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日本国憲法 前文
第１章 天皇
第１条 天皇の地位
第２条 皇位の継承
第３条 天皇の国事行為に対する責任
第４条 天皇の機能
第５条 摂政
第６条 天皇の任命権
第７条 国事行為
第８条 皇室の財産授受
第２章 戦争放棄
第９条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
第３章 国民の権利及び義務
第１０条 国民の要件
第１１条 基本的人権の不可侵
第１２条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
第１３条 個人の尊重
第１４条 法の下の平等
第１５条 公務員の選定及び罷免の権利、普通選挙と秘密選挙の保障
第１６条 誓願権
第１７条 国及び公共団体の賠償責任
第１８条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
第１９条 思想及び良心の自由
第２０条 信教の自由
第２１条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
第２２条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
第２３条 学問の自由
第２４条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
第２５条 生存権、国の社会的使命
第２６条 教育に関する権利と義務
第２７条 勤労の権利・義務、労働条件、児童酷使の禁止
第２８条 勤労者の団結権
第２９条 財産権
第３０条 納税の義務
第３１条 法定の手続の保障
第３２条 裁判を受ける権利
第３３条 不当な逮捕をされない権利
第３４条 抑留・拘束の禁止
第３５条 住居不可侵
第３６条 拷問と残虐刑の禁止
第３７条 刑事被告人の権利
第３８条 自白の証拠能力
第３９条 遡及処罰・二重処罰の禁止
第４０条 刑事補償
第４章 国会
第４１条 国会の地位
第４２条 両院制
第４３条 両議院の組織
第４４条 平等選挙
第４５条 衆議院議員の任期
第４６条 参議院議員の任期
第４７条 選挙に関する事項
第４８条 両院議員兼職の禁止
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修了年度 氏名
安達 史博
2001
山肩 洋子
Antoine Raux
2002
伊藤 亮介
住吉 貴志
長谷川 将宏
吉田 尚史
Ian R. Lane
秋田 祐哉
2003
北原 鉄朗
櫻庭 洋平
戸田 充彦
2004
石原 一志
小鷹 研理
山本 俊一
山口 健
吉井 和佳
2005

2006

2007

2008

2009
2010

2011

2012

2013

神田 直之
田崎 豪
服部 佑哉
松本 祥平
吉岡 拓也
西山 正紘
藤原 弘将
村瀬 昌満
糸山 克寿
武田 龍
徳田 浩一
福林 雄一朗

修士論文題目
VoiceXMLの動的生成に基づく自然言語による電話音声対話システム
ロボットとの音声対話のための信念ネットワークを用いた適応的言語理解
Intelligibility Assessment and Adaptive Drill Generation for a Computer‐Assisted Pronunciation Learning System
音声対話における感情の自動判別と会話ロボットへの実装
情報検索HTMLフォームへの音声入力機能を有するWebブラウジングシステム
討論・講演音声に対するMPEG‐7タグの設計と自動付与
調波構造と音源方向に基づく音源分離システムにおける残響耐性の改善
Language Model Switching Based on Topic Detection for Multi‐Domain Dialog Speech Recognition
討論音声を対象とした教師なし話者インデキシングとそれに基づいた自動書き起こし
音高による音色変化と未知楽器を考慮した楽器音の音源同定の研究
音色・定位・音楽知識を用いた多重奏の自動採譜
距離を利用したマルチモーダル情報統合によるヒューマノイドロボットの挙動選択
環境音からの擬音語への自動変換と環境音検索システムへの応用
一次反射音と身体的ダイナミクスを利用した仮想空間上の移動間隔提示
音源分離との統合によるミッシングフィーチャーマスク自動生成に基づく同時発話音声認識
唇画像を用いた母音認識における方向と距離の多用性に対する顔健化
Drum Sound Recognition for Polyphonic Audio Signals by Adaptation of Spectral Templates and Suppression of Harmonic
Structure
マルチドメイン音声対話システムにおける対話履歴を利用したドメイン選択法
人間親密度の空間マッピングによるロボットと複数人とのインタラクション
モダリティ間マッピングに基づく環境音を表現するロボット動作生成
人間ロボット協調のためのRNNPBを用いた疑似シンボルの獲得
室内伝達系と音声生成系の逆フィルタの同時推定によるブラインド残響除去
マルチメディアコンテンツにおける音楽と映像の調和度計算モデル
調波構造の分離と歌声信頼度の推定に基づく歌声の認識に関する研究
RNNPBによる言語列と動作列の意味的結合と人間ロボットインタラクションへの応用
調波・非調波統合モデルの制約付きパラメータ推定による多重奏音楽音響信号の音源分離
ロボット聴覚におけるICAとMFT‐ASRに基づくバージイン発話認識
聴覚障害者支援のためのHMDを用いた音環境可視化システム
WFSTに基づくラピッドプロトタイピング向け音声言語理解と想定外発話からのユーザ知識推定への応用

横矢 龍之介
安部 武宏
池田 智志
神田 尚

ロボットによる自己モデル投影に基づく他者の発見と模倣
インハーモニシティを組み込んだ調波・非調波統合モデルに基づく楽器音の音高・音長・音色操作
想定外発話に頑健なマルチドメイン音声対話システムのためのドメイン選択とヘルプ提示戦略
人工神経回路モデルと声道物理モデルを用いた母音模倣モデルに基づく音素獲得過程シミュレーション

久保田 祐史
王 凱平
勝丸 真樹

聴覚的アウエアネスの改善：顔動作による3次元音環境可視化システムの設計と実装
Query‐By‐Example music retrieval approach based on music genre change by adjusting instrument volumes
複数の言語モデルと言語理解モデルによる音声理解の高精度化とそのラピッドプロトタイピングへの適用

水本 武志
大塚 琢馬
日下 航
前澤 彰
松山 匡子
安良岡 直希
張陽
阿曽 慎平
西川 直毅
平澤 恭治
Angelica Lim
高野 秀樹
山川 暢英

ロボットによるテルミン演奏のための音高・音量特性のモデル化とフィードフォワード制御
Real‐time Audio‐to‐Score Alignment using Particle Filter for Co‐player Robots
神経力学モデルを用いたロボットによる言語と感覚運動系の統合的認知
Score‐Aided Inference of Classical Music Interpretation (楽譜を援用したクラシック音楽解釈の推論)
発語行為レベルの情報をユーザの意図解釈に用いた音声対話システム
調波パラメトリックNMF及びIダイバージェンス規準残響推定に基づく音響信号モデリングとフレーズ置換への応用
Prediction and Classification of Environmental Sounds using Recurrent Neural Network
歌声話声自動識別及び歌声の話声自動変換への応用
音楽情報検索のための歌詞と音響特徴量を用いた楽曲印象軌跡推定
Under‐Determined Blind Speech Separation Using a GMM‐Based Sound Spectral Model
Design and Implementation of Emotions for Humanoid Robots based on the Modality‐independent DESIRE Model
信頼度による調選択を用いた転調に適応可能な音楽音響信号に対する自動和音進行認識システム
突発性音事象の Matching Pursuit と Formant‐wave function による認識とその擬音語変換のための特徴量設計と
音源適応
Beat‐tracking method for music robot ensembles with a human guitarist
Optimization‐Free Multipitch Analyzer based on Psychoacoustical and Musical Criteria
Nonparametric Bayesian Blind Source Separation in Frequency Domain with Permutation Resolution
神経力学モデルを用いた予測可能性による身体識別と 視覚運動系環境学習における身体の優先的獲得
Real‐Time Lead Sheet Following for Human Accompaniment by Particle Filter
追体験メディアにおける注意誘導の音響提示手法
Designing Security Guidelines for COntinuous Visual and Audio CAPTCHAs with HMM‐based Breaker
複数方言言語モデル混合による複数方言音声認識の高機能化
神経力学モデルを用いた描画運動における人間の認知モデルに基づくロボットの発達的模倣
Deep Neural Network とマルチストリームHMMを用いた視聴覚音声認識
ギター演奏音響信号からの運指時の身体的制約と演奏難易度に基づくタブ譜自動生成

糸原 達彦
阪上 大地
柳楽 浩平
信田 春満
安 周煐
黄 楊暘
佐野 正太郎
平山 直樹
望月 敬太
山口 雄紀
矢澤 一樹

修了年度 氏名
2002
天野 眞家
駒谷 和範
2003

渡邉 太郎

2004

秋葉 泰弘

2006

北原 鉄朗

2007

白松 俊
山本 俊一

吉井 和佳
2008

西出 俊
金 鉉燉

2009

藤原 弘将
吉岡 拓也

2010

糸山 克寿

武田 龍

2012

水本 武志

中村 圭佑
2013

田崎 豪

金 宜鉉
大塚 琢馬
Angelica Lim
神田 直之

博士論文題目
Studies on Natural Language Processing for Kana‐to‐Kanji Conversion and Machine Translation
(仮名漢字変換及び機械翻訳のための自然言語処理の研究)
Spoken Dialogue Systems for Information Retrieval with Domain‐Independent Dialogue Strategies
(ドメイン非依存な対話戦略を備えた情報検索音声対話システム)
Example‐Based Statistical Machine Translation
(用例に基づく統計的機械翻訳の研究)
Automatic Evaluation Methods for Machine Translation Systems
(機械翻訳システムの自動評価法)
Computational Musical Instrument Recognition and Its Application to Content‐based Music Information
Retrieval
(計算機による楽器音認識および内容に基づく音楽情報検索への応用)
Salience‐based Modeling of Discourse Context
(顕現性に基づく談話文脈のモデル化)
Real‐Time Robot Audition Software Based on Missing Feature Theory for Multiple Simultaneous Talkers in
Real Environments
(実環境における同時発話認識のためのミッシングフィーチャ理論に基づくリアルタイムロボッ
ト聴覚ソフトウェア)
Studies on Hybrid Music Recommendation Using Timbral and Rhythmic Features
(音色とリズムの特徴量を用いたハイブリッド型音楽推薦に関する研究)
Self‐Organization of Invariants for Motion Generation based on Reliable Predictability
(予測信頼性に基づく動作生成のための不変項の自己組織化)
Binaural Active Audition for Humanoid Robots
(ヒューマノイドロボットのためのバイノーラルアクティブオーディション)
Statistical Modeling for Recognizing Singing Voices in Polyphonic Music
(統計的モデルによる多重奏音楽中の歌声の認識)
Speech Enhancement in Reverberatn Environments
(残響環境下での音声強調)
Source Separation of Musical Instrument Sounds in Polyphonic Musical Audio Signal and Its Application
(多重奏音楽音響信号に対する楽器音の分離とその応用)
A Unified Framework of Blind Separation, Blind Dereverberation and Self‐Voice Cancellation for Real‐Time
Robot Audition
(実時間ロボット聴覚のためのブラインド分離，ブラインド残響除去，自己発話抑制の統一的枠
組み)
Synchronization among Interacting Individuals: Case Studies of Human‐Robot Ensembles and Frog
Choruses
(人とロボットの合奏及びカエルの合唱における相互作用する個体間の同期)
Robust Sound Source Localization Based on Microphone Array Processing for Robot Audition
(ロボット聴覚のためのマイクロホンアレイ処理による頑健な音源定位)
People Detection based on Points Tracked by an Omnidirectional Camera and Interaction Distance for
Service Robots System
(サービスロボットシステムのための全方位カメラによるトラッキング可能特徴点と
インタラクション距離情報を用いた人物検出)
Improvement of Sound Source Localization for a Binaural Robot of Spherical Head with Pinnae
(耳介付球状頭部を持つ両耳聴ロボットのための音源定位の高性能化）
Bayesian Microphone Array Processing
（ベイズ法によるマイクロフォンアレイ処理）
MEI: Multimedia Emotional Intelligence
（MEI: マルチメディア・エモーショナル・インテリジェンス）
Open‐ended Spoken Language Technology: Studies on Spoken Dialogue Systems and Spoken Document
Retrieval Systems
（拡張可能な音声言語技術：音声対話システムと音声文書検索システムにおける研究）

2003

神田 直之 田崎 豪
服部 佑哉 松本 祥平
吉岡 拓也
大庭 隼人 大谷 拓
海尻 聡 浜辺 良二
藤原 弘将 村瀬 昌満
糸山 克寿 田口 明裕
武田 龍 福林 雄一朗
横矢 龍之介
池田 智志 神田 尚
清水 敬太 吉田 雅敏
須見 康平 勝丸 真樹
斎藤 博己 張 陽
水本 武志

北原 鉄朗 櫻庭 洋平
戸田 充彦

渡邉 太郎

石原 一志 小鷹 研理
山本 俊一 山口 健
吉井 和佳
神田 直之 田崎 豪
服部 佑哉 松本 祥平
吉岡 拓也
西山 正紘 藤原 弘将
村瀬 昌満
糸山 克寿 武田 龍
徳田 浩一 福林 雄一朗
横矢 龍之介

秋葉 泰弘*

2004

2005

2006
2007

北原 鉄朗(DC2)
丹羽治彦‡
白松 俊(DC2) 山本 俊一(DC1)
吉井 和佳(DC1) 内藤昭三*‡

西出 俊(DC2) 金 鉉燉

2010

糸原 達彦 佐野 正太郎
柳楽 浩平 信田 春満

糸山 克寿(DC1) 武田 龍(DC2)

2011

壷内 将之
平山 直樹
山口 雄紀
池宮 由楽
田島 照久

大塚 琢馬 日下 航
前澤 彰 松山 匡子
安良岡 直希 張 陽
阿曽 慎平 西川 直毅
平澤 恭治 Angelica Lim
高野 秀樹 山川 暢英
糸原 達彦 柳楽 浩平
阪上 大地 信田 春満
安 周煐
佐野 正太郎 黄 楊暘
平山 直樹 望月 敬太
山口 雄紀 矢澤 一樹
池宮 由楽 西牟田 勇哉
古川 孝太郎 坂東 宜昭
井山 貴裕

2009

2013

在籍中

†論文博士 *社会人博士

‡研究指導認定退学

水本 武志(DC2) 中村 圭佑*

田崎 豪* 金 宜鉉
大塚 琢馬(DC1) Angelica Lim
神田 直之* Louis‐Kenzo Cahier‡
前澤 陽 *

吉井和佳講師

井山 貴裕 絵本 詩織
山崎 健史 中村 秀樹

糸山克寿助教

2012

黄 楊暘
望月 敬太
山村 祐介
古川 孝太郎
水野 俊一郎

藤原 弘将* 吉岡 拓也*

岡崎裕美秘書

安部 武宏 池田 智志
神田 尚 久保田 祐史
王 凱平
水本 武志 勝丸 真樹

西出白眉助

中川 達裕 大塚 琢馬
日下 航 松山 匡子
安良岡 直希
穐山 空道 阿曽 慎平
粟野 皓光 平澤 恭治

2008

西井美季秘書

天野 眞家† 駒谷 和範

高橋徹GCOE助教

伊藤 亮介 住吉 貴志
長谷川 将宏 吉田 尚史
Ian R. Lane 秋田 祐哉

駒谷和範助手 助教

石原 一志 北出 祐
翠 輝久 山本 俊一
吉井 和佳

准教授

2002

教員

尾形哲也講師 助教授

博士課程修了

河原達也助教授

修士課程修了
安達 史博 山肩 洋子
Antoine Raux

奥乃博教授

学部卒業
上野 晋一 櫻庭 洋平
下岡 和也 横尾 昌弘

2001

