




I－ －

インフォメーション .......................................................................1
大会会場交通案内（東京電機大学　東京千住キャンパス）  .......2
館内案内図  ......................................................................................3
展示会のご案内  ..............................................................................5
タイムテーブル  ..............................................................................8
講演論文集分類と内容  .................................................................13
全国大会イベント企画のご案内 ..................................................14
全国大会会場別プログラム ..........................................................15
全国大会招待講演企画イベント企画の概要  ..............................18
一般／学生　セッションプログラム詳細  ..................................43

（第1分冊　アーキテクチャ）
1A コンピュータ・アーキテクチャ........................................43
2A 計算機アーキテクチャと CAD ..........................................43
3A 仮想化技術・オペレーティングシステム ........................43
4A クラウド・ネットワーク ...................................................43
1J 組込みシステム ...................................................................43
2J 組込み検知システム ...........................................................43
3J プロセッサ・アーキテクチャ ...........................................43
4J FPGA 応用と LSI 要素技術..............................................44
5J クラウド・スケジューリング ...........................................44
6J システムソフトウェア .......................................................44
1K 仮想化技術 ..........................................................................44
2K 省電力・マルチコア ...........................................................44
3K GPU と数値計算アルゴリズム ..........................................45
4K シミュレーションと演算精度 ...........................................45

（第1分冊　ソフトウェア科学・工学）
5A 開発管理・要求 ...................................................................45
6A 設計・開発支援 ...................................................................45
1B システム評価 ......................................................................45
2B プログラムの開発・検証 ...................................................45
3B 数理モデル化と問題解決（1） ...........................................45
5K 数理モデル化と問題解決（4） ...........................................46
6K 数理モデル化と問題解決（5） ...........................................46
1L プログラミング言語 ...........................................................46
2L 数理モデル化と問題解決（2） ...........................................46
3L ソフトウェア開発支援 .......................................................46
4L 数理モデル化と問題解決（3） ...........................................47
5L ソフトウェア保守・解析 ...................................................47
6L アルゴリズム ......................................................................47
1M ソフトウェア開発管理 .......................................................47
2M ソフトウェアメトリクス・分析........................................47
47

（第1分冊　データベースとメディア）
4B ソーシャルメディアと Web 分析 ......................................47
5B データベースと応用 ...........................................................48
1C 情報探索と応用システム ...................................................48
3M マイクロブログ ...................................................................48
4M テキスト分析と応用 ...........................................................48
5M 情報検索 ..............................................................................48
6M DB 応用 ...............................................................................49
1N 地理・位置情報処理 ...........................................................49
2N システム化支援 ...................................................................49
3N DBMS ..................................................................................49
4N 情報推薦 ..............................................................................49
5N 情報抽出とプライバシー ...................................................49
6N 嗜好抽出 ..............................................................................49

（第2分冊　人工知能と認知科学）
3C ゲーム・最適化・学習 .......................................................51
4C エージェント・AI システム ..............................................51
5C 自然言語処理（応用） .........................................................51
6C 自然言語処理（基礎） .........................................................51
1D 視覚情報処理（1） ...............................................................51
2D 視覚情報処理（2） ...............................................................51
1P 情報抽出 ..............................................................................52
2P 情報検索・分類 ...................................................................52
3P 機械翻訳・対話・文生成・要約........................................52
4P 評判・感情・意味解析 .......................................................52
5P 辞書・オントロジー・コーパス........................................52
6P 言い換え・関係抽出 ...........................................................52

プ　ロ　グ　ラ　ム　目　次
1Q 文字認識・生成 ...................................................................53
2Q 三次元画像処理 ...................................................................53
3Q 動画像処理・画像認識 .......................................................53
4Q 画像検索・認識 ...................................................................53
5Q 映像による行動理解 ...........................................................53
6Q 人物画像処理 ......................................................................53
1R 音楽制作支援・演奏支援 ...................................................53
2R 自動作曲・自動編曲 ...........................................................54
3R 画像縮小・圧縮 ...................................................................54
4R 画像超解像・合成 ...............................................................54
5R 音楽音響信号処理 ...............................................................54
6R 音楽情報検索 ......................................................................54
1S 身体情報処理 ......................................................................54
2S コミュニケーションと学習 ...............................................55
3S マルチエージェントシステム ...........................................55
4S 音声対話システム・音声認識 ...........................................55
5S 環境・話者・感情認識 .......................................................55
6S 適応音声提示 ......................................................................55
1T 複雑系 ..................................................................................56
2T 知能システム・インタラクション ....................................56
3T 最適化 ..................................................................................56
4T エージェントシミュレーション........................................56
5T ロボティクス ......................................................................56
6T 人工知能応用システム .......................................................56
1U ゲーム ..................................................................................57
2U 強化学習 ..............................................................................57

（第3分冊　ネットワーク）
3D M2M ネットワーク .............................................................58
4D 符号化とマルチメディア応用 ...........................................58
5D モバイルコンピューティングとコンシューマシステム ....58
6D ネットワーク管理 ...............................................................58
1E ITS .......................................................................................58
2E ユビキタスコンピューティングと情報システム.............58
3U ジェスチャ・行動認識 .......................................................58
4U 運転支援と交通の安全 .......................................................59
5U 交通シミュレーションと情報提供 ....................................59
1V ソーシャルメディア応用 ...................................................59
2V 地図情報とナビゲーション ...............................................59
3V 位置推定（1） ......................................................................59
4V 位置推定（2） ......................................................................60
5V 位置計測 ..............................................................................60
6V 位置情報活用支援 ...............................................................60
1W 無線ネットワーク ...............................................................60
2W モビリティとアドホックネットワーク ............................60
3W アドホックネットワーク ...................................................61
4W モバイルプロトコルとアプリケーション ........................61
5W ネットワーク省電力制御 ...................................................61
6W 無線センサ・アクチュエータネットワーク ....................61
1X ネットワーク方式 ...............................................................61
2X 符号化と伝送 ......................................................................61
3X ネットワーク可視化と通信品質........................................62
4X 分散処理基盤（2） ...............................................................62
5X 分散処理基盤（1） ...............................................................62
6X トラヒック制御 ...................................................................62
1Y ライフログ ..........................................................................63
2Y SDN・OpenFlow とその応用 ............................................63
3Y 災害時通信 ..........................................................................63
4Y 災害時システム ...................................................................63
5Y 家電制御と機器連携 ...........................................................63

（第3分冊　セキュリティ）
3E システム・ネットワークセキュリティ ............................63
4E IT 社会とリスク管理 .........................................................64
1Z セキュリティ一般 ...............................................................64
2Z 認証 ......................................................................................64
3Z リスク評価・災害支援 .......................................................64
4Z データマイニングとセキュリティ ....................................64
5Z アプリケーションセキュリティとリテラシ ....................65



II－ －

（第4分冊　インタフェース）
5E インタラクション・CG・AR ............................................66
1F インタフェース（1） ...........................................................66
2F インタフェース（2） ...........................................................66
6Z タッチパネル・文字入力 ...................................................66
1ZA AR・VR（1） .......................................................................66
2ZA AR・VR（2） .......................................................................66
3ZA 感性情報 ..............................................................................67
4ZA インタフェース ...................................................................67
5ZA ジェスチャー・インタフェース........................................67
6ZA リハビリ・高齢者・障害者支援........................................67
1ZB ロボット・ナビゲーション ...............................................67
2ZB デジタルコンテンツ ...........................................................68
3ZB 協調基盤 ..............................................................................68
4ZB コミュニケーションの分析・評価 ....................................68
5ZB コミュニティ支援 ...............................................................68
6ZB プレゼンテーション・議論の支援 ....................................68
1ZC モデリングと CG 応用 .......................................................68
2ZC レンダリング ......................................................................69
3ZC 可視化 ..................................................................................69
4ZC アニメーションとシミュレーション ................................69

（第4分冊　コンピュータと人間社会）
3F 教材開発 ..............................................................................69
4F 情報科学・プログラミング ...............................................69
5F 教育システム・行動分析 ...................................................70
6F コンピュータと教育 ...........................................................70
1G 法・社会と情報処理 ...........................................................70
2G 芸術・文化と情報処理 .......................................................70
3G 防災・安全と情報処理 .......................................................70
4G 政策・公共・福祉 ...............................................................70
5G システム開発 ......................................................................71
6G 教育プロジェクト ...............................................................71
1H 評価・シミュレーション ...................................................71
2H 医療・特別支援 ...................................................................71
5ZC 観光 ......................................................................................71
6ZC プログラミング教育 ...........................................................71
1ZD 安全・安心と情報処理 .......................................................72
2ZD バイオ情報学・医療への応用 ...........................................72
3ZD 身体動作学習 ......................................................................72
4ZD エンタテインメントにおける動画像処理 ........................72
5ZD ゲーミフィケーション・シリアスゲーム ........................72
6ZD エンタテインメントコンピューティング ........................73
1ZE 医療分野への応用 ...............................................................73
2ZE 農業・水産業・エコ ...........................................................73
3ZE 公共・福祉 ..........................................................................73
4ZE マネジメント ......................................................................73
5ZE タブレットと教師 ...............................................................74
6ZE 防災と情報処理 ...................................................................74
1ZF 教育におけるネットワークとデバイス ............................74
2ZF 言語・外国人への教育 .......................................................74
3ZF 特別支援教育・一般 ...........................................................74
4ZF 教育システム・データ解析 ...............................................75
5ZF 生徒・学生の行動 ...............................................................75
6ZF 単元教育支援 ......................................................................75



1－ －

－インフォメーション－
■総受付（インフォメーションコーナー） 東京電機大学東京千住キャンパス（以下、略）
　1 号館 1F 100 周年ホール前
	 受付時間：11 日（火）8:30‐17:00　　12 日（水）8:30‐17:00　　13 日（木）8:30‐15:30
	 各種受付、講演論文集・DVD-ROM販売、各種問合せ窓口

■大会本部・手荷物預かり　1 号館 1F 100 周年ホール（ロビー側 1 分割：1 ／ 3）
	 臨時電話：080-6624-2658（通話可能期間 11 日（火）～ 13 日（木）8:30‐16:30）

■大会イベント企画聴講参加費［プログラム・大会イベント企画聴講参加章付き］（無料）
	 第 1 ～ 3イベント会場で開催するイベントおよび展示会場のみ聴講参加できます。
	 * 一般セッション・学生セッションの聴講はできませんのでご注意ください。

■大会共通聴講参加費［プログラム・大会共通聴講参加章付き］（税込）
	 正会員：3,000 円　　正会員（DVD-ROM付）：8,000 円　　一般非会員：6,000 円
	 学生：無料（会員非会員問わず）
	 * 大会で開催される全てのイベント企画、展示、一般セッション、学生セッションを聴講できます。

■講演論文集・DVD-ROM（税込） *DVD-ROM には一般講演全論文とプログラム収録
　　講演論文集セット（全論文集・DVD-ROM・カバー付き）：61,000 円
　　講演論文集各分冊：13,000 円
　　講演論文集DVD-ROM（個人）：	8,000 円
　　講演論文集DVD-ROM（法人）：55,000 円
　　講演論文集DVD-ROM（学生割引会場販売）：4,000 円

■懇親会
	 日時：3月 11 日（火）18:15‐20:15　
	 会場：3号館	2F	食堂	
	 参加費（税込）：一般（社会人）：5,000 円　　学生：3,000 円

■その他お知らせ事項
［連絡掲示板］
	 大会会場での周知および伝言等は、総受付前に設置する「掲示板」に掲示しますのでご注意ください。
	 各会場への個別の連絡や館内アナウンス等は致しません。

［休憩コーナー（ネット接続コーナー（無線 LAN））2 号館 1F 神山記念ラウンジ／松本記念学習ホール・9F・10F 
 学生ラウンジ］
	 	大学等間無線LANローミング eduroam が利用できます。eduroam のアカウントをお持ちでなく、ゲストアカウント
をご希望の方は、大会総受付に利用申込書がございますので必要事項をご記入のうえ総受付に提出してください。利
用申込書と引き換えに IDとパスワードを記載した用紙をお渡し致します。

［食堂・売店］
	 ・食堂：3号館	1F カフェラウンジ（営業時間	11:00‐15:00）
	 ・食堂：3号館	中 2F食堂（営業時間	11:00‐15:00）
	 ・食堂：3号館	2F 食堂（営業時間	11:00‐15:00）
	 ・売店：3号館	3F（営業時間 11:00‐16:00）

［喫煙について］
	 下記に設けられた喫煙スペース以外は，校地内全域禁煙です．
	 2 号館	5F	ルーフガーデン 2（屋上庭園）内の喫煙スペース・10F	学生ラウンジ外の喫煙スペース

［ゴミ処理について］
	 ゴミは各自でお持ち帰り頂きますようお願いいたします。

［交通機関］
	 北千住駅東口（電大口）から徒歩 1分（JR常磐線、東京メトロ日比谷線・千代田線、
	 東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）、つくばエクスプレス）
	 京成関屋駅から徒歩 7分（京成本線）

［ご注意］
	 本大会の各講演会場では、当学会やプレス等が写真撮影およびビデオ撮影等を行う場合があります。
	 	これらは情報処理学会の学会誌を含め、各広報誌およびホームページ等で公開されることがありますので、予めご了
承ください。

■今後の全国大会・FIT 情報（予定）
	 FIT2014	第 13 回情報科学技術フォーラム	[http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2014/]
	 　会期：2014 年 9 月 3日（水）～ 5日（金）　会場：筑波大学　筑波キャンパス
	 情報処理学会	第 77 回全国大会	[http://www.ipsj.or.jp/event/taikai/77/]
	 　会期：2015 年 3 月 17 日（火）～ 19 日（木）　会場：京都大学　吉田キャンパス

■問合せ先
	 　一般社団法人	情報処理学会　事業部門　Tel.03-3518-8373　E-mail:	jigyo@ipsj.or.jp
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−展示会のご案内−

第 76 回全国大会では会期中、以下団体・企業・大学等による展示会を開催致します。
展示会場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1 号館 1F 電大ギャラリー
展示日時：3 月 11 日（火）～ 13 日（木） 9:30-17:00　*13 日は 15:00 まで

ブース
番号

出展者名・出展者 Web サイト・展示名
展示概要

#01

株式会社とめ研究所　［http://www.tome.jp］ 大会スポンサー（ゴールド）
株式会社とめ研究所のご紹介

【とめ研究所のミッション】「御客様の研究開発を支援する“研究開発受託会社”」
知能情報処理技術をコアコンピタンスとし、大学・国家研究機関・企業研究所・ベンチャー等と国家ＰＪ応募、共
同研究・受託研究開発・技術者派遣で協創し、来るべき、“人と機械の共生社会”の構築に貢献します。

【得意分野】
○ポスドク相当の技術者が共同研究者のように研究開発の加速推進に貢献します。
　・技術者の６割が博士課程出身、４割が博士号取得者です。
○研究開発、システム開発、組込み制御開発までお任せください。
　・ 画像処理、信号処理、数値解析、ロボティクス、自動化、データマイニング、自然言語処理、ヒューマンイン

タフェース、組込み制御開発　他
※ 今回の展示では、とめ研究所の強み、得意分野などについて、ご紹介いたします。

#02

株式会社内田洋行　［http://www.uchida.co.jp］  大会スポンサー（ゴールド）
アクティブラーニングを加速させる各種ソリューションのご紹介
双方向での学びのシーンを活性化させる各種プロダクトを組み合わせ、授業での活用方法をご紹介いたします。
■主な展示プロダクト
・稼働性に富む机＋椅子一体型チェア『Node』
・PC 画面を無線で簡単共有・比較『wivia』
・教員や学生の反応を記録・振り返り学習の強化を促進する『PF-NOTE』
尚、展示デモの他、活用事例のご紹介もいたします。

#03

共立出版株式会社　［http://www.kyoritsu-pub.co.jp/］
情報処理・情報科学関連書籍展示販売
好評シリーズ　未来へつなぐデシタルシリーズ、「コンピュータ・ビジョン」「ネットワーク・大衆・マーケット」「MIT
認知科学大事典」等、好評書籍多数を大会期間中に限り割引販売を行います。

#04

株式会社近代科学社　［http://www.kindaikagaku.co.jp/］
情報処理・情報科学関連書籍展示販売
・MIT 教科書アルゴリズムイントロダクション第 3 版総合版の展示　販売。
・また、情報科学関連書籍を大会中に限り割引販売を行います。

#05

株式会社日経 BP 社／株式会社日経 BP マーケティング　［http://ec.nikkeibp.co.jp/nsp/］
クラウドサービス「日経パソコン Edu」と大学の教科書
●クラウドサービス「日経パソコン Edu」
教育に役立つコンテンツを、PDF や Web ページで提供します。「日経パソコン」の強みとクラウドサービスの利点
を生かし、紙の資料集が扱えない最新の話題を即座に解説します。※ ご希望の方には評価用 ID を無償で提供します。
●オンデマンド学習システム「StudyPC.NET」
フル画面フル動画で Windows や Office の操作を学習できます。MOS 試験にも対応！オリジナルコンテンツも豊富
に取り揃えています。
●日経 BP 社の「カスタム教科書」
授業方針やカリキュラムに合わせてコンテンツの追加や内容の取捨選択など、ご要望に応じたテキストを編集・出
版します。

#06

インテル株式会社　［http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/developer/software-products.html］
シミュレーションを高速化、インテル　ソフトウェア開発製品のご紹介
インテル Parallel Studio XE は、マルチコア／メニーコア・プロセッサー向けに、ハイパフォーマンスなソフトウェ
アを開発するためのツールスイートです。
インテル Xeon Phi コプロセッサーをサポートするとともに、Visual Studio や GCC などの既存開発資源を活用で
きます。

【インテル Parallel Studio XE に含まれるツール】
−高速なバイナリーを生成する C/C++、Fortran コンパイラー
−パフォーマンス問題の原因を特定する分析ツール
−マルチスレッド・エラー、メモリーエラー検出ツール
−マルチスレッド化の効果予測や問題を診断するアドバイザー
展示ブースでは、これらのツールを使ってプログラムを最適化、高速化するテクニックを、サンプルプログラムを
使ったデモと共にご紹介いたします。
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#07

株式会社 UBIC　［http://www.ubic.co.jp］
UBIC redefines Big Data Analytics. Detecting and predicting human behavior using Behavior Informatics.
Initial attempts to create Artificial Intelligence applications in the 1980s failed primarily because there was a lack 
of data, and thus the expert systems, which were based on rule sets devised by Knowledge Engineers, were too 
brittle for real-life operation. Presently we speak of Big Data and information overload, and these developments 
are creating a 2nd wave of Artificial Intelligence applications absolutely necessary to navigate the exponentially 
increasing volumes of data in more sophisticated and user-friendly ways.
Starting with the Central Linkage (patent pending) feature of our Lit i View review software UBIC is launching a 
series of such applications. What they all have in common is that they make heavy use of the most recent findings 
in the nascent inter-disciplinary field known as Behavior Informatics or BI for short.
At UBIC's IPSJ booth visitors will be able to learn more about our latest solutions and interact with live software 
demos.
BI is a very recent scientific field found at an exciting intersection of Informatics and Behavioral Sciences such 
as Psychology, Criminology, Sociology and Forensics. Based on the methodologies of BI, its year-long experience 
in eDiscovery and its creative R&D teams, UBIC wants to redefine Big Data. Big Data is not just a vast and 
dynamic collection of static data; it is a storehouse of human knowledge, sentiment, behavior, and experience 
which requires an entirely new breed of applications and approaches to turn into real value for consumers and 
corporations.
While data scientists are skilled in both Informatics and Statistics, they are rarely familiar with Behavioral 
Sciences, but the latter is needed to analyze, model, and detect human behavior in a particular domain, for 
example suspicious behavior in relation to detecting cartel activity among corporations. This is why UBIC 
introduces the Virtual Data Scientist (VDS), which is an intelligent software agent brought into existence by 
applying Machine Learning to UBIC’s accumulated knowledge base and know-how in eDiscovery, forensics and 
Big Data analytics. 
Using our VDS it is possible to analyze, model and even predict human behavior in a number of domains and 
thus move from Fact Discovery to Future Discovery. This may sound like a big statement, but in regard to the 
detection of human behavior in specific domains and specific organizations, it is certainly possible to predict that, 
for example, cartel activity is likely to occur within a certain timeframe.

#08

アマゾンデータサービスジャパン株式会社　［http://aws.amazon.com/jp/］
アマゾンウェブサービスの概要及び学術分野における活用状況

アマゾンウェブサービスは、2006 年にクラウドコンピューティングサービスを開始して以来、2011 年に国内のデー
タセンター群を設立するなどサービスの向上を図ってまいりました。2013 年 11 月時点においては、世界 2,500 の
学術機関にご利用いただいております。国内においても、HPC、データストレージ・アーカイブ、ビッグデータ解
析等様々な用途にてご利用いただいております。
この度の展示においては、アマゾンウェブサービスの最新のサービス概要、学術機関におけるクラウドコンピュー
ティング活用の現状と今後の可能性についてご紹介致します。

#09

Springer　［http://www.springer.com］
LNCS と CCIS 刊行企画公募のご案内
Springer では、情報科学分野の優れた研究成果を発信するため、国際会議 Proceedings を出版するシリーズであ
る LNCS（Lecture Notes in Computer Science）とその姉妹編である CCIS（Communications in Computer and 
Information Science）を刊行しています。現在、両者について企画を公募しており、大会ブースでは書籍の展示に加え、
ご希望の方には Proceedings の出版ガイダンスも行います。
1973 年に創刊した LNCS は、現在まで 8,000 タイトル以上を数え、世界中の研究者から支持をいただいてきました。
一方 CCIS は、LNCS を補完するシリーズとして 2007 年に創刊された若いシリーズですが、発行点数はすでに 400
巻を超えています。審査基準はほぼ LNCS と同じですが、審査期間が通常 2 ～ 4 週間と早いのが特長です。（いず
れも冊子体買い取り義務などの費用負担はなく、審査では学術的水準の高さのみが問われます。）

#10

KEEPAD JAPAN 株式会社　［http://www.keepad.com/jp/］
聴衆意識の見える化、データ化、そして、その活用方法
講演、授業、プレゼン、一斉アンケート、意識調査にコンプライアンス調査…。大勢の参加者を前に情報を伝達
するケースは本当に様々です。しかし、聴衆の「空気」は読みにくく、正確なフィードバックは得難いもの。 
KEEPAD JAPAN は企画から本番、終了後の分析まで、問題解決のパートナーとして、全米ナンバーワン・ツール
の活用ノウハウのご提供を含め、様々なソリューションをご提案しております。 下記に興味がある方は、是非お立
ち寄り下さい。
・講演中、その場で素早く聴衆の意思や気持ちをグラフ化します。
・場の「空気」が瞬時に把握できます。
・全体の意識を「こちら」に向かせられます。
・参加者の集中力と理解度が上げられます。
・本番後、集計や分析にかかる時間が大幅に削減できます。
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日

会場

時間

第1イベント会場

1 号館 2F 丹羽ホール

第2イベント会場

1 号館 1F 100 周年ホール

第3イベント会場

2 号館 5F 2503

展示
会場

電大ギャ
ラリー

一般セッション
Ａ

2 号館 5F
2501

一般セッション
Ｂ

2 号館 5F
2502

３
月
11
日

（火）

9:30

1

12:00

先進的ハードウェアによる超高性能
データ処理へ向けて

10:00-12:00

〜コンピュータパイオニアが語る〜
「私の詩と真実」

高校での情報教育
－2013年度版学習指導要領のもとで：
普通科・専門学科，および教員養成

展示（10 件）
9:30-17:00

コンピュータ・
アーキテクチャ

長谷川　揚平

（東芝）

①

システム評価

紫合　治

（電機大）

①

13:15

13:50 

会長挨拶
表彰式

情報処理技術遺産認定式

13:55

14:25

招待講演（1）

IEEE Computer Society 2022 Report
Dejan S. Milojicic

（IEEE Computer Society President）

14:30

15:00 

招待講演（2）
SW enabled IT industry development 

strategy in Korea
Chong-kwon Kim（KIISE President）

15:15

2

17:45 

人間を超えたコンピュータ将棋は
どこへ向かうか

緊急時における共助型フリーイン
ターネットの課題と適切な実現に

関する討論

大学入試における「情報」入試の
あり方と可能性

計算機アーキテクチャ
と CAD

松谷　宏紀

（慶大）

①

プログラムの開発・
検証

小宮　常康

（電通大）

①

18:15
20:15 懇親会（3 号館 2F 食堂）

３
月
12
日

（水）

9:30

3

12:00 

情報セキュリティ人材育成
「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，
トライアスロン，ハッカソンの世界」

エクサスケールを目指す
技術開発最前線

「学会へ行こう！
若者の夢を実現できる場所」

－学会が若者にできること，若者が
学会にできること－

展示（10 件）
9:30-17:00

仮想化技術・オペレー
ティングシステム

山田　浩史

（農工大）

①

数理モデル化と問題
解決（1）

瀬尾　茂人

（阪大）

①

13:15

14:15

招待講演（3）

「はやぶさ」で実証された，
往復の宇宙飛行がかなえる，

太陽系大航海時代
川口　淳一郎 

（宇宙航空研究開発機構（JAXA））

14:30

4

17:00

14:30-17:30

足立から世界へ宇宙へ

企業で活用される自然言語処理技術 企業情報システムにおける発注者の
育成に向けて：学会への期待

クラウド・ネット
ワーク

杉木　章義

（筑波大）

①

ソーシャルメディア
と Web 分析

山名　早人

（早大）

①

３
月
13
日

（木）

9:30

5

12:00

論文必勝法
〜英語で論文を書こう！〜

知のコンピューティング
― 知の創造促進と科学的発見・社会

適用加速 ―

大学における一般情報教育の現状と
展開

展示（10 件）
9:30-15:00

開発管理・要求

岸　知二

（早大）

①

データベースと応用

上田　高徳

（日本 IBM）

①

13:15

14:15

基調講演
ビッグデータの今

喜連川　優
（（一社）情報処理学会 / 情報・シス

テム研究機構 国立情報学研究所 / 
東京大学生産技術研究所）

14:30

6

16:30

ビッグデータ時代に立ち向かう
イノベイティブなシステム開発

〜 Agile, Big-data, Cloud, DevOps の
プラクティスから〜

〜 IPA 未踏事業〜
IT の力でイノベーションを創造する

「若い突出した IT 人材」の
発掘・育成への取組み

設計・開発支援

立石　孝彰

（日本 IBM）

①

情報処理学会　第 76 回全国大会

※表中の右下の数字は当プログラム冊子の詳細掲載ページ番号です。
※表中の○囲み数字は講演論文集の掲載分冊番号です。

19 28 35 43 45

18

18

21 28 37 43 45

22 29 38 43 45

19

24 30 40 43 47

25 32 41 45 48

19

26 34 45
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一般セッション
Ｃ

2 号館 5F
2504

一般セッション
Ｄ

2 号館 5F
2505

一般セッション
Ｅ

2 号館 6F
2601

一般セッション
Ｆ

2 号館 6F
2602

一般セッション
Ｇ

2 号館 6F
2603

一般セッション
Ｈ

2 号館 6F
2604

学生セッション
Ｊ

2 号館 6F
2605

学生セッション
K

2 号館 7F
2701

学生セッション
L

2 号館 7F
2702

情報探索と
応用システム

高久　雅生

（筑波大）

①

視覚情報処理（1）

西山　正志

（東芝）

②

ITS

屋代　智之

（千葉工大）

③

インタフェース（1）

小倉　加奈代

（岩手県大）

④

法・社会と情報処理

小向　太郎

（情報通信総合研）

④

評価・
シミュレーション

畑山　満則

（京大）

④

組込みシステム

菅谷　みどり

（芝浦工大）

①

仮想化技術

阿部　洋丈

（筑波大）

①

プログラミング言語

南出　靖彦

（筑波大）

①

視覚情報処理（2）

宮崎　大輔

（広島市大）

②

ユビキタスコン
ピューティングと

情報システム

高橋　秀幸

（東北大）

③

インタフェース（2）

山本　倫也

（関西学院大）

④

芸術・文化と情報処理

金子　格

（東京工芸大）

④

医療・特別支援

関嶋　政和

（東工大）

④

組込み検知システム

加藤　真平

（名大）

①

省電力・マルチコア

早川　栄一

（拓大）

①

数理モデル化と
問題解決（2）

喜田　拓也

（北大）

①

懇親会（3 号館 2F 食堂）

ゲーム・最適化・学習

保木　邦仁

（電通大）

②

M2M ネットワーク

山中　仁昭

（広島国際大）

③

システム・ネット
ワークセキュリティ

森　達哉

（早大）

③

教材開発

兼宗　進

（大阪電通大）

④

防災・安全と情報処理

橋本　誠志

（徳島文理大）

④

プロセッサ・
アーキテクチャ

森　敦司

（富士通）

①

GPU と数値計算
アルゴリズム

建部　修見

（筑波大）

①

ソフトウェア
開発支援

坂本　一憲

（NII）

①

エージェント・
AI システム

伊藤　孝行

（名工大）

②

符号化とマルチ
メディア応用

石川　孝明

（早大）

③

IT 社会とリスク管理

村山　優子

（岩手県大）

③

情報科学・
プログラミング

久野　靖

（筑波大）

④

政策・公共・福祉

大場　みち子

（はこだて未来大）

④

FPGA 応用と
LSI 要素技術

児玉　祐悦

（筑波大）

①

シミュレーションと
演算精度

細井　聡

（富士通）

①

数理モデル化と
問題解決（3）

松田　健

（静岡理工科大）

①

自然言語処理
（応用）

浦谷　則好

（東京工芸大）

②

モバイルコンピュー
ティングと

コンシューマシステム

鈴木　秀和

（名城大）

③

インタラクション・
CG・AR

森島　繁生

（早大）

④

教育システム・
行動分析

角所　考

（関西学院大）

④

システム開発

高橋　尚子

（国学院大）

④

クラウド・
スケジューリング

並木　美太郎

（農工大）

①

数理モデル化と
問題解決（4）

棟朝　雅晴

（北大）

①

ソフトウェア保守・
解析

荒堀　喜貴

（東工大）

①

自然言語処理
（基礎）

山田　一郎

（NHK）

②

ネットワーク管理

下川　俊彦

（九産大）

③

コンピュータと教育

角田　博保

（電通大）

④

教育プロジェクト

安武　公一

（広島大）

④

システムソフト
ウェア

高橋　一志

（電通大）

①

数理モデル化と
問題解決（5）

庄野　逸

（電通大）

①

アルゴリズム

白井　康之

（JST）

①

タイムテーブル

48 51 58 66 70 71 43 44 46

51 58 66 70 71 43 44 46

51 58 63 69 70 43 45 46

51 58 64 69 70 44 45 47

51 58 66 70 71 44 46 47

51 58 70 71 44 46 47
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日

会場

時間

学生セッション
M

2 号館 7F
2703

学生セッション
N

2 号館 7F
2704

学生セッション
P

2 号館 7F
2705

学生セッション
Q

2 号館 8F
2801

学生セッション
R

2 号館 8F
2802A

学生セッション
S

2 号館 8F
2802B

学生セッション
T

2 号館 8F
2803

学生セッション
U

2 号館 8F
2804

３
月
11
日

（火）

9:30

1

12:00

ソフトウェア
開発管理

橋浦　弘明

（東洋大）

①

地理・位置情報処理

湯瀬　裕昭

（静岡県大）

①

情報抽出

長尾　確

（名大）

②

文字認識・生成

寺沢　憲吾

（はこだて未来大）

②

音楽制作支援・
演奏支援

馬場　哲晃

（首都大）

②

身体情報処理

船瀬　親王

（名工大）

②

複雑系

鳥海　不二夫

（東大）

②

ゲーム

大久保　誠也

（静岡県大）

②

13:15

13:50 
13:55

14:25
14:30

15:00 
15:15

2

17:45 

ソフトウェア
メトリクス・分析

中谷　多哉子

（筑波大）

①

システム化支援

堀井　洋

（日本 IBM）

①

情報検索・分類

加藤　直人

（NHK）

②

三次元画像処理

増田　健

（産総研）

②

自動作曲・自動編曲

松原　正樹

（筑波大）

②

コミュニケーションと
学習

長名　優子

（東京工科大）

②

知能システム・
インタラクション

山下　倫史

（産総研）

②

強化学習

山崎　啓介

（東工大）

②

18:15
20:15 懇親会（3 号館 2F 食堂）

３
月
12
日

（水）

9:30

3

12:00 

マイクロブログ

戸田　浩之

（NTT）

①

DBMS

金子　格

（東京工芸大）

①

機械翻訳・対話・
文生成・要約

狩野　芳伸

（NII）

②

動画像処理・
画像認識

前島　謙宣

（早大）

②

画像縮小・圧縮

甲藤　二郎

（早大）

②

マルチエージェント
システム

八槇　博史

（電機大）

②

最適化

有田　隆也

（名大）

②

ジェスチャ・行動認識

米澤　拓郎

（慶大）

③

13:15

14:15
14:30

4

17:00

テキスト分析と応用

小方　孝

（岩手県大）

①

情報推薦

平手　勇宇

（楽天）

①

評判・感情・意味解析

野本　忠司

（国文学研究資料館）

②

画像検索・認識

吉永　智明

（日立）

②

画像超解像・合成

間下　以大

（阪大）

②

音声対話システム・
音声認識

伊藤　彰則

（東北大）

②

エージェント
シミュレーション

栗原　聡

（電通大）

②

運転支援と交通の
安全

清原　良三

（神奈川工科大）

③

３
月
13
日

（木）

9:30

5

12:00

情報検索

飯沢　篤志

（リコー）

①

情報抽出と
プライバシー

清田　陽司

（ネクスト）

①

辞書・オントロ
ジー・コーパス

徳久　雅人

（鳥取大）

②

映像による行動理解

ウ　小軍

（NTT コミュニケー
ションズ）

②

音楽音響信号処理

亀岡　弘和

（NTT / 東大）

②

環境・話者・感情認識

篠田　浩一

（東工大）

②

ロボティクス

加藤　昇平

（名工大）

②

交通シミュレー
ションと情報提供

梅津　高朗

（滋賀大）

③

13:15

14:15
14:30

6

16:30

DB 応用

原田　要之助

（情報セキュリティ大）

①

嗜好抽出

土方　嘉徳

（阪大）

①

言い換え・関係抽出

飯田　龍

（東工大）

②

人物画像処理

久保　尋之

（キャノン）

②

音楽情報検索

大石　康智

（NTT）

②

適応音声提示

岩野　公司

（東京都市大）

②

人工知能応用
システム

福田　直樹

（静岡大）

②

情報処理学会　第 76 回全国大会

※表中の右下の数字は当プログラム冊子の詳細掲載ページ番号です。
※表中の○囲み数字は講演論文集の掲載分冊番号です。

47 49 52 53 53 54 56 47

47 49 52 53 54 55 56 47

48 49 52 53 54 55 56 58

48 49 52 53 54 55 56 59

48 49 52 53 54 55 56 59

49 49 52 53 54 55 56
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学生セッション
V

2 号館 8F
2805

学生セッション
W

2 号館 9F
2901

学生セッション
X

2 号館 9F
2903

学生セッション
Y

2 号館 9F
2904

学生セッション
Z

2 号館 9F
2905

学生セッション
ＺＡ

2 号館 10F
21001

学生セッション
ＺＢ

2 号館 10F
21003

学生セッション
ＺC

2 号館 10F
21004

学生セッション
ＺD

2 号館 10F
21005

ソーシャル
メディア応用

数原　良彦

（NTT）

③

無線ネットワーク

内藤　克浩

（三重大）

③

ネットワーク方式

長谷川　輝之

（KDDI 研）

③

ライフログ

米澤　拓郎

（慶大）

③

セキュリティ一般

白石　善明

（名工大）

③

AR・VR（1）

谷川　智洋

（東大）

④

ロボット・
ナビゲーション

寺田　和憲

（岐阜大）

④

モデリングと
CG 応用

森本　有紀

（電機大）

④

安全・安心と情報処理

野田　五十樹

（産総研）

④

地図情報と
ナビゲーション

木谷　友哉

（静岡大）

③

モビリティと
アドホックネット

ワーク

石原　進

（静岡大）

③

符号化と伝送

加藤　晴久

（KDDI 研）

③

SDN・OpenFlow と
その応用

菅沼　拓夫

（東北大）

③

認証

島岡　政基

（セコム）

③

AR・VR（2）

檜山　敦

（東大）

④

デジタルコンテンツ

郭　清蓮

（金沢工大）

④

レンダリング

土橋　宜典

（北大）

④

バイオ情報学・医療
への応用

大林　武

（東北大）

④

懇親会（3 号館 2F 食堂）

位置推定（1）

山口　弘純

（阪大）

③

アドホックネット
ワーク

内藤　克浩

（三重大）

③

ネットワーク可視化
と通信品質

中村　隆幸

（NTT 未来ねっと研）

③

災害時通信

藤田　茂

（千葉工大）

③

リスク評価・災害支援

原田　要之助

（情報セキュリティ大）

③

感性情報

饗庭　絵里子

（電通大）

④

協調基盤

江木　啓訓

（神戸大）

④

可視化

柿本　正憲

（東京工科大）

④

身体動作学習

松居　辰則

（早大）

④

位置推定（2）

梶　克彦

（名大）

③

モバイルプロトコルと
アプリケーション

石原　進

（静岡大）

③

分散処理基盤（2）

土井　裕介

（東芝）

③

災害時システム

寺島　美昭

（三菱）

③

データマイニングと
セキュリティ

山口　高康

（NTT ドコモ）

③

インタフェース

中村　嘉志

（国士舘大）

④

コミュニケーションの
分析・評価

柴田　邦臣

（大妻女子大）

④

アニメーションと
シミュレーション

森本　有紀

（電機大）

④

エンタテインメントに
おける動画像処理

山本　豪志朗

（奈良先端大）

④

位置計測

西尾　信彦

（立命館大）

③

ネットワーク
省電力制御

菅沼　拓夫

（東北大）

③

分散処理基盤（1）

後藤　真孝

（東芝）

③

家電制御と機器連携

岩井　将行

（電機大）

③

アプリケーション
セキュリティと

リテラシ

猪俣　敦夫

（奈良先端大）

③

ジェスチャー・
インタフェース

佐藤　俊樹

（電通大）

④

コミュニティ支援

金子　聡

（日本 IBM）

④

観光

窪田　諭

（関西大）

④

ゲーミ
フィケーション・
シリアスゲーム

嵯峨　智

（筑波大）

④

位置情報活用支援

清原　良三

（神奈川工科大）

③

無線センサ・
アクチュエータ
ネットワーク

関根　理敏

（沖電気）

③

トラヒック制御

早川　智一

（明大）

③

タッチパネル・
文字入力

志築　文太郎

（筑波大）

④

リハビリ・高齢者・
障害者支援

駒谷　和範

（名大）

④

プレゼンテーション・
議論の支援

吉野　孝

（和歌山大）

④

プログラミング教育

駒谷　昇一

（奈良女子大）

④

エンタテインメント
コンピューティング

倉本　到

（京都工繊大）

④

タイムテーブル

59 60 61 63 64 66 67 68 72

59 60 61 63 64 66 68 69 72

59 61 62 63 64 67 68 69 72

60 61 62 63 64 67 68 69 72

60 61 62 63 65 67 68 71 72

60 61 62 66 67 68 71 73
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日

会場

時間

学生セッション
ＺE

1 号館　2F
1225・1226

学生セッション
ＺF

1 号館　2F
1227・1228

３
月
11
日

（火）

9:30

1

12:00

医療分野への応用

関嶋　政和

（東工大）

④

教育におけるネット
ワークとデバイス

稲葉　利江子

（津田塾大）

④

13:15

13:50 
13:55

14:25
14:30

15:00 
15:15

2

17:45 

農業・水産業・エコ

辻　秀一

（東海大）

④

言語・外国人への教育

山田　恒夫

（放送大）

④

18:15
20:15 懇親会（3 号館 2F 食堂）

３
月
12
日

（水）

9:30

3

12:00 

公共・福祉

柿崎　淑郎

（電機大）

④

特別支援教育・一般

辰己　丈夫

（早大）

④

13:15

14:15
14:30

4

17:00

マネジメント

神沼　靖子

（フェロー）

④

教育システム・
データ解析

中山　泰一

（電通大）

④

３
月
13
日

（木）

9:30

5

12:00

タブレットと教師

村松　浩幸

（信州大）

④

生徒・学生の行動

林　雄介

（広島大）

④

13:15

14:15
14:30

6

16:30

防災と情報処理

須川　賢洋

（新潟大）

④

単元教育支援

土肥　紳一

（電機大）

④

情報処理学会　第 76 回全国大会　タイムテーブル

※表中の右下の数字は当プログラム冊子の詳細掲載ページ番号です。
※表中の○囲み数字は講演論文集の掲載分冊番号です。

73 74

73 74

73 74

73 75

74 75

74 75
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第 76回全国大会講演論文集の分類と内容
（括弧内はセッション会場名）

●第１分冊
	 ・アーキテクチャ
	 	 	計算機アーキテクチャ，システムソフトウェアとオペレーティングシステム，
	 	 ハイパフォーマンスコンピューティング，エレクトロニクス用設計自動化、CAD，組込みシステム
	 	（1A～ 4A，1J ～ 6J，1K～ 4K）

	 ・ソフトウェア科学・工学
	 	 アルゴリズム，数理モデル化と問題解決，ソフトウェア工学，プログラミング，システム評価
	 	（5A～ 6A，1B～ 3B，5K～ 6K，1L～ 6L，1M～ 2M）

	 ・データベースとメディア
	 	 データベース，情報検索，メディアと情報開発・共有・流通
	 	（4B～ 5B，1C，3M～ 6M，1N～ 6N）

●第２分冊
	 ・人工知能と認知科学
	 	 人工知能，自然言語処理，音声言語情報処理，視覚情報処理，音楽情報科学，ゲーム
	 	（3C～ 6C，1D～ 2D，1P～ 6P，1Q～ 6Q，1R～ 6R，1S～ 6S，1T～ 6T，1U～ 2U）

●第３分冊
	 ・ネットワーク
	 	 マルチメディア通信と分散処理，インターネットと運用技術，マルチメディア符号化とマルチメディア情報処理，
	 	 モバイルコンピューティング，ユビキタスコンピューティング，ITS，コンシューマ・デバイス＆システム
	 	（3D～ 6D，1E～ 2E，3U～ 5U，1V～ 6V，1W～ 6W，1X～ 6X，1Y～ 5Y）

	 ・セキュリティ
	 	 	セキュリティ基盤技術，ネットワークセキュリティ，システムセキュリティ，セキュリティと社会，
	 	 危機管理とリスク管理，信頼性
	 	（3E～ 4E，1Z～ 5Z）

●第４分冊
	 ・インタフェース
	 	 ヒューマンコンピュータインタラクション，グループウェア，グラフィクスとCAD，バーチャルリアリティ
	 	（5E，1F～ 2F，6Z，1ZA～ 6ZA，1ZB～ 6ZB，1ZC～ 4ZC）

	 ・コンピュータと人間社会
	 	 情報システム，コンピュータと教育・学習，コンピュータと社会，医療分野への応用，企業活動への応用，
	 	 バイオ情報学，エンタテインメントコンピューティング，標準化
	 	（3F～ 6F，1G～ 6G，1H～ 2H，5ZC～ 6ZC，1ZD～ 6ZD，1ZE～ 6ZE，1ZF～ 6ZF）
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－全国大会イベント企画のご案内－

■招待講演（1）11 日（火）13:55-14:25
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

「IEEE Computer Society 2022 Report」
Dejan S. Milojicic（IEEE Computer Society President） 
 
■招待講演（2）11 日（火）14:30-15:00
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

「SW enabled IT industry development strategy in Korea」
Chong-kwon Kim（KIISE President）

■招待講演（3）12 日（水）13:15-14:15
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

「「はやぶさ」で実証された，往復の宇宙飛行がかなえる，太陽系大航海時代」
川口　淳一郎 （宇宙航空研究開発機構（JAXA）　シニアフェロー・教授 / 「はやぶさ」元プロジェクトマネージャ） 

■基調講演 13 日（木）13:15-14:15
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

「ビッグデータの今」
喜連川　優

（（一社）情報処理学会　会長 / 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構 国立情報学研究所　所長 / 国立大学法人 東京大
学生産技術研究所　教授） 

■大会挨拶・各種表彰式・情報処理技術遺産認定式　11 日（火）13:15-13:50
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

■イベント企画
第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）

・11 日（火） 9:30-12:00 先進的ハードウェアによる超高性能データ処理へ向けて
・11 日（火） 15:15-17:45 人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか
・12 日（水） 9:30-12:00  情報セキュリティ人材育成「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカ

ソンの世界」
・12 日（水） 14:30-17:30 足立から世界へ宇宙へ
・13 日（木） 9:30-12:00 論文必勝法 〜英語で論文を書こう！〜
・13 日（木） 14:30-16:30  ビッグデータ時代に立ち向かうイノベイティブなシステム開発〜 Agile, Big-data, Cloud, 

DevOps のプラクティスから〜

第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）
・11 日（火） 10:00-12:00 〜コンピュータパイオニアが語る〜「私の詩と真実」
・11 日（火） 15:15-17:45 緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論
・12 日（水） 9:30-12:00 エクサスケールを目指す技術開発最前線 
・12 日（水） 14:30-17:00 企業で活用される自然言語処理技術
・13 日（木） 9:30-12:00 知のコンピューティング― 知の創造促進と科学的発見・社会適用加速 ―
・13 日（木） 14:30-16:30  〜 IPA 未踏事業〜 IT の力でイノベーションを創造する「若い突出した IT 人材」の発掘・育

成への取組み
 
第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503） 

・11 日（火） 9:30-12:00 高校での情報教育－ 2013 年度版学習指導要領のもとで：普通科・専門学科，および教員養成
・11 日（火） 15:15-17:45 大学入試における「情報」入試のあり方と可能性
・12 日（水） 9:30-12:00  「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所」－学会が若者にできること，若者が学会にで

きること－
・12 日（水） 14:30-17:00 企業情報システムにおける発注者の育成に向けて：学会への期待
・13 日（木） 9:30-12:00 大学における一般情報教育の現状と展開
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－全国大会　会場別プログラム－

【第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）】
日 時　間 内　　　　　　　　　　　　容

11

日

（火）

先進的ハードウェアによる超高性能データ処理へ向けて
9:30-9:50 講演（1）：FPGAによる I/O インテンシブなデータ処理の高性能化

	 三好　健文（イーツリーズ・ジャパン）
9:50-10:10 講演（2）：先進的ハードを活用したHadoop/MapReduce によるビッグデータ処理

	 本庄　利守（NTT）
10:10-10:30 講演（3）：リアルタイム系ビッグデータ利活用のためのアクセラレータ型オンボードデータベース

	 加藤　真平（名大）
10:30-10:50 講演（4）：ハードウェアによる様々な構造型ストレージの高速化

	 松谷　宏紀（慶大）
11:10-11:40 講演（5）：	温故知新−コンピュータシステムの歴史を紐解きつつ , データ処理のH/Wによる高性

	 能化の将来を探る−
	 天野　英晴（慶大）

11:40-12:00 パネル討論：先進的デバイスがデータ処理に与えるインパクト
司　　　会：川島　英之（筑波大）
パネリスト：	三好　健文（イーツリーズ・ジャパン），本庄　利守（NTT），
	 加藤　真平（名大），松谷　宏紀（慶大），天野　英晴（慶大）

13:15-13:50 大会挨拶・各種表彰式・情報処理技術遺産認定式
13:55-14:25 招待講演（1）：IEEE Computer Society 2022 Report

Dejan S. Milojicic（IEEE Computer Society President）
14:30-15:00 招待講演（2）：SW enabled IT industry development strategy in Korea

Chong-kwon Kim（KIISE President）
人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか
15:15-15:20 企画の説明
15:20-16:00 講演（1）：アドバンスド将棋の実戦棋譜と人間の思考過程	 伊藤　毅志（電通大）
16:00-16:20 講演（2）：対コンピュータ戦における人間の心理	 古作　　登（大阪商大）
16:20-16:40 講演（3）：コンピュータとプロ棋士	 飯田　弘之（北陸先端大）
16:45-17:45 パネル討論：これからの将棋とコンピュータについて考える

司　　　会：松原　仁（はこだて未来大）
パネリスト：伊藤　毅志（電通大），古作　　登（大阪商大），飯田　弘之（北陸先端大）

12

日

（水）

情報セキュリティ人材育成「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカソンの世界」
9:30-9:45 講演（1）：国はハッカーを育成できるのか	 竹迫　良範	（サイボウズ）
9:45-10:00 講演（2）：キャンプとCTFの出会い	 園田　道夫（サイバー大）
10:00-10:15 講演（3）：世界のCTFに飛び込もう	 寺島　崇幸（AVTokyo	/	sutegoma2）
10:15-10:30 講演（4）新しいメディアを取り入れた教育とは	 藤川　大祐（千葉大）
10:30-12:00 パネル討論：CTFとかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカソンの世界

司　　　会：猪俣　敦夫	（奈良先端大）
パネリスト：竹迫　良範	（サイボウズ），園田　道夫（サイバー大），
	 寺島　崇幸（AVTokyo	/	sutegoma2），藤川　大祐（千葉大）

13:15-14:15 招待講演（3）：「はやぶさ」で実証された，往復の宇宙飛行がかなえる，太陽系大航海時代
川口　淳一郎 （宇宙航空研究開発機構（JAXA））

足立から世界へ宇宙へ
14:30-14:40 ごあいさつ
14:40-15:10 講演（1）：ギャラクシティ・足立区こども未来創造館の取り組み

	 村上　長彦（足立区教育委員会）
15:10-15:40 講演（2）：標高世界一，東京大学アタカマ天文台（TAO）が見る宇宙

	 吉井　　譲（東大）
15:40-16:10 講演（3）：宇宙を見る目の今：すばる望遠鏡，ALMAそして 30m望遠鏡TMTへ

	 渡部　潤一（国立天文台）
16:10-16:40 講演（4）：スーパーコンピュータ「京」で探る宇宙	 永井　智哉（筑波大）
16:50-17:30 映像上映「４次元デジタル宇宙ビューワー "Mitaka" 上映「宇宙の階層構造」」

	 伊東　昌市（科学成果普及機構）

13

日

（木）

論文必勝法 〜英語で論文を書こう！〜
9:30-10:30 講演：国際会議の歩き方	 山崎　克之（長岡技科大）
10:40-12:00 パネル討論：国際会議の楽しみ方と英文論文への道

司　　　会：岡部　寿男（京大）
パネリスト :	大崎　博之（関西学院大），吉田　健一（筑波大），山井　成良（岡山大），
	 横田　治夫（東工大）

13:15-14:15 基調講演：ビッグデータの今
喜連川　優（情報処理学会 / 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 / 東大生産技術研究所）
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13

日

（木）

ビッグデータ時代に立ち向かうイノベイティブなシステム開発〜 Agile, Big-data, Cloud, DevOps のプラク
ティスから〜
14:30-14:35 オープニング
14:35-15:05 講演（1）：現場実践主義としてのリーン開発とアジャイル	 伊藤　宏幸（楽天）
15:05-15:35 講演（2）：DevOps	ライフサイクルの実現を支援する，よりスマートなアプローチ

	 永井　　修（日本 IBM）
15:35-16:05 講演（3）：課題解決エンジンを支えるデータ処理システムと利活用事例

	 角田　直行（ヤフー）
16:05-16:30 パネル討論：開発・運用現場の現在と未来

司　　　会：青山　幹雄（南山大）
パネリスト：伊藤　宏幸（楽天），永井　　修（日本 IBM），角田　直行（ヤフー）

【第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）】

11

日

（火）

〜コンピュータパイオニアが語る〜「私の詩と真実」
10:00-11:00 講演（1）：電話からインターネットへの時代を生きて	 戸田　　巌（元NTT）
11:00-12:00 講演（2）：「日本初のハッカー」の正体	 和田　英一（IIJ イノベーションインスティテュート）
緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論
15:15-17:45 パネル討論：緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論

司　　　会：村山　優子（岩手県大）
パネリスト：藤枝　俊輔（東大），大江　将史（国立天文台），畑山　満則（京大）

12

日

（水）

エクサスケールを目指す技術開発最前線
9:30-10:10 講演（1）：ペタからエクサへ	 小柳　義夫（神戸大）
10:10-10:50 講演（2）：エクサスケールシステムソフトウェアの課題とアプローチ

	 石川　　裕（東大）
10:50-11:30 講演（3）：スーパーコンピュータにおけるアクセラレータ技術

	 児玉　祐悦（筑波大）
11:30-12:00 パネル討論：エクサへの課題：ハードからアプリまで一問一答

司　　　会：須田　礼仁（東大）
パネリスト：小柳　義夫（神戸大），石川　　裕（東大），児玉　祐悦（筑波大）

企業で活用される自然言語処理技術
14:30-14:35 オープニング
14:35-14:55 講演（1）：ソーシャルメディアを活用するための言語処理技術

	 平野　　徹（NTT）
14:55-15:15 講演（2）：富士ゼロックスにおける自然言語処理技術の取り組み

	 大熊　智子（富士ゼロックス）
15:15-15:35 講演（3）：ソーシャルメディアにおける自然言語処理の活用と課題

	 橋本　泰一（グリー）
15:35-15:55 講演（4）：ヤフーで活用されている自然言語処理技術	 山下　達雄（ヤフー）
15:55-16:15 講演（5）：言語処理に基づく商品情報の構造化	 新里　圭司（楽天）
16:15-17:00 パネル討論

司　　　会：高橋　哲朗（富士通研究所）
パネリスト：平野　　徹（NTT），大熊　智子（富士ゼロックス），橋本　泰一（グリー），
	 山下　達雄（ヤフー），新里　圭司（楽天）

13

日

（木）

知のコンピューティング－知の創造促進と科学的発見・社会適用加速－
9:30-9:55 講演（1）：知のコンピューティングのねらい	 岩野　和生（科学技術振興機構）
9:55-10:20 講演（2）：Wisdom	Computing	Summit	2013 のねらいと報告	 徳田　英幸（慶大）
10:20-10:45 講演（3）：知のメディアワークショップの狙いと報告	 山口　高平（慶大）
10:45-11:10 講演（4）：知のコミュニティワークショップのねらいと報告	 横尾　　真（九大）
11:10-12:00 パネル討論：知のコンピューティングの可能性とインパクト

司　　　会：徳田　英幸（慶大）
パネリスト：山口　高平（慶大），横尾　　真（九大），藤山　知彦（三菱商事），
	 岩野　和生（科学技術振興機構）

〜 IPA 未踏事業〜 IT の力でイノベーションを創造する「若い突出した IT 人材」の発掘・育成への取組み
14:30-14:40 講演（1）：IPA未踏事業の概要	 神島　万喜（情報処理推進機構）
14:40-15:30 講演（2）：未踏プロジェクトマネージャからのメッセージ	 竹内　郁雄（東大）
15:30-15:50 講演（3）：未踏クリエータの活躍ぶり	 登　　大遊（ソフトイーサ）
15:50-16:10 講演（4）：未踏クリエータの活躍ぶり	 落合　陽一（東大）
16:10-16:30 講演（5）：未踏クリエータの活躍ぶり	 近藤　秀和（Lunascape）
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【第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）】

11

日

（火）

高校での情報教育－ 2013 年度版学習指導要領のもとで：普通科・専門学科，および教員養成
9:30-9:40 オープニング
9:40-10:00 講演（1）：世界最先端 IT国家創造宣言における人材育成

	 平本　健二（内閣官房	/	経済産業省）
10:00-10:20 講演（2）：サイエンスとしての教科「情報」	 柏木　隆良（神奈川県立鎌倉高等学校）
10:20-10:40 講演（3）：「情報技術基礎」と共通教科情報科	 中野　由章（神戸市立科学技術高等学校）
10:40-11:00 講演（4）：活用する力　〜商業・ビジネス科における情報教育の役割〜

	 重石三知恵（東京都立大田桜台高等学校）
11:05-11:20 講演（5）：意気のいい先生，育ってます	 鈴木　　貢（島根大）
11:20-11:35 講演（6）：産業界から見た高等学校の情報教育

	 大山　　裕（電子情報技術産業協会）
11:35-12:00 質疑・討論
大学入試における「情報」入試のあり方と可能性
15:15-15:35 講演（1）：情報入試研究会の活動と情報模擬試験	 中山　泰一（電通大）
15:35-15:55 講演（2）：大学における個別情報入試	 松永　賢次（専大）
15:55-16:15 講演（3）：高等学校における情報科の授業と情報入試	 中西　　渉（名古屋高等学校）
16:15-17:45 パネル討論：情報入試に期待するもの

司　　　会：辰己　丈夫（早大）
パネリスト：中山　泰一（電通大），松永　賢次（専大），中西　　渉（名古屋高等学校），
	 田中　　健（愛知県立安城南高等学校）

12

日

（水）

「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所」－学会が若者にできること，若者が学会にできること－
9:30-9:40 オープニング
9:40-10:15 講演（1）：学生時代の研究からナビタイムの事業化	 大西　啓介（ナビタイムジャパン）
10:15-10:50 講演（2）：学会とは誰のためのものか？	 中島　秀之（はこだて未来大）
11:00-12:00 パネル討論：学会へ行こう！若者の夢を実現できる場所−学会が若者にできること，若者が学会に

できること−
司　　　会：黒橋　禎夫（京大），高岡　詠子（上智大），大内　一成（東芝）
パネリスト：大西　啓介（ナビタイムジャパン），中島　秀之（はこだて未来大），
	 大沢　英一（はこだて未来大），野田　夏子（芝浦工大），重野　　寛（慶大），
	 関嶋　政和（東工大）

企業情報システムにおける発注者の育成に向けて：学会への期待
14:30-15:30 講演：情報システム開発における発注者主導の動き	 木内　里美（オラン）
15:30-17:00 パネル討論：学会は発注者を真の友人にできるか

司　　　会：五十井　薫（日本情報システム・ユーザー協会）
パネリスト：木内　里美（オラン），廣瀬　由紀（山下設計），引地　信寛（内閣官房），
	 石井　信明（文教大），廣瀬　守克（富士通），児玉　公信（情報システム総研）

13

日

（木）

大学における一般情報教育の現状と展開
9:30-10:00 講演（1）：大学における一般情報教育モデルの構築	 河村　一樹（東京国際大）
10:00-10:45 講演（2）：大学における一般情報教育の実態〜全国調査中間報告〜

	 岡部　成玄（北大）
11:00-12:00 パネル討論：皆で考えよう，これからの一般情報教育

司　　　会：立田　ルミ（獨協大）
パネリスト：岡部　成玄（北大），喜多　　一（京大），駒谷　昇一（奈良女子大）
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全国大会
招待講演企画・イベント企画の概要

招待講演 1「IEEE Computer Society 2022 Report」
3 月 11 日（火）13:55-14:25［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

Dejan S. Milojicic（IEEE Computer Society President）
［講演概要］
Predicting future is hard and risky. Predicting future in computer industry is even harder and riskier due to dramatic changes in technology and 
limitless challenges to innovation – to bringing new technology into a broad use. Only a small fraction of innovations are truly disrupting the state of the 
art. Some are not practical or cost-effective, others are ahead of its time, yet others do not have market.
Nine technical leaders in IEEE Computer Society have spearheaded writing a Technical Report titled IEEE CS 2022, symbolically surveying 22 
potential technologies that can change the landscape of computer science and industry by the year 2022. In particular, they have surveyed the 
following technologies: 3D printing, big data and analytics, open intellectual property movement, massive online open courses, security cross-cutting 
issues, universal memory, 3D integrated circuits, photonics, cloud computing, computational biology and bioinformatics, device and nanotechnology, 
sustainability, high performance computing, the Internet of things, life sciences, machine learning and intelligent systems, natural user interfaces, 
networking and interconnectivity, quantum computing, software defined networks, multicore, and robotics.
For each of the 22 technologies, a common approach has been taken: summary of the state-of-the-art, challenges, where we think the technology will go, 
and what is disruption. We have tied these technologies into a common scenario that we call seamless intelligence. Together they represent a common 
view of the future. Independently, we have surveyed a few thousand IEEE members on the technology drivers and disruptors. They have confirmed 
some of our predictions and provided another perspective on the future of technology advancements. Finally, we have endeavored to predict what kind 
of future society is needed for our profession, for professionals that will be learning, practicing and putting into use the technologies we presented in this 
paper.
This presentation was intended for computer science professionals, students and professors, as well as laymen interested in technology and technology 
use. It is also targeted to members of computer society and similar societies around the world, daring to predict what kind of a future professional 
society will be best suited to take discussed technologies to the next level through its publications, conferences, communities, standards, courses, and 
future artifacts in support of our profession and humanity.

［略歴］
Dr. Dejan Milojicic is a senior researcher and senior manager at HP Labs, Palo Alto, CA, working in the technical areas of systems 
software, distributed systems, high performance computing and service management. He is IEEE Computer Society 2014 President. 
He is a founding Editor-in-Chief of IEEE ComputingNow (2008-2012) and past chair of IEEE Technical Committee on Operating 
Systems (2000). He has been on many program committees of ACM, IEEE and USENIX conferences (ICDCS, CLOUD, ICWS, EDOC, 
AAMAS, ICAC, Middleware, HotCloud, IC2E, etc.) and on journal editorial boards (IEEE Internet Computing and IEEE Transactions 
on Cloud Computing). He has been a member of IEEE CS, ACM, and USENIX for over 20 years. He worked in OSF Research 
Institute, Cambridge, MA [1994-1998], and Institute “Mihajlo Pupin”, Belgrade, Serbia [1983-1991]. He is teaching a class on Cloud 
Management at SJSU, San Jose CA. He received his PhD from University of Kaiserslautern, Germany (1993); and MSc/BSc from 
Belgrade University, Serbia (1983/86). He has been on 6 thesis committees (GaTech, UIUC, Monash, USP) and has guided over 40 
interns. Dejan is an IEEE Fellow, ACM Distinguished Engineer, and USENIX member. Dejan has published over 130 papers and 2 
books; he has 12 patents and 25 patent applications.

招待講演 2「SW enabled IT industry development strategy in Korea」
3 月 11 日（火）14:30-15:00 ［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

Chong-kwon Kim（KIISE President）
［講演概要］
IT industries that include semi-conductor, display, smart phone is the most important and largest industrial sector in Korea. For the last two decades, 
Korean IT industries have enjoyed tremendous growth and successes and their competitiveness is very high. However, Korean companies, strong 
and world-class, are not par to world leading companies in terms of software technologies. As the importance of IT industries shifts from hardware 
to software, the Korean government has been making various plans to enhance the software R&D capabilities. In this talk, I start with reviewing the 
IT technology and industry development history in Korea. And then, I discuss the problems and obstacles that prohibit the SW technology advances. 
Finally, I present various SW capability enhancement strategies in Korea that include government and industry efforts.

［略歴］
Professor Chong-kwon Kim has received Ph.D degree in Computer Science from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 
1987. He has been with Bell Communications Research in New Jersey, USA from 1987 to 1991 as a member of technical staff. At 
Bellcore, he investigated various problems in the area of Broadband ISDN and ATM. He joined Seoul National University as a faculty 
member in Dept. of Computer Science and Engineering in 1991. His research areas include wireless communications, social network 
analysis and mobile computing. He has been serving several private companies and public organizations as an advisor.
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招待講演 3「「はやぶさ」で実証された，往復の宇宙飛行がかなえる，太陽系大航海時代」
3 月 12 日（水）13:15-14:15［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

川口　淳一郎 （宇宙航空研究開発機構（JAXA）　シニアフェロー・教授 / 「はやぶさ」元プロジェクトマネージャ）
［講演概要］
15 世紀から 17 世紀にかけて，航海術の進歩につれ，世界は大航海時代を迎え，とくに欧州から極東に向けては，黄金と香辛料を求めて，多くの航路が
開拓された．宇宙開発は，1950 年代に始まり，60 年余りを経て，その間に，宇宙飛行士を他天体，月まで運ぶ発展をみせた．そして，３年前の 2010 年，
我が国の探査機「はやぶさ」は，世界で初めて，太陽を周回する別の天体である，地球接近小惑星のイトカワからのサンプルリターンを達成した．
講演では，いったいそんな未来がどのようにしてやって来るのか，どんな技術がそれをかなえるのかを，演者が携わってきた「はやぶさ」プロジェクト
に触れながら紹介する．講演を通じて，宇宙開発を先導してきた探査の重要性を強調し，次世代のみなさんこそが未来の宇宙開発を発展させるべく，そ
れにまつわる探査精神を伝えることができるだろう．

［略歴］
宇宙工学者，工学博士．1978 年京都大学工学部卒業後，東京大学大学院工学系研究科航空学専攻博士課程を修了し，旧文部省宇宙科学
研究所に助手として着任，2000 年に教授に就任．現在，独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所（ISAS/JAXA）宇宙飛翔
工学研究系教授，2011 年 8 月より，シニアフェローを務める．ハレー彗星探査機「さきがけ」，工学実験衛星「ひてん」，火星探査機「の
ぞみ」などのミッションに携わり，小惑星探査機「はやぶさ」では，プロジェクトマネージャを務めていた．

基調講演 「ビッグデータの今」
3 月 13 日（木）13:15-14:15［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

喜連川　優（（一社）情報処理学会　会長 / 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　国立情報学研究所　所長 / 国立大学
法人　東京大学生産技術研究所　教授）

［講演概要］
2012 年 3 月 29 日の米国政府発表以来，ビッグデータは広く注目されるに至っており，多様な取り組みが各所でなされつつある．本講演では，おおむね
２年を経ての現状を俯瞰し，ワクワクする事例を紹介したい．また，講演者が中心研究者として推進中の内閣府最先端研究開発支援プログラム（FIRST）
の研究，並びに，JSTCREST・さきがけ / ビッグデータについても紹介する．

［略歴］
1983 年東京大学情報工学専攻博士課程修了．工博．同年同大生産技術研究所講師，現在同教授．2013 年国立情報学研究所長．文部科
学省科学官．情報処理学会理事，副会長を経て，現在情報処理学会会長（2013）．情報処理学会・ACM・IEEE フェロー．情報処理学
会功績賞受賞（2010）．専門はデータベース工学．ACM SIGMOD E.F.Codd Innovation Award，特定領域研究『情報爆発』代表，内
閣府最先端研究開発支援プログラム中心研究者，紫綬褒章（2013）．

先進的ハードウェアによる超高性能データ処理へ向けて
3 月 11 日（火） 9:30-12:00［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
データ処理を高速化する手段として，先進的デバイスの利活用が有望かつ急務であることは論を俟たない．本企画では第一線の研究者による最新成果
の講演ならびに将来展望に関するパネルを行う．
本企画は 2 部構成である．第 1 部では各種の先進的デバイス（Tilera, GPGPU, FPGA）を用いたデータ処理（Stream Data Processing，MapReduce 等）
の加速化に関して，三好健文博士，加藤真平博士，本庄利守博士，松谷宏紀博士をお招きして最新の御研究内容を御講演頂く．第 2 部では高性能化技
法の権威であられる天野英晴博士をお招きして御講演頂いた後，参加者により先進的デバイスによるデータ処理の未来について御議論頂く．

司会 : 川島　英之（筑波大学　システム情報系　講師）
［略歴］
1999 年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業．2005 年，同大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻後期博士課程修了．同年，慶
應義塾大学理工学部助手．2007 年，筑波大学大学院システム情報工学研究科講師，並びに計算科学研究センター講師．2011 年，筑
波大学システム情報系講師．博士（工学）．センサデータ管理に関する研究に従事．日本データベース学会，情報処理学会，ACM，
IEEE，各会員．

9:30-9:50 講演（1）「FPGA による I/O インテンシブなデータ処理の高性能化」
三好　健文（（株）イーツリーズ・ジャパン　先端研究部）

［講演概要］
FPGA を用いた計算処理装置では，処理に内在する並列性の活用で高い演算性能が期待できる．特に．I/O 処理を自由に実装できるため，データの近
くで直接計算ができ，大量のデータを高速に処理する必要がある場合に有効であると考えられる．とはいえ，システムの構築には，独自に定義でき
る I/O だけではなく，イーサネット，PCIe，SATA，メモリなどの汎用 I/O やデバイスが必要不可欠である．そこで，これら汎用 I/O やデバイスに
FPGA を直接接続するときの処理性能の評価結果を踏まえて，FPGA によるデータ処理システムの有効性を考察する．また，FPGA 上のシステム開発
の効率という観点での高位合成処理系の活用事例を紹介する．

［略歴］
2007 年東京工業大学院物理情報システム専攻博士課程修了．博士（工学）．同年東京大学情報理工学系研究科特任助教．東京工業大
学情報理工学研究科産学官連携研究員，電気通信大学大学院情報システム学研究科助教を経て，2012 年株式会社イーツリーズ・ジャ
パンに入社，現在に至る．FPGA によるネットワーク処理アクセラレータの研究，開発や Java を入力言語とする高位合成処理系
JavaRock の開発に従事．IEEE，ACM，電子情報通信学会，情報処理学会各会員．
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9:50-10:10 講演（2）「先進的ハードを活用した Hadoop/MapReduce によるビッグデータ処理」
本庄　利守（日本電信電話（株）　NTT ソフトウェアイノベーションセンタ　主任研究員）

［講演概要］
ビッグデータの処理基盤として，大量のコモディティサーバ上で，並列分散処理を実現する Hadoop/MapReduce に注目が集められている．一方で，サー
バを構成する各コンポーネントの進化も進んできており，現行のままでは，これらの性能を十分に発揮させることができないという事態が発生してき
ている．本発表では，最新ハードによるベンチマーク結果を元に，現状の Hadoop/MapReduce の課題を示すと共に，それらを克服するアイディアとし
て，メニーコア CPU （Tilera/Intel Xeon Phi）や FPGA などの先進的ハードウェアを用いた Hadoop/MapReduce のアクセラレーションに関する研究
を紹介する .

［略歴］
1998年東京工業大学大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻修了．1998年日本電信電話（株）入社．現在，NTTソフトウェアイノベー
ションセンタにて，大規模分散処理技術の研究開発に従事．博士（工学）．

10:10-10:30 講演（3）「リアルタイム系ビッグデータ利活用のためのアクセラレータ型オンボードデータベース」
加藤　真平（名古屋大学　大学院情報科学研究科　准教授）

［講演概要］
本講演では，時々刻々と変化する実世界情報に対して，アクセラレータ技術を使ってリアルタイムにデータ処理を行うためのデータベース管理システ
ム（DBMS）を検討する．リアルタイムデータ処理向けの DBMS 技術として，データをメモリ上に展開してデータアクセスの低遅延化を図るインメモ
リデータベース（IMDB）が注目されているが，我々はその IMDB の発展系としてデータをアクセラレータ上に展開し，アクセラレータプログラミン
グ特有のホスト－デバイス間データ通信遅延を被ることなくデータ処理の高速化を実現するオンボードデータベース（OBDB）を検討する．特にアク
セラレータとして GPU，アプリケーションとして移動体データの管理と可視化を考える．

［略歴］
2004 年慶應義塾大学理工学部卒業．2008 年慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻博士課程修了．博士（工学）．2009 年
から 2011 年までカーネギーメロン大学，2011 年から 2012 年までカリフォルニア大学にて客員研究員．現在，名古屋大学大学院情報
科学研究科の准教授としてサイバーフィジカルシステムと移動体データ処理の研究に従事．

10:30-10:50 講演（4）「ハードウェアによる様々な構造型ストレージの高速化」
松谷　宏紀（慶應義塾大学　理工学部　講師）

［講演概要］
大量のデータを蓄積，検索するために，従来のリレーショナルデータベースに加え，水平スケーラビリティに優れた種々の構造型ストレージが利用さ
れるようになってきた．構造型ストレージは主として特定用途に特化した構造を取るため，リレーショナルデータベースや他の構造型ストレージと組
み合わせた相補的な利用法が注目されている．本発表では，まず，種々の構造型ストレージをデータ構造の観点から分類し，次にそれぞれをどのよう
にハードウェアで高速化すれば良いかを既存研究の紹介を交えながら議論，検討する．

［略歴］
2004 年慶應義塾大学環境情報学部卒業．2008 年慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻博士課程修了．博士（工学）．現
在，慶應義塾大学理工学部情報工学科専任講師．2009 年度から 2010 年度まで日本学術振興会特別研究員 SPD．計算機アーキテクチャ
及び結合網の研究に従事．2013 年 4 月から国立情報学研究所客員講師（兼任）．2013 年 10 月から JST さきがけ研究員（兼任）．

11:10-11:40 講演（5）「温故知新―コンピュータシステムの歴史を紐解きつつ , データ処理の H/W による高性能化
の将来を探る―」
天野　英晴（慶應義塾大学　理工学部　教授）

［講演概要］
ビッグデータ処理は，ネットワークを飛び交い，データベースに分散されるデータを主体にしたコンピューティングであり，かつての個別のコンピュー
タシステム高速化の歴史になかった性質を持つ．FPGA を中心としたリコンフィギャラブルシステムはこのための高速化の主役になりうる可能性を持
つものの，プログラミング，メモリモデルに多くの問題点を持っており，一方で，GPU，SIMD などのアクセラレータは計算にウエイトを置き過ぎている．
今までのコンピュータシステムの HW による高性能化の歴史を振り返りながら，今後のビッグデータ用高速化の可能性を探る．

［略歴］
1986 年慶應義塾大学工学部電気工学専攻修了，工学博士．現在，慶應義塾大学情報工学科教授　コンピュータアーキテクチャの研究
に従事．
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11:40-12:00 パネル討論「先進的デバイスがデータ処理に与えるインパクト」
［討論概要］
Web・通信・製造・サイエンス等において生じるデータ量は膨大である．データ処理を高速化する手段として，先進的デバイスの利活用が有望かつ急務
であることは論を俟たない．本パネルでは先進的デバイスがデータ処理に与えるインパクトや，先進的デバイスによるデータ処理の未来について議論する．

司　　　会： 川島　英之（筑波大学　システム情報系　講師）
略歴・写真は「先進的ハードウェアによる超高性能データ処理へ向けて」司会紹介を参照．

パネリスト： 三好　健文（（株）イーツリーズ・ジャパン　先端研究部）
略歴・写真は講演（1）「FPGA による I/O インテンシブなデータ処理の高性能化」を参照 .

 本庄　利守（日本電信電話（株）　NTT ソフトウェアイノベーションセンタ　主任研究員）
略歴・写真は講演（2）「先進的ハードを活用した Hadoop/MapReduce によるビッグデータ処理」を参照 .

 加藤　真平（名古屋大学　大学院情報科学研究科　准教授）
略歴・写真は講演（3）「リアルタイム系ビッグデータ利活用のためのアクセラレータ型オンボードデータベース」を参照 .

 松谷　宏紀（慶應義塾大学　理工学部　講師）
略歴・写真は講演（4）「ハードウェアによる様々な構造型ストレージの高速化」を参照 .

 天野　英晴（慶應義塾大学　理工学部　教授）
略歴・写真は講演（5）「温故知新―コンピュータシステムの歴史を紐解きつつ , データ処理の H/W による高性能化の将来を探る―」を参照 .

人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか
3 月 11 日（火）15:15-17:45［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
コンピュータ将棋の実力はプロ棋士に追いついた．トッププロ棋士に勝つのも時間の問題になっている．ともすれば将棋は人間とコンピュータの対決の
図式で捉えられがちであるが，コンピュータの実力の確認のために人間と対戦しているのであり，元来はコンピュータは人間を助けるためのものである．
このセッションでは人間を超えたコンピュータが将棋の発展にどう貢献できるかについて，試みの例として人間がコンピュータの助けを借りて対戦する
アドバンスド将棋を取り上げてその可能性について考察する．

司会：松原　仁（公立はこだて未来大学　システム情報科学部　教授）
［略歴］
1986 年東大大学院情報工学博士課程修了．同年通産省工技院電子技術総合研究所（現産業技術総合研究所）入所．2000 年公立はこだて
未来大学教授．人工知能，ゲーム情報学などに興味を持つ．情報処理学会コンピュータ将棋プロジェクト責任者．情報処理学会理事．
人工知能学会副会長．NPO 観光情報学会会長．

15:15-15:20 企画の説明

15:20-16:00 講演（1）「アドバンスド将棋の実戦棋譜と人間の思考過程」
伊藤　毅志（電気通信大学　情報理工学研究科　助教）

［講演概要］
本講演に先立って，コンピュータ将棋に造詣の深く，アマチュアトップクラスの古作登氏と篠田正人氏にそれぞれの考える最善と思われるアドバンスド
将棋を実践していただき，その思考過程を発話プロトコルで分析した．この講演では，その棋譜と二人のコンピュータの利用方法について紹介し，アド
バンスド将棋における人間の思考過程について考察していく．

［略歴］
1988 年北海道大学文学部行動科学科卒業．1994 年名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程修了（工学博士）．同年電気通信
大学電気通信学部情報工学科助手．2007 年同助教，現在に至る．人間の思考や学習に関する認知科学的研究に従事．2013 年よりゲーム
情報学研究会主査．

16:00-16:20 講演（2）「対コンピュータ戦における人間の心理」
古作　登（大阪商業大学　アミューズメント産業研究所　主任研究員）

［講演概要］
コンピュータと対局する人間は，人間を相手とする時と違った心理状態におかれる．一例をあげれば心理的なプレッシャーをかけ戦いを優位に進める戦
略を用いることができないなど，さまざまな制約がある．心を持たないコンピュータと人間の違いから対コンピュータ戦における人間の戦略と心理，ま
た人間同士の戦いならではの魅力について解説する．

［略歴］
1987 年早稲田大学教育学部教育学科教育心理学専修卒業．大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員（2008 年〜 2011 年），同主
任研究員（2011 年〜）．専門は将棋・囲碁など頭脳スポーツ全般，各種ゲーム．『週刊将棋』元編集長（1996 年〜 2002 年）．長年にわた
り将棋・囲碁を中心とした知的ゲーム関連事業に携わる．
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16:20-16:40 講演（3）「コンピュータとプロ棋士」
飯田　弘之（北陸先端科学技術大学院大学　情報科学研究科　教授）

［講演概要］
コンピュータがプロ棋士トップレベルに到達した今，マンマシン対決という競争の視点から共存共栄の新たな協調の形が望まれる．いくつかの候補とな
りうる形について議論し，それぞれの長所と短所を整理したい．そして，マンマシン対決の意義とマンマシン共存共栄の真意を探り，今後の研究と実践
のポイントを展望する．

［略歴］
社団法人日本将棋連盟プロ棋士六段（1983-1994），リンブルグ大学客員研究員（1992-1993），新技術事業団（電子技術総合研究所勤務）
科学技術特別研究員（1994-1996），静岡大学情報学部講師（1996-2000），マーストリヒト大学客員教授（1999），静岡大学情報学部助教
授（2000-2005），科学技術振興機構戦略的創造事業さきがけ研究員（2003-2006），北陸先端科学技術大学院大学（2005- 現在）．

16:45-17:45 パネル討論「これからの将棋とコンピュータについて考える」
［討論概要］
将棋で人間とコンピュータが対決する時代はもはや終わろうとしている．これからはコンピュータが人間を助けて将棋という文化を維持して発展させる
時代を迎える．コンピュータ将棋がプロ棋士よりも強いという事実をどのように受け入れて，そのことを前提に将棋をどのように発展させるべきかを論
じる．

司　　　会 : 松原　仁（公立はこだて未来大学　システム情報科学部　教授）
略歴・写真は「人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか」司会紹介を参照 .

パネリスト： 伊藤　毅志（電気通信大学　情報理工学研究科　助教）
略歴・写真は講演（1）「アドバンスド将棋の実戦棋譜と人間の思考過程」を参照 .

 古作　登（大阪商業大学　アミューズメント産業研究所　主任研究員）
略歴・写真は講演（2）「対コンピュータ戦における人間の心理」を参照 .

 飯田　弘之（北陸先端科学技術大学院大学　情報科学研究科　教授）
略歴・写真は講演（3）「コンピュータとプロ棋士」を参照 .

情報セキュリティ人材育成「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカソン
の世界」
3 月 12 日（水）9:30-12:00［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
遠隔操作ウィルス事件など近年，情報セキュリティに関わる様々なインシデントが急増しつつある．これは我々にとって特異まれな事でなく，今やインター
ネットを取り巻く社会全体の問題でもある．個人情報漏洩をはじめとして情報セキュリティの問題は，いわゆる今までの物理的犯罪とは異なり，一度発
生してしまうと元の状態に戻すことはほぼ不可能である．
しかしながら，このような情報セキュリティに関わる諸問題に対処する人材は不足しており，その育成については緊急の課題である．
近年，CTF（Capture The Flag）と呼ばれるコンテストが世界中で開催されており，我が国においてもいくつかの大会が開催され，各方面から非常に注
目されはじめている．特に，CTF では，高校生やスーパーハッカーと呼ばれるような逸材をはじめ，非常に若手の活躍に目を見張るものがある．それだ
けでなく，情報セキュリティ人材教育においても CTF が取り入れているなど，今や人材育成の 1 手段という見方もある．そこで本イベントでは，この
CTF に焦点をあて，国内外の CTF 等で活躍している方や新しいメディアによる教育のプロフェッショナルの方をお招きし，お話しをいただくとともに
議論を進める．

司会 : 猪俣　敦夫（奈良先端科学技術大学院大学　総合情報基盤センター　准教授）
［略歴］
2002 年学位取得後，通信会社研究所，独立行政法人科学技術振興機構を経て，2008 年より奈良先端科学技術大学院大学准教授．暗号理
論とその高速実装に関する研究開発に従事．著書は，Linux セキュリティ大全，等．2008 年より文部科学省による情報セキュリティ人
材育成プログラム（IT-Keys, SecCap）コースウェア設計・運営の傍ら，2012 年より SECCON 実行委員．現，京都女子大学，奈良女子
大学，同志社大学非常勤講師．

9:30-9:45 講演（1）「国はハッカーを育成できるのか」
竹迫　良範（サイボウズ（株） / SECCON 実行委員長）

［講演概要］
ハッカーとは，コンピュータについて常人より深い技術的知識を持ち，その知識を利用して，技術的な課題に対して，最小限の手間で，最大の効果を生
み出す人々のことを言う．現在のインターネット社会において，情報セキュリティ対策は年々厳しくなっているが，そのような制限された環境の中で，
国はハッカーを育成することができるのであろうか．コンピュータ技術の発展の歴史を振り返りつつ，デジタルイミグラント世代とデジタルネイティブ
世代の育ってきた環境の変化と，ハッカー育成の課題について皆と一緒に考えたい．

［略歴］
広島市立大学在学中に日本語検索エンジン Namazu for Win32 の開発に携わり，2005 年よりサイボウズ・ラボ株式会社に入社．
Shibuya.pm 2 代目リーダー．SC 22/ECMAScript Ad Hoc にて ISO/IEC 16262 の国際標準化活動に従事し，2013 年より SC 22/C#, 
CLI, スクリプト系言語 SG エキスパート．主な著書として，ECMA-262 Edition 5.1 を読む（秀和システム）がある．受賞歴：2008 年
Microsoft MVP アワード Developer Security 受賞，2013 年情報処理学会 山内奨励賞，CSS2013/MWS2013 CSS×2.0 一等星．
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9:45-10:00 講演（2）「キャンプと CTF の出会い」
園田　道夫（サイバー大学　IT 総合学部　准教授）

［講演概要］
セキュリティキャンプをはじめとして今までにない子ども達のモチベーションの高め方について，今まで得てきた経験のなかからお話しする．特に，キャ
ンプでは受講生自らがチューターとして教える立場となり，また教えることの楽しさを見いだす場を作り出している．これは教育という枠組みだけでは
なく，ゲーム的な要素も重要なものと考える．

［略歴］
2004 年より経済産業省，JIPDEC，IPA 主催セキュリティキャンプに企画，講師，実行委員として携わる．2008 年，経済産業省商務情
報政局長表彰．2012 年，(ISC)2(R) 第 6 回年次アジア・パシフィック情報セキュリティ・リーダーシップ・アチーブメント・プログラ
ムにて Senior Information Security Professional として表彰．2007 年より白浜サイバー犯罪シンポジウム危機管理コンテスト審査委員，
2012 年より SECCON 実行委員，2013 年より北海道地域情報セキュリティ人材育成推進事業検討委員．

10:00-10:15 講演（3）「世界の CTF に飛び込もう」
寺島　崇幸（AVTokyo / sutegoma2　代表）

［講演概要］
いまや CTF は世界中に広がっているイベントでもあり，世界中から優れた技術者が集うコミュニティでもある．本講演では，今までに参加した世界の
CTF について紹介するとともに，日本人としての意地をかけた戦いの中で得られたものについて紹介したい．

［略歴］
「no drink, no hack」をスローガンに日本のセキュリティ界を元気づける活動中．2006 年より世界各地の CTF へ参戦し，セキュリティ
コンテストの最高峰である DEFCONCTF へチーム sutegoma2 として 2011 年より 3 年連続本戦出場をはたす．同チーム代表，セキュ
リティイベント AVTOKYO 代表．

10:15-10:30 講演（4）「新しいメディアを取り入れた教育とは」
藤川　大祐（千葉大学　教育学部　教授）

［講演概要］
本講演では，近年注目されているゲーミフィケーションに注目し，授業でのゲーミフィケーションとしてクエスト型，対戦型，コンテスト型などの様々
な形態をとりあげ，どのような教材が可能であるか，そしてその応用が可能なカテゴリーは何であるのかを議論する．特に，子ども達が「学びたい」と
いう欲求を支援する，強化するための意義について考える．

［略歴］
東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学（教育学修士）．金城学院大学助教授等を経て，2001 年より千葉大学勤務，2010
年より千葉大学教授．2010 年度千葉大学学長特別補佐．2012 年度より千葉大学教育学部生涯教育課程長．メディアリテラシー，ディベー
ト，環境，数学，アーティストとの連携授業，企業との連携授業等，さまざまな分野の新しい授業づくりに取り組む．学級経営やいじ
めに関しても研究．「個を育てる」授業づくり・学級づくり（学事出版）1993 年等著書多数．

10:30-12:00 パネル討論「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカソンの世界」
［討論概要］
本パネルでは，SECCON CTF と呼ばれるイベントで実施されているバイナリかるたやアセンブラ短歌など今までには無かった新しい視点でのものの考
え方に注目し，実際の CTF 大会の雰囲気でのセキュリティ教育の課題と問題点について，様々な視点から議論を行う．

司　　　会 : 猪俣　敦夫（奈良先端科学技術大学院大学　総合情報基盤センター　准教授）
略歴・写真は「情報セキュリティ人材育成「CTF とかるた，Shellcode，クイズ，トライアスロン，ハッカソンの世界」司会紹介を参照 .

パネリスト： 竹迫　良範（サイボウズ（株） / SECCON 実行委員長）
略歴・写真は講演（1）「国はハッカーを育成できるのか」を参照 .

 園田　道夫（サイバー大学　IT 総合学部　准教授）
略歴・写真は講演（2）「キャンプと CTF の出会い」を参照 .

 寺島　崇幸（AVTokyo / sutegoma2　代表）
略歴・写真は講演（3）「世界の CTF に飛び込もう」を参照 .

 藤川　大祐（千葉大学　教育学部　教授）
略歴・写真は講演（4）「新しいメディアを取り入れた教育とは」を参照 .
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足立から世界へ宇宙へ
3 月 12 日（水）14:30-17:30［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
足立区は「文教立区」を目指し様々な研究教育・産官学連携活動に取り組んでいる．昨年 4 月にリニューアルオープンしたギャラクシティは，最新型
デジタルプラネタリウムを持ち，東京大学大学院理学系研究科天文学教育研究センター，国立天文台と連携して，チリや木曽，ハワイの天文台に設置
した全天周カメラで撮影した映像をリアルタイムで投影するなど，子供たちが科学技術に興味関心を持てるよう取り組んでいる．本セッションでは，
足立と宇宙とを結ぶ文教活動ならびに最先端技術を解説する．さらに，天文学者が行っている最新のコンピュータシミュレーションを科学的に忠実に
映像化した，迫力のあるムービーコンテンツも紹介する．

司会 : 山田　義弘（東京未来大学　こども心理学部　非常勤講師（天文学））
［略歴］
1946年，岡山県生まれ．1965年早稲田大学入学，在学中に台湾・台北市立天文台客員研究員．1970年大学卒業後に国際航業株式会社入社，
1998 年天文施設コンサルタント部に異動，部長となる．定年退職後，2007 年東京未来大学非常勤講師（天文学），2010 年北海道大学
宇宙観測基礎データセンター研究員，北海道なよろ市立天文台名誉台長，大手前大学非常勤講師（宇宙科学），2011 年東京大学天文
学教育研究センター顧問，2012 年 NPO 法人東亜天文学会理事長．国際天文学連合は小惑星 5915 番を Yoshihiro と命名．

14:30-14:40 ごあいさつ

14:40-15:10 講演（1）「ギャラクシティ・足立区こども未来創造館の取り組み」
村上　長彦（足立区教育委員会　社会教育主事・子ども家庭部青少年課　青少年教育担当係長）

［講演概要］
ギャラクシティは 2013 年 4 月にリニューアルオープンした子どものための体験型施設である．科学・ものづくり・運動・文化など様々な分野の体験活
動を通して，子どもの夢を育み，可能性にチャレンジする場を提供している．特徴の一つとして，直径 23 ｍの大型ドームのプラネタリウムを７Ｋの解
像度を持つデジタル方式単独システムとしていることがあげられる．星空の投影に限らず，様々な映像を美しく投映することができるシステムを活か
すため，東京大学大学院理学系研究科天文学教育研究センターと科学教育に関する協定を結び，世界最高地点の天文台であるチリのアタカマに全天周
カメラを設置していただき，撮影した美しい星空をギャラクシティで投映できるようにしている．国立天文台ハワイ観測所にも同じカメラを設置して
いただき，投映を行っている．

［略歴］
1956 年，愛知県生まれ．1979 年立教大学社会学部を卒業後，東京都足立区教育委員会で社会教育主事として青少年教育を中心として
社会教育の振興を担当している．2004 年に青少年センター青少年事業係長となり，2005 年に青少年センターがギャラクシティ内に移
転してギャラクシティにおけるプラネタリウム事業や青少年教育事業に携わる．2008 年からギャラクシティのリニューアル計画を担
当し，リニューアルオープン後もギャラクシティの事業への支援を行っている．

15:10-15:40 講演（2）「標高世界一，東京大学アタカマ天文台（TAO）が見る宇宙」
吉井　譲（東京大学　天文学教育研究センター長 / 教授）

［講演概要］
チリ北部のアタカマ砂漠は世界で最も乾燥した場所で，高い晴天率，安定した大気，暗い夜空など，赤外線観測に最適な条件を誇る．東京大学が推進
する TAO 計画では，この地にそびえる標高 5640 ｍのチャナントール山の山頂に大型赤外線望遠鏡を建設し，ダークエネルギー，銀河や惑星の起源の
謎など，天文学の重要課題の解明を目指す．2009 年には口径１ｍの mini-TAO 望遠鏡を先行設置し，これまで宇宙望遠鏡でなければ観測不可能とされ
てきた赤外線を地上から観測できることを実証した．現在，南半球で日本初の大型赤外線望遠鏡となる口径 6.5 ｍ望遠鏡を建設中で，2017 年にはファー
ストライトを予定．本講演では，アンデス高峰で世界最高感度の赤外線観測に挑む TAO 計画について紹介する．

［略歴］
1951 年，新潟県生まれ．1980 年東北大学大学院理学研究科博士課程（天文学専攻）修了．理学博士．東京大学理学部助手，国立天文
台助教授を経て，1994 年から東京大学大学院理学系研究科教授，現在に至る．この間，オーストラリア国立大学高等研究所，英国ダー
ラム大学，ニールス・ボーア研究所，北欧理論物理学研究所，ヨーロッパ南天天文台の客員教授を歴任．東京大学大学院理学系研究科・
天文学教育研究センター木曽観測所長を経て，2000 年から天文学教育研究センター長．東京大学アタカマ天文台（TAO）計画代表者．

15:40-16:10 講演（3）「宇宙を見る目の今：すばる望遠鏡，ALMA そして 30m 望遠鏡 TMT へ」
渡部　潤一（自然科学研究機構　国立天文台副台長 / 教授）

［講演概要］
ガリレオが宇宙に望遠鏡を向けて以来，400 年を越えて，宇宙を見る目は劇的に進歩した．天体望遠鏡は大型化・精密化し，19 世紀には写真技術の発
明によって光を蓄積する技術が天文学を大きく変化させた．20 世紀になると，赤外線，紫外線，電波や X 線といった可視光とは異なる波長の電磁波で
観測を行うようになり，同じ天体でも多面的に研究ができるようになった．20 世紀末には，さらに量子効率のよい検出器が開発され，特に CCD 素子
の登場で可視光天文学は大きく変貌した．こうした技術革新によって，宇宙像はどんどん更新されつつあり，冥王星が準惑星になり，第二の地球や宇
宙生命を科学的なターゲットにできる時代になりつつある．本講演では，それらを推進してきた日本の天文学の大型装置と現状と将来について紹介する．

［略歴］
1960 年，福島県生まれ．1987 年東京大学大学院，東京大学東京天文台を経て，現在，自然科学研究機構・国立天文台副台長，教授（理
学博士）．流星，彗星など太陽系天体の研究の傍ら，最新の天文学の成果を講演，執筆などを通して易しく伝えるなど，幅広く活躍し
ている．1991 年にはハワイ大学客員研究員として滞在，すばる望遠鏡建設推進の一翼を担った．国際天文学連合では，惑星定義委員
として準惑星という新しいカテゴリーを誕生させ，冥王星をその座に据えた．
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16:10-16:40 講演（4）「スーパーコンピュータ「京」で探る宇宙」
永井　智哉（筑波大学　計算科学研究センター　主任研究員）

［講演概要］
HPCI 戦略プログラム分野５「物質と宇宙の起源と構造」は，ピーク性能 10 ペタフロップスのスーパーコンピュータ「京」を用いて，ビッグバンに始
まる宇宙の歴史の中で素粒子から原子核，星・銀河形成にいたる物質と宇宙の起源と構造を統一的に理解することを目標としており，４つの研究開発
課題［（１）格子 QCD による物理点でのバリオン間相互作用の決定，（２）大規模量子多体計算による核物性解明とその応用，（３）超新星爆発および
ブラックホール誕生過程の解明，（４）ダークマター密度ゆらぎから生まれる第 1 世代天体形成］を推進している．本プロジェクトの概要と宇宙分野を
中心に最近の成果について紹介する．

［略歴］
1971 年，愛知県生まれ．1999 年東京大学大学院理学系研究科で天文学を専攻修了．博士（理学）．専門は理論天文学，研究開発アド
ミニストレーション．宇宙開発事業団，科学技術振興機構（日本科学未来館，研究開発戦略センター等），国立天文台を経て，現在，
計算基礎科学連携拠点・HPCI 戦略分野５「物質と宇宙の起源と構造」プロジェクトマネージャー，筑波大学計算科学研究センター主
任研究員．著書に『地球がもし 100cm の球だったら』がある．

16:50-17:30 映像上映「４次元デジタル宇宙ビューワー "Mitaka" 上映「宇宙の階層構造」」
伊東　昌市（科学成果普及機構）

［上映概要］
国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト（4D2U プロジェクト）が開発したインタラクティブ４次元デジタル宇宙ビューワー「Mitaka」を用いて，
地球から出発して，太陽系の惑星たちの世界，地球から夜空に見える恒星の世界，太陽が属する天の川銀河（銀河系），そして数多くの銀河の集まる銀
河団，そして宇宙の大規模構造までの莫大なスケールを自由に移動しながら，天文学の最新の観測データや理論的モデルをリアルタイムに視点を変え
て見ていただく．

［略歴］
1947 年，富山県生まれ．1975 年東京都杉並区役所入庁．杉並区立科学教育センター物理技術指導係長としてプラネタリウムを担当す
る．アメリカ・カナダをはじめ世界各地の天文台，天文教育施設を視察．プラネタリウムの国際化を積極的に進めてきた．元国際プ
ラネタリウム協会日本代表評議員．2008 年より国立天文台天文情報センター専門研究職員として着任．現在は国立天文台 4 次元デジ
タル宇宙（4D2U）ドーム・シアターの管理運営，科学成果普及機構の社員として，天文学普及や人材育成に力を入れている．

論文必勝法～英語で論文を書こう！～
3 月 13 日（木）9:30-12:00［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
本会論文誌ジャーナル /JIP 編集委員会の企画によるこのセッションでは，国際会議 SAINT および COMPSAC の運営に関わってきた研究者をお招きし，
国際会議の舞台裏を紹介してもらうことで，国際会議がどのようにして組織され，論文の採否がどのようにして決まるかのプロセスを，特に若い人に伝
えたいと思います．国際会議に投稿した論文をジャーナルにステップアップする際の注意点など，実用的な内容も盛り込みます．初めて英語で論文を書
く学生だけでなく，国際会議の査読が回ってくるようになった若手研究者，あるいは若い方を指導されるシニアの方々にもぜひ聴いていただきたいと思
います．

司会 : 坂東　宏和（ポトス（株）　研究開発部　主任研究員）
［略歴］
2002 年東京農工大学大学院工学研究科電子情報工学専攻博士後期課程修了．博士（工学）．福岡工業大学専任講師・桜美林大学専任講
師等を経て 2010 年より（株）ポトス研究開発部主任研究員．教育の情報化に関する研究開発に従事．2004 〜 2006 年度および 2011 年
度〜コンピュータと教育研究会運営委員，2007 〜 2010 年度同研究会幹事，2012 年度論文誌編集委員会情報システムグループ主査．

9:30-10:30 講演「国際会議の歩き方」
山崎　克之（長岡技術科学大学　工学部　教授）

［講演概要］
国際会議に行くためには，まずは，英語で論文を書くことであろう．この講演では，初めて英語で論文を書く人（たぶん，学生）向けに，ちょっとした
コツを紹介する．次いで発表資料の準備，英語での発表のコツなどを説明する．国際会議は独特の雰囲気がある．しかし，世界を相手に仕事をするには，
ぜひ，若いうちに国際会議の発表や討論を経験していただきたい．情報処理学会と IEEE Computer Society が共催してきた SAINT（インターネットと
応用の国際会議）を例にして，学会の楽しみ方も紹介する．

［略歴］
KDD（現 KDDI）（株）において No.7，ISDN，ATM，IP，携帯，ユビキタスなど情報通信ネットワークとマルチメディア通信応用の研究開発・
実用化および国際標準化に従事．（株）KDDI 研究所研究戦略室長を経て 1996 年から長岡技術科学大学教授．SAINT の運営に長くかか
わりCOMPSACへの統合を実施．2012年からCOMPSAC Steering Committee委員．工博．情報処理学会フェロー．電子情報通信学会フェ
ロー .
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10:40-12:00 パネル討論「国際会議の楽しみ方と英文論文への道」
［討論概要］
本パネルでは，情報処理学会が technical co-sponsorship を持つ IEEE COMPSAC (Computers, Software and Applications Conference）を例に，国際会
議の査読プロセス，通る論文の書き方，Workshop の企画，本会の研究会の活動との連携，日本からの投稿促進の取組み，JIP (Journal of Information 
Processing）との連携などについて，さまざまな角度から取り上げて議論し情報共有することで，本会の関係者が優れた英文論文をより多く発表するた
めの一助としたい．

司会 : 岡部　寿男（京都大学　学術情報メディアセンター　教授）
［略歴］
1988 年京大・工・情報修士了．京大助手，助教授を経て 2002 年より現職．コンピュータネットワーク，並列・分散システムの研究に従事．
本会論文誌編集委員（1998-2002 年）．電子情報通信学会和文論文誌（B）編集委員（2007-2010 年），同通信ソサイエティマガジン編集
委員（2011 年 -）．システム制御情報学会編集委員（1999-2000 年，2003-2004 年）．IEEE/IPSJ SAINT2008 Program co-Chair．2012 年
より情報処理学会理事（論文誌担当）．

パネリスト : 大崎　博之（関西学院大学　理工学部情報科学科　教授）
［略歴］
1993 年大阪大学・基礎工・情報工学科退学．1995 年同大学院修士課程了．1997 年同大学院博士課程了．同年，同大学院・基礎工学研
究科助手．1997 年同大学情報処理教育センター助手．1999 年同大学サイバーメディアセンター助手．2000 年同大学院情報科学研究科
助准教授．2013 年関西学院大学・理工・情報教授．情報ネットワークに関する研究に従事．博士（工学）．

パネリスト : 吉田　健一（筑波大学　大学院ビジネス科学研究科　教授）
［略歴］
1980 東京工業大学卒．日立製作所入社．2002 年より筑波大学大学院教授として社会人教育（修士課程・博士課程）に従事．博士（工学）．
SAINT2001 Treasurer 以降 SAINT 及び COMPSAC に一貫して関与．COMPSAC2013 Workshop Chair， COMPSAC2014 Program 
Chair．現在の研究テーマは人工知能とネットワークの応用．情報処理学会，電子情報通信学会，人工知能学会，IEEE CS 各会員．

パネリスト : 山井　成良（岡山大学　情報統括センター　教授）
［略歴］
1986 年大阪大学大学院・修士修了．奈良工業高等専門学校助手，講師，大阪大学助手，講師，岡山大学助教授を経て，2006 年より現職．
ネットワーク運用管理，ネットワークセキュリティの研究に従事．情報処理学会 IOT 研究会幹事（2009-2012 年度），主査（2013 年度 -）．
情報処理学会論文誌編集委員（2008-2011 年度）．電子情報通信学会和文論文誌（B）編集委員（2011 年度 -）．C3NET 2011 Organizer．
FIT2006 船井ベストペーパー賞，2012 年度情報処理学会論文賞受賞．IEEE，電子情報通信学会各会員．博士（工学）．

パネリスト : 横田　治夫（東京工業大学　大学院情報理工学研究科　教授）
［略歴］
1980 年東京工業大学卒．1982 年同大学修士課程修了．同年富士通（株）．同年（財）新世代コンピュータ技術開発機構研究所（ICOT）．
1986 年（株）富士通研究所．1992 年北陸先端科学技術大学院大学助教授．1998 年東京工業大学助教授．2001 年東京工業大学教授．現
在に至る．博士（工学）．主として情報の蓄積と活用の研究に従事．情報処理学会フェロー．電子情報通信学会フェロー．日本データベー
ス学会理事．副会長．前 ACM SIGMOD 日本支部長．人工知能学会，IEEE，ACM 各会員．

ビッグデータ時代に立ち向かうイノベイティブなシステム開発～ Agile, Big-data, Cloud,
DevOps のプラクティスから～
3 月 13 日（木）14:30-16:30［第 1 イベント会場（1 号館 2F 丹羽ホール）］

［セッション概要］
Agile/Lean，Big-data，Cloud，DevOps，Mobile などの情報技術の開発，運用に関する根本的な変革が同時並行で進んでいます．本セッションでは，
このような技術とその情報システムの開発と運用へのインパクトを展望し，今後の情報システムの開発と運用のあり方を議論します．

司会 : 青山　幹雄（南山大学　情報理工学部　ソフトウェア工学科　教授）
［略歴］
1980 年岡山大学大学院修了．同年富士通株式会社入社．通信ソフトウェアの開発，管理に従事．この間，大規模ソフトウェアのアジャ
イル開発に取り組む．2001 年より現職．博士（工学）．要求工学，ソフトウェアアーキテクチャについてクラウドコンピューティング，
自動車組込みソフトウェアなどを対象に研究．情報サービス産業協会要求工学推進部会長，次世代プロジェクト管理データ交換アー
キテクチャ協議会（PROMCODE）主査．

14:30-14:35 オープニング
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14:35-15:05 講演（1）「現場実践主義としてのリーン開発とアジャイル」
伊藤　宏幸（楽天（株）　情報技術部　プロセス・品質課　テスト駆動開発グループ　アジャイルコーチ）

［講演概要］
現場は難しく，面白いです．唯一絶対の答えはなく，予測不可能な問題が多発し，何らかの改善を行なっても，問題はなくならずに移動していきます．
一方で，適切な知識・情報を見つけて行動することで，いくらでも変えていくことが出来る可能性も持っています．このセッションでは，日々プロジェ
クト・プロダクトを俯瞰し，課題を見つけて解決策を講じるサイクルを短く繰り返して現場を改善していった，現場でのリーン開発とアジャイルの実
践について，アジャイルコーチとしての自身の経験・事例に基づいてお話させていただきます．現場毎に答えが異なることと，それゆえの面白さがあ
ることとを，皆さんと共に考えていければと思います．

［略歴］
楽天株式会社　プロセス・品質課．アジャイルコーチおよびシステムアーキテクトとして，実際に開発現場に入り，CI/CD（Jenkins）・
TDD・ATDD（Acceptance Test-Driven Development）をベースとした技術基盤の構築と，それらをベースとした開発プロセスの
改善支援を行なっている．モットーは，開発効率の向上による Be happy! の実現．

15:05-15:35 講演（2）「DevOps ライフサイクルの実現を支援する，よりスマートなアプローチ」
永井　修（日本アイ・ビー・エム（株）　ソフトウェア事業　Rational IT テクニカル・セールス　部長）

［講演概要］
企業におけるモバイルやクラウド・コンピューティングの活用が本格的に普及する中，顧客をより満足させるアプリケーションを，これまで以上のス
ピードで提供することが急務となっています．この課題を解決する方法論として，DevOps が注目を集めていますが，その名のとおりの，Dev（開発）
と Ops（運用）の連携だけでは，市場の求めるものを，市場の求めるスピードで提供することはできません．本講演では，なぜ DevOps が重要なのか
を再考し，そこから今後の DevOps に求められるアプローチについての IBM の見解を紹介します．

［略歴］
1987 年東京大学工学部卒業．同年日本アイ・ビー・エム入社．パッケージ・アプリケーション開発からキャリアをスタートし，オブジェ
クト指向テクノロジーの普及に従事．IBM の Rational 社買収にともない，2004 年より Rational 事業部所属．RUP,Agile 開発のお客
様での適用支援を経て，現在，DevOps の展開に注力．

15:35-16:05 講演（3）「課題解決エンジンを支えるデータ処理システムと利活用事例」
角田　直行（ヤフー（株）　事業戦略統括本部データソリューション本部　テクニカルディレクター）

［講演概要］
Yahoo! JAPAN は現在約 100 種類のサービスを提供し，「ユーザーファースト」を合言葉にユーザーや社会の「課題解決エンジン」であり続けるべく，日々
様々な課題に取り組んでいます．ユーザーの課題を早く深く，そして正確に掴むために行動履歴を中心とするデータを収集し解析することが必須とな
ります．本講演では，Yahoo! JAPAN がデータに基づいたソリューション領域において，どのようなシステム基盤を持ち，どのように利活用している
のかについて技術解説や事例を交えて紹介します．

［略歴］
1978 年生まれ．2005 年にヤフー株式会社へ入社し，これまでに地図や路線情報，検索などのサービスから YST（Yahoo! Search 
Technology）や検索プラットフォームなどバックエンドの開発に関わる．現在は全社横断的なデータ解析を担う部門にて全サービ
スのログを中心とするデータの収集，処理を行うインフラ基盤を中心にレコメンデーションや要素技術などのソリューション全般
について技術統括を行っている．

16:05-16:30 パネル討論「開発・運用現場の現在と未来」
［討論概要］
新しい IT 技術とビジネスモデルの到来により，開発や運用のやり方や担当者の意識が変わりつつあります．開発者，運用者，コーチ，ツール提供者な
ど複数の視点から，開発現場の今と，進むべき未来について議論します．

司　　　会 : 青山　幹雄（南山大学　情報理工学部　ソフトウェア工学科　教授）
略歴・写真は「ビッグデータ時代に立ち向かうイノベイティブなシステム開発〜 Agile, Big-data, Cloud, DevOps のプラクティスから〜」
司会紹介を参照 .

パネリスト： 伊藤　宏幸（楽天（株）　情報技術部　プロセス・品質課　テスト駆動開発グループ　アジャイルコーチ）
略歴・写真は講演（1）「現場実践主義としてのリーン開発とアジャイル」を参照 .

 永井　修（日本アイ・ビー・エム（株）　ソフトウェア事業　Rational IT テクニカル・セールス　部長）
略歴・写真は講演（2）「DevOps ライフサイクルの実現を支援する，よりスマートなアプローチ」を参照 .

 角田　直行（ヤフー（株）　事業戦略統括本部データソリューション本部　テクニカルディレクター）
略歴・写真は講演（3）「課題解決エンジンを支えるデータ処理システムと利活用事例」を参照 .
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～コンピュータパイオニアが語る～「私の詩と真実」
3 月 11 日（火）10:00-12:00［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

［セッション概要］
情報処理学会歴史特別委員会ではオーラルヒストリのインタビューを進めているが，大先輩のお話は毎回大変示唆に富み印象的なので，これを広く会員
の方々，特に若い世代の会員に直接お聞かせできないものかと検討してきた．そして海外の事例なども参考にし，コンピュータパイオニアあるいは情報
処理学会会長経験者，またはそれらに相当する経歴の大先輩をお招きして，若い頃の研究生活の思い出や今の若い世代に伝えたい経験談などをお話いた
だくシンポジウムを企画した．なお本シンポジウムは第 70 回大会から開催しており今回が第 7 回目となる．

司会 : 浦城　恒雄（東京工科大学　名誉教授）
［略歴］
1959 年東京大学理学部物理学科卒業．1991 年日立製作所研究開発推進本部長．1995 年同所技師長．1999 年東京工科大学教授．2007
年同大名誉教授．

10:00-11:00 講演（1）「電話からインターネットへの時代を生きて」
戸田　巌（元 NTT　常務取締役研究開発技術本部長）

［講演概要］
この半世紀の間にコンピュータネットワークの主役は電話網からインターネットへと様変わりした．これはインターネットがコンピュータ通信に適して
いるだけでなく，広告・販売等各種ビジネスを展開できる機能を備えたからである．したがって競争の分野はネットワーク，プラットフォームからその
上のアプリケーションへと拡大している．本講演では，まずコンピュータ網の変遷を概観し，インターネット急成長の背景について考察する．ついでこ
れら競争に打ち勝つための研究，開発，起業について，重視すべき留意点，問題点等を議論する．最後に次の世代への期待を述べる．

［略歴］
元 NTT 常務取締役研究開発技術本部長．1958 年電電公社入社，パラメトロン計算機の研究，料金計算用計算機 CM100 の設計，電
電用オンライン計算機シリーズ DIPS の開発等に従事．その後 NTT の R&D 全般のマネジメントを担当．1992 年富士通に移りルー
タ開発等を担当．2004 年同社退職，ベンチャー支援コンサル会社 Studio IT を設立．1996 年情報処理学会会長，応用数理学会会長，
1997 年紫綬褒章．情報処理学会，電子通信学会，応用数理学会，IEEE フェローおよび名誉員．

11:00-12:00 講演（2）「「日本初のハッカー」の正体」
和田　英一（（株）IIJ イノベーションインスティテュート　研究顧問）

［講演概要］
1950 年代にハックした（研究ではない）十進法計算機制御，パラメトロン計算機 PC-1 のイニシアルオーダー，音楽演奏プログラムについて，仕組みを
説明する．

［略歴］
1955 年東京大学理学部物理学科卒業．1957 年修士課程終了．1957 年〜 1964 年小野田セメント調査部統計課．1964 年〜 1992 年東京
大学工学部計数工学科．1992年〜2002年富士通研究所．2002年〜IIJ技術研究所．IFIP WG2.1メンバー，WIDEプロジェクトメンバー，
情報処理学会プログラミング・シンポジウム委員会運営委員長，情報処理学会会誌編集長などを歴任．

緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論
3 月 11 日（火）15:15-17:45［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

15:15-17:45 パネル討論「緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論」
［討論概要］
巨大災害などの緊急時，民間でインターネットコネクティビティを互いに融通し災害対応の円滑化を計るには，どのような技術・運用・社会の構築が必
要か討論する．IOT・SPT・IS 研究会では，被災地や通信輻輳地域において様々な組織が無線 LAN によるインターネットを周辺住民や避難者に一時的に
提供・開放するための共通運用方式を検討している．こうした枠組みにより提供者の労力軽減やユーザの利便性確保が期待できるが，開放の自動化・セキュ
リテイ・キャパシティ・タイミング・開放を行うべき地域など現場の判断に頼らざるを得ない事項も数多く存在する．社会的合意のもと適切な技術によ
り下支えされた緊急インターネットを実現するため，ハードルとなる課題の共有と今後必要な研究開発についてディスカッションを行う．

司会 : 村山　優子（岩手県立大学　ソフトウェア情報学部　教授）
［略歴］
津田塾大学学芸学部数学科卒 . 企業勤務を経て，1984 年 University College London 大学院 Dept. of Computer Science 修士課程修了．
1992 年同大学大学院博士課程修了．Ph.D.（ロンドン大学）．慶應義塾大学環境情報学部非常勤講師を経て，1994 年 4 月より広島市立大
学情報科学部情報工学科講師，1998 年 4 月より岩手県立大学ソフトウェア情報学部助教授．2002 年 4 月より教授．現在に至る．インター
ネット , トラストと安心の研究に従事．情報処理学会セキュリティ委員長．情報処理学会情報セキュリティ心理学とトラスト（SPT）研
究会幹事，情報ネットワーク法学会理事長，国際情報処理学会連合 IFIP TC11 Chair.

パネリスト : 藤枝　俊輔（東京大学　新領域創成科学研究科　助教）
［略歴］
2000 年慶応義塾大学環境情報学部卒．同大学院政策・メディア研究科修士．後期博士課程単位習得退学．東京大学新領域創成科学研究
科助手，助教を経て，2008 年より現職．2013 年より Training Center Japan（ICT 教育推進協議会連携組織）東日本代表．大規模キャ
ンパスネットワークシステムの設計と運用に従事．主な研究分野は，無線 LAN，衛星通信，経路制御など．現在の関心は無線 LAN 最
適化，ローミング，協調運用，屋内位置情報など．
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パネリスト : 大江　将史（自然科学研究機構　国立天文台　天文データセンター　助教）
［略歴］
2003 年奈良先端大情報科学研究科博士課程了 . 同年，文科省国立天文台天文学データ解析計算センター助手，現，自然科学研究機構国
立天文台天文データセンタ助教．情報セキュリティ，広域分散ストレージ，衛星通信などの研究や ETSI IMS 相互接続検証に従事，博
士（工学）．

パネリスト : 畑山　満則（京都大学　防災研究所　准教授）
［略歴］
京都大学防災研究所社会防災研究部門防災社会システム研究分野　准教授．2000 年東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム
科学専攻にて博士後期課程修了．工学博士取得．2002 年京都大学防災研究所総合防災研究部門自然・社会環境防災研究分野　助手を経て，
2005 年より助教授，現在に至る．情報技術を用いた災害対応に関する研究に取り組んでおり，阪神・淡路大震災，中越地震，東日本大
震災などで，災害対応業務の情報化支援活動を行っている．

エクサスケールを目指す技術開発最前線
3 月 12 日（水）9:30-12:00［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

［セッション概要］
京コンピュータを頂点とする我が国のスーパーコンピュータであるが，半導体技術の進歩により 2020 年ごろにはエクサ（10 の 18 乗）フロップス級の計
算システムが実現できると見込まれている．これはおよそ京の 100 倍の計算速度である．エクサスケールの計算システムで，京とは違う何ができるのか？
エクサシステムの開発のための課題は何で，どのように取り組もうとしているのか？ハードウェアだけではなく，システムソフトウェア，電力，耐故障性，
アプリケーション開発などの視点も重視しつつ，講演とパネル討論で疑問に答えてゆく．

司会 : 須田　礼仁（東京大学　情報理工学系研究科　教授）
［略歴］
1993 年東京大学理学部修士課程修了．同年東京大学理学部助手．1997 年名古屋大学工学研究科講師，2000 年同助教授．2002 年東京大
学情報理工学系研究科助教授，2010 年同教授．2012 年現在，情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会主査，日本応
用数理学会理事，自動チューニング研究会主査．高性能計算，数値アルゴリズム，自動チューニングの研究に従事．

9:30-10:10 講演（1）「ペタからエクサへ」
小柳　義夫（神戸大学　システム情報学研究科　特命教授）

［講演概要］
人類の HPC の歩みを振り返り，各国がどのようにテラフロップス，ペタフロップス，エクサスケールを構想し，その実現に向けて研究開発を進めてきた
かを述べる．とくに，米国が 1994 年からペタフロップスを構想し，2004 年からエクサフロップスをめざして来たことは印象的である．現在の各国のエク
サスケールへの歩みとの比較の中で，日本の取り組みについても紹介する．

［略歴］
1971 年東京大学理学部博士課程修了（理学博士）．その後，東大助手，KEK 助手，筑波大学講師，助教授，教授を経て，1991 年東京大
学理学部情報科学科教授．2001 年，東京大学情報理工学系研究科教授．2006 年，工学院大学情報学部長，2011 年神戸大学大学院シス
テム情報学研究科特命教授．

10:10-10:50 講演（2）「エクサスケールシステムソフトウェアの課題とアプローチ」
石川　裕（東京大学　情報理工学系研究科　教授）

［講演概要］
エクサスケールシステムでは，同種あるいは異種プロセッサアーキテクチャを有する O（10）〜 O（100）のコアが使用され，従来のメモリ階層の見直し
も迫られることになる．計算ノード単体性能は向上するが，同じ比率で通信性能が向上するとは限らない．ファイル容量についてもエクサスケールが求
められている．このような計算機アーキテクチャを想定した時，システムソフトウェアの課題として，コアの有効利用，データの局所性と配置，新しい
メモリ階層対応，低遅延通信機構，OS ノイズ除去，階層化ファイルシステム，運用時消費電力削減機構，などが挙げられる．本発表ではこれら課題を紹
介すると共に文部科学省「将来の HPCI システムのあり方の調査研究」（通称 FS）の一環で進めているシステムソフトウェアの検討状況を紹介する．

［略歴］
1987 年慶応義塾大学大学院工学研究科電気工学専攻博士課程修了．工学博士．同年電子技術総合研究所（現産業技術総合研究所）入所．
1993 年技術研究組合新情報処理開発機構出向．2002 年より東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻．教授．2010 年
より同大情報基盤センターセンター長兼務．
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10:50-11:30 講演（3）「スーパーコンピュータにおけるアクセラレータ技術」
児玉　祐悦（筑波大学　システム情報工学研究科　教授）

［講演概要］
近年，アクセラレータを搭載したスーパーコンピュータが一般的になってきた．2008 年に開発された Roadrunner は Cell Broadband Engine を搭載して
１ペタフロップスを初めて超えた．2013 年 11 月の Top500 リストの一位である Titan は最新の GPU である K20X を搭載し，2013 年 6 月の Top500 リス
トの一位である Tianhe-2 はメニーコア型のアクセラレータである Xeon Phi を搭載している．このようなアクセラレータ型のスーパーコンピュータにつ
いて概観しつつ，その有効性と問題点を述べ，今後のアクセラレータ技術についての展望を述べる．

［略歴］
1988 年東京大学大学院情報工学専門課程修士課程修了．同年通商産業省電子技術総合研究所入所．2001 年独立行政法人産業技術総合研
究所に改組．2011 年より筑波大学大学院システム情報工学研究科教授．データ駆動やマルチスレッドなどの並列計算機システムの研究
に従事．博士（工学）．情報処理学会奨励賞，情報処理学会論文賞（1990 年度），市村学術賞（1995 年）など受賞．情報処理学会，電子
情報通信学会，IEEE CS 各会員．

11:30-12:00 パネル討論「エクサへの課題：ハードからアプリまで一問一答」
［討論概要］
エクサスケール（京の 100 倍）のスーパーコンピュータを目指す研究開発が始まっているが，単に計算機をたくさん並べるだけでは，それを達成するこ
とはできない．設置面積，消費電力とも，京を単純に 100 倍するのでは実現不可能であるし，半導体技術の進歩による高密度化・低消費電力化を考慮し
ても，それとは別の技術向上により京の約 10 倍の効率を達成しなければならない．OS のスケーラビリティの限界を打ち破り，莫大なトランジスタゆえ
の高い故障率をしのぎ，多階層の並列性・多階層のメモリを使いこなすソフトウェアを開発しなければならないなど，課題は多い．本パネルでは，これ
らの課題をどのように解決しようとしているのか，その取り組みに迫る．

司　　　会： 須田　礼仁（東京大学　情報理工学系研究科　教授）
略歴・写真は「エクサスケールを目指す技術開発最前線）」司会紹介を参照．

パネリスト： 小柳　義夫（神戸大学　システム情報学研究科　特命教授）
略歴・写真は講演（1）「ペタからエクサへ」を参照 .

 石川　裕（東京大学　情報理工学系研究科　教授）
略歴・写真は講演（2）「エクサスケールシステムソフトウェアの課題とアプローチ」を参照 .

 児玉　祐悦（筑波大学　システム情報工学研究科　教授）
略歴・写真は講演（3）「スーパーコンピュータにおけるアクセラレータ技術」を参照 .

企業で活用される自然言語処理技術
3 月 12 日（水）14:30-17:00［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

［セッション概要］
電子機器の普及に伴って，多くのテキストが生成されている．社内の業務管理のために社員が書いた文を蓄積する企業もあれば，ネットのユーザーが書
いた文をビジネスの対象とする企業もある．いずれの場合にも，機械的な処理に対する強い要求があり，それを実現する自然言語処理技術への期待は大
きい．一方で，企業で活用できる程度に信頼性が高い言語処理技術は限られている．本企画では，各業種を代表する企業に，すでに活用している自然言
語処理技術や今後の活用を期待している自然言語処理技術について各社での活用や研究開発の事例を紹介して頂き，それに基づいて自然言語処理技術の
研究がどうあるべきかをパネル討論にて議論する．

司会 : 高橋　哲朗（富士通研究所　インテリジェントシステム研究部）
［略歴］
2005 年奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了．博士（工学）．同年株式会社富士通研究所入社．2008 年〜 2010 年ニフティ株
式会社にて Web サービス開発，2011 年〜 2012 年マサチューセッツ工科大学にて客員研究員を経て，現在富士通研究所にて自然言語処
理およびデータ分析の研究に従事．

14:30-14:35 オープニング

14:35-14:55 講演（1）「ソーシャルメディアを活用するための言語処理技術」
平野　徹（日本電信電話（株）　NTT メディアインテリジェンス研究所　研究主任）

［講演概要］
NTTメディアインテリジェンス研究所では，大量のテキストデータから有用な情報を抽出・活用するための研究開発に取り組んでいる．本発表では，ツイッ
ターなどのソーシャルメディアを分析して企業のマーケティングに活用するための研究について，評判抽出技術やユーザ属性推定技術を中心に，紹介す
る．

［略歴］
2003 年和歌山大学システム工学部卒．2005 年奈良先端科学技術大学院大学博士前期課程修了．同年日本電信電話株式会社入社．現在，
同社 NTT メディアインテリジェンス研究所研究主任．博士（工学）．主に情報抽出，知識獲得に従事．
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14:55-15:15 講演（2）「富士ゼロックスにおける自然言語処理技術の取り組み」
大熊　智子（富士ゼロックス（株）　研究技術開発本部コミュニケーション技術研究所　研究主査）

［講演概要］
富士ゼロックス（株）研究技術開発本部コミュニケーション技術研究所では大量のテキストデータからビジネスに有用な情報を抽出するための研究技
術開発を進めている．今回の発表では言語情報抽出技術の具体的な事例として，1）Sales Force Automation に蓄積された営業日報からの課題抽出，2）
Twitter を対象にした評判情報抽出，3）電子カルテに含まれる副作用に関する記述の抽出について紹介する．

［略歴］
1994 年東京女子大学日本文学科卒，1996 年慶應義塾大学政策・メディア研究科修了，同年富士ゼロックス（株）総合研究所入社．現在，
同社コミュニケーション技術研究所研究主査．主に形式言語学，医療言語処理，言語情報抽出に従事．博士（学術）．

15:15-15:35 講演（3）「ソーシャルメディアにおける自然言語処理の活用と課題」
橋本　泰一（グリー（株）　WebGame 事業本部　エンジニア）

［講演概要］
携帯電話端末および通信の高速化，スマートフォンの爆発的な復旧により，誰でもいつでもどこでもインターネットを利用できるモバイルインターネッ
ト環境が整い，ソーシャルメディアが目覚ましい勢いで発展している．グリーもまた，ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）やソーシャルゲー
ムといったソーシャルサービスを中心に成長を遂げている．本セッションでは，モバイルインターネット環境を中心としたソーシャルメディアサービス
における自然言語処理技術やその課題について述べる．

［略歴］
1997 年東京工業大学工学部情報工学科卒業．2002 年同大学大学院情報理工学研究科博士課程修了．同年同大学同研究科助手．2006 年
同大学統合研究院．2010 年同大学総合プロジェクト支援センター特任准教授．2012 年グリー株式会社エンジニア．

15:35-15:55 講演（4）「ヤフーで活用されている自然言語処理技術」
山下　達雄（ヤフー（株）　事業戦略統括本部　Yahoo!JAPAN 研究所　上席研究員）

［講演概要］
Yahoo! JAPAN のサービスで幅広く自然言語処理技術が活躍している．ユーザ情報やコンテンツの分析など，実際の活用方法と適用への取り組みを紹介
する．

［略歴］
2000 年より富士通研究所にて，機械翻訳システムの研究開発に従事．2005 年よりヤフー株式会社．現在は主に SNS データのテキスト
マイニングに関する研究に従事．博士（工学）．

15:55-16:15 講演（5）「言語処理に基づく商品情報の構造化」
新里　圭司（楽天（株）　楽天技術研究所　シニアサイエンティスト）

［講演概要］
楽天市場では 1 億点以上もの商品が販売されており，それら商品とユーザを効率良く結びつけるためには商品情報の構造化が重要である．しかしながら，
現状では一部の商品が人手により構造化されているだけであり，楽天市場の規模や人手による構造化のコストを考えると，その自動化は必至である．本
発表では，我々が現在取り組んでいる商品情報の構造化手法について紹介する．

［略歴］
2006 年北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了．京都大学大学院情報学研究科特任助教，特定研究員を経て，
2011 年から楽天技術研究所．博士（情報科学）．言語知識獲得，情報抽出，情報検索，テキストマイニングに興味をもつ．
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16:15-17:00 パネル討論
司　　　会： 高橋　哲朗（富士通研究所　インテリジェントシステム研究部）

略歴・写真は「企業で活用される自然言語処理技術」司会紹介を参照．

パネリスト： 平野　徹（日本電信電話（株）　NTT メディアインテリジェンス研究所　研究主任）
略歴・写真は講演（1）「ソーシャルメディアを活用するための言語処理技術」を参照 .

 大熊　智子（富士ゼロックス（株）　研究技術開発本部コミュニケーション技術研究所　研究主査）
略歴・写真は講演（2）「富士ゼロックスにおける自然言語処理技術の取り組み」を参照 .

 橋本　泰一（グリー（株）　WebGame 事業本部　エンジニア）
略歴・写真は講演（3）「ソーシャルメディアにおける自然言語処理の活用と課題」を参照 .

 山下　達雄（ヤフー（株）　事業戦略統括本部　Yahoo!JAPAN 研究所　上席研究員）
略歴・写真は講演（4）「ヤフーで活用されている自然言語処理技術」を参照 .

 新里　圭司（楽天（株）　楽天技術研究所　シニアサイエンティスト）
略歴・写真は講演（5）「言語処理に基づく商品情報の構造化」を参照 .

知のコンピューティング― 知の創造促進と科学的発見・社会適用加速 ―
3 月 13 日（木）9:30-12:00［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

［セッション概要］
独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）は，コンピューティングの新たな地平線として「知のコンピューティング（Wisdom 
Computing：知の創造の促進と科学的発見・社会適用の加速）」の実現に向け，関連分野の有識者と共にその分野を作り出し，日本発のイニシアティブと
して確立するためのサミットを 2013 年 7 月に開催した．サミットでは，知のコンピューティングという新たな分野が目指すべき方向性として，従来の
人工知能やロボティクスをさらに一歩推し進めた，人間と機械の共創を目指したコンピューティングという新たなコンセプトが得られた．その後，その
成果を踏まえた一連のワークショップを実施し，課題別に議論を深めた．本セッションでは，サミットおよびワークショップの成果を報告した後，知の
コンピューティングの可能性とインパクトを産官学のパネリストを招いて幅広い視点で討論する．

司会 : 岩野　和生（（独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　上席フェロー）
［略歴］
三菱商事株式会社　企画業務部顧問　兼　ビジネスサービス部門顧問．1975 年　東京大学理学部卒業後，日本 IBM 入社．東京基礎研
究所　所長，米国ワトソン研究所，大和 SW 開発研究所所長，先進事業担当，未来価値創造事業担当を経て，2012 年 3 月より三菱商事
株式会社．科学技術振興機構　研究開発戦略センター　上席フェロー．東京工業大学客員教授．情報処理学会フェロー，日本学術会議
連携会員．Ph. D. （米国プリンストン大学）．

9:30-9:55 講演（1）「知のコンピューティングのねらい」
岩野　和生（（独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　上席フェロー）
略歴・写真は「知のコンピューティング― 知の創造促進と科学的発見・社会適用加速 ―」司会紹介を参照．

［講演概要］
独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）は，コンピューティングの新たな地平線として「知のコンピューティング（Wisdom 
Computing：知の創造の促進と科学的発見・社会適用の加速）」の実現が重要であると考えている．知のコンピューティングは，知の創造を促進し，科学
的発見や社会への適用を加速するために，知を人間（複数）が賢く生きるための力であると定義した上で，知のコンピューティングを，知の発見，創造，
集積，伝播，探索，影響（アクチュエーション）を実現し，加速することとしている．本講演では，我々がこのように考えるに至った背景やこれまでの
検討の経緯を説明し，イニシアティブとしての知のコンピューティングの全体構想と具体的なアクティビティ全体を俯瞰する．

9:55-10:20 講演（2）「Wisdom Computing Summit 2013 のねらいと報告」
徳田　英幸（慶應義塾大学　環境情報学部　教授）

［講演概要］
Wisdom Computing Summit 2013 は，「知のコンピューティング－人と機械が共創する社会を目指して－」というテーマで 2013 年 7 月 25-26 日に開催さ
れた．サミットのねらいは，「知のコンピューティング」について，研究者や有識者と共にその分野を創出し，日本発の研究開発イニシアチブとして確
立することである．本講演では，そのゴール，方向性，分野の定義，分野内の重点テーマ，グランドチャレンジ，研究コミュニティの形成や醸成などに
ついての議論に関して報告する．

［略歴］
1975 年慶應義塾大学工学部卒，同大学院工学研究科修士，ウォータールー大学計算機科学科博士課程修了．同大学准教授を経て，慶應
義塾大学環境情報学部，常任理事，大学院政策・メディア研究科委員長，環境情報学部長を経て，現職．主な研究分野は，オペレーティ
ングシステム，分散システム，ユビキタスコンピューティングシステムなど．情報処理学会フェロー，日本ソフトウェア学会フェロー．
現在，日本学術会議連携会員，情報通信審議会会長代理などを務める．
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10:20-10:45 講演（3）「知のメディアワークショップの狙いと報告」
山口　高平（慶應義塾大学　理工学部　教授）

［講演概要］
知のメディアでは，対話・知識・動作（振る舞い）というマルチモーダルによる，人とコンピュータのインタラクションを通して，古い知識が新しい知
識に更新されていく，あるいは，形式知が実践知に変換されていくという，物事を深く「知る」というダイナミックなプロセス「Knowing」を実現する
ことが，学術的にも社会貢献的にも重要であると考えている．本ワークショップでは，言語理解，知識理解，メディア理解，Web インテリジェンス，AI チャ
レンジに関する研究者が一堂に会し議論した結果，知のメディアに関する研究課題と具体的な社会貢献課題が明らかになってきた．本講演では，要素技
術の統合が，社会貢献課題の実現に重要であり，未来社会デザインにつながることについて述べたいと思う．

［略歴］
1979 年大阪大学工学部通信工学科卒業，1984 年同大学院工学研究科博士後期課程修了．同年大阪大学産業科学研究所助手．1989 年静
岡大学工学部助教授．1997 年同大学情報学部教授．2004 年より慶應義塾大学理工学部教授．工学博士．定理証明の研究を経て，知識
システム，データマイニング，オントロジー，知能ソフトウェア工学などに関する研究に従事．2007 年度大川出版賞．人工知能学会会
長．電子情報通信学会，人工知能学会，情報システム学会，AAAI，IEEE-CS 等の会員．

10:45-11:10 講演（4）「知のコミュニティワークショップのねらいと報告」
横尾　真（九州大学　革新的マーケットデザイン研究センター　教授）

［講演概要］
価値共創の時代になった．様々なステークホルダーが専門分野，組織，文化を越えて集まり，知識を実践に中で統合する試みが始まっている．これは，
これまでに語られた異なる知識体系の融合ではなく，実践の中で異なる知識体系を統合し活用するものである．2013 年 12 月 13 日に開催された知のコミュ
ニティワークショップでは，このような価値共創のコミュニティに関して，マルチエージェントシステム，ヒューマンインタラクション，ネットワーク
分析および数理科学に関する研究者が一堂に会し議論を行った．本講演では，ワークショップで議論された重要研究課題と達成目標，および 2020 年に
向けたチャレンジ等に関して報告する．

［略歴］
1986 年東京大学院修士課程修了．同年 NTT に入社．2004 年九州大学大学院システム情報科学研究院教授．2012 年より同大学主幹教授．
マルチエージェントシステム，制約充足問題に関する研究に従事．博士（工学）．1992 年，2002 年人工知能学会論文賞，1995 年情報処
理学会坂井記念特別賞，2004年Association for Computing Machinery (ACM) Special Interest Group on Artificial Intelligence (SIGART) 
Autonomous Agent Research Award，2005 年ソフトウェア科学会論文賞，2006 年学士院学術奨励賞，2010 年人工知能学会業績賞，
International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems influential paper award，2011 年ソフトウェア科学会基礎
研究賞受賞．情報処理学会，AAAI フェロー，人工知能学会，日本ソフトウェア科学会，電子情報通信学会各会員．

11:10-12:00 パネル討論「知のコンピューティングの可能性とインパクト」
［討論概要］
本パネルでは，サミットおよびワークショップの成果を報告した後，知のコンピューティングの可能性とインパクトを産学のパネリストを招いて幅広い
視点で討論する．

司　　　会： 徳田　英幸（慶應義塾大学　環境情報学部　教授）
略歴・写真は講演（2）「Wisdom Computing Summit 2013 のねらいと報告」を参照 .

パネリスト： 山口　高平（慶應義塾大学　理工学部　教授）
略歴・写真は講演（3）「知のメディアワークショップの狙いと報告」を参照 .

 横尾　真（九州大学　革新的マーケットデザイン研究センター　教授）
略歴・写真は講演（4）「知のコミュニティワークショップのねらいと報告」を参照 .

パネリスト：藤山　知彦（三菱商事（株）　常勤顧問）
［略歴］
三菱商事株式会社常勤顧問．1975 年東京大学経済学部経済学科卒業．同年三菱商事調査部入社．1980 年経営計画室．1993 年泰国三菱
商事業務部長．1997 年企画部企画室長．2002 年中国総代表補佐．2004 年インターアクティブ社社長．2008 年執行役員国際戦略研究所
長．2010 年執行役員コーポレート担当役員補佐．2013 年より現職．国際金融情報センター（JCIF）理事．東京大学総長懇談会メンバー．
日本経済新聞「十字路」コラム執筆．

パネリスト：  岩野　和生（（独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　上席フェロー）
略歴・写真は「知のコンピューティング― 知の創造促進と科学的発見・社会適用加速 ―」司会紹介を参照．
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～ IPA 未踏事業～ IT の力でイノベーションを創造する「若い突出した IT 人材」の発掘・育成へ
の取組み
3 月 13 日（木）14:30-16:30［第 2 イベント会場（1 号館 1F 100 周年ホール）］

［セッション概要］
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では，IT を駆使して産業・社会のイノベーションを創出できる独創的なアイディアと技術を有し，これらを実現
し活用していく能力を備えた優れた個人の発掘・育成することを目的として「未踏事業（未踏 IT 人材発掘・育成事業）」を実施している．2000 年度から
この未踏事業を始めて以来 13 年にわたり，日本の次世代を担う「若い突出した（とんがった）IT 人材」を輩出してきた．既に 1,500 名を超える“未踏
卒業生（未踏クリエータ）”は我が国の産業界をリードする企業やアカデミックな分野などで多彩な活躍をしている．また，政府が現在鋭意進めている
新成長戦略において「IT の活用によりイノベーションを起こし世界をリードする人材の育成」が非常に重要視されており，IPA が実施しているこの未踏
事業も内外から益々注目度が上がっている．この講演では，様々な分野で IT を駆使し我が国を牽引している未踏クリエータの素晴らしい活躍ぶり，成
果等を紹介する．また未踏事業の今までの取組を紹介するとともに，未踏クリエータを代表とする「突出した IT 人材」が我が国の成長を加速させるこ
とへの期待を述べる．

司会 : 神島　万喜也（（独）情報処理推進機構　IT 人材育成本部イノベーション人材センター　次長）
［略歴］
1979 年岡山大学工学部合成化学科卒．同年 4 月某電機会社に入社，プラント・工場等の生産管理システムのシステムエンジニアリング，
営業技術等の業務に従事．2000 年 4 月情報処理振興事業協会（IPA：現（独）情報処理推進機構）に出向．2002 年 IPA に移籍，現在に至る．
未踏 IT 人材発掘・育成事業の責任者を担務．

14:30-14:40 講演（1）「IPA 未踏事業の概要」
神島　万喜也（（独）情報処理推進機構　IT 人材育成本部イノベーション人材センター　次長）
略歴・写真は「〜 IPA 未踏事業〜 IT の力でイノベーションを創造する「若い突出した IT 人材」の発掘・育成への取組み」司会紹介を参照．

［講演概要］
IT を駆使して産業・社会のイノベーションを創出できる独創的なアイディアと技術を有し，これらを実現し活用していく能力を備えた優れた個人の発掘・
育成することを目的とした「未踏事業（未踏 IT 人材発掘・育成事業）」の概要を紹介．

14:40-15:30 講演（2）「未踏プロジェクトマネージャからのメッセージ」
竹内　郁雄（東京大学　名誉教授）

［講演概要］
未踏事業のプロジェクトマネージャの立場から，未踏事業の意義，歴史，重要性，突出した若い IT 人材への期待等を講演する．

［略歴］
博士（工学）．東京大学名誉教授，早稲田大学国際オープン教育リソース研究所　招聘研究員．1971 年東京大学大学院修了，以降 NTT
研究所，電気通信大学，東京大学，早稲田大学を歴任．2000 年から未踏プロジェクトマネージャ，現在同事業統括プロジェクトマネージャ．

15:30-15:50 講演（3）「未踏クリエータの活躍ぶり」
登　大遊（ソフトイーサ（株）　代表取締役）

［講演概要］
未踏事業で開発した SoftEther をもとに起業した事業の現況および同ソフトウェアの VPN 技術を元に現在実施している研究内容等について講演する．

［略歴］
1984 年生，2003 年筑波大学入学．2004 年ソフトイーサ株式会社を筑波大学在学中に設立，現職．2003 年度未踏スーパークリエータ認定．

15:50-16:10 講演（4）「未踏クリエータの活躍ぶり」
落合　陽一（東京大学　大学院学際情報学府　学生）

［講演概要］
未踏事業での開発成果・技術的ポイント・経験，アートとテクノロジーのエンジンが駆り立てる日々の表現・研究の取組事例，将来への展望等を講演する．

［略歴］
東京大学大学院学際情報学府在学中．ジセカイ株式会社を創業．2009 年度未踏スーパークリエータ認定．
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16:10-16:30 講演（5）「未踏クリエータの活躍ぶり」
近藤　秀和（Lunascape（株）　代表取締役）

［講演概要］
未踏事業での開発成果・技術的ポイント・経験，および日本発のタブブラウザー Lunascape にて事業展開した経験，およびイノベーション創出に関する
取り組み等を講演する．

［略歴］
博士（工学）．2002 年早稲田大学理工学研究科情報学科卒業．2002-2003 年ソニー株式会社を経て 2004 年 Lunascape 株式会社設立，現
在代表．2001 年度情報処理学会 Best Author 受賞，2004 年度未踏スーパークリエータ認定，2005 年度ソフトウェア・プロダクト・オブ・
ザ・イヤー受賞，2007 年度 Microsoft Innovation Award 2007 グランプリ受賞等．

高校での情報教育－ 2013 年度版学習指導要領のもとで：普通科・専門学科，および教員養成
3 月 11 日（火）9:30-12:00［第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）］

［セッション概要］
高等学校の新しい学習指導要領の実施が始まっている．10 年前の学習指導要領ではじめて設置された共通教科情報科も「社会と情報」「情報の科学」に
再編成された．一方専門学科ではこれらに代えて，工業科や商業科では「情報技術基礎」や「情報処理」等で，専門学科情報科では「情報産業と社会」
等で，それぞれ情報教育が行われている．今回はこれらについて，国の立場および各高校現場の立場から報告をいただき討論する．あわせて，それを担
う教員を養成する立場から，若い教員の養成についてや，教員採用試験において情報科免許だけでは応募できない場合が多いという問題についても討論
する．また，企業団体の立場からもこれらの問題についての意見を述べていただく．

司会 : 和田　勉（長野大学　企業情報学部　教授）
［略歴］
1978 年早稲田大学理工学部電気工学科卒業，1983 年筑波大学大学院数学研究科単位取得満期退学，同年東京大学生産技術研究所第 3
部技官，1984 年長野大学産業社会学部講師，同産業情報学科講師，同助教授，同教授を経て 2007 年より同企業情報学部企業情報学科
教授．2006 年大韓民国高麗大学師範学部コンピュータ教育学科招聘教授．2013 年 4 月より情報処理学会初等中等教育委員会委員長，
Computer Science Unplugged プロジェクト Advisory Board メンバー．

9:30-9:40 オープニング

9:40-10:00 講演（1）「世界最先端 IT 国家創造宣言における人材育成」
平本　健二（内閣官房　政府 CIO 補佐官 / 経済産業省　CIO 補佐官）

［講演概要］
2013 年 6 月に閣議決定された IT 戦略「世界最先端 IT 国家創造宣言」では，IT 人材育成を重要な柱に据えている．2013 年中に「IT 人材強靭化計画」（仮
称）を策定し，速やかに実行することとしている．現在，（１）教育環境自体の IT 化（２）国民全体の IT リテラシーの向上（３）国際的にも通用・リー
ドする実践的な高度な IT 人材の育成を軸に，有識者による検討を進めているところである．本講演では，この戦略や計画が目指す方向性や取り組みに
ついて紹介を行う．

［略歴］
100 校プロジェクトや小渕内閣バーチャルエージェンシー「教育の情報化」等を担当後，e-Learning を推進する先進学習基盤協議会ビ
ジョン担当，メディア教育開発センター客員助教授，教育情報化の NPO「とうきょう ED」，スタンフォード日本センター遠隔教育担当，
文部科学省の熟議，経済産業研修所の CIO 育成等に取り組み，現在は，内閣官房で電子行政を中心に，人材，オープンデータ，防災も
担当．

10:00-10:20 講演（2）「サイエンスとしての教科「情報」」
柏木　隆良（神奈川県立鎌倉高等学校　校長）

［講演概要］
2013 年度，新たな学習指導要領のもと，多くの高校で普通教科の科目「情報 A」が「社会と情報」へと変わりつつある．「情報 A」を主に情報リテラシー
と情報モラルの科目としてとらえたとき「社会と情報」は，情報モラルの比率が高まり，ネットワーク社会における倫理的内容を教えることが多くなる
ことで，生徒の学びのモチベーションを維持しにくい科目となってきている．ネットワーク社会における生きる力は，学校教育において，全体的に取り
組むべき問題であり，教科「情報」が全面的に担うものではないと思える．科学立国日本において，教科「情報」は，学びのモチベーションを高め，科
学教育的な側面をより強化することを検討することが必要だと考える．

［略歴］
神奈川県立高等学校教員．電気通信大学大学院情報システム学研究科前期博士課程修了．神奈川県立教育センター研修指導主事（情報
教育担当）．神奈川県立総合教育センター専門研修課課長．神奈川県立神奈川総合産業高等学校副校長．神奈川県立厚木西高等学校校長．
神奈川県立鎌倉高等学校校長．神奈川県高等学校教科研究会情報部会会長．全国高等学校情報教育研究会副会長．
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10:20-10:40 講演（3）「「情報技術基礎」と共通教科情報科」
中野　由章（神戸市立科学技術高等学校　電気情報工学科　教諭）

［講演概要］
高校の専門教育においては，1970 年度告示の学習指導要領において，工業や商業に属する科目として情報に関するものがいくつも示され，1989 年度告
示の学習指導要領で工業においては「情報技術基礎」が原則履修科目となった．一方，普通教育においては 1998 年度告示の学習指導要領において，す
べての高校において教科「情報」が必履修となった．現在，ほぼすべての工業学科で，「情報技術基礎」を教科「情報」の科目の代替として実施している．
そこで，工業における「情報技術基礎」の内容を紹介するとともに，教科「情報」の科目と比較して論じる．

［略歴］
芝浦工業大学工学部通信工学科卒，同大学院工学研究科電気工学専攻修了，大阪大学大学院人間科学研究科人間科学専攻単位修得退学．
日本 IBM 大和研究所，三重県立高校，千里金蘭大学，大阪電気通信大学を経て，神戸市立科学技術高校教諭兼大阪電気通信大学客員
准教授．初等中等教育における情報教育に関心をもつ．情報処理学会会員．情報入試研究会幹事．技術士（総合技術監理・情報工学）．
USJ 公認「パークの達人」．

10:40-11:00 講演（4）「活用する力　～商業・ビジネス科における情報教育の役割～」
重石　三知恵（東京都立大田桜台高等学校　ビジネス科　主任教諭）

［講演概要］
商業をはじめとした専門高校は，職業との関連が深い実践的な教育を行うことにより，専門的な知識・技術や創造力，応用力等の育成を行い，普通科と
は異なる魅力のある教育を展開してきました．本講演では，商業におけるこれまでの情報教育をお話し，現在の勤務校ビジネスコミュニケーション科で
の情報教育についてご紹介します．

［略歴］
1994 年専修大学商学部商業学科卒業．同年東芝情報システム株式会社に入社．システム事業本部にて，商品企画やグループウェア
LotusNotes のカスタマイズ開発を担当．エンドユーザの導入教育を主に担当する．1998 年より東京都商業科教員として勤務．情報処
理技術者試験や各種検定の指導を行う．現在は，「文書デザイン」「プレゼンテーション」「プログラミング」「調査・研究」等を担当．

11:05-11:20 講演（5）「意気のいい先生，育ってます」
鈴木　貢（島根大学　総合理工学研究科　准教授）

［講演概要］
2013 年 6 月の閣議決定「世界最先端 IT 国家創造宣言」では成長戦略の柱を IT 戦略と位置付け，基盤強化の筆頭項目として人材育成が挙げています．
一方で現状の中高等学校の情報教員の陣容はその達成に充分であるとは言い難く，その要因として大学で情報免許を取得した教員の採用事情が筆頭に挙
げられます．情報系学部や学科では，プログラミング教育に至るまでをカバーし，日夜進化する IT 事情に追従可能な情報教員を輩出しており，進取の
気性を持って教員採用を目指していますが，実情は，教育学部出身等のライバルに惜敗し，本格的な情報教員が小中高等学校に充分に浸透していません．
この状況を打開するにはどうしたら良いでしょう？このパネルでは，皆様のお知恵を拝借したく思います．

［略歴］
1995 年電気通信大学電気通信学研究科博士後期課程満期退学，電気通信大学助手．2008 年島根大学総合理工学部准教授を経て現在に
至る．博士（工学）．プログラミング言語の設計・実装，情報教育，および，ハッキングに興味を持つ．

11:20-11:35 講演（6）「産業界から見た高等学校の情報教育」
大山　裕（（一社）電子情報技術産業協会　コンシューマ・プロダクツ部　調査役）

［講演概要］
2013 年 6 月に政府が発表した日本経済の再生に向けた成長戦略の中短期工程表に，「義務教育段階からのプログラミング教育等の IT 教育の推進」と「産
学官連携による実践的 IT 人材を継続的に育成するための仕組みの構築」が明記された．実践 IT 人材育成を高等教育の場で実現するためにも，高等学校
での情報教育の役割は重要である．プログラミング教育は，将来のプログラマーを養成することが主目的ではない．論理的思考力向上の意味合いの方が
重要であり，これは様々な職業における生産性向上に結び付くものである．そのためには，高等学校において「情報の科学」だけでなく「社会と情報」
においてもプログラミング教育を実施することが望ましい．

［略歴］
1980 年早稲田大学大学院理工学研究科博士前期課程修了．同年日本電気（株）入社．2006 年より社団法人電子情報技術産業協会（当時）
の委員会活動として若年層の人材育成に取り組み，2010 年にアルゴリズム体験ゲーム「アルゴロジック」を公開．2011-12 年，独立行
政法人情報処理推進機構（IPA）の IT 人材白書検討委員会委員を務める．現在，一般社団法人電子情報技術産業協会　調査役（コンシュー
マプロダクツ担当）．

11:35-12:00 質疑・討論
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大学入試における「情報」入試のあり方と可能性
3 月 11 日（火）15:15-17:45［第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）］

［セッション概要］
高等学校における情報科は，現状ではマイナーな教科となっているが，これには配当されている時間数の少なさと併せて，大学入試にほとんど出題され
ていないという現状も影響していると考えられる．しかし，情報科は人間活動の社会的側面から技術面まで幅広い内容を含んでおり，今後のわが国を担っ
て行く人たちにはきちんと学んで欲しい教科である．そのためには，学習成果をきちんと評価する手段としての試験問題や，それを用いた評価が一般的
なものとなることが強く望まれる．本企画では，大学入試のための情報科の試験内容について検討している情報入試研究会 / 情報入試 WG や情報入試を
実施している大学，高校で情報を教えている立場の教員が集まって意見を交換し，望ましい情報科の評価のあり方について議論を深めることをめざす．

司会：久野　靖（筑波大学　ビジネスサイエンス系　教授）
［略歴］
1984 年東京工業大学理工学研究科情報科学専攻博士後期課程単位取得退学．同年，同大学理学部情報科学科助手．1989 年筑波大学講師．
同大学助教授を経て，現在，筑波大学ビジネスサイエンス系教授．理学博士（1986 年東京工業大学）．プログラミング言語，ユーザイ
ンタフェース，情報教育に興味を持つ．著書に「UNIX の環境設定」「入門 JavaScript」「Ruby による情報科学入門」「Java によるプロ
グラミング入門」などがある．

15:15-15:35 講演（1）「情報入試研究会の活動と情報模擬試験」
中山　泰一（電気通信大学　大学院情報理工学研究科　准教授）

［講演概要］
情報処理学会情報処理教育委員会と，情報入試研究会は，高校での情報教育の達成度を正しく評価し，情報教育に対する適切な指針を提供することを目
的として，適正な範囲・内容・水準の試験問題や試験形式について検討・試作を行っている．2013 年から大学情報入試全国模擬試験を実施している．そ
れらの活動について紹介する．

［略歴］
1988 年東京大学工学部計数工学科卒業．1993 年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了．博士（工学）．同年，電気通信大学
情報工学科助手．現在，同大学院情報理工学研究科情報・通信工学専攻准教授．オペレーティング・システム，並列・分散処理，ゲーム・
プログラミング，情報教育などに興味をもつ．情報処理学会では，情報処理教育委員会委員，情報入試ワーキンググループ幹事，論文
誌編集委員会委員，コンピュータと教育研究会幹事などを務める．

15:35-15:55 講演（2）「大学における個別情報入試」
松永　賢次（専修大学　ネットワーク情報学部　教授）

［講演概要］
大学における個別情報入試の妥当性は，質的な側面（適切な学生を選抜することができるのか）と量的な側面（多くの学生が受験してくれることにより，
倍率が上がり，選抜性が高まる）から考える必要がある．情報入試研究会の模擬試験問題を，勤務先の学部１，２年生に解いてもらった結果に基づき，
質的な側面の妥当性について述べる．良い問題を出題したとしても，受験生がどれだけ集まるかしか興味がない大学関係者は多い．受験生が集まらない
から「情報」を入試で出題できない大学側と，「情報」で複数の大学を受験できないと準備できないという受験生側とのデッドロック状態となっており．
それを解消するために大学間の協力体制が必要であることを述べる．

［略歴］
1994 年慶應義塾大学理工学研究科管理工学専攻博士後期課程単位取得退学．1995 年専修大学経営学部講師．現在，専修大学ネットワー
ク情報学部教授．大学学部では，2001 年の学部開設以来，高大接続，アドミッション施策に関わる委員を務める．情報処理学会では，
情報処理教育委員会委員，情報システム教育委員会（委員長），情報入試ワーキンググループ委員などを務める．

15:55-16:15 講演（3）「高等学校における情報科の授業と情報入試」
中西　渉（名古屋高等学校　教諭（情報科主任））

［講演概要］
2003 年度から高等学校で実施されている教科「情報」であるが，始まった直後，あるいはそれ以前からずっと批判され続けている．促成栽培と揶揄され
る現職教員講習で教壇に立つ者がいる一方，専門教育を受けてきた大学生が「情報」だけの免許では採用されない現状．教科書以上の内容を盛り込もう
と独自の工夫を重ねる教員もいれば，パソコン教室の真似事になっている授業もあるという．そして明らかにはされないが，入試教科の「読み替え」も…．
数学や英語のように「入試」という明確な目標がないことがこういった問題を生んではいる面はあるが，だとしたら「情報」が入試教科として浸透すれ
ば解決するのだろうか．いや，そんな単純な話ではない．情報という教科が学校の中でどのように受け止められているか，また入試科目とする動きに対
する歓迎・警戒・反発などの思いについて，お話をさせていただきたい．

［略歴］
1989 年名古屋大学理学部数学科卒業．同年，名古屋高等学校（当時の名称は名古屋学院高等学校）教諭．元々は数学科担当であったが，
2004 年から情報科を兼担．教員としての仕事に加えて，ネットワーク管理，プログラム開発なども担当している．
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16:15-17:45 パネル討論「情報入試に期待するもの」
［討論概要］
本パネル討論は，わが国の情報教育の現状や位置づけを踏まえた上で，学習成果の評価手段および大学の入学者選抜手段としての情報入試の可能性とあ
り方について議論を深めることをめざす．そのためにシンポジウム前半で講演をおこなった情報入試研究会 / 情報入試 WG，入試実施を検討している大学，
受験生を送り出す側に相当する私立高校教員の各講演者に加え，継続して情報教育の検討に携わって来た初等中等教育委員会メンバー，公立高校教員を
加え，望ましい情報入試のあり方や具体的な問題のあり方，今後の方向について時間を掛けて議論していく．

司会 : 辰己　丈夫（早稲田大学　情報教育研究所　招聘研究員）
［略歴］
1997 年早稲田大学理工学研究科数学専攻博士後期課程単位取得退学．1993 年同大学情報科学研究教育センター助手．1999 年神戸大学
講師．2003 年東京農工大学助教授．現在，早稲田大学情報教育研究所招聘研究員．また，東京大学，放送大学，慶應義塾大学で非常勤
講師．情報教育，情報倫理，数学教育の情報化に興味を持つ．著書に「情報化社会と情報倫理・第 2 版」（共立出版），「情報科教育法・
改訂 2 版」（オーム社），「情報の科学（高校「情報科」検定教科書）」（日本文教出版）などがある．

パネリスト： 中山　泰一（電気通信大学　大学院情報理工学研究科　准教授）
略歴・写真は講演（1）「情報入試研究会の活動と情報模擬試験」を参照 .

  松永　賢次（専修大学　ネットワーク情報学部　教授）
略歴・写真は講演（2）「大学における個別情報入試」を参照 .

  中西　渉（名古屋高等学校　教諭（情報科主任））
略歴・写真は講演（3）「高等学校における情報科の授業と情報入試」を参照 .

パネリスト : 田中　健（愛知県立安城南高等学校　全日制教務部　教諭（情報科主任））
［略歴］
2005 年名古屋外国語大学国際コミュニケーション研究科博士前期課程修了．インターネット言語教育学修士（名古屋外国語大学）．愛
知県内私立高校情報科教諭を経て，2010 年愛知県立安城南高等学校情報科教諭に補せられる．現在愛知県立安城南高等学校情報科主任．
同校では普通教科・専門教科ともに「情報」の授業担当．情報処理技術者試験などの国家試験指導やセンター試験「情報関係基礎」の
受験指導に携わっている．2004 年〜 2007 年，まぐまぐメルマガ「kenny 先生の 1 日 1 品シスアド・リストランテ」を発行．

「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所」
－学会が若者にできること，若者が学会にできること－
3 月 12 日（水）9:30-12:00［第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）］

［セッション概要］
情報処理学会は 2013 年 1 月に「若手研究者の会」を発足させた．研究会等から推薦された 30 歳代〜 40 歳半ばの約 40 名の研究者を初期メンバーとして，
新たな研究分野や新たな研究会運営の提案，若手研究者の連携構築や活動支援などをそのミッションとしている．学会にとって次世代を担う若手の活動
を支援することは重要な責務であり，一方，10 年以上におよぶ継続的な会員減少に苦しむ情報処理学会としては若手による学会活性化が切望されている．
本企画では，「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所 －学会が若者にできること，若者が学会にできること－」というテーマのもと，産と学から
の招待講演に続き，若手が学会諸活動について感じている要望・不満・改善策や，若手研究者がかかえる問題に対して学会からどのようなアプローチが
可能か，会場も交えて積極的に議論し，学会と若手研究者の両者の未来に資することを目指す．企画開始前から前半に参加者へアンケートを配布し，後
半のパネルディスカッションではアンケートの内容を適宜紹介しながら議論する．多数の若手研究者の参加を期待する．

司会 : 黒橋　禎夫（京都大学　大学院情報学研究科　教授）
［略歴］
1994 年京都大学大学院工学研究科電気工学第二専攻博士課程修了．博士（工学）．2006 年 4 月より京都大学大学院情報学研究科教授．
自然言語処理，知識情報処理の研究に従事．言語処理学会 10 周年記念論文賞，船井情報科学振興賞，IBM Faculty Award，ドコモ・
モバイル・サイエンス賞，市村学術賞等を受賞．本学会監事，本学会若手研究者の会代表．

9:30-9:40 オープニング

9:40-10:15 講演（1）「学生時代の研究からナビタイムの事業化」
大西　啓介（（株）ナビタイムジャパン　代表取締役社長）

［講演概要］
電車・徒歩・クルマ・バス・飛行機などを組み合わせて，ドア to ドアで最適なルートを検索できるナビゲーションサービス「NAVITIME」等を提供す
るナビタイムジャパンは，創業者が大学時代に研究していた経路探索アルゴリズムをコア技術として，様々なナビゲーションに関するビジネスを展開し
ています．本講演では，どのように大学時代の研究をビジネスにつなげ，起業に至ったかを中心に，現在提供しているサービスや，今後のビジネス展開
についてご紹介いたします．

［略歴］
1993 年上智大学大学院理工学研究科　電気電子工学博士後期課程修了．博士論文：大規模道路ネットワークデータにおける経路探索ア
ルゴリズム．1993 年（株）大西熱学入社．1996 年（株）大西熱学において社内ベンチャーとして経路探索エンジンのライセンスビジ
ネスを立ち上げる．1998 年モバイル向け経路探索地図描画に関するアルゴリズム及び独自データフォーマットを開発．世界初の電車，
飛行機，クルマ，徒歩に至る様々な移動手段に対応したトータルナビゲーションを完成．2000 年株式会社ナビタイムジャパンを設立，
代表取締役社長に就任．2007 年東京大学客員教授．2009 年東京農工大学客員教授．2013 年上智大学客員教授に就任．現在に至る．
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10:15-10:50 講演（2）「学会とは誰のためのものか？」
中島　秀之（公立はこだて未来大学　学長）

［講演概要］
学会の在り様が変わりつつある．インターネットの通信機能と，その上の査読システム等の整備により，従来は学会の事務局機能を通してしか開けなかっ
た国際会議などの研究集会が学会を通さずに開催できるようになった．私もそのような国際会議をいくつか組織して来た．論文発表機能もインターネッ
トが先を行く．今一度学会に求められる機能を問い直す時であろう．同時に学会のビジネスモデル（何で収入を確保するのか）の変革も迫られている．
研究，教育，広報，オピニオンリーダーなどが求められる機能，研究会，セミナー，出版，提言などがそれを実装する手段であるが，これらの将来像と，
更には新しい機能や手段の可能性を探りたい．

［略歴］
1983 年，東大情報工学専門課程修了（工学博士）．同年，電総研入所．2001 年より産総研サイバーアシスト研究センター長．2004 年よ
り公立はこだて未来大学学長．認知科学会元会長，ソフトウェア科学会元理事，人工知能学会元理事・フェロー，情報処理学会編集委員長・
元副会長・フェロー．マルチエージェントシステム国際財団元理事，日本工学アカデミー会員，電子情報通信学会会員，日本学術会議
連携会員．未踏ソフトウェア元 PM，さきがけ領域研究総括．

11:00-12:00 パネル討論「学会へ行こう！若者の夢を実現できる場所
－学会が若者にできること，若者が学会にできること－」

［討論概要］
「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所 －学会が若者にできること，若者が学会にできること－」というテーマのもと，産と学からの招待講演に
続き，若手が学会諸活動について感じている要望・不満・改善策や，若手研究者がかかえる問題に対して学会からどのようなアプローチが可能か，会場
も交えて積極的に議論し，学会と若手研究者の両者の未来に資することを目指す．企画開始前から前半に参加者へアンケートを配布し，後半のパネルディ
スカッションではアンケートの内容を適宜紹介しながら議論する．

司　　　会： 黒橋　禎夫（京都大学　大学院情報学研究科　教授）
略歴・写真は「「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所」－学会が若者にできること，若者が学会にできること－」司会紹介を参照．

司　　　会： 高岡　詠子（上智大学　理工学部情報理工学科　准教授）
［略歴］
慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業，同大学大学院理工学研究科計算機科学専攻博士課程修了，博士（工学）千歳科学技術大学総合
光科学部准教授等を経て，現在上智大学理工学部情報理工学科准教授，他に，国際基督教大学（2010-），明治学院大学（2011- 年度より）
非常勤講師，放送大学分担講師．主著：シャノンの情報理論入門（講談社ブルーバックス），計算事始め（2013）（財）放送大学教育振興会．
プログラミング教育，情報教育，Web アプリケーション，データベースなどに興味をもつ．CE 研究会運営委員（2004-2007），CE 研幹
事（2008-2012），初等中等教育委員会（2010-），論文誌編集委員（2010-），学会誌編集委員（2010-），代表会員（2010-2011），山下記念
研究賞受賞（2006）．

司　　　会： 大内　一成（（株）東芝　ヘルスケア事業開発部　参事）
［略歴］
1998 年早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻修了．同年（株）東芝入社．現在，（株）東芝ヘルスケア事業開発部ヘ
ルスケアニューコンセプト開発部参事，兼研究開発センターインタラクティブメディアラボラトリー主任研究員．ウェアラブルセン
シングによる状況認識技術とヒューマンインタフェースの研究開発に従事．2012 年度長尾真記念特別賞，2012 年度山下記念研究賞，
2009 年度ヒューマンインタフェース学会論文賞等を受賞．本会若手研究者の会 IE 領域幹事，ユビキタスコンピューティングシステム
研究会幹事．人間情報学会理事．電気学会知覚融合センシング技術の実利用化協同研究委員会委員．

パネリスト：  大西　啓介（（株）ナビタイムジャパン　代表取締役社長）
略歴・写真は講演（1）「学生時代の研究からナビタイムの事業化」を参照 .

  中島　秀之（公立はこだて未来大学　学長）
略歴・写真は講演（2）「学会とは誰のためのものか？」を参照 .

パネリスト： 大沢　英一（公立はこだて未来大学　複雑系知能学科　教授）
［略歴］
1982 年東京工業大学理学部数学科卒業．同年ソニー（株）入社．1986 〜 87 年ハーバード大学大学院言語学科．1989 年（株）ソニーコ
ンピュータサイエンス研究所 (SonyCSL) 入社．2000 年より公立はこだて未来大学システム情報科学部教授，現在に至る．博士（工学）．
マルチエージェントシステム，複雑ネットワークなどの研究に従事．1994 年人工知能学会全国大会優秀論文賞，2009 年同研究会優秀賞，
2010 年情報処理学会山下記念賞を受賞．元日本ソフトウェア科学会理事．同評議員．情報処理学会理事．

パネリスト： 野田　夏子（芝浦工業大学　デザイン工学部デザイン工学科　准教授）
［略歴］
1993 年東京女子大学大学院理学研究科修了．1993 年 NEC 入社．2000 〜 2001 年ワシントン大学客員研究員．2008 年北陸先端科学技術
大学院大学情報科学科博士課程修了．博士（情報科学）．2013 年より芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科准教授．ソフトウェ
アアーキテクチャ，ソフトウェアプロダクトライン，アスペクト指向ソフトウェア開発の研究に従事．

パネリスト： 重野　寛（慶應義塾大学　理工学部情報工学科　教授）
［略歴］
1990 年慶應義塾大学理工学部計測工学科卒業．1997 年同大学大学院理工学研究科博士課程修了．現在，慶應義塾大学理工学部教授．
博士（工学）．ネットワーク・プロトコル，モバイルコンピューティング，ITS 等の研究に従事．情報処理学会学会誌編集委員，同論
文誌編集委員，同マルチメディアと分散処理研究会幹事等を歴任．現在，情報処理学会高度交通システム研究会幹事．
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パネリスト： 関嶋　政和（東京工業大学　学術国際情報センター　准教授）
［略歴］
2002 年東京大学大学院博士課程修了．博士（農学）．産業技術総合研究所生命情報工学研究センター研究員，企画本部企画主幹を経て，
2009 年より東京工業大学学術国際情報センター准教授．バイオインフォマティクス，ハイパフォーマンスコンピューティングの研究に
従事．バイオ情報学研究会主査（2011-），論文誌 IPSJ Transactions on Bioinformatics 編集委員長（2012-），数理モデル化と問題解決研
究会幹事（2012-），情報処理学会若手研究者の会副代表（MI 領域）（2012-）．

企業情報システムにおける発注者の育成に向けて：学会への期待
3 月 12 日（水）14:30-17:00［第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）］

［セッション概要］
2011 年の全国大会において，「発注者教育はどうあるべきか：発注者責任はどのように担保されるか」という題目でシンポジウムを開催した．ここでは，
東京証券取引所の誤発注トラブルを巡る議論を通して，発注者の役割に焦点を当てることで，教育界，産業界，学会の作り手偏重の弊害を浮かび上がら
せた．それから 3 年を経過したが，情報システムを中長期的に整備していく観点で，発注者が主導権をとろうという動きが出てきた．その目的は何か，
悩みは何か，これらに対して，学会および教育界はどのような支援ができるかを議論したい．

司会 : 酒森　潔（産業技術大学院大学　情報アーキテクチャ専攻　教授）
［略歴］
産業技術大学大学院　情報アーキテクチャ専攻　専攻長．教授．技術士（情報工学部門）．日本アイビーエム（株）にて 28 年間社内外
のシステム構築プロジェクトに従事後，現職にてプロジェクトマネジメントを指導．

．

14:30-15:30 講演「情報システム開発における発注者主導の動き」
木内　里美（（株）オラン　代表取締役）

［講演概要］
システム構築における発注者と受注者のパートナーシップはオープンシステムの時代になってから大きく崩れた．発注者は本来の役割を忘れて丸投げや
過度の受注者依存をするようになり，望ましい情報システムの構築が難しくなった．その反省を踏まえて経営のインフラとなった情報システム構築に発
注者主導の動きが出ている．一方社会環境や経済環境の変化が激しくなり，経営や事業にスピードが求められるようになり，内製や高速開発の動きも活
発になっている．このような最近の動向から発注者，受注者の役割と課題を探る．

［略歴］
1969 年 4 月大成建設株式会社入社，本社土木設計部．1979 年 12 月同社本社，木設計部にて主に海洋設計に従事．1990 年 7 月同社本社，
土木設計部システム技術室兼務　部門 LAN の構築．1995 年 4 月同社本社，土木情報技術部　部長　作業所 LAN の構築．2001 年 1 月
同社本社，社長室　情報企画部長　全社のシステム構築．2005 年 7 月同社本社理事，社長室　情報企画部長兼　（株）大成情報システ
ム　代表取締役社長．2008 年 6 月大成ロテック（株）　常勤監査役．2012 年 7 月（株）オラン設立　代表取締役就任．現在に至る．

15:30-17:00 パネル討論「学会は発注者を真の友人にできるか」
［討論概要］
発注者が情報システム開発において主導権を取るとはどういうことか，そこで要求される役割と能力はいかなるもので，その能力はどのように発揮され
るか，しかるに現状はどうか，ゴールに至るにはどのような課題があって，われわれはどのように克服しようとしているのか，学会が果たす役割は何か
など，討論を通して浮き彫りにしたい．

司　　　会：五十井　薫（（一社）日本情報システム・ユーザー協会　研修事業　マネージャー）
［略歴］
1990 年，鉄鋼系情報子会社に入社．2003 年〜現在まで（一社）日本情報システム・ユーザー協会研修担当マネージャー．

パネリスト：木内　里美（（株）オラン　代表取締役）
略歴・写真は講演「情報システム開発における発注者主導の動き」を参照．

パネリスト：廣瀬　由紀（（株）山下設計　情報技術室　室長）
［略歴］
日本大学工学部建築学科卒業．ゼネコン情報システム部門，同情報システム子会社を経て，1997 年より（株）山下設計に勤務．一貫し
て建築分野の情報システムの開発・運用等を担当．2012 年 10 月より情報戦略室室長．技術士（情報工学部門）．一級建築士．山梨大学
非常勤講師．

パネリスト：引地　信寛（内閣官房　IT 総合戦略室　参事官補佐）
［略歴］
1986 年電気通信大学計算機科学科卒業．国際電信電話株式会社（現 KDDI）に入社．電話交換機のデータベース開発やプリペイドカー
ドサービス，情報システムの開発に従事．2000 年 Telecomet Inc.（現 KDDI アメリカ）に出向し，アプリケーションシステム（ERP
や EDI のシステム開発と保守）ビジネス立ち上げに従事．2004 年，KDDI 情報システム本部に従事しながら，UISS 普及啓発 WG リー
ダ（JUAS），ITSS プロフェッショナル部会 APS 委員．SEC 見積部会委員（IPA）．2010 年システム運用管理部長，2012 年内閣官房情
報通信技術総合戦略室．（現職）著「UISS ガイドブック—情報システムユーザスキル標準」．
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パネリスト：石井　信明（文教大学　情報学部　教授）
［略歴］
東京工業大学大学院博士課程（経営工学専攻）修了．大手エンジニアリング会社にてシステム開発のプロジェクトマネジャーを経て，
現在，文教大学情報学部教授．博士（工学）．プロジェクトマネジメント学会理事．情報システム学会理事．

パネリスト：廣瀬　守克（富士通（株）　購買本部パートナー総合センター　センター長）
［略歴］
関西大学工学部卒業．富士通（株）に入社．超大規模 SI プロジェクト（都銀向け第三次オンラインシステム，製造業向け社内システムなど）
に従事後，CASE ツールの適用推進や開発プロセス標準化推進活動，ナレッジマネジメントシステムの企画・開発・運用・適用推進業
務などに従事．現在は，ビジネスパートナー向けの SI 品質向上支援，情報セキュリティ支援等を実施中．技術士（総合技術監理部門，
情報工学部門，経営工学部門）．

パネリスト：児玉　公信（情報システム総研　取締役副社長）
［略歴］
東京都立大学（心理学専攻）卒業．石油元売り，大学受託研究員，鉄鋼系情報子会社を経て，現在，（株）情報システム総研取締役副社長．
技術士（情報工学部門）．博士（情報学）．モデリングとシステム思考に基づく基幹情報システム再構築のコンサルなどに従事．はこだ
て未来大客員教授ほか．情報処理学会技術士委員会委員長，文部科学省科学技術・学術審議会専門委員．

大学における一般情報教育の現状と展開
3 月 13 日（木）9:30-12:00［第 3 イベント会場（2 号館 5F 2503）］

［セッション概要］
情報技術は急激に発展し，スマフォを使った様々なサービスが拡大するなか，生活や企業経営に至るまで，いかに情報を活用するかが重要となってきて
います．情報社会を生きるために，情報科学や情報システムなどの基礎知識や情報社会の光と陰などを学ぶことが必要となっています．情報処理学会で
は大学の一般教養教育において教えるべき情報教育について検討を進め，情報教育カリキュラム標準 J07 の GE-BOK としてカリキュラムを体系化し，そ
れに準拠した教科書を出版してきました．この度，全国の大学に対し，一般情報教育の実態調査を実施しましたが，その調査結果を中間報告するとともに，
大学における一般情報教育の在り方や課題についてディスカッションします．

司会 : 駒谷　昇一（奈良女子大学　生活環境学部　教授）
［略歴］
1985 〜 2007 年 NTT ソフトウェア（株）．2007 〜 2013 年（株）NTT データ．2007 〜 2010 年筑波大学．2013 年〜奈良女子大学．2006
年〜情報処理学会インフォメーションテクノロジ教育委員会委員長．著書「ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの授業」，
情報処理学会 ITText シリーズ「情報とネットワーク社会」，「情報と職業」他．

9:30-10:00 講演（1）「大学における一般情報教育モデルの構築」
河村　一樹（東京国際大学　商学部　経営学科　教授）

［講演概要］
情報処理学会の一般情報教育委員会では，長年，大学等における一般情報教育に関する調査研究を行ってきました．その中で，2002 年には，全国規模で，
大学・短大・高専における一般情報処理教育の実態調査を行いました．それから 10 年が経過したこともあり，今回，大学における一般情報教育の実態
調査を再度実施することを予定しています．前回と異なる点としては，情報処理学会が策定した J07 の中で提唱した GEBOK を網羅した質問であること，
高等学校教科情報への対処などについても取り込んでいることがあげられます．本講演では，予備調査の結果を踏まえて，本調査として実施する際のい
きさつや背景などについて報告します．

［略歴］
宮城大学事業構想学部情報デザイン学科助教授を経て，現在，東京国際大学商学部経営学科教授．1955 年東京生まれ．立教大学理学部
卒，日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻博士前期課程修了，博士（工学）．情報教育工学の研究・教育に従事．文部科学省技術
政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員，情報処理学会一般情報教育委員会委員長，初等中等教育委員会委員，モバイルラー
ニングコンソシアム理事などを歴任．

10:00-10:45 講演（2）「大学における一般情報教育の実態～全国調査中間報告～」
岡部　成玄（北海道大学　情報基盤センター　教授）

［講演概要］
一般情報教育委員会では，大学における一般教育としての情報教育について検討している．情報処理学会は，2008 年，情報専門教育カリキュラムを公開し，
これとともに，一般情報教育に関する知識体系を策定した．現在，2016 年度に新学習指導要領の下での高校教育を受けた学生が大学に入学して来ること
を念頭に，知識体系だけでなく，カリキュラムポリシーを含む一般情報教育モデルの構築について検討を進めている．そこで，このたび，一般情報教育
の現状を把握するために，全国規模で，大学における一般情報教育の科目内容，授業方法等の実態と意見について調査を行った．その結果を報告する．

［略歴］
1978 年北海道大学理学研究科博士課程修了（理博）．現在，北海道大学名誉教授．著書「情報学入門―大学で学ぶ情報科学・情報活用・
情報社会（コロナ社）」ほか．教育システム情報学会，情報処理学会，日本教育工学会，日本情報科教育学会各会員．



－ －42

11:00-12:00 パネル討論「皆で考えよう，これからの一般情報教育」
［討論概要］
基調講演「大学における一般情報教育モデル」，「一般情報教育の現状」を受けて，先ず，2012 年度にプレ調査として行った一般情報教育と，今回大規模に行っ
た調査での相違点などを岡部先生から説明いただき，喜多先生からは，京都大学での一般情報教育の経験から，一般情報教育のあるべき姿についてお話
しいただきます．また，駒谷先生からは，企業に勤務されていた経験を踏まえて，一般企業ではどのような IT スキルや基礎力が要求されているのかに
ついて，お話しいただきます．また，フロアからの質問を受けて，具体案として各先生方から回答していただく予定です．パネルディスカッションは 11
時から 1 時間行う予定ですので，質問がある方は是非この機会にご質問下さい．

司　　　会：立田　ルミ（獨協大学　経済学部経営学科　教授）
［略歴］
津田塾大学数学科卒，理学研究科修士課程修了，ソフトウェア工学専攻，獨協大学経済学部経営学科助手，講師，助教授を経て，1987
年より教授．イリノイ大学客員研究員，イリノイ大学客員教授，メディア教育開発センター客員教授を歴任．一般情報教育委員会幹事，
論文特集号編集委員．私立大学情報教改革 IT 戦略大会委員．元コンピュータと教育研究会幹事．教育システム情報学会評議委員，論
文編集委員，CIEC 理事，カンファレンス委員会委員長，研究委員会委員長を歴任．

パネリスト：岡部　成玄（北海道大学　情報基盤センター　教授）
略歴・写真は講演（2）「大学における一般情報教育の実態〜全国調査中間報告〜」を参照 .

パネリスト：喜多　一（京都大学　国際高等教育院　教授）
［略歴］
1987 年京都大学大学院工学研究科電気工学専攻，博士後期課程，研究指導認定退学，京都大学工学部，助手．東京工業大学大学院総合
理工学研究科助教授，大学評価・学位授与機構教授，京都大学学術情報メディアセンター教授を経て，2013 年より京都大学国際高等教
育院教授，工学博士，情報処理学会，電気学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会などの会員．

パネリスト：駒谷　昇一（奈良女子大学　生活環境学部　教授）
略歴・写真は「大学における一般情報教育の現状と展開」司会紹介を参照．
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著者の○印は講演者 
※ このプログラムは講演申込時のデータを元に作成しております。 

（所属は略称） 
 

第 1分冊	 （アーキテクチャ）

一般セッション［1A会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 コンピュータ・アーキテクチャ	 座長　長谷川　揚平（東芝）

 1 小型 Linux ボードを用いた組込みメカトロニクスの教育展開
○山崎悟史，小林巧祈，石田隼己（沼津高専）

 2 DDR4 SO-DIMM
○塚田和良（バッファロー）

 3 誤差情報を含む浮動小数点表現とこれを用いた数値演算論理
○瀬尾雄三（シグナル・プロセス・ロジック）

 4 ストレージ自動階層配置機能向け導入支援方式の提案
○池ケ谷直子，長尾　尚，牧　晋広，宮地大輝（日立）

 5 データの性能要件に基づくストレージ自動階層配置機能の提案
○毛利美緒子，牧　晋広（日立）

 6 高速カメラによる広帯域光無線通信のための光源追跡ハードウェアの
検討

○泉　知論，河合　遼，城　圭太（立命館大），
白木善史，鎌本　優（NTT）

一般セッション［2A会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 計算機アーキテクチャとCAD	 座長　松谷　宏紀（慶大）

 1 NoC ルータにおけるバッファの 2 リンク共有の評価
○深瀬尚久，三浦康之，渡辺重佳（湘南工科大）

 2 リセット信号の特別な利用による FPGA のエリア削減手法
○中塚裕志，吉瀬謙二（東工大）

 3 形式的手法を用いた論理設計検証網羅性解析に関する一方式
○山本達也（富士通研），高山浩一郎（富士通）

 4 実数値論理シミュレーションによる VLSI 故障診断用テストパターン
生成

○鈴木五郎，中村匡利（北九州市大）
 5 並列計算機を用いた VLSI path delay 解析に関する基礎研究

○竹田隆太郎，鈴木五郎（北九州市大）
 6 多数決スイッチ回路による n- フォールトトレラントシステムの信頼性

○岩井仁司
 7 FPGA の消費電力を削減する HDL コーディング手法の検討

○小林諒平，吉瀬謙二（東工大）

一般セッション［3A会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 仮想化技術・オペレーティングシステム	 座長　山田　浩史（農工大）

 1 仮想化環境におけるシステム全体の IO 性能の向上を目的としたメモ
リスケジューラの提案

○田島幸恵，竹内　理，三留浩幸（日立）
 2 シンクライアントシステムのための通信状況に応じた仮想マシンの最

適配置手法　
○深堀秀治，鈴木瑛識，重野　寛（慶大）

 3 リアルタイム Linux における仮想マシンのリアルタイム性能評価
○渡邊和樹，鶴　　薫（三菱）

 4 組込み Linux 向け S/W 開発環境構築手法の一提案
○井邊研吾，攝津　敦，落合真一（三菱）

 5 制御機器向け Linux における起動時間短縮手法の一検討
○堀井圭祐，攝津　敦，落合真一（三菱）

 6 空間的局所性と時間的局所性を再現するストレージワークロードの自
動生成の検討

○丸山哲太郎，河場基行（富士通研）
 7 （講演取消）

一般セッション［4A会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 クラウド・ネットワーク	 座長　杉木　章義（筑波大）

 1 ハイブリッドクラウド環境におけるソフトウェア制御型プラット
フォーム管理システムの提案

○松井暢之，油谷実紀，小原雄樹，池田大輔，小林　達，藤田泰生（TIS）
 2 AWS のインスタンスタイプ選択における指標の検討

○永田健人，小板隆浩（同志社大）
 3 データセンタ間ライブマイグレーションにおけるネットワーク遅延削

減方式の比較検討
○寺本泰大，岸　寿春，永渕幸雄，小山高明，北爪秀雄（NTT）

 4 仮想 DC 環境におけるユーザ平均遅延削減方式の VM 転送時間の影響
調査

○永渕幸雄，寺本泰大，岸　寿春，小山高明，北爪秀雄（NTT）
 5 任意の TCP/IP プロトコルで通信する Web アプリケーションの実現手法

○車谷駿介，外山将司，赤間浩樹（NTT）
 6 構造化オーバーレイネットワークによるタイムスロットを用いた正確

なデータ集計手法
○武田敦志（東北学院大）

学生セッション［1J 会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 組込みシステム	 座長　菅谷　みどり（芝浦工大）

 1 FA コントローラプログラミングの複数 DSL 間の相互変換に関する研究
○藤井春香，塩見彰睦（静岡大）

 2 汎用組込み OS 向けロボット制御ライブラリの設計
○西川　遼，高橋淳二，Guillaume Lopez，狐崎直文，

戸辺義人（青学大）
 3 mruby 言語採用による組込みソフトウェア開発の生産性向上

○池田智之，三井浩康（電機大）
 4 リアルタイム制御システム用のログデータ収集スケジューリング

○福岡省吾（愛知工大），山下昭裕（三菱電機エンジニアリング），
水野忠則，中條直也（愛知工大）

 5 Android 端末におけるアプリケーションごとの消費電力の解析に関す
る一考察

○早川　愛，磯村美友（お茶の水女子大），竹森敬祐（KDDI），
山口実靖（工学院大），小口正人（お茶の水女子大）

 6 物体認識機能を持つ遠隔監視カメラ端末の FPGA による低消費電力化
○内林　誠，三井浩康（電機大）

 7 グループ学習可能な組込みシステム向け遠隔実習システムの開発
○赤井建太，千葉慎二（仙台高専）

 8 農産物無人販売システムの開発
○徳増　匠，中川　優，大谷　真（湘南工科大）

学生セッション［2J 会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 組込み検知システム	 座長　加藤　真平（名大）

 1 センサによる走行状況評価を用いた自転車事故防システムの提案
○安藤　輝，山崎和人，下山直起，平山雅之（日大）

 2 SW/HW 協調処理による船舶自動見張りシステム - 航海画像安定化処
理の高速化に関する初期検討 -

○植竹大地，大川　猛，横田隆史，大津金光（宇都宮大），
松本洋平（東京海洋大）

 3 SW/HW 協調処理による船舶自動見張りシステムー船舶発見に用いる
画像認識の高速化ー

○高橋良平，植竹大地，大川　猛，横田隆史，大津金光（宇都宮大），
松本洋平（東京海洋大）

 4 （講演取消）
 5 転倒検知による見守りシステムの実現

○鈴木達也，菅谷みどり（芝浦工大）
 6 移動体ロボットによる見守りの検討

○木下智也，菅谷みどり（芝浦工大）
 7 マルチパーパスロボットを実現する機能統合システムの提案

○住谷拓馬，菅谷みどり（芝浦工大）
 8 Arduino を用いた自律同期通信システムの提案

○河合広至，菅谷みどり（芝浦工大）
 9 異常プロセスの検知と隔離によるセルフヒーリングシステムの提案

○長谷川弘享，菅谷みどり（芝浦工大）

学生セッション［3J 会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 プロセッサ・アーキテクチャ	 座長　森　敦司（富士通）

 1 カスタマイズ可能な MIPS プロセッサ用ビジュアル・シミュレータの
実装

○西牧悠二，北道淳司，宮崎敏明（会津大）
 2 ループ構造の解析に基づく実行パス予測方式の検討

○金海和宏，十鳥弘泰，大津金光，横田隆史，大川　猛（宇都宮大）
 3 2 パス限定投機システムにおける投機コードの最適化

○本間勇貴，十鳥弘泰，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
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 4 2 パス限定投機システムにおける効率的なメモリアクセスによる省電
力化

○菅野智之，十鳥弘泰，大津金光，横田隆史，大川　猛（宇都宮大）
 5 A Stack-based Solution for Alias Problem in Branch Prediction

○殷　思杰，カドウ チョ，渡邊孝博（早大）
 6 ターンモデルによる二次元トーラスの適応ルーティングアルゴリズム

の静的特性
○下園謙太朗，三浦康之（湘南工科大）

 7 Valgrind を用いたループイテレーション間依存を検出するプロファイ
ラの開発

○大島一輝，大津金光，馬場敬信，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
 8 Valgrind ベース自動並列処理系におけるループ並列化機能の初期実装

○小渕裕之，星　孝幸，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
 9 基本ブロックを投機単位とする並列実行 VLIW アーキテクチャの予備

評価
○田中耕司，横田隆史，大津金光，大川　猛（宇都宮大）

学生セッション［4J 会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 FPGA応用と LSI 要素技術	 座長　児玉　祐悦（筑波大）

 1 （講演取消）
 2 大規模 FPGA をターゲットとするメニーコアプロセッサの設計と実装

○森　　悠，佐藤真平，Thiem Chu Van，吉瀬謙二（東工大）
 3 FPGA ボード上における音声データの取り扱い手法に関する検討

○正木範朗，松崎隆哲（近畿大）
 4 TSV ベース 3D-IC のシグナルインテグリティ解析

○小林徹哉，星　　誠，渡邊眞之，黒川　敦（弘前大）
 5 CNT 型トランジスタを用いた再構成可能論理回路

○嘉藤淳紀，渡辺重佳（湘南工科大）
 6 同期シフトデータ伝送に基づく 2 次元アレイ上での 3 次元 FDTD 法解

析ハードウェア
○石垣雄太朗，高須涼太，富岡洋一（農工大），青木　孝，

宮崎昭彦（NTT マイクロシステムインテグレーション研），
北澤仁志（農工大）

 7 FPGA に適した浮動小数点演算器の構成法
○李　　寧，富岡洋一（農工大），

宮崎昭彦（NTT マイクロシステムインテグレーション研），
北澤仁志（農工大）

 8 FPGA を用いた高速 3 次元超音波撮像演算
○和田裕人，田村安孝，柳田裕隆（山形大）

 9 Valgrind ベース自動並列処理系におけるスレッド実行制御の最適化
○星　孝幸，小渕裕之，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）

 10 並列化シームカービングアルゴリズムの性能評価
○木幡康秀，佐藤健司，出崎善久（茨城大）

学生セッション［5J 会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 クラウド・スケジューリング	 座長　並木　美太郎（農工大）

 1 クラウド技術を利用した災害情報システムの構築と性能評価
○髙橋昂廣，柴田義孝，橋本浩二（岩手県大）

 2 大規模環境における HDFS のレプリカ再配置処理のシミュレーション
による評価

○日開朝美（お茶の水女子大），竹房あつ子，中田秀基（産総研），
小口正人（お茶の水女子大）

 3 Hadoop 環境における大規模 XML データ問合せ処理
○竹中　優，廣津登志夫（法大）

 4 P2P ネットワークにおけるノードの離脱を考慮した複製配置手法
○谷口貴柾（立命館大），中村健二（大阪経済大），小柳　滋（立命館大）

 5 無線ネットワーク上の DHT におけるノードの故障の影響
○稲田　真，久保田光一（中大）

 6 2DRR スケジューラに基づいたスループットを高めるパケットスイッ
チスケジューラ

○大森一智，兪　明連，横山孝典（東京都市大）
 7 ACO を用いたリアルタイムスケジューリングアルゴリズムの提案

○趙　　丞，兪　明連，横山孝典（東京都市大）
 8 ロックと STM を共存させた排他制御機構の提案

○村井栄王，多田好克（電通大）

学生セッション［6J 会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 システムソフトウェア	 座長　高橋　一志（電通大）

 1 軽量言語を用いた組込みシステム開発環境の開発
○金森一真，早川栄一（拓大）

 2 Dalvik VM コンカレント GC の STW 時間の短縮に関する考察
○永田恭輔，中村優太，野村　駿，山口実靖（工学院大）

 3 AndroidOS における LRU に基づく終了プロセス選定の改善
○野村　駿，永田恭輔，中村優太，山口実靖（工学院大）

 4 EDF を基にしたスケジューリングアルゴリズムの比較分析
○林　竜太，兪　明連，横山孝典（東京都市大）

 5 ファイル同期機能を持つファイルシステムの設計と実装
○神保直幸（電通大），鶴岡行雄（NTT），多田好克（電通大）

 6 複数の計算機でプロセスを分散実行するためのシステムコール転送機構
○玉井智規，深尾拓司，芝　公仁，岡田至弘（龍谷大）

 7 Linux カーネルの標準仮想化ソフトウェアを基にしたネットワーク挙
動分析システムの開発

○鴻野佑樹，安達直世，滝沢泰久（関西大）
 8 安価なコンピュータを用いた実験・教育用並列計算機環境の構築

○信田圭哉，長谷川明生（中京大）

学生セッション［1K会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 仮想化技術	 座長　阿部　洋丈（筑波大）

 1 仮想マシンモニタにおけるリアルタイム通信を保証する仮想 NIC の研究
○鈴木健一，宮田　宏，佐藤未来子，並木美太郎（農工大）

 2 仮想化環境における読込書込比率を考慮した動的 VM メモリ割当
○坂本雅哉，山口実靖（工学院大）

 3 負荷の特性を考慮したライブマイグレーションによる動的 VM 再配置
○星野直人，山口実靖（工学院大）

 4 二重キャッシュ環境における負の参照の時間的局所性を考慮した
キャッシュ置換

○杉本洋輝，山口実靖（工学院大）
 5 仮想環境下におけるゲスト OS 内共有ライブラリのホスト OS による

共通化
○中尾司ピエール，坂下善彦（湘南工科大）

 6 データベーステーブル再配置による仮想化環境における HDD アクセ
ス低減に関する一考察

○若色　匠，山口実靖（工学院大）
 7 仮想化環境における KVS 性能に関する一考察

○徳田大輝，御代川翔平，山口実靖（工学院大）
 8 仮想化環境におけるデータマイグレーションによる DBMS 性能の向

上に関する一考察
○宮島絵里，山口実靖（工学院大）

学生セッション［2K会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 省電力・マルチコア	 座長　早川　栄一（拓大）

 1 リークモニタを用いた細粒度パワーゲーティングの実行時制御を行う
Linux プロセススケジューラ

○小柴篤史，坂本龍一（農工大），小坂　翼（芝浦工大），
佐藤未来子（農工大），天野英晴（慶大），宇佐美公良（芝浦工大），

近藤正章（電通大），中村　宏（東大），並木美太郎（農工大）
 2 リアルタイムシステム向け細粒度パワーゲーティング制御のためのス

ケジューリング手法の研究
○嶋田裕巳，坂本龍一，塚本　潤，和田　基，佐藤未来子，

並木美太郎（農工大）
 3 Just-In-Time コンパイラを用いた動的解析に基づく細粒度 PG 制御

○和田　基，佐藤未来子（農工大），天野英晴（慶大），
近藤正彰（電通大），中村　宏（東大），並木美太郎（農工大）

 4 Android 端末の消費電力に関する一考察
○坂本寛和，山口実靖（工学院大）

 5 Android 端末における消費電力と通信性能の関係に関する一考察
○中村優太，永田恭輔，野村　駿，山口実靖（工学院大）

 6 データベースベンチマーク実行時のストレージ省電力手法に関する評価
○飯村奈穂（お茶の水女子大），西川記史，中野美由紀（東大），

小口正人（お茶の水女子大）
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 7 組込み向け CMA アクセラレータ用 OpenCL ライブラリと OS の設計
○坂本龍一，佐藤未来子（農工大），小泉佑介（慶大），

近藤正章（電通大），天野英晴（慶大），中村　宏（東大），
並木美太郎（農工大）

 8 HTM を活用した投機的ヘルパースレッドによる高速化の検討
○松野　穣，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）

 9 マルチコア・メニーコア混在型計算機による高性能計算向けアプリ
ケーション実行基盤「Multiple PVAS」の性能評価

○深沢　豪，佐藤未来子（農工大），吉永一美，辻田祐一，島田明男，
堀　敦史（理化学研），並木美太郎（農工大）

学生セッション［3K会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 GPUと数値計算アルゴリズム	 座長　建部　修見（筑波大）

 1 GPU を用いた大規模計算機ホログラム生成プログラムの最適化
○宮田裕章，Jackin Boaz Jessie，大川　猛，大津金光，横田隆史，

早崎芳夫，谷田貝豊彦，馬場敬信（宇都宮大）
 2 GPU を用いた k-means 法の実装と評価

○吉村　匠，小柳　滋（立命館大）
 3 GPGPU によるユーザベース協調フィルタリングの高速化

○常盤俊充，小柳　滋（立命館大）
 4 巡回セールスマン問題における 2-opt 法の GPGPU による高速化

○福田悠太，大川　猛，大津金光，横田隆史（宇都宮大）
 5 セルオートマトン手法を用いた大規模相互結合網シミュレータの GPU

による高速化
○鈴木裕樹，横田隆史，大津金光，大川　猛（宇都宮大）

 6 GPGPU によるグラフィックスツールデータ間の変換処理
○渡邉優太，坂下善彦（湘南工科大）

学生セッション［4K会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 シミュレーションと演算精度	 座長　細井　聡（富士通）

 1 ABIC を用いたデータのあてはめの二相問題への適用
○田中亮平，村田　陸，坂本真貴人，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）

 2 絶対値演算を含む関数の自動微分
○藤澤裕一，久保田光一（中大）

 3 最大エントロピー法を用いた光学スペクトルの解析
○遠越光輝，加藤　舞，狩野　覚，善甫康成（法大）

 4 時空間連続 DP のハードウエア実装に向けた演算精度の検討
○石川健太，佐賀美直人，宮崎敏明（会津大）

 5 渋滞学における高密度を避けるフロアフィールドモデル
○丸山大地，高橋達二（電機大）

 6 メインメモリを利用した高速データ保存方式に関する一検討
○尾西翔平（首都大），橋川伸吾（テクノロジー・ジョイント），

鈴木敬久（首都大）
 7 AVX を用いた BCRS 形式疎行列ベクトル積の特性評価

○佐藤真之介，菱沼利彰，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）
 8 柔軟な不完全 LU 分解前処理の有効性について

○中村貴稔，野寺　隆（慶大）
 9 Deflated GMRES 法の効率のよい近似逆行列前処理

○沓掛拓朗，野寺　隆（慶大）

第 1分冊	 （ソフトウェア科学・工学）

一般セッション［5A会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 開発管理・要求	 座長　岸　知二（早大）

 1 仕様書特有表現の表記揺れを検出するツールの試作と評価
○久野綾子，平尾英司（NEC），田村一樹，吉川大弘，古橋　武（名大）

 2 ソフトウェア設計に適用する複数ガイドライン間の用語揺れとその対策
○小林大樹，塚本良太，山田　亮，田村孝之（三菱）

 3 ゴール指向要求分析における妥当性確認と検証に関する研究
○岡野道太郎，中谷多哉子（筑波大）

 4 ソフトウェア要件定義のための活動基準システムモデリングの提案
○西岡靖之（法大）

 5 欠陥除去率を条件とした作業工数推定値の推移の可視化
○阿部玲子，二村祐地（三菱）

 6 DITA を用いたソフトウェアドキュメンテーションにおけるトピック
の意味検索システムの提案

○坂井麻里恵，大場みち子，伊藤　恵，奥野　拓（はこだて未来大）

一般セッション［6A会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 設計・開発支援	 座長　立石　孝彰（日本 IBM）

 1 設計ルール逸脱箇所検出による設計改善手法
○山崎　愛，岡本　渉，河原敏宏，大場　勝（東芝）

 2 データマイニング手法を用いたプロダクトメトリクスの類似性に基づ
くソフトウェアインスペクション方法の提案

○西川雅彦，青山幹雄（南山大）
 3 シナリオテストにおけるテスト項目自動生成手法の提案

○丹野治門，張　暁晶，星野　隆（NTT）
 4 直交表とオールペア法のテスト回数と網羅率について

○須田健二（群馬高専），五味　弘（沖電気）
 5 プログラム理解支援を目的とした分散ペアプログラミングのコミュニ

ケーションログの活用
○秀毛嶺維馬，奥野　拓（はこだて未来大）

 6 業務アプリケーションの超高速開発を可能にする穴埋め方式によるフ
リーパッケージ DE「DataExplorer」の提案

○中原正賢（メルコテクノ横浜），
渡辺　透，大江信宏，樋口雅宏（M2M 研究会）

 7 ISV のバージョンアップの影響を回避し保守性を向上するアプリケー
ション構築基盤の提案

○大江信宏，渡辺　透，小泉寿男（M2M 研究会）

一般セッション［1B会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 システム評価	 座長　紫合　治（電機大）

 1 計測値に基づいた性能モデルの誤り検出
○木村大地，河津正人，矢野尾一男（NEC）

 2 GCM 日降水量の統計的バイアス補正の並列化
○山本昭夫，Cho Thanda Nyunt（東大），喜連川優（東大／ NII）

 3 アンドロイドアプリケーションを利用した短距離走レース計測のため
の測定システムの開発と計測

○畠　圭佑（長岡技科大），江田茂行（長岡高専），
塩野谷明（長岡技科大）

 4 形式手法の開発現場での適用事例
○山崎雄大，向山　輝，橋本祐介（NEC）

一般セッション［2B会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 プログラムの開発・検証	 座長　小宮　常康（電通大）

 1 ソースコードを記述しないアプリケーションフレームワークの提案
○小池晃弘（日本レジストリサービス）

 2 日本語言語技術教育を取り入れた形式手法教授法
○小林健一（豆蔵）

 3 ソフトウェア設計におけるセキュリティ脆弱性の検索方式
○塚本良太，小林大樹，山田　亮，田村孝之（三菱）

 4 モデル検査における検査対象と外部環境の自動合成手法
○藤本　宏，森奈実子，村田由香里（東芝）

 5 経営系と情報系志向学生に対する応用プログラム開発のための明快で
有用な授業目標と教材

○能登　宏（北星学園大）
 6 GC の削減を目標とする関数型言語 Haskell による高速 SAT ソルバの

実装
○楢崎修二（長崎大）

一般セッション［3B会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（1）	 座長　瀬尾　茂人（阪大）

 1 設備配置による不均質な相互結合網構築のヒューリスティック手法の
検討

○當山孝義（日本工大）
 2 粗視化によってネットワークの構造は保存されるか？

○田村　肇（筑波大）
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 3 多重解像度地形図のための三角形分割のデータ構造
○菊池泰蓉（日大），穴田浩一（早大高等学院），高加晋司（日大），

宮寺庸造（東京学芸大），夜久竹夫（日大）
 4 サッカーにおけるボールを中心としたゲーム状況の抽出への時間制限

付き優勢領域図の適用
○大塚　寛，山中　亮（愛媛大）

 5 生息地破壊による絶滅の格子モデリング：空間パターンと生物移動の
影響

○中桐斉之（兵庫県大），向坂幸雄（中村学園大）
 6 共進化多様性ソリューション

○林　直希
 7 「大貧民」のゲーム情報力学

○中川武夫，森近泰匡，飯田弘之（北陸先端大）
 8 分散制約最適化問題における近似解法を使った最適解の推定

○飯塚泰樹（東海大）

学生セッション［5K会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（4）	 座長　棟朝　雅晴（北大）

 1 寿命付きリーダーを用いたローカル粒子群最適化についての研究
○佐伯　誠，坂下善彦，二宮　洋（湘南工科大）

 2 集団構造をもつ PSO へのジレンマゲームの進化ダイナミクスの導入
○孫　昊立，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 3 格子上囚人のジレンマゲームにおける多様な勝者
○内藤広海，上原隆司，鈴木佳祐，吉村　仁，泰中啓一（静岡大）

 4 Soft Confidence-Weight Learning を用いたミカエリス定数の推定
○近藤翔太，松田　健，大椙弘順（静岡理工科大）

 5 マルチチャンネル蛍光顕微鏡動画のためのパーティクルフィルタを用
いた細胞追跡手法

○小森康祐，瀬尾茂人，間下以大，竹中要一，松田秀雄（阪大）
 6 ゼータ分布を用いた SQL インジェクション攻撃を検知する方法について

○前田すみれ（中大），園田道夫（サイバー大），
松田　健（静岡理工科大），趙　晋輝（中大）

 7 SQL インジェクション攻撃に含まれる文字の出現頻度とその関連性の
解析による攻撃検出方法の提案

○佐野綾子（中大），松田　健（静岡理工科大），
園田道夫（サイバー大），趙　晋輝（中大）

 8 グリッドコンピューティングにおける制約条件付きタスクスケジュー
リング問題への ACO 法の適用

○ KHALID ALQURASHI，平松綾子，能勢和夫（阪産大）
 9 ニューラルネットを利用した環境音識別のための周波数特徴量の検討

○ abdullah almatrafi，平松綾子，能勢和夫（阪産大）

学生セッション［6K会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 数理モデル化と問題解決（5）	 座長　庄野　逸（電通大）

 1 外国為替市場におけるポジション構築時の損益推移を考慮した取引戦
略の最適化

○後藤卓也，豊嶋久道，平岡隆晴（神奈川大）
 2 Mantegna 法に基づく各国株価データの業種同類度分析

○ PHONG BUIXUAN，榊原源基，上野雄史，斉藤和巳（静岡県大）
 3 R による楽天公開データに対するマイニング

○劉　鎧誠，山口　亨，大楠拓也，徐　海燕（福岡工大）
 4 多目的シンプレックス法による製品開発プロジェクトの日程立案ツー

ルの開発
○金城　慶，鳥羽弘康（沖縄高専）

 5 データマイニングを用いた高齢者のベッドからの転落パターン抽出及
び転落予測

○大山真寛，黄　潤和，佐藤　温（法大）
 6 気象観測データに基づいた気候区分抽出法の提案と評価

○富岡佑紀，熊野雅仁，小野景子，木村昌弘（龍谷大）
 7 疲弊紙幣の識別性能を改善する高精度な特徴量抽出手法の検討

○大城　歩，姜　東植，宮城隼夫（琉球大），
小澤建治，三井郁吾，少路進雄（日本金銭機械）

学生セッション［1L会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 プログラミング言語	 座長　南出　靖彦（筑波大）

 1 C 言語における記憶域期間と有効範囲を考慮したメモリの可視化
○青木史勇，篠埜　功（芝浦工大）

 2 日本語プログラミング言語における、より日本語らしいプログラム記
述の実現

○伊東一樹，筧　捷彦（早大）
 3 引数渡し機構をもつ可逆プログラミング言語の可逆性

○田中秀明，新海由侑，横山哲郎（南山大）
 4 複数のプログラミング言語に対する統一的な抽象構文木の構築手法

○小林ジュンイチ（早大），坂本一憲（NII）
 5 無限ループを検出するインタプリタの実装手法の検討

○桜井勇貴，佐々木晃，雪田修一（法大）
 6 コード変換を利用した機密度に基づくアクセス制御機構

○奥野航平，大月勇人，瀧本栄二，毛利公一（立命館大）
 7 Java プログラミング課題のオンライン自動採点システムのための採点

手法
○北谷宏紀，井上　潮（電機大）

 8 アスペクト指向技術に基づいた OpenFlow 制御プログラムの開発支援
○大迫正和，岸　知二（早大）

 9 実行時情報を活用による第一級継続のオーバーヘッド削減手法
○片桐国建，小宮常康（電通大）

学生セッション［2L会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 数理モデル化と問題解決（2）	 座長　喜田　拓也（北大）

 1 決定木を用いた質的データからのグラフ構造学習
○川崎隆史，鈴木大輔，杉山　歩，Hieu Chi Dam（北陸先端大）

 2 スペクトラルクラスタリングに基づいた動的に変化するグラフのクラ
スタリング

○小西哲生，猪口明博（関西学院大）
 3 学習を用いた重み付き引用ネットワーク解析に基づく萌芽分野の発見

○藤曲寿聡，藤田桂英（農工大）
 4 時系列データにおける分割区間探索法の性能比較

○山岸祐己，斉藤和巳（静岡県大）
 5 動的オラクルを用いた日本語の係り受け解析

○前田光貴，猪口明博（関西学院大）
 6 サービス業におけるシフトスケジューリングのための汎用モデル

○徳永拓真，田中勇真（成蹊大），沓水佑樹（リクルートジョブズ），
池上敦子（成蹊大）

 7 移動を伴うスタッフスケジューリング
○野原啓助，田中勇真（成蹊大），沓水佑樹（リクルートジョブズ），

池上敦子（成蹊大）
 8 生存時間モデルによる駐車時間への料金感度に関する分析

○榎　優一，金森　亮，伊藤孝行（名工大）
 9 頻出パターンを用いた KJ 法の自動文章化

○谷岡翔馬，大沢英一（はこだて未来大）

学生セッション［3L会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ソフトウェア開発支援	 座長　坂本　一憲（NII）

 1 スマートフォン向けアプリケーション設計によるモデル駆動開発手法
○松井浩司，松浦佐江子（芝浦工大）

 2 i アプリと Android アプリの同時開発支援システム
○村山優弥，紫合　治（電機大）

 3 TOSCA を用いたハイブリッドクラウド上でのアプリケーション分散
構築の自動化基盤アーキテクチャの提案と評価

○高木裕之，青山幹雄（南山大）
 4 Scala による限定継続を用いた Web アプリケーションフレームワーク

○佐々木宏聡，前田敦司（筑波大）
 5 Web アプリケーションのフロー記述フレームワーク

○富田裕紀子，段　希倫，前田敦司（筑波大）
 6 Web アプリケーション用テストデータの生成および優先度順位付けに

関する研究
○齋藤　響，高田眞吾（慶大），丹野治門，生沼守英（NTT）
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 7 実現性の高い振舞いモデルにおけるデータの依存関係分析によるクラ
ス設計

○岡田康治，松浦佐江子（芝浦工大）
 8 目標制御モデルに対するモデル検査の適用

○本間洋光，力武克彰，結城海斗，鈴木智之（仙台高専）
 9 GIS アプリケーションスキーマの対話的作成支援ツール

○西山　慧，久保田光一（中大）

学生セッション［4L会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 数理モデル化と問題解決（3）	 座長　松田　健（静岡理工科大）

 1 信頼リンク生成における媒介者の役割の分析
○八田圭斗，小野景子，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

 2 基盤・ソーシャルメディアに着目したインターネット構造の変化
○佐々木拓美，中平勝子（長岡技科大）

 3 複雑ネットワーク上のコスト付き汚染拡散最小化問題に対する解法の
提案と評価

○和泉元陽介，小野景子，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）
 4 時間的推移を伴う友人関係の局所的ネットワーク分析

○伊東樹希，菅田貞治，武藤敦子，犬塚信博（名工大）
 5 Twitter を用いた株式市場の変動予測

○長尾将宏，長尾智晴（横浜国大）
 6 国別ドメイン利活用分析のためのプロビジョンスキーム

○伊藤　公，三上喜貴，中平勝子（長岡技科大）
 7 広告接触による消費者行動変化 デモグラフィック分割による分析

○高橋　柊，岡田洋明，丹羽悠斗，川崎隆史，
杉山　歩，Hieu Chi DAM（北陸先端大）

 8 アンケートデータ解析におけるマイノリティの抽出手法に関する検討
○稲垣和人，吉川大弘，古橋　武（名大）

 9 待ち行列モデルの性能評価結果を利用したアカデミックスキルの教育
方法

○田中秀明（愛知県大），宇都宮陽一（LSET），奥田隆史（愛知県大）

学生セッション［5L会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ソフトウェア保守・解析	 座長　荒堀　喜貴（東工大）

 1 ソースコードの画像化による可読性評価の検討
○坂本弘樹，福岡久雄（松江高専）

 2 フィールド・メソッド関係による java プログラムのリファクタリング
支援

○吉田信一朗，紫合　治（電機大）
 3 抽象構文木の論理表現を用いたリファクタリング機会の検出

○伊藤雄貴，森本康彦（東京学芸大），中村勝一（福島大），
宮寺庸造（東京学芸大）

 4 ソースコード内の文字出現率を利用したコードクローン判別法
○増田智樹，安藤優作，垣谷広輝（日大），菊地奈穂美（沖電気）

 5 対話的なソースコード検索ツールの提案
○平山拓朗（電通大），丸山一貴（明星大），寺田　実（電通大）

 6 動的アサーション追加によるダイナミックスライシングの精度向上手法
○杉本元気（早大），坂本一憲（NII）

 7 仮想メソッド呼出しを用いることによるプログラムの難読化のオーバ
ヘッド削減

○石田峰文，小宮常康（電通大）
 8 コード差分実行に基づいた時短シミュレーションの有効性

○椎名敦之，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
 9 ログファイルによる自立移動式ロボットのアニメーション

○齋藤健一，松井貴利，金銅啓介，川口直哉，紫合　治（電機大）

学生セッション［6L会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 アルゴリズム	 座長　白井　康之（JST）

 1 検索可能暗号を高速化するための簡潔データ構造を用いた索引手法
○北村優汰（名工大），福田洋治（愛知教育大），廣友雅徳（佐賀大），

毛利公美（岐阜大），中井敏晴（国立長寿医療研究センター），
白石善明（神戸大）

 2 ZDD とコルモゴロフ複雑性を利用したツイッターのユーザ分類
○細川拓也，Thomas Zeugmann（北大）

 3 多重有向コア抽出法による Twitter データの震災時と通常時の特性比較
○加藤翔子，斉藤和巳（静岡県大），風間一洋（和歌山大），

佐藤哲司（筑波大）
 4 OBDD における入力反転エッジの応用に関する研究

○杉山友朗，鈴木康人（沼津高専）
 5 リストの可逆分割アルゴリズムを利用したゴミ情報が最適な可逆ク

イック整列法の生成
○山下健太，横山哲郎（南山大）

 6 ビッグデータ解析に基づく学習百科事典からの難易度別問題生成アル
ゴリズムの提案

○門田裕太郎，佐藤裕也，澤勢一史，延原　肇（筑波大）

学生セッション［1M会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ソフトウェア開発管理	 座長　橋浦　弘明（東洋大）

 1 重回帰モデルをアンサンブル学習する工数予測モデル
○松下貴徳，山口佳子（奈良高専），小西文章（奈良先端大），

内田眞司（奈良高専）
 2 OSLC に基づく分散リソースに対する統一的変更管理方法の提案と評価

○朝倉知也，青山幹雄（南山大）
 3 アスペクト指向言語を用いた UML 機能要件と CC に基づくセキュリ

ティ要件の統合管理手法
○野呂　惇，加藤洋祐，松浦佐江子（芝浦工大）

 4 ユーザ観点からの利用品質に基づく SRS のインスペクション方法の提
案と評価

○森下月菜，青山幹雄（南山大）
 5 Software Requirement Support Tool in Cloud Computing

○イバン プラカサ，紫合　治（電機大）
 6 PBL に適したレビュープロセスの提案

○加藤武文，大場みち子（はこだて未来大）
 7 PBL におけるノウハウの蓄積と再利用によるタスク管理支援システム

の提案
○渡辺清香，安永　航，大場みち子（はこだて未来大）

 8 IT プロジェクトにおけるモチベーション管理に関する提案
○坪郷晶太，矢島敬士（電機大）

学生セッション［2M会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 ソフトウェアメトリクス・分析	 座長　中谷　多哉子（筑波大）

 1 ユースケース記述自動評価のための単語セットの効率的作成支援ツー
ルの評価

○松井駿介，松浦佐江子（芝浦工大）
 2 可変性モデル間の製品バリエーション不均衡に関するメトリクスの提案

○川嶋優樹，岸　知二（早大）
 3 学習に基づく Error-prone モジュール予測器選択 - メトリクス種別の考察 -

○嶋　大輔，海尻賢二，海谷治彦，小形真平（信州大）
 4 細粒度なコード再利用のための言語機構メソッド内メソッドの定量的

な評価へ向けて
○小川秀典，佐藤芳樹，千葉　滋（東大）

 5 クラス名の文法構造と周辺の識別子を用いたクラスの命名支援
○福田宏樹，早瀬康裕，北川博之（筑波大）

 6 Traceability link のための未知語の分析機構
○吉　　磊，高田眞吾（慶大）

 7 GitHub における Pull Request のマージに影響を与える要因の分析
○梅本祥平，神谷年洋（はこだて未来大）

 8 初学者のオブジェクト指向プログラムの問題点の分析
○渡辺大貴，松浦佐江子（芝浦工大）

第 1分冊	 （データベースとメディア）

一般セッション［4B会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 ソーシャルメディアとWeb分析	 座長　山名　早人（早大）

 1 ソーシャル情報を用いたコンテンツ間リンク付与に関する検討
○宮崎　勝，山田一郎，住吉英樹，宮﨑太郎，三浦菊佳，

松井　淳，加藤直人（NHK）
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 2 ノード属性を用いた特徴的リンク傾向分析
○伏見卓恭，斉藤和巳（静岡県大），風間一洋（和歌山大）

 3 反響ツイートを利用したテレビ番組の評判システムに関する一考察
○荒木伸也，阿部倫之，服部進実（金沢工大）

 4 円滑な人脈形成のための SNS 投稿内容に基づく仲介者探索手法
○小松恭子，中澤昌美，池田和史，服部　元，滝嶋康弘（KDDI 研）

 5 デジタルアーカイブスの新たな活用方法と古文献のビッグデータとし
ての可能性　ー ヒット現象の数理モデルを用いて　ー

○川畑泰子（九大），石井　晃（鳥取大），源田悦夫（九大）
 6 閲覧ログのクラスタリングによる電子コミックのカテゴリ推定

○佐藤　哲（NHN PlayArt）
 7 Wikipedia における独自研究テンプレートの利用実態の分析

○坂本寛人，清田陽司，山田剛一，増田英孝（電機大）
 8 公開動画リストを利用した動画検索手法における公開動画リスト選定

の改善に関する一考察
○近藤悠大，西　友規，山口実靖（工学院大）

一般セッション［5B会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 データベースと応用	 座長　上田　高徳（日本 IBM）

 1 辞書構築技術適用による DB システム再構築
○鹿島理華，佐藤彰洋，谷垣宏一，山足光義（三菱）

 2 マルチテナント型アプリケーションの RDB 格納データ暗号化方式に
関する研究

○及川和彦（三菱）
 3 データストリームに対する連続的問合せの動的変更機能の提案

○渡辺陽介，横田治夫（東工大）
 4 時系列データ管理へのデータベースアクセスサービス技術の適用検討

○竹内丈志，永嶋規充，山足光義（三菱）
 5 ストレージ省電力手法 RAPoSDA のプロトタイプシステムの試作およ

び評価
○引田諭之，小栗寛生，横田治夫（東工大）

 6 シラバス情報の LinkedOpenData 化とカリキュラム分析への応用
○米田和人，白井靖人（静岡大）

 7 RDF を利用した生産工程管理支援システム
○越田高志，山品壮隆（松江高専）

一般セッション［1C会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 情報探索と応用システム	 座長　高久　雅生（筑波大）

 1 空間ネットワークにおける逆最近傍検索を用いた経路検出手法の提案
○後藤佑介（岡山大）

 2 初心者の情報の獲得プロセスとその支援に関する検討
○矢島敬士（電機大），神門典子（NII），黒沢　学，平賀公基（電機大）

 3 地域史 LOD を用いたユーザの歴史的な発見を促す写真検索システム
の構築

○高橋正輝，奥野　拓，川嶋稔夫（はこだて未来大）
 4 文書カテゴリを利用した文書クラスタリングのコールセンター FAQ

改善への適用
○木村英志，高島俊哉，重岡知昭，森田豊久（日立システムズ）

 5 スライド要素のレイアウトとスタイルを考慮したプレゼンテーション
資料推敲支援システム

○竹島　亮，大平茂輝，長尾　確（名大）
 6 産業用監視制御システムの Web 化の検討

○古城仁士（東芝）
 7 ウェブブラウザ向けページ切替え時間短縮手法

○羽藤淳平（三菱）

学生セッション［3M会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 マイクロブログ	 座長　戸田　浩之（NTT）

 1 ツイートの閲覧者数事前推定法
○下山雄大，小林亜樹（工学院大）

 2 Twitter ユーザのクラスタリング
○上野　彰，深海　悟（阪工大）

 3 ユーザーツイート解析による人物像推定手法の提案と検討
○長浜祐貴，遠藤聡志，當間愛晃，赤嶺有平，山田考治（琉球大）

 4 Twitter タイムラインからの話題の抽出とその評価
○星　皓介，山田剛一，絹川博之（電機大）

 5 Twitter 上での会話の始まりやすさによる推薦のためのフォロー状態に
関する考察

○坪田啓司，小林亜樹（工学院大）
 6 ユーザ興味推定に基づく Twitter タイムラインの速度制御手法

○河野四季，北山大輔（工学院大）
 7 Twitter における検索語と関連の高い地名の抽出手法の研究

○原　克彬，中山泰一（電通大）
 8 ニュース記事の効率的なリアルタイムソーシャルアノテーション手法

○大西　誠，北川博之（筑波大）
 9 テレビ番組のダイジェスト自動生成のための Twitter 分析

○品田勇一，宮川大志，羽山徹彩（金沢工大）

学生セッション［4M会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 テキスト分析と応用	 座長　小方　孝（岩手県大）

 1 語の共起頻度の提示と用例文の検索に基づく論文執筆支援システム
○馮　思萌，井上　慧，松原茂樹，長尾　確（名大）

 2 デジタルコンテンツの部分要素関連付けと文脈情報の可視化に基づく
論文執筆支援

○棚瀬達央，大平茂輝，長尾　確（名大）
 3 学術機関毎の専門語彙生成を目的とした論文英語要旨取得プログラム

の開発
○土田航平，宮崎佳典（静岡大）

 4 既読文章におけるユーザの視線情報と興味を用いた未読情報の再評価
手法の提案

○折原レオナルド賢，横井　健（都立産業技術高専），
橋山智訓（電通大）

 5 小説データの本文分析による選書支援手法の提案
○藤田佳恵，鈴木伸崇（筑波大）

 6 政治ブログ群における潜在オピニオンのバースト分析
○澤井裕介，小野景子，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

 7 レシピ共有サイトの潜在トピック構造分析
○申　成植，熊野雅仁，小野景子，木村昌弘（龍谷大）

 8 文書類似度を考慮した検索システムの開発
○佐藤優介，吉田博哉（神戸情報大）

 9 Wikipedia のノートページにおける編集者の重要度算出手法
○近藤弘隆，鈴木　優，石川佳治（名大）

学生セッション［5M会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 情報検索	 座長　飯沢　篤志（リコー）

 1 空間データベースにおける m- 最近接キーワード検索の一方式
○邱　　原，大森　匡，新谷隆彦，藤田秀之（電通大）

 2 Flickr データを用いた m- 最近傍キーワード検索の評価
○ほあんあいん だん，邱　　原，大森　匡，藤田秀之，

新谷隆彦（電通大）
 3 BedTree を用いた検証可能な Fuzzy データ検索手法の提案

○クリスタント スラメット，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）
 4 画像検索における多言語クエリの効果

○高橋有礼，菱山玲子（早大）
 5 公開動画リストを用いた動画検索における Center 動画の選定に関す

る一考察
○西　友規，山口実靖，小林亜樹（工学院大）

 6 髪の特徴に基づく類似顔画像検索
○藤　賢大（早大），福里　司，増田太郎（早大 /JST），

平井辰典（早大），森島繁生（早大 /JST）
 7 コミックマーケットのジャンルに関するメタデータを利用した同人誌

探索支援ツールの提案
○安田つくし，三原鉄也，永森光晴，杉本重雄（筑波大）

 8 Web 上の教材ファイルからのサンプルプログラムデータベースの構築
○杉浦秀樹，杉本　徹（芝浦工大）

 9 レシピ検索システム利用者の行動分析に関する研究ーシステム利用後
の行動ー

○青嶌恵倫香，和田雄次（電機大）
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学生セッション［6M会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 DB 応用	 座長　原田　要之助（情報セキュリティ大）

 1 消費電力ログと状況ログを用いた節電行動の定量化とオフィス環境に
おける個人の貢献量の評価

○高橋慶多，藤原国久，西本直樹，富井尚志（横浜国大）
 2 オフィス環境における消費電力ログと状況ログを用いた多様な状況組

合せが可能な情報提示システム
○細澤直人，藤原国久，髙橋佳久，富井尚志（横浜国大）

 3 顧客満足度向上のための購買行動と POS 販売履歴の比較
○若井拓哉，中平勝子，北島宗雄（長岡技科大）

 4 EV エネルギー消費ログ DB における気象状況に基づく EV 空調消費電
力量の推定と検証

○讃井　崚，萩本真太朗，富井尚志（横浜国大）
 5 （講演取消）
 6 人・モノ・場所を関連付ける紙媒体ベースの物品管理システム

○李　　岩，井上亮文（東京工科大）
 7 生産工程管理支援システム - 検索 Web サービスの実行自動化 -

○山品壮隆，越田高志（松江高専）

学生セッション［1N会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 地理・位置情報処理	 座長　湯瀬　裕昭（静岡県大）

 1 固有表現抽出を用いた観光コンテンツからの Linked Data 作成支援
○似内勇太，奥野　拓（はこだて未来大）

 2 LOD による函館地域史コンテンツの観光資源化
○山田亜美，高橋正輝，奥野　拓（はこだて未来大）

 3 人気経路の推薦のための大規模移動軌跡データ処理
○姜　仁河，杉山武至，石川佳治（名大）

 4 Web リソースを対象とした地域特性可視化システムの開発
○谷川佳延（神戸情報大）

 5 ニコニコ動画における観光関連情報のマスコラボレーションの分析
○池田拓生（首都大）

 6 地理情報に関連づけられたデジタル写真収集システムの提案
○山本理絵，吉野　孝（和歌山大）

 7 地域特産メニュー抽出手法の提案
○宇部雅彦，村田嘉利，鈴木彰真（岩手県大）

 8 旅行目的の関連性に基づく地理オブジェクト集合抽出手法
○池田洋平，北山大輔（工学院大）

 9 ソーシャルメディアデータに基づく主要観光地域の人気グルメ抽出
○福田哲也，小野景子，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

学生セッション［2N会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 システム化支援	 座長　堀井　洋（日本 IBM）

 1 プレゼン資料を利用したデスクトップ背景コンテンツ管理機構の実現
○杉山亮弘，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 2 図表参照文を利用した文書レイアウト生成
○冨田恭平（東大），原　忠義（NII），相澤彰子（東大 /NII）

 3 映像編集履歴の再利用に基づく研究紹介ビデオの制作支援
○西脇雅幸，棚瀬達央，大平茂輝，長尾　確（名大）

 4 ファッションにおける買い物の”失敗”軽減サポートシステムの提案
○野口深雪（専修大），大竹恒平（慶大），植竹朋文（専修大），

岡　　誠（東京都市大）
 5 写真の枚数を用いた記憶の想起支援

○松本若樹，松浦　翔，村上晴美（大阪市大）
 6 複合サービス構築のためのマッチメイキング手法の提案

○新井翔大，菱山玲子（早大）
 7 大学図書館の仮想化に関する研究の構想

○小川友暉，相場　亮（芝浦工大）

学生セッション［3N会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 DBMS	 座長　金子　格（東京工芸大）

 1 複数問い合わせ処理のワークロードに着目した SSD を用いたデータ
ベースの最適化

○鈴木恵介，早水悠登，横山大作（東大），中野美由紀（芝浦工大），
喜連川優（東大 /NII）

 2 応用情報を用いた DB データ配置に関する一考察
○谷貝俊輔，山口実靖（工学院大）

 3 分散関係データベースからの飽和パターンマイニングにおけるマージ
演算の効率化

○谷本翔一，神谷洋平，世木博久（名工大）
 4 KVS における仮想ノードを用いた動的ノード追加の性能伸張性に関す

る一考察
○御代川翔平，徳田大輝，山口実靖（工学院大）

 5 確率的ストリームにおけるグループを用いたパターン問合せ
○杉浦健人，早矢仕新，石川佳治（名大）

 6 OLAP スカイライン・キューブに対する範囲検索の実現方式と評価
○宇佐美孝侑，佐藤秀樹（大同大）

 7 推論速度を考慮した効果的な SPARQL クエリ構成支援システムの試作
○山形祐史，福田直樹（静岡大）

 8 大規模 XML データにおける効率的な重複データ検出
○小柳涼介，天笠俊之，北川博之（筑波大）

学生セッション［4N会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 情報推薦	 座長　平手　勇宇（楽天）

 1 アイテムベース協調フィルタリングにおける意外性のあるアイテム推
薦手法の検討

○伊藤寛明，吉川大弘，古橋　武（名大）
 2 Linked Open Data を用いた類推型発想支援 WEB アプリケーションの

開発
○松尾秀行，山岡俊樹（和歌山大）

 3 オノマトペを用いたグミの推薦
○野々村翔，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 4 履修プラン策定のためのレコメンダシステム
○蓑輪　拓，寺澤卓也（東京工科大）

 5 ユーザ嗜好と農作物の生育環境に基づく非農家向け遊休農地推薦シス
テム

○松田隼士，奥野　拓（はこだて未来大）
 6 映画のメタデータに対するユーザ特有の重要度を用いた映画推薦手法

の提案
○村中清史，横井　健（都立産業技術高専）

 7 就職活動学生向けの企業情報推薦システムの提案
○鮑　若愚（北大），白井康之（JST），湊　真一（北大）

 8 スポーツメンタルトレーニングへの応用を目指した脳波利用の音楽推
薦システム

○鄭　昇吏，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）
 9 歌詞情報に基づく聴取目的に応じた楽曲推薦システムの提案

○古屋瑞生，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）

学生セッション［5N会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 情報抽出とプライバシー	 座長　清田　陽司（ネクスト）

 1 オントロジーを利用したイベント処理システムの提案
○高橋正和，簗井美咲，稲葉鉄平，石川佳治（名大）

 2 データマイニングにおけるデータ精度の精錬に関する研究
○権　相鑫，和田雄次（電機大）

 3 LBSN オントロジーの設計
○簗井美咲，高橋正和，稲葉鉄平，石川佳治（名大）

 4 プロパティに着目した SPARQL 問い合わせ結果のランキング手法
○一瀬詩織，小林一郎（お茶の水女子大），

岩爪道昭，田中康司（情報通信機構）
 5 ノード間の距離関係を考慮したソーシャルネットワークにおける k 匿

名化
○岡田莉奈，渡辺知恵美，北川博之（筑波大）

 6 Pk- 匿名化アルゴリズムの一改良法の検討
○柿澤美穂（お茶の水女子大），渡辺知恵美（筑波大），

古川　諒，高橋　翼（NEC）
 7 参加型センシングにおけるプライバシー保護手法

○趙　セイ，董テイテイ，石川佳治（名大）

学生セッション［6N会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 嗜好抽出	 座長　土方　嘉徳（阪大）

 1 音声インタラクションに基づくユーザの嗜好抽出
○大竹聡史，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）
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 2 （講演取消）
 3 SNS における投稿の利用者の興味関心に応じた可読性向上を図る表示

手法の提案
○吉備弘純，塚田晃司（和歌山大）

 4 対象物と属性値の印象比較による統計表からの意外な事実の抽出
○松井浩平，西野　享，松村冬子，原田　実（青学大）

 5 習熟度別学習支援のための聴覚情報を併用した読譜時の注視点分析
○藤間　渉，中平勝子（長岡技科大）

 6 共有動画コメントと商品レビューに基づく商品内容記述抽出手法
○五十嵐秀則，北山大輔（工学院大）

 7 テンソル分解を用いたレビューデータの分析
○熊本和正，天笠俊之，丸橋弘治，北川博之（筑波大）
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第 2分冊	 （人工知能と認知科学）

一般セッション［3C会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ゲーム・最適化・学習	 座長　保木　邦仁（電通大）

 1 Primitive Go Applies to Solving TSUMEGO
○星　淳一

 2 グラフへの整数配置問題
○杉山雅英（会津大）

 3 スーパーパズにおける深さ優先探索による手順の冗長性
○新谷敏朗（福山大）

 4 マルチエージェント環境下における群知能を用いた協調行動獲得手法
の評価

○笹岡久行（旭川高専）
 5 ロボットによる描画運動発達モデルと軌道の重み付き区間認識・学習

を利用した精度向上
○望月敬太，西出　俊，奥乃　博（京大），尾形哲也（早大）

 6 S-CTRNN を用いた複数時系列パターンの記憶学習
○村田真悟，有江浩明，尾形哲也（早大），

谷　　淳（KAIST），菅野重樹（早大）
 7 非定常環境マルチエージェント学習におけるエージェント数と最適 

Exploration 率の関係
○野田五十樹（産総研）

 8 対象物抽出が不正確な場合における局所的特徴量を用いたパターン分
類

○鈴木　泉（長岡技科大）

一般セッション［4C会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 エージェント・AI システム	 座長　伊藤　孝行（名工大）

 1 戦略的状況下における意思決定予測：行動と脳情報の観点から
○森岡拓郎，下川哲矢（東理大）

 2 ライフゲームのネットワーク表現による自己組織化臨界の検証
○香山喜彦（梅花女子大）

 3 1 次元レギュラーネットワークにおいて，リンクの太さの不均一性が
協力の進化を促す条件

○岩田　学（筑波大），顔　澤鑫（NTT データ），
米納弘渡，秋山英三（筑波大）

 4 三次元仮想物理環境における捕食被食関係に基づく個体群動態と形質
進化

○伊藤　孝，Marcin L. Pilat，鈴木麗璽，有田隆也（名大）
 5 網羅的シミュレーションにおける実験計画法を応用した計画モジュー

ルの開発
○松島裕康，山下倫央，野田五十樹（産総研）

 6 相関ルールデータマイニングに GP を応用したグローバル経営人材育
成のための海外派遣適性評価システム

○松村幸輝（東京福祉大）
 7 家電製品の利用シーン , 要求機能 , 商品知識間の関係に基づく商品推

薦システム：デジタルカメラを対象として
○益田怜央，増田英孝，山田剛一（電機大），福原知宏（産総研）

一般セッション［5C会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 自然言語処理（応用）	 座長　浦谷　則好（東京工芸大）

 1 多特徴 CRF に基づくオンラインレビューからの料理名データベースの
構築

○陳　偉昌，梶　克彦，河口信夫（名大）
 2 Recipe Search Application based on Spoken Dialogue System on Mobiles 

Devices
○徐　シン，加藤恒夫（KDDI 研）

 3 （講演取消）
 4 単語間の意味的関係を用いたテレビ番組マップ生成

○三浦菊佳，山田一郎，宮崎太郎，加藤直人，田中英輝（NHK）
 5 検索ワードに合わせた推薦理由単語の抽出

○宮﨑太郎，山田一郎，三浦菊佳，松井　淳，宮崎　勝，住吉英樹，
加藤直人，田中英輝（NHK）

 6 ニュースキュレーションサービスのためのネットコメント要約手法の
提案

○池田和史，服部　元，滝嶋康弘（KDDI 研）
 7 クリックの重み学習を利用した質問応答システムの実装

○岩間雄太，伊藤孝行（名工大）

一般セッション［6C会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 自然言語処理（基礎）	 座長　山田　一郎（NHK）

 1 時間変化に伴うトピックの発生や消滅も考慮したトピックモデルに関
する一検討

○佐々木謙太朗，吉川大弘，古橋　武（名大）
 2 双方向マルコフ連鎖を用いた文章自動生成

○渡辺由貴，中田豊久（新潟国際情報大）
 3 危険性の視点からの評判分析

○山本智也，徳久雅人，村田真樹（鳥取大）
 4 トピックモデルで生成したトピックへ付与するラベルの自動生成

○慶留間諒大，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）
 5 文脈木重み付け法を用いた半教師付き学習による文書分類の検討

○小畑智広，小林　学，渡邉重佳（湘南工科大）
 6 深層学習における特徴抽出汎用化実現を目的とした基礎研究

○玉城　翔，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）

一般セッション［1D会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 視覚情報処理（1）	 座長　西山　正志（東芝）

 1 A Complementary Criterion to Evaluate the objective Image Quality 
Assessment

○せい リュウ（豊田工大）
 2 曲率特徴量の可視化における色の評価

○粟野直之，杉山賢二（成蹊大）
 3 （講演取消）
 4 アルゴリズムの部品化を実現する画像認識プラットフォーム

○三宅達也，千秋義紀，王　　坦，橋本圭介（東芝）
 5 画像認識アルゴリズム組合せ最適化のための性能自動評価手法

○千秋義紀，三宅達也，相川　恵，橋本圭介（東芝）
 6 二足歩行ロボットのための全方位画像からの自己位置推定手法

○神原利彦，五十嵐大斗，関　秀廣（八戸工大）
 7 植生指標の外れ値を用いた植生域の影検出の試み

○尾崎敬二（国際基督教大）
 8 ハイブリッドカメラを用いた中型動物の運動量測定健康管理システム

○名田　恒，ケネスジェームス マッキン，永井保夫（東京情報大），
土田あさみ，増田宏司（東農大）

一般セッション［2D会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 視覚情報処理（2）	 座長　宮崎　大輔（広島市大）

 1 画像認識と知識処理による物体認識手法
○飛田義賢（東芝）

 2 局所特徴量に基づくネジ種の自動識別手法に関する研究
○中西康公，大野将樹，獅々堀正幹（徳島大）

 3 単眼カメラによるハンドジェスチャー認識のための高速手指検出
○根本祐也，中島克人（電機大）

 4 夜間取得画像の電光看板内文字列抽出の高度化および高速化に関する
検討

○野村松信（秋田公立美術大），景山陽一，石沢千佳子，
西田　眞（秋田大）

 5 直線抽出による甲骨文字の認識
○孟　　林，河合健太朗，落合淳思，泉　知論，山崎勝弘（立命館大）

 6 Statistical Distribution of Gradients Feature Descriptor for Pedestrian 
Detection

○齐　　滨，Zheng Liu（豊田工大）
 7 家庭用エアコン向け間取り検出技術

○小松佑人（日立），糸井川高穂，上田貴郎，松原栄介，
神野憲之（日立アプライアンス）

 8 人込みの中での人物と物体のインタラクションの開始・終了検出
○三橋優人，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
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学生セッション［1P会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 情報抽出	 座長　長尾　確（名大）

 1 Web 情報に基づく株価変動の予測支援のための知識構築
○竹内秀太，奥村紀之（香川高専）

 2 文書内に潜在する事象の関係抽出に基づく俯瞰分析への取り組み
○澤村　瞳，小林一郎（お茶の水女子大）

 3 文章からの存在物と存在場所の抽出
○菊池春香，徳久雅人，村田真樹，村上仁一（鳥取大）

 4 Twitter からの談話同定のための身内的表現の抽出方法の検討
○堀川敦弘，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）

 5 自然言語テキストから効率よく注視語を抽出するための注視関数の提案
○齋木貴博，鈴木　寿（中大）

 6 時系列テキストデータからの議論構造の可視化
○平岡美那子，大澤幸生（東大）

 7 シリーズ型質問に回答する質問応答システム Metis
○濱田大和，太田雄介，松村冬子，原田　実（青学大）

 8 複数の鉄道運行情報を含む Tweet に対応した運行情報の抽出と提供
○河邉拓也，絹川博之，山田剛一（電機大）

 9 新聞記事からの発言・行動履歴情報の抽出とその閲覧
○南雲旭人，山田剛一，絹川博之（電機大）

 10 時系列的話題追跡のためのツイートの特徴語を用いた探索的閲覧支援
システムの開発

○糸川翔太，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

学生セッション［2P会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 情報検索・分類	 座長　加藤　直人（NHK）

 1 Twitter におけるツイート間の反応を考慮した話題分類手法
○塚田文哉，鈴木徹也（芝浦工大）

 2 センチメント分析を用いたテレビ番組におけるバースト期間のツイー
ト分類

○本多波輝，横井　健（都立産業技術高専）
 3 トピックモデルを用いた中文心理カウンセリングの文書分類

○単　　壮，渡邊恵太，加藤昇平（名工大）
 4 語の関係性を抽出した特徴ベクトルによる文書分類の提案

○今井智宏，望月久稔（大阪教大）
 5 ラケットスポーツ動画の構造解析に基づく映像要約と鑑賞インタ

フェースの提案
○河村俊哉（早大），福里　司（早大 /JST），平井辰典（早大），

森島繁生（早大 /JST）
 6 病院ブログ記事からの行動分析の試み

○竹内希史，徳久雅人，村田真樹，村上仁一（鳥取大）
 7 NMF による文書分類精度の改善のための一考察

○立川華代，小林一郎（お茶の水女子大）
 8 ランダム行列理論を用いた大量文書クラスタリング

○郷治　雅，小林一郎（お茶の水女子大）
 9 ユーザの行動、選択を支援するリアルタイム情報の提供

○眞保宏史，岡　　誠，森　博彦（東京都市大）

学生セッション［3P会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 機械翻訳・対話・文生成・要約	 座長　狩野　芳伸（NII）

 1 係り受け関係を利用した日英統計翻訳における語順制約
○小松星矢，山本博史（近畿大）

 2 類推関係に基づいた用例翻訳のための翻訳テーブルの生成と評価
○松岡　仁，木村竜矢，西川裕介，イヴ ルパージュ（早大）

 3 マルチモーダル対話システム構築のための JavaScript ライブラリ
MMI.js における対話割り込み機能の実現

○田中　遼，桂田浩一（豊橋技科大），入部百合絵（愛知県大），
新田恒雄（早大）

 4 話者の意図理解に基づく対話応答システム Hermes における雑談対話
○池田奈生，原ひかる，松村冬子，原田　実（青学大）

 5 潜在トピックに基づく差分進化を用いた組合せ最適化による複数文書
要約

○重松　遥，小林一郎（お茶の水女子大）
 6 オノマトペと韻を踏んだ動詞を用いた文章の自動生成

○古賀祐太，横井　健（都立産業技術高専）

 7 人と物とのインタラクションを記述する確率的言語生成への取り組み
○小林瑞季，小林一郎（お茶の水女子大），麻生英樹（産総研）

 8 マイクロブログに対する Wikipedia を用いたタギングと要約手法
○森　耕平，疋田輝雄（明大）

学生セッション［4P会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 評判・感情・意味解析	 座長　野本　忠司（国文学研究資料館）

 1 感情推定に基づくコンテンツ推薦システムに向けた小説文感情調査
○平良浩嗣，當間愛晃（琉球大）

 2 感情判断のための顔文字の感情極性辞書の構築
○大西智佳，奧村紀之（香川高専）

 3 リツイートしたユーザの表情に着目したリツイートのセンチメント分析
○德田拓也，横井　健（都立産業技術高専）

 4 潜在的な意味を考慮した文書要約への取り組み
○小倉由佳里，小林一郎（お茶の水女子大）

 5 情緒推定のための名詞句の評価極性
○竹本　翔，徳久雅人，村田真樹（鳥取大）

 6 ブランド名に基づく化粧品レビュー文書のカテゴリ分類への取り組み
○安部小百合，小林一郎（お茶の水女子大）

 7 感情判断システムを用いた表層心理推定の検討
○金丸裕亮，奥村紀之（香川高専）

 8 意味類型化のための名詞述語文のパターン化
○藤原竜樹，徳久雅人，村上仁一，村田真樹（鳥取大）

 9 文脈解析による推理小説の犯人推定と難易度評価
○平岡聖也，奥村紀之（香川高専）

 10 （講演取消）

学生セッション［5P会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 辞書・オントロジー・コーパス	 座長　徳久　雅人（鳥取大）

 1 web 辞書との比較による EDR 辞書の更新支援システム Dicorret
○深田隆恭，佐竹洋樹，松村冬子，原田　実（青学大）

 2 語の連鎖構造とテキストマイニングに基づく概念ベースの構築
○豊嶋章宏，奥村紀之（香川高専）

 3 格要素を用いたテンプレートによる若者言葉の自動抽出
○松尾朋子，安藤一秋（香川大）

 4 「法造」を用いた感覚判断オントロジーの構築
○香川夏美，奥村紀之（香川高専）

 5 潜在情報に基づくバイリンガルテキストコーパス生成
○江里口瑛子，小林一郎（お茶の水女子大）

 6 学生レポートにおける接続表現に関する調査
○大友麻実，松本章代（東北学院大）

 7 過去の議事録を用いたテキスト入力予測による議事録作成支援
○井上　慧，松原茂樹，長尾　確（名大）

 8 注釈の自動生成による青空文庫の読書支援
○速水秀平，井上　潮（電機大）

 9 文書分別のための未知語からのインデックスターム生成
○大西　周，絹川博之，山田剛一（電機大）

 10 講義映像における暗喩的ジェスチャーと品詞及び統語的情報の関連性
○塩入直哉，塙　俊樹，佐久田博士，長谷川大，大原剛三，

白川真一（青学大）

学生セッション［6P会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 言い換え・関係抽出	 座長　飯田　龍（東工大）

 1 文章からの人物関係抽出
○高本恵利花，浦谷則好（東京工芸大）

 2 因果関係ネットワークに基づく最大の動機・目的推定のためのアン
ケート調査

○松田昇悟，當間愛晃（琉球大）
 3 言い換え処理時に発生する誤りを自動修正するための後編集に関する

研究
○大田健翔（京都工繊大）

 4 Natural Logic を用いた数量に関する含意関係認識への取り組み
○辻有万里，小林一郎（お茶の水女子大）

 5 tweet に出現する接続表現を手がかりにした特異な関係の抽出とその
評価

○斉藤博文，絹川博之，山田剛一（電機大）
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 6 方言コーパスに基づく文章の地域性の推定
○瀧本恵理，奥村紀之（香川高専）

 7 Twitter における投稿内容の類似性に着目した改変を含んだ模倣投稿の
判別

○木村泰士，横井　健（都立産業技術高専）

学生セッション［1Q会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 文字認識・生成	 座長　寺沢　憲吾（はこだて未来大）

 1 複数の特徴を用いたオフライン手書き漢字の筆者識別に関する研究
○相馬　歩，荒井正之（帝京大）

 2 手書き変体仮名認識における単語の連接関係を利用した解の絞り込み
○渡辺　悟，鈴木徹也（芝浦工大）

 3 ラドン・ヒストグラム変換を用いたモバイル文字認識の検討
○伊藤光彦，長谷川誠（電機大）

 4 低品質文字を用いた標準パタン辞書構築による手書き署名認識法
○鎌形周平，鈴木雅人，北越大輔（東京高専）

 5 （講演取消）
 6 ベルマークの識別手法の提案

○吉永大輝，小早川倫広（都立産業技術高専）
 7 甲骨マッチングに関する研究

○森脇信啓，孟　　林，林　　磊（立命館大），安　成浩（浙江大），
泉　知論，小柳　滋（立命館大）

学生セッション［2Q会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 三次元画像処理	 座長　増田　健（産総研）

 1 複数の TOF カメラを用いた手指形状の推定
○大谷裕史，田村　仁（日本工大）

 2 位相限定相関法に基づく動画像からの高精度 3 次元復元とその性能評価
○山尾創輔，酒井修二，伊藤康一，青木孝文（東北大）

 3 3D キャプチャリングの歪み補正方式
○門田　仁，藤田　悟（法大）

 4 閉じた 3 次元表面のキャプチャリング支援
○小林弘樹，藤田　悟（法大）

 5 GPGPU を利用する 3D スキャナ向けの高効率なメモリ管理方式
○松本達弥，藤田　悟（法大）

 6 相対勾配法による 3 次元点群からの特徴抽出
○堀田富宝，岩切宗利（防衛大）

 7 シーンフローに基づく物体分割手法
○菅原勝也，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 8 3 次元マルチスライス CT 画像を用いる大動脈瘤の高精度抽出法
○堀越健人，花泉　弘（法大）

学生セッション［3Q会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 動画像処理・画像認識	 座長　前島　謙宣（早大）

 1 パーティクルフィルタを用いた複数物体追跡のハフ変換による観測手
法の検討

○佐藤恵一，鈴木幸司（室蘭工大）
 2 マッチング位置制約に基づくロバストな移動物体抽出追跡手法

○奥田哲也，富岡洋一，北澤仁志（農工大）
 3 マッチング位置制約を考慮したテンプレート検索に基づく道路標識検

出手法
○弓取恭平，奥田哲也，富岡洋一，北澤仁志（農工大）

 4 撮影画像による前方の路面状況の推定
○樫野祐太，田村　仁（日本工大）

 5 撮影画像による床路面の方向別の摩擦係数の推定
○平井勝真，田村　仁（日本工大）

 6 画像処理を用いた海浜部における漂着ゴミの判別手法の提案
○望月宏樹，登川幸生，佐藤寛美，小林祐太（日大）

 7 画像処理による靴下ペアリング手法の検討
○米谷和記，三好　力（龍谷大）

 8 画像のブロック特徴の出現傾向に着目した異常検知
○森　潤一，長尾智晴（横浜国大）

 9 超音波画像診断における微小気泡造影剤の検出手法の検討
○野呂和正，柳沢ゆかり，伊藤康一，阪本真弥，森　士朗（東北大），

志賀清人（岩手医大），小玉哲也，青木孝文（東北大）

学生セッション［4Q会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 画像検索・認識	 座長　吉永　智明（日立）

 1 複数の特徴空間における最頻共通特徴の共起に着目した画像検索結果
の洗練化

○尾崎佑樹，長尾智晴（横浜国大）
 2 不応性を有する自己組織化特徴マップによる類似画像検索における形

状・テクスチャ情報の利用
○三浦一航，長名優子（東京工科大）

 3 進化型自動画像分類システム ACSYS の並列化と高速化
○平野祐一，長尾智晴（横浜国大）

 4 シーンにおける位置と共起を考慮した画像認識
○島崎　謙，長尾智晴（横浜国大）

 5 顔と位置情報に基づく写真の自動分類と画像検索
○ Wafaa Eid，齊藤　剛（電機大）

 6 漫画技法を考慮したアニメ作品の映像要約手法
○岡嵜堅仁，石川知一，柿本正憲（東京工科大）

 7 画像処理を用いたトップスとボトムスの相性評価法の提案
○大島康平，中田洋平，日吉久礎（青学大）

 8 3D 情報を用いた洗濯物片付き度合い判定システムの提案
○広瀬大樹，三好　力（龍谷大）

 9 深度センサによる物体認識アルゴリズム
○佐藤克彰，藤澤義範（長野高専）

学生セッション［5Q会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 映像による行動理解	 座長　ウ　小軍（NTT コミュニケーションズ）

 1 三角測量によるテニスボールと選手の追跡
○山木匡一朗，中屋敷かほる，坂東忠秋（関東学院大）

 2 カメラ映像を用いた手洗い検査システムの開発
○東　秀賢，大野将樹，獅々堀正幹（徳島大）

 3 飲食店の利用率計測システムの設計と開発
○清水伸朗，田村　仁（日本工大）

 4 教室内で学習以外の行為を検知するシステムの設計
○黒沼　潤，田村　仁（日本工大）

 5 ピアノ演奏時の手指画像を用いた打鍵検出法
○國澤佳代，浜中雅俊，星野　聖（筑波大）

 6 トップダウン＆ボトムアップ注意モデルに基づく認知リハビリテー
ションにおける調理行動評価

○大井　翔，佐野睦夫，西口敏司，宮脇健三郎，宮本崇弘（阪工大）
 7 距離画像センサを用いた指文字の認識に関する研究

○田熊美沙，田中成典，塚田義典（関西大）
 8 照度変動に適応可能な“どこでもスイッチ”のための指先タッチ判定

○野崎　陽，中島克人（電機大）

学生セッション［6Q会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 人物画像処理	 座長　久保　尋之（キャノン）

 1 正面顔にあらわれる所属グループ別特徴に関する研究
○清水啓暉，田村　仁（日本工大）

 2 Kinect を用いた高精度な顔 3D モデルの構築
○松田達希，藤田　悟（法大）

 3 頭蓋骨の形状を考慮した顔の肥痩シミュレーション
○藤崎匡裕，桑原大樹，中村太郎，溝川あい，

前島謙宣，森島繁生（早大）
 4 顔の物理的特徴量が印象評価に与える影響

○原田晋吾，杉浦彰彦（静岡大）
 5 パーツ単位のモーフィングによる似顔絵生成

○小松璃子，伊藤貴之（お茶の水女子大）
 6 歩容の情報化による動きの表現

○井高悠斗，鈴木亮大，武藤友香，吉田眞澄（筑波学院大）
 7 Kinect から推定した人体寸法の個人差を用いた人物照合

○橋本怜音，劉　　征（豊田工大）

学生セッション［1R会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 音楽制作支援・演奏支援	 座長　馬場　哲晃（首都大）

 1 旋律の特徴抽出による作風類似メロディ生成
○谷山拓未，伊藤克亘（法大）
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 2 旋律概形を用いた作曲支援システム：ユーザビリティ実験の報告
○土屋裕一，北原鉄朗（日大）

 3 入力文書の印象と感情に基づく楽曲生成の一手法
○菅野沙也，伊藤貴之（お茶の水女子大），高村大也（東工大）

 4 歌声を用いた DTM 向け演奏表現パラメータの入力
○螻川内努，伊藤克亘（法大）

 5 譜めくり作業の負荷を軽減する為の楽団向け電子譜面システムの設計
と試作

○飯島安恵，今野　将（千葉工大）
 6 主題の変奏様式に着目した変奏曲の構造可視化

○村岡遼太，藤代一成（慶大）
 7 ドラム練習支援における演奏者視点 AR アニメーションと視線情報の

可視化の効果
○早川和輝，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 8 ミックスダウンの視覚化による支援システムの開発
○北谷光浩（横浜国大），上松大輝（木星ラヂヲ），根上生也（横浜国大）

学生セッション［2R会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 自動作曲・自動編曲	 座長　松原　正樹（筑波大）

 1 自動作曲システムの演奏時間に対する飽きを数値モデル化したときの
評価

○石坂柾人，大島真樹（サレジオ高専）
 2 ベイジアンネットワークを用いた四声体和声付け : コードノードの有

無による出力結果の比較
○鈴木峻平，北原鉄朗（日大）

 3 旋律の演奏表情を考慮した自動伴奏生成
○宮田佳奈，酒向慎司，北村　正（名工大）

 4 大域結合写像を用いたインタラクティブ自動作曲システム - 音楽理論
に基づいた楽曲生成アルゴリズム -

○渋谷　光，大倉典子（芝浦工大）
 5 （講演取消）
 6 遺伝的アルゴリズムを用いたコード進行を考慮した自動作曲

○菊地基希，長名優子（東京工科大）
 7 対話型遺伝的アルゴリズムを用いたユーザの嗜好と曲の構成を考慮し

た自動作曲
○高野美央，長名優子（東京工科大）

 8 ユーザの意図を反映した進化的自動作曲
○山本尚希，長尾智晴（横浜国大）

 9 GA による自動作曲手法の提案
○石川裕久，岸　義樹（茨城大）

学生セッション［3R会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 画像縮小・圧縮	 座長　甲藤　二郎（早大）

 1 超高精細映像符号化における微細な画質劣化の主観画質評価
○吉永秀人，杉浦彰彦（静岡大）

 2 段階的可能性クラスタリングによるベクトル量子化の実験的研究
○阿部真美，鈴木幸司（室蘭工大）

 3 進化計算によるベクトル量子化のためのコードブックの最適化
○大林祐基，鈴木幸司（室蘭工大）

 4 画像の顕著性に基づくベクトル量子化
○中易洋介，鈴木幸司，前田純治（室蘭工大）

 5 認識手法に適した量子化テーブルを用いる符号化方式
○松本卓也，杉浦彰彦（静岡大）

 6 小型携帯端末に適した区分的非線形画像縮小手法の開発
○大沼峻介，Prima Oky Dicky Ardiansyah（岩手県大）

 7 曲線近似を用いた領域分類による image retargeting
○中村星玲名，亀田昌志（岩手県大）

学生セッション［4R会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 画像超解像・合成	 座長　間下　以大（阪大）

 1 電光掲示板に流れるメッセージの超解像
○山口正人，岡部孝弘（九工大）

 2 進化計算法を用いたシングルフレーム超解像処理の自動構築
○夏井裕介，長尾智晴（横浜国大）

 3 監視カメラ画像の鮮明化に関する研究
○遠藤貴文，花泉　弘（法大）

 4 オブジェクト補完に基づく画像修復
○王　光輝，長尾智晴（横浜国大）

 5 オブジェクトの自動抽出に基づいた裸眼観覧時のアナグリフ画像にお
ける 2 重像の軽減手法

○小林知愛，亀田昌志，Prima Oky Dicky Ardiansyah（岩手県大）
 6 複数参照画像の構図を利用した小領域マッピングによるモノクロ画像

カラー化
○品川　淳，長尾智晴（横浜国大）

 7 Eigen Image Decomposition に基づく複合的画像処理システム
○小川達也，田村安孝，柳田裕隆（山形大）

 8 コンクリート構造物の外観検査のための画像合成法
○和田脩平，藤田悠介，浜本義彦（山口大）

 9 スポーツ選手の動きを比較するための動画合成手法
○奥山龍也，石川知一，柿本正憲（東京工科大）

学生セッション［5R会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 音楽音響信号処理	 座長　亀岡　弘和（NTT	/	東大）

 1 （講演取消）
 2 Bayesian NMF2D による音楽音響信号解析

○福田鉄也，久保田光一（中大）
 3 調波音・打楽器音分離手法を用いたギター・ベースギターの自動採譜

○木村拓也，伊藤克亘（法大）
 4 演奏動画を用いた作曲支援のためのバイモーダル型 TAB 譜採譜シス

テム
○山上泰志，伊藤克亘（法大）

 5 ギター演奏音からの難易度調整可能なタブ譜自動生成システム
○矢澤一樹，糸山克寿，奥乃　博（京大）

 6 呼気量のモデル化に基づく歌唱修正システム
○木立真希，伊藤克亘（法大）

 7 伴奏付き歌唱からの歌唱表現のパラメータ化と転写
○池宮由楽，糸山克寿，奥乃　博（京大）

 8 歌声 - 話声変換における動的音響特徴量が話声らしさに及ぼす影響
○山崎健史，池宮由楽，糸山克寿，奥乃　博（京大）

 9 咬み合わせ治療による発声改善における歌声の変化の分析
○大塚拓弥，岩井修平，中西啓太（千葉工大），安藤正遵，

千崎一義（安藤歯科クリニック），大川茂樹（千葉工大）

学生セッション［6R会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 音楽情報検索	 座長　大石　康智（NTT）

 1 不応性を有する自己組織化特徴マップを用いた音楽検索における音声
入力による検索の実現

○渡辺直樹，長名優子（東京工科大）
 2 精神テンポと楽曲のつながり方を考慮したプレイリスト生成システム

○渡辺光祐，小林亜樹（工学院大）
 3 マッシュアップ音楽作成のための選曲支援の一検討

○小林彩夏，林　義久，中根晴香，北原鉄朗（日大）
 4 商品レビューに基づく SOM を用いた音楽アーティスト分類手法

○上原裕也，北山大輔（工学院大）
 5 AAC 圧縮楽曲データに対するジャンル分類手法

○湯澤幸一朗，小早川倫広（都立産業技術高専）
 6 印象空間を用いた任意の言葉による楽曲検索：言葉の写像方法の改善

と評価方法の再構築
○頭川　愛，北村　正，酒向慎司（名工大）

 7 音響特徴量に基づいた楽曲印象のファジィ化
○新田秋平，姜　東植（琉球大）

 8 音響特徴量を用いた楽曲印象分布の推定
○絵本詩織，糸山克寿，奥乃　博（京大）

学生セッション［1S会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 身体情報処理	 座長　船瀬　親王（名工大）

 1 電極数の最適化のための PCM を用いた脳波信号のクラスタリング
○横羽　曜，Goutam Chakraborty，馬淵浩司，松原雅文（岩手県大）

 2 脳情報を用いた戦略的状況下における利他性と合理性の分析
○日下部友彦，森岡拓郎，下川哲矢（東理大）

 3 文字列照合テストを用いた脳波解析に基づく明るさ判別法の検討
○牧野亜紀，小野景子，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）
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 4 神経力学モデルと身体バブリングに基づく道具身体化と動作生成
○ Hadi Tjandra，高橋城志，村田真悟，有江浩明（早大），

山口雄紀（京大），尾形哲也，菅野重樹（早大）
 5 GPGPU による聴覚機能モデルの構築

○佐野和行，東本祥平，森勢将雅，小澤賢司（山梨大）
 6 日常的なストレスマネジメントへ向けたストレス耐性別の短期ストレ

スに対する唾液アミラーゼ活性と主観評価の関係調査
○中川卓也，高橋紳一郎，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 7 判別分析に基づく認識空間を用いた身体動作認識
○加藤拓也，加藤昇平（名工大）

 8 Kinect センサとネットアクセス制御を用いた運動支援に関する研究
○田中恵太，藤井　慶（熊本高専）

学生セッション［2S会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 コミュニケーションと学習	 座長　長名　優子（東京工科大）

 1 異種コミュニケーションロボット制御のためのプラットフォーム
○大野航也，小川　均（立命館大）

 2 ロボットと子どもの身体的コミュニケーション〜手をつなぐことによ
る関係性の構築〜

○日永田智絵，阿部香澄，長井隆行（電通大）
 3 二物体間における遠近の理解を目的としたデッサン支援学習の一検討

○加藤　翔，亀田昌志（岩手県大）
 4 論理回路学習を用いた GUI・TUI の特性の検証

○伊藤大介，岡　　誠，森　博彦（東京都市大）
 5 顔の向き推定を用いた集中度の推定システム

○山本武志，姜　東植（琉球大）
 6 マルチモーダルな共同注意学習システムへの自律バイアス調整機構の

応用
○清水隆宏，高橋達二（電機大）

 7 SSVEP を用いた障害者コミュニケーション支援システムの開発
○兵藤まりこ，千葉慎二（仙台高専）

 8 画面に対する顔位置を用いた実世界指向インターフェイスの評価
○黒岩洋佑，安井浩之，吉野邦生（東京都市大）

学生セッション［3S会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 マルチエージェントシステム	 座長　八槇　博史（電機大）

 1 GNP を用いて知識を自己獲得・利用するエージェントアーキテクチャ
○森田信吾，加藤昇平（名工大）

 2 複数回交渉問題における履歴に基づいた自動交渉エージェントの提案
○五十嵐優智，藤田桂英（農工大）

 3 コミュニティエネルギー管理システムのためのダブルオークションに
基づく電力市場モデル

○吉村卓也，金森　亮，伊藤孝行（名工大）
 4 信用取引を考慮した人工市場の構築

○内藤大輔，八木　勲（神奈川工科大）
 5 Robocup2D シミュレーションリーグにおける GA を用いたプレイヤの

行動の最適化
○藤野真矢，中村克彦（電機大）

 6 シナリオに基づく事象発生の制御が可能なエージェントシミュレー
ションプラットフォームの試作

○岡田　薫，福田直樹（静岡大）
 7 心理的距離を考慮したクラウドソーシングにおける依頼先選択支援シ

ステムの試作
○馬淵俊弥，福田直樹（静岡大）

 8 消極的な協調者の存在を考慮した公共財問題に関する一考察
○林　克樹，福田直樹（静岡大）

学生セッション［4S会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 音声対話システム・音声認識	 座長　伊藤　彰則（東北大）

 1 音声対話システムのための周辺の文脈に着目したドメイン固有語のカ
テゴリ特定

○藤巻寛継，駒谷和範，佐藤理史（名大）

 2 マルチモーダル情報を利用した未知語を含む発話のドメイン選択精度
の向上

○高橋裕己（早大），中野幹生（早大 / ホンダ RIJ），岩橋直人（京大），
左　　祥（京都工繊大），船越孝太郎（ホンダ RIJ），

岡　夏樹（京都工繊大），菅野重樹（早大）
 3 簡略表現を認識し応答に利用する音声対話システム

○秋田谷樹，駒谷和範，佐藤理史（名大），中野幹生（ホンダ RIJ）
 4 連続 2 ターンのユーザ発話を用いた発話内の未知語有無推定

○大塚嗣巳（名大），中村友昭，中野幹生（ホンダ RIJ），駒谷和範（名大）
 5 （講演取消）
 6 混合方言言語モデルと混合比推定による方言音声認識システム

○平山直樹，吉野幸一郎，糸山克寿，森　信介，奥乃　博（京大）
 7 多人数対話システムにおけるロボットの挙動に対するユーザ反応の分類

○水野　壮，駒谷和範，佐藤理史（名大）
 8 音声発話の誤分割修復のための連続する発話対の同一発話判定

○堀田尚希，駒谷和範，佐藤理史（名大），中野幹生（ホンダ RIJ）
 9 一問一答型音声対話システムにおけるシステムからの自発的な発話生成

○吉田達平，駒谷和範，佐藤理史（名大）
 10 ヒューマンロボットコミュニケーションにおける意味学習機構の有用性

○沢登京介，梅崎太造，田口　亮（名工大），保黒政大（中部大）

学生セッション［5S会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 環境・話者・感情認識	 座長　篠田　浩一（東工大）

 1 環境音に頑健な同時合図を識別するクイズ司会者の構築
○西牟田勇哉，平山直樹，大塚琢馬，杉山　治，

糸山克寿，奥乃　博（京大）
 2 （講演取消）
 3 Deep Neural Network を用いたマルチモーダル音声認識の為の特徴量

学習
○山口雄紀（京大），野田邦昭（早大），中臺一博（ホンダ RIJ），

奥乃　博（京大），尾形哲也（早大）
 4 複数スマートフォンで収録された多人数会話音声の話者決定

○米山修平，齋藤かの子，岩野公司（東京都市大）
 5 CSJ を用いた話者交代時の発話特徴抽出

○楠　和馬，奥村紀之（香川高専）
 6 ラジオ放送話者ダイアライゼーション

○安田沙弥香，小泉悠馬，伊藤克亘（法大）
 7 話者照合への影響を考慮した模倣音声の音響分析

○坂本香菜子，岩野公司（東京都市大）
 8 表情と音声を用いたサポートベクタマシンによる感情認識

○小谷野信一，長名優子（東京工科大）
 9 発話時の韻律的特徴の変化を考慮した発話のテキスト化

○熊谷亮介，安井浩之，吉野邦生（東京都市大）
 10 発話音声からの性格認知における言語情報の影響分析

○金　軼成，加藤昇平（名工大）

学生セッション［6S会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 適応音声提示	 座長　岩野　公司（東京都市大）

 1 雑音環境下のための音声案内システム：周囲の雑音レベルに合わせた
音量の自動調整

○鈴木　光，吉永眞宏，小暮計貴，北原鉄朗（日大）
 2 雑音環境下のための音声案内システム : ユーザの聞き返しに基づく音

量の自動調整
○小暮計貴，吉永眞宏，鈴木　光，北原鉄朗（日大）

 3 空間選択性を持たせたノイズキャンセルシステム
○小池祐太郎，柳田裕隆，田村安孝（山形大）

 4 介護記録作成支援システムにおける音声入力インタフェースの設計
○小川　晃，大川茂樹（千葉工大）

 5 深度センサとマイクロホンアレイを用いた音源位置可視化による聴覚
アウェアネスの提示

○井山貴裕，杉山　治，大塚琢馬，糸山克寿，奥乃　博（京大）
 6 Bluetooth を用いた視覚障がい者向け音声案内システムの構築

○武田将大，柴田義孝，橋本浩二（岩手県大）
 7 追体験メディアにおける注意誘導の提示手法

○黄　楊暘，杉山　治，大塚琢馬，奥乃　博（京大）
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 8 中間話者コーパスを用いたアニメーション演技音声のための話者変換
○塩出萌子，小泉悠馬，伊藤克亘（法大）

学生セッション［1T会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 複雑系	 座長　鳥海　不二夫（東大）

 1 繰り返し型囚人のジレンマゲームにおける次手宣言の進化
○羅ゼイジン，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 2 他者間仲介行動と協力行動の共進化
○小島拓郎，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 3 感情の起源は利得の誤評価にあるか
○岡田彩夏，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 4 （講演取消）
 5 不確定情報の下での条件文と双条件文の 3x3 真理値表

○横川純貴，高橋達二（電機大）
 6 不確実な共起頻度からの因果関係の帰納推論

○横川純貴，高橋達二（電機大）
 7 （講演取消）
 8 汎用自動行動計画問題の輸送計画問題への帰着・変換法について

○信原一仁（東大），今井達也（東工大），Alex Fukunaga（東大）

学生セッション［2T会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 知能システム・インタラクション	 座長　山下　倫史（産総研）

 1 制約ネットワークを用いたレスポンシブなインタラクティブシステム
○宮崎庸平，今井倫太，鳩　康彦（慶大）

 2 複数の内部状態を管理する 2 人ゲームの数理モデル
○星　　聡，藤田　悟（法大）

 3 探索と知識利用のトレードオフに対する人間の行動
○並木尚也，高橋達二（電機大）

 4 ソシオン理論に基づく人間関係の支援システム
○岨野太一，今井倫太，大隅俊宏（慶大）

 5 ヘッドマウント視線追尾装置における頭部動き補償キャリブレーショ
ンの開発

○堀江友祐，Prima Oky Dicky A.，伊藤久祥（岩手県大）
 6 動画の特徴点と視聴時の注視点を用いた視線推定のための非明示的な

補正手法の提案
○川畑伸聡，伊藤久祥（岩手県大）

 7 注視点計測を用いた画像から自己相似構造の抽出
○古戝友規，櫻井大督，吳　湘筠，高橋成雄（東大）

 8 優先搭乗券の発券枚数調整によるテーマパークの混雑緩和
○佃　勇平，須貝康雄（千葉大）

学生セッション［3T会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 最適化	 座長　有田　隆也（名大）

 1 蟻コロニー最適化への認知バイアスの付加による非定常問題への対応
○野口直人，高橋達二（電機大）

 2 人工蜂コロニーアルゴリズムにおける不確実な環境での知識利用とそ
の機能

○小澤優太，高橋達二（電機大）
 3 粒子群最適化における粒子間距離を用いた群形成方法

○上鍋秀幸，能登正人（神奈川大）
 4 複数フェロモンを用いたサムライアリコロニー最適化アルゴリズム

○津留貴陽，能登正人（神奈川大）
 5 群れの挙動における相転移とスケールフリー相関

○坂本佑樹，高橋達二（電機大）
 6 ハミング距離に基づく遷移確率を用いた PSO によるグラフ色塗り問題

の解法
○青木拓也，狩野　均（筑波大）

 7 iGA に基づく交渉支援システムのための効率的な効用推定エージェン
トの提案

○安田将典，藤田桂英（農工大）
 8 対話型遺伝的アルゴリズムを用いたオフィスレイアウト支援システム

における部屋の割り当て案の生成
○茂木健太，長名優子（東京工科大）

 9 対話型遺伝的アルゴリズムを用いた室内レイアウトシステムの開発
○趙　冬青，狩野　均（筑波大）

学生セッション［4T会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 エージェントシミュレーション	 座長　栗原　聡（電通大）

 1 Swarm を使用したデマンドバスのシミュレーションの開発
○坪山　宰，水野一徳（拓大），西原清一（筑波大），佐々木整（拓大）

 2 マルチエージェントシミュレーション統合のためのモデル共有機構の
開発

○磯貝邦昭（名大），八槇博史（電機大）
 3 マルチエージェントを用いた事業分析シミュレータの構築

○川口英俊，秋吉政徳（広島工大）
 4 少人数トラッキングデータに基づく大規模歩行集団シミュレーション

モデルの構築
○播磨大輝，前川廣太郎，延原　肇（筑波大）

 5 マルチエージェントモデルを用いた災害時避難方法検討支援用システ
ムの開発

○田中和幸，河原好孝，古市昌一（日大）
 6 マルチエージェントを用いた大学等を対象とした避難シミュレーショ

ンシステムにおけるグループの移動方法の改善
○山岸貴広，長名優子（東京工科大）

 7 避難者の情報伝達能力を考慮した広域災害避難シミュレーション
○松島　弘，狩野　均（筑波大）

 8 災害避難への分散制約最適化手法の適用
○木下克也，飯塚泰樹（東海大）

学生セッション［5T会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ロボティクス	 座長　加藤　昇平（名工大）

 1 筆跡の個人性を学習する書道ロボット
○関原涼介，梅崎太造，田口　亮（名工大），

保黒政大（中部大），加藤　嗣（名工大）
 2 （講演取消）
 3 POMDPs 環境のための決定的政策を学習する Profit Sharing による四

足歩行ロボットの歩行モーションの獲得
○森野友哉，長名優子（東京工科大）

 4 POMDPs 環境のための決定的政策を学習する Profit Sharing による
アーム型ロボットの行動学習

○吉田匠汰，長名優子（東京工科大）
 5 POMDPs 環境のための決定的政策を学習する Profit Sharing による二

足歩行ロボットの姿勢制御
○鈴木利宏，長名優子（東京工科大）

 6 自律移動ロボットによる特定人物追跡に関する研究
○戸上千裕，長尾智晴（横浜国大）

 7 Robocup 標準プラットフォームリーグにおけるロボット間通信を加え
た自己位置同定方式

○渡部陽平，中村克彦（電機大）
 8 複数の座標系候補を持つ相対的な概念の学習

○東　拓実，加藤　嗣，田口　亮，梅崎太造（名工大），
保黒政大（中部大）

学生セッション［6T会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 人工知能応用システム	 座長　福田　直樹（静岡大）

 1 動作音を用いた真空ポンプの故障診断 ーー動作音から見た真空ポンプ
の摩耗性故障進行モデルの同定ーー

○松田将大，久代紀之（九工大），
高原邦夫（ナガセテクノエンジニアリング）

 2 3D プリンタとスキャナを用いた実物体の物理的機能に関する進化的
改善システム

○秋山拓也，鈴木麗璽，有田隆也（名大）
 3 セル生産システムに対する汎用プランニングの適用

○遠藤翔馬，浅井政太郎，福永 Alex（東大）
 4 次世代交通システムのための自動交渉に基づく経路割当機構について

○高橋　淳，金森　亮，伊藤孝行（名工大）
 5 SNS 上の画像群からのユーザー嗜好の抽出と観光広告への応用

○石野淳一，中田洋平，日吉久礎（青学大）
 6 SOM を用いたデジタルサイネージ掲載コンテンツの可視化支援

○赤堀優志，近藤貴裕，渡邉貴之（静岡県大）
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 7 LOD 検索におけるエンドポイント探索への Budget-Limited Multi 
Armed Bandit に基づく最適化手法適用への検討

○稜野寿章，福田直樹（静岡大）
 8 Web 情報の統計分析に基づく命題の真偽判断

○松岡雅也，奥村紀之（香川高専）

学生セッション［1U会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ゲーム	 座長　大久保　誠也（静岡県大）

 1 パターンデータベースを利用した箱入り娘型スライディングパズルの
最適解の探索

○加藤貴之，山本修身（名城大）
 2 強化学習を用いた人狼における最適戦略の抽出

○梶原健吾，鳥海不二夫，大橋弘忠（東大），大澤博隆（筑波大），
片上大輔（東京工芸大），稲葉通将（広島市大），

篠田孝祐，西野順二（電通大）
 3 人間との相互作用を考慮した鳥の行動シミュレーション

○小川浩輝，石川知一，柿本正憲（東京工科大）
 4 モンテカルロ法を用いた一般化アマゾンの最適着手の探索

○加藤　光，山村明弘，髙谷眞弓（秋田大）
 5 棋力に応じた将棋手筋学習システムの設計と試作

○中川聖也，孟　　林，山崎勝弘（立命館大）
 6 不完全情報ゲーム UNO のモンテカルロ法による解法

○松岡　確，堀内　研，中山泰一（電通大）
 7 コンピュータ大貧民でのモンテカルロ法における相手手札推定率と勝

率との関係
○平嶋遼馬，鈴木徹也（芝浦工大）

 8 BDI モデルを用いたロールプレイングゲームのための AI
○ MATTEO BERNACCHIA，星野准一（筑波大）

 9 日本語クロスワードパズルを解く：辞書逆引きにおける検索語の重み
の決定法

○内木賢吾，佐藤理史，駒谷和範（名大）

学生セッション［2U会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 強化学習	 座長　山崎　啓介（東工大）

 1 ルールベース型エージェントフレームワークにおける学習エージェン
ト設計支援機構の拡張

○日比野雅人，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）
 2 多目的タスクにおけるタスク空間分割を利用した Multi-agent profit 

sharing
○木田椋子，長行康男（大手前大）

 3 適応的に変化する進化型ニューラルネットワークによるエージェント
の行動獲得

○広井香菜子，長尾智晴（横浜国大）
 4 階層型グラフ構造状プログラム自動生成手法による自律エージェント

の行動獲得
○秋本紗矢香，長尾智晴（横浜国大）

 5 スパースコーディングを用いた強化学習における転移学習の一考察
○齋藤　碧，小林一郎（お茶の水女子大）

 6 ニューラルネットワークを用いた動的兵器割当問題の解法
○山岡香苗，岩井啓輔，田中秀磨，黒川恭一（防衛大）

 7 凹凸した適応度地形における個体学習と社会学習の共進化
○平賀健太郎，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 8 遺伝的アルゴリズムを用いた強化学習モジュール化手法
○吉田裕昭，橋本周司（早大），中村真吾（芝浦工大）

 9 カオス四元数多方向連想メモリ
○奥津拓海，長名優子（東京工科大）
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第 3分冊	 （ネットワーク）

一般セッション［3D会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 M2Mネットワーク	 座長　山中　仁昭（広島国際大）

 1 M2M データ解析手法の検討
○安田晃久（M2M 研究会），北上眞二（三菱），小泉寿男（M2M 研究会）

 2 M2M 機器間の協調制御方式
○岡崎正一，渡辺　透，小泉寿男（M2M 研究会）

 3 大規模 M2M サービスのための複合イベント処理システムと評価
○小林佑嗣，磯山和彦，喜田弘司（NEC）

 4 分散協調 M2M システムアーキテクチャの提案
○北上眞二（早大），岡崎正一（M2M 研究会），

宮西洋太郎（アイエスイーエム），浦野義頼，白鳥則郎（早大）
 5 M2M システムにおけるイベント駆動に基づく効率的データ収集方式

○薛　　浩，北上眞二（早大），宮西洋太郎（アイエスイーエム），
浦野義頼，白鳥則郎（早大）

 6 M2M システムにおけるルールベースの自律分散機器制御方式
○李　　斌，北上眞二（早大），宮西洋太郎（アイエスイーエム），

浦野義頼，白鳥則郎（早大）
 7 クラウドサービスにおける利用者の安心感を実現するセキュリティ確

保方式
○韓　嘯公（早大），宮西洋太郎（アイエスイーエム），

北上眞二，浦野義頼，白鳥則郎（早大）

一般セッション［4D会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 符号化とマルチメディア応用	 座長　石川　孝明（早大）

 1 PSO フラクタル符号化の GPU による高速化
○石橋諒馬，鶴見　智（群馬高専）

 2 フラクタル符号化特徴量を用いた対話型遺伝的アルゴリズムによる類
似画像検索

○栃原直哉，鶴見　智（群馬高専）
 3 IPTV サービスにおけるパケットロス環境下のデコーダ制御方式

○前田慎司，横里純一，三浦　紳（三菱）
 4 DLNA サーバにおけるコンテンツリストの動的生成を用いた同期配信

制御方式
○坂口広樹，花田武彦，三浦　紳（三菱）

 5 電波強度と表示端末の移動履歴を利用したセンサ情報の AR 可視化
○山崎蓮馬，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

一般セッション［5D会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 モバイルコンピューティングとコンシューマシステム

	 	 座長　鈴木　秀和（名城大）

 1 移動車両におけるスループット計測を用いた無線 LAN 接続制御
○高橋　幹（岩手県大），今田諭志，鈴木信雄（KDDI 研）

 2 実使用条件を考慮した建物内位置推定
○菊池剛多，大山　実（電機大）

 3 通信混雑下でのモバイルサービスアプリケーションの考察
○門脇　保，永澤弘樹，郷　健一，鈴木健一，渡辺俊勝，小梨貴史，

成田陽広（NEC ソフトウェア東北）
 4 ホームネットワーク接続機器の状態把握に関する提案

○高谷太紹，美原義行，小林昭久，山口徹也（NTT 西日本）
 5 DNS を用いた Web アクセスの転送制御による複数端末間の Web ペー

ジ同期方式
○川本亜紀子，城島貴弘（NEC）

 6 クラウドソーシングに基づくレストランの不定な閉店時間の推定
○梶　克彦，河口信夫（名大）

 7 滞在地と経路に着目した生活圏抽出法の検討
○松尾雄二，原　　直，阿部匡伸（岡山大）

 8 Twitter を利用した番組視聴傾向によるユーザ分類手法
○澤井里枝，中川俊夫（NHK）

一般セッション［6D会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 ネットワーク管理	 座長　下川　俊彦（九産大）

 1 ネットワークの省電力化と簡易電力測定装置の開発
○松田勝敬，角田　裕（東北工大）

 2 ネットワーク管理技術を基盤とした情報通信システムの省電力化
○和泉　諭，中村直毅，菅沼拓夫，白鳥則郎（東北大）

 3 ネットワークの概略図作成方式の検討
○久保　満，古谷信司（三菱），

荒井和昌（三菱電機インフォメーションシステムズ），
大松史生（三菱）

 4 電子工作愛好者向けセキュリティゲートウェイの構築（第一報：設計
と実装）

○大野浩之（金沢大），鈴木裕信（専修大）
 5 電子工作愛好者向けセキュリティゲートウェイの構築（第二報：運用

と管理）
○大野浩之（金沢大），鈴木裕信（専修大）

一般セッション［1E会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ITS	 座長　屋代　智之（千葉工大）

 1 車車間通信対応車載機器の試験を考慮した車載 S/W シミュレータ結
合手法の提案

○嶋井優介，桐村昌行，松本利夫，下谷光生，岡田伸輝（三菱）
 2 車載向けセンサ情報サーバプラットフォームの開発と応用

○平川　剛，Kwe Phyu Phyu，伊藤健太，柴田義孝（岩手県大）
 3 スマートフォンのセンサーを用いた鉄道車両の路線分類

○川上礼次，マッキン ケネス，永井保夫（東京情報大），
藤吉　誠（日立造船）

 4 プローブカーによる車間距離測定を応用した交通流モニタリング
○瀬尾　亨，日下部貴彦，朝倉康夫（東工大）

 5 時間依存辺コストの予想値を用いた最短経路探索
○鈴木　晋（愛知工大）

 6 エリアワンセグを併用した津波避難ナビシステムの実証実験
○板宮朋基（東京工科大），山岸　亨（JVC ケンウッド）

 7 車載情報表示装置向け表示レイアウト変更手法の提案
○田中宏平（三菱）

 8 手の近づき検知による走行中の車載情報機器操作に伴うディストラク
ションの低減

○高田晋太郎，松原孝志，森　直樹（日立）

一般セッション［2E会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 ユビキタスコンピューティングと情報システム

	 	 座長　高橋　秀幸（東北大）

 1 ファリシテータ支援機構に基づく大規模意見集約システム
COLLAGREE の開発と評価〜名古屋市次期総合計画のネット上のタウ
ンミーティングでの社会実験〜

○伊藤孝行，伊美裕麻，伊藤孝紀，秀島栄三（名工大）
 2 高齢者を対象とした小規模地域コミュニケーション支援システムの運

用に向けたシステム評価テストの結果報告
○櫻井　優，坂本泰伸，松澤　茂，武田敦志，松本章代，

柏葉俊輔，高橋伸輔（東北学院大）
 3 認知症の早期発見を目的としたライフログからの異常検出手法につい

ての一検討
○松本章代，坂本泰伸，松澤　茂，武田敦志，櫻井　優，

柏葉俊輔，柴田美夏（東北学院大）
 4 可視光照明を活用した音声通信システムの検討

○山南圭吾，宮保憲治，江川香奈（電機大）
 5 多属性データの照合を短時間で実現する差分探索方式の提案と評価

○山崎健太郎，小林佑嗣，喜田弘司（NEC）
 6 NetCommons と ReaD&Researchmap を利用した研究情報システムの

構築
○高橋　薫，関口佑佳（国立高等専門学校機構），

永原　篤（オープンソース・ワークショップ），新井紀子（NII）

学生セッション［3U会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ジェスチャ・行動認識	 座長　米澤　拓郎（慶大）

 1 人体通信装置の心電図への影響調査に関する一検討
○竹内章裕，加藤康男，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 2 ウェアラブルセンサを用いた発汗量推定モデルのパラメータ調整に関
する一検討

○濱谷尚志，内山　彰，東野輝夫（阪大）
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 3 キネクトと無線心拍計を連動させた運動者アバター表示システム
○中田貴大，近藤亮磨，田島誠也，中束　渉，岩井将行（電機大）

 4 スマートフォンの携帯位置を含んだ行動認識システム
○宮本真己，小川　均（立命館大）

 5 地図情報と連携した歩行中におけるスマートフォン利用危険場面の推定
○佐伯　翼，細川茂樹，岡崎侑哉，藤波香織（農工大）

 6 駅ホーム上でのスマートフォンのながら使用における転落危険場面の
推定

○野牧　央，佐藤　真，藤波香織（農工大）
 7 ウェアラブルセンサを用いたテニス上達支援システムの提案と考察

○増田大輝（電通大），田坂和之，大岸智彦（KDDI 研），
小花貞夫（電通大）

 8 手をかざすことによる実世界デバイス操作手法
○田中舜一，田中二郎（筑波大）

 9 手首・肘の回転によるスマートフォン UI の制御
○中野馨介，藤田　悟（法大）

 10 ユーザ非依存なジェスチャ認識のための動作の実施時間と勢いの影響
○岩﨑正裕，藤波香織（農工大）

学生セッション［4U会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 運転支援と交通の安全	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 車両群としてのエコドライブアシストシステムの研究
○村瀬　昴，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 2 理想的ドライバモデルを目指した時系列センサデータの確率モデルに
基づく運転支援システムの検討

○山川達也，鈴木結香子（同志社大），山口晃広（名大），
島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）

 3 運転行動からのドライバの歩行者への気づきの確率的推定
○深川裕規，山田啓一（名城大）

 4 FlexSensor を用いた自動車操縦インターフェースの開発
○湊　崇文，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 5 車両センサとモバイルセンサを統合した運転行動センシングにおける
指標抽出

○中村裕貴（電機大），劉　広文，瀬崎　薫（東大），
岩井将行（電機大）

 6 （講演取消）
 7 補助線を用いたライン走行アルゴリズムの開発

○神谷亨昌，築地立家（電機大）
 8 小型無人飛行体を用いた個人用知的移動体の安全性の向上

○山﨑　駿，尾崎宏樹，矢田幸大，長尾　確（名大）
 9 走行のしやすさを考慮したパーソナルモビリティマップの提案

○山入端峻，山田孝治，赤嶺有平，當間愛晃，遠藤聡志（琉球大）

学生セッション［5U会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 交通シミュレーションと情報提供	 座長　梅津　高朗（滋賀大）

 1 改良型 Stochastic Cell Transmission Model を用いた交通シミュレー
ションの実装

○徳田　渉，金森　亮，水野敬太，伊藤孝行（名工大）
 2 インターナショナルドライビングシミュレータの開発 - 実世界を反映

した他車輌の表現 -
○佐々木翔生，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 3 交通シミュレーションシステムの開発
○諏訪佑介，鄭　萬溶（沼津高専）

 4 個々の車両動作を再現するミクロ交通流シミュレータ
○大植達也，加藤　翼，柿澤浩仁，清原良三（神奈川工科大）

 5 粒子フィルタを利用した都市高速道路における潜在的ランプ間 OD 交
通量の推定

○小篠耕平，井料隆雅（神戸大），朝倉康夫（東工大）
 6 大規模駐車場での区画管理クラスタ間の車車間オーバレイトポロジー

構成法と空塞情報収集法
○山下翔平，高見一正（創価大）

 7 リアルタイム画像カーナビのための車載カメラ画像の取捨選択方法
○伊藤亮輔，大貫斗士，松本克也，石原　進（静岡大）

 8 ドライバーへの位置依存画像情報提供のための車々間通信による近接
車両協調に基づく提供画像選出方式

○松本克也，伊藤亮輔，大貫斗士，石原　進（静岡大）
 9 ドライバーへの位置依存画像情報提供システムにおける VANET を利

用した類似要求に対する要求集約と近接車両に対する事前配布
○大貫斗士，松本克也，伊藤亮輔，石原　進（静岡大）

学生セッション［1V会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ソーシャルメディア応用	 座長　数原　良彦（NTT）

 1 SNS 連動型デジタルサイネージにおけるコンテンツ推薦機能
○近藤貴裕，杉山航平，赤堀優志，大多和均，渡邉貴之（静岡県大）

 2 滞在時間に注目した Web 広告管理システム構築に関する研究
○山下行人，斎藤　一，隼田尚彦，向田　茂，安田光孝（北海道情報大）

 3 グループワークにおける回答共有型 Android アプリの開発
○松永真里，山守一徳（三重大）

 4 今来たさん：Twitter ボットを利用した入室セキュリティ強化
○大野敬子，椎尾一郎（お茶の水女子大）

 5 twitter のつぶやきに連動してフォロワーの聴いている曲が伝搬や拡散
する音楽サービス

○川島誠弘（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），
上林憲行（東京工科大）

 6 ハッシュタグの種類とツイートダイナミクスの関係性
○武市融紀，笹原和俊，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

 7 Twitter におけるツイートの関連性可視化システム
○芝田圭佑，小川貢平，藤井友紀子，濱川　礼（中京大）

 8 Twitter からユーザ情報の抽出及びプロフィール化
○的埜孝宏（法大）

 9 利用者指向情報提供システムにおける異種コンテンツの連携機構の設計
○蜂谷雄介，古田土翔大，高橋秀幸，笹井一人，

北形　元，木下哲男（東北大）

学生セッション［2V会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 地図情報とナビゲーション	 座長　木谷　友哉（静岡大）

 1 写真からの平面抽出とテクスチャマッピングによる屋内 3 次元地図生
成の自動化支援

○尾崎宏樹，長尾　確（名大）
 2 ローカルエリアにおけるストリートビューの研究

○長濱　翔，大谷　真（湘南工科大）
 3 乗降者数データと運行実績データを用いたバス到着時刻予測手法の提案

○前川裕一，中島秀之，白石　陽（はこだて未来大）
 4 （講演取消）
 5 拠点滞在型観光における観光促進支援システムの構築

○小野寺真一，岡本　東，菅原光政（岩手県大）
 6 GPS アート生成のための最適歩行経路探索システム

○三谷哲心，高井昌彰（北大）
 7 Twitter データに基づく二輪車向けナビゲーションシステムの提案

○山本美佳，中井寿一，河合由起子（京産大），川崎　洋，
赤木康宏（鹿児島大），若宮翔子（兵庫県大）

 8 ランドマークの可視性を考慮した歩行者および二輪車向けナビゲー
ションシステムの提案

○米倉梨菜，赤木康宏（鹿児島大），河合由起子（京産大），
川崎　洋（鹿児島大）

 9 複数台自転車による分散協調型の危険個所共有システムの提案
○山本　光，田端佑介，河内雄太，浅田翔平，金田重郎（同志社大）

学生セッション［3V会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 位置推定（1）	 座長　山口　弘純（阪大）

 1 手に保持された端末の慣性センサ・ジャイロセンサを用いた歩行者移
動状態推定及び移動経路推定

○太田麗二郎，廣津登志夫（法大）
 2 加速度センサーによる歩行動作の認識に基づく位置推定方式の設計

○梅木　陽，平石広典（秋田高専）
 3 スマートフォン内の複数センサを用いた歩行者位置推定

○遠藤　巌，藤田　悟（法大）
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 4 マルチセンサ位置推定手法における無線 LAN 受信遅延の影響
○巾　達也，梶　克彦，河口信夫（名大）

 5 位置指紋法における電波強度マップ構築の効率化検討
○小柳健吾，吉田博哉（神戸情報大）

 6 無線 LAN 位置推定におけるモバイル基地局の検出とその応用
○武島知勳，河口信夫，梶　克彦（名大）

 7 多情報を用いた高精度宅内ロボット位置推定手法
○解　　非，田胡和哉（東京工科大）

 8 音ランドマークを用いたマルチコプターの定位
○ラナ シナパヤ（東北大），中村圭佑，中臺一博（ホンダ RIJ），

高橋秀幸，木下哲男（東北大）
 9 音響アレイによる屋内測位システム

○河村尚典，田村安孝，柳田裕隆（山形大）

学生セッション［4V会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 位置推定（2）	 座長　梶　克彦（名大）

 1 マイクロホンアレイの位置推定によるホース型ロボットの姿勢推定
○坂東宜昭，大塚琢馬，糸山克寿（京大），

昆陽雅司，田所　諭（東北大），
中臺一博（ホンダ RIJ/ 東工大），奥乃　博（京大）

 2 屋内ジオフェンシングのための位置推定手法の提案
○副島康太郎，白石　陽（はこだて未来大）

 3 ジオフェンシングサービスにおける効果的な消費電力削減手法の提案
○関谷仁志，本田和明，中村嘉隆，高橋　修（はこだて未来大）

 4 行動履歴に基づく居室者状況予測システムの設計
○天野滉久，平石広典（秋田高専）

 5 複数移動体の安全自動走行のための動的な経路生成とその評価
○久保田芙衣，尾崎宏樹，矢田幸大，長尾　確（名大）

 6 GPS ログ収集アプリケーション - ゲーミフィケーション要素の有用性 -
○今田洋介，井上雅史（山形大）

学生セッション［5V会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 位置計測	 座長　西尾　信彦（立命館大）

 1 行動知識を用いた歩行者自律測位手法の検討
○村田雄哉，梶　克彦，河口信夫（名大）

 2 無線センサネットワークを用いたバス位置推定手法の提案
○加藤謙作，畠　基成，足達　元，鈴木秀和，松本幸正（名城大）

 3 TLIFES における省エネ位置測位のための屋内外判定手法の検討
○伴　拓実，鈴木秀和，旭　健作，渡邊　晃（名城大）

 4 受信電波強度を用いた位置測定手法の提案
○古舘達也，豊瀬冬実，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 5 スマートフォンを用いた移動状態推定手法に関する一検討
○篠崎優介，羽多野裕之，藤井雅弘，渡辺　裕（宇都宮大）

 6 スマートフォンのセンサを用いた保持状態に基づく歩行者デッドレコ
ニングに関する一検討

○星　尚志，羽多野裕之，藤井雅弘，渡辺　裕（宇都宮大）
 7 複数 Kinect 間における歩行者位置情報の共有及び絶対座標での可視化

○近藤亮磨（電機大），劉　広文（東大），岩井将行（電機大）
 8 イベント空間における人の移動軌跡収集とその解析

○渡邉優太（会津大），太田昌克（NTT），宮崎敏明（会津大）
 9 床マーカを利用した位置検出方式の研究

○阪口亮介，大木　優，平野　剛，高橋圭一（近畿大）
 10 無線センサネットワークにおける自己組織化ノード位置推定方式の実

装とその評価
○北之馬貴正，高島優斗，安達直世，滝沢泰久（関西大）

学生セッション［6V会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 位置情報活用支援	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 AR ナビアプリケーションの開発
○藤本雄紀，田中成典（関西大），中村健二（阪経大）

 2 位置情報サーバを用いた屋内 AR ナビゲーションシステム
○栗原和也，佐藤文明（東邦大）

 3 部屋番号のパターンを用いた屋内ナビゲーションシステムの提案
○仁多見遼，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 4 Android 端末を用いた迷子捜索支援システム
○星野浩幸，田村　仁（日本工大）

 5 スマートフォンを活用したウォーキング支援サービスの検討
○武藤　武，佐々木喜一郎（岐阜経済大），安田孝美（名大）

 6 場の雰囲気にもとづく散策観光支援システム
○阪口大弥，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 7 観光地での旅ノート型情報継承による偶発的観光の支援
○高木修一，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 8 屋内施設における迷子防止サービスの構築
○木村峻介，松本卓人，浜中雅俊，李　昇姫（筑波大）

学生セッション［1W会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 無線ネットワーク	 座長　内藤　克浩（三重大）

 1 可視光タグシステムによって検出した端末位置に基づくアクセスポイ
ントのキャリアセンスレベル制御による無線 LAN スループット改善
方法

○村上航大，伊藤達哉，石原　進（静岡大）
 2 多数の近接する移動無線 LAN の総スループット向上を目指すチャネ

ル割当方法
○磯村美友，熊谷菜津美（お茶の水女子大），村瀬　勉（NEC），

小口正人（お茶の水女子大）
 3 移動端末の無線 LAN 環境における周辺情報を利用した輻輳ウィンド

ウサイズ適応手法の評価
○飯尾明日香，小口正人（お茶の水女子大）

 4 近接時の WLAN における公平性制御
○森内彩加（お茶の水女子大），村瀬　勉（NEC），

小口正人（お茶の水女子大）
 5 多数の近接無線 LAN における品質向上を目指すコンテキストアウェ

アなマルチレート制御
○熊谷菜津美，磯村美友（お茶の水女子大），村瀬　勉（NEC），

小口正人（お茶の水女子大）
 6 複合無線アクセスネットワークにおけるパケット到着乱れの抑制制御

方式
○川原隆靖，滝沢泰久，野田健太朗（関西大）

 7 マルチホップ無線全二重通信における中継 MAC プロトコルの基礎的
実装

○中川　翔，杉山佑介（静岡大），木崎一廣（通菱テクニカ），
猿渡俊介（静岡大），渡辺　尚（阪大）

 8 （講演取消）
 9 UHD を用いたソフトウェア無線 OFDM の実装について

○山﨑景太（静岡大），石橋功至（電通大），猿渡俊介（静岡大），
渡辺　尚（阪大）

 10 データと電力同時伝送のための干渉除去手法の初期的評価
○杉山佑介，猿渡俊介（静岡大），渡辺　尚（阪大）

学生セッション［2W会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 モビリティとアドホックネットワーク	 座長　石原　進（静岡大）

 1 NTMobile における RS-N の二重化と状態管理手法の提案
○井貝友哉，土井敏樹，上醉尾一真，鈴木秀和（名城大），

内藤克浩（三重大），渡邊　晃（名城大）
 2 NTMobile における通信経路冗長化を抑制するリレーサーバ選択手法

の提案
○若杉　純，土井敏樹，鈴木秀和（名城大），

内藤克浩（三重大），渡邊　晃（名城大）
 3 NTMobile における通信遅延最小化のための動的 DC 選択手法の提案

○上山雄輝，上醉尾一真，鈴木秀和（名城大），
内藤克浩（三重大），渡邊　晃（名城大）

 4 NTMobile におけるサーバ群の統合的管理システムの提案
○田内千裕，上醉尾一真，鈴木秀和（名城大），

内藤克浩（三重大），渡邊　晃（名城大）
 5 IPv4/IPv6 変換のための Locator/ID 分離アーキテクチャにおけるハン

ドオーバ処理の改良方式
○三浦昂平，木村成伴（筑波大）

 6 アドホック用プロトコル AODV における制御メッセージ削減手法の検討
○笹岡昭彦，平川　豊，大関和夫（芝浦工大）
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 7 MANET におけるトラフィック状況を考慮したクラスタベースルー
ティングアルゴリズムの提案

○浅沼佑紀，中村嘉隆，高橋　修（はこだて未来大）
 8 車車間通信用ハイブリッド型ルーティングプロトコル

○原田貴雄，小山明夫（山形大）
 9 MANET の経路安定度を考慮したゲートウェイ間フロー制御方式

○清水正明，高見一正（創価大）
 10 階層的ネットワークインフラにおける残存電力を考慮した MANET の

ためのインターネット接続方式
○石黒　輝，木村成伴（筑波大）

学生セッション［3W会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 アドホックネットワーク	 座長　内藤　克浩（三重大）

 1 無線メッシュネットワーク用フローベース QoS ルーティングプロトコ
ルの提案と評価

○大江潔昂，小山明夫（山形大）
 2 マルチホップマルチレートネットワークにおける接続先選択と中継

ノードのスケジューリングの性能評価
○藤井聡佳（お茶の水女子大），村瀬　勉（NEC），

小口正人（お茶の水女子大）
 3 有線 / 無線相互補完通信を用いたマルチゲートウェイメッシュネット

ワークの提案と実装
○河合孔明，遊佐直樹，峰野博史（静岡大）

 4 複数の浮流ノードを用いたマルチホップ無線映像伝送システムの提案
○長島大貴，中島竜太郎，石原　進（静岡大）

 5 （講演取消）
 6 無線メッシュネットワークのための可視化システムの提案と評価

○熊田雄紀，小山明夫（山形大）
 7 アドホックネットワークにおけるホップ数と電波強度について

○畠　俊光，三好　力（龍谷大）
 8 アドホックネットワークにおける P2P ストリーミング環境の検討

○田中雄也，三好　力（龍谷大）

学生セッション［4W会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 モバイルプロトコルとアプリケーション	 座長　石原　進（静岡大）

 1 複数携帯電話端末による協調受信機構の設計
○小川亮二，狐崎直文，戸辺義人（青学大）

 2 スマートフォン向け移動透過通信技術の実装手法に関する提案
○水野貴文，上酔尾一真，鈴木秀和（名城大），

内藤克浩（三重大），渡邊　晃（名城大）
 3 スマートフォンの Firefox OS と Android の消費電流量に関する一考察

○井原卓也（電通大），田坂和之，大岸智彦（KDDI 研），
小花貞夫（電通大）

 4 Android 端末における Thick/Thin クライアント制御機能の一検討
○本橋史帆，小口正人（お茶の水女子大）

 5 “ながらスマートフォン”防止システムの開発
○根岸　匠，田中二郎（筑波大），神場知成（NEC ビッグローブ）

 6 フォーマット分類機構に基づく帳票管理支援システムの試作
○藤江翔太郎，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 7 （講演取消）

学生セッション［5W会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ネットワーク省電力制御	 座長　菅沼　拓夫（東北大）

 1 無線センサネットワークにおける通信方式の動的切り替え方式
○平沼成彬，久保田稔（千葉工大）

 2 センサネットワークのためのスリープモードを考慮した OLSR の改良
方式

○齊藤祐希，木村成伴（筑波大）
 3 携帯端末における充電残量を考慮したエコアウェアエージェントの設

計
○生出真人（仙台高専），魏　文鵬（東北大），高橋晶子（仙台高専），

木下哲男（東北大）
 4 MANET における SIP 通信を考慮したルーティングの提案

○等々力宏之，高見一正（創価大）

 5 ネットワークスイッチ省電力化システムの開発
○林野孝俊，下川俊彦，神屋郁子（九産大）

学生セッション［6W会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 無線センサ・アクチュエータネットワーク

	 	 座長　関根　理敏（沖電気）

 1 農業向け高信頼双方向多点無線センサ / アクチュエータネットワーク
システムの実装

○井林宏文，鈴木雄也（静岡大），今原淳吾，
大石直記（静岡県農林技術研），黒田正博（NICT），

峰野博史（静岡大）
 2 大規模センサネットワーク構築のためのシームレスなデータ共有

○岩田寛生，末松直樹，宮崎敏明（会津大）
 3 シナリオ記述による無線センサネットワークの機能割り当て法

○小林広治，宮崎敏明（会津大）
 4 大規模センサネットワークのためのエミュレーション環境の構築

○馬場大輔，Deze Zeng，宮崎敏明（会津大）
 5 無線センサノードにおける省電力 FPGA を用いたセンサデータ処理の

提案
○山口翔一，宮崎敏明（会津大）

 6 無線センサネットワークにおける移動ロボットを用いたノード交換に
関する一検討

○徐　　英，渡邊裕司（名古屋市大）
 7 無人観測のための自律移動型ノードを利用したセンサネットワークシ

ステム
○杉井祐太，横田裕介，大久保英嗣（立命館大）

 8 大規模センサネットワークに好適なデータベースの比較検討
○末松直樹，岩田寛生，宮崎敏明（会津大）

学生セッション［1X会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ネットワーク方式	 座長　長谷川　輝之（KDDI 研）

 1 圧縮方式のタイマー切り替えによる効率的通信手法についての考察
○表　雅之，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）

 2 安定した配信を実現するための ALM ツリー構築手法の検討
○池田敏明，平川　豊，大関和夫（芝浦工大）

 3 複数の配信ツリーを持つ P2P ライブ配信システム
○土方健志，吉浦紀晃（埼玉大）

 4 待ち行列長の変化を考慮した動的パケット優先破棄
○鈴木克彰，山口実靖，秋山友理愛，神津智樹（工学院大）

 5 バースト性 VCHS 待ち行列モデルの形態分析による公衆無線回線の最
適配置に関する研究

○小林敏也，奥田隆史，井手口哲夫，田　学軍（愛知県大）
 6 DTN を用いたモバイルデータ 3D オフローディング手法の提案

○西岡哲朗，木谷友哉，太田　剛，峰野博史（静岡大）
 7 無線メッシュネットワークにおける全ノードの重心座標を利用したマ

ルチキャストルーティング手法の提案
○多田勇樹，高見一正（創価大）

 8 NTMobile における仮想 IPv4 アドレス運用手法の提案と実装
○加古将規，渡邊　晃，鈴木秀和（名城大），

内藤克浩（三重大），上醉尾一真（名城大）
 9 多コネクション環境における動的パケット優先破棄による TCP 公平性

の改善
○秋山友理愛，神津智樹，山口実靖（工学院大）

 10 輻輳ウィンドウ回復時間の制御による CUBIC TCP の RTT 公平性の改善
○神津智樹，秋山友理愛，山口実靖（工学院大）

学生セッション［2X会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 符号化と伝送	 座長　加藤　晴久（KDDI 研）

 1 ウェーブレット変換を用いたリモートデスクトップの為の画面伝送シ
ステムの試作

○高崎尚人，小林亜樹（工学院大）
 2 小型撮影機器を用いたマルチビュービデオ伝送の基礎方式について

○小寺志保（静岡大），藤橋卓也（阪大），猿渡俊介（静岡大），
渡辺　尚（阪大）
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 3 Spinal 符号を用いた重畳符号化伝送による無線通信の効率化について
○西田昇平，山崎景太（静岡大），石橋功至（電通大），

猿渡俊介（静岡大），渡辺　尚（阪大）
 4 ICA による画像の構造的分類に基づく視覚的妨害の低減を目的とした

静止画像符号化方式
○川村和也，亀田昌志（岩手県大）

 5 時間と周波数領域で構成する音響コード符号化方式
○穴澤裕太，Prima Oky Dicky Ardiansyah，伊藤久祥（岩手県大）

 6 無線 LAN における NC を用いた高信頼性マルチキャスト方式に関す
る検討

○泉　有人，陳　春祥，重安哲也（県立広島大）
 7 ネットワーク符号化を用いたリンクロス推定と中間ノードにおける

バッファリングについて
○赤池瑞希，福田洋治（愛知教育大），白石善明（神戸大），

毛利公美（岐阜大）
 8 ネットワーク符号化通信における近隣ノードの未受信シンボル推定に

基づく再符号化手法
○大塚祐輔，山本泰資（名工大），廣友雅徳（佐賀大），

福田洋治（愛知教育大），毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）
 9 無線センサ・アクチュエータネットワークにおけるネットワークコー

ディング指向ルーティング方式
○瀬戸勇輝，白石朋広，安達直世，滝沢泰久（関西大）

 10 パケットの優先度を考慮した他規格間干渉回避手法の提案
○山本芳之，小林秀幸（仙台高専）

学生セッション［3X会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ネットワーク可視化と通信品質

	 	 座長　中村　隆幸（NTT 未来ねっと研）

 1 大規模センサネットワーク向けユーザインタフェースとマッシュアッ
プサーバの検討

○伊藤隼佑，Deze Zeng，宮崎敏明（会津大）
 2 データマイニングを活用したセンサネットワーク可視化の検討

○山本真史，三石広樹，石川慎也，宮保憲治（電機大）
 3 マーカと受信信号強度を用いたアドホックネットワーク可視化システ

ムの設計 (1)
○武田直人，村岡　諒，小林秀幸，高橋晶子（仙台高専）

 4 マーカと受信信号強度を用いたアドホックネットワーク可視化システ
ムの設計 (2)

○村岡　諒，武田直人，小林秀幸，高橋晶子（仙台高専）
 5 無線センサネットワーク可視化システムにおける仮想オブジェクト表

示手法の実装
○金丸幸弘，鈴木秀和，旭　健作，渡邊　晃（名城大）

 6 AR 技術を用いた無線リンク可視化手法の提案
○伊藤達也，金丸幸弘，鈴木秀和，旭　健作，渡邊　晃（名城大）

 7 IEEE802.11 干渉下における IEEE802.15.4 の Ack と LQI を用いたバッ
クオフ制御方式の提案

○村上厚介，小林秀幸（仙台高専）
 8 電波空間データネットワーク伝送のための信号品質指標の検討

○石川晃久（青学大），川喜田佑介，市川晴久（電通大），
狐崎直文，戸辺義人（青学大）

 9 （講演取消）
 10 通信障害を考慮した AODV 方式における通信プロトコル改良の検討

○石川慎也，三石光樹，鈴木貴之，古川雅大，宮保憲治（電機大）

学生セッション［4X会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 分散処理基盤（2）	 座長　土井　裕介（東芝）

 1 セーリング競技選手のための多様なセンサ情報を活用可能なデータ管
理手法の提案と実装

○中澤行秀，川田駿祐，塚田晃司（和歌山大）
 2 降雨予測情報の通知による行動判断支援システムの開発

○中脇隼人，原槙稔幸，西島恵介，二村祥一（大分大）
 3 RFID による忘れ物防止システムの実現性の考察

○青田慎也，吉田博哉（神戸情報大）
 4 ヘルスケア支援を目的とした M2M システムの構築

○小谷　慎，三井浩康（電機大）

 5 NFC タグのデータ領域を仮想化するアーキテクチャの提案とその応用
○篠原拓也（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），

上林憲行（東京工科大）
 6 ジェスチャによる複数携帯端末間データ転送の設計と実装

○金岡　諒（青学大），Niwat Thepvilojanapong（三重大），
狐崎直文，戸辺義人（青学大）

 7 遠隔地にある Bluetooth 機器間のシームレス接続手法の実装と検証
○津田一磨，鈴木秀和，旭　健作，渡邊　晃（名城大）

 8 ECHONET Lite サービスプラットフォームの提案と実現
○岡本健司，横山悠平，三浦　翔，関家一雄，呉　　天，中島義人，

杉村　博，三栖貴行，一色正男（神奈川工科大）
 9 ネットワーク内異種プロトコル機器をアプリケーションから統合制御

する OSGi ゲートウェイプラットフォームの提案手法
○能勢法顕，三井浩康（電機大）

 10 コンテキストの類似度を用いた動的コンテキストアウェアサービス提
供アーキテクチャの提案と評価

○鈴木健太，青山幹雄（南山大）

学生セッション［5X会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 分散処理基盤（1）	 座長　後藤　真孝（東芝）

 1 広域センサネットワークのためのエージェントフレームワークに関す
る一検討

○生出拓馬，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 2 貢献度に基づく P2P ストリーミングネットワークへのモバイル端末の

収容方式に関する提案
○越川　徹，桂　健太，小花貞夫（電通大）

 3 OpenPNE2 から OpenPNE3 への移行のための OpenPNE3 の機能追加
○池田恵子，山守一徳（三重大）

 4 無線接続型 Android クラスタシステムの自動構築制御手法
○荒井裕介，大津金光，横田隆史，大川　猛（宇都宮大）

 5 Cassandra を用いた並列分散処理機構の開発と Hadoop Cassandra との
比較

○菱沼直子（お茶の水女子大），竹房あつ子，中田秀基（産総研），
小口正人（お茶の水女子大）

 6 ハイブリッドクラウドにおけるデータベース同期に関する一検討
○細谷柚子，小口正人（お茶の水女子大），三島　健（NTT）

 7 音声対話シナリオ作成のためのクラウドソーシング環境の構築
○松下祐一，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）

 8 マルチメディア通信システムを用いた発展型エージェントシステムの
実験と評価

○安部　充（仙台高専），魏　文鵬（東北大），高橋晶子（仙台高専），
木下哲男（東北大）

 9 An Agent-based Approach for Mining Performance Data Streams from 
Virtualized Environment

○中橋修平，ハミシ カレゲレ，高橋秀幸，笹井一人，北形　元，
木下哲男（東北大）

 10 売買ルール探索におけるパラメータ分割方式の検討
○山本貴博，小板隆浩（同志社大）

学生セッション［6X会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 トラヒック制御	 座長　早川　智一（明大）

 1 知識を用いた複数アクセス回線の効果的な併用手法
○伊藤　仁，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 2 SDN に基づく知識型ネットワーク制御機構の検討
○江戸麻人，伊藤　仁，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 3 クラウドに適した Web システムの負荷監視機能の改善について
○堀内晨彦，最所圭三（香川大）

 4 クラスタファイルシステムにおいて負荷分散を実現するファイル配置
手法

○丈達翔太，芝　公仁，岡田至弘（龍谷大）
 5 複数のファイル断片を異経路で分散することによるロバスト秘密動画

転送システムの検討
○遠藤祐輔，高野広之，上野洋一郎，鈴木秀一，宮保憲治（電機大）
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 6 動的オーバレイネットワークにおけるパーソナルライブ動画の効率的
配信手法の提案

○木村真乃介，松本尚幸，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）
 7 ディザスタリカバリ技術を活用したリアルタイム秘密動画転送システ

ムの検討
○高野広之，遠藤祐輔，鈴木秀一，上野洋一郎，宮保憲治（電機大）

学生セッション［1Y会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ライフログ	 座長　米澤　拓郎（慶大）

 1 SNS とクラウドを用いた作業記録システムの開発
○塚本祐一，寺澤卓也（東京工科大）

 2 消費電流波形からライフイベントを同定するライフパターンセンサ実
用化に向けた課題解決 - 長期フィールドデータ収集システムにより収
集されたフィールドデータ解析結果

○井手太一，久代紀之（九工大），小川雄喜，樋熊利康，勝倉　真（三菱）
 3 事象関連脳電位を用いた写真ライフログのための写真選別手法

○岸野亜理沙，白石　陽（はこだて未来大）
 4 RFID を用いた電波強度による異常行動認識システムの提案

○安藤　勇，沼尾雅之（電通大）
 5 着衣ライフログのアイテムベース協調フィルタリングによるファッ

ションコーディネート方式の評価
○山田貴子，高見一正（創価大）

 6 オンライン機械学習フレームワーク Jubatus を用いたライフログ解析
に関する一検討

○黒崎裕子，小口正人，山下暁香（お茶の水女子大）
 7 滞在地の特徴量を利用した「特別な日」検索方式の検討

○林　啓吾，原　　直，阿部匡伸（岡山大）
 8 位置情報を基づくライフログ分析およびイベント検出

○角田宏貴，馬　建華（法大）

学生セッション［2Y会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 SDN・OpenFlow とその応用	 座長　菅沼　拓夫（東北大）

 1 サイクル構造に着目した障害復旧方式における複数 OpenFlow コント
ローラの階層化による実装

○田島伸一，長野純一，篠宮紀彦（創価大）
 2 通信リンクの使用状況を考慮したサイクルに基づく障害復旧方式の

OpenFlow による実現
○永山千博，長野純一，篠宮紀彦（創価大）

 3 OpenFlow による急激な負荷変動に対応する動的資源割り当てに関す
る一考察

○高橋　裕，山口実靖（工学院大）
 4 適応型コンテンツ配信ネットワークにおける OpenFlow を用いたリク

エスト誘導
○松下和機，松本倫子，吉田紀彦（埼玉大）

 5 Open Flow を用いた Proxy Mobile IPv6 の通信経路最適化方法の提案
○渡辺悠太，中村嘉隆，高橋　修（はこだて未来大）

 6 外部情報の取得に基づいたネットワークトラフィックの最適化に関す
る一検討

○原瑠理子，長谷川友香，小口正人（お茶の水女子大）
 7 SDN を構成するネットワークサービス間の連携を実現する方式に関す

る研究
○高橋　基，中島　潤，広奥　暢（北海道情報大）

学生セッション［3Y会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 災害時通信	 座長　藤田　茂（千葉工大）

 1 災害時における複合ネットワーク環境の経路選択
○柿崎謙人，佐藤剛至，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）

 2 イーサフォン通信技術による災害時通信ネットワークの構築
○木下昌昭，小高知宏，黒岩丈介，白井治彦（福井大）

 3 メッセージフェリー方式を用いた災害時アプリケーション用通信フ
レームワークの提案と実装

○長谷川友香，小口正人（お茶の水女子大）
 4 DTN を用いた 災害時初期の情報伝達方式に関する一考察

○山根　学，小花貞夫（電通大）
 5 DTN におけるクラスターを用いたフラッディングメッセージ削減手法

○長屋和真，多氣真之輔，小板隆浩（同志社大）

 6 被災地内 DTN での安否情報収集のためのハンドシェイク型メッセー
ジ転送プロトコルの実環境シミュレーションモデル評価

○山下諒馬，高見一正（創価大）
 7 発光色の推定に K-means 法を適用した災害時可視光通信手法の提案

○岡崎匡紀，塚田晃司（和歌山大）
 8 携帯端末間の電波探索手法

○辻　拓也，三好　力（龍谷大）
 9 複数の移動ロボットのリンクアグリゲーション通信による最短通信時

間の実現
○野田勇人，村瀬　勉，笹島和幸（東工大）

 10 （講演取消）

学生セッション［4Y会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 災害時システム	 座長　寺島　美昭（三菱）

 1 （講演取消）
 2 音響通信を用いた安否確認システムに関する考察

○細谷良夫，太田正哉，山下勝己（阪府大）
 3 位置情報に基づいたユーザクラスタリングによる避難所内情報共有シ

ステムの提案
○小島竜也，塚田晃司（和歌山大）

 4 TLIFES を利用した避難支援システムの提案
○金澤晃宏，旭　健作，鈴木秀和，渡邊　晃（名城大）

 5 デマと流言を抑制する災害時のネットワーク運用手法
○小川康一（産業技術大），吉浦紀晃（埼玉大）

 6 Twitter における関連情報抽出手法の提案
○丸谷琢磨，黄　潤和（法大）

 7 日本の OpenStreetMap におけるクライシスマッピング活動の分析
○早川知道，伊美裕麻，伊藤孝行（名工大）

 8 DTN をベースとしたモバイルクラウド型災害情報共有システム
○菊池瑶介，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）

学生セッション［5Y会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 家電制御と機器連携	 座長　岩井　将行（電機大）

 1 家電の状態に応じたユーザーへの通知システム
○阿部聡明，池田雅人，渡部智樹，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

 2 AR を用いた直感的な家電制御フレームワークの提案
○細野友章，金丸幸弘，鈴木秀和，旭　健作，渡邊　晃（名城大）

 3 家電間機能連携創発の研究
○梁瀬翔真，森　博彦（東京都市大）

 4 ユーザの行動予測に基づく電力機器制御システム
○高木健太，小川　均（立命館大）

 5 燃料電池のエネルギー原価を強調した家庭用電力見える化システムの
提案

○豊川元務，井上　怜，柴野直人，金田重朗（同志社大）
 6 携帯端末と室内センサの連携による外出時・在宅時総合見守りシステ

ムの提案
○濱咲侑也，柳田康幸，渡邊　晃，小島彩香（名城大）

 7 独居高齢者見守りシステムに用いる行動モデルの検討
○岩澤雄太，川澄正史，小山裕徳（電機大）

 8 マルチエージェントに基づく異種デバイス間連携機能の設計
○千葉　遼，加藤　匠，高橋秀幸，笹井一人，北形　元，

木下哲男（東北大）
 9 趣味によるワークライフバランス支援システム

○金子賢司，星野准一（筑波大），浦野　幸（東大）
 10 センサネットワークによるスマート家庭菜園の提案

○森川美季，三井浩康（電機大）

第 3分冊	 （セキュリティ）

一般セッション［3E会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 システム・ネットワークセキュリティ	 座長　森　達哉（早大）

 1 サーバ連携 IC カードの検討
○村上啓造，堀　正弘，山本隆広，庭野栄一（NTT），小尾高史，

谷内田益義，李　中淳，大山永昭（東工大）
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 2 認証連携と連動したアカウントロック方式の提案
○石川祐輔，白木宏明，大松史生（三菱）

 3 国内 SSL サイトにおける証明書 FQDN ミスマッチ状況等の可視化
○須賀祐治（IIJ）

 4 標的型サイバー攻撃の感染範囲特定方式に関する提案
○松本光弘，高橋洋一，白木宏明，大松史生（三菱）

 5 攻撃シナリオを用いた多段攻撃検知手法の検討
○居城秀明，河内清人，桜井鐘治（三菱）

 6 ファイル類似度評価システムに関する考察
○高田慎也，松村隆宏，元田敏浩（NTT セキュアプラットフォーム研）

 7 メール添付ファイルの伝搬トレース方式に関する検討
○張　一凡，太田光彦，安田　武，徳永大典（NTT 西日本）

一般セッション［4E会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 IT 社会とリスク管理	 座長　村山　優子（岩手県大）

 1 女子学生の情報ネットワークサービス利用の意識について
○八城年伸（安田女子大）

 2 情報セキュリティ第 2 世代におけるキャリアデザインの事例研究
○花田経子（新島学園短期大）

 3 デジタルコンテンツ視聴に関する大学生の実態調査　―著作権侵害に
対する一考察―

○稲葉利江子，山﨑礼実（津田塾大），渡邉恵理子（電通大），
小舘香椎子（Photonic System Solutions）

 4 インテリジェント暗号を利用した情報マスキング方式の考察
○工藤史堯，川邊秀樹，山本隆広（NTT）

 5 セキュリティ評価プラットフォームにおける国際標準間の関連情報作
成手法の提案と実装

○太田　悟，高橋雄志（創価大），勅使河原可海（電機大），
篠宮紀彦（創価大）

 6 災害対策本部員のノウハウを蓄積する自活動ログの検討
○小阪尚子（NTT），東田光裕（NTT 西日本），

伊藤良浩，前田裕二（NTT），伊東昌子（常磐大）
 7 東日本電力危機を教訓としたデータセンタ節電施策への提言

○斎藤彰宏，藤原陽子（日本 IBM）

学生セッション［1Z会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 セキュリティ一般	 座長　白石　善明（名工大）

 1 誤りパターン埋め込み型ステガノグラフィに関する一考察
○索手一平，福岡久雄（松江高専）

 2 無線センサネットワークにおけるセキュリティ向上の検討
○三石広樹，宮保憲治，鈴木男人，古川雅大，鈴木貴之（電機大）

 3 二線式 RSA 暗号化回路の耐タンパー性に関する考察
○大木勇治，出崎善久（茨城大）

 4 量子化幅の調整による Ring Oscillator PUF の性能評価
○田中佳吾，姜　玄浩，岩村惠市（東理大）

 5 オープンフロースイッチを活用した高セキュアーな SDN サービス実
現法の性能評価

○古川雅大，宮保憲治，上野洋一郎，鈴木秀一，黒田高希（電機大）
 6 HTTPS 通信における暗号処理のオフロードのパフォーマンス解析

○古澤喜明，小川梨恵，金子洋平，齋藤孝道（明大）
 7 多段階マッチング回路を用いたウイルス検出エンジンの提案

○安田圭佑，小柳　滋（立命館大）
 8 標的型攻撃に対する OpenFlow を用いたマルウェア通信検知・対応手

法の提案
○中川直人，佐々木良一，勅使河原可海（電機大）

 9 DoS 攻撃の検知をトリガーとした IP トレースバック手法の提案
○桂井友輝，中村嘉隆，高橋　修（はこだて未来大）

 10 時間経過に着目した HDD の復元実験と評価
○木田敦隆，佐々木良一（電機大）

学生セッション［2Z会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 認証	 座長　島岡　政基（セコム）

 1 メール送信者認証技術における検証機能の改善について
○増渕　篤，土井　洋（情報セキュリティ大）

 2 QR コード使用した PC 向けの認証システム
○張　　巍，石畑宏明（東京工科大）

 3 HMM-based CAPTCHA Breaker for Overlapped Symbols
○佐野正太郎，大塚琢馬，奥乃　博（京大）

 4 スマートフォンにおける PIN 入力タッチスクリーンバイオメトリクス
の実装

○泉　将之，佐村敏治（明石高専），西村治彦（兵庫県大）
 5 クライアント証明書のマルチデバイス認証方式の提案

○加藤大樹，手塚　悟，星　　徹（東京工科大）
 6 OAuth2.0 に SPKI を適用したアクセス権限委譲方法の提案

○西倉裕太，大丸雅人，今野真希，磯　侑斗，齋藤孝道（明大）
 7 OpenID Connect におけるセキュリティ脅威モデルの検討

○渡邉貴文，今野真希，大丸雅人，磯　有斗，齋藤孝道（明大）
 8 OpenID に対応した Web サービス ID で認証可能な Web ベース暗号化

ファイル送受信システム
○磯部光平（名工大），廣友雅徳（佐賀大），福田洋治（愛知教育大），

毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）
 9 OpenID を用いた TPM の公開鍵証明書発行と SSL クライアント認証

○篠田昭人（名工大），福田洋治（愛知教育大），廣友雅徳（佐賀大），
毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）

学生セッション［3Z会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 リスク評価・災害支援	 座長　原田　要之助（情報セキュリティ大）

 1 情報システムの脆弱性に対する客観的評価手法の提案
○亀谷直希，佐藤　直（情報セキュリティ大）

 2 当事者のプライバシーを考慮したログの保管とその監査について
○日比野歩，福田洋治（愛知教育大），白石善明（神戸大），

毛利公美（岐阜大）
 3 SaaS 利用企業における SaaS に起因するビジネスリスクの影響分析

○今井和人，大木榮二郎（工学院大）
 4 iOS アプリケーションにおける個人情報の取り扱いに関する調査と考察

○坪田大吾，花田経子（新島学園短期大）
 5 マルチ環境解析を利用した悪性 Web サイトアクセス時のリスク分析

支援
○義則隆之（名工大），神薗雅紀（NICT），廣友雅徳（佐賀大），

毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）
 6 ドライビングシミュレータを用いた一般ドライバの安心感と運転傾向

との関係に関する調査
○岩間亮佑，伊藤健太，西岡　大（岩手県大），

永吉孝行（UD トラックス），村山優子（岩手県大）
 7 バス停を活用した災害時避難誘導システムの提案

○佐藤利紀，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 8 津波などの 2 次災害を考慮した災害時避難経路提示システム

○金野達也，戸羽　開，柴田義孝，橋本浩二（岩手県大）
 9 太陽光発電を用いた復興ウォッチャーシステムの提案

○石井創一朗，西岡　大，齊藤義仰，村山優子（岩手県大）

学生セッション［4Z会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 データマイニングとセキュリティ	 座長　山口　高康（NTT ドコモ）

 1 データマイニング技術を活用したサイバー攻撃検出法の検討
○小池愛理，宮保憲治（電機大）

 2 ランダムフォレストアルゴリズムを用いたネットワーク侵入検出シス
テムの性能解析

○小池泰輔，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）
 3 SVM を用いたプログラムの特徴に基づく異常検知システムの改良

○新垣杏里，伊波　靖（沖縄高専）
 4 データマイニング技術を活用したマルウェア分類法の検討

○鈴木貴之，宮保憲治（電機大）
 5 サイバー攻撃検知に関わるパラメータ抽出法の検討

○鈴木男人，小池愛理，鈴木貴之，宮保憲治（電機大）
 6 ボットネットの C&C サーバ特定手法の経年変化データを用いた評価

○岡安翔太，佐々木良一（電機大），中村暢宏（無所属）
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 7 SSH における攻撃ツールの識別
○ Muhidin Mardan，篠田伸夫（福島大）

 8 SNS の投稿内容を用いた居住地推定によるアカウント到達可能性算出
モデルの検討

○吉國綺乃（お茶の水女子大），渡辺知恵美（筑波大），
小林一郎（お茶の水女子大）

 9 レビューに対する信頼性判断支援システムの提案
○伊木　惇，亀井清華，藤田　聡（広島大）

学生セッション［5Z会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 アプリケーションセキュリティとリテラシ

	 	 座長　猪俣　敦夫（奈良先端大）

 1 情報系大学生の情報セキュリティに関する基礎調査および分析
○古野和貴，長屋隆洋，永田祐樹，川村　保，河村　圭（山口大）

 2 Android 端末におけるルート化に関する調査
○堀　洋輔，鈴木舞音，上原崇文，金子洋平，齋藤孝道（明大）

 3 Android マルウェアを用いたユーザのセキュリティリテラシの教育
○加藤　真，松浦佐江子（芝浦工大）

 4 メール演算システム Flexie における不快なインタフェースを用いた誤
送信防止システムの実装と評価

○眞鍋佳孝，西岡　大，齊藤義仰，村山優子（岩手県大）
 5 ネットワーク上でデータと所有者を直接的に紐付けできるステガノグ

ラフィを用いたデータ共有
○福本真輝，宮嵜仁志，奥村香保里（名工大），福田洋治（愛知教育大），

廣友雅徳（佐賀大），毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）
 6 Windows 上における危険な処理の承認機構の提案

○早川顕太，渡邊　晃，旭　健作，鈴木秀和（名城大）
 7 HTML レンダリングエンジンの CSS の挙動差を特徴として用いたブ

ラウザの識別の提案
○武居直樹，桐生直輝，磯　侑斗，齋藤孝道（明大）

 8 Web サイトが採取するブラウザの特徴点の採取状況を検知する手法の
提案と実装

○山田智隆，桐生直輝，磯　侑斗，齋藤孝道（明大）
 9 HTML5 API により取得可能なデバイス情報を利用した端末識別手法

の提案と実装
○高須　航，桐生直輝，磯　侑斗，齋藤孝道（明大）
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第 4分冊	 （インタフェース）

一般セッション［5E会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 インタラクション・CG・AR	 座長　森島　繁生（早大）

 1 机上オブジェクトの配置操作によるマルチプロジェクション制御シス
テム

○本間　昂，岩井将行，渡邊朗子，中島克人（電機大）
 2 主消点操作の 4 次元視点移動による 4 次元立体迷路の探索

○三輪貴信（早大），酒井幸仁（福岡大），橋本周司（早大）
 3 拡散反射を利用したシーン内の 3D 構造推定

○呉　榮軒（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大 / 東工大）
 4 スクリーン座標における変形を考慮したアニメ用視点依存モデル

○佐熊敬介，斎藤隆文（農工大）
 5 位置情報誤差にロバストなロケーションベース拡張現実による配電設

備の巡視作業支援システム
○弓部良樹，古川直広（日立）

 6 若い学生を対象とした歩行のスペクトル解析と Mozart 音楽効果
○鶴岡政子，柴崎亮介（東大），鶴岡百合子（足と歩きの研）

 7 通信経路のロバストネスを考慮したインタラクティブコンテンツの構
築技術

○木村峻二，香田夏雄（デジタルハリウッド大）

一般セッション［1F会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 インタフェース（1）	 座長　小倉　加奈代（岩手県大）

 1 協調作業を促進するアプリケーション共有のためのドラッグ＆ドロッ
プによるデータ転送

○眞鍋頌司，中島　誠，武谷充謙，佐藤直人（大分大）
 2 奥行き方向を利用した多層メニュー選択操作手法の検討

○五味倭人，福島圭佑，大西克彦（大阪電通大）
 3 スマートフォンとタッチパネルディスプレイの接触による情報連携方

式の提案
○福島寛之，山口德郎，立澤　茂，野中雅人（沖電気）

 4 視線でスケルヒトン：注視点にスケルトン映像をマッピングするイン
タラクションシステムの開発

○谷村真依子，江川晃一，高居宏彰，山本倫也（関西学院大），
長松　隆（神戸大）

 5 注視点情報を用いた確率的ソフトウェアキーボード入力方式
○萩谷俊幸，加藤恒夫（KDDI 研）

 6 内蔵カメラを用いたジェスチャによるスマートフォン操作手法の検討
○竹田　智，岩田　満（都立産業技術高専）

 7 ノートやタブレット端末における筆記状況の推定と話者支援システム
への応用

○江木啓訓（神戸大），尾澤重知，森　裕生（早大）

一般セッション［2F会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 インタフェース（2）	 座長　山本　倫也（関西学院大）

 1 日本語リーダーの改行位置が読みにあたえる影響
○小林潤平，関口　隆，新堀英二（大日本印刷），

川嶋稔夫（はこだて未来大）
 2 要約筆記品質評価システムにおける要約表現抽出

○高尾哲康（富山国際大）
 3 聴覚障害学生のアクティブラーニング参加支援システムー口元画像に

よる発話検出ー
○川辺弘之（金城大），瀬戸就一（金城大短大），

下村有子（金城大），南保英孝（金沢大）
 4 色相ブレンド法を用いた携帯型 2 色覚補助ツールの検討ー画面サイズ

による使用感の比較ー
○松元明子，比良祥子，木原　健，大塚作一（鹿児島大）

 5 意図的な瞬目に現れる個人的特徴に関する一検討
○松野省吾，大山　実（電機大），阿部清彦，佐藤寛修（関東学院大），

大井尚一（電機大）
 6 確率的トピックモデルによる対人認知傾向と性格特性の関連付け

○熊野史朗，大塚和弘，松田昌史，石井　亮，大和淳司（NTT）

 7 ヒューマノイドロボットの摺足移動制御シミュレーション
○小枝正直，植野真行，芹澤敬之（大阪電通大）

学生セッション［6Z会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 タッチパネル・文字入力	 座長　志築　文太郎（筑波大）

 1 6 軸動揺タッチパネルの提案
○田代　遥，中根正博，鎌原淳三，長松　隆（神戸大）

 2 2 次元情報を提示する触覚フィードバック付きタッチパネルインタ
フェースの開発と評価

○石黒　翔，田村　仁（日本工大）
 3 超小型マルチタッチ表示装置におけるズーム・スクロールを用いた

タッチ入力の評価
○原　清貴，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 4 タッチパネルとの人体通信を利用した接続設定が不要な情報移動手法
○近藤勇斗，高橋　伸，田中二郎（筑波大）

 5 フリック入力における誤タッチ確率を考慮した文字入力補正
○志田雄祐，小林亜樹（工学院大）

 6 運動習慣維持のための文字入力システム
○近藤恒輔，郷健太郎，木下雄一朗（山梨大）

 7 タブレット端末における日本語入力高速化のための予測変換提示法
○北川智大，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 8 Augmented E-Document：電子文書への手書き書き込みの効果的利用法
○ SON NGO DUY，山中亮汰，大槻麻衣，

柴田史久，木村朝子（立命館大）
 9 実書道筆入力装置：ふでいち

○伊藤菜穂子，青柳龍也（津田塾大）

学生セッション［1ZA会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 AR・VR（1）	 座長　谷川　智洋（東大）

 1 風を用いた Mixed Reality 環境下における仮想の風の影響の提示
○柳澤良介，森　博彦，岡　　誠（東京都市大）

 2 AR とジェスチャ認識を用いたインタラクティブな空間認識力訓練シ
ステムの提案

○川島　友，川上菜々，佐久田博司，長谷川大（青学大）
 3 閉鎖空間における AR を用いたナビゲーションシステム

○北出将司，三好　力（龍谷大）
 4 ThinkPop: 拡張現実感を用いて不特定多数の人に自分の気持ちを察し

てもらうシステム
○酒井紗希，田中二郎（筑波大）

 5 アクティブ AR：動的環境下における AR 位置合わせ手法の提案
○雨堤一真，小板隆浩（同志社大）

 6 隠消現実感のための隠背景画像再構成 への Light Field Rendering の利用
○中西雄大，柳田晃平，森　尚平，柴田史久，

木村朝子，田村秀行（立命館大）
 7 拡張現実システムにおける情報推薦に関する考察

○永野峻輔，太田正哉，山下勝己（阪府大）
 8 地域歴史資産の AR による可視化とナレッジ化に基づくシステムの構築

○佐藤正徳，大場みち子（はこだて未来大）
 9 発話タイミングを考慮した AR アバターチャットシステムの提案

○田中　圭，長谷川大，佐久田博司（青学大）

学生セッション［2ZA会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 AR・VR（2）	 座長　檜山　敦（東大）

 1 ホット撮影スポット疑似体験のための没入型ソニフィケーションシス
テム

○加藤風太，熊野雅仁，小野景子，木村昌弘（龍谷大）
 2 実環境を考慮した観光経路プランニングのための没入型 3D システム

○笠野晃平，熊野雅仁，小野景子，木村昌弘（龍谷大）
 3 HMD と USB カメラを用いた視覚映像へのアノテーション

○遠藤敏希，加藤直樹（東京学芸大）
 4 3 次元共生空間における HMD を用いた空間提示手法の提案

○伊藤寛祥，川村拓弥，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 5 光学シースルー型ヘッドマウントディスプレイ使用時における周辺環

境の視覚的変化に対する応答特性の評価
○トウ コウ，山添　崇，三家礼子，河合隆史（早大）
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 6 手指透過型作業支援ソフトの開発
○福田達郎，田村　仁（日本工大）

 7 3D モデルの QR コード化
○深津颯騎，築地立家（電機大）

 8 2 次元平面における物体の衝突判定のたの空間分割アルゴリズム
○鈴木達也，築地立家（電機大）

 9 KINECT を用いた平面板上の 3D モーション認識アルゴリズムの開発
○松本哲平，築地立家（電機大）

学生セッション［3ZA会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 感性情報	 座長　饗庭　絵里子（電通大）

 1 手指の探索動作から生じる感性情報の評価
○大矢将登，富山　健（千葉工大）

 2 遺伝的アルゴリズムを用いた効率的なアンケートの一手法
○五味恵理華，斉藤優理，伊藤貴之（お茶の水女子大）

 3 情動認知におけるクロスモーダル性に関する検討
○岸本和香（同志社大），正田　悠（同志社大／日本学術振興会），

新田　晴，阪田真己子（同志社大）
 4 音声認識による動作・情動表現機能を有する音声駆動型身体的引き込

みキャラクタの動画視聴による評価
○四方　拓，藤井　亮，渡辺富夫，石井　裕（岡山県大）

 5 注意力向上を目的とした BCI（脳介電装置）利用ゲームに関する研究
○林　佳奈，Victor Kryssanov，小川　均（立命館大）

 6 対話型進化計算に基づく 3 次元シーン生成システムとそのユーザ評価
○赤瀬龍也，岡田義広（九大）

 7 Kinect を用いた表情による入力インターフェイスの提案
○井川大輔，笹岡久行（旭川高専）

 8 省資源行動促進システムにおける聴覚情報提示手法の提案
○加賀爪翔太，藤波香織（農工大）

 9 BCI（脳介電装置）を利用したソーシャルネットワーキングサービス
システム

○小池俊也，Victor Kryssanov，小川　均（立命館大）

学生セッション［4ZA会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 インタフェース	 座長　中村　嘉志（国士舘大）

 1 Android 端末における音声インタフェースを備えた電子メモ作成シス
テム

○清水陽平，西崎博光，関口芳廣（山梨大）
 2 位置情報を利用した、携帯端末への音声情報配信

○河越嵩介（筑波大），神場知成（NEC ビッグローブ），
田中二郎（筑波大）

 3 線描軌跡を用いたモバイル端末におけるグラフィカルユーザ ID 
(IDLS) の提案

○松野友輔，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）
 4 画像における色の近さを用いたスマートフォン画面の認証方式

○柿沼　泰，丸山一貴（明星大）
 5 割り込み拒否度に基づくメール着信通知制御プロキシ

○小林保正，田中貴紘，青木和昭，藤田欣也（農工大）
 6 VDT 作業時における休憩支援アプリケーションの開発

○平間大貴，皆月昭則（釧路公大）
 7 翻訳連携プロセスにおける連携サービス最適化の分析

○三上真歩，稲葉利江子（津田塾大），山口卓郎，菱山玲子（早大）
 8 ポップアップダイアログの認識に基づく対応支援手法

○上島愛史，河口信夫，梶　克彦（名大），
竹中　光，武内重樹，岡本　学（NTT）

 9 フィジカルコンピューティングによるアプリケーション操作
○桜井隼人，久保田光一（中大）

 10 NaCl による汎用的フィジカルコンピューティングプラットフォーム
の提案

○扇田昌紀，小枝正直（大阪電通大）

学生セッション［5ZA会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ジェスチャー・インタフェース	 座長　佐藤　俊樹（電通大）

 1 非接触入力デバイスを用いたシステムのジェスチャー認識の研究
○武井優樹，中山泰一，赤澤紀子（電通大）

 2 ハンドジェスチャを用いた個人用知的移動体の操縦インタフェース
○矢田幸大，長尾　確（名大）

 3 折りを用いた新しいディスプレイにおけるジェスチャの導出
○小園励地，郷健太郎，木下雄一朗（山梨大）

 4 床面 LED マトリクスにより取得された影画像を用いたジェスチャ認識
○梶　孝行，高橋　伸，田中二郎（筑波大）

 5 複数人でプロジェクタ・スクリーンの遠隔操作を行うポインティング
システムの開発

○蓜島　弦，田村　仁（日本工大）
 6 情報をプレ表示するアイコンインタフェース

○謝　湘平，田中二郎（筑波大）
 7 操作ログに基づくユーザ特性に応じた学習型リモコンインタフェース

の動的最適化
○南　雄典，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）

 8 タンジブルな道具を用いた作画ツール
○木村仁美，藤田　悟（法大）

 9 アンドロイドタブレットを使ったデフォルメ地図表示
○太田龍磨，山守一徳（三重大）

学生セッション［6ZA会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 リハビリ・高齢者・障害者支援	 座長　駒谷　和範（名大）

 1 在宅時における心臓リハビリテーション患者向けアプリケーションに
関する研究

○伊深大祐，平間大貴（釧路公大），名塚優子，
高橋将成（市立釧路総合病院），皆月昭則（釧路公大）

 2 認知症予防のための上肢運動に基づいたリハビリテーション用シリア
スゲーム

○ Ignatius Steven Hadinata，倉田茉季，大野信康，
岩切裕哉（広島商船高専）

 3 生活行動認知リハビリテーション支援のためのコミュニケーションロ
ボット

○高　　潔，足立奈生，森　郷士，佐野睦夫，宮脇健三郎（阪工大）
 4 高齢者のための非対称インタフェースを持つ情報伝達ツールの試作

○渡邊正人，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 5 介護支援システムにおける介護データの構造化と入力インタフェース

の開発
○金竹香織，小林一郎（お茶の水女子大），橋田浩一（東大）

 6 思い出共感促進による認知症者と家族のコミュニケーション支援
○山崎和紘，仲谷善雄，泉　朋子（立命館大）

 7 手話画像認識に向けた一眼カメラによる距離測定分解能の検討
○村田翔太郎，田中　博，西村広光，菅谷隆浩（神奈川工科大）

 8 非接触型視線追尾システムに向けた虹彩検出手法の検証
○今渕貴志，Prima Oky Dicky A.，伊藤久祥（岩手県大）

学生セッション［1ZB会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ロボット・ナビゲーション	 座長　寺田　和憲（岐阜大）

 1 三人称視点を導入した肩乗りロボット
○渡邉　哲，今井倫太，大西　樹，尾形正泰（慶大）

 2 掃除ロボットのタスクに関する命令解釈システム
○高橋成明，今井倫太，金井祐輔（慶大）

 3 ロボットへの話しかけやすさのオンライン予測へ向けた検討
○杉山貴昭，駒谷和範，佐藤理史（名大）

 4 自律移動ロボットにおける手つなぎポテンシャルを用いた並走・縦走
制御

○綿貫貴文，金子正秀（電通大）
 5 センサの死角を考慮して安全な移動経路選択を行う自律移動ロボット

○黒坂　翼，金子正秀（電通大）
 6 携帯型遠隔操作アンドロイドを用いた振動子による誘導システム

○中村勇貴，堀磨伊也，吉村宏紀，岩井儀雄（鳥取大）
 7 小型自立飛行ロボットを用いた案内システムの開発

○大関陽裕，大野将樹，獅々堀正幹（徳島大）
 8 視線追跡装置を用いた三次元空間内の直感的なナビゲーションの提案

と実装
○宮入裕幸，岡本龍太郎，古堂淳也，松原俊一，Martin Duerst（青学大）
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 9 GPS を使った堺市低床式車両位置情報通知サービスの開発
○谷口哲也，高橋　徹，吉川耕司，塚本直幸，能勢和夫（阪産大）

 10 エレベータ内における建物構造情報の 3DCG 表示
○人見尚也，小宮山摂，盛川浩志（青学大）

学生セッション［2ZB会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 デジタルコンテンツ	 座長　郭　清蓮（金沢工大）

 1 人の状況にインタラクティブに反応するデジタルサイネージ
○陳　　成，太田高志（東京工科大）

 2 AR を用いた集団最適化広告表示
○菅野恭平，田中二郎（筑波大）

 3 画像や見出し文字を用いた電子雑誌内コンテンツの全体把握支援
○杉山正幸，木下雄一朗，郷健太郎（山梨大）

 4 マンガを用いた講義感想，雰囲気の把握支援システム
○吉田直弘，堀　幸雄，今井慈郎（香川大）

 5 思い出想起のための何気ない日常風景の写真撮影支援
○小林聡太，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 6 教育や観光利用を目的としたパノラマ画像を用いたコンテンツ作成支
援システムの開発

○藤原佑歌子，吉野　孝（和歌山大）
 7 習熟度を考慮した初心者のためのイラスト描写学習支援システム

○中野友文，木下雄一朗，郷健太郎（山梨大）
 8 （講演取消）
 9 甘味処の情報提供サービスという形で八王子の観光を推進するアプリ

ケーションの提案
○中川原真由子，中村太戯留，久保友香，上林憲行（東京工科大）

学生セッション［3ZB会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 協調基盤	 座長　江木　啓訓（神戸大）

 1 タイルドディスプレイを用いた高臨場感多地点映像コミュニケーショ
ンシステムの研究

○野田敏志（岩手県大），江原康生（阪大），石田智行（茨城大），
橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）

 2 マルチタブレットを用いたアドホックな協働作業支援システム
○井上太介，大谷　真（湘南工科大）

 3 バージョン管理を考慮した Web に基づくリアルタイム協調型論文作
成支援システムの実現

○片山真也，合田拓史，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 4 グラフ文法に基づいた研究情報蓄積・共有支援システム

○村上千明，森本康彦（東京学芸大），中村勝一（福島大），
宮寺庸造（東京学芸大）

 5 オンラインストレージを用いた分散 SNS の設計と実装
○若井英之（電通大），鶴岡行雄（NTT），多田好克（電通大）

 6 アメリカンフットボールのデータ収集および分析支援システム
○杉浦さや，西脇雅幸，大平茂輝，長尾　確（名大）

 7 遠隔ペアプログラミングにおける作業効率低下要因の検証
○浦井智之，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 8 遠隔作業支援システムにおける指導者による AR 情報の重積手法と
ネットワーク環境が及ぼす影響についての評価

○大多和均，佐野良樹，長沼晶子，古澤昌也，湯瀬裕昭，
渡邉貴之（静岡県大）

 9 聴取者の頭部動作による複数話者の方向推定
○田中章悟，苣木禎史，宇佐川毅（熊本大）

学生セッション［4ZB会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 コミュニケーションの分析・評価	 座長　柴田　邦臣（大妻女子大）

 1 会話参加者の行動を自動記録する行動観察ソフトウェアの開発
○蛇穴祐稀，Prima Oky Dicky A.，伊藤久祥（岩手県大）

 2 協調学習における非言語行動分析に基づく参加者役割の推定
○二本柳咲子，林　佑樹，中野有紀子（成蹊大）

 3 アバターを介したビデオチャットにおける視線利用の効果
○小林竜司，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 4 部下が上司に抱く感情と情報共有の変化に関する研究
○渡辺貴文，黒沢　学，矢島敬士（電機大）

 5 共食会話におけるエージェントの参与役割に関する一考察
○森　拓馬，杉崎俊太，神田智子（阪工大）

 6 圧迫面接における面接官のノンバーバル行動の分析と開発
○鈴木小太郎，神田智子（阪工大）

 7 人間とエージェント間におけるフィラーの有効性の検証
○岡崎光太朗，神田智子（阪工大）

 8 ソーシャルメディア上での発言から形成される人物の印象の可視化
○阪本　毅，神田智子（阪工大）

 9 トリオンによるコミュニケーション場の雰囲気記述
○五十嵐涼，北島宗雄，中平勝子（長岡技科大）

学生セッション［5ZB会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 コミュニティ支援	 座長　金子　聡（日本 IBM）

 1 音声コミュニケーションを可能とする音声 Twitter クライアントシス
テムの開発

○嶋田浩希，西崎博光，関口芳廣（山梨大）
 2 異メディア間双方向情報支援システムの提案

○細川侑士，安井豪基，河合由起子，秋山豊和（京産大），
若宮翔子，角谷和俊（兵庫県大）

 3 被災地住民の思い出共同想起による復興計画支援の実験結果報告
○黒崎雄介，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 4 ゲーミフィケーションを利用したアルバイトのモチベーション向上支
援システムの提案

○柏熊孝昌（専修大），大竹恒平（慶大），植竹朋文（専修大），
岡　　誠（東京都市大）

 5 TV 中継でのスポーツ観戦における盛り上がりを共有するシステム
○澤田佳樹，高橋　伸，田中二郎（筑波大）

 6 多言語ケースシステムにおける分析メモ評価手法の開発
○照井賢治，山田貴大，菱山玲子（早大）

 7 バーチャル置き手紙：離れて暮らす家族の為のコミュニケーション手法
○藤田真央，椎尾一郎（お茶の水女子大）

 8 積極的な授業参加を支援する挙手ロボットの開発
○澤菜々美，河辺隆司，山本倫也（関西学院大），渡辺富夫（岡山県大）

 9 在室管理システムにおけるコメント提示機能の効果
○田中優斗（和歌山大），福島　拓（静岡大），吉野　孝（和歌山大）

学生セッション［6ZB会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 プレゼンテーション・議論の支援	 座長　吉野　孝（和歌山大）

 1 聞き手からの効果的なフィードバックを取得可能な発表練習システム
○小林尚弥，長尾　確，大平茂輝（名大）

 2 一対多会話における複数人同時注意喚起行動の調査
○小倉広大，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 3 聴衆・発表者間感性評価構造の視覚化による発表鋳型選択支援
○伊勢蕉子，中平勝子，北島宗雄（長岡技科大）

 4 MyIdeaTree: 個人の情報検索語句を活用した発想支援システム
○高部拓人，田中二郎（筑波大）

 5 議論の盛り上がりを反映したマインドマップ作成ツールの開発
○坂井健太（立命館大），中村健二（大阪経済大），小柳　滋（立命館大）

 6 グループ意思決定支援のための投票システムの試作
○吉田詠梨，奥原　俊，早川知道，伊藤孝行（名工大）

 7 会話参加者の優位性推定と会話制御への応用
○八城美里，池田直弥，林　佑樹，中野有紀子（成蹊大）

 8 協調学習における過去発言活用のための発言修正システム
○名手郁人（関西大），林　佑樹（成蹊大），小尻智子（関西大）

 9 議論能力向上のためのゲーミフィケーションシステムとその評価
○川西康介，大平茂輝，長尾　確（名大）

学生セッション［1ZC会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 モデリングとCG応用	 座長　森本　有紀（電機大）

 1 複数台のキネクトを用いた 3 次元モデル生成に関する研究
○平藤大智，齊藤　剛（電機大）

 2 異なる 4 視点で任意の濃淡パターンが現れるレリーフの作成
○佐々木大輔，斎藤隆文（農工大）

 3 光源方向により異なる 4 つの模様が現れるレリーフの作成
○佐藤恵理，斎藤隆文（農工大）

 4 非透視投影による古地図の構図のモデリング
○佐藤史弥，吳　湘筠，有川正俊，高橋成雄（東大）
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 5 レゴブロックを用いた影のトリックアート構築システムの開発
○生田寛和，高井昌彰（北大），高井那美（北海道情報大）

 6 多値関数に関するトポロジー記述子を用いた 3 次元形状検索
○菊池景介，櫻井大督，吳　湘筠（東大），佐伯　修（九大），

高橋成雄（東大）
 7 ローカルな美的基準を考慮した力指向におけるレイアウト制御方式

○武田修平，三末和男，田中二郎（筑波大）
 8 （講演取消）
 9 バーチャルスタディマップにおけるメディアの表示

○松本俊太郎，佐保田拓磨，箕輪有希，吉田眞澄（筑波学院大）

学生セッション［2ZC会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 レンダリング	 座長　土橋　宜典（北大）

 1 頭髪状物体を対象とするアンチエイリアシング処理されたリアルタイ
ムシャドウイング

○池田泰成，藤代一成（慶大），松岡　徹（デジタル・フロンティア）
 2 Eye Tracked Shadow Maps

○ Andrei Borza（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大）
 3 実測に基づく反射関数による半透明物体のリアルタイムレンダリング

○岡本　翠，安達翔平，宇梶弘晃，岡見和樹，森島繁生（早大）
 4 SURE を用いた適応的サンプリングの高速化

○榎谷亮祐，岩崎　慶（和歌山大）
 5 クラスタ主成分分析による符号付き球面距離関数の圧縮

○川口貴大，岩崎　慶（和歌山大）
 6 非等方性球面ガウス関数を用いた環境マップの近似手法

○仲北和弘，岩崎　慶（和歌山大）
 7 単一画像を用いた運動視差立体視

○井阪　建，藤代一成（慶大）
 8 液晶パネルを用いた実世界光源の 4 次元ライトフィールドの獲得

○中村基裕，岡部孝弘（九工大）
 9 カメラレスポンス関数未知の光源分布推定

○大田秀弥，岡部孝弘（九工大）
 10 構成比と分布を考慮したコンクリートの、ひび割れの再現

○加藤　悠（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大 / 東工大）

学生セッション［3ZC会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 可視化	 座長　柿本　正憲（東京工科大）

 1 色の 3 属性を考慮した色彩の調和度合いの可視化
○猪瀬直人（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大 / 東工大）

 2 鉄道車両編成における混雑度の画像計測と可視化〜シミュレーション
による予備検討〜

○鈴木涼平，藤代一成（慶大）
 3 実写画像からのオフィス雰囲気可視化の試み

○小西友梨，斎藤隆文（農工大）
 4 文献の参照関係の可視化 - ノード配置の改善

○村松千春，斎藤隆文（農工大）
 5 大規模な人の流れデータの集約的な可視化手法の開発

○兵吾勇貴，三末和男，田中二郎（筑波大）
 6 都市型構造の形成によるソーシャルグラフの可視化

○川村真人，高井昌彰（北大）
 7 駒の利きを盤面上で可視化する将棋初心者支援システム

○三好竜志，高井昌彰（北大），高井那美（北海道情報大）
 8 スパースモデリングを目的とした平行座標系表示の拡張

○新部祐輔（慶大），吳　湘筠（東大），渡辺一帆（奈良先端大），
高橋成雄（東大），藤代一成（慶大）

 9 相関に基づくクラスタリングを用いた軸縮約可能な平行座標系
○能野　琴，吳　湘筠（東大），渡辺一帆（奈良先端大），

高橋成雄（東大），藤代一成（慶大）

学生セッション［4ZC会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 アニメーションとシミュレーション	 座長　森本　有紀（電機大）

 1 （講演取消）
 2 CG における把持後操作のための初期姿勢生成

○浜田和明（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大 / 東工大）

 3 キャラクタに固有な表情変化の特徴を反映したキーシェイプ自動生成
手法の提案

○加藤卓哉，川井正英，桑原大樹，齋藤隼介，岩尾知頼，
前島謙宣，森島繁生（早大）

 4 キーフレームを用いた粘弾性体の自由変形アニメーション生成
○竹内亮汰，石川知一，柿本正憲（東京工科大）

 5 3DCG アニメーションとの比較による日本のセルアニメーションの顔
描画分析

○宮田　愛，齋藤　豪（お茶の水女子大），真野　航（東工大）
 6 正面および側面の手描き顔画像からの顔回転シーン自動生成

○古澤知英，福里　司，岡田成美，平井辰典，森島繁生（早大）
 7 3D 物理エンジンによる人モデルを利用した人の動きに関する分析

○小林竜司，中田豊久（新潟国際情報大）
 8 氷結による亀裂のビジュアルシミュレーション

○八木貴志，岩崎　慶（和歌山大）
 9 仮想絵具のための連続関数近似を用いた液滴シミュレーション

○馬場銀河（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大 / 東工大）
 10 植物ホルモン成長モデルを用いた自然な植物形状の自動生成

○久島　翔，上原和樹，赤嶺有平，當間愛晃，
山田孝治，遠藤聡志（琉球大）

第 4分冊	 （コンピュータと人間社会）

一般セッション［3F会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 教材開発	 座長　兼宗　進（大阪電通大）

 1 大学教育のための電子教材の開発方針の検討
○梅澤克之（日立），石田　崇（早大），小林　学（湘南工科大），

平澤茂一（早大）
 2 詳細な学習履歴を活用した学習者行動の分析

○中澤　真（会津大短大），小泉大城（サイバー大），
後藤正幸，平澤茂一（早大）

 3 PDF ファイルをベースとした電子教材作成支援システム
○荒本道隆（アドソル日進），小泉大城（サイバー大），

須子統太，平澤茂一（早大）
 4 統計基礎教育のためのタブレット型端末向け電子教材の試作と評価

○小泉大城（サイバー大），須子統太，平澤茂一（早大）
 5 Moodle 用英語問題作成支援ツールの開発

○西口純代，石澤伊矩麿（東理大）
 6 SCORM 2004 教材における構造テスト支援ツールの検討

○田中頼人（早大）
 7 Access による国試対策自主学習ソフトの開発と国家試験に及ぼす影響

○神崎秀嗣（京大），石田洋一，藤田洋一（京都保健衛生専門学校），
菅原　良（秋田大）

一般セッション［4F会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 情報科学・プログラミング	 座長　久野　靖（筑波大）

 1 情報基礎教育における CS アンプラグド教材の開発ー OS のメモリ管
理機能を学習するゲームの制作ー

○小川仁士，宇野　健，佐々木宣介（県立広島大）
 2 地域素材を活用した CS アンプラグドに関する研究

○福岡久雄（松江高専）
 3 トップダウンアプローチを用いたプログラミング言語学習への適用

○齋藤大輔，山浦恒央（東海大）
 4 日本語プログラミングによる計測制御のための教材開発

○山田耕太郎（比治山大）
 5 初心者向けプログラミング学習の支援ツール

○菱田隆彰（愛知工大），加納寛子（山形大），
長谷川元洋（金城学院大），古崎晃司（阪大）

 6 同一の教授者が担当する異なる学部のプログラミング入門教育を対象
とした CS 分析結果の比較

○土肥紳一，宮川　治，今野紀子（電機大）
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 7 プログラミング教育における e-Learning、反転学習、PBL の複合形態
の一例とその評価

○金子　格（東京工芸大）

一般セッション［5F会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 教育システム・行動分析	 座長　角所　考（関西学院大）

 1 e ラーニングでの学習行動の分析 〜社会人と大学生の比較〜
○宮森良昌，北村美里，山田玲子（ATR）

 2 学習ネットワークの情報伝搬にペア学習が与える影響の分析
○奥原　俊，大塚孝信，吉村卓也，伊藤孝行（名工大）

 3 学習履歴から抽出したキーワードを利用した Web 上の学習コンテン
ツの特定

○豊田哲也，鈴木雅之，孫　　媛（NII）
 4 資格試験問題における学習状況を考慮した問題提示に関する研究

○宮本和典（九女大）
 5 英語学習者向け電子教科書およびインタラクティブウィジェットの開発

○吉田諭史，Guillermo Enriquez，中野美知子（早大）
 6 IC タグとスマートフォンを用いてクラウドサービスを教室空間に連携

させるアクティブラーニングのためのシステム
○久保裕也（千葉商科大）

 7 大学における e ポートフォリオの有効活用に関する検討
○早坂成人，石坂　徹，石田純一，刀川　眞（室蘭工大）

一般セッション［6F会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 コンピュータと教育	 座長　角田　博保（電通大）

 1 教育の情報化と大学における ICT 教育ー小学校の総合的な学習の時間
指導要領からー

○馬場伊美子（太成学院大）
 2 （講演取消）
 3 CMS を活用した、非デザイン学生向けビジュアルデザイン思考育成

のための基礎教育プログラム
○有賀妙子（同志社女子大），渡部隆志（大阪電通大），

大谷俊郎（京都芸術デザイン専門学校），川田隆雄（同志社女子大）
 4 手書き線をガイドラインにするイラスト向け樹木生成システム

○眞間　梓，中島克人（電機大）
 5 コンピュータビジョンを用いたリアルタイム運動解析システムと物理

教育への応用
○中川　玄，藤井研一（阪工大）

 6 マルチモーダルセンサ情報を利用した遠隔指導システムにおける効率
的な通信品質制御のための指導状況モデルの構築

○瀬戸淳也（静岡大），坂根　裕（デジタルセンセーション），
竹林洋一（静岡大）

一般セッション［1G会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 法・社会と情報処理	 座長　小向　太郎（情報通信総合研）

 1 サイバー空間での刑事的規制と共通ドメインモデルー公職選挙法違反
と著作権違反の相違と類似ー

○赤岩順二（明大）
 2 営業秘密に関する人的管理 - 秘密保持契約と競業避止義務契約の活用 -

○瀧澤和子（早大）
 3 （講演取消）
 4 郵送とマルチデバイス対応 Web システムによるハイブリッド社会調

査の実証実験の解析
○小久保温，澁谷泰秀（青森大），吉村治正（奈良大），

渡部　諭（秋田県大）
 5 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 -- 婚姻関係及び世代の

省略表示 --
○横澤大典（大谷大），杉山正治（立命館大），生田敦司（大谷大），

平塚　聡（立命館大），齋藤　晋（国土利用再編研），
柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

 6 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 -- 婚姻関係及び世代の
省略表示の描画アルゴリズム --

○杉山正治（立命館大），横澤大典，生田敦司（大谷大），
平塚　聡（立命館大），齋藤　晋（国土利用再編研），

柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

 7 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 --GEDCOM の問題点
と互換性 --

○齋藤　晋（国土利用再編研），杉山正治（立命館大），
横澤大典，生田敦司（大谷大），平塚　聡（立命館大），

柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

一般セッション［2G会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 芸術・文化と情報処理	 座長　金子　格（東京工芸大）

 1 言語表現と身体表現の差異を考察できるアプリケーションとワーク
ショッププログラムの開発

○桂　英史，澤本　望，和田信太郎（東京芸大），
濱　哲史，会田大也（山口情報芸術センター）

 2 龍泉洞の観光客向けの自動音声案内システムの開発
○蔡　大維（岩手県大）

 3 現代芸術作品鑑賞における認知構造マップの定量評価
○三浦慎平，星野准一（筑波大）

 4 情報技術で独楽の動きを読み解く
○松崎隆哲（近畿大），花元克巳，笹原泰史，藤木哲雄，安武英剛，

坂口英和，空閑哲博，小島豊彦（日本の独楽資料館），
灰崎　章（筑豊ゼミ独楽研究会）

 5 言語資源を活用した古典テキストの異写本比較の検討
○菱山玲子（早大）

 6 書誌リンケージ基づく研究分野マッピングの精度検証
○蔵川　圭，孫　　媛，相澤彰子（NII）

 7 音声認識機能とテキスト読み上げ機能を使用した独居高齢者の遠隔見
守り方式

○渡辺　透，岡崎正一，大江信宏，小泉寿男（M2M 研究会）

一般セッション［3G会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 防災・安全と情報処理	 座長　橋本　誠志（徳島文理大）

 1 危険回避情報表示システムのデータ構築
○小林郁典，大北祐介，古田　昇（徳島文理大）

 2 SNS と機械学習を利用した災害発生時の行動予測システムの構築
○安藤義裕，葉田善章（放送大）

 3 X バンド MP レーダ雨量データの防災情報への活用
○西尾雅弘，森　正寿（近畿大）

 4 ワイアレスセンサネットワークによる環境情報収集システムの実装と
異常検知手法

○大塚孝信，伊藤孝行（名工大）
 5 集客施設の防犯カメラ映像を利用した地震動映像アーカイブシステム

の構築
○東　宏樹（防災科学技術研），翠川三郎，藤岡正樹（東工大），

安達正一（イオン），吉田　稔（白山工業），
藤原広行（防災科学技術研）

 6 要因分析と損傷予測手法の研究開発とマンホール保全データによる評価
○長谷川隆（日立），石川雄章，門間正挙（東大），

川端一嘉，森　治郎，勝木康博（NTT）
 7 スマートフォンを用いた自転車走行時の路面信号抽出機構の設計

○小花祐輔，高橋淳二，狐崎直文，戸辺義人，
Guillaume Lopez（青学大）

一般セッション［4G会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 政策・公共・福祉	 座長　大場　みち子（はこだて未来大）

 1 政治資金に関するオープンデータの現状と課題
○本田正美（東大）

 2 鳥取県 2012 年の資本マトリックスの分析
○村舘靖之，須藤　修（東大）

 3 自治体向け立法支援のための条例データベース：eLen
○角田篤泰（名大）

 4 標準化に影響を与えた特許の事例と標準化を円滑にするための特許制
度の考察

○金子　格（東京工芸大）
 5 米国の ITS 標準化政策の発展

○段　　潤（東大）
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 6 駅を拠点とした公共交通機関のリアルタイム情報連携システムの開発
と評価

○日高洋祐（JR 東日本）
 7 視覚障がい者が遠隔から要約筆記支援に参加するための技術開発とそ

の実証
○西村知也，足尾　勉，廣澤一輝，

日室聡仁（NEC システムテクノロジー），
佐藤　匡（吉備国際大）

 8 ウェブを利用した要約筆記トレーニング手法の検討・開発とその実証
○日室聡仁，足尾　勉，西村知也，

廣澤一輝（NEC システムテクノロジー），
佐藤　匡（吉備国際大）

一般セッション［5G会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 システム開発	 座長　高橋　尚子（国学院大）

 1 英語俳句シキ・メーリングリスト（1994 ー 2013）と大学情報センター・
海外俳人・地方自治体の相互関連

○墨岡　学（松山大），和田　武，David Bogdan（愛媛大），
内原大輔（福泉）

 2 旅行に関する文脈情報収集システム「旅ノ記憶」の設計と開発
○廖　宸一，梶　克彦，河口信夫（名大）

 3 陸上競技用記録掲示システムの開発と大会での実践報告
○芦田和毅，内山了治（長野高専）

 4 遠距離恋愛者に対する日常の行動を用いたアウェアネス支援の提案
○大廣智也，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 5 大学教員の教授力向上のための自己訓練システムの構築
○新井　浩（金城大短大），南保英孝（金沢大），

瀬戸就一（金城大短大），川邊弘之，下村有子（金城大）
 6 非定型分析支援システムの検討

○本林正裕，古川直広，中野定樹（日立）
 7 e- 執事 : ユーザ中心の高信頼ポータルサイト

○柿崎淑郎（電機大），前田陽二（JIPDEC），辻　秀一（東海大）

一般セッション［6G会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 教育プロジェクト	 座長　安武　公一（広島大）

 1 多地点サイバー交流授業（世界の英語たちとその誤解の原因）-- オン
デマンド授業と反転授業の試み

○中野美知子，近藤悠介（早大），中澤　真（会津大），
小泉大城（サイバー大）

 2 テレビ会議システムを用いたサイバーゼミナール形式英語授業におけ
るネットワーク回線の通信品質とその影響について

○中澤　真（会津大短大），小泉大城（サイバー大），
近藤悠介，中野美知子（早大）

 3 松江高専におけるネットワーク管理者育成教育の実施報告 ( 第 2 報 )
○岡田　康，池田総一郎，川見昌春，原　元司，

廣瀬　誠，金山典世（松江高専）
 4 M2M 普及のための教育活動の実践と課題

○市村　洋，大江信宏（M2M 研究会），
井上雅裕（芝浦工大），小泉寿男（M2M 研究会）

 5 産業フィールド知識を活用した新たな産学連携教育の実証と提言
○平山敏弘（日本 IBM）

 6 地域貢献としての情報処理教育
○新田雅道（小松短大）

一般セッション［1H会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 評価・シミュレーション	 座長　畑山　満則（京大）

 1 汎用 TA エージェントにおける教授戦略の検討
○高橋　勇（北里大）

 2 性能評価システムのクラウドサービスへの適用評価
○佐藤雅之，山足光義（三菱）

 3 近傍類似エリアに基づいたエリアポテンシャル評価方式
○石田夏樹（日立ソリューションズ）

 4 マルチテナント階層アクセス制御方式の研究
○小杉　優，佐藤雅之，山足光義（三菱）

 5 反響ツイートの拡散情報を利用したテレビ視聴傾向の予測に関する一
考察

○荒木伸也，阿部倫之，服部進実（金沢工大）
 6 HLA を用いたシステム連携シミュレーションの開発

○小林篤史（防衛省）
 7 GMAPIA による組織ディスコースの研究

○沢　恒雄（遊工学研）

一般セッション［2H会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 医療・特別支援	 座長　関嶋　政和（東工大）

 1 オープンソースの質量分析データ用ツールの開発
○森澤　拓，岩本真知子，

津元裕樹（東京都健康長寿医療センター研），
廣田三佳子（帝京平成大），

三浦ゆり（東京都健康長寿医療センター研），
戸田年総（横浜市大）

 2 高齢糖尿病患者の重症化を予防する在宅インスリン自己注射見守りシ
ステムの提案

○亀田多江（創価女子短期大），市村　洋（M2M 研究会），
樋口雅宏（HIRO ICT 研），平井愛山（千葉県立東金病院）

 3 Amazon Cloud ビッグデータ解析環境による精神神経系疾患診断系の
構築

○石井一夫（農工大），沼田周助，木下　誠，伊賀淳一，
渡部真也（徳島大），飯田　満（大塚製薬），大森哲郎（徳島大）

 4 特別支援教育におけるタブレットを活用した学習コンテンツ制作支援
システムの提案

○佐々木喜一郎（岐阜経済大），安田孝美（名大）
 5 視覚に障害をもつ医療系学生を対象とした e ラーニング教材の作成

○岡本　健，坂尻正次，三宅輝久，石塚和重，
野口栄太郎，大越教夫（筑波技術大）

 6 コモディティハードウェアを用いた障碍児向け非接触インターフェー
スの開発

○井上靖崇，粂野文洋（日本工大）

学生セッション［5ZC会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 観光	 座長　窪田　諭（関西大）

 1 協調フィルタリングに基づくイベント情報共有支援システムの実装
○早川浩平，早川知道，伊藤孝行（名工大）

 2 リピータ向け観光情報提供に関する考察 - 平泉を事例として
○萬　直之，阿部昭博，市川　尚（岩手県大）

 3 観光周遊行動の分析に基づくまちづくり支援システムの開発
○澤口卓弥，阿部昭博，市川　尚（岩手県大）

 4 道の駅に併設した野外美術館を対象とする観光支援システムの検討
○佐藤　亮，市川　尚，阿部昭博（岩手県大）

 5 モバイル環境での利用を考慮した観光プラン立案支援システムの開発
○福田照紀，阿部昭博，市川　尚（岩手県大）

 6 自転車 GPS データを用いた観光支援システムの開発
○新井田歩，阿部昭博，市川　尚（岩手県大）

 7 GoogleMap を利用した旅行疑似体験システムの提案
○井上陽子（専修大），大竹恒平（慶大），植竹朋文（専修大），

岡　　誠（東京都市大）
 8 北海道の独自性を学ぶ為の LOD を活用した Web サイトに関する考察

○斉藤成美，斉藤　一，隼田尚彦，向田　茂，安田光孝（北海道情報大）
 9 Samulet: ICT を活用し寺院や神社をより身近に感じるサービス

○上野直哉（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），
上林憲行（東京工科大）

学生セッション［6ZC会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 プログラミング教育	 座長　駒谷　昇一（奈良女子大）

 1 Java セキュアコーディングを促進する不変クラスチェッカの提案と実装
○菱田昂宏，早川智一，疋田輝雄（明大）

 2 初学者のプログラムの自動正誤判定における部分点付与の提案
○伊藤亜樹（電通大），丸山一貴（明星大），寺田　実（電通大）

 3 プログラミング学習における学習者の実力と問題の難易度の動的な推
定方式

○石川　斉，寺田　実（電通大），丸山一貴（明星大）
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 4 ぬいぐるみを利用したプログラミング学習環境の構築
○音森一輝（早大），坂本一憲（NII）

 5 Scratch を用いたロボット制御環境の構築
○四折直紀，大熊一正，恐神正博，杉原一臣，山西輝也（福井工大）

 6 プログラミング学習を支援する Moodle プラグインと UI の提案と実装
○村山　舜，早川智一，疋田輝雄（明大）

 7 プログラミング演習における学習状況のフィードバックシステムの開発
○畝川みなみ，宇野　健（県立広島大）

 8 別解作成に基づいたデザインパターン学習における学習者の別解特定
機構の構築

○大江洋希，小尻智子（関西大），瀬田和久（阪府大）
 9 プログラミング学習環境のクラウド化とリモートペアプログラミング

○上野大貴，紫合　治（電機大）

学生セッション［1ZD会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 安全・安心と情報処理	 座長　野田　五十樹（産総研）

 1 観光客避難誘導策定支援ツールにおける空間内避難者数の視覚化の提案
○江守直人，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 2 観光風評被害事例の分析に基づく情報提供システム
○堀口祐耶，市川　尚，阿部昭博（岩手県大）

 3 災害前後の無線 LAN とライブ状況を用いる被災状況推定
○金　楠奇，杉浦彰彦（静岡大）

 4 ピクトグラムによる災害時情報共有システム 2 次元情報の入力手段の
検討

○草野　翔，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 5 被災地の仮設住宅における遠隔管理機能を導入したプリペイド型商店

システムの社会実装
○市川　潤，西岡　大，齊藤義仰，村山優子（岩手県大）

 6 多様な通信環境とセンサ情報を考慮した時空間全方位映像収集配信シ
ステム

○伊藤健太，柴田義孝（岩手県大），平川　剛（ネットワーク応用技研）
 7 放射線量警告システムにおけるサーバの負荷分散の検討

○網野翔太，宮保憲治（電機大）
 8 分散型電源における電力変動予測による電力融通最適化手法

○小堀一樹，米田征司，能登正人（神奈川大）
 9 （講演取消）

学生セッション［2ZD会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 バイオ情報学・医療への応用	 座長　大林　武（東北大）

 1 webMathematica による生化学反応シミュレータの試作
○末吉智奈佐，仲　　隆（九産大）

 2 健康管理アプリケーションの開発
○嶋吉　瞳，田中成典，塩見和真（関西大）

 3 超高齢者死亡データに基づく人間の寿命限界の推定
○松浦祐希，華山宣胤（尚美学園大）

 4 年齢・時代別に観測されたデータの分析による乳癌と肝臓癌の因果関
係の考察

○張替勝也，華山宣胤（尚美学園大）
 5 NIRS による安静時前頭前野脳活動の左右差と STAI 相関性：統計的検定

○渕田悠子，市川和俊，福田行克，松本　隆（早大），
竹村尚大，酒谷　薫（日大）

 6 Westfall-Young 法を用いた遺伝子機能解析の感度改善
○金　韓永，瀬々　潤，寺田愛花（東工大）

 7 遺伝子型セットの組合せ最適化による薬剤の作用・副作用予測
○山本　郁，藤田悠介，浜本義彦，恒富亮一，硲　彰一，

岡　正朗（山口大）
 8 ハッシュテーブル及び de Bruijn Graph の分割による、ゲノム解析の

消費メモリ量の低減
○杉浦典和，石田貴士，秋山　泰，関嶋政和（東工大）

 9 画像データ処理を用いた DNA 配列間距離の評価
○小堀裕聖，水田智史（弘前大）

学生セッション［3ZD会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 身体動作学習	 座長　松居　辰則（早大）

 1 プロジェクタとカメラを用いた初心者向けアイロン掛け支援システム
○鈴木喜光江，藤波香織（農工大）

 2 Kinect とバランス Wii ボードを用いた胸骨圧迫の姿勢学習アプリケー
ションの開発

○小原拓也，平間大貴（釧路公大），佐々木富子，
宮尾スミエ（釧路孝仁会看護専門学校），

林　秀彦（鳴門教育大），皆月昭則（釧路公大）
 3 中学校の武道教育における日本剣道形の電子指導書のデザイン

○彦坂和里（静岡大），西尾典洋（目白大），
杉山岳弘，白井靖人，杉山　融（静岡大）

 4 Kinect を用いた日本剣道形の足さばきの解析
○山本祥太，白井靖人，杉山岳弘，杉山　融（静岡大）

 5 ストリートダンス未経験教師間のピアエデュケーションシステム
○長谷川聡，鹿内菜穂，八村広三郎，泉　朋子，仲谷義雄（立命館大）

 6 認知的徒弟制度に基づいたストリートダンス未経験教師の支援枠組み
○武居拓郎，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 7 要素動作プロジェクションによるストリートダンス未経験者のための
自習支援システム

○丹下裕貴，泉　朋子，仲谷義雄（立命館大）
 8 集団指導を容易にする水泳指導支援システムの開発

○袖山佑輔，羽山徹彩（金沢工大）
 9 Kinect を活用したドラム練習者のための自主練習ツールの開発

○平野光正，井口信和（近畿大）
 10 中高等教育機関向けのクラウドを用いた競技トレーニング支援システ

ムの設計と実装
○赤川卓也，平野　学（豊田高専）

学生セッション［4ZD会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 エンタテインメントにおける動画像処理

	 	 座長　山本　豪志朗（奈良先端大）

 1 顔画像情報を用いたユーザの嗜好にあった人物検索システムの作成
○潘　為淵，筧　捷彦，中村慎司，佐藤昌樹（早大）

 2 写真撮影における構図決定支援システム　〜 E-cose 〜
○角野杏早比，太田祐揮，志津野之也，原　大輔，濱川　礼（中京大）

 3 街歩き旅行者の写真撮影促進にもとづく思い出形成支援
○小出渉太，木下雄一朗，郷健太郎（山梨大）

 4 背景自動認識を用いたお絵描きシステムの提案
○宮澤陽介，水野慎士（愛知工大）

 5 手相占いアプリケーションの開発
○岡中秀騎，田中成典，塚田義典（関西大）

 6 剣を用いた戦闘場面における動的モーション生成法
○今澄亮太，星野准一（筑波大）

 7 ユーザーの習熟度に合わせた初心者向けダンス学習支援システム
○西脇絵里子，小野澤理紗，北原鉄朗（日大）

 8 ダンスモーションを用いたオン・デマンド型振付生成システムの試作
○津田敬亮，曽我麻佐子（龍谷大）

 9 カーリングインフォマティクスにおける試合情報解析のために - ポー
タブル戦術支援 DB システムの改良 -

○上野裕暉，桝井文人，柳　　等，平田洸介（北見工大）
 10 ユーザ参加型プレゼンテーションシステムの開発

○梅原喜政，田中成典（関西大），中村健二（阪経大）

学生セッション［5ZD会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ゲーミフィケーション・シリアスゲーム	 座長　嵯峨　智（筑波大）

 1 初心者向けオブジェクト指向プログラミング学習ゲームの開発
○筒井　優，岩澤京子（拓大）

 2 計算能力向上を目的とするゲーミフィケーションの提案と評価
○初谷拓郎，伊與田光宏（千葉工大）

 3 掃除機を用いた掃除を楽しくするゲーミフィケーションデバイス
○戸丸慎也，渡邉宏優，市村　哲（東京工科大）

 4 フィットネスバイクの利用に対して内発的動機づけを図る仮想スタン
プラリーシステムの評価

○大谷　隼，木川修一，溝渕昭二（近畿大）
 5 仮想スタンプラリーシステムにおける送風連動機能の改良

○木川修一，大谷　準，溝渕昭二（近畿大）
 6 演算奏 +×: 加法・乗法の筆算可聴化システム

○小林　稜，土井良文，松浦昭洋（電機大）
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 7 音楽理論に基づく映画の要約映像生成手法
○竹内星子，浜中雅俊（筑波大）

 8 口唇動作に着目した歌唱技能向上支援システム
○小林翔太，中平勝子（長岡技科大）

 9 数学教育を目的としたシリアスゲームの開発と初期評価
○成田一也，小林優太，宮島香里（日大），

ステーブン バンダベフト（日大 / アムステルダム応用化学大），
粟飯原萌，古市昌一（日大）

 10 チーム協調型シリアスゲームの協調性評価方法の提案及びラインホッ
ケーへの応用

○金澤眞大，野村勇太，林　柏楊，大竹駿希，古市昌一（日大）

学生セッション［6ZD会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 エンタテインメントコンピューティング

	 	 座長　倉本　到（京都工繊大）

 1 メロディ付き物語創作支援 Web アプリケーションの開発
○山下　峻，高橋　綾，力武克彰（仙台高専）

 2 マルチスマートデバイス型ゲームアプリの開発
○大場貴翔，大谷　真（湘南工科大）

 3 デジタル缶蹴りゲームの改良
○長田泰彰，魚井宏高（大阪電通大）

 4 メタ AR を付加した贈り物作成システム　-ARigato-
○太田祥徳，長島洋亮，松下卓矢，矢野千晶，濱川　礼（中京大）

 5 Twitter のつぶやきからのユーザ特徴の抽出と可視化
○小山穂奈美，恩田憲一，樫村雅章，須藤　智（尚美学園大）

 6 （講演取消）
 7 オンラインテーブルゲームにおけるビデオチャットの効果の検証

○太田祥一郎，星野准一（筑波大）
 8 言語処理と統計手法を用いたゲーム評価に置ける良い批評と悪い批評

の特徴分析
○齋藤恵子，野上竜一（尚美学園大）

 9 直感性とカスタマイズ性を両立するユーザーインターフェイスシステ
ムに向けて

○谷口英貴，高橋達二，柴山拓郎（電機大）

学生セッション［1ZE会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 医療分野への応用	 座長　関嶋　政和（東工大）

 1 介護現場におけるケアマネジャー支援システム
○大岩　隼，矢島敬士（電機大）

 2 KINECT を用いた脊柱部分のリハビリテーション効果の可視化
○永澤修平，鈴木彰真，村田嘉利（岩手県大）

 3 踵運動の角速度に着目した歩行の安心度測定方法の一検討
○荒井克仁，松田浩一（岩手県大）

 4 歩行開始時の足底圧を用いた歩き出し動作に関する一検討
○仙波　諒，松田浩一（岩手県大）

 5 遠隔介護医療用アンドロイドアプリの開発
○百瀬倫弘（山形大）

 6 IOS アプリケーションを用いた陣痛間隔計測支援システム
○加我諭志，皆月昭則（釧路公大）

 7 作業療法士のための書字課題作成支援システム
○照井智子，松田浩一（岩手県大）

 8 覚醒下手術の皮質マッピング記録映像の解析
○西村俊彦，長尾智晴（横浜国大），伊関　洋，村垣善浩，

田村　学（東京女子医大），南　伸二（SOLIZE）
 9 高齢者向け栄養管理システム Mofy における栄養士向け機能の評価

○川島基子，吉野　孝（和歌山大），紀平為子，
伊井みず穂（関西医療大），岡本和士（愛知県大），

江上いすず（名古屋文理大），藤原奈佳子（愛知県大），
石川豊美（名古屋文理大），入江真行（和歌山県医大）

学生セッション［2ZE会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 農業・水産業・エコ	 座長　辻　秀一（東海大）

 1 水産物流通における消費地側業者を対象とした業務支援システムの構築
○江島良幸，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 2 農産物産地直売所を対象とした在庫管理手法の提案
○高島祐貴，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 3 オントロジーを利用したみかん生育支援システムの提案
○藤本玲子，青木泉帆，青山幹雄（南山大）

 4 定点カメラ画像を利用したりんごの成長過程用学習コンテンツの試作
と評価

○阿部勇人，佐々木淳，高木正則，山田敬三，中村武道，
加藤裕美，山本晃大，吉田理穂（岩手県大）

 5 猿検知システムの測定による群れごとの周期性を加味した出現予測シ
ステム

○伊藤将章，杉浦彰彦（静岡大）
 6 猿出現予測の為の山間部植生情報の利用

○照井一暉，杉浦彰彦（静岡大）
 7 省資源行動の変容段階を考慮した動機づけ戦略の切換え手法

○田口宏明，藤波香織（農工大）
 8 太陽光発電量予測 Web サービスと連携するモバイルアプリケーション

○大槻善則，福田奎介，市村　哲（東京工科大）

学生セッション［3ZE会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 公共・福祉	 座長　柿崎　淑郎（電機大）

 1 高齢者と子どもへの会話型ロボット活用実験における発話語数分析に
よる一考察

○板橋秀美，中田亜子，磯部帆乃香，鈴木紀子，
亀田多江（創価女子短期大）

 2 ペンタブレットを用いた書字リハビリ効果の評価支援システムの提案
○及川遼介，松田浩一（岩手県大）

 3 福祉相談業務支援システムの構築と事例の活用
○藤野一也，植竹俊文，岡本　東，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 4 幼稚園における通園バス業務を対象としたシステムの運用・評価
○小野寺瞬，岡本　東，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 5 単一方向性制約伝搬とパターンに基づく業務システム構成法の提案
○矢野寛将，桑山浩希，金田重郎（同志社大）

 6 地域課題研究におけるフィールド調査支援システムの開発
○川崎翔太郎，市川　尚，阿部昭博（岩手県大）

 7 サービスエリアにおける運転時間の未来予測・提示による行動誘発の
基礎的検討

○諏訪恭平，竹内俊貴，中里直人，谷川智洋，廣瀬通孝（東大）
 8 GIS を用いた道路情報プラットフォームの開発

○坂本大介，石川真成（岩手県大），窪田　諭（関西大），
市川　尚，阿部昭博（岩手県大）

 9 道路情報プラットフォームにおけるユーザインタフェースの開発
○石川真成，坂本大介，阿部昭博，市川　尚（岩手県大），

窪田　諭（関西大）
 10 加速度センサによる路面状態の把握とバリアフリー検知への利用

○岡村拓哉，伊與田光宏（千葉工大）

学生セッション［4ZE会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 マネジメント	 座長　神沼　靖子（フェロー）

 1 自己説明に基づいた意思決定スキル育成システム - 野球采配を対象と
して -

○荒木涼耀，小尻智子（関西大）
 2 集団による意思決定のための合意形成法の研究

○大川勇樹，岡　　誠，森　博彦（東京都市大）
 3 待ち行列モデリングアプローチによる商品陳列棚の最適配置

○林　秀和，井垣知加子（愛知県大），宇都宮陽一（LSET），
奥田隆史（愛知県大）

 4 オープン系システム保守の現状報告
○篠原昭夫，泉　　隆（日大）

 5 机間指導支援システムの提案
○原川　翼，瀧川陽介（電機大），高野辰之（関東学院大），

小濱隆司（電機大）
 6 教授者の発話を改善するためのフィードバックシステムの提案

○古澤和貴，辻　智史，瀧川陽介（電機大），高野辰之（関東学院大），
小濱隆司（電機大）
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 7 初学者のためのタンジブルユーザインタフェースを用いた回路シミュ
レーションシステムの研究

○香月謙一，星野恵里佳，瀧川陽介（電機大），高野辰之（関東学院大），
小濱隆司（電機大）

 8 出欠席管理システムの設計・開発
○松居健太郎，堀川千遥，瀧川陽介（電機大），高野辰之（関東学院大），

宮川　治（電機大）
 9 ID カードを用いた出欠席管理を行うインタフェースの提案

○秋山大地，郷田祥史，大森茉実，染井来夢（電機大），
高野辰之（関東学院大），宮川　治（電機大）

 10 ID カードを用いた出席確認における不正防止に関する一検討
○中鉢庸介，松居健太郎，瀧川陽介（電機大），

高野辰之（関東学院大），宮川　治（電機大）

学生セッション［5ZE会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 タブレットと教師	 座長　村松　浩幸（信州大）

 1 段階的ヒント提示による発言意欲向上支援システムの開発
○藤原雄太（岩手県大），工藤恭介（八幡平市立松野小学校），

後藤裕介，南野謙一，渡邊慶和（岩手県大）
 2 動作学習支援システム「仮想鏡」における重要な教師動作の提示

○西村由佳里，山本景子，倉本　到，辻野嘉宏（京都工繊大）
 3 他の児童の筆記をリアルタイムに覗き見ることができるデジタルノー

トシステムの開発
○長田邦弘，加藤直樹（東京学芸大）

 4 教育実習における授業参観者による授業中の気づきを記録・閲覧する
システムの開発と試行

○今野翔太郎，立川泰史，櫨山淳雄，加藤直樹（東京学芸大）
 5 説明方法の採点機能を備えたズーミングプレゼンテーション支援シス

テムの開発
○品田勇一，羽山徹彩（金沢工大）

 6 プレゼンテーション力向上のためのフィードバック支援システムの提案
○園田成良，吉田博哉（神戸情報大）

 7 小学校のための安全マップ活動支援システムの開発
○虻川みのり，大林直樹，吉本定伸（東京高専），

福本　徹（国立教育政策研）
 8 （講演取消）

学生セッション［6ZE会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 防災と情報処理	 座長　須川　賢洋（新潟大）

 1 津波発生時の住民避難先推定システム　- 避難先候補に関する住民へ
の事前調査の利用 -

○川邉顕裕，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 2 津波警報時の JR 大阪駅周辺における避難計画策定支援

○石田　涼，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 3 津波警報時の自動車避難状況分析ツールの提案と大阪湾への適用

○小野一樹，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 4 津波避難計画評価システムの導入による災害リスク・コミュニケー

ション支援
○中居楓子（京大），畑山満則，矢守克也（京大防災研）

 5 MA による津波避難シミュレーションと AHP による対策意思決定
○杉山拓也，小原和博（千葉工大）

 6 普遍的最速フローモデルを用いた緊急災害時における避難計画手法に
関する研究

○大田章雄（京大），神山直之（九大），瀧澤重志（阪市大），
加藤直樹（京大）

 7 都市における避難所割当ての列挙と評価手法の研究
○中野浩太郎（京大），斎藤寿樹（神戸大），加藤直樹（京大），

瀧澤重志（阪市大）
 8 Linked Open Data を用いた地域の防災支援システム

○前田実優，藤原　哲，大場みち子（はこだて未来大）
 9 Google Earth および 3D GIS を用いた洪水情報監視システムにおける

河川シミュレーション
○イリ ツアン，森　正壽（近畿大）

学生セッション［1ZF 会場］（3月 11 日（火）9:30 〜 12:00）

	 教育におけるネットワークとデバイス

	 	 座長　稲葉　利江子（津田塾大）

 1 仮想マシンを活用した不正アクセス対策学習システム
○福山和生，井口信和（近畿大）

 2 教育現場における NFC を用いた直感的なアドホックネットワーク構
築手法

○佐々木雅茂，藤田琢磨，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）
 3 演習履歴の管理を可能とする IP ネットワーク構築演習システムの開発

○北澤友基，井口信和（近畿大）
 4 観察学習を可能とする IP ネットワーク構築演習システム

○舛賀計彦，井口信和（近畿大）
 5 Hybrid-P2P 技術を活用した研究室内資料共有システムにおけるイン

デックスサーバ登録情報の一括変換機能の開発
○管納雅人，井口信和（近畿大）

 6 筋電位の 2 値化による重筋作業の技能可視化についての一検討
○中屋敷恒，松田浩一（岩手県大）

 7 センサからの行動ログを用いた訪問場所の自動認識
○池田彩乃，藤田　悟（法大）

 8 モバイルタイルドディスプレイの開発
○安枝　光，堀田将也，成見　哲（電通大）

 9 可動型ディスプレイを用いた教示向けエージェント
○岡崎裕文，寺村　涼，尾形正泰（慶大），

石井健太郎，開　一夫（東大），今井倫太（慶大）

学生セッション［2ZF 会場］（3月 11 日（火）15:15 〜 17:45）

	 言語・外国人への教育	 座長　山田　恒夫（放送大）

 1 科学技術論文の二層構造化
○加藤俊弥，管村　昇（工学院大）

 2 音声認識技術を用いて適切な話速を定量的に評価 ･ 改善するセルフ
チェックサービス

○杉山　渉（東京工科大），中村亮太（湘北短期大），
上野　歩，上林憲行（東京工科大）

 3 話し言葉のパラ言語情報を反映したテキスト構成手法の提案
○内田祥一，安井浩之，吉野邦生（東京都市大）

 4 形態素解析を用いた特徴語抽出手法の検討
○宮川裕介，泉　　隆，瀬沼航太郎（日大）

 5 単語の意味情報ならびに共起情報を用いた万葉集和歌検索手法の提案
○岡田雄揮，鍵村好美，中田　充，葛　崎偉，吉村　誠（山口大）

 6 ゲーミフィケーションによる学習意欲向上を目的としたリーディング
学習 Web アプリケーションの構築

○大城敬人，宮岸祐成，宮崎佳典（静岡大）
 7 英単語並べ替え問題における迷い抽出機能の実装

○三木良介，宮崎佳典，厨子光政（静岡大），法月　健（静岡産大）
 8 留学生を対象としたオノマトペの学習を支援するための電子絵本シス

テムの評価
○前田安里紗，上間大生，松下光範（関西大）

 9 外国人の初級日本語文における助詞誤りの検出
○細田裕樹，絹川博之，杉野勝也（電機大）

学生セッション［3ZF 会場］（3月 12 日（水）9:30 〜 12:00）

	 特別支援教育・一般	 座長　辰己　丈夫（早大）

 1 聴覚障がいを有する算数困難児向け算数教材の研究〜 文章問題習得支
援教材の開発 〜

○中島　秀，上野大樹，後藤裕子，松永信介（東京工科大）
 2 聴覚障がいを有する算数困難児向け算数教材の研究〜 語彙補完システ

ムの構築 〜
○後藤裕子，上野大樹，中島　秀，松永信介（東京工科大）

 3 投影型電子黒板の利用を想定した算数学習支援教材の開発
○仁木優哉，星川　駿，安藤公彦，松永信介（東京工科大）

 4 Peer Review による高校生向けビジネスマナー習得のためのシミュ
レーション教材の開発

○高山絵理奈，稲葉竹俊，松永信介（東京工科大）
 5 知的障害特別支援学校における教材管理支援システムの構築

○武田真季，竹野健夫，菅原光政（岩手県大）
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 6 特別支援教育におけるタブレット端末向け学習コンテンツ制作の取り
組み

○江崎光治，佐々木喜一郎（岐阜経済大），安田孝美（名大）
 7 マーカレスモーションキャプチャを用いた距離画像による手話認識シ

ステム
○西　悠介，大川茂樹（千葉工大）

 8 非利き手のための書字訓練システムの検討
○大保景子，大西祐哉（電機大），大矢哲也（日本医療科学大），

川澄正史，小山裕徳（電機大）
 9 メンタルヘルスケア等への利用を目的とした運動療法を支援するため

のシリアスゲームの開発
○大久保友博，大澤秀匡，大竹駿希，古市昌一（日大）

学生セッション［4ZF 会場］（3月 12 日（水）14:30 〜 17:00）

	 教育システム・データ解析	 座長　中山　泰一（電通大）

 1 計算量がコントロールされた連立方程式の問題及び模範解答の自動生成
○森　優貴，雪田修一（法大）

 2 ベイジアンネットワークによる設問間の因果関係の推定
○浅井孝太，大枝真一（木更津高専）

 3 学習者特性を考慮した適応型作問学習支援システムの提案
○井上裕之，高木正則，山田敬三，佐々木淳（岩手県大）

 4 e-Learning システムにおける学習意欲向上の検討 - ナイーブベイズ法
を用いた出題問題の種類別分類 -

○小林美緒，瀬沼航太郎，宮川裕介，泉　　隆（日大）
 5 情報技術学習支援システムの開発と学習評価 - 解答要因の推定 -

○瀬沼航太郎，泉　　隆，宮川裕介（日大）
 6 主観的な実力の見積もりを訂正する学習成果可視化システムの開発

○大谷拓也，後藤裕介，南野謙一，渡邊慶和（岩手県大）
 7 学習者データの統計分析により得られる学習者特性の考察

○大沢泰貴（サイバー大），大谷康介，大金夕騎，森本祥太，小島大奨，
松井拓海，松田　健（静岡理工科大）

 8 学習者のモチベーション向上を目的とした課題提出システムの構築
○吉田祥子，大枝真一（木更津高専）

 9 自律的・能動的行動を育成するための大学初年次学修プログラムの実
証的提案

○今村咲貴，中村太戯留，上林憲行（東京工科大）
 10 学習者用端末を活用する小学校向け学習支援システムの設計

○鈴木里菜，加藤直樹（東京学芸大）

学生セッション［5ZF 会場］（3月 13 日（木）9:30 〜 12:00）

	 生徒・学生の行動	 座長　林　雄介（広島大）

 1 出席状況把握システムの解析
○後閑裕志，大谷　真（湘南工科大）

 2 電子ペーパー付 NFC タグをパスワード配布に用いた出席管理システム
○須田　光，中村聡史，小川充洋，熊澤弘之，近藤直樹（帝京大）

 3 オンライン学生教育支援システムと連携した受講クラス編成ツールの
開発

○加藤翔冴（愛知県大），内田君子（名古屋学芸大），
宇都宮陽一（LSET），奥田隆史（愛知県大）

 4 個性と構造的特徴を考慮した友人関係ネットワークの変化のモデル
○加藤竜丸，武藤敦子，犬塚信博（名工大）

 5 大学生の Wikipedia 情報に対する信頼性および質認識に関する調査研究
○田中貴人（電機大）

 6 学生の自己評価に基づく理解度の分析 -e ポートフォリオを利用した情
報リテラシー教育 -

○岡本覚子，中村太一（東京工科大）
 7 e ポートフォリオと連携した就職活動支援システムの提案

○中村祐基，中島裕聡，高木正則，山田敬三，佐々木淳（岩手県大）
 8 ブレンド型学習を導入した就職活動疑似体験サービスの開発

○井上直大（東京工科大），中村亮太（湘北短期大），
上林憲行（東京工科大）

 9 携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習
支援システムの開発

○稲田淑花，中桐斉之（兵庫県大）

学生セッション［6ZF 会場］（3月 13 日（木）14:30 〜 16:30）

	 単元教育支援	 座長　土肥　紳一（電機大）

 1 数学の学習意欲を高める AR ゲームブックの制作
○磯　康彦，時井真紀（筑波大）

 2 高等学校におけるタブレット端末を用いた数学的活動を支援するシス
テムの拡張

○泉　太一，市川　尚，阿部昭博（岩手県大）
 3 連立方程式解法理解のためのタブレット PC を用いた教育用ツール開発

○宮本　優，藤井研一（阪工大）
 4 関連の理解を補助する歴史学習システムの構築

○児玉恭祐，時井真紀（筑波大）
 5 マルチエージェントシミュレーション方式による歴史研究支援環境の

構築と評価
○新倉春樹，関口大貴，芹生拓也，古市昌一（日大）

 6 音声認識とジェスチャ機能を用いた料理者支援
○杉本拓也，伊與田光宏（千葉工大）

 7 AR 技術を用いた絵画鑑賞支援システム
○長谷部すみれ，時井真紀（筑波大）

 8 シミュレーション技術者教育のための e-Learning 用教育素材の作成
○伊藤智哉，笹岡久行（旭川高専）



第 76 回全国大会委員名簿

第 76 回全国大会組織委員会
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	 辰己	　丈夫（早大），立石　孝彰（IBM），鶴岡　慶雅（東大），鶴岡　行雄（NTT），寺島　美昭（三菱電機），
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	 細井　　聡（富士通），前田　一穂（富士通研究所），松谷　宏紀（慶大），松村　　敦（筑波大），南出　靖彦（筑波大），
	 望月　理香（NTT），山口　高康（NTTドコモ），山下　博之（IPA），山名　早人（早大）

第 76 回全国大会プログラム委員会
委員長	 安田　　浩（電機大）　　
委　員	 猪俣　敦夫（奈良先端大），川島　英之（筑波大），絹川　博之（電機大），木下　哲男（東北大），佐々木良一（電機大），
	 砂原　秀樹（慶大），高橋時市郎（電機大），辰己　丈夫（早大），中山　泰一（電通大），畑山　満則（京大），
	 坂東　宏和（ポトス），真鍋　宏幸（NTTドコモ），安本　慶一（奈良先端大），山口　実靖（工学院大），横山　昌平（静岡大）

第 76 回全国大会　イベント企画協力
人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか
　松原　　仁（はこだて未来大学），コンピュータ将棋『あから』強化推進委員会
論文必勝法 ～英語で論文を書こう！～
　岡部　寿男（京都大学），論文誌ジャーナル，JIP 編集委員会幹事会
ビッグデータ時代に立ち向かうイノベイティブなシステム開発～ Agile, Big-data, Cloud, DevOps のプラクティスから～
　青山　幹雄（南山大学），浦本　直彦（IBM），デジタルプラクティス編集委員会
～コンピュータパイオニアが語る～ 「私の詩と真実」
　発田　　弘（沖コンサルティングソリューションズ），歴史特別委員会
緊急時における共助型フリーインターネットの課題と適切な実現に関する討論
　藤枝　俊輔（東京大学），IOT研究会，SPT研究会，IS研究会
エクサスケールを目指す技術開発最前線
　須田　礼仁（東京大学），ハイパフォーマンスコンピューティング研究会
企業で活用される自然言語処理技術
　森　　信介（京都大学），自然言語処理研究会
知のコンピューティング－知の創造促進と科学的発見・社会適用加速－
　茂木　　強（科学技術振興機構）
～ IPA 未踏事業～ IT の力でイノベーションを創造する「若い突出した IT 人材」の発掘・育成への取組み
　神島万喜也，長澤　良次，佐藤　教人（情報処理推進機構）
高校での情報教育－ 2013 年度版学習指導要領のもとで：普通科・専門学科，および教員養成
　和田　　勉（長野大学），	初等中等教育委員会
大学入試における「情報」入試のあり方と可能性
　久野　　靖（筑波大学），情報処理教育委員会

「学会へ行こう！　若者の夢を実現できる場所」－学会が若者にできること，若者が学会にできること－
　黒橋　禎夫（京都大学），大内　一成（東芝），高岡　詠子（上智大学）若手研究者の会
企業情報システムにおける発注者の育成に向けて：学会への期待
　児玉　公信（情報システム総研），酒森　　潔（産業技術大学院大学）技術士委員会・IS教育委員会
大学における一般情報教育の現状と展開
　駒谷　昇一（奈良女子大学）一般情報教育委員会

今大会では，東京電機大学様より会場のご提供を頂き誠にありがとうございました．
	 ここに厚くお礼申し上げます．

一般社団法人　情報処理学会　　
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こんにちは 

東京電機大学経営同友会です 

東京電機大学経営同友会は東京電機大学を卒業

し、経営者となった方で構成されています。年3回の

講演会等で産学官の異業種交流を進めています。 

[お問い合わせ] 
〒120-8551東京都足立区千住旭町5番 

TEL:03-5284-5145/FAX:03-5284-5242 
Mail:doyukai@jim.dendai.ac.jp 

http://www.tdu-ma.jp/ 
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