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研究テーマ

知能エンターテインメント研究室

担当／Ruck Thawonmas・原田智広

コンピュータゲームのエンター
テインメント性向上のための知
能化技術

「人工知能」
ウェルビーイング・ゲーム、ビデオ
ゲ ー ム 生 配 信、 及 び デ ジ タ ル・
ヒューマニティーズのための、人工
知能とその他の知的手法の応用研究
に重点を置いています。関連の基礎
研究は必要に応じてその都度実施し
ています。最初のテーマでは、身体
的、精神的、社会的健康を促進させ
るための、モンテカルロ木探索など
を用いたゲームの知的な仕組みの開
発を目指します。ビデオゲーム生配
信では、観戦者ごとに適したゲーム
プレイを自動生成するための、深層
学習などの知的手法について研究し
ています。3つ目のテーマでは、情
報推薦といった人工知能の最先端手法の駆使を通じて、文化的に
価値のあるコンテンツを普及させることを目的としています。

「進化計算」
生物の進化のメカニズムを計算機上
でモデル化した最適化手法である進
化計算法のアルゴリズムの開発、お
よびその応用に取り組んでいます。
特に、プレイヤーのスキルに合わせてゲームステージを自動生成
する方法や、NPC のパラメータの自動調整などの研究をしてい
ます。

研究テーマ

知能システム研究室

担当／西川郁子・瀬尾昌孝

知能システム技術の研究開発と
その適用

知能システム技術を用いて、社会システムや生体システムなどを
対象に、学習や予測、最適化を実現しています。例えば現在の
テーマには、「住宅構造の最適設計」必要な建物強度を満たした
上で効率的に部材を配置するには；「太陽光発電ネットワークの
効率的運用」一般家庭間での電力融通や蓄電も含めて無駄なく電
力を使うには；「二次元顔画像からの三次元表情動画像の自動生
成」一枚の顔写真から色々な表情や向きで動く画像を作るには；

「バイオデータの統計解析による予測」タンパク質データに機械
学習を使って隠れた規則を見抜くには…といったものがあり、一
見全く関係がなさそうな課題ながら、モデルを作り、問題を定式
化すると、そこに色々な学習や最適化の手法を使えるアイデアが
出てきます。毎年、学生・院生からも新しいテーマが生まれてい
ます。面白いけ
れど複雑な課題
に挑戦するため
に、新しいデー
タ解析や手法の
開発に取り組ん
でいます。

研究テーマ

ヒューマンビジョン研究室

担当／篠田博之

心理物理学による人間の視覚情報処理と
色彩工学の研究

http://www.hvcs.ci.ritsumei.ac.jp

人間視覚系の特性や情報処理機構を調べ、得られた知見を色彩工
学や視環境工学へ応用します。とくに人間の特性を知ることで、
快適で機能的なモノづくりや環境創成に役立てています。視覚に
おいて入力である光は「物理」、最終的な出力である知覚は「心
理」ですから、この二つを結ぶ関数や特性を心理物理学的手法に
よって検討します。これまでに色覚障害者用ソフトウェア
UDcolor®、高齢者用照明システム CRS®、明るさ感指標
Feu® など、多くの製品化に貢献しています。他にも、映像酔
いと臨場感の研究、眼疲労測定法の開発、白内障簡易測定法の開
発、大脳レベルの情報処理による視力上昇、視点計測による読み
易さ評価、機器を用いないカラーマネジメントなど、多くの研究
テーマが進行中です。

Research/Development Areas

Affective Engineering and Computer Arts Laboratory

Head researcher: Eric W. Cooper

Affective Engineering, Artificial 
Intelligence, Computer Art Research

Affective Engineering and Computer Arts Lab (AECAL) researches 
and develops models to infer human affective, emotional, or 
sensual responses and applies these models to specific 
objectives. When a person is exposed to a stimulus, the 
experience may be associated with quantifiable internal and 
external responses. Because the systems are developed to 
satisfy specific, practical objectives, the models applied range 
from statistical models to methods of soft computing and 
intelligent systems (also known as artificial intelligence, or AI). 
AECAL develops new methods to meet those needs. 

There are many areas where affective responses are central to 
the functioning of essential systems. In security, for example, 
user feelings lead to behaviors that may either protect or 
endanger data, systems, and people. In education, how students 
feel has a direct influence on how they. In healthcare, patient 
affect influences recovery and improving how patients feel is also 
a major final goal. In these and other areas, intelligent systems 
are discovering novel solutions to problems once considered 
beyond the scope of engineering.  

AECAL also applies affective engineering and intelligent systems 
to the arts. Computers have often been tools for the arts but, 
more and more, intelligent systems are becoming full partners in 
the creation process in every 
media. On the past, many 
d e v e l o p m e n t s  f o r  t h e 
computer arts have become 
technologies we use every 
day. Computer arts today will 
become  the  i nnova t i ve 
technologies of tomorrow 
because the arts have no 
borders.

知能情報コース / 情報システムグローバルコース
Artificial and Natural Intelligence Course / Information Systems Science and Engineering Course研究室紹介


