
情報処理学会 関西支部 

 

■支部総会における出席者および下記案件可決の報告 
平成18年 5月 12日（金）14時より，新阪急ビルにおいて開催され萩原支部長を議長として下記案
件を可決した．出席者 408 名（委任状提出 374 名を含む）．また，総会終了後 15 時より，鳥居 宏
次氏をお迎えし「外から見た最近の大学とソフトウェア教育について」と題して記念講演を行い，
盛会のうちに終了した． 

 

■平成17年度事業報告 

１．支部総会 平成17年 5月 13日（金）新阪急ビル スカイルームにて実施 
参加者408名（委任状383名含む） 
記念講演：「シリコンバレーにおける研究開発からの事業展開」 
講師：原 良憲 氏  

２．役員会等 6回 
評議員会・幹事会合同会議(4月 22日) 
新旧合同幹事会(5月 13日)，支部幹事会(6月 30日、9月13日、11月 21日、18年 2月16日) 

３．事業計画に基づく事業 
(1)支部大会 

平成17年 10月 28日（金） 大阪大学中之島センターにて実施 
参加者数231名（うち当日参加者37名），論文発表者48名，特別講師6名 
①ビジュアルインフォメーション研究会 
特別講演 2件 
一般講演 発表20件 

②環境知能研究会 
特別講演 2件 
一般講演 発表11件 

③VLSIシステム研究会 
特別講演 2件 
一般講演 発表17件 

(2)支部研究会 
①ビジュアルインフォメーション研究会  
■第1回研究会 「デジタルアーカイブにおけるビジュアルインフォメーション」 
平成17年 4月 15日(金) 13:30～17:00 
大阪市立大学文化交流センター（大阪駅前第2ビル6F） 
■第2回研究会「福祉と介護とビジュアルインフォメーション」 
平成17年 7月 15日(金) 13:30～17:00 
大阪市立大学文化交流センター（大阪駅前第2ビル6F） 
■情報処理学会関西支部大会(VIR研究会)  
平成17年 10月 28日（金）（9:15～16:45） 大阪大学中之島センター 
■第3回研究会 「インタラクションとビジュアルインフォメーション」 
平成18年 1月 27日(金) 13:30～17:00 
関西学院大学理工学部本館（神戸三田キャンパス） 

②環境知能研究会 
■第１回研究会（支部大会） 
平成17年 10月 28日（金）11:00～16:40 大阪大学中之島センター 
■第２回研究会「ヒューマノイドロボットとアンドロイド」 
平成18年 3月 31日（金）14:00～19:00 奈良先端科学技術大学院大学 
・「アンドロイドによる人間－ロボットコミュニケーションの研究」 
講 師：港 隆史 氏 （大阪大学大学院工学研究科助手） 



・「階層的ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾌｨﾙﾀのための適応的ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ分布推定とその顔姿勢推定への応用」 
講 師：柴田 智広 氏（奈良先端科学技術大学院大学助教授） 
・奈良先端科学技術大学院大学ロボティクス講座見学会 

③ＶＬＳＩシステム研究会 
■第１回研究会 
平成17年 7月 16日（土） 15:00～18:30 京都大学 法･経総合研究棟 2F 大会議室 
以下の話題提供に引続き自由な討論・意見交換を行った。  
演 題：「教科書ではわからないLSIの設計手法」 
講 師：小林和淑（京大） 
演 題：「COINS プロジェクトの低水準言語とコード生成系」 
講 師：阿部正佳,萩谷昌己（東大） 
■第２回研究会（支部大会） 
平成17年 10月 28日（金） 9:15～16:40  大阪大学中之島センター 
■第３回研究会 
平成18年 3月 17日（金） 15:00～18:00 キャンパスプラザ京都 2F ホール 
以下の話題提供・表彰に引続き自由な討論・意見交換を行った。  
演 題：「システムレベル・プロファイリングに基づく組込みシステム設計手法」 
講 師：上田 恭子、坂主 圭史、米岡 昇、武内 良典、今井 正治（阪大） 
演 題：「SMALL: 2次元並列実行ユニットをベースとするプロセッサアーキテクチャ」 
講 師：岩本 信一、松岡 正（ソナック株式会社） 

(3)支部セミナー 
①平成17年 8月6日（土） 関西情報・産業活性化センターにて実施 
「新社会人のためのマナーセミナー」 出席者 7名（定員10名） 
講 師：駒谷昇一氏(NTTソフトウェア株式会社)鷺 篤氏(ネットワークサーブ株式会社) 

②平成17年 9月28日（水）、29日（木） 大阪市総合生涯学習センターにて実施 
「プレゼンテーションの基礎」 出席者 11名（定員 10名） 

講 師：小原 裕氏（松下電器産業株式会社） 

(4)支部講演会 2回  
①平成17年 8月20日（土） 近畿大学 本部キャンパスにて実施 
演 題：「小中学生のための情報科学教室」 
講 師：藤井 康夫氏（㈱ロボメカクニクス研究所）  
出席者：小人19名 保護者16名 計35名 

②平成17年 11月 21日（月） 大阪市総合生涯学習センターにて実施 
「人はいかにして意図の認識 と意図した行為を行うのか」  
演 題：「意図の認識の発達－発達心理学研究からのアプローチ－」 
講 師： 大泉 郷子氏（東大） 
演 題：「随伴性認知と意図的行動選択の脳内機構」 
講 師： 松元 健二氏（理化学研究所 脳科学総合研究センター 研究員） 
演 題：「意図と強化学習～報酬に導かれる行動選択の計算理論～」 
講 師： 鮫島 和行氏（玉川大） 
出席者：42名 

(5)シンポジウム支援 
①前期 １件 
・「16th International Conference on Rewriting Techniques and Applications 
（RTA '05；書換技法とその応用に関する国際会議）」 
主催：書換技法とその応用に関する国際会議（RTA '05）組織委員会    

②後期 ２件 
・「第11回公開シンポジウム『人文科学とデータベース』（国文学と非文字資料）」 
主催：第11回公開シンポジウム「人文科学とデータベース」実行委員会 
西日本国語国文学データベース研究会 

・「IEEE9th International Symposium on Wearable Computers」 
主催：ISWC2005組織委員会 
協賛：奈良先端科学技術大学院大学 

(6)表彰 
学生奨励賞および特別賞として学生奨励賞３名（下記）を表彰 



①ビジュアルインフォメーション研究会 
氏 名：佐々木 望 
所 属：奈良先端科学技術大学院大学 
論文名：染色物の退色過程における分光分布変化の解析 
（共同執筆：眞鍋佳嗣、千原國宏（奈良先端科学技術大学院大学）） 

②環境知能研究会  
氏 名：垣尾 政之 
所 属：大阪大学 
論文名：ヒューマノイドロボットのバランス動作に基づく振動が人に及ぼす影響 
（共同執筆：宮下敬宏（ATR知能ロボティクス研究所）､石黒 浩（大阪大学） 
小暮潔､荻田紀宏（ATR知能ロボティクス研究所）） 

③ＶＬＳＩシステム研究会  
氏 名：梅原 直人 
所 属：立命館大学 
論文名：論文名：ソフト・マクロCPUを用いた回路設計とハードウェア/ 

ソフトウェア最適分割法の検討 
（共同執筆：古川 達久、 的場 督永、 山崎 勝弘、 小柳 滋(立命館大学)） 

 
■平成18年度役員（*:新任） 
支部長：萩原 兼一(阪大) 
幹 事：大久保雅史(同志社大),岡留 剛(NTT),岡部寿男(京大),*小柳 滋(立命館大) 

*高橋孝一(産総研),中島重義(大阪市立大),*中西通雄(大阪工大学) 
中村 眞(シャープ),中村暢達(日本電気),藤本典幸(阪大) 
*藤本剛秀(松下電器),*宗森 純(和歌山大),門田暁人(奈良先端大) 
*吉田信明(京都高度技術研) 

監 事：辻野 克彦(三菱電機) 
研究会主査：石浦菜岐佐(関西学院大),富永昌治(大阪電気通信大),宮下敬宏(国際電気) 
評議員 
＜大学＞大中幸三郎(阪大),大野 豊(京大),北橋忠宏(関西学院大),*木戸出正繼(奈良先端大), 

黒住祥祐(京都産業大),佐藤雅彦(京大),柴山 潔(京都工芸繊維大),堂下修司(京大), 
富田眞治(京大),鳥居宏次(奈良先端大),萩原 宏(京都情報大),樋口昌宏(近畿大), 
*福永邦雄(大阪府立大),増田澄男(神戸大),村上孝三(阪大),矢島脩三(京大), 
山崎勝弘(立命館大) 

＜企業＞荒尾真樹(オムロン),猪木誠二(NICT),柿元俊博(富士通研),*木田 泰(住友電気工業), 
川村信郎(ＴＩＳ),駒谷喜代俊(三菱電機),坂野明正(日本総合研／ジェイス), 
竹中一起(キャノンシステムソリューションズ),槌田義之(島津ビジネスシステムズ), 
外村佳伸(ＮＴＴ),中井敏久(沖電気),萩田紀博(国際電気),花田恵太郎(シャープ), 
林口一雄(ＮＴＴコムウェア),福井靖知(松下電器),福島俊一(日本電気), 
松本義臣(日本アイ･ビー･エム),横山武司(ＮＴＴデータ 関西) 

 

■平成18年度事業計画  

1. 支部総会 

平成18年 5月 13日,新阪急ビル（*上記実施済み） 

2. 役員会等6回 

幹事会および評議員・幹事会合同会議を実施予定 

3. 各種事業 

支部大会,支部セミナー・講演会,シンポジウム支援,研究会運営（ビジュアルインフォメーショ

ン研究会,VLSIシステム研究会,環境知能研究会）,表彰（学生奨励賞及び特別奨励賞） 

4. その他 

関西情報関連学会連絡会の一員として、関西地区における情報関連学会との交流を図る。 



■平成17年度決算および18年度予算（単位：円） 

平成17年度 平成18年度 
収入 

予算 決算 予算 

本部からの繰入 4,570,000 4,570,000 4,550,000 

  支部交付金 4,570,000 4,570,000 4,550,000 

  記念事業支援金 0 0 0 

事業収入 300,000 232,000 317,000 

支部大会懇親会 186,000 104,000 -

支部大会参加費 - - 170,000 

合同会議懇親会 48,000 24,000 40,000 

セミナー参加 36,000 27,000 27,000 

講演会参加 30,000 77,000 80,000 

雑収入（利息等） 1,000 1,673 1,000 

積立取崩等（任意） 0 0 0 

当期収入合計 (A) 4,871,000 4,803,673 4,868,000 

前期繰越収支差額 9,047,514 9,047,514 8,229,089 

収入合計 (B) 13,918,514 13,851,187 13,097,089 

   

平成17年度 平成18年度 
支出 

予算 決算 予算 

事業費 4,000,000 3,639,195 4,100,000 

評議員会・幹事会 500,000 441,699 500,000 

総会 150,000 110,432 150,000 

研究会 450,000 451,365 450,000 

セミナー 700,000 663,365 700,000 

見学会・講演会 300,000 397,884 400,000 

表彰費 100,000 58,914 100,000 

支部大会 1,200,000 920,066 1,200,000 

シンポジウム支援 600,000 595,470 600,000 

事務費 189,000 154,903 189,000 

交通費 10,000 11,446 20,000 

通信運搬費 20,000 12,660 20,000 

消耗品費 10,000 0 10,000 

備品費 10,000 0 0 

雑費 10,000 1,797 10,000 

ホームページ管理費 129,000 129,000 129,000 

事務委託費 ※ 1,828,000 1,828,000 1,820,000 

予備費等（任意） 0 0 0 

当期支出合計 (C) 6,017,000 5,622,098 6,109,000 

当期収支差額 (A-C) -1,146,000 -818,425 -1,241,000 

次期繰越収支差額 (B-C) 7,901,514 8,229,089 6,988,089 

 


