するコメント取得部３１と、コメントデータから
生成したコメントオブジェクトを、ゲーム空間に配置す
るコメント配置部３３と、コメントデータから特定され
た、参加者ＰＡの前記プレイヤに対する感情の種類およ
びレベルを取得し、取得したプレイヤに対する感情の種
類およびレベルと、プレイヤＰの操作によってコメント
オブジェクトに対して生じた事象から、ゲーム空間で発
生する効果の種類および大きさを決定する効果決定部３
５と、ゲーム空間で、効果決定部３５により決定された
効果を発生する効果発生部３６とを備える。
【選択図】図１

【技術分野】

描画したゲーム画面を閲覧した参加者が入力したコメン

【０００１】

トデータを、リアルタイムに取得するコメント取得部と

本発明は、プレイヤの操作により、仮想のゲーム空間内

、

に配置されたオブジェクトを処理して、ゲームを進行す

前記コメントデータから生成したコメントオブジェクト

るゲームプログラム、ゲーム処理方法およびゲーム装置

を、前記ゲーム空間に配置するコメント配置部と、

に関する。

前記コメントデータから特定された、前記参加者の前記
プレイヤに対する感情の種類およびレベルを取得し、取

【特許請求の範囲】

得した前記プレイヤに対する感情の種類およびレベルと

【請求項１】

、前記プレイヤの操作によって前記コメントオブジェク

プレイヤの操作により、仮想のゲーム空間内に配置され

トに対して生じた事象から、前記ゲーム空間で発生する

たオブジェクトを処理して、ゲームを進行するゲームプ

効果の種類および大きさを決定する効果決定部と、

ログラムであって、

前記ゲーム空間で、前記効果決定部により決定された効

コンピュータを、

果を発生する効果発生部

前記プレイヤがゲームをプレイ中に、前記ゲーム空間を

として機能させることを特徴とするゲームプログラム。
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 27/26
G03B 35/18

請求項の数7

ＯＬ

（全20頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2H059
(2006.01) 2H199

【Ｆターム】2H059 AA26
2H199 BA32
BB25

AA35
BB10
BB27

BB17
BB30

ＦＩ
G02B
G03B

特開2019‑40096
（Ｐ２０１９−４００９６Ａ）
(43)公開日

平成31年(2019)3月14日

(21)特願2017‑162612
27/26
35/18

(22)平成29年(2017)8月25日

BB20
BB52

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 小泉 直也

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】空中像形成光学系及び空中像形成装置
(57)【要約】
【課題】視認性の高い実像を形成可能な空中像形成光学
系を提供する。
【解決手段】本発明に係る空中像形成光学系１Ａは、入
射した光Ｌ０を所定の角度範囲θで拡散させる拡散部１
２と、拡散された光Ｌ１の偏光方向を所定の方向に変更
する偏光方向変更部１４と、前記偏光方向が前記所定の
方向に変更された第一の光Ｌ１１に所望の画像情報Ｉを
付与して第二の光Ｌ１２として出射する画像情報付与部
１６と、画像情報Ｉが付与された第二の光Ｌ１２を所定
の結像位置Ｐ２に結像させる結像部２０と、結像部２０
から出射された第二の光Ｌ１３の進行経路上に配置され
、偏光方向が前記所定の方向である光を透過させ、且つ
偏光方向が前記所定の方向とは異なる方向である光を遮
光する偏光方向選択部３０と、を備えている。
【選択図】図１

【技術分野】

定の結像位置に結像させる結像部と、

【０００１】

前記結像部から出射された前記第二の光の進行経路上に

本発明は、空中像形成光学系及び空中像形成装置に関す

配置され、偏光方向が前記所定の方向である光を透過さ

る。

せ、且つ偏光方向が前記所定の方向とは異なる方向であ
る光を遮光する偏光方向選択部と、

【特許請求の範囲】

を備えていることを特徴とする空中像形成光学系。

【請求項１】

【請求項２】

入射した光を所定の角度範囲で拡散させる拡散部と、

前記偏光方向選択部は、前記第二の光の進行経路上にお

前記拡散部によって拡散された光の偏光方向を所定の方

いて前記結像部と前記所定の結像位置との間に配置され

向に変更する偏光方向変更部と、

ていることを特徴とする請求項１に記載の空中像形成光

前記偏光方向が前記所定の方向に変更された第一の光に

学系。

所望の画像情報を付与して第二の光として出射する画像

【請求項３】

情報付与部と、

前記偏光方向選択部は、前記第二の光の進行経路上にお

前記画像情報が付与されて入射される前記第二の光を所

いて前記所定の結像位置より奥側に配置されていること
［続きあり］
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特開2019‑50492

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H04R 3/00
H04R 1/40
G10K 11/34

請求項の数8

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5D018
(2006.01) 5D220
(2006.01)

【Ｆターム】5D018 AF23
5D220 AA16

（Ｐ２０１９−５０４９２Ａ）

（全19頁）
ＦＩ
H04R
H04R
G10K
G10K

(43)公開日

平成31年(2019)3月28日

(21)特願2017‑173419
3/00
1/40
11/34
11/34

310
310
130
140

(22)平成29年(2017)9月8日

AB06

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 羽田 陽一（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】フィルタ係数決定装置、フィルタ係数決定方法、プログラム、および音響システム
(57)【要約】
【課題】より最適なフィルタ係数を確実に求める。
【解決手段】円筒形アレイのスピーカ素子の前段に設置
されるディジタルフィルタに設定されるフィルタ係数を
決定するために、円筒形アレイから出力される音の指向
性の基となる指向性基底を算出し、その指向性基底を算
出するために用いられた関数であるフィルタ基底、およ
び、指向性基底に対して所望の指向性を与えることによ
って求められる展開係数を用いた演算を行う。本技術は
、例えば、円筒形アレイを備える音響システムに適用で
きる。
【選択図】図５

【技術分野】

るフィルタ係数を決定するフィルタ係数決定装置であっ

【０００１】

て、

本開示は、フィルタ係数決定装置、フィルタ係数決定方

前記円筒形アレイから出力される音の指向性の基となる

法、プログラム、および音響システムに関し、特に、よ

指向性基底を算出する指向性基底算出部と、

り最適なフィルタ係数を確実に求めることができるよう

前記指向性基底を算出するために用いられた関数である

にしたフィルタ係数決定装置、フィルタ係数決定方法、

フィルタ基底、および、前記指向性基底に対して所望の

プログラム、および音響システムに関する。

指向性を与えることによって求められる展開係数を用い
て、前記円筒形アレイのフィルタ係数を演算するフィル

【特許請求の範囲】

タ係数演算部と

【請求項１】

を備えるフィルタ係数決定装置。

２個以上のスピーカ素子が円周方向に配置された円形ア

【請求項２】

レイが、その円周方向に対して直交する鉛直方向に２段

前記フィルタ係数演算部は、前記円筒形アレイの円周方

以上に積層された円筒形アレイを構成する前記スピーカ

向のフィルタ係数展開に対しては円調和展開を基本とし

素子の前段に設置されるディジタルフィルタに設定され

、前記円筒形アレイの鉛直方向のフィルタ係数展開に対
［続きあり］
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特開2019‑68164

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数11

(51)Int.Cl.
H04W 28/14
G08G 1/09
G08G 1/16
H04W 4/46

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2009.01) 5H181
(2006.01) 5K067
(2006.01)
(2018.01)

【Ｆターム】5H181 AA01
LL04
5K067 AA13

BB04
LL14
BB21

CC12

FF05

CC08

DD20

（Ｐ２０１９−６８１６４Ａ）

（全25頁）
ＦＩ
H04W
G08G
G08G
H04W

(43)公開日

平成31年(2019)4月25日

(21)特願2017‑189617
28/14
1/09
1/16
4/04

H
D

(22)平成29年(2017)9月29日

113

［続きあり］
(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 レ ティエン チエン（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】車車間通信システム、移動局、中継器および車車間通信方法
(57)【要約】

（修正有）

【課題】パケット輻輳の問題を改善する車車間通信シス
テムと、これに用いる移動局および中継器と、これらを
用いて行われる車車間通信とを提供する。
【解決手段】複数の移動局から送信される車車間パケッ
トのペイロードを、中継器のメモリ２４３に設けた複数
の論理キュー２４３Ａ、２４３Ｂ、２４３Ｃ、２４３Ｄ
に分けて格納し、異なる論理キューに格納された２つの
ペイロードの排他的論理和を中間ペイロードとする。複
数の中間ペイロードをペイロード合成部２４４で繋げて
中継ペイロードを生成し、生成した中継ペイロードを含
む中継パケットを複数の移動局に向けて送信することで
、中継器が移動局の間の車車間通信をする際にパケット
輻輳を低減する。
【選択図】図４Ｃ

【技術分野】

前記複数の移動局のそれぞれは、

【０００１】

前記それぞれの移動局の走行状況を検出して前記走行状

本発明は、複数の車両が相互に無線で通信する車車間通

況を表す走行情報を生成する車両走行情報生成部と、

信システムと、それぞれの車両に搭載されて無線通信を

前記走行情報をペイロードに含む車車間パケットを生成

行う車載器としての移動局と、移動局による無線通信を

して外部に送信する送信信号処理部と

中継する中継器と、この車車間通信システムを用いて行

を具備し、

われる車車間通信方法とに係る。

前記中継器は、
前記複数の移動局から送信される複数の前記車車間パケ

【特許請求の範囲】

ットを受信する受信信号処理部と、

【請求項１】

複数の論理キューを備え、前記複数の車車間パケットに

互いに無線通信を行う複数の移動局と、

含まれる複数の前記ペイロードを前記複数の論理キュー

前記複数の移動局の間で行われる前記無線通信を中継す

に格納する中継記憶装置と、

る中継器と

前記複数の論理キューに含まれる２つの異なる論理キュ

を具備し、

ーにそれぞれ格納された２つのペイロードの排他的論理
［続きあり］
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特開2019‑83439

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H01P
H03F
H03H
H03H
H01P

1/15
3/191
7/40
7/12
1/203

請求項の数13

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】5J006 HB01
LA21
5J012 BA02

HB11
MA07

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
5J006
5J012
5J024
5J500

JA01
PB01

（全19頁）
ＦＩ
H01P
H03F
H03H
H03H
H01P

（Ｐ２０１９−８３４３９Ａ）
(43)公開日

令和1年(2019)5月30日

(21)特願2017‑210268
1/15
3/191
7/40
7/12
1/203

(22)平成29年(2017)10月31日

JA02

［続きあり］
(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 山尾 泰

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】可変インピーダンス回路、フィルタおよび増幅器
(57)【要約】
【課題】よりコストが低い可変インピーダンス回路と、
この可変インピーダンス回路を用いたフィルタおよび増
幅器とを提供する。
【解決手段】同一のノードにインピーダンスが異なる複
数の容量性回路を、それぞれ複数のスイッチを介して並
列に接続し、これら複数のスイッチの導通状態および遮
断状態を切り替え可能なインピーダンス切替回路を設け
る。ここで、複数のスイッチは、少なくとも１つが他と
は異なるオン抵抗を有する。スイッチ側から見たインピ
ーダンスが最小である容量性回路に、オン抵抗が最小で
あるスイッチを接続する。
【選択図】図１

【技術分野】

ダンス切替回路と、

【０００１】

前記第１インピーダンス切替回路のインピーダンスを調

本発明は可変インピーダンス回路と、この可変インピー

整する制御回路と

ダンスを用いたフィルタおよび増幅器とに関する。

を具備し、
前記第１インピーダンス切替回路は、

【特許請求の範囲】

前記第２中間ノードに電気的に、かつ、個別に遮断可能

【請求項１】

に、かつ、互いに並列に接続された複数の第１容量性回

入力ノードと、

路と、

前記入力ノードに電気的に接続された出力ノードと、

前記第２中間ノードおよび前記複数の第１容量性回路の

前記入力ノードおよび前記出力ノードの間に電気的に接

間にそれぞれ電気的に接続された複数の第１スイッチと

続された第１中間ノードと、

を具備し、

前記第１中間ノードに電気的に接続された第２中間ノー

前記複数の第１容量性回路は、少なくともその一つが他

ドと、

とは異なる容量を有し、

前記第２中間ノードに電気的に接続された第１インピー

前記複数の第１スイッチは、少なくともその一つが他と
［続きあり］
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特開2019‑83857

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/11
B60W 40/04
B25J 19/02

請求項の数6

ＯＬ

（全16頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 3C707
(2006.01) 3D241
(2006.01) 4C038

【Ｆターム】3C707 KS11
WL05
3D241 BA31

（Ｐ２０１９−８３８５７Ａ）

KS36

WA03

WA13

BA49

BA50

DC31Z

ＦＩ
A61B
A61B
B60W
B25J

(43)公開日

令和1年(2019)6月6日

(21)特願2017‑212095
5/10
5/10
40/04
19/02

310 G
310 B

(22)平成29年(2017)11月1日

［続きあり］
(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 金森 哉吏（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】歩行者認識装置、歩行者認識方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】歩行速度などの変化に影響されずに的確に歩行
動作の評価ができるようにする。
【解決手段】測距センサから周囲の物体までの距離を示
す測距データを取得し、測距データから、想定される脚
のサイズを満たす物体を脚候補として抽出する。そして
、脚候補の座標の変化に基づいて、立脚期と遊脚期を区
別し、立脚期とその立脚期に続いた遊脚期とを示す立脚
・遊脚ペアを取得する。その後、立脚・遊脚ペアとその
近傍の立脚とから歩行者中心を算出して、算出した歩行
者中心の変化から歩行軌跡を得る。
【選択図】図４

【技術分野】

前記脚候補抽出部により得られた脚候補の座標の変化に

【０００１】

基づいて、脚候補から立脚期と遊脚期を判別する脚候補

本発明は、測距センサの検出信号に基づいて歩行者を認

状態判定部と、

識する歩行者認識装置及び歩行者認識方法、ならびに歩

前記脚候補状態判定部で判定された立脚期と遊脚期のデ

行者認識方法を実行するプログラムに関する。

ータから、立脚期とその立脚期に続いた遊脚期とを示す
立脚・遊脚ペアを取得する歩行者抽出部と、

【特許請求の範囲】

前記歩行者抽出部により得られた立脚・遊脚ペアと、そ

【請求項１】

の立脚・遊脚ペアの近傍の立脚とから歩行者中心を算出

測距センサと、

して、算出した歩行者中心の変化から歩行軌跡を得る歩

前記測距センサから周囲の物体までの距離を示す測距デ

行者中心算出部と、を備える

ータを取得する測定部と、

歩行者認識装置。

前記測定部で取得された測距データから、想定される脚

【請求項２】

のサイズを満たす物体を脚候補として抽出する脚候補抽

前記脚候補抽出部は、前記測距データで得られない隠れ

出部と、

脚を補間して、脚候補の中心又は重心を求める
［続きあり］
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特開2019‑84130

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/11

請求項の数8

ＯＬ

（Ｐ２０１９−８４１３０Ａ）

（全17頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C038

ＦＩ
A61B

(43)公開日

令和1年(2019)6月6日

(21)特願2017‑215352
5/10

310 G
(22)平成29年(2017)11月8日

【Ｆターム】4C038 VA12

VB14

VC09

VC20

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 岡田 英孝

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】歩行動作評価装置、歩行動作評価方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】歩行速度などの変化に影響されずに的確に歩行
動作の評価ができるようにする。
【解決手段】少なくとも被評価対象者の歩行時の下肢の
関節の角度及び角速度を歩行動作変数として取得する。
そして、取得した歩行動作変数を、被評価対象者の歩行
速度に基づいて調整し、調整された歩行動作変数を説明
変数、年齢を目的変数とする回帰分析を行う。この回帰
分析処理により回帰分析した結果から、被評価対象者の
歩行動作の加齢度の指数を取得する。
【選択図】図９

【技術分野】

前記回帰分析部で回帰分析した結果から、前記被評価対

【０００１】

象者の歩行動作の加齢度の指数を取得する加齢度指数取

本発明は、歩行動作評価装置及び歩行動作評価方法、並

得部と、を備える

びに歩行動作の評価を実行するプログラムに関する。

歩行動作評価装置。
【請求項２】

【特許請求の範囲】

前記歩行動作変数取得部は、前記下肢の関節である股関

【請求項１】

節、膝関節、及び足関節のうち少なくとも前記足関節を

少なくとも被評価対象者の歩行時の下肢の関節の角度及

含む角度及び角速度を歩行動作変数として取得する

び角速度を歩行動作変数として取得する歩行動作変数取

請求項１に記載の歩行動作評価装置。

得部と、

【請求項３】

前記歩行動作変数取得部で取得された歩行動作変数を、

さらに、前記歩行動作変数取得部は、前記下肢の関節で

被評価対象者の歩行速度に基づいて調整する調整部と、

ある股関節、膝関節、及び足関節のうち少なくとも前記

前記調整部で調整された歩行動作変数を説明変数、年齢

足関節を含むトルク及びトルクパワーを歩行動作変数と

を目的変数とする回帰分析を行う回帰分析部と、

して取得し、
［続きあり］
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特開2019‑84665

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
B25J 5/00
B25J 18/06
B62D 57/02

請求項の数12

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 3C707
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】3C707 BS19
MT01

(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ

CS08
WA16

JU12

（Ｐ２０１９−８４６６５Ａ）

（全33頁）
ＦＩ
B25J
B25J
B62D

(43)公開日

令和1年(2019)6月6日

(21)特願2017‑222214
5/00
18/06
57/02

E
Z

(22)平成29年(2017)11月17日
優(31)特願2017‑213274
先(32)平成29年(2017)11月2日
権(33)日本国(JP)

MS10

国立大学法人電気通信大学
田中 基康

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】ロボット制御装置、ロボット、ロボットシステム、及びプログラム
(57)【要約】
【課題】接地面からロボットの少なくとも一部を持ち上
げられた状態において、ユーザーが所望する動作をロボ
ットに行わせることができなくなってしまうことを抑制
することができるロボット制御装置を提供すること。
【解決手段】ロボット制御装置は、複数の関節と、関節
間を繋ぐリンク部材と、複数の車輪とを備えるロボット
であって、複数の関節には、ロボットの姿勢と基準姿勢
とが一致している場合において第１方向に平行な回動軸
を有する複数の第１関節と、当該場合において第２方向
に平行な回動軸を有する複数の第２関節とのそれぞれが
含まれており、複数の車輪それぞれの車軸は、当該場合
において第２方向と平行である、ロボットを制御し、接
地面から第１部位が持ち上げられた状態において、予め
決められた条件が満たされた場合、第２部位が備える第
１関節それぞれの回動角を第１関節の可動範囲における
上限又は下限の角度よりも小さくする。
【選択図】図７

【技術分野】

第２方向に平行な回動軸を有する複数の第２関節とのそ

【０００１】

れぞれが含まれており、複数の前記車輪それぞれの車軸

この発明は、ロボット制御装置、ロボット、ロボットシ

は、前記場合において前記第２方向と平行である、前記

ステム、及びプログラムに関する。

ロボットを制御し、
前記車輪の少なくとも一部が接地している接地面から前

【特許請求の範囲】

記ロボットの一部である第１部位が持ち上げられた状態

【請求項１】

において、予め決められた条件が満たされた場合、前記

複数の関節と、前記関節間を繋ぐリンク部材と、複数の

ロボットが有する部位のうち前記接地面から持ち上げら

車輪とを備えるロボットであって、前記複数の前記関節

れていない部位である第２部位が備える前記第１関節そ

には、前記ロボットの姿勢と前記関節の全てが１直線上

れぞれの回動角を前記第１関節の可動範囲における上限

に並ぶ姿勢である基準姿勢とが一致している場合におい

又は下限の角度よりも小さくする、

て前記１直線と直交する方向のうちの第１方向に平行な

ロボット制御装置。

回動軸を有する複数の第１関節と、前記場合において前

【請求項２】

記１直線と直交する方向のうちの前記第１方向と異なる

前記条件が満たされた場合、前記ロボットの姿勢を、前
［続きあり］
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特開2019‑86541

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 27/22
G02B 5/08
G02B 5/10

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2H042
(2006.01) 2H199
(2006.01)

【Ｆターム】2H042 DB01
2H199 BA17
BB17

DB14
BA32
BB18

DD05
BA55
BB20

（Ｐ２０１９−８６５４１Ａ）

（全10頁）
ＦＩ
G02B
G02B
G02B
G02B

(43)公開日

令和1年(2019)6月6日

(21)特願2017‑212012
27/22
5/08
5/08
5/10

Z
D

(22)平成29年(2017)11月1日

DE00
BA62
BB44
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 橋本 直己（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】広視野角空中映像表示装置および表示方法
(57)【要約】
【課題】複数枚のミラーと再帰透過光学系を組み合わせ
、１８０°以上の観察視野角を実現可能な空中立体像を
提示することができる広視野角空中映像表示装置および
表示方法を提供する。
【解決手段】
本発明は、画像信号を出力する光源と、前記光源から出
力された画像信号を取得して空中に空中像を結像する再
帰透過光学素子と、前記再帰透過光学素子の端点に、前
記光源と当該再帰透過光学素子を挟んで対称配置される
第１および第２のミラーと、前記再帰透過光学素子の端
点に、前記空中像と当該再帰透過光学素子を挟んで対称
配置される第３および第４のミラーと、を備えることを
特徴とする。
【選択図】図１

【技術分野】

帰透過光学素子を挟んで対称配置される第３および第４

【０００１】

のミラーと、

本発明は、広視野角空中映像表示装置および表示方法に

を備えることを特徴とする広視野角空中映像表示装置。

関する。

【請求項２】
前記光源と前記再帰透過光学素子は面対称に配置される

【特許請求の範囲】

こと

【請求項１】

を特徴とする請求項１に記載の広視野角空中映像表示装

画像信号を出力する光源と、

置。

前記光源から出力された画像信号を取得して空中に空中

【請求項３】

像を結像する再帰透過光学素子と、

前記第３および第４のミラーは、ハーフミラーであるこ

前記再帰透過光学素子の端点端に、前記光源と当該再帰

と

透過光学素子を挟んで対称配置される第１および第２の

を特徴とする請求項１または２に記載の広視野角空中映

ミラーと、

像表示装置。

前記再帰透過光学素子の端点端に、前記空中像と当該再

【請求項４】
［続きあり］
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特開2019‑88109

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H02J 7/00
G06F 1/26
H01M 10/44
H01M 10/48

請求項の数4

ＯＬ

（全15頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5B011
(2006.01) 5G503
(2006.01) 5H030
(2006.01)

【Ｆターム】5B011 DA02
EA02
HH01

DA07
EA10

DB05
FF04

（Ｐ２０１９−８８１０９Ａ）

ＦＩ
H02J
H02J
G06F
G06F
G06F

(43)公開日

令和1年(2019)6月6日

(21)特願2017‑214821
7/00
7/00
1/26
1/26
1/26

302
302
334
334

B
C
J
Z
A

(22)平成29年(2017)11月7日

DB21
GG06
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 市川 晴久（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】給電制御システム
(57)【要約】
【課題】異なる出力電圧、出力電力、提供可能電力量の
電源群の能力を合成し、異なる受電圧、受電電力、受電
電力量を要求する負荷群に要求を満たす電力供給を行え
るようにする。
【解決手段】
ＶＧハブはＶＧコントローラの制御に従い、複数の電源
デバイスから電力の供給を受けて、複数の負荷デバイス
に電力を分配することができる。また、デバイスの変化
に基づいて接続状態を更新することで、最適な電力の分
配を実現することができる。
【選択図】図１

【技術分野】

前記複数の電源デバイスの個々の出力電力及び／または

【０００１】

電力量が、前記複数の負荷デバイスの合計負荷要求を満

本発明は、電源群から負荷群に給電を行う、給電制御シ

たさない場合でも、前記複数の電源デバイスの電力供給

ステムに関する。

能力を合成して前記複数の負荷デバイスが要求する電力
および電力量を提供することを特徴とする、請求項１に

【特許請求の範囲】

記載の給電制御システム。

【請求項１】

【請求項３】

複数の電源デバイスから直流電力の供給を受けて、複数

前記ハブは、

の負荷デバイスに電力を分配するハブと、

電源バスと、

前記ハブに前記複数の電源デバイスと前記複数の負荷デ

前記電源バスに基準電圧を与える参照電圧生成部と、

バイスの接続状態を制御する命令を発行するコントロー

前記電源デバイスから供給される電力を、前記基準電圧

ラと

に合わせて定電流制御を行う、定電流制御部と、

を具備する、給電制御システム。

前記電源バスから前記負荷デバイスが要求する電圧まで

【請求項２】

降圧する降圧制御部と
［続きあり］
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特開2019‑96259

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06F 16/50
G06F 16/00
G06F 17/27

請求項の数7

ＯＬ

（全14頁）

テーマコート゛（参考）
(2019.01) 5B091
(2019.01)
(2006.01)

【Ｆターム】5B091 AA11

CB02

CB22

（Ｐ２０１９−９６２５９Ａ）

ＦＩ
G06F
G06F
G06F
G06F

(43)公開日

令和1年(2019)6月20日

(21)特願2017‑227645
17/30
17/30
17/30
17/27

170 B
220 C
350 C
660

(22)平成29年(2017)11月28日

DA11

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 坂本 真樹（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】素材を直感的に検索できる。
【解決手段】情報処理システムが、
音象徴語の一部となる文字を取得する文字取得部と、
前記文字を含む音象徴語を複数表示する音象徴語表示
部と、
前記音象徴語表示部が表示する複数の音象徴語からの
選択を受け付ける受付部と、
前記文字取得部が取得する文字又は前記受付部で受け
付ける音象徴語のうち、いずれかに対応する素材を示す
素材画像を検索する検索部と、
前記素材画像を少なくとも表示する画像表示部とを含
む。
【選択図】図１

【技術分野】

材画像を検索する検索部と、

【０００１】

前記素材画像を少なくとも表示する画像表示部と

本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログ

を含む情報処理システム。

ラムに関する。

【請求項２】
前記画像表示部は、

【特許請求の範囲】

前記素材画像が示す素材に対応する音象徴語を更に表示

【請求項１】

し、

音象徴語の一部となる文字を取得する文字取得部と、

前記検索部は、

前記文字を含む音象徴語を複数表示する音象徴語表示部

前記画像表示部が更に表示する音象徴語が選択されると

と、

、再度、音象徴語に対応する素材を示す素材画像を検索

前記音象徴語表示部が表示する複数の音象徴語からの選

する請求項１に記載の情報処理システム。

択を受け付ける受付部と、

【請求項３】

前記文字取得部が取得する文字又は前記受付部で受け付

前記素材の名称、前記素材の質感を示す形容詞、前記素

ける音象徴語のうち、いずれかに対応する素材を示す素

材の物理量又はこれらの組み合わせを表示する関連事項
［続きあり］
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特開2019‑105786

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G09B 29/00
G09B 29/10
G09B 5/02
G06T 11/60
G06T 17/05

請求項の数5

ＯＬ

（全15頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2C028
(2006.01) 2C032
(2006.01) 5B050
(2006.01)
(2011.01)

【Ｆターム】2C028 AA12
2C032 HB05
5B050 BA06

BB04
HC23
BA09

BD01
HC26
BA11

（Ｐ２０１９−１０５７８６Ａ）

ＦＩ
G09B
G09B
G09B
G06T
G06T

(43)公開日

令和1年(2019)6月27日

(21)特願2017‑239375
29/00
29/10
5/02
11/60
17/05

F
A

(22)平成29年(2017)12月14日

300

HC27
BA13
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 山本 佳世子（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】時空間情報提示システム及びプログラム
(57)【要約】
【課題】地理や歴史の学習や教育に適した地図などの様
々な情報の適切な表示が行える時空間情報提示システム
を提供する。
【解決手段】地図及び地理・歴史案内の表示を行うユー
ザ端末と、ユーザ端末と通信を行ってユーザ端末に地図
及び地理・歴史案内の表示を実行させるサーバとで、時
空間情報提示システムを構成する。サーバは、現在又は
過去の特定の時代の地図を表示するための地図データを
持つ地図データベースを持ち、地図データは、複数のレ
イヤを有し、それぞれのレイヤは、現在又は過去におけ
る地理又は歴史に基づいた事象を地図に重ねて表示する
ものである。そして、例えば地理・歴史案内表示から地
図表示に切り替える際には、地理・歴史案内表示で案内
された地理又は歴史に適したレイヤの地図表示に設定す
る。
【選択図】図５

【技術分野】

地理又は歴史を少なくともテキストで案内する地理・歴

【０００１】

史案内データを持つ地理・歴史データベースと、

本発明は、地理や歴史の学習や教育に適した時空間情報

前記地図データベースに蓄積されたデータに基づいた地

提示システム及びプログラムに関する。

図表示用データの作成と、前記地理・歴史データベース
に蓄積されたデータに基づいた地理・歴史案内表示用デ

【特許請求の範囲】

ータの作成とを行う演算処理部と、

【請求項１】

前記ユーザ端末からの指示に基づいて、所定の地点の近

地図及び地理・歴史案内の表示を行うユーザ端末と、

傍の地図表示用データ又は地理・歴史案内表示用データ

前記ユーザ端末と通信を行って、前記ユーザ端末に地図

を前記演算処理部で作成し、作成した地図表示又は地理

及び地理・歴史案内の表示を実行させるサーバとを備え

・歴史案内表示を前記ユーザ端末に実行させる制御部と

、

、を備え、

前記サーバは、

前記地図データは、複数のレイヤを有し、それぞれのレ

現在又は過去の特定の時代の地図を表示するための地図

イヤは、現在又は過去における地理又は歴史に基づいた

データを持つ地図データベースと、

事象を地図に重ねて表示するものであり、
［続きあり］
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特開2019‑128157

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G01N 21/41
G01J 1/00
G01J 1/02
H01L 31/108
H01L 31/0232

請求項の数12

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2G059
(2006.01) 2G065
(2006.01) 5F849
(2006.01)
(2014.01)

【Ｆターム】2G059 AA02
EE18
KK01

AA05
HH02
MM01

EE01
JJ01
MM14

（Ｐ２０１９−１２８１５７Ａ）

（全21頁）
ＦＩ
G01N
G01J
G01J
H01L
H01L

(43)公開日

令和1年(2019)8月1日

(21)特願2018‑7666
21/41
1/00
1/02
31/10
31/02

101
H
R
C
D

(22)平成30年(2018)1月19日

EE11
JJ11
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 菅 哲朗（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】分光用デバイス、分光器、及び分光測定方法
(57)【要約】
【課題】小型且つ高分解能な分光器に適用可能な分光用
デバイスを提供する。
【解決手段】本発明を適用した分光用デバイス５５は、
受光面ＲＳを有する板状の回転部５５Ｂと、支持部材８
０に固定可能に形成された固定部５５Ａと、回転部５５
Ｂの外縁端部５ｒの少なくとも一部に接続され、回転部
５５Ｂと固定部５５Ａとを接続する接続部６２と、回転
部５５Ｂの受光面ＲＳと電気的に接続された電極部３０
と、を備える。回転部５５Ｂは、受光面ＲＳの上下方向
（Ｚ方向）に回転し、受光面ＲＳに所定の波長の光Ｌｉ
ｎ

が照射された際に表面プラズモン共鳴が生じる。

【選択図】図１

【技術分野】

前記回転部は、前記受光面の上下方向に回転し、前記受

【０００１】

光面に所定の波長の光が照射された際に表面プラズモン

本発明は、分光用デバイス、分光器、及び分光測定方法

共鳴が生じる、

に関する。

分光用デバイス。
【請求項２】

【特許請求の範囲】

前記回転部は、前記受光面外にあり且つ前記受光面に平

【請求項１】

行な第１方向に沿う第１回転軸を中心に回転する、

受光面を有する板状の回転部と、

請求項１に記載の分光用デバイス。

支持部材に固定可能に形成された固定部と、

【請求項３】

前記回転部の外縁端部の少なくとも一部に接続され、前

前記受光面に平行で、前記受光面外にあり且つ前記受光

記回転部と前記固定部とを接続する接続部と、

面に平行な第１方向に沿う第１回転軸に直交する第２回

前記回転部の前記受光面と電気的に接続された電極部と

転軸を有し、

、

前記回転部は前記第２回転軸を中心として回転する、

を備え、

請求項１または２に記載の分光用デバイス。
［続きあり］
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特開2019‑140595

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H04B 10/80
G02B 6/42

請求項の数8

ＯＬ

（全10頁）

テーマコート゛（参考）
(2013.01) 2H137
(2006.01) 5K102

【Ｆターム】2H137 AA17 AB05
BA04 BA18
CA15A CA33

BA02
BB12
DA13

（Ｐ２０１９−１４０５９５Ａ）

ＦＩ
H04B
G02B

(43)公開日

令和1年(2019)8月22日

(21)特願2018‑23803
10/80
6/42

160
(22)平成30年(2018)2月14日

BA03
BC31
DB12
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 松浦 基晴（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光ファイバ給電・信号伝送システム
(57)【要約】
【課題】給電光による発電効率を向上できると共に、給
電光と信号光を効率的に分波することができる光ファイ
バ給電・信号伝送システムを提供する。
【解決手段】光ファイバ給電・信号伝送システムＳ１は
、所定装置（アンテナ装置４０）に給電する電力を得る
給電光Ｌ１と、所定の情報を伝達する信号光Ｌ２とが一
端に入力されて伝播する第１の光ファイバＦ１と、第１
の光ファイバの他端側と一端を光軸合わせして配置され
る第２の光ファイバＦ２と、第１の光ファイバの端部と
第２の光ファイバの端部との間に配置される光透過型光
電変換素子Ｃとを備え、光透過型光電変換素子は、給電
光の照射によって所定電力を光電変換して出力すると共
に、信号光を透過するように構成されている。
【選択図】図２

【技術分野】

端部との間に配置される光透過型光電変換素子と

【０００１】

を備え、

本発明は、光ファイバを介して電力供給および信号伝送

前記光透過型光電変換素子は、前記給電光の照射によっ

を行う光ファイバ給電・信号伝送システムに関するもの

て所定電力を光電変換して出力すると共に、前記信号光

である。

を透過するように構成されていることを特徴とする光フ
ァイバ給電・信号伝送システム。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記給電光と前記信号光とを重畳して前記第１の光ファ

所定装置に給電する電力を得る給電光と、所定の情報を

イバに対して出力する出力装置と、

伝達する信号光とが一端に入力されて伝播する第１の光

前記第２の光ファイバの他端側に接続されて前記信号光

ファイバと、

を受信する受信装置と

前記第１の光ファイバの他端側と一端を光軸合わせして

をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の光フ

配置される第２の光ファイバと、

ァイバ給電・信号伝送システム。

前記第１の光ファイバの端部と前記第２の光ファイバの

【請求項３】
［続きあり］
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特開2019‑148877

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数5

(51)Int.Cl.
G06N 20/00
G06N 7/00

(2019.01)
(2006.01)

ＯＬ
テーマコート゛（参考）

（Ｐ２０１９−１４８８７７Ａ）

（全17頁）
ＦＩ
G06N
G06N

(43)公開日

令和1年(2019)9月5日

(21)特願2018‑31875
99/00
7/00

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 中鹿 亘

150
150

(22)平成30年(2018)2月26日

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】符号化装置、符号化方法およびプログラム
(57)【要約】
【課題】時系列データに対して重要な記憶を確率的に伝
播させることのできるＲＢＭの拡張モデルを適用するこ
とで、良好な符号化ができるようにする。
【解決手段】パラメータ学習ユニットと符号化ユニット
とを備え、入力データを表現する可視素子と、制限ボル
ツマンマシンによる確率モデルを適用して隠れ素子を推
定して、学習および符号化を行う。ここで学習ユニット
と符号化ユニットの入力データは時系列データであり、
学習ユニットと符号化ユニットは、可視素子に基づいて
時系列のデータを記憶する記憶セルと、記憶セルに記憶
されたデータおよび入力データに基づいてデータを一時
記憶する短期記憶セルと、可視素子に基づいて短期記憶
セルの出力を制御する忘却ゲートとを有する。そして、
忘却ゲートに基づいて制御された短期記憶セルの出力に
基づいて、時刻ごとに伝播する隠れ素子を得る。
【選択図】図３

【技術分野】

デルを適用して、前記隠れ素子を推定し、推定した前記

【０００１】

隠れ素子に基づいて符号化データとしての出力データを

本発明は、符号化装置および符号化方法、並びに符号化

得る符号化ユニットとを備え、

方法を実行するプログラムに関する。

前記学習用入力データおよび前記符号化用入力データは
時系列の入力データであり、前記パラメータ学習ユニッ

【特許請求の範囲】

トおよび前記符号化ユニットは、前記可視素子に基づい

【請求項１】

て時系列のデータを記憶する記憶セルと、前記記憶セル

入力データを表現する可視素子と、潜在的な情報を表現

に記憶されたデータおよび入力データに基づいてデータ

する隠れ素子との間に結合重みが存在すると仮定した制

を一時記憶する短期記憶セルと、前記可視素子に基づい

限ボルツマンマシンによる確率モデルを適用して、学習

て前記短期記憶セルの出力を制御する忘却ゲートとを有

用入力データに対して、前記隠れ素子および前記結合重

し、

みを推定する処理を行うパラメータ学習ユニットと、

前記忘却ゲートに基づいて制御された前記短期記憶セル

符号化用入力データに対して、前記パラメータ学習ユニ

の出力に基づいて、時刻ごとに伝播する前記隠れ素子を

ットで推定した前記制限ボルツマンマシンによる確率モ

得るようにした
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数10

(51)Int.Cl.
H01Q 21/20
H01Q 19/10
H01Q 7/00

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5J020
(2006.01) 5J021
(2006.01)

【Ｆターム】5J020 AA03
BD03
5J021 AA05

BA06
BD04
AA08

BC04
DA02
AA09

（全29頁）
ＦＩ
H01Q
H01Q
H01Q

特開2019‑149756
（Ｐ２０１９−１４９７５６Ａ）
(43)公開日

令和1年(2019)9月5日

(21)特願2018‑34522
21/20
19/10
7/00

(22)平成30年(2018)2月28日

BC10
AA11
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 斉藤 昭（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】アレイアンテナおよび無線通信システム
(57)【要約】
【課題】周波数あたりの伝送レートより簡単な構成で向
上させることが出来る無線通信システムを提供する。
【解決手段】送信アンテナおよび受信アンテナとして同
じアレイアンテナを用いる。このアレイアンテナは、そ
れぞれが中心点を共有するように同心円状に配置された
複数の円形ループアンテナを備える。それぞれの円形ル
ープアンテナは、通信周波数の波長の整数倍に等しい周
囲長を有する。それぞれの円形ループアンテナは、２つ
の給電部を有する。それぞれの円形ループアンテナにお
いて、２つの給電部に入力される信号の位相が、通信周
波数において直交するように、中心点から見た２つの給
電部の間の角度は定められている。
【選択図】図３Ａ

【技術分野】

された複数の円形ループアンテナと

【０００１】

を具備し、

本発明はアレイアンテナおよび無線通信システムに関し

前記複数の円形ループアンテナに含まれる第ｉ円形ルー

、特に、ＯＡＭ（Ｏｒｂｉｔａｌ

Ａｎｇｕｌａｒ Ｍ

プアンテナのそれぞれは、それぞれ異なる半径ａｉ を有

ｏｍｅｎｔｕｍ：軌道角運動量）多重無線通信に好適に

し、ここで符号ｉの順番は前記半径ａｉ の大小関係と同

利用出来るアレイアンテナおよび無線通信システムに関

じ順番であり、

する。

前記それぞれの第ｉ円形ループアンテナが有する周囲長
２πａｉ は、通信周波数に対応する波長λのｍｉ 倍であ

【特許請求の範囲】

り、ここでｍｉ は自然数であり、かつ、前記自然数ｍｉ

【請求項１】

の大小関係は符号ｉ と同じ順番であり、

一方の表面である上面と、前記上面と対向する他方の表

前記それぞれの円形ループアンテナは、

面である下面とを有する誘電体基板と、

前記誘電体基板の前記上面に配置された上面パターンと

前記誘電体基板の前記上面および下面に形成されて、か

、

つ、それぞれの中心点を共有するように同心円状に配置

前記誘電体基板の前記下面に配置された下面パターンと
［続きあり］

227

特開2019‑153837

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H03M 13/13

請求項の数5

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5J065

（全31頁）
ＦＩ
H03M

（Ｐ２０１９−１５３８３７Ａ）
(43)公開日

令和1年(2019)9月12日

(21)特願2018‑35547
13/13
(22)平成30年(2018)2月28日

【Ｆターム】5J065 AC02

AD03

AG02

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 小川 朋宏（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】評価装置
(57)【要約】
【課題】盗聴通信路符号化における安全性基準値の評価
値を、実用的な手順により求める。
【解決手段】評価装置は、盗聴通信路符号化方式におけ
る公開パラメータである検査行列と、盗聴通信路のビッ
ト反転確率と、盗聴通信路を介して取得される盗聴者受
信ビット列と検査行列とから得られる盗聴者推定メッセ
ージに含まれる、ビット反転確率に基づくノイズを示す
ビット列であるノイズベクトルの確率分布を多変数離散
フーリエ変換した関数の入力ベクトルと、を取得する取
得部と、取得部が取得する入力ベクトルと、検査行列の
縦ベクトル又は横ベクトルのいずれかのベクトル成分と
、ビット反転確率とに基づいて、ノイズベクトルの確率
分布の特性関数であるノイズ特性関数を算出するノイズ
特性関数算出部と、ノイズ特性関数算出部が算出するノ
イズ特性関数と、ビット反転確率とに基づいて、検査行
列の評価値をビット反転確率毎に算出する評価値算出部
と、を備える。
【選択図】図１

【技術分野】

列の縦ベクトル又は横ベクトルのいずれかのベクトル成

【０００１】

分と、前記ビット反転確率とに基づいて、ノイズベクト

本発明は、評価装置に関する。

ルの確率分布の特性関数であるノイズ特性関数を算出す
るノイズ特性関数算出部と、

【特許請求の範囲】

前記ノイズ特性関数算出部が算出する前記ノイズ特性関

【請求項１】

数と、前記ビット反転確率とに基づいて、前記検査行列

盗聴通信路符号化方式における公開パラメータである検

の評価値を前記ビット反転確率毎に算出する評価値算出

査行列と、盗聴通信路のビット反転確率と、前記盗聴通

部と、

信路を介して取得される盗聴者受信ビット列と前記検査

を備える評価装置。

行列とから得られる盗聴者推定メッセージに含まれる、

【請求項２】

前記ビット反転確率に基づくノイズを示すビット列であ

前記取得部が取得する前記入力ベクトルに基づいて、一

るノイズベクトルの確率分布を多変数離散フーリエ変換

様分布の特性関数である一様特性関数を算出する一様特

した関数の入力ベクトルと、を取得する取得部と、

性関数算出部

前記取得部が取得する前記入力ベクトルと、前記検査行

を更に備え、
［続きあり］
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特開2019‑166195

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/16
A61B 5/11

請求項の数5

ＯＬ

（全15頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C038
(2006.01)

【Ｆターム】4C038 PP05
VB31

PS07
VB35

VA04
VC20

（Ｐ２０１９−１６６１９５Ａ）

ＦＩ
A61B
A61B

(43)公開日

令和1年(2019)10月3日

(21)特願2018‑57505
5/16
5/11

130
100

(22)平成30年(2018)3月26日

VA15

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 ▲高▼玉 圭樹（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】睡眠段階推定装置、睡眠段階推定方法および睡眠段階推定プログラム
(57)【要約】
【課題】被測定者に負担をかけずに、被測定者の睡眠段
階を精度良く推定する。
【解決手段】被測定者の睡眠中の体動または圧力変化を
生体データとして検出する。そして、検出した生体デー
タを周波数解析して、近似心拍中周波成分を検出すると
共に、近似心拍中周波成分よりも低い近似心拍低周波成
分を、サーカディアンリズム成分に相当する成分として
検出する。さらに、検出した近似心拍中周波成分を、近
似心拍低周波成分の変動に基づいて補正した値から、睡
眠段階を判定する。
【選択図】図４

【技術分野】

前記データ処理部で検出した前記近似心拍中周波成分を

【０００１】

、前記近似心拍低周波成分の変動に基づいて補正した値

本発明は、被験者の睡眠段階を推定する睡眠段階推定装

から、睡眠段階を判定する睡眠段階判定部と、を備える

置、睡眠段階推定方法および睡眠段階推定プログラムに

睡眠段階推定装置。

関する。

【請求項２】
前記睡眠段階判定部は、前記近似心拍中周波成分と前記

【特許請求の範囲】

近似心拍低周波成分との差分の値に、補正係数を乗算す

【請求項１】

ることで、前記近似心拍中周波成分を補正した値を得る

被測定者の睡眠中の体動または圧力変化に基づいた生体

ようにし、

データを得る生体データ取得部と、

得られた前記近似心拍中周波成分を補正した値と、判定

前記生体データ取得部が取得した前記生体データを周波

用閾値との比較で、睡眠段階を判定する

数解析して、近似心拍中周波成分を検出すると共に、前

請求項１に記載の睡眠段階推定装置。

記生体データの前記近似心拍中周波成分よりも低い近似

【請求項３】

心拍低周波成分を検出するデータ処理部と、

生体データ取得部は、睡眠中の前記被測定者の圧力変化
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06N 20/00

請求項の数10

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2019.01)

（全31頁）
ＦＩ
G06N

特開2019‑169147
（Ｐ２０１９−１６９１４７Ａ）
(43)公開日

令和1年(2019)10月3日

(21)特願2019‑50616
20/00
(22)平成31年(2019)3月19日
優(31)特願2018‑53454
先(32)平成30年(2018)3月20日
権(33)日本国(JP)

(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
沼尾 雅之（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】情報処理装置及び情報処理システム
(57)【要約】
【課題】システム構築と変更が容易であり、多種多様な
センサに柔軟に対応でき、また少量のデータで効率的に
学習が実現でき、推定精度も高い情報処理装置を提供す
る。
【解決手段】情報処理装置は、種々のセンサから得られ
る各々のイベントの内容を、入力同期併合処理部、学習
データ処理部を通じて、条件判断処理部に引き渡す。こ
れらは定義ファイルにて複数回使用することが可能であ
り、これらを組み合わせることで、複雑なデータフロー
を容易に形成し、多種多様なＡＤＬの識別あるいは推定
を行うことができる。
【選択図】図３

【技術分野】

断を行い、条件判断の結果に応じて異なるイベントを出

【０００１】

力する条件判断処理部と、

本発明は、多種多様な情報を受け入れて所定の出力を得

単一のイベントに含まれるデータを特徴ベクトルとして

る情報処理装置及び情報処理システムに関する。

学習型情報処理装置に転送し、受信した推定結果を単一
のイベントとして出力する学習データ処理部と、

【特許請求の範囲】

複数のセンサが出力するデータを前記入出力整形処理部

【請求項１】

によって複数種類のイベントに変換した後、前記入力同

時系列データを所定の時間間隔毎に区切り、日時情報と

期併合処理部と、前記条件判断処理部と、前記学習デー

タグ名を付したイベントとして出力する入出力整形処理

タ処理部を組み合わせて、前記複数のセンサが計測及び

部と、

／または観測した事象の識別または推定を実施する入出

主入力側のイベントと副入力側のイベントを併合し、日

力制御部と

時情報とタグ名を付した単一のイベントに変換して出力

を具備する情報処理装置。

する入力同期併合処理部と、

【請求項２】

単一のイベントに含まれるデータに対し、所定の条件判

前記学習型情報処理装置は、前記学習データ処理部より
［続きあり］
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特開2019‑175524

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G11B
G11B
G11B
G03H

7/0065
7/135
7/09
1/26

請求項の数5

(2006.01)
(2012.01)
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】2K008 BB00
5D090 AA01
FF21

CC01
KK12

ＯＬ

（全13頁）

テーマコート゛（参考）
2K008
5D090
5D118
5D789

CC04
KK15

（Ｐ２０１９−１７５５２４Ａ）

ＦＩ
G11B
G11B
G11B
G03H

(43)公開日

令和1年(2019)10月10日

(21)特願2018‑60719
7/0065
7/135
7/09
1/26

(22)平成30年(2018)3月27日
B

FF11
LL04
［続きあり］

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 渡邉 恵理子（外4名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光相関システム及び光相関用データの記録方法
(57)【要約】
【課題】記録部に記録される光相関用データの高密度化
と光相関演算の精度の確保とを両立する可能な光相関シ
ステムを提供する。
【解決手段】本発明に係る光相関システムは、複数の光
演算用データが光学的に記録された記録媒体を有する記
録部と、前記光演算用データと入力データとの光相関演
算を行い、前記光演算用データと前記入力データとの相
関度に応じた光相関信号を生成する光相関演算部と、前
記光相関信号を受光し、前記光演算用データと前記入力
データとの相関度を算出する相関度算出部と、を備え、
前記記録媒体において隣り合う前記光演算用データ同士
の相関度は低く、例えば０％以上５０％以下である。
【選択図】図４

【技術分野】

を備え、

【０００１】

前記記録媒体において隣り合う前記光演算用データ同士

本発明は、光相関システム及び光相関用データの記録方

の相関度が低い、

法に関する。

光相関システム。
【請求項２】

【特許請求の範囲】

前記記録部は、前記光演算用データの情報を含むデータ

【請求項１】

光と参照光とを集光させて前記記録媒体に照射するレン

複数の光演算用データが光学的に記録された記録媒体を

ズをさらに有する、

有する記録部と、

請求項１に記載の光相関システム。

前記光演算用データと入力データとの光相関演算を行い

【請求項３】

、前記光演算用データと前記入力データとの相関度に応

前記相関度算出部は、前記記録媒体において隣り合う前

じた光相関信号を生成する光相関演算部と、

記光演算用データの中心位置同士の離間距離に応じた前

前記光相関信号を受光し、前記光演算用データと前記入

記光相関信号の変化量を予め算出し、前記変化量に基づ

力データとの相関度を算出する相関度算出部と、

いて前記相関度を補正する相関度補正部をさらに有する
［続きあり］
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特開2019‑211949

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G06T 7/70
G06T 7/00

請求項の数6

ＯＬ

（全21頁）

テーマコート゛（参考）
(2017.01) 5L096
(2017.01)

【Ｆターム】5L096 CA02
FA81
KA17

CA04
JA05

DA02
JA11

（Ｐ２０１９−２１１９４９Ａ）

ＦＩ
G06T
G06T

(43)公開日

令和1年(2019)12月12日

(21)特願2018‑106820
7/70
7/00

A
640

(22)平成30年(2018)6月4日

FA60
JA28

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 ▲高▼玉 圭樹（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】点群マッチング装置、点群マッチング方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】撮影画像とマップとの比較で、誤検出なく自己
位置を短時間で高精度に推定できるようにする。
【解決手段】画像より得た点群から所定の条件を満たす
複数の点を頂点とした第１の多角形を取得する。そして
、予め用意されたマップ内の点群から、画像から得た第
１の多角形と相似な第２の多角形を探索する。そして、
画像から得た第１の多角形と、マップから探索した第２
の多角形とのそれぞれについて、多角形の周囲に存在す
る点である少なくとも１つの外点と多角形のそれぞれの
辺に対応する複数のベクトルとの関係から、マッチング
している多角形を探し、第２の多角形のマップ内の座標
位置に基づいて、画像の座標位置を確定する。
【選択図】図２

【技術分野】

補選定部と、

【０００１】

前記多角形形成部で得た第１の多角形と、前記候補選定

本発明は、撮影した画像から得た点群とマップ上の点群

部で得たマップ内の第２の多角形とのそれぞれについて

とのマッチング処理を行って、座標位置を求める点群マ

、多角形の周囲に存在する点である少なくとも１つの外

ッチング装置、点群マッチング方法及びプログラムに関

点と多角形のそれぞれの辺に対応する複数のベクトルと

する。

の関係から、マッチングしている多角形を探すマッチン
グ処理部と、

【特許請求の範囲】

前記マッチング処理部で得られた第２の多角形のマップ

【請求項１】

内の座標位置に基づいて、前記画像の座標位置を確定し

探索対象となる画像から得た点群から所定の条件を満た

て出力する出力部と、を備える

す複数の点を頂点とした第１の多角形を形成する多角形

点群マッチング装置。

形成部と、

【請求項２】

予め用意されたマップ内の点群から、前記多角形形成部

探索対象となる画像から得た点群から所定の条件を満た

で得た第１の多角形と相似な第２の多角形を探索する候

す複数の点を頂点とした第１の多角形を取得する多角形
［続きあり］
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特開2019‑213857

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B 5/0488
A61B 5/0408

請求項の数15

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C127
(2006.01)

【Ｆターム】4C127 AA04

(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ

（Ｐ２０１９−２１３８５７Ａ）

（全16頁）
ＦＩ
A61B
A61B

(43)公開日

令和1年(2019)12月19日

(21)特願2019‑105592
5/04
5/04

330
300 W

(22)令和1年(2019)6月5日
優(31)特願2018‑108861
先(32)平成30年(2018)6月6日
権(33)日本国(JP)

LL22

国立大学法人電気通信大学
横井 浩史（外5名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】筋電センサ及び電極部材
(57)【要約】
【課題】非襲撃かつ安定的に筋電位信号を計測すること
のできる電極材料と、これを用いた筋電センサを提供す
る。
【解決手段】筋電センサは、第１の配合量のナノカーボ
ン材料を含む第１の高分子材料層と前記第１の配合量よ
りも少ない第２の配合量のナノカーボン材料を含む第２
の高分子材料層とが積層された電極部材と、少なくとも
一部が前記第１の高分子材料層と接触する金属配線と、
を有する。
【選択図】図１

【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

前記第２の高分子材料層は、被計測者の皮膚との接触層

本発明は、高分子素材を用いた電極部材とこれを用いた

であることを特徴とする請求項１に記載の筋電センサ。

筋電センサに関する。

【請求項３】
前記電極部材は、前記第２の配合量の関数として前記皮

【特許請求の範囲】

膚との間のキャパシタンスにおいて２つのピークを有す

【請求項１】

ることを特徴とする請求項２に記載の筋電センサ。

第１の配合量のナノカーボン材料を含む第１の高分子材

【請求項４】

料層と、前記第１の配合量よりも少ない第２の配合量の

前記金属配線は、前記第２の高分子材料層と接していな

ナノカーボン材料を含む第２の高分子材料層とが積層さ

いことを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載

れた電極部材と、

の筋電センサ。

少なくとも一部が前記第１の高分子材料層と接触する金

【請求項５】

属配線と、

前記金属配線が前記第２の高分子材料層と接する場合、

を有することを特徴とする筋電センサ。

前記第１の高分子材料層と前記第２の高分子材料層の間
［続きあり］

233

特開2020‑3608

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 5/20
H01L 33/50
B82Y 20/00
B82Y 40/00

請求項の数12

ＯＬ

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 2H148
(2010.01) 5F142
(2011.01)
(2011.01)

【Ｆターム】2H148 AA01
5F142 CB23
DA73

AA07
DA14
GA02

AA09
DA23

（全16頁）
ＦＩ
G02B
H01L
B82Y
B82Y

（Ｐ２０２０−３６０８Ａ）
(43)公開日

令和2年(2020)1月9日

(21)特願2018‑122024
5/20
33/50
20/00
40/00

(22)平成30年(2018)6月27日

AA18
DA36

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 山口 浩一（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】量子ドットシート、これを用いた光電子デバイス、及び量子ドットシートの作製方法
(57)【要約】
【課題】量子ドットを形成する基板材料の多様化を可能
にし、かつ特性と構造の安定した量子ドットシートを提
供する。
【解決手段】
基板上の無機誘電体薄膜の上に分子線堆積法により量
子ドットを形成し、前記量子ドットを第２の無機誘電体
薄膜で被覆して量子ドット層を含む積層体を形成し、前
記積層体を前記基板から分離することで量子ドットシー
トを作製する。基板として層状物質の基板を用いる場合
は、劈開によって前記積層体を前記基板から分離しても
よい。
【選択図】図２

【技術分野】

ドットシート。

【０００１】

【請求項３】

本発明は、量子ドットシート、これを用いた光電子デバ

前記支持薄膜は層状物質の薄膜であり、前記量子ドット

イス、及び量子ドットシートの作製方法に関する。

の分布面と略平行な劈開面を有することを特徴とする請
求項２に記載の量子ドットシート。

【特許請求の範囲】

【請求項４】

【請求項１】

前記支持薄膜はグラファイト層であることを特徴とする

無機誘電体層と、

請求項２または３に記載の量子ドットシート。

前記無機誘電体層の内部の所定の面内に分布する量子ド

【請求項５】

ットと、

前記支持薄膜は、前記無機誘電体層に張り合わせられた

を有する量子ドットシート。

樹脂フィルムであることを特徴とする請求項２に記載の

【請求項２】

量子ドットシート。

前記無機誘電体層の一方の面に配置される支持薄膜、

【請求項６】

をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の量子

前記量子ドットは、前記無機誘電体層の第１の領域に形
［続きあり］
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特開2020‑6074

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

有

請求項の数11

(51)Int.Cl.
A61B 5/16
A61B 5/11

ＯＬ

（全22頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C038
(2006.01)

【Ｆターム】4C038 PP03
VB29

PS07
VB31

VA04
VC20

（Ｐ２０２０−６０７４Ａ）

ＦＩ
A61B
A61B

(43)公開日

令和2年(2020)1月16日

(21)特願2018‑132262
5/16
5/11

110
210

(22)平成30年(2018)7月12日

VA11

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 浅田 宏隆（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】心身的負担測定システム、心身的負担測定方法及びプログラム
(57)【要約】
【課題】より簡易な構成により、被験者の重心動揺計測
結果から被験者の心身的負担を測定する。
【解決手段】本発明の一態様の心身的負担測定システム
は、仰臥位又は座位の状態にある被験者の重心位置を計
測可能に配置されて、被験者の重心位置の時系列データ
を出力する重心動揺計測装置と、被験者の重心位置の時
系列データから被験者の重心動揺に応じた評価指標の値
を算出する重心位置処理部と、評価指標の値の時間変化
に基づいて、被験者の心身的負担を測定する負担測定処
理部と、測定の結果を出力する出力処理部と、を備える
。
【選択図】図３

【技術分野】

前記重心位置処理部で算出された前記評価指標の値の時

【０００１】

間変化に基づいて、前記被験者の心身的負担を測定する

本発明は、仰臥位又は座位の状態にある被験者の心身的

負担測定処理部と、

負担を測定する心身的負担測定システム、心身的負担測

前記負担測定処理部による測定の結果を出力する出力処

定方法及びプログラムに関する。

理部と、を備える
心身的負担測定システム。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記重心位置処理部は、前記被験者の重心動揺に応じた

仰臥位又は座位の状態にある被験者の重心位置を計測可

評価指標として、前記被験者の重心位置の時系列データ

能に配置されて、前記被験者の重心位置の時系列データ

から所定時間長ごとに前記重心の軌跡の外周面積を算出

を出力する重心動揺計測装置と、

する

前記重心動揺計測装置が出力する前記被験者の重心位置

請求項１に記載の心身的負担測定システム。

の時系列データから、前記被験者の重心動揺に応じた評

【請求項３】

価指標の値を算出する重心位置処理部と、

前記重心位置処理部は、前記被験者の重心動揺に応じた
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
H01Q 7/00
H01Q 19/10

請求項の数4

ＯＬ

（全11頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5J020
(2006.01)

【Ｆターム】5J020 AA03

BA06

BC10

ＦＩ
H01Q
H01Q

特開2020‑36067
（Ｐ２０２０−３６０６７Ａ）
(43)公開日

令和2年(2020)3月5日

(21)特願2018‑158123
7/00
19/10

(22)平成30年(2018)8月27日

DA09

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 大塚 啓人（外3名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】ループアンテナの給電装置
(57)【要約】
【課題】アンテナ導体上の電流分布に影響を与えない給
電回路を提供する。
【解決手段】無線通信周波数から決まる波長の約整数倍
の周囲長を有する円形ループアンテナが複数同心円状に
配置されてなる送信および受信アンテナ１００、２００
を備えた無線通信装置であって、各円形ループアンテナ
の給電部を、このループアンテナ１００に対して垂直に
設置することで、互いの導体が直交するようにし、互い
が互いに誘起電流を生じないようにする。
【選択図】図１

【技術分野】

。

【０００１】

【請求項２】

本発明は、アンテナへの給電装置に関し、特にループア

前記給電装置は、前記ループアンテナの一端に接続され

ンテナへの給電装置に関する。

る第１の給電装置と、当該ループアンテナの他端に接続
される第２の給電装置とで構成されていることを特徴と

【特許請求の範囲】

する請求項１記載のループアンテナの給電装置。

【請求項１】

【請求項３】

無線通信周波数から決まる波長の約整数倍の周囲長を有

前記第１および第２の給電装置の間には誘電体が設けら

する円形ループアンテナが、波長毎に複数、同一平面上

れていることを特徴とする請求項２に記載のループアン

、且つ、同心円状となるように構成されるループアンテ

テナの給電装置。

ナであって、

【請求項４】

前記各円形ループアンテナに接続される給電装置は、当

前記ループアンテナの背面には反射板が設けられている

該円形ループアンテナが構成される平面に対して垂直に

ことを特徴とする請求項１に記載のループアンテナの給

配置されることを特徴とするループアンテナの給電装置

電装置。
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特開2020‑38656

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G05B 13/02

請求項の数7

ＯＬ

（Ｐ２０２０−３８６５６Ａ）

（全23頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 5H004

ＦＩ
G05B

(43)公開日

令和2年(2020)3月12日

(21)特願2019‑159613
13/02

A
(22)令和1年(2019)9月2日
優(31)特願2018‑165184
先(32)平成30年(2018)9月4日
権(33)日本国(JP)

【Ｆターム】5H004 GA30
KB02
KB09
(71)出願人
(72)発明者

GB15
KB04
KC48

HA07
KB06
KC50

HB07
KB08

国立大学法人電気通信大学
池崎 太一（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】制御器更新装置及び制御器更新プログラム
(57)【要約】

（修正有）

【課題】閉ループ系に含まれる初期状態の初期制御器を
簡易な手法により更新後制御器に更新する。
【解決手段】制御器更新装置１０は、初期応答取得部１
１、推定応答算出部１２、制御器更新部１３を備える。
初期応答取得部１１は、制御対象１０１及び初期制御器
を含む初期閉ループ系の応答を初期応答として取得する
。推定応答算出部１２は、初期制御器の伝達関数と、更
新後制御器の伝達関数と、制御対象及び更新後制御器を
含む更新後閉ループ系の目標伝達関数を含むフィルタと
して、初期応答から推定応答を算出する。制御器更新部
１３は、推定応答算出部１２で算出された推定応答と、
更新後閉ループ系の目標応答との差を示す評価関数に基
づいて、初期制御器を更新後制御器に更新する。
【選択図】図１

【技術分野】

前記推定応答算出部で算出される前記推定応答と、前記

【０００１】

更新後閉ループ系の目標応答との差を示す評価関数に基

本発明は、制御器更新装置及び制御器更新プログラムに

づいて、前記初期制御器を前記更新後制御器に更新する

関する。

制御器更新部と、
を備える制御器更新装置。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記推定応答算出部で算出される前記推定応答と、前記

制御対象及び初期制御器を含む初期閉ループ系の応答を

更新後閉ループ系の目標応答との差を示す評価関数は、

初期応答として取得する初期応答取得部と、

式（１）又は式（２）で表される

前記初期制御器の伝達関数と、更新後制御器の伝達関数

請求項１に記載の制御器更新装置。

と、更新後閉ループ系の目標伝達関数を含むフィルタを
、前記初期応答取得部で取得される前記初期応答に適用
することにより得られる応答を推定応答として算出する
推定応答算出部と、
［続きあり］
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特開2020‑39855

公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B

5/0456
5/0452
5/02
5/113
5/11

請求項の数6

ＯＬ

（全16頁）

テーマコート゛（参考）
(2006.01) 4C017
(2006.01) 4C038
(2006.01) 4C127
(2006.01)
(2006.01)

【Ｆターム】4C017 AA09
BC01
4C038 VA04

AA12
BC17
VB01

AB03
FF05
VB33

（Ｐ２０２０−３９８５５Ａ）

ＦＩ
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B

(43)公開日

令和2年(2020)3月19日

(21)特願2019‑91106
5/04
5/04
5/02
5/02
5/113

312
312
310
310

R
C
A
Z

(22)令和1年(2019)5月14日
優(31)特願2018‑168053
先(32)平成30年(2018)9月7日
権(33)日本国(JP)

AC26
VC20
［続きあり］

(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
孫 光鎬（外2名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】生体信号成分検出装置、生体信号成分検出方法および記録媒体
(57)【要約】
【課題】心拍成分の検出を精度良く安定的に行えるよう
にする。
【解決手段】生体信号を取得する生体信号取得部４２１
と、生体信号取得部が取得した生体信号の波形から、そ
の波形に周期的に含まれる特定の波形成分を抽出するた
めの波群の幅および形状を取得する波群取得部４２３と
、波群取得部で得た波群の範囲を、生体信号から検出す
る範囲検出部４２４と、範囲検出部が検出した波群の特
定位置の最大値を特定の波形成分として検出するピーク
検出部４２６とを備える。ピーク検出部４２６は、心電
図波形のＲ波やＴ波などを検出する。
【選択図】図１

【技術分野】

前記波群取得部で得た波群の範囲を、前記生体信号から

【０００１】

検出する範囲検出部と、

本発明は、生体信号から特定の信号成分を検出する生体

前記範囲検出部が検出した波群の特定位置の最大値を前

信号成分検出装置、生体信号成分検出方法および記録媒

記特定の波形成分として検出するピーク検出部と、

体に関し、特に心電図計や脈波センサなどから得た心拍

を備えることを特徴とする

に伴って検出される生体信号から、特定の成分を検出す

生体信号成分検出装置。

る技術に関する。

【請求項２】
前記生体信号取得部が取得する生体信号は、心電波形の

【特許請求の範囲】

生体信号であり、

【請求項１】

前記波群取得部が取得する波群は、前記生体信号の積分

生体信号を取得する生体信号取得部と、

により得られる台形形状の波群であり、

前記生体信号取得部が取得した生体信号の波形から、そ

前記ピーク検出部が検出する波群の特定位置の最大値は

の波形に周期的に含まれる特定の波形成分を抽出するた

、前記台形の波群の前半の最大値と、前記台形の波群の

めの波群の幅および形状を取得する波群取得部と、

前半の最大値であり、
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求
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(51)Int.Cl.
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(43)公開日
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 阿部 香澄（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】コミュニケーション支援システム、ロボット、動画処理装置および動画処理プログラム
(57)【要約】

（修正有）

【課題】異なる空間に位置する子供と遠隔者とのコミュ
ニケーションを支援する、コミュニケーション支援シス
テム、ロボット、動画処理装置および動画処理プログラ
ムを提供する。
【解決手段】コミュニケーション支援システム５におい
て、ロボット１は、空間を撮影したロボット側動画デー
タを出力するカメラと、遠隔者端末３から受信した遠隔
者側動画データを表示するロボット側表示装置と、カメ
ラおよびロボット側表示装置を周方向に回転する回転装
置を備える。遠隔者端末３は、遠隔者を撮影した遠隔者
側動画データをロボット１に送信する遠隔者側動画送信
部と、ロボット側動画データに対応し、左右端に、子供
の存在が確認できる程度にぼかされたぼかし領域を有す
る表示動画データを表示する遠隔者側表示装置と、ロボ
ット１に、カメラおよびロボット側表示装置を周方向に
回転する指示を入力する動作指示部とを備える。
【選択図】図１

【技術分野】

前記ロボットは、

【０００１】

前記空間を撮影したロボット側動画データを出力するカ

本発明は、空間を撮影するとともに遠隔者を表示するロ

メラと、

ボットと、遠隔者が利用する遠隔者端末を備え、空間に

前記遠隔者端末から受信した遠隔者側動画データを表示

存在する子供と遠隔者とのコミュニケーションを支援す

するロボット側表示装置と、

るコミュニケーション支援システム、ロボット、動画処

前記カメラおよび前記ロボット側表示装置を周方向に回

理装置および動画処理プログラムに関する。

転する回転装置を備え、
前記遠隔者端末は、

【特許請求の範囲】

前記遠隔者を撮影した前記遠隔者側動画データを前記ロ

【請求項１】

ボットに送信する遠隔者側動画送信部と、

空間を撮影するとともに遠隔者を表示するロボットと、

前記ロボット側動画データに対応し、左右端に、前記子

前記遠隔者が利用する遠隔者端末を備え、前記空間に存

供の存在が確認できる程度にぼかされたぼかし領域を有

在する子供と前記遠隔者とのコミュニケーションを支援

する表示動画データを表示する遠隔者側表示装置と、

するコミュニケーション支援システムであって、

前記ロボットに、前記カメラおよび前記ロボット側表示
［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

請求項の数9

(51)Int.Cl.
G06F 16/35
G06N 3/08

(2019.01)
(2006.01)

(71)出願人
(72)発明者

ＯＬ
テーマコート゛（参考）

（全18頁）
ＦＩ
G06F
G06N

特開2020‑53015
（Ｐ２０２０−５３０１５Ａ）
(43)公開日

令和2年(2020)4月2日

(21)特願2019‑126817
16/35
3/08

国立大学法人電気通信大学
稲葉 通将

(22)令和1年(2019)7月8日
優(31)特願2018‑174398
先(32)平成30年(2018)9月19日
権(33)日本国(JP)

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】興味推定方法、興味推定装置および興味推定プログラム
(57)【要約】
【課題】雑談対話時のユーザの発話からユーザの興味の
あるトピックを高精度に推定する。
【解決手段】話者が発話した発話文に含まれる単語の系
列から得られた単語ベクトル系列から隠れ状態ベクトル
系列を作成する。そして、隠れ状態ベクトル系列から発
話ベクトルを作成し、この発話ベクトルから興味トピッ
クに関するコンテントベクトルを作成する。それにより
、コンテントベクトルから興味トピックに対する発話者
の興味値を求める。
【選択図】

図１

【技術分野】

と、

【０００１】

前記隠れ状態ベクトル系列から発話ベクトルを作成する

本発明は、興味推定方法、興味推定装置および興味推定

ステップと、

プログラムに関し、より詳細には、雑談対話時のユーザ

前記発話ベクトルから興味トピックに関するコンテント

の発話からユーザの興味のあるトピックを高精度に推定

ベクトルを作成するステップと、

する方法、装置およびそれを実現するためのコンピュー

前記コンテントベクトルから前記興味トピックに対する

タプログラムに関する。

発話者の興味度を求めるステップを含む
興味推定方法。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

前記事前学習は、ニューラルネットワークから構成され

入力された文がどのようなトピックに属するかを事前に

る単語系列エンコーダを用いて行われる、

推定するための事前学習を行うステップと、

請求項１に記載の興味推定方法。

話者の発話に含まれる単語の系列から得られた単語ベク

【請求項３】

トル系列から隠れ状態ベクトル系列を作成するステップ

文のトピック別分類を予め学習する前記事前学習におい
［続きあり］

240
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公開特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
G02B 30/00
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(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 小泉 直也（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】空中像形成装置
(57)【要約】
【課題】設置場所の自由度が高く、観察者側から表示部
の表示内容が直接視認されない空中像形成装置を提供す
る。
【解決手段】本発明の空中像形成装置１１は、床面１０
１に立てられて光７１を出射する表示部２０と、表示部
から照射される光７１をＺ方向の奥側に向けて光７２と
して反射させる反射部５０と、光７１を遮蔽し且つ光７
２を透過させる遮光部３０と、光７２を所定の方向に透
過及び結像させる透光結像部４０と、を備え、表示部２
０と反射部５０と遮光部３０と透光結像部４０は、床面
１０１に対して同じ側に設けられている。
【選択図】図１

【技術分野】

させる遮光部と、

【０００１】

前記進行方向において前記第１反射部より奥側の前記基

本発明は、空中像形成装置に関する。

準面に立てられ、前記第２光を所定の方向に透過及び結
像させる透光結像部と、

【特許請求の範囲】

を備え、

【請求項１】

前記表示部と前記第１反射部と前記遮光部と前記透光結

基準面に立てられた表示面を有し、第１光を出射する表

像部は、前記基準面に対して同じ側に設けられている空

示部と、

中像形成装置。

前記第１光の進行方向において前記表示部より奥側の前

【請求項２】

記基準面に沿って設けられ、前記表示部から照射される

前記第１光の偏光方向は、前記進行方向の手前側から奥

前記第１光を前記進行方向の奥側に向けて第２光として

側に向かって見たときに前記基準面を中心として非対称

反射させる第１反射面を有する第１反射部と、

な第１の向きになっており、

前記進行方向において前記表示部より奥側の前記基準面

前記第２光の偏光方向は、前記進行方向の手前側から奥

に設けられ、前記第１光を遮蔽し且つ前記第２光を透過

側に向かって見たときに前記第１の向きとは異なる第２
［続きあり］
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(54)【発明の名称】ヒートパイプおよびヒートパイプ製造方法
(57)【要約】
【課題】小型で熱輸送性能に優れたヒートパイプおよび
ヒートパイプ製造方法を提供することを課題とする。
【解決手段】ヒートパイプＨＰは、作動流体が封入され
たコンテナＣと、コンテナＣの内壁面側に設けられ、作
動流体の液体流路を形成するウィックとを備える。ウィ
ックは、液体流路を形成するためのナノ粒子層ＮＬで形
成されている。
【選択図】図１

【技術分野】

前記ナノ粒子層は、前記コンテナの内壁面に付着してい

【０００１】

ることを特徴とする請求項１に記載のヒートパイプ。

本発明は、作動流体が封入されたヒートパイプおよびヒ

【請求項３】

ートパイプ製造方法に関する。

前記ナノ粒子層を表面に有するナノ粒子層付きメッシュ
を前記コンテナの内壁面側に備えることを特徴とする請

【特許請求の範囲】

求項１に記載のヒートパイプ。

【請求項１】

【請求項４】

作動流体が封入されたコンテナと、

前記作動流体が純水であることを特徴とする請求項１〜

前記コンテナの内壁面側に設けられ、前記作動流体の液

３の何れか１項に記載のヒートパイプ。

体流路を形成するウィックと

【請求項５】

を備え、

前記コンテナが銅製であることを特徴とする請求項１〜

前記ウィックは、前記液体流路を形成するためのナノ粒

４の何れか１項に記載のヒートパイプ。

子層で形成されていることを特徴とするヒートパイプ。

【請求項６】

【請求項２】

請求項２に記載のヒートパイプを製造するヒートパイプ
［続きあり］
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(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
桂川 眞幸

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】波長変換デバイス、及びこれを用いたレーザ装置
(57)【要約】
【課題】簡単な構成で、非線形光学作用に関与する電磁
場の相対位相関係を制御して、高効率の波長変換を実現
する。
【解決手段】波長変換デバイスは、２以上に分割された
固体の非線形光学媒質と、前記非線形光学媒質の間に介
在する分散媒質とを有し、前記非線形光学媒質のそれぞ
れの長さは、非線形光学現象が進行する過程で所望の結
果を得るために位相操作が必要となる相互作用長に設計
されており、前記分散媒質の光軸方向の光学長は、前記
非線形光学媒質に入射する１以上の周波数成分と前記非
線形光学媒質の中で生成される新たな周波数成分との間
の相対位相関係が所望の関係となるように可変に調整さ
れている。
【選択図】図１Ａ

【技術分野】

質に入射する１以上の周波数成分と前記非線形光学媒質

【０００１】

の中で生成される新たな周波数成分との間の相対位相関

本発明は、波長変換デバイスと、これを用いたレーザ装

係が所望の関係となるように可変に調整されていること

置に関する。

を特徴とする波長変換デバイス。
【請求項２】

【特許請求の範囲】

前記分散媒質は空気であり、

【請求項１】

前記分散媒質の光軸方向の光学長は、前記非線形光学媒

２以上に分割された固体の非線形光学媒質と、

質の位置制御によって設定されていることを特徴とする

前記非線形光学媒質の間に介在する分散媒質と、

請求項１に記載の波長変換デバイス。

を有し、

【請求項３】

前記非線形光学媒質のそれぞれの長さは、非線形光学現

前記波長変換デバイスを収容する容器、

象が進行する過程で所望の結果を得るために位相操作が

をさらに有し、

必要となる相互作用長に設計されており、

前記分散媒質は気体または液体であり、

前記分散媒質の光軸方向の光学長は、前記非線形光学媒

前記容器の内部で前記非線形光学媒質の間隔が所定の間
［続きあり］
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(71)出願人
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(54)【発明の名称】ワイヤ駆動装置
(57)【要約】
【課題】巻き上げドラム直径の増大に伴う牽引力を減少
による駆動エネルギーのロスを低減するワイヤ駆動装置
を提供する。
【解決手段】駆動する箇所の一端に取り付けられた牽引
ワイヤを巻き取るプーリと、当該プーリに巻き取られた
ワイヤの一部を一定の圧力で押さえつける牽引ワイヤの
直径を考慮して配置された溝構造を有したプレスドラム
と、当該プーリを駆動するＤＣモータ部を備えた、滑り
の瞬間におけるワイヤの最大引張力を導入したワイヤ駆
動装置を提供する。
【選択図】図1

【技術分野】

第１回転軸周りに回転可能に設けられたプーリと、

【０００１】

前記第１回転軸の軸方向に並んで前記プーリに複数回巻

本発明は、物体を牽引するための動力源となるワイヤ駆

き付けられた巻回部を有し、被牽引物を牽引するワイヤ

動装置に関する。

と、
前記プーリを回転させるモータと、

【特許請求の範囲】

前記巻回部のうち少なくとも前記軸方向両端に配置され

【請求項１】

る一対の巻回端部を、前記プーリに対して押さえ付ける

駆動する箇所の一端に取り付けられたワイヤを巻き取る

押圧部と、

プーリと、

前記巻回部のうち少なくとも前記巻回端部の前記軸方向

当該プーリに巻き取られたワイヤの一部を一定の圧力で

への移動を規制する、少なくとも１個の規制部と、を備

押さえ付ける溝構造を有したプレスドラムと、

えることを特徴とするワイヤ駆動装置。

当該プーリを駆動するＤＣモータ部を備えることを特徴

【請求項３】

とするワイヤ駆動装置。

前記押圧部は、前記規制部のうち第１規制部を有するこ

【請求項２】

とを特徴とする請求項２に記載のワイヤ駆動装置。
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（全11頁）
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G01L

(43)公開日

令和2年(2020)6月18日

(21)特願2018‑233860
1/24

Z
(22)平成30年(2018)12月13日

(71)出願人 国立大学法人電気通信大学
(72)発明者 古川 怜

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】応力センサ
(57)【要約】
【課題】大掛かりな敷設が不要な応力センサを提供する
こと。
【解決手段】本応力センサは、発生した応力を光の波長
変化に変換する応力センサであって、可撓性を有する基
材と、前記基材に添加された、所定波長の光を励起光と
して可視光波長域の光を発する蛍光体と、を有し、前記
蛍光体は、前記基材が伸縮していない状態で濃度消光が
起きる密度で前記基材に添加されている。
【選択図】図１

【技術分野】

【請求項２】

【０００１】

発生した応力を光の波長変化に変換する応力センサであ

本発明は、応力センサに関する。

って、
可撓性を有する基材と、

【特許請求の範囲】

前記基材に添加された、所定波長の光を励起光として可

【請求項１】

視光波長域にある第１波長の光を発する第１蛍光体と、

発生した応力を光の波長変化に変換する応力センサであ

前記基材に添加された、前記第１波長の光を励起光とし

って、

て可視光波長域にある第２波長の光を発する第２蛍光体

可撓性を有する基材と、

と、を有し、

前記基材に添加された、所定波長の光を励起光として可

前記第１蛍光体及び第２蛍光体は、前記基材が伸縮して

視光波長域の光を発する蛍光体と、を有し、

いない状態で蛍光共鳴エネルギー移動が起きない密度で

前記蛍光体は、前記基材が伸縮していない状態で濃度消

前記基材に添加されている応力センサ。

光が起きる密度で前記基材に添加されている応力センサ

【請求項３】

。

請求項１に記載の応力センサの上に、請求項２に記載の
［続きあり］
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先(32)平成27年(2015)2月9日
権(33)日本国(JP)
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(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
山尾 泰（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】無線通信装置および動作方法
(57)【要約】
本開示は、低コスト化および小型化を図ることができ
るようにする無線通信装置および動作方法に関する。
所定数の入力信号それぞれに対して、後段の非線形回路
における歪を補償する歪補償処理が施された所定数の歪
補償信号がそれぞれ異なる周波数にアップコンバートさ
れて合成された後に増幅されて出力される出力信号に基
づいて、入力信号に対して施す歪補正処理の調整を行う
調整部が、フィードバック部において出力信号に対する
ダウンコンバートが行われるのに伴って信号スペクトル
が反転されるフィードバック信号の周波数成分について
、その周波数成分に対応する入力信号との信号スペクト
ルの比較を行う際に、フィードバック信号および入力信
号のいずれか一方の信号スペクトルを反転する処理を行
う。本技術は、例えば、歪補償処理を備えた無線通信装
置に適用できる。

【技術分野】

出力される出力信号をフィードバック信号として、前記

【０００１】

歪補償処理部が前記入力信号に対して施す歪補正処理の

本開示は、無線通信装置および動作方法に関し、特に、

調整を行う調整部と、

低コスト化および小型化を図ることができるようにした

前記所定数の異なる周波数成分からなる前記出力信号を

無線通信装置および動作方法に関する。

、前記所定数より少ない数の中間周波数にダウンコンバ
ートして、前記調整部にフィードバックするフィードバ

【特許請求の範囲】

ック部と

【請求項１】

を備え、

所定数の入力信号それぞれに対して、後段の非線形回路

前記所定個数の歪補償処理部の各々には、各自が歪補償

における歪を補償する歪補償処理を施す所定個数の歪補

処理を施す対象とする前記入力信号とともに、その入力

償処理部と、

信号以外の全ての前記入力信号が入力され、

前記歪補償処理部において前記入力信号に歪補償処理が

前記歪補償処理部から出力される前記歪補償信号は、前

施された前記所定数の歪補償信号がそれぞれ異なる周波

記調整部に入力され、

数にアップコンバートされて合成された後に増幅されて

前記調整部は、前記フィードバック部において前記出力
［続きあり］
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国立大学法人電気通信大学
坂本 真樹（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】音象徴語・物理特徴情報提供装置、音象徴語・物理特徴情報提供方法および音象徴語・物理特徴情*
(57)【要約】
音象徴語と物理特徴を定量的に対応付けて情報を提供で
きるようにする。音象徴語を入力する入力部と、前記音
象徴語に含まれる音韻の要素を解析する形態解析部と、
前記音象徴語の音韻の要素に対し、音韻の要素と物理特
徴値との相関を規定した音韻物理特徴データベースに基
づいて、前記音象徴語に対応する物理特徴値を推定する
物理特徴推定部と、推定された物理特徴値を提示する提
示部とを備える。

【技術分野】

り入力された音象徴語に対応する物理特徴値を推定する

【０００１】

物理特徴推定部と、

本発明は、言語表現の解析技術に関する。

推定された物理特徴値を提示する提示部と
を備えたことを特徴とする音象徴語・物理特徴情報提供

【特許請求の範囲】

装置。

【請求項１】

【請求項２】

各物体の成分の分量を示す物理特徴値と、前記各物体に

各物体の成分の分量を示す物理特徴値と、前記各物体に

対してイメージされた音象徴語に含まれる音韻の要素と

対してイメージされた音象徴語に含まれる音韻の要素と

の相関を記憶する音韻物理特徴データベースと、

の相関を記憶する音韻物理特徴データベースと、

音象徴語を入力する入力部と、

物理特徴値を入力する入力部と、

前記入力部により入力された音象徴語に含まれる音韻の

初期の音象徴語を生成する生成部と、

要素を解析する形態解析部と、

前記生成部により生成された音象徴語に含まれる音韻の

前記形態解析部により解析された音韻の要素と、前記音

要素を解析する形態解析部と、

韻物理特徴データベースとに基づいて、前記入力部によ

前記形態解析部により解析された音韻の要素と、前記音
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(54)【発明の名称】特徴量変換モジュール、パターン識別装置、パターン識別方法、およびプログラム
(57)【要約】
本発明を適用した特徴量変換モジュール（特徴量変換
手段）（５００）は、学習データ入力部（５１０）と、
光演算制約条件を満たす第二の次元数を有する重みとバ
イアスとを因子にもつ式からなる関数より構成された学
習モデルに、前記学習データ入力部に入力された学習デ
ータを入力し、前記第二の次元数を有する中間層を設定
する中間層設定部（５２０）と、出力算出部（５３０）
と、誤差算出部（５４０）と、判定部（５５０）と、重
みバイアス変更部（５６０）と、学習モデル出力部（５
７０）と、制御部（５８０）と、を備えている。

【技術分野】

任意の第一の次元数および任意の特徴量を有する学習デ

【０００１】

ータが入力される学習データ入力部と、

本発明は、任意の多次元ベクトルの特徴量変換モジュー

所定の光演算制約条件を満たす第二の次元数を有する重

ル、前述の多次元ベクトルに関するパターン識別学習装

みとバイアスとを因子にもつ式からなる関数より構成さ

置、パターン識別装置、光演算用データ生成装置、光記

れた学習モデルに、前記学習データ入力部に入力された

憶装置、パターン識別学習処理方法とパターン識別処理

前記学習データを入力し、前記第二の次元数を有する中

方法、光演算用データ生成方法およびパターン識別学習

間層を設定する中間層設定部と、

プログラム、並びにそれらを記録した記憶装置に関する

前記中間層設定部で設定された前記中間層から前記第一

ものである。

の次元数を有する出力層を計算し、前記ニューラルネッ
トワークの出力を算出する出力算出部と、

【特許請求の範囲】

前記出力算出部によって算出された前記ニューラルネッ

【請求項１】

トワークの出力と前記学習データとの誤差を算出する誤

ニューラルネットワークにおける学習によって学習デー

差算出部と、

タの特徴量を変換する特徴量変換モジュールであって、

前記誤差算出部によって算出された前記誤差が所定の条
［続きあり］

251

再公表特許ＪＰ抄録
審査請求

未請求

(51)Int.Cl.
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(54)【発明の名称】声質変換装置、声質変換方法およびプログラム
(57)【要約】
予め入力話者を特定しなくとも目標話者の声質へ声質
変換を可能とする声質変換装置を提供するため、音声に
基づく音声情報、音声情報に対応する話者情報および音
声中の音韻を表す音韻情報のそれぞれを変数とすること
で、音声情報、話者情報および音韻情報のそれぞれの間
の結合エネルギーの関係性をパラメータによって表す確
率モデルを用意し、音声情報およびその音声情報に対応
する話者情報を確率モデルに順次入力することで、パラ
メータを学習により決定するパラメータ学習ユニットを
備える。さらに、パラメータ学習ユニットにより決定さ
れたパラメータと目標話者の話者情報とに基づいて、入
力話者の音声に基づく音声情報の声質変換処理を行う声
質変換処理ユニットを備える。

【技術分野】

よび前記音声情報に対応する前記話者情報を前記確率モ

【０００１】

デルに順次入力することで、前記パラメータを学習によ

本発明は任意話者声質変換を可能とする声質変換装置、

り決定するパラメータ学習ユニットと、

声質変換方法およびプログラムに関する。

前記パラメータ学習ユニットにより決定された前記パラ
メータと前記目標話者の前記話者情報とに基づいて、目

【特許請求の範囲】

標話者の音韻情報を推定し、その推定した音韻情報を使

【請求項１】

って、前記入力話者の音声に基づく前記音声情報の声質

入力話者の音声を目標話者の音声に声質変換する声質変

変換処理を行う声質変換処理ユニットと、

換装置であって、

を備える声質変換装置。

音声に基づく音声情報、音声情報に対応する話者情報お

【請求項２】

よび音声中の音韻を表す音韻情報のそれぞれを変数とす

前記パラメータは、前記音声情報と前記音韻情報との関

ることで、前記音声情報、前記話者情報および前記音韻

係性の度合いを表すＭ、前記音韻情報と前記話者情報と

情報のそれぞれの間の結合エネルギーの関係性をパラメ

の関係性の度合いを表すＶ、前記話者情報と前記音声情

ータによって表す確率モデルを用意し、前記音声情報お

報との関係性の度合いを表すＵ、前記話者情報によって
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(54)【発明の名称】形状測定方法及び形状測定装置
(57)【要約】
本発明を適用した形状測定方法は、時間軸に対する所定
の周波数分布を有する光パルスが時系列に番号順に複数
配された光パルス列を被測定物体に照射する工程と、出
射された前記光パルスが前記被測定物体に作用した後の
複数の受光対象光パルス列同士の前記光パルスの前記番
号の対応関係と、前記光パルス内の前記周波数分布の対
応関係とによって前記被測定物体の光学的形状を測定す
る工程と、を備えている。

【技術分野】

を備え、

【０００１】

前記光パルス列を前記被測定物体に照射する工程におい

本発明は、形状測定方法及び形状測定装置に関する。

て、
前記光パルスは時系列に時間間隔を空けて番号順に複数

【特許請求の範囲】

配され、互いにコヒーレントであり、前記時系列で隣り

【請求項１】

合う前記光パルス同士の位相がずれている形状測定方法

時間軸に対する所定の周波数分布を有する光パルスが時

。

系列に番号順に複数配された光パルス列を被測定物体に

【請求項２】

照射する工程と、

前記光パルス列は光コムの離散的モード周波数の位相を

出射された前記光パルス列が前記被測定物体の互いに異

制御することによって得られる請求項１に記載の形状測

なる位置に作用した後の複数の受光対象光パルス列同士

定方法。

の前記光パルスの前記番号の対応関係と、前記光パルス

【請求項３】

内の前記周波数分布の対応関係とによって前記被測定物

前記複数の受光対象光パルス列同士の前記光パルスの前

体の光学的形状を測定する工程と、

記番号の対応関係は、前記受光対象光パルス列と所定の
［続きあり］
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(54)【発明の名称】無線通信装置及びアンテナ装置
(57)【要約】
無線通信装置として、送信アンテナと、送信アンテナ
から送信された無線信号を受信する受信アンテナとを有
する。送信アンテナ及び受信アンテナは、それぞれが無
線通信周波数から決まる波長の約整数倍の異なる周囲長
を持ち、同一の平面に同心円状に配置される複数の円形
ループアンテナと、複数の円形ループアンテナに個別に
接続される複数の給電部とを備える。そして、送信アン
テナの複数の円形ループアンテナの中心軸と、受信アン
テナの複数の円形ループアンテナの中心軸とを、ほぼ直
線状に配置し、送信側と受信側との同じ周囲長の円形ル
ープアンテナどうしで個別の無線信号を伝送できるよう
にした。

【技術分野】

異なる周囲長を持ち、同一の平面に同心円状に配置され

【０００１】

る複数の円形ループアンテナと、

本発明は、無線通信装置及びアンテナ装置に関し、特に

前記複数の円形ループアンテナに個別に接続される複数

同一周波数帯を使用して複数の系のデータを同時に無線

の給電部とを備え、

伝送可能な無線通信装置、及びその無線通信装置に使用

前記送信アンテナの複数の円形ループアンテナの中心軸

されるアンテナ装置に関する。

と、前記受信アンテナの複数の円形ループアンテナの中
心軸とを、ほぼ直線状に配置した

【特許請求の範囲】

無線通信装置。

【請求項１】

【請求項２】

送信アンテナと、前記送信アンテナから送信された無線

前記送信アンテナの前記複数の円形ループアンテナに、

信号を受信する受信アンテナとを有する無線通信装置で

それぞれ別の複数の送信部を接続すると共に、前記受信

あり、

アンテナの前記複数の円形ループアンテナに、それぞれ

前記送信アンテナ及び前記受信アンテナは、

別の複数の受信部を接続し、

それぞれが無線通信周波数から決まる波長の約整数倍の

前記複数の送信部のそれぞれから前記送信アンテナの前
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(54)【発明の名称】マニピュレータ
(57)【要約】
本発明のマニピュレータの一つの態様は、第１回転部
材と第３回転部材とを連結し、張力を介して、第１回転
部材の回転を第３回転部材に伝達する第１伝達部材と、
第２回転部材と第３回転部材とを連結し、張力を介して
、第２回転部材の回転を第３回転部材に伝達する第２伝
達部材と、を備え、第１伝達部材は、第１回転部材に第
１回転中心軸周り一方向きの回転トルクが加えられた際
に、第３回転部材に対して、第２回転中心軸周り一方向
きの回転トルクを伝達し、第２伝達部材は、第２回転部
材に第１回転中心軸周り一方向きの回転トルクが加えら
れた際に、第３回転部材に対して、第２回転中心軸周り
他方向きの回転トルクを伝達することを特徴とする。

【技術分野】

部材と、

【０００１】

前記第１回転部材を前記第１回転中心軸周りに回転させ

本発明は、マニピュレータに関する。

る第１駆動装置と、
前記第２回転部材を前記第１回転中心軸周りに回転させ

【特許請求の範囲】

る第２駆動装置と、

【請求項１】

前記第１回転部材と前記第３回転部材とを連結し、張力

第１部材と、

を介して、前記第１回転部材の回転を前記第３回転部材

前記１部材に対して、第１回転中心軸周りに回転可能に

に伝達する第１伝達部材と、

取り付けられた第２部材と、

前記第２回転部材と前記第３回転部材とを連結し、張力

前記第１部材と前記第２部材との両方に対して、前記第

を介して、前記第２回転部材の回転を前記第３回転部材

１回転中心軸周りに回転可能に取り付けられた第１回転

に伝達する第２伝達部材と、

部材および第２回転部材と、

を備え、

前記第１部材に対して、前記第１回転中心軸と異なる第

前記第１伝達部材は、前記第１回転部材に前記第１回転

２回転中心軸周りに回転可能に取り付けられた第３回転

中心軸周り一方向きの回転トルクが加えられた際に、前
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(54)【発明の名称】情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
(57)【要約】
本開示は、系列データを分節化して分節ごとに分類す
る処理における正確性を向上させることができるように
する情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関
する。
座標系変換部は、系列データの座標系を、トラジェクタ
の座標系またはランドマークの座標系に変換する。ＦＦ
ＢＳ実行部は、ＦＦＢＳ処理を実行することにより、ト
ラジェクタの座標系またはランドマークの座標系に変換
された系列データを分節化した複数の単位系列データ、
および、単位系列データを分類するクラスを特定する。
ＢＧＳ実行部は、ＢＧＳ処理を実行することにより、Ｆ
ＦＢＳ実行部が単位系列データおよびクラスを特定する
ときに利用するパラメータを調整する。本技術は、例え
ば、ロボットの動きを学習する学習装置に適用できる。

【技術分野】

数の単位系列データ、および、前記単位系列データを分

【０００１】

類するクラスを特定する特定部と、

本開示は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラ

前記特定部が前記単位系列データおよび前記クラスを特

ムに関し、特に、系列データを分節化して分節ごとに分

定するときに利用するパラメータを調整するパラメータ

類する処理における正確性の向上を図ることができるよ

調整部と

うにした情報処理装置、情報処理方法およびプログラム

を備える情報処理装置。

に関する。

【請求項２】
前記系列データは、

【特許請求の範囲】

第１の物体が第２の物体に対して関係性を有して移動し

【請求項１】

ていることを示すクラスに分類される前記単位系列デー

系列データの座標系を、第１の座標系または第２の座標

タと、

系に変換する座標系変換部と、

第１の物体が第２の物体に対して無関係に移動している

前記座標系変換部により前記第１の座標系または前記第

ことを示すクラスに分類される前記単位系列データと

２の座標系に変換された前記系列データを分節化した複

に分節化することができ、
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(54)【発明の名称】無線センサ装置及び無線センサシステム
(57)【要約】
直流電圧源と抵抗と蓄積容量とが接続された回路部と
、回路部により得られた電圧を検出する電圧検出回路と
、電圧検出回路が検出した電圧が閾値電圧に達すること
で、予め設定された識別信号を無線送信する無線送信回
路とを備える。そして、直流電圧源の電圧値と、抵抗の
抵抗値と、蓄積容量の容量値と、電圧検出回路が検出す
る閾値との少なくともいずれか１つの値が、検出した物
理量に相関して変化するセンサ素子を配置し、センサ素
子が検出した物理量に相関した間隔で、無線送信回路が
識別信号を無線送信するようにした。識別信号を受信し
た側では、識別信号の受信間隔から、物理量の値が判別
できるようになる。

【技術分野】

前記電圧検出回路が検出した電圧に基づいて予め設定さ

【０００１】

れた識別信号を無線送信する無線送信回路と、

本発明は、様々な物理量（温度，湿度，照度，水量，ペ

前記直流電圧源とは別に用意した可変電圧源の電圧値と

ーハーなど）を測定して送信する無線センサ装置、及び

、前記抵抗の抵抗値と、前記蓄積容量の容量値と、前記

その無線センサ装置を備えた無線センサシステムに関す

電圧検出回路が検出する閾値との少なくともいずれか１

る。

つの値が、検出した物理量に相関して変化するセンサ素
子とを備え、

【特許請求の範囲】

シュミットトリガー回路よりなる前記電圧検出回路は、

【請求項１】

前記回路部により得られた電圧が前記上限閾値電圧に達

安定した固定電圧を出力する直流電圧源と抵抗と蓄積容

したとき、検出信号を出力し、前記回路部により得られ

量とが接続された回路部と、

た電圧が前記下側閾値電圧に低下したとき、検出信号の

前記回路部により得られた電圧を検出する、上限閾値電

出力を停止し、

圧と下側閾値電圧が設定されたシュミットトリガー回路

前記無線送信回路は、前記検出信号が出力される間に、

よりなる電圧検出回路と、

前記識別信号を無線送信することで、前記センサ素子が
［続きあり］
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(54)【発明の名称】質感表現評価装置、質感表現評価方法、質感表現評価プログラムおよび質感表現回答シート
(57)【要約】
提示された素材または画像に対して対象者が想起した
質感表現を入力する入力部と、前記入力部により入力さ
れた質感表現から複数の形容詞評価尺度についての評価
値を取得する評価値取得部と、予め取得されて保持され
ている基準となる評価値と前記対象者の評価値とを比較
可能に表示する表示部とを備えたことを特徴とする質感
表現評価装置を提供する。

【技術分野】

と

【０００１】

を備え、前記対象者の認知機能の低下を判断するのに用

本発明は、質感表現評価装置、質感表現評価方法、質感

いられる質感表現評価装置。

表現評価プログラムおよび質感表現回答シートに関する

【請求項２】

。

前記表示部は、前記素材または前記画像毎に、複数の形
容詞評価尺度についての基準となる健常者の評価値と前

【特許請求の範囲】

記対象者の評価値とを表示する

【請求項１】

ことを特徴とする請求項１に記載の質感表現評価装置。

提示された素材または画像に対して対象者が想起した質

【請求項３】

感表現を入力する入力部と、

前記表示部は、前記基準となる健常者の評価値と前記対

前記入力部により入力された質感表現から複数の形容詞

象者の評価値とを、棒グラフおよび／または数値により

評価尺度についての評価値を取得する評価値取得部と、

表示する

予め取得されて保持されている基準となる健常者の評価

ことを特徴とする請求項２に記載の質感表現評価装置。

値と前記対象者の評価値とを比較可能に表示する表示部

【請求項４】
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国立大学法人電気通信大学
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】レーザ共振器、及びレーザ共振器の設計方法
(57)【要約】
共振器の共振器の光損傷を防止し、かつ単一横モード
発振を維持することのできるレーザ共振器を提供する。
レーザ共振器は、タイトに絞られたビームウエストを有
する第１の光パスを形成する１組の光学素子と、前記第
１の光パスに接続されるほぼ平行光の第２の光パスを形
成する１以上のミラーと、前記第２の光パスに配置され
るレーザ媒質とを有し、前記レーザ媒質からの誘導放出
光が前記第１の光パスと第２の光パスで形成されるパス
を往復または周回する。

【技術分野】

回し、

【０００１】

前記１組の光学素子間の距離は調整可能であり、前記１

本発明は、レーザ共振器とレーザ共振器の設計方法に関

組の光学素子間の距離の調整によって前記第２の光パス

する。

のビーム径を調整可能とすることを特徴とするレーザ共
振器。

【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

タイトに絞られたビームウエストを有する第１の光パス

タイトに絞られたビームウエストを有する第１の光パス

を形成する１組の光学素子と、

を形成する１組の光学素子と、

前記第１の光パスに接続されるほぼ平行光の第２の光パ

前記第１の光パスに接続されるほぼ平行光の第２の光パ

スを形成する１以上のミラーと、

スを形成する１以上のミラーと、

前記第２の光パスに配置されるレーザ媒質と、

前記第２の光パスに配置されるレーザ媒質と、

を有し、前記レーザ媒質からの誘導放出光が前記第１の

を有し、前記レーザ媒質からの誘導放出光が前記第１の

光パスと第２の光パスで形成されるパスを往復または周

光パスと第２の光パスで形成されるパスを往復または周

回し、
［続きあり］
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(71)出願人
(72)発明者

国立大学法人電気通信大学
美濃島 薫（外1名）

東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】光コムの制御方法及び光コムの制御装置
(57)【要約】
本発明を適用した光コムの制御方法は、周波数軸で零
に対して第一の周波数オフセットを有する第一の周波数
モードと前記周波数軸で前記第一の周波数モードに対し
て第一の周波数間隔の整数倍の間隔をあけて並ぶ複数の
第三の周波数モードとを有する第一の光コムと、前記周
波数軸で零に対して第二の周波数オフセットを有する第
二の周波数モードと前記周波数軸で前記第二の周波数モ
ードに対して第二の周波数間隔の整数倍の間隔をあけて
並ぶ複数の第四の周波数モードとを有する第二の光コム
と、を用いて、前記第一の周波数オフセットと前記第二
の周波数オフセットとの差を制御する制御工程を備える
。

【技術分野】

波数モードに対して第二の周波数間隔の整数倍の間隔を

【０００１】

あけて並ぶ複数の第四の周波数モードとを有する第二の

本発明は、光コムの制御方法及び光コムの制御装置に関

光コムと、を用いて、

する。

前記第一の周波数オフセット、前記第二の周波数オフセ
ット、前記第一の周波数オフセットと前記第二の周波数

【特許請求の範囲】

オフセットとの差、前記第一の周波数間隔、前記第二の

【請求項１】

周波数間隔、及び前記第一の周波数間隔と前記第二の周

周波数軸で零に対して第一の周波数オフセットを有する

波数間隔との差が互いに整数比で表されるように、前記

第一の周波数モードと前記周波数軸で前記第一の周波数

第一の周波数オフセット、前記第二の周波数オフセット

モードに対して第一の周波数間隔の整数倍の間隔をあけ

、前記第一の周波数間隔、及び前記第二の周波数間隔を

て並ぶ複数の第三の周波数モードとを有する第一の光コ

制御することによって前記第一の周波数オフセットと前

ムと、

記第二の周波数オフセットとの差を制御する制御工程を

前記周波数軸で零に対して第二の周波数オフセットを有

備えることを特徴とする光コムの制御方法。

する第二の周波数モードと前記周波数軸で前記第二の周

【請求項２】
［続きあり］
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】声質変換装置、声質変換方法およびプログラム
(57)【要約】
パラメータ学習ユニットとパラメータ記憶ユニットと
声質変換処理ユニットとを備える。パラメータ学習ユニ
ットは、入力データを表現する可視素子と、潜在的な情
報を表現した隠れ素子との間に結合重みが存在すると仮
定した制限ボルツマンマシンによる確率モデルを用意す
る。その確率モデルとして、固有の適応行列を持つ複数
個の話者クラスタを定義し、それぞれの話者について、
複数個の話者クラスタへの重みを推定して、パラメータ
を決定する。パラメータ記憶ユニットは、パラメータを
記憶する。声質変換処理ユニットは、パラメータ記憶ユ
ニットが記憶したパラメータと目標話者の話者情報とに
基づいて、入力話者の音声に基づく音声情報の声質変換
処理を行う。

【技術分野】

前記パラメータ記憶ユニットが記憶したパラメータと前

【０００１】

記目標話者の話者情報とに基づいて、前記入力話者の音

本発明は任意話者声質変換を可能とする声質変換装置、

声に基づく前記音声情報の声質変換処理を行う声質変換

声質変換方法およびプログラムに関する。

処理ユニットとを備え、
前記パラメータ学習ユニットは、音声に基づく音声情報

【特許請求の範囲】

、音声情報に対応する話者情報および音声中の音韻を表

【請求項１】

す音韻情報のそれぞれを変数とすることで、前記音声情

入力話者の音声を目標話者の音声に声質変換する声質変

報、前記話者情報および前記音韻情報のそれぞれの間の

換装置であって、

結合エネルギーの関係性を前記パラメータによって表す

学習用の音声に基づく音声情報およびその音声情報に対

確率モデルを取得し、前記確率モデルとして、固有の適

応する話者情報から、声質変換のためのパラメータを決

応行列を持つ複数個の話者クラスタを定義するようにし

定するパラメータ学習ユニットと、

、

前記パラメータ学習ユニットが決定したパラメータを記

前記声質変換処理ユニットは、前記パラメータから前記

憶するパラメータ記憶ユニットと、

目標話者の話者情報を得、得られた話者情報から前記目
［続きあり］
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東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１

(54)【発明の名称】無線通信装置及びアンテナ装置
(57)【要約】
送信アンテナ１００及び受信アンテナ２００は、各円
形ループアンテナ素子が、無線通信周波数から決まる波
長の約整数倍の異なる周囲長を持ち、同一平面に同心円
状に配置される第１の円形ループアンテナ群１００Ａ，
２００Ａと、第１の円形ループアンテナ群の複数の円形
ループアンテナ素子と同一の周囲長の円形ループアンテ
ナ素子を持つ第２の円形ループアンテナ群１００Ｂ，２
００Ｂとを備える。第１の円形ループアンテナ群と第２
の円形ループアンテナ群とで、同一の周囲長の円形ルー
プアンテナ素子に給電部を接続する端子の角度位置を、
（２ｌ＋１）π／２ｍｉ だけ回転した角度位置（但し、
ｌは任意の整数、ｍｉ は波長の約整数倍であるｍ１ 〜ｍ
Ｎ

の値）に設定する。

【技術分野】

ｍ２ ，・・・，ｍＮ 倍（Ｎは２以上の整数）のそれぞれ

【０００１】

異なる周囲長を有するＮ個の円形ループアンテナ素子が

本発明は、無線通信装置及びアンテナ装置に関し、特に

、同一平面に同心円状に配置される第１の円形ループア

同一周波数帯を使用して複数の系のデータを同時に無線

ンテナ群と、

伝送可能な無線通信装置、及びその無線通信装置に使用

前記第１の円形ループアンテナ群とは別の同一平面に同

されるアンテナ装置に関する。

心円状に配置されたＮ個の円形ループアンテナ素子が、
前記第１の円形ループアンテナ群のＮ個の円形ループア

【特許請求の範囲】

ンテナ素子と同一の周囲長を持つ第２の円形ループアン

【請求項１】

テナ群と、

送信アンテナと、前記送信アンテナから送信された無線

前記第１の円形ループアンテナ群及び第２の円形ループ

信号を受信する受信アンテナとを有する無線通信装置で

アンテナ群のそれぞれの円形ループアンテナ素子に個別

あり、

に接続される複数の給電部とを備え、

前記送信アンテナ及び前記受信アンテナは、

前記送信アンテナのＮ個の円形ループアンテナ素子の中

無線通信周波数から決まる波長の約整数倍であるｍ１ ，

心軸と、前記受信アンテナのＮ個の円形ループアンテナ
［続きあり］
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(54)【発明の名称】疲労回復支援装置
(57)【要約】
疲労回復支援装置（１）は、サーカディアンリズムを
取得するサーカディアンリズム取得部（１１１）と、取
得されたサーカディアンリズムのパターンを判定するパ
ターン判定部（１１２）と、睡眠の質を判定する睡眠判
定部（１１３）と、サーカディアンリズムのパターンと
、睡眠の質と、睡眠による疲労回復効果との関係を示す
関係データを予め記憶する関係データ記憶部（１３１）
と、サーカディアンリズムのパターン、睡眠の質、及び
、関係データに基づいて、睡眠による疲労回復効果を推
定する回復効果推定部（１３２）とを備えている。

【技術分野】

による疲労回復効果との関係を示す関係データを予め記

【０００１】

憶する関係データ記憶手段と、

本発明は、疲労の回復を支援する疲労回復支援装置に関

前記サーカディアンリズムのパターン、前記睡眠の質、

する。

及び、前記関係データに基づいて、睡眠による疲労回復
効果を推定する回復効果推定手段と、を備えることを特

【特許請求の範囲】

徴とする疲労回復支援装置。

【請求項１】

【請求項２】

サーカディアンリズムを取得するサーカディアンリズム

自律神経活動指標を計測する自律神経活動計測手段と、

取得手段と、

前記自律神経活動計測手段により計測された自律神経活

前記サーカディアンリズム取得手段により取得されたサ

動指標の変化に基づいて、疲労回復度合いを推定する回

ーカディアンリズムのパターンを判定するパターン判定

復度合推定手段と、

手段と、

行動に関する行動情報を記憶する行動記憶手段と、

睡眠の質を判定する睡眠判定手段と、

前記回復度合推定手段により推定された疲労回復度合い

サーカディアンリズムのパターンと、睡眠の質と、睡眠

、前記行動記憶手段に記憶されている行動情報、及び、
［続きあり］
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