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中間発表では
何を示すべきか
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自分の研究の
“ 旅程 ”を示す

旅程…
①旅の道のり
②旅の日程

（広辞苑より）
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研究の”旅程”

 研究の”旅程”

 ①研究の道のり （研究の”地図”）

 背景，先行研究，提案，実験評価方法

 ②研究の日程 （スケジュール）

 卒研終了までの予定
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タイトル

Title

要旨 Abstract

1. はじめに
Introduction

N. おわりに
Conclusion

２. ３. ... N-1.

参考文献 Reference 付録 Appendix

背景
問題設定

内容の概要
（実験結果の前まで）

目次 内容のまとめ
（実験結果，考察まで）

展望

1. はじめに ５. おわりに

１０ ： ８

先行研究・技術背景, 提案手法，評価実験，…

previous work, technical background, proposed method, evaluation experiment, …

論文の構成 Structure of Paper 

read: top-down write: bottom up

読むとき: トップダウン 書く時：ボトムアップ

3 ： 5 ：1~2 3            ： 2              
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例）論文の構成

I. はじめに Introduction

背景となる問題，ニーズ，問題設定，先行研究，提案，目次

background problem, problem setting, previous work, proposal, index

II. 技術背景 Technical background

先行技術，解決済みの問題 → 未解決の課題の提起

previous work, achieved task/result -> new task/problem

III. 提案手法 Proposed method

新提案の詳細（理論，アルゴリズム，手法，モデル，システム…) 

proposal detail (theory, algorithm, method, model system…)

IV. 評価実験 Evaluation experiment

実験環境，実験結果，従来手法との比較，評価

experiment environment, result, comparison, evaluation 

V. おわりに Conclusion

まとめ，展望（新たに拓かれる分野，応用）

summary, future perspective (open new field/application)
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中間発表の内容

Point １：問題を設定

 どのような背景のもとに

 社会背景，ニーズ

 何を問題として設定したのか

 従来の取り組み（先行研究）

 自分たちが取り組む未解決の課題

Point ２：新しい提案

 提案のセールスポイント

 新規性，メリット

 敵を作る表現を避ける

Point ３：実験評価方法

 検討している実験・評価方法

 有効性を確認するためにどのような実験・評価をするのか

 主観を排除し客観的な評価を

 定性的評価だけでなく定量的な評価も

Point ４：スケジュール
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チームで内の先行研究
↓

自分が取り組む新しい課題

先行研究と課題の入れ子構造

外部の先行研究
↓

グループが取り組む新しい課題



AHOGEによるリラックス動作を基準とした

親しみやすい電力状況の表現

1333605 山崎洋一

1/8
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HEMS (Home Energy Management System)

/家庭用エネルギー管理システム

 電力情報の可視化（数字・グラフ）

 情報提示により消費電力を5-15%削減 [S.Darby, 2006] 2/8

nucleus [GE] Google PowerMeter
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親しみやすい情報提示

心理表出動作を用いた
定性表現

さりげない表出
親しみやすい情報提示

共感アンテナAHOGE

電力状況
（グラフ・数字）

評価
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angersurprisehappiness sadness

WARNING
DANGER

CAUTION

GOOD

心理表出動作を
電力使用状況への評価と対応付け

AHOGEによる親しみやすい定性表現
[Yamazaki, 2011]

arousal

sleep

displeasure pleasure

anger surprise happiness

sadness

Low

High

relax

[Russell，1980]

基準点(natural)となる動作はない
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提案

 基準状態の表現にリラックス動作を用いた

AHOGEによる電力状況提示のための定性表現の提案

 基準状態を表現することにより

わかりやすさ，印象の強さを向上

 電力使用状況の提示時における評価実験

 印象評価

 記憶力テスト
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リラックス動作を基準とした
電力状況の定性表現

6/8

angersurprisehappiness sadness

WARNING

DANGER

CAUTION

SAFETY

relax

NEUTRAL

3 scale1 scale

positive negative

arousal

sleep

displeasure pleasure

anger surprise happiness

sadness

HIGHLO

W

relax
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情報提示システムにおける
AHOGEによる定性表現の評価実験

7/8

月間電力使用状況の提示
 電力使用量（数字）
 最も電力を消費した家電

 3 パターンを比較
A) 定性表現動作+音声
B) ランダム動作+音声

C) 音声のみ（無表出）

実験参加者 30 人
 主観評価アンケート

• 6項目，5段階評価
 記憶テスト

• 再生法
• 再認法

subject

AHOGE

speaker

display
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スケジュール
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予定 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

リラックス動作の検討

実験環境の構築

アンケート・テストの検討

実験

卒論・概要集原稿の作成

卒論発表の作成



タイトルの付け方

 それを読んだだけで「研究の内容、工夫、重要性」がわかるものを！

 日本語で30ー40字程度（英単語15word程度）

 アブストラクト（概要）で使われている主要キーワードを網羅

例）

×… 「ヒマワリの研究」， 「アイスクリームの研究」

◎…

「超短期植物育成のための光源分光分布同定とそのヒマワリ大量生産への応用」(34文字)

「快食感・高保冷機能を有する氷結晶生成とそのアイスクリーム製造への応用」(34文字)

（べつに「~への応用」とつけろという意味ではありません）

 章や節の題名は、具体的内容がわかるように

 図や表についても同様

例）

×…「第４章 実験」「図３－５ システム構成」

◎…「第４章 ・・・データベースを用いた画像検索実験」

「図３－５CCDカメラとＰＣを用いた実時間データ収集システムの構成」
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