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第２８回情報処理学会九州支部総会次第 

 

平成２１年５月８日（金） 

１５：３０～１６：３０ 

 於： 熊本大学（黒髪南キャンパス） 

 
 

 １．支部長挨拶                                          

２．本部来賓挨拶（理事 萩谷 昌己 様） 

 ３．情報処理学会九州支部平成２０年度奨励賞表彰 

 ４．平成２０年度事業報告 

 ５．平成２０年度決算報告 

 ６．支部役員選挙開票結果                 

 ７．新支部長・新幹事挨拶                 

 ８．平成２１年度事業計画 

９．平成２１年度予算         

１０．閉会                                 

 

特別講演 １６：３０～１７：３０ 

演 題 

 「高速電力線通信「HD-PLC」のグローバル展開と 

国際標準化最新動向について」 

講 師 

   パナソニックコミュニケーションズ㈱  

PLC 標準化アライアンス推進室長 

 HD－PLC アライアンス 会長 小林 英次 様 
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情報処理学会九州支部  「奨励賞」表彰規定 

 

２０００．５．１５改正 

２００１．５．１１改正 

２００２．５．１０改正 

 

第 １ 条 奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科学

者または技術者に贈呈する。 

 

第 ２ 条 奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会（以下、支部連合大会

という）、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当するもの

から選定する。 

 

１. 講演の日以後の４月１日において満３５才以下であること。 

２. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。 

３. 本奨励賞を受けたことのない者であること。 

 

第 ３ 条 受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速やか

に行なう。 

 

第 ４ 条 奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から５編以内、火の国情

報シンポジウムから５編以内、合計１０編以内とする。 

 

第 ５ 条 奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。賞金は、１名につき１０,０００円

とする。 

 

第 ６ 条 選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部長があたる。 
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情報処理学会九州支部                                                 

平成２０年度奨励賞受賞者 
 

＜支部連合大会より＞ 

あらつ たく                                                                 

荒津 拓（九州工業大学） 

「木の編集距離の定数下界を持つ木の類似性」 

 

ちょう けん 

ZHAO Qian（熊本大学） 

「Efficient Permutation-based Boolean Matching for VGLC Technology」  

 

なかむら なおと 

中村 直人（九州大学） 

「確率的 ARGマッチングを用いた 3次元マルチメディアコンテンツ検索システム」  

 

おの さとし 

小野 智司（鹿児島大学） 

「適応的知識ベースを用いた日本語点字翻訳」 

 

のなか よしあき 

野中 良哲（九州大学） 

「メトロポリス・ヘイスティングスアルゴリズムに基づく O(n<sup>2</sup>)到達時間ランダムウォーク」 

 

 

＜火の国情報シンポジウム２００９より＞ 

むらやま だいすけ 

村山 大介（鹿児島大学） 

「統計的文章評価と遺伝的アルゴリズムに基づくアナグラム文の生成」 

 

たきもと せいじ 

滝本 清仁（九州工業大学） 

「大規模データベースにおける推薦システムと嗜好予測アルゴリズム」 

 

たなか ようすけ 

田中 洋輔（九州工業大学） 

「高速復元可能な接尾辞配列圧縮法」 

 

にしきど ゆうすけ 

錦戸 裕輔（九州大学） 

「統計的手法を用いた DDoS検出の一考察」 

 

おかだ たかひろ 

岡田 敬弘（九州大学） 

「プロダクトライン開発技術を用いた教材再利用手法の提案」 
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平成２０年度九州支部事業報告 

 

（１）支部総会 

平成 20 年 5 月 9 日、九州工業大学（戸畑キャンパス）で開催。 

参加人数：207 名（委任状提出者 197 名含む） 

終了後、森田 康裕氏（財団法人日本自動車研究所（JARI））が記念講演「日本における ITS

の開発状況と今後の方向性」を行った。参加人数：60 名 

 

（２）役員会 

幹事会：３回（平成 20 年 11 月 27 日、平成 21 年 3 月 26 日、4月 10 日） 

評議員会：１回（平成 21 年 3 月 26 日） 

奨励賞選定委員会：２回（平成 20 年 11 月 27 日、平成 21 年 3 月 26 日） 

 

（３）若手の会セミナー 

平成 20 年 9 月 9 日から 2日間、休暇村志賀島（福岡市東区）において開催した。 

参加人数：15 名 

 

（４）支部連合大会 

電気関係学会九州支部連合大会として平成20年9月24日から2日間、大分大学 旦野原キャ

ンパス（大分市旦野原）において開催した。参加人数 991 名 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2009 

平成 21 年 3 月 13 日から 2日間、九州産業大学（福岡市）において開催した。 

参加人数 151 名 

                                  

        

（６）講演会等 

①平成 20 年 6 月 13 日（共催） 

Prof. Hsien-Hsin Sean Lee (Georgia Institute of Technology) 

「3D 実装を考慮したプロセッサ・アーキテクチャ」  

会場：福岡システム LSI 総合開発センター 

 参加人数：25 名 

 

②平成 20 年 7 月 10 日（共催） 

IEEE CAS Fukuoka Chapter Technical Meeting 

慶應義塾大学 黒田 忠広 教授 

「More than Moore の展望：3次元集積のためのチップ間無線接続技術」 

会場：福岡システム LSI 総合開発センター 

参加人数：29 名 

 

③平成 20 年 7 月 16 日（共催） 

Prof. Santosh Pande (Georgia Institute of Technology) 

「An Optimization Framework for Embedded Processors with Auto-Addressing Mode」 
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Prof. Yan Solihin (North Carolina State University) 

「Challenges and Approaches in Providing Quality of Service in Chip Multi-Processor 

Systems」 

会場：福岡システム LSI 総合開発センター 

 参加人数：12 名 

 

④平成 20 年 8 月 8 日（共催） 

慶應義塾大学 松谷 宏紀 教授 

「Network-on-Chip アーキテクチャ最前線～研究の始め方から最新動向まで～」  

会場：九州大学システム LSI 研究センター 

 参加人数：16 名 

 

⑤平成 20 年 9 月 7 日（後援） 

ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト 

会場：ロボスクウェア、福岡システム LSI 総合開発センター（福岡市早良区） 

 参加人数：130 名 

 

⑥平成 20 年 9 月 26 日（後援） 

第 4回福岡 OSS 研究会 

会場：福岡 SRP センタービル（福岡市早良区） 

参加人数：80 名 

 

⑦平成 20 年 10 月 23～24 日（協賛） 

インターネットコンファレンス 2008 (IC2008)  

会場：NICT 沖縄亜熱帯計測技術センター（沖縄県国頭郡恩納村） 

参加人数：55 名 

 

⑧平成 20 年 10 月 26 日（共催） 

高校教科「情報」シンポジウム 九州  

佐賀大学 中村 隆敏 教授 

「ユビキタス時代への ICT 教育と高大連携事業」  

山口県立岩国高等学校 山下 裕司 先生 

「研修を活かした授業実践」  

 会場：西日本総合展示場（北九州市小倉北区） 

 参加人数：46 名 

 

⑨平成 20 年 11 月 7 日（協賛） 

ソフトウェアテストシンポジウム 2008 九州  

会場：大分県消費生活・男女共同参画プラザ (アイネス)（大分市）  

参加人数：107 名 

 

⑩平成 20 年 12 月 4～5 日（協賛） 

The First International Workshop on Information Network Design(WIND'08)  

 会場：アジア太平洋インポートマート（北九州市） 
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参加人数：12 月 4 日：85 名、12 月 5 日：74 名 

 

 

⑪平成 20 年 12 月 14 日（後援） 

九州 Ruby 会議 01 

会場：九州産業大学（福岡市東区） 

参加人数：約 200 名 

 

⑫平成 21 年 1 月 29 日（後援） 

九州リサーチセンターワークショップ２００９ 

会場：AIM ビル（北九州市小倉北区） 

参加人数：95 名 

 

⑬平成 21 年 2 月 6 日（後援） 

第 9回 NPO 九州組込みソフトウェアコンソーシアム（QUEST) セミナー講演会 

会場：福岡システム LSI 総合開発センター（福岡市早良区） 

参加人数：70 名 
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平成20年度収支決算ならび平成21年度予算案

収入 平成21年3月31日現在

本部交付金 1,940,000 1,940,000 1,910,000

雑収入 5,386

前年度繰越金 3,099,351 3,099,351 3,542,565

5,039,351 5,044,737 5,452,565

支出

事業費 1,650,000 1,037,874 1,740,000

　年次総会 160,000 128,780 160,000

　講演会 120,000 70,000 120,000

　若手の会 300,000 247,514 300,000
　支部特別事業 200,000 0 200,000
　支部連合大会 231,000 230,525 231,000

　火の国シンポジウム 258,000 156,180 258,000

　奨励賞表彰 300,000 124,350 390,000

　電子広報費 81,000 80,525 81,000

事務費 736,000 464,298 736,000

　通信費 5,000 2,140 5,000

　印刷費 150,000 105,100 150,000

　会議費 250,000 39,000 250,000

　雑費 30,000 17,953 30,000

　事務委託費 301,000 300,105 301,000

予備費 2,653,351 0 2,976,565

合計 5,039,351 1,502,172 5,452,565

次年度繰越 3,542,565

予算

平成21年度

予算案

平成20年度

平成20年度

予算 決算

予算 決算

平成21年度
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収　入

一般会計より 230,525円

計 230,525円

支　出

九州支部分担金 230,000円

振込手数料 525円

計 230,525円

支部連合大会会計報告（H20.9.24-25）
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収　入

一般会計より 246,989

セミナー参加費 （2,000円×13名） 26,000

計 272,989

支　出

講師旅費 （900円×1名） 900
※源泉徴収税は翌年度に

　雑費として計上予定

講師謝金 （10,000円×1名） 10,000
※源泉徴収税は翌年度に

　雑費として計上予定

合宿研修費 （宿泊研修費） 183,435

賞金 10,000

印刷代（予稿集） 51,450

アルバイト代 （6,000円×2名） 12,000

文具代 2,162

飲物代 1,257

振込手数料 1,785

計 272,989

若手の会セミナー会計報告（H20.9.9-10）



10 

 

 

収　入

一般会計より 155,655

セミナー参加費 （1,000円×151名） 151,000

計 306,655

支　出

講師謝金 （10,000円×1名） 10,000
※源泉徴収税は翌年度に

　雑費として計上予定

アルバイト代 （3/12　3,000円×7名） 76,000

（3/13　5,000円×6名）

（3/14　5,000円×5名）

参加者の旅費補助 大分大学　 　7,760円×9名 167,420

鹿児島大学　10,720円×7名

九州大学　 　1,300円×2名

久留米高専 　1,820円×2名

熊本大学　 　4,840円×1名

崇城大学 　　5,160円×1名

八代高専　　 6,300円×1名

予稿集ＣＤ作成費 52,500

振込手数料 735

計 306,655

火の国情報シンポジウム2009会計報告（H21.3.13-14）





支部役員選挙開票結果 

 

（掲載略） 
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新役員（敬称略） 

 

 

支部長 末吉 敏則 （熊本大学）  

 

幹 事 久我 守弘 （熊本大学）  留 

 

 南里 豪志 （九州大学）  留 

                         

 下川 俊彦 （九州産業大学） 留 

 

 迫  潤一  （（株）NTT データ九州） 留 

 

 大橋 健  （九州工業大学）  

 

 片山 徹郎 （宮崎大学）   

 

 手塚 忠則 （パナソニック（株）） 

     

監 事 川村 克彦 （（株）ヒューマンテクノシステム） 留  

 

 

 



14 

 

 

 

                               評議員（敬称略） 

 

谷口 倫一郎  （九州大学）       留 

渡辺 健次  （佐賀大学）       留 

長尾 成美  （九州電力(株)）      留 

吉田 真和  （富士通(株)）       留 

木村 晋二  （早稲田大学）       留 

木室 義彦 （(財)九州先端科学技術研究所）    留 

小栗 清  （長崎大学） 

中嶋 卓雄 （東海大学） 

吉田 隆一 （九州工業大学） 

吉田 和幸 （大分大学） 

池上 匡亮 （西鉄情報システム㈱） 

足立 國功 （熊本ソフトウェア㈱） 

中村 雅夫 （ＮＴＴコムウェア九州㈱） 

川淵 徹 （沖ソフトウェア㈱） 
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平成２１年度九州支部事業計画 

 

 

（１）年次総会 

   平成 21 年 5 月 8日（金）15：30～16：30 

   場所：熊本大学（黒髪南キャンパス） 

 

（２）講演会 12 回程度           担当：大橋（広報幹事） 

 

（３）若手の会セミナー           担当：手塚、下川 

   平成 21 年 月 日（ ）～ 日（ ） 

   場所： 

 

（４）第 62 回電気関係学会九州支部連合大会     担当：支部長と庶務幹事 

平成 21 年 9 月 28 日（月）～29 日（火） 

   場所：九州工業大学(飯塚キャンパス） 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2010      担当：片山、南里 

平成 22 年 月 日（ ） 

   場所： 

 

（６）支部特別事業  

 

（７）役員会 

   幹事会（数回）、評議員会（1回）、奨励賞選定委員会（2回） 

 

 庶務幹事：久我 

 広報幹事： 大橋 

 会計幹事： 大橋 

 学生会員育成委員会担当：久我 




