
MSCS 2023 セッション情報（暫定版：変更になる可能性がありますので，ご注意下さい）

3月9日 午前（March 9, Morning）

パイオニア技術賞受賞記念講演
「仮想的な価格信号を利用したエネルギー需要・供給ネットワークの分散協調運用」
平田研二（富山大学），太田快人（京都大学），内田健康（早稲田大学），大堀彰大，服部将之（株式会社ダイヘン）

1M1 Vehicle Control

1M1-1
Image-Based Visual-Servoing for Air-To-Air Drone Tracking & Following with Model Predictive Control
Wee Kiat Chan, Sutthiphong Srigrarom (National University of Singapore)

1M1-2
Influences of Parameter Uncertainties for UFSC Based Flight Trajectory Generation of a Biplane Model
Fumiaki Hirahara, Kandai Uchida, Susumu Hara (Nagoya University)

1M1-3

Vehicle Pitch Angle Estimation by a Triaxial Accelerometer with a Wheel Speed Sensor and an Altimeter
Toshihiro Wada (Mitsubishi Electric Corporation), Shoichi Kobayashi (Mi), Shusaku Takamoto, Ayumi 
Nishikawa, Yuki Sumiyoshi (Mitsubishi Electric Corporation), Wataru Tsujita (Mitsubishi Electric Research 
Laboratories)

1M1-4

Investigating Influences of Traffic Signals Concerning Road Terrain at the Intersection for Facilitating Eco-
Driving
Tsubasa Akita (Gunma University), A S M Bakibillah (Tokyo Institute of Technology), Kotaro Hashikura, Md 
Abdus Samad Kamal, Kou Yamada (Gunma Univ)

1M1-5

Vehicle Dynamics Trajectory Planning: Minimum Violation Planning Modifications Reducing Computational Time
David Vosahlik (Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in), Petr Turnovec (Czech 
Technical University in Prague; Garrett motion), Marek Bohac (Czech Technical University in Prague), Jaroslav 
Pekar (Garrett Advancing Motion), Tomas Hanis (Czech Technical University in Prague, Faculty of 
Electrotechnica)

1M2 10周年記念企画 (1)



1M3
制御理論シンポジウム チュートリアル講演
強化学習の基礎とロボット応用

1M3-1
[チュートリアル講演]
強化学習の基礎とロボット応用
〇森本 淳 (京都大学/ATR)

1M4 宇宙機の誘導制御

1M4-1
CMG搭載宇宙機の非線形離散時間姿勢制御
〇池田 裕一 (湘南工科大学)

1M4-2
宇宙機のドッキング前後の安定性を考慮した非線形制御
〇池田 裕一 (湘南工科大学), 高久 雄一 (東京理科大学)

1M4-3
連続系深層学習Neural ODEに基づく地球低軌道におけるランデブ軌道制御則
〇植田 聡史 (宇宙航空研究開発機構), 小川 秀朗 (九州大学)

1M4-4
HTV-X自動ドッキングミッションの最終フェーズにおける相対6自由度GNC精度解析
〇佐々木 貴広, 村上 尚美, 山元 透, 近藤 義典 (宇宙航空研究開発機構)

1M4-5
広角カメラの画像情報を活用した超小型衛星の姿勢角検出システム
〇松井 翼, 赤石 大輔, 齊藤 創 (群馬工業高等専門学校), 高須賀 颯太 (横浜国立大学), 平社 信人 (群馬工業高等専門学校)

1M4-6
深層強化学習アルゴリズムによる非線形宇宙機モデルの最適姿勢変更
〇遠藤 亮, 山口 功, 山﨑 武志, 髙野 博行 (防衛大学校), 池田 裕一 (湘南工科大学)

1M5 モデル予測制御

1M5-1
予測制御と制御バリア関数に基づく港湾環境下での船舶自律誘導制御
〇八田 直樹, Muhammad Hanif (東京工業大学), 大月 智史, 中島 健一 (川崎重工業), 畑中 健志 (東京工業大学)

1M5-2
モデル予測制御によるイソプロピルアルコールの濃度制御
〇瀧尻 興太郎, 林 大介 (堀場エステック)

1M5-3
A study on model predictive control for electric wheelchair based on trajectory generation avoiding pedestrian 
using mixed integer linear programming
〇Xiaozhuo Zuo, Masakazu Mukai (Kogakuin University)

1M5-4
ワンウェイ方式カーシェアリングシステムにおけるMPCを用いたユーザベースのリバランス
〇春名 孝俊, 滑川 徹 (慶應義塾大学)



1M5-5
持続的外乱の存在下におけるシステム同定とモデル予測制御への適用
〇青山 千仁 (慶應義塾大学), 川口 貴弘 (群馬大学), 鈴木 敦, 下田 直樹 (東芝三菱電機産業システム株式会社), 足立 修一 
(慶應義塾大学)

1M6 航空・宇宙・船舶

1M6-1
マルチロータ機の離着陸時地面効果の活用
〇石川 昌憲, 汐月 哲夫 (東京電機大学)

1M6-2
時変環境における探査ローバの安全な経路計画
〇井上 博夏 (宇宙航空研究開発機構), 足立 修一 (慶應義塾大学)

1M6-3
カーネルに基づく予測制御アロケーションの設計と推力ベクトル制御システムへの応用
〇Nguyen Tam, 平田 研二 (富山大学)

1M6-4
モード励振を用いた薄膜構造物の連続形状制御システムとそのハードウェア開発
〇高尾 勇輝, 森 治 (宇宙航空研究開発機構), 渡邊 秋人 (サカセ・アドテック), 武井 祥平, 江川 主民, 藤井 樹里 
(nomena)

1M6-5
実験用航空機『飛翔』搭載エンジンの回転数制御システムの同定　～飛行条件による比較～
〇片桐 拓真, 青山 千仁 (慶應義塾大学), 成岡 優, 二宮 哲次郎 (宇宙航空研究開発機構), 足立 修一 (慶應義塾大学)

1M6-6
拡張モデル予測制御とスライディングイノベーションフィルタによる水中ドローンのロバスト制御
〇藤倉 駆, 花田 研太, 東 崇史, 松原 崇充 (奈良先端科学技術大学院大学), 杉本 謙二 (南山大学)

1M7 ビークル制御

1M7-1
実環境を考慮した無信号交差点における制御バリア関数を用いたCAV の協調制御
〇中井 優太, 滑川 徹 (慶應義塾大学)

1M7-2
Signal Temporal Logicを用いた自動運転車の最適意思決定
〇朽木 瑛, 滑川 徹 (慶應義塾大学)

1M7-3
LiDARによる形状を考慮した歩行者追跡
〇松山 優人, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

1M7-4
差動歯車の運動を考慮した自律型自動車のトラッキング制御-バックステッピングを応用した制御システムの安定性に関す
る検討-
〇鈴木 勇貴, 横山 誠 (新潟大学)

1M7-5
逆強化学習を利用した2輪駆動移動ロボット回避法設計と実験機による回避精度の検討
〇川高 光太郎, 日高 浩一 (東京電機大学)



1M8
OS: サイバーフィジカルシステムの制御・計画・検証
オーガナイザー：小島 千昭（富山県立大学），榊原 一紀（富山県立大学）

1M8-1
非線形ODEモデルにおける電圧分布に関する消散性
〇小島 千昭, 武藤 佑弥 (富山県立大学), 薄 良彦 (京都大学)

1M8-2
Hamilton-Jacobi方程式のGalerkin近似に基づく制御対象と制御性能の同時最適化に関する一検討
〇星野 光 (兵庫県立大学)

1M8-3
太陽光発電・電気自動車を導入したスマートグリッドの運用コスト最適化
〇永山 悠, 小島 千昭 (富山県立大学)

1M8-4
オンチップテストパターン生成器のための人工神経回路網の2値化の試み
〇稲元 勉, 大友 一輝, 樋上 喜信 (愛媛大学)

1M8-5
不確実性をともなうリサイクルプロセスのみえる化と生産性向上
〇甲斐 雅也, 中島 誼大, 中村 正樹, 榊原 一紀 (富山県立大学), 寺崎 英樹, 竹橋 洋平, 仲里 卓, 門嶋 梨穂 (ハリタ金属)

1M8-6
統計的モデル検査を用いたマルチカーエレベータ制御則の設計検証
〇北原 祐希, 中村 正樹, 榊原 一紀 (富山県立大学)

3月9日 午後（March 9, Afternoon）

1A1 New Applications of Control

1A1-1
System Level Modeling and Closed Loop Control for a Droplet-Based Micro-Actuator
Alexander Kopp (University of Augsburg), Peter Conrad (Ruhr-Universität Bochum, Microsystems Technology), 
Martin Hoffmann (Ruhr-Universität Bochum), Christoph Ament (Universitaet Augsburg)

1A1-2

Control of a Smart Active Flexible Needle for Therapeutic Procedures
surender hans (Department of Electrical and Electronics Engineering, Poornima U), Jitendra Kumar Goyal 
(Assistant Professor, School of Electrical Engineering, Vellore I), Ankit Sachan (Hiroshima University), Sandeep 
Kumar Soni (INSA Centre Val de Loire Campus de Bourges), Mohamed Djemai (INSA Hauts-de-France), Payal 
Bansal (Department of Electronics and Communication Engineering, Poornim)

1A1-3
Shoe-Type Device to Estimate Body Balance Focusing on the Relationship between CoM and BoS Estimated 
from CoP
Yuta Ishii, Kazuki Date, Taku Itami, Jun Yoneyama (Aoyama Gakuin University)



1A1-4

Nearest Neighbor Search-Based Modification of RRI Data with Premature Atrial Contraction and Premature 
Ventricular Contraction
Sifeng Chen, Shota Kato (Kyoto University), Koichi Fujiwara (Nagoya University), Manabu Kano (Kyoto 
University)

1A1-5
Structural Modeling and Intervention of Gene Regulatory Networks for Ultra-Early Disease Prevention
Ryou Naga, Masaki Inoue (Keio University)

1A2 10周年記念企画 (2)

1A3 社会課題解決のための制御技術

1A3-1
車両のグループ分けに基づくEV走行・駐車行動予測
〇池内 一樹, 上野 将樹 (慶應義塾大学), 上野 将樹 (本田技研工業), 足立 修一 (慶應義塾大学)

1A3-2
ネット需要データに基づく需要家蓄電池の稼働状態推定
〇飯野 穣, 林 泰弘 (早稲田大学)

1A3-3
制御工学に必要なインターフェイスを備えたオブジェクト指向型電力系統シミュレータ開発
〇西野 択, 伊藤 将寛, 木村 陽太, 大西 慶幸, 清水 龍太, 川野 裕大 (東京工業大学), 川口 貴弘 (群馬大学), 石崎 孝幸 (東
京工業大学)

1A3-4
SIRモデルに対する事象駆動型制御ポリシーの設計
〇丁 力辰, 橋本 和宗, 高井 重昌 (大阪大学)

1A3-5
筋電位からの関節角度推定におけるNARXモデルの回帰ベクトル構成に関する実験的考察
〇小川 司, 中島 明, 坂本 登 (南山大学)

1A3-6
Modification of RRI Data by NBEATS Model
〇Hongtao Chen, Shota Kato (Kyoto University), Koichi Fujiwara (Nagoya University), Manabu Kano (Kyoto 
University)

1A4
誘導制御シンポジウム 招待講演
はやぶさ2による小惑星サンプルリターンの達成とその成果

1A4-1
［招待講演］
はやぶさ2による小惑星サンプルリターンの達成とその成果
〇津田 雄一 (JAXA)



1A5
OS: モデル予測制御の理論と応用
オーガナイザー：向井 正和（工学院大学），原尚之（大阪公立大学），曹文静（上智大学）

1A5-1
高次モーメントを用いた機会制約の近似による非線形確率モデル予測制御
深尾 真輝, 〇大塚 敏之 (京都大学)

1A5-2
非線形モデル予測制御を用いた自律型二輪車のサーキット走行におけるライン取り
〇江口 満国, 伊達 央 (筑波大学)

1A5-3
適応モンテカルロモデル予測制御による倒立振子の振り上げ安定化
〇橘 晃生, 伊達 央 (筑波大学)

1A5-4
低リソースIoTデバイス上でのモデル予測制御 ーmicro:bitによるコンセプト検証ー
〇山本 舜大 (大阪府立大学), 原 尚之, 小西 啓治 (大阪公立大学)

1A5-5
モバイルマニピュレータによる建設動作生成のための可変制約を用いたモデル予測制御
〇入澤 俊輔, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

1A5-6
電動車椅子の曲線経路上におけるモデル予測障害物回避制御
〇牧野 統真, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

1A6 確率システム

1A6-1
Probability Rate Optimization of Positive Markov Jump Linear Systems via DC Programming
〇Chengyan Zhao (Ritsumeikan University), Masaki Ogura (Osaka University)

1A6-2
非線形系のベイズ推定のための可観測性グラミアン
〇Lee Kunwoo, 加嶋 健司 (京都大学)

1A6-3
待ち行列-在庫制御問題の効率的解法
〇河瀬 理貴 (東京工業大学)

1A6-4
確率的なパラメータ変動に対してロバストな軌道設計法について
〇田中 祥貴, 藤本 健治, 丸田 一郎 (京都大学)

1A6-5
固定小数点数を用いたカルマンフィルタにおける計算誤差の，システム特性に基づく現実的な評価
〇管野 政明 (新潟大学)

1A6-6
ランダムな通信遅延環境下でのH2確率制御を用いた移動体の遠隔制御
〇亀岡 翔太 (三菱電機株式会社), 細江 陽平 (京都大学)



1A7 モデリングと制御

1A7-1
GISデータによる都市部火災推移モデルの自動生成
〇澤田 翔, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

1A7-2
新しい車間距離方策を用いた自動車隊列走行協調制御
〇山口 弘道, 楊 子江 (茨城大学)

1A7-3
三重タンクシステムのイベントトリガ制御における雑音の影響に関する考察
〇佐藤 和輝, 楊 子江 (茨城大学)

1A7-4
イベントトリガ拡張ハイゲインオブザーバによるカオス秘匿通信
〇竹田 朋樹, 楊 子江 (茨城大学)

1A7-5
繰り返し反復制御のためのガウシアンプロセスによるインパルス応答推定
〇豊田 充, 増田 士朗, 小坂 航太, 佐藤 幸浩 (東京都立大学)

1A7-6
Graph Integrated Dynamic Optimal Control Approach to Eco-Routing Problem for PHEVs
〇Qixing Liu (Dalian University of Technology), Zhenhui Xu (Sophia University), Yuhu Wu (Dalian University of 
Technology), Tielong Shen (Sophia University)

1A8 ネットワークシステム

1A8-1
信号損失に対処するゲイン切替型オブザーバと極の領域配置
〇永田 篤樹, 松原 崇充 (奈良先端科学技術大学院大学), 杉本 謙二 (南山大学)

1A8--2
感染症拡大抑制制御下におけるオピニオンダイナミクスのロバスト化
〇政田 龍也 (東京工業大学), Wang Yuan (湖南大学), 石井 秀明 (東京工業大学)

1A8-3
異常エージェント存在下の二重レート合意制御
〇田中 孝也, 川口 夏樹, 佐藤 孝雄 (兵庫県立大学)

1A8-4
伝送遅延を持つ非線形サンプル値ネットワークシステムの同期
〇三沢 拓也, 小口 俊樹 (東京都立大学), 漁野 康紀 (一般財団法人 電力中央研究所)

1A8-5
動的なネットワーク構造をもつ物理パラメータが異なる柔軟宇宙機群に対するリーダーフォロワー型姿勢合意制御
〇森本 祐生, 遠藤 孝浩, 松野 文俊 (京都大学)



3月9日 夕方（March 10, Evening）

1PS1 企業・学生ポスターセッション (1)

1PS12-1
直接描画装置における自律補正コントローラ開発
〇仲村 武瑠, 木村 知玄, 中西 健二, 中井 一博 (SCREENホールディングス)

1PS12-2
環境変化や外乱に適応する装置安定制御技術の開発
〇山家 暢, 斎藤 奎介, 仲村 武瑠, 猿渡 健, 水野 芳樹 (SCREENホールディングス)

1PS1-1
Engine Control for a Ship under Sea Waves Disturbance<br>--Derivation of Marthematical Model--
〇Imamura Takuma, Feifei Zhang, Masakazu Koike, Junichiro Tahara (Tokyo University of Marine Science and 
Technology)

1PS1-2
自重支持機構を備えた四脚ロボットの歩行制御
〇外山 淳也, 大矢 晃久, 伊達 央 (筑波大学)

1PS1-3
被覆制御と制御バリア関数を用いたアイスホッケー守備陣形の自動生成
〇中山 俊太, 畑中 健志 (東京工業大学), 広浦 雅敏 (FBトライアングル株式会社), 鈴木 貴人 (東洋大学)

1PS1-4
データに依存しない性能保証つき分散形状学習：受動性とループ整形に基づくアプローチ
〇大嶋 俊之, 畑中 健志 (東京工業大学), 山内 淳矢 (東京大学), 伊吹 竜也 (明治大学), 瀬戸 道生 (防衛大学校)

1PS1-5
ポリトープ型不確かさを持つ制御対象に対するマルチレート状態推定器の設計
〇林田 充生, 有永 賢太, 岡島 寛 (熊本大学)

1PS1-6
確率外乱下における二輪車両ロボットの衝突防止制御
〇大迫 史也, 西村 悠樹 (鹿児島大学)

1PS1-7
アクティブマスダンパを用いた床振動抑制のための2自由度制御
〇石井 球道, 川邊 武俊, 山本 薫, 合戸 優佑, 今村 翼 (九州大学)

1PS1-8
3相インバータのゲート信号の切り替えによるBLDCモータの振動騒音低減と実験検証
〇大井上 巧, 千田 有一, 種村 昌也 (信州大学), 溝口 勝俊 (シナノケンシ株式会社)

1PS1-9
カーネル正則化を用いたレトロフィット強化学習法
〇橋本 直季, 根岸 航平, 川口 貴弘, 橋本 誠司 (群馬大学)

1PS1-10
カプセル型ロボットの運動制御<br>-内部質点の水平・鉛直動作による運動生成と実機検証-
〇佐々木 駿介, 釜道 紀浩 (東京電機大学)

1PS1-11
VARモデルを用いたリスクセンシティブなポートフォリオ最適化
〇李 栄俊, 定本 知徳 (電気通信大学)



1PS1-12
つくばチャレンジにおける画像処理を用いた自律走行補助手法の検討
〇黒岩 大雅, 姜 雄文, 倪 侃, 川口 貴弘, 橋本 誠司 (群馬大学), 磯貝 孝夫, 曽我 裕史, 張 浩浩 (両毛システムズ)

1PS1-13
深度カメラとLaser Range Finder（LRF）を利用する2輪ロボットの障害物回避法
〇竹下 真美, 日高 浩一 (東京電機大学)

1PS1-14
物体検出アルゴリズムを用いた船舶の誘導制御に関する基礎研究
越乢 健太, 〇岡崎 忠胤 (東京海洋大学)

1PS1-15
強化学習を用いたローリングバランスの安定化運動の生成
〇吉永 貴津那, 中浦 茂樹 (佐世保工業高等専門学校)

1PS1-16
ディーゼルエンジン排気ガス後処理システムの状態予測型触媒温度制御
〇小針 英靖 (東京都立大学), 木村 敏樹, 堤 宗近 (日野自動車株式会社), 児島 晃 (東京都立大学)

1PS1-17
マルチエージェントシステムの制御性能改善のための移動情報量を用いたネットワーク構造推定
〇小泉 輝起, 和佐 泰明 (早稲田大学), 岸田 昌子 (国立情報学研究所)

1PS1-18
入出力データに基づく安定余裕推定情報を用いたVRFTによる安定化制御器設計
〇五十嶋 洸人, 種村 昌也, 千田 有一 (信州大学)

1PS1-19
ティルト翼機構を有するヘキサロータの2モード切替制御
〇日向 功士, 市原 裕之 (明治大学)

1PS1-20
蠕動運動型ロボットの滑り抑制制御のための基礎検討
〇秋葉 智貴 (東京電機大学)

1PS2 企業・学生ポスターセッション (2)

1PS12-1
直接描画装置における自律補正コントローラ開発
〇仲村 武瑠, 木村 知玄, 中西 健二, 中井 一博 (SCREENホールディングス)

1PS12-2
環境変化や外乱に適応する装置安定制御技術の開発
〇山家 暢, 斎藤 奎介, 仲村 武瑠, 猿渡 健, 水野 芳樹 (SCREENホールディングス)

1PS2-1
VRインターフェースを利用した人・ロボット群協調制御における人間モデリングと受動性解析
〇住野 匠, 望月 崇広, 畑中 健志 (東京工業大学)

1PS2-2
果樹園における多角度撮影型被覆制御の実証実験
〇清水 拓実, 路 至遠, 土方 大輔, 畑中 健志 (東京工業大学)

1PS2-3
部分空間法を用いた周期時変系のモデリング
〇古川 莉早, 近藤 晴人, 岡島 寛 (熊本大学)



1PS2-4
ブロックスパース最適化を用いたARXモデルの同定法
〇三上 凌, 川口 貴弘, 橋本 誠司 (群馬大学)

1PS2-5
汎用マニピュレータを用いた片側インクリメンタルフォーミングのための最適軌道計画法
〇松本 大輝, 湯野 剛史, 川邊 武俊 (九州大学)

1PS2-6
フィードバック・フィードフォワード補償器の同時最適化設計による床振動制御
〇合戸 優佑, 川邊 武俊, 山本 薫, 今村 翼, 石井 球道 (九州大学)

1PS2-7
ペロブスカイト太陽電池の最大電力点周りでのモデルマッチング制御
〇下島 大和 (電気通信大学), 定本 知徳 (電気通信大学　大学院)

1PS2-8
ブラシレスDCモータのホールセンサの位置ずれを考慮したカルマンフィルタによる回転速度推定
〇武藤 直斗, 千田 有一, 種村 昌也 (信州大学), 溝口 勝俊, 鈴木 一輝 (シナノケンシ)

1PS2-9
ドライバーの光誘導制御とVR環境下の実証実験
〇武田 匡彦, 井上 正樹 (慶應義塾大学), 南 裕樹 (大阪大学)

1PS2-10
多層ニューラルネットワークを用いた油圧アクチュエータの準静的モデルの近似
〇一色 壮太, 山本 裕貴 (広島大学), 邱 進軍, 土井 隆行, 南條 孝夫, 山下 耕治 (コベルコ建機株式会社), 菊植 亮 (広島大
学)

1PS2-11
分布型の通信遅延が合意形成に与える影響の数値的考察
〇刀谷 吉徳, 小松 弘和 (豊田工業高等専門学校), 横田 宏 (理化学研究所)

1PS2-12
人工ポテンシャルで発生する回避経路へ追従させる2輪移動ロボットの障害物回避制御法
〇小池 優作, 日高 浩一 (東京電機大学)

1PS2-13
Modeling of Trampoline Jumping Motion by Measurement and Analysis
〇Danzan Battumur, Ryotaro Muto, Shigeki Nakaura (National Institute of Technology, Sasebo College)

1PS2-14
操舵による横滑りを考慮した車両のモデル予測制御
〇梶原 秀斗, 市原 裕之 (明治大学)

1PS2-15
レジリエントな被覆制御
〇安旨 莉玖, 市原 裕之 (明治大学)

1PS2-16
受動性理論に基づく、電気自動車の運動制御とエネルギー最適制御の統合化
〇長谷川 大地 (豊田工業大学)

1PS2-17
変分方程式に基づくIterative LQRによる倒立振子の振り上げ制御:安定多様体法との比較に基づく振り上げ挙動の一解析
〇重松 克哉, 松本 拓也, 星野 光, 古谷 栄光 (兵庫県立大学)

1PS2-18
Beyond Engineering -What Cambodia Needs Through Studying in Japan.
〇Soksereymongkoul Chhuon, Atsushi Maeda (Nihon Kogakuin College)

1PS2-19
受動関節を用いた多連結クローラーロボット
〇久慈 歩夢, 伊藤 一之 (法政大学)



1PS2-20
大規模非負システムの有限時間最適制御のための評価関数設計
〇石田 駿斗, 和田 孝之, 藤崎 泰正 (大阪大学)

3月10日 午前（March 10, Morning）

ISCS Plenary Lecture（英語）
"Distributed Coordination in Multi-agent Systems: Algorithms and Applications"
Prof. Wei Ren (Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, Riverside, USA)

2M1 Computational Methods in Control

2M1-1
Relation between Disturbance Observer and Model Error Compensator
Kana Shikada, Noboru Sebe (Kyushu Institute of Technology)

2M1-2

A Robust Formation Control Based on Piecewise Lyapunov Functions for Multi-Agent Systems with Unknown 
Parameters
Takuya Nakagawa, Satoshi Hayakawa (Graduate School of Integrative Science and Engineering, Tokyo Ci), 
Shunya Nagai (The University of Tokushima), Yoshikatsu Hoshi, Hidetoshi OYA (Tokyo City University)

2M1-3
Distributed Parameter Estimation with Gaussian Observation Noises in Time-Varying Digraphs
Jiaqi Yan (Nanyang Technological University), Hideaki Ishii (Tokyo Institute of Technology)

2M1-4
Neural Continuous-Time Markov Models
Majerle Reeves, Harish Subrahmanya Bhat (University of California, Merced)

2M1-5
A Scenario Approach to Optimization with an Average Constraint
Yasumasa Fujisaki (Osaka Univ.), Takeshi Hatanaka (Tokyo Institute of Technology)

2M2
産業制御システムのスマート＆セキュア化への取り組み
（産業応用部門招待OS）

2M2-1
脱炭素へのKEIモデルの適用
茅野　 眞一郎 (三菱電機), 米田 尚登 (ダッソー・システムズ), 手代木 悠也 (ダッソー・システムズ), 〇伊藤 章雄 (横河
電機), 久池井 茂 (北九州工業高等専門学校)



2M2-2
ソフトコントローラtypeCPとDX活用事例
〇深井 英五, 高柳 洋一, 阿部 克成, 村上 将一 (東芝インフラシステムズ)

2M2-3
リスク管理視点からのIACSセキュリティ対策の分類に関する考察
〇神余 浩夫 (三菱電機), 藤田 淳也 (日立製作所), 新井 貴之 (横河電機)

2M3
OS: 農・林・畜・水産業への計測制御技術応用 (1)
オーガナイザー：釜道 紀浩（東京電機大学），千田 有一（信州大学），岩瀬 将美（東京電機大学）

2M3-1
［チュートリアル講演］
持続可能な水産業に貢献する画像センシング技術とその展開
○戸田 真志 (熊本大学)

2M3-3
［招待講演］
畜産農家が納得して意思決定するための繁殖牛の映像監視モデリング
〇小川 哲司, 斎藤 奨, 中野 鐵兵 (早稲田大学)

2M3-4
［招待講演］
農学・植物科学を対象とした形質評価技術の開発
〇七夕 高也, 磯部 祥子 (かずさDNA研究所)

2M3-5
［招待講演］
近赤外線カメラを用いたユズの葉果比推定に関する検討
〇栗原 徹, 末廣 いのり, 楊 易久, 松本 正弘, 福森 寧々 (高知工科大学), 浜田 和俊 (高知大学)

2M3-6
［招待講演］
生食ブドウ栽培支援のための画像認識技術
〇内海 ゆづ子 (大阪公立大学)

2M4 機械学習

2M4-1
制約下でのゲイン設計における深層展開のハイパーパラメータ選定について
〇和田 弘匡, 小蔵 正輝 (大阪大学), 岸田 昌子 (国立情報学研究所), 若宮 直紀 (大阪大学)

2M4-2
SGDアルゴリズムにおける忘却係数を持つ正則化項の提案とその効果の調査
〇佐々木 陸翔, 劉 康志, 残間 忠直, 小岩 健太 (千葉大学)

2M4-3
フィードフォワードニューラルネットワークの局所的 Lipschitz 定数：上界値計算と厳密性検証
〇Dai Xin, 西中 伸吾, 藤井 達希, 蛯原 義雄 (九州大学)

2M4-4
動的出力フィードバック制御器設計のための観測ノイズ下における方策勾配法
〇平井 卓実, 定本 知徳 (電気通信大学大学院)

2M4-5
部分観測システムに対するラインサーチを用いた方策勾配法の提案
〇仲俣 郁哉 (電気通信大学), 平井 卓実, 定本 知徳 (電気通信大学 大学院)



2M4-6
FRITによる動的量子化器のデータ駆動型更新
〇中野 太雅, 金子 修 (電気通信大学)

2M5
OS: “クルマからモビリティへ”の制御・モデリングの新展開 (1)
オーガナイザー：向井 正和（工学院大学），山﨑 由大（東京大学），平田 光男（宇都宮大学），安井 裕司（本田技
研），青野 俊宏（日立アステモ），仲田 勇人（日野自動車）

2M5-1
ELMによる家庭の電力需要量の推定に基づいたEVの電力配達経路の最適化
〇黒岩 凜, Cao Wenjing, 小笠原 眞友, Zhang Yu (上智大学)

2M5-2
ロバスト予測制御に基づくHEVのエネルギーマネジメント
〇野﨑 凌, 川元 裕登, 水本 郁朗 (熊本大学)

2M5-3
Big Data-based Identification of Macroscopic Traffic Model and Application in Ensemble Average Energy 
Optimization of HEVs
〇Jiayu Chen (Chiba University), Tielong Shen (Sophia University), Tatsuya Kuboyama (Chiba University)

2M5-4
ニューラルネットワークによるターボチャージャの特性変化検出に関する基礎検討
〇田代 堅聖, 平田 光男, 鈴木 雅康 (宇都宮大学), 仲田 勇人 (日野自動車株式会社)

2M5-5
ガソリンエンジン吸排気系に対するガウス過程回帰を用いたバッチ強化学習
〇荒井 貴皓, 鈴木 雅康, 平田 光男 (宇都宮大学)

2M5-6
確率最適制御と極値探索制御を用いたSIエンジンの燃焼ばらつき抑制
〇橋本 侑樹, 大森 浩充 (慶應義塾大学)

2M6
OS: 確率システム制御理論のブレイクスルーを目指して (1)
オーガナイザー：西村悠樹（鹿児島大学），佐藤訓志（大阪大学）

2M6-1
Contraction解析に基づく離散時間非線形確率系の状態フィードバック制御
道谷 優貴, 〇細江 陽平, 萩原 朋道 (京都大学)

2M6-2
確率システムにおける中央値安定性と確率安定性の関係について
〇島中 隆成, 和田 孝之, 藤崎 泰正 (大阪大学)

2M6-3
A study on extension of kinetic potential energy shaping to a class of stochastic port-Hamiltonian systems
〇Satoshi Satoh (Osaka University), Kenji Fujimoto (Kyoto University)

2M6-4
安全確率を陽に保証する確率安全制御
〇西村 悠樹 (鹿児島大学), 星野 健太 (京都大学)

2M6-5
超音波モータの位置決め制御における制御バリア関数を用いた準最短時間制御
〇土田 湧貴, 西村 悠樹 (鹿児島大学)



2M7 航空機・マルチコプターの誘導制御

2M7-1
逐次割り当てを用いたスウォームターゲットへの迎撃誘導精度の向上
〇山下 皓大, 樋口　 丈浩, 上野 誠也 (横浜国立大学)

2M7-2
天井効果を受けるマルチローター機の天井効果実測と制御への影響
〇米田 勇輔, 樋口 丈浩, 坂間 遼太, 柿崎 一樹, 宮野 晃輔 (横浜国立大学)

2M7-3
風速誤差に対してロバストな予見フィードフォワードによる航空機の突風応答軽減
〇濱田 吉郎, 菊地 亮太, 井之口 浜木 (宇宙航空研究開発機構)

2M7-4
マルチラテレーション環境下におけるマルチコプタ型小型無人航空機のための衝突回避手法
〇佐藤 岳, 横井 浩史 (電気通信大学), 虎谷 大地, 古賀 禎 (電子航法研究所)

2M7-5
マルチローターの実験データによるデータ駆動型状態推定
〇塩塚 竜也 (九州大学), 梶川 大河, 坂東 麻衣, 長崎 秀司, 外本 伸治 (九州大学大学院)

2M7-6
無人航空機の速度変化を考慮した経路角指定の垂直着陸誘導制御について
〇林 雄亮 (防衛大学校), 山﨑 武志, 髙野 博行, 山口 功

2M8 同定・推定

2M8-1
閉ループLPV同定における状態項の推定に関する数値的解析
〇田中 秀幸 (広島大学), 池田 建司 (徳島大学)

2M8-2
ある閉ループ部分空間同定法における周波数領域での不確かさの推定
〇池田 建司 (徳島大学), 田中 秀幸 (広島大学)

2M8-3
自動化建設機械の走路状態推定に関する実験的考察
〇石川 貴大, 浜本 研一 (鹿島建設株式会社　技術研究所), 小木曽 公尚 (電気通信大学)

2M8-4
パラメータフィッティングによる制御系設計のための低次元化車両モデル構築に関する研究
〇竹内 隆泰 (北海道大学), 山下 裕 (北海道大学), 小林 孝一 (北海道大学)

2M8-5
システムの時定数に関連したむだ時間推定に関する研究
〇申 秀行, 阿部 直人 (明治大学)

2M8-6
観測値の遅延に対応可能なカルマンフィルタによる原子時計の状態推定法
〇柿沼 優人 (群馬大学), 石崎 孝幸 (東京工業大学), 矢野 雄一郎, 花土 ゆう子 (情報通信研究機構), 橋本 誠司, 川口 貴弘 
(群馬大学)



3月10日 午後（March 10, Afternoon）

2A1 Control of Robots and Mechanical Systems

2A1-1
Force Control of a 1-DoF Cable Robot Using Deep Reinforcement Learning
Marcus Hamann (Augsburg University), Julius Brandl (University of Augsburg), Christoph Ament (Universitaet 
Augsburg)

2A1-2

Mixed Compositional Pattern-Producing Network-NeuroEvolution of Augmenting Topologies Method for the 
Locomotion Control of a Snake-Like Modular Robot
Yu-Lun, Allen Song (Industrial Technology Research Institute), Wei-Yu Chiu, Shri Harish Manoharan (National 
Tsing Hua University)

2A1-3
Online Robot Manipulator's Grasping Points Detection for Arbitrarily Placing Objects
Kao-Shing Hwang (National Sun Yat-sen University,Kaohsiung), Jin-Ling Lin (Shih Hsin University)

2A1-4

Novel Auto-Tuning PD-Fuzzy Control of Current Harmonics to Reduce Losses in Motor Drive Systems Excited by 
SiC-MOSFET Inverter
Gia Minh Thao NGUYEN (Toyota Technological Institute), Ton Do (Nazarbayev University), Duc-Kien Ngo (The 
University of Danang - University of Technology Education), Keisuke Fujisaki (Toyota Technological Institute)

2A1-5
Design and Control of a 3D Printing Large Range XY Nanoprecision Stage
Jing-chung Shen (National Formosa University)

2A2
カーボンニュートラル社会の実現に向けた産業界の挑戦とSICEへの期待
（IFAC2023・制御技術部会）

2A3
OS: 農・林・畜・水産業への計測制御技術応用 (2)
オーガナイザー：釜道 紀浩（東京電機大学），千田 有一（信州大学），岩瀬 将美（東京電機大学）

2A3-1
［チュートリアル講演］海と水産業の見える化が求められる背景と現状
〇山口 幹人 (東海大学)

2A3-3
密閉外殻をもつ水中移動体の自転制御
高山 直輝, 岩田 快, 小貝 佑奈, 〇林 翔平, 藤川 太郎 (東京電機大学)

2A3-4
森林調査用エンジン駆動型マルチコプタの経路追従飛行
寺田 勇登 (東京電機大学), 〇臼倉 立起 (東京電機大学), 増田 直己 (東京電機大学), 岩瀬 将美 (東京電機大学)



2A3-5
車両型除草機の障害物回避経路生成と経路追従制御実験
〇中原 元気, 千田 有一, 種村 昌也, 松下 太一, 寺澤 竜生 (信州大学)

2A3-6
降雨予報を考慮した経路最適化に基づく分散圃場の作業計画
〇新妻 尚樹, 根本 琢磨, 釜道 紀浩 (東京電機大学)

2A4
OS: 制御システムのセキュリティとプライバシー
オーガナイザー：小木曽公尚（電気通信大学），澤田研二（電気通信大学），笹原帆平（東京工業大学）

2A4-1
リザバーコンピューティングによるスマートグリッドへの攻撃検出
〇金 起誠, 笹原 帆平, 井村 順一 (東京工業大学)

2A4-2
サイバー攻撃発生時の安全復旧を目的とした空間分割に基づくスーパーバイザ設計
〇池田 佳輝, 澤田 賢治 (電気通信大学), 松本 典剛, 小倉 貴志, 阪田 恒晟 (日立製作所)

2A4-3
制御システムでの強化学習によるブロックリストの生成
〇小川 寛太, 澤田 賢治 (電気通信大学), 松本 典剛, 小倉 貴志, 阪田 恒晟 (日立製作所)

2A4-4
暗号化制御系における最適な制御器とセキュリティパラメータの設計
〇寺西 郁, 小木曽 公尚 (電気通信大学)

2A5
OS: “クルマからモビリティへ”の制御・モデリングの新展開 (2)
オーガナイザー：向井 正和（工学院大学），山﨑 由大（東京大学），平田 光男（宇都宮大学），安井 裕司（本田技
研），青野 俊宏（日立アステモ），仲田 勇人（日野自動車）

2A5-1
制御バリア関数を用いた車間距離追従制御による隊列形成に関する一考察
〇林 悠月, 向井 正和 (工学院大学)

2A5-2
四輪車両の障害物回避と経路探索
〇坪内 亮介, 米山 淳, 伊丹 琢 (青山学院大学)

2A5-3
コネクテッドハイブリッド自動車のエネルギー効率最適制御
〇Fuguo Xu (Tokyo City University), Tielong Shen (Sophia University)

2A5-4
渋滞状況を考慮したEVによる電力配達の最適経路計画アルゴリズムの構築
〇小笠原 眞友, 曹 文静, 黒岩 凛, 張 雨 (上智大学)

2A5-5
Connected ACCに対する前前方車情報を用いたフィルタリング機能の検討
〇藤本 拓磨, 澤田 賢治 (電気通信大学)



2A6
OS: 確率システム制御理論のブレイクスルーを目指して (2)
オーガナイザー：西村悠樹（鹿児島大学），佐藤訓志（大阪大学）

2A6-1
Non-Gaussian Filter and Moon Navigation
〇Masaya Murata (Japan Aerospace Exploration Agency)

2A6-2
観測と記憶が制限された確率最適制御問題の解法：確率空間上のポントリャーギンの最小原理と前向き後向きスイープ法
〇鳥取 岳広, 小林 徹也 (東京大学)

2A6-3
Phase and amplitude function for stochastic nonlinear oscillators via Koopman operator theory
〇Yuzuru Kato (Future University Hakodate), Hiroya Nakao (Tokyo Institute of Technology)

2A6-4
マルコフ埋め込みを用いた非マルコフ点過程のマスター方程式の導出
〇金澤 輝代士 (筑波大学), Sornette Didier (南方科技大学)

2A7 移動体の誘導制御

2A7-1
月探査機の動力降下フェーズにおけるロバスト軌道の検討
〇石戸 大智, 上野 誠也, 樋口 丈浩, 伊藤 秀磨 (横浜国立大学)

2A7-2
モデル予測制御を用いた宇宙機の月面への着陸誘導制御
〇彦阪 吉海, 金田 さやか, 下村 卓 (大阪公立大学)

2A7-3
The angular position estimation for the moving spacecraft using two  tracking station
〇Tsutomu Ichikawa (Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA))

2A7-4
宇宙基地搭載の搭乗員支援マニピュレータの最適軌道生成アルゴリズム
〇竹内 健人, 上野 誠也 (横浜国立大学)

2A7-5
平面脚車輪型移動ロボットのモンテカルロモデル予測軌道追従制御
〇小髙 良輔, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

2A7-6
重み付き空間分割を用いた３次元被覆制御による害鳥の侵入対策
〇笠井 茉莉, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

2A8 エネルギーマネジメントシステム

2A8-1
大規模発電計画の高速最適化：機械学習に基づくアクティブな制約条件の推定と探索領域の限定
〇木下 喜仁, 石崎 孝幸 (東京工業大学)



2A8-2
価格提示を利用した仮想発電所における階層分散型制御の実機実験に関する考察
〇寺﨑 隼斗, 平田 研二 (富山大学), 阿久津 彗, 北村 高嗣, 大堀 彰大, 服部 将之 (株式会社ダイヘン), 太田 快人 (京都大
学)

2A8-3
デマンドレスポンスを含む負荷周波数制御系におけるPassivity-Shortを用いた安定性解析
〇柴田 康智, 滑川 徹 (慶應義塾大学)

2A8-4
マイクログリッドにおけるシナリオ最適化に基づくバッテリーマネジメント
〇若林 秀侑, 滑川 徹 (慶應義塾大学)

2A8-5
A data-driven energy management method for parallel PHEVs based on action dependent heuristic dynamic 
programming (ADHDP) model
〇YAN KONG (Jilin University)

2A8-6
可変速風力発電機におけるZソースフルコンバータの適用
〇松島 勇太, 小岩 健太, 残間 忠直, 劉 康志 (千葉大学)

特別講演
「人の心身状態計測と機能拡張：生体工学の発展は人を幸せにするか？」
岡田 志麻 教授（立命館大学理工学部ロボティクス学科）

授賞式

3月11日 午前（March 11）

3M1 Control for Energy Saving

3M1-1
Distributed Traffic Signal Control with Fairness Using Deep Reinforcement Learning
Shogo Shirasaka (Tokyo University of Science), Naoki Kodama (University of Meiji), Taku Harada (Tokyo 
University of Science)

3M1-2
Robust H Guaranteed Cost Controller Design for Islanded Microgrids: An LMI Approach
Byeonghwa Lee, Juwon Kim (School of Electronic Engineering, Kumoh National Institute of Te), Jaepil Ban 
(Kumoh National Institute of Technology)

3M1-3
Battery-Assisted Load Frequency Control Considering Rate-Of-Change Constraints
Tatsuya Motoki, Akira Kojima (Tokyo Metropolitan University)



3M1-4
Sparse Feedback Control Realization Using a Dynamic Linear Compensator
Zhicheng Zhang, Yasumasa Fujisaki (Osaka Univ.)

3M1-5
Generation of a Sparse Input with a Receding-Horizon Technique: Optimality in the Infinite Horizon
Yasuaki Oishi (Nanzan University), Takumi Iwata (Nagoya University), Masaaki Nagahara (The University of 
Kitakyushu)

3M2 適応学習制御 (1)

3M2-1
制御対象の相対次数推定法と適応制御器設計への応用
〇板宮 敬悦 (防衛大学校)

3M2-2
複雑化する自動車の電子制御システムに対する適応学習制御の応用に関する考察
〇齊藤 智明 (株式会社電通国際情報サービス)

3M2-3
モンテカルロモデル予測制御法によって得られる制御器のモデル化
〇松井 義弘 (福岡工業大学), 綾野 秀樹 (東京工業高等専門学校), 増田 士朗 (東京都立大学), 中野 和司 (電気通信大学)

3M2-4
動的イベント駆動機構を有するハイゲイン適応出力フィードバック制御系設計
〇道野 隆二 (熊本県産業技術センター), 赤池 宏太, 水本 郁朗 (熊本大学)

3M2-5
CMACによるASPR性に基づく適応出力フィードバック制御のタンクプロセス実験装置による実験検証
〇加藤 望, 大財 望夢, 水本 郁朗 (熊本大学)

3M2-6
イベントトリガLQI制御系における通信の異常検知
〇高橋 将徳, 原 正佳, 松木 俊貴 (大分大学)

3M3 非線形制御

3M3-1
電気機械系に対する受動性に基づくインテグラルスライディングモード制御について
〇馬場 貴大, 藤本 健治, 丸田 一郎 (京都大学)

3M3-2
非対称な状態空間上のダイナミクスのモジュール型解析設計を目指した供給率について
〇伊藤 博 (九州工業大学)

3M3-3
ネットワーク厳密フィードバック系の出力フィードバック安定化
〇片山 仁志 (滋賀県立大学)

3M3-4
Torque control experimental investigation for a flexible shaft with backlash
〇Mohannad Samadouny, Noboru Sakamoto, Akira Nakashima, Shinya Isomura (Nanzan University)



3M3-5
あるクラスの時変ハミルトン系に対する第一積分の特徴づけに関する一検討
〇庵 智幸 (大阪大学)

3M3-6
強化学習とインテグラルスライディングモードを融合した制御器設計
〇丸山 裕太, 横山 誠 (新潟大学)

3M4
OS: 人とつながる制御システムのための新たな学術展開 (1)
オーガナイザー：平田 研二（富山大学），井上 正樹（慶応義塾大学），和佐 泰明（早稲田大学）

3M4-1
［チュートリアル講演］
需要家の行動をナビゲーションするエネルギーシステム
〇川本 大輔, ○田中 裕崇 (株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所)

3M4-3
実需要データを利用した蓄電池シェアリングの効用推定に関する考察
〇梶原 拓真, 平田 研二 (富山大学), 和佐 泰明 (早稲田大学), Li Mengmou (東京工業大学), Nguyen Tam (富山大学), 畑
中 健志 (東京工業大学)

3M4-4
蓄電容量共有投資計画の均衡解に関する定量的解析
〇山上 智志, 和佐 泰明 (早稲田大学), 平田 研二 (富山大学), 畑中 健志 (東京工業大学)

3M4-5
ダイナミックに仕事量を管理するギグワークシステムの構築
〇浅中 莉子, 井上 正樹 (慶應義塾大学)

3M4-6
区分的システムで表現された排出量取引の動学的解析
〇駒木 俊, 早川 朋久 (東京工業大学)

3M5
OS: “クルマからモビリティへ”の制御・モデリングの新展開 (3)
オーガナイザー：向井 正和（工学院大学），山﨑 由大（東京大学），平田 光男（宇都宮大学），安井 裕司（本田技
研），青野 俊宏（日立アステモ），仲田 勇人（日野自動車）

3M5-1
モデル予測制御器のオンライン自動生成による多様な運転タスクの実現
〇本田 康平, 奥田 裕之, 鈴木 達也, 伊藤 章 (名古屋大学)

3M5-2
Human in the loop systemによるドライバ操作と支援操作の協調性評価
〇佐藤 海斗, 澤田 賢治 (電気通信大学)

3M5-3
適用型モデル予測制御による旋回時の横転条件を考慮した大型商用車両の走行安定化
〇宮嵜 篤彦, 関口 和真, 野中 謙一郎 (東京都市大学)

3M5-4
路上走行データを対象とした走行シナリオのクラスタリング
〇田中 恵祥, 山崎 由大 (東京大学), 仲田 勇人 (日野自動車株式会社)

3M5-5
走行シナリオを考慮した個人適合型アクセルペダル操作予測モデル
〇井田 侑助, 山﨑 由大 (東京大学)



3M6 群制御

3M6-1
距離に基づく力入力による移動ロボットの剛フォーメーション制御
〇中井 一貴, 市原 裕之 (明治大学)

3M6-2
分布型の通信遅延を考慮した合意制御の安定性解析
〇山川 鯉城, 刀谷 吉徳, 小松 弘和 (豊田工業高等専門学校), 横田 宏 (理化学研究所)

3M6-3
隊列走行のためのストリングスタビリティ制約付き安全制御
〇熊本 光宏, 橋本 和宗, 高井 重昌 (大阪大学)

3M6-4
流体的衝突回避を実現する群ロボットの分散計算と通信量の関係
〇柴原 将太朗, 澤田 賢治 (電気通信大学)

3M6-5
線型エージェント群のクラウドを介した自己駆動型出力同期
〇難波 巧, 鷹羽 浄嗣 (立命館大学)

3M6-6
振動子集団のアンサンブル制御
〇久米 遼大, 伊藤 海斗, 石井 秀明 (東京工業大学)

3M7 ロボティクス・メカトロニクス (1)

3M7-1
産業用ロボットによる機械加工のためのデータ駆動型制御
〇吉岡 和真, 森田 亮介 (岐阜大学)

3M7-2
姿勢補償を用いたトカゲ型1自由度駆動ロボットの軌道追従制御
〇南斉 俊佑, 釜道 紀浩 (東京電機大学)

3M7-3
Assist-as-Needed制御から透過性制御への道標
〇成清 辰生 (豊田工業大学), ジャバリアスル ハメッド　 (国際電気通信基礎技術研究所), 山下 勝司, 山口 雄平, 山田 整 
(トヨタ自動車)

3M7-4
長距離移動のためのスプライン入力型終端状態制御
〇野村 陸人, 平田 光男, 鈴木 雅康 (宇都宮大学)

3M7-5
磁気浮上系の横揺れのモデリングと安定条件について
〇今井 純, 松原 拓斗, 綱田 錬, 竹本 真紹 (岡山大学)

3M7-6
走行中ワイヤレス給電における路面側コイルと車両の間の横ずれの推定および制御手法の提案
〇小石 知明, 阮 平明, 藤本 博志 (東京大学)



3M8 システム理論

3M8-1
サンプル値系のL2/L1誘導ノルムおよびハンケルノルム解析
〇杉山 晟生, 萩原 朋道 (京都大学)

3M8-2
離散時間線形時不変システムのlp+誘導ノルムの下界値解析
〇伊藤 龍之介, 本岡 駿人, 蛯原 義雄 (九州大学)

3M8-3
先行同期に基づくサンプル値ルーリエシステムの分散予測器
〇小太刀 竜也, 小口 俊樹 (東京都立大学　大学院)

3M8-4
ラゲール関数を基底関数とする一般化フーリエ級数展開
〇汐月 哲夫 (東京電機大学)

3M8-5
微分―積分を用いる極値探索制御の厳密な収束性解析
〇奥 宏史 (大阪工業大学), 山本 茂 (金沢大学), 西川 仁希斗, 外村 知也 (大阪工業大学)

3M8-6
有界入力外乱にロバストな状態フィードバック制御器の性能解析
〇新銀 秀徳, 小河原 加久治 (山口大学)

3月11日 午後（March 11, Afternoon）

木村賞受賞記念講演（英語）
"Control Theory for Generalized Coordination of Multi-robot Systems"
櫻間 一徳（京都大学）

3A2 適応学習制御 (2)

3A2-1
［チュートリアル講演］
深層展開の信号修復への応用
〇小西 克巳 (法政大学)

3A2-3
ガウス過程回帰を用いた学習による非線形モデル予測制御
〇孫根 吉聖, 市原 裕之 (明治大学)



3A2-4
Koopman作用素のデータ駆動近似に基づく繰り返し学習制御
〇関野 太紀 (東京都立大学), 増田 士朗

3A2-5
ニューラルネットワークを用いたiISSリアプノフ関数に基づく制御
〇舘 功陽, 小口 俊樹 (東京都立大学)

3A2-6
ニューロチップ実装に適した量子化方策のエッジサーバー深層強化学習
〇小寺 智仁, 角川 勇貴, 鶴峯 義久 (奈良先端科学技術大学院大学), 西村 信耶 (株式会社メガチップス), 松原 崇充 (奈良
先端科学技術大学院大学)

3A2-7
複数主体の存在下におけるレトロフィット強化学習法
〇根岸 航平, 川口 貴弘, 橋本 誠司 (群馬大学)

3A3
OS: 機械学習で加速する制御理論
オーガナイザー：丸田 一郎（京都大学），加嶋 健司（京都大学）

3A3-1
インパルス応答のモード表現に基づくカーネル正則化を用いたシステム同定法
〇川口 貴弘 (群馬大学)

3A3-2
ニューラルネットワークを用いた非線形LFRシステムの同定
〇東 美波, 高野 靖也 (慶應義塾大学), 川口 貴弘 (群馬大学), 足立 修一 (慶應義塾大学)

3A3-3
ルジャンドル多項式を用いた連続時間線形システムの同定
〇高野 靖也 (慶應義塾大学), 金井 関利 (日本電信電話株式会社), 足立 修一 (慶應義塾大学)

3A3-4
状態・出力の不確実性を考慮したニューラルネットワークによる非線形システム同定
〇山田 佳士, 丸田 一郎, 藤本 健治 (京都大学)

3A3-5
最適制御問題における安定多様体上の解の被覆制御を用いた網羅的な探索
〇和田 拓巳, 丸田 一郎, 藤本 健治 (京都大学)

3A3-6
RTD-based Set-point Determination Method for Controlling Pharmaceutical Continuous Manufacturing Process
〇Herath Pathirannahalage Pasindu, Ayumu Nabetani, Shota Kato, Manabu Kano (Kyoto University)

3A3-7
隠れマルコフモデルの構造可縮約性に関する考察
〇太田 快人 (京都大学)

3A4
OS: 人とつながる制御システムのための新たな学術展開 (2)
オーガナイザー：平田 研二（富山大学），井上 正樹（慶応義塾大学），和佐 泰明（早稲田大学）

3A4-1
インタラクション予測にもとづく周辺歩行者への配慮を実現する移動ロボットの行動計画
〇奥田 裕之, 黒田 和秀, 鈴木 達也 (東海国立大学機構　名古屋大学)



3A4-2
弛みによりバックドライバビリティを確保したワイヤ駆動型歩行支援システム －歩容推定に基づくアプローチ－
〇松岡 朋寛, 中村 幸紀, 平田 健太郎 (岡山大学)

3A4-3
人間とロボット群の協調制御系における人間に対する追従しやすいグラフ構造の設計
〇中山 龍雅, 種村 昌也, 千田 有一 (信州大学), 東 俊一 (京都大学), 畑中 健志 (東京工業大学)

3A4-4
人間と平面移動型ロボット群の協調制御系における制御性能を向上させるFRITによるグラフ構造探索
〇米田 尭広, 種村 昌也, 千田 有一 (信州大学), 東 俊一 (京都大学), 畑中 健志 (東京工業大学)

3A4-5
制御Lyapunov関数に基づく実用安定性アシスト制御
〇青木 悠人, 中村 文一 (東京理科大学)

3A4-6
非周期離散時間制御器を用いた非周期サンプリング系に対する制御系設計
〇岡島 寛 (熊本大学)

3A5 動力システムとアクチュエータの制御・監視

3A5-1
定位相要素モデルを使用したリチウムイオン蓄電池のマルチレートSOC推定
〇菊地 隆男, 鷹羽 浄嗣 (立命館大学)

3A5-2
クラスター分析を用いた半導体製造装置の異常検知
〇平井 都志也 (株式会社KOKUSAI ELECTRIC), 加納 学 (京都大学 大学院情報学研究科 システム科学専)

3A5-3
むだ時間および再生回路を有する油圧アクチュエータの位置制御則
〇山本 裕貴 (広島大学), 邱 進軍, 土井 隆行, 南條 孝夫, 山下 耕治 (コベルコ建機株式会社), 菊植 亮 (広島大学)

3A5-4
コイルを横配置させた電動モータならびに発電機に関する実験的研究
〇伊藤 優介, 大場 玄翔, 鈴木 颯太 (群馬工業高等専門学校), 野上 正和 (信正商事株式会社), 柳原 健也 (小野塚精機株式
会社), 平社 信人 (群馬工業高等専門学校)

3A5-5
車載ECUの性能を考慮したHEVパワートレーンの最適制御
〇上野 将樹, 西尾 唯, 村田 豊, 古藤 拓郎, 三輪 真也 (本田技研工業株式会社)

3A5-6
車載コンピュータの性能を考慮したミラー過給エンジンの非線形モデル予測制御
〇上野 将樹, 八田羽 謙一 (本田技研工業株式会社), 足立 修一 (慶應義塾大学)

3A5-7
EGR 輸送遅れを考慮した自然吸気エンジンに対する ACADO を用いた非線形モデル予測制御
〇石垣 郁弥, 上野 将樹 (慶應義塾大学), 上野 将樹 (本田技研工業), 足立 修一 (慶應義塾大学)

3A6 制御系設計



3A6-1
デジタルエンジニアリングに基づく機構・制御系設計教育 − ３Dプリンタと Rapid Control Prototyping ツールを用いた
一筆書きロボットの製作実習 −
〇浅井 徹 (名古屋大学)

3A6-2
制御工学を実践的に学ぶことができる LEGO 倒立振子の開発
〇川田 昌克 (舞鶴工業高等専門学校)

3A6-3
インバータ出力電圧上限および過変調を考慮したPMSMの最適電流制御
〇高橋 智也, 小岩 健太, 残間 忠直, 劉 康志 (千葉大学)

3A6-4
LMS適応フィルタを用いたインバータの高調波歪み抑制
〇後藤 大輝, 小岩 健太, 残間 忠直, 劉 康志 (千葉大学)

3A6-5
パラメトリックシステムの領域極配置に対するメタヒューリスティクス手法
〇鈴木 陽大, 劉 康志, 残間 忠直, 小岩 健太 (千葉大学)

3A6-6
MEMSミラー型レーザセンサのミラー角度制御
〇江尻 革 (富士通株式会社), 大屋 勝敬 (九州工業大学)

3A7 ロボティクス・メカトロニクス (2)

3A7-1
ゲインスケジューリングに基づく2自由度マニピュレータの軌道追従制御
〇門司 達也, 児島 晃 (東京都立大学)

3A7-2
力逆送型と波変数型の中間的な遠隔操作システム
〇小薗 邦生, 菊植 亮 (広島大学)

3A7-3
ロボット機体保護のための積分制御バリア関数の性質
〇白山 雄斗, 中村 文一 (東京理科大学)

3A7-4
PenduBotの非線形最適制御による振り上げ安定化制御
〇磯村 真也, 坂本 登, 中島 明 (南山大学)

3A7-5
ホバリング可能性を考慮したマルチリンク型UAVの形状制御
〇川越 貴啓, 舩田 陸 (東京工業大学), 伊吹 竜也 (明治大学), 三平 満司 (東京工業大学)

3A7-6
データ駆動型アプローチによる近似フォワーディング設計：クアッドロータへの適用
〇三田 大智, 椿野 大輔 (名古屋大学)

3A8 生物・化学システム



3A8-1
舌色と健康状態の相関性による舌診の客観化
〇吉田 杜守, 若田部 和暉, 小栁 一貴, 劉 超, 汐月 哲夫 (東京電機大学)

3A8-2
舌下静脈認識における転移学習の有効性の検討
〇若田部 和暉, 吉田 杜守, 小栁 一貴, 劉　 超, 汐月 哲夫 (東京電機大学)

3A8-3
ノイズを含む神経細胞モデルに対するNeural SDEを用いた発火制御
〇佐藤 文哉, 小蔵 正輝 (大阪大学), 下野 昌宣 (京都大学), 若宮 直紀 (大阪大学)

3A8-4
信号の歪みを抑制する分子通信路の設計法
〇北田 祥一朗, 小塚 太資, 堀 豊 (慶應義塾大学)

3A8-5
化学マスター方程式のパラメタを保存した低次元化法
〇宮﨑 誠也, 堀 豊 (慶應義塾大学)
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