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徳田・村井合同研究室とは？ 2

 
　→ 徳田・村井・楠本・中村・高汐・バンミーター・植原・三次・ 
　　 中澤・武田 合同研究プロジェクト  
　・これをまとめてRGと呼ぶ  ・個々のグループはKGと呼ばれる

  正式名称

RG
AQUA

ARCH

Auto-ID

CPSF

ISC

KUMO

Life-Cloud

BIANCO

MEMSYS

Sociable Robots

ICAR

awarecar

alpha

d-hacks

NECO

rgroot



徳田・村井合同研究室とは？ 3

レイヤー横断的研究

Presentation

Network
Datalink
Physical

Transport
Session

Application
・OSI 7階層モデル 
　コンピュターをざっくり分けると 
　主に７つ

たくさんKGがある

どの領域でも研究できる！



履修について

履修について 4

一年生への注意

・研究会A + B で履修することになります 
・履修申告は合同研の教員であれば誰でも問題ないです 
　→ 徳田/村井/楠本/中村/高汐/バンミーター/植原/三次/中澤/武田  
・ex. 楠本研 (火/6 & 木/4) + 村井研 (木/5)

・１年生は学則により研究会の並受ができません 
・研究会A or Bを履修してください



領域を超える研究会各KGごとの紹介へ…
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AQUA 
 

!  AQUA = Advancing quantum architecture 
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Mee#ng:'Mon.'18:15'@ΔS213'
Contact:'memsys@ht.sfc.keio.ac.jp
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Mee#ng:'Mon.'18:15'@ΔS213'
Contact:'memsys@ht.sfc.keio.ac.jp
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NECO Lab.って?

 

猫の研究室！！！



NECO Lab.って?

 

ではありません



NECO Lab.って？

 



NECO Lab.って？

 

Netwoking



NECO Lab.って？

 

Netwoking & Communication



NECO Lab.って？

 

情報技術を用いて 
社会の中にある問題に対する 
解決策を実践していく



NECO Lab.って？

 



現在のメンバー研究トピック（一部）

• ものづくりの権利保障システムの構築 
• Webメディアブランディングフレームワークの構築 
• オンラインとオフラインの「出会い」の差 
• オンライン会議におけるファシリテーション自動化 
• 外国人訪日増加促進アプリケーションの検討

特定の技術へこだわらない
現メンバーはWeb、ブロックチェーン、ネットワークアーキテクチャ、 

セキュリティ、データ分析など



アドバイザー陣

　
斉藤賢爾 

慶應義塾大学SFC研究所 
上席所員

下村健一 
慶應義塾大学 
特別招聘教授 

元TBSアナウンサー

佐藤雅明 
慶應義塾大学 

政策・メディア研究科 
特任准教授



活動

• 情報技術を用いて社会問題に取り組みたい 
• 特定の技術/分野に縛られずに横断的に取り組みたい

こんな人は是非NECOへ！

B4 3人

B3 2人

B2 ２人

B1 １人

メンバー
木曜6限 技術寄り 

with 斎藤さん

金曜5限 社会寄り 
with 下村さん

MTG



KG紹介 LINK

link@ht.sfc.keio.ac.jp 
http://www.ht.sfc.keio.ac.jp/link/



メンバー紹介

• M2 shinny

• M1 takamasa

• B4  cozy
人が少ないので 
手厚く面倒を見れます



活動紹介

アドホックネットワーク

センサネットワーク

IoT

言語処理

サーバ管理

アドホックネットワーク

センサネットワーク

IoT

言語処理

サーバ管理



活動紹介

アドホックネットワーク

センサネットワーク

IoT

言語処理

サーバ管理

アドホックネットワーク

センサネットワーク

IoT

言語処理

サーバ管理

技術・環境をサポートする研究 
ミドルウェアの開発



ミーティング

• 場所: ⊿s213 ソファ前

• 時間: 月曜日 18:15~



背景
構成

SL（Statistical Learning）

小林凌雅・川本章太

September 27, 2016

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

背景

SLとは Statistical Learning の略です．

ビッグデータ時代の中で機械学習や統計的学習という言葉が
注目を集めている．
しかしながら，この機械学習がどのような振る舞いをしていて，
それがなぜ，よく働くかについて理解せず使われている
場面が多々見られる．

そこで，この KG は統計的機械学習について，
理論的側面を理解し，その発展に寄与すること，
理論的側面を理解し，実際の問題へ応用すること

を目的としている．

発足の経緯としては Alpha (伊達研究会)から
機械学習に特化しているグループで独立した．

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

構成

main(SL) [木 6]

過去の研究論文を読み議論できる人を対象としている．
そしてここでは，主に新しい理論を探求すること，
もしくは今までにない応用を創造ことを目的としている．

sub(SL) [木 3]

main(SL) で議論する準備として，
統計学や機械学習の初学者を対象として講義形式で進めていく．
ただし，数学（解析学，代数学）やコンピュータの知識は
大学１年生程度のものは習得しているとみなす．

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

main(SL)について（1/2）

目的
新しい理論を探求すること，
もしくは今までにない応用を創造ことが目的である．

授業形式
発表形式で行う．機械学習・統計的学習に関する文献を
各々選択して輪読発表し議論する．

課題
理論か応用のどちらかを選択する．そして，
基本的に理論の場合はモデル，漸近理論
典型的に応用の場合はモデル，コードと結果

をまとめて期末に提出してください．

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

main(SL)について（2/2）

応用先
発足の経緯より主に医療データを念頭においているが，
金融，不動産，音声，画像などデータに関するものであれば，
基本的にデータに関するものはすべて受け入れる．

その他
. . .

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

sub(SL) について

目的
統計学や機械学習の初学者を対象として
応用ができるための知識の基礎知識の習得を目的としている．

授業形式
講義形式ですすめていく予定である．

(a) 環境構築 x 5回
(b) 統計理論 x 4回
(c) 学習理論 x 4回

前提知識
大学 1 年生程度の数学とコンピュータの知識が求められる．
より具体的に述べると数学は...
解析学（テイラー展開程度）
線形代数（固有値の導出程度）

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

講義例: 環境構築 (1/2)

環境構築
- Pythonのバージョン，ライブラリを管理する方法
- Pyenv, Anacondaのインストール

NumPy, Pandas を用いた数値計算
- 行列の操作
- プロット
- 線形代数

前処理
- 周辺分布を見る
- ヒストグラムとカーネル密度推定
- データの正規化

...

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

講義例: 環境構築 (2/2)

...

Sikit-Learn を用いた機会学習
- 次元削減: PCA

- クラスタリング: k-means

- 回帰: カーネル線形モデル
- 多クラス分類: SVM

Neural Network の学習
- Chainer, Theano, Lasagneの紹介
- 多層パーセプトロン

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

講義例: 統計理論 (1/2)

射影モデル・代数的性質
- モーメント法
- 最小二乗法
- 射影行列とその性質

統計的性質
- 確率収束と大数の法則
- 一致性
- 分布収束と中心極限定理
- 漸近正規性

...

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）



背景
構成

構成
main(SL)
sub(SL)

講義例: 統計理論 (2/2)

...

信頼区間・検定
- 信頼区間
- Wald 検定

モデルの拡張
- 一般化最小二乗法
- 非線形最小二乗法
- 制約付き最小二乗法
- 分位点回帰分析

小林凌雅・川本章太 SL（Statistical Learning）
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ミーティング：毎週火曜日5,6限(Δ201) 
KG Meeting will be held every Thursday  
from 16:30 to 19:40 at Δ201 room. 

 

ファカルティ / Faculty：husni 
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コンピュータ支援学習 
�omputer �ssisted(Aided) �earning 
 

           × 
 

�reative �earning / �ctive �earning 
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•  テーマ / Thema 
–  インターネット時代の大学教育 
Higher (University) education after the Internet 

 

–  「教わる」から「学ぶ」へ 
Creative Learning / Active Learning 
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•  議論 / Discussion 
–  世の中に溢れている教育コンテンツ(YouTubeとかMOOCs)を 
どう大学教育として利用していくか 
How to use some education content as a university education. 
Ex, YouTube, MOOCs 

–  自動採点や自動ログ取りシステムなどいわゆるbotをどうやって
それを教育に取り入れるか 
How to use a bot as a university education. 
Ex, Automatic scoring, Automatic logger system 
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ミーティング：毎週火曜日5,6限(Δ201) 
KG Meeting will be held every Thursday  
from 16:30 to 19:40 at Δ201 room. 

 

ファカルティ / Faculty：husni 
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confidential  アプローチ 
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慢性疾患は急に発症するものではなく、日々の生活習慣に紐づく 

40: gi a
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①疾病や体に関する理論の習得 
②センシングとデータ分析 
③効果的なフィードバック法の検証 
④新たなエコシステムの開発 
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これまでのの主な活動内容 
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医療のPEST分析 

・スマートミラー 

事例① 

①疾病や体に関する理論の習得 

医療をとりまく環境を  政策、経済、社会、技術  の観点から時系列で整理 

医療のトレンドを把握する。  これから自分たちが挑むべき課題を理解する 



©2015 小木曽 一輝 
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15 

技術ロードマップ作成 事例② 

現在世の中に出回ってい  るセンサーから取れるデ  ータを体系的に整理し、  身体活動と紐づけ 

②センシングとデータ分析 

現在のセンシング技術の可能性と限界を把握する 



©2015 小木曽 一輝 
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16 

スマートミラー実装 

・スマートミラー 

事例③ 

③効果的なフィードバック法の検証 

だだ、センシングして運動しろ！とかではな
く 

個人の嗜好にあったアプローチを模索 

マジックミラーに 
デバイスを貼り付けて、 
年齢、性別、心拍数などを取得 
パーソナライズされた 
コミュニケーションを実現 
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脳梗塞再発予防PJT 

・スマートミラー 

事例① 

①疾病や体に関する理論の習得 

生活習慣の影響を受けや  すい脳梗塞の機序整理/  ビデオ作成 笑 

mHealthを用いてどのような介入ができるのか   



©2015 小木曽 一輝 
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/ 8 B3 E事例① 

④新たなエコシステムの開発 

BOPという3,000ドル以下の  低所得層向けのmHealthを用  いたアプローチを検討中 

健康を必要としている人が、皆豊かではない。  極限環境での介入なら日本の低所得者向けや  全世界へアプローチが可能 
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①疾病や体に関する理論の習得 
②センシングとデータ分析 
③効果的なフィードバック法の検証 
④新たなエコシステムの開発 
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Arch



Arch	is	...

•  comes	from	architecture	
– Computer	architecture	
–  Network	architecture	



Research	theme
•  Each	member	has	each	theme	



Faculty
•  rdv	
•  osm	

•  sora	
•  macchan



mee>ngs
•  Main	mee>ng	

–  Every	Thu.	18:30-	
ΔN2F	Bachelor’s	room	or	ΔN1F	mee>ng	room	

•  Sub	mee>ng	
–  Now	developing	
–  Time	and	venue	will	be	set	by	par>cipants	

(include	new	comer)	
•  	 	

–  Theme	and	books	are	determined	by	members	
–  Current	theme	is	 	

(Computer	Organiza>on	and	Design	/	D.A.PaTerson,	J.L.Hennessy)



Welcome
•  who	is	interested	in	computer	architecture	

•  All	new	comer	will	have	exercises	to	study	C	
language	(mainly	about	system	call)	

•  Feel	free	to	contact	via	E-mail	(arch@sfc.wide.ad.jp)	
or	Slack	(#Arch)



Auto-ID Lab
}$CÃ�¼Â§GI�~

https://www.autoidlab.jp/



Life-Cloud
zukky



ライフログについて



Life-Cloud
• Life-Cloud 3つの柱



プロジェクト例(活動情報の検知・収集)
• スマートフォンの加速度センサのみを用いた移動
手段の検知

boro@ht.sfc.keio.ac.jp



プロジェクト例(情報の蓄積)
• AWARE: モバイルセンシングのためのフレーム
ワーク

OuluとCMUとの合同研究tetujin@ht.sfc.keio.ac.jp



プロジェクト例(活動情報の活用)
• 鵠沼ハッピーボード: 「使って楽しく」「見守り・
見守られる」高齢者見守り



• ミーティング場所 
• 毎週木曜 10:00～ (Δs213) 

• 連絡先 
• lifelog@ht.sfc.keio.ac.jp



1

B3 shuya 
Contact : kumo@sfc.wide.ad.jp 

KUMO



3About KUMO 2

Our Aim
To research a Next-Generation's Internet 
Application and its implementation technology from 
a perspective of an application-layer technology 
mainly Web technology with cross-layering method.

Field of research

・block chain  
・Bluetooth

・Web Application

・Security

・CSS

・Internet Governance

Everything related to Web technology !!



The Faculty of KUMO 3

SUZUKI, Shigeya

THAMRIN, Achmad Husni

MAKSUDI, Ucu

NAKAJIMA, Hirotaka

Internet, Operating System, Computer System Architecture,  
Blockchain

Internet technology, Multicast Communications

Computer Networks, Embedded Systems,  
Digital System Design

Internet Governance, Pervasive Monitoring,  
HTTP/2, WebSocket, WebRTC 



3About KUMO 4

Our Member

Meeting

60%

40%

Male
Female

gender ratio

50% 50%

GIGA ratio

NON
GIGA

・Time : Thursday 6th period 
・Language :  English  
・Contents 
　 → Status Update,  Group Reading,  Training for Newcomer

85%

15%

grade ratio

Ungraded
Graduate



Cyber-Physical Space Family



実空間と情報空間の融合
Cyber-Physical Space Fusion

実空間の出来事をセンサなどで検知し、情報空間で人やモノの状況を把握する
ことが可能になりました。私たちが目指すのはさらにその先の世界です。情報
空間が実空間に影響を及ぼすこと（アクチュエーション）が重要であると考え、
実空間と情報空間の融合をテーマに幅広いテーマで研究を行っています。



コンテキスト解析技術
実空間の出来事を情報空間で認識する

次世代インターフェース・インタラクション
実空間と情報空間をシームレスに連携させる

情報可視化技術
情報空間の内部に閉じている電子情報を実空間に具現化 
させる

アプリケーションの研究開発
携帯端末やセンサネットワーク、Webマッシュアップ、
分散システムを利用





受け入れ案内
研究室 
在籍メンバー 
ミーティング

ι208 
院生 2名  学部生 8名 
毎週火曜 18時15分～
Δ館 S213 にて



A-City
徳田研究室 修士1年 

wataru



What is A-City
• New KG !! 

• Focus on human affective information 

• Research including sensing, analysis, 
visualization, actuation, and applications. 

• Keyword: affective, attention, smartcity



Our Goal

Sensing Analytics Actuation

SmartCity

behavior change

emotion

mood attention

visualization

application



Member
• M1: 2 

• B4: 1 

• B3: 3 

• B1: 1



Meeting 

• AM10:30 on every Friday @ SSLab (ΔS213) 

• Feel free to see us anyone who are interested 
in our meeting!!



Example of Researches



SmileWave: Smile Selfie-Based  
Emotional Contagion over Social Network

• This research aims at revealing smile-based emotional  
contagion over social network. 

• We implemented a photo-based social networking  
system ‘SmileWave’ that detects the change of  
user’s smile degree when the user looks at posted  
smile photos of others. 

• We conducted in-the-wild studies with 50  
participants for 3 weeks and get the result that   
smile degree increased by 27% in the reactive  
facial expression

photo taking screen browsing screen

overview



Investigating Interruptibility at Activity Breakpoints 
using Smartphone Activity Recognition API

contact: fabius@ht.sfc.keio.ac.jp

• Detects user’s activity breakpoint to reduce the mental burden 
against push notification

walking stationary

notification

• Breakpoint based notification 
scored higher response rate than 
immediate notification 

• We found that there are good 
breakpoint types that reduce the 
response time



    MyTime 
To	promote	time	management, MyTime	records	application	
usage	with	timestamp	and	location.	It	is	useful	to	review	how	I	
spent	my	precious	time	in	life.		

��

suigen@ht.sfc.keio.ac.jp 



Papecon:	Puppet	Type	Underwater	Robot	Controller	

Under	Water	Robot

Normal	RC	Controller Papecon

.	A	lot	of	button
Difficult to	control	
for	beginners

�Similar	shape	
Easy to	control	
for	beginners

People	could	understand	
intuitively	the	function	of	the	
robot	when	use	Papecon to	
control	the	robot.
Nao	Kondo	 (nanaju@ht.sfc.keio.ac.jp)



1Stre-Chi

1

・Detecting daily stress using physiological data 
from wearable device

・Collect the data 
from 9 students during 3 weeks

・The accuracy score of 80.57%
for a 2-class daily stress
(stressful or not stressful)

Ayami Orihara  (karu@ht.sfc.keio.jp)
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EyeMap:
EyeMap is an iPhone app that collects and saves the gaze data 
using JINE MEME. 

It creates a map in order to feedback the gaze data to the user.

JINS MEME

A-City B3 Rei Ishikawa 
contact: mario@ht.sfc.keio.ac.jp

Gaze Mapping System to Feedback  
the Direction of User’s Sight 



Pen-seal
Automatic studying recording system using a smartphone 
microphone 

APPROACH 
Using machine learning library “scikit-learn”,  
build the correct model from writing sound. 
Then collect environmental sound to  
judge whether user is writing or  
un-writing.

contact: shiba@ht.sfc.keio.ac.jp

Studying

Not Studying



Welcome to ICAR
ICAR KGL B3 yas-nyan



What is ICAR?
• インターネットとクルマを
繋げる技術と、 
繋げた先にあるサービス 
について 
主に研究するKGです。 

• https://sfc-icar.github.io/ 

• Internet Connected Automobile Reserch group. 

• KGL:yas-nyan(B3) 

• 主なFaculty:佐藤先生(saikawaさん),植原先生(keiさん) 

• メンバー：25人以上(夜だけICAR含む)　女子もいます

2 ICARについて

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 



　ICARの研究領域
3 ICARについて

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 

クルマについてインターネット

プローブ情報システム

自動運転技術

AI

モーター
スポーツ

BIG 
DATA

クラウドコン
ピューティング

画像
認識

次世代 
交通

センシング

車両
監視

ヒューマンイン
タフェース

スマートデ
バイス

交通 
渋滞解決

次世代通信

近距離通信

次世代 
携帯回線

自動運転
と暮らし

車車間通信

移動体通信
プライバシー

と 
セキュリティ

UI

※あくまで一例です。



ICAR NETWORK
4

★社会を動かす研究がすぐに出来る！ 
【主な共同研究/連携先】日産自動車,三菱重工,DeNA,ロボッ
トタクシー,住友電工,DENSO,docomo日本自動車研究所,電
子情報技術産業協会,インターネットITS協議会… 

★海外で活躍できる！ 
【研究実証フィールド】 
タイ・バンコク 
シンガポール  
標準化活動 

★OB/OGと繋がれる！ 

★1996年以降多くのICARメンバーを輩
出。 

【著名なOB】植原先生,佐藤先生,
杉浦先生(日吉),塚田先生(東大)…

ICARについて

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 



Join ICAR!!
• ミーティング時間  
毎週木曜日 18:20~  
(本日この後あります！) 

• ICARのリソース 

• 電気自動車1台,ラジコン3台,150万の映像伝送
装置,ステアリングコントローラ,VAIO,GoPro,
テプラ,ラズパイ3台,Arduino,サーバー,モバイ
ルルーター,レーシングスーツ…etc 

• ICARならではのイベント 

• モータースポーツ体験会 

• 耐久レース参戦（予定） 

• ICAR飲み会

5 ICARについて

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 



よくある質問
6

• Q.プログラム書けないんですけど大丈夫ですか？ 
A.入会後に学習すれば問題ありません。自分のやりたいことを実
装力の不足で端から諦めるのは禁止です。 

• Q.クルマ以外のテーマをやってもいいんですか？ 
A.構いません。人工知能やヒューマンインタフェースなど様々な
分野を専門にする先輩がいます。 

• Q.ぼくって単位来てますか？  
A.意欲的に活動を行った学生のみに単位認定します。 
(これはどのKGも一緒だと思います。)

よくある質問

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 



インターネットでラジコンしたい！

7 研究の例

Copyright © 2016 ICAR in Keio Univ. Jun Murai Lab. 

課題

どこからでも好きなコントローラーでラジコンを遊びたい！

手法

仮説
目的

インターネット経由でも快適に運転できるラジコンを作ることは可能だ

•通常のラジコンのコントローラーは特定のものに限定され、プログラムを組んで走行させることは出来ない。 

•通常のラジコンは操縦できる範囲に限界がある。 

•インターネット回線で制御しようにも回線が不安定でまともにできない

① 市販のラジコンの制御信号を解析して車
載PCからの信号で操縦できるようにし
た。 

② 遠隔からの制御命令を携帯回線経由で車
載PCに伝達するシステムを実装した。 

③ 回線の不調や切断を検知して安全に停止
できる機能を実装した。

図







研究グループは慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス徳田・村井
合同研究プロジェクト内における研究グループのひとつです。
研究活動

研究室ネットワークの運用
ネットワーク技術に関する論文の輪講





主な研究トピックとして次のような項目が挙げられますが、必ずし
もこれらに限定されることはありません。各自が柔軟にテーマを設
定して取り組んでいます。

高速インターネットアーキテクチャ ラベルスイッチ技術 コン
テンツデリバリネットワーク技術
次世代インターネット基盤技術 ルーティング モバイルイ
ンターネット マルチキャスト







会議時間

月曜日 限から
教員

植原啓介 環境情報学部准教授
鈴木茂哉 政策・メディア研究科特任准教授
中島博敬 政策・メディア研究科特任助教

リンク
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Internet Security Center 

2016.04.07 RG初回 



研究分野 

サイバーセキュリティ 
• マルウェア解析 
•  Web脆弱性診断 
• ネットワーク監視 

高起動ドローン開発 
• レーシングドローン製作 
• フライトコントローラー開発 
•  FPVドローンレース 

 

2 

Web応用 
•  Webデザイン 
• データ解析 
• 防災情報システム 

NEW! 

NEW! 



メンバー 

ファカルティ 
武田圭史 教授 

メンバー 
RGの学部生は少ない 

3 

1年間のサバティカルから帰還 KGL: gomachan 



今期の活動 

• RGの授業は4-5限 
• 武田研としての授業は5-6限 
 
→ RG履修者は6限から授業に参加 
 

教室はι11 
 

4 



普段の活動 

• 新人は旧人による講義を受ける 
• 学期の最後までに新人課題に取り組む 

• 旧人は個人で研究に取り組み、KG内で二回発表をする 

5 



公式Webサイト 

• 研究会の詳細はこちら 
• このWebサイトは武田研の学生が新人課題として作成 
 

http://lab.keioac.jp/ 
※keio.acではなくkeioacです 

6 



Sociable Robots Lab. 
Robots, Augmented Humans  
and their Interactions 

Kazu. TAKASHIO 
Faculty of Environment and Information Studies 
Keio University 



KG Mentor and Member.. 



New Research Domain in Keio SFC.. 
"Making robots more acceptable.."  

 by Prof. Gordon Cheng（ICS/TUM） 
•  Robots connected with a lot of colleagues 
‒  Cloud network robotics, cloud AI, ... 
‒  Sharing of knowledge and wisdoms 

•  Robots with physical senses 
‒  Rich sense organs and perception system 
    ex. Recognition of physical pain 
‒  Coordination with sensor cloud 

•  Interaction with expressive body signals 
‒  H2R and R2R, n to n communication 
‒  Action and reaction affected by  
quasi-emotional state (condition) 

Creation of Novel Research Domain 
 

Interdisciplinary or integrated research of 
machine control engineering, 
computer science and ... 



NAOekaki:  
Collaborative Drawing with Robot 

Robot Family in  
Niconico Chokaigi 2015 

R2H and R2R Empathetic Interaction 

Robotics Design Workshop in  
SFC Open Camp 



風船型ロボット(viol) 頭撫でロボット(ak1ra) 



Ex-Amp Robot 
-Personal Expression Translator- 

 



Once More.. 
"Making robots more acceptable.."  

 by Prof. Gordon Cheng（ICS/TUM） 

}  Cloud Network Robotics.. 
}  Context and Emotion  
Awareness.. 

}  Expressive Interaction.. 

    Sociable Robots 



Ubiquitous Information Space as a Media 
Evolved and Augmented Human Body 

and, Sociable Robots.. 
 

Their novel and triune interactions are starting now.. 

E-mail: kaz@ht.sfc.keio.ac.jp 
Twitter: kaz_ss597 
Facebook: kaz.ss597 

Sociable Robots Lab. 

Lab. (KG) Meeting: 
  Thursday 18:30 - 
  @ Delta-SSLab. 


