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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） 京都大学 吉田キャンパス（以下，略）百周年時計台記念館 1階ロビー 
受付時間：17 日（火）8:30‐17:00  18 日（水）8:30‐17:00  19 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 百周年時計台記念館 2階 会議室Ⅱ 
臨時電話：080-6624-2658（通話可能期間 17 日（火）～19 日（木）8：30‐16：30） 
*手荷物預かりのスペースが限られておりますので，吉田南総合館 共北12講義室でのお預かりとなることもありますのでご了承ください． 

 
■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 1～6 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． 

 
■［当日申込価格］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：4,000 円  正会員（DVD-ROM 付）：9,000 円  一般非会員：7,000 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． 

 
■［当日申込価格］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）：63,000 円 
  講演論文集各分冊：14,000 円 
  講演論文集DVD-ROM（個人）： 9,000 円 
  講演論文集DVD-ROM（法人）：57,000 円 
  講演論文集DVD-ROM（学生割引会場販売）：5,000 円 
 
■懇親会 
日時：3 月 17 日（火）18:15‐20:15 
会場：百周年時計台記念館 2 階 国際交流ホール  
［当日申込価格］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，総受付付近に設置する「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］ 
吉田南総合館 1 階 Bell Lounge・2 階 リフレッシュコーナー 

［インターネット接続] 
○eduroam：国際無線LAN ローミング基盤である eduroam が利用可能です．eduroam JP 参加機関の所属で，アカウントをお持ちの
方はご利用下さい． 

○キャリア系無線LAN サービス：SSID「0000docomo」「Wi2_club」「mobilepoint2」のいずれかが利用可能です．利用には通信事
業者との契約が必要です． 

［食堂・売店］ 
・食堂：中央食堂（営業時間 8:00‐20:00） 
・食堂：カンフォーラ（営業時間 11:00‐21:30） 
・食堂：カフェテリアルネ（営業時間 11:00‐22:00） 
・タリーズコーヒー（営業時間 10:00‐18:00） 
・売店：時計台生協ショップ（営業時間 10:00‐20:00） 
・売店：吉田ショップ（営業時間 10:00‐17:00） 
・売店：共北ショップ（営業時間 11:00‐15:00） 

*時計台 1 階の「京大ショップ」にて京大オリジナルグッズを販売しておりますのでご利用ください． 
［飲み物の自動販売機］ 
設置場場所は，4 ページをご参照ください． 

［喫煙について］ 
指定場所以外での喫煙は禁止です．喫煙場所は，4ページをご参照ください． 

［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］ 
最寄りのバス停：京大正門前，百万遍（京都駅まで約 35 分） 
タクシー会社：MK タクシー（075-778-4141），ヤサカタクシー（075-842-1212） 

［ご注意  ※予めご了承ください］ 
・第 1 イベント会場、第 2 イベント会場のイベントはニコニコ生放送において中継されます．また，映像記録はアーカイブされ 
インターネット上で公開されます． 

・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． 

 
 ■今後の全国大会・FIT 情報（予定） 

 FIT2015 第 14 回情報科学技術フォーラム [http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2015/] 
 会期：2015 年 9 月 15 日（火）～17 日（木） 会場：愛媛大学 城北キャンパス 

 情報処理学会 第 78 回全国大会 [http://www.ipsj.or.jp/event/taikai/78/] 
 会期：2016 年 3 月 10 日（木）～12 日（土） 会場：慶應義塾大学 矢上キャンパス 

 
 ■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 77 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：京都大学　吉田キャンパス百周年時計台記念館　2F　国際交流ホール I
展示日時：3 月 17 日（火）〜 19 日（木） 9：30-17：00　*19 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

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・ワークショップの 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）

#02

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・公的研究機関・企業研究所・ベンチャー等と国家 PJ 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、検査、計測、ロボット、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。

#03

株式会社シー・オー・コンヴ　〔http://www.co-conv.jp/〕 大会スポンサー（ゴールド）
PC 管理ソフトウェア開発　株式会社シー・オー・コンヴのご紹介
▼株式会社シー・オー・コンヴは、ネットワーク通信プロトコル・Windows 系の高度な技術力を活かしたソフトウェ
ア開発を行う、少数精鋭の技術者集団です。小規模な企業ながら、特許技術を多数保有し、世界に通用するプログ
ラム開発を行っています。
▼会場では、全国各地の大学を中心に教育用端末の管理・運用システムに採用される、当社製品のネットブートソ
リューションをご紹介します。
▼さらに、無線でのディスクイメージ配信を実現した、開発中の新ソリューション「CO-Spray」の製品デモと、そ
の機序を簡単にご紹介させていただきます。
△△　プログラマの募集もいたしております。ブースにお立ち寄りください　△△

#04

株式会社インフォテック・サーブ　〔http://www.infotech-s.co.jp/〕
情報技術教育用の教材＜展示と教材見本送付 ( 無料 ) の受付＞
■教材見本の展示
アルゴリズム／Ｊａｖａ／ C 言語／ C ＋＋／システム開発／システム設計／プロジェクト演習／ＩＴテクノロジ／
データベース／ UML ／オブジェクト指向／基本情報技術者・ＩＴパスポート・応用情報技術者試験関連…他
■次年度以降の教材検討用に，「教材見本の無料送付」を展示ブースで受付けます。
■会社紹介
1998 年設立。全国の大学・企業・専門学校・高等学校等４00 を超える団体で採用実績があり，指導ガイド・スラ
イド教材・確認テスト等の補助教材が充実しているのが特徴です。一般書店の陳列を行っていないため，内容が確
認できるこの機会に展示ブースへお立ち寄りください。

（※ 情報技術教育用の教材開発・改定に関するご要望も承ります。）
詳細：http://www.infotech-s.co.jp/syuppan/syuppan_s00.html

#05

京都大学大学院情報学研究科黒橋研究室　〔http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/CREST/〕
JST CREST「知識に基づく構造的言語処理の確立と知識インフラの構築」
テキストは、専門家によるデータの分析結果や解釈、ステークホルダーの批判・意見、種々の手続きやノウハウな
どが表出されたものであり、人間の知識表現の根幹をなすものです。言語の計算機処理はウェブをはじめとする大
規模テキストの活用によって長足の進歩を遂げつつありますが、本研究ではこれをさらに発展させ、知識に基づく
頑健で高精度な構造的言語処理を実現し、これによって様々なテキストの横断的な関連付け、検索、比較を可能と
する知識インフラを構築します。また、構築した注釈付与コーパス、辞書、言語解析システムの公開によって研究
コミュニティによる一層の研究の加速を実現するとともに、これらの研究成果を企業のカスタマセンター業務等の
社会の実問題に適用し、その有用性を評価します。
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#06

東京大学大学院工学系研究科船津研究室　〔http://funatsu.t.u-tokyo.ac.jp/〕
JST CREST「医薬品創薬から製造までのビッグデータからの知識創出基盤の確立」
医薬品創薬から製造までの過程には蓄積された膨大な測定データ等が存在します。これまで異分野として個別にと
らえられていた創薬の現場と製造の現場における知見および各種データを共有する仕組みを構築するとともに、創
薬・製造を俯瞰的に見た医薬品開発のシステム全体の効率化および最適化を目指した研究を進めます。具体的には、
多数のタンパク質 対 多数の医薬品候補化合物の複雑な相互作用データ、医薬品候補となりうる仮想的な大規模化
学構造データ、製薬プロセス・化学プロセスにおける全ての運転データおよび製品品質データを活用することで、
大量のタンパク質 対 化合物情報からの創薬指針の抽出、大規模仮想ライブラリ創出およびそこからの新薬ターゲッ
ト発見とその合成・製造法の獲得、製造プラントの安定運転・リスク事前管理・品質安定化のための運転監視・プ
ロセス制御のための知識抽出を達成し、医薬品創薬から製造の段階を通した知識創出基盤を確立することを目標と
します
詳細：http://funatsu.t.u-tokyo.ac.jp/crest2013.pdf

#07

独立行政法人科学技術振興機構　CREST「ビッグデータ応用」領域　西浦チーム　
〔http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/44/14532030.html〕
JST CREST「大規模生物情報を活用したパンデミックの予兆、予測と流行対策策定」
本研究は病原体のゲノム情報や実験データを含む大規模な生物情報を利用したパンデミック予兆の捕捉と流行予測
を実現し、それに基づいて最も望ましい感染症対策を明らかにします。具体的には、

（1）大規模生物学的情報を取り込んだ流行予測モデルの構築、
（2）パンデミックの予兆の探知、
（3） これら2つのモデルに基づく感染症対策の改善を行います。大規模データを効率的に分析することで、パンデミッ

クの予兆捕捉と流行拡大の予測を世界で初めて日常的に実現します。

#08
#09
#10

兵庫ベンダ工業株式会社　協力：近畿情報通信協議会　〔http://www.bender.jp/〕
4K/60P 対応 可搬型マルチディスプレイ
簡易に運搬・設置可能な可搬型マルチディスプレイを活用し、以下の目的においてイベント・シンポジウム等の場
で 4K 画質の映像コンテンツを配信いたします。

【目的】
・ICT を活用した地域のコミュニティ活性
・日本が誇る高精細度液晶技術の周知
・2020 年に向けての 4K/8K 映像コンテンツ送出・製作に関わる試験運用・検証
詳細：http://www.bender.jp/bender/start-up/mono/4k/

#11

一般財団法人 神戸国際観光コンベンション協会　〔http://www.kobe-convention.jp〕 懇親会出展者
神戸へのコンベンションの誘致　および開催支援 / 懇親会でのお土産等提供
これまでに 4,600 件以上の国際会議が開催されてきた日本で最も歴史あるコンベンション都市神戸では、情報処理・
計算科学系コンベンションの誘致に力を入れています。今年は 11 月に「SIGGRAPH ASIA 2015」を開催いたします。
コンベンション開催に対する様々なおもてなしメニューや、市内大型ホテルが連携した「神戸コンベンション誘致
協議会」が皆様の会議の成功をサポートいたします。
懇親会でも神戸ブースを設置し、開催支援メニューのご案内や神戸のお土産をご用意して皆様をお迎えいたします
ので、是非お立ち寄りください。

【共同出展：神戸コンベンション誘致協議会】
神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ／ ANA クラウンプラザホテル神戸／神戸ポートピアホテル／
オリエンタルホテル／ホテルオークラ神戸／神戸メリケンパークオリエンタルホテル／クラウンパレス神戸

#12

神戸市／神戸 HPC クラスター（FOCUS）　〔http://www.j-focus.or.jp/〕
神戸 HPC クラスター（FOCUS）の紹介と SIGGRAPH　ASIA　2015　神戸開催
・神戸 HPC クラスター（FOCUS）
　スーパーコンピュータ京、FOCUS スパコンとあわせて利用推進活動をサポート。
　 HPC クラスターを形成し、（公財）計算科学振興財団とともにスーパーコンピュータを活用した研究開発や産業

利用の推進と普及啓発を行い、計算科学分野の振興と産業経済の発展に寄与します。
・SIGGRAPH　ASIA　2015　神戸開催
　 コンピュータグラフィックス、インタラクティブ技術の世界で最も影響力のある国際会議である「SIGGRAPH 

ASIA 2015」が神戸で開催します。
　開催日：　平成 27（2015）年 11 月 2 日 ( 月曜 )　〜 5 日（木曜）　4 日間
　会場：　神戸国際展示場、神戸国際会議場（神戸ポートアイランド）

#13

京都コンピュータ学院／京都情報大学院大学　〔http://www.kcg.ac.jp/〕 大会スポンサー（ゴールド）
KCG コンピュータミュージアム紹介，京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学学校案内
2009 年 3 月に情報処理学会より最初の「分散コンピュータ博物館」として認定された「KCG コンピュータミュー
ジアム」に展示されている，汎用コンピュータ TOSBAC3400 や NEAC2206，シャープ MZ-80K などの「情報処理
技術遺産」をはじめとする多くの貴重な機種をご紹介します。また，京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院
が取り組む IT 教育についてご紹介します。
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#14

京都リサーチパーク株式会社　〔http://www.krp.co.jp/kaigi/〕
京都リサーチパーク会議施設と会議事務局サービスのご紹介
京都リサーチパークは、京都市の中心部に全国初の都市型インキュベーション施設として 1989 年にオープンいた
しました。
京都府、京都市の産業支援機関、民間の研究施設やオフィスが集積し、産学公の連携のもと多くの起業家が活躍す
るビジネス拠点です。
京都リサーチパーク会議施設は、人々が集い、交流し、そして新たな価値を創出する場として、最新の機器・快適
な環境を整備し、国際・国内会議、研究会、展示会、入社式、セミナー等、幅広くご利用いただける 12 名〜 350
名収容の会議室を用意しております。また経験豊富なコーディネーターが会議事務局サービスを含む皆様のニーズ
に柔軟に対応いたします。京都での会議をお考えの際は、ぜひご利用ください。

#15

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/index.shtml〕
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。 
●日経 BP 社の「カスタム教科書」
個々の大学の授業方針や学科のカリキュラムに合わせた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
テキストを日経 BP 社が編集・発行します。

#16

株式会社日経 BP 社　〔http://corporate.nikkeibp.co.jp/〕
国内唯一のビッグデータ専門誌「日経ビッグデータ」のご紹介
2014 年 3 月に創刊したビッグデータ専門情報誌「日経ビッグデータ」をご紹介します。
データ活用で成果を出す先進企業事例や現場実際に使われている分析手法、トップデータサイエンティストのイン
タビューなどを掲載する本誌をぜひブースでお確かめください。
また、ブースでお名刺を交換された方に「日経ビッグデータ」の 3 カ月（3 冊）試読をプレゼントする試読キャンペー
ンを実施します。

#17

サイバネットシステム株式会社　〔http://www.cybernet.co.jp　http://www.cybernet.co.jp/maple/〕
数式処理・数式モデル設計環境 「Maple」のご紹介
1980 年にカナダ・ウォータールー大学で生まれた数式処理システム『Maple』は、数式計算機能をコアテクノロジー
として持った統合技術計算・技術文書作成環境です。
電卓代わりの計算から連立方程式や微分方程式の求解、微積分計算、フーリエ変換・ラプラス変換などの基本的な
数式計算・数値計算を、直観的で手軽なユーザーインターフェイスで可能にし、これまでの手計算などでは生じや
すかった計算ミスの軽減を可能にします。

#18

株式会社リクルートホールディングス　〔http://www.recruit.jp/〕 SamurAI Coding 2014-15 イベントスポンサー
近年情報技術は急速に発展し、いまや社会にとって必要不可欠な存在です。弊社でも、社会への価値貢献を果たす
ために、将来を担う人材の可能性を引き出す取り組みを行っております。その一環で、先日プログラミングコンテ
ストの参加人口の増加を目的に「CODE FESTIVAL」を開催いたしました。今後も新たな取り組みを実施し、情
報技術分野における人材育成に微力ながら寄与したいと考えております。
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展示会場 

（京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホール I） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ブース 
番号 出  展  者 

＃01 Springer 

＃02 株式会社とめ研究所（大会スポンサー〔ゴールド〕） 

＃03 株式会社シー・オー・コンヴ（大会スポンサー〔ゴールド〕） 

＃04 株式会社インフォテック・サーブ 

＃05 京都大学大学院情報学研究科黒橋研究室 

＃06 東京大学大学院工学系研究科船津研究室 

＃07 独立行政法人科学技術振興機構 CREST「ビッグデータ応用」領域 西浦チーム 

＃08,09,10 兵庫ベンダ工業株式会社 協力：近畿情報通信協議会 

＃11 一般財団法人 神戸国際観光コンベンション協会（懇親会出展者） 

＃12 神戸市／神戸 HPCクラスター（FOCUS） 

＃13 京都コンピュータ学院／京都情報大学院大学（大会スポンサー〔ゴールド〕） 

＃14 京都リサーチパーク株式会社 

＃15 株式会社日経 BP社／株式会社日経 BPマーケティング 

＃16 株式会社日経 BP社 

＃17 サイバネットシステム株式会社 

＃18 株式会社リクルートホールディングス （SamurAI Coding 2014-15イベントスポンサー） 
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情報処理学会　第 77 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。

日

会場

時間

第1イベント会場

★ 1F 百周年記念ホール

第2イベント会場

★ 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ

第3イベント会場

☆ 2F 共北 25

第4イベント会場

☆ 2F 共北 26

第5イベント会場

☆ 2F 共北 27

３
月
17
日

（火）

9:30

1

12:00

情報学シンポジウム「ビッグデー
タとヒューマンサイエンス」

※京都大学大学院情報学研究科
主催

13:00-16:00

京都大学主催：ICT イノベーション

論文必勝法
 ～査読の現場から～

会誌「情報処理」
公開編集委員会

10:00-12:00

～コンピュータパイオニアが語る～
「私の詩と真実」

13:00

2

15:30

13:00-15:00

IPSJ-ONE

弁護士と実務家が語る
ICT の落とし穴

IT 技術者にとってのパーソナル
データの扱い方を考えよう

～何がパーソナルデータになり
得るのか、我々はどう扱えばい

いのか～

計算に潜む数理、計算としての
数理 --- 証明はプログラミング！

16:00

16:35

会長挨拶
表彰式

情報処理技術遺産認定式

16:35

16:50

特別講演（１）
IT の、IT による、IT の為の
スーパーコンピュータ研究

松岡　聡
（東京工業大学 学術国際情報

センター 教授）
16:55

17:25

招待講演（１）
The IEEE Rebooting Computing 

Initiative
Thomas M. Conte

（President, IEEE Computer 
Society）

17:30

18:00

招待講演（２）
Why the CCF is Unique?

Zide Du
（China Computer Federation 

CEO）
18:15
20:15 懇親会（★ 2F 国際交流ホール）

３
月
18
日

（水）

9:30

3

12:00

ソーシャル・ビッグデータが
切り拓く新しい社会 

−ビッグデータの可能性と課題−

国際通用性のある主体的学習者
を育むためのラーニング

アナリティクス
※ 京都大学

学際融合教育研究推進センター
高度情報教育基盤ユニット

集合知がつくる未来の街歩き M2M の社会実装と
将来の象（かたち）

さきがけ「情報環境と人」
～研究に翼を！さきがけ

研究終了報告会

13:00

14:00

招待講演（３）
計算機視覚技術の古くからの

問題点と新たな可能性
金出　武雄

（カーネギーメロン大学 
ロボット研究所

ワイタカー記念全学教授）
14:05

15:05

招待講演（４）
言語以前のコミュニケーション

山極　寿一
（京都大学 総長）

15:20

4

17:50

CREST・さきがけ「ビッグデータ」
2 領域

成果報告会

15:20-18:35
●併催企画●

国際 AI プログラミング
コンテスト

SamurAI Coding 2014-15 
World Final

（決勝 18:00-）

データの価値・活用方法発見
ワークショップ

『Innovators Marketplace on 
Data Jackets』

災害情報処理を考える さきがけ「情報環境と人」
～研究に翼を！さきがけ

研究終了報告会

３
月
19
日

（木）

9:30

5

12:00

オリンピックに見る
日本の ICT 技術

知のコンピューティング序章 情報処理と折り紙 デジタルプラクティスライブ デジタルフォレンジック
（デジタル鑑識）を支える

情報処理技術

13:00

13:20

特別講演（２）
官民が協働で推進する新しい
海外留学支援制度について

～「トビタテ！留学 JAPAN」
日本代表プログラム～

荒畦　悟
（文部科学省官民協働海外留学
創出プロジェクト プロジェクト

オフィサー）
13:25

14:25

招待講演（５）
情報処理技術を用いた脳の情報

の解読と制御
川人　光男

（株式会社国際電気通信基礎技術
研究所 脳情報通信総合研究所

所長）
14:40

6

17:10

コンシューマサービス温故知新 トップランナーが語る IT の未来 14:40-17:00

無人機の最新技術紹介

ダイバーシティの実現化を
目指して−−女性 IT 技術者の

活躍について考える

クラウドソーシング研究・応用
の最新動向

★百周年時計台記念館，☆吉田南総合館

31 50 58 67

32 51 59 67

29

29

30

37 43 52 61 69

30

30

39 45 54 63 71

41 46 54 64 73

31

31

42 48 56 66 74
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タイムテーブル
第6イベント会場

☆ 2F 共北 28

展示
会場

★ 2F 国際交
流ホールⅠ

一般セッション
Ａ

☆ 3F 共北 3A

一般セッション
Ｂ

☆ 1F 共東 11

一般セッション
Ｃ

☆ 1F 共東 12

一般セッション
Ｄ

☆ 2F 共東 21

一般セッション
Ｅ

☆ 3F 共東 31

一般セッション
Ｆ

☆ 3F 共東 32

一般セッション
Ｇ

☆ 4F 共東 41
「会員の力を情報教育の支援

につなげる」には ?
分散並列化

森　眞一郎

（福井大）

①

数理モデル化と
問題解決（1）

吉田　哲也

（奈良女子大）

①

リンクトデータと
モバイル

野本　忠司

（国文学研究資料館）

①

画像解析・評価

中澤　篤志

（京大）

②

災害情報

中沢　実

（金沢工大）

③

可視化と CG

藤代　一成

（慶大）

④

社会生活と
データ分析

荻野　紫穂

（武蔵大）

④
初等中等情報教育のあるべき姿：
高校共通教科「情報」を中心
に−次期学習指導要領改訂に

向けて

システムソフト
ウェア

芝　公仁

（龍谷大）

①

開発手法

玉田　春昭

（京産大）

①

データベース
システム

山口　実靖

（工学院大）

①

認識・学習・最適化

鹿島　久嗣

（京大）

②

マルチメディア

木原　民雄

（昭和女子大）

③

メディアとプレゼン
テーション

河野　恭之

（関西学院大）

④

業務における情報
活用

坂本　佳史

（日本 IBM）

④

展示（18 件）
9:30-17:00

懇親会（★ 2F 国際交流ホール）

国際的に通用する高度 IT 技
術者の育成・評価を推進する
戦略とは？―J07，JABEE，

技術士，CCSF，CITP，ISO/
IEC 24773 を巡って

FPGA 応用と
組込み技術

五島　正裕

（NII）

①

数理モデル化と
問題解決（2）

棟朝　雅晴

（北大）

①

情報抽出

長尾　確

（名大）

①

対話とコミュニ
ケーション

松原　繁夫

（京大）

②

高度交通システム

清原　良三

（神奈川工科大）

③

ユーザビリティと
業務支援

井原　雅行

（NTT）

④

バイオ情報と医療

関嶋　政和

（東工大）

④

展示（18 件）
9:30-17:00

大学の一般教育における
情報教育で何を学ぶのか

開発プロセス

野田　夏子

（芝浦工大）

①

ビッグデータ解析

大島　裕明

（京大）

①

画像特徴抽出

川西　康友

（名大）

②

位置情報と
ネットワーク

清原　良三

（神奈川工科大）

③

システムセキュリ
ティと認証

齋藤　孝道

（明大）

③

CG 一般

柿本　正憲

（東京工科大）

④

語学学習・音楽学習

上田　真由美

（流通科学大）

④
「次世代 e ラーニング研究」

シンポジウム（1）
テスト

松浦　佐江子

（芝浦工大）

①

ウェブマイニングと
デジタルコンテンツ

義久　智樹

（阪大）

①

コンピューティング
リソース管理

松本　直人

（さくらインターネット）

③

ネットワーク観測・
分析とセキュリ

ティマネジメント

猪俣　敦夫
（奈良先端大）

③

コミュニケーション
支援

海野　裕也
（Preferred 

Infrastructure）

④

学習支援システム
（1）

椋木　雅之

（京大）

④

展示（18 件）
9:30-15:00

「次世代 e ラーニング研究」
シンポジウム（2）

～新たな ICT 活用による
学びの変革～　

アルゴリズム（3）

上原　隆平

（北陸先端大）

①

データ作成と
データベース運用

清水　敏之

（京大）

①

自然言語処理

中澤　敏明

（JST）

②

ネットワーク
運用技術

宮下　健輔

（京都女子大）

③

グループウェア一般

羽山　徹彩

（金沢工大）

④

災害対応

竹内　広宜

（日本 IBM）

④

学習支援システム
（2）他

山川　修

（福井県立大）

④

76 86 88 91 94 100 106 111

77 86 88 91 94 100 106 111

79 86 88 91 94 100 106 111

81 87 90 94 100 104 106 111

83 88 90 100 105 110 111

84 88 91 94 100 106 110 111
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情報処理学会　第 77 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。

日

会場

時間

一般セッション
H

☆ 4F 共東 42

学生セッション
J

☆ 3F 共北 3B

学生セッション
K

☆ 3F 共北 3C

学生セッション
L

☆ 3F 共北 37

学生セッション
M

☆ 3F 共北 38

学生セッション
N

☆ 3F 共北 31

学生セッション
P

☆ 3F 共北 32

学生セッション
Q

☆ 3F 共北 33

３
月
17
日

（火）

9:30

1

12:00

就職活動・実学

井上　仁

（九大）

④

高性能計算

櫻井　隆雄

（日立）

①

クラウド
コンピューティング

小沢　健史

（NTT）

①

メトリクスと
システム開発

水野　修

（京都工繊大）

①

数理モデル化と
問題解決（1）

但馬　康宏

（岡山県大）

①

DB アーキテクチャ
と問合せ処理

合田　和生

（東大）

①

デジタルコンテンツ

郭　清蓮

（金沢工大）

①

ソーシャルメディア

吉田　光男

（豊橋技科大）

②
13:00

2

15:30

人文科学データと
情報処理

後藤　真

（人間文化研究機構）

④

並列処理

黒田　久泰

（愛媛大）

①

仮想化技術

山田　浩史

（農工大）

①

要求・ソフトウェア
プロダクトライン

早水　公二

（フォーマルテック）

①

SNS 解析（1）

山本　岳洋

（京大）

①

実世界情報と
知的情報処理

大本　義正

（京大）

①

画像特徴

鈴木　幸司

（室蘭工大）

②

言語生成と
ユーザ支援

岩倉　友哉

（富士通研）

②

16:00

16:35
16:35

16:50
16:55

17:25
17:30

18:00
18:15
20:15 懇親会（★ 2F 国際交流ホール）

３
月
18
日

（水）

9:30

3

12:00

プログラミング教育・
IT 教育

兼宗　進

（大阪電通大）

④

演算加速機構

横川　三津夫

（神戸大）

①

FPGA と
アクセラレータ

嶋田　創

（名大）

①

形式手法と検証

岡野　浩三

（阪大）

①

SNS 解析（2）

山田　一郎

（NHK）

①

用語と辞書

村上　晴美

（阪市大）

①

ゲーム情報学（1）

篠田　正人

（奈良女子大）

②

テキストマイニング

大熊　智子

（富士ゼロックス）

②
13:00

14:00
14:05

15:05
15:20

4

17:50

学習システム

松浦　敏雄

（阪市大）

④

プロセッサ・
アーキテクチャ

大津　金光

（宇都宮大）

①

数理モデル化と
問題解決（2）

松田　健

（静岡理工科大）

①

アルゴリズム（1）

山内　由紀子

（九大）

①

SNS 解析（3）

斉藤　和巳

（静岡県大）

①

時空間データ解析

奥　健太

（立命館大）

①

ゲーム情報学（2）

片寄　晴弘

（関西学院大）

②

機械翻訳と文書分類

須藤　克仁

（NTT）

②

３
月
19
日

（木）

9:30

5

12:00

ビジネス教育・
反転授業

駒谷　昇一

（奈良女子大）

④

センサ応用と
組込み制御

高瀬　英希

（京大）

①

数理モデル化と
問題解決（3）

庄野　逸

（電通大）

①

アルゴリズム（2）

吉仲　亮

（京大）

①

リアルデータ処理

波多野　賢治

（同志社大）

①

情報とパターンの
抽出

荒牧　英治

（京大）

①

音声認識・合成

南條　浩輝

（龍谷大）

②

言語解析・分析

田村　晃裕

（NEC）

②
13:00

13:20
13:25

14:25
14:40

6

17:10

外国の情報教育・
教育手法一般

和田　勉

（長野大）

④

高位合成と
並列処理系

青木　秀貴

（日立）

①

プログラミング

馬谷　誠二

（京大）

①

モデルと
アーキテクチャ

丹野　治門

（NTT）

①

情報推薦

平手　勇宇

（楽天）

①

情報検索

江口　浩二 

（神戸大）

①

対話システム

篠田　浩一

（東工大）

②

画像分析

川嶋　宏彰

（京大）

②

★百周年時計台記念館，☆吉田南総合館

111 86 87 89 90 92 93 95

112 86 87 89 91 92 94 95

112 86 87 89 91 92 94 96

112 86 88 89 91 93 95 96

112 87 89 90 92 93 95 96

112 87 89 90 92 93 95 96
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タイムテーブル
学生セッション

R

☆ 3F 共北 34

学生セッション
S

☆ 3F 共北 35

学生セッション
T

☆ 3F 共北 36

学生セッション
U

☆ B1 共西 01

学生セッション
V

☆ B1 共西 02

学生セッション
W

☆ B1 共西 03

学生セッション
X

☆ B1 共南 01

学生セッション
Y

☆ 1F 共西 11

学生セッション
Z

☆ 1F 共西 12
情報検索・抽出

山下　晃弘

（東京高専）

②

生体認証・医療用
画像処理

椋木　雅之

（京大）

②

距離画像処理

床井　浩平

（和歌山大）

②

センサネットワーク

重安　哲也

（県立広島大）

③

情報配信と
アプリケーション

田中　宏平

（三菱）

③

位置情報（1）

村尾　和哉

（立命館大）

③

アルゴリズムと実装

寺島　美昭

（三菱）

③

アニメと NPR

高橋　成雄

（東大）

④

協調基盤

羽山　徹彩

（金沢工大）

④
アルゴリズム・応用

藤田　桂英

（農工大）

②

作曲・制作・合成

深山　覚

（産総研）

②

ニューラルネット
ワーク・GA

有田　隆也

（名大）

②

センシングシステム・
アプリケーション

中澤　仁

（慶大）

③

パーソナルサービス

一色　正男

（神奈川工科大）

③

位置情報（2）

梶　克彦

（名大）

③

ITS と社会システム

梅津　高朗

（滋賀大）

③

モデリングと
デザイン

床井　浩平

（和歌山大）

④

コミュニケーション
支援

塚田　晃司

（和歌山大）

④

懇親会（★ 2F 国際交流ホール）

画像処理・認識

角所　考

（関西学院大）

②

楽曲検索・推薦・
分類・解析

吉井　和佳

（京大）

②

安全・安心

篠田　孝祐

（電通大）

②

CDN

重安　哲也

（県立広島大）

③

センサ応用（1）

金田　重郎

（同志社大）

③

ネットワークと
通信方式

廣森　聡仁

（阪大）

③

無線通信

山井　成良

（農工大）

③

可視化

吉田　典正

（日大）

④

情報共有支援

由井薗　隆也

（北陸先端大）

④

マルチエージェント

栗原　聡

（電通大）

②

演奏・理解支援

竹川　佳成

（はこだて未来大）

②

最適化

山下　信雄

（京大）

②

P2P とエージェント

寺西　裕一

（NICT）

③

HEMS と省電力

松井　進

（阪工大）

③

ルーティング

石島　悌

（大阪府立産総研）

③

ネットワーク
セキュリティ

西村　浩二

（広島大）

③

アニメーションと
シミュレーション

久保　尋之

（奈良先端大）

④

協調活動支援

宗森　純

（和歌山大）

④
エージェントと

人工市場

福田　直樹

（静岡大）

②

音響分析・提示・知覚

亀岡　弘和

（東大／ NTT）

②

ロボット・制御

村松　聡

（関西学院大）

②

システム最適化

野呂　正明

（富士通研）

③

コンシューマ
サービス

小口　正人

（お茶の水女子大）

③

ITS とナビゲーション

鈴木　信雄

（KDDI 研）

③

セキュリティ実装
と方式検討

白石　善明

（神戸大）

③

画像と CG

森島　繁生

（早大）

④

視覚認知と情報提示

三末　和男

（筑波大）

④

学習

福田　直樹

（静岡大）

②

数理モデル化と
問題解決（4）

林田　守広

（京大）

①

アドホック・センサー
ネットワーク

野一色　裕人

（KDDI 研）

③

災害ネットワーク

重野　寛

（慶大）

③

ITS とメディア応用

屋代　智之

（千葉工大）

③

応用暗号・システム
セキュリティ

千田　浩司

（NTT）

③

クライアント
セキュリティ

須賀　祐治

（IIJ）

③

災害支援

野田　五十樹

（産総研）

④

コミュニケーション
とインタラクション

斉藤　典明

（NTT）

④

96 97 98 101 102 103 104 106 107

96 97 98 101 102 103 104 106 107

96 98 98 101 102 103 104 107 107

97 98 99 101 102 103 105 107 108

97 98 99 101 102 104 105 107 108

97 90 100 102 103 105 105 107 108



16－ －

情報処理学会　第 77 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。

日

会場

時間

学生セッション
ＺA

☆ 1F 共南 11

学生セッション
ＺＢ

☆ 2F 共西 21

学生セッション
ＺC

☆ 2F 共西 22

学生セッション
ＺD

☆ 2F 共西 23

学生セッション
ＺE

☆ 2F 共南 21

学生セッション
ＺF

☆ 3F 共西 31

学生セッション
ＺG

☆ 3F 共西 32

３
月
17
日

（火）

9:30

1

12:00

実世界指向（1）

伊藤　雄一

（阪大）

④

Web デザインと
プレゼンテーション

倉本　到

（京都工繊大）

④

人文科学への
コンピュータ応用

原　正一郎

（京大）

④

都市・地域と
生活（1）

篠田　有史

（甲南大）

④

特別支援教育他

渡辺　博芳

（帝京大）

④

ネットワーク・
セキュリティ教育

長瀧　寛之

（岡山大）

④

13:00

2

15:30

実世界指向（2）

木村　朝子

（立命館大）

④

音声と
インタラクション

平井　重行

（京産大）

④

エンタテインメント
システム（1）

山本　豪志朗

（奈良先端大）

④

都市・地域と
生活（2）

阿部　昭博

（岩手県大）

④

語学学習・ガイド他

常盤　祐司

（法大）

④

学習支援・測定・評価

赤澤　紀子

（電通大）

④
16:00

16:35
16:35

16:50
16:55

17:25
17:30

18:00
18:15
20:15 懇親会（★ 2F 国際交流ホール）

３
月
18
日

（水）

9:30

3

12:00

デバイス応用

杉浦　裕太

（慶大）

④

福祉・介護支援

皆月　昭則

（釧路公立大）

④

バイオ情報学

五斗　進

（京大）

④

エンタテインメント
システム（2）

橋田　光代

（相愛大）

④

業務応用

金子　格

（東京工芸大）

④

プログラミング教育・
プログラミング

教育環境

中西　渉
（名高）

④

ロボットビジョン

赤木　康宏

（農工大）

②
13:00

14:00
14:05

15:05
15:20

4

17:50

人物理解

中村　裕美

（東大）

④

医療支援

吉野　孝

（和歌山大）

④

協調学習

黒田　嘉宏

（阪大）

④

人間社会と検索・推薦

金子　格

（東京工芸大）

④

観光

上椙　英之

（神戸学院大）

④

プログラミング
教育の支援

江見　圭司

（京都情報大）

④

画像認識・検索

寺沢　憲吾

（はこだて未来大）

②

３
月
19
日

（木）

9:30

5

12:00

地理情報・観光支援

河口　信夫

（名大）

④

オンライン
コミュニケーション

西田　健志

（神戸大）

④

学習支援システム
（1）

多川　孝央

（九大）

④

知識表現と活用

杉原　太郎

（岡山大）

④

医療・健康と
アクセシビリティ

畑山　満則

（京大）

④

初中等情報教育・
算数数学教育

奥村　晴彦

（三重大）

④

画像復元・評価

三浦　康之

（湘南工科大）

②
13:00

13:20
13:25

14:25
14:40

6

17:10

日常生活支援

村尾　和哉

（立命館大）

④

動画教材・プレゼン
テーション他

中平　勝子

（長岡技科大）

④

学習支援システム
（2）

小川　賀代

（日本女子大）

④

農業・製造業応用

児玉　公信

（情報システム総研）

④

センサ応用（2）

伊藤　一成

（青学大）

④

大学教育における
情報

中鉢　直宏

（島根大）

④

★百周年時計台記念館，☆吉田南総合館

108 109 113 114 115 116

108 109 113 114 115 116

109 110 113 114 115 116 99

109 110 113 114 115 116 99

109 110 113 115 116 117 99

109 112 114 115 116 117
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第 77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
	 ・コンピュータシステム
	 	 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，システムと LSI の設計技術，組込みシステム
	 	（1A 〜 3A，1J 〜 6J，1K 〜 3K）

	 ・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
	 	（4A 〜 6A，1B 〜 3B，4K 〜 6K，1L 〜 6L，1M，6S）

	 ・データとウェブ
	 	 データベースシステム，情報基礎とアクセス技術，デジタルコンテンツクリエーション
	 	（4B 〜 6B，1C 〜 3C，2M 〜 6M，1N 〜 6N，1P）

●第２分冊
	 ・人工知能と認知科学
	 	 知能システム，自然言語処理，音声言語情報処理，音楽情報科学，ゲーム情報学，
	 	 コンピュータビジョンとイメージメディア
	 	（4C，6C，1D 〜 3D，2P 〜 6P，1Q 〜 6Q，1R 〜 6R，1S 〜 5S，1T 〜 5T，3ZG 〜 5ZG）

●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，モバイルコンピューティングとユビキタス通信，
	 	 ユビキタスコンピューティングシステム，高度交通システムとスマートコミュニティ，
	 	 コンシューマ・デバイス＆システム，オーディオビジュアル複合情報処理
	 	（4D 〜 6D，1E 〜 3E，6T，1U 〜 6U，1V 〜 6V，1W 〜 5W，1X 〜 3X）

	 ・セキュリティ
	 	 	コンピュータセキュリティ，セキュリティ心理学とトラスト
	 	（4E 〜 5E，6W，4X 〜 6X）

●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，グループウェアとネットワークサービス，グラフィクスと CAD
	 	（6E，1F 〜 4F，1Y 〜 6Y，1Z 〜 6Z，1ZA 〜 6ZA，1ZB 〜 5ZB）

	 ・コンピュータと人間社会
	 	 コンピュータと教育，バイオ情報学，情報システムと社会環境，デジタルドキュメント，人文科学とコンピュータ，
	 	 エンタテインメントコンピューティング，電子化知的財産・社会基盤，教育学習支援情報システム
	 	（5F 〜 6F，1G 〜 6G，1H 〜 6H，6ZB，1ZC 〜 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－

■特別講演（1）17 日（火）16:35-16:50
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「「IT の，IT による，IT の為のスーパーコンピュータ研究」IEEE Computer Society Sidney Fernbach 賞受賞によせて」
松岡　聡 （東京工業大学　学術国際情報センター　教授） 
 
■招待講演（1）17 日（火）16:55-17:25
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「The IEEE Rebooting Computing Initiative」
Thomas M. Conte （President, IEEE Computer Society）

■招待講演（2）17 日（火）17:30-18:00
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「Why the CCF is Unique?」
Zide Du （China Computer Federation CEO）

■招待講演（3）18 日（水）13:00-14:00
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「計算機視覚技術の古くからの問題と新たな可能性」
金出　武雄 （カーネギーメロン大学　ロボット研究所　ワイタカー記念全学教授） 

■招待講演（4）18 日（水）14:05-15:05
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「言語以前のコミュニケーション」
山極　寿一 （京都大学　総長） 

■特別講演（2）19 日（木）13:00-13:20
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「官民が協働で推進する新しい海外留学支援制度について～「トビタテ！留学 JAPAN」日本代表プログラム～」
荒畦　悟（文部科学省　官民協働海外留学創出プロジェクト　プロジェクトオフィサー） 

■招待講演（5）19 日（木）13:25-14:25
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

「情報処理技術を用いた脳の情報の解読と制御」
川人　光男（株式会社国際電気通信基礎技術研究所　脳情報通信総合研究所　所長） 

■大会挨拶・各種表彰式・情報処理技術遺産認定式　17 日（火）16:00-16:35
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

■イベント企画
第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）

・17 日（火） 9:30-12:00 情報学シンポジウム「ビッグデータとヒューマンサイエンス」
  ※ 京都大学大学院情報学研究科主催
・17 日（火） 13:00-15:00 IPSJ-ONE
・18 日（水） 9:30-12:00  ソーシャル・ビッグデータが切り拓く新しい社会－ビッグデータの可能性と課題－
・18 日（水） 15:20-17:50 CREST・さきがけ「ビッグデータ」 2 領域　成果報告会
・19 日（木） 9:30-12:00 オリンピックに見る日本の ICT 技術
・19 日（木） 14:40-17:10  コンシューマサービス温故知新

第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）
・17 日（火） 10:00-16:00 京都大学第 9 回 ICT イノベーション（展示時間 10:00-16:00　発表時間 13:00-16:00）
  ※ 本会共催
・18 日（水） 9:30-12:00 国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス
  ※ 京都大学学際融合教育研究推進センター高度情報教育基盤ユニット共催 
・18 日（水） 15:20-18:35 国際 AI プログラミングコンテスト　SamurAI Coding 2014-15 World Final
  （決勝 18:00-）
・19 日（木） 9:30-12:00 知のコンピューティング序章
・19 日（木） 14:40-17:10  トップランナーが語る IT の未来

 
第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25） 

・17 日（火） 9:30-12:00 論文必勝法 ～査読の現場から～
・17 日（火） 13:00-15:30 弁護士と実務家が語る ICT の落とし穴
・18 日（水） 9:30-12:00 集合知がつくる未来の街歩き
・18 日（水） 15:20-17:50 データの価値・活用方法発見ワークショップ『Innovators Marketplace on Data   
　  Jackets』
・19 日（木） 9:30-12:00 情報処理と折り紙
・19 日（木） 14:40-17:00 無人機の最新技術紹介
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第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）
・17 日（火） 9:30-12:00 会誌「情報処理」公開編集委員会
・17 日（火） 13:00-15:30 IT 技術者にとってのパーソナルデータの扱い方を考えよう～何がパーソナルデータになり得 
  るのか，我々はどう扱えばいいのか～ 
・18 日（水） 9:30-12:00 M2M の社会実装と将来の象（かたち）
・18 日（水） 15:20-17:50 災害情報処理を考える
・19 日（木） 9:30-12:00 デジタルプラクティスライブ
・19 日（木） 14:40-17:10  ダイバーシティの実現化を目指して－－女性 IT 技術者の活躍について考える

第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）
・17 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」
・17 日（火） 13:00-15:30 計算に潜む数理，計算としての数理 --- 証明はプログラミング！
・18 日（水） 9:30-12:00 さきがけ「情報環境と人」～研究に翼を！さきがけ研究終了報告会～  
・18 日（水） 15:20-17:50 さきがけ「情報環境と人」～研究に翼を！さきがけ研究終了報告会～ 
・19 日（木） 9:30-12:00 デジタルフォレンジック（デジタル鑑識）を支える情報処理技術
・19 日（木） 14:40-17:10  クラウドソーシング研究・応用の最新動向

第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）
・17 日（火） 9:30-12:00 「会員の力を情報教育の支援につなげる」には ?
・17 日（火） 13:00-15:30 初等中等情報教育のあるべき姿：高校共通教科「情報」を中心に - 次期学習指導要領改訂に
  向けて
・18 日（水） 9:30-12:00 国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を推進する戦略とは？―J07，JABEE，技術士，
  CCSF，CITP，ISO/IEC 24773 を巡って 
・18 日（水） 15:20-17:50 大学の一般教育における情報教育で何を学ぶのか
・19 日（木） 9:30-12:00 「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（1）
・19 日（木） 14:40-17:10  「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（2）～新たな ICT 活用による学びの変革～
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－全国大会　会場別プログラム－

【第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）】
日 時間 内容

17

日

（火）

情報学シンポジウム「ビッグデータとヒューマンサイエンス」　　　　※ 京都大学大学院情報学研究科主催
9:30-10:20 講演（1）：脳から心を読む技術：脳情報デコーディング

	 神谷　之康（ATR）
10:20-11:10 講演（2）：情報通信技術は医療をどう変えようとしているのか？	

	 黒田　知宏（京大病院）
11:10-12:00 講演（3）：機械学習技術によるビッグデータチャレンジ

	 上田　修功（NTT）
IPSJ-ONE
13:00-15:00 司会：落合　陽一（IPSJ-ONE 企画・実施委員会	委員長 / 東大 /JSPS）

司会：稲見　昌彦（IPSJ-ONE 企画・実施委員会	副委員長 / 慶大）
研究会推薦：招待講演（1）「深層学習で自然言語処理を変える」

［自然言語処理研究会］
	 Kevin	Duh	（奈良先端大）
研究会推薦：招待講演（2）「「関係」の科学と知的なコンピュータシステム」

［アルゴリズム研究会］
	 秋葉　拓哉	（東大）
研究会推薦：招待講演（3）「技術的特異点（シンギュラリティ）より向こうの世界」

［インターネットと運用技術研究会］
	 柏崎　礼生	（阪大）
研究会推薦：招待講演（4）「大丈夫．暗号は敵じゃない．」

［コンピュータセキュリティ研究会］
	 金岡　　晃	（東邦大）
研究会推薦：招待講演（5）「マッチング問題と離散最適化」

［アルゴリズム研究会］
	 神山　直之	（九大）
研究会推薦：招待講演（6）「Bikeinformatics:	情報科学的二輪車研究」

［高度交通システムとスマートコミュニティ研究会］
	 木谷　友哉	（静岡大）
研究会推薦：招待講演（7）「超低遅延 HPC ネットワークのためのランダムトポロジ」

［計算機アーキテクチャ研究会］
	 鯉渕　道紘	（NII）
研究会推薦：招待講演（8）「解析するデータを沢山にすると，なぜか発見が減るジレンマを
　　　　　　　　　　　　　乗り越える〜生命情報解析を例に」

［バイオ情報学研究会］
	 瀬々　　潤	（産総研）
研究会推薦：招待講演（9）「もしもピアノが弾けたなら〜理想のピアノ学習支援システムを目指して〜」

［音楽情報科学研究会］
	 竹川　佳成	（はこだて未来大）
研究会推薦：招待講演（10）「IPv4/IPv6 ネットワーク上のシームレス通信技術」

［モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会］
	 内藤　克浩	（愛知工大）
研究会推薦：招待講演（11）「人間の歌い方を真似る歌声合成システム VocaListener と歌手の
　　　　　　　　　　　　　		声質分析技術」

［音楽情報科学研究会］
	 中野　倫靖	（産総研）
研究会推薦：招待講演（12）「時系列ビッグデータのための非線形解析とその応用」

［データベースシステム研究会］
	 松原　靖子	（熊本大）
研究会推薦：招待講演（13）「歴史学の情報？」

［人文科学とコンピュータ研究会］
	 山田　太造	（東大）
研究会推薦：招待講演（14）「音声対話システムの現在と未来」

［音声言語情報処理研究会］
	 吉野幸一郎	（京大／ JSPS）
研究会推薦：招待講演（15）「「24 時間飛行ドローン」と「センサ情報・映像統合配信技術」で
　　　　　　　　　　　　　都市を守り，未来へ導く」

［ユビキタスコンピューティングシステム研究会］
	 米澤　拓郎	（慶大）
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17

日

（火）

IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（1）「身体ハッキング」
	 遠藤　　謙	（ソニーコンピュータサイエンス研／Xiborg）
IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（2）「3D プリンタの次：	4D プリンタと IoT ファブ
リケータの未来」
	 田中　浩也	（慶大）
IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（3）「ゲーム発リアルタイム技術の今と未来」
	 橋本　善久	（リブゼント・イノベーションズ／ライフイズテック）
IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（4）「ハコスコってなに？」
	 藤井　直敬	（理研／ハコスコ）

16:00-16:35 大会挨拶・各種表彰式・情報処理技術遺産認定式
16:35-16:50 特別講演（1）：	「IT の，IT による，IT の為のスーパーコンピュータ研究」

	 IEEE Computer Society Sidney Fernbach 賞受賞によせて
松岡　　聡（東工大）

16:55-17:25 招待講演（1）：The IEEE Rebooting Computing Initiative 
Thomas M. Conte（President, IEEE Computer Society）

17:30-18:00 招待講演（2）：Why the CCF is Unique?
Zide Du（China Computer Federation）

18

日

（水）

ソーシャル・ビッグデータが切り拓く新しい社会 －ビッグデータの可能性と課題－
9:30-9:40 オープニング

9:40-10:00 講演（1）：ソーシャルビッグデータの利活用・基盤技術のためのオープンテストベッド JOSE
	 寺西　裕一（NICT）

10:00-10:20 講演（2）：交通ビッグデータ利活用基盤技術
	 豊田　正史（東大）

10:20-10:40 講演（3）：認知行動療法支援基盤とライフログ情報の活用
	 長谷川晃朗（ATR）

10:40-11:00 講演（4）：ビッグデータ活用とプライバシー保護
	 美馬　正司（日立コンサルティング）

11:00-12:00 パネル討論：ビッグデータの可能性と課題
司　　　会：木俵　　豊（NICT）
パネリスト：	豊田　正史（東大），長谷川晃朗（ATR），美馬　正司（日立コンサルティング），
	 寺西　裕一（NICT）

13:00-14:00 招待講演（3）：計算機視覚技術の古くからの問題と新たな可能性
金出　武雄（カーネギーメロン大）

14:05-15:05 招待講演（4）：言語以前のコミュニケーション
山極　寿一（京大）

CREST・さきがけ「ビッグデータ」2 領域　成果報告会
15:20-15:35 講演（1）：「ビッグデータ基盤」研究領域紹介

	 喜連川　優（NII）
15:35-15:50 講演（2）：「ビッグデータ応用」研究領域紹介

	 田中　　譲（北大）
15:50-16:15 講演（3）：複雑データからのディープナレッジの発見と価値化

	 山西　健司（東大）
16:15-16:40 講演（4）：	 自己情報コントロール機構を持つプライバシ保護データ収集・解析基盤の構築と個別

	 化医療・ゲノム疫学への展開
	 佐久間　淳（筑波大）

16:40-17:05 講演（5）：ビッグデータからの知識創出基盤の確立　－	創薬から製品製造までを例として	－
	 船津　公人（東大）

17:05-17:25 講演（6）：透過的データ圧縮による高速かつ省メモリなビッグデータ活用技術の創出
	 田部井靖生（JST）

17:25-17:45 講演（7）：多様な構造型ストレージ技術を統合可能な再構成可能データベース技術
	 松谷　宏紀（慶大）

17:45-17:50 総合討論／質疑

19
日

（木）

オリンピックに見る日本の ICT 技術
9:30-9:35 オープニング

9:35-10:25 講演（1）：選手，コーチをサポートする ICT 技術（映像システム編）
	 三浦　智和（日本スポーツ振興センター）

10:25-11:15 講演（2）：スポーツ用義足の研究開発とアスリート支援
	 保原　浩明（産総研）
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19

日

（木）

11:15-11:55 講演（3）：選手を育てる ICT 技術（陸上競技	競歩編）
	 今村　文男（富士通）

11:55-12:00 クロージング
13:00-13:20 特別講演（2）：	官民が協働で推進する新しい海外留学支援制度について

	 	 ～「トビタテ！留学 JAPAN」日本代表プログラム～
荒畦　　悟（文科省）

13:25-14:25 招待講演（5）：情報処理技術を用いた脳の情報の解読と制御
川人　光男（ATR）

コンシューマサービス温故知新
14:40-15:10 講演（1）：コミュニケーションサービスが企業と消費者に与える可能性

	 田端信太郎（LINE）
15:10-15:40 講演（2）：ウェアラブルコンピューティング研究 14 年

	 寺田　　努（神戸大）
15:40-16:10 講演（3）：ファイナルファンタジーの制作と歴史

	 橋本　真司（スクウェア・エニックス）
16:10-16:40 講演（4）：i モードサービスとそのコンシューマーサービスに与えた影響

	 夏野　　剛（慶大）
16:40-17:10 パネル討論：コンシューマサービス，コンシューマデバイスの今後の展望

司　　　会：石川　憲洋（駒澤大）
パネリスト：	夏野　　剛（慶大），田端信太郎（LINE），橋本　真司（スクウェア・エニックス），
	 寺田　　努（神戸大）

【第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）】
17
日

（火）

10:00-16:00 京都大学第 9 回 ICT イノベーション
（展示時間 10:00-16:00　発表時間 13:00-16:00）※ 本会共催

18

日

（水）

国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス
 ※ 京都大学学際融合教育研究推進センター高度情報教育基盤ユニット共催　　
9:30-10:20 講演（1）：Early	Alert	of	Academically	At-Risk	Students:	The	Open	Academic	Analytics	Initiative

	 Eitel	Lauría（Marist	College）
10:20-10:30 講演（2）：A	Pathway	for	International	Collaboration	on	Open	Learning	Analytics	

	 Roger	Norton（Information	Technology）
10:30-12:00 パネル討論：国際通用性のある主体的学習者のためのラーニングアナリティクス研究と実践

司　　　会：竹村　治雄（阪大）
パネリスト：	飯吉　　透（京大），土佐　尚子（京大），
	 Josh	Baron（Academic	Technology,	Marist	College），山田　恒夫（放送大），
	 梶田　将司（京大）

国際 AI プログラミングコンテスト SamurAI Coding 2014-15 World Final（決勝 18:00-）
司会：鷲崎　弘宜（早大）ほか
解説：坂本　一憲（NII），佐藤　靖治（早大）

15:20-15:50 委員長挨拶，イベントスポンサー挨拶，コンテストゲーム紹介
15:50-17:50 予選観戦，選手自己紹介
18:00-18:25 決勝，講評
18:25-18:35 表彰
18:45-20:15 懇親会（カンフォーラにて招待制）
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19

日

（木）

知のコンピューティング序章
9:30-9:45 講演（1）：知のコンピューティングの狙い

	 岩野　和生（三菱商事）
9:45-10:00 講演（2）：CREST「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」概要

	 萩田　紀博（ATR）
10:00-10:10 講演（3）：実践知能アプリケーション構築フレームワーク	PRINTEPS	の開発と社会実践

	 山口　高平（慶大）
10:10-10:20 講演（4）：集合視による注視・行動解析に基づくライフイノベーション創出

	 佐藤　洋一（東大）
10:20-10:30 講演（5）：潜在アンビエント・サーフェス情報の解読と活用による知的情報処理システムの構築

	 渡邊　克巳（東大）
10:30-10:40 講演（6）：ソーシャル・イメージング：創造的活動促進と社会性形成支援

	 鈴木　健嗣（筑波大）
10:40-10:50 講演（7）：倫理・法・社会的課題に対する取組み

	 茂木　　強（JST）
10:50-11:00 講演（8）：国際活動

	 岩野　和生（三菱商事）
11:00-12:00 パネル討論：知のコンピューティング，次の一歩

司　　　会：岩野　和生（三菱商事）
パネリスト：	萩田　紀博（ATR），山口　高平（慶大），佐藤　洋一（東大），渡邊　克巳（東大），
	 鈴木　健嗣（筑波大）

トップランナーが語る IT の未来
14:40-15:00 講演（1）：CRDS の考える現在・未来

	 茂木　　強（JST）
15:00-15:20 講演（2）：汎用人工知能の立場から見た近未来

	 山川　　宏（ドワンゴ）
15:20-15:40 講演（3）：自然言語処理の立場から見た近未来

	 乾　健太郎（東北大）
15:40-16:00 講演（4）：時系列データマイニングの立場から見た近未来

	 櫻井　保志（熊本大）
16:10-16:20 講演（5）：社会情報処理の立場から見た近未来　〜社会に偏在化する人工知能〜

	 栗原　　聡（電通大）
16:20-17:10 パネル討論：IT が切り拓く近未来，その実現のための挑戦課題と方策

司　　　会：高島　洋典（JST）
パネリスト：	茂木　　強（JST），山川　　宏（ドワンゴ），乾　健太郎（東北大），
	 櫻井　保志（熊本大），栗原　　聡（電通大）

【第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）】

17

日

（火）

論文必勝法 ～査読の現場から～
9:30-10:30 講演（1）：一流国際会議・国際誌での採択への道	―論文は書き手次第，読み手次第

	 徳山　　豪（東北大）
10:40-12:00 パネル討論：論文必勝法	〜査読の現場から〜

司　　　会：堀山　貴史（埼玉大）
パネリスト：井口　　寧（北陸先端大），鈴木幸太郎（NTT），藤井　秀樹（東大），
	 吉高　淳夫（北陸先端大）

弁護士と実務家が語る ICT の落とし穴
13:00-13:20 基調講演：ソフトウェア開発をめぐる法律問題

	 市毛由美子（のぞみ総合法律事務所）
13:20-13:40 基調講演：産学連携をめぐる法律問題

	 三尾美枝子（キューブ M 総合法律事務所）
13:40-14:00 基調講演：クラウドとビッグデータをめぐる法律問題

	 平岡　　敦（たつき総合法律事務所）
14:00-15:30 パネル討論：ICT の落とし穴

司　　　会：高岡　詠子（上智大）
パネリスト：	市毛由美子（のぞみ総合法律事務所），三尾美枝子（キューブ M 総合法律事務所），
	 平岡　　敦（たつき総合法律事務所），登　　大遊（ソフトイーサ／筑波大），
	 稲垣　陽一（きざしカンパニー）
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18

日

（水）

集合知がつくる未来の街歩き
9:30-9:45 講演（1）：集合知がつくる未来の街歩きとは

	 荒牧　英治（京大）
9:45-10:00 講演（2）：都市の様相を情報へ

	 北　　雄介（京大）
10:00-10:30 試してみよう 100ninmap
10:30-10:50 講演（3）：ISSUE	MAP と考える街の見方

	 榊原　充大（RAD）
10:50-11:10 講演（4）：絵葉書の時代

	 細馬　宏通（滋賀県大）
11:10-11:30 講演（5）：ウェアラブルコンピューティングと街歩き

	 寺田　　努（神戸大）
11:30-12:00 パネル討論：「集合知がつくる未来の街歩き」とは何か

司　　　会：荒牧　英治（京大）
パネリスト：	北　　雄介（京大），榊原　充大（RAD），細馬　宏通（滋賀県大），
	 寺田　　努（神戸大），山本　麻友美（京都芸術センター），
	 岡本佑一朗（京都エンターテイメントワークス）

データの価値・活用方法発見ワークショップ『Innovators Marketplace on Data Jackets』
15:20-16:00 基調講演：データ市場を活性化する技術：データ・ジャケットとイノベーションゲーム	

	 大澤　幸生（東大）
16:00-17:50 ワークショップ：Innovators	Marketplace	on	Data	Jackets	実演

司会：早矢仕晃章（東大）

19

日

（木）

情報処理と折り紙
9:30-9:55 講演（1）：科学が折り紙と出会う－パターン形成と Miura-ori

	 三浦　公亮（東大／ JAXA）
9:55-10:20 講演（2）：折紙工学を推進する折紙式 3 次元プリンターの開発

	 萩原　一郎（明大／東工大）
10:20-10:45 講演（3）：多面体の折りたたみとアルゴリズム

	 奈良　知恵（元東海大）
10:50-11:15 講演（4）：計算機による新しい折り紙の形の発見支援

	 三谷　　純（筑波大）
11:15-11:40 講演（5）：折紙設計と剛体折紙

	 舘　　知宏（東大）
11:40-12:00 パネル討論：情報処理と折り紙

司　　　会：堀山　貴史（埼玉大）
司　　　会：上原　隆平（北陸先端大）
パネリスト：	三浦　公亮（東大／ JAXA），萩原　一郎（明大／東工大），奈良　知恵（元東海大），
	 三谷　　純（筑波大），舘　　知宏（東大）

無人機の最新技術紹介
14:40-15:15	 講演（1）：クルマの自動運転における情報処理技術

	 加藤　真平（名大）
15:15-15:50 講演（2）：海中ロボットの活用事例と最新技術動向

	 小島　淳一（KDDI 研）
15:50-16:25 講演（3）：無人航空機システムの民生利用	－　課題と展望

	 原田　賢哉（JAXA）
16:25-17:00 講演（4）：災害対応ロボットシステムの現状と課題

	 松野　文俊（京大）

【第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）】

17
日

（火）

会誌「情報処理」公開編集委員会
9:30-12:00 パネル討論：会誌「情報処理」ができるまで

司　　　会：塚本　昌彦（神戸大）
パネリスト：	加藤　由花（東京女子大），金岡　　晃（東邦大），角　　康之（はこだて未来大），
	 高岡　詠子（上智大），辰己　丈夫（放送大），永野　秀尚（NTT），
	 坊農　真弓（NII），松田　一孝（東大），吉岡　信和（NII）
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17

日

（火）

IT 技術者にとってのパーソナルデータの扱い方を考えよう～何がパーソナルデータになり得るのか，我々はど
う扱えばいいのか～
13:00-13:05 オープニング
13:05-13:20 ショートプレゼン（1）

映像情報からのプライバシー侵害の問題点について
	 菊池　浩明（明大）

13:20-13:35 ショートプレゼン（2）
記名式 Suica 履歴無断提供の違法性と「個人特定性低減データ」の意義
	 鈴木　正朝（新潟大）

13:35-13:50 ショートプレゼン（3）
個人情報にまつわる海外事情
	 佐藤　慶浩（日本 HP）

13:50-14:05 ショートプレゼン（4）
ネットワークロボットサービスと ELSI に対するロボットの可能性
	 宮下　敬宏（ATR）

14:05-14:20 ショートプレゼン（5）
ウェアラブルコンピューティングにおけるパーソナルデータ
	 塚本　昌彦（神戸大）

14:20-15:30 パネル討論：人と情報システムとの新たな接点とプライバシーの設計
司　　　会：菊池　浩明（明大）
パネリスト：	鈴木　正朝（新潟大），佐藤　慶浩（日本 HP），宮下　敬宏（ATR），
	 塚本　昌彦（神戸大）

18

日

（水）

M2M の社会実装と将来の象（かたち）
9:30-9:40 オープニング

9:40-10:10 講演（1）：IOE(Internet	of	Everything) 時代の自律分散システム　－リアルワールド OS の構想－
	 出口　　弘（東工大）

10:10-10:40 講演（2）：社会システムにおけるデータの役割
	 椿　　広計（統数研）

10:40-11:10 講演（3）：実例をまじえた，M2M への取り組み
	 山根　隆次（コア）

11:10-11:40 講演（4）：M2M と社会・行政・ビジネス
	 松井　啓之（京大）

11:40-12:00 パネル討論：M2M の社会実装と将来の象（かたち）
司　　　会：佐藤　彰洋（京大）
パネリスト：	出口　　弘（東工大），椿　　広計（統数研），山根　隆次（コア），松井　啓之（京大），
	 喜多　　一（京大）

災害情報処理を考える
15:20-17:50 パネル討論：災害情報処理を考える

司　　　会：村山　優子（岩手県大）
パネリスト：	畑山　満則（京大），松本　直人（さくらインターネット研），
	 藤枝　俊輔（東大），大場みち子（はこだて未来大），
	 村田　嘉利（岩手県大），佐々木　淳（岩手県大），
	 高木　正則（岩手県大），後藤　裕介（岩手県大）

19

日

（木）

デジタルプラクティスライブ
9:30-9:45 講演（1）：北九州スマートコミュニティ創造事業

	 荒牧　敬次（KSCoP）
9:45-10:00 講演（2）：スマート・キャンパスのリアルタイム電力監視システム：設計・実装・運用・課題

	 落合　秀也（東大）
10:00-10:15 講演（3）：スマートシティ向け IT 基盤における異種システム連携機能

	 山本　秀典（日立）
10:15-10:30 講演（4）：横浜スマートシティプロジェクトにおけるビル群協調型デマンドレスポンス実証実験

	 愛須　英之（東芝）
10:30-10:45 講演（5）：コミュニティ参加型サービスのシステムデザインとマネジメント

	 神武　直彦（慶大）
10:45-11:50 パネル討論：スマートシティの今後の展望　〜実証実験を踏まえて〜

司　　　会：日高　一義（東工大）
司　　　会：神竹　孝至（東芝）
パネリスト：	荒牧　敬次（KSCoP），落合　秀也（東大），山本　秀典（日立），
	 愛須　英之（東芝），神武　直彦（慶大）

11:50-12:00 DP の紹介およびクロージング：平田　圭二（はこだて未来大）



－ －26

19

日

（木）

ダイバーシティの実現化を目指して－－女性 IT 技術者の活躍について考える
14:40-15:20 講演（1）：夫婦それぞれの視点から“技術者”としての仕事と家庭の両立を考える

	 大場　寧子（万葉）
	 大場光一郎（クラウドワークス）

15:20-16:00 講演（2）：生涯	“技術者として”	生きる
	 石田　厚子（電機大）

16:00-16:40 講演（3）：女子学生の小さなチャレンジ
	 中川みなみ（筑波大）

16:40-17:10 全体ディスカッション

【第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）】

17

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）：デジタル万能マシン

	 矢島　脩三（京大）
11:00-12:00 講演（2）：コンピュータ教育創造と普及の歩み

	 長谷川靖子（京都コンピュータ学院）
計算に潜む数理，計算としての数理 --- 証明はプログラミング！
13:00-13:50 講演（1）：決定問題の相転移について

	 田中　一之（東北大）
13:50-14:40 講演（2）：計算と論理

	 佐藤　雅彦（京大）
14:40-15:30 講演（3）：定理証明支援系 Coq による形式検証

	 AFFELDT	Reynald（産総研）

18

日

（水）

さきがけ「情報環境と人」～研究に翼を！さきがけ研究終了報告会～ 
9:30-9:40 開会挨拶

座長	（第一セッション）石田　　亨（京大）
■１期生（5 年型）　４名
9:40-10:00 講演（1）：長期インタラクション創発を可能とする知能化空間の設計論

	 尾形　哲也	（早大）
10:00-10:20 講演（2）：触覚の時空間認知メカニズムの解明に基づく実世界情報提示

	 梶本　裕之	（電通大）
10:20-10:40 講演（3）：力覚信号処理技術に基づくリハビリ支援ネットワーク

	 辻　　俊明	（埼玉大）
10:40-11:00 講演（4）：作業プロセスの環境依存化による作業集合知の形成

	 長谷川晶一	（東工大）
■３期生（3 年型）　10 名
11:00-11:20 講演（5）：集合記憶の分析および歴史文書からの知識抽出手法の開発

	 Adam	Jatowt	（京大）
11:20-11:40 講演（6）：知識の自動獲得・構造化に基づく情報環と人の論理構造とリスクの分析

	 岡崎　直観	（東北大）
11:40-12:00 講演（7）：インターネット環境が脳と認知機能へ与える影響の解明

	 金井　良太	（サセックス大）
さきがけ「情報環境と人」～研究に翼を！さきがけ研究終了報告会～ 
15:20-15:25 座長（第二セッション）片桐　恭弘	（はこだて未来大）
15:25-15:45 講演（8）	解析過程と応用を重視した再利用が容易な言語処理の実現

	 狩野　芳伸	（静岡大）
15:45-16:05 講演（9）	マルチスケール身体モデルに基づく運動評価技術の開発とその応用

	 栗田　雄一	（広島大）
16:05-16:25 講演（10）	グループコミュニケーションの解明に基づく車椅子型移動ロボットシステムの開発

	 小林　貴訓	（埼玉大）
16:25-16:45 講演（11）	情報環境での人間行動モデルに基づく知識・情報取引メカニズム設計論の構築

	 櫻井　祐子	（九大）
16:45-17:05 講演（12）	ソーシャル・プレイウェアによる社会的交流支援

	 鈴木　健嗣	（筑波大）
17:05-17:25 講演（13）	福祉機器安全設計のためのマルチモーダル評価情報の統合基盤構築

	 硯川　　潤	（国立障害者リハビリテーションセンター研）
17:25-17:45 講演（14）	複合階層モデルを用いた都市エリアシミュレーションの開発と利用方法の確立

	 山下　倫央	（産総研）
17:45-17:50 講評／閉会挨拶
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19

日

（木）

デジタルフォレンジック（デジタル鑑識）を支える情報処理技術
9:30-10:00 講演（1）：デジタルフォレンジックの概要と最近の動向

	 上原哲太郎（立命館大）
10:00-10:45 講演（2）：PC 遠隔操作事件から見たデジタルフォレンジック

	 松本　　隆（SCSK）
10:45-12:00 パネル討論：デジタルフォレンジックの今後と必要な技術

司　　　会：佐々木良一（電機大）
パネリスト：	安冨　　潔（京産大），野本　靖之（警察庁），上原哲太郎（立命館大），
	 松本　　隆（SCSK）

クラウドソーシング研究・応用の最新動向
14:40-14:45 オープニング
14:45-15:35 講演（1）：オープンデータとクラウドソーシングの可能性

	 大向　一輝（NII）
15:35-16:25 講演（2）：マイクロタスク型クラウドソーシングサービスの現状

	 清水　伸幸（ヤフー）
	 中川　雅史（ヤフー）

16:25-17:10 パネル討論：クラウドソーシング研究のディシプリンとは？	
	 〜クラウドソーシング研究のさらなる展開に向けて〜
司　　　会：鹿島　久嗣（京大）
パネリスト：	後藤　真孝（産総研），下坂　正倫（東大），馬場　雪乃（NII），
	 松原　繁夫（京大），水山　　元（青学大），大向　一輝（NII），清水　伸幸（ヤフー）

【第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）】

17

日

（火）

「会員の力を情報教育の支援につなげる」には ?
9:30-9:50 講演（1）：「情報教育の支援につなげる」ために我々は何をしてきたか ?

	 久野　　靖（筑波大）
9:50-10:10 講演（2）：「情報教育の支援につなげる」ために明らかにすべきことは何か ?

	 西田　知博（大阪学院大）
10:10-10:30 講演（3）：「情報教育の支援につなげる」ために情報処理学会にどうして欲しいか ?

	 田中規久雄（阪大）
10:30-12:00 パネル討論：情報処理学会は情報教育のために何をすべきか？

司　　　会：中野　由章（神戸市立科学技術高）
パネリスト：	久野　　靖（筑波大），西田　知博（大阪学院大），田中規久雄（阪大），
	 加藤　和幸（金城学院高），田邊　則彦（清教学園中・高）

初等中等情報教育のあるべき姿：高校共通教科「情報」を中心に - 次期学習指導要領改訂に向けて
13:00-13:05 オープニング
13:05-13:30 講演（1）：高校情報教育の現状と課題：学校現場から

	 竹中　章勝（京都光華中・高）
13:30-13:55 講演（2）：高校情報科の指導体制の現状と教員養成の課題

	 小泉　力一（尚美学園大）
13:55-14:20 講演（3）：学会委員会から：情報教育の状況を見ていて

	 辰己　丈夫（放送大）
14:20-14:45 講演（4）：教科「情報」の現場からの報告〜一教員の独り言〜

	 坪内　誠道（大阪府柴島高）
14:45-15:30 パネル討論：初等中等情報教育のあるべき姿・問題点・その改善に向けて

司　　　会：和田　　勉（長野大）
パネリスト：	久野　　靖（筑波大），竹中　章勝（京都光華中・高），小泉　力一（尚美学園大），
	 辰己　丈夫（放送大），坪内　誠道（大阪府柴島高）

18

日

（水）

国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を推進する戦略とは？―J07，JABEE，技術士，CCSF，
CITP，ISO/IEC 24773 を巡って

9:30-9:45 講演（1）：情報工学部門からの技術士試験制度の改革
	 児玉　公信（情報システム総研）

9:45-10:00 講演（2）：i	コンピテンシ	ディクショナリの概要と活用
	 高橋　秀典（スキル標準ユーザー協会）

10:00-10:15 講演（3）：動き出した認定情報技術者制度 CITP
	 旭　　寛治（日立）

10:15-10:30 講演（4）：IT 資格に関する国際動向と人材育成制度の整合化
	 掛下　哲郎（佐賀大）

10:35-12:00 パネル討論：	J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC	24773 等の諸活動の連携推進の
	 方策を探る
司　　　会：筧　　捷彦（早大）
パネリスト：	児玉　公信（情報システム総研），高橋　秀典（スキル標準ユーザー協会），
	 旭　　寛治（日立），掛下　哲郎（佐賀大），金子啓一郎（三菱電機），
	 佐渡　一広（群馬大）
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18

日

（水）

大学の一般教育における情報教育で何を学ぶのか
15:20-15:30 講演（1）：一般情報処理教育のあり方について

	 河村　一樹（東京国際大）
15:30-16:00 講演（2）：一般情報教育の新たな教育体系

	 喜多　　一（京大）
16:00-16:20 講演（3）：広島大学における一般情報処理教育の取組みと課題

	 稲垣　知宏（広島大）
16:20-16:40 講演（4）：一般情報処理教育の取組みと課題

	 野崎　剛一（長崎大）
16:50-17:50 パネル討論：一般情報教育のあり方と課題

司　　　会：山川　　修（福井県立大）
パネリスト：	北上　　始（広島市大），中西　通雄（阪工大），佐々木　整（拓大），
	 布施　　泉（北大）

19

日

（木）

「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（1）
9:30-10:20 講演（1）：JMOOC のインパクトと今後の動向

	 白井　克彦（放送大学学園／JMOOC）
10:20-11:10 講演（2）：ICT を用いた情報処理技術者教育の現状と展望

	 神沼　靖子（情報処理学会）
11:10-12:00 講演（3）：e-Learning による英語教育の可能性と将来の予測

	 中野美知子（早大）
「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（2）～新たな ICT 活用による学びの変革～
14:40-14:50 オープニング
14:50-15:10 講演（1）：クラウドコンピューティング環境とモバイル学習

	 近藤　知子（ソフトバンクテレコム）
15:10-15:30 講演（2）：大規模データ分析技術によるラーニングアナリティクス

	 小林　　学（湘南工科大）
15:30-15:50 講演（3）：e ラーニングにおけるアプリケーションソフトの開発

	 佐藤　一裕（アドソル日進）
15:50-16:10 講演（4）：コンテキストアウェアネスによる学習者行動モデル

	 中澤　　真（会津大）
16:10-16:30 講演（5）：ビジネスアナリティクス手法の大学教育への適用可能性

	 後藤　正幸（早大）
16:30-17:10 パネル討論：新たな ICT 活用による学びの変革

司　　　会：玉木　欽也（青学大）
パネリスト：	近藤　知子（ソフトバンクテレコム），小林　　学（湘南工科大），
	 佐藤　一裕（アドソル日進），中澤　　真（会津大），後藤　正幸（早大）
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全国大会
招待講演企画・イベント企画の概要

特別講演 1「「IT の，IT による，IT の為のスーパーコンピュータ研究」
IEEE Computer Society Sidney Fernbach 賞受賞によせて」
3 月 17 日（火）16:35-16:50［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

松岡　聡（東京工業大学 学術国際情報センター 教授）
［講演概要］
スパコンはかつて計算機科学全体，特にアーキテクチャやコンパイラ等を牽引する最先端分野であった．しかし 80 年代後半から Killer Micro，高性能ネッ
トワークの汎用化，マルチメディアや 3D ゲーミング等高性能演算ニーズの発生など，種々要因で高性能ハードのコモディティ化が始まり，基礎研究は
計算モデル・言語・ソフトウェアシステムに振れはじめ，駆け出し計算機科学研究者だった自分は，それらを活用する非主流な並列分散ソフトウェアの
研究に従事し，既存の主流派スパコンとの圧倒的な性能差に打ちひしがれつつも並列オブジェクト・クラスタ・グリッド・GPU などに関する多くの「変
てこ」な成果をあげた．その後，スパコンが 100 万並列に巨大化し，その性能向上が電力等の物理限界に制約され始めると，我々の非主流の研究が転じ
て主流化し，TSUBAME に代表される新世代の，再び計算機科学を牽引するスパコンに具現化され今日に至る．では今後はどうであろうか？本講演では
更なる「変てこ」な将来予測をも語る．

［略歴］
博士（理学）（東京大学 1993 年）．2001 年東京工業大学学術国際情報センター教授．高性能並列システムソフトウェア（GPU・省電力・
高信頼・大規模データ処理）研究に従事．開発したスパコン TSUBAME2.0 は 2010 年 Top500 世界 4 位，二期連続「世界一グリーンな
運用スパコン」と認定．2013 年 TSUBAME-KFC が Green500 リストで世界一に．ACM/IEEE Supercomputing 含む多くの主要国際学
会の委員長職等を歴任．情報処理学会坂井記念特別賞（1999），学術振興会賞（2006），ACM フェロー・ゴードンベル賞（2011），文部
科学大臣表彰（2012），IEEE-CS シドニー・ファーンバック賞（2014）等受賞．

招待講演 1「The IEEE Rebooting Computing Initiative」
3 月 17 日（火）16:55-17:25［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

Thomas M. Conte （President, IEEE Computer Society）
［講演概要］
Since Turing and Von Neumann, computer designers have made a series of choice that have, for better or worse, lead us down a particular way 
to compute. Leveraging integrated circuit technology, the industry was able to double computer performance every 18 months. In 2005, we hit 
a power limit for cooling a microprocessor that stopped this historic performance scaling. This in turn led to the present Multicore Era where 
parallel programming is now needed to continue scaling performance. Even this era is coming to an end as Moore's law is ending. In reaction to this 
fundamental change in the industry, I have co-chaired (with Elie Track) an IEEE a series of invitation-only, expert summits to re-examine how to build 
computers: IEEE Rebooting Computing Initiative. In this talk, I will present the results of those summits and provide some hope for restarting the 
historic scaling of computer performance. 

［略歴］
Thomas M. Conte has been a volunteer for the Computer Society for many years. He has chaired major symposia in his technical 
area, served as a Technical Committee chair, and served on numerous editorial boards, for example, Computer and Micro magazines, 
Transactions on Computers, and Computer Architecture Letters. Tom served as the Computer Society's awards committee chair 
from 2009-2011, and as an elected member of the Board of Governors from 2010-2011. In 2011, he was elected to the First Vice 
President position, where he currently shepherds Computer Society Publications. In awards and publications, his focus has been on 
what is best for the members of the Society. Tom is Professor of Computer Science and of Electrical and Computer Engineering at 
Georgia Institute of Technology, where he takes pride in both his research and his teaching. If given the choice between the intrigue 
of departmental politics and teaching computing to freshmen, he'll choose the latter every time. His research focuses on computer 
architecture, compiler optimization, and fast simulation techniques. A Fellow of the IEEE, he received a PhD in electrical engineering 
from the University of Illinois, Urbana-Champaign, in 1992.
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招待講演 2「Why the CCF is Unique?」
3 月 17 日（火）17:30-18:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

Zide Du（China Computer Federation CEO）
［講演概要］
As other Chinese Non-Profit Organizations, ten years ago, China Computer Federation (CCF) was also affiliated to an institute, no individual 
membership, no open election, no awards, no big impact activities, small number of income……The CCF started it reformation in 2004 after the 
national representative congress. It has more than 24000 individual members; CCF Communications (CCCF) is monthly published; China National 
Computer Congress (CNCC) attracts more than 3000 participants from all of the countries and foreign countries; Advanced Disciplines Lectures (ADL), 
a high level technical lectures, contains 10 times a year; 35 Technical Committees, 25 branches for young professionals (YOCSEF), 24 city membership 
chapters and 18 student chapters. In additional to this, CCF created 12 awards. The president and the board members of the society are elected 
by member representatives in the democratic ways and quite open. It has built up very clear governing structure, executive body and oversight 
committee. The CCF has close cooperation with IEEE CS and ACM. Now the CCF is quite different from other Chinese societies, also a flagship of the 
CAST (China Association of Science and Technology). It was awarded as an “Advanced Social Organization of China” by China government in 2010. 
The presentation will tell some stories in past ten years.

［略歴］
He got his bachelor degree on computer science in January of 1981 at Beijing University of Science and Technology; and master 
degree on computer architecture and organization in August of 1984 at Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy 
of Sciences. From 1988 to 1989, he worked at Twente University, the Netherlands as a visiting scholar. Since 1996, he has been 
working for China Computer Federation (CCF), as a full time staff member. After working for the CCF as a deputy secretary general 
for eight years, he has been working for the CCF as Secretary General (CEO) since 2004, being charge of all business of the society. 
He is the president of China National Olympiad in Informatics (NOI), a serial competition for high school students. In 2005, he was 
elected as the first IOI PRESIDENT by the IOI (International Olympiad in Informatics) General Assembly. Before this time, he 
worked for International Committee of the IOI for eight years. In 2010 he was offered Distinguished Service Award by the IOI in 
Canada. From 2006, he has been leading China Engineering Education Accreditation in Computing as Executive Director, cooperating 
with the ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA). From 2008, he has been also taking the Secretary 
General of Standing Committee on Information and Communications, World Federation of Engineering Organizations (WFEO), as a 
voluntary.

招待講演 3「計算機視覚技術の古くからの問題と新たな可能性」
3 月 18 日（水）13:00-14:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

金出　武雄（カーネギーメロン大学 ロボット研究所 ワイタカー記念全学教授）
［講演概要］
計算機に「目」−画像を通じて外界を認識する機能−を持たせようという計算機視覚の研究は人工知能研究において最も初期の時代から試みられた問題
であり，夢であった．ただ，人には易しい画像情報処理と認識もそれを計算機によって自動的に行うことは最初に考えられた以上にはるかに難しいこと
がわかってきた．しかし，今日，視覚のモデリングという基本的な分野での進歩に加え，膨大な処理能力のためのマイクロエレクトロニクス，照明を時
間空間的に自由に変調できるプロジェクターと微妙な画像信号をとらえるセンサー技術の組み合わせ，膨大なデータから処理に必要な情報を取り出す学
習アルゴリズムが相俟って，携帯のための視覚など日常生活分野から，医学・工業・科学分野において，まったく新たに考えられた問題，あるいは以前
からの問題ではあるが格段に違う能力をもったものをふくめ，爆発的に応用が展開しつつある．この講演では，計算機視覚の歴史的な視点と起こりつつ
ある新たな可能性を議論する．

［略歴］
1974 年京都大学電子工学科博士課程修了．同助教授を経て，1980 年にカーネギーメロン大学ロボット研究所に移る．現在，ワイタカー
記念全学教授というチェアー教授職．その間，1992 〜 2001 年ロボット研究所第 2 代所長．2006 〜 12 年生活の質工学研究センター長．
日本でも 2001 〜 09 年産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター長を兼任．研究は計算機視覚一般のほか，自動運転車，自
律ヘリコプター，アイビジョン，仮想化現実，一人称ビジョン，細胞画像処理など．全米工学アカデミー会員に選出，フランクリン財
団バウアー賞，C&C 賞，大川賞，立石特別賞，IEEE ロボット工学パイオニア賞，IEEE PAMI ローゼンフェルド生涯業績賞など．

招待講演 4「言語以前のコミュニケーション」
3 月 18 日（水）14:05-15:05［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

山極　寿一（京都大学 総長）
［講演概要］
現代の人間は言語なしには暮らすことができない．しかし，人類 700 万年の進化史で言語が登場したのはわずか 10 数万年前の出来事であるし，脳は 60
万年前にはすでに現代人の大きさに到達していた．すると，言語以前の人類はいったいどんなコミュニケーションを用いて暮らしていたのだろうか．野
生の類人猿と比較すると，それを類推することができる．サルと類人猿では，共感の能力と子供の成長期間が大きく異なる．人類は類人猿の対面交渉を
食の社会化と共同の子育ての中で発達させ，音楽的なコミュニケーション能力を伸ばしたと考えられる．それは人間に家族と共同体という原理の異なる
社会の両立を可能にした．しかし，近年の IT 化によるコミュニケーション革命は個人の価値を高め，社会的なつながりを希薄にした．それは共感能力
を必要としない，サルのような個体本位の格差社会を現出させる．情報化社会の豊かなあり方を探ってみたい．

［略歴］
1952 年東京生まれ．京都大学理学部卒，理学博士．京都大学教授を経て 2014 年より京都大学総長．アフリカ各地でゴリラの行動や生
態をもとに初期人類の生活を復元し，人類に特有な社会特徴の由来を探っている．著書に『家族進化論』（東京大学出版会），『ゴリラ』（東
京大学出版会），『暴力はどこからきたか』（NHK ブックス），『サル化する人間社会』（集英社），『ゴリラは語る』（講談社）など．
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特別講演 2「官民が協働で推進する新しい海外留学支援制度について
〜「トビタテ！留学 JAPAN」日本代表プログラム〜」
3 月 19 日（木）13:00-13:20［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

荒畦　悟（文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト プロジェクトオフィサー）
［講演概要］
文部科学省は，意欲と能力ある全ての日本の若者が，海外留学に自ら一歩を踏み出す気運を醸成することを目的として，2013 年 10 月より留学促進キャ
ンペーン「トビタテ！留学 JAPAN」を開始しました．促進キャンペーンの主な取組のひとつとして，政府だけでなく，各分野で活躍されている方々や
民間企業からの御支援や御寄附などにより，「官民協働海外留学支援制度〜トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム〜」を新たに創設．日本再興戦略
と産業界からの意向を踏まえ，実践的な学びを焦点に，自然科学系分野，複合・融合分野における留学や，新興国への留学，諸外国のトップレベルの大
学等に留学する学生を支援することで，将来世界で活躍できるグローバル人材の育成と 2020 年までに大学生の海外留学 12 万人（現状 6 万人）への倍増
を目指しています．

［略歴］
2001 年上智大学卒業後，（株）リクルートに入社．その後，商社，グーグル（株）一貫して人事・採用を経験し，2014 年 4 月に公募で
同プロジェクトに参画．現在は，学生リクルーティングと選考を担当．

招待講演 5「情報処理技術を用いた脳の情報の解読と制御」
3 月 19 日（木）13:25-14:25［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

川人　光男（株式会社国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所 所長）
［講演概要］
脳の活動を計測して，その信号から脳が表現している情報を解読する研究が最近の 20 年間で急速に進展しました．特に機能的磁気共鳴画像法（functional 
magnetic resonance imaging）等，脳を傷つけない，“非侵襲的脳活動計測手法”を用いた，いわゆるデコーディング研究が盛んになっています．被験者
が見ている視覚刺激を再構成し，夢の中身を当てることもできます．デコーディングで必須なのは，脳活動信号と情報を結びつける数理モデルです．さ
らには，デコーディングとニューロフィードバックを組み合わせて，脳に特定の情報に対応した活動パターンを実験的に引き起こすデコーディッドニュー
ロフィードバック手法も開発されました．このような脳科学の最近の動向と数理モデルの関係に関して講演します．

［略歴］
1976 年東大理学部物理学科卒業．1981 年阪大大学院博士課程修了．同年助手，1987 年同講師．1988 年（株）ATR に移る．2003 年よ
り ATR 脳情報研究所所長，2004 年 ATR フェロー，2010 年より ATR 脳情報通信総合研究所所長．2008 年より JST さきがけ領域総括，
2013 年 11 月より文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム BMI 技術「精神・神経疾患等治療グループ」代表機関 代表研究者を兼任，
現在に至る．科学技術庁長官賞，塚原賞，時実賞，朝日賞，APNNA 賞，Gabor 賞，大川賞，立石賞特別賞などを受賞．2013 年紫綬褒
章受章．

情報学シンポジウム「ビッグデータとヒューマンサイエンス」
※ 京都大学大学院情報学研究科主催
3 月 17 日（火）9:30-12:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
情報学研究の最前線に関して，国内の主要な研究者を招へいし，招待講演方式で，一般の方々や学生，若手研究者向けに分かり易く解説して頂くことで，
社会への発信を図る．

9:30-10:20 講演（1） 脳から心を読む技術：脳情報デコーディング
神谷　之康 （ATR 脳情報研究所 神経情報学研究室・室長）

［講演概要］
「脳から心を読む機械」は古くからフィクションに登場しますが，その可能性が科学的議論の対象となったのは，ごく最近のことです．脳の信号は心の
状態や行動をコード化している「暗号」と見なすことができます．そして，その暗号を解読（「デコード」）することが脳から心を読むことにつながります．
私の研究室では，コンピュータサイエンスの分野で開発されている機械学習を応用して，身体や心の状態に関するさまざまな情報を脳信号パターンから
デコードする方法の開発を進めています．本講演では，人が見ているものやイメージしたものの脳活動パターンからデコードする方法を中心に紹介しな
がら，ブレイン - マシン・インターフェースや情報通信への応用など，この技術の可能性について議論します．

［略歴］
ATR 脳情報研究所・神経情報学研究室，室長．1993 年東京大学教養学部教養学科卒業．1995 年東京大学大学院理学系研究科修士課程
修了．2001 年カリフォルニア工科大学博士課程修了．2001 年ハーバード大学医学部研究員，2003 年プリンストン大学客員スタッフを
経て，2004 年から ATR 脳情報研究所に勤務．2006 年から奈良先端科学技術大学院大学客員教員を兼任．専門は，認知・計算神経科学．
現在は，脳計測信号のデコーディング技術の研究に従事．

司会：大羽　成征 （京都大学 情報学研究科 システム科学専攻 論理生命学分野 講師）
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10:20-11:10  講演（2） 情報通信技術は医療をどう変えようとしているのか？
黒田　知宏 （京都大学医学部附属病院 教授）

［講演概要］
1999 年の電子カルテ解禁以降，臨床現場の情報化が急速に進み，今やコンピュータ無しでは臨床業務が成り立たない状況になってきました． 臨床業務
は情報交換の連続ですから，情報化によって大量の情報が電子的に蓄積されるようになり，この情報の解析によって様々なことが分かりつつあります．
この講演では，情報通信技術が，今，医療をどう変えようとしているのか，またどういった情報技術が求められてきているのかを，ご紹介します． 

［略歴］
1998 年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士課程修了．同研究科助手，オウル大情報処理科学科客員教授，京都大学医学部
附属病院講師，大阪大学大学院基礎工学研究科准教授，京大病院准教授を経て，2013 年京大病院教授・医療情報企画部長・病院長補佐・
医学研究科・情報学研究科教授に着任．医療・福祉情報学，ヒューマンインタフェース・ユビキタスコンピューティング等の研究に従事．

司会：中尾　恵 （京都大学 大学院 情報学研究科システム科学専攻 医用工学分野 准教授）
 
11:10-12:00 講演（3） 機械学習技術によるビッグデータチャレンジ

上田　修功 （ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員）
【講演概要】
近年，多種多様なデータを利活用して新たな価値にするためのビッグデータ分析が注目されています．また，その分析の基盤技術として，機械学習技術
が有望視されています．本講演では，機械学習技術に基づくビッグデータ分析技術と諸分野でのビッグデータチャレンジについてご紹介します． 

［略歴］
NTT コミュニケーション科学基礎研究所，機械学習・データ科学センタ代表（上席特別研究員）．1982 年大阪大学工学部通信工学科卒
業．1984 同大学院修士課程修了．1992 年同大学院博士課程修了（工学）．1984 年より日本電信電話公社（現 NTT）に勤務．1993 年パ
デュー大学客員研究員，2007 年奈良先端科学技術大学院大学客員教授を経て，2010 年からは国立情報学研究所客員教授を兼任．専門は，
統計的機械学習，パターン認識，データマイニング．現在は，超大規模データでの効率的な学習法の研究にも従事．

司会：大久保　潤 （京都大学 大学院情報学研究科 システム科学専攻 適応システム論分野 講師）

IPSJ-ONE
3 月 17 日（火）13:00-15:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
情報処理学会では，3 領域 38 の研究会で活動が行われ約 2 万人の会員が在籍しているが，異なる研究会や研究領域あるいは情報処理学会全体でどのよう
な研究がなされ注目を集めているのかを知る機会は少ない．本企画では，その多様な研究分野を垣根なく俯瞰し，すぐれた研究を自らの言葉で語れるプ
レゼン力の高い，若手を中心とした研究者を，希望する研究会が主体的に推薦する形式で募集した．その結果，多数の応募の中から 15 名の招待講演者
を厳選し，また IPSJ-ONE 企画・実施委員会の推薦により 4 名の招待講演者を決定した．この講演会はこうした特別な招待講演者 19 人達による「見逃せ
ない講演会」であり，19 人が持ち時間 1 人 5 分で次々に登壇していく．さらに講演内容は専門家のみならず，高校生，学部生，他分野での聴衆が理解し
やすいように内容も配慮し，招待講演者を選定した．異分野間の融合やそれぞれの研究の発展に役立て，さらなる情報処理の可能性を社会に問い，新た
なコラボレーションや展開を作り出していく場とするため，マスメディア・ネットメディア，動画中継，ステージ演出を含め，講演だけで終わることの
ない情報発信やネットワーキングの場として多数の演出やアウトリーチを予定している．

 
司会：落合　陽一 （IPSJ-ONE 企画・実施委員会 委員長／東京大学 大学院学際情報学府 暦本研究室 博士課程／独立
行政法人日本学術振興会 特別研究員） 

［略歴］
メディアアーティスト，日本学術振興会特別研究員，情報処理学会新世代企画委員，筑波大学非常勤講師．米国MicrosoftResearchを経て，
現在東大にて博士審査中．IPA 認定スーパークリエータ，LAVAL VIRTUAL グランプリ & 部門賞，ACE 最優秀論文賞，グッドデザ
イン賞，経済産業省 Innovative Technologies 賞＆特別賞．プロジェクトは，CGCHANNEL が選ぶ 2014 年のベスト SIGGRAPH 論文や，
NewScientist 誌が選ぶ 2012 年のベストビデオ等に選ばれている．自身やプロジェクトは BBC やディスカバリーチャンネルなどに特集
されており，TED World Talent Search や TEDxTokyo ではスピーカーを努め好評を博した．
司会：稲見　昌彦 （IPSJ-ONE 企画・実施委員会 副委員長／慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授） 

［略歴］
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授．博士（工学）．東京大学助手，電気通信大学教授，MIT コンピュータ科学・人工知
能研究所客員科学者等を経て 2008 年 4 月より現職．拡張現実感システム，触覚インタフェースなど，五感に関わる新規ユーザインタ
フェースを多数開発．米 TIME 誌 Coolest Invention of the Year，文部科学大臣表彰若手科学者賞，義塾賞，情報処理学会長尾真記念
特別賞などを受賞．

13:00-15:00 セッション

［講演概要］
全 19 名の招待講演者が持ち時間 5 分で連続的に登壇する．各講演者は各研究会から推薦を受けた中より選抜された 15 名と，IPSJ-ONE 企画・実施委員
会の推薦を受けた 4 名であり，各々が各研究分野を代表とするような研究を行っており，またプレゼンテーション能力も卓越している．登壇順は現在調
整中・下記のプログラムの記載は五十音順． 
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[ 研究会推薦 ]

研究会推薦：招待講演（1）「深層学習で自然言語処理を変える」
[ 自然言語処理研究会 ]

Kevin Duh （奈良先端科学技術大学院大学 助教）
［講演概要］
単語や句の意味はどのように表現すべきか？意味の表現を自動獲得することは可能か？これら大問題に適切な答えを与えることができれば，構文解析や
機械翻訳，質問応答など，自然言語処理の様々な技術に革新をもたらすだろう．近年急速な発展を見せる深層学習はその有力な候補である．本講演では，
単語の意味がニューラルネットのパラメタとして表現でき，そうした意味表現が生のテキストから自動学習できることを示す．これによって多様な言語
知識や言語直感を自然言語の意味計算に統合できるようになる．画像認識や音声認識のような他の領域における深層学習とは違い，自然言語の深層学習
では深さよりもむしろ「幅」が重要であることも論じたい．

［略歴］
2003 年米国ライス大学工学部電気工学専攻卒業．2006 年米国ワシントン大学大学院電気工学研究科修士課程修了．2009 年同大学院博
士後期課程修了．同年 NTT コミュニケーション科学基礎研究所リサーチアソシエイト．2012 年奈良先端科学技術大学院大学助教．自
然言語処理に関する研究に従事．

研究会推薦：招待講演（2）「「関係」の科学と知的なコンピュータシステム」
[ アルゴリズム研究会 ]

秋葉　拓哉 （東京大学 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 博士課程）
［講演概要］
莫大なデータ，いわゆる「ビッグデータ」の活用に注目が集まっています．しかし，現在のシステムが得意としているのは主に「表」の形で表されるデー
タです．一方，人間関係，企業間の取引関係，脳，ウェブページ，概念間の関係などといった「関係」のデータの活用には多くの課題があります．本講演では，
現実世界の関係に関する興味深い科学的知見を活用しそれらの課題に挑戦する私の研究を紹介します．

［略歴］
2011 年 東京大学理学部情報科学科 卒業．2013 年 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 修士課程 修了．2013 年 
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 博士課程 進学．日本情報オリンピック 2006 優勝，ACM-ICPC 2012 世界大
会 銅メダル，ICFP-PC 2013 優勝．「プログラミングコンテストチャレンジブック」共著，「世界で闘うプログラミング力を鍛える 150 問」
訳監．現在はソーシャルネットワークやウェブグラフといった大規模グラフに対するアルゴリズム設計の研究に従事．

研究会推薦：招待講演（3）「技術的特異点（シンギュラリティ）より向こうの世界」
[ インターネットと運用技術研究会 ]

柏崎　礼生 （大阪大学 サイバーメディアセンター 助教）
［講演概要］
数学者ノーバート・ウィーナーは 1961 年に氏の著書「サイバネティクス」で「人間の仕事をやってくれる，新しくかつ最も有能な機械的奴隷の集団を
人類が持つことになる」と語った．しかし人類が機械の奴隷となっているのが 21 世紀の現状であり「運用技術」というプロトコルにより偉大なる機械
の恩恵に預かっている．30 年後，肉体のみならず知性においても機械が人間を超越する，いわゆる「技術的特異点」（シンギュラリティ）を迎えると言
われている．この潮流に対する抵抗は無意味か，我々は同化されるのか，社会的インフラとなりつつあるインターネットとその運用技術の観点から論じる．

［略歴］
北海道大学大学院を二度退学後，北海道大学大学院情報科学研究科助教，東京藝術大学芸術情報センター特任助教を経て 2012 年から
大阪大学サイバーメディアセンター助教．博士（情報科学）．専門は萌え領域，経路制御，インタークラウドコンピューティング，破
壊的ネットワーク．興味分野は人工生命，アニメーション，絶対領域．

研究会推薦：招待講演（4）「大丈夫．暗号は敵じゃない．」
[ コンピュータセキュリティ研究会 ]

金岡　晃 （東邦大学 講師）
［講演概要］
ネットワークにつながる世界で身近になったセキュリティとプライバシの脅威．対策は様々なアプローチがあります．しかし対策を適用する人であるエ
ンドユーザやサービス提供者そして開発者たちにとってそれらは「面倒くさい」「難しい」「煩わしい」というところがあります．本当に使いたい・作り
たいサービスがある人たちにとっては，『セキュリティ・プライバシをしっかり！』という外部からの声は，敵からの声とさえ思っているかもしれません．
そうではないよ．大丈夫だよ．いま大きく注目されている研究分野，セキュリティ・プライバシとそのユーザビリティ．そのユーザビリティについて，
暗号技術にフォーカスを当ててその解決に向けたアプローチを紹介します．

［略歴］
2004 年筑波大学大学院博士課程システム情報工学研究科修了．同年セコム（株）入社． 筑波大学システム情報工学研究科研究員，同
助教を経て 2013 年より東邦大学理学部講師．2010 年より情報通信研究機構招へい専門員兼務．セキュリティとプライバシのユーザビ
リティ，暗号技術の応用，リスクの定量化に関する研究に従事．
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研究会推薦：招待講演（5）「マッチング問題と離散最適化」
[ アルゴリズム研究会 ]

神山　直之 （九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 准教授）
［講演概要］
マッチング問題とは参加者間の「良い」割り当てを求める問題であり，本講演では特に参加者が相手に選好を持つ設定を考える．このような選好を持つマッ
チング問題は，最も基本的な問題である安定マッチング問題が提案されて以来，その数学的な美しさのみならず実用的な有益性から広く研究されてきた．
この問題の特徴的な点の一つとして，経済学，計算機科学，数学といった異なった分野でそれぞれ研究され，また互いに影響を与えながら発展を遂げて
いる点があげられる．本研究では，近年講演者が進めている，選好を持つマッチング問題に対する，離散最適化における抽象概念であるマトロイドを軸
としたアプローチを紹介する．

［略歴］
2004 年 3 月京都大学工学部建築学科卒業，2006 年 3 月京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了，2009 年 3 月京都大学大学
院工学研究科建築学専攻博士課程修了および博士（工学），その後中央大学理工学部情報工学科助教を経て 2011 年 10 月より現職．また，
2014 年 10 月より，独立法人科学技術振興機構さきがけ研究者を兼任．

研究会推薦：招待講演（6）「Bikeinformatics: 情報科学的二輪車研究」
[ 高度交通システムとスマートコミュニティ研究会 ]

木谷　友哉 （静岡大学 大学院情報学研究科 理工系情報学分野 准教授）
［講演概要］
自動二輪車の世界年間生産台数は自動車とほぼ同数の 6 千万台であり，特筆すべきはその世界シェアの 50% 以上を日本の 4 メーカで占めていることです．
車体を傾けて旋回する二輪車は，四輪車と運動が大きく異なるため，独自の研究が必要になります．しかし，先進国では趣味性が高い乗り物として，発
展途上国では市民の安価な主要交通手段として使われているため，二輪車分野では未だ情報処理技術が活用されていません．環境負荷が小さく，人間の
身体動作に近い二輪車は，未来の移動手段の主役になると期待できます．情報科学的に二輪車を研究し，未来の中心的な交通インフラとしてだけでなく，
センシングインフラとしても二輪車を使う私の研究プロジェクトについて紹介します．

［略歴］
2000 年 奈良工業高専 情報工学科卒，2006 年 大阪大学 大学院情報科学研究科 博士後期課程修了，博士（情報科学）．奈良先端科学技
術大学院大学 助教，静岡大学 特任助教を経て，2013 年より現職．組合せ最適化を基礎として，コンピュータネットワークや組込みシ
ステムの研究に取り組み，最近は高度交通システム（ITS）の研究に従事．情報処理学会 ITS 研究会幹事，DPS 研究会委員．自動車技
術会 二輪車の運動特性部門委員会委員．16 歳からバイクに乗り，21 歳に重傷を負いバイクを下りるも，28 歳にバイクのふるさと浜松
への転勤を機に家族に無断でリターンライダーとなり今に至る．

研究会推薦：招待講演（7）「超低遅延 HPC ネットワークのためのランダムトポロジ」
[ 計算機アーキテクチャ研究会 ]

鯉渕　道紘 （国立情報学研究所 准教授）
［講演概要］
メニーコア並列アプリケーションと高性能計算機の大規模化が進むにつれて性能への通信遅延の影響が大きくなってきている．例えば，エクサスケール
スーパーコンピュータ（スパコン）で期待されるノード間通信遅延は 1μ（マイクロ）秒である．本研究では典型的な既存のトポロジにランダムなショー
トカットリンクを加えたトポロジを探求する我々のアプローチにより，この数値目標が実現可能であることを示す．さらに，実装に関して 1 台のスパコ
ンで 2,000km を越えるなどのケーブリング問題の解決策として我々が進めている光無線技術について述べる．

［略歴］
2003 年 慶應義塾大大学院理工学研究科後期博士課程修了．博士（工学）．現在，国立情報学研究所准教授，総合研究大学院大学複合科
学研究科情報学専攻准教授（併任）．高性能コンピュータシステムと相互結合網に関する研究に従事．2007 年度情報処理学会論文賞，
2013 年 ASP-DAC best paper award，文部科学大臣表彰（若手科学者賞）など受賞．IEEE，情報処理学会各会員．

研究会推薦：招待講演（8）「解析するデータを沢山にすると，なぜか発見が減るジレンマを乗り越える〜生命情報解析
を例に」
[ バイオ情報学研究会 ]

瀬々　潤 （独立行政法人産業技術総合研究所 ゲノム情報研究センター チーム長）
［講演概要］
生命情報の増加速度はムーアの法則を凌ぐ．この爆発するデータを情報科学の力で解析し，医療・創薬・健康管理の発展へと繋げることが期待されてい
るが，実際にはデータ量に反比例して発見が減る「ビッグデータのジレンマ」がつきまとう．我々は，このジレンマには結果の統計的信頼性の保証に必
須である多重検定補正が，現代のビッグデータに対しては，十分な精度が出ないことを見出した．そして，データマイニングの頻出パタン列挙法を応用し，
高速かつ精度良く多重検定を補正する無限次数多重検定法（LAMP）を開発した．本講演では，LAMP を紹介した上で，遺伝子情報解析に応用し，乳が
ん特有の細胞内活動を明らかにした例を紹介する．

［略歴］
1999 年東大計数工学科卒．東大大学院複雑理工学専攻を経て，2005 年博士（科学）取得．東大生物情報学部教育特別プログラム特任
助手（2004 〜 2006 年），お茶の水女子大情報科学科准教授（2006 〜 2011 年，2014 年），東工大計算工学科准教授（2011 〜 2014 年）
を経て，2014 年 10 月より産総研 CBRC 研究チーム長．大規模な生命情報を解析するデータマイニング・機械学習・統計手法の開発と
共に，それらを応用し，生物・医学・農学等の実験のあり方を変える研究に従事．
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研究会推薦：招待講演（9）「もしもピアノが弾けたなら〜理想のピアノ学習支援システムを目指して〜」
[ 音楽情報科学研究会 ]

竹川　佳成 （公立はこだて未来大学 システム情報科学部 准教授）
［講演概要］
「ピアノの練習はつまらない」「レッスンの日が憂鬱だった」などピアノ演奏の初期段階で挫折する人は多い．ピアノ初学者のスタートアップを支援する
ために，指使いなどの演奏認識技術，鍵盤へのプロジェクションマッピングによるピアノ演奏学習支援システム，補助情報からの離脱機能による自立支
援システムなどを開発してきた．また，提案する学習支援システムを多面的に評価し，学習体験（理解度・学習態度・学習方略など）の変容について調
査分析してきた．本発表では，一連の演奏研究を紹介すると同時に，得られた知見を技能全般へと一般化し，技能獲得にかかる時間予測やスランプ予報
など新たな学習体験の創出の可能性や，知的創造時代における技能獲得活動の意義について議論する．

［略歴］
2003 年三重大学工学部情報工学科卒業．2005 年大阪大学大学院情報科学研究科修士課程了．2007 年同大学院情報科学研究科博士課程
修了．同年より神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究部助教．2007 年より CrestMuse プロジェクト共同研究員を兼任．2012 年
より公立はこだて未来大学システム情報科学部助教．2014 年より公立はこだて未来大学システム情報科学部准教授，現在に至る．2011
年には MIT Media Lab. にて Assistant Visiting Professor を兼務．博士（情報科学）．2013 年度 情報処理学会 山下記念研究賞（音楽情
報科学研究会およびエンタテインメントコンピューティング研究会）をダブル受賞する．同年度に 2 つの異なる研究会から山下記念研
究賞を受賞することは初の事例．その他受賞多数．

研究会推薦：招待講演（10）「IPv4/IPv6 ネットワーク上のシームレス通信技術」
[ モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 ]

内藤　克浩 （愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 准教授）
［講演概要］
IPv4 ネットワークでは，ポート・アドレス変換技術によりエンド端末間の直接通信が阻害されている．また，IPv6 ネットワークは，IPv4 ネットワーク
との互換性がなく，エンド端末間が意識することなく相互通信を行うことは困難である．さらに，近年の端末は複数の通信インターフェースを切り替え
て利用している．著者らは，IPv4 プライベートネットワーク・IPv4 グローバルネットワーク・IPv6 グローバルネットワーク間のエンド端末間の直接通
信と移動透過性を実現可能なシームレス通信技術である Network Traversal with Mobility(NTMobile) の開発を進めてきた．発表では，NTMobile により
実現可能なサービスの紹介と実装概要について説明する．

［略歴］
1999 年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業．2004 年名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程後期課程修了．同年，三重
大学工学部電気電子工学科助手．2007 年同大学大学院工学研究科電気電子工学専攻助教． 2011 年カリフォルニア大学ロサンゼルス校
客員研究員．博士（工学）．無線ネットワーク，ネットワークモビリティの研究に従事．電子情報通信学会，IEEE 各会員．

研究会推薦：招待講演（11）「人間の歌い方を真似る歌声合成システム VocaListener と歌手の声質分析技術」
[ 音楽情報科学研究会 ]

中野　倫靖（独立行政法人産業技術総合研究所 情報技術研究部門 メディアインタラクション研究グループ 主任研究員）
［講演概要］
歌声の音響信号を対象とした「歌声情報処理技術」は，商業音楽の制作における歌声合成や音高補正，カラオケの歌唱採点など，世の中の様々な場面で
利用されています．本講演では，歌声の合成と分析に関する研究事例として，人間の歌い方（お手本）を真似て歌声合成できる技術 VocaListener（ボー
カリスナー，略称「ぼかりす」）と，歌唱時の表情を真似てロボットの顔動作を生成できる技術 VocaWatcher（ボーカウォッチャー，略称「ぼかうお」）
を紹介します．また歌声分析に関する最新の成果として，複数の楽器音が含まれる音楽中のボーカルについて，歌手同士の類似度や歌手の性別を推定で
きる声質分析技術も紹介します．

［略歴］
2003 年図書館情報大学卒業，2008 年筑波大学図書館情報メディア研究科博士後期課程修了．博士（情報学）．現在，産業技術総合研究
所主任研究員．情報処理学会，日本音響学会各会員．2006 年 日本音楽知覚認知学会 研究選奨，2007 年 情報処理学会インタラクショ
ン 2007 インタラクティブ発表賞，2009 年 情報処理学会 山下記念研究賞（音楽情報科学研究会），2010 年 情報処理学会音楽情報科
学研究会（夏のシンポジウム 2010） ベストプレゼンテーション賞，2013 年 Sound and Music Computing Conference (SMC 2013) The 
Best Paper Award 各受賞．

研究会推薦：招待講演（12）「時系列ビッグデータのための非線形解析とその応用」
[ データベースシステム研究会 ]

松原　靖子 （熊本大学 大学院自然科学研究科 助教）
［講演概要］
近年の情報化社会では，Web やソーシャルメディアの発展，センサネットワークの大規模化などにより，取り扱うデータ量が飛躍的に増大している．そ
して，大規模な時系列データを効果的かつ効率的に解析するためのデータマイニング技術が非常に重要になっている．本講演では，Web 情報，センサデー
タ，医療情報などを例に挙げ，時系列ビッグデータ解析に関する最先端技術を紹介する．特に，ソーシャルネットワークにおける情報伝搬モデル，Web
アクセス履歴データのための情報予測技術，センサデータからの特徴自動抽出技術，疫病データを対象としたテンソル非線形解析など，最新の研究成果
を紹介するとともに，時系列解析に関する研究の新しい方向性についても述べる．

［略歴］
2006 年お茶の水女子大学理学部情報科学科卒業．2009 年同大学院博士前期課程修了．2012 年京都大学大学院情報学研究科社会情報学
専攻博士後期課程修了．博士（情報学）．NTT コミュニケーション科学基礎研究所 RA，日本学術振興会特別研究員 PD，カーネギー
メロン大学客員研究員を経て，2014 年より熊本大学大学院自然科学研究科助教．大規模時系列データマイニングに関する研究に従事．
ACM，情報処理学会，日本データベース学会各会員．
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研究会推薦：招待講演（13）「歴史学の情報？」
[ 人文科学とコンピュータ研究会 ]

山田　太造 （東京大学 史料編纂所 助教）
［講演概要］
歴史学にはどのような情報が存在しているのか，それらはなぜ歴史学では必要とされているのか，1 つの歴史資料からどのような情報が生成されるか，
など歴史学（特に日本史学）を取り巻く情報とその利活用を取り上げる．特に，歴史資料の多様な情報をリンクしていくための手法や情報生成のための
手法，さらに歴史学的分析を支援するためのデータマイニングの利用について取り上げる．

［略歴］
博士（情報学）．2005 年総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻博士後期課程終了．国立情報学研究所特任研究員，東京大学史
料編纂所特任助教，人間文化研究機構本部特任助教を経て，現在東京大学史料編纂所助教．専門はデータ工学・歴史情報学．日本史史
料からの情報抽出・史料に対するテキストマイニング・歴史情報検索の精度向上の研究に従事．

研究会推薦：招待講演（14）「音声対話システムの現在と未来」
[ 音声言語情報処理研究会 ]

吉野　幸一郎 （京都大学 学術情報メディアセンター／独立行政法人日本学術振興会 特別研究員）
［講演概要］
近年，スマートフォンの普及と音声認識技術の向上により，音声を利用して対話を行うアプリケーションが注目を浴びている．しかしまだ，こうしたア
プリケーションでは人間の秘書やコンシェルジュに話すように自由に対話を行うことが出来ない．こうしたアプリケーションは，明確なタスクゴールを
意識した特定のタスクを遂行することによって実現されているが，システムに対する人間の要求は実際には複雑かつ曖昧でゴールを明確化する必要があ
る．こうしたユーザの要求を明確化しつつ行う対話を情報案内対話と呼び，この実現のためにどのようなアプローチを行ってきたか，またこれからどの
ような展望が考えられるかについて述べる．

［略歴］
2009 年慶應義塾大学環境情報学部卒業．2011 年京都大学大学院情報学研究科修士課程修了．2014 年同大学大学院情報学研究科博士後
期課程修了．同年より日本学術振興会特別研究員（PD）．京都大学博士（情報学）．音声言語処理および自然言語処理，特に音声対話
システムに関する研究に従事．2013 年度人工知能学会研究会優秀賞受賞．情報処理学会，人工知能学会，言語処理学会，ACL 各会員．

研究会推薦：招待講演（15）「「24 時間飛行ドローン」と「センサ情報・映像統合配信技術」で都市を守り，未来へ導く」
[ ユビキタスコンピューティングシステム研究会 ]

米澤　拓郎 （慶應義塾大学 特任助教）
［講演概要］
様々なセンサ・カメラを搭載した無人飛行機（ドローン）技術が発展しているが，ドローンで都市を見守るためには，バッテリーによる飛行時間の短さや，
取得したセンサデータと映像を統合しリアルタイムかつ大規模に配信する手法が確立されていないという問題が存在する．本講演では我々が研究開発し
た要素技術，（１）２４時間飛行可能なドローンシステム，および（２）既存映像配信サービス上でセンサデータと映像を同時に配信する手法，を組み合わせ，
都市を半永久的に上空から見守れるシステムを紹介する．また，大災害により地上が破壊された状況でもドローンが自動飛行を開始できるよう，本シス
テムは準天頂衛星を活用するという特徴も有する．

［略歴］
2010 年慶應義塾大学博士号取得（政策・メディア）．2012 年カーネギーメロン大学客員研究員．システム・ネットワーク・ヒューマ
ンコンピュータインタラクションの交点に興味．現在，日欧共同研究 ClouT プロジェクト，総務省 G 空間プロジェクト，NICT ソー
シャルビッグデータプロジェクト等において IoT とクラウドコンピューティングの統合技術，データ解析等の研究開発に従事．2009 年
IBM Ph.D Fellowship Award，2013 年情報処理学会山下記念研究賞等受賞．

[IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦 ]

IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（1）「身体ハッキング」
遠藤　謙 （株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー／ Xiborg 代表取締役）

［講演概要］
人間の身体にはまだまだ隠された機能があります．それを引き出すことによって人間の生活スタイルは激変する可能性を秘めています．損なわれた機能
を補うだけでなく拡張することができれば，障がい者，健常者，高齢者の身体機能の境界線がなくなり，すべての人が分け隔てなく体を動かす喜びを感
じることができます．さらには，身体能力の欠如に対するネガティブな考え方も変えることができるのです．その事例として，我々のチームが行ってい
るロボット義足や競技用義足等の紹介を通して，人間の身体能力や人間と社会との関係に起こる変革を紹介いたします．そして，我々が考える将来のパ
ラリンピックの理想像についても紹介します．

［略歴］
マサチューセッツ工科大学メディアラボバイオメカニクスグループにて博士取得．現在，ソニーコンピュータサイエンス研究所研究員．
ロボット技術を用いた身体能力の拡張に関する研究や途上国向けの義肢開発に携わる．2014 年には，株式会社 Xiborg を起業，代表取
締役に就任．2012 年，MIT が出版する科学雑誌 Technology Review が選ぶ 35 才以下のイノベータ 35 人（TR35）に選出された．また，
2014 年にはダボス会議ヤンググローバルリーダーズに選出．
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IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（2）「3D プリンタの次： 4D プリンタと IoT ファブリケータの未来」
田中　浩也 （慶應義塾大学 環境情報学部 准教授／ SFC 研究所 ソーシャルファブリケーションラボ代表）

［講演概要］
止まったカタチだけしか出力できない「3Dプリンタ」は，もうそろそろいいように思います．次に来るのは，自由に素材を設定できる「マテリアルプリンタ」，
センサやタグ，アクチュエータを埋め込んで好きな量だけデバイスを生産できる「IoT ファブリケータ」，出力物が動き，かたちを変え，溶けて消えてい
くような「4D プリンタ」などの方向性です．現在さまざまな企業と連携して開発している，創造性を挑発する新しいプリンタ＆ファブリケータのプロ
トタイプ群を紹介します．

［略歴］
1975 年 北海道札幌市生まれ．京都大学総合人間学部，同人間環境学研究科，東京大学工学系研究科社会基盤工学専攻修了．博士（工学）．
2005 年に慶應大学環境情報学部（SFC）に専任講師として着任，2008 年より同准教授．2010 年のみマサチューセッツ工科大学建築学
科客員研究員．2012 年より慶應義塾大学 SFC 研究所ソーシャルファブリケーションラボ代表．2013 年には第 9 回世界ファブラボ会議（横
浜）実行委員長．現在，文部科学省 COI-T サテライト「ディジタルファブリケーション国際研究拠点」慶應グループ研究リーダー．総
務省「ファブ社会の展望に関する検討会」座長，経済産業省「新ものづくり検討会」委員，「新ものづくりネットワーク構築支援事業」
委員等を歴任．専門分野は，3D とネットワークを結びつけた創造性支援．

IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（3）「ゲーム発リアルタイム技術の今と未来」
橋本　善久 （リブゼント・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長／ライフイズテック株式会社 執行役員 CTO）

［講演概要］
昨今のビデオゲームの表現技術の進歩は目覚しく，映画の CG や実写の映像の水準に徐々に近づこうとしています．現在の動向のご紹介とこれからの他
業界への応用の可能性についてお話します．

［略歴］
1973 年愛知県生まれ．東京大学工学部卒業後，（株）セガでプログラマやゲームディレクターとして家庭用ゲームソフト開発に従事．
その後（株）スクウェア・エニックスの CTO/R&D 部門長として全社技術の推進，開発マネジメントの改善，技術者採用促進と育成
等に努める．2014 年春より独立し，リブゼント・イノベーションズ（株）を設立．「仕事に活気を，人生に潤いを．」をテーマに，生活・
仕事・エンターテイメントがクロスする領域で人々の日常のささやかな幸せ作りに貢献するソフトウェア会社を目指す． 2014 年 12 月
より，ライフイズテック（株） 執行役員 CTO を兼務．2015 年 1 月より（株）INEI 執行役員 プロデューサーを兼務．代表作は「ソニック・
ワールドアドベンチャー」，「Agni’s Philosophy - FINAL FANTASY Realtime Demo」，「FINAL FANTASY XIV 新生エオルゼア」等．

IPSJ-ONE 企画・実施委員会推薦：招待講演（4）「ハコスコってなに？」
藤井　直敬 （独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター 適応知性研究チーム チームリーダー／
株式会社ハコスコ 代表取締役社長）

［講演概要］
ハコスコは，理化学研究所で開発された SR（代替現実）技術をベースとした VR 体験サービスです．ハコスコを通じて，一般の方々にあまり馴染みの
ない VR を，誰もが持っているスマートホンを用いて体験出来るようにするための仕組みを提供しています．この仕組みを使うことで，だれもが簡便に
VR 体験の入り口に立つことができ，さらには VR を超えた SR 体験への導線も準備されています．現実と仮想の境界をいかに自由に飛び越えるか，その
ための仕組みをどのように作り上げるのかについてお話します．

［略歴］
1965 年広島県生まれ．東北大学医学部卒業．同大医学部眼科学教室にて初期研修後，同大大学院に入学，博士号取得．1998 年よりマ
サチューセッツ工科大学（MIT）にて研究員．2004 年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー．2008 年より同セ
ンター適応知性研究チーム・チームリーダー．2014 年に株式会社ハコスコを起業．現在同社代表取締役．主な著書に，『つながる脳』『ソー
シャルブレインズ入門』『拡張する脳』など．

ソーシャル・ビッグデータが切り拓く新しい社会 −ビッグデータの可能性と課題−
3 月 18 日（水）9:30-12:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
日々増え続ける膨大な量のデータ，いわゆる「ビッグデータ」は我々の身の回りの自然や社会の現象を理解し，よりよい社会へと改善するための鍵を握
る次なるフロンティアです．この挑戦にはデータベース，機械学習，人工知能，データマイニング，プライバシー保護に関して既存の処理スケールを飛
躍的に上回る次世代の技術開発が不可欠です．さらにビッグデータの活用には産官学の連携とともに複合的取り組みが必要となり，行政，金融，医療，
教育，交通，観光，防災，農業等の分野を横断して活用するための，プラットフォームの構築と実社会へのアプリケーションの提供が求められます．そ
こで本イベントでは地域社会からグローバル社会における社会課題解決に貢献するビッグデータをソーシャル・ビッグデータと位置づけ，その考え方や
使い方，さらにその可能性と課題についてイノベーションを鼓舞するような講演とバネルディスカッションを企画しました． 

司会：蓑輪　正 （独立行政法人情報通信研究機構 主任研究員） 
［略歴］
2002 年東大・院・工・了，博士（工学）．同年 （独）総合通信研究所入（2004 年情報通信研究機構に改組）. ワイヤレス通信の誤り訂正
符号や情報セキュリティの分散符号に関する研究開発を経て，現在，IoT におけるビッグデータへの機械学習の応用に関する研究開発
に従事．2005 〜 2007 年米国スタンフォード大学客員研究員（日本学術振興会海外特別研究員）．2009 年内閣府総合科学技術会議出向．
現在，同機構ソーシャル ICT 推進研究センター主任研究員．平 12 電気通信普及財団テレコムシステム技術学生賞受賞．IEEE 会員．

9:30-9:40 オープニング 



－ －38

9:40-10:00 講演（1）「ソーシャルビッグデータの利活用・基盤技術のためのオープンテストベッド JOSE」
寺西　裕一 （独立行政法人情報通信研究機構 研究マネージャー）

［講演概要］
ソーシャルビッグデータの利活用に必要な観測データの取得・伝送・蓄積・分析といった一連のプロセスを扱う基盤技術には，研究途上にあり，実用化
に至っていないものが多い．国内でも様々な研究開発が行なわれているが，それらの技術を実用化していく上では，センサー，コンピュータ，ストレージ，
ネットワークを実際に用いた実証や動作検証が必須となる．また，分析の結果，得られる状況情報が，どの程度公共の目的で実用的か等について，実際
のフィールドで検証できる必要がある．しかし，上記のような実証・検証を行なう実験環境を，一般の企業や研究機関が用意することは，従来容易では
なかった．本講演では，こうした研究のための共通の実験環境を提供する大規模オープンテストベッドとして，我々が構築・運用を行なっている JOSE 

（Japan-wide Orchestrated Smart/Sensor Environment）について，その概要を示すとともに，具体的な実験の事例を紹介する．
［略歴］
1995 年 3 月大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修了．1995 年 4 月日本電信電話（株）入社．2004 年 3 月博士（工学）（大阪大
学）．2005 年 1 月大阪大学講師，2007 年 11 月大阪大学准教授を経て，2011 年 8 月〜現在，情報通信研究機構，大阪大学招へい准教授．
情報処理学会論文賞（2011 年）．ユビキタス・新世代ネットワークサービス基盤の研究開発に従事．

10:00-10:20 講演（2）「交通ビッグデータ利活用基盤技術」
豊田　正史 （東京大学 生産技術研究所 准教授）

［講演概要］
大規模な商用車向けドライブレコーダデータを蓄積し，長期間にわたる運転挙動の観測に基づき運転者の支援を可能とする交通ビッグデータ利活用基盤
技術の研究開発について紹介する．GPS，加速度計等を含む大規模かつ長期間の時空間データを蓄積し，気象データ等の環境データを統合した解析を可
能とするデータベース技術，および，長期間にわたる多数の運転者の運転挙動の観測に基づき運転者を支援する解析・可視化技術の開発を開始しており
その一端を示す．

［略歴］
東京大学生産技術研究所准教授．1994 年東工大・理・情報科学卒．1996 年同大大学院情報理工学研究科修士課程了．1999 年同大学院
情報理工学研究科博士後期課程了．博士（理学）．同年，科学技術振興事業団計算科学技術研究員．ウェブマイニング，ユーザインタフェー
ス，ビジュアルプログラミングに興味をもつ．ACM，IEEE CS，情報処理学会，日本ソフトウェア科学会各会員．

10:20-10:40 講演（3）「認知行動療法支援基盤とライフログ情報の活用」
長谷川　晃朗 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 適応コミュニケーション研究所 室長）

［講演概要］
これまで，うつ病などの精神疾患に効果のある認知行動療法の実施を支援するための ICT 基盤の構築を進めてきた．認知行動療法において重要とされる
日常生活での対処技術の実践・練習を，携帯端末上でいつでも，どこでも行え，また，その記録をインターネットを介して医師などの臨床家に開示する
ことで，面接時以外でのフィードバックを可能にする支援基盤として構築を進めている．さらに，携帯端末で収集したライフログ情報や外部のソーシャル・
ビッグデータを活用することで，さらなる支援を目指している．本講演では，認知行動療法の支援基盤に関する取り組みについて紹介する．

［略歴］
2000 年明治大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士後期課程修了．博士（工学）．同年 岐阜大学工学部 助手．2002 年（独）通信総
合研究所 専攻研究員．2004 年（株）国際電気通信基礎技術研究所 研究員を経て，2013 年より，スマートネットワーク研究室 室長．
コグニティブ無線通信技術，無線オンデマンド技術などの研究開発に従事．電子情報通信学会，IEEE 各会員．

10:40-11:00 講演（4）「ビッグデータ活用とプライバシー保護」
美馬　正司 （株式会社日立コンサルティング 公共本部 シニアマネージャー）

［講演概要］
ソーシャル・ビッグデータには様々な活用，発展が期待される一方，パーソナルデータが含まれている場合も少なくなく，プライバシーへの配慮は不可
欠と言えます．このような社会環境変化を踏まえ，我が国では個人情報保護法の改正が検討されており，海外に目を向けると，他の先進諸国においても
同様の議論が同時進行で進められているところです．そこで，今後のソーシャル・ビッグデータの円滑な推進に役立つことを企図し，国内外におけるビッ
グデータとプライバシーに関する議論の動向を紹介するとともに，日立製作所，日立コンサルティングにおける取組についても紹介します．

［略歴］
徳島大学卒業後，IT ベンダー系シンクタンク，科学技術政策系シンクタンクを経て日立コンサルティングに入社し，現職．法政大学大
学院都市政策プログラム修了（経済学修士）．総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻（博士課程）単位取得退学．日立コンサルティ
ングでは，情報大航海プロジェクト等，国の大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメントやプライバシー等，関連した制度面の検
討に従事．最近ではオープンデータ，医療情報化等のテーマにおいても活動．ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG5　委員，単著「自治体 IT ガ
バナンス」（ぎょうせい），「ライフログ活用のすすめ」（日経 BP）．

11:00-12:00 パネル討論「ビッグデータの可能性と課題」
［討論概要］
ICT はネットワークを通じて情報やサービスを流通させる基盤技術として発展してきた．近年，社会で生み出される大量のデータを解析し活用させるビッ
グデータ処理技術に注目を集める中で，情報の流通から異種・異分野の情報に横串を通して収集・解析・利活用を行う基盤技術として ICT を活用するこ
とに注目を集めている．このような社会で活用される ICT 技術をソーシャル ICT と定義して，今後のビッグデータの可能性と課題を議論する． 

司　　　会：木俵　豊 （独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所 研究所長）
［略歴］
1990 年 3 月神戸大学自然科学研究科計測工学専攻修了，同年（株）神戸製鋼所入社，1999 年 3 月神戸大学自然科学研究科情報メディ
ア科学専攻博士後期課程修了（工学博士），2001 年 4 月（独）通信総合研究所入所，2007 年 4 月（独）情報通信研究機構知識処理グルー
プリーダー，2011 年 4 月より同機構ユニバーサルコミュニケーション研究所長．電子情報通信学会データ工学専門委員長．
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パネリスト： 豊田　正史 （東京大学 生産技術研究所 准教授）
略歴・写真は講演（2）「交通ビッグデータ利活用基盤技術」を参照 .

 長谷川　晃朗 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 適応コミュニケーション研究所 室長）
略歴・写真は講演（3）「認知行動療法支援基盤とライフログ情報の活用」を参照 .

 美馬　正司 （株式会社日立コンサルティング 公共本部 シニアマネージャー）
略歴・写真は講演（4）「ビッグデータ活用とプライバシー保護」を参照 .

 寺西　裕一 （独立行政法人情報通信研究機構 研究マネージャー）
略歴・写真は講演（1）「ソーシャルビッグデータの利活用・基盤技術のためのオープンテストベッド JOSE」を参照 .

CREST・さきがけ「ビッグデータ」2 領域　成果報告会
3 月 18 日（水）15:20-17:50［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
ビッグデータの高度な統合利活用による社会的・経済的な価値創造が期待されています．2013 年度からスタートした２つの研究領域では，ビッグデータ
の複数ドメインに共通する本質的課題を解決し，様々な分野のビッグデータの統合解析を可能にする次世代基盤技術と，ビッグデータの利活用により大
きな社会的インパクトを生むような様々な研究分野との協働によるアプリケーション技術の創出・高度化を目指しております．今回の成果報告会では，
2013 年度に採択された研究者による最新の研究成果をご紹介します．

司会：嶋田　義皓 （独立行政法人科学技術振興機構 戦略研究推進部 ICT グループ）
15:20-15:35 講演（1）「ビッグデータ基盤」研究領域紹介

喜連川　優 （国立情報学研究所 所長）
［講演概要］
2013 年から発足した JST CREST・さきがけ「ビッグデータ基盤」領域について，研究領域の趣旨とこれまでの採択課題を紹介する．

［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．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）．

 
15:35-15:50 講演（2）「ビッグデータ応用」研究領域紹介

田中　譲 （北海道大学 大学院情報科学研究科 情報理工学専攻 特任教授）
［講演概要］
JST CREST「 ビッグデータ応用」領域の総括方針を述べ，過去 2 年間の採択課題とその選定方針を紹介し，来年度の募集に関わる重点領域に関して総
括方針を述べる．

［略歴］
1974 年京都大学大学院工学研究科修士課程電子工学専攻修了．同年北海道大学工学部助手．講師，助教授を経て 1990 年同教授．2004
年同大学情報科学研究科教授．2011 年同特任教授．この間，IBM ワトソン研究所客員研究員，京都大学情報学研究科教授（併任），
CREST ビッグデータ応用領域総括等を兼任．

 
15:50-16:15 講演（3）「複雑データからのディープナレッジの発見と価値化」

山西　健司 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻 教授）
［講演概要］
ビッグデータからの知識発見のニーズが高まる現在，単にデータの大量性だけでなく，その複雑性（高次元，非定常，ヘテロ性）に対応することが重要になっ
てきている．本講演では，そのような複雑なデータから，その背景にある深い知識（ディープナレッジ）を読み解くための技術動向を紹介する．コア技
術となるのは，潜在的ダイナミクスの理論と関係データ統合予測の理論である．その最新の理論展開と実応用展開の成果を示す．

［略歴］
1987 年東京大学 大学院工学系研究科計数工学専攻修了．同年 NEC 中央研究所に入社．NEC 中央研究所主席研究員，データマイニン
グ技術センター長を経て 2009 年より，東京大学大学院情報理工学系研究科 教授．専門：情報論的学習理論，データマイニング．
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16:15-16:40 講演（4）「自己情報コントロール機構を持つプライバシ保護データ収集・解析基盤の構築と個別化医療・
ゲノム疫学への展開」
佐久間　淳（筑波大学 大学院システム情報工学研究科 准教授）

［講演概要］
個人ゲノムは , 次世代シーケンサーの発展により安価に個人レベルで入手可能になりつつある新種の個人情報である . 個人ゲノムには , ゲノム差別やゲノ
ム犯罪等，従来の個人データ利用では認識されてこなかったリスクが存在し，取り扱いが難しいデータでもあるが，ゲノム疫学や個別化医療などその活
用は社会上非常に重要である . 講演では個人ゲノムデータを暗号化したままクラウドに保存することで，プライバシを保護しつつ個人ゲノムの活用をア
ウトソースする技術について紹介する．

［略歴］
2003 年 3 月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博士後期課程修了．博士（工学）．同年 4 月日本アイ・ビー・
エム（株）入社，東京基礎研究所に配属．2004 年，東京工業大学総合理工学研究科助手，2007 年同助教，2009 年，筑波大学システム
情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻准教授，2009 年〜 2012 年，科学技術振興事業団さきがけ研究員兼任，現在に至る．機械
学習と知識発見，セキュリティとプライバシの研究に従事．

 
16:40-17:05 講演（5）「ビッグデータからの知識創出基盤の確立　−創薬から製品製造までを例として−」

船津　公人 （東京大学 工学系研究科 化学システム工学専攻 教授）
［講演概要］
医薬品創薬から製造までの過程には，これまで蓄積された膨大な測定データ等が存在する．これまで異分野として個別にとらえられていた創薬の現場と
製造の現場における知見および各種データを共有する仕組みを構築するとともに，創薬・製造を俯瞰的に見た医薬品開発のシステム全体の効率化および
最適化を目指した研究に取り組んでいる．具体的にはこれらのデータを活用することで，大量の化合物情報 対 様々な生物情報からの創薬指針の抽出，
大規模仮想ライブラリ構築およびそこからの新薬ターゲット発見とその合成・製造法の獲得，さらには製造プラントの安定運転・リスク事前管理・品質
安定化のための知識抽出を達成し，医薬品創薬から製造の段階を通した知識創出基盤を確立することである．このために今後必要となるデータシェアリ
ングについても言及する．

［略歴］
1983 年 3 月九州大学大学院理学研究科博士課程修了（理学博士），1984 年 3 月豊橋技術科学大学物質工学系助手，1988 年 4 月同知識情
報工学系助手，1992 年 4 月同助教授，2004 年 4 月東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授，現在に至る．2011 年スト
ラスブール大学招聘教授．

 
17:05-17:25 講演（6）「透過的データ圧縮による高速かつ省メモリなビッグデータ活用技術の創出」

田部井　靖生 （独立行政法人科学技術振興機構 さきがけ 専任研究員）
［講演概要］
透過的データ圧縮とはデータをコンパクトに圧縮した状態で , 様々な操作を可能にするデータ構造の総称である . 近年 , 様々なデータ構造に対する透過的
データ圧縮が提案され , 情報検索やバイオインフォマティクスを含む分野で応用され始めている . 本プロジェクトの目的は , バイオインフォマティクスや
ケモインフォマティクスなどの分野に存在する様々なビッグデータを利活用する技術を透過的データ圧縮法に基づき開発することである . 本講演ではプ
ロジェクトの概要と最近の進展を紹介する .

［略歴］
2009 年 9 月東京大学大学院新領域創成科学研究科情報生命科学専攻博士号（科学）取得．2009 年 10 月産業技術総合研究所生命情報工
学研究センター（日本学術振興会 PD），2010 年 4 月科学技術振興機構 ERATO 湊離散構造処理系プロジェクト研究員，2013 年 10 月科
学技術振興機構さきがけ「ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化」専任研究員．

 
17:25-17:45 講演（7）「多様な構造型ストレージ技術を統合可能な再構成可能データベース技術」

松谷　宏紀 （慶應義塾大学 理工学部 専任講師）
［講演概要］
リレーショナルデータベースに加え，特定用途に特化した構造型ストレージ技術（NOSQL）を適材適所で組み合わせることで高効率な情報基盤を実現で
きる．このような情報基盤の高スループット化および低消費電力化のために，本研究では，多様な構造型ストレージ（キーバリューストア型，カラム指向型，
ドキュメント指向型，グラフ型）のためのアクセラレータを研究開発している．本発表では，現在開発中の 10GbE インタフェースを 4 本備えた FPGA ボー
ドを使用したキーバリューストア型およびカラム指向型アクセラレータ，GPU を使用したドキュメント指向型およびグラフ型データベースアクセラレー
タを紹介する．また，外れ値学習機能を有したネットワークインタフェースについても紹介する．

［略歴］
現在，慶應義塾大学理工学部情報工学科 専任講師．2004 年慶應義塾大学環境情報学部卒業．2008 年同大学大学院理工学研究科後期博
士課程修了．博士（工学）．2009 年より 2011 年まで，東京大学大学院情報理工学系研究科 特別研究員，日本学術振興会 特別研究員
SPD．2011 年より現職．2013 年より国立情報学研究所 客員講師，科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任中．計算機アーキテクチャ，
VLSI，結合網，最近はビッグデータ基盤技術に関する研究に従事．
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オリンピックに見る日本の ICT 技術
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
情報処理学会特集号に連動した形のイベントとして，今年度の目玉であるオリンピック特集号に焦点をあて，特集号では語りきれなかった ICT 技術につ
いて講演を行う．特に選手から見た ICT 技術に注目し，選手を支える技術として紹介する．学会誌の特集号と合わせて聴講する事で，2020 年に東京で
開催されるオリンピックに向け，より幅広い情報を学会員に伝えてオリンピックへの関心を高めることでオリンピック成功に貢献する．

司会：森　信一郎（株式会社富士通研究所 ヒューマンセントリック研究所ヒューマンソリューション研究部 主幹研究員）
［略歴］
1987 年関西大学工学部卒業．同年富士通（株）入社．2003 年（株）富士通研究所に異動．2011 年静岡大学大学院博士後期課程修了．
半導体製造ロボットの開発，GPS 携帯端末関連の開発，次世代携帯電話の開発，仮想世界／オーギュメンティッドリアリティに関する
研究を経て，現在，高精度測位技術の研究に従事．博士（情報学）．

9:30-9:35 オープニング

9:35-10:25 講演（1）「選手，コーチをサポートする ICT 技術（映像システム編）」
三浦　智和 （独立行政法人日本スポーツ振興センター 国立スポーツ科学センター スポーツ科学研究部 専門職）

［講演概要］
オリンピックでのメダル獲得を目指すトップスポーツの競技現場では，トレーニングの中での技術や演技の改善，対戦相手の研究などで映像を活用する
ことが多い．本講演では，国立スポーツ科学センターで開発し，競技現場で日々活用されているトレーニング映像即時フィードバックシステムや，スポー
ツ映像データベースシステム（SMART edge）について，2012 ロンドン，2014 ソチまでの競技団体の活用事例，2016 リオ，2018 平昌へ向けた現在の取
り組みを紹介いたします．また 2020 東京へ向け，トップ選手やトップコーチにはどんな ICT 技術が有用なのか，出席者のみなさんにも一緒になって考
えていただけるセッションを目指します．

［略歴］
1995 年長野高専電子情報工学科卒．1998 年長野冬季オリンピックでは，当時オリンピック初のインターネットリザルトシステム構築
プロジェクトへ参加．その後，シナノケンシ（株），信州大学総合情報センターを経て，現在，国立スポーツ科学センタースポーツ科
学研究部専門職．高度情報処理技術者（ネットワークスペシャリスト）．（公財）日本スケート連盟スピードスケート部門科学スタッフ（育
成担当）．（公財）全日本スキー連盟情報医科学部情報部会委員．

 
10:25-11:15 講演（2）「スポーツ用義足の研究開発とアスリート支援」

保原　浩明（独立行政法人産業技術総合研究所 デジタルヒューマン工学研究センター 研究員）
［講演概要］
炭素繊維強化プラスチック製のスポーツ用義足は下肢切断者の競技レベルを飛躍的に向上させ，ついにはオリンピックに出場する障害者アスリートが誕
生した．一方，こうした義足の急速な進化とは裏腹に，日本人の義足スプリンターは世界から取り残されつつある．2020 年の東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けた国際競技力向上に対し，ICT はどのように貢献できるのか？当日はスポーツ用義足の成り立ちと機能を概説し，ICT を利用したスポー
ツ用義足の研究開発とアスリート支援策について発表する．

［略歴］
2008 年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了．博士（人間科学）．国立障害者リハビリテーションセンター研究所流動研
究員，日本学術振興会特別研究員（PD），University of Maryland, Research Associate を経て，2013 年より（独）産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究センター研究員．2014 年 German Sport University Cologne, Visiting Scholar．スポーツ用義足の生体力
学的評価およびランニング障害の予防に関する研究に従事．2013 年に国際バイオメカニクス学会よりアジア人初の Promising Scientist 
Award を授与された．

11:15-11:55 講演（3）「選手を育てる ICT 技術（陸上競技 競歩編）」
今村　文男 （富士通株式会社 インテグレーションサービス部門 ビジネスマネジメント本部 インテグレーションサー
ビス人事部 担当：陸上スタッフ）

［講演概要］
2020 年に東京オリンピック開催が決まり，その東京オリンピックにおいて，男女マラソンについでメダル獲得有望種目として，競歩が挙げられている．
本講演では，2012 年ロンドンオリンピックまでの競歩種目における強化の概要や入賞へ向けた取り組みをご紹介しながら，競技力向上のためにどのよう
に ICT を活用しているか，強化現場における具体的な活用例やデータを示しながら，2020 年東京オリンピックにおけるメダル獲得を目指した競歩種目
の選手を育てる ICT 技術の活用についてご紹介します．

［略歴］
順天堂大学大学院スポーツ健康科学博士前期課程を修了し，現在，富士通（株） 陸上競技部コーチングスタッフ．2012 年ロンドンオリ
ンピック，2013 年モスクワ世界陸上，2014 年仁川アジア大会など日本代表競歩コーチを務める．主な役職として，公益財団法人 日本
陸上競技連盟強化員会 競歩部長，日本実業団陸上競技連合 競歩部長，日本学生陸上競技連盟強化委員など．現役時の専門種目は 50km
競歩．1992 年バルセロナオリンピック，2000 年シドニーオリンピック出場．世界選手権は，1991 年東京大会 7 位入賞，97 年アテネ大
会 6 位入賞など．

11:55-12:00 クロージング
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コンシューマサービス温故知新
3 月 19 日（木）14:40-17:10［第 1 イベント会場（百周年時計台記念館 1F 百周年記念ホール）］

［セッション概要］
日本で最初に成功したコンシューマサービスは，NTT ドコモの i モードサービスだった．携帯電話，移動通信網，コンテンツサーバを垂直統合したビジ
ネスモデルは，当時のインターネットの常識から考えると画期的であり，世界的にも大きな注目を集めた．海外では，アップルが，i モードの成功に影
響を受けたと考えられる，iPhone，iPad などのコンシューマデバイスと，App Store などのコンシューマサービスを垂直統合したビジネスモデルで大き
な成功を収めた．フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行とともに，携帯電話メーカ，移動通信事業者，サービス事業者が独立してビジネスを
展開する水平分業型のビジネスモデルが主流となりつつある．その流れの中で，LINE は，サービス開始以来，世界で 5 億人以上のユーザを獲得し，大
きな成功を収めた．近年，ウェアラブルデバイスなどの新しいコンシューマデバイスとそのサービスが大きな注目を集めている．本セッションでは，過
去の大きな成功を収めたコンシューマ業界を代表する方々，ウェアラブルデバイスの第一人者の方に，基調講演して頂くとともに，過去，現在の成功事
例を踏まえ，今後のコンシューマサービス，コンシューマデバイスの展望について，パネルディスカッションを行う．

司会：石川　憲洋 （駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 教授）
［略歴］
日本電信電話公社（現 NTT）を経て，1999 年 NTT ドコモ入社．2010 年 4 月より駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授．
博士（情報学）．モバイルインターネット，ユビキタスコンピューティング，ホームネットワークなどの研究，標準化に従事．情報処
理学会業績賞などを受賞．コンシューマ・システム & デバイス（CDS）研究会主査．電子情報通信学会，ACM，IEEE 各会員．

14:40-15:10 講演（1）「コミュニケーションサービスが企業と消費者に与える可能性」
田端　信太郎 （LINE 株式会社 上級執行役員 法人ビジネス担当）

［講演概要］
「LINE」は日本からグローバルサービスへ，メッセンジャーサービスからユーザーの皆様の生活の一部を担う「LIFE プラットフォーム」へと大きく飛
躍を遂げてまいりました．
本講演では，LINE というコミュニケーションサービスがビジネスやマーケティングという視点からコンシューマーへ与える影響や可能性についてお話
させていただきます． 

［略歴］
1999 年 3 月慶應義塾大学経済学部卒業．（株）リクルートにて，フリーマガジン「R25」の立上げを行い，創刊後は，広告責任者を務める．
その後，（株）ライブドアにて，ライブドアニュースの責任者を経て，執行役員メディア事業部長に．2010 年 5 月には，コンデネット・
ジェーピーにて，カントリーマネージャーに就任．ウェブ部門を統括．2012 年 6 月 NHN Japan（株）（2013 年 4 月 LINE（株）に商号
変更）執行役員に就任．広告事業部門を統括．2014 年 4 月，LINE（株）上級執行役員法人ビジネス担当に就任．法人ビジネス全般を
統括．現職．

 
15:10-15:40 講演（2）「ウェアラブルコンピューティング研究 14 年」

寺田　努 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 准教授）
［講演概要］
ここ数年，Google Glass や Apple watch などウェアラブルデバイスが注目を集め，「ウェアラブル」が盛り上がっている．一方，我々は 10 年以上前からウェ
アラブルコンピューティングの可能性を感じ，当時のハードウェア制約の中でさまざまな取り組みを行ってきた．本講演では過去 10 年から最近にかけ
てのウェアラブル機器の活用事例を紹介しながら，今後の展望について述べる．

［略歴］
2000 年大阪大学院工学研究科博士後期課程退学．同年より大阪大学サイバーメディアセンター助手．2005 年より同講師． 2007 年神戸
大学大学院工学研究科准教授．現在に至る．NPO 法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事，NEC インターネットシステム研
究所客員研究員，英国ランカスター大学客員研究員，三菱電機先端技術総合研究所嘱託研究員，IPA 未踏クリエータ，ATR 客員研究員，
JST さきがけ研究員などを兼務．博士（工学）．

 
15:40-16:10 講演（3）「ファイナルファンタジーの制作と歴史」

橋本　真司 （株式会社スクウェア・エニックス 第 3 ビジネス・ディビジョン コーポレート・エグゼクティブ）
［講演概要］
2012 年にファイナルファンタジーが生まれてから 25 周年となりました．今回は，「ファイナルファンタジーのタイトルの変遷」（ファイナルファンタジー
1 〜ファイナルファンタジー 15 までの歴史的変遷）と「プラットフォームの戦略」，また「開発の規模」についてお話させていただきます．

［略歴］
1958 年 5 月生まれ．1983 年 4 月（株）バンダイ入社．1995 年 4 月（株）スクウェア（現：スクウェア・エニックス）入社．1998 年 7
月 執行役員．2003 年 4 月（株）スクウェア・エニックス 執行役員．2005 年 4 月コーポレート・エグゼクティブ（現任）．2009 年 10
月スクウェア・エニックス・ホールディングス 専務執行役員（現任）．主な作品 :「ファイナルファンタジー VIII」プロデューサー．「ファ
イナルファンタジー IX」プロデューサー．「キングダム ハーツ シリーズ」エグゼクティブ プロデューサー．「ファイナルファンタジー
VII アドベントチルドレン」CO プロデューサー．「FRONT MISSION EVOLVED」プロデューサー．「ファイナルファンタジー ヴェ
ルサス XIII」 プロデューサー．
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16:10-16:40 講演（4）「i モードサービスとそのコンシューマーサービスに与えた影響」
夏野　剛 （慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授）

［講演概要］
一般に「ガラパゴス」と呼ばれる日本独自の技術発展の典型に i モードサービス及び携帯電話が上げられる．確かに 2000 年代前半においては，世界の
中でも日本でだけ，インターネット接続携帯電話が全面普及し，多くのユーザーやコンテンツ事業者にとって新しい経済圏を作り出した．2000 年代後半
になって，メディアや政府がこのガラパゴス状況を是正するためと称して携帯電話事業者のビジネスモデルに介入し，2008 年にスマートフォンである
iPhone が日本に導入されたことと相まって，日本独自のガラケーは世界共通のスマホに取って代わられることになった．しかし，機能やビジネスモデル
を分析してみると，現在のスマホの源流は，2000 年代前半に欧米で普及していた音声中心の電話機ではなく，むしろ i モード携帯機であるという皮肉な
現象も見て取れる．本セッションでは，i モード，iPhone，Android とその他の携帯電話機についての比較を行い，コンシューマーサービスのトレンドの
変化とそのものづくりに与えたインパクト，そしてビジネスモデルについて解説する．

［略歴］
1988 年早稲田大学政治経済学部卒，東京ガス入社．95 年ペンシルバニア大学経営大学院（ウォートンスクール）卒．ベンチャー企業
副社長を経て，97 年 NTT ドコモへ．99 年に「i モード」，その後「i アプリ」「デコメ」「キッズケータイ」「おサイフケータイ」など
の多くのサービスを立ち上げた．2005 年執行役員，08 年にドコモ退社．現在は慶應大学の特別招聘教授のほか，（株）KADOKAWA・
DWANGO 含め上場企業 6 社の取締役を兼任する．2014 年一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与へ
就任．

 
16:40-17:10 パネル討論「コンシューマサービス，コンシューマデバイスの今後の展望」

［討論概要］
基調講演でご講演頂いた，コンシューマサービスの過去，現在の成功事例，コンシューマデバイスの動向を踏まえ，今後のコンシューマサービス，コン
シューマデバイスの展望について，会場からの質疑応答も含めて，パネルディスカッションを行う．
司　　　会 : 石川　憲洋 （駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 教授）

略歴・写真は「コンシューマサービス温故知新」司会紹介を参照 .

パネリスト： 夏野　剛 （慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授）
略歴・写真は講演（4）「i モードサービスとそのコンシューマーサービスに与えた影響」を参照 .

 田端　信太郎 （LINE 株式会社 上級執行役員 法人ビジネス担当）
略歴・写真は講演（1）「コミュニケーションサービスが企業と消費者に与える可能性」を参照 .

 橋本　真司 （株式会社スクウェア・エニックス 第 3 ビジネス・ディビジョン コーポレート・エグゼクティブ）
略歴・写真は講演（3）「ファイナルファンタジーの制作と歴史」を参照 .

 寺田　努 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 准教授）
略歴・写真は講演（2）「ウェアラブルコンピューティング研究 14 年」を参照 .

国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス
※ 京都大学学際融合教育研究推進センター高度情報教育基盤ユニット共催
3 月 18 日（水）9:30-12:00［第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）］

［セッション概要］
全世界から優秀な学生を見出すことを目的とした MOOCs (Massive Open Online Courses) がここ 2 〜 3 年で急速に全世界的に広がった現状は，教育ビッ
グデータに基づいたラーニングアナリティクスが，国や言語の壁を乗り越えながら国際通用性のある主体的学習者を見出すための重要なツールとなる可
能性を示している．本企画では，ラーニングアナリティクスに関する国際会議 LAK2015 が開催される米国ニューヨーク州の Marist College と京都大学
を遠隔会議システムにより接続し，国際的に活躍するラーニングアナリティクス研究者による基調講演を行うとともに，同会議に参加者する日本人も交
えながらパネル討論を行うことにより，ラーニングアナリティクスに関する最新動向を，学習者の国際通用性に焦点を当てながら議論する． 

司会：梶田　将司 （京都大学 情報環境機構／学術情報メディアセンター 教授） 
［略歴］
1990 年名古屋大学工学部情報工学科卒業．1995 年同大学院工学研究科情報工学専攻博士課程満了．2002 年名古屋大学情報連携基盤セ
ンター助教授，2008 年情報連携統括本部情報戦略室准教授，2012 年京都大学情報環境機構 IT 企画室教授，現在に至る．1998 年日本音
響学会第 15 回粟屋潔学術奨励賞，2001 年電子情報通信学会第 57 回論文賞．2009 年 IBM Shared University Research (SUR) Award 受
賞．情報処理学会，電子情報通信学会，日本音響学会，日本教育工学会，教育システム情報学会，日本高等教育学会，IEEE，ACM 各
会員．博士（工学）．情報基盤工学・フィールド情報学・メディア情報学分野における研究者・実践者．現在は，様々な学問分野の人々
が多様な活動を行う大学を「研究フィールド」と位置づけ，大学における教育・学習活動や学術研究活動を情報技術により質的転換す
るための研究開発・実践活動を行うことを通じて，実際の社会生活を豊かにする新しい情報技術や利用技術の実現・普及を目指している．



－ －44

9:30-10:20 講演（1）「Early Alert of Academically At-Risk Students: The Open Academic Analytics Initiative」
Eitel Lauría （Marist College School of Computer Science & Mathematics Professor）

［講演概要］
This talk reports on the work performed by the Open Academic Analytics Initiative, an on-going research project aimed at developing an early 
detection system of college students at academic risk, using data mining models trained with student personal and demographic data, as well as 
learning management system data. We provide an overview of the challenges and design considerations of the predictive modeling process, we 
report the findings on the predictive performance of those models, their portability across pilot programs in different institutions, and the results of 
interventions applied on those pilots. In addition to it, we will discuss the international collaboration opportunities through the Open Academic Analytics 
Initiative.

［略歴］
Dr. Eitel J.M. Lauría is a Professor of Information Technology & Systems and the Director of Graduate Programs at the School 
of Computer Science & Mathematics, Marist College, Poughkeepsie, NY. Dr. Lauría holds an Electrical Engineering degree from 
University of Buenos Aires, Argentina (1983), an MBA from Universidad del Salvador, Argentina (1996), and a PhD in Information 
Science from University at Albany, SUNY (2003). His broad research interests cover the fields of Data Science, Analytics and 
Business Intelligence. Prof. Lauría's research has been published in a number of prestigious journals, including Decision Support 
Systems, the European Journal of Operational Research, the ACM Journal of Data and Information Quality, Expert Systems with 
Applications, and the Journal of Learning Analytics. He is co-author of a textbook on data and information quality published by MIT/
IQ. He has served as an information systems and technology consultant to IBM, Microsoft, Exxon Mobil, Reuters, Hewlett Packard, 
STET France Telecom, GE Global Research, Ryder, and the World Bank among other global corporations. Dr. Lauría is the Analytics 
Lead of the Open Academic Analytics Initiative (OAAI), a project funded by the Bill & Melinda Gates Foundation aimed at increasing 
college student retention by performing early detection of academic risk using data mining methods. The OAAI at Marist College 
was named a 2013 Computerworld Honors Laureate in the World-Good category. This project was selected from more than 700 
nominations to become one of 269 Laureates from 29 countries.

10:20-10:30 講演（2）「A Pathway for International Collaboration on Open Learning Analytics」
Roger Norton （Information Technology Dean）

［講演概要］
 Dr. Roger Norton, Dean of Marist's School for Computer Science and Mathematics, will discuss several strategic initiatives in the area of learning 
analytics that Marist is currently leading and discuss potentials ways in which these initiatives might be leveraged to support international collaboration 
between institutions of higher education in the United States and Japan. This will include an overview of the recently completed New York State Cloud 
Computing and Analytics Center (CCAC), funded by a $3 million grant from New York States, which is being used in part to support the development 
of the world's first open-source platform for learning analytics. After briefly reviewing these initiatives, Dr. Norton will lead a discussion to explore 
potential areas for future collaboration. 

［略歴］
Dr. Roger L. Norton is the Dean of the School of Computer Science and Mathematics at Marist College where he has been employed 
for thirty-four years. He is the Founder and Director of the Institute for Data Center Professionals and a Principal Investigator for 
a Collaborative Enterprise Computing Community funded by the National Science Foundation. He also recently was the PI for a 
Marist College $3 million grant from New York State to fund the New York State Center of Excellence in Cloud Computing and 
Analytics, helping companies to understand and use analytics and cloud computing to help their companies grow. Dr. Norton holds 
a PhD in Computer Science from Syracuse University, an MA in Mathematics from Brandeis University and a BS in Mathematics 
from the University of Massachusetts at Amherst, where he graduated Summa Cum Laude. His areas of interest include semantics 
of programming languages, the object-oriented programming paradigm, virtual economies, and distributed computing. In addition to 
Dr. Norton’s extensive research, teaching and academic leadership experience, he has held senior management positions in industry 
including his role as the Director of the Center for Mental Health Management Information Systems where he was responsible for the 
design, installation and administration of numerous networks for various New York State and County Mental Health organizations. 
Dr. Norton’s entrepreneurial character coupled with his firm belief in the faculty/student research model has prompted him to 
secure funding for the development of several programs that partner academia with industry including the NYSTAR-designated 
Center for Collaborative and On-Demand Computing (CCODC) and the New York State Cloud Computing and Analytics Center. He 
has also obtained numerous grants that support both student research and scholarships. He has made numerous presentations at 
professional and academic conferences and has authored or co-authored many publications.

10:30-12:00 パネル討論「国際通用性のある主体的学習者のためのラーニングアナリティクス研究と実践」
［討論概要］
パネル討論では，ラーニングアナリティクスに関する最新動向を学習者の国際通用性に焦点を当てながら議論する． 

司　　　会：竹村　治雄 （大阪大学 サイバーメディアセンター 教授）
［略歴］
大阪大学大学院基礎工学研究科単位取得退学・工博（1987 年），ATR（1987 年），奈良先端大助教授（1994 年）を経て阪大サイバーメディ
アセンター教授（2001 年），同センター長併任（2007 〜 11 年），現在に至る．情報処理学会，教育学習支援情報システム研究会主査（2010
年〜），教育学習支援情報システム，ヒューマン・コンピュータインタラクション，3 次元ユーザインタフェース等の教育研究に従事．
情報処理学会，電子情報通信学会，VR 学会，HI 学会，IEEE，ACM 各会員．

パネリスト：飯吉　透 （京都大学 高等教育研究開発推進センター ／理事補（教育担当）／高等教育研究開発推進セン
ター長／教授）

［略歴］
国際基督教大学・同大学院（教育工学）を経て，フロリダ州立大学大学院博士課程修了．Ph.D.（教授システム学）．カーネギー財団上
級研究員・同知識メディア研究所所長，東京大学大学院情報学環客員教授，マサチューセッツ工科大学教育イノベーション・テクノロジー
局シニアストラテジストなどを経て現職．国内外でテクノロジーを利用した教育の進展に関するビジョン策定・研究開発・啓蒙活動
に従事．主編著に『Opening Up Education: The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and 
Open Knowledge』（MIT Press, 2008）［共編］『ウェブで学ぶ − オープンエデュケーションと知の革命』[ 共著 ]（筑摩書房 , 2010）など．
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パネリスト：土佐　尚子 （京都大学 情報環境機構／学術情報メディアセンター 教授）
［略歴］
MIT の Center for Advanced Visual Studies（高等視覚研究所）で，メディア芸術の教育を研究後，2005 年より京都大学学術情報メディ
アセンターにて，京都大学オープンコースウェア推進業務を始める．2006 年日本で初めてオープンコースウェア国際会議をオープンコー
スウェアコンソーシアムと共に京都大学で行い，約 300 人の参加者を集めた．現在，京都大学版 MOOC である KyotoUx プロジェク
トを推進しつつ，コンピュータによる学びの可能性を研究している．工学博士（東京大学）．

パネリスト：Josh Baron （Academic Technology, Marist College Senior Academic Technology Officer）
［略歴］
As Senior Academic Technology Officer at Marist College, Mr. Baron oversees the Office of Academic Technology and eLearning 
which is responsible for supporting the college's instructional technology initiatives, including distance learning, faculty training, 
and student support. In addition, Mr. Baron is leading multiple national and international educational technology initiatives which 
include open-source learning management systems, academic collaboration platforms and learning analytics projects. Mr. Baron 
was first elected to the Sakai Foundation Board of Directors in 2008 and re-elected for a second three year term in 2011. He served 
as Foundation Board Chair for three years between 2009 and 2012 and is currently a member of the Apereo Foundation Board 
of Directors, having served as Chair from 2013-14, which formed from the merger of the Sakai and Jasig open-source non-profit 
organizations. Over the past two years he has served as the Principle Investigator (PI) for the Open Academic Analytics Initiative 
(OAAI) which was supported through an EDUCAUSE Next Generation Learning Challenges program and funded by the Bill and 
Melinda Gates Foundation. OAAI developed the first ever open source academic early alert system that identifies at risk students 
and then deploys interventions to improve student success which has been recognized as a 2013 ComputerWorld Honors Laureate 
and a 2013 Campus Technology Innovator Award winner. Mr. Baron has presented at numerous national and international higher 
education and K-12 conferences including EDUCAUSE, Campus Technology, NECC, Sloan-C, League of Innovation in Community 
Colleges, and the International Sakai conferences. He graduated magna cum laude from the University of Michigan with a B.S. in 
Aerospace Engineering and holds a M.S. in Educational Technology Leadership (ETL) from George Washington University through 
their pioneering online ETL program. 

パネリスト：山田　恒夫 （放送大学 教育支援センター 教授）
［略歴］
1958 年京都市生まれ．1985 年京都大学大学院文学研究科博士課程修了．大阪大学人間科学部助手，（独）メディア教育開発センター教
授・研究開発部長等を経て，2009 年より放送大学教授．現在，同教養学部・情報コース主任．総合研究大学院大学文化科学研究科メディ
ア社会文化専攻教授．NPO 実務能力認定機構理事，JMOOC 事務局次長，（一社）大学 ICT 推進協議会国際連携室長．専門は教育工学・
学習心理学．現在の研究テーマは，地球規模での学習コンテンツ共有再利用流通システムの構築と，学習者個々の学習過程の最適化，
ICT を活用した国際ボランティア活動．JMOOC では学習ログ・ポートフォリオ部会主査を，放送大学 MOOC では「にほんご　にゅ
うもん（NIHONGO Starter）A1」の主任講師を務める．

パネリスト： 梶田　将司 （京都大学 情報環境機構／学術情報メディアセンター 教授）
略歴・写真は「国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス」司会紹介を参照 .

国際 AI プログラミングコンテスト　SamurAI Coding 2014-15 World Final
3 月 18 日（水）15:20-18:35（決勝 18:00-）

［第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）］
［企画概要］
「旗幟を鮮明にしない中立の領主たちを交渉で味方に引き入れて，勝利を手にしろ！」　
世界で活躍できる人材発掘と育成を目的として，戦国大名を題材とした AI 対戦型のゲームプログラミングコンテスト SamurAI Coding の決勝を開催する．
情報処理学会の主催としては 3 回目となり，12 月実施のオンライン予選には世界中から過去最多の 120 を超えるプログラム提出があった．当日は，予選
を勝ち抜いた 16 チームによる白熱した対戦を，チーム紹介や実況およびアルゴリズム・戦略解説を交えて鑑賞する．

司会 : 鷲崎　弘宜 （早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 所長）
［略歴］
早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長・准教授，国立情報学研究所客員准教授．博士（情報科学）．ソフ
トウェアエンジニアリングの研究，教育，社会展開に従事．他の活動に情報処理学会プログラミングコンテスト委員会委員長，IEEE 
Computer Society Japan Chapter Chair，SEMAT Japan Chapter Chair，ACM-ICPC 2014 Asia Tokyo Regional Contest Director ほか．

解説 : 坂本　一憲（国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 助教）
［略歴］
国立情報学研究所助教，科学技術振興機構さきがけ研究者．博士（工学）．プログラム解析，ソフトウェアテスト，プログラミング
教育，社会心理学の研究および教育活動に従事．CEDEC AI CHALLENGE，ACM ICPC JavaChallenge，A.I. Challenge @ CODE 
FESTIVAL など各種プログラミングコンテストの開催およびコンテストシステムの開発に従事．

15:20-15:50 委員長挨拶，イベントスポンサー挨拶，コンテストゲーム紹介
15:50-17:50 トーナメント観戦，選手自己紹介
18:00-18:25 決勝観戦，講評
18:25-18:35 表彰式
18:45-20:15 懇親会（カンフォーラにて招待制）
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知のコンピューティング序章
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）］

［セッション概要］
本セッションでは，前半で，2014 年度 JST 戦略事業「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」（CREST）について，研究領
域全体のねらいと初年度の採択された個々のチームの活動状況を報告する．後半では，上記 CREST 事業の元となったイニシアティブ「知のコンピューティ
ング」について，2014 年に実施した ELSI（Ethical, Legal and Social Issues）ワークショップや「激論！　先端 ICT の光と影」ワークショップ，開発成
果の社会適用に向けたアイデアソンの内容を紹介した後に，当分野において今後取り扱うべき課題をパネル形式で幅広く議論する．

 
司会：茂木　強 （独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー） 

［略歴］
1980 年京都大学理学部卒業 . 同年 4 月三菱電機（株）入社 . 汎用機からミニコンのコンパイラの開発に従事 . 1991 年米国スタンフォー
ド大学留学 . 以後 , 情報技術総合研究所にて情報システム技術部門統括を経て , 現在は（独）科学技術振興機構研究開発戦略センターに
て情報科学技術分野に関する研究開発戦略策定に従事．戦略プロポーザル『知のコンピューティング』作成メンバー．2010 〜 11 年情
報処理学会理事 .

9:30-9:45 講演（1）「知のコンピューティングの狙い」
岩野　和生 （三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門 顧問）

［講演概要］
（独）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
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．

［略歴］
三菱商事（株）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）．
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）．

9:45-10:00 講演（2）「CREST「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」概要」
萩田　紀博 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 取締役 所長）

［講演概要］
人と機械の相互作用（情報検索や対話する等）という協働過程から得られる体験が，生活の知識になり，知恵となる時代が来ている．ロボットや環境セ
ンサが人々の行動や感情を高精度に取り出して知識化できるようになるとそれを受け容れる人とそうでない人が生まれるため，倫理的・法的・社会的
課題（ELSI）を考慮する必要がある．そこで，ELSI を考慮して，人と機械とのハーモニアスなバランスを考えた知的情報処理システムを構築する JST 
CREST の新研究領域を立ち上げた．新研究領域のねらい，概要を紹介する．

［略歴］
1978 年慶應義塾大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了，同年日本電信電話公社（現 NTT）武蔵野電気通信研究所に入所，
NTT 基礎研究所，ATR 知能ロボティクス研究所所長などを経て，現職 . 主な研究分野は，ネットワークロボット，ヒューマン・ロボット・
インタラクション，パターン認識等．工学博士．IEEE，電子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会各会員，日本学術会議連携会員．

10:00-10:10 講演（3）「実践知能アプリケーション構築フレームワーク PRINTEPS の開発と社会実践」
山口　高平 （慶應義塾大学 理工学部 教授）

［講演概要］
人と機械が 7 種類のモード（知識，対話，表情，視線，姿勢，動作，環境）でインタラクションをとり，その相互作用を通して，人の知能と機械知能
が互いに進化し続ける「知能共進化 (Coevolution of Intelligence)」の枠組みを研究し，そのプラットフォームとして PRINTEPS(PRactical INTElligent 
aPplicationS) の開発を始めている．PRINTEPS では，多重知識ベース，対話システム，人センシング，環境センシング，記号接地という 5 種類のサブシ
ステムを統合しており，初等教育実践，喫茶店業務支援をケーススタディとして，実験を開始したところであるが，本講演では，その初期成果も交えて，
知能共進化の可能性について述べる．

［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．人工知能学会前
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．
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10:10-10:20 講演（4）「集合視による注視・行動解析に基づくライフイノベーション創出」
佐藤　洋一 （東京大学 生産技術研究所 教授）

［講演概要］
本 CREST 領域の研究課題の一つである「集合視による注視・行動解析に基づくライフイノベーション創出」の概要について紹介します．この研究課題では，
人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築に向けて，複数の人々が装着するウェアラブルカメラとアイトラッカーを分散型セン
サとして利用する集合視により，さまざまな空間・時間スケールで起こる個人とグループの注視・行動を計測し理解する技術の開発を目指します．さらに，
集合視技術を用いた人々の注視・行動の蓄積・解析・可視化にもとづき，手術室における協働支援，視覚障がい者へのナビゲーション支援など具体的な
課題解決のための支援システムの構築に取り組みます．

［略歴］
1990 年東京大学工学部機械工学科卒．1997 年カーネギーメロン大計算機科学部博士課程了．東京大学生産技術研究所研究機関研究員，
講師，助教授，同大学大学院情報学環准教授を経て，2010 年より同大学生産技術研究所教授．現在，同研究所副所長，同研究所附属ソ
シオグローバル情報工学研究センター長．コンピュータビジョンに関する研究に従事．2011 年日本学術振興会賞，2010 年，2008 年，
2006 年電子情報通信学会論文賞，2011 年情報処理学会 50 周年記念論文賞，2000 年日本 VR 学会論文賞等を受賞．

10:20-10:30 講演（5）「潜在アンビエント・サーフェス情報の解読と活用による知的情報処理システムの構築」
渡邊　克巳 （東京大学 先端科学技術研究センター 准教授）

［講演概要］
本研究では，人間や情報システムの表層に遍在しながら気づかれていない情報を潜在アンビエント・サーフェス情報と定義し，潜在情報の計測・解明・
介入の知見とノウハウに基づき解析・活用することで，人間と調和して創造的な恊働を行うための知的情報システムの構築に新たな視点を提供したいと
考えている．潜在アンビエント・サーフェス情報に関して「認知科学的・脳科学的研究」「知的情報システムへの実装」「フィールドでの評価」「社会的
受容性調査」の 4 つの項目設定し，自由に観察・活動できる環境のもとで活用できるプロトタイプの構築を目指す研究計画の概要を紹介する．

［略歴］
1995 年東京大学文学部心理学科卒，2001 年カリフォルニア工科大学計算科学 - 神経システム専攻博士課程修了 (PhD)．産業技術総合研
究所研究員，科学技術振興機構 ERATO 下條潜在脳機能プロジェクト意思決定 G リーダーなどを経て，2006 年東京大学先端科学技術
研究センター助教授（2007 年より准教授）．主な研究の興味は人間の心の意識的・無意識的過程の科学的解明，認知科学のその他の研
究分野への拡張，産学連携を通じた社会への還元など．

10:30-10:40 講演（6）「ソーシャル・イメージング：創造的活動促進と社会性形成支援」
鈴木　健嗣 （筑波大学 システム情報系・サイバニクス研究センター 准教授）

［講演概要］
本講演では，複数人からなる社会的行動を計測する手法であるソーシャル・イメージング基盤技術について紹介する．さらに，実世界に映像と音響を重
ね合わせる技術を応用することで，子ども達の創造的活動を促進し，社会性形成を支援す NPO 法人と連携しながら自閉症スペクトラム児等の発達支援
のための実証研究を通じ，こころを理解することが困難な人々の理解を助け，こころを表出することが困難な人々の行動や情動表出を支援するという「こ
ころを支える情報学」の実現を目指す．

［略歴］
1997 年早稲田大学理工学部物理学科卒，同大学院理工学研究科博士課程修了．博士（工学）．同大学助手，筑波大学講師を経て，現職．
主な研究分野は，人間情報学，拡張生体学，サイバニクス，人支援ロボティクス，ソーシャルロボティクスなど．1997 年イタリア・ジェ
ノヴァ大学客員研究員，2009 年フランス・College de France/CNRS 客員研究員 ．2011 年より科学技術振興機構（JST）さきがけ研究
者．IEEE，ACM，電子情報通信学会，人工知能学会等の会員．

10:40-10:50 講演（7）「倫理・法・社会的課題に対する取組み」
茂木　強 （独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）

［講演概要］
知的情報処理技術の研究開発が進展し，実社会への適用が次々と実現することに対して，そこに潜む倫理的・法的・社会的課題 (ELSI) を同時に研究する
ことは不可欠である．本講演では，2014 年 9 月に開催された「知のコンピューティングと ELSI/SSH ワークショップ」，及び，11 月に実施した「激論！ 
先端 ICT の光と影」ワークショップの概要につき報告する．

略歴・写真は「知のコンピューティング序章」司会紹介を参照 .

10:50-11:00 講演（8）「国際活動」
岩野　和生 （三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門 顧問）

［講演概要］
本講演では，知のコンピューティングの国際活動として，2015 年 2 月に米国サンホセで開催された AAAS2015 における発表“Wise Computing: 
Collaboration between People and Machines”の概要につき報告する．

略歴・写真は講演（1）「知のコンピューティングの狙い」を参照 .
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11:00-12:00 パネル討論「知のコンピューティング，次の一歩」
［討論概要］
本パネルでは，動き出した知のコンピューティングの現状を踏まえて，次の一歩について議論する． 
司　　　会 : 岩野　和生 （三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門 顧問）

略歴・写真は講演（1）「知のコンピューティングの狙い」を参照 .

パネリスト： 萩田　紀博 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 取締役 所長）
略歴・写真は講演（2）「CREST「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」概要」を参照 .

 山口　高平 （慶應義塾大学 理工学部 教授）
略歴・写真は講演（3）「実践知能アプリケーション構築フレームワーク PRINTEPS の開発と社会実践」を参照 .

 佐藤　洋一 （東京大学 生産技術研究所 教授）
略歴・写真は講演（4）「集合視による注視・行動解析に基づくライフイノベーション創出」を参照 .

 渡邊　克巳 （東京大学 先端科学技術研究センター 准教授）
略歴・写真は講演（5）「潜在アンビエント・サーフェス情報の解読と活用による知的情報処理システムの構築」を参照 .

 鈴木　健嗣 （筑波大学 システム情報系・サイバニクス研究センター 准教授）
略歴・写真は講演（6）「ソーシャル・イメージング：創造的活動促進と社会性形成支援」を参照 .

トップランナーが語る IT の未来
3 月 19 日（木）14:40-17:10［第 2 イベント会場（百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ , Ⅲ）］

［セッション概要］
先端 IT の社会適用によって目指そうとする近未来の社会像を描くとともに，社会像を実現するための挑戦課題と乗越えていくための方策を模索する．
まず，科学技術振興機構　研究開発戦略センター（CRDS）が社会の流れのなかに情報科学技術分野の研究開発を位置づけ，全体像を捉えようと試みた「研
究開発の俯瞰」の概要を報告する．次に，いくつかの研究領域のトップランナーから，現在の研究開発の取り組み，そうした技術の進展・社会実装によ
り描きうる近未来の社会像，技術的・政策的な挑戦課題を語っていただく．パネル討論では，挑戦課題を乗越えていくための研究開発，制度，支援など
を模索する． 

司会：高島　洋典 （独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー） 
［略歴］
1977 年京都大学工学部卒．同大学院工学研究科修士．1979 年日本電気中央研究所に勤務．同社支配人を経て，現職．主に，情報科学
技術に関する研究企画・立案に従事．情報処理学会会員．

14:40-15:00 講演（1）「CRDS の考える現在・未来」
茂木　強 （独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）

［講演概要］
CRDS が取り組む「研究開発の俯瞰」の概要，俯瞰の成果である俯瞰報告書 2015 年版で採り上げた早急に取り組むべき研究開発領域について背景と内容
を報告する．また，技術がもたらす未来の社会像を描く試みとして実施したワークショップの概要を報告する．

［略歴］
1980 年京都大学理学部卒業 . 同年 4 月三菱電機（株）入社 . 汎用機からミニコンのコンパイラの開発に従事 . 1991 年米国スタンフォー
ド大学留学 . 以後 , 情報技術総合研究所にて情報システム技術部門統括を経て , 現在は（独）科学技術振興機構研究開発戦略センターに
て情報科学技術分野に関する研究開発戦略策定に従事．戦略プロポーザル『知のコンピューティング』作成メンバー．2010 〜 11 年情
報処理学会理事 .

15:00-15:20 講演（2）「汎用人工知能の立場から見た近未来」
山川　宏 （株式会社ドワンゴ 人工知能研究所 所長）

［講演概要］
汎用人工知能は，経験を得ることで多様な問題に柔軟に対処できる人間のような知能を目指しており，計算リソースと電子データの増大が，汎用化を加
速する源泉となっている．もちろん，この技術の延長上において包括的に人の知能を凌駕することで，生産活動へのさらなる貢献や，新たな科学技術の
発見や発明に貢献することが期待される．しかしそれ以前に，汎用人工知能が一般目的技術という性質により，次第に多く事業分野における諸課題への
適用において，導入などのコスト面からみて優位になると想定されることを述べる．

［略歴］
1992 年東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻博士課程を修了．工学博士．同年（株）富士通研究所入社．1994 年から 2000 年まで
リアル・ワールド・コンピューティング・プロジェクに従事．現在，（株）ドワンゴ人工知能研究所所長．人工知能学会の理事および
副編集委員長．専門は人工知能，特に，認知アーキテクチャ，概念獲得，ニューロコンピューティング，意見集約技術など．全脳アー
キテクチャ勉強会および汎用人工知能研究会の発起人の一人．
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15:20-15:40 講演（3）「自然言語処理の立場から見た近未来」
乾　健太郎 （東北大学 大学院情報科学研究科 教授）

［講演概要］
自然言語処理技術は統計的手法の成功によって長足の進歩をとげ，機械翻訳やテキストマイニングなどの応用も裾野を広げてきた．しかし，実用レベル
の技術のほとんどはバラバラな文から表面的な情報を抽出・加工する処理に留まっており，文脈的な繋がりに基づいて省略を補うような精緻な解析は未
解決のままである．こうした「行間を読む」深い言語解析には広範な一般常識や対象領域の背景知識が必要であり，その収集の難しさが大きな障害となっ
ていた．ところが，近年大規模な言語データから多様な知識を自動獲得する研究が進み，自然言語処理は新たな変革の時代を迎えつつある．この点から
現在の研究動向を紹介し，今後の展開を考える．

［略歴］
東北大学大学院情報科学研究科教授．専門は自然言語処理，人工知能．言語情報や知識の編集，それを支える言語処理技術の研究に従事．
1990 年東京工業大学工学部卒業，1995 年同大学情報理工学研究科博士課程修了．同大学助手，九州工業大学助教授，奈良先端科学技
術大学院大学助教授を経て，2010 年より現職．情報処理学会理事／論文誌編集委員長，同学会自然言語処理研究会主査．人工知能学会
論文賞，COLING/ACL-2006 Best Asian NLP Paper Award，言語処理学会 20 周年記念論文賞，同学会年次大会最優秀賞等，受賞．

15:40-16:00 講演（4）「時系列データマイニングの立場から見た近未来」
櫻井　保志 （熊本大学 大学院自然科学研究科 教授）

［講演概要］
近年，センサの小型化や低価格化によって大規模なセンサネットワークがさまざまなところで構築されている．また，Facebook や Twitter などの巨大
なソーシャルネットワーク上を大量の情報が高速に流通するようになっている．増え続ける大規模なデータ，すなわち時系列ビッグデータを高速に解析
する時系列データマイニング技術は非常に重要になっている．本講演では，講演者が取り組んでいる時系列ビッグデータ解析技術，特に非線形テンソル
解析に基づく予測技術の研究を紹介する．さらに時系列ビッグデータ解析の応用例として，具体的な事例をいくつか紹介する．

［略歴］
1991 年同志社大学工学部電気工学科卒業，同年日本電信電話株式会社（NTT）入社．1999 年奈良先端科学技術大学院大学博士後期
課程修了，工学博士．1998 年から 2013 年 NTT 研究所に所属．2004 年から 2005 年カーネギーメロン大学客員研究員．2013 年熊本大
学大学院自然科学研究科教授，現在に至る．本会 2004 年度および 2007 年度論文賞，2006 年度長尾真記念特別賞，ACM KDD Best 
Paper Awards （2008, 2010），電気通信普及財団第 27 回テレコムシステム技術賞等受賞．センサデータ処理や Web 情報解析など，時
系列ビッグデータマイニングの研究に従事．

16:10-16:20 講演（5）「社会情報処理の立場から見た近未来　〜社会に偏在化する人工知能〜」
栗原　聡 （電気通信大学大学院情報システム学研究科 教授）

［講演概要］
ここ数年の社会の人工知能への関心の高まりの背景を整理するとともに，今後の人工知能研究の展開と社会との関係について考察する．現在はロボッ
トやパソコン上で動作する Web サービスなど，人工知能は人と対話する存在であり，人がその存在を実感できるような形で実現されているが，今後は
CPS/IoT の急速な進展に伴い社会に偏在するようになり，これが人と人工知能との今後の関係に大きな影響を与えることになると考えられる．日常生活
の様々な場面で我々をサポートし，新しい社会インフラとして定着するであろう人工知能の知能レベルが劇的に向上した場合のシナリオについて考察す
る．

［略歴］
電気通信大学大学院情報システム学研究科教授．慶應義塾大学大学院卒．NTT 基礎研究所，NTT 未来ねっと研究所，大阪大学産業
科学研究所／大阪大学大学院情報科学研究科准教授を経て 2013 年より現職．マルチエージェント，ネットワーク科学等の研究に従事．
博士（工学）．著書『社会基盤としての情報通信』（共立出版）．翻訳『群知能とデータマイニング』（東京電機大学出版）等．ACM，
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，人間情報学会，ESHIA，各会員．現在，人工知能学会並びに日本ソフト
ウェア科学会理事．人工知能学会学会誌・論文誌編集長．情報処理学会知能システム研究会主査．

16:20-17:10 パネル討論「IT が切り拓く近未来，その実現のための挑戦課題と方策」
［討論概要］
挑戦課題を乗越えるために，技術的な取り組みだけでなく，必要な制度，研究支援など多角的に検討・模索し，研究者やファンディング・エージェンシー
としての JST の今後の取り組みの糧とする． 
司　　　会 : 高島　洋典 （独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）

略歴・写真は「トップランナーが語る IT の未来」司会紹介を参照 .

パネリスト： 茂木　強 （科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー）
略歴・写真は講演（1）「CRDS の考える現在・未来」を参照 .

 山川　宏 （株式会社ドワンゴ 人工知能研究所 所長）
略歴・写真は講演（2）「汎用人工知能の立場から見た近未来」を参照 .

 乾　健太郎 （東北大学 大学院情報科学研究科 教授）
略歴・写真は講演（3）「自然言語処理の立場から見た近未来」を参照 .

 櫻井　保志 （熊本大学 大学院自然科学研究科 教授）
略歴・写真は講演（4）「時系列データマイニングの立場から見た近未来」を参照 .

 栗原　聡 （電気通信大学大学院情報システム学研究科 教授）
略歴・写真は講演（5）「社会情報処理の立場から見た近未来　〜社会に偏在化する人工知能〜」を参照 .
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論文必勝法 〜査読の現場から〜
3 月 17 日（火）9:30-12:00［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
本会論文誌ジャーナル／ JIP 編集委員会では，大会イベント企画セッションとして「論文必勝法 〜査読の現場から〜」を開催します．このセッションでは，
講師をお迎えして研究成果に関する論文の執筆についてお話をいただきます．また，パネル討論では，論文誌ジャーナル／ JIP 編集委員会から，各グルー
プの主査の方々より，採録される論文とはという話から，若手研究者への論文執筆および論文査読に対するアドバイス，さらには論文査読方針及びその
内側について討論してもらい，会場から論文誌ジャーナル／ JIP に関しての疑問や質問を受け付けます．この特別セッションは，現在，本会論文誌ジャー
ナル／ JIP に論文投稿して査読を受けている方，今後，研究成果の報告を論文誌として投稿する方，そして論文の査読委員や編集委員をお引き受けくだ
さる方には，必見のセッションです． 

司会：堀山　貴史 （埼玉大学 情報メディア基盤センター 准教授） 
［略歴］
1997 年京都大学大学院工学研究科情報工学専攻修士課程修了．1999 年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助手．2002 年京都
大学大学院情報学研究科助手．2007 年埼玉大学大学院理工学研究科准教授．2012 年同大学情報メディア基盤センター准教授．博士（情
報学）．計算幾何学，組合せ問題，列挙アルゴリズムなどの研究に従事．

9:30-10:30 講演（1）「一流国際会議・国際誌での採択への道 —論文は書き手次第，読み手次第」
徳山　豪 （東北大学 大学院情報科学研究科 研究科長）

［講演概要］
自信満々で書いた論文が国際会議でレジェクトされたり，専門誌で査読者のいちゃもんに苦しめられることは日常みなさん経験していると思う．逆に，
自分でも「どうかな」と思う内容が一流国際会議に採択されてしまったりする．「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という孫子の有名な言葉があるが，
論文作成でもこれは同様である．論文は人に読んでいただくものであることはもちろん全員承知しているが，ここで即ち敵は読者もしくは査読者である．
即ち，論文を書くときには，『読んでいただく』相手についての十分な理解と調査に基づいた戦略が大切であり，そのためには書き方も相手次第で変え
る必要がある．また，自分の癖や欠点もできるだけ理解して，それを（直せないまでも）補うための方策も行わないといけない．講演者の経験による事
例紹介（自慢話？）をしてみたい．

［略歴］
1985 年東京大学大学院理学系研究科数学専攻博士課程修了．1986 年日本アイ・ビー・エム（株）入社，東京基礎研究所研究員．
1999 年東北大学大学院情報科学研究科教授，現在に至る．2014 年東北大学大学院情報科学研究科研究科長 現職．その間，IBM T. J. 
Watson 研究所リサーチスタッフメンバー，東京大学数理科学研究科連携特任教授，京都大学数理解析研究所客員教授，国立情報学研
究所客員教授．情報処理学会フェロー，電子情報通信学会フェロー．IBM 科学賞，船井情報科学振興賞，情報処理学会研究賞，同ベス
トオーサー賞等受賞．

10:40-12:00 パネル討論「論文必勝法 〜査読の現場から〜」
［討論概要］
情報処理学会論文誌ジャーナル編集委員会は，基盤グループ，ネットワークグループ，知能グループ，情報システムグループの４つのグループに分かれて，
論文の編集を行っています．各グループに属する論文誌編集委員は日頃から多くの投稿論文を扱い，「折角の研究内容なのだから，こういう点に注意し
て研究の良さを書いてくれればいいのに」とか，「このような査読報告書にしてくれれば，再投稿される論文がもっとよくなるのに」といったことを思っ
ています．そこで，本パネル討論では，論文誌編集委員の立場から見た論文の書き方や査読の仕方について，各グループの主査に熱く語って頂き，フロ
アと一緒になって論文必勝法に関する議論を深めたいと思います． 

司　　　会 : 堀山　貴史 （埼玉大学 情報メディア基盤センター 准教授）
略歴・写真は「論文必勝法 〜査読の現場から〜」司会紹介を参照 .

パネリスト：井口　寧 （北陸先端科学技術大学院大学 情報社会基盤研究センター 情報環境研究開発部門 教授）
［略歴］
1991 年東北大学工学部機械工学科卒業．1994 年〜 1997 年日本学術振興会特別研究員．1997 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．現在，同大学 情報社会基盤研究センター教授．また，2002 年から 2006 年まで科学技術振興機構 さきがけ
研究 21（機能と構成）に参加し研究に従事．2008 年〜 2009 年米国南フロリダ大学上級客員研究員．この間並列システム，ウェーハスタッ
ク集積システム，FPGA などを用いたチップ内並列処理に関する研究を行う．

パネリスト：鈴木　幸太郎 （NTT セキュアプラットフォーム研究所 主任研究員）
［略歴］
1999 年東京大学大学院数理科学研究科博士後期課程修了．博士（数理科学）． 同年日本電信電話（株）に入社．公開鍵系暗号技
術，特に暗号プロトコル，電子署名についての研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，IACR（International Association for 
Cryptologic Research）各会員．情報処理学会論文誌編集委員会ネットワークグループ委員（2011 年〜），同副査（2012 〜 2013 年），
同主査（2014 年）．

パネリスト：藤井　秀樹 （東京大学 大学院工学系研究科システム創成学専攻 講師）
［略歴］
2009 年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士後期課程修了．博士（環境学）．同大学人工物工学研究センター特任助教等を経て，
2013 年より現職．マルチエージェントシステムを用いた社会システム，特に交通システムのシミュレーション，複雑系現象の解析に関
する教育研究に従事．情報処理学会論文誌編集委員会知能グループ委員（2011 年〜），同副査（2012 〜 2013 年），同主査（2014 年）．
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パネリスト：吉高　淳夫（北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科／ライフスタイルデザイン研究センター 准教授）
［略歴］
1994 年広島大学大学院工学研究科単位取得退学 . 博士（工学）．広島大学助手を経て 2008 年より現職．マルチメディアシステム，イン
タラクティブシステムの研究に従事．情報処理学会論文誌編集委員（2011 〜），同情報システムグループ主査（2014）．情報処理学会，
映像情報メディア学会，IEEE CS 各会員．

弁護士と実務家が語る ICT の落とし穴
3 月 17 日（火）13:00-15:30［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
情報処理技術は目覚ましいスピードで進化しているが，現状の個人情報保護法，不正競争防止法，著作権，特許権等の法制度は技術革新のスピードに追
いついていない．情報処理／情報通信の現場では，これらの法律上または契約上の問題が潜んでいるにもかかわらず，リスク要因への意識が低いことに
より，気が付かないうちに落とし穴に陥ることが少なくない．本企画では，法律上のトラブル等落とし穴に陥った事例を経験している弁護士とソフトウェ
ア開発，産学連携，ビッグデータ処理やクラウド等の新技術を扱う実務家とが，ICT 時代におけるガバナンスの観点からリスク管理のあり方について議
論を深めたい． 

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，明治学院大学非常勤講師，放送大学分担講師．デー
タベースと Web アプリケーション，コンピュータと社会（教育・医療・環境）に興味を持つ．CE 研究会運営委員，CE 研幹事，初等
中等教育委員会，論文誌編集委員，学会誌編集委員，代表会員，情報処理学会若手研究者の会幹事，コンピュータ編集委員会（TCE）
編集委員， 山下記念研究賞受賞，2013 年度学会活動貢献賞，主な著書：チューリングの計算理論入門，シャノンの情報理論入門（講談
社ブルーバックス）．

13:00-13:20 基調講演「ソフトウェア開発をめぐる法律問題」
市毛　由美子 （のぞみ総合法律事務所 弁護士）

［講演概要］
ICT の落とし穴の典型は，ソフトウェア開発を巡るトラブルである．そこで，ソフトウェア開発の各プロセスの中で，トラブル防止のためにどのような
契約処理が望ましいかについて概観する．開発手法や開発段階に応じて，ベンダーやユーザーはどのような権利義務を負うのか，最近の裁判例で話題と
なったプロジェクト・マネジメント義務はどのようなものか，開発成果に関する知的財産権が，誰に（どの機関に）帰属し，その権利内容はどのような
ものであるか，また，他人の権利を侵害しないためにはどのようなことに注意しなければならないのか等について解説する．

［略歴］
弁護士（第二東京弁護士会所属）．中央大学法学部卒業．日本アイ・ビー・エム（株）法務部にて企業内弁護士として勤務後，都内法
律事務所を経てのぞみ総合法律事務所パートナー．コンピュータ関連（ソフトウェアを含む）の取引法，知的財産権，独占禁止法，コ
ンプライアンス関連の統制環境整備，株主総会，資本政策その他会社法関連，人事労務管理，営業秘密・個人情報管理，ベンチャー企
業における法務戦略支援，研究開発関連法務等を手がける．著書として「基礎から学ぶ SE の法律知識」（共著・日経 BP 社）他．

13:20-13:40 基調講演「産学連携をめぐる法律問題」
三尾　美枝子 （キューブ M 総合法律事務所 弁護士）

［講演概要］
日本経済の発展のために，大学の知の活用の重要性が叫ばれて久しい．これまで大学をはじめとする関係者の努力もあって，産学連携活動も非常に充実
してきたが，大学での研究成果や技術の帰属，特許法職務発明規程改正の動きと大学の立場，企業との共同研究と，学生の権利・秘密保持，学生の管理，
大学における情報の秘密管理，著作権に関連する問題等々，まだまだ問題が山積している．そこで講演では，これまでの産学連携活動における大学の研
究成果と技術移転に関する問題点，その他現在山積している様々な問題点を拾い上げて検証し，法律的な観点から解決策を探ってみたい．

［略歴］
京都大学法学部卒業．東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了．第二東京弁護士会所属．内閣府知的財産戦略本部員，日本弁護
士連合会知的財産センター事務局長他歴任，総務省情報通信審議会委員，一般社団法人 IPTV フォーラム，同放送コンテンツ海外展開
促進機構 BEAJ，同次世代放送推進フォーラム（NexTV-F），同オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構監事．一般民事事件
を手がけるほか，知的財産，エンタテインメント関連，情報通信関連会社等に対するリーガルサポート，産学連携アドバイザーなどを
主たる業務とする．

13:40-14:00 基調講演「クラウドとビッグデータをめぐる法律問題」
平岡　敦 （たつき総合法律事務所 弁護士）

［講演概要］
クラウドが情報システムのインフラとして当然のように使用される時代が到来して久しい．情報システムの開発業者は，AWS（Amazon Web Services）
などのクラウドサービスをシステム構築の基盤として当然のように選択する．消費者も，日常のデータ交換や蓄積のために DropBox などのクラウドサー
ビスを利用している．一方でクラウドを巡る法律問題も多発している．クラウド上のデータ消失事故，クラウドを基盤とした情報システムの瑕疵，クラ
ウド上に存在する個人情報やビッグデータの取扱いを巡る問題などである．これらクラウドを巡るトラブルを，法律及び裁判例がどのように扱っている
のかについて概説する．

［略歴］
弁護士（第二東京弁護士会所属）．1990 年早稲田大学第一文学部人文専修卒業．株式会社シーエーシー勤務を経て，2002 年弁護士登録．
たつき総合法律事務所パートナー．情報処理技術者試験試験委員．IT 企業向けの助言・訴訟業務などを主たる業務としている．
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14:00-15:30 パネル討論「ICT の落とし穴」
［討論概要］
基調講演では，3 名の弁護士の方々に，ICT の現場で知っておくべき法律・契約の基礎知識について，それぞれ「ソフトウェア開発をめぐる法律問題」

「産学連携をめぐる法律問題」「クラウドをめぐる法律問題」というタイトルで，ご講演いただきます．基調講演を踏まえて，講演者の弁護士さんに加え，
実務家として，2 名の情報系会社の社長，取締役の方々をお招きし，現場の解決課題について，パネリスト間での議論をしていただきます．更には会場
からの質疑応答も受け付けて，全体での議論も行いたいと思いますので，ICT に関わる皆様，ぜひこの機会に足をお運びください． 
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・写真は「弁護士と実務家が語る ICT の落とし穴」司会紹介を参照 .

パネリスト： 市毛　由美子 （のぞみ総合法律事務所 弁護士）
略歴・写真は基調講演「ソフトウェア開発をめぐる法律問題」を参照 .

 三尾　美枝子 （キューブ M 総合法律事務所 弁護士）
略歴・写真は基調講演「産学連携をめぐる法律問題」を参照 .

 平岡　敦 （たつき総合法律事務所 弁護士）
略歴・写真は基調講演「クラウドとビッグデータをめぐる法律問題」を参照 .

パネリスト：登　大遊 （ソフトイーサ株式会社 代表取締役／筑波大学 大学院システム情報工学研究科）
［略歴］
ソフトウェア技術者兼経営者．専門は VPN（仮想プライベートネットワーク）などの通信技術を含めたシステムソフトウェア．2003
年筑波大学第三学群情報学類入学．2003 年度（独）情報処理推進機構 （IPA）未踏ソフトウェア創造事業に採択され，SoftEther VPN 
を開発．2004 年に筑波大学内でソフトイーサ（株）を起業．2007 年筑波大学大学院システム情報工学研究科博士前期課程入学，2013
年同研究科博士後期課程進学．

パネリスト：稲垣　陽一 （株式会社きざしカンパニー 代表取締役専務 CTO）
［略歴］
1990 年東京大学文学部言語学科卒業，（株）シーエーシー入社，技術研究室に配属．スタンフォード大学コンピュータサイエンス学科
客員研究員（1996 〜 98），きざしサーチエンジンの研究開発を経て，2007 年 1 月より（株）きざしカンパニー代表取締役専務 CTO を
つとめる．

集合知がつくる未来の街歩き
3 月 18 日（水）9:30-12:00［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
近年，集合知，シチズンサイエンス，ビッグデータなど様々な観点で，人々が生み出す巨大なデータを利活用する試みが注目されています．この技術の
進歩が我々の生活をどのように変えていくのでしょうか？ 身近な＜街歩き＞という行為を通じて，未来の生活体験を議論したいと思っています．本イベ
ントでは，2013 年から京都で行われている情報処理＋都市論という研究コラボレーションである「100 人でつくる京都地図」を中心に，歴史，アート，
都市論，絵葉書論といった普段，情報処理からちょっと遠い分野の講演者をおよびし，＜街歩き＞という生活体験に ICT 技術を活かす可能性を模索します．

 
司会：荒牧　英治 （京都大学 デザイン学ユニット 特定准教授） 

［略歴］
2000 年京都大学総合人間学部卒業．2002 年京都大学大学院情報学研究科修士課程修了．2005 年東京大学大学院情報理工系研究科博士
課程修了．博士（情報理工学）．2008 年東京大学知の構造化センター特任講師．現在，京都大学デザイン学ユニット 特定准教授，科学
技術振興機構さきがけ研究員（兼任）．医療情報学，自然言語処理応用の研究に従事．

9:30-9:45 講演（1）「集合知がつくる未来の街歩きとは」
荒牧　英治 （京都大学 デザイン学ユニット 特定准教授）

［講演概要］
近年，集合知，シチズンサイエンス，ビッグデータなど様々な観点で，人々が生み出す巨大なデータを利活用する試みが注目されています．この技術の
進歩が我々の生活をどのように変えていくのでしょうか？身近な＜街歩き＞という行為を通じて，未来の生活体験を議論したいと思っています．

略歴・写真は「集合知がつくる未来の街歩き」司会紹介を参照 .

9:45-10:00 講演（2）「都市の様相を情報へ」
北　雄介 （京都大学 デザイン学ユニット 特定助教）

［講演概要］
街を歩いている中で我々が感じ取る「都市の様相」は，いかにして利用可能な情報になるのであろうか．街歩きに基づく都市研究と， 100ninmap project
を紹介しながら，その方法を探る．

［略歴］
1982 年生．2006 年京都大学工学部建築学科卒業．2008 年同大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了．2012 年同大学院工学研究科建
築学専攻博士後期課程修了．博士（工学）．現在，京都大学学際融合教育研究推進センター特定助教．都市のデザイン論に関する研究・
教育に従事． 

10:00-10:30 試してみよう 100ninmap
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10:30-10:50 講演（3）「ISSUE MAP と考える街の見方」
榊原　充大 （RAD）

［講演概要］
地域の人たちの「声」に着目することで，その地域の資源と課題を可視化することを目指す ISSUE MAP．「街の見方」の更新がいかに可能かを，この「地
図」とともに考えていきたいと思います．

［略歴］
1984 年愛知県生まれ．2004 年神戸大学文学部人文学科芸術学専修卒業．2008 年から，より多くの人が日常的に都市や建築へ関わるチャ
ンネルを増やすことをねらいとし，建築リサーチ組織 RAD を共同で開始．RAD として建築展覧会，町家改修ワークショップの管理運
営，地域移動型短期滞在リサーチプロジェクト，地域の知を蓄積するためのデータベースづくりなど，「建てること」を超えた建築的
知識の活用を行う．同組織では主として調査と編集を責任担当し，個人でも取材・調査・執筆を行う．寄稿書籍に『レム・コールハー
スは何を変えたのか』（2014）．

10:50-11:10 講演（4）「絵葉書の時代」
細馬　宏通 （滋賀県立大学 人間文化学部 教授）

［講演概要］
近代視覚技術を集大成したメディアとしての絵はがき．その誕生から，旅行と蒐集，消印と投函，絵はがき史をふりかえり，メディアと身体との関係に
新たな光を投げかける．

［略歴］
1960 年兵庫県生まれ．京都大学理学部卒．京都大学大学院理学研究科博士課程修了（動物学）．現在，滋賀県立大学人間文化学部教授．
身体動作研究，視聴覚文化研究．著書に『うたのしくみ』（ぴあ），『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』（新潮選書），『今日の「あまちゃん」
から』（河出書房新社），『絵はがきの時代』『浅草十二階（改訂新版）』（青土社），『絵はがきのなかの彦根』（サンライズ出版）など．

11:10-11:30 講演（5）「ウェアラブルコンピューティングと街歩き」
寺田　努 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 准教授）

［講演概要］
コンピュータや生体センサを装着すると，さまざまな情報をリアルタイムで得ることができるようになります．センサ情報を見ながら街歩きをすると何
が起こるかを議論したいと思います．

［略歴］
2000 年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程退学．同年より大阪大学サイバーメディアセンター助手．2005 年より同講師．2007 年
神戸大学大学院工学研究科准教授．現在に至る．2004 年より特定非営利活動法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事を兼務．
2004 年には英国ランカスター大学客員研究員，2006 年 IPA 未踏クリエータ，2010 年より JST さきがけ研究員を兼務．博士（工学）．ウェ
アラブルコンピューティング，ユビキタスコンピューティング，エンタテインメントコンピューティングの研究に従事．

11:30-12:00 パネル討論「「集合知がつくる未来の街歩き」とは何か」
［討論概要］
本パネルでは，歴史，アート，都市論，絵葉書論といった普段，情報処理からちょっと遠い分野の講演者をお呼びし，＜街歩き＞という生活体験に ICT
技術を活かす可能性を模索します． 

司　　　会 : 荒牧　英治 （京都大学 デザイン学ユニット 特定准教授）
略歴・写真は「集合知がつくる未来の街歩き」司会紹介を参照 .

パネリスト： 北　雄介 （京都大学 デザイン学ユニット 特定助教）
略歴・写真は講演（2）「都市の様相を情報へ」を参照 .

 榊原　充大 （RAD）
略歴・写真は講演（3）「ISSUE MAP と考える街の見方」を参照 .

 細馬　宏通 （滋賀県立大学 人間文化学部 教授）
略歴・写真は講演（4）「絵葉書の時代」を参照 .

 寺田　努 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 准教授）
略歴・写真は講演（5）「ウェアラブルコンピューティングと街歩き」を参照 .

パネリスト：山本　麻友美 （京都芸術センター プログラムディレクター）
［略歴］
京都芸術センター　プログラム・ディレクター．1999 年から 2003 年まで京都芸術センターのアート・コーディネーターとして主に伝
統芸能やアーティスト・イン・レジデンス事業などを担当し，その後フリーランスとして活動．2008 年より京都芸術センターにシニア・
コーディネーターとして復帰，2011 年より現職．現在は，主にビジュアル・アーツおよびアーティスト・イン・レジデンス等の国際交
流事業の企画・運営を行う．大阪成蹊大学，関西学院大学非常勤講師．「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015」プロフェッショナル・
アドバイザリーボードメンバー．「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS）」実行委員会委員．

パネリスト：岡本　佑一朗 （株式会社京都エンターテイメントワークス）
［略歴］
2009 年同志社大学卒業後，SIer を経て，2013 年京都エンタテインメントワークス社入社．モバイルアプリケーション，電子教材，電
子玩具の企画・運営を行う．
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データの価値・活用方法発見ワークショップ『Innovators Marketplace on Data Jackets』
3 月 18 日（水）15:20-17:50［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
本ワークショップは，既存のデータを新しいサービス，製品に活かす分析や方法を発見し，提案し合う「Innovators Marketplace on Data Jackets」を実
施する．約 20 人の参加者を募り，既存のデータの組み合わせからデータの利用方法を策定するためのロールプレイ形式の議論の場を提供する．科学技
術の発展により，様々なデータが取得できるようになった．また，企業や公的な機関において膨大なデータが日々蓄積されるようになり，それらのデー
タを有効に活用しようという動きが活発になってきている．しかし，データの活用方法や価値についてはなかなか議論がなされてきていない．そこで，
市場の原理によりデータのマーケットが活発になることでデータを利用した新しい価値が創発的に見出されていく手法を実演する． 

司会：早矢仕　晃章 （東京大学 大学院工学系研究科システム創成学専攻大澤研究室 学生） 
［略歴］
2014 年 3 月東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻修士課程卒業．現在，同大学博士課程に在籍．データに基づく人間の意思
決定とシナリオ創出支援に興味がある．情報処理学会，人工知能学会，日本認知科学会学生会員．

15:20-16:00 基調講演「データ市場を活性化する技術 : データ・ジャケットとイノベーションゲーム」
大澤　幸生 （東京大学 大学院工学系研究科 教授）

［講演概要］
オープンデータから秘匿性の高いデータまで，様々なデータの「見せて良い部分」の要約をデータジャケット（DJ）という形で出し合った参加者達が創
造的な会話を行うゲーム型ワークショップについて，概要とこれまでの進展を紹介する．様々な DJ の関係がチャンス発見技術で可視化され，参加者達
はデータを生かした事業構想のチャンスを競って発見してゆく． 

［略歴］
1995 年東京大学で博士（工）取得後，大阪大学助手，筑波大および東京大学准（助）教授，JST 研究員などを経て，2009 年より現職．
非線形光工学，人工知能，経営科学における研究活動から「チャンス発見学」なる分野を創始．昨年より，データの流通と創造的分析
を同時に刺激するデータ市場のデザインに傾注している． 

16:00-17:50 ワークショップ「Innovators Marketplace on Data Jackets 実演」
ワークショップ司会：早矢仕　晃章 （東京大学 大学院工学系研究科システム創成学専攻大澤研究室 学生）

略歴・写真は「データの価値・活用方法発見ワークショップ『Innovators Marketplace on Data Jackets』」司会紹介を参照 .
［ワークショップ概要］
東京大学工学系研究科の大澤が提案するデータ利活用支援手法 Innovators Marketplace on Data Jackets のワークショップを実施する．Innovators 
Marketplace on Data Jackets とは，世の中に存在するデータの概要をデータジャケットとして入力し，データ利活用方法・新事業アイデアを発想するゲー
ム形式のワークショップである．本手法は，経済産業省によるデータ駆動型（ドリブン）イノベーション創出戦略協議会における調査事業及びデータエ
クスチェンジ・コンソーシアムの分科会において採用され，実ビジネスのデータ利活用検討と新ビジネスの創造に用いられている．
本セッションでは，大澤による講演とワークショップ実演により，データジャケットと Innovators Marketplace on Data Jackets 研究の最前線を紹介する．

情報処理と折り紙
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
日本で折り紙というと子供の遊びと誤解されがちであるが，海外でも Origami そのままで通用するほど市民権を得ている．もっと広く一般に「折り」と
いう操作にまつわる問題は，ミクロは DNA の折りたたみの問題から，マクロは宇宙における巨大建造物の伸展の問題まで，あるいは身近なところでは
車のエアバッグなど，さまざまなところで幅広い応用を持つ．こうした「折り」に関する問題は，近年「計算折り紙 (Computational Origami)」という枠
組みで呼ばれて，活発な研究が行われている．これは幅広い分野にまたがったテーマであり，建築，機械工学，グラフィック，計算幾何学，アルゴリズ
ムなど，さまざまな分野の研究者が研究を行っている．本企画では，こうしたさまざまなバックグラウンドを持つ研究者が，情報処理という切口から，
最新の研究成果を講演し，分野横断的な研究の発展を狙いとしている．

 
司会：堀山　貴史 （埼玉大学 情報メディア基盤センター 准教授） 

［略歴］
1997 年京都大学大学院工学研究科情報工学専攻修士課程修了．1999 年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助手．2002 年京都
大学大学院情報学研究科助手．2007 年埼玉大学大学院理工学研究科准教授．2012 年同大学情報メディア基盤センター准教授．博士（情
報学）．計算幾何学，組合せ問題，列挙アルゴリズムなどの研究に従事．

司会：上原　隆平 （北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授） 
［略歴］
1991 年，電気通信大学情報工学科博士前期課程修了．キヤノン（株）情報システム研究所研究員．1993 年，東京女子大学情報処理センター
助手．1998 年，駒澤大学自然科学教室講師，2001 年より助教授．2004 年，北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授，のち准教授．
2011 年より，同教授．専門は計算量理論，アルゴリズムとデータ構造，特にグラフアルゴリズム．最近は特に，パズルや折り紙などを
理論計算機科学の観点から研究．電子情報通信学会，情報処理学会，EATCS 各会員．
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9:30-9:55 講演（1）「科学が折り紙と出会うーパターン形成と Miura-ori」
三浦　公亮 （東京大学／宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 名誉教授）

［講演概要］
細いピアノ線の両端を軸方向に圧縮すると，滑らかで美しい曲線のパターン群が生成され，Euler のエラスチカと呼ばれている．あるとき男は考えた．
ピアノ線に替えて，限りなく薄い弾性板とすれば，滑らかで美しい曲面のパターンができるだろうと．予想に反して，見出されたパターンは，美しいが，
滑らかとは程遠い，ジグザグの折り面，つまり折り紙であった．通称 Miura-ori と呼ばれるこのパターンは，その生成の由来から自己組織化，二次元の
展開収縮，歪エネルギー最小等の性質を持つ．加えて，折り紙の最小の分子，一自由度のメカニズム・駆動系，テッセレーション，生物のメカニズムと
の類似等の性質を持つ故に，工学的な利用の拡がりが期待される．

［略歴］
東京大学工学部船舶卒（1954），同大学院航空博士（1959），東京大学宇宙航空研究所助教授（1965 〜 73），同教授（1973 〜 81），文部
省宇宙科学研究所教授（1981 〜 1993）．

9:55-10:20 講演（2）「折紙工学を推進する折紙式 3 次元プリンターの開発」
萩原　一郎 （明治大学 教授／東京工業大学 名誉教授）

［講演概要］
展開収縮構造の双安定性を利用した夢の免振機構を始めとする，折紙工学における最新の話題について述べる．次に，3 次元構造を適切に分割し，それ
ぞれの，山線・谷線付きの 2 次元展開図をプリント出力し，折紙のように手あるいは折紙ロボットで実物モデルを組立てる折紙式 3 次元プリンターを説
明する．従来の積層型の 3 次元プリンターと比較し，静物に対し 4 次元の挙動，大きさとテキスチャー自由の特性を折紙式は有すことを示す．2 次元展
開図を適切に修正する事などにより，折紙ロボットに備えるべき機能は少なくて済むこと，紙だけでなく厚紙，樹脂，金属まで，同様の折紙ロボットで，
折紙のように複雑な構造の大量生産法も期待されることについて述べる．

［略歴］
1972 年 3 月京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修了．同年 4 月〜 1996 年 3 月日産自動車（株）．1996 年 4 月〜 1999 年 3 月東京工
業大学工学部機械科学科教授．1999 年 4 月〜 2012 年 3 月，同大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻教授．2012 年 4 月〜現在，明
治大学研究・知財戦略機構特任教授．先端数理科学インスティテュート副所長．東京大学工学博士（機械工学）．日本学術会議会員．
東京工業大学名誉教授．

10:20-10:45 講演（3）「多面体の折りたたみとアルゴリズム」
奈良　知恵 （東海大学 理学部 （元）教授）

［講演概要］
折りたたみ傘やエアバッグなどには保管スペースを節約するために「折りたたみ」が用いられ，アコーディオンやフイゴにもエア・ポンプの役割を担う
部分にプリーツ状の「折りたたみ」が使用されている．ここでは，多面体状の立体の表面を，切れ目や伸縮を許さずに折りたたんで平面化する問題を扱う．
近年提案されたこの問題に対して，最近までに得られている種々の研究結果を紹介し，とくに，アニメーションに必要な数学的プロセスとして重要な役
割を担うアルゴリズムについて考察する．

［略歴］
お茶の水女子大学理学部数学科卒業，同大学の大学院前期および後期課程を修了し，学術博士（数学）を取得．公立高等学校の教員，
武蔵工業大学（現東京都市大学）の助手・講師，東海大学の助教授・教授・熊本阿蘇教養教育センター主任などを歴任し，2013 年度末
に定年退職．現在は東海大学非常勤講師．

10:50-11:15 講演（4）「計算機による新しい折り紙の形の発見支援」
三谷　純 （筑波大学 大学院システム情報系 情報工学域 准教授）

［講演概要］
折り紙の数理に関する研究が進んだ現代においては，意図した形を 1 枚の紙から作り出すための折り方を，計算機によって導き出すことができる．さら
には，折りのプロセスをシミュレートすることも可能である．しかしながら，見る人を惹きつけるような，新しく興味深い形の創出には，他のアートと
同じように，試行錯誤と偶発的な発見のプロセスが必要不可欠である．そこで，折り紙の設計を対話的に，またはランダムかつ自動的に行うことができ
るソフトウェアの研究開発を行ってきた．このようなソフトウェアを用いることで，試行錯誤のプロセスさえも，実際の紙を用いずに高速に行うことが
でき，様々な形を生み出すことが可能となった．本発表では，これらの事例紹介とともに，ソフトウェアによって生み出された，時には曲線での折りを
持つ折紙作品の数々を紹介する．そして，計算機による折り紙の創作活動の支援について考察する．

［略歴］
2004 年 , 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 . 博士（工学）．理化学研究所研究員を経て 2005 年より筑波大学に勤務． 主な研究
テーマは形状モデリング，計算幾何学，計算折紙，デジタルファブリケーション，コンピュータヒューマンインタフェースなど．日本
折紙学会評議員，日本図学会理事．
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11:15-11:40 講演（5）「折紙設計と剛体折紙」
舘　知宏 （東京大学 大学院総合文化研究科 広域システム科学系 助教）

［講演概要］
折紙は，一枚の紙を折って様々な形にするという伝統的な遊びの枠を超え，国際的そして学際的な研究分野として発展している．折紙の応用は，軽量で
剛性の高い構造物を作る折版構造や，自己折り (Self-Folding) を用いた新しいものづくりの方法，折り畳み展開し形や体積を変化させられる展開構造物な
どが挙げられる．このような応用の可能性を様々な与条件において実現するためには，折り畳みや連続変形などの機能を発揮できる幾何条件を明らかに
し，この条件をパターン全体で同時に満たすように解く必要がある．ここでは，折紙の幾何学とアルゴリズムを用いた計算折紙が重要な役割を担う．本
講演では，三次元折紙設計を解説し一枚の紙を折るだけで任意に与えられた複曲面を近似可能であることを示す．また剛体折紙（パネルとヒンジで形作
られるメカニズム）のモデルにおける変形可能性を解くことで得られる硬さと柔らかさが共存する特殊な展開構造物を紹介する．

［略歴］
2005 年東京大学工学部建築学科卒．2010 年同大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了．博士（工学）．同年より東京大学大学院総
合文化研究科助教，さきがけ研究者．折紙の数理研究・計算に基づく設計手法の研究・システム開発を行う．2002 年より計算による折
紙創作を続ける．2013 年，国際シェル・空間構造学会（IASS）より Tsuboi Award を受賞．

11:40-12:00 パネル討論「情報処理と折り紙」
［討論概要］
近年，科学への折り紙の応用が広がっている．特に対象を紙に限定せず，薄い素材を折るという枠組みで考えると，応用範囲は非常に広い．たとえば宇
宙の建造物といったマクロな応用から，タンパク質の折りたたみといったミクロな応用，さらに梱包や建築といった身近な応用まで，あらゆるところに

「折り」という現象は現れる．そして実際，工学への応用もすでにいろいろな形で実用化されている．この「折る」という操作を「基本操作」と考えると，
折り紙の科学は情報科学の枠組みと相性がよい．このため最近は「計算折り紙」と呼ばれる分野の研究が，理論計算機科学，特に計算幾何学の研究者によっ
て活発に行われている．本討論では，こうした背景のもとに，多彩な分野で折り紙の科学を活用している研究者を呼び，実際にどのような応用が行われ
ているかといった現状と，今後の課題を討論したい．特に日本は「折り紙」そのものはポピュラーであり，Origami という言葉自体が英語化しているに
も関わらず，研究対象としての折り紙は，まだまだ発展途上であり，特に情報科学からどのようなアプローチが可能であるかを考えたい． 

司　　　会 : 堀山　貴史 （埼玉大学 情報メディア基盤センター 准教授）
略歴・写真は「情報処理と折り紙」司会紹介を参照 .

 上原　隆平 （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「情報処理と折り紙」司会紹介を参照 .

パネリスト： 三浦　公亮 （東京大学／宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 名誉教授）
略歴・写真は講演（1）「科学が折り紙と出会うーパターン形成と Miura-ori」を参照 .

 萩原　一郎 （明治大学 教授／東京工業大学 名誉教授）
略歴・写真は講演（2）「折紙工学を推進する折紙式 3 次元プリンターの開発」を参照 .

 奈良　知恵 （東海大学 理学部 （元）教授）
略歴・写真は講演（3）「多面体の折りたたみとアルゴリズム」を参照 .

 三谷　純 （筑波大学 大学院システム情報系 情報工学域 准教授）
略歴・写真は講演（4）「計算機による新しい折り紙の形の発見支援」を参照 .

 舘　知宏 （東京大学 大学院総合文化研究科 広域システム科学系 助教）
略歴・写真は講演（5）「折紙設計と剛体折紙」を参照 .

無人機の最新技術紹介
3 月 19 日（木）14:40-17:00［第 3 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 25）］

［セッション概要］
無人機は，人を解することなく様々な活動を実現することで，人の手間を最小限にし，人的ミスを回避することが可能になる．更に，従来では人の力の
限界や安全性の観点ではできなかった様々な応用が可能となる．例えば水中のように人の動きに大きな制限が出る場所での活動や，災害地のように危険
な場所にも迅速かつ安全に活動することができる．本イベントではこのようなことが可能となる，クルマの自動運転，水中探索機，無人航空機，災害ロボッ
トに焦点を当てて紹介するとともに，無人機システムを実現する上で必要不可欠である情報処理技術とその課題を探る． 

司会：斉藤　和広 （株式会社 KDDI 研究所） 
［略歴］
2010 年成蹊大学大学院工学研究科博士課程前期修了．同年 KDDI（株）入社．2012 年より（株）KDDI 研究所に勤務．以降，大規模デー
タ活用のための分散システム，データベースシステムの研究開発に従事．
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14:40-15:15 講演（1）「クルマの自動運転における情報処理技術」
加藤　真平 （名古屋大学 情報科学研究科 准教授）

［講演概要］
2010 年にグーグルが自動運転のデモンストレーションを公開して以来，市場における自動運転技術の実用化は急速に進み，自動車メーカー各社もロード
マップを作成するに至っている．自動運転とは文字通り，クルマが自律的に自動で運転する技術である．認知，判断，操作という 3 つの要素から構成され，
高度な情報処理が求められる．本講演では，自動運転にかかる情報処理技術を中心に，各要素技術の概要と最新動向，そして今後の課題について述べる．

［略歴］
2004 年慶應義塾大学理工学部情報工学科卒．2008 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．博士（工学）．同
年慶應義塾大学理工学部特別研究員．2009 年東京大学大学院情報理工学系研究科特別研究員．同年カーネギーメロン大学訪問研究員．
2011 年カリフォルニア大学研究員．2012 年より名古屋大学に勤務．現在，情報科学研究科准教授．オペレーティングシステム，サイバー
フィジカルシステム，並列分散システムの研究開発に従事．

15:15-15:50 講演（2）「海中ロボットの活用事例と最新技術動向」
小島　淳一 （株式会社 KDDI 研究所 プロジェクトリーダ）

［講演概要］
海中ロボットは，人間に代わって海中に潜って色々な作業を行うロボットとして発展してきた．海中ロボットは，有人潜水艇，有索式の遠隔ロボット，
自律型海中ロボットに大きく分類できる．本稿では，近年めざましく発展している自律型海中ロボットについて，要素技術の概要，国内外の代表的なロボッ
トの概要，最近の興味深い成果について述べる．

［略歴］
1981 年東京工業大学電子物理工学科修了，同年国際電信電話（株）（現 KDDI（株））に入社し，研究所に勤務．海底ケーブルの敷設・
保守用の海中ロボットの研究に従事．2000 年には，海底ケーブル調査用の自律型海中ロボットを実用化．最近は，東京大学等と共同で
音響技術を使った絶滅危惧種のカワイルカの生態観測を行っている．

15:50-16:25 講演（3）「無人航空機システムの民生利用 −　課題と展望」
原田　賢哉 （宇宙航空研究開発機構 航空本部 運航システム・安全技術研究グループ 研究領域リーダ）

［講演概要］
無人航空機システムは軍事用途として発展してきたが，近年はマルチローター機など安価で簡単に飛ばせる機体も入手できるようになり，その民生利用
に対する期待が高まっている．しかし，特定の用途を除いて未だ広く社会で活用される状況には無い．その理由は墜落や航空機との衝突など安全に係る
問題にある．安全を確保するために，技術のみならず法規・基準など制度的な運用環境の整備も求められている．本講演では，これらの課題に対する国
内外の取り組みを概説するとともに，JAXA における研究開発事例を紹介する．

［略歴］
1995 年京都大学大学院工学研究科航空工学専攻修士課程修了，2000 年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了．
博士（工学）．同年，科学技術庁航空宇宙技術研究所（現 独立行政法人宇宙航空研究開発機構）に入所し，成層圏プラットフォームプ
ロジェクト，D-SEND（低ソニックブーム設計概念実証）プロジェクト等に従事．2005 〜 2006 年独シュツットガルト大学客員研究員．
現在は宇宙航空研究開発機構航空本部において無人航空機システムの研究開発を担当．

16:25-17:00 講演（4）「災害対応ロボットシステムの現状と課題」
松野　文俊 （京都大学 工学研究科 教授）

［講演概要］
日本におけるレスキュー工学は，1995 年の阪神淡路大震災を契機として萌芽し，大都市直下型の地震や NBC テロ災害などを想定して，多くの研究成果
が発表されている．しかし，2011 年の東日本大震災は地震動による直接的な災害だけでなく，それに起因する津波，原子力発電所の事故が複雑に折り重
なった複合災害であり，新たに多くの課題が突きつけられた．本講演では，阪神淡路大震災以降の災害対応ロボットの開発現状を紹介し，東日本大震災
でのロボットを用いた災害対応活動について報告する．さらに，国際救助隊サンダーバードを実現するための今後の方向性や課題について議論する．

［略歴］
1986 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了．大阪大学，神戸大学，東京工業大学，電気通信大学を経て，2008 年から京都大
学教授（機械理工学専攻）となり，現在に至る．NPO 国際レスキューシステム研究機構副会長．主に，ロボティクス・制御理論・レスキュー
学に関する研究に従事．2001, 2006 年度計測自動制御学会論文賞，2001 年度同学会武田賞，2009 年度日本機械学会ロボメカ部門学術業
績賞， 2013 年度情報処理学会論文賞などを受賞．
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会誌「情報処理」公開編集委員会
3 月 17 日（火）9:30-12:00［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

［セッション概要］
会誌編集委員会が全国大会の会場にやってきます！公開編集委員会形式のパネル討論により，ふだんあまりふれる機会のない，会誌「情報処理」ができ
あがるまでの舞台裏を，聴衆の皆さまに知ってもらうことが目的です．編集委員からは，緊急企画が記事になるまでの苦労話，巻頭コラムはどうやって
決まるのか，いちおし記事の紹介や，今後企画されているお薦めの特集などについて語ってもらう予定です．もちろん，会場からの編集委員会への参加
も大歓迎です．こんな記事を掲載して欲しい，こんな会誌になって欲しいなどの要望を，ぜひお聞かせください！

9:30-12:00 パネル討論「会誌「情報処理」ができるまで」
［討論概要］
情報処理学会誌「情報処理」では，最新の技術トレンドから時節に合った情報処理の話題など，会員のニーズに合わせてさまざまな話題を取り上げている．
会誌をより楽しく，読みやすくするため，新たな特集企画や単発企画，速報記事，巻頭コラム，会議報告，ビブリオトーク（書籍案内），新コーナーなど，
通常の会誌編集委員会では様々な議論を行っているが，本討論企画では，その一部を再現し，会場を巻き込みながらよりよい企画を行っていく．まず，
会誌に対するレスポンスデータを見ながら過去の企画等の反省をし，どのような企画が支持され，どのような企画がうまくいっていないかなどを分析す
る．そして，最近の技術トレンドやニュースなどをリストアップして，特集企画や単発企画にまとめ上げていく．会場を巻き込みながら今後の「情報処理」
の方向性を考えていくなかで，情報処理分野の今後の方向性や学会の果たす役割などについて考えてゆきたい． 

司　　　会：塚本　昌彦 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授）
［略歴］
京都大学工学部数理工学科卒，工学研究科応用システム科学専攻修士課程修了，京都大学博士（工学）．シャープ（株）研究員，大阪
大学講師，助教授を経て現職．NPO ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事長，日本ウェアラブルデバイスユーザー会会長．2001
年よりウェアラブルの実践生活を行っている．研究テーマはウェアラブル・ユビキタスコンピューティングのシステム，デバイス，イ
ンタフェースとそれらの応用．2014 年より情報処理学会誌編集長．

パネリスト：加藤　由花 （東京女子大学 数理科学科 教授）
［略歴］
1989 年東京大学理学部卒業．同年日本電信電話（株）入社．2002 年電気通信大学大学院情報システム学研究科博士後期課程修了．博士（工
学）． 電気通信大学助手，産業技術大学院大学教授を経て，2014 年より東京女子大学数理科学科教授．情報ネットワーク，ネットワー
クを利用したロボットサービスに関する研究に従事．情報処理学会理事（会誌・出版担当）．

パネリスト：金岡　晃 （東邦大学 理学部 講師）
［略歴］
2004 年筑波大学大学院博士課程システム情報工学研究科修了 . 同年セコム（株）入社 . 筑波大学システム情報工学研究科研究員 , 同助
教を経て 2013 年より東邦大学理学部講師 . 2010 年より情報通信研究機構招へい専門員兼務 . セキュリティとプライバシのユーザビリ
ティ，暗号技術の応用，リスクの定量化に関する研究に従事 .

パネリスト：角　康之 （公立はこだて未来大学 教授）
［略歴］
1995 年東京大学大学院博士課程（情報工学）修了．博士（工学）．国際電気通信基礎技術研究所（ATR）の主任研究員，京都大学の准
教授を経て，2011 年より現職．体験メディア，実世界インタラクションの理解と強化に関する研究に従事．

パネリスト：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，明治学院大学非常勤講師，放送大学分担講師．デー
タベースと Web アプリケーション，コンピュータと社会（教育・医療・環境）に興味を持つ．CE 研究会運営委員，CE 研幹事，初等
中等教育委員会，論文誌編集委員，学会誌編集委員，代表会員，情報処理学会若手研究者の会幹事，コンピュータ編集委員会（TCE）
編集委員， 山下記念研究賞受賞，2013 年度学会活動貢献賞，主な著書：チューリングの計算理論入門，シャノンの情報理論入門（講談
社ブルーバックス）．

パネリスト：辰己　丈夫 （放送大学 教養学部情報コース 准教授）
［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，放送大学准教授．また，東京大学，慶應義塾大学，産業技術大学院大学で非常勤講師．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：永野　秀尚 （日本電信電話株式会社 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 主任研究員）
［略歴］
1994 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業．1996 年同大大学院基礎工学研究科物理系専攻情報工学分野修士課程修了．2005 年同大大
学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻博士課程修了．博士（情報科学）．1996 年 NTT に入社．現在，NTT コミュニケーション
科学基礎研究所主任研究員．音や映像などのメディア情報の認識・探索に関する研究に取り組む．2011 年 3 月から 2012 年 3 月まで英
国 Queen Mary University of London 客員研究員．電気通信普及財団テレコムシステム技術賞奨励賞，逓信協会前島賞，日本応用数理
学会ベストオーサー賞各受賞．IEEE Senior Member，電子情報通信学会，情報処理学会各会員．2002 年 1 月より 2006 年 3 月まで情
報処理学会学会誌編集委員 専門委員会（基礎・理論分野 /FWG）編集委員．2014 年４月より同学会誌編集委員．
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パネリスト：坊農　真弓 （国立情報学研究所 准教授）
［略歴］
2005 年 3 月神戸大学大学院総合人間科学研究科にて博士号（学術）取得．その後，ATR メディア情報科学研究所研究員，京都大学大
学院情報学研究科研究員，日本学術振興会特別研究員（PD），UCLA やテキサス大学オースティン校にて客員研究員，国立情報学研究
所コンテンツ科学研究系助教を経て，2014 年から同准教授．人と人とのインタラクションや手話相互行為分析の研究に従事．プライベー
トではもっぱら育児に奮闘中．

パネリスト：松田　一孝 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教）
［略歴］
2004 年東京大学工学部計数工学科卒業．2009 年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻博士課程修了．2008 年より 2 年間
日本学術振興会特別研究員．2010 年より 2 年間年東北大学大学院情報科学研究科助教．2012 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助教．博士（情報理工学）．プログラミング言語理論，関数プログラミング，プログラム変換等に興味を持つ．

パネリスト：吉岡　信和 （国立情報学研究所 GRACE センター 准教授）
［略歴］
1998 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．博士（情報科学）．同年（株）東芝入社．2002 年より国立情報
学研究所に勤務，現在，同研究所 准教授，2007 年より総合研究大学院大学 准教授を兼務，セキュリティ技術，エージェント技術，ソ
フトウェア工学 , 学術クラウドの研究・開発に従事．2011 年より日本ソフトウェア科学会理事，情報処理学会，電子情報通信学会，日
本ソフトウェア科学会各会員．

IT 技術者にとってのパーソナルデータの扱い方を考えよう
〜何がパーソナルデータになり得るのか，我々はどう扱えばいいのか〜
3 月 17 日（火）13:00-15:30［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

［セッション概要］
スマートデバイスやセンサーネットワークなどを通じて，人の行動・状態などのいわゆるパーソナルデータが日々刻々と，様々な粒度で情報空間に流通・
蓄積されるようになってきた．パーソナルデータの利活用は，いわゆるリコメンデーションなどの気づきを与えてくれる一方で，意図せぬプライバシー
の侵害につながる恐れもある．さらに，パーソナルデータの議論に欠かせないプライバシーという概念は相対的かつ時間流動性があるため，パーソナル
データとそうでないデータの線引きも容易ではなく，多くの情報処理技術者にとって正しい理解を持つ必要があるとともに．単に技術課題だけでなく法
制度など社会的課題も含めて構造的に理解しておくことが求められる．こうした状況も踏まえて本セッションでは，何がパーソナルデータになり得るの
か，パーソナルデータにまつわる社会的課題を理解しながら，我々情報処理技術者が本テーマにどのような形で貢献できるのか，またどのような点に配
慮すべきなのか，について議論を行う． 

司会：島岡　政基 （セコム株式会社 IS 研究所 暗号・認証基盤グループ 主任研究員） 
［略歴］
1998 年セコム（株）入社．情報系関連会社を経て 2004 年よりセコム（株）IS 研究所．2005 〜 2009 年まで国立情報学研究所特任准教授（後
に客員）を兼務．ネットワークセキュリティや PKI を中心とした認証基盤の研究開発に従事．情報処理学会会員，コンピュータセキュ
リティ研究会運営委員，セキュリティ心理学とトラスト研究会運営委員，CRYPTREC 運用ガイドライン WG 委員など．博士（情報学）．

13:00-13:05 オープニング 

13:05-13:20 ショートプレゼン（1）「映像情報からのプライバシー侵害の問題点について」
菊池　浩明 （明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 教授）

［講演概要］
スマートデバイスの普及により我々の行動が自動的に解析されて，様々な目的に利用されようとしている．ビッグデータとして大きな活用が期待されて
いる反面，自分の知らないところで自分の行動が監視されることに抵抗を感じることも生じてきている．そこで，ここでは映像情報を例にとり，そこか
ら生じる個人識別における問題点を指摘し，それらに対して取るべき対策について提言を行う．

［略歴］
1990 年明治大学院博士前期課程修了．1994 年同博士（工学）．（株）富士通研究所，東海大学情報通信学部を経て，2013 年より明治大
学総合数理学部先端メディアサイエンス学科教授．1990 年日本ファジィ学会奨励賞，1993 年情報処理学会奨励賞，1996 年 SCIS 論文賞，
2010年情報処理学会JIP Outstanding Paper Award．2013年 IEEE AINA Best Paper Award．電子情報通信学会，日本知能情報ファジィ
学会，IEEE，ACM 各会員．情報処理学会フェロー .
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13:20-13:35 ショートプレゼン（2）「記名式 Suica 履歴無断提供の違法性と「個人特定性低減データ」の意義」
鈴木　正朝 （新潟大学 法学部 教授）

［講演概要］
1.「個人情報」の定義を再考する．特定個人の識別情報の意味，容易照合性の意味を確認し，Suica 事件を振り返りながら，適法説と違法説それぞれの主
張内容を確認し，なぜ記名式 Suica の無断提供は違法なのかを解説する．また，無記名式 Suica 履歴が本人の関与なく無断で自由流通していいのかどう
かを考える．２.「個人特定性低減データ」の意義を考える．なぜ低減データが導入されるに至ったのか．Suica 履歴の無断提供が適法であれば，低減デー
タ導入の必要性はなかった．なぜなら適法であればガイドライン（告示）改正でスピーディに対応できたからである．違法であったからこそ，法改正が
必要であった．本人同意なく提供できるが，一方で受領側は特定禁止義務を負う．はたしてこれがビッグデータ・ビジネスにどれほど役に立つものなのか．
法改正の見通しを見据えながらこの点を簡単に解説する．

［略歴］
1962 年生．2005 年より新潟大学法学部 教授．専門は「情報法」．中央大学 大学院法学研究科 博士前期課程修了 修士（法学）．情報セキュ
リティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 博士後期課程修了 博士（情報学）．法とコンピュータ学会（理事），情報ネットワーク法学会，
情報処理学会，IT 総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」委員，IT 戦略本部「政府情報システム刷新有識者会議」臨時構成員，
厚生労働省「社会保障分野サブワーキンググループ」構成員，経済産業省「個人情報保護ガイドライン委員会 」委員等を歴任．

13:35-13:50 ショートプレゼン（3）「個人情報にまつわる海外事情」
佐藤　慶浩 （日本ヒューレット・パッカード株式会社 チーフ・プライバシー・オフィサー／ BITA（ビジネス -IT アラ
インメント）・エヴァンジェリスト）

［講演概要］
法条文ばかりに関心を示し，その運用に無頓着な日本．個人を特定する必要がないのに特定した情報を取得してから匿名化をしようとする日本．という
違和感を以下のとおり紹介する．1．「法制度とその運用」について，グローバル企業のチーフ・プライバシー・オフィサーとして体感している国内外の
実務的な違いを紹介する．2．「ビジネスモデル」について，弊社自身は個人情報そのものに関する事業をしていないが，そのような事業をしている企業
におけるデータ解析用の IT 構築の支援をする中で見てきた海外の実情を紹介する．

［略歴］
1986 年日本ヒューレット・パッカード入社．米国開発部門及び英国研究所で，OS やセキュリティ製品の企画・開発等に従事した後，
国内及びアジア地域でのセキュリティ事業を統括．2004 年から日本法人のチーフ・プライバシー・オフィサー．2013 年からエヴァンジェ
リストを兼務．社外では，IPA 及び JIPDEC の非常勤研究員の他，政府の内閣官房情報セキュリティ参事官補佐・指導専門官を併任した．

13:50-14:05 ショートプレゼン（4）「ネットワークロボットサービスと ELSI に対するロボットの可能性」
宮下　敬宏 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 ネットワークロボット研究室 室長）

［講演概要］
商業施設，病院，家，などの様々な日常生活空間において，人々の生活を物理的・情報的に支援するための技術として，ATR ではセンサ・ロボット・スマー
トフォンなどを連携させるユビキタスネットワークロボット技術の研究開発（総務省委託研究）を進めてきた．この技術によって，環境のセンサや，商
業施設のロボット，スマートフォン上のアプリなどを連携させた『どこでも』『あなただけ』『いまだけ』の生活支援サービスが可能になる．例えば，特
定の人に対して，その人のライフログに基づく情報支援，物理支援サービスなども可能になる．このときには，いわゆる ELSI（倫理的・法的・社会的問題）
への考慮が極めて重要になる．本ショートプレゼンテーションでは，ロボットサービスを展開する上での必要になる技術と考慮すべき点，解決のための
ロボットならではの糸口を紹介する．

［略歴］
2000 年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学，博士（工学）．日本学術振興会特別研究員，ERATO 北野共生システム
プロジェクト研究員，和歌山大学システム工学部助手を経て，2002 年より（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）研究員．2011
年より現職．ロボット，スマートフォン，環境センサなどをネットワークを介して連携させるネットワークロボットの研究開発，およ
びネットワークロボットサービスの社会への普及とイノベーションに従事．

14:05-14:20 ショートプレゼン（5）「ウェアラブルコンピューティングにおけるパーソナルデータ」
塚本　昌彦 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授）

［講演概要］
ウェアラブルコンピューティングが急なブームになっている．メガネ型やウォッチ型のデバイスが続々と現れ，人々のくらしや仕事の様々なシーンで使
われようとしている．メガネ型，ウォッチ型以外にも，指輪型，シャツ型，帽子型，靴型など，体の様々な部位にコンピュータやセンサなどが取り付け
られ，ユーザやユーザを取り巻く環境が常時モニタリングされたり，ユーザに様々な情報が通知されたりするようになる．これによってこれまでにない
ような生活，業務革命が予期される一方，これらによって扱われるカメラやセンサなどの情報は，これまでにないほどそのユーザやユーザの周辺にいる
人たちの生活に密着したパーソナルデータとなりうる．本講演では，ウェアラブルコンピューティングの取り扱うパーソナルデータとそれを取り巻く問
題，今後考えられる問題などをリストアップし，その解決策や今後の社会の方向性などについて議論する．

［略歴］
京都大学工学部数理工学科卒，工学研究科応用システム科学専攻修士課程修了，京都大学博士（工学）．シャープ（株）研究員，大阪
大学講師，助教授を経て現職．NPO ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事長，日本ウェアラブルデバイスユーザー会会長．2001
年よりウェアラブルの実践生活を行っている．研究テーマはウェアラブル・ユビキタスコンピューティングのシステム，デバイス，イ
ンタフェースとそれらの応用．
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14:20-15:30 パネル討論「人と情報システムとの新たな接点とプライバシーの設計」
［討論概要］
情報システムがパーソナルデータを扱うにあたり，社会的課題と，それを克服する上での技術的課題として何があるのか．一方で，パーソナルデータを
扱うことで社会や個人はどこまで便利になり得るのか，また便利になるのであればプライバシーは一定の妥協が可能なのか．今後の技術革新がもたらす
パーソナルデータの可能性と，そのような新たな社会におけるプライバシーのあり方とその実現について論じる． 
司　　　会 : 菊池　浩明 （明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 教授）

略歴・写真はショートプレゼン（1）「映像情報からのプライバシー侵害の問題点について」を参照 .

パネリスト： 鈴木　正朝 （新潟大学 法学部 教授）
略歴・写真はショートプレゼン（2）「記名式 Suica 履歴無断提供の違法性と「個人特定性低減データ」の意義」を参照 .

 佐藤　慶浩 （日本ヒューレット・パッカード株式会社 チーフ・プライバシー・オフィサー／
 　　　　　　BITA（ビジネス -IT アラインメント）・エヴァンジェリスト）

略歴・写真はショートプレゼン（3）「個人情報にまつわる海外事情」を参照 .

 宮下　敬宏 （株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 ネットワークロボット研究室 室長）
略歴・写真はショートプレゼン（4）「ネットワークロボットサービスと ELSI に対するロボットの可能性」を参照 .

 塚本　昌彦 （神戸大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授）
略歴・写真はショートプレゼン（5）「ウェアラブルコンピューティングにおけるパーソナルデータ」を参照 .

M2M の社会実装と将来の象（かたち）
3 月 18 日（水）9:30-12:00［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

［セッション概要］
近年の M2M 技術の進歩と普及によってこれまでになかったサービスや製品が可能となりつつある．たくさんのセンサーやデバイスをネットワークによ
り相互に接続し，サイバースペース上で収集したデータの計算を行うことにより広範囲にわたり実世界の環境に働きかけを行うことが可能となる．実社
会の中で M2M 技術が利用されるにつれて，これまでの社会制度や社会のとらえ方さえも変化するようになってきた．本企画講演では現在利用されるよ
うになってきた M2M 技術の利活用の可能性と M2M を用いたデータ収集とその応用および社会制度の観点から大学研究者および企業実務家による講演
を企画する． 

司会：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．

9:30-9:40 オープニング 

9:40-10:10 講演（1）「IOE(Internet of Everything) 時代の自律分散システム　ーリアルワールド OS の構想ー」
出口　弘 （東京工業大学 教授）

［講演概要］
IOE(Internet of Everything) の時代には，自律的エージェントとしてのソフトウェアエージェント，人，もの（ロボットやセンサ等）がネットワーク上
の仮想データバスや仮想コントロールバスで結ばれた，サイバー・ソーシャル＆フィジカルスペース (CSPS) 上での相互作用を如何にデザイン・実装・マネー
ジメントするかが課題となる．インターネット上に構築されるこれらの自律的エージェントからなる複雑なワークフローと，そのワークフローの集まっ
た全体システムを設計・実装・マネージメントする技術は，産業から経済社会システムまで地球社会の基幹の社会技術となることが予想される．本研究
ではこのネットワークで結ばれた実世界のタスクのプロセッシングを設計・実装・マネージメントするフレームワークを実世界オペレーティングシステ
ムと呼び，そのアーキテクチャを明らかにする．またそれがどのような既存の情報技術やデータベースソリューションと異なるかも明らかにし，CSPS
上でのデータフローソリューションについても論じる．キーワード：実世界 OS，IOE(Internet of Everything)，エージェントベースモデリング，エージェ
ントベースシミュレーション，SOARS, FalconSeed，データフローソリューション．

［略歴］
1986 年東京工業大学総合理工学研究科システム科学博士課程修了．福島大学経済学部助手，福島大学行政社会学部助手，国際大学松下
図書情報センター助教授，国際大学グローバルコミュニケーションセン助教授＆専任研究員，中央大学商学部助教授，京都大学経済学
部助教授を経て，2001 年 10 月より東京工業大学総合理工学研究科 知能システム科学専攻教授として現在に至る．学位：1986 年 12 月 
理学博士　東京工業大学総合理工学研究科．2001 年 9 月 博士（経済学）京都大学経済学研究科．専門：主体を含む複雑系，エージェ
ントベースモデリング，ゲーミングシミュレーション，進化経済学，科学基礎論．学会：社会経済システム学会　理事・編集委員長．
日本シミュレーション＆ゲーミング学会　理事・会長．国際プロジェクト＆プログラムマネージメント学会　評議員．科学基礎論学会
　理事．進化経済学会　理事．計測自動制御学会　社会システム部会　主査．
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10:10-10:40 講演（2）「社会システムにおけるデータの役割」
椿　広計 （統計数理研究所 データ科学研究系 教授）

［講演概要］
個人情報や法人情報は保護すべき対象であると同時に社会システムが効果的に動作するための公的性格も有している．すなわち，これらの正確な情報を
社会システムの運用者に収集し，モデリングし，適切な運用手順を導くことは社会総体の期待効用を増大させることに繋がる．一方，これらの情報を公
開することによって，公開された個人，法人は他者からの攻撃などによる損失を被るリスクも生じる．従って，運用者はこれらの情報を利用した場合の
経済価値と，その公開可能性などの観点から分類し，適切な情報システムの下で監理を行う必要性がある．それら合理的かつ透明な監理方式を確立した
上で，人間・社会の多様な情報はリンケージ可能となり，更なる経済価値を産むのである．

［略歴］
統計家，工学博士，1982 年東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了，1982 年東京大学工学部計数工学科助手，1987 年
慶應義塾大学理工学部数理科学科専任講師，1997 年筑波大学社会工学系助教授，2000 年同教授，大学院ビジネス科学研究科教授（2012
年まで），2005 年統計数理研究所リスク解析戦略研究センター長（2013 年まで），2007 年統計数理研究所データ科学研究系教授，2010
年統計数理研究所副所長，2013 年筑波大学名誉教授，応用統計学会長，統計関連学会連合理事長などを歴任，品質管理分野，新医薬品
許認可の統計的方法などの標準化活動，総務省統計審議会，内閣府当家委員会委員などの社会活動を行う．

10:40-11:10 講演（3）「実例をまじえた，M2M への取り組み」
山根　隆次 （株式会社コア 関西カンパニー エンベデッドシステム部 部長）

［講演概要］
M2M は社会インフラ・産業分野の発展，創出，融合をリードする ICT の核となる技術である．農業，食，医療／ヘルスケア，エネルギー，製造，流通など様々
な分野での応用が期待されるが，まだ多くの分野に有効活用出来ているとは言い難い．本講演では，M2M を実現するための各種デバイス，ネットワーク，
プラットフォーム，アプリケーションサービスへの取り組みを実例をまじえて紹介し，データ収集からクラウドサーバまでの有効活用を考える．

［略歴］
1986 年広島工業大学工学部電子工学科卒業．同年，（株）コアに入社．現在，エンベデッドシステム部部長として，計測制御と M2M
の融合を目指したシステム開発に携わる．

11:10-11:40 講演（4）「M2M と社会・行政・ビジネス」
松井　啓之 （京都大学 大学院経営管理研究部 教授）

［講演概要］
情報通信技術の発達と普及の結果，「ビックデータ」として，さまざまなデータを収集・集積・分析し，その結果を情報として活用する動きが，当たり
前の時代になってきました．そこでは様々なサービスやビジネスへの活用が期待されています．さらに，M2M 技術の発展，そして，その普及によって，
これまで全く違った世界が開かれようとしています．その影響は，「ビックデータ」以上に，ビジネスの世界みならず行政や社会全体へ大きなインパク
トを与えることが予想されます．そこで，M2M が生み出す世界について検討したいと思います．

［略歴］
1990 年横浜市立大学文理学部卒，1995 年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程単位取得退学，博士（工学）．東京工業大学工
学部助手，愛知学院大学情報社会政策学部講師，京都大学大学院経済学研究科助教授，京都大学大学院経営管理研究部准教授などを経て，
2013 年より現職．

11:40-12:00 パネル討論「M2M の社会実装と将来の象（かたち）」
［討論概要］
講演者出口弘氏，椿広計氏，山根隆次氏，松井啓之氏および司会喜多一氏５名よりセッション講演に関する感想を伺い，本企画セッションのテーマであ
る M2M の社会実装と将来の象（かたち）について討論を行う．特に技術シーズを社会実装していくために必要となる社会的仕組みについて講演者，司
会者の経験を踏まえた意見と意気込みをお話し頂き，今後の発展の可能性と問題点について意見交換を行う．また，今後の我々の社会において M2M を
社会実装を行う上での基本指針について示唆を得ることを目標とする． 

司　　　会：佐藤　彰洋 （京都大学 大学院情報学研究科数理工学専攻物理統計学分野 助教）
［略歴］
2001 年 3 月東北大学大学院情報科学研究科修了．博士（情報科学）．2001 年 4 月京都大学大学院情報学研究科助手．2007 年 4 月同助教．
2010 年 3 月から 9 月日本学術振興会優秀若手研究者海外派遣（ドイツ・キール大学客員研究員）．2012 年 10 月スイス連邦工科大学チュー
リッヒ校客員研究員．現在に至る．専門はデータ中心科学．経済物理学．経済情報学．平成 18 年度情報処理学会山下記念研究賞．

パネリスト： 出口　弘 （東京工業大学 教授）
略歴・写真は講演（1）「IOE(Internet of Everything) 時代の自律分散システム　ーリアルワールド OS の構想ー」を参照 .

 椿　広計 （統計数理研究所 データ科学研究系 教授）
略歴・写真は講演（2）「社会システムにおけるデータの役割」を参照 .

 山根　隆次 （株式会社コア 関西カンパニー エンベデッドシステム部 部長）
略歴・写真は講演（3）「実例をまじえた，M2M への取り組み」を参照 .

 松井　啓之 （京都大学 大学院経営管理研究部 教授）
略歴・写真は講演（4）「M2M と社会・行政・ビジネス」を参照 .

 喜多　一 （京都大学 国際高等教育院 教授）
略歴・写真は「M2M の社会実装と将来の象（かたち）」司会紹介を参照 .



－ －63

災害情報処理を考える
3 月 18 日（水）15:20-17:50［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

15:20-17:50 パネル討論「災害情報処理を考える」
［討論概要］
東日本大震災から 4 年となる今回，災害情報処理の分野の米国での事例を紹介し，今後の新たな研究分野としての可能性を議論する．災害情報処理は，
米国では，緊急事態管理のための情報システムの実践的研究が 1970 年代より行われてきた．本パネル討論では，先ず，2014 年 7 月に翻訳版が出版され
た米国の書籍「緊急事態のための情報システム」の翻訳者等が，米国における本分野の知見を紹介するとともに，わが国の本分野をけん引する研究者等
を交えて，新たな研究領域としての災害情報処理の課題や今後の展開を話し合いたい． 

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，国際情報処理学会連合 IFIP Vice President，IFIP 日本代表および TC11 Chair．

パネリスト：畑山　満則 （京都大学 防災研究所 社会防災研究部門 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．1996 年大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻制御工学分
野博士前期課程修了．1996 年，（株）日立システムテクノロジー入社．日立中央研究所にて，時空間地理情報システムの開発と防災応
用に関する研究・開発に従事．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．地理情
報システムをはじめとする情報技術を用いた災害対応システム，レスキュー活動支援システム，災害リスクコミュニケーションシステ
ムの研究開発に取り組んでいる．阪神・淡路大震災，中越地震，東日本大震災などで，主に行政における災害対応業務の情報化支援活
動を行っている．

パネリスト：松本　直人 （さくらインターネット研究所 上級研究員）
［略歴］
1996 年より特別第二種通信事業者のエンジニアとしてインターネット網整備に従事．システム・コンサルタント，ビジネス・コンサル
タントを経て 2010 年より現職．

パネリスト：藤枝　俊輔 （東京大学 大学院新領域創成科学研究科 助教）
［略歴］
2000 年慶應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．

パネリスト：大場　みち子 （公立はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科 教授）
［略歴］
1982 年 4 月（株）日立製作所入社．同・システム開発研究所にて，知識工学応用システムの研究に従事．1990 年 8 月同・ソフトウェ
ア事業部へ異動し，ミドルウェアの設計，マーケティング，ビジネス開拓に従事．2001 年 3 月大阪大学大学院工学研究科修士課程修了，
博士（工学）．2010 年 4 月より，公立はこだて未来大学情報アーキテクチャ学科教授に着任し，高度 ICT 人材育成やドキュメンテーショ
ンシステム，学習システム，オープンデータ活用システム等の研究に従事．

パネリスト：村田　嘉利 （岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授）
［略歴］
1979年3月名古屋大学大学院電気工学専攻修了，同年4月NTT入社．2006年7月岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授．博士（工学）（静
岡大学）．自動車および交通システムの情報化，医療・健康管理の情報化を中心に研究開発．ITU Kaleidoscope Best Paper Award （2008）．
IARIA ACHI 2013 Best Paper Award (2013）．電子情報通信学会および IEEE 会員．

パネリスト：佐々木　淳 （岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授）
［略歴］
1981 年岩手大学大学院工学研究科電気工学専攻修了．同年日本電信電話公社（現 NTT）茨城電気通信研究所．NTT 研究所において光
ネットワークの高信頼化，超高速 LAN の研究開発に従事．1993 年工博（東北大学）．1998 年岩手県立大学ソフトウェア情報学部助教授．
地域医療福祉情報システムの研究に従事．2013 年同教授．専門は情報システム構築学．情報処理学会，電気学会，電子情報通信学会，
医療情報学会，IEEE などの会員．

パネリスト：高木　正則 （岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 准教授）
［略歴］
2003 年創価大学工学部情報システム学科卒業．2007 年同大学大学院工学研究科情報システム学専攻博士後期課程修了．同年，創価大
学工学部助教．2010 年岩手県立大学ソフトウェア情報学部講師，2013 年同大学准教授．博士（工学）．e-Learning，作問学習支援シス
テム，e テスティング等の研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，日本教育工学会，教育システム情報学会，日本テスト学会，
各会員．
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パネリスト：後藤　裕介 （岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 准教授）
［略歴］
2006 年早稲田大学大学院修士課程修了．2007 年早稲田大学理工学術院助手．2010 年早稲田大学大学院博士課程修了．博士（工学）．同
年岩手県立大学ソフトウェア情報学部講師，2014 年同准教授．経営情報学会理事．計測自動制御学会 社会システム部会幹事．人工知
能学会 経営課題に AI を！ビジネス・インフォマティクス研究会 幹事．社会シミュレーション，組織情報システムの研究に従事．

デジタルプラクティスライブ
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

［セッション概要］
実務者向け論文誌デジタルプラクティスでは，毎号特集テーマを定め，招待論文と公募論文及びインタビュー記事という構成で編集している．本企画で
は，この構成を講演＋パネル討論という形式でライブで再現する．テーマは最近のデジタルプラクティスの特集テーマから関心の高かったスマートシティ
を取り上げる． 

司会：住田　一男 （東芝リサーチ・コンサルティング株式会社 シニアフェロー） 
［略歴］
1982 年 3 月東工大大学院総合理工学研究科修士課程修了．同年 4 月（株）東芝入社．研究開発センター知識メディアラボラトリー室長
を経て，2013 年 4 月より現職．東工大客員助教授（1999 〜 2004）．東京外大客員教授（2006），東工大連携教授（2012 〜）．人工知能
学会副会長（2009 〜 10）．本会監事（2010 〜 11）．デジタルプラクティス編集委員会委員（2013 〜）．本会フェロー．博士（工学）．自
然言語処理・音声翻訳等の研究に従事．

9:30-9:45 講演（1）「北九州スマートコミュニティ創造事業」
荒牧　敬次 （技術研究組合北九州スマートコミュニティ推進機構 専務理事）

［講演概要］
日本の近代産業発祥の地である北九州市八幡東区東田地区にて，2010 年度からスタートした「北九州スマートコミュニティ創造事業」．CEMS/BEMS/
HEMS および水素等々の各種の技術実証とともに，2012 年度からは地域全体の電力の逼迫状態により，多段階のクリティカルピークプライシング（CPP）
にてダイナミックに電力料金を変動させる日本初の本格的ダイナミックプライシング社会実証を開始．その後も，クリティカルボトムプライシング（CBP）
やインセンティブプログラム等，各種のデマンドレスポンス社会実証を実施している．これらの実証を通じて明らかとなった課題を含め，これまでに検
証された成果を発表する．

［略歴］
技術研究組合北九州スマートコミュニティ推進機構 専務理事．日本アイ・ビー・エム（株）事業部長から，2011 年に北九州市環境局
へ出向し北九州スマートコミュニティ創造事業のプロジェクトエグゼクティブとして，2013 年より現職にて事業に従事．

9:45-10:00 講演（2）「スマート・キャンパスのリアルタイム電力監視システム：設計・実装・運用・課題」
落合　秀也 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師）

［講演概要］
この講演では，東京大学のキャンパスに展開されている電力監視システムを解説する．東京大学では，2011 年に 5 キャンパスを統合する 5 万 kW のリア
ルタイム電力監視システムの運用を開始し，2014 年からは，工学部エリアに於ける棟レベルのリアルタイム電力監視を開始した．またピークカット制御
への取り組みも実施している．これらの運用を踏まえた，今後の可能性や課題などに関する議論を行う．

［略歴］
2011 年東京大学大学院・情報理工学系研究科博士課程了．同年同大学大規模システム設計教育研究センター助教を務め，2014 年 9 月
より同大学院・情報理工学系研究科・講師現在に至る．博士（情報理工学，東京大学）．設備ネットワーク，広域センサネットワーク，
遅延耐性ネットワークの研究の他，IEEE1888，ASHARE の設備ネットワーク標準化活動に従事．

10:00-10:15 講演（3）「スマートシティ向け IT 基盤における異種システム連携機能」
山本　秀典 （株式会社日立製作所 横浜研究所 主任研究員）

［講演概要］
スマートシティを実現するための，スマートシティ向け IT 基盤を開発している．上記のスマートシティ向け IT 基盤を適用するスマートグリッド環境に
おいて異なる目的・業務のシステムもしくは異なる事業者のシステムとの連携によるユースケースと要件を挙げて，これらに対応する異種システム連携
機能について述べる．本異種システム連携機能は，各々異なる標準規格に準拠する個々の制御システムと連携するための制御系連携と，異なる事業者等
のセンタシステム間で連携するためのセンタ間連携にて構成される．特にこれらの機能の開発時及び実践時に直面した課題への対応を通じて得られたプ
ラクティスを紹介する．

［略歴］
2001 年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学修士課程修了．同年（株）日立製作所入社．同社横浜研究所にて，産業，電力，鉄道，
スマートグリッド等の情報制御システムを対象とした研究開発に従事．
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10:15-10:30 講演（4）「横浜スマートシティプロジェクトにおけるビル群協調型デマンドレスポンス実証実験」
愛須　英之 （株式会社東芝 研究開発センター 研究主幹）

［講演概要］
講演者らは，経済産業省の横浜スマートシティプロジェクトに参画し，複数のビルを相手にデマンドレスポンスの大規模な社会実証実験を進めている．
本講演では，アグリゲータが多数のビル群を束ねて管理するためのプラットフォームとなる統合 BEMS の概要と，過去 4 回に渡る実証実験の概要につい
て簡単に述べる．さらに，多数のステークホルダーが同時参加する大規模な社会システムの機能検証の難しさなど，実証実験を通して得られた知見と今
後に向けた取り組みも紹介する．

［略歴］
（株）東芝研究開発センター研究主幹．最適化や人工知能応用システムの研究開発に従事．電気学会，計測自動制御学会，日本知能情報ファ
ジイ学会各会員．

10:30-10:45 講演（5）「コミュニティ参加型サービスのシステムデザインとマネジメント」
神武　直彦 （慶應義塾大学 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授）

［講演概要］
2011 年，東日本大震災およびそれに伴って大規模に進められた計画停電を経て，東京電力管内では電力供給の低下により広く節電を行うことが求められ
た．それに対し，我々は，スマートフォンなどの情報端末を通じて参加者の節電の取り組み情報を収集し，収集した情報を分析し，各電力管内での電力
使用率などの情報と共にスマートフォンやウェブサイトで可視化するシステムを構築し，実証実験「停電回避プロジェクト」を夏の電力需要が増加する
2011 年 7 月 1 日から 100 日間実施した．本講演では，そこで得た知見を報告するとともに，そこで得た知見を適用したヘルスケアサービスなど，コミュ
ニティ参加型サービスのシステムデザインとマネジメントについて論じる．

［略歴］
大学卒業後，宇宙開発事業団入社．H-II および H-IIA ロケットの研究開発と打上げに従事．欧州宇宙機関（ESA）研究員を経て，宇宙
航空研究開発機構主任開発員．国際宇宙ステーションや人工衛星に搭載するソフトウェアの独立検証・有効性確認に関するアメリカ航
空宇宙局（NASA），ESA との国際連携に従事．2011 年度より現職．宇宙システム，ユビキタスシステム，コミュニティシステム，防
災システムなど社会技術システムのデザインとマネジメントに関する研究教育に従事．米国 PMI PMP．アジア工科大学大学院客員准
教授．博士（政策・メディア）．

10:45-11:50 パネル討論「スマートシティの今後の展望　〜実証実験を踏まえて〜」
［討論概要］
スマートシティの実証実験に参画した当事者が実証実験の経験を踏まえ，スマートシティの今後のあり方，スマートシティ事業成功のためのポイントに
ついて議論する． 

司　　　会：日高　一義 （東京工業大学 イノベーションマネジメント研究科 教授）
［略歴］
1984 年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了．同年日本アイ・ビー・エム（株）東京基礎研究所入所．最適化技術，離散
アルゴリズム，数理解析技術，ビジネス・ソリューション，計算組織論などの研究プロジェクトの指揮にあたる．IBM Research ワト
ソン研究所の戦略部門での海外勤務を経て，東京基礎研究所ビジネス・サービス・リサーチ担当部長に就任．2009 年 8 月北陸先端科学
技術大学院大学教授．文部科学省科学技術政策研究所客員研究官．サービス学会理事，IEEE 会員，情報処理学会会員，日本オペレーショ
ンズ・リサーチ学会会員，経営情報学会会員．2010 年 10 月より現職．博士（理学）．

司　　　会：神竹　孝至 （株式会社東芝 研究開発センター 首席技監）
［略歴］
1980 年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．同年 4 月東京芝浦電気（株）（現在（株）東芝）入社，総合研究所（現在研究開発
センター）にて通信用ディジタル信号処理の研究に従事．ATM, MPLS,IPsec,MobileIP の研究をリード．2002 年コアテクノロジーセン
ター所長，2004 年デジタルメディアネットワーク社統括技師長，2006 年研究開発センター副所長，2009 年研究開発センター首席技監，
2010 年より執行役常務待遇．

パネリスト： 荒牧　敬次 （技術研究組合北九州スマートコミュニティ推進機構 専務理事）
略歴・写真は講演（1）「北九州スマートコミュニティ創造事業」を参照 .

 落合　秀也 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師）
略歴・写真は講演（2）「スマート・キャンパスのリアルタイム電力監視システム：設計・実装・運用・課題」を参照 .

 山本　秀典 （株式会社日立製作所 横浜研究所 主任研究員）
略歴・写真は講演（3）「スマートシティ向け IT 基盤における異種システム連携機能」を参照 .

 愛須　英之 （株式会社東芝 研究開発センター 研究主幹）
略歴・写真は講演（4）「横浜スマートシティプロジェクトにおけるビル群協調型デマンドレスポンス実証実験」を参照 .

 神武　直彦 （慶應義塾大学 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授）
略歴・写真は講演（5）「コミュニティ参加型サービスのシステムデザインとマネジメント」を参照 .

11:50-12:00 DP の紹介およびクロージング

平田　圭二 （公立はこだて未来大学 複雑系知能学科 教授）
［略歴］
1987 年東京大学大学院工学系研究科情報工学専門課程博士課程修了．工学博士．同年 NTT 基礎研究所入所．1990 〜 93 年（財）新世
代コンピュータ技術開発機構（ICOT）に出向．2011 年より公立はこだて未来大学教授．1993 年音楽情報科学研究会初代主査．2005 〜
07 年および 2011 〜 13 年本会理事．2010 年よりデジタルプラクティス誌編集委員長．本会フェロー，シニア会員．現在，音楽情報学
に加え，うつ病家族看護者の ICT 支援，スマートシティの研究に従事． 
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ダイバーシティの実現化を目指して−−女性 IT 技術者の活躍について考える
3 月 19 日（木）14:40-17:10［第 4 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 26）］

［セッション概要］
近年，企業では性別・年齢・価値観など人材の多様性を活かし，働き方を改革するダイバーシティの取り組みが進められている．女性の積極的な活用も，
その中の一つである．先行調査によれば，女性活用は人材確保に一定の効果をもたらし，かつ女性役員比率の高い企業ほど業績が良いという報告もある．
IT 業界では，この 5 年間のうち，女性社員の割合はほぼ 12％前後であり横ばいである．また，企業の半数以上が，管理職全体における女性管理職の割
合は 10％以下である．このような状況となる要因として，仕事と家庭の両立が困難，「技術者」としての将来のキャリアが描けないことが考えられる．
そこで，本シンポジウムでは，仕事と家庭の両立を含めた IT 技術者としての働き方について講演いただく．次いで，女子大学院生の活動や自身が持つ
職業観についてお話いただく．最後に，以上の講演を踏まえ，女性 IT 技術者の活躍について，会場の皆さんと議論を交わしたい． 

司会：木塚　あゆみ （公立はこだて未来大学 システム情報科学部 特任助教） 
［略歴］
2008 年公立はこだて未来大学システム情報科学研究科博士（前期）課程修了，システム情報科学修士．2012 年には北海道大学
CoSTEP にて科学技術コミュニケーションの講座を修了．岡山県立大学デザイン学部助手，フリーランスでの Web システム開発・デ
ザインを経て 2013 年より現職．メディアアートや科学館展示コンテンツ制作，ワークショップに携わってきた経験を生かして，現在，
高度 ICT 人材育成にデザイン手法を取り入れた教育に取り組んでいる．

14:40-15:20 講演（1）「夫婦それぞれの視点から“技術者”としての仕事と家庭の両立を考える」
［講演概要］
日本の社会は，女性の活用を謳いながらも，実情としては「女性は自分の仕事より夫の仕事や家庭を優先させるべき」といった伝統的な価値観が強く支
持されるなど，まだまだ多様性の実現において十分とはいえない状況にあります．このような環境の中で，女性が結婚・出産・育児などで生じる生活上
の大きな変化やキャリアの断絶を乗り越えて，変化の速い IT 業界で技術者として働き続けるには，家族，職場，社会の理解・支援，そして本人の工夫
が欠かせません．本講演では，大場寧子が技術者・妻・母・会社経営者の立場から，大場光一郎が技術者・夫・父・クラウドソーシング事業に携わる者
としての立場から，技術者が仕事と家庭を両立するために有効な考え方や行動について，経験を交えてお話しします．

大場　寧子 （株式会社万葉 代表取締役社長）
［略歴］
1973 年生まれ．1996 年東京大学文学部卒業後，1996 〜 2001 年（株）ジャストシステムにて自然言語処理関連のプロジェクトにプログ
ラマとして従事．2001 〜 2006 年はベンチャー企業の CTO として主に Java によるソフトウェア開発に携わった．2006 年に Ruby を使
い始め，Web 家計簿「小槌」でドリコム主催の Award on Rails で大賞を受賞．2007 年，Ruby を専門とする（株）万葉を設立．現在
も技術者としてソフトウェアの開発に従事している．著書「たのしい開発 スタートアップ Ruby」（2012 年，共著，技術評論社）「Ruby 
on Rails 逆引きリファレンス」（2008 年，共著，毎日コミュニケーションズ）．
大場　光一郎 （株式会社クラウドワークス 執行役員 CTO）

［略歴］
1974 年生まれ．2001 年，伊藤忠テクノソリューションズ（株）へ入社．在職中，Ruby の導入支援や Ruby を用いたクラウドサービ
スの開発・運用に従事．グリー（株）インフラストラクチャ部門にて，開発環境からプロダクションをつなぐ DevOps 周りを担当し，
GitHub Enterprise の導入による開発品質の向上や，デプロイメント支援システムを Ruby で開発．Ruby やソースコード管理に関する
講演，著書多数．2014 年 1 月，（株）クラウドワークスに参画，執行役員 CTO に就任．

15:20-16:00 講演（2）「生涯 “技術者として” 生きる」
石田　厚子 （東京電機大学 情報環境学部 情報環境学科 特別専任教授）

［講演概要］
生涯技術者として生きるとは，技術を通じて世の中に貢献し続けることである．技術の進歩が加速する一方で解決しなければならない問題が複雑さを増
している今日，世の中に貢献していけるために，次のことが重要と考える．1. 環境の変化を，目を見開いて冷静に受け止め，柔軟に対応していく．2. 常
に新しい技術に関心を持ち，学び続ける．3. 様々な分野の専門家と協力する．さらに，世の中の抱える問題の本質を掴み，相手の立場に立って最善の解
決策を考える地道な活動が必要であろう．講演者が 40 年以上企業で働いてきた経験から，技術者のキャリアの磨き方を語る．

［略歴］
博士（工学）．技術士（情報工学部門）．1972 年東京大学理学部数学科卒業．1972 〜 1977 年，日立製作所にてコンパイラ作成技法の研
究に従事．1977 〜 1991 年，公立の研究所，業界団体，ソフトウエアハウスなどで，研究者，SE として，IT 技術者の道を歩む．1991
〜 2006 年，日立製作所にて，IT コンサルタント，ソリューション企画，開発に従事．2006 〜 2013 年，日立コンサルティングにて，
コンサルタントの育成に従事．2013 年より石田厚子技術士事務所を自営し，技術者向けのコンサルティング・スキル研修を実施．2014
年より，東京電機大学情報環境学部特別専任教授となり，情報システムに関する基礎から応用まで幅広く学生の指導に当たる．

16:00-16:40 講演（3）「女子学生の小さなチャレンジ」
中川　みなみ （筑波大学 大学院システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 記号計算研究室 博士前期課程 1 年）

［講演概要］
今日，様々な IT 女子エンジニア向けのイベントが開催されています．筑波大学にも情報分野を学ぶ女子が多くいますが，大学近辺でそのような女
子を対象にしたイベントは今までありませんでした．そこで，私は友人と共に筑波大学の女子限定のハッカソンを企画し，今年の７月に『Women's 
Hackathon at Tsukuba』を開催しました．本講演では，開催理由・当日の様子・開催して感じたことをお話します．

［略歴］
1991 年生まれ．2014 年筑波大学情報学群情報科学類卒業．同年より筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス
専攻入学，現在に至る．木トランスデューサに関する研究に従事．

16:40-17:10 全体ディスカッション 
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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 17 日（火）10:00-12:00［第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

［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頂く
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 8 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）「デジタル万能マシン」
矢島　脩三 （京都大学 名誉教授）

［講演概要］
学会設立の 1960 年に開催された第１回全国大会で発表した「ディジタル型万能電子計算機 KDC-I」の設計の思い出や，「動作マージン直視装置（論理テ
スター）」や「配線プログラム」などを振り返る．さらに，大学の大型計算機センターを創設するにあたり，1966 年に渡米して，米国コンピュータ事情
を視察したので，その時の情景を紹介したい．次に，コンピュータの論理回路に 2 端子論理素子が復活する話題があるので，2 端子ならではの，幻の「双
方向論理回路」を紹介したい．国際交流については，1967 年に，Bangkok の国連 ECAFE において，計算センター創設のコンサルタントを務めた経験な
どを話したい．

［略歴］
1956 年京大卒．同大学院修了．1971 年情報工学科教授．1997 年京大名誉教授．関大総合情報学研究センター長などを歴任．1960 年京
都大学ディジタル型万能電子計算機第 1 号 KDC-I を設計開発．1971 年光ファイバ計算機ネットワークを開発．論理回路理論，2 分決定
グラフなどを研究．本学会 1979 年理事，1980 年常務理事，IFIP 国内委員会委員長．コンピュータパイオニア．電子情報通信学会フェ
ロー．IEEE Life Fellow．

11:00-12:00 講演（2）「コンピュータ教育創造と普及の歩み」
長谷川　靖子 （京都コンピュータ学院 学院長）

［講演概要］
1963 年日本におけるコンピュータ黎明期に学術研究者を対象に，日本初のコンピュータ利用講習会を実施．つづいて，日本初のプロ養成の全日制京都コ
ンピュータ学院を創立．以来，コンピュータの急速な進化に対応して，先駆的・革新的教育を実現．パソコン時代に入るや PC3000 台を購入して学生に
1 人 1 台無料貸与（世界初）．年代が進むにつれ，次々と不使用になった PC も加えて整備された合計 3000 台の PC を 1989 年より発展途上国に寄贈，必
要あれば現地教員養成も加えて，コンピュータ教育支援活動を展開．（現在まで 25 ヶ国）（世界初）．2003 年情報系の専門職大学院の第一号として，京都
情報大学院大学を創立．2009 年情報処理学会より京都コンピュータ学院のコンピュータ資料館が「分散コンピュータ博物館」に認定される．現在まで，
5 機種が情報処理技術遺産に認定されている．現在，日本唯一の実物コンピュータ博物館設立に向かって取り組み中．

［略歴］
京都大学理学部宇宙物理学科卒業．同大学院博士課程単位修得．東京大学・全国大学共同利用大型計算機センター開設時に，テストラ
ンに参加，同センタープログラミング指導員．京都大学工学部計算機センタープログラミング指導員．京都ソフトウェア研究会創立・
会長．京都コンピュータ学院創立．京都学園大学助教授．米国ペンシルベニア州立大学客員研究者．タイ王国教育賞，タイ王国王妃賞，
その他，ガーナ・スリランカ・ペルーなど，支援各国より表彰・感謝状を授与される．2003 年京都情報大学院大学創立・初代理事長．
2006 年財団法人日本 ITU 協会より国際協力特別賞受賞．2011 年情報処理学会より「情報処理技術遺産保存への貢献」に対して感謝状
を授与される．

計算に潜む数理，計算としての数理 --- 証明はプログラミング！
3 月 17 日（火）13:00-15:30［第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

［セッション概要］
「計算」とはいったい何だろう？「プログラム」とはいったい何だろう？驚くべきことに，情報科学に携わるものが日常的に触れているであろうプログラ
ミングという行為は，数学基礎論と深く結びついている．また，その結びつきは，数学者が「正しい」証明を書くことおよび，「正しい」プログラムの作成，
そして高信頼ソフトウェア開発に応用されている．本イベントでは，計算の背後に潜む数理についての概説を述べ，その後，プログラミングと証明との
対応関係について解説する，最後に，こうした対応関係が実際に高信頼ソフトウェアの開発に結びつくことを定理証明支援系 Coq を用いて実演する．

 
司会：松田　一孝 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教） 

［略歴］
2004 年東京大学工学部計数工学科卒業．2009 年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻博士課程修了．2008 年より 2 年間
日本学術振興会特別研究員．2010 年より 2 年間東北大学大学院情報科学研究科助教．2012 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助教．博士（情報理工学）．プログラミング言語理論，関数プログラミング，プログラム変換等に興味を持つ．
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13:00-13:50 講演（1）「決定問題の相転移について」
田中　一之 （東北大学 大学院理学研究科 教授）

［講演概要］
1920 年代にヒルベルト学派が数理論理学の中心テーマとして掲げた「決定問題」は，狭義には 1 階論理における真偽を判定する手続きを求める問題である．
これはゲーデルやチューリングによってすぐに否定的に解かれたが，その後も様々な角度から類似の問題が提起され，肯定的にも否定的にも豊富な結果
と解決手法が生れた．肯定的な手法としては，オートマトンの強化がしばしば有効であるが，それをさらに非決定性にすると顕著に決定不能な結果が得
られることがある．たとえば，決定性 ω 文脈自由言語のゲームは（計算的に）決定可能だが，非決定性の場合は通常の集合論で決定できない．本講演では，
決定問題の大きな流れを振り返りつつ，決定可能性と不可能性の相転移現象についていくつかの例をもとに考察する．文献：田中一之『チューリングと
メタパズル』東京大学出版会 2013．田中一之『無限ゲームとオートマトン』数学セミナー 2014 年 11 月号．

［略歴］
1978 年東京工業大学卒．1980 年同大学修士課程修了．1986 年カリフォルニア大学バークレー校 Ph.D.．1986 年東京工業大学助手，
1991 年東北大学助教授，1997 年より現職．科学基礎論学会理事．Association for Symbolic Logic 評議員．Annals of Pure and Applied 
Logic 編集委員．専門は数学基礎論．

13:50-14:40 講演（2）「計算と論理」
佐藤　雅彦 （京都大学 名誉教授）

［講演概要］
プログラミングという行為の背景にある計算と論理について解説する．特に，「プログラム」，「計算」，「論理」という 3 つの概念に共通するキーワード
である 「証明」に焦点を合せて，これら 3 概念の共通点，相異点を明きらかにし，プログラミングという行為の本質に迫ることを目標とする．直観主義
的型理論において発見された「カリー・ハワード同型対応」は，命題と型の同型性に基づき，（命題の）「証明」と（型の要素としての）「プログラム」 を
同一視するという「証明」の見方を与えた．これは確かに有力な「ものの見方」であり，型を持つプログラミング言語や型理論に基づく Coq 等の証明支
援系の理論的基盤を与えている．本講演では，このような「カリー・ハワード同型対応」によるプログラム観を紹介し，その有用性と同時にそれが抱え
る問題点を指摘する．上の型理論的証明観の問題点を理解するために，型理論誕生の動機となった 18 世紀末から 19 世紀初頭にかけての，「数学の危機」
とよばれた数学の基礎付けをめぐる問題とその解決策が何であったかを説明する．これにより型理論を絶対視することなく，より広い観点からプログラ
ミングという行為の本質に迫りたい．

［略歴］
1971 年東京大学理学部数学科を卒業後，同大学大学院理学系研究科修士課程数学専攻を経て，京都大学大学院理学研究科博士課程数学
専攻に進学し，1974 年京都大学数理解析研究所助手に採用された．1977 年東京大学教養学部数学教室助教授に昇任，1979 年東京大学
理学部情報科学科助教授を経て 1986 年東北大学電気通信研究所教授に就任し，1995 年京都大学大学院工学研究科教授となった．1998
年に新設された大学院情報学研究科に配置換，知能情報学専攻ソフトウェア基礎論分野担任となり，2012 年定年退職した．この間およ
びその後も一貫して証明とは何かについて考えている．

14:40-15:30 講演（3）「定理証明支援系 Coq による形式検証」
AFFELDT Reynald（産業技術総合研究所 セキュアシステム研究部門・高信頼ソフトウェア研究グループ 主任研究員）

［講演概要］
ソフトウェアや数学の証明に誤りのないことを保証するのは重要な研究課題である．1970 年代からカリー＝ハワード同型対応に基づく形式体系の研究が
継続的に行われてきた．その形式体系が定理証明支援系という形式検証ツールとして実現された結果，厳密で現実的な形式検証が可能となった．例えば，
クリティカルな基盤ソフトウェア（コンパイラやオペレーティングシステム等）と大規模な数学の証明（四色定理やケプラー予想等）の形式検証が近年
相次いで成功し，IT 業界でも形式検証はスマートカードの厳密な安全性評価に応用されている．本発表では，ソフトウェアと数学の形式検証の実例を通
じて，定理証明支援系による形式検証の基本を説明する．特に，ACM による受賞を契機に注目を集めているフランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）
で開発されている Coq という定理証明支援系を紹介する．

［略歴］
2004 年東京大学大学院情報理工科学研究科・コンピュータ科学専攻博士課程修了．現在，産業技術総合研究所・セキュアシステム研究
部門・高信頼ソフトウェア研究グループ主任研究員．定理証明支援系 Coq を用いて，安全なソフトウェアの構築方法を研究している．
暗号スキームやセキュリティプロトコルや情報・符号理論への応用を目標として，アセンブリや C 言語などの低レベルのプログラムの
形式検証とセキュリティ用の数学の形式化を研究している．
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さきがけ「情報環境と人」　〜研究に翼を！さきがけ研究終了報告会〜
3 月 18 日（水）9:30-12:00，15:20-17:50［第５イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

お問い合わせ先：科学技術振興機構さきがけ「情報環境と人」領域事務所
HP　http://www.human.jst.go.jp/contact/index.html

［セッション概要］
平成 21 年にさきがけ「情報環境と人」研究領域が発足し，36 課題が採択されました．今回の成果報告会では，平成 21 年度に採択された課題（1 期生・
5 年型 4 名）と平成 23 年度に採択された課題（3 期生・3 年型 10 名）の 14 課題が研究終了につき発表致します．

司会：松岡　政治 （独立行政法人科学技術振興機構戦略研究推進部さきがけ「情報環境と人」研究領域）

9:30-9:40 開会挨拶・座長 （第一セッション）　
石田　亨（京都大学大学院 情報学研究科 教授）　さきがけ「情報環境と人」領域 研究総括

［座長］2009 年に発足したさきがけ「情報環境と人」研究領域の趣旨や発表概要について紹介する．
［略歴］
1978 年，京都大学工学研究科修士課程修了．同年，日本電信電話公社（現 NTT）入社．1993 年より京都大学教授．2011 年電子情報通
信学会情報・システムソサイエティ会長，情報処理学会，電子情報通信学会，IEEE 各フェロー．日本学術会議会員．さきがけ領域研
究総括．人工知能，特にマルチエージェントシステムを研究．デジタルシティ，言語グリッドなど情報技術と社会をつなぐ研究プロジェ
クトを推進．

■１期生（5 年型）　４名
9:40-10:00 講演（1）「長期インタラクション創発を可能とする知能化空間の設計論」

尾形　哲也 （早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 教授）
［講演概要］
近年，ロボット技術に関するプロジェクトの中で，実環境や人間に対して適応的な行動選択を長期に渡って実行可能な，知能化技術に注目が集まってい
る．本発表では，大型の神経回路モデル，特に近年，画像，音声，言語の学習で大きな注目を集めている深層学習の枠組みを，自律ロボットの行動学習
に応用した我々の研究について述べる．さらに長期のインタラクションのための適応的な言語学習について，RecurrentNeural networkを利用したモデル，
さらに未知の道具利用の学習モデル等についても紹介する．

［略歴］
1993 年早稲田大学 理工学部機械工学科卒業．日本学術振興会特別研究員，早稲田大学助手，理化学研究所脳科学総合研究センター研
究員，京都大学大学院情報学研究科准教授を経て，2012 年より現職．2009 年よりさきがけ領域「情報環境と人」研究員兼任．ニュー
ラルネットワークおよび人間とロボットのコミュニケーション発達に関する研究に従事．2013 年日本ロボット学会理事．

10:00-10:20 講演（2）「触覚の時空間認知メカニズムの解明に基づく実世界情報提示」
梶本　裕之 （電気通信大学大学院 情報理工学研究科 准教授）

［講演概要］
身体運動計測技術が安価に入手可能となった今日，全身の運動を用いたヒューマンインタフェースが一般に普及しつつある． こうしたインタフェースは
遠隔操縦からリハビリテーションまで多岐にわたる応用につながるが，運動した際に本来感じるべき運動感覚の呈示を低コストに行うことが難しく普及
の妨げとなっていた．本発表はこの課題に対する新たな解決手法を複数紹介する．まずハンガー反射と名づけた皮膚圧迫によって生じる頭部回旋運動現
象を身体全体へ適用することで全身の力覚知覚手段として用いる手法である．本件に関しては医療応用に関しても概略を述べる．さらに関節部への触覚
提示によって身体姿勢を誤認させる手法，筋骨格内の深部感覚受容器に対する刺激によって擬似的な運動を生起させる手法についても紹介する．

［略歴］
1998 年東京大学工学部計数工学科卒業．2004 年東京大学大学院情報理工学研究科システム情報学専攻 博士号（情報理工学）取得．
2003 年東京大学助手，2006 年電気通信大学助教授を経て 2007 年より電気通信大学准教授．触覚ディスプレイ，触覚センサ，バーチャ
ルリアリティシステムなどの研究開発に従事．外界情報を人の運動・情動につなげるインタフェース研究に主な興味を持つ．

10:20-10:40 講演（3）「力覚信号処理技術に基づくリハビリ支援ネットワーク」
辻　俊明 （埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授）

［講演概要］
医療福祉ロボットや触覚インタフェースの実用化が進むにしたがって，視覚聴覚に次ぐメディアとして触覚・力覚技術が注目を集めている．また，クラ
ウド化の進行は多くの人々の運動を記録・保存する運動データベースが現実味を帯びつつあることを示唆している．そこで本研究では力覚信号処理を実
装したリハビリ支援機器を開発し，その訓練動作をサーバにデータベースとして保存するシステムを構築した．本講演では，さきがけ研究で開発された，
運動能力の可視化，類似症例の検索，訓練効果の解析，等の新技術を紹介し，運動データの有効利用によって様々な新規サービスが創出されうることを
示す．

［略歴］
2006 年 3 月慶應義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻後期博士課程修了．同年 4 月東京理科大学工学部第一部機械工学科
嘱託助手．現在，埼玉大学工学部電気電子システム工学科准教授．博士（工学）．2006 年度，2007 年度ファナック FA ロボット財団論
文賞等を受賞．主として力覚センシングに基づくロボット制御の研究に従事．
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10:40-11:00 講演（4）「作業プロセスの環境依存化による作業集合知の形成」
長谷川　晶一 （東京工業大学 精密工学研究所 准教授）

［講演概要］
技の伝承では，指導者は，学習者を観察して必要な知識に気づき指示する．この指示を集積できれば，作業の集合知が作成できると考えられる．しかし，
指示は環境と学習者の言葉の解釈に依存するため集積しにくい．本講演では，環境と学習者を固定して指示を集積するために試みている 2 つの方法を紹
介する．調理作業について，作業環境と学習者をシミュレータ内に作り，人工言語で指示を行うことにより環境と言語を統一する試みと，スキー滑走に
ついて言語化しやすい感覚指標を提示することにより言語表現を統一する試みを紹介する．

［略歴］
1997 年東京工業大学工学部電気電子工学科卒業．1999 年同大学大学院知能システム科学専攻修士修了．同年ソニー（株）入社．2000
年東京工業大学精密工学研究所助手．2007 年電気通信大学知能機械科准教授．2010 年 - 東京工業大学精密工学研究所准教授．2004 年
〜 2007 年科学技術振興機構さきがけ「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」兼任研究員，2010 年〜 2015 年科学技術振興
機構さきがけ「情報環境と人」兼任研究員 .

■３期生（3 年型）　10 名
11:00-11:20 講演（5）「集合記憶の分析および歴史文書からの知識抽出手法の開発」

Adam Jatowt （京都大学大学院 情報学研究科 特定准教授）
［講演概要］
Computational science is changing the way in which social scientists work. This talk will first present the results of our study on collective memory 
carried to investigate how the past is collectively remembered based on the evidences from different data sources: news articles, Wikipedia and 
Twitter. Next, I will show how computational methods can help in supporting historical analysis by using large scale text data. In particular, I will 
demonstrate methods for estimating temporal features of documents, portraying language evolution and for extracting historical knowledge from 
document archives.

［略歴］Academic career
2005 年東京大学大学院情報理工学系研究科卒業．情報通信研究機構専攻研究員，京都大学大学院情報学研究科特任助手を経て，2010
年より現職．2011 年よりさきがけ領域「情報環境と人」研究員兼任．テキストからの時間情報に基づく情報の探索，計算機による歴史
学および情報信憑性に関する研究に従事．ICADL2014, SocInfo2013 and IPRES2011 の PC co-chair および多数の学会で PC member を
務める．

11:20-11:40 講演（6）「知識の自動獲得・構造化に基づく情報環と人の論理構造とリスクの分析」
岡崎　直観 （東北大学大学院 情報科学研究科 准教授）

［講演概要］
インターネットやモバイル通信などの情報通信技術により，一般の人がいつでも，どこでも，誰とでも繋がり，情報交換を行えるようになった．しかし，
情報の受け手の情報処理能力の壁により，実際には新しい情報環境の恩恵を受けられないことが多い．本講演では，大規模なテキストからの常識的な知
識の獲得と，ネット上の情報間の意味的な関係の解析技術を紹介する．さらに，2011 年に発生した東日本大震災に関する応用事例を紹介する．

［略歴］
2007 年東京大学大学院情報理工学研究科博士課程修了．2005 年英国テキストマイニングセンター・リサーチフェロー，2007 年東京大
学大学院情報理工学系研究科・特別研究員を経て，2011 年より東北大学大学院情報科学研究科准教授．2011 年〜 2015 年，科学技術振
興事業団さきがけ研究員兼任．専門は自然言語処理，テキストマイニング．

11:40-12:00 講演（7）「インターネット環境が脳と認知機能へ与える影響の解明」
金井　良太 （サセックス大学 心理学 リーダー（准教授））

［講演概要］
インターネットが社会に浸透するにつれて，情報との関わり方やコミュニケーションのあり方が変化してきた．本さきがけ研究では，認知神経科学の手
法を用いて，ネットの齎した情報環境の変化に伴い，人間の脳と認知機能がどのように変化しているかを研究してきた．ネットでのコミュニケーション
の好みや，マルチタスクをどれほど頻繁に行っているかなど，ネットとの関わり方は個人個人で千差万別である．本研究では，そのような日常的なネッ
トとの関わり方は，社会性や高次認知機能を司る脳部位の構造と機能の違いに反映されていることを明らかにした．また，インターネットを殆ど使って
いなかった人たちが，利用を始めることで，脳がどのように変化するかの経時的変化を追跡した研究結果についても紹介する．

［略歴］
2005 年オランダ王国　ユトレヒト大学　実験心理学 PhD 取得 (Cum Laude)．米国 カリフォルニア工科大学，英国ユニバーシティ・カレッ
ジ・ロンドンにて研究員を経て，2012 年以来，英国サセックス大学にて准教授．
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さきがけ「情報環境と人」　〜研究に翼を！さきがけ研究終了報告会〜
3 月 18 日（水）9:30-12:00，15:20-17:50［第５イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

お問い合わせ先：科学技術振興機構さきがけ「情報環境と人」領域事務所
HP　http://www.human.jst.go.jp/contact/index.html

［セッション概要］
平成 21 年にさきがけ「情報環境と人」研究領域が発足し，36 課題が採択されました．今回の成果報告会では，平成 21 年度に採択された課題（1 期生・
5 年型 4 名）と平成 23 年度に採択された課題（3 期生・3 年型 10 名）の 14 課題が研究終了につき発表致します．

司会：松岡　政治 （独立行政法人科学技術振興機構戦略研究推進部さきがけ「情報環境と人」研究領域）

15:20-15:25 座長（第二セッション）
片桐　恭弘（公立はこだて未来大学 副学長 教授）さきがけ「情報環境と人」領域 アドバイザー

［略歴］
1981 年，東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．博士（工学）．同年，日本電信電話公社 （現 NTT）入社．1995 年国際電気通信基
礎技術研究所・ATR 知能映像通信研究所室長，2002 年 ATR メディア情報科学研究所所長を経て 2005 年公立はこだて未来大学 システ
ム情報科学部 教授，現在同副学長．2007 年日本認知科学会会長，情報処理学会，国際語用論学会，社会言語科学会，IEEE 各会員．認
知科学，会話情報処理，自然言語処理などの専門をベースに学際融合的な研究を推進．

15:25-15:45 講演（8）「解析過程と応用を重視した再利用が容易な言語処理の実現」
狩野　芳伸 （静岡大学 情報学研究科 情報学専攻 准教授）

［講演概要］
近年の人工知能分野への注目の高まりとともに，自然言語処理技術の需要も広がっている．しかし，専門的な知識をもった高度なプログラミング作業が
必要なことが多く，必ずしも需要にこたえられていない．我々は，専門外でもより多くのユーザが専門的な自然言語処理技術を利用できるようになるこ
とを目指し，利用に際して必要となる様々な作業の自動化を支援する統合プラットフォームの研究を行ってきた．講演では，プラットフォームとともに，
国際標準や相互運用性を考慮した自動化対応の互換自然言語処理ツール・資源の整備についての取り組みを紹介する．

［略歴］
2007 年 3 月東京大学大学院情報理工学系研究科博士後期課程単位取得退学．博士（情報理工学）．東京大学大学院情報理工学系研究科
特任研究員，科学技術振興機構さきがけ専任研究者等を経て，2014 年 10 月より現職（さきがけ研究者兼任）．

15:45-16:05 講演（9）「マルチスケール身体モデルに基づく運動評価技術の開発とその応用」
栗田　雄一 （広島大学大学院工学研究院 電気電子システム数理部門 准教授）

［講演概要］
ものづくりにおいては，計測可能な物理スペックや計算可能な生産コストに評価の主軸が置かれがちだが，人を安全かつ効果的にアシストする機械やサー
ビスをつくるためには，人の運動・感覚機能の理解に基づく設計が不可欠である．我々は，人の筋骨格特性に関する解剖学的・生理学的な性質をコンピュー
タモデル化し，ヒューマンマシンインタラクションによって人側に起こる効果を可視化することを通じて，よりスマートなアシストシステムの構築をめ
ざしている．本発表では，筋負担感の可視化と感覚運動機能の理解に基づく新しい概念のアシストウェアについて紹介し，ヒューマンモデリング技術に
よるスマートアシストの未来について議論したい．

［略歴］
2004 年 12 月奈良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．博士（工学）．2005 年広島大学大学院工学研究科特任教員，
2006 年ニューヨーク州立大学客員准教授，2007 年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教，2010 年ジョージア工科大学客員
研究員を経て，2011 年より広島大学大学院工学研究院准教授．同年より科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任．人間の感覚・運動・
機能のモデル化と応用に興味を持つ．

16:05-16:25 講演（10）「グループコミュニケーションの解明に基づく車椅子型移動ロボットシステムの開発」
小林　貴訓 （埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授）

［講演概要］
車椅子利用者が同伴者と一緒に出かけるとき，車椅子が，まるで利用者が操作しているかのように，同伴者に自動的に追従すれば，車椅子を操作する精
神的，身体的負担を軽減できる．また，介護施設などの現場では人手不足が深刻化しており，食事や入浴のために，多くの高齢者を居室から食堂や浴室
に移動させるため，2 台の車椅子を一人の介護者が移動させることも珍しくない．介護においては，顔をみて話しかけることが認知症の進行抑止や心身
の健康維持に重要であることが知られているが，このような状況では，介護者と車椅子利用者の間で顔を見ての会話もできないという．本発表では，車
椅子が周囲の状況を認識し，車椅子利用者と同伴者のグループメンバ相互のコミュニケーションに配慮して車椅子が協調的に自動追従し，車椅子利用者
と同伴者がグループで会話しながら移動できるシステムについて紹介する．

［略歴］
2000 年電気通信大学大学院情報システム学研究科修士課程修了．2000 〜 2004 年三菱電機（株）設計システム技術センターにて，ソフ
トウェア生産技術の開発に従事．2007 年東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了．博士（情報理工学）．埼玉大学理工学研究
科助教を経て，現在， 埼玉大学理工学研究科准教授．2011 年より科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任．コンピュータビジョン，ヒュー
マン・ロボット・インタラクションに興味を持つ．
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16:25-16:45 講演（11）「情報環境での人間行動モデルに基づく知識・情報取引メカニズム設計論の構築」
櫻井　祐子 （九州大学大学院 システム情報科学研究院 准教授）

［講演概要］
クラウドソーシングは，人間の知と計算機の計算能力を組み合わせることで問題解決を図るプラットホームであり，新たな労働力確保の手段としても着
目されている．しかしながら，実サービスで用いるためにはその作業品質や必要に応じた労働力の確保が課題となっている．そこで，本発表では，作業
者らもこれらの課題解決に自発的に貢献することを目指し，人間の認知力や理解力に応じた適切なインセンティブの与え方（報酬設定）を実現する，メ
カニズム設計技術について紹介する．

［略歴］
1997 年 名古屋大学大学院多元数理科学研究科修士課程修了．同年 日本電信電話（株）に入社，2005 年より 西日本電信電話（株）．
2007 年より日本学術振興会特別研究員 (RPD)．2009 年よりヤフー（株）．2010 年より科学技術振興機構 ERATO 湊離散構造処理系プ
ロジェクト研究員．2011 年より現職．同年よりさきがけ領域「情報環境と人」研究員兼任．マルチエージェントシステム，メカニズム
デザインに関する研究に従事．

16:45-17:05 講演（12）「ソーシャル・プレイウェアによる社会的交流支援」
鈴木　健嗣 （筑波大学 システム情報系 准教授）

［講演概要］
本講演では，実世界における人々の身体接触や空間移動，および表情表出といった社会行動の計測と情報提示を通じ，遊びや社会的交流の体験を支援・
拡張する情報物理環境の構築について述べる．このように，複数人でのインタラクションを柔軟に計測し，人々の社会的行動を誘発することを目的とし
たデバイス群を「ソーシャル・プレイウェア」と位置づける．ここでは，装着型デバイスによる生体拡張技術や情動計測を応用し，人々に親和的な物理
世界と情報環境の結合を目指し，広汎性発達障がい児を対象とした実証実験を通じた社会性形成支援の取り組みについて紹介する．

［略歴］
1997 年早稲田大学理工学部物理学科卒，同大学院理工学研究科博士課程修了．博士（工学）．同大学助手，筑波大学講師を経て，現職．
主な研究分野は，人間情報学，拡張生体学，サイバニクス，人支援ロボティクス，ソーシャルロボティクスなど．1997 年イタリア・ジェ
ノヴァ大学客員研究員，2009 年フランス・College de France/CNRS 客員研究員 ．2011 年より科学技術振興機構（JST）さきがけ研究
者．IEEE，ACM，電子情報通信学会，人工知能学会等の会員．

17:05-17:25 講演（13）「福祉機器安全設計のためのマルチモーダル評価情報の統合基盤構築」
硯川　潤 （国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発室長）

［講演概要］
福祉機器利用の効果を適切に評価するためには，実環境での利用動態を網羅的に把握するライフログが有用である．本研究では，車椅子などの移動支援
機器に簡便に搭載可能なライフログシステム WELL-SphERE を開発し，その有用性を検証してきた．同システムは，スマートフォンとそこに接続され
た多数のセンサユニットから成り，位置情報・操作ログ・車体挙動などを記録・収集する．このライフログの分析からは，操作の慎重さや操作技能の個
人差など，従来は主観的評価でしか得られなかった指標を定量的に測定できることがわかっており，福祉機器利用の定量的エビデンス構築に活用できる
と考える．

［略歴］
2009 年東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了，博士（情報理工学）．同年国立障害者リハビリテーションセンター研究所福
祉機器開発部研究員，2013 年同福祉機器開発室長，現在に至る．2011 年より（独）科学技術振興機構さきがけ研究者を兼任（「情報環
境と人」領域）．先端的福祉機器の開発・評価や情報通信技術を活用した福祉機器の臨床評価支援手法の開発などに従事．自身も電動
車椅子ユーザであり，研究者・当事者双方の立場から障害者の自立支援に取り組んでいる．

17:25-17:45 講演（14）「複合階層モデルを用いた都市エリアシミュレーションの開発と利用方法の確立」
山下　倫央 （産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究員）

［講演概要］
本研究では，都市規模の群集流動を扱うため複合階層モデルの開発をおこない，大規模イベント時の来場者や大規模災害発生時の避難誘導を対象として，
歩行者シミュレータの実装を進めてきた．また，計測した人流データと歩行者モデルのパラメータをリンクさせる連結アルゴリズムを開発し，歩行モデ
ルに還元した．さらに，効率的なシミュレータの利用方法として，数万から数十万通りのシミュレーションの試行結果に基づく網羅的な分析手法を開発し，
大規模な群集流動を対象としたシミュレータの開発とその利用方法の確立を目指してきた．本発表では，これまでに行った群集流動のシミュレーション，
計測，誘導技術の適用結果を紹介する．

［略歴］
2000 〜 03 年，日本学術振興会特別研究員 (DC1)．2002 年北海道大学大学院工学研究科システム情報工学専攻博士課程修了．2002 年ブ
ルッキングス研究所客員研究員．2003 年産業技術総合研究所入所．現在， 同所サービス工学研究センター主任研究員，JST 戦略的創造
研究推進事業 さきがけ「情報環境と人」研究員，北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 客員准教授 兼任．社会システムシミュ
レーション，マルチエージェントシステムなどの研究に従事．博士（工学）．

17:45-17:50 講評／閉会挨拶
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デジタルフォレンジック（デジタル鑑識）を支える情報処理技術
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

［セッション概要］
捜査や裁判（刑事・民事）に必要な情報（たとえばサーバへの侵入経路やメール発信者の真偽など）を，情報処理技術を用いて明らかにする技術や学問
であるデジタルフォレンジックは PC 遠隔操作事件など見られるように重要性が非常に高まっている．デジタルフォレンジックは警察などが使うだけで
なく，民間でも広く使われてはじめており，このデジタルフォレンジックのためにはセキュリティ技術，自然語処理技術，パターン認識技術など多くの
情報処理技術が必要とされる．それにもかかわらず，研究に従事する情報処理技術者の数が日本では非常に少ない．デジタルフォレンジックの概要と最
近の動向を解説するとともに，具体的ニーズや必要な技術を明確化することにより，研究人口の増加と，日本のデジタルフォレンジックビジネスの活性
化を通じて安全な日本の実現を図る．

 
司会：佐々木　良一 （東京電機大学 未来科学部情報メディア学科） 

［略歴］
1971 年 4 月日立製作所入所．セキュリティ技術等の研究開発に従事．2001 年 4 月より東京電機大学教授．工学博士（東京大学）．2002
年情報処理学会論文賞受賞．2013 年 IFIP Outstanding Service Award．著書に，「インターネットセキュリティ入門」岩波新書 1999 年，

「IT リスク学　情報セキュリティを超えて」共立出版 2013 年等．日本セキュリティ・マネージメント学会会長，デジタル・フォレンジッ
ク研究会会長，内閣官房情報セキュリティ補佐官．

9:30-10:00 講演（1）「デジタルフォレンジックの概要と最近の動向」
上原　哲太郎 （立命館大学 情報理工学部 教授）

［講演概要］
デジタル・フォレンジックは，サイバーセキュリティを考える上で要となる研究分野であるが，残念ながら我が国における研究活動は活発とはいえない．
本講演ではデジタル・フォレンジックに関わるいくつかの学会発表を概観し，最近の研究動向を紹介する．

［略歴］
1992 年京都大学工学部情報工学科卒業．1995 年同大学院工学研究科情報工学専攻研究指導認定退学．同大学院工学研究科助手，和歌
山大学情報処理センター講師，同大システム工学部講師，京都大学工学研究科附属情報センター助教授，同大学術情報メディアセンター
准教授を経て，2011 年総務省勤務，通信規格や情報セキュリティ政策を担当．2013 年 4 月より現職．NPO デジタル・フォレンジック
研究会理事，NPO 情報セキュリティ研究所理事，和歌山県警サイバー犯罪対策アドバイザー，芦屋市 CIO 補佐官などを兼務．

10:00-10:45 講演（2）「PC 遠隔操作事件から見たデジタルフォレンジック」
松本　隆 （SCSK 株式会社 グローバルセキュリティソリューション部 エバンジェリスト）

［講演概要］
PC 遠隔操作事件はネットにつながっている快適さや便利さの裏側，何の落ち度もない個人の PC が誰かに踏み台にされ，悪用され得るという可能性を広
く世間に知らしめた．現状は Tor のような Hidden Service を悪用することにより犯罪者が追跡のリスクを恐れることなく，不正アクセスを行うことが
可能である．これに対しサイバー捜査の技術の要であるはずのデジタルフォレンジックは，既に技術的な限界が見えている．講演では，PC 遠隔操作事
件で改めて明らかになったデジタルフォレンジックの技術的限界について指摘し，研究者や技術者が取り組むべき課題について議論をしたい．

［略歴］
韓国の画像処理ベンチャーでネットワークエンジニアとして活動した後，2002 年ネットエージェント（株）に入社．フォレンジック
調査部にてコンピュータ・フォレンジック調査及び，P2P ネットワーク調査サービスの責任者として活動．2009 年より同社フォレン
ジックエバンジェリストとしてフォレンジック分野の ISO や国内標準化に係る．2014 年より SCSK（株）エバンジェリストとして活動
中．デジタル・フォレンジック研究会理事（2008 〜），東京電機大学サイバー・セキュリティ研究所研究員（2013 〜），GIAC Certified 
Forensics Analyst（GCFA），Certified Fraud Examiner（CFE）．

10:45-12:00 パネル討論「デジタルフォレンジックの今後と必要な技術」
［討論概要］
最初にデジタルフォレンジックに関連して今後重要となる情報処理技術を，警察や弁護士，研究者，実務家の立場から提言していただく．そのような技
術開発の国内外の状況を確認するとともに，そのような技術者が研究開発に参加してもらえるための戦略を議論する． 

司　　　会 : 佐々木　良一 （東京電機大学 未来科学部情報メディア学科）
略歴・写真は「デジタルフォレンジック（デジタル鑑識）を支える情報処理技術」の司会紹介を参照 .

パネリスト：安冨　潔 （京都産業大学 大学院法務研究科 客員教授／弁護士）
［略歴］
1990 年慶應義塾大学法学部教授，2004 年慶應義塾大学大学院法務研究科・法学部教授，2014 年慶應義塾大学名誉教授・京都産業大学
法務研究科客員教授．1993 年弁護士登録．専門は刑事法（情報犯罪）．博士（法学）．警察庁情報セキュリティビジョン策定委員会委員，
高度情報通信社会推進本部（2000 年 7 月 7 日情報通信技術（IT）戦略本部に改組）個人情報保護検討部会委員，警察庁不正プログラム
調査研究委員会委員長，情報セキュリティ政策会議基本計画検討委員会委員などを務める．2004 年からデジタル・フォレンジック研究
会副会長．

パネリスト：野本　靖之 （警察庁 情報通信局 情報技術解析課 高度情報技術解析センター 所長）
［略歴］
1991 年警察庁入庁．1999 年愛媛県警察本部情報管理課長．2001 年警察庁情報通信局技術対策課課長補佐として，サイバーテロ対策や
サイバー犯罪対策の技術サポートを担当．2004 年東京都警察情報通信部情報技術解析課調査官．2006 年警察大学校附属警察情報通信
学校教授として，情報技術の解析に関する教育訓練実務を担当．2009 年警察大学校警察情報通信研究センター応用第三研究室長として，
情報技術の解析に関する技術の研究開発を担当．2011 年北海道警察情報通信部通信施設課長．2012 年警察庁情報通信局情報技術解析
課理事官．2014 年 4 月から現職，警察庁におけるデジタル・フォレンジックの実施を担当している．
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パネリスト： 上原　哲太郎 （立命館大学 情報理工学部 教授）
略歴・写真は講演（1）「デジタルフォレンジックの概要と最近の動向」を参照 .

 松本　隆 （SCSK 株式会社 グローバルセキュリティソリューション部 エバンジェリスト）
略歴・写真は講演（2）「PC 遠隔操作事件から見たデジタルフォレンジック」を参照 .

クラウドソーシング研究・応用の最新動向
3 月 19 日（木）14:40-17:10［第 5 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 27）］

［セッション概要］
2005 年に Amazon Mechanical Turk が公開され，2006 年にクラウドソーシングという言葉が Wired に登場し，ほぼ 10 年になる．それ以来，その大き
な可能性は注目を集め，クラウドソーシング研究はブームと言っていいほど活発に行われている．その結果，2015 年の今，クラウドソーシングの研究は
どれほど進んだのか？また，新しい応用や問題は現れているのか？ これらを把握するのは必ずしも容易ではない．本セッションでは，クラウドソーシン
グ研究と応用の今を整理し，議論する．クラウドソーシングの重要な応用の一つであるオープンデータ分野での可能性に関する講演， 商用クラウドソー
シングプラットフォームの現状と課題に関する講演，および，多様な分野で活躍するクラウドソーシング研究者によるクラウドソーシング研究のディシ
プリンに関するパネルを通じて，現在クラウドソーシング研究・応用に従事する人のみならず，本分野への参入に興味を持つ研究者と技術者にも有益な
セッションにしたい． 

司会：森嶋　厚行 （筑波大学 知的コミュニティ基盤研究センター 教授） 
［略歴］
1998 年筑波大学大学院工学研究科修了．博士（工学）．現在，同大知的コミュニティ基盤研究センター／図書館情報メディア系教授．
多くの研究者の協力の下，2011 年より Crowd4U クラウドソーシングプラットフォームの運用を開始し，図書館領域や自然災害領域等
のクラウドソーシングプロジェクトに関わる．SIGMOD 2001 The Second Runner-up for the Best Paper Award． 2003 年度情報処理
学会論文賞． 2012 年度日本データベース学会論文賞等．

14:40-14:45 オープニング 

14:45-15:35 講演（1）「オープンデータとクラウドソーシングの可能性」
大向　一輝 （国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授）

［講演概要］
ウェブ上での再利用性の高いデータの公開を意味するオープンデータは，政府や地方自治体などの公共機関において積極的に広まりつつある．このよう
なデータは長期間に渡る集計・分析や，多様なデータと組み合わせることによって大きな価値を生み出すむものと期待されるが，過去分のデータについ
ては作成された時点における IT インフラの不在やワークフローの問題により機械可読でないものが多い．機械可読化には多大なコストが必要であり，
公共機関が自ら負担することは現実的でないため，クラウドソーシングの活用による解決が期待されている．本講演ではオープンデータの現状について
述べるとともに，クラウドソーシングよる公共データの価値向上に関する実証実験を紹介し，今後の課題について議論する．

［略歴］
1977 年京都生まれ．2005 年総合研究大学院大学博士課程修了．博士（情報学）．2005 年国立情報学研究所助手，2007 年同助教，2009
年同准教授．セマンティックウェブやソーシャルメディア，オープンデータの研究とともに，学術情報サービス CiNii の開発に携わる．

（株）グルコース取締役．著書に『ウェブがわかる本』（岩波書店），『ウェブらしさを考える本』（丸善出版）がある．

15:35-16:25 講演（2）「マイクロタスク型クラウドソーシングサービスの現状」
［講演概要］
不特定多数の人々から貢献を募ることで，必要なサービス，アイデア，コンテンツを生みだす行為はクラウドソーシングと呼ばれ，近年，様々な分野で
注目を集めています．本講演では，2006 年にジャーナリスト Jeff Howe によって提唱されたクラウドソーシングというコンセプトの実施例とその課題，
アカデミアでの様々な取り組み，また，ヤフーのクラウドソーシングサービスでの取り組みについてご紹介いたします．

清水　伸幸 （ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN 研究所 上席研究員）
［略歴］
2006 年ニューヨーク州立大学オルバニー校にて博士課程修了．2007 年より東京大学情報基盤センター特任助教．2010 年より同センター
特任講師．2011 年より Yahoo! JAPAN 研究所勤務．クラウドソーシング企画，自然言語処理と機械学習の研究開発に従事．博士（情
報工学）．

中川　雅史 （ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニー 大阪サービス本部 サービスマネージャー）
［略歴］
1980 年生まれ． 2002 年より IT 系ソフトウェア企業にて，販売管理システム，大学向け授業支援システム等の開発エンジニア，リーダー
を経験． 2012年1月 Yahoo!Japan入社．Yahoo!クラウドソーシングの開発リーダーを経て，2013年4月よりサービスマネージャーに就く．
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16:25-17:10 パネル討論「クラウドソーシング研究のディシプリンとは？ 〜クラウドソーシング研究のさらなる展開
に向けて〜」

［討論概要］
クラウドソーシングの大きな可能性は様々なコミュニティで注目を集め，それぞれ活発に研究が進められている．しかし，その研究手法は確立している
とは言えない．本パネルでは，多様な研究コミュニティで第一線で活躍しているクラウドソーシング研究者をパネリストとして招聘し，クラウドソーシ
ング研究のディシプリンについて議論を行う．本パネルによりクラウドソーシング研究の様々な視点を明らかにし，今後どのように研究を進めていくべ
きなのか，また，クラウドソーシング固有のディシプリンは存在するのか等，ディシプリンという切り口からクラウドソーシング研究の本質に切り込み
たい． 

司　　　会：鹿島　久嗣 （京都大学 大学院情報学研究科知能情報学専攻 教授）
［略歴］
1999 年京都大学大学院工学研究科修士課程修了．2007 年京都大学大学院情報学研究科博士課程修了．1999 年から 2009 年まで IBM 東
京基礎研究所勤務．2009 年より東京大学大学院情報理工学系研究科准教授を経て 2014 年 4 月より現職．機械学習，データマイニング
の研究に従事．博士（情報学）．2009 年情報処理学会長尾真記念特別賞．2012 年マイクロソフトリサーチ日本情報学研究賞．2013 年船
井情報科学振興財団船井学術賞等を受賞．

パネリスト：後藤　真孝 （産業技術総合研究所 情報技術研究部門 首席研究員）
［略歴］
1998 年早稲田大学大学院 理工学研究科 博士後期課程修了．博士（工学）．現在，産業技術総合研究所 情報技術研究部門 首席研究員 
兼 メディアインタラクション研究グループ長．情報処理学会 理事，IPA 未踏 IT 人材発掘・育成事業プロジェクトマネージャー等を兼任．
日本学士院学術奨励賞，日本学術振興会賞，ドコモ・モバイル・サイエンス賞 基礎科学部門 優秀賞，科学技術分野の文部科学大臣表
彰 若手科学者賞，情報処理学会 長尾真記念特別賞，星雲賞等，38 件受賞．音楽情報処理の研究を 22 年間推進．

パネリスト：下坂　正倫 （東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 講師）
［略歴］
2006 年東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻博士課程修了．博士（情報理工学）．2004 年〜 2006 年日本学術振興会
特別研究員．2006 年 同大学助手，2007 年 同大学助教，2011 年より同大学講師．ユービキタスコンピューティング，特に人間行動のパー
ベイシブセンシングやそれらセンサデータに対する統計的データ解析技術を研究している．

パネリスト：馬場　雪乃 （国立情報学研究所 ビッグデータ数理国際研究センター 特任助教）
［略歴］
2009 年東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了．2012 年同博士課程修了．2012 年より東京大学大学院情報理工学系研究科特
任研究員．2014 年より国立情報学研究所及び JST ERATO 河原林巨大グラフプロジェクト特任助教．データマイニング，クラウドソー
シングの研究に従事．博士（情報理工学）．

パネリスト：松原　繁夫 （京都大学 大学院情報学研究科 社会情報学専攻 准教授）
［略歴］
1992 年京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士課程修了．同年 NTT に入社．2007 年より，京都大学大学院情報学研究科社会情
報学専攻准教授．情報経済学に興味を持つ．博士（情報学）．2002 年度人工知能学会論文賞，2003 年度情報処理学会研究開発奨励賞，
2005 年度日本ソフトウェア科学会論文賞受賞．人工知能学会，日本ソフトウェア科学会，情報処理学会，電子情報通信学会会員．

パネリスト：水山　元 （青山学院大学 理工学部経営システム工学科 准教授）
［略歴］
1992 年京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士課程修了．住友金属工業（株）数理技術室勤務，京都大学助手，講師を経て，2011
年より青山学院大学理工学部経営システム工学科准教授．博士（工学）．生産システムを Goods，Service，Idea を組織的に生み出す系
として広く捉え，その設計，分析，改善，支援等の研究に従事．最近は，予測市場などの集合知メカニズムとその応用に興味を持つ．

パネリスト： 大向　一輝 （国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授）
略歴・写真は講演（1）「オープンデータとクラウドソーシングの可能性」を参照 .

 清水　伸幸 （ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN 研究所 上席研究員）
略歴・写真は講演（2）「マイクロタスク型クラウドソーシングサービスの現状」を参照 .
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「会員の力を情報教育の支援につなげる」には ?
3 月 17 日（火）9:30-12:00［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
本会情報処理教育委員会では，「情報処理学会 教育ビジョン 2011」の策定前後から継続して，学会が社会に（とくに初等中等教育における情報教育の方
面で）どのように役立つべきかという視点で，さまざまな活動を企画し実現してきている．具体的には，学会誌ぺた語義（教育）WG，「会員の力を社会
につなげる」研究グループ（SSR），情報入試 WG，教員免許更新講習 WG，コンピュータと教育研究会（CE）などが含まれる．本企画では，これらの
活動の経緯や成果について整理するとともに，これからの情報処理学会がさらに「会員の力を情報教育の支援につなげる」ためには，どのようにしてい
くのがよいかについて討論する． 

司会：中野　由章 （神戸市立科学技術高等学校 教諭） 
［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．情報処理学会シニア会員，情報入試 WG 幹事，初等中等教育委員会委員，コン
ピュータと教育研究会運営委員．技術士（総合技術監理・情報工学）．USJ 公認「パークの達人」．

9:30-9:50 講演（1）「「情報教育の支援につなげる」ために我々は何をしてきたか ?」
久野　靖 （筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授）

［講演概要］
本会では，教育ビジョン 2011「誰もが情報技術に主体的に向き合う社会の実現をめざして」において，これからは本会が積極的に教育に関与することを
通じて，すべての国民が主体的に情報技術に向き合うような社会をめざすとともに，そのために教育を行う先生たちや教育について研究する学会等と協
働していくことを宣言している．その具体的な形として，SSR「会員の力を社会につなげる」研究グループを設立し，その元で教育現場からの要請を聞
いたりそれに基づいて教員研修や教員をめざす学生に向けてのガイダンスなどを実施している．本講演ではこれらの状況を解説するとともに，これから
さらに本会が社会に対して貢献していく形として何が臨まれるかについても提案する．

［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．

9:50-10:10 講演（2）「「情報教育の支援につなげる」ために明らかにすべきことは何か ?」
西田　知博 （大阪学院大学 情報学部 准教授）

［講演概要］
コンピュータと教育（CE）研究会は，1989 年に設立され，研究発表会では情報教育，コンピュータを活用した教育，教育プラットフォームやコンテン
ツの開発など幅広い内容の研究発表と議論が活発に行われている．1999 年からは初等中等教育における情報教育を主たるテーマとした情報教育シンポジ
ウム（SSS）を開催し，毎夏，3 日間の合宿形式で熱い議論を交わしている．ここでは，これまでの CE 研と SSS の研究発表を振り返り，これまで情報教
育に関して明らかにされてきたことと，情報教育の支援のために研究会として明らかにすべきことを紹介する．

［略歴］
1991 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業，1996 年同大学基礎工学研究科単位取得満期退学．大阪大学情報処理教育センター助手，
大阪学院大学情報学部講師を経て，現在，同大学准教授．大阪学院大学高等学校にて講師も務める．2014 年より情報処理学会コンピュー
タと教育研究会主査．同学会情報処理教育委員会委員，情報規格調査会 SC36 専門委員会委員．同学会シニア会員．

10:10-10:30 講演（3）「「情報教育の支援につなげる」ために情報処理学会にどうして欲しいか ?」
田中　規久雄 （大阪大学 大学院法学研究科 准教授）

［講演概要］
高校共通教科「情報」は「情報活用の実践力」，「情報の科学的理解」，「情報社会に参画する態度」の 3 観点（学習指導要領）からなる社会的構成物である．
情報処理学会会員にはまずこの大前提を理解してほしい．つまり「情報科」は「教科」であり，「科学体系」ではないということだ．次に，それを前提
に情報処理学会の今までの議論を例に，何がいい方向で何が誤った方向か指摘し，議論につなげたい．

［略歴］
1980 年神戸大学教育学部卒，法務省，大阪府を経て 1997 年大阪大学大学院法学研究科博士後期課程中退，大阪大学講師を経て現職．
情報科教育学会（JAiES）監事，教育システム情報学会（JSiSE）関西支部副支部長．情報処理学会会員（コンピュータと教育研究会）．
専門は計算法理学，情報法．
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10:30-12:00 パネル討論「情報処理学会は情報教育のために何をすべきか？」
［討論概要］
本パネル討論では，本会が社会，特に初等中等教育における情報教育でどのような貢献をすべきかというテーマで展開する．討論においては，・働きか
ける側として，本会情報処理教育委員会やコンピュータと教育研究会などで情報教育についてさまざまな取り組みを中心となって推進されている久野 靖
先生（筑波大学）と西田知博先生（大阪学院大学）・有識助言者として，計算法理学，情報法，情報倫理，情報教育などがご専門で，文科系の立場から
情報教育の社会的側面に造詣が深く，また鋭いご意見でご高名な田中規久雄先生（大阪大学）・現場側として，先進的かつバランスのとれた情報教育を
常に学習者起点で展開されているスーパーティーチャーとしてご高名な加藤和幸先生（金城学院高校）と田邊則彦先生（清教学園高校）という豪華パネ
リストに，歯に衣着せぬバトルを展開していただきたいと思っている．聴衆も含めた参加者全員から生々しい本音が飛び交うようなパネルディスカッショ
ンになればと期待している．  

司　　　会 : 中野　由章 （神戸市立科学技術高等学校 教諭）
略歴・写真は「「会員の力を情報教育の支援につなげる」には ?」司会紹介を参照 .

パネリスト： 久野　 靖 （筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授）
略歴・写真は講演（1）「「情報教育の支援につなげる」ために我々は何をしてきたか ?」を参照 .

 西田　知博 （大阪学院大学 情報学部 准教授）
略歴・写真は講演（2）「「情報教育の支援につなげる」ために明らかにすべきことは何か ?」を参照 .

 田中　規久雄 （大阪大学 大学院法学研究科 准教授）
略歴・写真は講演（3）「「情報教育の支援につなげる」ために情報処理学会にどうして欲しいか ?」を参照 .

パネリスト：加藤　和幸 （金城学院高等学校 教諭／進路指導課長）
［略歴］
1980 年名古屋工業大学工学部計測工学科卒業．公立学校教員を経て 1989 年金城学院中学・高等学校数学科教諭として赴任．2003 年度
からは高校数学の他に情報科主任として情報科も指導．2005 年度からは金城学院大学国際情報学部非常勤講師も兼任し，情報教育論，
情報職業論，モデル化とシミュレーションなど情報系の科目を担当している．

パネリスト：田邊　則彦 （清教学園中・高等学校 特任教諭）
［略歴］
1975 年慶應義塾大学文学部卒業後，慶應義塾幼稚舎教諭として着任，慶應義塾湘南藤沢中・高等部教諭を経て，2008 年慶應義塾を選
択定年を適用し退職．関西大学大学院総合情報学研究科後期博士課程修了後は，関西大学初等部開設に関わり，関西大学初等部・高等
部にて教鞭をとる．2012 年関西大学を定年退職し，清教学園中・高等学校に特任教諭として着任し学習環境整備に努める．現在，関西
大学外国語学部ならびに同志社大学理工学部にて授業を担当している．独立行政法人科学技術振興機構の科学技術コミュニケーション
推進事業の「理科ねっとわーく」「Science Window」等に携わる一方，NHK 高校講座「情報 A」「社会と情報」の講師を担当．情報教
育や科学理解教育に関して幅広い活動を展開している．

初等中等情報教育のあるべき姿：高校共通教科「情報」を中心に
- 次期学習指導要領改訂に向けて
3 月 17 日（火）13:00-15:30［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
全国の高等学校では，2013 年度から新しい学習指導要領が実施されている．現行の学習指導要領で実施されている共通教科情報科「社会と情報」「情報
の科学」の内容は，一定の意味はあるものの，決して適切かつ十分なものとは言えない．またその時間数・実施内容の実態・それを支える教員層など，
問題点は山積みである．さらに残念なことに，共通教科情報科の存在自体，社会から「重要なもの」「今後の世代のための教育に欠くべからざるもの」と
いう認知を広く受けているとは到底言えず，必履修教科としては廃止せよという声すら存在する．情報処理学会としてはこの状況を憂慮し，この国に住
む若い人たちの幸福のためにも，将来の国際社会で我が国がひきつづき先進国として伍していくためにも，その改革推進を訴えてゆく．今回は，学会内
外から上記のことに関する見識を持った方々に御登壇いただき，その理念，制度や教育現場の現実，国や社会への訴えかけなどその実現の手段，などに
ついて御講演後討論いただく．高等学校の共通教科情報科を中心とするが，小学校から高等学校までの情報教育全体について視野に入れた議論を行う． 

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．

13:00-13:05 オープニング 
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13:05-13:30 講演（1）「高校情報教育の現状と課題：学校現場から」
竹中　章勝 （京都光華中学校・高等学校 教諭）

［講演概要］
インターネットの一般利用が急速に普及し始めた 1996 年，中央教育審議会が「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」と題した答申による
高等学校の「情報科」設置の必要性を指摘から，1999 年高等学校指導要領告示・2003 年入学生より全ての高等学校で情報科の授業が実施される等，急
速な経緯を経て 10 年が経過した．この間高校教育現場では全く新しい教科授業を進めるために様々な努力がなされてきた．また教科特性上，日進月歩
の情報技術の進化に対応することが求められる共に，生徒自身がコンピュータの普及や近年ではスマートフォンの爆発的普及によって情報社会という現
実社会への関わりを持つことで「情報モラル教育」も求められてきている．しかし，教員体制問題，情報環境変化と教材・実践内容蓄積の問題，コンピュー
タ環境などの教具の問題等，実際の教育現場から現在の課題を紹介しながら今後の展望について議論したい．

［略歴］
滋賀大学教育学研究科修了．京都光華中学校高等学校教諭，光華女子大学非常勤講師．中学校では「探究的総合学習」，高等学校では「情
報 A」および「情報 C」，社会と情報，学校設定科目「理系情報〜 C 言語および perl によるプログラミング」を担当．大学では情報科
教育法を担当．情報教育実践と共に学内ネットワークの構築・運用，一般教室への電子黒板などの導入による ICT 教育環境デザインの
実践・研究を行っている．著書に「アルゴリズムとプログラム」検定教科書（実教出版・共著）がある．

13:30-13:55 講演（2）「高校情報科の指導体制の現状と教員養成の課題」
小泉　力一 （尚美学園大学 芸術情報学部情報表現学科 教授）

［講演概要］
高校情報科で新しい教科書が使われはじめて早 2 年を迎える．2015 年度は改訂学習指導要領が完全実施される．今回の改訂で学習指導要領の内容につい
てはある程度の改善が行われたが，現場における情報科教員の意識や指導力については様々な課題が残されたままである．現役の情報科教員の多くが，
2000 年から 2002 年に実施された，現職教員対象の認定講習会で免許を取得していて，15 日間という短期間で情報科指導のすべてを身に付けざるを得な
かった．その一方で，大学教職課程で免許取得した生え抜きの情報科教員がほとんど採用されていない．21 世紀を生き抜く子どもたちにとって不可欠で
ある情報活用能力の育成が，情報科教員の課題によって危うい状況にある．待ったなしの難局をどのように乗り越えるべきかについて議論したい．

［略歴］
立教大学理学研究科博士課程単位取得満期退学．都立高校教諭，都総合技術教育センター専門教育主事を経て 2005.4 より現職．中央教
育審議会専門部会委員（2005.8 〜 2009.1）．文部科学省参与（2008.5 〜 2011.3）．文部科学省学習情報官（2011.4 〜 2014.3）．東京都「青
少年問題協議会専門部会」部会長（2012.10 〜 2014.10）．2013.10 より IT 総合戦略本部「新戦略推進専門調査会人材育成分科会」座長代理．
専門は教育工学（情報教育）．日本情報科教育学会理事．日本教育工学協会理事．

13:55-14:20 講演（3）「学会委員会から：情報教育の状況を見ていて」
辰己　丈夫 （放送大学 教養学部情報コース 准教授）

［講演概要］
私は，1999 年に本会初等中等教育委員会に参加してから，現在まで，同委員会，および一般情報処理教育委員会，情報処理教育委員会などの委員を担当
してきた．また，この他に会誌編集委員会，教科書委員会の委員も委嘱されている．本会の，初等中等教育における情報教育に関する関わりについては，
徐々に重要度と，学会としての取り組みの充実を感じてきている．一方で，本会のメンバーにたいしては，さらに情報提供活動をし，現状を理解してい
ただくように努める必要があると思っている．本講演では，本会における情報教育に関する取り組みについて紹介するとともに，私自身が想っている未
来への期待について述べる．

［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，放送大学准教授．また，東京大学，慶應義塾大学，産業技術大学院大学で非常勤講師．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．

14:20-14:45 講演（4）「教科「情報」の現場からの報告〜一教員の独り言〜」
坪内　誠道 （大阪府立柴島高等学校 指導教諭）

［講演概要］
新課程実施に伴い，情報の授業がどう変わったのか．また，私の知る新しい先生方は生徒にどのようなことを教えたいと考えているのかを私の私見で使
えたいと考えています．

［略歴］
もともと大阪府理科の教員，新教科「情報」が設定にあたり「大阪府情報教育研究会」の立ち上げに協力，「大阪府情報教育研究会」の設立当初に大阪
での情報教育の展開について議論，2007 年から大阪府で初めての「情報」指導教諭として教育センターの指導主事と協力し新しく教員になる方の指導助
言を行っている．

14:45-15:30 パネル討論「初等中等情報教育のあるべき姿・問題点・その改善に向けて」
［討論概要］
各講演にひきつづき，初等中等情報教育は本来はどうあるべきなのか，それと大きく異なる現状の問題点，およびなんとかして少しでもそれを改善して
ゆくための方策について，来場者との質疑応答を中心に議論する．この問題について発言なさりたい方や改善の方策についての御考えをお持ちの方はぜ
ひ御来場・御発言をお願いしたい． 

司　　　会 : 和田　勉 （長野大学 企業情報学部 教授）
略歴・写真は「初等中等情報教育のあるべき姿：高校共通教科「情報」を中心に - 次期学習指導要領改訂に向けて」司会紹介を参照 .

パネリスト：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．
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パネリスト： 竹中　章勝 （京都光華中学校・高等学校 教諭）
略歴・写真は講演（1）「高校情報教育の現状と課題：学校現場から」を参照 .

 小泉　力一 （尚美学園大学 芸術情報学部情報表現学科 教授）
略歴・写真は講演（2）「高校情報科の指導体制の現状と教員養成の課題」を参照 .

 辰己　丈夫 （放送大学 教養学部情報コース 准教授）
略歴・写真は講演（3）「学会委員会から：情報教育の状況を見ていて」を参照 .

 坪内　誠道 （大阪府立柴島高等学校 指導教諭）
略歴は講演（4）「教科「情報」の現場からの報告〜一教員の独り言〜」を参照 .

国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を推進する戦略とは？
—J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC 24773 を巡って
3 月 18 日（水）9:30-12:00［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
IT は現代社会を支えるインフラであり，それを担う IT 技術者には高度な能力が求められる．最近，国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を目
的として，ISO/IEC 24773 の改訂や IFIP IP3 による IT 技術者資格の国際的相互承認の取り組みが進んでいる．国内においても，i- コンピテンシ・ディ
クショナリ（CCSF Ver.2）の構築や，情報分野における技術士制度と情報処理技術者試験の連携が行われている．これらを踏まえて，情報処理学会では
CITP（認定情報技術者）制度を開始し，日本技術士会と情報処理学会の連携強化も図っている．本イベントでは，これらの取り組みを踏まえ，情報分野
における高度な IT 人材の育成・評価を推進するための戦略について，大学や産業界（IT ベンダーおよび IT ユーザー），情報処理学会の立場を踏まえて
議論する． 

司会：掛下　哲郎 （佐賀大学 工学系研究科 知能情報システム学専攻 准教授） 
［略歴］
九州大学大学院修了．工学博士．現在，佐賀大学知能情報システム学専攻 准教授．2003 年度より JABEE 活動に受審側・審査側の立
場で参加し，2008 年度より本会の高度 IT 資格制度に取り組んでいる．2013 年度より ISO/IEC JTC1/SC7/WG20 委員として ISO/IEC 
24773 の改訂に参画．データベースおよびソフトウェア工学を専門とする．2012 年度 本会・優秀教育賞受賞．JIP 特選論文表彰．本会・
シニア会員．

9:30-9:45 講演（1）「情報工学部門からの技術士試験制度の改革」
児玉　公信 （株式会社情報システム総研）

［講演概要］
技術士制度は，55 年以上の歴史を持つ文科省所管のエンジニア認定制度である．2001 年に，国際整合するエンジニア資格として大幅に改定され，工学
教育のアクレディテーションから技術士の認定までがその射程に入る．しかし，業務独占の資格でない，技術士制度の認知が不十分，技術士の総数が少
ないなどにより，制度が十分に機能していない．さらに，情報分野においては，10 年後発の情報処理技術者試験の知名度が上回り，大学の JABEE プロ
グラムの継続認定を取りやめる動きも出てきている．優秀な真のエンジニアが尊敬される職業として認識され，工学教育が実りあるものとなるよう，現在，
技術士委員会では，情報処理技術者試験と技術士試験の相互活用に向けて，関係省庁と具体的な調整を行っている．本講演では，この制度改定の目的と
内容，その影響について述べる．

［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アーキテクトとして中心的に
参画．学習院大学非常勤講師．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．

9:45-10:00 講演（2）「i コンピテンシ ディクショナリの概要と活用」
高橋　秀典 （特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 専務理事）

［講演概要］
2002 年 12 月の ITSS 公表から始まったスキル標準の歴史が，2014 年 7 月の「i コンピテンシ ディクショナリ」（iCD）の公表によって集大成を迎えました．
各種 BOK に対応した iCD は，将来においても要になりえる柔軟な構造を持っています．その iCD 策定の背景や考え方，および活用方法について，策定・
活用の両方に長年深く関わってきた立場から，分かり易く解説します．

［略歴］
スキル標準ユーザー協会　専務理事．1993 年に日本オラクル入社．研修ビジネス責任者在任中にオラクルマスター制度を確立させるな
ど活躍．その後，執行役員としてシステム・エンジニアを統括．並行して 2003 年 12 月に ITSS ユーザー協会（現・スキル標準ユーザー
協会）を設立する．2004 年 7 月に日本オラクルを退社し，（株）スキルスタンダード研究所を設立．スキル標準を企業で活用するため
のコンサルティング事業を開始．以後，関西電力，リクルート，ベネッセ，三菱 UFJ 証券，住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫），損
保ジャパンなど大手企業の IT 人材育成・活用支援を多数手がけるとともに，各種スキル標準委員会の委員を歴任するなど，IT 人材育成・
活用分野の第一人者として知られる．2006 年 5 月に IPA 賞人材育成部門受賞．2012 年度経済産業省『産業構造審議会・人材育成 WG』
委員，2013 年 9 月より内閣官房『世界最先端 IT 国家創造宣言・人材育成分科会』委員，著書に『UISS ガイドブック』，『IT エンジニ
アのための ITSS V2 が分かる本』など．
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10:00-10:15 講演（3）「動き出した認定情報技術者制度 CITP」
旭　寛治 （株式会社日立製作所）

［講演概要］
情報処理学会が数年にわたって検討してきた高度 IT 人材を対象とする資格制度が漸く運用開始に漕ぎつけた．資格の名称は「認定情報技術者（CITP）」
である．IT スキル標準のレベル 4 以上の能力を有する上級技術者を CITP として認定する．情報技術者資格に関する国際標準 ISO/IEC 24773 に基づい
て制度設計を行い，IFIP の IP3（情報技術者資格の相互承認プログラム）の下で国際的に通用する資格とすることを目指している．2014 年 11 月から資
格申請の受付を開始し，本年度末までに最初の合格者が決まる．また，企業の社内資格制度が CITP の要件を満たしていることを認定する制度の試行を
実施している．本講演では，これらの取り組みの最新状況を紹介する．

［略歴］
（株）日立製作所オープンソフトウェア本部長，基本ソフトウェア本部長，ストレージソリューション本部長，（株）日立テクニカルコミュ
ニケーションズ代表取締役社長等を歴任．1999 年本会理事，2005 年副会長．IT プロフェッショナル委員会委員長，資格制度運営委員
会委員長，アクレディテーション委員会副委員長．本会フェロー，名誉会員．

10:15-10:30 講演（4）「IT 資格に関する国際動向と人材育成制度の整合化」
掛下　哲郎 （佐賀大学 工学系研究科 知能情報システム学専攻 准教授）

［講演概要］
ISO/IEC JTC1/SC7/WG20 では，ソフトウェア工学分野における資格制度を対象とする比較の枠組みとして策定された国際標準 ISO/IEC 24773:2008 の
改訂を進めている．この改訂では，資格制度の対象分野をシステム工学分野にも拡大するとともに，適合性評価の概念を導入することが議論されている．
これに関連して，IFIP IP3 は ISO/IEC 24773 改訂版に基づく認定団体になるための検討を進めている．EC では e-Skills や e-Competency Framework の
策定が進みつつある．こうした取り組みは資格制度間の相互連携を促進するものだが，同時に，大学等の教育機関における情報教育や企業等の IT 人材
育成制度と人材評価制度の整合化を要請するものでもある．本講演では，こうした国際動向を紹介し，相互の関連や本会の CITP，JABEE，J07 との関
連を含む全体像について解説する．

略歴・写真は「国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を推進する戦略とは？—J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC 
24773 を巡って」司会紹介を参照 .

10:35-12:00 パネル討論「J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC 24773 等の諸活動の連携推進の方策を探る」
［討論概要］
高度 IT 技術者の育成・確保は，内閣による世界最先端 IT 国家創造宣言の目指すところである．そこにつながる取組みには，JABEE による大学での技
術者教育の質保証，その参照対象となる J07 などの情報専門学科カリキュラム標準，その上につながる CCSF や技術士資格・CITP（認定情報技術者制度），
それらの国際的標準化・相互承認に向けての ISO/IEC 24773 や IFIP IP3 の活動などがある．このパネル討論では，これらの取組みを推進している人を
パネリストとして，それらの取組みの連携を推進する方策を議論する．  

司　　　会：筧　捷彦 （早稲田大学）
［略歴］
東京大学工学部計数工学科卒・同大学院修了．同学科助手，立教大学理学部数学科講師・助教授を経て，1986 年から早稲田大学理工学
部教授．本会フェロー，現在情報処理教育委員会委員長．J07 の策定にあった．JABEE では理事・ウル協定対応部会主査を務める．

パネリスト： 児玉　公信 （株式会社情報システム総研）
略歴・写真は講演（1）「情報工学部門からの技術士試験制度の改革」を参照 .

 高橋　秀典 （特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 専務理事）
略歴・写真は講演（2）「i コンピテンシ ディクショナリの概要と活用」を参照 .

 旭　寛治 （株式会社日立製作所）
略歴・写真は講演（3）「動き出した認定情報技術者制度 CITP」を参照 .

 掛下　哲郎 （佐賀大学 工学系研究科 知能情報システム学専攻 准教授）
略歴・写真は「国際的に通用する高度 IT 技術者の育成・評価を推進する戦略とは？—J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC 
24773 を巡って」司会紹介を参照 .

パネリスト：金子　啓一郎 （三菱電機株式会社 人材開発センター ビジネス教室 主席技師長）
［略歴］
慶應義塾大学大学院（機械工学専攻）工学修士．三菱電機（株）にて光学電子機器の開発を担当後，アリゾナ大学 Optical Sciences 
Center に留学，光学設計を学び，修士課程修了．（Master of Science）　帰国後，三菱電機で航空機用センサシステムのプロジェクト
マネジャーとして開発に携わる．2010 年から現所属でコーポレートの人材育成に従事．問題解決・論理思考，グローバル化，プロジェ
クトマネジメントの教育施策を企画・運営．三菱電機技術士会理事．技術士（経営工学部門，機械部門），米国 PMI 認定 PMP （Project 
Management Professional），英検 1 級，工業英検 1 級．

パネリスト：佐渡　一広 （群馬大学 社会情報学部 教授）
［略歴］
1977 年東京工業大学理学部情報科学科卒業．1979 年同大学院修士課程修了．1983 年同大学院博士課程単位取得退学．1983 年群馬大学
工学部助手．1987 年同大学助教授．1993 年同大学社会情報学部助教授．2010 年同大学教授，理学博士．プログラミング言語，教育支援，
電子民主主義等に興味を持つ．アクレディテーション委員会委員長，ACM，IEEE，日本ソフトウエア科学会他会員．
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大学の一般教育における情報教育で何を学ぶのか
3 月 18 日（水）15:20-17:50［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
一般情報教育委員会では全国の大学に対して一般教養教育における情報教育（一般情報教育）の実態調査を 2013 年度に実施した．その結果に基づき新
たな一般情報教育のモデルカリキュラムやルーブリックを策定した．このセッションでは，その報告をすると共に各大学の一般情報教育の取組み事例を
紹介し，一般情報教育の課題とあるべき姿についてパネル討論を行う．

 
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．情報
処理学会情報処理教育委員会委員．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IT Textシリーズ「情
報とネットワーク社会」，「情報と職業」，「情報システム基礎」他．

15:20-15:30 講演（1）「一般情報処理教育のあり方について」
河村　一樹 （東京国際大学 商学部 教授）

［講演概要］
昨年度，一般情報教育委員会の委員の連名で，科研費基盤研究（C）を取得しました．研究課題名は，「大学における一般情報教育モデルの構築に関する研究」
であり，2013 〜 2015 年度の 3 年間の研究期間となっています．研究体制としては，「国内調査」「海外調査」「GEM（General Education Model）構築」
の 3 グループに分割してそれぞれに調査研究を進めています．「国内調査」グループでは，全国の大学に対して一般情報教育の実態調査を行い，現在そ
の結果についての分析を進めています．「海外調査」グループでは，昨年に中国，今年はベトナムへ出向き，学校での情報教育に関する視察調査を実施
しました．それらの調査活動の内容を踏まえた上で，「GEM 構築」グループにおいて，一般情報教育モデルの構築を目指します．GEM モデルでは，一
般情報教育に関するモデルとして，体系的なシラバス，指導法，評価方法，標準教科書，副教材などを提供する予定です．以上に関する概要について報
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．

15:30-16:00 講演（2）「一般情報教育の新たな教育体系」
喜多　一 （京都大学 国際高等教育院 教授）

［講演概要］
一般情報教育委員会では昨年度，各大学の一般情報教育についてのアンケートによる実態調査を行いました．本講演では，この結果などを踏まえて，大
学の一般情報教育がどういう目標をもって行われるべきか，そしてそれを実現するモデルカリキュラムやルーブリックなどの評価基準はどのようなもの
か，素案を示しつつ考えます．また，多くの大学でモデルカリキュラムの実施に当たっての隘路となるものは何か，それを克服するために当学会などが
どのような支援を行うべきかも併せて考えます．

［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．

16:00-16:20 講演（3）「広島大学における一般情報処理教育の取組みと課題」
稲垣　知宏 （広島大学 情報メディア教育研究センター 准教授）

［講演概要］
ICT 技術の発展と情報化社会の進展に合わせ，大学における一般情報処理教育は，常にその教育内容を見直してきた．初等中等教育における情報教育内
容の充実は，新入生の持つ情報処理に関する知識，技能を多様化し，情報教育の高度化をもたらした．また，卒業生に求める情報処理に関する力も徐々
に変化し，特に，情報倫理，情報セキュリティに関する要請が大きくなっており，情報教育の質的な改革が求められてきた．広島大学においても，2006
年問題当時の情報教育カリキュラム改革，及び，2008 年 12 月中央教育審議会答申を受けて進められた広い意味での情報教育改革等，さまざまな取り組
みがなされてきた．ここでは，広島大学において進められた，情報教育の変遷を例に，一般情報処理教育の取り組みについて振り返り，現在，求められ
ている一般情報処理教育の課題について議論する．

［略歴］
1995年広島大学大学院理学研究科博士課程修了．博士（理学）．広島大学総合情報処理センター助手，広島大学総合科学部講師などを経て，
2007 年から現職．広島大学の情報教育改革に取り組んできた．主な研究分野は情報教育，高エネルギー物理学，平和科学など．
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16:20-16:40 講演（4）「一般情報処理教育の取組みと課題」
野崎　剛一 （長崎大学 ICT 基盤センター 教授／情報基盤デザイン部門長）

［講演概要］
長崎大学では，現在，長崎大学 ICT 基盤センターに所属する 6 名（教授 3 名，准教授 2 名，助教 1 名）の専任教員で，すべての学生（夜間主コースを除
く）に対する教養教育の情報科学科目「情報基礎（必修 2 単位）」（一般情報処理科目）を講義担当し，本年度からは，全学生にノート PC を購入・持参
させて講義演習を実施しています．また，ICT 基盤センター専任教員は，2012 年度から開始された全学モジュール科目の「情報社会とコンピューティング」
講義 10 科目を担当しています．これらの取り組みについて，長崎大学の情報センターと情報処理教育環境や組織体制の変遷を振り返りながら報告します．

［略歴］
博士（工学）．1975 年九州大学工学部電気工学科卒業後，長崎大学助手，講師，助教授を経て教授．1986 年〜 1987 年米国テネシー州
立大学客員研究員．現在，長崎大学教授 ICT 基盤センター情報基盤デザイン部門長，国公立大学情報システム研究会（IS 研）会長．

16:50-17:50 パネル討論「一般情報教育のあり方と課題」
［討論概要］
2000 年以降のブロードバンドの普及，2008 年以降のスマートフォンの普及を経て，現在，社会における情報環境は劇的に変化しつつある．このような
状況の中で大学の一般教養教育の中で教えるべき情報教育（一般情報教育）も変化せざるを得ない状況に置かれている．本パネル討論では，一般情報教
育に携わられている４人のパネリストから，現在，実施されている一般情報教育の内容とその課題について生々しいお話をお伺いし，その後，フロアを
交えて，今後の一般情報教育のあるべき姿を展望したいと考えている．
 

司　　　会：山川　修 （福井県立大学 学術教養センター 教授）
［略歴］
1985 年名古屋大学理学研究科博士後期課程物理学専攻修了（理学博士）．高エネルギー物理学研究所客員研究員，日本ビジネスオート
メーション（現東芝情報システム）研究開発室，福井県立短期大学助教授を経て，現在，福井県立大学学術教養センター教授．著書：「情
報リテラシー 第３版」森北出版 2013（共著），「情報とネットワーク社会」オーム社 2011（共著）ほか．情報処理学会，教育システム
情報学会，日本教育工学会，日本物理学会各会員．

パネリスト：北上　始 （広島市立大学 大学院情報科学研究科 教授）
［略歴］
1976 年東北大学工学研究科電子工学専攻博士前期課程修了，富士通，富士通研究所研究員，新世代コンピュータ技術開発機構（ICOT）
主任研究員，国立遺伝学研究所客員助教授などを経て，1994 年より広島市立大学情報科学部教授，博士（工学）．情報処理学会（シニア会員，
一般情報教育委員会委員，論文誌「数理モデルと応用」編集委員），日本工学教育協会，日本データベース学会（論文誌編集委員），人
工知能学会（評議員），ACM，IEEE 各会員．編集「一般教育の情報」（あいり出版），著書「情報とネットワーク社会」（オーム社），「デー
タベースと知識発見」（コロナ社），「ビッグデータ時代のゲノミクス情報処理」（コロナ社）ほか． 

パネリスト：中西　通雄 （大阪工業大学 情報科学部コンピュータ科学科 教授）
［略歴］
1978 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業，1980 年同博士前期課程修了，三菱電機入社．1990 年大阪大学助手，情報処理教育センター
助教授を経て，2002 年より現職．大阪大学および放送大学非常勤講師．博士（工学）．情報科学，情報倫理および技術者倫理を中心す
る教育研究のほか，情報倫理ビデオの作成，NII 情報セキュリティポリシー推進部会，私情教情報教育委員会等に参加．電子情報通信学会，
教育システム情報学会等会員．

パネリスト：佐々木　整 （拓殖大学 工学部 教授）
［略歴］
1991 年拓殖大・工・情報卒．1993 年同大大学院修士課程了．1995 年同大工学部助手．現在同学部教授．博士（工学）．専門は教育工学．
ICT の教育利用に関する研究に従事．2001 年日本教育工学会研究奨励賞．IEEE Education Society Japan Chapter chair，一般情報教
育委員会幹事，日本教育工学会編集委員など．

パネリスト：布施　泉 （北海道大学 情報基盤センター メディア教育研究部門 教授）
［略歴］
北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了，博士（理学）．北海道大学情報処理教育センター助手，情報基盤センター助手，助教
授等を経て，2010 年から教授．情報教育や教育の情報化・オープン化に関する研究に従事し，情報倫理ビデオ教材の開発にも寄与する．
現在，北海道大学の一般情報教育である情報学 I/II の科目責任者．1 学生約 2600 名が対象の必修授業にて，各年約 50 名の TA を指揮し，
情報教育を少人数教育で推進している．
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「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（1）
3 月 19 日（木）9:30-12:00［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
次世代 e ラーニングの姿を捉えるため，現状を分析し，今後の進展の可能性を議論する．前半のシンポジウムは，この分野に数多くの先駆的な実績を持
つ専門家による 3 件の講演をお願いする．まず，日本で展開する JMOOC を取り上げる．先行する欧米・アジアの実状を見極めながら，産学での協働事
業を前提とする日本での期待と進め方に注目する．優れた授業コンテンツが公開され，これらが高等教育における専門導入科目・教養科目・語学などの
基盤教育科目はもちろん，社会人教育・生涯教育などに利用される可能性を考慮しながら，今後の動向を探る．また，ICT 利用による情報処理教育と英
語教育を取り上げ，それぞれの専門家による教育理念と高等教育における学習のあり方を議論する．長年，カリキュラム策定や教材開発に取り組んでこ
られた経験を持つ 2 人の専門家から，将来を展望する．ICT は大学教育の陳腐化を防ぎ，学習のスタイルを変える可能性を秘めていると思われる．特に，
興味・経験・達成レベルなどそれぞれ異なる個性を持つ学生の学習に対し，ICT は何をどうやってできるかを議論することも大切な目的の一つである．

 
司会：平澤　茂一 （早稲田大学 名誉教授） 

［略歴］
1961 年早稲田大学第一理工学部数学科卒業，1963 年同学部電気通信学科卒業．同年三菱電機（株）入社，中央研究所所属．1975 年工
学博士（大阪大学）．1981 年早稲田大学教授，理工学部工業経営学科（現経営システム工学科）所属．2009 年早稲田大学名誉教授，同
年早稲田大学理工学術院総合研究所研究員，現在に至る．情報理論・符号理論などに関する研究に従事．IEEE ライフフェロー，電子
情報通信学会フェロー．

9:30-10:20 講演（1）「JMOOC のインパクトと今後の動向」
白井　克彦 （放送大学学園 理事長／ JMOOC 理事長）

［講演概要］
米国をはじめ，ヨーロッパそしてアジアでも MOOC という活動が起って，急速に広まりつつある．MOOC の内容は徐々に多様なものになってきているが，
話題となったのは，米国の有名大学の人気教授の授業であった．わが国からも東京大学が既に講義を公開し，世界中で相当数の受講者を得た．日本でも
JMOOC が一年前に開始された．MOOC は高等教育にどのような影響を与えるのかは，まだ未知数である．秀れた授業コンテンツが公開され，無料で利
用できるのであるから，個人的に学習できることはもちろん，大学においても，教材として様々に利用されることになるであろう．さらに，このような
知の公開がグローバル社会の文化基盤へと成長していくことは，将来の大きな期待である．

［略歴］
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程単位取得満期退学．工学博士．早稲田大学教務部長，国際交流センター所長，常任理
事等を歴任し，2002 年〜 2010 年早稲田大学第 15 代総長．現在，同学事顧問．2011 年 4 月より放送大学学園理事長．2013 年 11 月
JMOOC 理事長に就任．文部科学省中央教育審議会大学分科会委員，日本私立大学連盟顧問等，多数の要職を兼務．専門は知能情報学．

10:20-11:10 講演（2）「ICT を用いた情報処理技術者教育の現状と展望」
神沼　靖子 （情報処理学会 フェロー）

［講演概要］
情報技術系のモデルカリキュラムが目指しているスキルの向上と知識獲得に関連して，大学教育の質保証の問題とアウトカムズ評価に注目する．ここで
は．実践的教育による学習者のモチベーションの向上，モノ創りにおけるｅラーニングのデザイン，ICT 利活用と学習者のコンピテンシー評価などの現
状に触れる．さらに学習者と教育者の思いの共有を重視しながら，産学連携による情報処理技術者の育成について展望する．

［略歴］
日本鋼管，横浜国大，埼玉大，帝京技科大を経て前橋工科大教授を 2003 年 3 月に定年退職．以後，教育・人材育成に関するプロジェ
クト等に参加し，情報処理技術者の質保証の問題に取り組み今日に至る．学術博士．専門は情報システム学．情報処理学会フェロー．

11:10-12:00 講演（3）「e-Learning による英語教育の可能性と将来の予測」
中野　美知子 （早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授）

［講演概要］
文科省は 2013 年 12 月に「グローバル化に対応した英語改革実施計画」を発表した．この実施計画によれば，2016 年より逐次，英語教育の実践レベルは
欧州共同体の教育庁が 2001 年に発表した言語教育のための共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages: CEFR）へと移行
されることになる．CEFR は今現在でも国際基準であり，TOEFL, TOEIC，PTE: Academic など有名な外部試験は CEFR との対応関係を検証するため
の実験研究をすでに完了している．CEFR では，英語の熟達度を 3 レベルにまず規定し（A:Basic User; B: Independent User; C: Proficient User）, 各レ
ベルを更に 2 分割し，合計 6 レベルとなっている．現行の指導要領では，中学校は A1，高等学校は A2 である．我々が注意すべきは，文科省は英語の熟
達度を一気に改善しようとしている点にある．現在，大学入試センター試験の問題は A2 レベルであるが，これが一気に B2 に格上げされることが予測
される．即ち，新たな指導要領では，中学校が A1，A2 を目指し，高校が B1，B2，大学が C1，C2 レベルを目指して学習していくことになる．この様
な急速な変化を実装するためには，ICT 活用，MOOC の導入が必須となろう．この様な点を踏まえて，e-Learning の活用方法を提案する．

［略歴］
Co-Chair, Asian Conference on Education, Co-Chair, Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, CSLI, Stanford University, 1996 〜
1997, 研修 Centre for Cognitive Science と Dept. of Theoretical and Applied Linguistics, Edinburgh University, 1984 〜 1986 研修．早
稲田大学・教育総合科学学術院・教授，大学総合研究所・副所長．
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「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（2）
〜新たな ICT 活用による学びの変革〜
3 月 19 日（木）14:40-17:10［第 6 イベント会場（吉田南総合館 2F 共北 28）］

［セッション概要］
次世代 e ラーニングの姿を見渡すために，ICT イノベーションの新動向を探求し，今後，学び方や教育指導のあり方がどのように変化していくのかにつ
いて議論する．後半のシンポジウムでは，クラウドコンピューティングやモバイルデバイスの活用による学習に携わる実務者の他に，日頃大学の教育活
動全般にわたる学生の大規模な学習履歴情報の解析技術と学生指導への活用方法，e ラーニングコンテンツの閲覧ログから学習状況を分析するアプリケー
ションソフトの開発事例，学習活動のリアルな観測による理解状況や取り組み状況を推定するための学習者行動モデルの研究開発，ビジネス・ビックデー
タ・アナリシス技術の教育活動への利用可能性などの話題を取り上げ，「新たな ICT 活用による学びの変革」の展望について議論する．

 
司会：玉木　欽也 （青山学院大学 経営学部 教授） 

［略歴］
1983 月早稲田大学理工学研究科修士課程修了．1989 年早稲田大学理工学研究科博士後期課程単位取得（工学博士，早稲田大学）．早稲
田大学理工学部工業経営学科助手（1986 年 4 月〜 1989 年 3 月）．青山学院大学経営学部専任講師（1992 年 4 月〜 1993 年 3 月）．青山
学院大学経営学部助教授（1993 年 4 月〜 1997 年 3 月）．現在は青山学院大学 経営学部教授，青山学院大学 ヒューマン・イノベーショ
ン研究センター 所長．主な研究領域として事業創造戦略，グロ—バル製品戦略，ソーシャルコミュニティデザインがある．

14:40-14:50 オープニング 

14:50-15:10 講演（1）「クラウドコンピューティング環境とモバイル学習」
近藤　知子 （ソフトバンクテレコム株式会社 ICT イノベーション本部 担当部長）

［講演概要］
企業での利用から始まったクラウドサービスは，学習の場においてもその学習スタイルを大きく変化させるファクターの 1 つとなっている．学習するた
めのインフラ環境としてのサーバ環境・ユーザ環境クラウド，協働学習を活性化させるコミュニケーションクラウド，人と人をつないでいくソーシャル
ネットワーク，ビックデータのベースとなるデータクラウドと様々な切り口でのサンプリングを実現する分析クラウド等を，多種多様なモバイルデバイ
スを使って，リアルな教室という空間を超えて，利用することより，新たな学習効果を体験することができる．クラウドをどのように利用すれば，今ま
でとは異なる新たな学習のチャネルを開けるかということについて共有させていただきたい．

［略歴］
日本デジタルイクイップメント（株）社（以下略称 DEC）を経て，現在ソフトバンクテレコム（株）営業・事業統括 クラウドサービ
ス本部クラウドサービス統括部 Google エンジニアリングに部属．DEC ではインストラクショナルデザインから各企業のオリジナル研
修開発，コンサルティング等 ICT 教育全般に携わる．ソフトバンクテレコムでは，営業・事業統括 クラウドサービス本部クラウドサー
ビス統括部 Google エンジニアリング部に所属．クラウドサービス（ホワイトクラウド）の立ち上げプロジェクトに従事，同社の SaaS，
DaaS，IaaS 等の各種クラウドサービスのモデリングを行なった後，現在は，ワークスタイルの変革・コミュニケーションの活性化・ナレッ
ジデータベースの共有という観点で企業クラウド導入を促進．

15:10-15:30 講演（2）「大規模データ分析技術によるラーニングアナリティクス」
小林　学 （湘南工科大学 工学部 教授）

［講演概要］
学務情報システムや e ポートフォリオ，LMS など大学教育における情報のディジタル化や，e ラーニングにおけるタブレット端末やスマートフォンなど
モバイルデバイスの活用が急速に広がっている．このような ICT の普及により学生の個人属性や履修・成績情報，学習履歴情報をディジタル的に取得す
ることが容易となりつつある．しかしこのような大規模データを個々の学生ごとにきめ細かく人手で解析することは難しい．従ってこれらを解析するた
めには機械学習やパターン認識などの技術を用いることが有望である．本講演ではこれらの大規模データを個々の学生指導へフィードバックするために，
クラスタリングや予測・分類といったパターン認識技術によるいくつかの具体的な解析を行い，その有用性について考察を行う．

［略歴］
1996 年早稲田大学大学院機械工学専攻経営システム工学専門分野修了．2000 年同大学院博士後期課程修了．1998 年早稲田大学理工学
部助手．2002 年湘南工科大学情報工学科講師を経て 2014 年より同大学教授，現在に至る．現在は機械学習やパターン認識，情報理論，
符号理論，フォールトトレラントシステムなどの研究に従事．

15:30-15:50 講演（3）「e ラーニングにおけるアプリケーションソフトの開発」
佐藤　一裕 （アドソル日進株式会社 先端 IT 技術部 部長）

［講演概要］
自由な学習端末（PC，タブレット，スマートフォンなど）にも固定型で対応しながら，動画，写真，スライド，音声，練習問題などのコンテンツを埋め
込める，また，学習者がどこまで進んだか，問題を解くためにどのページを何秒見たか，どこで学習しているかなどの詳細な閲覧ログの取得から，学習
状況を分析し，e ラーニングコンテンツ内容のフィードバックまでを可能にしたアプリケーションソフトの開発事例を報告する．

［略歴］
1980 年東京都立工科短期大学卒業．1980 年日進ソフトウエア（株）入社．現在に至る．オープンソースを活用した先端技術に関する
研究に幅広く従事．2013 年より早稲田大学理工学研究所特別研究「次世代 e-learning に関する研究」に参加．先端 IT 活用推進コンソー
シアム 理事．早稲田大学理工学研究所 嘱託研究員．
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15:50-16:10 講演（4）「コンテキストアウェアネスによる学習者行動モデル」
中澤　真 （会津大学 短期大学部 准教授）

［講演概要］
ICT を活用した授業において，学習者は教材の閲覧からテスト，ノートテイキング，コミュニケーションに至るまですべての学習活動を e ラーニングシ
ステム上で行えるようになりつつある．これらの学習活動の履歴や学習環境に関する多様なコンテキストは，学習者の置かれた状況を正確に把握して一
人ひとりに適した学習支援や，指導に必要な情報を教員へとフィードバックすることを可能にする．本講演ではシステム上に蓄積されたコンテキストを
利用して，学習者の理解状況や取り組み状況を推定するための学習者行動モデルとその可能性について報告する．

［略歴］
1994 年早稲田大学大学院博士課程単位取得満期退学．早稲田大学情報科学教育研究センター助手などを経て，2003 年会津大学短期大
学部産業情報学科助教授．2005 年会津大学短期大学部コンピュータセンター長兼任．早稲田大学理工学研究所「次世代 e-learning」特
別研究部会メンバー．知識情報処理，e ラーニングシステムの研究に従事．

16:10-16:30 講演（5）「ビジネスアナリティクス手法の大学教育への適用可能性」
後藤　正幸 （早稲田大学 理工学術院 創造理工学部経営システム工学科 教授）

［講演概要］
近年，企業活動のあらゆるプロセスで様々なデータが蓄積されるようになり，それらの有効活用が求められている．そのための技法として，パターン認
識や機械学習といった手法が適用され始めており，ビジネスアナリティクス手法として応用が広がっている．高等教育の分野においても，LMS などの情
報システムの援用のもと，学生の学習履歴情報が蓄積できるようになっており，様々な活用が期待されている．本講演では，ビジネスアナリティクス事
例を紹介すると共に，高等教育の現場において，同様の分析技術が有用となり得るか否かについて考察を行う予定である．

［略歴］
1994 年武蔵工業大学大学院経営工学専攻修了．1997 年早稲田大学理工学部助手，2000 年東京大学大学院工学系研究科助手を経て，
2002 年武蔵工業大学環境情報学部助教授．2008 年 9 月より早稲田大学理工学術院創造理工学部経営システム工学科准教授．2011 年よ
り同教授．現在は，大規模データの分析手法や統計モデル，漸近的分析を用いた情報推薦手法，テキストデータの分析手法などの理論
解析に取り組む一方，外部企業との共同研究により，様々なデータ解析に基づく経営支援などの研究に従事．

16:30-17:10 パネル討論「新たな ICT 活用による学びの変革」
［討論概要］
クラウドコンピューティングやモバイルデバイスの活用による学習に携わる実務者の他に，日頃大学の教育活動全般わたる学生の大規模な学習履歴情報
の解析技術と学生指導への活用方法，e ラーニングコンテンツの閲覧ログから学習状況を分析するアプリケーションソフトの開発事例，学習活動のリア
ルな観測による理解状況や取り組み状況を推定するための学習者行動モデルの研究開発，ビジネス・ビックデータ・アナリシス技術の教育活動への利用
可能性などの話題を取り上げ，「新たな ICT 活用による学びの変革」の展望について議論する．
 
司　　　会 : 玉木　欽也 （青山学院大学 経営学部 教授）

略歴・写真は「「次世代 e ラーニング研究」シンポジウム（2）〜新たな ICT 活用による学びの変革〜」司会紹介を参照 .

パネリスト： 近藤　知子 （ソフトバンクテレコム株式会社 ICT イノベーション本部 担当部長）
略歴・写真は講演（1）「クラウドコンピューティング環境とモバイル学習」を参照 .

 小林　学 （湘南工科大学 工学部 教授）
略歴・写真は講演（2）「大規模データ分析技術によるラーニングアナリティクス」を参照 .

 佐藤　一裕 （アドソル日進株式会社 先端 IT 技術部 部長）
略歴・写真は講演（3）「e ラーニングにおけるアプリケーションソフトの開発」を参照 .

 中澤　真 （会津大学 短期大学部 准教授）
略歴・写真は講演（4）「コンテキストアウェアネスによる学習者行動モデル」を参照 .

 後藤　正幸 （早稲田大学 理工学術院 創造理工学部経営システム工学科 教授）
略歴・写真は講演（5）「ビジネスアナリティクス手法の大学教育への適用可能性」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	 （コンピュータシステム）

一般セッション［1A会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 分散並列化	 座長　森　眞一郎（福井大）

 1 気候変動予測における全球規模トレンド分析の OpenMP による並列化
に関する検討

○山本昭夫（東大），喜連川優（NII ／東大）
 2 全球大気モデル NICAM への結合ソフトウェアの適用と性能評価

○荒川　隆，井上孝洋（JAMSTEC），八代　尚（理研），
久保川陽呂鎮，佐藤正樹（東大）

 3 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA のデータ共有を念頭においた GRID 環
境のテスト

○佐々木幸次，高橋弘毅（長岡技科大），大原謙一（新潟大），
伊藤洋介（東大），神田展行（阪市大）

 4 分散データリポジトリ Raptor の実装と評価
○水野　拓，古谷文弥，田胡和哉（東京工科大）

 5 （講演取消）

一般セッション［2A会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 システムソフトウェア	 座長　芝　公仁（龍谷大）

 1 Unix シェルスクリプトによる企業システム構築
○中村和敬，當仲寛哲（USP 研）

 2 仮想計算機間におけるライブラリ重複に注目したホスト計算機資源の
縮小化の検討

○中尾司ピエール，坂下善彦，大谷　真（湘南工科大）
 3 2 段仮想化構成のマルチコア性能改善と評価

○服部直也，今田貴之，森木俊臣（日立）
 4 組込み Linux における障害対処機能の実現方式検討

○堀井圭祐，飯田博之，落合真一（三菱）
 5 組込み機器向け複数 OS 同時実行におけるメモリ保護の一検討

○高橋由梨香，東山知彦，出原章雄，落合真一（三菱）

一般セッション［3A会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 FPGA応用と組込み技術	 座長　五島　正裕（NII）

 1 （講演取消）
 2 FPGA 用ソフトプロセッサ向け自動最適化コンフィグレータ

○宮内哲夫，田中清史（北陸先端大）
 3 Ultra High-speed FPGA Accelerator for Sorting Application

○小林諒平，吉瀬謙二（東工大）
 4 マルチタスク可能なパイプライン処理型動的再構成回路の資源管理部

の設計
○小椋清孝，黒田光紀，山本哲哉，森下賢幸，伊藤信之（岡山県大）

 5 組込みシステムにおけるフラッシュメモリのアクセス性能評価
○井邊研吾，落合真一（三菱）

学生セッション［1J 会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 高性能計算	 座長　櫻井　隆雄（日立）

 1 Hierarchical Diagonal Blocking を用いた疎行列ベクトル積の特性評価
○花上直樹，佐々木信一，菱沼利彰，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）

 2 標本点逐次追加型実行時自動チューニング機構への複数パラメータ同
時推定機能の実装と評価

○入江　純，村田　陸，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大），
片桐孝洋（東大）

 3 トーラス / メッシュ環境のプロセスランクマッピングによる通信性能
評価

○根本貴大，熊谷洋佑，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）
 4 Xevolver を用いた GMP コードへの自動変換機能の実装

○丸地　賢，佐々木信一，菱沼利彰，藤井昭宏，
田中輝雄（工学院大），平澤将一（東北大）

 5 行列和計算最適化による Strassen 法の高速化
○坂本真貴人，藤井昭宏，小西克巳，田中輝雄（工学院大）

 6 （講演取消）
 7 ボリュームレンダリングを高速化するための in-place 回転による

キャッシュヒット率の向上
○御前雄嗣，伊野文彦，萩原兼一（阪大）

学生セッション［2J 会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 並列処理	 座長　黒田　久泰（愛媛大）

 1 ハイブリッド並列による Chebychev 基底共役勾配法の性能評価
○野村直也，熊谷洋佑，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）

 2 共有メモリ環境における Matrix Powers Kernel の評価
○黒田勝汰，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）

 3 生体シミュレーションサービス Flint K3 における高性能計算に向けて
○永井美穂，置田真生（阪大），安部武志，浅井義之，
北野宏明（沖縄科学技術大学院大），萩原兼一（阪大）

 4 動的負荷分散を用いた階層型行列生成の並列化
○棟形克己，平石　拓（京大），伊田明弘（京大／ JST），

岩下武史（北大／ JST），中島　浩（京大）
 5 非対称マルチプロセッシングシステムにおける効率的なリアルタイム

OS 間同期 RPC
○新谷正太郎（東大），

矢代武嗣（YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所），
坂村　健（東大）

 6 密結合マルチプロセッサ環境において PREM タスク実行モデルで動作
するマルチタスクソフトウェアの性能検証手法

○中村貴史，中田明夫（広島市大）
 7 無線通信を利用した Android クラスタ計算機の検討

○高　和真，小柳　滋（立命館大）
 8 クラスタリングを用いた並列コンピュータネットワークトラフィック

特徴抽出の提案
○菅生伸也（東京工科大），矢崎俊志（電通大），石畑宏明（東京工科大）

学生セッション［3J 会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 演算加速機構	 座長　横川　三津夫（神戸大）

 1 GPU による多次元クラスタリングの高速化
○白田拓馬，小柳　滋（立命館大）

 2 ストリームを用いたメモリ分割による GPU アプリケーションの条件
分岐の低減

○大木吉健（国際基督教大）
 3 CUDA による AES 暗号処理についての考察

○菊池丞太，山口実靖（工学院大）
 4 GPGPU を用いた Spark によるグラフ並列処理方法の提案と評価

○稲本裕貴，青山幹雄（南山大）
 5 高位合成によるブロック LU 分解のハードウェア化

○前田康平，瀬戸謙修（東京都市大）
 6 GPU を用いた格子ボルツマン法のループ展開を利用したメモリアクセ

スの局所性向上による高速化
○鈴木宏明，富永浩文，佐藤一馬，中村あすか，前川仁孝（千葉工大）

 7 GPGPU による電位・電界シミュレーションの並列化
○松原　翼，長尾栄作，上嶋　明，尾崎　亮，小畑正貴（岡山理大）

 8 PC クラスタにおける InfiniBand を用いたハイブリッド並列処理法の
提案

○諸角義志，津田伸生（金沢工大）

学生セッション［4J 会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 プロセッサ・アーキテクチャ	 座長　大津　金光（宇都宮大）

 1 回路素子の静的解析を用いた二相化アルゴリズムの改良
○酒井一憲，津坂章仁，神保　潮（東大），五島正裕（NII），

坂井修一（東大）
 2 頻出ビット列の圧縮によるキャッシュメモリのデータ利用効率の向上

○落合裕也，小林良太郎（豊橋技科大），嶋田　創（名大）
 3 アレイプロセッサによる時空間連続動的計画法の高速化

○佐賀美直人，宮崎敏明（会津大）
 4 VLIW プロセッサの電力制約を考慮した分割型の命令スケジューリング

○和泉直孝，吉田紀彦，松本倫子（埼玉大）
 5 テストランの履歴を用いた分岐予測

○大橋　輝，孟　　林，小柳　滋（立命館大）
 6 細粒度なヘテロジニアスクラスタコアによる消費電力削減の提案

○金子郁未，小林良太郎（豊橋技科大），嶋田　創（名大）
 7 System Software Of A Future Computer System With Mesh Interconnect

○味曽野智礼，吉瀬謙二（東工大）
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 8 確率モデルに基づく相互結合網のルーティング性能評価法の検討
○杉岡純平，三浦康之，深瀬尚久（湘南工科大）

学生セッション［5J 会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 センサ応用と組込み制御	 座長　高瀬　英希（京大）

 1 太陽光発電による電源で動作するセンサ制御システムの評価
○重住禎彦，松崎隆哲（近畿大）

 2 センサを用いた走行パターン解析による自転車事故防止システムの提案
○山﨑和人，宮澤雄介，平山雅之（日大）

 3 逆合成法による画像安定化処理のジャイロ・加速度センサを用いた効
率化

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

 4 （講演取消）
 5 スマートフォンとロボットを利用した治療促進インターフェイスの提案

○宮入崇誠，中山　悟，高松みどり，長澤純人，菅谷みどり（芝浦工大）
 6 空撮ロボットのバッテリー使用量にもとづく実行時間推定手法の提案

○東　拓磨，中野美由紀，菅谷みどり（芝浦工大）
 7 （講演取消）
 8 見守りロボットの省電力化の検討

○長峰貴矩（芝浦工大），松原　豊（名大），菅谷みどり（芝浦工大）
 9 ロボットのクラウド化におけるリアルタイム処理の検討

○柳田将希，中野美由紀，菅谷みどり（芝浦工大）

学生セッション［6J 会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 高位合成と並列処理系	 座長　青木　秀貴（日立）

 1 モバイル Android クラスタにおける動的負荷分散のためのチェックポ
インティング処理の実現

○荒井裕介，澤田祐樹，大津金光，横田隆史，大川　猛（宇都宮大）
 2 動的なノード数変更に対応した MPI 並列処理のための負荷分散手法の

提案
○澤田祐樹，荒井裕介，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）

 3 Valgrind ベース自動並列処理系におけるループの実行時オーバヘッド
削減

○小渕裕之，三浦　崇，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
 4 Valgrind における並列化された中間表現の簡易評価環境の提案

○三浦　崇，小渕裕之，大津金光，大川　猛，横田隆史（宇都宮大）
 5 シングルポート循環バッファを用いたスカラリプレイス

○平尾誠治，瀬戸謙修（東京都市大）
 6 ループタイリング後のスカラリプレイスを可能にするコード変換技術

○永澤圭祐，瀬戸謙修（東京都市大）
 7 複雑な添え字を持つ配列アクセス向けスカラリプレイス技術

○外山知人，瀬戸研修（東京都市大）

学生セッション［1K会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 クラウドコンピューティング	 座長　小沢　健史（NTT）

 1 マルチクラウド基盤上のアプリケーション構築自動化アーキテクチャ
の提案と評価

○岡田幸大，青山幹雄（南山大）
 2 ChefScript: 運用ワークフロー記述を可能とする構成管理記述言語

○青山真也，廣津登志夫（法大）
 3 Hadoop MapReduce における Reduce タスクの振り分けの最適化

○中塚大揮，廣津登志夫（法大）
 4 マルチラック環境における HDFS の効率的なレプリカ再配置手法の提案

○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）

 5 OpenFlow のネットワーク管理と連携するルーティング制御手法
○市江穂乃香，橋本直樹，廣津登志夫（法大）

 6 ネットワーク機器設定における検証を支援するための仮想ネットワー
クテストベッドの実装

○彭　聖元，横山輝明（神戸情報大）
 7 組み込み・クラウド・スマートフォンを連携させた農産物無人販売シ

ステム (UAPS) の開発
○徳増　匠，大谷　真，太田和悠介（湘南工科大）

 8 可視光通信を用いた省電力照明システム - 教室での運用実験 -
○星合拓馬，堀　弘昂，星野聖仁，松林勝志（東京高専）

 9 Android アプリケーションのための動作解析システム
○村井明弘，芝　公仁，岡田至弘（龍谷大）

学生セッション［2K会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 仮想化技術	 座長　山田　浩史（農工大）

 1 仮想計算機モニタとゲスト OS の協調による CPU 資源割付け方式
○福島滉章，大月勇人，瀧本栄二，毛利公一（立命館大）

 2 協調型仮想計算機モニタのためのシリアル接続を用いた OS 間通信
○武藤　寛，杉野栄二，瀬川典久，澤本　潤（岩手県大），

新城　靖（筑波大）
 3 仮想化環境下における上位キャッシュのページ破棄を考慮した下位

キャッシュ管理に関する一考察
○杉本洋輝，山口実靖（工学院大）

 4 仮想化環境におけるデータ再配置による動作 HDD 数制御による省電
力に関する一考察

○若色　匠，谷貝俊輔，山口実靖（工学院大）
 5 複数 VM 環境における KVS 性能の向上に関する一考察

○徳田大輝，御代川翔平，山口実靖（工学院大）
 6 ヘテロジニアスなサーバ計算機環境におけるアプリケーションの特徴

に基づいた仮想マシン再配置手法
○藤井　淳（電通大），和田康孝（早大），近藤正章（東大），

本多弘樹（電通大）
 7 CloudStack のための資源貸し出し管理基盤の設計と実装

○望月　謙，廣津登志夫（法大）
 8 Linux コンテナ稼働環境のための斬新な資源管理

○奥村開里，吉瀬謙二（東工大）

学生セッション［3K会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 FPGAとアクセラレータ	 座長　嶋田　創（名大）

 1 FPGA 実験ボードを用いた A/D･D/A 変換時に生じる信号歪みに関す
る研究

○杉本尚之，松崎隆哲（近畿大）
 2 FPGA 上でのデュアルパイプラインを用いた BLOB 検出

○野尻直人，孟　　林，山崎勝弘（立命館大）
 3 手軽な外付け FPGA アクセラレータによるソーティングの高速化

○臼井琢真，吉瀬謙二（東工大）
 4 DRAM リソースに着目したメニーコアソフトプロセッサの性能チュー

ニング
○森　　悠，吉瀬謙二（東工大）

 5 A Novel Time-Division Multiplexing Approach for Emulating NoC 
Architectures on FPGAs

○ Thiem Van Chu，吉瀬謙二（東工大）
 6 ロボット応用のための ROS 準拠 FPGA 画像処理コンポーネントの基

礎設計
○山科和史，大川　猛，大津金光，横田隆史（宇都宮大）

 7 3 種の FPGA ボードを用いたスケーラブルな計算機システム
○松田裕貴，吉瀬謙二（東工大）

 8 PC-FPGA 複合クラスタによる HD 動画像の変換 -PC1 台・FPGA1 台構
成におけるラプラシアンフィルタ -

○武吉達哉，尾崎　亮，上嶋　明，小畑正貴（岡山理大）
 9 Linux の動く FPGA システムを 3 倍速くする試み

○小川愛理，吉瀬謙二（東工大）

第 1分冊	 （ソフトウェア科学・工学）

一般セッション［4A会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 開発プロセス	 座長　野田　夏子（芝浦工大）

 1 オーディオビジュアルシステム開発における XDDP 導入に向けた取り
組み

○柴崎登紀子，渡邉亮一，尾崎安彦，玉田隆史（三菱）
 2 既存開発チームに対してチケット管理システムを導入するためのアプ

ローチ
○塚本良太，徳本修一，原田雅史，田村孝之（三菱）
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 3 ソフトウェア開発標準プロセスのテーラリングの管理における一考察
○葭谷　努（TIS）

 4 因果推論に基づく開発プロセス評価に関する考察
○夏目珠規子，野々村琢人，艸薙　匠（東芝），

小島昌一（東芝ソフトウェア・コンサルティング），
藤田和也（東芝トレーディング）

 5 ソフトウェアセキュリティ知識ベースを活用したセキュアなソフト
ウェア開発事例ベースの提案

○櫨山淳雄，齋藤大仁（東京学芸大），吉岡信和（NII），小橋孝紀，
鷲崎弘宜（早大），海谷治彦（神奈川大），

大久保隆夫（情報セキュリティ大）
 6 社会インフラシステムにおける稼働情報を用いた障害原因調査ツール

の提案
○山形知行，益子英昭，武澤隆之，入江直彦（日立）

一般セッション［5A会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 テスト	 座長　松浦　佐江子（芝浦工大）

 1 プレース／トランジションネットに基づくソフトウェアネガティブテ
ストのフレームワークの提案

○高木智彦（香川大）
 2 ソフトウェア品質向上を目指す高カバレッジ単体テスト設計支援ツー

ルの改良
○斎藤正己，鎌田典彦（NEC 通信システム）

 3 ユースケーステスト技法に基づく経路抽出手法の提案
○張　暁晶，丹野治門（NTT）

 4 モデルベーステストに基づくテスト実行スクリプト生成手法の提案
○丹野治門，張　暁晶（NTT）

 5 （講演取消）
 6 データ I/O パターンに着目したテスト分析手法の提案

○湯本　剛（筑波大），松尾谷徹（デバッグ工学研究所），
津田和彦（筑波大）

 7 ビジネスルールエンジンによる自動生成プログラムの単体テスト効率
化に対する提案

○小野裕美，小池賢一，大松史生（三菱）

一般セッション［6A会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 アルゴリズム（3）	 座長　上原　隆平（北陸先端大）

 1 列の完成を目的とするソリティアに関するひとつの仮説
○新谷敏朗（福山大）

 2 Magic Graph の代数的考察
○杉山雅英（会津大）

 3 最大充足可能性問題の疎な例題に対する厳密アルゴリズムの改良
○酒井隆行，玉置　卓（京大）

 4 （講演取消）
 5 未知領域探索のための自律ロボットの効率的な移動経路決定法

○辻村泰寛，山地秀美（日本工大）
 6 ナーススケジューリング問題の現状と展望

○鈴木邦成，村山要司，若林敬造（日大）

一般セッション［1B会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（1）	 座長　吉田　哲也（奈良女子大）

 1 離散一般化ベータ分布を仮定した研究分野マッピングの導出
○蔵川　圭，孫　　媛（NII）

 2 （講演取消）
 3 （講演取消）
 4 EC サイトの商品特性を考慮した 2 次元確率表による購買予測

○高野祐一（専修大），西村直樹，すけ川矩義（東工大），
岩永二郎（NTT データ数理システム），水野眞治（東工大）

 5 産業連関表・ネットワークダイナミックス・粗視化
○田村　肇（筑波大）

 6 モンテカルロ法を用いた生物学的要因の最適化法
○石井一夫，古崎利紀（農工大）

 7 国際航空ネットワーク上での遅れ確率 SIR モデルによる感染症伝播シ
ミュレーション

○佐藤彰洋（京大），澤井秀文（NICT），伊藤功朗（京大），
岩田健太郎（神戸大）

一般セッション［2B会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 開発手法	 座長　玉田　春昭（京産大）

 1 モデル駆動開発とテスト駆動開発を統合する仕様記述方法の提案
○濱野義満，銀林　純（富士通）

 2 大規模システムに対する形式的要求記述の一方法
○山田隆弘（JAXA）

 3 ユースケースシナリオの欠陥検知を目的とした形式手法の適用
○大坪稔房，山口　潔，岡野信保，來間啓伸（日立）

 4 セキュリティ検証における開発情報に基づく検証項目の順序決定手法
○跡部悠太，千田修一郎，伊藤益夫，西山博仁（三菱）

 5 組込みソフトウェア開発効率化のためのインタフェース定義言語拡張
の提案

○田中宏平，森田知宏（三菱）
 6 ゴール選択基準に基づくゴール選択アルゴリズム：gsl-dfs

○佐藤慎一（青学大）

一般セッション［3B会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（2）	 座長　棟朝　雅晴（北大）

 1 A Learning Model of Lexicon
○西口純代（東理大）

 2 プロセス改善のためのイベントとリソースの関係に基づく形式概念解
析による手法

○池田真土里，山本章博（京大）
 3 店舗選択モデルの構築と整数計画法による変数選択

○佐藤俊樹（筑波大），高野祐一，中原孝信（専修大）
 4 文字列クラスタリングのための Laplace 様混合モデルに対する EM ア

ルゴリズム
○小谷野仁，林田守広（京大）

 5 ベイジアンネットワークへの時間的概念導入方式ー観測計画決定支援
への適用とその基本評価ー

○澤田めぐみ，尾崎敦夫，渡部修介（三菱）
 6 解が与えるインパクトを考慮した MAX-MIN Ant System with Memory

○磯崎敬志，長谷川智史，穴田　一（東京都市大）
 7 有限フレネル変換による標本化関数系

○青柳智裕，大坪紘一，青柳宣生（東洋大）

学生セッション［4K会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 数理モデル化と問題解決（2）	 座長　松田　健（静岡理工科大）

 1 カッコウ探索と 2opt 法のハイブリッド化による巡回セールスマン問題
の解法

○戸田敬太，熊谷洋佑，藤井昭宏，田中輝雄（工学院大）
 2 非同期移民をもつ分散遺伝的アルゴリズムの解探索性能

○渋谷美月，内田　健（サレジオ高専）
 3 粒子群最適化におけるローカル化及び寿命付きリーダーの有効性に関

する研究
○佐伯　誠，坂下善彦，二宮　洋（湘南工科大）

 4 大規模ピクロスへの部分解を利用した GA の適用方法の検討
○助川隆俊，佐藤裕二（法大）

 5 消込処理問題への GA の適用と探索能力の向上
○奥　由輔，佐藤裕二（法大）

 6 形式仕様に基づく ATM システムにおけるテストケース自動生成への
GA の適用

○杉原　拓，劉　少英，佐藤裕二（法大）
 7 進化計算を用いた歯科医師のための噛み合わせ診断支援プログラム

○武田由美，佐藤裕二（法大）
 8 ニューラルネットによる音源の特性についての検討

○ abdullah almatrafi，平松綾子，能勢和夫（阪産大）
 9 特徴点を用いた 3 次元点群データ位置合わせ法の検討

○小野竜志，小野景子（龍谷大）
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学生セッション［5K会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（3）	 座長　庄野　逸（電通大）

 1 （講演取消）
 2 タスク複製処理に基づく省電力タスク・スケジューリング・アルゴリ

ズム
○栄　優介，朝倉宏一（大同大）

 3 反復法を用いた複数の回帰直線の同時推定
○郷治　雅（お茶の水女子大）

 4 回帰分析によるプロ野球選手起用法の最適化
○吉原直樹，岸上順一（室蘭工大）

 5 （講演取消）
 6 相関のあるランダム行列を応用した時系列データのクラスタリング

○伊藤香織（お茶の水女子大）
 7 衛星画像の時系列データを用いた再帰的土地被覆分類手法の検討

○大屋　優，金盛克俊，大和田勇人（東理大）
 8 顕著性マップに基づく風景と調和した広告看板生成の提案

○村上拓也，日吉久礎（青学大）
 9 局所定常的なデータにおけるインパルスノイズの検出および除去

○山口統省（国際基督教大）

学生セッション［6K会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 プログラミング	 座長　馬谷　誠二（京大）

 1 並列分散軽量プログラミング言語に適したブレークポイント手法
○工藤朋哉，小宮常康（電通大）

 2 （講演取消）
 3 コンパイラのコード最適化に基づいたレジスタとキャッシュメモリの

使用の効率化
○澄川靖信，滝本宗宏（東理大）

 4 オフライン Web アプリケーションにおける事前データ取得の半自動化
○磯谷俊明，小宮常康（電通大）

 5 JavaScript 関数機能の拡張 - オウン変数と関数クローニング -
○柏倉　歩，谷山信行，大谷　真（湘南工科大）

 6 デコレータの Python から Ruby への自動変換
○中山竜一，松原俊一，Duerst Martin（青学大）

 7 日本語プログラミング言語「プロデル」におけるメソッド調査の手間
の軽減

○高橋英一，筧　捷彦，馬場祐人（早大）
 8 プログラムスライシングに基づくコーディングルール適用を行うソー

スコード均質化システムの提案
○下里祐介，濱川　礼（中京大）

 9 プログラミングと性格に関する一考察
○高澤亮平（早大），坂本一憲（NII），鷲崎弘宜，深澤良彰（早大）

学生セッション［1L会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 メトリクスとシステム開発	 座長　水野　修（京都工繊大）

 1 ソフトウェアメトリクスを用いたソースコード検索手法の提案
○曽和寛史，尾花将輝，深海　悟（阪工大）

 2 コード断片の不自然さの比較による保護機構の発見困難さの評価
○松田篤和，神﨑雄一郎（熊本高専），門田暁人（奈良先端大）

 3 保護コードの自然さに着目した命令カムフラージュ
○永井晃人，神崎雄一郎（熊本高専），門田暁人（奈良先端大）

 4 Github における PullRequest を用いた言語別のプロジェクトの特徴分析
○石田　凌，戸田航史（福岡工大）

 5 提案データのクラスタリングによる類似提案の提示システム
○菅野久樹，新美礼彦（はこだて未来大）

 6 API 利用に関するパターンマイニング手法について
○宮里章太，岸　知二（早大）

 7 Web サービス連携を用いた特定業務支援コミュニケーションシステム
の構築と評価

○佐藤智己，中所武司（明大）
 8 エンドユーザ主導開発を前提としたマッチングシステム構築技法 - ボ

ランティア活動支援サービスを例題として -
○横井　悟，中所武司（明大）

 9 日本語プログラミング言語に適したプロファイラ測定結果の提示方法
○東海林薫，筧　捷彦，馬場祐人（早大）

学生セッション［2L会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 要求・ソフトウェアプロダクトライン

	 座長　早水　公二（フォーマルテック）

 1 LReEM: UX のリーン要求獲得方法の提案と評価
○間瀬麻実，下平侑奈，伊藤幸紀，青山幹雄（南山大）

 2 アジャイル開発におけるステークホルダのインタレスト分析方法の提
案と評価

○原　起知，青山幹雄（南山大）
 3 RDF を用いたソフトウェア要求仕様書解析システムの提案と評価

○中根拓也，青山幹雄（南山大）
 4 非機能要件が与えるソフトウェアの複雑さへの影響評価のための

フィーチャモデルと CDG の利用
○邵　　楠，中里友昭，森谷大輔，渡辺晴美（東海大）

 5 （講演取消）
 6 ソフトウェア開発プロジェクト未経験者のための要求把握能力向上ト

レーニング手法の提案
○齋藤大輔，山浦恒央（東海大）

 7 機能情報を利用した仕様書 - ソースコード間の機能対応方法の検討
○増田智樹，伊賀達人，平山雅之（日大）

 8 ソフトウェア要求変更の影響分析手法の提案
○高橋　豪，野田夏子（芝浦工大）

 9 SPL のためのフィーチャ組合せテスト手法に関する考察
○城谷まりな，岸　知二（早大）

 10 再利用資産を利用した効率的なテストケース生成手法の提案
○北村宗大，岸　知二（早大）

学生セッション［3L会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 形式手法と検証	 座長　岡野　浩三（阪大）

 1 アジャイル開発において最大効率で仕様変更を行う事を目指して
○三薗義隆（広島市大），大場　充（元広島市大），島　和之（広島市大）

 2 形式的ソフトウェア合成手法におけるモデル細分化システムの設計と
構築

○福泉真隆，織田　健（電通大）
 3 形式的ソフトウェア合成手法における部品の充足を考慮した合成手順

○熊谷　恒，織田　健（電通大）
 4 プロブレムフレームに基づく状態マシン設計支援システム

○市川杏子，紫合　治（電機大）
 5 形式仕様に基づくテストケース自動生成

○池田逸人（法大）
 6 Resource Shape に基づく RDF 文書の検証方法と評価

○中島啓貴，成田貴大，脇田宏威，青山幹雄（南山大）
 7 分散 OS-Plan9 を用いた分散パイプシステム

○中原健志，紫合　治（電機大）
 8 組み込みシステムにおける設計制約を検証するための UML モデル検

査手法
○小林雅弥，松浦佐江子（芝浦工大）

学生セッション［4L会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 アルゴリズム（1）	 座長　山内　由紀子（九大）

 1 On r-gatherings on the Line
○赤木俊裕，中野眞一（群馬大）

 2 SOM-TSP 法についての検討と改良法の提案
○向　智也，三好　力（龍谷大）

 3 （講演取消）
 4 バンディットアルゴリズムを利用した LCS や LCST の近似計算

○森光太朗，吉仲　亮，山本章博（京大）
 5 拡張文字列パターンによる CG モデルデータの高速構文解析手法の提案

○渡邉優太，坂下善彦（湘南工科大）
 6 災害シミュレーションにおける目的地まで最小曲がり回数で到達する

避難経路を生成するアルゴリズム
○尾崎　翔，朝倉宏一（大同大）
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学生セッション［5L会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 アルゴリズム（2）	 座長　吉仲　亮（京大）

 1 確率的なグラフ連結性判定を用いた越境探知 WSN の稼働時間最大化
手法

○田頭幸宏，村田佳洋（広島市大）
 2 西日のグレア値を考慮した経路最適化

○松田大樹，村田佳洋（広島市大）
 3 蒸発率の変更を導入した ACO 法の制約条件付きタスクスケジューリ

ングの問題への適用
○ KHALID ALQURASHI，平松綾子，能勢和夫（阪産大）

 4 One-way jumping finite automata
○千川原寛之，ファゼカス ゾルト，山村明弘（秋田大）

 5 非多様体における有限要素補間の研究
○黒木省吾，日吉久礎（青学大）

学生セッション［6L会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 モデルとアーキテクチャ	 座長　丹野　治門（NTT）

 1 UML 要求仕様における関心事の分離によるモデル駆動開発手法
○川合　怜，松浦佐江子（芝浦工大）

 2 情報共有と意思決定の為の実用的なモデル差分比較ツール
○池田滝飛，松浦佐江子（芝浦工大）

 3 スマートフォンアプリケーション設計に特化した UML および GUI ビ
ルダによる相互的なモデリング手法

○松井浩司，松浦佐江子（芝浦工大）
 4 検証ルールの記述による拡張可能な UML 図間の整合性検証ツール

○名川裕樹，小形真平，香山瑞恵，海尻賢二（信州大）
 5 Web アプリケーションの GUI を対象とした MBT 手法の提案

○ ALI HOKROH，岸　知二（早大）
 6 オブジェクト図のアニメーション

○山崎　翔，久保田吉彦，紫合　治（電機大）
 7 Arisco: コンポーネント指向型マルチエージェントシミュレータの提案

○多田龍之介，和泉信生（崇城大）
 8 予約管理システムの開発を素材とした Play Framework の評価

○谷山信行，大谷　真，柏倉　歩（湘南工科大）
 9 Enhanced Web Speech API: ブラウザ非依存なエンジン選択・拡張が可

能な HTML5 用音声ウェブアプリケーション開発用プラットフォーム
の提案と実装

○小本勇貴，中野鐵兵，小林哲則（早大）

学生セッション［1M会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル化と問題解決（1）	 座長　但馬　康宏（岡山県大）

 1 複数分布形状を考慮した駐車時間モデルの開発
○榎　優一（名工大），金森　亮（名大），伊藤孝行（名工大）

 2 野球の勝利確率上昇を目的とした、シミュレーションモデルの開発と
研究

○木山翔太（兵庫県大）
 3 時間制限付き優勢領域図によるサッカーの攻守推移モデルの評価

○山中　亮，大塚　寛（愛媛大）
 4 人ー環境ー情報相互作用により生起される旅行者の旅程意思決定プロ

セスの記述
○金子将之，中平勝子，岡本満喜子（長岡技科大）

 5 実データへの適合を目指した友人関係ネットワークモデルの構築
○井村祐太，武藤敦子（名工大），松井藤五郎（中部大），

犬塚信博（名工大）
 6 待ち行列システムの解析結果を利用した公共交通システムにおけるマ

ナー教育
○冨山侑子，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）

 7 国際金融危機における市場相関の動的解析
○石野真隆，陳　　昱（東大）

 8 ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせた投資戦略の提案
○長尾将宏，長尾智晴（横浜国大）

 9 ランダム行列におけるモーメントのゆらぎに基づく時系列パラメータ
の検定

○長谷川彩子（お茶の水女子大）

学生セッション［6S会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 数理モデル化と問題解決（4）	 座長　林田　守広（京大）

 1 ファイル情報の可視化による分類法の検討
○大谷康介，野口俊樹，大沢泰貴，菅沼義昇，松田　健（静岡理工科大）

 2 ファイル情報の可視化による特徴抽出の検討
○大沢泰貴，大谷康介，松田　健（静岡理工科大）

 3 楽天市場レビューデータにおける R を用いたデータマイニングの実践
○大楠拓也，徐　海燕（福岡工大）

 4 URL 埋め込み型クロスサイトスクリプティング攻撃の特徴検出
○海寳貴人（中大），松田　健（静岡理工科大），園田道夫，

趙　晋輝（中大）
 5 線形分類器によるクロスサイトスクリプティング (XSS) の検知に関す

る考察
○梅原章宏（中大），松田　健（静岡理工科大），園田道夫，

趙　晋輝（中大）
 6 アクセスログデータの区間分割に基づくユーザ行動分析

○山岸祐己，斉藤和巳，武藤伸明（静岡県大）
 7 ソーシャルメディアでの信頼リンク生成における媒介者影響の時間減

衰分析
○高橋浩規，八田圭斗，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

 8 潜在曲線を用いた着色による SQL インジェクション攻撃の特徴の可視化
○藤岡あやか（中大），松田　健（静岡理工科大），園田道夫，

趙　晋輝（中大）
 9 Max-SAT ソルバーを用いた単語帳作成手法

○杉山幹太，岡本圭史（仙台高専）

第１分冊	 （データとウェブ）

一般セッション［4B会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 ビッグデータ解析	 座長　大島　裕明（京大）

 1 研究情報マイニング 〜学術分野のビッグデータ活用可能性を探る〜
○瀬川　修（中部電力）

 2 スマートメーターで生活形態を判別
○水野貴之（NII），大西立顕（東大），清水千弘（麗澤大），

渡辺　努（東大）
 3 リソース指向近似計算に基づくオンライン頻出圧縮アイテム集合マイ

ニング
○山本泰生，岩沼宏治（山梨大）

 4 グラフマイニングでの多重検定補正
○杉山麿人（阪大），Felipe Llinares-Lopez（ETH Zurich），

Niklas Kasenburg（University of Copenhagen），
Karsten Borgwardt（ETH Zurich）

 5 スケルトン化を用いた周期パターン発見に関する一考察
○大滝啓介，山本章博（京大）

 6 自・他クラスタ結合の特徴量を用いたベイジアンネットワークによる
学術動向予測

○大槻　明（日大），川村雅義（MK Future Software）
 7 深層学習に基づくタンパク質と化合物の相互作用予測

○浜中雅俊，種石　慶，Brown J. B.，奥野恭史（京大）

一般セッション［5B会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ウェブマイニングとデジタルコンテンツ	 座長　義久　智樹（阪大）

 1 Twitter ユーザの購買行動推定手法
○岩田麻佑，服部　元，池田和史，滝嶋康弘（KDDI 研）

 2 ブログ記事に対する健康アドバイスの自動生成に向けて
○仲村哲明，粟村　誉，Yiqi Zhang，荒牧英治，河原大輔，

黒橋禎夫（京大）
 3 質問回答サイトにおける質問文への適切な回答者の妥当性の検証

○横山友也，宝珍輝尚，野宮浩揮（京都工繊大）
 4 写真共有サイトに投稿された旅行写真群の時間信頼性向上

○倉田陽平，相　尚寿，真田　風，池田拓生（首都大）
 5 動画共有サイトにおけるタグを用いた観光関連情報の協創の分析

○池田拓生，倉田陽平（首都大）
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 6 Wikipedia から構築した生物オントロジーによる映像コンテンツの体
系的な表現方法の検討

○浦川　真，宮崎　勝，山田一郎，藤沢　寛，中川俊夫（NHK 技研）
 7 携帯アプリの動画プロモーションによる広報戦略

○定平　誠（尚美学園大），木村淳一（ファステップス）

一般セッション［6B会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 データ作成とデータベース運用	 座長　清水　敏之（京大）

 1 クラウドソーシングによる聴覚障害者の情報保障手法の検討
○張　建偉，白石優旗（筑波技術大），櫻井恵美，森嶋厚行（筑波大）

 2 スマートフォンを用いたクラウドソーシングによる生物モニタリング
データ収集アプリケーションのプロトタイプ開発

○安川雅紀，服部純子，松本　斉，鷲谷いづみ（東大），
喜連川優（NII ／東大）

 3 地質学研究における研究データ共有のための地理情報データベース
サービスの構築

○高橋伸弥，奥村　勝，鶴田直之（福岡大）
 4 河川テレメータデータ・降雨観測データを対象としたリアルタイム

アーカイブシステムの構築と運用
○大柳美佐，生駒栄司，喜連川優，玉川勝徳（東大）

 5 X バンド MP レーダデータの可視化および利用環境の構築
○佐野仁美，生駒栄司（東大），喜連川優（東大／ NII）

 6 情報システム開発における RDB 特異データ抽出方式を活用した現行
データ調査

○木村　誠，山口　潔，橋本康範（日立）

一般セッション［1C会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 リンクトデータとモバイル	 座長　野本　忠司（国文学研究資料館）

 1 （講演取消）
 2 オープンデータの RDF 化のための類似項目間関係の推定

○山根昇平，鵜飼孝典（富士通研）
 3 オープンデータの LOD 化におけるボキャブラリ選定支援

○鵜飼孝典，山根昇平（富士通研）
 4 SPARQL クエリ作成支援エディタの試作

○濱地康平，中本幸一（兵庫県大）
 5 散策行動の自動判別に向けた GPS ログ特性の把握

○相　尚寿，直井岳人，田中昂助，倉田陽平（首都大）
 6 携帯電話ユーザの位置分布情報を用いたリアルタイムイベント検出方式

○西山　智，木村健斗，中島　純，加島伸二（KDDI）

一般セッション［2C会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 データベースシステム	 座長　山口　実靖（工学院大）

 1 インメモリカラムナデータをサポートするための PostgreSQL 拡張
○田原司睦，中村　実，宇治橋善史，橋田拓志，河場基行，

原田リリアン（富士通研）
 2 PostgreSQL ベースのカラムナ機構へのトランザクション実現検討

○橋田拓志，田原司睦，中村　実，宇治橋善史，河場基行，
原田リリアン（富士通研）

 3 PostgreSQL ベースの並列処理向けの共有メモリ機構の設計
○宇治橋善史，中村　実，田原司睦，橋田拓志，河場基行，

原田リリアン（富士通研）
 4 ヒストグラムを利用した SQL クエリの分割範囲算出手法の提案

○齋藤和広，渡辺泰之，村松茂樹，小林亜令（KDDI 研）
 5 PostgreSQL の外部データ管理における集約演算の push-down 方式

○立床雅司，山岸義徳，高山茂伸（三菱）
 6 データベースシステム再構築におけるスキーママッチング適用

○鹿島理華，佐藤彰浩，永嶋規充（三菱）
 7 スキーマ構成文字列と主キー制約情報に基づくデータベース冗長カラ

ムの推定
○佐藤彰洋，鹿島理華，永嶋規充（三菱）

 8 店舗横断検索のための関係代数拡張の一考察
○清光英成（神戸大）

一般セッション［3C会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 情報抽出	 座長　長尾　確（名大）

 1 機械学習によるハウツー情報の手順の抽出とその応用
○湯本高行（兵庫県大）

 2 レビューによる日本食と構成要素の関係抽出
○陳　偉昌，梶　克彦，廣井　慧，河口信夫（名大）

 3 Entity-oriented materials and opinions extraction from news articles
○許　レイ，切通恵介，馬　　強，吉川正俊（京大）

 4 PageRank 収束曲線を用いたノード多様性の定量化
○伏見卓恭，斉藤和巳（静岡県大），風間一洋（和歌山大）

 5 Hadoop 基盤を用いたスマートフォンゲームのリリース直後からのア
クセスログの解析

○佐藤　哲（NHN PlayArt）
 6 植物工場におけるルッコラ栽培の背丈経日変化に関する多変量解析

○竹内智晴，馬場昭宏，永嶋規充（三菱）

学生セッション［2M会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 SNS 解析（1）	 座長　山本　岳洋（京大）

 1 速報性と正確性の向上を図った Twitter からの鉄道運行情報検出シス
テムの検討

○新井誠也，平川　豊，大関和夫（芝浦工大）
 2 プロフィール文の属性に基づくツイート分類手法

○宮崎　済，森田和宏，泓田正雄，青江順一（徳島大）
 3 マイクロブログの職業属性を考慮したユーザの行動推定に関する研究

○坂本一磨，加藤　諒，田中成典（関西大），中村健二（阪経大）
 4 Twitter におけるユーザごとの意見変化抽出手法

○近藤弘隆（名大），鈴木　優（奈良先端大），石川佳治（名大）
 5 Twitter を用いた開催中のソーシャルイベントの状況把握に関する研究

○渡辺大貴，相場　亮（芝浦工大）
 6 商品意味・購買行動ネットワークを利用した購買イベントのモデル化

○若井拓哉，中平勝子，北島宗雄（長岡技科大）
 7 「共有」から「認知」への誘導を優先にした連携型広告のあり方に関

する研究
○ ZHAO LONG（尚美学園大）

学生セッション［3M会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 SNS 解析（2）	 座長　山田　一郎（NHK）

 1 Web ニュースの対立記事の抽出手法
○大原正章，灘本明代（甲南大）

 2 報道の多様性を考慮したニュース閲覧システムの提案
○切通恵介，馬　　強，許　　泠（京大）

 3 Google Maps を利用した小学生のための Web ニュース閲覧システム
○黒田晃史，安藤一秋（香川大）

 4 SNS での注目度に基づいた小学生のための Web ニュースランキング
手法

○田中翔也，安藤一秋（香川大）
 5 コンテキストを考慮したシームレスなニュース閲覧支援システムの試作

○鈴木智也，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 6 話題に対する感情俯瞰グラフの提案

○上岡由征，若宮翔子，河合由紀子（京産大），熊本忠彦（千葉工大），
張　建偉，白石優旗（筑波技術大）

 7 ツイートを利用したテレビ視聴傾向の評価手法
○平岡照久，阿部倫之，荒木伸也，中村和裕（金沢工大）

 8 Twitter データを用いたテレビ番組のイベント検出に関する研究
○深沢知明，高島真之介，羽山徹彩（金沢工大）

 9 Twitter データを用いたテレビ番組のシーン検索の提案
○高島真之介，深沢知明，羽山徹彩（金沢工大）

学生セッション［4M会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 SNS 解析（3）	 座長　斉藤　和巳（静岡県大）

 1 メタデータ付与行為による情報フィルタリング
○山本直史，高崎尚人，小林亜樹（工学院大）

 2 SNS から得られる情報を用いたアカウント到達可能性算出
○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）
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 3 ソーシャルネットワーク上における人気分析
○石崎良太，赤石美奈（法大）

 4 Twitter ユーザの活動するローカル地域の発見
○田原琢士，馬　　強（京大）

 5 ジオタグ付きツイート分析による群集
○千綿愛誠，若宮翔子，丸山直樹，河合由起子（京産大），

川崎　洋（鹿児島大），角谷和俊（兵庫県大）
 6 物語音楽における議論の関係性を可視化するシステム

○橋本昌枝，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）
 7 Twitter を用いた大規模災害時におけるシステム制御に有用な情報の抽出

○丸　千尋，小口正人（お茶の水女子大），
榎　美紀（日本 IBM ／お茶の水女子大）

学生セッション［5M会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 リアルデータ処理	 座長　波多野　賢治（同志社大）

 1 画像処理とクラウドソーシングを組み合わせた災害状況把握支援
○安部圭介，森嶋厚行（筑波大），井ノ口宗成（新潟大），

北原　格（筑波大）
 2 緊急車両活動支援を想定したリアルタイム災害情報共有システムの開発

○丹羽一輝，大佛俊泰，沖　拓弥，廣川典昭（東工大）
 3 歩車混合型の最速避難計画に関する研究

○塙　洋介，加藤直樹（京大），瀧澤重志（阪市大），東川雄哉（京大）
 4 ライフログデータに基づく状況別電力量分布による節電効果の提示手法

○高橋慶多，細澤直人，西本直樹，富井尚志（横浜国大）
 5 XMLStream 処理のモデル化と検索言語の設計

○松田達希，内田友樹，藤田　悟（法大）
 6 XMLStream の時系列イベント処理の性能評価

○内田友樹，松田達希，藤田　悟（法大）
 7 半構造データに対するストリーム処理とバッチ処理の統合フレーム

ワーク
○長　裕敏，王　　岩，北川博之，天笠俊之（筑波大）

 8 ネットワークデータベースにおける同型部分グラフの問合せ方式
○嘉本貴彰，北上　始，森　康真（広島市大）

 9 クラスタリングと確率的主成分分析を用いたアンケートデータ欠損補
完に関する検討

○福田智広，古橋　武，吉川大弘（名大）

学生セッション［6M会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 情報推薦	 座長　平手　勇宇（楽天）

 1 嗜好抽出を目的とした電子書籍へのアノテーションの分析
○鈴木啓史，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）

 2 感情推定に基づく小説推薦システムのための認知的評価質問セットを
用いたシミュレーション

○平良浩嗣，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）
 3 参加者の嗜好を考慮した飲食店推薦システムの開発

○谷川佳延，吉田博哉（神戸情報大）
 4 制限時間内の観光ルート推薦システム

○松本絢香（立命館大），中村健二（阪経大），小柳　茂（立命館大）
 5 同伴による情報推薦のための属性値推定手法の提案

○黄　亦爽，清光英成，大月一弘，森下淳也（神戸大）
 6 クロスドメイン推薦に向けたユーザ嗜好の予測手法の提案

○吉井和輝，立間淳司，青野雅樹（豊橋技科大）
 7 相関ルールと利用者特性分布を用いた愛好ブランドとの同系統ファッ

ションブランド推薦システム
○脇田夕嘉（立命館大）

 8 旅行行動に影響を与える要因を考慮した観光スポット推薦のための旅
行行動のモデル化

○田村和範，笠原秀一，椋木雅之，美濃導彦（京大）
 9 ユーザ嗜好と概念階層を利用したイベント推薦手法の提案

○兵藤允彦，奥野　拓（はこだて未来大）

学生セッション［1N会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 DB アーキテクチャと問合せ処理	 座長　合田　和生（東大）

 1 データベース処理実行時におけるデータ配置制御を用いたストレージ
省電力手法の提案と評価

○飯村奈穂（お茶の水女子大），西川記史（日立），
中野美由紀（芝浦工大），小口正人（お茶の水女子大）

 2 仮想化環境における VM ごとの I/O アクセス頻度を考慮した DB テー
ブル配置によるストレージ省電力に関する一考察

○谷貝俊輔，若色　匠，山口実靖（工学院大）
 3 Hadoop の Reduce 処理の I/O 高速化のための一考察

○藤島永太，木村由香，山口実靖（工学院大）
 4 KVS における動的ノード追加時間の短縮に関する一考察

○御代川翔平，徳田大輝，山口実靖（工学院大）
 5 データベース同期ミドルウェアを用いた遠隔バックアップの実現

○細谷柚子（お茶の水女子大），三島　健（NTT），
小口正人（お茶の水女子大）

 6 属性の動的追加を考慮したタプルデータセットの実装方式
○千葉陽介（福井大），北嶋翔吾（アートテクノロジー），

都司達夫，樋口　健（福井大）
 7 OLAP スカイライン・キューブに対する範囲問合せ処理の並列実装と

評価
○宇佐美孝侑，佐藤秀樹（大同大）

学生セッション［2N会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 実世界情報と知的情報処理	 座長　大本　義正（京大）

 1 発話情報と頭部移動情報に基づく議論における影響力のある発言の予測
○二瓶芙巳雄，中野有紀子（成蹊大），林　佑樹（阪府大），

黄　宏軒（立命館大），岡田将吾（東工大）
 2 優位性と参与役割に基づく視線制御モデルのコミュニケーションロ

ボットへの応用
○吉野　尭，高瀬　裕，中野有紀子（成蹊大）

 3 装着型機器を用いた指文字の音声翻訳による対話コミュニケーション
支援

○河原圭佑，鈴木健嗣（筑波大）
 4 リストバンド型センサで取得した腕の向きのパターンによる運動状態

分類に関する検討
○楊　デイ，新谷隆彦，大森　匡，藤田秀之（電通大）

 5 歩行中のマイクロタスク処理のデータ品質向上に関する一検討
○太田千尋，森嶋厚行（筑波大），中村聡史（明大），寺田　努（神戸大）

 6 （講演取消）
 7 Wikipedia を用いた選択肢付き問題の生成手法

○田村吉宏，高瀬　裕，中野有紀子（成蹊大）

学生セッション［3N会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 用語と辞書	 座長　村上　晴美（阪市大）

 1 オンライン百科事典を対象とした日中言語間エンティティリンキング
手法の提案 ー日本語文章中の重要語の翻訳手法ー　　

○周　佳良，宋　　翔，堀田健介，木村文則，前田　亮（立命館大）
 2 オンライン百科事典を対象とした日中言語間エンティティリンキング

手法の提案 −適切な用語説明ページの抽出手法−
○宋　　翔，周　佳良，堀田健介，木村文則，前田　亮（立命館大）

 3 心理学定義に基づいた感情辞書構築とその評価
○上月悠也，波多野賢治（同志社大）

 4 分野特徴語を利用した地球科学データに対するキーワード推薦手法
○石田陽一，清水敏之，吉川正俊（京大）

 5 既存メタデータに基づく記述対象を考慮したターム探索支援手法
○二十歩亮介，西出頼継，本間　維，永森光晴，杉本重雄（筑波大）

 6 概念辞書グラフの経路に基づく語の直上概念決定法
○眞田和枝，波多野賢治，塩井隆円（同志社大）

 7 利用者の入力単語予測のための単語共起頻度データベース選択方式
○小松　淳，鷹野孝典（神奈川工科大）

 8 タグクラウドを用いた記憶の想起支援
○松浦　翔（阪市大），松本若樹（シーティーシー・テクノロジー），

村上晴美（阪市大）
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 9 関係データ解析による Folksonomy 上のユーザモデリング
○北澤拓也，杉山雅英（会津大）

学生セッション［4N会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 時空間データ解析	 座長　奥　健太（立命館大）

 1 時空間データ分析のための SpatialHadoop の拡張
○瀧本祥章，杉浦健人，佐々木勇和，石川佳治（名大）

 2 密度に基づく適応的な時空間クラスタリング手法を用いたトピックの
時空間分析手法

○酒井達弘，田村慶一，北上　始（広島市大）
 3 時間的関係を考慮したラベル伝搬によるツイート発信地推定

○上田紗希，山口祐人，北川博之，天笠俊之（筑波大）
 4 リアルタイムバースト検出手法における動的パラメータ決定法の提案

○福崎達也（立命館大），中村健二（阪経大），小柳　滋（立命館大）
 5 SNS アカウント分類のための社会的バースト性抽出手法

○中村聡志，高崎尚人，小林亜樹（工学院大）
 6 国内旅行需要の地域性

○福田久仁佳，佐藤彰洋（京大）
 7 Stream OLAP のための可視化ユーザインタフェイス

○坂元沙季，中挾晃介，北川博之，天笠俊之（筑波大）
 8 UniversalSAX を用いた人流可視化

○宮城優里（お茶の水女子大），大西正輝（産総研），
渡辺知恵美（筑波大），伊藤貴之（お茶の水女子大）

学生セッション［5N会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 情報とパターンの抽出	 座長　荒牧　英治（京大）

 1 観光を対象とした口コミからの耳より情報抽出手法の提案
○阪井奎伍，灘本明代（甲南大）

 2 写真共有サイトに投稿された写真群を活用したテーマ別観光マップの
作成

○真田　風，倉田陽平，相　尚寿（首都大）
 3 非負値行列分解を用いた論文データベースにおけるトピックの変遷の

検出
○伊藤寛祥，天笠俊之，北川博之（筑波大）

 4 Content Reuse Detection in Text Documents
○王　　沛，肖　　川，石川佳治（名大）

 5 アイテムセットと時系列パターンの出現順序を考慮した分類パターン
による分類モデルの精度向上に関する一考察

○小柳暁奨，新谷隆彦，大森　匡，藤田秀之（電通大）
 6 期間情報を用いた投薬パターンマイニング

○杉山祐一，吉川正俊（京大），岡本和也，黒田知宏（京大病院），
濱崎暁洋（北野病院）

 7 （講演取消）
 8 配列データベースから正規表現のモチーフを抽出する方法

○井上雄貴，福本翔平，森　康真，北上　始（広島市大）

学生セッション［6N会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 情報検索	 座長　江口　浩二	（神戸大）

 1 共起関係と係り受け関係を用いた文書グラフによる重要語抽出法の提案
○今井智宏，望月久稔（大阪教大）

 2 引用関係に基づくグラフの付与による文献検索エンジンの高機能化
○正元修平，清水敏之，吉川正俊（京大）

 3 Linked Open Data に対するキーワード検索手法の提案
○奥村彩水，天笠俊之，北川博之（筑波大）

 4 多次元時系列データ間マッチングによる動き類似検索システム
○菅野滉介，方　　宇，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）

 5 多言語クエリ画像検索における自動タグ付けの検討
○高橋有礼，菱山玲子（早大）

 6 動画共有サイトにおける公開動画リストの主題の偏りに基づいた動画
検索手法の選定

○西　友規，山口実靖，小林亜樹（工学院大）
 7 トライ木における節点の深さに基づいたダブル配列構造の構築法

○村山智也，望月久稔（大阪教大）
 8 階層構造を用いたダブル配列の圧縮法

○神田峻介，泓田正雄，森田和宏，青江順一（徳島大）

 9 DAWG を用いたダブル配列による全文検索手法
○市橋良晃，泓田正雄，三戸太郎，森田和宏，青江順一（徳島大）

学生セッション［1P会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 デジタルコンテンツ	 座長　郭　清蓮（金沢工大）

 1 インターネット上の有害広告に対するオプトアウト方式導入の提案
○近江健太郎，大木榮二郎（工学院大）

 2 （講演取消）
 3 映像における話題の多様性抽出に基づく受動的映像視聴システムの提案

○渡部雅俊，王　元元，河合由起子（京産大），角谷和俊（兵庫県大）
 4 アウトラインに基づく研究紹介ビデオの制作支援およびその評価

○西脇雅幸，竹島　亮，大平茂輝，長尾　確（名大）
 5 顔向き情報による興味領域収集システム

○王　笑寒，Oky Dicky Ardiansyah PRIMA，伊藤久祥，今渕貴志，
蛇穴祐稀（岩手県大）

 6 魚群行動アルゴリズムへの定置網漁における入網行動パターンの適用
○古場健士，藤村　誠，山口恭弘（長崎大）

 7 （講演取消）
 8 近距離無線通信を用いた科学系博物館における天文教育システムの提案

○工藤智祥，小原直輝，浦田真由，遠藤　守，安田孝美（名大），
毛利勝廣（名古屋市科学館），濱谷卓美（凸版印刷）

 9 知能共進化アーキテクチャに基づく小学生教育支援ロボット
○森雄一郎，菅　陽哉，菅原　優，山口高平（慶大）
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第２分冊	 （人工知能と認知科学）

一般セッション［4C会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 画像特徴抽出	 座長　川西　康友（名大）

 1 領域候補の画像特徴群による点数付けを用いた自動車画像からのナン
バープレート抽出

○嶋　好博，森川修二（明星大）
 2 家庭用エアコン向け家具検出技術

○小松佑人（日立／北陸先端大），浜田宏一（日立），磯田貴宏，
上田貴郎，吉田嘉雄，能登谷義明（日立アプライアンス）

 3 人込みの中で複数人のグループを案内するロボットにおける被案内者
の追跡法

○張　　斌，中村友昭，金子正秀（電通大）
 4 画像の集合を用いた背景差分に基づく対象領域抽出手法

○森　　瞬，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 5 ミツバチ歩行軌跡の複数個体同時追跡アルゴリズムの検討

○高橋伸弥，井手翔大，鶴田直之，藍　浩之（福岡大）

一般セッション［6C会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 自然言語処理	 座長　中澤　敏明（JST）

 1 翻訳品質に基づいた専門用語の半自動抽出手法の提案
○園尾　聡，田中浩之，木下　聡（東芝）

 2 翻訳・要約における意味のゆらぎについて
○新田義彦（日大）

 3 （講演取消）
 4 重み付け木を用いたランダムフォレストによる自動分類

○小畑智広，小林　学，渡辺重佳（湘南工科大）
 5 マトリックス型テキスト編集モデルによる作文行為の時間共起

○山口　琢，大場みち子（はこだて未来大），
高橋慈子（ハーティネス），小林龍生（スコレックス），

高橋　修（はこだて未来大）
 6 我々はもっと想いを記述すべきである — 認知症や発達障害などの自

己表現から診断・ケアへ —
○四方朱子，宮部真衣，木下彩栄，荒牧英治（京大）

 7 日本語を測る　- 言語能力測定システムの日本語教育への応用可能性
について -

○久保　圭（阪大），宮部真衣，四方朱子（京大），
李　在鎬（筑波大），荒牧英治（京大）

 8 統計的機械翻訳を用いた英語文法誤り訂正のリランキングによる性能
改善

○水本智也，松本裕治（奈良先端大）

一般セッション［1D会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 画像解析・評価	 座長　中澤　篤志（京大）

 1 上半身識別器と動き情報を用いた映像からの受講者挙動解析
○江間雄二，中島克人（電機大）

 2 低照度映像を対象とした動体認識のための画像補正法の検討
○三浦康之，藤井悠太（湘南工科大）

 3 上半身検出の手法とその評価
○浅利広織，中島克人（電機大）

 4 デジタルカメラ出力画像の輝度範囲制限による推定植生指標の精度向上
○尾崎敬二（国際基督教大）

 5 What is Wrong with SSIM Quality Metric
○ Zheng Liu（豊田工大）

 6 大規模映像解析システム向けのサーバ資源割当制御手法
○岩松洋介，小山和也（NEC）

一般セッション［2D会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 認識・学習・最適化	 座長　鹿島　久嗣（京大）

 1 データ市場創造のための知識再利用と実行動を促すシナリオ生成手法
の提案

○早矢仕晃章，大澤幸生（東大）
 2 （講演取消）

 3 混合部分的正規分布の線形結合による手書き文字特徴量の分布推定に
関する検討

○鈴木雅人，北越大輔（東京高専），松本章代（東北学院大）
 4 バナー広告に対する閲覧者の印象分類と自動印象推定に関する一検討

A Study for user impression estimation from web banner images
○石先広海（KDDI 研），呉　京樹（クリエイターズマッチ），

服部　元，滝嶋康弘（KDDI 研）
 5 Deep Learning におけるコストを考慮した Dropout 率制御に関する検証

○玉城　翔，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）
 6 エントロピーと DP Matching を用いた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）

 7 人間活動と室内環境変化に対応した掃引システムの提案
○斎藤裕佑，西山裕之（東理大）

一般セッション［3D会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 対話とコミュニケーション	 座長　松原　繁夫（京大）

 1 ユーザの焦点を用いた POMDP による音声情報案内システム
○吉野幸一郎，河原達也（京大）

 2 （講演取消）
 3 ポスター対話における会話参与者の振舞いの定量化

○吉本廣雅，中村裕一（京大）
 4 見立て遊びの成立過程のモジュール組換え計算によるモデル化

○坂戸達陽，尾関基行（京都工繊大），大森隆司（玉川大），
長井隆行（電通大），岡　夏樹（京都工繊大）

 5 眼球計測データおよび音響信号の特徴量抽出に基づく「音楽の好み」
の推定

○米家　惇，廖　心怡，古川茂人，柏野牧夫（NTT）
 6 広義における伴奏の学習方法と効果に関する一考察

○堀川澄弘（AI-Culture）

学生セッション［2P会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 画像特徴	 座長　鈴木　幸司（室蘭工大）

 1 ラベリングと 2 値化における動的な閾値設定を用いた甲骨文字の認識
○藤川佳之，孟　　林，泉　知論，山崎勝弘（立命館大）

 2 （講演取消）
 3 解答済み数独画像に対する手書き部分と印刷部分の分離

○関場崇浩，寺沢憲吾（はこだて未来大）
 4 数独の手書き解答画像に対する画像正規化と認識対象領域の抽出

○苗加悠貴，寺沢憲吾（はこだて未来大）
 5 車載カメラ用電光掲示板翻訳アプリケーションについての研究

○田島康平，田村　仁（日本工大）
 6 広告写真を用いたブランドイメージの分析：色対比効果を考慮した

ベースカラー・アクセントカラーの推定
○高橋直己，加藤俊一（中大）

 7 撮影条件の変化に頑強な高精度ピクトグラムマッチング方式
○上西くるみ，青木輝勝（東北大）

 8 ディープラーニングを用いたオブジェクト認識における整流・マック
スプーリング効果

○張　　傑，石井大祐，渡辺　裕（早大）
 9 AutoEncoder を用いた Active Appearance Models の性能向上

○渡辺拓也，桂田浩一（豊橋技科大），新田恒雄（早大），
入部百合絵（愛知県大）

学生セッション［3P会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ゲーム情報学（1）	 座長　篠田　正人（奈良女子大）

 1 パターンデータベースを用いた大きなサイズの箱入り娘型パズルの解
の探索について

○加藤貴之，山本修身（名城大）
 2 分類写像による魔方陣の数え上げについて

○山田穂高，山本修身（名城大）
 3 人間プレイヤーに対する近似ナッシュ均衡戦略の有効性

○谷口慶一郎，伊藤孝行（名工大）
 4 ハーヴィルの公式とジニ係数を用いた競馬の着順予想

○佐藤裕也，華山宣胤（尚美学園大）
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 5 モンテカルロ囲碁へのニューラルネットワークの応用について
○佐藤慎也，山本修身（名城大）

 6 大貧民におけるシミュレーション・バランシングを用いた方策学習
○飯田伸也，藤田　悟（法大）

 7 局面タブーリストを内包したモンテカルロ木探索手法
○太田雄大，伊藤　雅（愛知工大）

学生セッション［4P会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 ゲーム情報学（2）	 座長　片寄　晴弘（関西学院大）

 1 ゲームとインタラクティブメディアのプログラミングを容易にする
C++ ライブラリの開発

○鈴木　遼，長　幾朗（早大）
 2 Applying Fuzzy Control in Fighting Game AI

○朱　晉賢，ラック ターウォンマット（立命館大）
 3 A Fighting Game AI with Evolutionary Strategy and Imitation Learning 

in Opportunity Maximization and Sensible Maneuvering Tactic
○陸　霏羽，チョイ チーケン，

ラック ターウォンマット（立命館大）
 4 ルールの進化によるコンピュータゲームの変化

○矢崎宏晃，相場　亮（芝浦工大）
 5 コンピュータシミュレーションによる生物のオーナメントとアーマメ

ントの進化の検証
○坂口智彦，柿嶋　聡，上原隆司，守田　智，吉村　仁（静岡大）

 6 AR を用いた英単語ゲーム - 仮想世界の要素を現実世界の物で表現 -
○孔　　洋，芳賀博英（同志社大）

 7 ゲーミフィケーションを用いたトレーニング支援 SNS の提案 - ソフト
ボールを対象に -

○下村杏里，植竹朋文（専修大）
 8 （講演取消）
 9 音と動きを用いたオンラインゲーム向けコミュニケーション機能の検討

○徳野照馬，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）

学生セッション［5P会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 音声認識・合成	 座長　南條　浩輝（龍谷大）

 1 Deep Neural Network を用いた雑音抑圧及びブラインド音源分離手法
の提案とその評価

○橋本直矢，野田邦昭（早大），中臺一博（ホンダ RIJ），尾形哲也（早大）
 2 混合音に対する音源分離の不確実性を考慮した同時発話音声認識

○板倉光佑，西牟田勇哉，坂東宜昭，糸山克寿，吉井和佳（京大）
 3 雑音下での音源定位・音源分離に与える伝達関数測定法の影響の評価

○赤堀　渉，増田太郎，奥乃　博，森島繁生（早大）
 4 周囲の雑音に基づき音量調節を行う音声対話システム : セミブライン

ド音源分離の導入の検討
○小暮計貴，北原鉄朗（日大）

 5 語分割された音声発話の修復手法のオンライン実装とユーザ適応
○堀田尚希（名大），駒谷和範（阪大），佐藤理史（名大），

中野幹生（ホンダ RIJ）
 6 講演音声認識結果の誤り箇所の復唱入力を用いたノートテイクシステム

○大田健翔，秋田祐哉，河原達也（京大）
 7 プレゼンテーションにおける強調習得の支援

○小島淳嗣，伊藤克亘（法大）
 8 異なる文字入力方法における入力時間と作業負担の比較

○西川和宏，管村　昇（工学院大）

学生セッション［6P会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 対話システム	 座長　篠田　浩一（東工大）

 1 隣接関係による発話タイプの推定を用いた対話システムの構築
○瀬戸一馬，岸　義樹（茨城大）

 2 限定された学習データ量での未知レストラン名の検出
○藤巻寛継（名大），駒谷和範（阪大），佐藤理史（名大）

 3 対話中に現れる未知インスタンスのオントロジーを用いたクラス同定
○中野領祐，武田　龍，駒谷和範（阪大）

 4 対話を通じた情報獲得のための質問選択とその実験的評価
○大塚嗣巳（名大），駒谷和範（阪大），佐藤理史（名大），

中野幹生（ホンダ RIJ）

 5 ロボットの行動命令発話理解における不足情報の処理
○石田卓也，高渕健太，秋山俊介，岩橋直人，

國島丈生（岡山県大），中村友昭，長井隆行（電通大），
船越孝太郎，中野幹生（ホンダ RIJ）

 6 SVM と CRF を用いたロボットによるロバストな命令理解
○小堀嵩博，中村友昭，長井隆行（電通大），中野幹生，

船越孝太郎（ホンダ RIJ），金子正秀（電通大）
 7 TAKE: 情報提供エージェント

○竹本祥柄，浦谷則好（東京工芸大）
 8 多様な形態の相槌をうつ音声対話システムのための傾聴対話の分析

○山口貴史，吉野幸一郎，高梨克也，河原達也（京大）
 9 スマートポスターボードにおける視線情報を用いた話者区間検出及び

相槌の同定
○井上昂治（京大），若林佑幸（立命館大），吉本廣雅，高梨克也，

河原達也（京大）

学生セッション［1Q会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ソーシャルメディア	 座長　吉田　光男（豊橋技科大）

 1 Twitter データを用いた水害時の避難情報に対する住民の反応の分析
○栁森和真，井料隆雅（神戸大）

 2 訂正表現の特徴を利用したデマ訂正ツイートの抽出
○渡邊建太，山田剛一，絹川博之（電機大）

 3 種々のデータ圧縮手法に基づく分類器の設計および性能解析とそれら
の多言語 Tweets 分類への応用

○王　駿キ，延原　肇（筑波大）
 4 Ranking friends' posts on Facebook using hypernyms and tf-idf based on 

cosine similarity
○陳　思婉（立命館大），Chengguang SHEN（大連理工大），西出　亮，

Ian PIUMARTA，高田秀志（立命館大）
 5 企業の口コミを用いた企業の特徴の抽出方法

○山田一輝，村田皓教（愛知工大），炭竃桂輔，遠藤正隆，中嶋裕一，
三浦哲郎，田中大地（リオ），菱田隆彰（愛知工大）

 6 商品レビュー文における主観的表現と有用性に関する検討
○木浪貴博，小林亜樹（工学院大）

 7 マイクロブログにおける個人情報漏えい度合い評価のための行動範囲
抽出手法の提案

○松浦麻奈未，中村健二（阪経大）
 8 テキストに含まれる未知語の推定手法の提案

○越智雅人，黒田久泰（愛媛大）
 9 Paragraph Vector と多層パーセプトロンを用いた有害文書分類手法の

提案
○佐藤元紀，伊藤孝行（名工大）

学生セッション［2Q会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 言語生成とユーザ支援	 座長　岩倉　友哉（富士通研）

 1 日本語の語彙平易化システムの構築
○梶原智之，山本和英（長岡技科大）

 2 小説検索システムのためのプロット作成に関する基礎研究
○神谷美希，當間愛晃（琉球大）

 3 プロットと背景知識を用いた短編小説の自動生成
○高木大生，佐藤理史，松崎拓也（名大）

 4 議事録コンテンツを用いた次の発表のアウトラインの自動生成
○河合翔太，井上　慧，松原茂樹，長尾　確（名大）

 5 文のテンプレートの学習および感情を考慮した会話文の生成
○加藤和樹，柴田千尋，田胡和哉（東京工科大）

 6 敬語文章変換システムの作成
○飛鳥井元晴，岸　義樹（茨城大）

 7 外国人向け敬語文理解支援システムの提案
○李　国慶，吉野　孝（和歌山大）

 8 スライドと発言のテキストを用いた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）

 9 （講演取消）
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学生セッション［3Q会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 テキストマイニング	 座長　大熊　智子（富士ゼロックス）

 1 文書分別のための未知語の索引化手法の評価
○大西　周，山田剛一，絹川博之（電機大）

 2 単語ベクトルに基づく記録文書の概念検索
○三澤虎遊汰，靳　　展，柴田千尋，田胡和哉（東京工科大）

 3 文章間類似度を用いた感情ラベル付き大規模口語コーパスの作成と感
情推定

○宇原章浩，加藤昇平（名工大）
 4 作詞家の歌詞の計量テキスト分析と年代推定

○池澤和希，浦谷則好（東京工芸大）
 5 Paragraph Vector に基づくウェブ文書の感情極性表現について

○寺澤友治朗，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 6 残差 IDF と WebPMI を用いた土産物名の抽出

○川野　覚，溝渕昭二（近畿大）
 7 うつ病患者の周辺看護者支援に向けたブログ記事へのタグ付けと分類

○齋藤俊英（はこだて未来大），荒牧英治，宮部真衣（京大），
平田圭二（はこだて未来大）

 8 名張市住民意識調査のテキスト分析と評価
○今井　潤，宇田隆幸（近畿大高専）

 9 多様な時間表現の解釈に基づく言明の抽出と整理
○坂口智洋，黒橋禎夫（京大）

学生セッション［4Q会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 機械翻訳と文書分類	 座長　須藤　克仁（NTT）

 1 話し言葉から書き言葉への変換における対訳単位分割
○下田裕晃（東工大），住田一男（東芝）

 2 集合知を利用した対訳知識のカバレッジ向上
○牛久　敦，河原大輔，黒橋禎夫（京大），颯々野学（ヤフー）

 3 ニューラルネットワークを用いた機械翻訳における訳語選択の最適化
○小嶋優太朗（国際基督教大）

 4 文の構造を可視化した翻訳後編集インターフェース
○岸本裕大（京大），中澤敏明（JST），河原大輔，黒橋禎夫（京大）

 5 （講演取消）
 6 木カーネルを用いた文書カーネルの提案とその応用

○佐原諒亮，金川絵利子，岡留　剛（関西学院大）
 7 議事録閲覧支援のための議論のクラスタリング

○安藤聡志，井上　慧，松原茂樹，長尾　確（名大）
 8 可変長 N-gram に基づいたトピックへのラベル選択の検証

○慶留間諒大，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）

学生セッション［5Q会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 言語解析・分析	 座長　田村　晃裕（NEC）

 1 クラウドソーシングによる確率的アノテーションを利用した談話関係
解析

○澤田晋之介，小浜翔太郎，河原大輔，黒橋禎夫（京大）
 2 日本語文における機能表現意味ラベル付与と事実性解析への効果

○上岡裕大，成田和弥，菅野美和（東北大），水野淳太（NICT），
乾健太郎（東北大）

 3 RITE-VAL タスクを対象とした表層類似度に基づくテキストの真偽判定
○服部昇平，佐藤理史，松崎拓也（名大）

 4 日本語文内で表現されるイベント間の時間的な順序関係の認識
○稲田和明，松林優一郎，乾健太郎（東北大）

 5 単語アライメントにおける認知バイアスの効果
○松井泰地，加藤昇平（名工大）

 6 係り受け解析による動詞の人称不一致に関する調査
○松本大輝，奥村紀之（香川高専）

学生セッション［6Q会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 画像分析	 座長　川嶋　宏彰（京大）

 1 機械学習による動画のリアルタイム異常検出
○黒木陵平，大嶺　漢，荻野　正（沖縄高専）

 2 人の視線移動を考慮した異常検知手法
○森　潤一，長尾智晴（横浜国大）

 3 動画像中の異常検出ネットワークモデルの提案
○菅沼雅徳，長尾智晴（横浜国大）

 4 認知リハビリテーションのための一人称視点による生活行動の注意評価
○大井　翔，池ケ谷剛，渋谷咲月，水野翔太，佐野睦夫（阪工大），
中山佳代，大出道子，荻原摩紀（大阪府立障がい者自立センター）

 5 部位の重なりに応じた異なる検出器による受講者画像からの姿勢推定
○相澤将吾，椋木雅之，美濃導彦（京大），三功浩嗣（KDDI 研）

 6 手のぶれを考慮した手洗い検査システムの改善
○東　秀賢，獅々堀正幹，大野将樹（徳島大）

 7 複数のカメラの協調動作による万引き防止システムの開発
○関　達也，田村　仁（日本工大）

 8 （講演取消）

学生セッション［1R会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 情報検索・抽出	 座長　山下　晃弘（東京高専）

 1 大量 Geo-tag 付き写真群からの主要観光経路の抽出
○酒井勇人，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

 2 凝縮性に基づく注釈単語検出法とその評価
○小林えり，斉藤和巳，大久保誠也，池田哲夫（静岡県大）

 3 凝縮性に基づく有用単語検出によるトレンドワードの注釈付き可視化
○藤野まり菜，佐藤杏奈，伏見卓恭，斉藤和巳，大久保誠也，

池田哲夫（静岡県大）
 4 ビッグデータからの能動学習に基づくテキストと画像の双方向認識

○棚橋弘毅，水野俊一郎，長谷川修（東工大）
 5 顔文字とオノマトペに基づく文章からの感情抽出

○瀧下　祥，奥村紀之（香川高専）
 6 アンケート調査による回遊行動モデルの評価

○西可南子，加藤翔子，斉藤和巳，湯瀬裕昭，武藤伸明，
大久保誠也（静岡県大）

 7 回遊行動モデルに基づく重要観光スポット抽出法
○鈴木優伽，伏見卓恭，斉藤和巳（静岡県大），風間一羊（和歌山大）

 8 多次元時系列データにおけるオンライン型モチーフ発見手法の検討
○鷹取留亞子，上原邦昭（神戸大）

 9 歴史マイニング：現代社会の問題状況に類似した歴史の発見
○澄川靖信（東理大），池尻良平（東大）

学生セッション［2R会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 アルゴリズム・応用	 座長　藤田　桂英（農工大）

 1 評価表現を用いた道徳判断システム
○山本眞大，萩原将文（慶大）

 2 J リーグの試合結果予測のための文書分類
○小邦将輝，奥村紀之（香川高専）

 3 力学系学習木を用いた小型船舶の外乱推定
○沼倉彬雄，加藤成将，佐藤和幸（岩手大），

富沢武弥（越喜来漁業協同組合），三好　扶，明石卓也，
金　天海（岩手大）

 4 帰納論理プログラミングを用いた議論意味論の獲得
○木澤啓介，沢村　一（新潟大）

 5 形式概念間の関係に基づく属性推定を利用した概念束の簡素化
○石榑隼人，武藤敦子（名工大），松井藤五郎（中部大），

犬塚信博（名工大）
 6 整合性を考慮した常識判断知識ベースの統合

○香川夏美，奥村紀之（香川高専）
 7 市民科学における曖昧データ判別のための共生進化に基づく決定木作

成手法
○盧　　宇，大谷紀子（東京都市大）

 8 予算制限多腕バンディット問題の動的報酬への拡張とアルゴリズムの
提案

○新美　真，伊藤孝行（名工大）
 9 （講演取消）

学生セッション［3R会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 画像処理・認識	 座長　角所　考（関西学院大）

 1 類似したパターン画像の検索
○山口貴弘，長名優子（東京工科大）
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 2 タッチの類似性を考慮したイラスト検索の検索精度の向上
○河合弘也，長名優子（東京工科大）

 3 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 --- 類似度の
計算方法変更による検索精度の向上 ---

○中島秀人，長名優子（東京工科大）
 4 言葉とジェスチャーによる動きの制御方式

○武藤宏明，下岡　薫，松本俊太郎，吉田眞澄（筑波学院大）
 5 言葉とジェスチャーによる行動の制御システム

○下岡　薫，武藤宏明，井高悠斗，吉田眞澄（筑波学院大）
 6 画像認識のためのマハラノビスフィッシャー符号化法の提案

○松澤知己，武井　渉，加藤　毅（群馬大）
 7 DBN による花の種特定システムの開発

○岡村奏汰，正木智史，佐藤公信（高知高専）
 8 MPI を用いた学習データ並列化による DBN の学習高速化

○正木智史，佐藤公信（高知高専）
 9 RBF ネットワークを用いた風景画像中の人工物領域の特定における --- 

SIFT・LBP の利用による判定精度の向上 ---
○藤崎豪人，長名優子（東京工科大）

学生セッション［4R会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 マルチエージェント	 座長　栗原　聡（電通大）

 1 集団ネットワーク形成モデルにおけるエージェントの自己主張力と共
感力の導入

○大久保達樹，加藤昇平，武藤敦子（名工大）
 2 エージェント・ベース・モデルによる顧客の解約行動予測

○林　眞司，金盛克俊，大和田勇人（東理大）
 3 マルチエージェントシミュレーション省電力化のためのマルチコアを

使用したクラウド制御スクリプト言語の試作
○房野史寛，福田直樹（静岡大）

 4 マルチエージェントシミュレーションのためのメタヒューリスティク
スによるパラメータ空間探索機構

○石川博也，八槇博史（電機大）
 5 広域分散エージェントリポジトリの管理運用支援

○加藤義隆，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）
 6 コミュニティにおける配信範囲や伝搬順序を考慮した情報配信戦略の

モデル化について
○中野克哉，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 7 マルチエージェントシミュレーションによる消費者行動の分析
○山本祐揮，相場　亮（芝浦工大）

 8 停電時を考慮したオフィスを対象とした避難シミュレーション
○河野純希，長名優子（東京工科大）

 9 東山動植物園遊園地への巡回ガイド端末の導入による混雑緩和のシ
ミュレーション評価

○聶　　耳，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

学生セッション［5R会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 エージェントと人工市場	 座長　福田　直樹（静岡大）

 1 高齢者が好む話題の選択と遷移を行う会話エージェント
○塚田一史，高瀬　裕，中野有紀子（成蹊大）

 2 非線形効用関数の論点依存関係に基づくマルチエージェント自動交渉
機構

○森井翔太，伊藤孝行（名工大）
 3 志向姿勢誘発エージェントによる VR 運動ゲームに対するユーザのコ

ミットメント向上
○陶山昂司，大本義正，西田豊明（京大）

 4 公共利用のためのクラウド型エージェントフレームワークの提案
○宮原悠輔，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）

 5 自動交渉エージェントのための最適交渉戦略の推定に基づくメタ戦略
の実現

○森　顕之，伊藤孝行（名工大）
 6 投資家の嗜好を考慮した関連銘柄表示システムの開発

○今井亮介，八木　勲（神奈川工科大）
 7 酒田罫線予測精度検証システムの開発

○青山　徹，八木　勲（神奈川工科大）

 8 信用取引対応の人工市場を利用した市場規制の検証
○内藤大輔，八木　勲（神奈川工科大）

学生セッション［6R会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 学習	 座長　福田　直樹（静岡大）

 1 強化学習におけるスパースコーディングを用いた効率的な転移学習
○齋藤　碧，小林一郎（お茶の水女子大）

 2 群強化学習におけるエージェント多様性の影響に関する研究
○中村大地，上浦　基（電機大）

 3 POMDP 環境下でのサブゴール創発による強化学習の動的階層化
○野村拓己，加藤昇平（名工大）

 4 複数のゴールが存在するマルチエージェント環境における社会的強化
学習法

○木田椋子，長行康男（大手前大）
 5 DeepLearning に基づいた大規模交通の渋滞緩和のためのメカニズムの

検討
○小野友宏，福田直樹（静岡大）

 6 ランク学習による質問応答システムの実装
○鳥居義高，伊藤孝行（名工大）

 7 深層学習的手法を用いたクラスタリング手法の提案
○増井建斗，今井倫太，金井祐輔（慶大）

 8 画像認識に基づくロボットの行動を制御する強化学習の取り組み
○恒川英里，小林一郎（お茶の水女子大），長井隆行，

中村友昭（電通大），麻生英樹（産総研），持橋大地（統数研）
 9 POMDPs 環境下での強化学習を用いたロボットの行動学習

○昇龍之介，長名優子（東京工科大）

学生セッション［1S会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 生体認証・医療用画像処理	 座長　椋木　雅之（京大）

 1 ハイスピード・ワンショット 3D スキャンによるバイタルサイン非接
触計測手法の提案

○馬場博久，沖　佳憲（鹿児島大），赤木康宏（農工大），
川崎　洋（鹿児島大）

 2 循環器 OCT 画像の解析と 3 次元再構築
○鈴木一正，粉川　豊，津田嶺雪，呉　海元（和歌山大），久保隆史，

赤阪隆史（和歌山県医大）
 3 Curvelet 変換とコントラスト強調に基づく内視鏡画像からの早期食道

癌の自動検出
○羽原伸一，皆本晃弥（佐賀大）

 4 脳 MRI 画像の局所特徴量に基づく年齢推定手法と縦断データベースを
用いた性能評価

○近藤千裕，伊藤康一（東北大），呉　　凱（華南理工大），佐藤和則，
瀧　靖之（東北大），福田　寛（東北薬科大），青木孝文（東北大）

 5 制限された X 線投影における圧縮センシングを用いた CT 画像再構成
に関する検討

○垣内友希，蚊野　浩（京産大）
 6 血管の太さと断面形状に基づく胸部大動脈瘤の自動検出手法

○堀越健人，花泉　弘（法大），石丸　新（戸田中央総合病院）
 7 色弁別度を特徴量とした個人識別

○李　　鵬，鈴木一正，呉　海元，陳　　謙（和歌山大）
 8 動画像を用いた指関節紋認証システムとその性能評価

○草薙大地，青山章一郎，伊藤康一，青木孝文（東北大）

学生セッション［2S会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 作曲・制作・合成	 座長　深山　覚（産総研）

 1 遺伝的アルゴリズムを用いたモチーフを考慮した自動作曲
○三瓶正和，長名優子（東京工科大）

 2 大規模歌詞データからの潜在的トピック遷移のモデル化
○渡邉研斗，松林優一郎，乾健太郎（東北大），後藤真孝（産総研）

 3 手書き入力で盛り上がりをコントロールするループシーケンサ：スペ
クトログラムからの盛り上がり度の自動割り振り

○飯島孔右，鶴岡亜也佳，北原鉄朗（日大）
 4 単一楽曲の切り貼りによる動画の盛り上がりに同期した BGM 自動付

加手法
○佐藤晴紀（早大／ JST），平井辰典（早大），中野倫靖，

後藤真孝（産総研），森島繁生（早大／ JST）
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 5 動画特徴量からの印象推定に基づく動画 BGM の自動生成
○清水柚里奈，菅野沙也，伊藤貴之（お茶の水女子大），

嵯峨山茂樹（明大）
 6 メタデータを活用した DTM(DeskTop Music) での音づくり支援シス

テムの構築
○齋藤　創，大場みち子（はこだて未来大）

 7 楽曲パターンマイニングによる歌唱合成パラメータの自動推定
○清水　豪，浅田学史，竹内和広（大阪電通大）

 8 ダンスモーションに同期した表情自動合成のための楽曲印象解析手法
の提案

○朝比奈わかな，岡田成美，岩本尚也，増田太郎，福里　司，
森島繁生（早大）

学生セッション［3S会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 楽曲検索・推薦・分類・解析	 座長　吉井　和佳（京大）

 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 --- くし形フィ
ルタによる音高推定の実現 ---

○矢部正洋，長名優子（東京工科大）
 2 編曲を考慮した旋律検索方法の提案

○向後憲治，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）
 3 レストランの料理にマッチングする音楽を提供する，ミュージックソ

ムリエサービスの開発
○中島瑠央（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），

上林憲行（東京工科大）
 4 複数ユーザー間での楽曲推薦を実現するミュージックプレイヤー

○鈴木潤一，末次尚之，北原鉄朗（日大）
 5 和音進行に基づく楽曲分類システムの試作

○髙松　航，飯塚泰樹（東海大）
 6 楽曲群のコード進行・メタ情報・楽曲特徴量の統合可視化の一手法

○上原美咲，伊藤貴之（お茶の水女子大）
 7 プレイリスト時系列分析における不規則間隔データ

○向山　輝，沼尾幹房，岸上順一（室蘭工大）
 8 （講演取消）

学生セッション［4S会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 演奏・理解支援	 座長　竹川　佳成（はこだて未来大）

 1 歌声・伴奏音・打楽器音分離に基づく音楽演奏支援システム
○土橋彩香，池宮由楽，糸山克寿，吉井和佳（京大）

 2 ユーザの技術に合わせた自動編曲機能をもつピアノ演奏練習システム
○福田　翼，池宮由楽，糸山克寿，吉井和佳（京大）

 3 カラオケを盛り上げるためのタンバリン演奏支援システム
○木下尚洋，栗原拓也，山口竜之介，北原鉄朗（日大）

 4 クラシック音楽の理解支援を目指して : 箇所表現を利用した内容記述
間対応付け

○栗林　拓，浅野泰仁，吉川正俊（京大）
 5 演奏しやすさを考慮した初心者向けドラム譜の自動変換システム

○曽我蓉司郎，伊藤克亘（法大）
 6 演奏記号に対応した五線譜から Tab 符変換システム

○伊藤慶彦，田村　仁（日本工大）
 7 アフェクティブな映像生成による音楽演奏支援

○小林杏理，藤代一成（慶大）
 8 確率モデルに基づく候補提案型鍵盤楽器システム

○村岡眞伍，甲藤二郎（早大）

学生セッション［5S会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 音響分析・提示・知覚	 座長　亀岡　弘和（東大／NTT）

 1 音楽音響信号に対する相補的な歌声分離と音高推定
○池宮由楽，吉井和佳，糸山克寿（京大）

 2 MIDI ギターと音響信号処理の統合によるギター演奏の自動採譜の検討
○大塚匡紀，北原鉄朗（日大）

 3 コード制約付き NMF を用いた音高推定に基づくコード認識
○丸尾智志，吉井和佳，糸山克寿（京大），

Matthias Mauch（Queen Mary University of London），
後藤真孝（産総研）

 4 音声を効果的に聞こえにくくする楽曲の提示手法
○加藤健人，岡　　誠，森　博彦（東京都市大）

 5 ダンス共演ロボットのためのマルチモーダルビートトラッキング
○大喜多美里，坂東宜昭，池宮由楽，糸山克寿，吉井和佳（京大）

 6 演奏音模擬のための楽器用エフェクター調節補助システム
○青木潤平，伊藤克亘（法大）

 7 人間が空間に与える影響を考慮したハウリング抑制補助システム
○山本菜摘，伊藤克亘（法大）

 8 ロック音楽における体感テンポの分析
○宮木雄馬（工学院大）

 9 発音時刻とアクセントパターンに基づくグルーヴ達成度評価システム
○上嶋秀典，伊藤克亘（法大）

学生セッション［1T会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 距離画像処理	 座長　床井　浩平（和歌山大）

 1 Kinect2 台を用いたラジオ体操のフォームチェック
○中村和樹，中屋敷かおる，坂東忠秋（関東学院大）

 2 Kinect を用いた筋力トレーニング支援システム
○高久大輔，中島克人（電機大）

 3 VDT 作業における姿勢意識向上アプリケーションの開発
○杉本拓也，伊與田光宏，初谷拓郎（千葉工大）

 4 衣類群からの衣類分別のための 3D 情報解析法
○伊藤舞貴，三好　力（龍谷大）

 5 Kinect を用いた電子ピアノの自動譜めくりシステム
○佐々木志帆，藤田　悟（法大）

 6 Kinect を用いた移動ロボットの経路決定法の検討
○山田嵐士，三好　力（龍谷大）

 7 Kinect を用いたリアルタイムプロジェクションマッピングシステムの
構築

○藤澤春香，藤田　悟（法大）
 8 ３Ｄレーザースキャナから得られた点群データのクラスタリングによ

る坑道壁面の亀裂抽出法
○松川　瞬，板倉賢一，鈴木幸司（室蘭工大）

 9 複数の TOF カメラを用いた各指位置の検出
○住吉雅樹，田村　仁（日本工大）

学生セッション［2T会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 ニューラルネットワーク・GA	 座長　有田　隆也（名大）

 1 動作中に構造が変化する進化型ニューラルネットワークによる自律
エージェントの行動獲得

○広井香菜子，長尾智晴（横浜国大）
 2 自己組織化特徴マップに基づいた時系列パターンのための確率的連想

メモリによる強化学習の実現
○新妻　純，長名優子（東京工科大）

 3 パラメータの自動調整が可能なカオス四元数多方向連想メモリ
○伊藤良平，長名優子（東京工科大）

 4 ホタルのアルゴリズムによるデータクラスタリング
○高松志帆，水野一徳（拓大），西原清一（筑波大）

 5 パラメータの自動調整が可能なカオス多方向連想メモリ
○林　永昌，長名優子（東京工科大）

 6 複雑な問題におけるエージェントの行動プログラムの自動獲得
○秋本紗矢香，長尾智晴（横浜国大）

 7 入れ子構造を導入した Linear Genetic Programming の提案
○土屋大樹，長尾智晴（横浜国大）

 8 AN ENHANCED QUANTUM-INSPIRED GENETIC ALGORITHM 
WITH ARTIFICIAL ENTANGLEMENT: ANALYSIS OF ITS SEARCH 
BEHAVIOR AND POTENTIAL APPLICABILITY

○チーケン チョイ，ラック ターウォンマット（立命館大）
 9 蟻メタファに基づいた「普遍創造性エンジン」プロトタイプにおける

文脈利用手法
○吉本卓矢，鈴木麗璽，有田隆也（名大）

学生セッション［3T会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 安全・安心	 座長　篠田　孝祐（電通大）

 1 歩行環境要素が歩行者のストレスへ与える影響の分析
○北林宏樹，張　信鵬，浅野泰仁，吉川正俊（京大）

 2 危険要素抽出の高精度化に基づく高安全知能システムの構成
○大河原茂樹，亀山充隆（東北大）
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 3 個人間分散バックアップにおけるブロックデータの重複排除手法
○石田大明，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）

 4 災害時の群集の心理効果に着目した避難時交通シミュレーションの解
析フレームワーク

○佐々木亮，福田直樹（静岡大）
 5 Geo-tag 付き写真群に基づいた観光経路アノマリー検出

○岡田洸一，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）
 6 エージェントフレームワーク DASH におけるセキュリティ機構の構築

○大野　健，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）
 7 コンテナ型仮想化によるパーソナルデータ保護を備えた知的 HTTP/2

プロキシの試作
○若狹拓実，福田直樹（静岡大）

学生セッション［4T会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 最適化	 座長　山下　信雄（京大）

 1 即売会を想定した共同調達問題における近似分配手法の提案
○五十嵐優智，藤田桂英（農工大）

 2 群知能アルゴリズムによるネットワーク設計問題の解法
○長谷川和平，米田征司，能登正人（神奈川大）

 3 粘菌ネットワークを用いた時間枠制約付き巡回セールスマン問題の解法
○加藤由人，大谷紀子（東京都市大）

 4 共同関係の強化による効率的なチーム編成手法の実現
○早野真史，宮下裕貴，菅原俊治（早大）

 5 トゲアリの巣帰り行動を用いたアリコロニー最適化アルゴリズム
○津留貴陽，米田征司，能登正人（神奈川大）

 6 LSH を用いた近似最近傍探索の高速化手法
○加瀬祐太，藤田　悟（法大）

 7 分散型マイクロホンアレイを用いた音源分離のための複数移動ロボッ
トの配置最適化

○関口航平，坂東宜昭，糸山克寿，吉井和佳（京大）

学生セッション［5T会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ロボット・制御	 座長　村松　聡（関西学院大）

 1 人間ロボットインタラクションを目的とした神経回路による言語と行
動のアトラクタ表現

○山田竜郎，村田真悟，有江浩明，尾形哲也（早大）
 2 ロボットの調理動作学習へ向けた取り組み

○濵園侑美，小林一郎（お茶の水女子大），麻生英樹（産総研），
長井隆行（電通大），持橋大地（統数研），中村友昭（電通大）

 3 学習に基づく四軸回転翼型ヘリコプタの飛行制御
○榎本昇平，松本成行，長谷川修（東工大）

 4 柔軟索状レスキューロボットのためのロバスト主成分分析を用いた走
行雑音抑圧

○坂東宜昭，池宮由楽，糸山克寿（京大），昆陽雅司，
田所　諭（東北大），中臺一博（東工大 / HRI-JP），吉井和佳（京大），

奥乃　博（早大）
 5 BACnet を用いた照明の個別制御システムにおけるパケット数の削減

について
○谷口　武，桑島　奨，三木光範，間　博人（同志社大）

 6 早言いクイズ司会者ロボットの開発と評価
○西牟田勇哉，糸山克寿，吉井和佳（京大），奥乃　博（早大）

 7 移動式ワイアレスセンサネットワークのための設置位置推薦アルゴリ
ズムの提案

○大塚孝信，鳥居義高，伊藤孝行（名工大）
 8 身体バブリングによる事前学習を用いた柔軟関節ロボットの効果的な

動作学習
○山田浩貴，高橋城志，尾形哲也，Hadi Tjandra，菅野重樹（早大）

学生セッション［3ZG会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ロボットビジョン	 座長　赤木　康宏（農工大）

 1 Diminished Reality を用いた黒板・教師復元システム
○廣瀬美穂，藤田　悟（法大）

 2 複合鏡を用いた全周囲 3 次元形状計測のためのプロジェクタカメラシ
ステム

○田原都夢，川原　僚，延原章平，松山隆司（京大）

 3 Vision-based 3D Tracking System for Fish Interaction Analysis
○鐘　陽紅，川嶋宏彰，松山隆司（京大）

 4 交差反復処理による深度カメラと地面のなす角度の推定
○郎　彦昆，呉　海元，天野敏之，陳　　謙（和歌山大）

 5 ICP を用いた位置合わせによる 3 次元点群の動き推定
○金井　廉，藤田　悟（法大）

 6 顔画像のシルエット情報に基づく 3 次元顔形状復元
○野澤直樹，桑原大樹，森島繁生（早大）

 7 3 次元環境地図の精度向上を目的とした距離画像センサのキャリブ
レーション手法

○佐藤俊太朗，石井雅樹，下井信浩（秋田県大）
 8 航空機 SAR 画像を用いた 3 次元計測とその性能評価

○丸木大樹，酒井修二，伊藤康一，青木孝文（東北大），上本純平，
浦塚清峰（NICT）

 9 視覚的顕著性に基づいたアイトラッカーの自動校正法
○沖野祐介，中澤篤志，西田豊明（京大）

学生セッション［4ZG会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 画像認識・検索	 座長　寺沢　憲吾（はこだて未来大）

 1 隣接セグメント特徴による野鳥識別
○千田恭平，石亀昌明，伊藤慶明，小嶋和徳（岩手県大）

 2 札画像の重なりを考慮した花札認識と AR 花札支援システムへの応用
○圓谷将大，高井昌彰（北大）

 3 一人称視点映像による実環境の統計的記憶可能性評価手法
○大泉建人，中澤篤志，西田豊明（京大）

 4 進化型自動画像分類システムの提案
○平野祐一，長尾智晴（横浜国大）

 5 特徴点クラスタリングを用いた詳細画像識別に関する一検討
○田中健太，青木輝勝（東北大）

 6 動画像からの歩行者用信号の実時間認識
○馬塲勇生，酒井優太，松島俊明（東邦大）

 7 人間とのインタラクションに着目した物体認識
○石島　樹，石井雅樹，下井信浩（秋田県大）

 8 所持品に基づく人物画像分類のための学習データが少ない問題に対す
る分類器学習

○井関洋平（京大），川西康友（名大），椋木雅之，美濃導彦（京大）
 9 局所特徴量の出現位置分布に基づく特定物体認識手法

○大関陽裕，獅々堀正幹，大野将樹（徳島大）

学生セッション［5ZG会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 画像復元・評価	 座長　三浦　康之（湘南工科大）

 1 ケプストラム解析を用いた JPEG 符号化画像における視覚的妨害の推定
○佐藤　圭，亀田昌志（岩手県大）

 2 参照画像を用いた動的なカラー化手法の提案
○王　光輝，長尾智晴（横浜国大）

 3 薄暗い場面で撮影された画像の生理学的機能に沿った薄明視画像への
変換

○山口正恵，齋藤　豪（お茶の水女子大）
 4 複数のグラフ構造プログラムに基づく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）

 5 顕著性マップを用いた画質評価の実験的検討
○中易洋介，前田純治，鈴木幸司（室蘭工大）

 6 画像分割によるピクセルレベル融合画像の評価
○後藤太一，劉　　鄭（豊田工大）

 7 カメラレスポンス関数未知の単一画像からのテクスチャ推定
○鍋島美希子，岡部孝弘（九工大）

 8 明滅する被写体の複数フレーム超解像
○福島淳史，岡部孝弘（九工大）

 9 変分ベイズ法による静止画像の電子的動きぶれ補正
○薗頭元春，舩冨卓哉，飯山将晃，美濃導彦（京大）
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第 3分冊	 （ネットワーク）

一般セッション［4D会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 位置情報とネットワーク	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 歩行者の移動時間推定システムの研究
○佐藤　翼，袴田和則，木村卓哉（綜合警備保障）

 2 歩行者自律航法をベースとしたハイブリット屋内測位手法の提案
○松下裕介，吉澤史男，金崎克己（リコー）

 3 1 歩毎の測位誤差を考慮した PDR の定量的精度評価手法の検討
○小西啓佑，五十嵐規和，松下裕介，吉澤史男（リコー）

 4 安定気圧区間に基づくフロア間移動推定
○梶　克彦，河口信夫（名大）

 5 携帯電話通信履歴による位置情報を用いた鉄道利用者推定の提案
○石塚宏紀，小林　直，村松茂樹，小野智弘（KDDI 研）

 6 Bluetooth を用いた同報通信の一提案
○森田賢太，森田直樹（東海大）

 7 通信インフラに依存しない情報伝達ネットワークについての研究
○上田敏樹（大谷大）

一般セッション［5D会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 コンピューティングリソース管理

	 座長　松本　直人（さくらインターネット）

 1 仮想マシンのリソースをミリ秒精度で管理する手法の検討と試作
○金子　雄，伊藤俊夫，前川智則（東芝）

 2 複数 VM からなるシステムの迅速な配備のための VM イメージ管理手法
○北野敦資（NEC）

 3 （講演取消）
 4 計算機システム運用におけるオペレーション自動実行方式の提案

○石川祐輔，白木宏明，大松史生（三菱）
 5 階層型システムの無停止機能更新を実現する運用手順自動生成手法の

提案
○上野　優，関口敦二，安家　武，阿比留健一（富士通研）

 6 コンテナ型仮想化機構を用いた大学向けハイブリッドクラウドの構築
○田中　遼，田胡和也（東京工科大）

 7 時系列データ分析による端末利用予測システム
○関　陽介，松浦健二，上田哲史，佐野雅彦（徳島大）

一般セッション［6D会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 ネットワーク運用技術	 座長　宮下　健輔（京都女子大）

 1 ネットワーク情報の AR 可視化によるネットワーク管理手法に関する
基礎的検討

○大沼信也，市地　慶，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 2 拡張現実によるネットワークトポロジー可視化システム

○原槙稔幸，西野浩明（大分大）
 3 ITSMS 監査における不正特権 ID アクセス検出方式

○砂田英之（三菱）
 4 OpenFlow と Open vSwitch による IP スプーフィング機能の実装

○三宅信之，栗山俊通，田村孝之（三菱）
 5 初学者向けネットワーク構築演習のためのヒント生成システムの評価

○立岩佑一郎，高橋直久（名工大）
 6 キャンパスネットワークにおけるトラフィック量によるネットワーク

構成の検討
○松田勝敬（東北工大）

 7 ICMP を用いた可用帯域推定の提案と評価
○西川由明，野上耕介（NEC）

一般セッション［1E会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 災害情報	 座長　中沢　実（金沢工大）

 1 ユーザ要求に応じた災害情報集約のための蓄積運搬転送型通信に基づ
く情報処理基盤の設計

○内山　彰，廣森聡仁（阪大），梅津高朗（滋賀大），
山口弘純（阪大），安本慶一（奈良先端大），東野輝夫（阪大）

 2 耐災害性強化ストレージシステムのためのスマートルーティングの提案
○和泉　諭，江戸麻人，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 3 災害のリスクを考慮したネットワークの経路制御手法の提案
○江戸麻人，和泉　諭，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 4 不安定なネットワークを想定した救命情報共有システムのためのオフ
ライン運用機構

○堂ノ脇梓，多幡早紀，嶋津恵子，福井良太郎，重野　寛（慶大）
 5 OpenFlow を用いた災害時の動的な回線選択手法の検討

○多幡早紀，堂ノ脇梓，福井良太郎，嶋津恵子，重野　寛（慶大）
 6 大規模自然災害時を想定したアドホックネットワークにおける協調駆

けつけ方式の研究
○石井和行，佐藤　直（情報セキュリティ大）

 7 大型ドライビングシミュレーターにおける津波・道路冠水状況の再現
と運転行動分析

○板宮朋基，尾林史章，荒川俊也，小塚一宏（愛知工科大）

一般セッション［2E会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 マルチメディア	 座長　木原　民雄（昭和女子大）

 1 Towards Usage Reduction of Infrastructure Resource for Regional 
Content Distribution

○田　海燕（神戸大），大塚祐輔（名工大），毛利公美（岐阜大），
白石善明，森井昌克（神戸大）

 2 汎用分散処理フレームワークによる高精細映像符号化処理の検証
○小田周平，黒住正顕，遠藤洋介（NHK）

 3 画像の質感向上のためのテクスチャ付与方式の一検討
○高橋幸恵，今田　敬，春木耕祐，齊藤佳奈子，金子敏充，

伊藤　剛（東芝）
 4 幾何学変位画像による平均化攻撃の抑制および抽出法

○藤村　誠（長崎大），黒田英夫（FPT 大），今村幸祐（金沢大）
 5 サーバサイドイメージレンダリングによるウェブ UI コンポーネント・

フレームワーク
○内海宏律，菊地大介，浦邊信太郎，齋藤邦夫，

手塚　大（日立ソリューションズ東日本）
 6 モバイルエージェントの検索機能の検討

○東野正幸，灘本　拓，高橋健一，川村尚生，菅原一孔（鳥取大）
 7 ウェアラブル点字リーダーの開発

○伊藤祥一，藤澤義範（長野高専）

一般セッション［3E会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 高度交通システム	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 マルチディスプレイ統合型車載 HMI システムへの情報提示制御技術
の適用

○松原孝志，佐々木昭，内田尚和，森　直樹（日立）
 2 HUD とジェスチャ操作の組み合わせによる運転中の機器操作ディス

トラクションの低減
○高田晋太郎，松原孝志，森　直樹（日立）

 3 プローブデータを活用した大型車の通行経路の把握と推定に関する提案
○鹿谷征生，鈴木彰一，牧野浩志（国土技術政策総研）

 4 ネットワークへの接続履歴に応じた車載ルータの通信制御
○高橋　幹（岩手県大），今田諭志，鈴木信雄（KDDI 研）

 5 車両間交渉メカニズムに基づく渋滞緩和シミュレーションとその応用
○田中雅章，伊藤孝行，ラフィック ヘドフィ，鳥居義高，

徳田　渉（名工大），金森　亮（名大）
 6 輸送障害における運転再開進捗情報配信システムの開発

○野崎真希，日高洋祐（JR 東日本）
 7 リアルタイム列車位置情報提供システムの開発と評価

○日高洋祐（JR 東日本）

学生セッション［6T会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 アドホック・センサーネットワーク	 座長　野一色　裕人（KDDI 研）

 1 浮流観測ノードを用いた下水管内映像無線伝送システムの試作
○田中悠大，長島大貴，石原　進（静岡大）

 2 マルチコプターによるメッシュネットワークを利用した監視映像転送
システムの構築

○田中紀史（岩手県大），内田法彦（埼玉工大），橋本浩二，
柴田義孝（岩手県大）
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 3 センシングデータを効率的に転送するための通信方式
○乙川祥吾，芝　公仁（龍谷大）

 4 移動型センサネットワークにおける重要度に基づくノードの動的配置
手法

○橘高　俊，横田裕介，大久保英嗣（立命館大）
 5 動的再構成デバイスを用いたセンサノードの高機能化

○木下智雅，横田裕介，大久保英嗣（立命館大）
 6 VANET における移動体のセル残存時間を考慮した IP パッシングプロ

トコル
○杉谷典嗣，木村成伴（筑波大）

 7 MANET における残存電力を考慮した効率的なビーコンレスブロード
キャスト方式

○西本　貴，木村成伴（筑波大）
 8 Bluetooth と Wi-Fi 環境におけるスマートフォンを用いたアドホック

ネットワークの検討
○石橋直哉，坪川　宏（東京工科大）

 9 ソーシャルネットワークの関係性を利用し構築した Wi-Fi アドホック
ネットワークの性能評価

○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），Eng Keong Lua（NEC）

学生セッション［1U会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 センサネットワーク	 座長　重安　哲也（県立広島大）

 1 （講演取消）
 2 無線センサネットワークにおける協調的パケット改竄検知方法の提案

○新居英志，安達直世，滝沢泰久（関西大）
 3 契約概念に基づくセンサ型アプリケーションプラットフォームの設計

○生出拓馬，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 4 多人数の状況を効果的に観測する利用者指向センサネットワークの基

礎的検討
○佐々木塁，市地　慶，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 5 温水洗浄便座のネットワーク化による省エネ効果と使用効率の向上の
検討

○上井大空，三好　力（龍谷大）
 6 センサノードのためのプログラム生成ツールの提案

○鍋島　俊，宮崎敏明（会津大）
 7 屋内位置推定のための磁気指紋の安定性解析

○松倉健悟，廣津登志夫（法大）

学生セッション［2U会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 センシングシステム・アプリケーション	 座長　中澤　仁（慶大）

 1 クラウドセンシングを用いた突発的事象検出システムの提案
○山本泰史，黄　宏軒，川越恭二（立命館大）

 2 協調処理を実現する広域センサネットワークシステムの設計と実装
○森　香樹，横田裕介，大久保英嗣（立命館大）

 3 100 万イベント / 秒のアクセスに耐える統合センサネットワークのた
めの分散データベースシステム

○末松直樹，宮崎敏明（会津大）
 4 SW-SVR を用いた施設園芸環境向け知的制御システムの提案

○兼田千雅，井林宏文，鈴木雄也（静岡大），黒田正博（NICT），
大石直記（静岡県農林技研），峰野博史（静岡大）

 5 スマートハウスにおける行動可視化ツールの作成
○駒井清顕，北川愼人，河村一輝，上田健揮，中村仁美，

安本慶一（奈良先端大）
 6 家庭内の行動推定のためのスマートカメラシステムの開発

○中村勇貴，宵　憲治，前中省吾，岩口尭史，柏本幸俊，
安本慶一（奈良先端大）

 7 QOL 可視化システムのための脈拍センサを用いたストレス状態推定手法
○秋山早弥香，加藤由花（東京女子大）

 8 観光地評価のための腕時計型心拍センサによる内面状態推定手法
○吉村　梓，打越大成，岩本健嗣，松本三千人（富山県大）

 9 コインの入出を管理できるスマートな財布の提案
○丸山紘史，打越大成，岩本健嗣，松本三千人（富山県大）

学生セッション［3U会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 CDN	 座長　重安　哲也（県立広島大）

 1 顕著性マップを用いて無線帯域変動に適応するライブビデオストリー
ミングシステム

○丸山大貴，矢向高弘（慶大）
 2 スケジューリング手法を用いた選択型コンテンツの放送型配信システ

ム
○藤田拓郎，山本泰平，後藤佑介（岡山大）

 3 複数動画を同期配信する分割放送型配信システムの実現
○井上祐輔（岡山大），木村明寛（NTT），後藤佑介（岡山大）

 4 放送通信融合環境における端末間の帯域幅を考慮したデータ配信シス
テムの実現

○尾崎健志（岡山大），鈴木健太郎（バッファロー），後藤佑介（岡山大）
 5 選択型コンテンツの再生速度を考慮した放送型配信におけるスケ

ジューリング手法の提案
○福井大地，後藤佑介（岡山大）

 6 WebRTC を用いたブラウザ上でのコンテンツ配信の実装と評価
○成田裕司，坪川　宏（東京工科大）

学生セッション［4U会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 P2P とエージェント	 座長　寺西　裕一（NICT）

 1 非構造化 Peer-to-Peer オーバーレイネットワークにおける Publish/
Subscribe システムの実現

○山本佑太，林原尚浩（京産大）
 2 発信者追跡可能かつ仮名型の P2P 情報発信システム

○辻尾尚樹，岡部寿男（京大）
 3 エリア限定コンピューティングのための Vehicular Cloud Storage の検討

○伊藤大貴（神戸大），大塚祐輔（名工大），毛利公美（岐阜大），
白石善明，森井昌克（神戸大）

 4 iBeacon を用いた接続要求機能を有する P2P チャットアプリの開発
○木谷有生誠，高井昌彰（北大）

 5 RT-Messenger を用いた時刻同期機構の実装と評価
○鞠谷達士，上田和樹，矢向高弘（慶大）

 6 ネットワーク結合による統合実行環境の実現
○高橋　右，林原尚浩（京産大）

 7 マルチエージェントシステムによる電子譜面代表端末選定機能の検討
○飯島安恵，今野　将（千葉工大）

 8 発展型エージェントシステムにおけるエージェントの発展的動作の実
験と評価

○安部　充，高橋晶子（仙台高専），木下哲男（東北大）

学生セッション［5U会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 システム最適化	 座長　野呂　正明（富士通研）

 1 低優先度フローを考慮した動的な重み付けによる WFQ 方式
○杉田眞奈美，木村成伴（筑波大）

 2 HTML5 を用いた 3 次元可視化システムにおける C/S 動的負荷分散手
法の実装

○丸島晃明，峰野博史（静岡大）
 3 Web サービス連携における分散的なサービス発見

○小関好尚，松本倫子，吉田紀彦（埼玉大）
 4 ファイアウォールを用いた Web サーバのための同時アクセス数を動

的に制御するアクセス制御機構の設計
○大川昌寛，最所圭三（香川大）

 5 移動平均による分散 Web システムにおける振分アルゴリズムの改良
○堀内晨彦，最所圭三（香川大）

 6 実ネットワークにおける CUBIC TCP の RTT 公平性
○神津智樹，秋山友理愛，山口実靖（工学院大）

 7 複数アプリケーション動作環境におけるキャッシュヒット率を考慮し
た動的 VM メモリ割り当て

○坂本雅哉，山口実靖（工学院大）
 8 インタークラウド環境における仮想システム構築の最適化サービスに

関する検討
○玉家武博，齋藤篤志（北大），三浦克宜（北見工大），棟朝雅晴（北大）

 9 システムログ収集基盤におけるフォーマットルールの生成支援
○三菅淳平，廣津登志夫（法大）
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学生セッション［6U会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 災害ネットワーク	 座長　重野　寛（慶大）

 1 災害時の DTN 対応安否確認アプリケーションの設計に関する一検討
○高田千暁，黒崎裕子（お茶の水女子大），

高井峰生（お茶の水女子大／カリフォルニア大ロサンゼルス校
(UCLA)），小口正人（お茶の水女子大）

 2 災害時における通信状態を考慮したスマートデバイス型情報共有シス
テムの研究

○五島達也，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）
 3 DTN ベースのスマート端末による MANET 実現方法

○北田真也，佐藤剛至，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）
 4 SDN 技術とコグニティブ無線技術を用いたネバー・ダイ・ネットワー

クシステムの開発
○佐藤剛至（岩手県大），内田法彦（埼玉工大），柴田義孝（岩手県大）

 5 個人情報保護と災害時情報共有に生じるトレードオフ解決機構の設計
○萱場啓太，高橋晶子（仙台高専）

 6 災害監視に特化した大規模センサネットワーク用ユーザインタフェース
○柳沼慎也，宮崎敏明（会津大）

 7 Delay Tolerant Network を用いた孤立サーバ間のデータ同期を目的と
した効率的な中継ノード配置法

○川崎泰康，Peng Li，宮崎敏明（会津大）
 8 渋滞緩和のためのクラウドベースのアーキテクチャ

○ラフィック ヘドゥフィ，鳥居義高，伊藤孝行，徳田　渉（名工大），
金森　亮（名大），田中雅章（名工大）

学生セッション［1V会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 情報配信とアプリケーション	 座長　田中　宏平（三菱）

 1 METs 概念を用いたスマートフォン向けクラウド対応アプリケーショ
ンの開発

○渡邊宏尚，皆月昭則（釧路公大）
 2 地方都市向けレコメンデーションシステムの開発

○稲本勝己，水上貴晶，小川　開，内藤克浩，菱田隆彰，
水野忠則（愛知工大）

 3 豊田市民の市政参加を促す広報広聴アプリの構築
○大村宗士朗，佐藤太一，内藤克浩，水野忠則，菱田隆彰（愛知工大）

 4 ウェアラブル機器を用いたギター演奏学習支援システム
○松岡慶一，小原　大，久保田稔（千葉工大）

 5 スマートグラスを用いた仮想空間への手書き情報共有システム
○長田剛典，佐々木雅茂，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）

 6 スマートフォンを利用した転倒検知率向上に関する研究
○猪股史也，諏訪敬祐（東京都市大）

 7 携帯端末向けオンラインノートシステム　-KFree-
○朝賀貴裕，星野裕樹，納富一宏，清原良三（神奈川工科大）

 8 モバイル向け Web サイトの消費電力に関する一考察
○井原卓也（電通大），土岐　卓，大岸智彦（KDDI 研），

小花貞夫（電通大）

学生セッション［2V会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 パーソナルサービス	 座長　一色　正男（神奈川工科大）

 1 骨格情報・心拍数計測に Kinect® を用いた自転車乗車姿勢維持支援シ
ステムの提案

○林　秀和，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）
 2 スマートフォンを用いた客観的センサーデータによるセーリング指導

支援システムの提案と実装
○根来秀徳，塚田晃司（和歌山大）

 3 IEEE802.15.6 BAN 実現のための技術の確立に関する提案
○大河内芳樹（愛知工大），山下昭裕，伊藤信行，

小林幸彦（三菱電機エンジニアリング），中條直也，
水野忠則（愛知工大）

 4 双指向性マイクロフォンを用いた最高血圧推定法
○石井一樹，鏑木崇史，栗原陽介（青学大）

 5 心肺蘇生術における姿勢アジリティを考慮した訓練システムの開発
○渡邊宏尚，土田　栞，皆月昭則（釧路公大）

 6 観光回遊行動支援を目的とした AR メデイア GIS の構築
○周　嘉文，山本佳世子（電通大）

 7 観光スポットの推薦を目的とした AR レコメンド GIS の構築
○藤田　駿，山本佳世子（電通大）

 8 ついみゅー :What are you listening now on Twitter?
○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）
 9 記事情報の選別フィルタリングにおける興味の変化への追随性の改善

に関する研究
○山根稔弘，稲元　勉，樋上喜信，小林真也（愛媛大）

学生セッション［3V会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 センサ応用（1）	 座長　金田　重郎（同志社大）

 1 複数 LED を用いた家電機器認識
○梅野哲平，坂部義篤，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）

 2 施設園芸環境での 2.4GHz 帯と 429MHz 帯無線通信特性の分析
○李　鵬昆，井林宏文，峰野博史（静岡大）

 3 3 次元可視化システムと WSN を用いた視覚的評価手法の提案
○柴田　瞬，丸島晃明，峰野博史（静岡大）

 4 劣悪な通信環境を考慮した IEEE1888 の拡張機能の提案
○川田駿祐，笠谷昇平，塚田晃司（和歌山大）

 5 GoogleGlass を用いた装着型明るさ感センサの開発
○川村真也，近藤　魁，小野景子（龍谷大）

 6 生体情報を用いたウェアラブルセンサの開発
○清田　祐，小野景子（龍谷大）

 7 「ながらスマートフォン」状況下での衝突事故防止のための障害物検
知手法の提案

○平川哲也，小倉加奈代，ベッドバハドゥール ビスタ，
高田豊雄（岩手県大）

 8 パッシブを利用した自然光制御装置の開発
○波多野匠，手平裕希，宇佐美真，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

学生セッション［4V会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 HEMSと省電力	 座長　松井　進（阪工大）

 1 スマートグリッドのための大規模ネットワークシミュレータの構築
○森　静奈，唐土慶太，矢向高弘（慶大）

 2 （講演取消）
 3 ECHONET Lite を用いた HEMS サービス開発環境の構築

○横山悠平，佐々木まどか，川崎耀馬，今泉優樹，岡本健司，
一色正男，杉村　博（神奈川工科大）

 4 HEMS 継続利用のための節電支援ツールの開発
○有馬一貴，金子将之，村上隆史，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

 5 Android OS におけるアプリケーションの起動による電力消費に関する
一考察

○中村優太（工学院大），早川　愛，小柳文乃（お茶の水女子大），
半井明大，竹森敬祐（KDDI 研），小口正人（お茶の水女子大），

山口実靖（工学院大）
 6 Android 端末の状態変化時におけるブロードキャストインテント情報

の解析
○小柳文乃，早川　愛（お茶の水女子大），中村優太（工学院大），

半井明大，竹森敬祐（KDDI 研），山口実靖（工学院大），
小口正人（お茶の水女子大）

 7 Android 端末における明度と消費電力の関係を考慮した RGB の制御に
よるディスプレイ消費電力の低減

○坂本寛和，中村優太，野村　駿，濱中真太郎，山口実靖，
小林亜樹（工学院大）

 8 軍艦島モニタリングに向けたクロスレイヤ型タスクスケジューリング
方式

○黒木琴海，佐藤　匠，小寺志保（静岡大），倉田成人（筑波技術大），
濱本卓司（東京都市大），猿渡俊介（静岡大）

学生セッション［5V会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 コンシューマサービス	 座長　小口　正人（お茶の水女子大）

 1 オンライン授業資料共有のための携帯端末間認証方式
○蘇原碩威，朝賀貴裕，清原良三（神奈川工科大）
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 2 聴覚障がい者のための音声認識システムの音声ピッチ調整方法
○手平裕希，有馬一貴，宇佐美真，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

 3 快適な目覚めをサポートする家電製品連携システムの開発
○金子将之，波多野匠，村上隆史，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

 4 スマート家電やインターネットサービスの統合制御システムとそのビ
ジュアルプログラミング環境

○橋岡　良，平井重行（京産大）
 5 家庭内におけるネットワーク機器設定を想定した遠隔設定機構に関す

る研究
○宮本貴拓，丹　康雄（北陸先端大）

 6 家族間のインタラクションを考慮した人間行動シミュレーション
○水間庸介，丹　康雄（北陸先端大）

 7 未来予測を用いたタスク管理における予測提示手法の検討
○寺下翔太，竹内俊貴，谷川智洋，鳴海拓志，廣瀬通孝（東大）

 8 Twitter 連動型サイネージにおけるコンテンツ掲示支援機能とその評価
○近藤貴裕，渡邉貴之，赤堀優志（静岡県大）

 9 音声対話デジタルサイネージ間の通信機構の提案
○可児龍平，打矢隆弘，内匠　逸（名工大）

学生セッション［6V会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 ITS とメディア応用	 座長　屋代　智之（千葉工大）

 1 運転者の視線・頭部姿勢情報を利用した安全運転支援システム
○八重樫大貴，Oky Dicky Ardiansyah Prima，伊藤久祥，今渕貴志，

蛇穴祐稀（岩手県大）
 2 ドライバの視線情報にもとづく運転意図推定

○石正幸大，島田秀輝，佐藤健哉（同志社大）
 3 ビデオ通話におけるニューラルネットワークを利用した話者変換の検討

○齋藤優貴，能勢　隆（東北大），篠崎隆宏（東工大），
伊藤彰則（東北大）

 4 ファットクライアントとクラウドを用いたカメラ画像データ解析フ
レームワークの提案

○黒崎裕子（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）

 5 高速無線通信を考慮した画像 / 動画共有方法の一検討
○本橋史帆（お茶の水女子大），高井峰生（UCLA/ お茶の水女子大），

前野　誉（スペースタイムエンジニアリング），黒崎裕子，
小口正人（お茶の水女子大）

 6 複数の全方位カメラによる複数オブジェクトの広範囲追跡を可能とす
る監視システム

○田林諒平，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）

学生セッション［1W会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 位置情報（1）	 座長　村尾　和哉（立命館大）

 1 屋内高精度位置測位に向けたデッドレコニングの累積誤差補正モデル
の検討

○金岡　諒（青学大），柏本幸俊，荒川　豊（奈良先端大），
戸辺義人（青学大），安本慶一（奈良先端大）

 2 歩行者デッドレコニングに基づく軌跡推定の評価法の提案
○安部真晃，梶　克彦，廣井　慧，河口信夫（名大）

 3 スマートフォンを用いた PDR のための進行方向推定に関する一検討
○星　尚志，羽多野裕之，藤井雅弘，伊藤　篤，渡辺　裕（宇都宮大）

 4 携帯端末のセンサ値を用いた多変量解析による歩幅推定
○根岸拓郎，藤田　悟（法大）

 5 校舎内における BLE 電波強度による屋内測位の性能評価
○籔　耀介，新井イスマイル（明石高専）

 6 移動軌跡群のパターン分析による特異性検出及び予測
○秋山直輝，渡邉優太（会津大），

太田昌克（日本電信電話 NTT 未来ねっと研究所），宮崎敏明（会津大）
 7 指数分布に従う受信強度モデルに基づく位置推定に関する一検討

○廣田祐馬，羽多野裕之，藤井雅弘，伊藤　篤，渡辺　裕（宇都宮大）
 8 GPS 衛星の誤差傾向と端末間の相対距離について

○松原元希，三好　力（龍谷大）
 9 歩行者事故削減のための GPS と車両からの電波を用いた歩行者位置推

定精度の向上
○山下　遼，齋藤　淑，湯　素華，小花貞夫（電通大）

学生セッション［2W会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 位置情報（2）	 座長　梶　克彦（名大）

 1 地磁気による屋内測位システム
○波多野健太，久保田光一（中大）

 2 歩行者を対象とした屋内測位手法の提案
○古舘達也，堀川三好，菅原光政（岩手県大）

 3 Wi-Fi パケットセンサとクラスター分析を用いた屋内での混雑度推定
手法に関する研究

○荻原　崇，諏訪敬祐（東京都市大）
 4 Bluetooth 通信を用いた行列内での位置推定手法

○山本修平，西出　亮，高田秀志（立命館大）
 5 パーソントリップデータを用いた移動モデルの構築と評価

○町田　樹（静岡大），荒井大輔，大岸智彦（KDDI 研），
峰野博史（静岡大）

 6 超音波を用いた路上障害物情報の検知及び共有手法の検討
○中村一輝，中村嘉隆，高橋　修（はこだて未来大）

 7 VANET における位置依存情報に対する需要の分布に基づいた情報配
信手法の設計

○上野宏樹，新美雄也，石原　進（静岡大）
 8 動的ユーザ属性に基づく iBeacon 情報提供方法の提案

○青木敬郎，須藤悠也，小川亮二，狐崎直文，戸辺義人（青学大）
 9 位置情報を用いたアクセス制御に基づくファイルシステムの設計と実装

○八木佑侑季，狐崎直文（青学大），斉藤裕樹（明大），
戸辺義人（青学大）

学生セッション［3W会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ネットワークと通信方式	 座長　廣森　聡仁（阪大）

 1 利己的ノードを考慮した遅延耐性ネットワークシステムの性能評価
○三賀本直也，三浦智裕，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）

 2 コンテンツ配信 DTN におけるストレージポイントと巡回移動型ノー
ドの転送知識構成法

○岡本一晃，高見一正（創価大）
 3 Raspberry Pi を用いた蓄積伝送型通信システムとアプリケーションの

実装
○金村和哉，横山輝明（神戸情報大）

 4 モバイルエージェント技術を用いたネットワーク監視システムの提案
○海藤優弥，藤田　悟（法大）

 5 常時接続回線を用いた MIPv6 のための近隣 AP からの受信信号強度を
考慮したハンドオーバ処理方式

○横田和喜，木村成伴（筑波大）
 6 基地局における通信負荷と CINR を考慮したハンドオーバ方式

○眞中智也，木村成伴（筑波大）
 7 モバイル端末における消費電力削減のための Bluetooth4.0(BLE) を用

いた Wi-Fi ウェイクアップ制御方式
○田中直也，湯　素華，小花貞夫（電通大）

 8 可視光通信のソフトウェア無線技術による適応制御に関する検討
○片山風人，矢向高弘（慶大）

 9 IEEE802.11 干渉下における IEEE802.15.4 のリンククオリティを用い
た適応的バックオフ制御方式の提案

○村上厚介，小林秀幸（仙台高専）

学生セッション［4W会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 ルーティング	 座長　石島　悌（大阪府立産総研）

 1 ハイブリッドクラウドにおける外部情報に基づいた OpenFlow による
トラフィック制御方式

○原瑠理子，小口正人（お茶の水女子大）
 2 クラウド環境における OpenFlow を用いたリソース転送の制御

○西出彩花，小口正人（お茶の水女子大）
 3 プログラマブルなネットワーク環境におけるコンテキストに基づいた

トラフィック制御
○柳田晴香，小口正人（お茶の水女子大）

 4 OpenFlow による Fat-tree ネットワークの省電力通信制御
○伊藤奨悟，橋本直樹，廣津登志夫（法大）
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 5 データネットワークの冗長性を利用した OpenFlow 制御プレーンの信
頼性向上手法

○橋本直樹，廣津登志夫（法大）
 6 OpenFlow によるデータセンタネットワークのフロー到達性検証の一

考察
○牛　躍川，橋本直樹，廣津登志夫（法大）

 7 ルータの設定を OpenFlow ネットワークへ反映可能とするシステムの
開発

○野村圭太，堤　啓彰，谷口義明，井口信和（近畿大）
 8 BGP における経路設定ミスの要因分析とその対策手法の提案

○近藤　匠，高倉弘喜，嶋田　創，山口由紀子（名大）
 9 複数 VLAN 埋め込みのための最少直径複数スタイナー木問題

○ Andrew Lee，岡部寿男，宮崎修一（京大）

学生セッション［5W会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ITS とナビゲーション	 座長　鈴木　信雄（KDDI 研）

 1 移動スケジュール支援システムによるパーソントリップの精度の良い
把握手法

○高比良諭（名工大），金森　亮（名大），伊藤孝行（名工大）
 2 個人の空間認識能力に応じた歩行者向けナビゲーションの提案

○嶋田光佑，廣井　慧，梶　克彦，河口信夫（名大）
 3 慣性センサを用いた位置推定による歩行時のスマートフォン利用危険

場面の高精度な予測
○佐伯　翼，藤波香織（農工大）

 4 A Proposal of method to avoid dangerous routes in emergency cases
○フィリップ ハムウィ，廣井　慧，梶　克彦，河口信夫（名大）

 5 動的コンテキストデータのフィルタリング方法の提案
○伊藤まどか，青山幹雄（南山大）

 6 携帯用 3 次元ナビゲーションシステム
○松本赳明，久保田光一（中大）

 7 屋内歩行者向け音声ナビゲーションのためのデータモデルの提案
○飯田啓量，廣井　慧，梶　克彦，河口信夫（名大）

 8 超音波センサを用いた自転車走行に適した道路の検出手法の提案
○川端麻友美，打越大成，岩本健嗣，松本三千人（富山県大）

 9 地理情報システムと連携した電車とバスの誤り乗車検出
○神保拓也，藤波香織（農工大）

学生セッション［1X会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 アルゴリズムと実装	 座長　寺島　美昭（三菱）

 1 学生の所有する NFC 対応 Android 端末を用いた出席管理システムの
試作

○渥美孝明，久保裕也（千葉商科大）
 2 Android における LRU を用いたプロセスメモリ管理

○野村　駿，中村優太，坂本寛和，濱中真太郎，山口実靖（工学院大）
 3 Android タブレットクラスタを用いた並列処理に関する一考察

○濱中真太郎，中村優太，野村　駿，坂本寛和，山口実靖（工学院大）
 4 オブジェクト間の位置関係を考慮した最近傍探索手法の提案

○千葉　孟，後藤佑介（岡山大）
 5 大規模シミュレータに向けた軽量クライアントモジュール作成に関す

る研究
○鈴木章弘（北陸先端大）

 6 大規模ネットワークエミュレーション環境のためのトラフィックモニ
タリングの検討

○馬場大輔，宮崎敏明（会津大）

学生セッション［2X会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 ITS と社会システム	 座長　梅津　高朗（滋賀大）

 1 学習する対話型交通行動調査アプリの提案
○後藤啓人，日下部貴彦，柳原正実，瀬尾　亨，朝倉康夫（東工大）

 2 千葉県における中間処理施設の最適立地に関する研究
○ Sarinya Sala-ngam，鈴木邦成，豊谷　純，若林敬造，渡邊昭寛（日大）

 3 自動運転実現のための分散型交通管制システムの提案
○太田　集，米田征司，能登正人（神奈川大）

 4 劣悪な通信環境における多様なセンサデータを利用した道路状況監視
システム

○伊藤健太，平川　剛，柴田義孝（岩手県大）

 5 ドライバーの円滑な走行支援のためのバス挙動情報の予測
○花田　智，白石　陽（はこだて未来大）

 6 仮想都市におけるデマンドバスの評価
○長谷川雄紀，水野一徳，坪山　宰（拓大），西原清一（筑波大）

 7 プローブデータを用いたサグ部とヒヤリ・ハット地点の 3 次元道路情
報の生成に関する研究

○外山　諒，田中成典，上谷弘平（関西大）
 8 車両間の自動交渉に基づく駐車場の利用権割り当てメカニズム

○徳田　渉（名工大），金森　亮（名大），伊藤孝行（名工大）
 9 少子高齢化時代におけるパーソナルモビリティの導入法提案及びシ

ミュレーションによる評価
○鈴木才智，小野瀬翔太，古市昌一（日大）

学生セッション［3X会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 無線通信	 座長　山井　成良（農工大）

 1 NFC を用いた安全な公衆無線 LAN ユーザアカウントプロビジョニング
○延　優介（慶大），貫井裕太，原　正悟，八槇博史（電機大）

 2 IEEE802.11u を用いた無線 LAN ローミングシステムの開発
○山田雄輝，加藤優一，小林英子，早乙女優，松本大介，

八槇博史（電機大）
 3 異なる属性値を持つ多数の移動無線 LAN の近接時の性能評価

○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）

 4 Android 端末を用いた無線 LAN アクセスポイントにおける TCP ACK
パケット蓄積回避手法の提案と実装

○早川　愛（お茶の水女子大），山口実靖（工学院大），
小口正人（お茶の水女子大）

 5 マルチビューストリーミングに向けた無線再送制御方式
○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）
 6 Web ブラウジング高速化のための TCP ヘッダに基づく 802.11 無線通

信最適化
○田島照久，岡部寿男（京大）

 7 AODV ルーティングプロトコルの拡張による安定した通信経路の検討
○内藤　奨，三好　力（龍谷大）

 8 AR 技術を用いた屋外アドホックネットワーク管理手法の提案
○村岡　諒，山崎蓮馬，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

第 3分冊	 （セキュリティ）

一般セッション［4E会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 システムセキュリティと認証	 座長　齋藤　孝道（明大）

 1 POODLE attack 公開後の SSL/TLS サーバのバージョン移行状況
○須賀祐治（IIJ）

 2 Linux におけるプログラムホワイトリスト化試作
○伊藤孝之，藤田淳文，鶴　　薫（三菱）

 3 Firewall ログを用いたマルウェア感染端末の検知手法
○神谷和憲，中田健介，佐藤　徹，青木一史，倉上　弘，

谷川真樹（NTT）
 4 WAF の動的選択によるコスト上昇を抑えた検知範囲拡充手法の検討

○寺本泰大，岸　寿春，永渕幸雄，小山高明，北爪秀雄（NTT）
 5 認証システム向け負荷テスト方式の提案

○白木宏明，大松史生（三菱）
 6 パスワード漏洩とリスト攻撃のリスクを払拭するパスワード認証代行

システム
○阿形省吾，張　一凡，尾形　徹，徳永大典（NTT 西日本）

 7 秘密分散技術を利用したパスワード認証代行システムのデータ管理
○張　一凡，阿形省吾，尾形　徹，徳永大典（NTT 西日本）

 8 インターネットバンキングの不正送金対策
○佐野宏明，田中英彦（情報セキュリティ大）
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一般セッション［5E会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ネットワーク観測・分析とセキュリティマネジメント

	 座長　猪俣　敦夫（奈良先端大）

 1 トラフィック特徴を用いた悪質な HTTP オートウェアの識別
○こんまん とらん，中村康弘（防衛大）

 2 （講演取消）
 3 サイバー攻撃被害範囲特定のためのサーバログトレース方法に関する

提案
○松本光弘，白木宏明，大松史生（三菱）

 4 情報セキュリティーポリシーを考慮したネットワークトラフィック統
計データ提供システムに関する検討

○髙橋秋典，高橋俊彦，五十嵐隆治（秋田大），上田　浩（京大），
岩谷幸雄（東北学院大），木下哲男（東北大）

 5 コンピュータセキュリティ対策におけるサーバ管理者向けスコアリン
グ手法の試作

○田島浩一，岸場清悟，近堂　徹，大東俊博，岩田則和，西村浩二，
相原玲二（広島大）

 6 類似度を利用した迷惑メールフィルタリング
○佐藤　直，渡邊隆志（情報セキュリティ大）

 7 情報セキュリティ事故の時系列分析の試み〜公的統計と社会環境〜
○齋藤　肇，廣松　毅（情報セキュリティ大）

 8 情報セキュリティマネジメントの継続的改善に資するリスクアセスメ
ント

○中山幸雄，津田和彦（筑波大）

学生セッション［6W会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 応用暗号・システムセキュリティ	 座長　千田　浩司（NTT）

 1 安全な M2M 通信システムのためのグループ鍵管理手法に関する一検討
○陳　致豪，喜多義弘，朴　美娘（神奈川工科大），岡崎直宣（宮崎大）

 2 クラウド環境におけるプライバシ保護を考慮した検索処理のための軽
量な階層索引

○篠塚千愛，渡辺知恵美，北川博之（筑波大）
 3 グラフデータにおける匿名化コストの評価と検討

○小早川真，小林亜樹（工学院大）
 4 （講演取消）
 5 ミリタリーネットワークのための複数の属性管理機関を持つ属性失効

機能付き属性ベース暗号
○野村健太（神戸大），毛利公美（岐阜大），白石善明，

森井昌克（神戸大）
 6 SPKI 権限証明書を用いた Web における権限委譲の実現

○宮田大地，大丸雅人，磯　侑斗，西倉裕太，渡邉貴文，
齋藤孝道（明大）

 7 ID 連携技術を用いたスマートグリッドにおける課金情報一括管理プロ
トコルの試作

○岸本　光，岡村真吾（奈良高専）
 8 シンングルサインオン技術を用いたマルチサインオン方式の提案

○石塚　貴，岡本　学（神奈川工科大）

学生セッション［4X会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 ネットワークセキュリティ	 座長　西村　浩二（広島大）

 1 実行モジュールの特徴量と通信パターンを併用したマルウェア分類手法
○蛭田将平，高倉弘喜，嶋田　創，山口由紀子（名大）

 2 通信遷移と PageRank を用いた悪性リダイレクト防止手法
○佐藤祐磨，高橋　修，中村嘉隆（はこだて未来大）

 3 トラヒックの安定性に着目したダークネット観測データの解析
○金井登威，角田　裕（東北工大），

Glenn Mansfield Keeni（サイバー・ソリューションズ）
 4 簡易ハニーポットによるダークネット観測とペイロード分類手法の提案

○鈴木悠太，後藤洋一，中村康弘（防衛大）
 5 機械学習を利用した通信異常検知システムの提案

○石田時大，喜多義弘，朴　美蘭（神奈川工科大），岡崎直宣（宮崎大）
 6 機械学習型侵入検知システムにおける能動学習を用いた誤検知低減手

法の検討
○小池泰輔，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 7 行動変容過程の解明のためのスパム送信サーバ観測
○山口翔生，中平勝子，北島宗雄（長岡技科大）

 8 ユーザのコマンド履歴による Adaboost を利用した認証手法の改善へ
の試み

○中田明秀，小高知宏，白井治彦，黒岩丈介（福井大）

学生セッション［5X会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 セキュリティ実装と方式検討	 座長　白石　善明（神戸大）

 1 P2P ネットワークにおけるマルチクラスタ間の共有フィルタ管理手法
の提案

○佐久間政碩，喜多義弘，朴　美娘（神奈川工科大），
岡崎直宣（宮崎大）

 2 分散型ネットワークセキュリティシステム管理装置の研究開発
○工藤駿介，松田勝敬（東北工大）

 3 オンボードメモリを活用する FPGA を用いた TCP セッション再構成
手法

○淵上智史，高倉弘喜，嶋田　創，山口由紀子（名大）
 4 バッファオーバーフロー対策技術の実現アプローチに基づく調査と分類

○宮崎博行，金子洋平，鈴木舞音，上原崇史，角田佳史，堀　洋輔，
馬場隆彰，齋藤孝道（明大）

 5 仮想計算機モニタを用いた外部記憶装置の監視分析システム 〜 ブ
ロックハッシュを用いた分析機能の試作と評価

○吉田光輝，高瀬　誉，平野　学（豊田高専）
 6 VM セキュアプロセッサにおける暗号化方式の検討

○嶋　紘之，宮永瑞紀，千田拓矢，岡本拓也（東大），五島正裕（NII），
坂井修一（東大）

 7 （講演取消）
 8 匿名 SNS に実名登録を導入する事による「犯罪自慢投稿」抑止効果の

検討
○加藤成泰，大木榮二郎（工学院大）

学生セッション［6X会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 クライアントセキュリティ	 座長　須賀　祐治（IIJ）

 1 Android 擬似マルウェアによるパーミッションとリスクの関係の学習
の有効性評価

○加藤　真，松浦佐江子（芝浦工大）
 2 物体認識能力に着目した三次元物体アニメーション CAPTCHA の提案

○田中知樹，児玉英一郎，王　家宏，高田豊雄（岩手県大）
 3 パスワード認証とパターン認証に関する安全性の比較評価

○君塚　悠，岡本　剛（神奈川工科大）
 4 USB 型生体認証装置の安全性評価

○梅原直人，橘　飛鳥，岡本　剛（神奈川工科大）
 5 Web ブラウザ毎に分類した時間経過に伴う Web Browser Fingerprint

の変化の分析
○石川貴之，磯　侑人，桐生直輝，塚本耕司，高須　航，山田智隆，

武居直樹，細井理央，齋藤孝道（明大）
 6 XHR2 を用いた Web サイト閲覧者の属するネットワーク構成情報の採

取法の提案
○細井理央，磯　侑斗，桐生直輝，塚本耕司，高須　航，山田智隆，

武居直樹，石川貴之，齋藤孝道（明大）
 7 開発者・運用者・利用者の視点で分類した SSL/TLS の脆弱性に関す

るランキングの作成
○川村優花，大丸雅人，小川梨恵，桐生直輝，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［6E会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 グループウェア一般	 座長　羽山　徹彩（金沢工大）

 1 カテゴリ分けされた位置情報付きツイートを利用した旅行者情報共有
システム

○伊藤淳子，中村啓一郎，宗森　純（和歌山大）
 2 （講演取消）
 3 知的財産作成を支援するクラウドアプリケーション IWB の実装と評価

○古谷文弥，水野　拓，田胡和哉（東京工科大）
 4 フロントエンド技術を中心とした軽量な Web フレームワークの開発

と評価
○山口湧太，古谷文弥，田胡和哉（東京工科大）

 5 OpenStreetMap におけるコミュニティ拡大に伴う貢献者タイプの変化
について

○早川知道，伊藤孝行（名工大）
 6 Definition about Hacking and Solution from Internet and HCI Analysis

○糸魚川幸宏（ウィズダム・インク）
 7 Are Good Questions Scarce in Domain Specific Q&A?

○ Andrew Vargo，Shigeo Matsubara（Kyoto University）

一般セッション［1F会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 可視化とCG	 座長　藤代　一成（慶大）

 1 Sequential Generation Method for k-order Network Voronoi Regions
○ Naw Jacklin Nyunt，Htoo Htoo，大沢　裕（埼玉大）

 2 主題図上メッシュデータのポリゴン変換
○小林郁典，日下佑介，柳清太郎，古田　昇（徳島文理大）

 3 複数情報源による共起語グラフ可視化アプリケーションの提案
○堺　初穂，佐賀亮介（阪府大）

 4 属性を考慮したグラフへのエッジバンドリングの適用
○山下敬史，佐賀亮介（阪府大）

 5 大名独楽の起き上がり現象の解析
○松崎隆哲（近畿大），安永昌司（筑豊ゼミ独楽研究会），

吉田朋紘（近畿大），花元克巳，笹原泰史，藤木哲雄，坂口英和，
安武英剛，空閑哲博（日本の独楽資料館），

中尾　勉（筑豊ゼミ独楽研究会）

一般セッション［2F会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 メディアとプレゼンテーション	 座長　河野　恭之（関西学院大）

 1 ICT 時代に便利な文字の基本設計
○森川敬三

 2 音声による属性情報付加を用いたかな漢字変換候補の選択手法
○梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 3 新しい経験を生みだすデザイン思考
○柏野尊徳（慶大）

 4 モバイル広告における CTR と表示時間の関係に対する一考察
○鍔本真史，田邉昭博，佐久間勇樹，坂本竜基（ヤフー）

 5 ポスター作成に基づくアイデアクリエイション支援システム
○竹島　亮，長尾　確（名大）

 6 制御装置を活用したダッシュボード表示システム
○中川晃一（三菱）

 7 ウェアラブル端末による龍泉洞観光案内サービスの構築と評価
○蔡　大維（岩手県大）

一般セッション［3F会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 ユーザビリティと業務支援	 座長　井原　雅行（NTT）

 1 ウェブ社会調査におけるデバイスによる反応の相違に関する研究
○小久保温，澁谷泰秀，柏谷　至（青森大），吉村治正（奈良大），

渡部　諭（秋田県大）
 2 情報の受け入れやすさの改善に向けた刺激受容性の提案と生理指標に

よる推定
○原田　恵（NTT）

 3 ユーザビリティを追求した構想検討用シミュレーションの開発と運用
○小谷健人，矢農正紀（防衛省）

 4 顔キャラクタが指示光を追視する共同注意システムの開発
○山田貴志（香川大），渡辺富夫（岡山県大）

 5 学生のセルフ・マネジメントのためのゲーミフィケーション・アプリ
ケーションの開発

○小久保温，角田　均，伊藤　匠，織田将史，三上絢佳，今　北斗，
柏谷　至，工藤雅世（青森大），坂田　令（リンクステーション）

 6 携帯端末を活用した作業工程管理システムに関する一考察
○竹内丈志（三菱）

 7 配電設備の巡視作業支援システム向け画像アノテーションによる拡張
現実コンテンツ自動生成方法の提案

○弓部良樹，宮越美沙，古川直広（日立）

一般セッション［4F会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 CG一般	 座長　柿本　正憲（東京工科大）

 1 再構築ポリゴン壁に基づく SPH 壁境界計算手法
○笠　晃一（福岡工大）

 2 視覚的に矛盾のない影を生成するための画像中の影を用いた 3D モデ
ルの推定法

○呉　榮軒（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大／東工大）
 3 ベクトルポテンシャルを用いた非圧縮性流体流れ場の変形

○佐藤周平（ユビキタスエンターテインメント），土橋宜典（北大），
楽　詠灝（コロンビア大），岩崎　慶（和歌山大），

西田友是（UEI リサーチ／広島修道大）
 4 FDM 方式 3D プリンタにおける印刷サポート材の検討

○林　亮子，大島渓太郎（金沢工大）
 5 画像処理を用いた折り紙飛行機の軌跡追跡

○林　亮子，土山紫穂（金沢工大）

学生セッション［1Y会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 アニメとNPR	 座長　高橋　成雄（東大）

 1 法線制御によるアニメーション風 CG のための陰影付け手法
○山下　耀，高野裕基，齋藤隆文（農工大）

 2 首の運動に伴う顔の回転アニメーションの描画補助手法に関する研究
○矢田和沙，齋藤　豪（お茶の水女子大）

 3 特徴点の軌跡を用いた日本のセルアニメーションの振り向き描画の分析
○宮田　愛，齋藤　豪（お茶の水女子大）

 4 イメージアナロジーを用いた背景画像のアニメ風変換
○田倉昌和（慶大），茅　暁陽（山梨大），藤代一成（慶大）

 5 実写画像を入力とする画風を考慮したアニメ背景画像生成システム
○山口周悟（早大），古澤知英，福里　司，森島繁生（早大／ JST）

 6 像と物体を用いた三次元形状から抽出される視点依存の局所的様式表
現に関する研究

○ Luis Cardona（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大／東工大）
 7 アニメ作品映像要約におけるキーフレーム検出の一手法

○高木麻妃，柿本正憲，石川知一（東京工科大）

学生セッション［2Y会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 モデリングとデザイン	 座長　床井　浩平（和歌山大）

 1 可展面間の交差に基づくトリム処理を組み入れた対話的紙模型用形状
構築システム

○細田　翔，三谷　純，金森由博（筑波大）
 2 Cubwer: インタラクティブな設計とシミュレーションにおける組上げ

構造上の動きの同期
○鹿間脩斗，藤代一成（慶大）

 3 作業経過撮影によるクロスステッチ刺繍製作の支援
○宮崎里菜，石川知一，小島啓史，柿本正憲（東京工科大）

 4 デザイナの経験に則した曲線の再構築方法
○多喜大祐，西井美佐子，斎藤隆文（農工大）

 5 完全対数美的曲面の生成と評価
○関口　湊，斎藤隆文（農工大）

 6 フォントのデザインを支援するボーンの形状推定
○久米剛弘，栗山　繁（豊橋技科大）
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学生セッション［3Y会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 可視化	 座長　吉田　典正（日大）

 1 線形代数の可視化と教材開発
○五藤智彦，斎藤隆文（農工大）

 2 3D 空間におけるディレクトリ構造の可視化
○馬場陽平，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 3 影を用いた多変量データの可視化のためのデータの読み取りに関する
評価

○劉　月晴，齋藤　豪（お茶の水女子大）
 4 説明変数と目的関数の連携可視化によるパレート最適解の対話的探索

○久保田真季，伊藤貴之（お茶の水女子大），大林　茂，
竹島由里子（東北大）

 5 高次元データ解析における測地的 k- 平均クラスタリング法の効果の検証
○芦沢未菜，吳　湘筠，高橋成雄（東大）

 6 ボロノイ図を用いたラベル重複を軽減するグラフレイアウト手法
○石田理恵，吳　湘筠，高橋成雄（東大）

 7 多数の株価の比較のための可視化手法
○石川大輝，斎藤隆文（農工大）

学生セッション［4Y会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 アニメーションとシミュレーション

	 座長　久保　尋之（奈良先端大）

 1 キャラクタ固有の動作を反映したモーションリターゲティング手法の
提案

○高橋玲央，金子徳秀，藤代一成（慶大）
 2 フィッティングを保持した体型の変化に頑健な衣装転写システムの提案

○成田史弥，齋藤隼介，加藤卓哉，福里　司，森島繁生（早大）
 3 パーツ化された多方向画像による 3D キャラクターの描画

○竹内誠太，斎藤隆文（農工大）
 4 実測に基づくゲームキャラクタの頭部および眼球運動の自動合成

○鍵山裕貴，川井正英，桑原大樹，森島繁生（早大）
 5 皺の個人性を考慮した経年変化顔画像合成

○パーベル サフキン，桑原大樹，川井正英，加藤卓哉，
森島繁生（早大）

 6 3 次元頭髪モデルにおける染色・褪色のビジュアルシミュレーション
○堀江康晃，藤代一成（慶大）

 7 クラスタを用いた Shape Matching 法における剛性表現の改良
○仲宗根良，藤澤　誠，三河正彦（筑波大）

 8 薄膜の破壊を考慮した破裂のビジュアルシミュレーション
○佐原淳允，藤代一成（慶大）

 9 二次元データ構造を用いた凹凸面上での厚みを持つ絵具のシミュレー
ション手法

○馬場銀河（東工大），齋藤　豪（お茶の水女子大／東工大）

学生セッション［5Y会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 画像と CG	 座長　森島　繁生（早大）

 1 （講演取消）
 2 ハイパースペクトル光源環境の計測と効率的表現

○三浦　恵，岡部孝弘（九工大）
 3 高精細画像によるテクスチャマッピングのためのレンジデータの再標

本化についての一検討
○中村彰太，藤村　誠（長崎大）

 4 モーションデータを用いた人体姿勢ピクトグラムの自動生成
○藤原尚哉，栗山　繁（豊橋技科大）

 5 相互情報量による視点位置の定量的評価
○大高悠希，吳　湘筠，高橋成雄（東大）

 6 固定カメラ画像による景観の定量的評価 - 光学的要素分解による評価 -
○越智優斗，伊藤光平，斎藤隆文（農工大）

 7 画面サイズが異なる端末における 3D モデルの顔の表現パターンの分析
○冨田真美子，山島一浩（筑波学院大）

 8 2 次元都市地図画像からのゲシュタルト特徴抽出
○安田昂平，吳　湘筠，高橋成雄（東大）

学生セッション［6Y会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 災害支援	 座長　野田　五十樹（産総研）

 1 AR を利用したレスキューボードリペア管理システムの提案
○横瀬亜美，植竹朋文（専修大）

 2 視覚記号のみによる災害時多次元情報共有システム
○草野　翔，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 3 選択の心理を用いた災害時避難先提示方法の提案と評価
○佐藤利紀，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 4 （講演取消）
 5 沿岸地域を走行する鉄道利用者向け災害避難支援システムの提案

○後藤龍之介，塚田晃司（和歌山大）
 6 優先度を考慮した災害時情報配信スケジューリング手法の提案

○中本裕也，塚田晃司（和歌山大）
 7 節水行動促進のための無駄使い行動を反映した情報フィードバック手法

○岡崎侑哉，藤波香織（農工大）

学生セッション［1Z会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 協調基盤	 座長　羽山　徹彩（金沢工大）

 1 画面共有を可能とする遠隔コンサルティングシステムの開発
○野口卓馬，井口信和（近畿大），松山浩士，

三浦　明（サイバーリンクス），川久保進一（M&C 研）
 2 WebSocket を用いたリアルタイムな Web デスクトップ共有

○鈴木啓真，兼子正勝（電通大）
 3 リアルタイム協調型 Web アプリケーションのための不定レイヤー

Canvas の実現
○片山真也，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 4 時間及びフレーム内座標情報を利用した (2+1) 次元映像アノテーショ
ンシステムの研究

○青木哲郎，兼子正勝（電通大）
 5 OpenFlow コントローラの負荷を考慮した同期手法の提案

○降籏裕太，岸　知二（早大）
 6 災害時可視光通信における光源特定のための自動認識手法の提案

○岡本典樹，岡﨑匡紀，塚田晃司（和歌山大）

学生セッション［2Z会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 コミュニケーション支援	 座長　塚田　晃司（和歌山大）

 1 タグを利用した過去の話題の再開を支援するチャットシステム
○田中里奈，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）

 2 Bluetooth を用いたチャットアプリケーションの開発
○林　政人，田中成典（関西大），中村健二（阪経大），山本雄平，

井上晴可（関西大）
 3 オンラインゲームのコミュニケーション手段である心拍伝達システム

の開発
○新原弘明，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）

 4 コエニティ : 位置情報と連動した音声情報で場所への印象に付加価値
をつけるコミュニティサービス

○宇賀景哉（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），
上林憲行（東京工科大）

 5 多地点マルチメディア会議システムにおける視線共有方法の検討
○王　雅文，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 6 テンプレートによる入力を特徴とした発想一貫支援システムの開発
○阪本浩基，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）

 7 異文化を考慮したビジネスモデル創出のための多言語フレームワーク
の提案

○末廣　学，菱山玲子（早大）
 8 多言語専門知識伝達サービスを利用した学習者の理解度分析

○鈴木　宏，菱山玲子（早大）
 9 英語句動詞の語感学習を支援するタブレット端末教材の提案

○田川友瑛，由井薗隆也（北陸先端大）

学生セッション［3Z会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 情報共有支援	 座長　由井薗　隆也（北陸先端大）

 1 趣味に関する投稿に基づくつながり構築支援システムの提案
○大塚健人，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）
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 2 観光者のコメント投稿 / 共有を支援する観光情報提示システムの開発
○大岡　稜，上田智昭，熊野圭馬（香川大），國枝孝之，

池田哲也（リコー），林　敏浩，八重樫理人（香川大）
 3 Memorage: セルフィ ( 自分撮り写真 ) をその場で集約して記念写真を

コラージュするサービス
○中川原真由子，水野汰一（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），

上林憲行（東京工科大）
 4 ソーシャルメディアにおける少数意見の抽出

○熊田研治，久保田稔（千葉工大）
 5 手描き買い物リストの家族間共有システム

○谷麻里菜，平井重行（京産大）
 6 タブレット端末を活用した遠隔コンサルティング支援システムの開発

○正木宏幸，野口卓馬，井口信和（近畿大），松山浩士，
三浦　明（サイバーリンクス），川久保進一（M&C 研）

学生セッション［4Z会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 協調活動支援	 座長　宗森　純（和歌山大）

 1 働き方を見える化する WiFi 利用状況可視化システムの実装
○植村遥介，横山輝明（神戸情報大）

 2 静岡大学環境負荷モニタリングシステムを用いた学部棟における電力
消費の分析

○荒木拓也，峰野博史（静岡大）
 3 植物工場での利用を想定した栽培技術確立支援システムにおけるデー

タ収集・閲覧機能の開発
○大小田淳史，波部　斉，井口信和（近畿大）

 4 圃場での利用を想定した携帯情報端末による農業日誌システムの開発
○吉田崇洋，井口信和（近畿大），野田　潤，
田口大悟（NEC ソリューションイノベータ）

 5 ユーザ間の会話とファイル更新履歴のタイムライン化による同期的協
調作業支援

○北田哲也，塩見和則，高田秀志（立命館大）
 6 協調 Web 検索における PC 内蔵カメラを活用した興味度推定

○大坪真悟，塩見和則，高田秀志（立命館大）
 7 Linked Data を生成する旅行スケジュール作成アプリケーションの提案

○磯部　聖，後藤孝行，アントワン トルヴェ，村上和彰（九大）
 8 VRT カードを用いたキャリア開発支援システムの提案

○東　晋平，由井薗隆也（北陸先端大）
 9 就職活動における企業研究の促進を目的とした企業紹介動画の作成手

法の提案と視聴による効果検証
○前原孝亮，佐藤優也，上野　歩（東京工科大），
中村亮太（湘北短期大），上林憲行（東京工科大）

学生セッション［5Z会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 視覚認知と情報提示	 座長　三末　和男（筑波大）

 1 色覚異常者のための再配色の一手法
○中間翔大，西尾孝治，小堀研一（阪工大）

 2 実物体と光の重ね合わせによる色の変位
○鈴木康之，森　博彦，岡　　誠（東京都市大）

 3 コンテンツ閲覧時における確率的注視行動モデル
○下西　慶，川嶋宏彰，松山隆司（京大）

 4 視線情報を用いた Web ブラウジング機能の提案と実装
○岡本龍太郎，古堂淳也，松原俊一，Martin Duerst（青学大）

 5 対話型遺伝的アルゴリズムを用いたアンケート収集とその可視化
○五味恵理華，斎藤優理，伊藤貴之（お茶の水女子大）

 6 拡張現実感と背表紙認識を利用した図書探索システムの提案と実装
○加藤晃大，松原俊一，Martin Duerst（青学大）

 7 研究室内蔵書検索・貸借システムと本棚の連係機能の開発と評価
○中村美咲，須賀しおり，元木章博（鶴見大）

 8 インタラクティブに本を推薦する本棚
○竹内　萌，太田高志（東京工科大）

 9 RGB-D データによる人物姿勢推定のインタラクション研究への応用
○杉本達哉（東大），Le Chien-Quang（総研大），坊農真弓，

佐藤真一（NII）

学生セッション［6Z会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 コミュニケーションとインタラクション	 座長　斉藤　典明（NTT）

 1 ユーザのコンテクストを用いた緩やかな合流支援
○荒川和輝，丸山一貴（明星大），寺田　実（電通大）

 2 公共空間設置型雑談対話ボットのための「笑わせる発言」収集手法の
提案

○辻本拓真，吉野　孝（和歌山大）
 3 発話やうなずきを利用したコミュニケーション空間の認識とそれに基

づく情報的支援手法の提案
○櫻林克弥，小野哲雄，棟方　渚（北大）

 4 集団コミュニケーション支援のための挙手動作の解析
○河辺隆司，山本倫也，青柳西蔵（関西学院大）

 5 多言語コミュニケーションにおける人手による編集サービスの作業持
続可能性の評価

○山口卓郎（早大），中島　悠（東邦大），菱山玲子（早大）
 6 異文化間インタラクションの動的フィードバックシステムの提案

○照井賢治，菱山玲子（早大）
 7 弱者コミュニケーションのためのデジタル手書きによる画像提示シス

テムの検討
○水野淳哉，小山内晴紀，鈴木啓太，澤野弘明（愛知工大），

土屋　健（諏訪東京理科大），小柳恵一（早大）
 8 ストリートビュー型仮想空間上のコミュニケーションを用いた思い出

想起支援システムの提案
○吉田光毅，仲谷善雄（立命館大）

 9 重視要因の二層記述による目的意図と作業意図の循環的推定
○松本麻見，大本義正，西田豊明（京大）

学生セッション［1ZA会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 実世界指向（1）	 座長　伊藤　雄一（阪大）

 1 二台のプロジェクタを用いた Interactive Floor の構築
○小西由香理，藤田　悟（法大）

 2 透過スクリーンを用いた対面型インターフェースの研究
○緒方義高，金　保鉉，丸山裕生，太田高志（東京工科大）

 3 部分重畳表示型ビデオチャットにおける三次元インタラクション手法
の提案

○濱上宏樹（和歌山大），宮部真衣（京大），吉野　孝（和歌山大）
 4 姿勢と位置情報の共有によるアバタベース AR コミュニケーションシ

ステムの開発
○宮津研士郎，高井昌彰（北大）

 5 AR を利用したゲームコンテンツにおける UI の検討
○佐藤　純，中村喜宏（日大）

 6 AR ショーウィンドウ - 店内情報に応じた動的な商品情報の提示 -
○鈴木伶央，高瀬　裕，中野有紀子（成蹊大）

 7 VDTM を用いた AR/MR 用カメラトラッカ
○松見優一，酒井章伸，森　尚平，柴田史久，木村朝子，

田村秀行（立命館大）
 8 隠消現実感技術を用いた映画制作支援システムの技術検討

○李　金霞，森　尚平，柴田史久，木村朝子，田村秀行（立命館大）
 9 （講演取消）

学生セッション［2ZA会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 実世界指向（2）	 座長　木村　朝子（立命館大）

 1 モバイル端末を入力デバイスとする拡張タンジブルの提案
○伊藤　諒，鈴木啓太，澤野弘明（愛知工大），
土屋　健（諏訪東京理科大），小柳恵一（早大）

 2 子供達の創造・表現活動支援を目的としたタンジブルなインターフェ
イスを備えた電子絵本システムの試作

○中原拓也，粟飯原萌（日大），朝倉民枝（グッド・グリーフ），
古市昌一（日大）

 3 叩打音を利用した操作インタフェースと浴槽への適用
○伊藤大毅，平井重行（京産大）

 4 温感機能を搭載したぬいぐるみ装着型リラクゼーションロボットスー
ツによる人の温度の感じ方と生体データの相関分析

○岡本華奈，井上竜一，髙原柚佳，大川茂樹（千葉工大）
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 5 ぬいぐるみ装着型リラクゼーションロボットスーツを用いたタッピン
グ動作による呼吸誘導

○髙原柚佳，井上竜一，岡本華奈，大川茂樹（千葉工大）
 6 視界変化を利用してユーザ行動を制御する液晶メガネ

○戸塚隆佑，尾形正泰，今井倫太（慶大）
 7 Kinect を用いた AR.Drone2.0 の操作方法の提案

○小林大輝，下川和辰，清水哲也（サレジオ高専）
 8 （講演取消）
 9 RGB-D カメラを用いた KJ 法支援ソフトウェアの開発

○熊谷隼人，田村　仁（日本工大）

学生セッション［3ZA会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 デバイス応用	 座長　杉浦　裕太（慶大）

 1 LED を用いたアンビエントな情報提示方法の検討
○宮崎良貴，中村喜宏（日大）

 2 Kinect とタブレットを用いたロボットアームによる物体拾得システム
○松本大賢，岡　哲資（日大）

 3 Bluetooth による居場所情報管理に基づく認証制約モデルについて
○渡邊正人，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 4 並置したスマートデバイスの間のインタラクションに関する研究
○森　綜太，安藤敏彦（仙台高専）

 5 2 つの静電容量式マルチタッチパネル間の静電結合を用いた端末連携
システム

○川畑裕也，志築文太郎，田中二郎（筑波大）
 6 飛行カメラによる 3 人称視点のテレプレゼンスロボット操作

○樋田基紘，尾形正泰，今井倫太（慶大）
 7 スマートフォンの周囲を入力面とする磁気に基づく数字入力手法

○阿部哲也，志築文太郎，田中二郎（筑波大）
 8 ガラパゴス携帯電話とヒューマンインタラクション

○清家大嗣（慶大），清家彰敏（富山大）

学生セッション［4ZA会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 人物理解	 座長　中村　裕美（東大）

 1 （講演取消）
 2 筋電位センサーを用いた認証方式の提案とその実装

○諸戸貴志，福田洋平，中西勇人，松下卓矢，濱川　礼（中京大）
 3 表面筋電位計測と振動デバイスを用いた筋活動状態の提示

○小久保夏実，中村裕一，近藤一晃（京大），秋田純一（金沢大），
戸田真志（熊本大），櫻沢　繁（はこだて未来大）

 4 表情・韻律・言語モデルと仕草の関係性に着目したコミュニケーショ
ンロボットによる長期間にわたる感情モニタリング

○高　　潔，佐野睦夫（阪工大）
 5 （講演取消）
 6 ジェスチャー情報を利用した対話中の話題遷移誤検出削除

○高橋広大，井上雅史（山形大）
 7 身体拡張型ユーザインタフェースにおける触覚フィードバックによる

拡張感への影響の調査
○新明拓也，佐藤宏介（阪大）

 8 機械学習を利用した人間動作検出センサのための行動検出
○宮城　諒，平石広典（秋田高専）

 9 飲食店向け着席状況モニタリングシステムの提案
○細川幹也，村田嘉利，鈴木彰真，佐藤永欣（岩手県大）

学生セッション［5ZA会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 地理情報・観光支援	 座長　河口　信夫（名大）

 1 場所つながりのささやきメディア "Whispot" の提案
○内海翔太，小川克彦（慶大）

 2 デジタル地球における NUI を用いた主要撮影地域探検システム
○橋本和哉，熊野雅仁，木村昌弘（龍谷大）

 3 インフォグラフィックスを用いた国情報把握支援システムの提案
○島崎梨香，植竹朋文（専修大）

 4 観光客避難誘導策定ツール−避難に従わない人々のモデル化の検討−
○江守直人，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 5 「なんとなく足が向く」を促す散策観光支援インタフェースの比較・
評価

○阪口大弥，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 6 個人の嗜好を加味した観光地推薦システムの提案　- 温泉地を対象に -
○佐久間一浩，植竹朋文（専修大）

 7 隙間時間を対象とした観光案内システムの提案
○湯原雅人，植竹朋文（専修大）

 8 乗換案内のためのインタラクティブな経路比較表示
○清水祐弥，小林亜樹（工学院大）

 9 博物館における興味行動に基づく自動ガイド映像システムの開発
○大森和斗，杉山岳弘（静岡大）

学生セッション［6ZA会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 日常生活支援	 座長　村尾　和哉（立命館大）

 1 人体通信を用いた家庭内における子どもの危険予測通知システム
○磯　優花，加藤康男，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 2 相性や色味を考慮したお弁当の材料推薦システムの提案
○高野夕紀，植竹朋文（専修大）

 3 Arduino を用いたインタラクション T シャツの開発と評価
○伊藤　颯，小川克彦（慶大）

 4 衣類のしわ位置提示による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）

 5 様々な要因を考慮したコーディネート支援システムの提案
○小林　瞳，植竹朋文（専修大）

 6 スマートハウスでの天井通知システムとそのデザイン
○高村未知，平井重行（京産大）

 7 知的照明システムにおける照度センサの多機能化
○町田啓悟，三木光範，松下昌平，市野　博，間　博人（同志社大）

 8 何気ない日常風景の写真撮影促進システムの提案と評価
○小林聡太，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

学生セッション［1ZB会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 Web デザインとプレゼンテーション	 座長　倉本　到（京都工繊大）

 1 インタラクティブで柔軟なデジタル写真群動的表示をする Web アプ
リケーションの開発

○鈴木正祥，清水哲也（サレジオ高専）
 2 Web デザインにおけるペルソナ法の有効性の検証に向けて

○早川　葵，喜多千草（関西大）
 3 シルエット Web ブラウザ : ナチュラルユーザインタフェースのための

ハイブリッド Web アプリケーション構築手法
○丹羽佑輔，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

 4 多重透明レイヤーを利用したシルエット Web ブラウザに基づく研究
支援環境の実現

○杉山亮弘，丹羽佑輔，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 5 生物らしく動作するデジタルサイネージがもたらす説得効果の調査

○篠田真央，長谷川大，佐久田博司（青学大）
 6 サウンドデジタルサイネージ効果によるインタラクション機能を有し

た手指衛生向上システムの開発
○小野寺駿，皆月昭則（釧路公大），林　秀彦（鳴門教育大）

 7 インタラクティブな新しいデジタルサイネージシステムの提案
○下川和辰，鈴木正祥，清水哲也（サレジオ高専）

 8 PowerPoint を利用したモーションセンサーに基づくスライドオブジェ
クト操作環境の実現

○塚本正太，丹羽佑輔，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）

学生セッション［2ZB会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 音声とインタラクション	 座長　平井　重行（京産大）

 1 対話時の音声情報と言語情報に着目した発話意図の符号化
○後藤義貴，中平勝子，北島宗雄（長岡技科大）

 2 音声命令言語と顔認識を用いた復興作業支援ロボット - 命令認識シス
テムの開発と評価 -

○内野　翔，岡　哲資（日大）
 3 音声とタッチ入力によるマニピュレータ操作インタフェース　- 机上

物体の収集による初期評価 -
○松嶋佳祐，岡　哲資，高橋将平（日大）

 4 印象評価と音響的特徴量の関係性に基づくいい声判定アプリケーショ
ンの提案

○菅原衣織，伊藤貴之（お茶の水女子大）
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 5 音声対話ロボットにおける音響情報と話者位置情報を用いた笑いの検出
○水野　壮（名大），駒谷和範（阪大），佐藤理史（名大）

 6 音声認識を用いたソフトウェア開発環境の構成
○谷口英貴（電機大）

 7 聴覚アウェアネスの可視化のための深度センサとマイクロフォンアレ
イを用いた物体認識と音イベント検出

○井山貴裕（京大），杉山　治（東工大），坂東宜昭，糸山克寿，
吉井和佳（京大），奥乃　博（早大）

学生セッション［3ZB会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 福祉・介護支援	 座長　皆月　昭則（釧路公立大）

 1 見守り支援システムのための測位用 Bluetooth ビーコン端末の配置方
法について

○杉野恭兵，片山真也，丹羽佑輔，白松　俊，大囿忠親，
新谷虎松（名工大）

 2 被介護者視点からの認知症ケア評価を目的とした映像構成に関する検討
○眞下泰輝，近藤一晃，中村裕一（京大）

 3 QoL 評価に向けた軽度認知症の表情変化計測
○迫匠一郎，中村裕一，近藤一晃，小泉敬寛（京大）

 4 異なる手話言語を持つもの同士のコミュニケーション支援に関する研究
○稲川直樹，西岡知之（筑波技術大）

 5 チャンネル指向インタフェース：遠隔支援を前提とした高齢者向け
web 利用環境の設計と実装

○石渡憲弘，中野鐵兵，赤羽　誠，小林哲則（早大）
 6 高齢者の SNS 利用促進システムの提案：通信サービスの違いによる不

安の検討
○竹田圭吾，赤羽　誠，中野鐵兵，小林哲則（早大）

 7 在宅医療・介護現場における情報共有システムの提案
○大岩　隼，矢島敬士（電機大）

 8 思い出推薦による共同想起支援システムの提案
○黒崎雄介，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

 9 エンディングノート作成支援システムの構築
○竹島未紗，喜多千草，加藤　隆（関西大），吉野　孝，

山本里美（和歌山大）

学生セッション［4ZB会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 医療支援	 座長　吉野　孝（和歌山大）

 1 脳血管疾患患者らに対する立ち上がりトレーニングシステムの提案
○千田航平，村田嘉利，鈴木彰真，佐藤永欣（岩手県大）

 2 片麻痺治療支援システムのための Leap Motion による手指モーション
キャプチャの検討

○佐藤周平，藤村　誠（長崎大）
 3 瞬きスイッチを利用した重度肢体不自由者のための意思伝達支援装置

の開発
○宮原崇志，Oky Dicky Ardiansyah PRIMA，伊藤久祥（岩手県大）

 4 スマートフォンを用いた車椅子用ロボットアーム操作インタフェース
○高橋将平，岡　哲資（日大）

 5 安心感を与えるための自律走行車椅子用インターフェースの提案
○古谷誠悟，金井祐輔，今井倫太（慶大）

 6 スマートフォンによる睡眠時無呼吸症候群自己診断アプリケーション
の提案

○下上恭輔，鈴木彰真，佐藤永欣，村田嘉利（岩手県大）
 7 聴覚刺激を用いた意思伝達支援 BCI システムの開発

○渡辺　謙，千葉慎二（仙台高専）
 8 人の内部状態と瞳孔径の定量的関係

○丹下雄太，中澤篤志，西田豊明（京大）

学生セッション［5ZB会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 オンラインコミュニケーション	 座長　西田　健志（神戸大）

 1 Twitter を用いたインフォーマルコミュニケーション支援に利用可能な
情報の抽出方法の検討

○笹嶋亮太，大竹恒平，櫻井彰人（慶大）
 2 つぶやきの記録に基づく高齢者コミュニケーション支援

○木村直登，石渡憲弘，中野鐵兵，赤羽　誠，小林哲則（早大）
 3 Twitter のテレビ番組実況から提案する新しい視聴率のあり方

○半田早菜栄，小川克彦（慶大）

 4 放送コンテンツにおけるチャット内容を誘導するエージェント
○山本裕貴，渡邉　哲，尾形正泰，今井倫太（慶大）

 5 アバタを媒介した見守りにおける動作の自然さが単純接触効果に与え
る影響

○川本彩乃，長谷川大，佐久田博司（青学大）
 6 Web ブラウザ内で空間共有するアバタ媒介型ビデオチャットの提案

○小室直斗，長谷川大，佐久田博司（青学大）
 7 平均顔を用いたエージェントの外見が信頼性に与える影響

○一色麻里沙，秀山恵美，神田智子（阪工大）
 8 仮想空間内における座席配置が与えるコミュニケーションへの影響

○霜野美沙子，神田智子（阪工大）

第 4分冊	 （コンピュータと人間社会）

一般セッション［5F会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 コミュニケーション支援

	 座長　海野　裕也（Preferred	Infrastructure）

 1 スマートフォンを活用したカウンセリング支援サービスの検討
○佐々木喜一郎（岐阜経済大），安田孝美（名大）

 2 電子テキストのシームレスな表示に関する研究 -- システム概要と入力
インタフェース --

○杉山正治（立命館大），生田敦司，柴田みゆき（大谷大）
 3 デジタルディバイドを解消する高齢難聴者向けコミュニケーション支

援システムの提案
○坂本　久，日室聡仁，廣澤一輝，西野　直，

足尾　勉（NEC ソリューションイノベータ）
 4 デジタルディバイドを解消する高齢難聴者向けコミュニケーション支

援技術の研究開発
○日室聡仁，坂本　久，廣澤一輝，西野　直，

足尾　勉（NEC ソリューションイノベータ）
 5 複数要約筆記の自動連携による要約筆記の品質向上

○高尾哲康（富山国際大）
 6 ユーザの属性に合わせたテキスト作成システムの提案

○池田輝政（愛知工大），炭竃桂輔，遠藤正隆，中嶋裕一，三浦哲郎，
田中大地（リオ），菱田隆彰（愛知工大）

 7 日本・日本文化・日本語の GMAIS による 2 大モデルの研究
○沢　恒雄（遊工学研）

一般セッション［6F会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 災害対応	 座長　竹内　広宜（日本 IBM）

 1 大規模災害時におけるライフライン復旧情報公開の意義と課題について
○久世晋一郎，北野哲司（名大）

 2 高精度な数値標高モデルを使用した洪水情報に関する水文解析
○西尾雅弘，森　正寿（近畿大）

 3 Crowd Sensing for Disaster Response and Preparedness
○ Shin'ichi Konomi（The University of Tokyo），

Vassilis Kostakos（University of Oulu），Kaoru Sezaki，
Ryosuke Shibasaki（The University of Tokyo）

 4 薬歴データへのアクセスを想定した大規模災害時の高可用ストレージ
基盤の耐災害性評価

○宗形　聡，宋チュウ，手塚　大（日立ソリューションズ東日本），
村岡裕明（東北大）

 5 防災アプリ「もしゆれ」を用いた地震の自分ゴト化と対策行動の促進
に関する効果検証

○東　宏樹（防災科学技研），水師　裕（クロス・マーケティング），
藤原広行（防災科学技研）

 6 臨時災害放送局における ICT 活用　ー「りんごラジオ」のケースからー
○松本早野香（サイバー大）

 7 水害リスク・コミュニケーション支援システムの要求分析
○畑山満則，多々納裕一（京大）
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一般セッション［1G会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 社会生活とデータ分析	 座長　荻野　紫穂（武蔵大）

 1 スマートフォンアプリの新規ユーザ獲得へのテレビ CM の効果分析
○趙　漢哲（NHN PlayArt）

 2 実データ分析と理論に基づく社会経済システム変動の説明可能性ーメ
ディア・コンテンツ産業の事例から

○加藤綾子（文教大）
 3 火力発電プラント機器の異常兆候を検出するデータマネージメントシ

ステム
○須藤昌吉，渡邉経夫，松本　篤，大谷圭子，高原　薫（東芝）

 4 地理的な観点に基づいた診療情報可視化システムの構築
○長田俊明，中村直毅，井戸敬介（東北大），柴田恭子（東北大病院），

山本雅之，中谷　純（東北大）
 5 SmartCampus: オープンキャンパスに適した案内支援・データ解析基

盤の開発
○田高　周，小澤和也，南谷和毅，岡村容伸，小舘　俊，安澤隼人，

佐藤壮真，池野直人，大林　武，木下賢吾（東北大）
 6 共有リソースの運用における共有情報と利用者の協調行動の関係

○宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）
 7 国際標準における参照ソフトウエアと特許の扱い

○金子　格（東京工芸大）

一般セッション［2G会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 業務における情報活用	 座長　坂本　佳史（日本 IBM）

 1 企業環境におけるモバイルデバイス利用意識に関する分析
○濱田良隆（NTT コムウェア），廣松　毅（情報セキュリティ大）

 2 農産物無人販売システム（UAPS）について
○大谷　真，德増　匠，太田和悠介（湘南工科大）

 3 情報システム開発の成否に影響を与える要因の分析：属性毎の差異の
比較による考察

○河村智行，高野研一（慶大）
 4 議員情報公開システムの構築

○本田正美（東大）
 5 入退室管理システムにおける通行履歴の応用

○佐藤雅之，永嶋規充，及川和彦（三菱）
 6 プライベートクラウドシステムのリソース有効活用事例

○住田宏己，吉本安男，呉羽　彬（富士通）
 7 クラウドを利用したファイル共有による共同研究環境構築

○升井洋志（北見工大）
 8 コンテンツ流通システムにおけるデザイン評価の検討

○渋田一夫，安藤　裕（富士ゼロックス）

一般セッション［3G会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 バイオ情報と医療	 座長　関嶋　政和（東工大）

 1 BioSample Database に対応したオープンソースのプロテオーム用研究
情報管理システム改良の取り組み

○森澤　拓（東京都健康長寿医療センター研），
廣田三佳子（帝京平成大），岩本真知子，津元裕樹，

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 ヘルマン格子錯視における情報処理に関する仮説の検証

○池田文人（北大）
 3 家畜生産における牛の長期心電図計測のための背部電極配置

○井上　剛，脇田由実，小澤　順（パナソニック），三輪雅史，
大石風人，広岡博之（京大）

 4 病因遺伝子情報を用いた創薬における副作用予測の検討
○江谷典子（京大／ JST）

一般セッション［4G会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 語学学習・音楽学習	 座長　上田　真由美（流通科学大）

 1 日本人英語学習者の短い発話を自動採点するシステムの実現可能性の
検討

○近藤悠介（早大）
 2 オンライン大学における日本語リテラシー教育の取り組み　その 2　

受講生の主観評価調査
○隈　裕子（サイバー大），佐野琴音（JASSO）

 3 詳細な学習ログを用いた英語リーディング過程の分析 〜 (1) リーディ
ング過程の可視化〜

○荒本道隆，佐藤一裕，中原歌織（アドソル日進），平澤茂一（早大）
 4 詳細な学習ログを用いた英語リーディング過程の分析 (2)　ログデー

タから見た成績との関係
○中野美知子，吉田諭史，須子統太（早大），玉木欽也（青学大），

ギエルモ エンリケズ（早大）
 5 詳細な学習ログを用いた英語リーディング過程の分析 〜 (3) リーディ

ング過程における学習者モデル〜
○中澤　真（会津大），梅澤克之（日立），小林　学（湘南工科大），

小泉大城（青学大），後藤正幸，平澤茂一（早大）
 6 ピアノ演奏課題における興味価値とフロー体験の関連性

○中川小耶加，三宅祐美，片平建史，長田典子（関西学院大）
 7 ピアノ演奏学習における動機づけ要因の影響

○中川小耶加，三宅祐美，片平建史，長田典子（関西学院大）

一般セッション［5G会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 学習支援システム（1）	 座長　椋木　雅之（京大）

 1 探索型検索を用いた学習ナビゲーションツールの検討
○村上貴彦，横山　誠，中村太戯留，上林憲行（東京工科大）

 2 学習者による編集が可能な看護教育向け eBook 教材の開発
○井上智史（駿河台大），安藤公彦，松永信介，稲葉竹俊（東京工科大）

 3 教育機関における授業利用を想定した分散型 e-Learning システムの検
討と性能評価

○東野正幸，嶽　広一，高橋健一，川村尚生，菅原一孔（鳥取大）
 4 岡大クラウドラーニングシステム構築に関する一考察

○稗田　隆，河野圭太，岡山聖彦（岡山大）
 5 読者の理解度によって難易度が変化する電子テキストの提案

○内田智史（神奈川大）
 6 コンテンツキュレーション機能を持つ学習支援システムの試作

○吉崎弘一（秋田大），堀田博史（園田学園女子大）
 7 e-Learning における汎用 TA エージェントの作業指示機能の実装

○高橋　勇（北里大）

一般セッション［6G会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 学習支援システム（2）他	 座長　山川　修（福井県立大）

 1 授業評価の改善に資するシステムの構築
○森　夏節，金子正美（酪農学園大），皆川雅章（札幌学院大）

 2 教員間での共有を目的とした授業デザインの記述方法の検討
○高井久美子，渡辺博芳（帝京大）

 3 ランダムテストを応用したプログラミング演習における答案の自動正
誤判定機構

○大久保弘崇，山本晋一郎（愛知県大）
 4 構造化シラバスの項目間関係記述を支援するシステム

○久保裕也（千葉商科大），武山　俊（ユース・情報システム開発），
杉山紘一（Valworks）

 5 Gamification を活用した漢字学習支援システムの開発
○松本多惠（名古屋市大）

 6 夜盲をもつ学生のサポートー暗い教室で視認性を向上させるためのカ
メラの選択ー

○南保英孝（金沢大），下村有子，川邊弘之，瀬戸就一（金城大）

一般セッション［1H会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 就職活動・実学	 座長　井上　仁（九大）

 1 就職活動における自己分析支援サービスの検討 - 自分史作成を目的と
したグループワークの実施 -

○上野　歩（東京工科大），中村亮太（湘北短期大），
上林憲行（東京工科大）

 2 モバイル端末とゲーミフィケーションを用いた就職活動支援システム
の開発

○中桐斉之，稲田淑花，内平隆之，米山寛二（兵庫県大）
 3 学修ライフログからの確率モデル構築による修学支援

○近藤伸彦（大手前大），畠中利治（阪大）
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 4 学内模擬試験を用いた診療放射線技師国家試験の合否予測 - 統計的手
法とニューラルネットワークの比較 -

○相子真介，渡辺博芳，佐々木茂（帝京大），
坂本重己（日本医療科学大）

 5 追跡時の注意配分に着目した模擬走行による白バイ事故要因の検討
○木平　真，小菅　律，岡村和子，藤田悟郎（科学警察研）

 6 美術館教育のためのリフレクション支援装置の開発
○安藤公彦（東京工科大），井上智史（駿河台大），宮坂秋津，

稲葉竹俊（東京工科大）
 7 環境教育分野における建物性能評価ツールに対するユーザ支援システ

ムの構築
○中谷祐介，隈　裕子（サイバー大），尾崎明仁（九大）

一般セッション［2H会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 人文科学データと情報処理	 座長　後藤　真（人間文化研究機構）

 1 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 -- 神話における系譜・
系図の表示 --

○生田敦司，横澤大典（大谷大），杉山正治，平塚　聡（立命館大），
柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

 2 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 -- 医学的手段による子
の発生の表示 --

○横澤大典，生田敦司（大谷大），杉山正治，平塚　聡（立命館大），
柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

 3 イベント指向データ管理手法を用いた系図表示 --JaBBRoW の入れ子構
造化についての考察 --

○平塚　聡，杉山正治（立命館大），生田敦司，横澤大典，
柴田みゆき（大谷大），松浦　亨（北大病院）

 4 紋章における図像化規則の複雑性の検討
○三浦誉史加，柴田みゆき（大谷大）

 5 紋章の要素情報を系図データ化するための一試案
○柴田みゆき（大谷大），杉山正治（立命館大），生田敦司，

横澤大典，三浦誉史加（大谷大）
 6 ゲームエンジンを利用した博物館ガイドアプリの開発

○平澤泰文，松川　節（大谷大），小南昌信（大阪電通大）
 7 Shiki HAIKU メーリングリスト・アーカイブのための市民によるモバ

イル・アプリ構想
○墨岡　学（松山大），和田　武，デイビッド ボグダン（愛媛大），

福泉秀人，生田　悠（福泉）

一般セッション［3H会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 プログラミング教育・IT 教育	 座長　兼宗　進（大阪電通大）

 1 プログラムによる計測・制御を学ぶための LilyPad Arduino シミュレー
タと学習環境の開発

○中村亮太（阪市大），吉田智子（京都ノートルダム女子大），
松浦敏雄（阪市大）

 2 資格取得を考慮した専修学校でのプログラミング教育
○宮本行庸（神戸情報大），児玉真悟（神戸電子専門学校）

 3 プログラミング教育に対応できる文科系教員養成のための情報リテラ
シー教育

○黒崎茂樹（都留文科大）
 4 SIEM を活用したオブジェクト指向プログラミング入門教育における

教授の工夫
○土肥紳一，宮川　治，今野紀子（電機大）

 5 IPA 情報処理試験を活用したシステム情報系学部生向け教育の試み
○廣重法道（福岡大）

 6 高専における IT 人材育成研修会 -LDAP サーバ運用管理講座 -
○岡田　康，池田総一郎，川見昌春，原　元司，廣瀬　誠，

稲葉　洋，金山典世（松江高専），
保立智也，針生裕子（国立高等専門学校機構）

 7 LAN のメディアアクセス制御方式を学習する CS アンプラグド教材の
開発

○小川仁士，佐々木宣介，宇野　健（県立広島大）

一般セッション［4H会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 学習システム	 座長　松浦　敏雄（阪市大）

 1 スマートフォンを活用した学習 Web サイトの構築
○田中雅章，十津守宏（あいち大橋学園），内田あや（名古屋文理大），

神田あづさ（仙台白百合女子大），大森　晃（東理大）
 2 データ共有と複数インターフェースを用いたコミュニケーション支援

システム
○野口孝文（釧路高専）

 3 タブレット端末向け（用）学習ソフト「iCard(Q_Q)」の開発
○大岩幸太郎（大分大）

 4 言語学理論に基づいた英語学習者向けデジタル教材と HTML ウィ
ジェットの開発

○吉田諭史，ギエルモ エンリケズ，中野美知子（早大）
 5 学習関連キーワードに基づく学習コンテンツの特定

○豊田哲也，孫　　媛（NII）

一般セッション［5H会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 ビジネス教育・反転授業	 座長　駒谷　昇一（奈良女子大）

 1 アプリケーション開発を題材とした PBL 型教育によるコンピテンシー
育成の効果

○遠藤慶一，黒田久泰，小林真也（愛媛大）
 2 経営情報系指向学生に対する、明確で有用な教科目的と教材（その 2）

○能登　宏（北星学園大）
 3 ビジネスのパタンランゲージに基づく参加型ビジネスシミュレーショ

ン設計
○菱山玲子（早大）

 4 シミュレータを活用した疑似体験と実行動のすり合わせによるリー
ダーシップ教育

○丸山智子（愛媛大），井上雅裕（芝浦工大）
 5 グローバル人材育成プログラムのための e ポートフォリオ

○井上雅裕，祖父江一郎（芝浦工大）
 6 自習時のログ情報に基づく効率的な反転授業について

○梅澤克之（日立），小林　学（湘南工科大），石田　崇（高崎経済大），
中澤　真（会津大），荒本道隆（アドソル日進），平澤茂一（早大）

 7 ソーシャル ICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム
の教育活動

○木戸冬子，國吉康夫（東大）

一般セッション［6H会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 外国の情報教育・教育手法一般	 座長　和田　勉（長野大）

 1 オーストラリア , クィーンズランド州における ICT 教育
○上松恵理子（武蔵野学院大）

 2 電子教材とワークシートを用いた統計基礎教育におけるブレンディッ
ドラーニングに関する一考察

○小泉大城（青学大），須子統太，平澤茂一（早大）
 3 情報基礎科目におけるアクティブ・ラーニング手法の提案 - 学内無線

LAN 調査の試み -
○早坂成人，石坂　徹，桑田喜隆，刀川　眞（室蘭工大）

 4 凸型学習モデルを目指した学習者の理解度計測に関する研究
○岡本覚子，栗田るみ子（城西大）

 5 高年齢学生を主対象とする ICT 教育の効果：放送大学の事例
○三輪眞木子，仁科エミ，黒須正明，高橋秀明，柳沼良知，

廣瀬洋子，秋光淳生（放送大）

学生セッション［6ZB会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 動画教材・プレゼンテーション他	 座長　中平　勝子（長岡技科大）

 1 新規領域における学習者による学習者のための動画学習教材レコメン
ドシステムの開発

○中平菜月，中村太戯留，上林憲行（東京工科大）
 2 講義プレゼンテーションスライド部分対応付けを用いた学習支援

○坂本祥之，清水敏之，吉川正俊（京大）
 3 ピア・チュータリングにおける指差し技術の向上・継承を支援するシ

ステムの提案
○猪平萌映，高橋　修，中村嘉隆（はこだて未来大）
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 4 e ラーニングにおけるリスナエージェントを利用したスピーチベース
テスト

○出店優一，木村英雅，林　潤平，長谷川大，佐久田博司（青学大）
 5 聴き手から効果的に指摘を収集しフィードバックを容易にする発表練

習システム
○小林尚弥，大平茂輝，長尾　確（名大）

 6 Kinect センサーを用いたプレゼンテーション評価システム
○伊藤貴大，河上奏太，清水翔平，松本豊司（金沢大）

 7 Kinect センサーを用いたジェスチャー評価アルゴリズム
○清水翔平，伊藤貴大，河上奏太，松本豊司（金沢大）

 8 ストリートダンス未経験者のピアエデュケーション支援システム　  
- 提案と評価 -

○長谷川聡，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）
 9 ストリートダンスの技習得支援におけるユーザ動作と模範動作の比較

方法の評価
○丹下裕貴，泉　朋子，仲谷善雄（立命館大）

学生セッション［1ZC会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 人文科学へのコンピュータ応用	 座長　原　正一郎（京大）

 1 ダイジェスト作成のためのマンガのシーン抽出手法の検討
○久行智恵，三原鉄也，永森光晴，杉本重雄（筑波大）

 2 地域学習のための地域映像コンテンツ視聴システムの開発
○熊野圭馬，上田智昭，大岡　稜，林　敏浩，八重樫理人（香川大）

 3 古文書文字認識における N-gram の出現頻度を利用した認識候補削減法
○渡邊一義，渡辺　悟，鈴木徹也（芝浦工大）

 4 演劇における笑いに「間」が与える影響の統計的分析
○村本和也，岸上順一（室蘭工大）

 5 言語が異なる浮世絵データベース間における同一作品の同定手法の提案
○木村泰典，ビルゲサイハン バトジャルガル，木村文則，

前田　亮（立命館大）
 6 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システ

ムへの動的環境モデルの実装法と評価
○竹多政裕，瀧嶋　悠，倉本健介，古市昌一（日大）

 7 学生のブレインストーミングにおけるファシリテーションの分析と提案
○吉田彩華，杉山岳弘（静岡大）

学生セッション［2ZC会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 エンタテインメントシステム（1）	 座長　山本　豪志朗（奈良先端大）

 1 動的な表情変化に対応した化粧支援システムと男性化粧への応用
○林　広幸，伊藤智也，小島章裕，芝田圭佑，濱川　礼（中京大）

 2 自動走行ロボットによる曲がり角検出アルゴリズムの研究
○高松秀行，築地立家（電機大）

 3 三角形と四角形で構成される 3D モデルの圧縮
○遠藤隆也，築地立家（電機大）

 4 HMD と Leap Motion を用いた指差し天体観測システムの開発
○渡辺大樹，瀬田陽平，横山真男（明星大）

 5 個々のユーザの集中度に応じた室内環境を演出するシステム〜ヴァー
チャル・スタバ〜

○三井健史，大橋省吾，小林拳人，志津野之也，濱川　礼（中京大）
 6 HMD を用いたドライビング練習システムの作成

○潘　為淵，筧　捷彦（早大）

学生セッション［3ZC会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 バイオ情報学	 座長　五斗　進（京大）

 1 顕微鏡画像に基づく癌細胞計数システムの構築
○山田圭祐，郭　清蓮，小木美恵子，鎌田　洋（金沢工大）

 2 細胞内シグナル伝達系の伝達特性学習用電子教科書の開発
○末吉智奈佐，仲　　隆（九産大）

 3 3D プリンタを用いた有機化学分子に対する分子構造理解学習支援シ
ステムの開発と評価

○中谷明嗣，松野純男，大星直樹（近畿大）
 4 Phase Lag Index による周波数帯別の脳波解析

○笠川慎矢，山西輝也（福井工大），高橋哲也（金沢大），
上野幹二（福井大），西村治彦（兵庫県大）

 5 化合物の構造情報と非構造情報を用いたタンパク質ドッキング予測の
為の機械学習手法の検討

○伊東忠佑，金盛克俊，大和田勇人（東理大）
 6 タンパク質立体構造中のリガンド結合候補部位における配列保存性評

価手法の開発
○安尾信明，関嶋政和（東工大）

 7 残基との相互作用エネルギーに基づくドッキングシミュレーション結
果の絞り込み

○宮津知美，安尾信明，関嶋政和（東工大）
 8 多段階グラフ拡張による仮想化合物ライブラリ構築の研究

○吉川舜亮，安尾信明，吉野龍ノ介，関嶋政和（東工大）

学生セッション［4ZC会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 協調学習	 座長　黒田　嘉宏（阪大）

 1 問題に含まれる誤り発見能力向上システムの開発と評価
○佐々木匠，井上裕之，高木正則，山田敬三，佐々木淳（岩手県大）

 2 グループ学習におけるファシリテータ支援システムの開発と評価
○大信田侑里，古舘昌伸，高木正則，山田敬三，佐々木淳（岩手県大）

 3 対話型ゲーム「人狼」を活用したグループディスカッションの練習方
法の提案

○吉川裕貴，上野　歩（東京工科大），中村亮太（湘北短期大），
上林憲行（東京工科大）

 4 協調学習を用いた日本の文化発見システムの構築〜妖怪を追いかけて〜
○堀野あゆみ，時井真紀（筑波大）

 5 子供向けワークショップにおける相互振り返り活動促進のための電子
ノートの構築

○筒井薫平，安藤　希，伊藤直人，高田秀志（立命館大）
 6 写真とコメントを授業参観者間で共有できる授業評価記録・閲覧シス

テムの開発
○久保田亜依，今野翔太郎，加藤直樹，櫨山淳雄（東京学芸大），

坂東宏和（獨協医科大）
 7 グループ討議演習支援システムにおける学生のコメント分類に関する

研究
○吹沢将哉，渡辺博芳，高井久美子（帝京大），鈴木和典（アクリーグ）

 8 生徒役機能を有する e ラーニングのためのコミュニケーションロボッ
トの開発

○宮川直也，大川茂樹（千葉工大）
 9 会議コンテンツと研究活動をシームレスに接続する情報記録・整理

ツール
○杉浦さや，大平茂輝，長尾　確（名大）

学生セッション［5ZC会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 学習支援システム（1）	 座長　多川　孝央（九大）

 1 情報専門学科カリキュラム標準 J07 を利用した PBL 向け自主学習支援
システム

○花田洋貴，大場みち子，藤原　哲（はこだて未来大）
 2 過去事例を利用した PBL 向けリスク管理支援システム

○松野竜也，大場みち子（はこだて未来大）
 3 大学生の PBL における支援ツールに関する一考察

○桑田佑輔，飯島泰裕（青学大）
 4 認知的葛藤を生起させる e-Learning システムの効果の検証

○門脇直哉，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）
 5 サーバ管理者養成を目的とした学習支援システムの開発

○星野裕樹，納富一宏，西村広光，示野浩士（神奈川工科大）
 6 Wikipedia からキーワードを援用し初出の知識の学習と学習コンテン

ツの発掘を支援するサービスの研究
○横山　誠，村上貴彦，中村太戯留，上林憲行（東京工科大）

 7 Web ページ中の語句の補助情報を自動付与する教育支援システムの提案
○小串光和，斎藤裕佑，西山裕之（東理大）

 8 Moodle における受講者の課題結果一括表示プラグインの提案
○空野耕介，尾崎拓郎，佐藤隆士（大阪教大）

 9 動画要約によるスキル獲得のための学習効果の検証 : 料理動画とそれ
を基に要約を行ったレシピでの比較

○齋藤彰人，中村太戯留，上林憲行（東京工科大）
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学生セッション［6ZC会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 学習支援システム（2）	 座長　小川　賀代（日本女子大）

 1 学習オントロジーを利用した問題作成支援システム
○桐ケ谷慧，杉浦拓哉（愛知工大），加納寛子（山形大），

古崎晃司（阪大），長谷川元洋（金城学院大），菱田隆彰（愛知工大）
 2 知識ベースと出題テンプレートを用いた作問支援機能の開発と評価

○福坂祥基，古舘昌伸，高木正則，山田敬三，佐々木淳（岩手県大）
 3 大学数学における固有値問題の計算量

○森　優貴，雪田修一（法大）
 4 自己調整学習理論に基づく自主学習継続のための学習支援システムの

構築
○安藤大岳，大場みち子（はこだて未来大）

 5 サーバー能力成長型 VCHS 待ち行列モデルを用いた講義課題処理過程
の定量的評価 ‐大学生のアカデミックスキル教育のために‐

○田中秀明，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）
 6 多読支援と語彙増強のための Web における e-Learning システムの提

案と実装
○鈴木健一郎，松原俊一，Martin Duerst（青学大）

 7 文章の構造化による e ポートフォリオ入力・評価支援手法の提案
○吉田匡孝，奥野　拓（はこだて未来大）

 8 e-learning システムの大量試験結果データからのユーザスキルの判定
○浅井孝太，大枝真一（木更津高専）

 9 情報技術学習支援システムの開発 - 学習評価のための問題文の分類に
関する検討 -

○宮川裕介，泉　　隆（日大）

学生セッション［1ZD会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 都市・地域と生活（1）	 座長　篠田　有史（甲南大）

 1 防災情報の確達性向上のための準天頂衛星 M2M 情報配信システムの
設計

○西野瑛彦，中島　円，米澤拓郎（慶大），
津村真理子（NTT コムウェア），山本慎一郎（藤沢市役所），

神武直彦，徳田英幸（慶大）
 2 Symbiotic Reality の概念に基づくタウンマネージメント支援システム

に関する基礎的検討
○熊谷健太，伊藤寛祥，川村拓弥，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 3 LOD を用いた地方自治体向け防災・災害情報発信支援システムの開発
○前田実優，大場みち子（はこだて未来大）

 4 スマートフォンを活用した防災無線支援サービスの検討
○大野美憂，佐々木喜一郎（岐阜経済大），安田孝美（名大）

 5 災害時における帰宅困難者支援システム
○藤本　侑，日吉久礎（青学大）

 6 デジタルサイネージを用いて災害情報を提供するための LoD 制御の研究
○大友正樹，佐藤剛至，橋本浩二，柴田義孝（岩手県大）

 7 地図を利用した市民団体の活動情報提示の提案
○小西貴之，竹野健夫，菅原光政（岩手県大）

 8 子どもの地図理解を助ける地域安全マップシステムの試作
○松田邦仁久，早川知道，伊藤孝行（名工大）

 9 ICT を活用した高齢者コミュニケーションに関する研究
○鈴木慎太郎，矢島敬士（電機大），北爪考二，

渋谷直寿（わかばケアセンター）

学生セッション［2ZD会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 都市・地域と生活（2）	 座長　阿部　昭博（岩手県大）

 1 地域防災における O2O プラットフォーム活用の提案
○長島弘志，湯瀬裕昭，渡邉貴之（静岡県大）

 2 登山計画書作成支援システムのための関連情報のオープンデータ化に
ついて

○野原章弘，白松　俊，大囿忠親，新谷虎松（名工大）
 3 気象情報ビッグデータ管理インタフェースの構築

○内田峻靖，高岡詠子（上智大），落合秀也，中山雅哉，
江崎　浩（東大），砂原秀樹（慶大）

 4 都市計画の為の分散同時開催住民参加型ワークショップ支援システム
の開発

○山形祐介，和泉信生（崇城大）
 5 地域に特化したアマチュア野球共有サイトの開発

○高廣修也，山崎祥行，千種康民（東京工科大），
服部泰造（東京国際大）

 6 認証機能との連動によるエレベータの利便性の向上の検討
○佐伯啓太，三好　力（龍谷大）

 7 待ち行列モデルの多角的解析によるファストフード型ショップ窓口の
最適化

○山北美穂，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）
 8 ノンテリトリアルオフィスにおける座席自動決定方法の検討

○川田直毅，三木光範，清水祐希，間　博人（同志社大）
 9 入退出カードのログやネットワーク接続情報を用いた部屋利用状況の

未来予測
○野本聡史，西脇雅幸，竹島　亮，長尾　確（名大）

学生セッション［3ZD会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 エンタテインメントシステム（2）	 座長　橋田　光代（相愛大）

 1 ロールプレイングゲームのシーンを基としシナリオ作成を支援する
「RPG プロットメイカー」の開発

○小林右京，伊藤淳子，宗森　純（和歌山大）
 2 構成的考証法による内面理解の深化

○大柿高志，阿部将和，大本義正，西田豊明（京大）
 3 音喩表現に基づく書体デザインの自動生成に関する研究

○斎藤達也，松本和幸，北　研二，吉田　稔（徳島大）
 4 オーケストラにおける指揮者、演奏者、観客を繋ぐインターフェイス

の構築
○天野和彦，高丸尚教（中部大）

 5 WearLive!!: ライフログバンドと SNS を活用しライブハウスでの盛り
上がりをリアルタイムに拡散するサービス

○高村駿太朗，水野汰一（東京工科大），岡崎博樹（手仕事工房），
上林憲行（東京工科大）

 6 スマートフォンを用いたイルミネーションパターンの直感的なカスタ
マイズ手法

○長瀬大護，岡崎侑哉，藤波香織（農工大）
 7 歩数計アプリケーションの開発

○津川昌隆，田中成典，井上晴可，嶋吉　瞳（関西大）
 8 生理指標を含むマルチモーダルデータを用いた運動中のストレス状態

の推定と仮想空間への反映
○武田星児，西田豊明，大本義正（京大）

学生セッション［4ZD会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 人間社会と検索・推薦	 座長　金子　格（東京工芸大）

 1 オープンキャンパス案内支援システムに基づく情報推薦アルゴリズム
の検討

○小澤和也，田高　周，南谷和毅，小舘　俊，岡村容伸，安澤隼人，
佐藤壮真，池野直人，大林　武，木下賢吾（東北大）

 2 Web サイトの動的な変化を考慮したコンテンツ探索手法に関する研究
○林　翔太，山本雄平（関西大），中村健二（阪経大），

田中成典（関西大）
 3 （講演取消）
 4 エンドユーザ向けマッシュアップツールにおけるページ推薦システム

○成瀬弘臣，太田　剛（静岡大）
 5 ソージャルトレーディンにおけるコピートレーダーの推薦手法の提案

○ Woonyeol Lee，馬　　強（京大）
 6 料理レシピ検索の性能向上

○森下雄太，青木真吾，佐藤隆士（大阪教大）
 7 食嗜好の発展を理解するためのレシピ分析

○聞　亦晨，浅野泰仁，吉川正俊（京大）
 8 レストランにおける料理推薦方法の提案

○山本　涼，村田嘉利，鈴木彰真，佐藤永欣（岩手県大）
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学生セッション［5ZD会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 知識表現と活用	 座長　杉原　太郎（岡山大）

 1 論文とプレゼンテーションスライドの部分対応付けにおける軸対応補
正の適用

○川上優平，清水敏之，吉川正俊（京大）
 2 顔文字の感性情報を用いた動画コメントの評価

○髙木　潤（立命館大），中村健二（阪経大），小柳　滋（立命館大）
 3 山歩きを伴う高野山町石道案内システムの開発と評価

○今村美聡，吉野　孝，児玉康宏，吉住千亜紀，尾久土正己（和歌山大）
 4 大学図書館における電子化を想定し可視化を用いた検索システムの研究

○小川友暉，相場　亮（芝浦工大）
 5 ストライプ型背景色を有する日本語リーダーの可読性

○池内優心（はこだて未来大），小林潤平（大日本印刷），
川嶋稔夫（はこだて未来大）

 6 大容量データ流通のためのファイルシステムの開発・評価
○伊藤　公，三上喜貴，中平勝子（長岡技科大）

 7 HTML5 のセクショニング要素自動付与システムの提案
○今泉智博，斎藤裕佑，西山裕之（東理大）

学生セッション［6ZD会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 農業・製造業応用	 座長　児玉　公信（情報システム総研）

 1 ビッグデータを活用した所要量計算システムの提案
○新井一也，工藤　司（静岡理工科大）

 2 人間の経験値を反映した輸送運賃計算システムの構築と評価
○岩田　力，工藤　司（静岡理工科大）

 3 トマト栽培実験による環境データ収集と環境要因の評価
○山下勇輝，堀部典子，青木進一，松本圭一（崇城大），

椎葉優希（J-support），山崎裕貴（崇城大）
 4 農作物栽培環境データの分析とモニタリングのための Web システム

の開発
○後藤隼人，山﨑裕貴（崇城大），椎葉優希（J-support），山下勇輝，

堀部典子，青木振一，西村　強（崇城大）
 5 C4.5 アルゴリズムを用いた環境コントロールシステムの開発

○松本圭一，堀部典子，青木振一，山下勇輝，山崎裕貴（崇城大）
 6 スマート市民農園システムの開発

○西戸　至，千葉慎二（仙台高専）
 7 農産物無人販売システム (UAPS)  - クラウド側サーバシステムの開発 -

○太田和悠介，徳増　匠，大谷　真（湘南工科大）

学生セッション［1ZE会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 特別支援教育他	 座長　渡辺　博芳（帝京大）

 1 留学生の聴講支援のための講義音声共有システムの開発
○今川七海，吉野　孝（和歌山大）

 2 看護教育のための関連図作成ツールの提案および評価
○赤津舞子，岩田拓也，澤野弘明（愛知工大），

石井成郎（愛知きわみ看護短期大），鈴木裕利（中部大）
 3 知的障害児を対象としたビジュアルトレーニングアプリの提案

○小林加奈絵，鈴木貴博，澤野弘明，石垣尚男（愛知工大）
 4 特別支援教育における書字学習支援アプリ ｢ かける君 ( 極 )｣

○渡邉魁人，佐藤　究（岩手県大），根本菜実，小林　巌（東京学芸大），
布川博士，小笠原直人（岩手県大）

 5 点字初学者のための学習支援機器の開発
○新井直之，上條莉奈，伊藤祥一，藤澤義範（長野高専）

 6 ICT 活用による算数困難を抱える聴覚障がい児への教育支援の研究　
〜アイトラッキングによる学習方略の分析〜

○田澤裕太，石沢慶介，松永信介（東京工科大）
 7 ICT 活用による算数困難を抱える聴覚障がい児への教育支援の研究  

〜視線誘導による効果の検証〜
○石沢慶介，田澤裕太，松永信介（東京工科大）

 8 職業カードのコレクションとトレードを通じた小学生向け e キャリア
教育の試み

○青田壮大，市ノ瀬円香，山下早紀，松永信介（東京工科大）
 9 投影型電子黒板の援用による算数文章問題克服のための授業設計の研究

○水口大地，山川隼人，松永信介（東京工科大）

学生セッション［2ZE会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 語学学習・ガイド他	 座長　常盤　祐司（法大）

 1 UML モデリング教育を支援するルールベースのクラス図採点支援ツール
○宮島和音，小形真平，香山瑞恵，海尻賢二（信州大）

 2 敬語学習支援システムの試作と評価
○朝日大貴，奥原　俊，伊藤孝行（名工大）

 3 日本語文生成支援システムの構築
○白水優太朗，中川正宣（東工大），王　婉瑩（清華大），

寺井あすか（東工大）
 4 ゲーミフィケーションを活用した語学学習の学習継続効果ならびに

パーソナライゼーション
○宮岸祐成，宮崎佳典（静岡大），長谷川由美（近畿大），

大城敬人（静岡大）
 5 声道断面図と音響スコアを用いた日本語発音練習システムの開発

○ Hong NgoThiPhuong，西崎博光（山梨大）
 6 ピアノを習う子供の継続力向上のためのアクティビティを重視した評

価支援システムの検討
○齊藤絵美，鷹野孝典（神奈川工科大）

 7 スマートフォンを用いたジオツアーガイドシステムの開発
○谷口翔吾，吉野　孝（和歌山大）

 8 iBeacon を用いた親子向け音声ガイドの開発
○片岡航平，杉山岳弘（静岡大）

学生セッション［3ZE会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 業務応用	 座長　金子　格（東京工芸大）

 1 データサイエンスのプロセスと業務評価モデル
○清洲正勝，沼尾雅之（電通大）

 2 標準化された業務の共有を可能にするシステムの開発と法務遂行に与
える影響

○浦野　幸，山内　聡（東大），荻野恭弘（名南経営），
星野准一（筑波大），植田一博（東大）

 3 専門的な問題をワンストップで解決するフレームワークの提案
○浦野　幸（学際情報学府），山内　聡（東大），

荻野恭弘（名南経営），星野准一（筑波大），植田一博（東大）
 4 実質迷惑メールの処理によるユーザーの損失時間と企業のマーケティ

ング法改善に関する研究
○長谷井冬真（工学院大）

 5 オープン・システム障害対応の現状分析
○篠原昭夫，泉　　隆（日大）

 6 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）

学生セッション［4ZE会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 観光	 座長　上椙　英之（神戸学院大）

 1 トラベルプランを共有可能な地域活性化のための観光サイトの開発
○坂田義幸，白滝智史，山崎祥行，千種康民（東京工科大），

服部泰造（東京国際大）
 2 リピーターを考慮した観光プラン立案システムの開発

○萬　直之，阿部昭博，市川　尚，富澤浩樹（岩手県大）
 3 SNS データを用いた個別ユーザ適応型観光スポット表示システムの提案

○高橋靜音，小松一星，山田敬三，高木正則，佐々木淳（岩手県大）
 4 ID3 を用いた訪問者プロフィールからの観光特性分析手法の提案

○手塚祐樹，小松一星，咲山拓哉，山田敬三，高木正則，
佐々木淳（岩手県大）

 5 健康促進のための AR 観光ウォーキング支援システムの構築
○山下陽規（近畿大），竹村匡正，北口周弘，櫻井理紗，石間正俊，

朝井隆裕，疋田智子（兵庫県大），大星直樹（近畿大）
 6 バスによる観光を促進するための空き時間を活用した観光支援システ

ムの提案
○工藤卓也，奥野　拓（はこだて未来大）

 7 観光における事後情報の生成と事前情報の共有を支援する観光ポート
フォリオ生成システムの開発

○上田智昭，大岡　稜，熊野圭馬，垂水浩幸，林　敏浩，
八重樫理人（香川大）



116－ －

 8 写真共有サービスを用いた外国人向け観光スポット推薦システムの提案
○李　　爽，小松一星，高橋靜音，山田敬三，高木正則，

佐々木淳（岩手県大）
 9 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開発と

評価
○佐藤　亮，市川　尚，富澤浩樹，阿部昭博（岩手県大）

学生セッション［5ZE会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 医療・健康とアクセシビリティ	 座長　畑山　満則（京大）

 1 寝スマホをしない習慣付けを支援するアプリケーションの開発
○市川　篤，西田誠幸（拓大）

 2 まちなかでの車椅子利用者の移動経路の再現に関する研究
○稲田好恵，和泉信生，古賀元也（崇城大），

松原誠仁（熊本保健科学大），森下功啓（熊本高専）
 3 マタニティ支援アプリを用いた地域社会へ向けたプロジェクト

「KODO」によるジェンダー意識の変容期待に関する研究
○土田　栞，渡邊宏尚（釧路公大），上川原ひろみ，

斉藤　唯（市立釧路総合病院），小松　望（白糠町役場），
皆月昭則（釧路公大）

 4 患者を中心とした情報環境構築における知識創造循環を支える医療
サービスサイエンス

○水野凌太郎，皆月昭則（釧路公大）
 5 キネクトを使ったゲーミフィケーションツールキット

○五味田康恵，冨澤眞樹（前橋工科大）
 6 経年的変化から見た市区町村立図書館における Web アクセシビリティ

の評価
○北村光香，元木章博（鶴見大）

学生セッション［6ZE会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 センサ応用（2）	 座長　伊藤　一成（青学大）

 1 iBeacon を用いたスマートフォン向けキャンパス館内マップの試作
○橋口　稔，行成功志，藤野慶太，田中康一郎（九産大）

 2 複数機種のスマートフォンを照度センサとして用いた知的照明システ
ムの検討

○桑島　奨，三木光範，谷口　武，間　博人（同志社大）
 3 （講演取消）
 4 地理情報データを誤差補正に用いた PDR による屋内位置推定システム

○青田慎也，吉田博哉（神戸情報大）
 5 Wi-Fi 屋内位置推定を用いた人の集合の可視化

○佐藤雄紀，大寺　亮（神戸情報大）
 6 モーションセンサを用いた自転車の違反運転検知システムの基礎検討

○大井将徳，高橋　修，中村嘉隆（はこだて未来大）

学生セッション［1ZF 会場］（3月 17 日（火）9:30 〜 12:00）

	 ネットワーク・セキュリティ教育	 座長　長瀧　寛之（岡山大）

 1 IP ネットワーク構築演習支援システムにおけるレベル別課題作成機能
の開発

○宮本　拓，飯田拓真，井口信和（近畿大）
 2 動的ルーティング学習支援システムの開発

○宮本　拓，井口信和（近畿大）
 3 IP ネットワーク構築演習支援システムにおける観察学習を可能とする

疑似学習者機能の開発
○早川　諒，舛賀計彦，宮本　拓，井口信和（近畿大）

 4 セキュリティを意識させる情報リテラシ教育のためのハッキング競技
CTF と融合させる余興ゲームの事例と要件

○中井智己，赤木智史，中矢　誠，富永浩之（香川大）
 5 セキュリティを意識させる情報リテラシ教育のためのハッキング競技

CTF の大会サーバと運営方法
○赤木智史，中矢　誠，富永浩之（香川大）

 6 ヒューマノイド型ロボットを用いたスポーツ指導支援システムの提案
と評価

○加藤翔冴，宇都宮陽一，奥田隆史（愛知県大）

学生セッション［2ZF 会場］（3月 17 日（火）13:00 〜 15:30）

	 学習支援・測定・評価	 座長　赤澤　紀子（電通大）

 1 簡易脳波計による学習者の状態推定に関する研究
○安部弘通，木下和弥，馬場謙介，高野　茂，村上和彰（九大）

 2 ズーム型画像表示とスポット照明の相互連動による鑑賞支援
○古藤健太，川嶋稔夫（はこだて未来大）

 3 論理値行列因子分解を用いた試験結果からのスキル構造の抽出
○清野真理子，大枝真一（木更津高専）

 4 時系列試験結果データの変化点検出による潜在的に理解した時刻の推定
○成田美咲，大枝真一（木更津高専）

 5 web カメラを用いた瞬き検出による集中度評価
○兜森仁志，安彦智史，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 6 相互採点を用いた能動的評価法の開発
○菊池祥平，大枝真一（木更津高専）

 7 オープン教育リソースのための学習順序推定
○中島克也，小林亜樹（工学院大）

 8 プレゼンターの訴求力を向上させるための商品レビュー動画の知識を
用いた台本作成支援ツールの開発

○佐藤優也，前原孝亮，上野　歩（東京工科大），
中村亮太（湘北短期大），上林憲行（東京工科大）

学生セッション［3ZF 会場］（3月 18 日（水）9:30 〜 12:00）

	 プログラミング教育・プログラミング教育環境

	 座長　中西　渉（名高）

 1 プログラミング授業支援システム WOJ の開発
○中村慎司，筧　捷彦（早大）

 2 段階的学習機能を備えた初学者向けプログラミング学習環境 :oPEN
○稲葉夏希，中村亮太，松浦敏雄（阪市大）

 3 C 言語初級者にやる気と達成感を与える学習教材の構築
○渡邉　誠，吉村光令，菱田隆彰（愛知工大）

 4 プログラミング学習環境の汎用的な構築法の提案と評価
○西角知佳，早川智一，疋田輝雄（明大）

 5 プログラミング基礎教育のための図形言語の 3D 拡張
○古川孝太郎，糸山克寿，吉井和佳，奥乃　博（京大）

 6 シェルコマンド学習支援ゲームの開発
○佐藤将真，西田誠幸（拓大）

 7 ボードゲーム戦略を題材としたプログラミング演習におけるレポート
とアンケートの分析

○劉　世博，花川直己，山田航平，富永浩之（香川大）
 8 ボードゲーム戦略を題材とした Java 演習における提出コードのメトリ

クス分析
○花川直己，山田航平，富永浩之（香川大）

学生セッション［4ZF 会場］（3月 18 日（水）15:20 〜 17:50）

	 プログラミング教育の支援	 座長　江見　圭司（京都情報大）

 1 （講演取消）
 2 初心者の不完全プログラムを対象とした理解度推定に関する研究

○堀川直希，太田　剛（静岡大）
 3 ビジュアルプログラミングワークショップのための帰納的学習教材モ

デル
○安藤　希，高田秀志（立命館大）

 4 プログラミング演習支援システムの定量的学習データを用いた成績不
振兆候者の早期発見に関する研究

○畝川みなみ，宇野　健（県立広島大）
 5 コンピュータ実習とプログラミング演習を伴う情報系分野の輪講支援

システムの試作と評価
○太田翔也，大川昌寛，豊田竜也，川鯉光起，富永浩之（香川大）

 6 高大連携の LEGO プログラミング講座を支援する統合教材における計
画と演習のフェーズの機能

○水島聡哉，高橋知希，富永浩之（香川大）
 7 高大連携の LEGO プログラミング講座を支援する統合教材における予

習と試行のフェーズの機能
○内山　豊，水島聡哉，高橋知希，富永浩之（香川大）

 8 紙教材で利用できる答え合わせ支援システム
○岡本拓斗，稲垣　宏（豊田高専）
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学生セッション［5ZF 会場］（3月 19 日（木）9:30 〜 12:00）

	 初中等情報教育・算数数学教育	 座長　奥村　晴彦（三重大）

 1 代数操作イメージ形成を促すタブレット教材
○宮本　優，藤井研一（阪工大）

 2 CG を用いた個人適応型算数学習システムの開発
○車川隆洋，根本奈津実（東京情報大），崎山卓哉（JMC），

松下孝太郎，鈴木英男，ケネスジェームス マッキン，永井保夫，
布広永示（東京情報大）

 3 3D 立体視 CG による立体図形作図用教材の学習効果
○白鳥優莉，長谷川大，佐久田博司（青学大）

 4 数学教育における証明学習のための図示化を用いた学習支援ツール
○青木杏奈，渡部孝幸，宮崎佳典（静岡大）

 5 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中学校への
適用

○野呂孝佑，市川　尚，富澤浩樹，阿部昭博（岩手県大）
 6 学習アプリケーションにおけるゲーム特性の相違が及ぼす教育効果の

検証
○初谷拓郎，伊與田光宏，杉本拓也（千葉工大）

 7 プラレールとセンサを組み合わせた学習教材の試作
○佐々木健，伊藤一成（青学大）

 8 Raspberry Pi 用写経型学習教材を用いた普通科高校でのプログラミン
グ教育の実践

○辻　仁志，喜多　一（京大）

学生セッション［6ZF 会場］（3月 19 日（木）14:40 〜 17:10）

	 大学教育における情報	 座長　中鉢　直宏（島根大）

 1 個人に注目した友人ネットワークの分類と属性の相関に関する分析
○菅田貞治，武藤敦子，犬塚信博（名工大）

 2 生活環境と学習行動の相互作用による社会人基礎力定着プロセス
○坂井和貴，北島宗雄，中平勝子（長岡技科大）

 3 液体を用いた仮想化学実験の提案と検証
○堀田昌宏，岡　　誠，森　博彦（東京都市大）

 4 力学系学習木 - 連続力学系の階層型学習 -
○沼倉彬雄，加藤成将，佐藤和幸（岩手大），

富沢武弥（越喜来漁業協同組合），三好　扶，明石卓也，
金　天海（岩手大）

 5 映像キャスティング手法を用いた看護技術教材作成に関する研究
○水野凌太郎（釧路公大），小林裕美子（釧路孝仁会看護専門学校），

皆月昭則（釧路公大）
 6 情報の科学的理解を深めるための教材開発 -- p2p ネットワークの仕組

み --
○森　美月，中村亮太，松浦敏雄（阪市大）

 7 LeapMotion 機器を用いたプレゼンテーション中のポインタ操作の支
援ツールの改良

○玄馬史也，富永浩之（香川大）
 8 機能制限アプリケーションを用いたスマートフォンユーザの行動変容

に関する研究
○渡邊宏尚，土田　栞，皆月昭則（釧路公大）



［広告代理店］アドコム・メディア（株）　E-mail: sales@adcom-media.co.jp　
〒 169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27
Tel.(03)3367-0571　Fax.(03)3368-1519

❶封入希望月の前月 15 日までに下記事項を記載の上、問合せ先
までお申し込みください。

　　❖会社名，担当者，連絡先（住所、Tel、Fax、E-mail）　❖封入希望号
　　❖サイズ　❖カタログの簡単な内容説明
　　❖割引対象にあたる場合はその旨記載ください。

❷封入希望月の遅くとも前月末日までに下記事項について手配を
お願いします。

　　❖カタログ見本を問合せ先までお送りください（PDF、Fax 可）。
　　❖納品業者をお知らせください。

❸納品日は封入希望月の 5日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）です。
日付指定にて必要枚数（20,000 枚）を印刷し指定の納品先へお
送りください。

　　※納品先は、お申し込み後にご連絡いたします。
　　※納品が遅れますと同封ができない場合がございます。その場合はキャン
　　　セルとさせていただきます。

❹カタログを同封した学会誌を発行日にお送りしますので、ご確
認ください。

❺後日請求書をお送りしますので振込手続きをお願いします。

 お申し込み方法と掲載までの手続き 1 通あたり
約17.5 円！

毎月会員に配布している学会誌に貴社 /貴校のカタログや広告を同封し、直接読
者にお届けするサービスです。
通常のDMと異なり学会誌に同封しますので、読者の開封率は格段に上がります。
また，カタログ送付にかかるコストを最小に抑えることができ、なおかつ情報処
理を専門とする読者にターゲットを絞った効果的な案内を出すことが可能となり
ます。

？
カタログ同封
サービスとは？

サイズ：A4 判または A3 判二つ折り（その他についてはご相談ください）
用紙：色上質厚口（四六判 80kg）またはコート紙（四六判 90kg）相当

問合せ先

＊情報処理学会研究会主催、共催を含む

大学 / 研究所 / 賛助会員または情報処理学会主催・
共催事業は、下記のとおり割引料金が適用されます。

毎月会員に配布している学会誌に貴社 /貴校のカタログや広告を同封し、直接読
者にお届けするサービスです。
通常のDMと異なり学会誌に同封しますので、読者の開封率は格段に上がります。
また，カタログ送付にかかるコストを最小に抑えることができ、なおかつ情報処？

「情報処理」
カタログ同封サービスの
ご案内

 

大学や
共催事業は
さらに割引も！

一般社団法人情報処理学会 会誌編集部門　E-mail: editj@ipsj.or.jp
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5　化学会館 4F
Tel.(03)3518-8371　Fax.(03)3518-8375

大学 / 研究所 / 賛助会員　　　
（基本価格の 40％ Off ！）

情報処理学会主催・共催事業＊

（基本価格の 80％ Off ！）

一般社団法人

情報処理学会
Information Processing Society of Japan

基本価格　350,000 円
　　　　　　　　　　 　　  （税込  378,000 円）

対象：全会員　20,000 通 配布
（正会員 / 名誉会員 / 学生会員 / 賛助会員）

210,000 円
 （税込  226,800 円）

70,000 円
 （税込  75,600 円）

katarogu-1c.indd   1 15/02/04   17:38







http://www.krp.co.jp/kaigi/

Location
　　京都駅から１駅の好アクセス
Variation
　　12 ～ 350 名の大小さまざまな
　　ホール･会議室が全 18 室
Facility
　　1Gbps* 高速インターネット
Secretariat Service
　　国際会議の事務局業務代行サービス

詳細はこちら

お問い合わせ・ご予約は

京都リサーチパーク株式会社
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134
TEL 075-322-7888   FAX 075-314-2968 
E-mail convention@krp.co.jp

コンベンション部

国際会議からセミナーまで
あらゆる会議にご利⽤いただけます。

京都リサーチパーク会議施設

* ベストエフォート

Meet Your Needs!
「任せてよかった」
　　　　   が私たちの原動力です



「情報処理」「情報処理 特集別刷」
amazonでご購入いただけます !

◀「情報処理」（毎月15 日発行）
各分野のトップレベルの方々が、最新技術を分かりやす
く解説しています。著名人による巻頭コラム、特集、解説、
報告、 連載、 コラムなど。
◆ 価格 1,730 円（税込）（55 巻 5 号より）
　 ※ 55 巻 4 号までは価格 1,728 円（税込）になります。

ご注文は  ⇒ http://www.amazon.co.jp/会誌編集部門 　E-mail: editj@ipsj.or.jp
Tel.(03)3518-8371　Fax.(03)3518-8375

「情報処理」特集別刷 ▶
会誌「情報処理」の特集記事のみを抜き出した別刷（冊
子）です。興味のある分野について手軽に読むこと
ができます。
◆ 価格 720 円（税込）

情報処理学会では、会誌「情報処理」「特集別刷」をオンライン通販サイト amazon でも販売しています。ぜひご利用ください。

◀
各分野のトップレベルの方々が、最新技術を分かりやす
く解説しています。著名人による巻頭コラム、特集、解説、
報告、 連載、 コラムなど。
◆ 価格 1,730 円（税込）（55 巻 5 号より）

koukan.indd   1 15/02/04   17:09



業界を驚かせるレベルでテクノロジーを開拓し、ビジネス実装を実現する

リクルートグループにおけるサービスやビジネスの成長のためには、言うま
でもなくIT・ネットマーケティング領域における進化が必要不可欠です。圧
倒的な技術力・イノベーション力でビジネスを進化させていくこと。それは
社員一人ひとりが進化し続けていくことに他なりません。一緒に成長を楽
しみたい方、お待ちしています。

テクノロジーを駆使して、より便利で楽しい世の中を創造する。
その原動力としての活躍を期待しています。

将来のニーズを見据え、世の中に先駆けて新しい技術のR＆D、ソリューションの
開拓を実現。検証を続け、いち早く活用できるレベルに引きあげることで、中長期
的なビジネス競争優位を構築していきます。

技術・ソリューションを磨き続け、サービスに対する価値を最大限に発揮。サー
ビスの進化を通じて世の中に新しい価値を提供していきます。

IT・ネットマーケティング領域の専門力・イノベーション力で
リクルートグループのビジネスを進化させること―これが私たちの「事業」です。

「次世代技術のＲ＆Ｄ・新ソリューションの開拓」「ビジネスへの実装」といったテーマに取り組んでいます。

事業内容

特 色

採 用

次世代技術のＲ＆Ｄ・新ソリューションの開拓 ビジネスへの実装

■リクルートテクノロジーズ　採用情報　　http://recruit-tech.co.jp/recruitment/

プロジェクトを“科学”し、大規模開発を成功に導く！
独自の大規模開発スキーム「OCEAN」により、プロ
ジェクトを徹底的に“科学”し、仕組み化。“組織で
プロジェクトの品質を担保する”ということを実現
しています。「プロジェクトで人は育つ」を合言葉
に、プロジェクトを通じたPM・PLの育成にも力を
いれています。プロジェクト完遂を通じて、ビジネス
の成功を実現する、これが私たちのゴールです。

IT・ネットマーケティングのパワーで、ビジネスをNo.1に！
リクルートテクノロジーズでは、リクルートグルー
プにおける数々のビジネスに対して、それぞれの
成功のために、 どのテクノロジー・ソリューション
を活用するのがよいかを見極め、事業と共に推
進していきます。私たちは、IT・ネットマーケティン
グの専門スキルを生かし、各ビジネスをNo.1に導
きます。

T E C H N O L OG I E S 生活をより便利に楽しくするチカラ

直接現場に乗り込み、効果を最大化する
オフショア開発において独自の開発スキームを構築し、以下の３つのポイントで展開しています。

ブリッジSEを立てない
全てのドキュメントは英語のままで
オフショアに渡す開発工程を広く

このオフショア開発スキームを武器に、従来型開発から最大で５割のコスト削減を図ります。

1

2

3

“最強”のインフラ
日本有数の巨大インフラに求められるもの。それ
は安定性と高いパフォーマンス、さらに柔軟性、
コスト競争力。相反する目標の達成のため、最新
の技術、機器を導入。さらにスペシャリストが集う
体制を構築することで、最強のインフラパワーを
リクルートグループへ提供しています。

例えばUIとしての脳波を大マジメに研究してみる

R&D専門部隊である「アドバンスドテクノロジー
ラボ」。その名の通り、“最先端の高度技術”を研
究開発する組織です。テクノロジーが事業を牽引
する“テクノロジーファースト”というコンセプトを
掲げ、常に何十本ものテーマを同時並行で研究
し続けています。

リクルートグループの
ビッグデータを担う２つの専門機能
リクルートテクノロジーズのビッグデータ部には、２つの
高度な専門機能が備わっています。
●エンジニア機能 ……ビッグデータを管理・高速処理
●データサイエンティスト機能……ビッグデータを様々
な手法・ツールを使って分析し、マーケティング戦略に
つなげていく









第７７回全国大会委員名簿 
 
 

 第７７回全国大会 組織委員会 
 委員長 徳田 英幸(慶大)  副委員長 安本 慶一(奈良先端大) 

 委 員 黒橋 禎夫(京大)，菊池 浩明(明大)，住田 一男(東芝) 
 
 
 第７７回全国大会プログラム委員会 
 委員長 黒橋 禎夫(京大)  副委員長 安本 慶一(奈良先端大) 

 委 員 岡部 寿男(京大)，加藤 由花(東京女子大)，河原 達也(京大)，木俵 豊（NICT），斉藤 和広(KDDI研)，阪田 真己子（同志社大）， 

 颯々野 学(ヤフー)，住田 一男(東芝)，高岡 詠子(上智大)，西澤 格(日立)，藤井 敦(東工大)，堀山 貴史(埼玉大)， 

 松田 一孝(東大)，森 信一郎(富士通)，八杉 昌宏(九大) 
 
 

 第７７回全国大会実行委員会 
 委員長 岡部 寿男(京大)  副委員長 河原 達也(京大) 

 幹 事 宮崎 修一(京大)，玉置 卓(京大) 

 委 員 秋田 祐哉(京大)，上田 浩(京大)，河原 大輔(京大)，喜多 一(京大)，近藤 一晃(京大)，坂井 一美(京大)，清水 敏之(京大)， 

 末永 幸平(京大)，高木 一義(京大)，田村 武幸(京大)，中澤 篤志(京大)，延原 章平(京大)，畑山 満則(京大)， 

 平石 拓(京大)，松原 繁夫(京大)，椋木 雅之(京大)，森 信介(京大)，山肩 洋子(京大)，吉井 和佳(京大) 
 
 

 第７７回全国大会プログラム編成ＷＧ 
 委員長 黒橋 禎夫(京大) 

 委 員 伊藤 貴之(お茶の水女子大)，上原 隆平(北陸先端大)，小川 賀代(日本女子大)，荻野 紫穂(武蔵大)，亀岡 弘和(東大/NTT)， 

 菊地 奈穂美(沖電気)，岸田 和明(慶大)，木原 民雄(昭和女子大)，清原 良三(神奈川工科大)，蔵川 圭(NII)，  

 栗原 聡(電通大)，栗原 恒弥(日立)，黒澤 雅仁(セガ)，齋藤 正史(三菱電機)，櫻井 隆雄(日立)，佐藤 庄衛(NHK技研)， 

 佐藤 寛之(電通大)，島岡 政基(セコム)，新里 圭司(楽天)，杉本 茂樹（東工大），関嶋 政和(東工大)，関谷 貴之(東大)， 

 高野 了成(産総研)，竹田 尚彦(文科省)，田島 敬史(京大)，立石 孝彰(日本IBM)，中條 拓伯(農工大)，中田 尚(東大)， 

 西川 仁(NTT)，西野 竜太郎(フリーランス)，西村 康孝(KDDI)，野一色 裕人(KDDI研)，野々山 秀文(セコム)， 

 長谷川 勇(スクウェア・エニックス),羽山 徹彩(金沢工大)，原田 要之助(情報セキュリティ大)，馬場 哲晃(首都大)， 

 藤井 寛(NTT)，藤枝 俊輔(東大)，保木 邦仁(電通大），前田 一穂(富士通研)，増原 英彦(東工大)，松村 敦(筑波大)， 

 水野 慎士(愛知工大)，南 和宏(統数研），棟朝 雅晴(北大)，山内 由紀子(九大)，山口 高康(NTTドコモ)，山崎 浩二(明大)，  

 山下 晃弘（東京高専），山田 一郎(NHK技研)，李 晃伸(名工大)，和田 勉(長野大) 
 
 

 第７７回全国大会 イベント企画協力 
IPSJ-ONE 新世代企画委員会 

CREST・さきがけ「ビッグデータ」2 領域 成果報告会 茂木 強(科学技術振興機構) 

コンシューマサービス温故知新 コンシューマ・デバイス＆システム研究会 

国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス 教育学習支援情報システム研究会 

知のコンピューティング序章 茂木 強(科学技術振興機構) 

トップランナーが語る IT の未来 茂木 強(科学技術振興機構) 

データの価値・活用方法発見ワークショップ『Innovators Marketplace on Data Jackets』 早矢仕 晃章(東京大学) 
IT 技術者にとってのパーソナルデータの扱い方を考えよう 
～何がパーソナルデータになり得るのか，我々はどう扱えばいいのか～ コンピュータセキュリティ研究会 
M2Mの社会実装と将来の象（かたち） 佐藤 彰洋(京都大学) 
災害情報処理を考える セキュリティ心理学とトラスト研究会， 
 インターネットと運用技術研究会， 
 情報システムと社会環境研究会 

デジタルプラクティスライブ デジタルプラクティス編集委員会 

ダイバーシティの実現化を目指して－－女性IT技術者の活躍について考える 櫻井 浩子(大阪大学) 

〜コンピュータパイオニアが語る〜「私の詩と真実」 歴史特別委員会 

デジタルフォレンジック（デジタル鑑識）を支える情報処理技術 佐々木 良一(東京電機大学) 

「会員の力を情報教育の支援につなげる」には? 情報処理教育委員会 

国際的に通用する高度IT技術者の育成・評価を推進する戦略とは？―J07，JABEE，技術士，CCSF，CITP，ISO/IEC 24773を巡って 

 アクレディテーション委員会 

大学の一般教育における情報教育で何を学ぶのか 一般情報教育委員会／情報処理教育委員会 

「次世代eラーニング研究」シンポジウム（1） 平澤 茂一(早稲田大学) 

「次世代eラーニング研究」シンポジウム（2）～新たなICT活用による学びの変革～ 平澤 茂一(早稲田大学) 

 

 

今大会では，京都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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