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原理が簡単で機器への実装が容易なパターンマッチング法
１．事業者の概要
組織名 ： 九州工業大学
所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１
電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207
メール ： office@ccr.kyutech.ac.jp
研究者情報 ： 脇迫 仁 准教授（大学院工学研究院 先端機能システム工学研究系）
知的財産取得情報 ： 特許第4815592号・第4892687号、第4982754号
活用した助成金 ： FAIS新成長戦略推進研究開発事業（平成28～29年度）等多数
産学官連携実績 ： （有）ICS SAKABE、九州大栄工業（株）、（株）熊本精研工業、
（株）プラテクノマテリアルズ 等多数
２．研究開発の目的やきっかけ
【研究開発の目的】
パターンマッチングとは、カメラ画像の中から目
的とする物体を見つける画像処理技術である。市
販の画像処理装置に必ず搭載された機能であり、
主な手法として①テンプレートマッチング、②エッ
ジベースの幾何形状マッチングがあるが、処理内
容がブラックボックスで、トラブル発生時の調整が
難しく、他の機器への組込みが難しい。このため、
処理が分かりやすく実装が簡単で様々な装置へ
の組込みが容易な技術を開発する。
【始めたきっかけ】
移動ロボットのナビゲーション用センサー、半導
体チップの外観検査など製造ラインの自動化に欠
かせないセンサーの研究開発などに取り組んで
います。大学に移って様々な分野の方と技術交流
ができるようになり、当たり前の技術でも会社に
よっては重要な技術となりうることを知りました。
３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
本技術はカメラ画像中での対象物を検出する機
能であり、対象物の回転や一部が隠れていても検
出できる。原理はモデルとシーンを構成する点の
差分を計算するのみであり演算処理が簡単であ
る。物体の形状データであれば距離センサのデー
タでも対応可能であり移動体のセンサへも応用で
きる。
【技術・製品の強み】
市販の画像処理装置の物体検出機能は、手法
が公開されてないためトラブル時の調整が難しく、
専用のハード上でしか動作しない。本方式の原理
は公開されており調整が容易である。さらに加減
算のみで構成されアルゴリズムが分かりやすいた
めパソコンだけでなく組み込み機器への実装も容
易である。
・アルゴリズムが分かりやすい
・回転、重なり、任意の形状に対応可
・データの一部が欠けたり、不連続でも対応可
・距離データにも対応可

脇迫 仁 准教授

４．今後の展開や課題
【今後の展開】
以下のような用途が想定される。
・コンベア上のピッキング作業
・スマートセンサでの簡易物体検出
・移動体での障害物回避や車庫入れ、地図生成
また応用事例として
・マルチコアＣＰＵによる並列処理
・ＦＰＧＡへの搭載
・スマートセンサへの搭載
・移動ロボットでの車庫入れ、地図生成
・３Dセンサでの平面ワークの検出
【事業化や販路開拓における課題】
高速化のための工夫が必要
５．企業へのメッセージ
採用したいアプリケーションがありましたら、共同での
開発を希望します。
本技術の手法
投票方式によるエッジベースの
マッチング

投票処理により平均移動量を求める
各点からの偏差

エッジの位置情報に
関して投票
モデル

エッジ画像

偏差の頻度を求める。
シーン

エッジ画像

応用事例
マルチコアCPUによる並列処理

FPGAへの搭載
ハードウェア記述言語（HDL）で記述

３次元距離センサ
本技術を使って平面のマッチング
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移動ロボット用センサへの搭載
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自然な会話により社会と繋がるLINE仲介ロボットの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 国立大学法人 長崎大学
所在地 ： 長崎県長崎市文教町1-14
電話/FAX： 095-819-2577／095-819-2575
メール ： toru@cis.nagasaki-u.ac.jp
研究者情報 ： 小林 透 教授（長崎大学大学院 工学研究科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2015-158948：見守り装置
活用した助成金 ： 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）
（平成27年度～平成29年度）
産学官連携実績 ：

小林 透 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
スマホが使えない高齢者でも離れて暮らす親せ
き等とLINEを介した双方向のコミュニケーションが
可能なLINE仲介ロボットを開発した。これにより社
会で孤立しがちな高齢者の社会参画を促進すると
ともに、離れて暮らす家族が安心して高齢者を見
守ることを可能とした。

【今後の展開】
現在、本ロボットをベースに、認知症自動診断機能を
実装している。これは、ロボットと自然な会話をすること
で、改訂 長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）に
基づき、認知症を自動診断するというものである。診断
結果は、LINEにより自動で地域のケアマネージャ等へ
通知可能であるため、見守る側の負担軽減にも役立つ。

【始めたきっかけ】
これまでの高齢者見守りサービスは、安否確認
的なサービスが多かった。しかし、今後の超高齢
化社会を見据えると安否確認的サービスだけでは、
高齢者の積極的な社会参画には寄与しないため、
高齢者も利用できる双方向型のコミュニケーション
サービスが望まれると考えたため。

【事業化や販路開拓における課題】
現在、NECのPaPeRoをロボットとして利用しているが、
月額リース料が5,000円と高額であるため、自作の廉価
版ロボットを製作中である。それにより、 PaPeRoにつ
いては、高齢者施設等での供用利用ロボットとして、廉
価版ロボットについては、独居高齢者の孤宅用として、
ビジネス展開可能となる。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
IoT技術と人工知能を連携させることにより、高
齢者がロボットに話かけるだけで、そのメッセージ
が音声認識され、LINEを経由して届けられる。そ
の際、高齢者の静止画と音声メッセージも一緒に
LINEで通知されるため、高齢者の健康状態を簡単
に把握することができる。一方、高齢者は、LINEで
送付されたきたテキストメッセージを合成音声で聞
くことができる。

当研究室では、IoTと人工知能を融合させた次世代型
のソリューションシステムを研究開発している。例えば、
本技術を応用したLINEドアホンを開発した。これは、宅
配便の再配達問題を解決するために、従来のドアホン
をネットにつなげて、来訪者の情報をLINEで通知すると
いうものである。その他、車いすをネットにつなげること
で、車いす目線のストリートビューをオンデマンドで提
供するバリアフリーストリートビュー、Tシャツ型ウェアラ
ブルデバイスにより働く女性自らが、心身の健康管理
を行えるシステム等、社会に役立つシステムを数多く手
掛けている。“小林透”でぜひ検索を！！

【技術・製品の強み】
IoT技術と人工知能を連携させることにより、高
齢者がロボットに話かけるだけで、そのメッセージ
の内容から宛先を自動推定できる。具体的には、
高齢者と通信する相手先とのメッセージ交換履歴
をIBM Watson APIシリーズの Natural Language
Classifier(NLC)に学習させることで実現している。
さらに必要な機能は、すべてクラウド上に実装して
いるため、サービス開始や保守運用に関わる経費
を削減できる。

高齢者施設
サービス提供

サービス対価

運用事業者
技術提供

技術対価
長崎大学

マッチングイメージ図
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クラウドストレージサービスを利用した秘密分散共有技術の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 長崎県立大学
所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
電話/FAX： 095-813-5500（代表）／095-813-5220（代表）
メール ： kikaku-g@sun.ac.jp
研究者情報 ： 穴田 啓晃 准教授（情報システム学部情報セキュリティ学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： Hiroaki Anada et al. : “Cross-group secret sharing
scheme for secure usage of cloud storage over different providers and regions”,
The Journal of Supercomputing, Vol. 73, Num. 10, pp. 4275-4301, 2017.
活用した助成金 ： JSPS科研費 JP15K00029 （平成27年度～平成29年度）
産学官連携実績 ： 九州大学、東京工業大学

穴田 啓晃 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
クラウドストレージサービスはGoogle社やDropbox
社といった大手プロバイダにより浸透してきている。
しかし、従来の秘密分散共有技術を適用する際、プ
ロバイダが自社サーバからしきい値個以上のシェア
を収集し、データを不誠実に復元し情報を窃取でき
る問題がある。本研究はこの問題を解決する機能
を有する秘密分散共有技術の開発を目的とする。

【今後の展開】
大学における研究としては完成したものと考えている。
【事業化や販路開拓における課題】
本研究成果の技術の検証は、Amazon Web Service
や Microsoft Azure 等の IaaS サービスを利用した簡
単な実動作検証に留まっている。事業化のためには
商用に耐えうる実稼働実験が必要である。また、事
業家の視点でのコスト便益分析も必要である。

【始めたきっかけ】
保護すべき情報が漏えいしたため事件に巻き込
まれたとのニュースが聴かれる。この背景の中、情
報セキュリティ分野の研究者間でクラウドサー
ビスの長所と短所を挙げたところ、上記の問題
が重要との認識に至り、研究に着手した。
３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
従来の典型的な秘密分散共有技術は、ユーザ
がクラウドストレージサービスに委託するデー
タをn個のシェア（断片的なデータの一種）に
変換し、地理的に離れた各サーバに置く。後に、
しきい値 k 個（k≦n）以上のシェアを収集する
と、データを復元することが可能である。ここ
で、k個未満のシェアを収集しただけではデータ
の情報が全く漏洩しないのが重要な性質である。
すなわち「データ損失リスク」と「情報漏洩リ
スク」を同時に減少させる長所がある。この従
来技術の長所を本研究成果の技術も実現できる。
実際、東日本大震災でのデータ損失事故等を
きっかけに、秘密分散共有技術はここ数年注目
されている。

本研究成果の技術は、比較的簡単なソフトウェア
処理で実装できます。九州にデータセンターを開設
しクラウドストレージサービスを提供したい企業の
皆様に使って頂けましたら幸甚です。

【技術・製品の強み】
本研究成果の技術は、クラウドストレージ
サービスのプロバイダが自社サーバから k 個以
上のシェアを収集することでデータを不誠実に
復元し情報を窃取できるという問題に着眼し、
この問題を解決する（Cross-group 秘密分散共
有技術）。

クラウドストレージサービスは
世界各地を指定しデータを保管
することでデータ損失リスクを
低減する。本研究成果の技術は
複数のプロバイダを用い、情報
漏えい対策を強化する。

技術内容
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位置情報を付与したBLEビーコン網によるナビゲーションシステム
１．事業者の概要
組織名 ： 長崎県立大学
所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
電話/FAX： 095-813-5500／095-813-5220
メール ： morita@sun.ac.jp
研究者情報 ： 森田 均 教授（国際社会学部国際社会学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-37002 ナビゲーション・システム
活用した助成金 ： 総務省戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）
地域ICT振興型研究開発（平成26年度～平成28年度）
産学官連携実績 ： 長崎電気軌道㈱、協和機電工業㈱、扇精光ソリューションズ㈱、
日本工営㈱、長崎県産業振興財団、長崎市、長崎県

森田 均 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
ICTを活用しながら、市内の公共交通網である路
面電車の基幹交通網としての機能を高度化させ、
併せて軌道に情報通信機能を充実させることによ
り、交通と情報通信の複合的なネットワークの構築
を目指す。

【今後の展開】
・歩行に支援を必要とする方々の移動への応用
・自治体やNPO等によるまちづくり、まちおこし
・観光客等、歩行者の街中回遊支援
・研究成果をキーテクノロジーとする地域発ITSモ
デルとして交通・情報通信・電力の統合型インフラ
「STING」による街づくり構想の推進

【始めたきっかけ】
長崎市においては長崎電気軌道が市民や観光客
の移動手段として親しまれている。我々は既に利
用者、車両ともに特別な端末を必要としないGPSを
用いた位置情報配信システムの開発を行いITS化
の第一段階を実現させた。ところが長崎市地域で
は、なお総合的な公共交通システムの体系化が遅
れている。この地域が抱える課題に応えようとした
ため。

【事業化や販路開拓における課題】
・充分な出力を確保しつつ電力供給、筐体の耐久性
を保つことが出来るビーコンを開発あるいは調達可
能とすること。
・システム全体のコストを低下させること。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
本研究は、営業運転中の路面電車全路線で実
運用を行った成果である。まず、総延長11.5Kmの
長崎電気軌道において、上下線全ての停留所及
び全車両の前後部運転席にBLEビーコンを設置し
た。今回は、このネットワークとスマホ用アプリを活
用して誤乗車を防ぎ的確な乗換案内も可能な歩行
者ナビゲーションシステムの基本コンセプトを発表
する。順序性を与えることで、検知したものから必
要なビーコンを選別して的確なナビゲーションを可
能とした。これは、美術館、博物館、水族館等屋内
展示物の順路など狭い範囲にビーコンが複数設
置されている現場等のナビゲーションにも応用でき
る。

ご要望があれば、長崎市内でデモ走行を行うことが可
能です。また、市外や県外では停留所位置、車両現在
地、進行方向のみならず、路面電車で移動する個人
利用者の目的地まで正確に案内するためにBluetooth
LEビーコン、GPS及びNFCタグ等の距離と出力など
の機能が異なるセンサー類を駆使してデータ収集と
情報発信を行い、パソコン及びタブレット端末の
ディスプレイに投影するアプリによって長崎の市内
中心部における歩行・回遊のためのナビゲーション
の実際を模型車両を用いて、展示、説明します。

【技術・製品の強み】
・BLEビーコンを営業運転中の路面電車の全停
留所、全車両に設置し実運用を行っていること。
・運行システムを参照して順序性を与えたリス
トに従い、検知したビーコンのうち必要なもの
を選択してナビゲーションを実施していること。

暫定版アプリの画面遷移「起動」「出発」「乗換」「誤乗車」
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長時間駆動を前提とした人の動作センシング端末の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 久留米工業大学
所在地 ： 福岡県久留米市上津町2228-66
電話/FAX： 0942-22-2345（代表）/0942-21-8770
メール ： senta@kurume-it.ac.jp
研究者情報 ： 千田 陽介 教授 （情報ネットワーク研究科 千田研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ：
特許第6131822号, 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
活用した助成金 ： 特になし
産学官連携実績 ： 特になし
２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
人が今何を行っているか推定するため、 加速度セ
ンサや角速度センサ等のセンサを搭載した端末の
ハードやソフト・利活用の研究開発を行って いる。特
に計算機資源の乏しいマイコンや帯域が狭く出力の
弱い通信手段を有効的に活用して端末の電池寿命
を延ばすための要素技術の開発に注力 している。

【今後の展開】
今後は主に以下の二方向への展開を考えている。
1. センシングデバイスの活用
当技術は遠隔のコンピュータに端末所有者の位置や動
作をリアルタイムで伝えることができ、これの活用や応用
を検討している。実用面では、例えばビニルハウスなどの
作業環境を想定し、特定動作の回数を計測したり、作業
状態を視覚化したり異常状態を検知したりすることができ
る のでは、また芸術面ではバーチャルリアリティやプロ
ジェクションマッ ピング等の技術と融合することで新しいエ
ンターテイメントが実現できるのではと考えている。

【始めたきっかけ】
当方は 2016 年 5 月まで一般企業に勤めており、そ
こで携帯電話やス マートフォン上の加速度センサを
用いた歩数計を開発してきた。民生品 のため老若男
女すべてで計測できる非常に高いロバスト性を持っ
たアルゴリズムを低コスト化 のため安い (性能の低
い) マイコンで動作させなくてはならず、そこで培った
手法は歩数計のみならず様々な動作検出アルゴリズ
ムに発展・搭載された。

2. センシングアルゴリズムの自動生成
当方は数々の動作検出アルゴリズムの開発を行ってき
たが、その過程を通して、多くの場合アルゴリズムが非常
に似たパターンだと感じていた。すなわち適当なマッチン
グとフィッティングアルゴリズムを用いることで動作検出ア
ルゴリズムの自動生成は可能ではないかと考えており、こ
の可能性を検討する。

３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
当該技術の元となる技術は国内外の携帯電話やス
マートフォンに数百万台のオーダで今も搭載・活用さ
れている。また携帯電話内のセンシング部分のみを
抽出した超小型端末も製品化し、IoT 端末として法人
向け製品として活用されている。

【事業化や販路開拓における課題】
先述した通り当技術の発端は当方が企業にいた頃の研
究である。
そのため当方が出来ることと公開・事業化に活用できる
ことに若干のずれがある。

【技術・製品の強み】
当技術は非常に少ない計算機資源で、高いロバス
ト性を持っていることが特徴。例えば携帯電話の歩数
計アルゴリズムは、具体的数値は上げられないもの
の民生品として活用できるレベルの精度を、C 言語
のソースコード換算で 150 行、400byte 以下のメモリ
使用量で実現している。

技術内容や機材等

携帯電話における
省電力化の仕組み

千田 陽介 教授

５．企業へのメッセージ
当技術は加速度センサや角速度センサといった動きを
検出する物からスタートしていますが、温度や湿度、歪、
地磁気といった他のセンサにも流用可能だと考えていま
す。
また動きを検出すること自体も重要ですが、それを活用
することも大切だと考えていますので、みなさんの事業の
中で「こういうことを計測したい」という要望があれば相談
頂ければと思います。
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ブロックチェーンプログラミングができる人材の育成
１．事業者の概要
組織名 ： 近畿大学
所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11−6
電話/FAX： 0948−22−5655／0948−23−0536
メール ： yamasaki@fuk.kindai.ac.jp
研究者情報 ： 山崎 重一郎 教授（産業理工学部 情報学科 山崎研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-058065
活用した助成金 ： 科学研究費補助金（平成28年度～平成32年度）
産学連携実績 ： 国立情報学研究所、三井住友銀行、富士通研究所、
ハウインターナショナル

山崎 重一郎 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
ブロックチェーン技術は、将来の金融などの重要
な社会基盤となる可能性を持つ重要な技術であり、
国際的にも注目されている。しかし、現時点ではこ
の技術は未熟な段階であり、今後数年はビジネス
への適用よりもこの技術を熟知した人材の育成が
将来の競争力の最大の布石となる。
本研究プロジェクトの目的は、飯塚市および福岡
市をブロックチェーン技術の人材育成の世界的な
拠点とすることである。

【今後の展開】
ブロックチェーン技術に関連した知識を扱う教育機関
として、受講者に知識を与えるだけでなく、教育する能
力を持った人材を育成も目的とする。
これを実現するために、教育者としての認定プログラ
ムを開発し、認定のための検定試験なども開催する。
この認定プログラムの修了証は、受講者のキャリア形
成に役立つものとする。

【始めたきっかけ】
我々はすでにブロックチェーン技術の教科書を出
版している。また、福岡市と飯塚市には全国でも有
数のブロックチェーン技術者のコミュニティが存在し
ている。これを地域の産業資源とすることを考えた。

【事業化や販路開拓における課題】
受講料などを管理し適切に処理できる事務局機能が
ないこと。技術者教育を行うための集合教育を行うため
の固定的な場所が無いこと。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
(1) ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン に よ る 電 子 投 票 シ ス テ ム
CongreChain: ブロックチェーン技術による電子投票
システム。株式会社ハウ・インターナショナルとの共
同 開 発 。 CongreChain は 、 2016 年 1 月 に 福 岡 県
Ruby大賞優秀賞を受賞した。
(2) 出願中特許：特願2017-058065「融資、負債、返
済、金利の取り扱いが可能な仮想通貨のブロック
チェーンによる分散台帳を利用した金融システム」
三井住友銀行、国立情報学研究所、ハウ・インター
ナショナルとの共同出願。
(3) 書籍「ブロックチェーン・プログラミング 仮想通貨
入門 (KS情報科学専門書)」山崎重一郎、安土 茂
亨、田中 俊太郎 講談社 (2017/8/22) ISBN-13:
978-4061538313 ブロックチェーン技術の教科書

ブロックチェーン技術は、今後社会基盤として広く利
用されていくことが予想されます。しかしブロックチェー
ンを活用したビジネスを行うためには、まず技術を熟知
した人材の育成が不可欠です。若手技術者にブロック
チェーン技術を学ばせることは今後の大きなアドバン
テージになります。

【技術・製品の強み】
福岡ブロックチェーン・エコノミー勉強会として平成
28年度より活動を行っており、コミュニティが形成さ
れている。また、飯塚市、福岡市のブロックチェーン
技術を活用するスタートアップ企業と連携して、人
材育成に取り組んでいる。

教科書
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自治体コミュニティバス運行管理支援システムの実用化
１．事業者の概要
組織名 ： 九州産業大学
所在地 ： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1
電話/FAX： 092-673-5488／092-673-5490
メール ： sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp
研究者情報 ： 稲永 健太郎 准教授 （理工学部 情報科学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 九州産業大学産業経営研究所報(第49号)
活用した助成金 ： 科学研究費助成事業（平成29年度～平成31年度）
産学官連携実績 ： 九州運輸局、福岡県、芦屋町、福津市、新宮町、宗像市、
須恵町、久山町 等

稲永 健太郎 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ
【研究開発の目的】

４．今後の展開や課題
【今後の展開】

コミュニティバスは、公共交通空白地域・不便地域の
解消のため、住民の足を確保維持するため自治体自ら
が主体的に運行しているが、その多くは赤字運営を強
いられている。そこで、本研究開発では、各種情報通信
技術を用い、地域公共交通の運行に係る各種データの
収集およびその活用のための、独自の運行管理支援
システムの構築・普及を目的にしている。

福岡県をはじめとした各自治体コミュニティバスへの普
及活動を継続して行う計画である。また、収集した利用状
況等の各種情報はビッグデータとして、副次的な活用が
できないか検討を行っていく。
これらを通して、コミュニティバスの利用客数の増加に
つなげていく。

【始めたきっかけ】

当研究室の人的制約から、複数の自治体に対して一
手に当システムを導入することは困難である。
本事業を推進していくためにシステムの運用体制を整
備する必要がある。

当研究室では、2013年以降福岡県芦屋町等で利用
客数および利用状況を計測・調査し、バス運行の見え
る化を行った実績があった。その後、2016年に大学の
予算を獲得したことから本格的な研究開発及び実用化
に取組んでいる。

３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
① アンケート調査Androidアプリ「ASHIYA」
• 利用目的や年齢層等の希望のアンケート調査を
車内設置のタブレットで容易に取得
• 車両位置データを定期取得しバスロケーションシ
ステムへ応用可能
② 乗降客数記録Androidアプリ「SHINGU」
• 停留所ごとの乗降客数を記録可能
• 車両位置データを定期取得しバスロケーションシ
ステムへの応用可能
③位置データ取得Androidアプリ「SUE」
• 経路検索サービスで必要な停留所や路線の各種
位置データを容易に収集
④ 公 共 交 通 オ ー プ ン デ ー タ 作 成 補 助 VBA ツ ー ル
「MUNAKATA」
• 経路検索サービスに提供/掲載に必要となる各種
データの作成を支援

【事業化や販路開拓における課題】

５．企業へのメッセージ
当研究室では、地域公共交通の運行改善に向けた利
用状況・運行状況等の現状を“見える化”し、実態に即し
た施策を講じるための支援を行っています。
本研究を通して行政機関や企業の皆様の力となり、九
州の地域公共交通および産業の活性化に寄与できれば
と考えています。

システム概要図

【技術・製品の強み】
①②の活用で、バス運行に必要な各種情報を収集、
分析できる。例えば、客観的データとして利用状況を把
握することで、他の利用客とのコミュニケーションにより
社会とのつながりを持ち続けようとする高齢者利用客
の存在など、運行者側にとって想定外の利用状況を発
見した。
③④の活用で、バスの各種データを容易に整備でき、
経路検索サービスへの掲載を支援できる。

調査アプリ設置イメージ
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熱・流れ・音を「見る」解析技術
１．事業者の概要
組織名 ： 崇城大学
所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1
電話/FAX： 096-326-3992／096-323-1351
メール ： nwatanabe@mec.sojo-u.ac.jp
研究者情報 ： 渡邊則彦 准教授（工学部 機械工学科 流体工学研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本機械学会誌・SAE Paper等
活用した助成金 ： なし
産学官連携実績 ： 株式会社ソフトウェアクレイドル

渡邊 則彦 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
科学技術計算は計算科学と工学の高度な融合
技術であり、計算機の急激な発達とともに工業系
産学の現場で広く用いられるようになってきている。
その中でも熱流体解析(CFD)に基づくシミュレー
ション技術は多くの工業製品の設計開発の革新に
寄与する技術であり、その実践応用性を広げるこ
とを目的に解析法・結果の評価法などについてさ
まざまなテーマの技術開発を行っている。

【今後の展開】
シミュレーション技術の展開は、計算機の発達と強く
関係する。超並列計算や量子コンピューターなど、計算
機の発達は止まらず、それに併せてシミュレーションの
あり方も変化していくと思われる。時代の状況、ニーズ
に応じた解析技術を研究開発していきたい。

【始めたきっかけ】
熱流体解析はポピュラーな技術になりつつある
が、その導入やプロセス化のハードルが高いケー
スが見られる。熱流体解析をさらに身近なものに
するための後押しをする技術開発を行いたく諸研
究開発に着手している。
３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
熱流体シミュレーションを基に、ファン（送風機）
やポンプなどの流体機械を始めとした工業製品の
性能評価技術を開発している。関連して、計算の
高精度化・効率化や結果の有効な利用法の提案
も行っている。近年では、流体シミュレーションによ
る空力機械の空力騒音の可視化・評価法を研究し
ており、従来の1/10程度の計算時間で騒音の大き
さを比較できる技術を提案している。

【事業化や販路開拓における課題】
熱流体シミュレーション技術はそれ自体が事業となり
得ることは少ないが、事業を効率化できる可能性があ
る。シミュレーション技術の需要を掘り起こし、確実にプ
ロセス化することが重要で、そのお手伝いができると期
待している。

５．企業へのメッセージ
生産効率の向上の一環として、また業務のIT化の一
環として、業種を問わず熱流体シミュレーション技術の
導入をご検討されている皆様に、その導入からプロセ
ス化に至るまでコンサルティングを承ります。併せてシ
ミュレーション技術活用に関わる諸共同研究も積極的
に進めて参りたいと思います。
当研究室の持ち得る経験・技術を通して、皆様のより
良い製品開発に協力できますと幸いです。

【技術・製品の強み】
シミュレーションは使い方によって研究開発業務
を大きく効率化できる可能性があるが、精度評価
や計算の効率化などを怠るとその魅力は半減して
しまう。当研究室はシミュレーションの利用技術の
改善に約20年の経験を有し、それを通じて導入か
ら失敗しないシミュレーションのプロセス化まで提
案することができる。
熱流体シミュレーションによるファン周りの
騒音分布の可視化例
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製品性能の多面的評価手法の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 日本文理大学
所在地 ： 大分県大分市一木1727
電話/FAX： 097-524-2748／097-592-0911
メール ： fukushima@nbu.ac.jp
研究者情報 ： 福島 学 教授（工学研究科 福島研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ：
活用した助成金 ：
産学官連携実績 ： 東京鋼鐵工業／オーラルソニック

福島 学 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
製品評価において、設計に対する製造上の精度
を計測することは比較的容易であるが、副次的ま
たは市場導入後に発見される製品性能の評価は
難しい場合がある。特に「人」に係る評価において
生体分泌物による評価や官能評価が用いられる
が環境依存性の見極めが重要であり、環境情報と
関連付けて多面的に評価する手法を開発すること
が目的である。

【今後の展開】
多種多様な製品を、多様なニーズに応じて製造する際
に、物理的製品品質に付加価値を高めるまたはマー
ケットを開拓するのに役立てることが可能ではないかと
考えています。
センサデバイスの高機能・低価格化が進むことで、製
品提供する企業として必要不可欠となるエビデンス化技
術であると考えております。

【始めたきっかけ】
「試作品を展示したところ、想定外の点で顧客か
ら評価を受けた。その特性を業者に依頼したところ、
数値に違いが生じないとの分析結果が出た。しか
し、顧客の評価は展示条件を変えても変わらな
い。」との相談を受け、評価手法に取り組んだ。

【事業化や販路開拓における課題】
まだ実証事例の「対象数」が少ない状況であるため、
実証事例として取り組む「対象」を積み上げる活動が必
要な状況であります。しかし、実証事例に基づく製品の
市場導入に関しては、全国規模または製品と評価が行
われている状況です。このため「対象」の選定が課題と
なっています。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
物理計測センサ（温度・湿度・音響を含む振動
系・光学系）による物理計測および多点計測による
フロー計測、バイオセンサによる生体反応計測お
よび時間追従計測、で得られた情報を収集し、分
析することで多面的評価を可能としている。
大量の収集データから評価対象を見つけ出すた
めのデータマイニングおよびマイニング結果の妥
当性を数値データだけでなく、元となる物理的性質
等から検証することで適切な評価が可能となる。

製品は「物理的に設計と一致している」かだけでなく、
「使用方法」や「適用方法」または組み合わせによって副
次的効果をもたらす場合があります。
JIS等で定められた評価基準は製造責任を持つ者とし
て当然の基準ですが、顧客の困りごとを解消する製品
を提供するという観点から商品の魅力を見落とすことは
本来ある価値を活かしきれないことになると考えていま
す。
従来の評価を否定するのではなく、提供する側として
製品の持つ魅力や価値を低下させてしまう使い方まで
を適切に顧客に提供するという製品に対する信頼性を
高めるための製品評価になれるのではないかと考えて
おります。

【技術・製品の強み】
本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。
①柔軟なセンサ選択
センサを変えることで対象に柔軟に対応可能。
②多点計測可能
ワイヤレスでの多点計測および時系列記録可能。
③多様な評価に対応
人の感じ方（知覚特性から認知特性（一部））を含
む多様な評価に対するエビデンス化が可能。

睡眠の質改善への適用例
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無線通信を利用した情報収集システムの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 大分県産業科学技術センター
所在地 ： 大分市高江西1丁目4361-10
電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110
メール ： t-shuto@oita-ri.jp
研究者情報 ： 首藤 高徳 研究員 （電子・情報担当）
論文掲載、知的財産取得情報 ：
活用した助成金 ：
産学官連携実績 ： 大分県農林水産研究指導センター、有限会社大分サーバー

首藤 高徳 研究員

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
近年、無線モジュールやセンサ等の電子部品が
低価格で容易に入手可能である。これらの電子部
品の組み合わせで簡単に実現できる情報収集シ
ステムにより、農業や介護の現場での労力の低減
が可能となる。そこで、本研究開発は動物の行動
監視システムや老老介護向けに見守りシステムを
開発する。

【今後の展開】
乗駕については、乗る牛（マウンティング牛）と乗られ
る牛（スタンディング牛）の両方の検知が課題である。
本システムはこの課題解決を目指しており、今後セン
サ情報の解析により実現可能だと考えている。また、放
牧牛に対しては長距離の無線通信が求められるため、
920MHz帯無線の利用を考えている。
徘徊検知システムは支援した企業より販売が予定さ
れており、実利用の中で利用者からの意見のフィード
バックが必要である。

【始めたきっかけ】
大分県農林水産研究指導センター畜産研究部か
ら牛の発情検知のためのシステム開発の支援要
請があり、本開発を始めた。また、大分県が進める
医療機器研究開発補助事業で採択された企業の
徘徊検知システム開発の支援のために実施した。

【事業化や販路開拓における課題】
牛の発情検知システムの事業化に向けては畜産農
家と連携し、多くのデータの収集が必要である。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
牛の発情検知システムは検知装置を牛の首に取
付け、センサ情報により牛の発情行動である「乗駕
( じょうが ) 」を検知す るもの 。数種類のセンサと
ZigBee無線モジュールで構成される。従来のシス
テムは高価であるため、小規模の農家では導入が
難しいといった課題があったが、本システムは低価
格で実現可能である。
徘徊検知システムはドアや窓に検知装置を取付
け、「開閉」を検知するもの。1つのセンサとZigBee
無線モジュールで構成される。これまでドアの開閉
を検知するセンサはあったが、窓の開閉を検知で
きるものはなかった。

当センターでは企業との連携・共同研究に積極的に
取 り 組 ん で い ま す 。 電 子 ・ 情 報 担 当 で は ZigBee や
Bluetooth Low Energy、920MHz帯無線など無線通信
技術利用の支援や機器の省電力性能の評価などIoT
機器開発の支援に力を入れていきたいと考えています。
ネットワークアナライザやスペクトラムアナライザを所有
しており、アンテナ計測や電波強度の測定も可能です。

【技術・製品の強み】
本技術・製品の強みは下記２点が挙げられる。
①簡単な取付け
発情検知システムは検知装置を首に取付けるだけ
であり、徘徊検知システムは検知装置をドア・窓に
張り付けるだけである。
②バッテリーで長期間駆動可能
低消費電力の無線モジュールとセンサだけで構成
されるため、バッテリーで数ヶ月間駆動できる。

発情検知システムの
ブロック図と検知装置
の写真
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徘徊検知システムの
概念図

