
プログラム冊子表1・表4（A4判/背厚3.5mm）



プログラム冊子表2・表3（A4判/背厚3.5mm）

www.ipsj.or.jp

情報処理学会の会員になりませんか！

■活動の概要

一般社団法人 情報処理学会は、IT に関する専門家集団として健全な情報化
社会の実現に向けて、学術・文化・産業等の多方面に貢献しています。

最新技術を紹介する会誌「情報処理」が毎月お手元に届きます（ジュニア会員は電子版のみ）。

○出版活動（学会誌「情報処理」、論文誌、デジタルプラクティス、単行本の発行）、電子図書館への掲載
○各種行事の開催（研究発表会、全国大会、FIT（情報科学技術フォーラム）、シンポジウム、連続セミナー、短期集中セミナー他）
○教育活動（大学の標準カリキュラム策定、JABEE 認定審査、認定情報技術者（CITP）認証、教員免許更新講習）
○国際交流（IFIP への加盟、海外学協会との提携）
○標準化活動（情報技術に関する国際標準規格開発および普及活動）
○その他の活動（各種提言・コンピュータ博物館の運営・情報処理技術遺産の認定・表彰・支部活動他）

■会員になるには

■ご入会いただくと、こんな良いことがあります。

「連続セミナー」に会員価格（7,000 円お得）で参加できます。
時代に即しかつ技術の先進性に富んだ内容をテーマに、その分野の第一線で活躍している講師を招いて年数
回にわたり開催しています。2019 年度は「データ駆動で新時代を切り拓く」をテーマに、6回開催し
ました。

IT Text シリーズ、日本のコンピュータ史等

ホットトピックスに対応する「シンポジウム・セミナー」（5,000 円以上お得）や
「研究会」に会員価格で参加できます。
3D プリンタ、Bit Coin、Fintech、GPS、IoT、ITS、アクセシビリティ、暗号、インターネット、ウェアラブル、
組込みシステム、クラウド、ゲーム、自動運転、障害者支援、シンギュラリティ、人工知能、スマート社会、セキュ
リティ、ソーシャルネットワーク、ダイバーシティ、データマイニング、ドローン、バイオ、ビッグデータ、
ユビキタス、量子コンピュータ、ロボット、ディープラーニング

他にも会員向けサービスがたくさんあります。詳細は学会Webサイトをご覧ください。
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実務の現場でITを実践する皆様に向けた論文誌「デジタルプラクティス」を
年4回発行しています（電子版のみ）。
特集：ディープラーニングのプラクティス（4 月刊行）／ フィンテック／ブロックチェーン（7月刊行）／
働き方改革とIT（10月刊行）／DX時代のスキル標準と人材育成（1月刊行）
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電子図書館で「情報処理」の過去の記事を見ることができます。3

5

出版図書が会員割引で購入できます。6

個人会員

賛助会員

一般社団法人 情報処理学会 会員サービス部門
お問い合わせは、 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 1-5　化学会館 4F

Tel.(03)3518-8370　Fax.(03)3518-8375　mem@ipsj.or.jp

名誉会員：本会の活動において特別な功績があり、総会で推薦された個人
正 会 員：本会の目的に賛同して入会した個人で、本会の中心的会員
学生会員：学校に在学中の個人
ジュニア会員：小学生～大学学部 3年生以下の学生（会費無料）

入会金（正会員のみ）と会費をお振り込みの上、入会申込書をお送りください。理事会で承認後会員証（賛助会員除く）をお送
りします。情報処理学会の会員は、個人会員と賛助会員から構成されています。

本会の活動をサポートする団体または個人

2019年度

ホット
トピックス

新規会員

募集中

情報社会

特集：オープンサイエンスの動向と情報科学の役割／フレッシュマンに向けたプログラミングのススメ／
未来の学びを主導する高専教育／グローバルに活躍する／ワークライフバランス／集めよ！ジュニア会員！！／
ソーシャル・マジョリティ研究／セキュリティ人材育成の現状と実践／ディジタルタイプ／「京」の後の時
代を支えるスパコン／『AIの遺電子』に学ぶ未来構想術／ブロックチェーン技術の最新動向　他
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第82回全国大会委員名簿

第82回全国大会 運営委員会
委員長　岡部 寿男（京大）　　副委員長　中野 美由紀（津田塾大）
委　員　長 健太（東芝デジタルソリューションズ），倉本 到（福知山公立大），中沢 実（金沢工大）

第82回全国大会 プログラム委員会
委員長　中沢 実（金沢工大）　　副委員長　河並 崇（金沢工大） 
委　員　中野 美由紀（津田塾大），長 健太（東芝デジタルソリューションズ），齋藤 正史（金沢工大），中沢 憲二（金沢工大），
　　　　楠 房子（多摩美大），長尾 篤樹（お茶の水女子大），佐藤 未来子（東海大），青木 秀一（NHK），谷田 英生（富士通研究所）， 
　　　　古川 雅子（国立情報学研究所），中田 眞城子（mplusplus），井上 弘士（九大），三村 守（防衛大），土田 修平（神戸大），
　　　　大平 雅雄（和歌山大），千石 靖（金沢工大）

第82回全国大会 実行委員会
委員長　齋藤 正史（金沢工大）　　副委員長　中沢 憲二（金沢工大）
幹　事　長田 茂美（金沢工大）　　副幹事　山本 知仁（金沢工大）
委　員　島内 末廣（金沢工大），山岸 芳夫（金沢工大），金野 武司（金沢工大），勝山 光太郎（金沢工大），松井 くにお（金沢工大），
　　　　根岸 一平（金沢工大），阿部 倫之（金沢工大），鷹合 大輔（金沢工大），泉井 良夫（金沢工大），徳永 雄一（金沢工大）， 
　　　　佐野 渉二（金沢工大），林 亮子（金沢工大），郭 清蓮（金沢工大），石橋 孝一（金沢工大），館 純恵（金沢工大）， 
　　　　横谷 哲也（金沢工大），浦 正広（金沢工大），黒瀨 浩（金沢工大），川端 里絵（金沢工大），木戸 章平（金沢工大）， 
　　　　向井 宏明（金沢工大），北川 達也（金沢工大），高野 佐代子（金沢工大），坂 知樹（金沢工大），西川 幸延（金沢工大），
　　　　神田 英信（金沢工大），梅木 知子（金沢工大），平本 督太郎（金沢工大）

第82回全国大会 プログラム編成ＷＧ
委員長　中沢 実（金沢工大）
委　員　青木 秀一（NHK），阿倍 博信（東京電機大），五十嵐 治一（芝浦工大），池田 大輔（九大），井村 誠孝（関西学院大）， 
　　　　小川 泰嗣（リコー），垣村 尚徳（慶大），金森 由博（筑波大），川上 玲（東大），北口 善明（東工大），小林 正朋（日本IBM）， 
　　　　笹野 遼平（名大），塩澤 秀和（玉川大），新谷 隆彦（電通大），菅谷 みどり（芝浦工大），関嶋 政和（東工大）， 
　　　　田口 善弘（中央大），俵 直弘（NTT），湯 素華（電通大），堤 智昭（筑波大），寺田 真敏（東京電機大），董 冕雄（室蘭工大）， 
　　　　内藤 整（KDDI総合研究所），長瀧 寛之（大阪電通大），西出 岳央（東芝デバイス＆ストレージ），野々山 秀文（セコム），
　　　　野呂 正明（富士通研究所），長谷川 揚平（キオクシア），羽田 大樹（NTTセキュリティ・ジャパン），樋口 毅（三菱電機）， 
　　　　広渕 崇宏（産総研），深谷 猛（北大），本田 正美（東工大），松浦 博（静岡県立大），松崎 公紀（高知工科大）， 
　　　　松原 正樹（筑波大），毛利 考佑（東京農工大），山田 明（KDDI総合研究所），山田 渉（NTTドコモ, 東大），
　　　　横窪 安奈（青山学院大），横山 想一郎（北大），鷲崎 弘宜（早大），渡邉 景子（東京女子体育大） 

第82回全国大会 イベント企画協力
・これからの一般情報教育why, what, how 一般情報教育委員会
・DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025年の崖」をどう超えるか ソフトウェア工学(SE)研究会
・2019年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～ 電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究会
・研究100連発 in 石川 研究100連発 in 石川 企画・実施委員会
・SDGsの達成に向けたITの役割 現地実行委員会
・初音ミク　ファン メイド ミニライブ IPSJ-39 新世代企画委員会
・～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
・はじめての人文情報学：情報処理技術で文化資料の分析に挑戦しよう！ 人文科学とコンピュータ(CH)研究会
・誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～ 情報処理に関する法的問題研究グループ（LIP）
・MEC(Multi-access Edge Computing)への挑戦 システムアーキテクチャ(ARC)研究会
・パネル討論「情報社会の未来を拓く情報処理学会：情報技術と学会の過去、現在、未来」 プログラム委員会
・IoTに関する国際標準化動向と日本の取組み 情報規格調査会
・論文必勝法～良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して～ 論文誌ジャーナル/JIP編集委員会
・SamurAI Coding 2019-20 World Final プログラミングコンテスト委員会
・情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－ 企画政策委員会
・激変！情報入試を取り巻く環境 教育委員会/情報入試委員会
・AI・ビッグデータ解析，IoT領域人材のプロフェッショナル資格化を考える 資格制度運営委員会
・CC2020: Computing Curricula 2020プロジェクト 教育委員会
・初等中等教員研究発表セッション 教育委員会/初等中等教育委員会
・「先生質問です！」公開セッション 会誌編集委員会
・Exciting Coding! Junior～みんなで一緒にプログラミングしよう～ セミナー推進委員会
・地域で自走するプログラミング教育 プログラム委員会
・DXを推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスとICT 
 ～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
・信用スコアの期待と課題 セキュリティ心理学とトラスト（SPT）研究会
・中高生情報学研究コンテスト 初等中等教育委員会
・IPSJ-ONE IPSJ-ONE企画・実施委員会

今大会では，金沢工業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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－ランチョンセミナーのご案内－

第 82 回全国大会では会期中，スポンサー企業様による以下のランチョンセミナーを開催します．
お弁当・飲み物付きです．入場の際に整理券または事前申込が必要です．詳細は大会Web ページにて
ご案内いたします．

日時・会場 出展者名・出展者 Web サイト・テーマ
概要

3 月 6 日（金）
11:40-12:30
L 会場

（8号館 104）

株式会社日立製作所・北海道大学　〔https://www.hitachi.co.jp/rd/event/2019/hokudai-hitachi2019.html〕�
日立北大ラボ×北海道大学「社会創造数学コンテスト 2019」
日立製作所が北海道大学キャンパス内に開設した日立北大ラボと北海道大学は，複雑化する社会課題解決
に向けて周囲環境の時間変化を考慮した時空間最適化技術の研究開発を推進しております．この度，同ラ
ボは北海道大学と共同でマラソン型プログラミングコンテスト（社会創造数学コンテスト 2019）を開催い
たしました．当コンテストは 2回開催され，時空間最適化の例として買い物支援サービスにおける配送待
ち時間最適化に関する問題が出題されました．参加登録者数は合わせて 1000 名を超え，180 を超える解答
プログラムが提出されました．本ランチョンでは，本コンテストの背景説明，問題解説，成績上位者の表
彰と記念講演を実施致します．
・司会者：
� 杉江　祐哉（北海道大学），大泉　翼（北海道大学）
・演者：
� 小松崎　民樹（北海道大学），湊　真一（京都大学），寺本　央（北海道大学），竹本　享史（日立製作所），
� 岩田　陽一（国立情報学研究所：コンテスト優勝者），白井　友貴（会津大学：コンテスト優勝者）

3月 7日（土）
12:10-13:00
L 会場

（8号館 104）

エクセルソフト株式会社　〔https://www.xlsoft.com/jp/index.html〕
プログラムの性能を把握する�-�インテル ®�VTune ™�プロファイラーを利用した最適化�-�

作成したプログラムの動作を高速化したい場合，プロファイラーが提供する性能情報が役立ちます．イン
テル ®�VTune ™�プロファイラーのプロファイル機能を使うと，性能向上を妨げる原因を簡単に発見でき
ます．最適化に有益な情報を取得する方法と改善例をわかりやすくお伝えいたします．
・司会，演者：竹田　賢人（エクセルソフト株式会社）

－ランチョンセッション～ AI TECH TALK ～ のご案内－

入場の際に整理券または事前申込が必要です．詳細は大会Web ページにてご案内いたします．

日時・会場 テーマ
概要

3 月 5 日（木）
12:10-13:00
（終了後，

希望者のみ個別に
質問を受付予定）

L会場
（8号館 104）

～ AI TECH TALK ～ ビジネス最前線・企業の技術部門が語る人工知能関連テクノロジー 
例年（FIT2017 東京大学・FIT2018 福岡工業大学・FIT2019 岡山大学）に続きいよいよ 2020 年より当全
国大会にて初開催となります．本企画ではAI 技術に関連した各企業のビジネスにおける取り組みを紹介
します．機械学習・ディープラーニングなど急速に発展する人工知能関連テクノロジーについて，ビジネ
スの最前線を担う各企業の技術部門の方が実際の取り組みを語ります．当日は複数の企業が登壇してプレ
ゼン及び質疑応答を行う予定です．今年はお昼休憩時間帯での実施となるために軽食の配布を予定してい
ます．
▼タイムテーブル
12:10-12:15　オープニング
12:15-13:00　講演
13:00-13:30　個別質問受付（希望者のみ）
（※）講演者およびタイムテーブルを予告なく一部変更する場合があります．
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－展示会のご案内－

第 82 回全国大会では会期中，以下団体・企業等による展示会を開催します．
展示会場：金沢工業大学　扇が丘キャンパス　8号館 1F・2F
展示日時：3月 5日（木）〜 7日（土）9:30 〜 15:30　※最終日 3月 7日（土）は 15:00 まで

ブース
番号

出展者名・出展者 Web サイト・展示名
展示概要

#01

株式会社とめ研究所　〔http://www.tome.jp/〕� 大会スポンサー（ゴールド）
ソフトウェアリサーチャー（研究職）採用のご説明
【ソフトウェアリサーチャー（研究職）について】
とめ研究所の経営理念は未来の新しい働き方を先取りした「面白い事をやって社会や生活を変える」，経営ビジョ
ンは人類が永遠に追い求め続けている「人と機械の共生でもっと生活を楽しく」です．
その「人と機械の共生でもっと生活を楽しく」を実現するためには，機械を賢くすることが最重要課題と考えてい
ます．機械を賢くするために，画像処理，自然言語処理，音声処理，知識処理，数値解析，統計処理，機械学習・ディー
プラーニング等の先端の知能情報処理技術，つまり人工知能に真正面から取り組んでいます．
ブースにて，上記の研究開発を担当する「ソフトウェアリサーチャー（研究職）」の採用情報をご用意します．
【活かせる力】
研究等で培った課題追究力，論理的思考力，実用的な数学の経験を活かして，機械を賢くする先端ソフトウェア研
究開発に携わりませんか．

#02

チームラボ株式会社　〔https://www.teamlab.art/jp/〕� 大会スポンサー（ゴールド）
チームラボのArt と DeepLearning
チームラボは，インスタレーション・サイネージ・Web・スマートフォンアプリなど，デジタル分野における幅広
いコンテンツ制作やソリューションの提供を行っています．それらを実現するために，プログラマ，エンジニア，
CG�アニメーター，数学者，建築家など，様々な分野のスペシャリストを集め，日々制作と実験を繰り返しています．
展示ブースでは，デジタルアートにおけるDeepLearning 等を利用したインタラクションを実現する技術を実際の
アート展示の事例をもとにご紹介します．

#03

株式会社トスコ　〔https://www.tosco.co.jp〕� 大会スポンサー（ゴールド）
スタンプカードをお手軽に電子化！�O2Oマーケティングツールの電子スタンプサービスのご紹介
「電子スタンプサービス」は，紙媒体で運用しているスタンプカードなどを電子化し，スマートフォン上で利用可
能にするサービスです．
電子化したカードには，ビンゴ機能やラリー機能を付与することが可能ですので，商品購入時やイベント来場時，
観光地訪問時などにスタンプを押印することで，O2O（Online�to�Offline）をお手軽に実現することが出来ます．
また，タイムカードや出席簿のようなドキュメントも電子化可能ですので，様々なシーンでご利用いただくことが
出来ます．
スタンプを押印するデバイスは，スマートフォン上に直接押印する「デジタルスタンプ」や「QRコード」「GPS」など，
様々なデバイスをご用意いたしますので，お客様の環境に柔軟に対応出来ます．
本全国大会当日は，デモンストレーションを兼ねたスタンプラリーを実施致しますので，是非とも，展示ブースへ
お越しください．

#04

カクタス・コミュニケーションズ株式会社　〔https://www.editage.jp/〕�
英文校正のエディテージ（カクタス・コミュニケーションズ）
エディテージは 2002 年の創業以来，カクタス・コミュニケーションズ株式会社が運営する研究者支援ブランドと
して，世界の研究者向けに学術関連文書の英文校正，翻訳，投稿支援，及び学術コミュニケーション教育を提供し
ています．
今回の出展は，弊社のサービスご紹介に加えまして，弊社から発刊しております書籍『英語論文のミス 100』，『英
語論文のミス 100 続編』をご紹介させていただきます．本書籍は，統計的にあぶり出した日本人の論文によくある
頻出ミスを英文校正者の視点から徹底解説した貴重な内容となっております．英語論文を初めて書く初心者の方だ
けでなく，英語論文を頻繁に投稿するシニア研究者の方にまで役立つ実践的なアドバイスを盛り込んでいます．

#05

アラクサラネットワークス株式会社　〔https://www.alaxala.com/〕�
日々のネットワーク運用を楽にする，マルチベンダ対応の「運用管理ソリューション」
業務とコンピュータシステムが密接不可分となった現在，ITインフラがひとたび障害を起こした際の影響は甚大で
あり，IT部門は安定稼働を旗印に運用業務に勤しんでいる．その実務は多岐にわたり，とりわけ難度も負荷も高
いと言われるのがネットワークの運用だ．専門知識を備えたエンジニアがコマンドラインを駆使してネットワーク
機器の動作を確認したり設定を変更するのは，極めて高度なスキルが必要．人材不足の状況では負担が大きく，運
用業務に要する手間ヒマをいかに抑えるかが喫緊の課題となっている．アラクサラの「AX-Network-Manager（AX-
NM）」は，ネットワーク構成の把握や，ちょっとした作業（VLAN変更など）をGUI で分かりやすく対応可能なう
え，アラクサラ製に限らずマルチベンダに対応．作業者のスキルに依存せず，日々のネットワーク運用を楽にする
ツールとして利用が可能となっている．

#06

エクセルソフト株式会社　〔https://www.xlsoft.com/jp/index.html〕� 大会スポンサー（ランチョン）
AI，HPC�向けソフトウェア最適化ツールのご紹介
インテル社が提供する性能解析ツール「インテル�VTune�Amplifier」をはじめとした，ソフトウェアの実行速度を
向上させるための様々な最適化ツールをご紹介します．また，様々なデバイス上でディープラーニングでの推論処
理を高速に実行するための�OpenVINO�ツールキットを利用したデモを展示します．最新機能や利用シーンのデモ
を行いますので，ぜひお立ち寄りください．



10－ －

#07

アシアル株式会社　〔https://asial.co.jp〕�
プログラミング学習ツール『Monaca�Education』と教材の展示
『Monaca�Education』は，HTML5 や JavaScript といったWeb 標準言語でスマートフォンアプリを作りながらプロ
グラミングを学び，生活や社会の問題解決をする力を養うことができる学習ツールです．特別なソフトウェアのイ
ンストールは不要であり，ブラウザを用いてクラウド環境でプログラミング学習を進めていくことが可能です．学
校だけでなく自宅での予習復習も行えます．これまでに 800 以上の教育機関で利用されており，課題研究やコンテ
ストでの実績も多数あります．
■テキスト教材の無償配付（先着）
書籍「Monaca で学ぶはじめてのプログラミング」（普及版）を無償配付します．

#08

株式会社ベネッセコーポレーション　〔https://www.pken.com/〕
デジタル・情報活用能力を測定する検定（Ｐ検・Ｐプラスジュニア）
多くの受検実績がある「Ｐ検」と，小学校のプログラミング必修化に向けてその「Ｐ検」が新たに立ち上げた，ＡＩ
時代に必要な情報活用能力を測定する小学高学年生レベルの学校団体向け新商品「デジタル・情報活用検定�Ｐプラ
スジュニア」のパンフレットやデモのご紹介をいたします．

#09

株式会社近代科学社　〔https://www.kindaikagaku.co.jp/〕
書籍販売・情報収集および情報交換
情報分野の最新の研究成果を知ることができ，また，世界中で活躍する情報系研究者や技術者たちと交流できる情
報処理学会という場で，弊社の成果物たる書籍（新刊・既刊）を披露できることを嬉しく思います．ぜひ，お気軽
にお立ち寄りください．

#10

APRESIA Systems 株式会社　〔https://www.apresia.jp/〕
ローカル 5Gソリューション
自営の 5G通信である「ローカル 5G」が制度化され大きな注目を集めています．
ローカル 5Gは今まで携帯電話事業者に限定されていたモバイル通信を，携帯電話事業者以外のサービス事業社や，
一般企業，大学などにも開放する画期的な制度です．しかしローカル 5Gに最適な製品が存在しないことや，サポー
ト体制が不十分であることなど現状は様々な課題が山積みの状況です．
そこでAPRESIA�Systems では，これらの課題を解決可能な柔軟性の高いローカル 5Gソリューションを開発する
ことにしました．ブースでは開発する製品や，ローカル 5Gの動向など分かりやすくご紹介致します．
是非ブースへお立ち寄りください．

#11

一般財団法人　高度情報科学技術研究機構　〔http://www.hpci-office.jp/〕
HPCI システムと利用支援の紹介

RIST神戸センターは，「京」の登録施設利用促進機関，文部科学省委託事業「HPCI の運営」代表機関として
HPCI の課題選定や利用支援などの業務を行っています．HPCI の概要，利用支援等を紹介いたします．

#12

株式会社セック　〔https://www.sec.co.jp/〕
ロボットにも搭載可能な人工知能・機械学習プラットフォーム「AirGraph」
株式会社セックは，早稲田大学基幹理工学部表現工学科　尾形哲也教授と共同研究を行っており，研究成果として
「AirGraph」を開発し，一般公開を行いました．「AirGraph」は，ロボットにも搭載可能な人工知能・機械学習プラッ
トフォームであり，ロボットの開発環境と人工知能の開発環境を行き来しながら，開発することが可能なツールと
なっています．
今回の展示では，NVIDIA社製 Jetson シリーズでの「AirGraph」動作デモを中心にセックの取り込みを紹介いた
します．

#13

株式会社 エルザ ジャパン　〔http://www.elsa-jp.co.jp/〕
ELSA製各種高性能ワークステーションによるシミュレーションデモ

・高性能モバイルワークステーションによるシミュレーションデモ
・デスクトップ型水冷ワークステーションによる長時間演算シミュレーション
・シミュレーション可視化ソリューション
　（リモート可視化、VR�HMDによる立体可視化）

#14

ソフトバンク株式会社　〔https://www.softbank.jp/corp/business/advanced/〕� 大会スポンサー（ゴールド）
Technology�Unit の研究開発ご紹介
ソフトバンク株式会社では「Beyond�Carrier（キャリアを超える）」を掲げ，通信領域だけではなく IoT・AI・セキュ
リティ等様々な領域の取り組みや研究開発を行っています．
今回の展示では
・ソフトバンクのセキュリティ領域における取り組み事例
・ブロックUI を活用した社内開発のツール開発環境の研究事例
・子供向けプログラミング教材「あぷりつくーる」を使ったソフトバンクのEdtech 領域の取り組み事例
等を中心に展示します．
その他，産学共同研究の事例やAI・IoT に関する取り組み等幅広くご用意しております．
奨学金や副業等の制度面から，「Smart�&�Fun!」の社内スローガンに基づいた働き方改革まで，実際に技術部門で
働いている社員が対応しますので是非お気軽にお立ち寄りください．
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#15

株式会社フォーラムエイト　〔http://www.forum8.co.jp/〕� 大会スポンサー（ゴールド）
UC-win/Road，Shade3D，VR-NEXT，簡易シミュレータ（アイトラッカー）
スイートデータ消去，スイート千鳥エンジン
各種オープンデータに対応した 3次元バーチャルリアリティVR-Design�Studio�UC-win/Road を中核として，3次
元モデルを活用し，効率的で質の高い建設生産システムを提供する IM&VRソリューション，VRドライビングシ
ミュレータを用いた道路設計への適用事例，街づくり，施工現場におけるVR適用事例，自動運転・新モビリティ
研究開発適用事例，AI 関連でのディープラーニングや画像学習への適用事例などVRプラットフォームで実現す
る Society5．0 に向けた最新事例を紹介します．さらにARの活用，高精度レンダリングエンジン開発状況，PBR
に対応した統合型 3DCGソフト Shade3D との連携，新規リリースのスイートデータ消去や国産のクロスプラット
フォームゲームエンジン「千鳥」を使ったコンテンツ作成，AUTOSAR対応車載ECU組込開発サービス提供予定
など今後の展望についてご紹介します．

#16

株式会社アイデミー　〔https://business.aidemy.net/〕� 大会スポンサー（ゴールド）
AI に強い組織づくりを支援するAI ソリューションサービスの紹介
アイデミーは，「AI を始めとする先端技術と産業領域の融合に取り組む人と組織を支援する．」をミッションとす
る東大発ベンチャー企業です．ユーザー数 5万人以上，導入法人数 120 社以上の日本最大級の利用実績を頂いてお
ります．AI 教育・研修ツール，AI ビジネスの要件定義，PoC開発コンサルティングから実運用まで，法人のAI
プロジェクトの成功をトータルで支援します．

#17

Siv3D　〔https://siv3d-for-kids.github.io/〕
気楽なプログラミング教育ツール「Siv3D�for�Kids」
Siv3D�for�Kids（シブスリーディー・フォー・キッズ）は，ゲームやアプリのプログラムの改造を通してコンピュー
タプログラミングの体験ができるソフトウェアです（対象年齢�5�歳以上）．情報機器を受動的に使っていた子ども
たちが，コンピュータを使って自分の力でゲームやアプリを作れるという気付きと自信を獲得し，プログラミング
の世界への第一歩を踏み出すきっかけを作ります．これまでの運用実績として，こども霞が関見学デー経産省 IPA�
ブースへの�3�年連続出展のほか，各地の教育機関・団体と連携したワークショップを多数実施しています（https://
siv3d-for-kids.github.io/events/）
展示コーナーでは，教員や学生，研究者，情報教育に関心のある来場者の皆様へ，ソフトウェアの機能紹介とデモ
体験を行います．

#18

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社　〔https://aws.amazon.com/jp/training/awsacademy/〕
高等教育機関向けにAWS�が開発したクラウド学習用カリキュラム：AWS�Academy�世界 35 カ国以上，2，000 校
以上の導入実績�-�将来のクラウドプロフェッショナル育成を支援
クラウド技術の発達により，私達を取り巻く環境は急速な変革を続けています．それと同時に，クラウドスキルを
持つ人材への需要が高まっています．�米国 Global�Knowledge の業界調査によれば，IT�業界トップのうち 3分の 2
が，自身のチームのスキルレベルと，組織目標達成のために求められるスキルレベルとの間にギャップがあること
を報告しています．AWS�Academy�では，この問題の解決に取り組んでいます．�AWS�Academy�は，高等教育機
関でクラウドコンピューティングのプロフェッショナルを育成するための学習リソースやラボ演習環境をパッケー
ジ化した無償のカリキュラムです．AWSが独自に開発し，常に最新の内容，ベストプラクティスを反映が自動で
反映され，講師にはワークショップの機会を無償で提供し，教える側のサポートもしています．学生へのクラウド
コンピューティングの学習機会提供についてご興味のある方は，ぜひお気軽に弊社ブースへお立ち寄りください．

#19

トビー・テクノロジー株式会社　〔http://www.tobii.co.jp〕
Tobii�アイトラッキング（視線計測）のご紹介
トビー・テクノロジーでは調査・研究向けのアイトラッカーを展示します．新製品「Tobii�Pro�フュージョン」は
最大 250Hz のサンプリングレートで計測可能な高性能ポータブルアイトラッカーです．どこを見たか /見ていない
か，どのような順で見たかといったご研究はもちろん，反応時間や，サッカード中の視線の軌跡についても，計測
が可能となります．解析用ソフトウェア�Tobii�Pro�ラボ�だけでなく，Tobii�Pro�SDK（無償ダウンロード可能）でも，
もちろんご使用頂けます．他にも頭部を固定せず自然な状態で最大 1200Hz のサンプリングレートでの計測が可能
な「Tobii�Pro�スペクトラム」や，両眼 100Hz で動きながらの計測が可能な「Tobii�Pro�グラス 2」，トビー史上最
小最軽量の「Tobii�Pro�ナノ」など，使用場面・目的に合わせてお使いいただける使いやすいアイトラッカーを展
示いたします．

#20

株式会社技術評論社　〔https://gihyo.jp/〕
ＰＣ書・理工書の展示
技術評論社は今年度創立 50 周年を迎えた専門出版社です．弊社は機械工学の専門出版から出発しました．そして
日本のコンピュータ業界の黎明期からいち早くこの分野の出版物を世に送り出し，現在では多くの読者から厚い信
頼をいただいております．毎年 400 点以上の書籍を発行しておりますので，書籍をお探しの際はぜひ弊社の刊行物
をご覧ください．
また紙媒体だけでなく，電子書籍「Gihyo�Digital�Publishing」，IT情報サイト「gihyo．jp」を運営など，さまざま
なメディアにも積極的にコンテンツを展開しております．

#21

株式会社 DataSign　〔https://datasign.jp/〕
DataSign におけるユーザ中心のデータ活用と透明性確保の事業紹介
株式会社DataSign は，データ活用の透明性を確保し，生活者個人を起点としたデータ流通を実現することで，生
活者も企業も公正に安心してパーソナルデータを活用できる世界の実現を目指しています．法人向けサービスであ
るWebサイトの透明性・セキュリティ対策「DataSign�FE」と，生活者向けサービスであるパーソナルデータ管理ツー
ル（PDS内蔵情報銀行サービス）「paspit」の紹介を行います．
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#22

株式会社ブレインパッド　〔https://www.brainpad.co.jp/〕
ブレインパッドの事業やキャリア，データ分析 /機械学習システムの社会実装事例の紹介
ブレインパッドは，「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」というミッションのもと，データ分析
を軸にこれまで 1000 社以上の企業の課題解決を行ってきました．データサイエンティストは国内最大規模を誇る
100 名を超えており，様々なプロフェッショナルが活躍しております．また，データ分析のシステム化を行う開発
エンジニアや機械学習エンジニアなども多数在籍し活躍しております．ブースでは，データ分析 /機械学習システ
ムの社会実装の具体的な事例やブレインパッドでのデータサイエンティスト，機械学習エンジニア，開発エンジニ
アのキャリアについてご紹介できればと思います．是非，ブースにお立ち寄りください！

#23

株式会社日経 BP マーケティング　〔https://www.nikkeibpm.co.jp/〕
情報プレースメントテストほか eラーニング教材のご案内
１）情報プレースメントテストの 2020 年度参加募集（無料）
２）eラーニング教材（情報最新トピック集�e ラーニング版，SDGs�e ラーニングなど）

ブース番号 出　　展　　者

#01 株式会社とめ研究所

#02 チームラボ株式会社

#03 株式会社トスコ

#04 カクタス・コミュニケーションズ株式会社

#05 アラクサラネットワークス株式会社

#06 エクセルソフト株式会社

#07 アシアル株式会社

#08 株式会社ベネッセコーポレーション

#09 株式会社近代科学社

#10 APRESIA�Systems 株式会社

#11 一般財団法人高度情報科学技術研究機構

#12 株式会社セック

#13 株式会社�エルザ�ジャパン

#14 ソフトバンク株式会社

#15 株式会社フォーラムエイト
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ブース番号 出　　展　　者

#01 株式会社とめ研究所

#02 チームラボ株式会社

#03 株式会社トスコ

#04 カクタス・コミュニケーションズ株式会社

#05 アラクサラネットワークス株式会社

#06 エクセルソフト株式会社

#07 アシアル株式会社

#08 株式会社ベネッセコーポレーション

#09 株式会社近代科学社

#10 APRESIA�Systems 株式会社

#11 一般財団法人高度情報科学技術研究機構

#12 株式会社セック

#13 株式会社�エルザ�ジャパン

#14 ソフトバンク株式会社

#15 株式会社フォーラムエイト

展示会場
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#16 アイデミー

#17 Siv3D

#18 アマゾン�ウェブ�サービス�ジャパン株式会社

#19 トビー・テクノロジー株式会社

#20 株式会社技術評論社

#21 株式会社DataSign

#22 株式会社ブレインパッド

#23 株式会社日経BPマーケティング

ドリンクスポンサー：株式会社オーム社
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IPSJ IT CAREER SESSION
2021 卒向け IT 情報系 キャリア研究セッション

（※）�参加企業の日程や最新の情報については以下URL専用サイトより
ご確認お願いします�

https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/82/career/

IT 情報系分野に特化した大学院生，学部生，高専生における「専攻分野」と「将来キャリア」を結ぶイベント企画です．IT情報系
における分野・特徴ごとに分かれて各企業ブースを設けます．

� �・ハードウェア系（組み込み，制御，IoTなど）
� �・ソフトウェア系（SIer，システム開発 , アプリケーションなど）
� �・ネットワーク系（通信，ネットワーク，セキュリティなど）
� �・インターネットWeb 系（IT広告，Web 制作，SNS，EC，ポータル，検索など）
� �・エンターテイメント系（ゲーム，アプリ開発など）
� �・AI, データ系（ビッグデータ，機械学習など）
� �・研究開発系（R&D，技術開発など）

当日はそれぞれ IT情報系における企業の現場に携わった経験のある社会人や，教員，キャリアアドバイザーをお呼びし，進路や就
職活動に関して相談することができます．カジュアルな雰囲気ですので服装は私服で構いません．

今年はお昼休憩時間帯での実施となるために軽食の配布を予定しています．
また，参加企業提供グッズのプレゼントも行う予定です．

� �・IT 情報系の専攻は社会でどうやって活かすんだろう
� �・学びの分野や特徴ごとの就職活動の違いってなんだろう
� �・IT 情報系における就職について社会人に直接話を聞いてみたい

そんな“キャリア”にまつわる疑問をこのイベント企画で解決して下さい．

● A 日程：2020.3.5（木） 
12:10 〜 12:40　第 1 部（第 3 特別会場）企業紹介タイム
12:45 〜 16:00　第 2 部（23 号館総受付となり）企業ブース別座談会

● B 日程：2020.3.6（金）  
11:40 〜 12:10　第 1 部（第 3 特別会場）企業紹介タイム
12:15 〜 16:00　第 2 部（23 号館総受付となり）企業ブース別座談会

（※）1日目と 2日目は別の企業・社会人が来場しますので両日参加ください
（※）ランチ配布の関係で時間帯によって会場が異なりますのでご注意ください
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情報処理学会　第 82 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
6 号館 334

多目的ホール

第2イベント会場

23 号館 218

第3イベント会場

23 号館 221

第4イベント会場

23 号館 330

第5イベント会場

23 号館 211

３
月
５
日

（木）

9:30

1

12:00

これからの一般情報教育 
why, what, how

37

DX（デジタルトランスフォー
メーション）で「2025 年の崖」

をどう超えるか

43

2019 年サイバー事件回顧録
〜技術と法制度の両面から〜

50

10:30-12:00
研究 100 連発 in 石川

57

12:10
13:00
13:10

2

15:10

13:20-13:50
大規模医療データの研究開発へ
の利活用〜次世代医療基盤法で

 何が可能となったか〜 31
14:00-17:00

SDGs の実装に向けた IT の役割

39
15:10

3

18:00

３
月
６
日

（金）

9:30

4

11:30

〜コンピュータパイオニアが 
語る〜「私の詩と真実」

40

はじめての人文情報学： 
情報処理技術で文化資料の分析

に挑戦しよう！

43

誰のための契約なのか？ 
〜アジャイル開発の 

ソフトウェアモデル契約〜

51

MEC（Multi-access Edge 
Computing）への挑戦

59
11:40
12:30
12:40

5

15:10

12:40-14:20 
パネル討論「情報社会の未来を
拓く情報処理学会：情報技術と

学会の過去、現在、未来」

41

IoT に関する国際標準化動向と 
日本の取組み

45

論文必勝法 
〜良い論文，良い査読， 

良いジャーナルを目指して〜

53
15:30

18:00

16:00-16:45
大会挨拶 / 表彰式 /

情報処理技術遺産認定式

15:30-17:45 
8th IPSJ International AI 

Programming Contest SamurAI 
Coding 2019-20 World Final

54

16:45-17:00 招待講演（1）
Yunmook Nah

2020 President Elect of Korean 
Institute of Information 

Scientists and Engineers / 
Professor of Dankook University

31

17:00-17:15 招待講演（2）
Hong MEI

President and Fellow of China 
Computer Federation(CCF), 

Professor of computer science 
at Peking University

32

17:15-17:30 招待講演（3）
Leila De Floriani

IEEE Computer Society 
President / Professor of

 University of Maryland 32

18:00
20:00 懇親会（21 号館 1F レストラン）

３
月
７
日

（土）

9:30

6

12:00

10:30-12:00
情報学のトップ才能から 

エリートへ－才能の発掘，接続，
達人の養成－

42

激変！情報入試を取り巻く環境

47

AI・ビッグデータ解析，IoT 
領域人材のプロフェッショナル

資格化を考える

54

CC2020: Computing Curricula 
2020 プロジェクト

60

初等中等教員研究発表セッション

64
12:10
13:00
13:10

7

15:10

地域で自走するプログラミング
教育

48

DX を推進する俊敏なシステム 
開発・運用─アジャイルに 

つなぐビジネスと ICT 
〜デジタルプラクティスライブ〜

56

信用スコアの期待と課題

63
15:20

17:50
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タイムテーブル
第1特別会場

12 号館 401
イノベーションホール

第2特別会場
23 号館 105

パフォーミングスタジオ

第3特別会場
27 号館

1F ラウンジ

第4特別会場
26 号館

チャレンジラボ

展示会場

8 号館 1F・2F

一般セッション
A

23 号館 320

一般セッション
B

23 号館 323

展示（23 件） 
9:30-15:30

ソフトウェアシス
テム開発運用の

予測と検証

岡田　譲二
（NTT データ）

 ① 
77

キャリアセッション 
（ランチ付き）

アクセラレータ

塩谷　亮太

（東大）
 ① 

76

ビジネスと
ソフトウェアの
マネジメント

伏田　享平
（NTT データ）

 ① 
77

17:10-18:00 
初音ミク ファン メイド

ミニライブ IPSJ-39

66

展示（23 件） 
9:30-15:30

仮想化・OS

廣津　登志夫

（法大）
 ① 

76

アルゴリズム

宮崎　修一

（京大）
 ① 

77
キャリアセッション 

（ランチ付き）
システムと IO

芝　公仁

（龍谷大）
 ① 

76

数理モデルと
問題解決

渡邉　真也

（室蘭工大）
 ① 

77

懇親会（21 号館 1F レストラン）

11:00-13:00 
「先生質問です！」 

公開セッション

73

9:30-13:00 
Exciting Coding! Junior 

〜みんなで一緒に 
プログラミングしよう〜

74

展示（23 件） 
9:30-15:00

中高生情報学研究コンテスト

66

システム設計・評価

大島　聡史

（名大）
 ① 

76
特別講演 
IPSJ-ONE

33
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情報処理学会　第 82 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
C

23 号館 333

一般セッション
D

23 号館 409

一般セッション
E

23 号館 412

一般セッション
F

23 号館 415

一般セッション
G

23 号館 510

一般セッション
H

23 号館 511

学生セッション
J

23 号館 514

学生セッション
K

8 号館 101

３
月
５
日

（木）

9:30

1

12:00

データベースと
コンテンツ

羽山　徹彩

（長岡技科大）
①

79

暗号・認証・
プライバシー（1）

三浦　尭之

（NTT）
③

92

教材開発

鈴木　大助

（北陸大）
④

97

OS

田所　秀和

（キオクシア）
①

76
12:10
13:00
13:10

2

15:10

ゲーム・音楽・
音声情報科学

深山　覚

（産総研）

②

81

分散処理と
センシング

徐　建鋒

（KDDI 総合研究所）

③

88

ネットワーク
セキュリティ（2）

羽田　大樹

（NTT セキュリ
ティ・ジャパン）

③

92

情報システム・
電子化知的財産

橋本　誠志

（徳島文理大）

④

97

教育開発・評価

島袋　舞子

（大阪電通大）

④

98

エッジ・クラウド
コンピューティング

佐藤　将也

（岡山大）

①

76
15:10

3

18:00

３
月
６
日

（金）

9:30

4

11:30

機械学習による
画像認識

森島　繁生

（早大）

②

81

自然言語処理

藤田　桂英

（農工大）

②

81

インターネットと
運用技術

松本　亮介

（さくらインター
ネット）

③

88

インシデント対応・
演習（1）

満保　雅浩

（金沢大）

③

92

情報システムと
社会環境（1）

高橋　尚子

（國學院大）

④

97

プログラミング
教育（2）

山口　文彦

（長崎県大）

④

98

組込みシステム

中島　毅

（芝浦工大）

①

76

プログラミング

松崎　公紀

（高知工科大）

①

78
11:40
12:30
12:40

5

15:10

知能システムと応用

横山　想一郎

（北大）

②

81

画像処理と CV

鈴木　幸司

（室蘭工大）

②

81

ITS 一般

湯　素華

（電通大）

③

88

インタフェース

長尾　確

（名大）

④

95

情報システムと
社会環境（2）

窪田　諭

（関西大）

④

97

プログラミング
教育（3）

渡辺　博芳

（帝京大）

④

98

システム・基盤
ソフトウェア

林　亮子

（金沢工大）

①

77

ソフトウェアの
要求獲得と分析

野田　夏子

（芝浦工大）

①

78
15:30

18:00
18:00
20:00

懇親会（21 号館 1F レストラン）

３
月
７
日

（土）

9:30

6

12:00

教育支援システム

毛利　考佑

（農工大）

④

97

日本文化と行動支援

松村　敦

（筑波大）

④

98

並列処理とアプリ
ケーション高速化

深谷　猛

（北大）

①

77

ソフトウェアの
仕様と解析

渥美　紀寿

（京大）

①

78
12:30
13:00
13:10

7

15:10

機械学習

廣重　法道

（福岡大）

②

81

モバイル
コンピューティング

梅澤　猛

（千葉大）

③

88

情報システムと
社会環境（3）

居駒　幹夫

（青学大）

④

97

情報システムと
社会環境（4）

児玉　公信

（情報システム総研）

④

97

教育活動支援

長瀧　寛之

（大阪電通大）

④

98

FPGA 実装

吉河　武文

（富山県大）

①

77

ソフトウェアの
検証と保守

 切貫　弘之

（NTT）

①

78
15:20

17:50
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タイムテーブル
学生セッション

L
8 号館 104

学生セッション
M

8 号館 201

学生セッション
N

8 号館 204

学生セッション
P

8 号館 301

学生セッション
Q

8 号館 304

学生セッション
R

8 号館 308

学生セッション
S

8 号館 401

学生セッション
T

8 号館 404

学生セッション
U

8 号館 406
数理モデル（1）

柳澤　渓甫

（東大）

①

79

ゲームと AI（1）

池田　心

（北陸先端大）

②

81

動画像処理

栗原　徹

（高知工科大）

②

83

対話・支援システム

清　雄一

（電通大）

②

84

文生成・対話

大野　誠寛

（電機大）

②

85

物体・画像認識（1）

松原　繁夫

（京大）

②

86
12:10-13:00

ATT ランチョン

数理モデル（2）

石畠　正和

（NTT）

①

79

テキスト解析

難波　英嗣

（中大）

①

80

ゲームと AI（2）

横山　大作

（明大）

②

82

画像による距離
推定・領域分割

彌冨　仁

（法大）

②

82

分散システム

永井　保夫

（東京情報大）

②

83

音楽情報処理（1）

中村　栄太

（京大）

②

84

意味解析・談話処理

内田　ゆず

（北海学園大）

②

85

物体・画像認識（2）

マッキン
ケネスジェームス

（東京情報大）

②

86

数理モデル（3）

水野　貴之

（NII）

①

79

データ解析

池田　大輔

（九大）

①

80

医用画像処理

数藤　恭子

（東邦大）

②

82

音声言語情報処理

西村　雅史

（静岡大）

②

82

最適化

松井　俊浩

（名工大）

②

84

可読性・文処理モデル

乙武　北斗

（福岡大）

②

85

推薦システム・
強化学習

西出　俊

（徳島大）

②

86
11:40-12:30

日立北大ランチョン 
（50 分）

数理モデル応用（1）

吉本　潤一郎

（奈良先端大）

①

79

観光及び位置情報

難波　英嗣

（中大）

①

80

画像生成・認識

亀田　昌志

（岩手県大）

②

82

音響信号処理

高島　遼一

（神戸大）

②

83

時系列データの
予測・生成

大知　正直

（東大）

②

84

音楽情報処理（2）

酒向　慎司

（名工大）

②

84

CGM テキスト・
オノマトペ

村田　真樹

（鳥取大）

②

86

強化学習・ロボット

鈴木　彼方

（富士通研）

②

87

懇親会（21 号館 1F レストラン）

アルゴリズム（1）

垣村　尚徳

（慶大）

①

78

数理モデル応用（2）

大久保　好章

（北大）

①

79

デジタルコンテンツ

阿倍　博信

（電機大）

①

80

認知と CV

佐藤　淳

（名工大）

②

82

画像による検出・分類

堀川　三好

（岩手県大）

②

83

機械学習の理論・
高速化

張　斌

（神奈川大）

②

84

知能システムと
機械学習

佐藤　哲

（パーソルキャリア）

②

85

情報抽出・知識獲得

菊井　玄一郎

（岡山県大）

②

86

IoT・センシング・
一般

梅津　高朗

（滋賀大）

③

88
12:10-13:00

エクセルソフト（株） 
ランチョン（50 分）

アルゴリズム（2）

波多野　大督

（理研）

①

78

データベース
システム

西川　記史

（日立）

①

79

マルチモーダル・
ローレベルビジョン・

応用

堀　磨伊也

（九大）

②

83

言語処理応用

杉本　徹

（芝浦工大）

②

85

文書分類・質問応答

横野　光

（富士通研）

②

86

センシング

清原　良三

（神奈川工科大）

③

88
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※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
V

8 号館 409

学生セッション
W

8 号館 501

学生セッション
X

8 号館 504

学生セッション
Y

8 号館 506

学生セッション
ZA

8 号館 509

学生セッション
ZB

5 号館 106

学生セッション
ZC

5 号館 107

学生セッション
ZD

5 号館 108

３
月
５
日

（木）

9:30

1

12:00

モバイル
ネットワーク

渡邉　真也

（室蘭工大）

③

88

暮らしと
センシング（1）

北上　眞二

（福井工大）

③

90

行動認識

榎堀　優

（名大）

③

91

位置推定と応用

徳永　雄一

（金沢工大）

③

92

ネットワーク
セキュリティ（1）

八木　毅

（NTT セキュリ
ティ・ジャパン）

③

93

脳波と心理

長谷川　達人

（福井大）

④

95

CG 一般

斎藤　隆文

（農工大）

④

96

バイオインフォ
マティクス

奥　牧人

（富山大）

④

98
12:10
13:00
13:10

2

15:10

感性情報の利用

田上　敦士

（KDDI 総合研究所）

③

89

暮らしと
センシング（2）

和泉　諭

（東北大）

③

90

位置推定

大村　廉

（豊橋技科大）

③

91

公共交通

石田　繁巳

（九大）

③

92

暗号・認証・
プライバシー（2）

本郷　節之

（北海道科学大）

③

93

グループウェアと
ネットワークサービス

由井薗　隆也

（北陸先端大）

④

95

コンピュータ
ビジョン応用

小池　崇文

（法大）

④

96
15:10

3

18:00

３
月
６
日

（金）

9:30

4

11:30

災害対応と通信の
制御

横山　和俊

（高知工科大）

③

89

機器連携

小林　透

（長崎大）

③

90

センサー
ネットワーク

尾原　和也

（NTT）

③

91

車車間通信と
情報通知

石原　進

（静岡大）

③

92

ネットワーク
セキュリティ（3）

嶋田　創

（名大）

③

93

HCI

山田　渉

（NTTドコモ／東大）

④

95

VR/AR

小池　崇文

（法大）

④

96

電子化知的財産・
社会基盤

金子　格

（名古屋市大）

④

99
11:40
12:30
12:40

5

15:10

通信・計算資源と
処理の制御

藤井　章博

（法大）

③

89

センシングシステム・
アプリケーション

 清原　良三

（神奈川工科大）

③

90

IoT 応用

榎堀　優

（名大）

③

91

仮想通貨

内田　勝也

（情報セキュリティ大）

③

92

ソフトウェア・
マルウェア

大久保　隆夫

（情報セキュリティ大）

③

93

ユーザ支援

藤代　一成

（慶大）

④

96

観光情報処理

青木　秀一

（NHK 技研）

④

99
15:30

18:00
18:00
20:00

懇親会（21 号館 1F レストラン）

３
月
７
日

（土）

9:30

6

12:00

インターネットと
運用技術

嶋田　創

（名大）

③

89

モバイル
アプリケーション

 鈴木　幸司

（室蘭工大）

③

90

センシングと解析

安部　惠一

（神奈川工科大）

③

91

暗号・認証・
プライバシー（3）

島岡　政基

（セコム）

③

93

インシデント対応・
演習（2）

重本　倫宏

（日立）

③

93

ジェスチャと
モーション

山田　渉

（NTT ドコモ／東大）

④

95

ナビゲーション

横窪　安奈

（青学大）

④

96

アクセシビリティ

三枝　亮

（神奈川工科大）

④

99
12:30
13:00
13:10

7

15:10

コミュニケー
ション

山口　琢

（フリー研究者）

④

95

エージェント

島内　末廣

（金沢工大）

④

96

情報システムと
社会環境（5）

窪田　諭

（関西大）

④

98

教育支援システム
（4）

毛利　考佑

（農工大）

④

99
15:20

17:50

情報処理学会　第 82 回全国大会
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タイムテーブル
学生セッション

ZE
5 号館 109

学生セッション
ZF

5 号館 110

学生セッション
ZG

5 号館 201

学生セッション
ZH

23 号館 214
教育支援システム

（1）

毛利　考佑

（農工大）

④

100

システム提案（1）

後藤　晶

（明大）

④

101

教育支援・学習支援
（1）

林　浩一

（ピースミール
テクノロジー）

④

102

システム提案（2）

本田　正美

（東工大）

④

99

教育支援システム
（2）

毛利　考佑

（農工大）

④

100

消費者行動と
社会調査

後藤　晶

（明大）

④

101

プログラミング教育
（1）

高木　正則

（岩手県大）

④

102

高齢社会デザイン
（1）

岡田　誠

（富士通）

④

99

教育支援システム
（3）

毛利　考佑

（農工大）

④

101

学習支援システム

加藤　利康

（日本工大）

④

102

高齢社会デザイン
（2）

岡田　誠

（富士通）

④

100

人文科学への
コンピュータ応用

山田　太造

（東大）

④

101

支援システム（1）

本田　正美

（東工大）

④

101

学習支援システム / 
プログラミング

教育実践

三浦　元喜

（九工大）

④

103

懇親会（21 号館 1F レストラン）

施設管理

清水　則之

（名桜大）

④

100

エンタテインメント
コンピューティング
（1） - VR・感情

向井　智彦

（首都大）

④

101

支援システム（2）

居駒　幹夫

（青学大）

④

102

システム開発・
教材開発

渡邉　景子

（東京女子体大）

④

103

動作解析応用

鹿内　菜穂

（亜大）

④

100

エンタテインメント
コンピューティング

（2） - 画像・空間・
スポーツ

田谷　昭仁
（青学大）

④

101

計測と測定

阿部　昭博

（岩手県大）

④

102

プログラミング教育
（4）

中鉢　直宏

（帝京大）

④

103
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第 82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
	 	 アクセラレータ，仮想化・OS，システムと IO，システム設計・評価，OS，エッジ・クラウドコンピューティング，
	 	 組込みシステム，システム・基盤ソフトウェア，並列処理とアプリケーション高速化，FPGA 実装
	 	（2A，4A 〜 5A，7A，1J 〜 2J，4J 〜 7J）

	 ・ソフトウェア科学・工学
	 	 ソフトウェアシステム開発運用の予測と検証，ビジネスとソフトウェアのマネジメント，アルゴリズム，
	 	 数理モデルと問題解決，プログラミング，ソフトウェアの要求獲得と分析，ソフトウェアの仕様と解析，
	 	 ソフトウェアの検証と保守，数理モデル，数理モデル応用
	 	（1B 〜 2B，4B 〜 5B，4K 〜 7K，6L 〜 7L，1M 〜 2M，4M 〜 6M）

	 ・データとウェブ
	 	 データベースとコンテンツ，データベースシステム，テキスト解析，データ解析，観光及び位置情報，
	 	 デジタルコンテンツ
	 	（1C，7M，2N，4N 〜 6N）

●第２分冊
	 ・人工知能と認知科学
	 	 機械学習による画像認識，知能システムと応用，機械学習，ゲーム・音楽・音声情報科学，自然言語処理，
	 	 画像処理と CV，ゲームと AI，医用画像処理，画像生成・認識，認知と CV，画像による距離推定・領域分割，
	 	 音声言語情報処理，音響信号処理，画像による検出・分類，マルチモーダル・ローレベルビジョン・応用，動画像処理，
	 	 分散システム，時系列データの予測・生成，機械学習の理論・高速化，対話・支援システム，音楽情報処理，最適化，
	 	 知能システムと機械学習，言語処理応用，文生成・対話，意味解析・談話処理，可読性・文処理モデル，
	 	 CGM テキスト・オノマトペ，情報抽出・知識獲得，文書分類・質問応答，物体・画像認識，推薦システム・強化学習，
	 	 強化学習・ロボット
	 	（4C 〜 5C，7C，2D，4D 〜 5D，1P 〜 2P，4P 〜 6P，2Q，4Q 〜 7Q，1R 〜 2R，5R 〜 6R，1S 〜 2S，
	 	 4S 〜 7S，1T 〜 2T，4T 〜 7T，1U 〜 2U，4U 〜 5U）

●第３分冊
	 ・ネットワーク
	 	 モバイルコンピューティング，分散処理とセンシング，インターネットと運用技術，ITS 一般，
	 	 IoT・センシング・一般，センシング，モバイルネットワーク，感性情報の利用，災害対応と通信の制御，
	 	 通信・計算資源と処理の制御，インターネットと運用技術，暮らしとセンシング，機器連携，
	 	 センシングシステム・アプリケーション，モバイルアプリケーション，行動認識，位置推定，センサーネットワーク，
	 	 IoT 応用，センシングと解析，位置推定と応用，公共交通，車車間通信と情報通知
	 	（7D，2E，4E 〜 5E，6U 〜 7U，1V 〜 2V，4V 〜 6V，1W 〜 2W，4W 〜 6W，1X 〜 2X，4X 〜 6X，1Y 〜 2Y，
	 	 4Y）

	 ・セキュリティ
	 	 暗号・認証・プライバシー，ネットワークセキュリティ，インシデント対応・演習，仮想通貨，
	 	 ソフトウェア・マルウェア
	 	（1F 〜 2F，4F，5Y 〜 6Y，1ZA 〜 2ZA，4ZA 〜 6ZA）

●第４分冊
	 ・インタフェース
	 	 インタフェース，コミュニケーション，脳波と心理，グループウェアとネットワークサービス，HCI，
	 	 ジェスチャとモーション，エージェント，CG 一般，コンピュータビジョン応用，VR/AR，ユーザ支援，
	 	 ナビゲーション
	 	（5F，7ZA，1ZB 〜 2ZB，4ZB，6ZB 〜 7ZB，1ZC 〜 2ZC，4ZC 〜 6ZC）

	 ・コンピュータと人間社会
	 	 情報システムと社会環境，情報システム・電子化知的財産，教育支援システム，教材開発，教育開発・評価，
	 	 プログラミング教育，日本文化と行動支援，教育活動支援，バイオインフォマティクス，電子化知的財産・社会基盤，
	 	 観光情報処理，アクセシビリティ，システム提案，高齢社会デザイン，施設管理，動作解析応用，
	 	 人文科学へのコンピュータ応用，エンタテインメントコンピューティング	-	VR・感情，
	 	 エンタテインメントコンピューティング	-	画像・空間・スポーツ，システム提案，消費者行動と社会調査，
	 	 支援システム，計測と測定，教育支援・学習支援，学習支援システム，学習支援システム	/	プログラミング教育実践，
	 	 システム開発・教材開発
	 	（7F，2G，4G 〜 7G，1H 〜 2H，4H 〜 7H，7ZC，1ZD，4ZD 〜 7ZD，2ZE，4ZE 〜 7ZE，1ZF 〜 2ZF，
	 	 4ZF 〜 7ZF，1ZG 〜 2ZG，5ZG 〜 7ZG，1ZH 〜 2ZH，4ZH 〜 7ZH）
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－全国大会イベント企画のご案内－
■特別講演 5 日（木）13:20-13:50
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

「大規模医療データの研究開発への利活用 ～次世代医療基盤法で何が可能となったか～」
藤沼　広一 （内閣官房　健康・医療戦略室　企画官（併　内閣府，総務省））

■招待講演（１）6 日（金）16:45-17:00
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

「Data Center Trends: Infrastructure for Intelligent Society」
Yunmook Nah（2020 President Elect of Korean Institute of Information Scientists and Engineers /
Professor of Dankook University）

■招待講演（２）6 日（金）17:00-17:15
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

「Big Data in China」
Hong MEI（President and Fellow of China Computer Federation(CCF), Professor of computer science at Peking 
University）

■招待講演（３）6 日（金）17:15-17:30
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

「Representation and analysis methods for spatial data visualization」
Leila De Floriani（IEEE Computer Society President / Professor of University of Maryland）

■大会挨拶・各種表彰式・情報処理技術遺産認定式　6 日（金）16:00-16:45
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

■イベント企画
第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

・5 日（木） 9:30-12:00 これからの一般情報教育 why, what, how
・5 日（木） 14:00-17:00 SDGs の達成に向けた IT の役割
・6 日（金） 9:30-11:30 ～コンピュータパイオニアが語る～「私の詩と真実」
・6 日（金） 12:40-14:20 パネル討論「情報社会の未来を拓く情報処理学会：情報技術と学会の過去，現在，未来」
・7 日（土） 10:30-12:00 情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－

第 2 イベント会場（23 号館 218）
・5 日（木） 9:30-12:00 DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025 年の崖」をどう超えるか
・6 日（金） 9:30-11:30 はじめての人文情報学：情報処理技術で文化資料の分析に挑戦しよう！
・6 日（金） 12:40-15:10 IoT に関する国際標準化動向と日本の取組み
・7 日（土） 9:30-12:00 激変！情報入試を取り巻く環境
・7 日（土） 13:10-15:10 地域で自走するプログラミング教育

第 3 イベント会場（23 号館 221）
・5 日（木） 9:30-12:00 2019 年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～
・6 日（金） 9:30-11:30 誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～
・6 日（金） 12:40-15:10 論文必勝法　～良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して～
・6 日（金） 15:30-17:45 8th IPSJ International AI Programming Contest SamurAI Coding 2019-20 World Final
・7 日（土） 9:30-12:00 AI・ビッグデータ解析，IoT 領域人材のプロフェッショナル資格化を考える
・7 日（土） 13:10-15:10 DX を推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスと ICT
  ～デジタルプラクティスライブ～

第 4 イベント会場（23 号館 330）
・5 日（木） 10:30-12:00 研究 100 連発 in 石川
・6 日（金） 9:30-11:30 MEC(Multi-access Edge Computing) への挑戦
・7 日（土） 9:30-12:00 CC2020: Computing Curricula 2020 プロジェクト
・7 日（土） 13:10-15:10 信用スコアの期待と課題

第 5 イベント会場（23 号館 211）
・7 日（土） 9:30-12:00 初等中等教員研究発表セッション

第 1 特別会場（12 号館 401 イノベーションホール）
・5 日（木） 17:10-18:00 初音ミク ファン メイド ミニライブ IPSJ-39
・7 日（土） 15:20-17:50 IPSJ-ONE

第 2 特別会場（23 号館 105 パフォーミングスタジオ）
・7 日（土） 13:10-15:10 中高生情報学研究コンテスト

第 3 特別会場（27 号館 1F ラウンジ）
・7 日（土） 11:00-13:00 「先生質問です！」公開セッション

第 4 特別会場（26 号館 チャレンジラボ）
・7 日（土） 9:30-13:00 Exciting Coding! Junior ～みんなで一緒にプログラミングしよう～
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－全国大会　会場別プログラム－
【第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）】

日 時間 内容

5

日

（木）

これからの一般情報教育 why, what, how
9:30-9:50 講演（1）：一般情報教育に求められるのは

稲垣　知宏（広島大学 情報メディア教育研究センター 教授）
9:50-10:10 講演（2）：初等中等教育と一般情報教育の将来像

和田　勉（長野大学 企業情報学部 教授）
10:10-12:00 パネル討論：一般情報教育 why, what, how

司　　　会：喜多　一（京都大学 国際高等教育院 教授）
パネリスト： 高橋　尚子（國學院大学 教授），中鉢　直宏（帝京大学 高等教育開発センター 講師），
 徳野　淳子（福井県立大学 学術教養センター 准教授），
 堀江　郁美（獨協大学 経済学部経営学科 教授）

13:20-13:50 特別講演：大規模医療データの研究開発への利活用　～次世代医療基盤法で何が可能となったか～
藤沼　広一（内閣官房　健康・医療戦略室　企画官（併　内閣府，総務省））

SDGs の達成に向けた IT の役割
14:00-14:20 講演（1）：SDGs に向けた国連の取り組み（発展途上国におけるブロックチェーン，ドローン等）

山﨑　頼良（国連世界食糧計画（国連 WFP） 日本事務所 政府連携担当官）
14:20-14:40 講演（2）：テクノロジー (AI) が牽引する SDGs と地方創生

北野　宏明（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 　代表取締役社長，所長）
14:40-15:00 講演（3）：ＩＣＴを活用した持続可能な地域づくり

山野　之義（金沢市 金沢市長）
15:00-15:20 講演（4）：SDGs 達成のための教育研究

大澤　敏（金沢工業大学 学長）
15:20-17:00 パネル討論：SDGs の達成を IT がどのように促していくのか ?

司　　　会：平本　督太郎（金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター センター長）
パネリスト： 山﨑　賴良（国連世界食糧計画（国連 WFP） 日本事務所 政府連携担当官），
 北野　宏明（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所　代表取締役社長，所長），
 山野　之義（金沢市　金沢市長），大澤　敏（金沢工業大学　学長）

6

日

（金）

～コンピュータパイオニアが語る～「私の詩と真実」
9:30-10:30 講演（1）：デジタル社会との出会い

細野　昭雄（株式会社アイ・オー・データ機器 代表取締役会長）
10:30-11:30 講演（2）：想定外の大展開 ＝直感を大切に＝

喜連川　優（国立情報学研究所 所長／教授）
パネル討論「情報社会の未来を拓く情報処理学会：情報技術と学会の過去，現在，未来」
12:40-14:20 司　　　会：江村　克己（現会長）

パネリスト： 古川　一夫（第 25 代会長），白鳥　則郎（第 26 代会長），喜連川　優（第 27 代会長）
16:45-17:00 招待講演（1）：Data Center Trends: Infrastructure for Intelligent Society 

Yunmook Nah（2020 President Elect of Korean Institute of Information Scientists 
and Engineers / Professor of Dankook University）

17:00-17:15 招待講演（2）：Big Data in China
Hong MEI（President and Fellow of China Computer Federation(CCF), Professor of 
computer science at Peking University）

17:15-17:30 招待講演（3）：Representation and analysis methods for spatial data visualization
Leila De Floriani（IEEE Computer Society President / Professor of University of 
Maryland）

7

日

（土）

情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－
10:30-10:40 講演（1）：グローバルサイエンスキャンプ（GSC）と「情報科学の達人」育成官民協働プログラ

ムについて
日紫喜　豊（国立研究開発法人科学技術振興機構 理数学習推進部 能力伸長グループ調査役）

10:40-11:10 講演（2）：情報学分野の若手トップ研究者育成プログラムの展望
河原林　健一（国立情報学研究所 教授・副所長）

11:10-12:00 パネル討論：情報科学の達人の育成に向けて
パネル司会：岡部　寿男（京都大学 教授）
パネリスト：河原林　健一（国立情報学研究所 教授・副所長）
  筧　捷彦（特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会 理事長／早稲田大学  

名誉教授），高橋　尚子（国学院大学 教授）
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【第 2 イベント会場（23 号館 218）】

5

日

（木）

DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025 年の崖」をどう超えるか
9:30-12:00 パネル討論「DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025 年の崖」をどう超えるか」

司　　　会：位野木　万里（工学院大学 情報学部コンピュータ科学科 教授）
パネリスト：青山　幹雄（南山大学 理工学部ソフトウェア工学科 教授），
 和泉　憲明（経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア産業戦略企画官），
 上之薗　孝之利（エーザイ株式会社 ICT ビジネスソリューション部 部長），
 坂田　祐司（株式会社　ＮＴＴデータ 技術革新統括本部）

6

日

（金）

はじめての人文情報学：情報処理技術で文化資料の分析に挑戦しよう！
9:30-11:30 講演（1）：活用可能な人文学のデータセット

講師：後藤　真（国立歴史民俗博物館 准教授）
講演（2）：人文学を支える情報処理技術

講師：山田　太造（東京大学 史料編纂所）
講演（3）：研究成果の発表：学術誌と国際会議の動向

講師：永崎　研宣（人文情報学研究所 人文情報学研究部門 主席研究員）
講演（4）：異分野との共同研究の実践

講師：鹿内　菜穂（亜細亜大学 講師）
講演（5）：人類の文化への扉を開く人文情報学

講師：北本　朝展（国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授）
IoT に関する国際標準化動向と日本の取組み
12:40-13:00 講演（1）：IoT, スマートシティのデジュール国際標準化動向

櫻井　義人（合同会社　国際さくらコンサルティング 代表社員（社長））
13:00-13:20 講演（2）：国際標準化動向と日本の取組み

林　巧（経済産業省）
13:20-13:40 講演（3）：ISO/IEC JTC 1 における標準化動向

河合　和哉（情報処理推進機構）
13:40-14:10 講演（4）：IoT における信頼（trustworthiness）とその国際標準化

山田　朝彦（（国研） 産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター 招聘研究員）
14:10-14:40 講演（5）：IoT における相互運用性とその国際標準化

山下　蘭（株式会社　東芝 研究開発センター 主任研究員）
14:40-15:10 講演（6）：ユースケースの分析に基づく IoT プラットフォーム（IoT DEP）とその国際標準化

横谷　哲也（金沢工業大学　工学部　電気電子工学科 教授）

7

日

（土）

激変！情報入試を取り巻く環境
9:30-9:40 趣旨説明：

角田　博保（情報処理学会情報入試委員会・東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師）
9:40-10:10 報告（1）：情報入試の実施例：京都産業大学の AO 情報入試 - 実施 5 年を経て -

安田　豊（京都産業大学 情報理工学部）
10:10-10:40 報告（2）：情報入試の実施例： 大阪電気通信大学 プログラミング AO 入試の導入

長瀧　寛之（大阪電気通信大学 メディアコミュニケーションセンター 特任准教授）
10:40-11:10 報告（3）：大学入試センターの取組み

水野　修治（独立行政法人 大学入試センター 試験問題調査官）
11:10-12:00 パネル討論：情報入試の取組み方

司　　　会：辰己　丈夫（放送大学 教養学部情報コース 教授）
パネリスト：安田　豊（京都産業大学 情報理工学部），
 長瀧　寛之（大阪電気通信大学 メディアコミュニケーションセンター 特任准教授），
 水野　修治（独立行政法人 大学入試センター）
 春日井　優（埼玉県立川越南高等学校），
 萩原　兼一（大阪大学 大学院情報科学研究科 招へい教授／名誉教授）

地域で自走するプログラミング教育
13:10-15:10 講演：地域で自走するプログラミング教育 　−総務省「地域 ICT クラブ」の取り組み成果を踏ま

えて
松田　孝（合同会社 MAZDA Incredible Lab 代表）

講演（1）：産学官連携から始まる地域で自走するプログラミング導入事業
浅岡　正教（一般社団法人 FAP 代表理事（金沢市／氷見市））

講演（2）：石川県かほく市 , 他での４年間の取り組み
久保田　旭（株式会社 PFU　CSR 推進部（かほく市））

講演（3）：加賀市のプログラミング教育への取り組みについて
中　裕也（株式会社インテトラス 代表取締役（加賀市））

講演（4）：プログラミング教育を支援するメンターの育成について
河並　崇（金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授）

パネル討論：地域主体で自走できるプログラミング教育モデルとは
パネル司会： 松田　孝（合同会社 MAZDA Incredible Lab 代表）
パネリスト： 浅岡　正教（一般社団法人 FAP 代表理事（金沢市／氷見市）），
 久保田　旭（株式会社 PFU　CSR 推進部（かほく市）），
 中　裕也（株式会社インテトラス 代表取締役（加賀市）），
 河並　崇（金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授）
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【第 3 イベント会場（23 号館 221）】

5

日

（木）

2019 年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～
9:30-12:00 パネル討論：2019 年サイバー事件回顧録〜技術と法制度の両面から〜

司　　　会： 須川　賢洋（新潟大学 法学部 助教）
パネリスト： 原田　要之助（情報セキュリティ大学院大学），
 金子　格（名古屋市立大学 大学院医学研究科 客員准教授），
 小向　太郎（日本大学 危機管理学部 教授），
 板倉　陽一郎（ひかり総合法律事務所，理研 AIP 弁護士），
 折田　明子（関東学院大学 人間共生学部 准教授），
 加藤　尚徳（KDDI 総合研究所 フューチャーデザイン 1 部門 3 グループ アナリスト）

6

日

（金）

誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～
9:30-

9:35-10:05
基調講演：アジャイル開発の思想を契約にどう取り込むか？

市毛　由美子（のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士）
10:05-11:30 パネル討論：実務家と法律化それぞれの立場から見た日本におけるアジャイル開発とそのモデル契約

パネル司会： 高岡　詠子（上智大学 理工学部情報理工学科 教授）
パネリスト： 中野　安美（Agility Design 株式会社 代表取締役），
 木下　史彦（永和システムマネジメント アジャイル事業部 事業部長），
 居駒　幹夫（青山学院大学），柴田　睦月（小島国際法律事務所），
 市毛　由美子（のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士），
 平岡　敦（たつき総合法律事務所），和田　憲明（アジャイルジャパン実行委員会）

論文必勝法　～良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して～
12:40-13:30 基調講演：盾と矛：査読者にアピールする論文の書き方と，著者が納得する査読の書き方

鬼塚　真（大阪大学 大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻 教授）
13:30-15:10 パネル討論：良いジャーナルを目指して

パネル司会： 中山　泰一（電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授）
パネリスト： 大平　雅雄（論文誌ジャーナル 基盤グループ主査／和歌山大学 システム工学部 准教授），
 野呂　正明（富士通研究所），
 波多野　大督（ 論文誌ジャーナル 知能グループ主査／理化学研究所 革新知能統合研

究センター 特別研究員），
 真鍋　宏幸（ 論文誌ジャーナル 情報システムグループ主査／芝浦工業大学 情報工学

科 准教授），
 細野　繁（デジタルプラクティス誌 編集委員長／東京工科大学 准教授）

8th IPSJ International AI Programming Contest SamurAI Coding 2019-20 World Final
15:30-17:45 受付

司会：平石　拓（京都大学 学術情報メディアセンター 助教）
決勝進出者紹介，ゲーム観戦，スポンサー挨拶，講評，表彰
懇親会

7

日

（土）

AI・ビッグデータ解析，IoT 領域人材のプロフェッショナル資格化を考える
9:30-12:00 講演（1）：CITP 制度の現状と課題

西山　博泰（情報処理学会 技術応用理事，日立製作所）
講演（2）：DX 時代に求められる技術者育成施策−日立グループにおけるデータサイエンティスト
育成の事例を元に−

小野　綾子（株式会社日立製作所 人財統括本部　システム＆サービス人事総務本部
　人財企画部　タレントマネジメントグループ 部長代理）

講演（3）：データサイエンス教育への取り組みの現状
加藤　浩（放送大学 教養学部 教授）

講演（4）：スマートエスイー : IoT・AI ×ビジネスによる Society 5.0 時代の学び直し
鷲崎　弘宜（早稲田大学 理工学術院総合研究所最先端 ICT 基盤研究所 副所長・教授）

パネル討論：AI・DX 時代における職業とプロフェッショナル人材教育 
パネル司会： 西山　博泰（情報処理学会 技術応用理事，日立製作所）
パネリスト： 小野　綾子（ 株式会社日立製作所 人財統括本部　システム＆サービス人事総務本部

　人財企画部　タレントマネジメントグループ 部長代理）， 
加藤　浩（放送大学 教養学部 教授）， 
鷲崎　弘宜（早稲田大学 理工学術院総合研究所最先端 ICT 基盤研究所 
副所長・教授）

DX を推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスと ICT 
～デジタルプラクティスライブ～
13:10-13:40 講演（1）：不確実性の時代だからこそ，アジャイルマインドが重要に〜 PMI や IPA のアジャイル

動向と，実践者の実感とは〜
渡会　健（株式会社マネジメントソリューションズ／ PMI 日本支部アジャイル研究会代表）

13:40-14:10 講演（2）：ユーザと Agile に共創する 本当に欲しかったサービス
松本　芳宏（本田技研工業株式会社）

14:10-14:40 講演（3）：デンソーにおけるアジャイル開発を用いた MaaS 開発
佐藤　義永（株式会社デンソー）

14:40-15:10 講演（4）：エンタプライズ領域のアジャイル開発の課題
鈴木　雄介（グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社）
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【第 4 イベント会場（23 号館 330）】

5

日

（木）

研究 100 連発 in 石川
10:30-10:35 オープニング
10:35-10:50 講演（1）：秋田純一・研究 20 連発

秋田　純一（金沢大学 理工学域電子情報通信学類 教授）
10:50-11:05 講演（2）：宮田一乘・研究 20 連発

宮田　一乘（北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授）
11:05-11:20 講演（3）：河崎圭吾・研究 20 連発

河崎　圭吾（金沢美術工芸大学）
11:20-11:35 講演（4）：浅川直紀・研究 20 連発

浅川　直紀（金沢大学 設計製造技術研究所 教授）
11:35-11:50 講演（5）：研究 20 連発

中沢　実（金沢工業大学 大学院工学研究科情報工学専攻 教授）
11:50-12:00 クロージング

6

日

（金）

MEC(Multi-access Edge Computing) への挑戦
9:30-10:10 基調講演：MEC が実現する機能とインフラへの要求

工藤　知宏（予定）（東京大学 情報基盤センターネットワーク研究部門 教授）
10:10-11:30 パネル討論：MEC のアプロケーションからシステムまで

司　　　会：天野　英晴（慶應義塾大学）
パネリスト：西　宏章（慶應義塾大学 理工学部 教授），
 菅谷　みどり（芝浦工業大学 工学部情報工学科 教授），
  若林　一敏（日本電気株式会社 スマートインダストリー本部，データサイエンス研

究所 シニアエキスパート，主幹研究員），飯田　全広（熊本大学）

7

日

（土）

CC2020: Computing Curricula 2020 プロジェクト
9:30-9:50 講演（1）：The CC2020 Project

Parrish Allen（Mississippi State University, USA）
9:50-10:10 講演（2）：What is competency?

Clear Alison（Eastern Institute of Technology, New Zealand 准教授）
10:10-10:30 講演（3）：How do we implement the curriculum?

Pears Arnold（KTH, Sweden 教授）
Topi Heikki（Bentley University, USA 教授）

10:30-10:50 講演（4）：The Computing Tool
Van Der Veer Gerrit（Vrije Universiteit of Amsterdam, Netherlands 教授）

11:00-11:20 講演（5）：Demonstration of the tool
Waguespack Les（Bentley University, USA 教授）

Babb Jeff（West Texas A&M University, USA 准教授）
11:20-11:40 講演（6）：More from the Toolbox

Cuadros-Vargas Ernesto（UTEC, Peru 教授）
Vichare Abhijat（ACM India, India 教授）

11:40-12:00 講演（7）：The CC2020 Report
Impagliazzo John（Hofstra University, USA 名誉教授）
Wang Pearl（George Mason University, USA 准教授）

信用スコアの期待と課題
13:10-15:10 基調講演：AI と BIGDATA を活用した信用スコアと情報銀行ビジネスの展望

大森　隆一郎（J.Score 代表取締役社長 CEO）
13:10-15:10 パネリスト： 森　亮二（弁護士法人英知法律事務所　パートナー弁護士／第一東京弁護士会所属，

ニューヨーク州弁護士），島岡　政基（セコム（株） IS 研究所コミュニケーションプラッ
トフォームディビジョンサイバーセキュリティグループ 主任研究員）
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【第 5 イベント会場（23 号館 211）】

7

日

（土）

初等中等教員研究発表セッション
9:30-9:45 研究発表（1）：情報科とカリキュラム・マネジメント

中野　由章（神戸市立科学技術高等学校）
9:45-10:00 研究発表（2）：高等学校における PBL 学習でのコンピテンシーの評価について

田鶴　悟（京都府立須知高等学校）
10:00-10:15 研究発表（3）：神戸大学附属中等教育学校の情報教育

米田　貴（神戸大学附属中等教育学校）
10:15-10:30 研究発表（4）：東京都立町田高等学校におけるプログラミング教育と生徒の反応

小原　格（東京都立町田高等学校）
10:30-10:45 研究発表（5）：プログラミング学習での高校生の躓きの分析と支援について

福田　匡孝（富山県立魚津高等学校）
10:45-11:00 研究発表（6）：ICT を活用した探究学習における教育効果に関する研究：高等学校における商店街

活性化実践を通して
延原　宏（神戸星城高等学校）

11:00-11:15 研究発表（7）：探究の「問い」を創る授業　〜課題研究を通して得られた視点を授業へ生かす「問
い」とは〜

梶尾　滝宏（熊本県立宇土高等学校）
11:15-11:30 研究発表（8）：「ロボットづくりは，人づくり」 〜生徒の成長を育むロボット・プログラミング教

育の実践〜
福田　哲也（追手門学院大手前高等学校）

【第 1 特別会場（12 号館 401 イノベーションホール）】
5 日

（木）

初音ミク ファン メイド ミニライブ IPSJ-39
17:10-18:00 IPSJ-39

司会：新世代企画委員会（情報処理学会）
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7

日

（土）

IPSJ-ONE
15:20-17:50 イベント司会：牛久　祥孝（オムロンサイニックエックス株式会社 / 株式会社 Ridge-i）

　　　　　　　村尾　和哉（立命館大学 情報理工学部）
研究会推薦：招待講演（1）「生体信号が伝えるメッセージを読み解く」
[ 電子化知的財産・社会基盤研究会 ]

湯田　恵美（東北大学 大学院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻）
研究会推薦：招待講演（2）「世界を書き換えるダイナミックプロジェクションマッピング」
[ コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会 ]

宮下　令央（東京大学 大学院 情報理工学系研究科）
研究会推薦：招待講演（3）「異分野からの挑戦状 -Web システムを物質と捉えた設計アプローチ -」
[ インターネットと運用技術研究会 ]

熊谷　将也（さくらインターネット株式会社 さくらインターネット研究所）
研究会推薦：招待講演（4）「集積回路の潜在能力を 100% 引き出す設計技術」
[ システムと LSI の設計技術研究会 ]

増田　豊（名古屋大学 大学院情報学研究科）
研究会推薦：招待講演（5）「組合せ爆発処理班が問題解決！〜数え上げおねえさんを救え！〜」
[ 数理モデル化と問題解決研究会 ]

石畠　正和（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
研究会推薦：招待講演（6）「自動作曲への飽くなき挑戦」
[ 音楽情報科学研究会 ]

深山　覚（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）
研究会推薦：招待講演（7）「ドローン × インターフェースの世界」
[ ヒューマンコンピュータインタラクション研究会 ]

山田　渉（株式会社 NTT ドコモ / 東京大学 先進技術研究所 / 学際情報学府）
研究会推薦：招待講演（8）「人間中心にセキュリティ技術を再考する」
[ セキュリティ心理学とトラスト研究会 ]

長谷川　彩子（NTT セキュアプラットフォーム研究所 サイバーセキュリティプロジェクト）
研究会推薦：招待講演（9）「リアルタイムシステムが支える自動運転技術」
[ 組込みシステム研究会 ]

安積　卓也（埼玉大学 大学院理工学研究科）
研究会推薦：招待講演（10）「安全な AI の実現に向けて」
[ コンピュータセキュリティ研究会 ]

荒井　ひろみ（理化学研究所 革新知能統合研究センター ）
研究会推薦：招待講演（11）「創薬・材料開発のための深層学習技術」
[ バイオ情報学研究会 ]

椿　真史（産業技術総合研究所 人工知能研究センター）
研究会推薦：招待講演（12）「人間と共生するロボット技術〜介護・医療・福祉教育への適用〜」
[ アクセシビリティ研究会 ]

三枝　亮（神奈川工科大学 創造工学部）
研究会推薦：招待講演（13）「IoT でコミュニティバスをアップデートせよ！」
[ 高度交通システムとスマートコミュニティ研究会 ]

鈴木　秀和（名城大学 理工学部情報工学科）
研究会推薦：招待講演（14）「ちょっと先の未来を見通す力：シミュレーションで実現する防災 IT 社会」
[ モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム研究会 ]

廣井　慧（名古屋大学 大学院工学研究科）
研究会推薦：招待講演（15）「会話の音声言語を機械が理解する世界に向けて」
[ 音声言語情報処理研究会 ]

増村　亮（NTT メディアインテリジェンス研究所）
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【第 2 特別会場（23 号館 105 パフォーミングスタジオ）】

7

日

（土）

中高生情報学研究コンテスト
（プレビュー 

タイム
11:00-）

プレビュータイム：
この時間から中高生のポスター発表を見ることができます．

（コアタイム 
13:30-
14:30）

コアタイム：
コアタイムには各発表グループにかならず説明者 ( 生徒 ) がいて説明やデモを行ないます．コアタ
イム終了後に優秀な作品を表彰します．

13:10-15:10 講評・特別審査員： 鹿野　利春（文部科学省 初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振
興室 教科調査官（高等学校情報科担当））

司会進行・審査員：和田　勉（長野大学 企業情報学部 教授）
　　　　　　　　　中山　泰一（電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授）
審査員（50 音順）：
井戸坂　幸男（三重県多気郡大台町立宮川小学校 校長），
大山　裕（電子情報技術産業協会 部品・デバイス部 エキスパート），奥村晴彦（三重大学），
筧　捷彦（東京通信大学），兼宗　進（大阪電気通信大学 工学部電子機械工学科 教授），
久野　靖（電気通信大学 教授），斎藤　俊則（星槎大学），佐久間　拓也（文教大学），
高岡　詠子（上智大学 理工学部情報理工学科 教授），竹中　章勝（奈良教育大学），
辰己　丈夫（放送大学 教養学部情報コース 教授），中野　由章（神戸市立科学技術高等学校），
能城　茂雄（東京都立三鷹中等教育学校 情報科 主幹教諭），松浦　敏雄（大阪市立大学 名誉教授），
山崎　謙介（東京学芸大学）
ポスター発表：
team HLY，北斗情報班２，小野晶子，福島高校 SS 部情報班，ポケセンフクシマ，水戸工業高等
学校Ａ，水戸工業高等学校Ｂ，竜ヶ崎第一高等学校サイエンス部情報班，I want to cook 麻婆豆腐，
並木 10 回生，翔んで城玉，かわぱそ，佐原高校数学同好会，VirtualPresents，けいだろう，つ
くこま，中央大学附属高等学校 A，中央大学附属高等学校 B，かえつ有明高等学校，SALT チー
ム 3，Obe「in-Phone」，UEC スクール，エレクトラ，トライスター，Wooden M，UNIX 研究同好
会，都立町田高校パソコン同好会，Tamagawa Academy UAV Team，機械学習の利用，Tamagawa 
Academy Science Club Transportation Systems Group，玉川学園高等部 AIWatch 班，溜まり場，
玉川学園中学部　國吉仁志，π &cone，KFM，yawn，富山県立高岡高等学校　情報班，チーム　
キャタピッコ，金沢市立工業高校と石川県立金沢北陵高校の３年生，電子情報研究部，ykyuki.net，
森本新太郎，放課後プログラマー，自然科学部チーム AI，静岡県立掛川西高等学校，ちくわ，松
阪高校Ｂ，松阪高校 A，CAD 班，情報ゼミ　AI 班，さとうはるき，追手門 Challenger，追手門 
Quest，神戸星城高等学校，AI 研究チーム，相生産業高校商品開発チーム，AI Watch，μ，愛媛
県立長浜高等学校　商業部，熊本県立宇土高校科学部，熊本県立宇土高校スマホ活用班，熊本県立
宇土高校赤外線カメラ班

【第 3 特別会場（27 号館 1F ラウンジ）】

7

日

（土）

「先生質問です！」公開セッション
11:00-13:00 進　行　役：稲見　昌彦（東京大学先端科学技術研究センター 教授）

司　　　会：湯村　翼（国立研究開発法人 情報通信研究機構 研究員）
　　　　　　欅　惇志（ 株式会社デンソーアイティーラボラトリ 研究開発グループ  

アソシエイトリサーチャ）
パネリスト：川原　圭博（東京大学 大学院工学研究科 教授），
　　　　　　金子　格（名古屋市立大学 大学院医学研究科 客員准教授），
　　　　　　加藤　由花（東京女子大学 現代教養学部数理科学科 教授）
　　　　　　畑田　裕二（ 東京大学 大学院 学際情報学府 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 

廣瀬・葛岡・鳴海研究室 修士 2 年），

【第 4 特別会場（26 号館 チャレンジラボ）】

7

日

（土）

Exciting Coding! Junior ～みんなで一緒にプログラミングしよう～
9:30-10:00 第 1 部：Exciting Coding! Junior 活動報告

講演：吉田　葵（青山学院大学 社会情報学部）
10:30-13:00 第 2 部：Exciting Coding! Junior 〜 Scratch と micro:bit でオリジナル作品を作ろう〜

ワークショップ講師：吉田　葵（青山学院大学 社会情報学部）
ワークショップアシスタント：
北村　操代（三菱電機株式会社 人事部人材開発センター 教室長），
神長　和花（福生市立福生第三小学校 6 年），神長　春花（福生市立福生第三小学校 4 年），
稲葉　利江子（津田塾大学 情報科学科 准教授）
酒勾　暁史（青山学院大学 社会情報学研究科 博士前期課程 1 年），
中本　昌吾（青山学院大学 社会情報学研究科 博士前期課程 1 年），
千葉　穂乃美（青山学院大学 社会情報学部 3 年）
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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　「大規模医療データの研究開発への利活用
～次世代医療基盤法で何が可能となったか～」 
3 月 5 日（木）13:20-13:50 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

藤沼　広一 （内閣官房　健康・医療戦略室　企画官（併　内閣府，総務省））
【講演概要】
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（次世代医療基盤法）に基づき，2019 年 12 月に初の事業者が認定された．健康・医
療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するための次世代医療基盤法によって可能となったことや制度活用の方法を説明するとともに，健康・
医療戦略の改定等の政府の健康・医療政策の最新動向などを説明したい． 

【略歴】
2019 年 7 月より現職．2000 年郵政省（現総務省）入省．総務省 国際戦略局，総合通信基盤局電波部，情報流通行政局の複数部署にて
情報通信分野の国際標準化，許認可行政，振興行政の業務に従事したほか，内閣府総合科学技術・イノベーション会議事務局参事官補佐，
文部科学省研究振興局情報科学技術推進官，NICT 総合テストベッド連携企画室長等を歴任し，情報通信分野をはじめとする科学技術
政策を推進した．スタンフォード大学等修士．

 

招待講演（1）　Data Center Trends: Infrastructure for Intelligent Society
3 月 6 日（金）16:45-17:00 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

Yunmook　Nah（2020 President Elect of Korean Institute of Information Scientists and Engineers / Professor of Dankook 
University）

【講演概要】
Google pioneered in developing technologies to handle bigdata problems and has dominant positions in bigdata, cloud and data center technologies. The 
ABCD layer, which is computing platform for hyper-connected intelligent society, consists of AI, Bigdata, Cloud and Data Center layers. Data center is 
a dedicated building equipped with electricity and cooling infrastructure to provide 24x365 ICT services safely and efficiently. In this talk, we explain 
the concepts and terms related with data center, major types of data center and technologies to improve data center energy usage. We also briefly 
explain data center market, related standards and issues.

【略歴】
Yunmook Nah received his B.E., M.E. and PhD degrees in Computer Engineering from Seoul National University, Korea, in 1986, 
1988, 1993, respectively. He is currently a full professor in the Department of Computer Engineering and dean of College of Software 
Convergence at Dankook University, located in suburban area of Seoul, Korea. He was a visiting scientist of IBM Watson Research 
Center in 1991 and a visiting scholar of University of California, Irvine from 2001 to 2002. From 2011 to 2013, he worked as a 
national R&D program director of the Ministry of Knowledge and Economy of the Korea government, in the area of next generation 
computing, including cloud computing, green computing and human computing. He was president of KIISE Database Society from 
2013 to 2014. He was vice president of KIISE from 2014 and now he is the 2020 president elect of KIISE. His research interests 
include data modeling, object-oriented databases, multimedia databases, multimedia information retrieval, moving object databases, 
distributed databases, distributed processing, big-data processing, cloud computing and data center. He is the general chair of 
DASFAA (Database Systems for Advanced Applications) 2020 and a member of DASFAA SC. He was also the general chair of 
KCC (Korea Computer Congress) 2019. He worked as Organizing Committee or Program Committee Co-Chairs of IEEE AIKE 2019, 
DASFAA 2018, ICDE 2015 Bigdata Workshop, IFIP SEUS 2007, VLDB 2006 and DASFAA 2004. He is the technical committee chair 
of Green Data Center Certification Committee, a board member of KDCC (Korea Data Center Council) and a Korean national body 
member of ISO/IEC JTC1/SC39. 
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招待講演（2）　Big Data in China
3 月 6 日（金）17:00-17:15 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

 Hong　MEI（President and Fellow of China Computer Federation(CCF), Professor of computer science at Peking University）
【講演概要】
With the rapid technology development and adoption of cloud computing, mobile Internet, Internet of Things, and other networking technologies, 
our society has entered the era of Big Data, where massive and heterogeneous amount of data keep generated and circulated from daily basis. This 
talk will describe the current status and progress of Big Data in China, in the following three aspects. From governmental policy perspective, the 
Chinese government has announced the National Strategy on Big Data, building up digital China, and nurturing and developing digital economy. 
Under this strategy, various industries are encouraged to actively promote their enterprises’digital transformation, networked restructuring, and AI-
powered enhancement, facilitating the deep integration between Big Data and real economy. From R&D perspective, in the National Key Research 
and Development Program of China, several technical directions are deployed to enhance both the fundamental and application research of Big Data 
in China, including cloud computing and big data infrastructure, cloud-based/data-driven novel software, big data analysis, andhuman-cyber-physical 
computing. From industrial application perspective, many successful applications of big data technologies on Internet based e-commerce services have 
been witnessed. Meanwhile, driven by Big Data, e-government, industrial Internet for manufacturing, healthcare services and many others are having 
huge potentials to be the new growth market in the future, which are now attracting much attention from different industries in China. This talk will 
also describe the significant role and impact of China Computer Federation (CCF) in the National Big Data Strategy.

【略歴】
Hong MEI is a professor of computer science at Peking University, the director of Key Laboratory of High Confidence Software 
Technologies of Ministry of Education (MOE) at PKU. He received a Bachelor’s degree and a Master’s degree in Computer 
Science from Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA) in 1984 and 1987 respectively, and a Doctorate degree in 
Computer Science from Shanghai Jiao Tong University in 1992. He is a CCF Fellow and the president of China Computer Federation 
(CCF). From 1987 to 1989, he was working at NUAA as a research assistant. In 1992, he joined in Peking University (PKU) as a post-
doctoral research fellow. From 1994 to present, he was working at the Department of Computer Science and Technology and the 
School of Electronics Engineering and Computer Science in PKU, and became an associate professor in 1994 and full professor in 
1997. In 2005, he became a “Chang Jiang Scholars Program” professor of Ministry of Education. In 2011, he was elected as a member 
of Chinese Academy of Sciences. In 2013, he was elected as a Fellow of the World Academy of Sciences: for the advancement of 
science in developing countries. In 2014, he was elevated to IEEE Fellow. He was the dean of School of Electronics Engineering and 
Computer Science at PKU from 2006-2014. He was appointed as a vice president of Shanghai Jiao Tong University from 2013-2016,and 
a vice president of Beijing Institute of Technology from 2016-2019. His current research is on Software Engineering and System 
Software.

招待講演（3）　Representation and analysis methods for spatial data visualization
3 月 6 日（金）17:15-17:30 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

Leila　De Floriani（IEEE Computer Society President / Professor of University of Maryland）
【講演概要】
Enabling insight into large and complex spatial datasets is the central theme in scientific data visualization research. Visualizing large spatial data 
sets requires efficient data representation methods, powerful analysis algorithms for data transformation and effective rendering and human-computer 
interaction methods to allow domain experts to gain insight from the data. We consider here spatial data representing continuous phenomena, such as 
scalar fields (terrains, 2D or 3D images, unstructured volume data sets, etc.), and multifields, collections of fields with different modalities. The talk will 
focus on the first two steps of the data visualization pipeline concerning compact and scalable representations for large-size spatial data sets, and data 
transformation methods based on abstracting characteristic features from the data. Specifically, we will review new approaches to data representation 
based on modular decomposition and discuss their scalability, and describe topology-based methods for data transformation to support visualization. 
Topology-based visualization is a vibrant area of research in the scientific visualization field. New trends and challenges in this area will be discussed.

【略歴】
Leila De Floriani is a professor at the University of Maryland, College Park, USA. She has previously been a professor at the 
University of Genova (Italy), and she has also held positions at the University of Nebraska, Rensselaer Polytechnic Institute, and the 
Italian National Research Council. De Floriani is the 2020 President of the IEEE Computer Society. She has been a member of the 
Board of Governors of the IEEE Computer Society (CS) since 2017. She is a Fellow of IEEE, a Fellow of the International Association 
for Pattern Recognition (IAPR) as well as a Pioneer of the Solid Modeling Association. She is an IEEE Computer Society Golden 
Core Member and a member of the IEEE Honor Society IEEE-HKN. She has been the editor-in-chief of the IEEE Transactions 
on Visualization and Computer Graphics (TVCG) from 2015-2018, and served as an associate editor for IEEE TVCG from 2004-
2008. De Floriani is currently an associate editor of ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems, GeoInformatica, and 
Graphical Models. She has served on the program committees of over 150 leading international conferences, including several IEEE 
conferences, and has contributed to many conferences in a leadership capacity. De Floriani has authored over 300 peer-reviewed 
scientific publications in data visualization, geospatial data representation and processing, computer graphics, geometric modeling, 
shape analysis and understanding, garnering several best paper awards and invitations as a keynote speaker. Her research has been 
funded by numerous national and international agencies, including the European Commission and the National Science Foundation.



－ －33

IPSJ-ONE
3 月 7 日（土）15:20-17:50 第 1 特別会場（12 号館 401 イノベーションホール）

【セッション概要】
情報処理学会には多数の研究会がある一方，異分野で現在注目されている研究を知る機会は少ない．本企画では，多様な研究分野を垣根なく俯瞰するた
め，各研究会に対し，優れた研究を遂行しておりプレゼン力も高い，若手を中心とした研究者を推薦する形式で募集し，招待講演者を厳選する．講演内
容も，専門家のみならず，高校生，学部生，他分野の聴衆が理解しやすいよう配慮する．本企画を通じて，異分野交流など研究の発展に向けたコラボレー
ションや展開を作り出していく場の構築を目指す．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，研究者の将来にも繋がる情報発信や，
人脈形成に向けた多数のアウトリーチを予定している．
イベント司会：牛久　祥孝 （オムロンサイニックエックス株式会社 / 株式会社 Ridge-i） 

【略歴】
2013 年東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了．2013 年日本学術振興会特別研究員および Microsoft Research Redmond 
Intern．2014 年 NTT コミュニケーション科学基礎研究所研究員．2016 年東京大学情報理工学系研究科講師．2018 年オムロンサイニッ
クエックス（株）プリンシパルインベスティゲーター，2019 年（株）Ridge-i チーフリサーチオフィサー，現在に至る．主として画像
キャプション生成や画像認識，クロスメディア理解の研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，日本ロボット学会，人工知能学会，
IEEE，ACM 各会員．

イベント司会：村尾　和哉 （立命館大学 情報理工学部） 
【略歴】
2010 年大阪大学大学院情報科学研究科博士課程後期課程修了 ( 短縮 )．博士（情報科学）．日本学術振興会特別研究員 PD，神戸大学大
学院工学研究科助教，立命館大学情報理工学部助教，独 Freiburg 大学 Visiting Researcher を経て，2017 年より同准教授．ウェアラブ
ル，ユビキタス，モバイルコンピューティング，人間行動認識の研究に従事．情報処理学会，日本データベース学会，ヒューマンイン
タフェース学会，IEEE，ACM 各会員．

研究会推薦：招待講演 (1) 生体信号が伝えるメッセージを読み解く
[ 電子化知的財産・社会基盤研究会 ]

湯田　恵美 （東北大学 大学院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻）
【講演概要】
生体センサ，情報処理，そして生体情報を活用する社会制度の進歩が，生体信号から様々なメッセージを読み取ることを可能にしています．運転に対す
る年齢の影響，熱中症の予兆がわかれば人の命が守られます．女性性周期の同定や生体ビッグデータ解析は健康や生活品質の改善に役立ちます．最近の
研究成果と，ヒトの生体信号が語る意外なメッセージを紹介します．

【略歴】
筑波大学大学院修了，博士（学術）．2013 年サンタモニカ大学コンピュータサイエンス専攻リサーチアシスタント，2015 年名古屋市立
大学大学院医学研究科 NEDO プロジェクト研究員，2019 年東北大学大学院工学研究科 学術研究員を経て，同年 5 月より東北大学大学
院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 助教．生体情報学，とりわけ生体ビッグデータ解析と生体信号処理に関する研究に従事．
IEEE Senior Member.

 
研究会推薦：招待講演 (2) 世界を書き換えるダイナミックプロジェクションマッピング
[ コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会 ]

宮下　令央 （東京大学 大学院 情報理工学系研究科）
【講演概要】
私たちの目に映る世界は本当に目に見える通りなのでしょうか？「十分に発達した科学技術は，魔法と見分けがつかない．」と SF 作家のアーサー・C・クラー
クが述べたように，最先端のプロジェクションマッピング技術は，私たち人間の目の性能限界を超える高度な投映によって現実を偽装し，魔法のように
世界を書き換えていきます．本講演では，動く物体もリアルタイムに計測し，物体にぴったり合う映像を瞬時に作って投映することで，見た目を自在に
操るダイナミックプロジェクションマッピングシステムを紹介し，その裏側にある高速画像処理技術について解説します．

【略歴】
2017 年東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了．博士（情報理工学）．日本学術振興会特別研究員（DC1）．2017
年より東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教．高速センシングや高速ディスプレイ，またそれらを用いた拡張現実に関する研究
に従事．映像情報メディア学会 丹羽高柳賞論文賞，井上科学振興財団 井上研究奨励賞，船井情報科学振興財団 研究奨励賞など．
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研究会推薦：招待講演 (3) 異分野からの挑戦状 -Web システムを物質と捉えた設計アプローチ -
[ インターネットと運用技術研究会 ]
熊谷　将也 （さくらインターネット株式会社 さくらインターネット研究所）

【講演概要】
Web サービスは，24 時間 365 日動き続けることが求められる一方で，システムの複雑化により，安定性や快適性の維持が難しくなっています．そこで私は，
物理学や化学の観点からこの問題の解決を図る研究をしています．例えば，身の回りの物質は多くの原子から，Web システムは多くのコンピュータから
構成されています．各コンピュータを原子と捉え，安定性や性能を最適化する引力・斥力を定義することで，組合せや結びつき，空間的配置を自己組織
化挙動により決定できる可能性があります．本講演では，この関係性の解明，および安定で高性能な物質の設計を模した Web システムの新しい設計ア
プローチの実現に向けた挑戦を紹介します．

【略歴】
2017 年大阪大学大学院工学研究科博士課程修了．博士号（工学）．日本学術振興会特別研究員（DC2）．2017 年よりさくらインター
ネット（株）さくらインターネット研究所に所属．同年より，理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員を兼務し，マテリア
ルズ・インフォマティクス研究に従事．材料工学と情報工学の知識を双方に生かした学際的研究に主眼を置く．2019 年 International 
Conference on Thermoelectrics (ICT2019) ポスター賞など受賞．

 
研究会推薦：招待講演 (4) 集積回路の潜在能力を 100% 引き出す設計技術
[ システムと LSI の設計技術研究会 ]

増田　豊 （名古屋大学 大学院情報学研究科）
【講演概要】
私達が日々利用する情報技術は，全て集積回路を利用しています．集積回路には，数十億個などの膨大な数のトランジスタ ( 回路を構成する基本パーツ ) 
が搭載されていますが，実はこれらのトランジスタの性能は同一ではなく，ばらつきがあります．従来の回路設計では，性能の最も悪い回路に動作速度
を合わせており，他の大半の回路は自身の能力を十分に発揮することが困難でした．我々は，集積回路の高性能化・省電力化の推進に向けて，各回路が
自身の潜在能力を 100% 引き出す設計パラダイムの実現を目指しています．本講演では，回路自身が自律的に動作速度を制御する設計技術と実装方法を
紹介します．

【略歴】
2019 年 3 月 大阪大学大学院情報科学研究科博士課程修了 博士 ( 情報科学 )． 日本学術振興会　特別研究員 DC2． 2019 年 4 月より名
古屋大学大学院情報学研究科助教． 集積回路の CAD 技術，特に省電力，高信頼設計技術，性能評価技術と製造後テスト技術の研究に
従事． 情報処理学会山下記念研究賞受賞，IEEE CEDA All Japan Joint Chapter Academic Research Award 受賞など．情報処理学会，
電子情報通信学会，IEEE 各会員． 

 
研究会推薦：招待講演 (5) 組合せ爆発処理班が問題解決！～数え上げおねえさんを救え！～
[ 数理モデル化と問題解決研究会 ]

石畠　正和 （NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
【講演概要】
私たちは日々，多くの選択肢からどれかを選んで行動しています．選択肢の数を n，選択の回数を m とすれば，可能な組合せは n の m 乗というとてつ
もない数になります．かつて「数え上げおねえさん」が私たちに教えてくれたように，「組合せ爆発」の爆風を真正面から受けると，その処理には途方
も無い歳月を要することになります．私たちはこの組合せ爆発から人々を救う爆発処理班です．一見途方も無い数の組合せに見えても，我々が日々培っ
ている「離散構造処理技術」を使えば，それらを数秒で処理することも可能です．本講演では組合せ爆発から人々（もちろんおねえさんも！）を救う離
散構造処理技術を紹介します．

【略歴】
２０１３年東京工業大学大学院情報理工学研究科博士課程修了，博士（工学）．２０１０年から２０１３年まで日本学術振興会特別研
究員（DC1）．２０１３年から２０１６年まで NTT コミュニケーション科学基礎研究所研究員．２０１６年から２０１８年まで北海道
大学大学院情報科学研究科特任助教（NTT より出向）．２０１８年より現職．２００８年人工知能学会研究会優秀賞，２０１３年人工
知能学会論文賞受賞．

 
研究会推薦：招待講演 (6) 自動作曲への飽くなき挑戦
[ 音楽情報科学研究会 ]

深山　覚 （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）
【講演概要】
自動作曲は何を実現し，何を明らかにしようとしているのか．人と音楽の関わり方をどう変えるのか．私のこれまでの研究をもとに，自動作曲の底知れ
ぬ魅力と，現在私が取り組んでいる挑戦について語ります．

【略歴】
2013 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）．日本学術振興会特別研究員 (DC2)，産業技術総合研究
所研究員を経て，2017 年より同研究所主任研究員．2018 年中央研究院（台北）客員研究員．専門は音楽情報学．2009 年度情報処理学
会山下記念研究賞受賞．
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研究会推薦：招待講演 (7) ドローン x インターフェースの世界
[ ヒューマンコンピュータインタラクション研究会 ]

山田　渉 （株式会社 NTT ドコモ / 東京大学 先進技術研究所 / 学際情報学府）
【講演概要】
無人航空機（ドローン）は近年，輸送や撮影など様々な活用が期待され急速に普及が進んでいます．そしてこの空間を自在に飛び回ることができるドロー
ンを輸送や撮影といった用途だけでなく，新たな情報インタフェースとして活用する Human-Drone Interaction と呼ばれる新たな研究分野が盛んになっ
てきてます． 本講演では，私がこれまでに取り組んできたドローンを使った新たな空中映像システムである浮遊球体ドローンディスプレイや， プロペラ
がなく安全に飛行することが可能な羽根のないドローンといった Human-Drone Interaction に関わる研究を紹介します．

【略歴】
2012 年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了．同年より（株）NTT ドコモ先進技術研究所に所属．同社では主にドローンを用い
た映像提示技術やヘッドマウントディスプレイ等のユーザインターフェース技術及び Twitter を用いたイベント情報自動抽出技術と
いった機械学習に関する研究に従事．2017 年東京大学大学院学際情報学府博士後期課程入学．情報処理学会及び ACM 会員．

 
研究会推薦：招待講演 (8) 人間中心にセキュリティ技術を再考する
[ セキュリティ心理学とトラスト研究会 ]

長谷川　彩子 （NTT セキュアプラットフォーム研究所 サイバーセキュリティプロジェクト）
【講演概要】
本講演では，人間の心理や行動に焦点を当てた研究を通じてセキュリティ技術を再考する取り組みを紹介する．一例として，ログイン関連画面のセキュ
リティ技術を取り上げる．不正アクセスの被害が頻発する昨今，技術者は不正アクセスを防ぐセキュリティ技術を実装してきた．しかし改めて人間の心
理に焦点を当てると，不正アクセス以前に，アカウント所有を他人に知られることがプライバシー脅威となる可能性はないだろうか．その場合，現在の
セキュリティ技術では不十分でないだろうか．人間中心にセキュリティ技術を再考することで，人間の認識とセキュリティ技術との齟齬を失くし，人間
がセキュリティ技術の恩恵を享受できる世の中を実現したい．

【略歴】
2015 年お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科理学専攻博士前期課程修了．同年より現職．ユーザブルセキュリティ・プライ
バシー分野の研究に従事．

 
研究会推薦：招待講演 (9) リアルタイムシステムが支える自動運転技術
[ 組込みシステム研究会 ]

安積　卓也 （埼玉大学 大学院理工学研究科）
【講演概要】
近年，自動車が無人で走るための自動運転の技術開発が，目覚ましい勢いで進んでいます．自動運転は，自分がどこにいるかを判断する「自己位置推定」，
信号機・ほかの車・人を認識する「環境認識」，今いる場所から目的地までの経路を決める「経路計画」，決めた経路に沿って走る「経路追従」などで成り立っ
ています．こうした複数の複雑な処理を同時にこなすことで，自動運転は成り立ちます．本講演では，リアルタイムシステム（決められた時間以内に処
理を終了する）を中心に自動運転の実用化の研究について紹介します．

【略歴】
埼玉大学 大学院理工学研究科・准教授，（株）エンブフォー・最高技術責任者 (CTO)，博士 ( 情報科学 )． 名古屋大学 大学院情報科学
研究科後期博士課程修了．立命館大学情報理工学部・助教，カリフォルニア大学アーバイン校・客員研究員，大阪大学 大学院基礎工
学研究科・助教を経て，2018 年より現職．

 
研究会推薦：招待講演 (10) 安全な AI の実現に向けて
[ コンピュータセキュリティ研究会 ]

荒井　ひろみ （理化学研究所 革新知能統合研究センター ）
【講演概要】
近年，機械学習をはじめとするデータ分析技術によって知識を抽出，利用する AI の開発，普及が急速に進んでいます．それに伴い，プライバシ侵害や，
ブラックボックス AI の挙動の把握の困難，AI による差別などの問題が明らかになってきました．例えば AI の学習に用いられた個人データの漏洩．AI
を用いたスコアリングにおける差別，さらに複雑な AI を説明する際に差別の存在がごまかされるリスクなどがあげられます．このような AI の利用にお
けるリスクについて紹介し，リスク対策を行うことに AI より安全，安心にする研究について紹介します．

【略歴】
2010 年 東京工業大学大学院総合理工学研究科単位取得退学．博士（理学）．理化学研究所基礎科学特別研究員，東京大学情報基盤セン
ター助教などを経て 2017 年より理化学研究所革新知能統合研究センター研究員．2017 年より JST さきがけ研究員兼任．2016 年度情報
処理学会山下記念研究賞受賞．
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研究会推薦：招待講演 (11) 創薬・材料開発のための深層学習技術
[ バイオ情報学研究会 ]

椿　真史 （産業技術総合研究所 人工知能研究センター）
【講演概要】
本講演では，創薬・材料科学への機械学習応用について紹介します．特に近年，深層学習技術が創薬や材料で扱われる分子化合物や結晶に応用され，そ
の物性や機能を高速かつ高精度で予測できるようになってきました．しかしながら，単に予測できるだけでなく，その過程を解釈できなければ，創薬や
材料開発に従事する科学者・技術者たちにとってあまり役に立たないのが現状です．本講演では，様々な科学分野の人々と機械学習の研究者・技術者が，
積極的にコラボレートすることの重要性についても述べたいと思います．

【略歴】
2010 年 東京工業大学大学院総合理工学研究科単位取得退学．博士（理学）．理化学研究所基礎科学特別研究員，東京大学情報基盤セン
ター助教などを経て 2017 年より理化学研究所革新知能統合研究センター研究員．2017 年より JST さきがけ研究員兼任．2016 年度情報
処理学会山下記念研究賞受賞．

 
研究会推薦：招待講演 (12) 人間と共生するロボット技術～介護・医療・福祉教育への適用～
[ アクセシビリティ研究会 ]

三枝　亮 （神奈川工科大学 創造工学部）
【講演概要】
本講演では，人間共生型ロボット「Lucia（ルチア）」と身体インターフェースの技術について，介護・医療・福祉教育分野への適用事例を中心に紹介します．
具体的には，ロボット・AI・インターフェースに基づく施設内の夜間見回り，遠隔存在感とコミュニケーション，歩行や手指動作のリハビリ，バイタル
計測による健康支援などについて触れます．また，産官学共同研究で見守りロボット「くるみ」を製品化した際の企業への技術移転，導入現場となるユー
ザ施設とルールを管轄する行政との連携についても紹介します．人から生きる力を引き出すためのロボットの役割や事業化におけるニーズ理解の重要性
などについて議論を深められれば幸いです．

【略歴】
2004年早稲田大学助手，2007年Istituto Italiano di Tecnologia SPD，豊橋技術科学大学特任准教授，2018年神奈川工科大学准教授．博士（工
学）．人間機械共生の研究に従事．2016 年愛知県重点研究 II 研究リーダー，2018 年厚生労働省介護ロボット事業 PC，2019 年天竜厚生
会評議員，日本女子大学非常勤講師，（株）新東工業と介護施設向け見守りロボットくるみを製品化．

 
研究会推薦：招待講演 (13) IoT でコミュニティバスをアップデートせよ！
[ 高度交通システムとスマートコミュニティ研究会 ]

鈴木　秀和 （名城大学 理工学部情報工学科）
【講演概要】
近頃，MaaS（Mobility as a Service）や自動運転バスなど，次世代移動サービスや先端技術が注目を集めています．一方，地方自治体が運営するコミュ
ニティバスでは遅延時間がわからなかったり，バス停に貼られた時刻表や路線図は劣化してほとんど見えなかったり，Society 5.0 の実現にはほど遠い現
状があります．そんなバスサービスをアップデートすべく，我々は IoT 技術とオープンデータを活用した新しいバスロケーションシステムを開発してい
ます．本講演では低コスト低容量な IoT 向け無線通信技術 LPWA と電子ペーパーを利用して運行情報を提供するスマートバス停とその応用例について
紹介します．

【略歴】
2009 年名城大学大学院理工学研究科電気電子・情報・材料工学専攻博士後期課程修了．博士（工学）．日本学術振興会特別研究員（DC2・
PD）を経て，2010 年名城大学理工学部助教．2015 年より同大学理工学部准教授および東北大学電気通信研究所共同研究員を兼務．モ
バイルネットワークやホームネットワーク等におけるネットワークアーキテクチャやプロトコルのほか，スマートコミュニティに関す
る研究に従事．IPSJ シニア会員および IEEE，ACM，電子情報通信学会各会員．

 
研究会推薦：招待講演 (14) ちょっと先の未来を見通す力：シミュレーションで実現する防災 IT 社会
[ モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム研究会 ]

廣井　慧 （名古屋大学 大学院工学研究科）
【講演概要】
「さっきまで晴れていたはずなのに突然の大雨が…」なんていう経験はありませんか？地球の気候はどんどん変化していて，驚くほど強い雨や突然の洪
水がたびたび発生する未来が現実になろうとしています．このように，変わりつつある地球に住む私たちに，ちょっと先の未来を教えてくれるシステム
が ARIA です．この講演では，夕立のような日常的な雨から，台風や洪水などの大きな災害のときまで，シミュレーション連携やデータ同化，多元デー
タフュージョンといった最新の技術を使って，街の状況を予測する ARIA の手法について紹介します． 

【略歴】
2014 年慶應義塾大学メディアデザイン研究科博士課程修了．2014 年名古屋大学未来社会創造機構特任助教．2018 年 6 月名古屋大学大
学院工学研究科助教，現在に至る．主として災害時の被害予測，防災情報システム，災害情報通信の研究に従事．2011 年名古屋市長表彰，
2017 年前田記念工学振興財団山田一宇賞等受賞．
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研究会推薦：招待講演 (15) 会話の音声言語を機械が理解する世界に向けて
[ 音声言語情報処理研究会 ]

増村　亮 （NTT メディアインテリジェンス研究所）
【講演概要】
音声認識や音声言語処理を用いた技術はここ数年の間に広く実用化が進み，音声検索等の単発話入力に対するタスクでは，実世界で使えるレベルの性能
を実現できております．これに対して，会議や電話などの会話タスクでは，複数人が登場してかつ，複数発話から構成された話し言葉の音声入力を扱う
必要があるため，性能面でまだまだ課題は多く，特に様々な情報をより精緻に考慮した音声認識や音声言語処理の仕組みが不可欠です．本発表では，会
話単位の長時間の時間方向の状況や，各発話を誰が話していたのかという情報などまで考慮した音声認識や音声言語処理について，講演者自身の最近の
研究について紹介します．

【略歴】
2011 年東北大学大学院工学研究科博士前期課程修了．2016 年東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了．2011 年日本電信電話（株）
入社．現在，NTT メディアインテリジェンス研究所特別研究員．音声認識や自然言語処理など，メディア処理の研究開発に従事．博士（工
学）．2013 年日本音響学会粟屋潔学術奨励賞，2014 年情報処理学会山下記念研究賞，2015 年言語処理学会若手奨励賞，2019 年電子情
報通信学会情報・システムソサイエティ論文賞等受賞．

 

これからの一般情報教育 why, what, how
3 月 5 日（木）9:30-12:00 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

【セッション概要】
我々を取り巻く社会と技術の変化，初等中等教育での情報教育進展の中，高等教育としての一般情報教育は，常に見直されてきた．一般情報教育委員会
では，カリキュラム標準 J17 の中で一般情報処理教育の知識体系の改定を行い，“GEBOK2017.1”を発表している．その後も，新しい知識体系普及のため，
これに基づいた教科書作成等のプロジェクトを進めてきた．本イベントでは，これからの一般情報教育 why, what, how をキーワードに，一般情報教育
の現状と将来像について報告する．また，一般情報教育として，なぜ，何を，どのように実施するのかについて，出版予定の一般情報教育教科書執筆者
をパネラーに，フロアーとともに議論を深めたい．

 司会：喜多　 一 （京都大学 国際高等教育院 教授）
【略歴】
京都大学 大学院 工学研究科 博士後期課程研究指導認定退学，工学博士，京都大学工学部助手，東京工業大学助教授，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現職，専門はシステム工学，情報教育

9:30-9:50 講演（1） 一般情報教育に求められるのは
稲垣　知宏 （広島大学 情報メディア教育研究センター 教授）

【講演概要】
一般情報教育委員会では，これからの一般情報教育について，なぜ，何を，どのように行うべきなのかについて検討を重ね，全国実態調査，海外調査，
一般情報教育モデルの構築，ルーブリックの検討，情報プレースメントテスト開発等，さまざまな活動を行ってきた．現在は，カリキュラム標準 J17 の
中で実施した全国調査等をベースに改定した一般情報処理教育の知識体系“GEBOK2017.1”をベースに，これに基づく教科書の作成，プレースメントテ
ストの開発を進めている．本講演では，一般情報教育委員会の活動成果に基づき，一般情報教育の抱える課題と最近の動向，将来へ向けた期待について，
why, what, how という形にまとめて報告する．

【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，広島
大学情報メディア教育研究センター准教授などを経て，2015 年から教授．一般情報教育の知識体系更新等に取り組んできた．主な研究
分野は情報教育，情報倫理教育，計算物理学など．情報処理学会一般情報教育委員会委員長．
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9:50-10:10 講演（2） 初等中等教育と一般情報教育の将来像
和田　勉 （長野大学 企業情報学部 教授）

【講演概要】
高等学校普通教科「情報」は 2003 年度に全国で必履修教科として開始された．その世代が大学に入学した 2006 年度には，新入生は高等学校普通教科「情
報」の内容は理解済みだという前提のもとでその上の内容の一般情報教育を準備した大学が少なくなかったが，実際に入学した学生は必ずしもそうでは
なかった．その後 2013 年度からの 2 科目選択必履修制への移行を経て状況は徐々に変化したものの，大学での新入生への一般情報教育に際して全員に
対する具体的な入学前既習事項を想定することは非現実的だという状況は，情報セキュリティに関する具体的知識などいくつかの事項を除けばそれほど
変わっていない．その中で，2022 年度からは高等学校共通教科情報科は「情報 I」が必履修で「情報 II」が選択，と変わり，またその世代が大学に入学
する 2025 年度入試の共通テストにおいて「情報 I」の試験が開始されることが期待されている．また 2020 年度からは小学校においてプログラミング教
育が必須として課され，2027 年度にはその世代が大学に入学する．このような状況の中，本会で一般情報教育委員会・情報入試委員会・初等中等教育委
員会の 3 つに所属している立場から，大学一般情報教育の近未来の姿について私なりの展望を述べる．

【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 年より長野大学講師・助教授を経て現・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 月より本会初等中等教育委員会委員長．本会一般情報教育委員会委員，情報入試委員会各委員．本会シニア会員，学
会活動貢献賞受賞．

 
10:10-12:00 パネル討論 一般情報教育 why, what, how
パネル司会：喜多　一 （京都大学 国際高等教育院 教授）

略歴・写真は「これからの一般情報教育 why, what, how」司会紹介を参照 .

パネリスト：高橋　尚子 （國學院大学 教授）
【略歴】
大学在学中に女子大初のマイコンクラブを結成 . 卒業後 , 女性 SE 第一期生として富士通入社 , 業務システムの移行や標準化に携わる . 
その後 ASCII でビジネスパソコンスクール開校 , OA インストラクタを経て , ライティング業のナウハウスとして独立 . 1995 年から大
学で非常勤講師を始め , 2007 年から國學院大學経済学部で情報教育に就き , 2016 年から全学の一般情報教育をマネジメントしている．
情報処理学会　情報教育担当理事，一般情報教育委員会副委員長，情報入試委員会委員，などを務める．

パネリスト：中鉢　直宏 （帝京大学 高等教育開発センター 講師）
【略歴】
2007 年 9 月社会理工研究科博士課程単位取得後退学，2008 年より青山学院大学附置情報科学研究センター，パートタイム職員を経て
2014 年より島根大学教育・学生支援機構教学企画 IR 室助手，2016 年より帝京大学高等教育開発センター IR 推進室助教，2018 年より
帝京大学高等教育開発センター IR 推進室講師として現在に至る．2017 年情報処理学会山下記念研究賞．情報教育及び，情報システム
教育，データリテラシーなどに興味を持つ．情報処理学会，情報システム学会，教育工学会，2018 年年度より一般情報教育 WG 委員，
2018 年年度より情報システム学会研究普及委員長・評議員

パネリスト：徳野　淳子 （福井県立大学 学術教養センター 准教授）
【略歴】
2005 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）．2005 年 東京農工大学 産官学連携・知的
財産センター 研究員．2006 年 東京農工大学 総合情報メディアセンター 特任助手．2009 年 福井県立大学 学術教養センター 専任講師，
2016 年同准教授．

パネリスト：堀江　郁美 （獨協大学 経済学部経営学科 教授）
【略歴】
1994 年津田塾大学学芸学部数学科卒業．( 財 ) 日本情報処理開発協会 ( 現一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC)) 勤務の後，
1999 年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程修了，2004 年同大学院博士課程単位取得満期退学．同年津田塾大学学芸
学部情報科学科助手を経て，2007 年より獨協大学経済学部経営学科専任講師，2010 年より同大学准教授，2019 年より同大学教授．博
士（学術）．教育支援システム，小学生のためのプログラミング教育，情報抽出，構造分析などに興味を持つ．
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SDGs の達成に向けた IT の役割
3 月 5 日（木）14:00-17:00 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

【セッション概要】
本セッションにおいては，2030 年に向け国連全加盟国が共通目標として掲げているＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けたＩＴの役割を模索す
る．ＳＤＧｓの前にはＭＤＧｓという目標が掲げられたが，その達成の障害としてラストワンマイル，マーケットアクセス，エコシステム等があげられた．
ＳＤＧｓはＭＤＧｓとは異なり先進国内の課題も含めた各国における持続可能な社会を創る取り組みであるものの，達成に向けＭＤＧｓと同様の課題を
抱えることが予測される．こうした課題を，ＩＴを用いてどのように乗り越えていけるのかを国内外でＳＤＧｓアクションを実践されている登壇者の方々
と模索していく．
司会：平本　督太郎 （金沢工業大学 ＳＤＧｓ推進センター センター長） 

【略歴】
金沢工業大学 SDG ｓ推進センター長．2015 年度末まで野村総合研究所にて経営コンサルタントとして従事．社長賞である未来創発ナ
ビゲーション賞を受賞．金沢工業大学における第 1 回ジャパン SDGs アワード内閣官房長官賞受賞に，会宝産業における第 2 回アワー
ド外務大臣賞受賞に貢献した．白山市 SDG ｓ推進本部アドバイザリーボード座長，経済産業省のＳＤＧｓビジネス関連の補助金制度
の選定委員，ジェトロ SDGs 研究会委員等を歴任．

14:00-14:20 講演（1） SDGs に向けた国連の取り組み（発展途上国におけるブロックチェーン，ドローン等）
山﨑　頼良 （国連世界食糧計画（国連 WFP） 日本事務所 政府連携担当官）

【講演概要】
国連 WFP が活動概要，活動する現場において必要とされるソリューションおよび実際の活用事例．今後，期待される技術の活用や日本企業の参入の可
能性．

【略歴】
2014 年に JPO として国連 WFP に入職．ローマ本部での財務担当官を経て，2018 年 8 月より現職．現在は主に外務省，JICA など政府
機関とのパートナーシップ構築に従事する．新たなパートナーシップ分野として外務省と日本企業連携案件にも取り組んでいる．前職
として，有限責任あずさ監査法人国際部において，グローバル展開する日本企業の法定監査および英語，中国語を伴うグローバル企業
の法定監査等に従事．国際基督教大学卒．

 
14:20-14:40 講演（2） テクノロジー (AI) が牽引する SDGs と地方創生

北野　宏明 （株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 　代表取締役社長，所長）
【講演概要】
Sony CSL は，Global Agenda に関係する活動を行っている．アフリカでの電化，ブルキナファソなどでの新たな農業パラダイムの展開など研究から世
界展開までを一気通貫で行っている．本講演では，これらの活動とその背後にある理念に関して紹介する．

【略歴】
（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所　代表取締役社長．特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構　会長．学校法
人沖縄科学技術大学院大学　教授．ソニー（株） 執行役員．ロボカップ国際委員会ファウンディング・プレジデント．国際人工知能学
会（IJCAI）会長（2009-2011）．

 
14:40-15:00 講演（3） ＩＣＴを活用した持続可能な地域づくり

山野　之義 （金沢市 金沢市長）
【講演概要】
金沢市は，「IMAGINE KANAZAWA 2030」をコンセプトに，金沢工業大学など地域の多様な主体と協働しながら，SDGs に係る取組を推進している．
昨年 12 月には，北陸一円から SDGs のステークホルダーが金沢に集結するなど，北陸地方は SDGs の活動が盛んな地域である．市民がＩＣＴを活用し，
地域課題を解決していくシビックテックも，多様な主体の協働の１つの形といえ，公共サービスや市民・企業の活動にイノベーションを起こす可能性が
あると考えている．その基盤となる「オープンデータ化」についても取組を進めており，今年度は市民等と行政の間で，データ公開，可否を議論する官
民ラウンドテーブルを市町村では初めて開催するなど，オープンガバメントを推進している．

【略歴】
1987 年 3 月 慶應義塾大学文学部 卒業．1990 年 4 月 ソフトバンク（株） 入社．1995 年 5 月 金沢市議会議員（～ 2010 年 11 月）．2010
年 12 月 金沢市長 就任（現在三期目）．〔その他役職〕2014 年 10 月～ 石川県市長会会長．2013 年 6 月～ 2014 年 6 月 全国市長会副会長．
2017 年 6 月～ 2018 年 6 月 全国市長会副会長．
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15:00-15:20 講演（4） SDGs 達成のための教育研究
大澤　敏 （金沢工業大学 学長）

【講演概要】
AI・IoT・ICT などの新しい情報技術によって社会が大きく変わろうとしています．本学では，社会の様々な問題・課題を発見し解決するプロジェクト
型実践教育に AI 等を活用することで SDG ｓの実現に向けた社会実装型の教育研究を展開しています．例えば AI ロボットが芽や葉の剪定を行い高品質
の食品を生産する植物工場，小水力発電や太陽光発電を組み合わせたクリーンエネルギーマネジメントなどのプロジェクトを進める中で，地方の課題を
解決し，それを世界に展開することで，SDG ｓが掲げる 17 の目標と誰一人取り残さない世界の実現を目指しています．

【略歴】
東京理科大学理学部化学科卒．同大学大学院理学研究科博士課程（化学）修了．マサチューセッツ大学博士研究員を経て，1996 年金沢
工業大学講師就任．助教授を経て，2004 年教授．学生部，教務部，研究部，進路部等の副部長，バイオ・化学部学部長，教務部長を経て，
2015 年副学長．2016 年金沢工業大学学長に就任．専門分野は高分子化学，工学教育．学長就任以来，イノベーション創出に向けた「世代・
分野・文化を超えた共創教育」を推進し，全国進路指導教諭が選ぶ「面倒見が良い大学」（大学通信調べ）として調査開始以来 14 年連
続第 1 位の評価を受けている．2017 年 12 月には第 1 回「ジャパン SDG ｓアワード」内閣官房長官賞を受賞．

 
15:20-17:00 パネル討論 SDGs の達成を IT がどのように促していくのか ?

【討論概要】
ＳＤＧｓの達成に向け，テクノロジーが果たす役割のうち，最も重要な役割は何か？テクノロジーの発展がなければ，どのような課題が解決できずに残っ
てしまうか？について討論します．ヒト・モノ・カネといったリソースが揃っているという前提において，ＳＤＧｓの達成のために今すぐに活用できる
技術やその使い方は何か？課題解決のためにテクノロジーを用いる時にテクノロジーの機能を最大限に引き出すために気を付けなければいけないことは
何か？ＭＤＧｓ達成の障害として挙げられたラストワンマイル，マーケットアクセス，エコシステムという概念は，テクノロジーの発展により解決・実
現可能なのかどうか？等，議論しながら，SDG ｓテクノロジーによる持続可能な社会の創造を実現するためには，今後どのような教育が必要となってく
るのか？についての考えを紐解いていきます． 
パネル司会：平本　督太郎 （金沢工業大学 ＳＤＧｓ推進センター センター長）

略歴・写真は「SDGs の達成に向けた IT の役割」司会紹介を参照 .
パネリスト：山﨑　頼良 （国連世界食糧計画（国連 WFP） 日本事務所 政府連携担当官）

略歴・写真は講演（1）「SDGs に向けた国連の取り組み（発展途上国におけるブロックチェーン，ドローン等）」を参照 .

 北野　宏明 （株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所　代表取締役社長，所長）
略歴・写真は講演（2）「テクノロジー (AI) が牽引する SDGs と地方創生」を参照 .

 山野　之義 （金沢市 金沢市長）
略歴・写真は講演（3）「ＩＣＴを活用した持続可能な地域づくり）」を参照 .

 大澤　敏 （金沢工業大学　学長）
略歴・写真は講演（4）「SDGs 達成のための教育研究）」を参照 .

 

～コンピュータパイオニアが語る～「私の詩と真実」
3 月 6 日（金）9:30-11:30 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

【セッション概要】
情報処理学会歴史特別委員会ではオーラルヒストリのインタビューを進めているが，大先輩のお話は毎回大変示唆に富み印象的なので，これを広く会員
の方々，特に若い世代の会員に直接お聞かせ出来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
講演会を企画した．なお本講演会は第 70 回大会から開催しており今回が第 13 回目となる．
司会：発田　弘 （沖コンサルティングソリューションズ株式会社 フェロー） 

【略歴】
1963 年東京大学工学部電子工学科卒業．同年日本電気（株）入社．2002 年日本電気（株）退職．同年沖電気工業（株）入社．現在，
沖コンサルティングソリューションズ（株）フェロー．1990 年～ 1991 年度本会理事，1994 年～ 1995 年度本会監事，1999 年～ 2000 年
度本会副会長，2006 年歴史特別委員会委員長，現在に至る．2001 年功績賞，2002 年フェロー，2005 年名誉会員．

9:30-10:30 講演（1） デジタル社会との出会い
細野　昭雄 （株式会社アイ・オー・データ機器 代表取締役会長）

【講演概要】
ラジオの組み立てが趣味だった少年時代．創業2年目のウノケ電子工業での高校時代のアルバイトがきっかけで，当時未開のコンピューターに興味を持ち，
そのまま就職．この出会いと決断が人生の転機となった．その後，金沢工業大学やベンチャーにて，コンピューター開発にのめり込む．しかし，事業が
成長するに従って，単調な量産体制への疑問から，コンピューターを活用しユーザの悩み事を解決することを理念に，周辺機器専業メーカーであるアイ・
オー・データ機器を起業．PC からスマホやクラウドに移り行く中でも，その変わらぬ想いについて述べたいと思う．

【略歴】
1944 年石川県金沢市生まれ．1962 年石川県立工業高等学校電気科を卒業し，ウノケ電子工業（現（株）PFU）に入社．1965 年金沢工
業大学の情報センター職員，1970 年（株）バンテック・データ・サイエンス（現（株）NTT データ NJK）勤務を経て，1976 年（株）
アイ ･ オー ･ データ機器を設立，代表取締役社長に就任．同社を経営する傍ら（社）石川県情報システム工業会の会長（現顧問）を務
め，地元 IT 産業の育成に尽力．2017 年 ICT 分野の研究者・ベンチャーの育成支援と地域スポーツ振興を目的にする公益財団法人 I-O 
DATA 財団を設立．2017 年 9 月（株）アイ ･ オー ･ データ機器代表取締役会長に就任．
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10:30-11:30 講演（2） 想定外の大展開 ＝直感を大切に＝
喜連川　優 （国立情報学研究所 所長／教授）

【講演概要】
70 年代の末，東大大型計算機センターにＣＯＢＯＬのボリュームを始めて作って頂きＶＳＡＭをいじった．ＣＲＡＹに代表されるスパコンが花盛りの時
代に，事務データ処理言語ＣＯＢＯＬに興味をもつ研究者などいなかった．ほどなく，関係データべースや，ウェブが生まれた．巨大なテキストデータ
を対象にサーチエンジンが一世を風靡し，加えて，オバマ政権下でビッグデータが大きなブームとなった．データが中心となる情報爆発時代である．更に，
今日，ＡＩの燃料としての実世界データが最も重要な企業アセットと見做されるに至っている．この大きなデータの流れを振り返りながら，そもそもＩ
Ｔの世界において研究者が持つことが望まれる視座について考えてみたい．

【略歴】
国立情報学研究所所長，東京大学生産技術研究所教授．1983 年東京大学大学院博士課程修了．情報処理学会会長（2013–2015 年），日
本学術会議情報学委員長（2014-2016 年）などを務める．データベース工学の研究に従事．ACM SIGMOD E. F. Codd Innovations 
Award，電子情報通信学会功績賞，情報処理学会功績賞，全国発明表彰「21 世紀発明賞」，C&C 賞などを受賞．2013 年には紫綬褒章，
2016 年にはレジオン・ドヌール勲章を受賞．ACM，IEEE，電子情報通信学会，情報処理学会フェロー．

 

パネル討論「情報社会の未来を拓く情報処理学会：情報技術と学会の過去，現在，未来」
3 月 6 日（金）12:40-14:20 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

【セッション概要】
情報処理学会歴代会長によるパネル討論
司会：江村　克己 （現会長） 

【略歴】
1982 年光通信技術の研究者として NEC へ入社．製品企画部門での経験や NEC 知財部門のトップを経て，2010 年に中央研究所を担当
する執行役員へ就任．取締役 執行役員常務兼 NEC の技術部門を統括する CTO（チーフテクノロジーオフィサー）を担い，2019 年 4
月から取締役 NEC フェロー就任，同年 6 月から NEC フェロー．1987-1988 米国 Bellcore 客員研究員．工学博士（東大）．
東京大学大学院工学系研究科修士課程　修了．

パネリスト（1） 古川　一夫 （第 26 代会長）
【略歴】
1971 年 4 月（株）日立製作所入社，2006 年 4 月代表執行役執行役社長，2011 年 10 月新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長，この間，
2007 ～ 2009 年社団法人日本経済団体連合会副会長，2011 年～ 2013 年一般社団法人情報処理学会会長，2016 年～ 2018 年 第 30 回国際
情報オリンピック日本大会組織委員会委員長．現在，情報処理学会名誉会員，フェロー．

 
 パネリスト（2）白鳥　則郎 （第 25 代会長）

【略歴】
1990 年　東北大学工学部教授．2010 年　東北大学定年退職． 同年，同大学名誉教授・客員教授． 2012 年早稲田大学国際情報通信研
究科教授． 2017 年　中央大学研究開発機構　機構教授． 情報処理学会会長 (2009-2011)．2009 年　平成 21 年度文部科学大臣表彰 科学
技術賞「研究部門」． 2016 年　平成 28 年度「情報化促進貢献個人等表彰」文部科学大臣賞．情報処理学会名誉会員．電子情報通信学
会名誉員．日本工学会フェロー． IEEE Life Fellow． IEEE Sendai Section Chair(2010-2011)．

 
 パネリスト（3）喜連川　優 （第 27 代会長）

【略歴】
国立情報学研究所所長，東京大学生産技術研究所教授．1983 年東京大学大学院博士課程修了．情報処理学会会長（2013–2015 年），日
本学術会議情報学委員長（2014-2016 年）などを務める．データベース工学の研究に従事．ACM SIGMOD E. F. Codd Innovations 
Award，電子情報通信学会功績賞，情報処理学会功績賞，全国発明表彰「21 世紀発明賞」，C&C 賞などを受賞．2013 年には紫綬褒章，
2016 年にはレジオン・ドヌール勲章を受賞．ACM，IEEE，電子情報通信学会，情報処理学会フェロー．
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情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－
3 月 7 日（土）10:30-12:00 第 1 イベント会場（6 号館 334 多目的ホール）

【セッション概要】
現在，我が国の情報学分野における高校生のトップ才能は，自信をもって世界トップクラスと言える．実際，高校生が参加する情報オリンピックでは常
にトップ 5 をキープしている．しかしながら，我が国における情報学分野のエリート研究者養成は，高校年代で世界トップクラスの才能を多数抱えてい
るにもかかわらず，高校，高専，大学，そして大学院と連携・接続がない状況である．このような状況を鑑みて，高校年代の情報学分野のトップ才能と，
大学・大学院のエリート研究者との接続を行い，さらに日本を代表する情報学分野の研究者との共同研究の場を提供するための施策について議論する．
全体司会：岡部　寿男 （京都大学 教授） 

【略歴】
1988 年京都大学大学院工学研究科修士課程修了，京都大学博士 ( 工学 )．2002 年より現職．インターネット技術，並列・分散システム
とアルゴリズム，ネットワークセキュリティなどの研究に従事．2018 年より本会副会長．

10:30-10:40 講演 (1) グローバルサイエンスキャンプ（GSC）と「情報科学の達人」育成官民協働プログラムについて
日紫喜　豊 （国立研究開発法人科学技術振興機構 理数学習推進部 能力伸長グループ調査役）

【講演概要】
JST の次世代人材育成事業グローバルサイエンスキャンプ（GSC）では，将来グローバルに活躍しうる傑出した科学技術イノベーション人材を育成する
ことを目的としています．本講演では GSC の概要と，高校段階から世界で活躍するトップレベル IT 人材育成を図る「情報科学の達人」育成官民協働プ
ログラムの趣旨について述べる．

【略歴】
1989 年一橋大学法学部卒，民間企業を経て JST（旧 JRDC）に入社．総務部，基礎研究推進部，文部科学省出向，地域事業推進室，理
数学習支援部，研究開発戦略センター等を経て現職．

 
10:40-11:10 講演 (2) 情報学分野の若手トップ研究者育成プログラムの展望

河原林　健一 （国立情報学研究所 教授・副所長）
【講演概要】
講演者は，現在，高校生・高専生のトップ才能（情報オリンピック経験者など）が，日本のトップ研究組織で研究遂行を行うプログラム「情報科学の達
人」と，大学院生，そして若手研究者対象の ACT － X「数理・情報のフロンティア」の総括を行っている．本講演では，これらのプログラム（特に前者）
を通して，10 年間でどのように数多くのトップ研究者を育成していくか？　を講演する予定である．

【略歴】
1998 年慶応大学理工学部卒，2001 年慶応大学理工学研究科後期博士課程修了（理学博士）．2003 年東北大学情報科学研究科助手，2006
年国立情報学研究所助教授，2009 年より同教授，2019 年より同副所長．現在ビッグデータ数理国際センター長，および JST ACT-X「数理・
情報のフロンティア」の総括．離散数学，アルゴリズム，理論計算機科学から AI, データマイニングの研究に従事．2008 年度 IBM 科学賞，
2012 年度日本学術振興会賞，日本学士院学 術奨励賞．SODA’13 Best paper. 

 
11:10-12:00 パネル討論 情報科学の達人の育成に向けて

【討論概要】
GSC「情報科学の達人」プログラムでは，世界のトップクラスの数学理解，アルゴリズム理解，プログラミング・ソフトウェア開発能力等を持つ高校生・
高専生に，最先端の情報学研究に触れてもらい，さらに受講生自身が日本の情報学分野のトップクラスの若手研究者と共同研究を行う．そして，このよ
うな共同研究を通して，情報学分野の世界のトップクラスにたどり着ける道を受講生に提供するよう試みる．本パネル討論では，このプログラムを共同
で実施する国立情報学研究所，情報オリンピック日本委員会ならびに情報処理学会それぞれの立場から，このプログラムへの期待と実施にむけての取り
組みについて述べる． 
パネル司会：岡部　寿男 （京都大学 教授）

略歴・写真は「情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－」司会紹介を参照 .
パネリスト：河原林　健一 （国立情報学研究所 教授・副所長）

略歴・写真は講演（2）「情報学分野の若手トップ研究者育成プログラムの展望」を参照 .
パネリスト：筧　捷彦 （特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会 理事長／早稲田大学 名誉教授）

【略歴】
1970 年東京大学大学院卒業後，同校助手，立教大学助教授などを経て 1986 年早稲田大学理工学部（現，基幹理工学部）教授に就任，
2016 年には同校名誉教となる．情報処理技術の標準化と情報教育推進に注力し，ACM-ICPC 日本 ICPC Board 議長，パソコン甲子園
プログラミング部門審査委員長など，多数コンテストの委員経験をもつ．U-22 プログラミング・コンテストには 2015 年より審査委員
長として関与，現在は情報オリンピック日本委員会理事長，情報科学国際交流財団理事長なども兼任する． 

パネリスト：高橋　尚子 （國學院大学 教授）
【略歴】
大学在学中に女子大初のマイコンクラブを結成 . 卒業後 , 女性 SE 第一期生として富士通入社 , 業務システムの移行や標準化に携わる . 
その後 ASCII でビジネスパソコンスクール開校 , OA インストラクタを経て , ライティング業のナウハウスとして独立 . 1995 年から大
学で非常勤講師を始め , 2007 年から國學院大學経済学部で情報教育に就き , 2016 年から全学の一般情報教育をマネジメントしている．
情報処理学会　情報教育担当理事，一般情報教育委員会副委員長，情報入試委員会委員，などを務める．
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DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025 年の崖」をどう超えるか
3 月 5 日（木）9:30-12:00 第 2 イベント会場（23 号館 218）

【セッション概要】
経済産業省は，2018 年 9 月に報告書「DX レポート～ IT システム『2025 年の崖』の克服と DX の本格的な展開～」を公開し，2019 年 4 月には「攻めの
IT 経営銘柄 2019」「IT 経営注目企業 2019」を発表し，国内外の産業界から反響を呼んでいる．産官学よりパネリストが登壇し，DX の実現への問題認識，
課題と解決策，情報処理学会として目指すべき方向性について議論する．

9:30-12:00 DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025 年の崖」をどう超えるか
【討論概要】
経済産業省は，2018 年 9 月に報告書「DX レポート～ IT システム『2025 年の崖』の克服と DX の本格的な展開～」を公開し，2019 年 4 月には「攻めの
IT 経営銘柄 2019」「IT 経営注目企業 2019」を発表し，国内外の産業界から反響を呼んでいる．産官学よりパネリストが登壇し，DX の実現への問題認識，
課題と解決策，情報処理学会として目指すべき方向性について議論する． 

パネル司会：位野木　万里 （工学院大学 情報学部コンピュータ科学科 教授）
【略歴】
工学院大学情報学部コンピュータ科学科教授．日本学術会議 連携会員．1991 年（株）東芝入社以降ソフトウェア工学の研究に従事．
2008 年早稲田大学大学院理工学研究科情報・ネットワーク専攻博士課程修了．2014 年より工学院大学，博士（工学）．

パネリスト：青山　幹雄 （南山大学 理工学部ソフトウェア工学科 教授）
【略歴】
1980 年岡山大学大学院修士課程修了．博士 ( 工学 )．1980 年～ 1995 年富士通（株）でソフトウェア開発と管理に従事．イリノイ大学客
員研究員などを経て 2001 年から現職．要求工学，ソフトウェアアーキテクチャなどの技術を，デジタルビジネス，機械学習ソフトウェ
ア，自動車ソフトウェアなどの開発を対象に研究，教育を行っている．2018 年経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向け
た研究会」座長．

パネリスト：和泉　憲明 （経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア産業戦略企画官）
【略歴】
静岡大学情報学部・助手，産業技術総合研究所 ( 産総研 ) サイバーアシスト研究センター・研究員，( 産総研 ) サービス工学研究センター・
研究チーム長，( 産総研 ) 情報技術研究部門・上級主任研究員などを経て 2017 年 8 月より現職．博士 ( 工学 )( 慶應義塾大学 )．その他，
これまで，東京大学大学院・非常勤講師，北陸先端科学技術大学院大学・非常勤講師，大阪府立大学・文書解析・知識科学研究所・研究員，
先端 IT 活用推進コンソーシアム (AITC) 顧問などを兼務．

パネリスト：上之薗　孝之利 （エーザイ株式会社 ICT ビジネスソリューション部 部長）
【略歴】
1994 年エーザイ（株）入社後，同社の川島工場（岐阜県）製剤部で医薬品の最終包装工程，本社購買部における医薬品原材料調達業務
や生産物流本部における生産計画業務等を担当． 2007 年 10 月から経営計画部門で同社の各事業や機能の損益管理担当等を経て，2015
年 10 月より現組織（ICT ビジネスソリューション部）において，日本・アジア各国におけるシステム戦略策定，開発・維持管理の責
任者を担う．

パネリスト：坂田　祐司 （株式会社ＮＴＴデータ 技術革新統括本部）
【略歴】
1996 年東京大学大学院工学系研究科材料学科博士前期課程修了．同年 NTT データ通信（株）（現，（株）NTT データ）入社．プログ
ラム解析，システムモダナイゼーションに関する研究に従事．

はじめての人文情報学：情報処理技術で文化資料の分析に挑戦しよう！
3 月 6 日（金）9:30-11:30 第 2 イベント会場（23 号館 218）

【セッション概要】
考古学，人類学，歴史学，地理学，文学，言語学，絵画，音楽，ポップカルチャーを含む人文学における課題の解決に情報処理技術を活用する「人文情報学」
について，研究シーズ発掘中の研究者（特に若手研究者）を対象としたチュートリアルを行う．データセット，情報処理技術，成果発表の場，異分野と
の共同研究の実践などを紹介しながら，若手研究者が，今保有している情報処理技術を生かして，新たな研究分野に挑戦するために役立つ基礎的な情報
を提供する．近年，古文書史料の「くずし字」をディープラーニングで認識する自動テキスト化の研究や，市民がくずし字を学びながら協力してテキス
ト化を進めるクラウドソーシングの研究など，人文学における資料の分析に情報処理技術を活用する研究が新たな展開を見せている．「IT が人をより幸
せにする」未来で重要な役割を果たす人文情報学に触れ，新たな研究に挑戦する契機としていただきたい．
司会：阪田　真己子 （同志社大学 文化情報学部 教授） 

【略歴】
神戸大学大学院総合人間科学研究科博士課程修了．博士（学術）．（株）ATR 知能映像通信研究所，福島学院大学を経て 2005 年より現
所属．専門は認知科学（身体メディア論，身体表現論）．日本舞踊，漫才といった芸能のデジタルアーカイブ研究に従事．情報処理学会，
日本認知科学会，舞踊学会等に所属．
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司会：松村　敦 （筑波大学 図書館情報メディア系 助教） 
【略歴】
1992 年東北大学理学部物理学科卒業．1997 年同大学大学院理学研究科 博士課程修了．博士 ( 理学 )．現在，筑波大学図書館情報メディ
ア系助教．履歴を活用した情報検索システム，子どもに対する絵本推薦システムの研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，日
本データベース学会，日本教育工学会，情報知識学会，日本知能情報ファジィ学会，Japanese Association for Digital Humanities 各会員．

講演 (1) 活用可能な人文学のデータセット
後藤　真 （国立歴史民俗博物館 准教授）

【講演概要】
情報学で利用可能な人文学のデータについて紹介します．最近は，ディープラーニングによるくずし字解読が，一つのホットトピックになっていますが，
もととなるデータはこれだけではありません．私からは，情報学の研究で使えそうな，人文学のデータ群などの紹介をしていきます．技術的にはどのよ
うな可能性があるのか，人文学とのコラボレーションによる新たな研究成果につなぐ資料はあるのか，未知な資料を皆様に見つけてもらえれば幸いです．

【略歴】
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館准教授．大阪市立大学大学院文学研究科修了，日本学術振興会特別研究員（PD），花園大学専任
講師，人間文化研究機構本部特任助教を経て，2015 年より現職．専門は人文情報学・歴史情報学．特に歴史資料の大規模なデジタル化
とそのための情報発見技術，現物資料との関係などについて研究を行う．また，人文系の研究力評価などにも携わっている．博士（文学）

 
講演 (2) 人文学を支える情報処理技術

山田　太造 （東京大学 史料編纂所）
【講演概要】
人文学のデータは人文学研究者だけではなく，理工系の研究者，さらには人文学および人文学データに興味をもつ一般にも利用されつつある．たとえば
古文書等でのくずし字では，情報源となる古文書画像とその目録の管理，古文書画像からの文字画像の切り出し，文字画像に対する文字データの生成，
管理・検索システムの構築，AI・機械学習を用いた古文書の自動読解への利用，といったデータの生成・管理・利用・分析を行う上では情報技術導入が
欠かせない．このような情報技術について紹介する．

【略歴】
2005 年総合研究大学院大学複合科学研究科修了．博士（情報学）．2005 年国立情報学研究所特任研究員，2007 年東京大学史料編纂所特
任助教，2010 年人間文化研究機構本部特任助教を経て 2013 年より現職．日本史史料を対象とした情報抽出・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．情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会主査（2017-2019），同論文誌編集委員会知能グルー
プ委員（2018-），同副査（2019-）等を務める．

 
講演 (3) 研究成果の発表：学術誌と国際会議の動向

永崎　研宣 （人文情報学研究所 人文情報学研究部門 主席研究員）
【講演概要】
国内で人文情報学の成果発表の場と言えば，当学会の人文科学とコンピュータ研究会 (SIGCH) がまず挙げられます．年間で研究会 3 回と査読付きシンポ
ジウムを 1 回開催して研究発表の場を提供し，このところは隔年で情処論文誌での研究会特集も刊行されています．他にも関連する国内論文誌はいくつ
かあります．海外では，国際デジタルヒューマニティーズ学会連合（ADHO）がオックスフォード大学出版局より論文誌を刊行する他，オープンアクセ
ス誌として様々な論文誌が刊行されています．国際会議は ADHO が年次総会を開催し 2021 年には東京でアジア初開催となる他，ADHO 傘下の各学会
が世界各地で年次国際会議を開催しています．TEI や IIIF 等，個別の関連規格・技術に関する会議も情報交換等には有益です．本講演では，こういった
成果発表の場を紹介しつつ，その選び方についてもお話しします．

【略歴】
2000 年，筑波大学大学院博士課程哲学・思想研究科単位取得退学．博士（関西大学・文化交渉学）．東京外国語大学 AA 研 COE 研究員，
山口県立大学国際文化学部助教授等を経て現所属の法人設立に参画．各地の大学研究機関で人文情報学の共同研究を行ってきた．情報
処理学会論文誌編集委員，日本印度学仏教学会常務委員情報担当，日本デジタル・ヒューマニティーズ学会議長，TEI Consortium 理
事等を務める．著書に『日本の文化をデジタル世界に伝える』（樹村房，2019 年）など．

 
講演 (4) 異分野との共同研究の実践

鹿内　菜穂 （亜細亜大学 講師）
【講演概要】
人文情報学の研究者，また情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会会員の研究者は，人文科学が専門で情報技術を活用する者，情報学が専門で文学・
歴史・考古・音楽・舞踊など資料にアプローチする者，それ以外の学問分野が専門である者など，研究者としてのバックグラウンドは異なり様々です．
しかし，共通して，人文科学に関連する情報資源の記録・蓄積・提供や人文科学の課題に対する情報技術の開発などに関心を持ち，活発に活動してきま
した．本講演では，どのようにして異分野の人々と出会うのか，異分野との共同研究の実践例，そして異分野の方々と協働することの難しさと面白さに
ついて情報提供したいと思います．

【略歴】
立命館大学大学院理工学研究科修了．博士（工学）．日本学術振興会特別研究員（DC2），日本女子大学助教を経て，現在，亜細亜大学講師．
専門は認知科学，身体教育学，スポーツ科学．舞踊動作の知覚・認知，舞踊における表現者と鑑賞者／観客の相互作用，日本舞踊のデ
ジタル・アーカイブ，ヨガによる心身への影響，バレエ学生のメンタルトレーニングについて研究を行っている．情報処理学会人文科
学とコンピュータ研究会主査（2019-）．
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講演 (5) 人類の文化への扉を開く人文情報学
北本　朝展 （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】
最新の情報技術によって人類の文化への扉を開く．人文情報学はそんな夢のある研究テーマに挑むことができる研究分野です．例えば，日本のくずし字
を機械学習で自動認識し検索可能にする研究により，千年に及ぶ日本の文字文化への扉が開かれつつあります．このように人類の文化への扉を開くには，
どんな情報技術が必要でしょうか．デジタル化から画像認識，情報抽出，情報検索まで，単体のアルゴリズムの精度を競うだけでなく，これらを総合す
ることで価値ある知識が得られるかという視点を忘れずに研究を進めるところに，人文情報学研究の醍醐味があります．世界各地で生まれつつある人文
学ビッグデータの分析を通して，人類とは，文化とは何かという謎に迫っていく．そんな挑戦への参加者をお待ちしています．

【略歴】
1997 年東京大学工学系研究科電子工学専攻修了．博士（工学）．現在，情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 
人文学オープンデータ共同利用センター センター長，国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授，総合研究大学院大学 情報学専
攻 准教授．データ駆動型サイエンスを人文科学や地球科学，防災などの分野で幅広く展開する．文化庁メディア芸術祭アート部門審査
委員会推薦作品，山下記念研究賞などを受賞．オープンサイエンスの展開に向けた超学際的研究コラボレーションにも興味を持つ．

 

IoT に関する国際標準化動向と日本の取組み
3 月 6 日（金）12:40-15:10 第 2 イベント会場（23 号館 218）

【セッション概要】
IoT の導入が進み，これまでネットワークとは無縁だった私たちの身近にあるものもネットワークに接続されるようになり，私たちの生活が大きく変わ
り始めています．このようにさまざまなものがネットワークにつながることによって新たな価値を生み出すことが期待されていますが，現在導入が進ん
でいるシステムは既存の技術の上に実装されているものがほとんどだと思われます．IoT には一般の IT システムでは特別考慮されていない条件などが
あり，今後の幅広い導入に向けては，これらに対応した IoT により適したシステムの実現が望まれます．本セミナーでは，IoT の実装が進むなか，これ
らに関する国際標準化における日本の取組みを解説します．
司会：伊藤　智 （( 国研 ) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター 電子・情報・機械システムユニット長） 

【略歴】
筑波大学にて博士号を取得．日立製作所にて計算機利用技術に関する研究に従事．2002 年から産総研にてグリッド，グリーン IT，ク
ラウド等の産業分野への応用研究，および研究マネージメントに従事．2013 年 6 月から現在まで 6 年間情報処理学会標準化担当理事と
して ISO/IEC JTC 1 国内対応を行う情報規格調査会技術委員会委員長を務める . 2017 年から NEDO にて技術戦略立案に従事 .

12:40-13:00 講演 (1) IoT, スマートシティのデジュール国際標準化動向
櫻井　義人 （合同会社　国際さくらコンサルティング 代表社員（社長））

【講演概要】
IoT 及び，それに関連するデジュール国際標準化機関 (ITU-T, ISO，IEC 等 ) の標準規格策定の現状と活用の方向性についての報告である．IoT 関連の標
準化は，いわゆる ID ( 識別子：Identifier) の規格化と，その ID を電子的に扱うことができる RFID (radio frequency identifier) の規格化から始まったと
言える．その動きは 2006 年頃から始まり，センサーネットワーク，IoT，スマートシティへと領域は広がっていった．特にスマートシティは，IoT の活
用がその実現手段と考えられており，IoT 標準の応用先として捉えるべきである．

【略歴】
1980 年早稲田大学・理工学部・電気工学科卒業．同年（株）日立製作所入社．通信機器の開発設計に従事，広帯域交換機，光交
換機，移動体基地局等の開発に関わるとともに，ITU（国際電気通信連合）のテレコム展示会への出展，通信関連国際学会（ICC，
GLOBECOM 等）での講演も行う．1999 年より総務省国際部門対応，ITU 窓口等を務め，同時に日立グループ全社の国際標準化活
動とりまとめに従事．2017 年 9 月定年退職．同年 12 月国際標準化コンサルタント会社「合同会社さくらコンサルティング」を起業．
2020 年現在同社代表社員．

 
13:00-13:20 講演 (2) 国際標準化動向と日本の取組み

林　巧 （経済産業省）
【講演概要】
標準とは何かを身の回りの例を使って簡単に説明したあと，国際標準と国際標準化活動のしくみを概説，そして，昨今の国際標準をめぐる環境の変化と
最近の動向に触れ，ダイナミックに変化する国際情勢とその中で日本が進むべき方向性，経済産業省の取り組みについてお話します．

【略歴】
埼玉大学大学院理工学研究科物理専攻修了（修士），山武ハネウエル（現アズビル）へ入社．18 年間産業用近接センサの開発を担当し
た後，アズビルヨーロッパのドイツ支社に 6 年半駐在し現地スタッフとビジネスの立ち上げを経験．2019 年 4 月から国際標準を学び，
2019 年 7 月より経済産業省国際電気標準課へ出向．
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13:20-13:40 講演 (3) ISO/IEC JTC 1 における標準化動向
河合　和哉 （情報処理推進機構）

【講演概要】
情報技術 (Information Technology) の標準化は，国際標準化機構 (ISO) と国際電気標準会議 (IEC) の合同委員会である JTC 1 が担当しています．IoT の標
準化は第 41 分科委員会 (SC41) が担当しており，現在，日本からはこの SC41 に 3 件のプロジェクトを提案して規格開発を積極的に推進しています．本
企画では，この日本提案のプロジェクトについて，プロジェクトエディタを担当している 3 名を講師に迎えて，その概要を報告します．本講演では，各
プロジェクトの紹介に先立って，JTC 1 と SC41 における標準化活動の最新動向を紹介します．

【略歴】
1987 年横浜国立大学大学院工学研究科電子情報工学専攻修了．同年松下通信工業（株）入社 .2019 年より（独）情報処理推進機構．
2005 年より 2013 年まで 3rd Generation Partnership Project (3GPP) にて標準化活動に従事．2008 年より（一社）情報処理学会情報規
格調査会にて ISO/IEC JTC 1 の標準化活動に参画．2008 年より SC31( 自動認識技術 ) 専門員会 WG6 主査，2011 年より SC31 専門委員
会委員長．2017 年より SC41(IoT と関連技術 ) 専門委員会委員長．また，2014 年より情報規格調査会副委員長．

 
13:40-14:10 講演 (4) IoT における信頼（trustworthiness）とその国際標準化

山田　朝彦 （( 国研 ) 産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター 招聘研究員）
【講演概要】
IoT システムは，一般的に，システムオブシステムズやエコシステムであり，全体の管理主体がなく，部分の管理主体も定常的ではない．また，IoT シ
ステムは，セキュリティ攻撃の対象になり易い傾向にある IoT デバイスが多数サイバー空間につながっている．その結果，IoT システムのセキュリティ
の構築・維持は，複雑であり，容易ではない．また，IoT システムの適用分野は製造現場から家庭生活に及ぶため，セキュリティだけでなく，セーフ
ティやプライバシーへの対応も重要であり，それらの相互関係は複雑である．IoT の分野では，セキュリティ・セーフティ・プライバシーなどを併せて，
trustworthiness と定義している．SC 41 における trustworthiness に関わる国際標準化の状況を報告する．

【略歴】
1986 年（株）東芝入社以来，言語処理系，システムのセキュリティ開発に従事．2005 年以降，ISO/IEC JTC 1/SC 27（情報セキュリ
ティ）及び SC 37（バイオメトリクス）で両分野に跨る国際標準の編集者を担当．2014 年度から 3 年間，産業技術総合研究所で，バイ
オメトリクス製品のセキュリティ評価の経済産業省事業を実施．2017 年度から 2 年間，情報処理推進機構で，SC 41（IoT と関連技術）
の IoT trustworthiness の構築・維持プロセスのプロジェクト編集者を担当．

 
14:10-14:40 講演 (5) IoT における相互運用性とその国際標準化

山下　蘭 （株式会社　東芝 研究開発センター 主任研究員）
【講演概要】
IoT(Internet of Things) では，様々なモノとシステムをネットワークで接続し，情報交換することにより新たなサービスの提供や価値の創造を実現する．
異なるシステムを相互接続する複合型システムや，モノとシステム双方で相互接続する際に，相互運用性（Interoperability）が確保されていることが大
前提となり，相互運用性は IoT の標準化の重要課題である．本講演は，IoT 相互運用性の自動実現技術と国際標準化について紹介する．

【略歴】
（株）東芝・研究開発センターに従事．情報工学修士．オントロジー，モデルベース設計とシステム開発，データ相互運用の研究開発に従事．
ISO 及び IEC 国際標準開発活動を推進．2012 年 IEC 1906 賞を受賞．2014 年スマートグリッド共通情報モデル国際標準（IEC62656-3 
IS）開発プロジェクトリーダー．2017 年より IEC SC3D 国際議長．2018 年より ISO/IEC JTC1/SC41(IoT) エキスパート．IoT 相互運
用性関連国際規格開発に参画し，ISO/IEC 21823-4 (Syntactic interoperability) 提案とプロジェクトエディター．IEEE 会員．

 
14:40-15:10 講演 (6) ユースケースの分析に基づく IoT プラットフォーム（IoT DEP）とその国際標準化

横谷　哲也 （金沢工業大学　工学部　電気電子工学科 教授）
【講演概要】
多様な IoT のサービスやそれを実現するための技術が広く議論されている．特に，国際標準化機関においては，標準化策定後の普及も視野に入れて活発
に議論されている．この中で幾つかの国際標準化機関では，実際の導入を意識したユースケースの収集と分析及びそれに基づく要求条件の抽出が行われ
ている．本講演では，最初に IoT に関する国際標準化のユースケースの収集及び分析について状況を報告する．特に，講演者が参加している ISO/IEC 
JTC1/SC41 に焦点を充てる．次に，それらのユースケースの分析を通じて得られる要求条件について述べる．更に，その要求条件を満たすコンセプトと
して現在 ISO/IEC JTC1/SC41 に日本が提案している IoT Data Exchange Platform (IoT DEP) と呼ばれる IoT プラットフォームについて紹介する．こ
のプラットフォームは，既存のインタネットインフラストラクチャ上で IoT サービス特有の大量の微小なパケットに効率的な転送を実現する．本報告で
は，この IoT DEP の機能構成及び運用形態について述べる．更に，今後の国際標準化のプロセスについても触れる．

【略歴】
1987 年　東京理科大学大学院　理工学研究科　情報科学専攻　修士課程了　同年　三菱電機（株）入社．同社情報技術総合研究所に
て高速 LAN，光アクセスシステム，ホームネットワークの研究開発に従事．また，関連分野の国際標準化を推進する．IEEE802, ISO/
IEC JTC1/SC6, ITU-T SG15 等の活動に参加．同研究所課長，部長職を経て，2012 年　同社開発本部開発業務部で国際標準化・産学官
連携推進グループマネージャー．2015 年　金沢工業大学　工学部　教授として着任．以来，IoT システムの研究・教育・国際標準化に
従事．現在，ISO/IEC JTC1/SC41 に参加し，プロジェクトエディタを務める．
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激変！情報入試を取り巻く環境
3 月 7 日（土）9:30-12:00 第 2 イベント会場（23 号館 218）

【セッション概要】
高校の情報科の新学習指導要領が 2022 年から適用される．それに応じて 2025 年度大学入学共通テストにおいて情報Ⅰ，情報Ⅱの入試がはじまる可能性
があり，大学入試において「情報Ⅰ」の採用の拡大が期待されているように，情報入試を取り巻く環境は大きく変わりつつある．本セッションでは，まず，
すでに情報入試を実施している大学から，導入の経緯，実際の状況，課題，今後の展望について報告し，引き続き，大学入試センターでの取り組み状況
について報告する．最後に，パネル討論を通して，参加者との間で意見交換を行う．
司会：角田　博保 （情報処理学会情報入試委員会委員長・東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師） 

【略歴】
1974 年東京工業大学理学部情報科学科卒業．1976 年同大学院修士課程修了．1981 年同大学院博士課程単位取得退学．1982 年電気通信
大学計算機科学科助手．1990 年同大学情報工学科講師，1992 年助教授，2007 年准教授，2016 年定年退職．理学博士．計算機システム
のヒューマンインタフェース，教育支援システム，文字列処理等に興味を持つ．情報処理学会情報入試委員会委員長．ACM 会員．

9:30-9:40 趣旨説明

9:40-10:10 報告（1） 情報入試の実施例：京都産業大学の AO 情報入試 - 実施 5 年を経て -
安田　豊 （京都産業大学 情報理工学部）

【講演概要】
京都産業大学では 2015 年夏から，それまで作品応募型のみだった AO 入試に情報入試型を加えて実施している．本講演では当初の設計，つまり AO の
形で情報入試を実施した意図と，これまで 5 回の実施で得られた作問・実施・採点および入学後の状況などについて整理・報告する．

【略歴】
1988 年京都産業大学理学部計算機科学科卒業，京都産業大学計算機センター，1995 ～ 2002 年神戸大学経済経営研究所講師などを経て，
現在京都産業大学情報理工学部准教授．SDN，分散処理とその応用に興味をもつ．情報処理学会，ACM 会員．

 
10:10-10:40 報告（2） 情報入試の実施例： 大阪電気通信大学 プログラミング AO 入試の導入

長瀧　寛之 （大阪電気通信大学 メディアコミュニケーションセンター 特任准教授）
【講演概要】
大阪電気通信大学 ( 以下本学 ) では 2020 年度入学試験より，“ICT への強い関心を持ち，プログラミング作成経験を有する人材を選抜すること”を目的とし，
AO 入試の新たな枠組みとして「プログラミング AO 入学試験」を複数の学科で導入した．試験の形態は CBT 方式で，知識問題だけでなく，課題を満
たすプログラムをコンピュータ上で実際に作成するなどの実技試験を行う．本試験は 2019 年 10 月に初めての実施をしたばかりであるため，講演では本
学がプログラミング AO 入試の実施に至った背景と実施への検討事項，実際の試験環境などを中心に，可能な範囲で情報提供を行う．

【略歴】
2009 年 大阪大学大学院情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻 博士後期課程 修了 . 博士 ( 情報科学 )．2002-06 年鳥取環境大学情
報システム学科助手．2009-13 年岡山大学教育開発センター助教．2013-18 年同准教授．2018 年より大阪電気通信大学メディアコミュニ
ケーションセンター特定業務特任准教授．情報処理学会ではコンピュータと教育研究会運営委員，論文誌教育とコンピュータ運営委員
など．

 
10:40-11:10 報告（3） 大学入試センターの取組み

水野　修治 （独立行政法人 大学入試センター 試験問題調査官）
【講演概要】
大学入試センターでは，文部科学省が公表した「大学入学共通テスト実施方針」を踏まえ，中長期的な視点で，コンピュータベースの試験（CBT）に関
する調査研究を実施している．また，2022 年度から共通必履修科目となる教科「情報」の科目「情報Ⅰ」の大学入学者選抜における位置づけについて
も議論が始まっているところである．そこで，CBT 導入の意義や課題，学習指導要領と求められる試験科目としての「情報Ⅰ」，教科「情報」における
CBT を活用した試験の開発に向けての取組（公募した問題素案をもとにしたモデル問題作成や CBT の実証実験など）の概要について可能な範囲で報告
する．

【略歴】
1991 年日本オリベッティ（株）入社（オープンシステムを使ったグループウェア等の開発に従事），1998 年愛知県立高等学校教諭に採用，
総合教育センター研究指導主事（兼務，教育委員会高等学校教育課指導主事，愛知県立大学情報科学部非常勤講師），高等学校教頭を
経て 2019 年 4 月より（独）大学入試センター試験問題企画官（情報担当），10 月より試験問題調査官（現職）．現行学習指導要領「情報」
の調査研究協力者，教科書等著者（共著），信州大学修士（工学）．
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11:10-12:00 パネル討論 情報入試の取組み方
【討論概要】
2022 年から始まる高等学校の新学習指導要領では，すべての普通科の高校生が「情報Ｉ」を履修するようになる．その結果，2025 年 1 月の大学入試では，

「情報Ｉ」を出題することが現実的に可能になりつつある．そこで，すでに情報学の観点から高校生・受験生の学習に関わってきた人たちがパネルとなり，
フロアとの対話も含むディスカッション形式を通して，新たな入試について考えたい． 
パネル司会：辰己　丈夫 （放送大学 教養学部情報コース 教授）

【略歴】
1991 年早稲田大学理工学部数学科卒業．2014 年筑波大学博士（システムズ・マネジメント）．1993 年早稲田大学情報科学研究教育セン
ター助手．その後，神戸大学．東京農工大学を経て．現在，放送大学教授．2016 年より本会情報処理教育委員会幹事．他に，教科書委
員会，会誌編集委員会，初等中等教育委員会，教員免許更新講習委員会，一般情報教育委員会など各委員．

パネリスト：安田　豊 （京都産業大学　情報理工学部）
略歴・写真は報告（1）「情報入試の実施例：京都産業大学の AO 情報入試 - 実施 5 年を経て -」を参照 .

 長瀧　寛之 （大阪電気通信大学 メディアコミュニケーションセンター）
略歴・写真は報告（2）「情報入試の実施例： 大阪電気通信大学 プログラミング AO 入試の導入」を参照 .

 水野　修治 （独立行政法人 大学入試センター）
略歴・写真は報告（3）「大学入試センターの取組み」を参照 .

パネリスト：春日井　優 （埼玉県立川越南高等学校）
【略歴】
1993 年より埼玉県公立高等学校数学科教諭．2000 年情報科教員免許状取得．2003 年より情報科と数学科を兼任．2013 年より情報科専任．
2016 ～ 2017 年度国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業主担当．2013・2016・2019 年度東洋大学総合情報学部非常勤講師．

パネリスト：萩原　兼一 （大阪大学 大学院情報科学研究科 招へい教授／名誉教授）
【略歴】
1974 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業．1979 年同大学院基礎工学研究科博士後期課程修了．工学博士．大阪大学助手・講師・助
教授・文部省在外研究員（1992-93 年米国メリーランド大）を経て 1993 年奈良先端科学技術大学院大学教授．1994-2017 年大阪大学教授．
2017-19 年大阪大学特任教授．分散アルゴリズム・並列処理・GPU 計算・生体機能並列シミュレーションの研究に従事． 2005-06 年情
報処理学会理事，同関西支部長． J97 策定 WG 委員．2003-17 大学改革支援・学位授与機構情報工学部会委員．2013-14 年理工系情報学
科・専攻協議会会長．

地域で自走するプログラミング教育
3 月 7 日（土）13:10-15:10 第 2 イベント会場（23 号館 218）

【セッション概要】
Society 5.0 の時代に向けて，2020 年から小学校で開始されるプログラミング教育は学校現場での準備も進みつつあるが，地域住民を主体としたプログラ
ミング教育のモデルが各地域で出現している．石川県内においても，金沢市，かほく市，加賀市において地域と行政が連携したプログラミング教育が実
施されており，全国的に見ても先進的な事例も多い．さらに，これらのモデルは既に県内外の各市町への展開や，教育委員会と連携し学校教育にも導入
が開始されはじめている．本パネルセッションでは，今後，地域主体で自走できるプログラミング教育のモデルとはどのようなものか議論する．
全体司会：松田　孝 （合同会社 MAZDA Incredible Lab 代表） 

【略歴】
東京学芸大学教育学部卒，上越教育大学大学院修士課程修了，東京都公立小学校教諭，指導主事，主任指導主事を経て，2016 年 4 月か
ら小金井市立前原小学校に着任．全国に先駆け一人一台の情報端末をど真ん中においた ICT の授業実践と新しい学びのトリガーとして
のプログラミング授業を積極的に推進してきた．3/31 に 36 年間務めた教育公務員を辞職し，4/1 より現職．Society5.0 の新しい「学び」
の Perspective を教育実践の事実として描き，政策提言に向かうシンクタンクの代表として奔走中．

講演 地域で自走するプログラミング教育 　ー総務省「地域 ICT クラブ」の取り組み成果を踏まえて
松田　孝 （合同会社 MAZDA Incredible Lab 代表）

【講演概要】
2017 年より３年間，総務省の地域 ICT クラブの実証に委員として関わり，そこで得た情報をもとに全国各地域での取り組みの様子やその組織化につい
て紹介する．特に総務省がこの七月に取りまとめた「地域 ICT クラブ設立・運営に関するガイドライン（初版）」から地域 ICT クラブの設立や継続的な
運営に関わる知見やノウハウ等を広く共有したい．地域課題の整理，地域 ICT クラブのコンセプト，キーパーソンの確保，メンター育成やプログラミン
グ講座の開設，そしてビジネスモデル等についての整理を行う．さらに小学校においてプログラミング教育が必修化される中にあって，地域主体で自走
できるプログラミング教育の重要性や学校教育との連携のあり方についても言及し，討論に繋げたいと考える．

略歴・写真は「地域で自走するプログラミング教育」司会紹介を参照 .
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講演 (1) 産学官連携から始まる地域で自走するプログラミング導入事業
浅岡　正教 （一般社団法人 FAP 代表理事（金沢市／氷見市））

【講演概要】
2020 年から小学校で「プログラミング教育」が必修化されます．「ふれる．あそぶ．プログラミング．」は，4 歳から 12 歳の子どもたちを対象に，プロ
グラミング教育のスタートをスムーズに受け入れられるように，多様なプログラミング要素を取り入れた教室を 2017 年より，金沢市を中心に有志にて
行い，2018 年 10 月に「一般社団法人 FAP」として法人化を行い，事業化しました．「ふれる．あそぶ．プログラミング．」の特徴は特定のカリキュラム
はなく，多様なガジェット（ロボットから iPad アプリなど）を用意，それを用いて，子どもたちがまずテクノロジーに「ふれて，あそぶ」ことを目的
としております．というのは，地方では，都心のように身近にテクノロジーに触れる場があまりないため，子供たちはテクノロジーに慣れていません．
そこで私たちはまず，「ロボットと友達になるために」．そして，それらのコンテンツをマニュアルで完備し，公民館などで自主的に PTA や育友会など
の地域コミュニティが中心となって「プログラミング教室」を実施，自走する地域の「寺子屋」的な存在になりつつあります．なぜ，そのように自走で
きるようになったのか，金沢市および氷見市にて産学官連携にて事業の実施形態についてお話をさせていただきます．

【略歴】
北陸大学法学部卒，営業職を経て，（株）ユアブレインズ入社．スキャナなどの組込システムや業務アプリケーション開発など様々な
システム開発に従事．2017 年より金沢市が主催するテクノロジーイベント「金沢ベンチャー IT フェスティバル」実行委員，同志社女
子大学での講師などの講演活動を開始．また同年に金沢市のプログラミング教育導入事業「金沢市キッズプログラミング教室」を企画・
運営を委託．それをきっかけに，「一般社団法人 FAP」を設立，WRO(World Robot Olympiad) 2018 金沢大会小学生部門予選実行委員
なども行う．近年は，日本マイクロソフト社のビジネスコミュニティの地方版「石川・金沢 IoT ビジネス共創ラボ」を複数の IT 企業
とともに設立に携わり，金沢市の LPWA 網の整備，e スポーツ（electric sports) の普及活動，コンサルティング事業も行う．

 
講演 (2) 石川県かほく市 , 他での４年間の取り組み

久保田　旭 （株式会社 PFU　CSR 推進部（かほく市））
【講演概要】
2016 年 かほく市教育委員会生涯学習から始めた こどもプログラミング体験教室．こどもたちの反応が驚くほど良く保護者 / 教育委員会関係者から早く
も注目された．2018 年の「2020 年プログラミング教育必修化」の発表で話題急加速するも，かほく市では土壌を作り始めていたため，2019 年春から全
６小学校の総合の時間に組込むことができた．また，早くからの地道な取組みが功を奏し，かほく市の他にも県教委 / 市教委 / 学校単位での連携が進み，
幾つもの取組みが既に実施できている．今回は，これらの取組みを紹介し，実施してきた状況や乗り越えてきた課題を説明する．

【略歴】
1988 年 （株）PFU 入社，ソフト開発エキスパートとして従事．社内技術伝承もサブミッション．2015 年 夏休みイベント「PFU もの
づくり教室」で扱った IchigoJam に惚れ込んで，非営利団体 PCN 金沢 を始動し 土日にイベント開催する．2017 年 総務部 CSR 部門
に異動，本活動が本業となる．2018 年 かほく市 , 他の小学校に出向く日々が始まり今日に至る．

 
講演 (3) 加賀市のプログラミング教育への取り組みについて

中　裕也 （株式会社インテトラス 代表取締役（加賀市））
【講演概要】
加賀市では 2020 年度のプログラミング教育の必修化に先立ち，2017 年度から市内の全小学校，中学校においてプログラミングの授業が実施されている．
プログラミング教育を含めた，加賀市の人材育成への取り組みを紹介しながら，立ち上げ当初から実際に学校を訪問し 400 時間以上のプログラミング授
業やクラブ活動を実施していく中で感じたプログラミング教育必修化にむけた課題や教育現場の現状をお伝えする．学校教育の中でのプログラミングは
レベルも平均化せざるを得ず，好きな子には物足りず，興味のない子にはおもしろくないものとなりがちである．その中から才能を持った子にはさらに
勉強の場を用意してあげる必要があり課外活動の場の整備も重要である．KAGA ものづくりラボの運営からみえてきた自治体，教育委員会，家庭が一体
となった教育環境の構築についてもお話したい．

【略歴】
2006 年　金沢大学大学院卒業　2006 年　NEC ソリューションイノベータ入社　主に東京でシステムエンジニアとして業務に従事　
2016 年　起業を目指して NEC ソリューションイノベータ退社　加賀市地域おこし協力隊として加賀市役所に勤務　2018 年　（株）イ
ンテトラス創業　現在は小学生，中学生へのプログラミング教育を行う一方，KAGA ものづくりラボの運営に携わる．

 
講演 (4) プログラミング教育を支援するメンターの育成について

河並　崇 （金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授）
【講演概要】
2020 年度から小学校において開始されるプログラミング教育を目前に控え，数多くのプログラミング体験教室や学校教育に向けた教材の開発が進んでい
る．これらの体験教室や教材は優れたものが多いが，それらを実施するためには特定の訓練を積んだ講師やメンターが必要とされていることが多い．講
演者はこれまで「おもちゃハック」という玩具の改造を題材とした STEM 教育教材を開発し，体験教室を実施してきた．また，その派生として学校教
育における STEM 教材も開発を行っている．本講演では，これらの事例を紹介するとともに，協力者や指導者となるメンターをどのように育成するか
を提案する．

【略歴】
2000 年金沢工業大学工学部情報工学科卒業．2005 年同大大学院工学研究科博士後期課程修了．博士（工学）．（独）（現 国立研究開発法人）
産業技術総合研究所研究員を経て，2009年金沢工業大学講師，2016年同准教授（現職）．コンピュータアーキテクチャ，センサーネットワー
クシステム，組込みシステム，若年層向け STEM 教育の研究に従事．2018 年金沢市プログラミング活用人材育成検討委員．2020 年情
報処理学会第 82 回全国大会プログラム副委員長．
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パネル討論 地域主体で自走できるプログラミング教育モデルとは
【討論概要】
４名のパネラーによる事例紹介を踏まえ，「地域 ICT クラブ設立・運営に関するガイドライン（初版）」をもとに各事例を整理するとともにそれぞれの取
り組みの強みについて確認する．その確認をしていく中で地域で自走するためのビジネスモデルについても討論したい．また学校教育で行われるプログ
ラミング教育との連携をはじめ，将来の IT 人材育成に向けたプログラミングの内容や子どもたちに育んでいきたい資質・能力について討論して，それ
ぞれの取り組みのさらなる充実と地域の活性化へ繋がる方向性を見出していく． 
パネル司会：松田　孝 （合同会社 MAZDA Incredible Lab 代表）

略歴・写真は「地域で自走するプログラミング教育」司会紹介を参照 .

パネリスト：浅岡　正教 （一般社団法人 FAP 代表理事（金沢市／氷見市））
略歴・写真は講演（1）「産学官連携から始まる地域で自走するプログラミング導入事業」を参照 .

 久保田　旭 （株式会社 PFU　CSR 推進部（かほく市））
略歴・写真は講演（2）「石川県かほく市 , 他での４年間の取り組み」を参照 .

 中　裕也 （株式会社インテトラス 代表取締役（加賀市））
略歴・写真は講演（3）「加賀市のプログラミング教育への取り組みについて」を参照 .

 河並　崇 （金沢工業大学 工学部 情報工学科 准教授）
略歴・写真は講演（4）「プログラミング教育を支援するメンターの育成について）」を参照 .

2019 年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～
3 月 5 日（木）9:30-12:00 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
78 回大会より毎年開催している一年間のサイバー事件を振り返る企画．2019 年は GAFA に代表されるプラットフォーマーに関連する様々な事件があり，
国内外でその対処について議論された．技術インフラとしては QR コード型の電子決済が一気に普及した．また，情報法政面では７月より不正競争防止
法に「限定提供データ」が規定されビッグデータが保護されるようになった．個人情報保護法は三年毎の見直し規定により，改正案が検討されている．
これら知的財産・社会基盤整備といった法制と情報技術の関係は，ますます重要な論点になっている．本パネル討論ではそうした法と技術の問題を扱う
EIP 研究会より，技術者の立場と，サイバー法や情報政策を研究する社会科学の研究者のそれぞれの立場から制度や技術の健全な発展について意見を述
べ合うものである．

9:30-12:00 パネル討論 2019 年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～
【討論概要】
2020 年 3 月までに起きた，サイバー空間や IT に関する様々な事件，問題，法律改正などについて多様な専門家からそれぞれの立場で意見を述べてもらう．
・海賊版サイトのブロッキング問題と著作権法の改正
・ビッグデータ保護に伴う不正競争防止法の改正
・コインハイブ一審判決
・GDPR 等の欧米の新しい法制度の影響
・GAFA 規制の新しい動き
・電子決済手段の普及，暗号資産の失速
・後を絶たない個人情報漏洩事件やネットワークへの侵入，その手段として使われる標的型攻撃を始めとする様々なサイバー攻撃
・ハイブリッド脅威
・2020 年に控えたオリンピックを見越したサイバーインフラ防御のありかた
・その他，情報処理学会に関連する分野の様々な事件や裁判例 

パネル司会：須川　賢洋 （新潟大学 法学部 助教）
【略歴】
新潟大学大学院法学研究科修了．修士（法学）．専門は情報法．コンピュータ犯罪，デジタル知的財産，情報セキュリティ制度，デジ
タル・フォレンジックなど，先端技術と法律の関係を中心に研究．共著に「IT セキュリティカフェ -- 見習いコンサルの事件簿」（丸善），

「実践的 e ディスカバリ - 米国民事訴訟に 備える」（NTT 出版），「基礎から学ぶデジタル・フォレンジック」（日科技連）など．本会「電
子化知的財産と社会基盤研究会（EIP）」前幹事．

パネリスト：原田　要之助 （情報セキュリティ大学院大学）
【略歴】

パネリスト：金子　格 （名古屋市立大学 大学院医学研究科 客員准教授）
【略歴】
1980 年早稲田大学卒．2004 年博士（情報科学）.（株）アスキーにてパソコンシステムソフトウエア，システム LSI，ASIC，ゲーム機
ソフトウエアの開発に従事．その後グラフィックスコミュニケーションラボラトリーズ等で MPEG 標準化国際 WG 委員に従事．2004
年より東京工芸大学准教授．2018年より名古屋市立大学客員准教授．2015年 国際標準化貢献者表彰受賞．2018年FIT2018船井ベストペー
パー賞 . ICT 技術全般，デジタル信号処理に詳しい．マルチメディア符号化伝送システム設計，デジタルコンテンツ配信．人工知能と
社会制度，国際標準化の関係性．医療情報処理に関心を持つ．
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パネリスト：小向　太郎 （日本大学 危機管理学部 教授）
【略歴】
1987 年早稲田大学政治経済学部卒．中央大学博士（法学）．情報通信総合研究所取締役法制度研究部長・主席研究員，早稲田大学客員
准教授等を経て，2016年4月より現職．1990年代初めから，情報化の進展によってもたらされる法制度の問題をテーマとした研究を行う．
主著として『概説 GDPR』共著，NTT 出版・2019 年）著 ,『情報法入門（第 4 版）デジタル・ネットワークの法律』(NTT 出版・2018 年 )，『情
報通信法制の論点分析』（共著，商事法務・2015 年），『プライバシー・個人情報保護の新課題』（共著，商事法務・2010 年）などがある．

パネリスト：板倉　陽一郎 （ひかり総合法律事務所，理研 AIP 弁護士）
【略歴】
2002 年慶應義塾大学総合政策学部卒，2004 年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了，2007 年慶應義塾大学法務研
究科（法科大学院）修了．2008 年弁護士（ひかり総合法律事務所）．2016 年 4 月よりパートナー弁護士．2010 年 4 月より 2012 年 12 月
まで消費者庁に出向（消費者制度課個人情報保護推進室（現・個人情報保護委員会事務局）政策企画専門官）．2017 年 4 月より理化学
研究所革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員，2018 年 5 月より国立情報学研究所客員教授．総
務省・情報通信法学研究会構成員，消費者庁・デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検
討会委員，IoT 推進コンソーシアム・データ流通促進ＷＧ委員等． 情報処理学会電子化知的財産・社会基盤研究会（EIP）運営委員．
法とコンピュータ学会理事，日本メディカルＡＩ学会監事，一般社団法人データ流通推進協議会監事等．
パネリスト：折田　明子 （関東学院大学 人間共生学部 准教授）

【略歴】
1998 年慶應義塾大学総合政策学部卒，2000 年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了，2007 年同大学同研究科にて
博士（政策・メディア）取得．中央大学ビジネススクール助教，慶應義塾大学特任講師，米国ケネソー州立大学 Visiting Assistant 
Professor，関東学院大学人間環境学部専任講師を経て現職．若年層の情報リテラシー教育，死後のデータの扱いなど生涯にわたるデー
タとプライバシー領域の研究に従事．EIP 研究会幹事 . 情報社会学会理事 .

パネリスト：加藤　尚徳 （KDDI 総合研究所 フューチャーデザイン 1 部門 3 グループ アナリスト）
【略歴】
（株）KDDI 総合研究所において，情報法制（プライバシー・個人情報等）を中心とした法制度や技術の調査・研究・コンサル業務に従事．
また，大学の非常勤講師として，情報法，知的財産法，情報セキュリティに関する講義を担当している．総合研究大学院大学複合科学
研究科情報学専攻単位取得満期退学，修士（情報学），神奈川大学および神奈川工科大学非常勤講師，革新知能統合研究センター客員
研究員，慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員．

誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～
3 月 6 日（金）9:30-11:30 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
2018 年 3 月の第 80 回全国大会において紹介した，アジャイル開発の事例に即した契約は，スプリントごとの請負による個別契約とかかる個別契約をベー
スにした全体プロジェクトに関する緩やかな契約であったが，会場からの多くの意見を参考に，ユーザとベンダ双方がメリットを感じられる契約形態と
して準委任型をベースとした契約書の作成を試みた．今回はその契約書の紹介を行う．当事者（発注者・受注者）双方が，開発に関わるプレイヤー（プ
ロダクトオーナー，ステークホルダー，開発チーム，スクラムチーム，スクラムマスター）とともに，刻々と変化するビジネス・技術環境等に応じてど
のような役割を担い，どのような善管注意義務や協力義務を尽くべきであるのか，という点について，作成に携わった実務家と法律家がそれぞれの立場
からの思いを語る．パネルでは基調講演をもとに，セッション参加者と共に日本におけるアジャイル開発の行方を探る．
司会：高岡　詠子 （上智大学 理工学部情報理工学科 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）．現在，上智大学理工
学部教授．上智大学発ベンチャー「ソフィアメディカルインフォ（株）」代表取締役．専門分野は医療・看護・介護・福祉，環境，教
育分野における Web アプリ / スマフォアプリ等開発と運用．2007 年本会山下記念研究賞受賞，2013 年度本会学会活動貢献賞受賞，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），「計算の科学と手引き（’１９）」，「計算
事始め (‘13)」および「情報科学の基礎 (‘07)」（放送大学教科書）．

9:30-10:05 基調講演 アジャイル開発の思想を契約にどう取り込むか？
市毛　由美子 （のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士）

【講演概要】
企業取引で契約書を取り交わす目的は，合意内容を明確にして紛争を予防するとともに，万が一紛争が生じた時に権利・義務の構成により裁判を通じて
目的を実現することにある．ところが，アジャイル開発の場合，合意内容は刻々と変容し，また，契約当事者（発注者・受注者）と，開発に関わるプレ
イヤー（プロダクトオーナー，ステークホルダー，開発チーム，スクラムチーム，スクラムマスター）が一致しないという特殊な環境のもと，合意内容
の確定や権利・義務の構成は，通常のサービス取引の契約（請負，委任等）がすんなりあてはまらない．無理に典型契約をあてはめてしまうと，アジャ
イルの思想がなし崩しになりかねないリスクもある．このような中，本講演では，アジャイルの思想や現場のプラクティスを最大限尊重した望ましい契
約を作るという難題にチャレンジしたチームの成果を発表し，会場からの意見をいただきながら，望ましい契約像を模索する．

【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
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10:05-11:30 パネル討論 実務家と法律家それぞれの立場から見た日本におけるアジャイル開発とそのモデル契約
【討論概要】
アジャイルの準委任型の契約書作成に関する講演を聞いていただいたときにアンケートを取り，その中からいくつか回答する形で進める開発に携わる現
場から実際に困っている点などを出していただき，それらが法的にどう解決できるのか，または解決できない場合は代替策があるのかなどの対話も期待
出来る．アジャイル開発における法的な対処内容が明らかになり，弁護氏業界とＩＴ業界の共同理解が進むことを期待するとともに，将来，不確実性の
高いビジネスへチャレンジする企業が増え，日本のデジタルトランスフォーメーションが促進することを期待する． 
パネル司会：高岡　詠子 （上智大学 理工学部情報理工学科 教授）

略歴・写真は「誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～」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 パートナー弁護士）
略歴・写真は基調講演「アジャイル開発の思想を契約にどう取り込むか？」を参照 .

パネリスト：柴田　睦月 （小島国際法律事務所）
【略歴】
中央大学法学部・中央大学法科大学院卒．2014 年弁護士登録．同年より国内メーカーにて勤務し，海外へのインフラ輸出の契約交渉や，
社内コンプラに携わる．2017 年より，のぞみ総合法律事務所にて，独禁法案件，労働問題（企業側），国内訴訟等を多数担当した後，
2019 年 8 月より　小島国際法律事務所にて，渉外案件の他，M&A 案件を手掛けている．

パネリスト：平岡　敦 （たつき総合法律事務所）
【略歴】
1990 年早稲田大学第一文学部哲学科卒業．2019 年筑波大学大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻博士前期課程修了．修士（法学）．
1990 年から（株）シーエーシーに勤務．2000 年司法試験合格，2002 年から弁護士（たつき総合法律事務所），現在に至る．日弁連弁護
士業務改革委員会副委員長，第二東京弁護士会業革委員会委員長，情報処理推進機構（IPA）社会実装推進委員会委員・情報処理技術
者試験委員，内閣府日本経済再生本部裁判手続等のＩＴ化検討会委員等

パネリスト：和田　憲明 （アジャイルジャパン実行委員会）
【略歴】
アジャイルジャパン実行委員（2015-2017 は実行委員長）．IT ベンダー所属．2006 年に社内でアジャイルコミュニティを作り普及活動
を実施してきた．2011 年からは，本業として社内のアジャイル支援活動に従事している．また，社外の様々なアジャイルコミュニティ
にも参加しており，日本でのアジャイルの潮流を長年肌で感じてきた．趣味はジャグリングを多くの人達に教えること．「ジャグリン
グは見るよりやる方が 100 倍面白いですよ」

パネリスト：中野　安美 （Agility Design 株式会社 代表取締役）
【略歴】
生保 IT 子会社にて生命保険分野のシステム開発にプロジェクトマネージャとして長年従事．2015 年よりアジャイル開発，新規事業サー
ビスデザインなどを社内で推進．その後，クラウドサービスベンダーを経て，アジャイル・クラウド開発を通じて，競争力のあるビジ
ネス創出や働き方の改革を推し進めたい思いから，2019 年 9 月 AgilityDesign（株）を設立．AgileJapan2020 実行委員長．

パネリスト：木下　史彦 （永和システムマネジメント アジャイル事業部 事業部長）
【略歴】
2005 年頃からエクストリーム・プログラミングを開発現場で実践．2010 年には「価値創造契約」を提唱．現在は組織長であると同時
に「アジャイルな開発を通じてハッピーな現場を増やす」ことをモットーにコンサルティング・コーチング活動にも従事．監訳書 :『ア
ジャイルプラクティス』（オーム社），『アート・オブ・アジャイル デベロップメント』（オライリー）

パネリスト：居駒　幹夫 （青山学院大学）
【略歴】
（株）日立製作所ソフトウェア事業部などで大規模ソフトウェア製品の品質保証，生産技術，プロセス改善，アジャイル開発での組織
的な環境構築支援，品質保証方式策定などに従事．現在，青山学院大学社会情報学部学部特任教授．博士（情報学），はこだて未来大
学客員教授，東京大学工学系研究科非常勤講師．
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論文必勝法　～良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して～
3 月 6 日（金）12:40-15:10 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
論文誌ジャーナル／ JIP 編集委員会主催の本セッションでは，現在，論文誌への掲載を目指して論文を執筆中もしくは，今後，執筆する予定のある情報
処理分野の若手研究者の方々へ有益な情報を提供いたします．具体的には，まず，経験豊富な講師をお迎えして研究成果を論文として執筆する過程や，
査読の状況などについてお話をいただきます．また，パネル討論では，編集委員会から編集長ならびに各グループの主査，および一部トランザクション
誌の関係者にも登壇いただき，採録される多くの論文にみられる傾向や，査読コメントへの対応方法などのアドバイス，論文を出す前のチェック事項，
および論文誌に関する最近の動向などについて情報提供と意見交換を行います．本セッションでは，論文著者の方のみならず，共著者の指導教員，査読
をお引き受けくださる方にも是非ご参加いただき，良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して理解を深めていきたいと思います． 

司会：湊　真一 （京都大学 大学院情報学研究科 教授） 
【略歴】
1988 年 京大・工・情報工 卒，1990 年同大学院修士了，1995 年同博士（社会人）了．博士（工学）．1990 年より 2004 年まで NTT 研
究所に勤務．1997 年より 1 年間 米国スタンフォード大 客員研究員．2004 年より北大・情報科学研究科 助教授，2010 年 10 月より同教授．
2018 年より京大・情報学研究科 教授（現職）．大規模離散構造データの処理アルゴリズムに興味を持つ．2009 年 10 月より 2016 年 3 月
まで JST ERATO 湊離散構造処理系プロジェクト研究総括．現在，日本学術会議連携会員，情報処理学会理事（シニア会員），電子情
報通信学会シニア会員，IEEE，人工知能学会，日本計算機統計学会 各会員．

12:40-13:30 基調講演 盾と矛：査読者にアピールする論文の書き方と，著者が納得する査読の書き方
鬼塚　真 （大阪大学 大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻 教授）

【講演概要】
研究者・技術者の楽しさの 1 つは，自分が作り出した成果を世に広めることにあると思う．具体的には，企業と連携したり，プログラムを公開したり，
論文としてまとめる方法がある．本講演では，論文執筆にフォーカスを当て，著者と査読者の両方の立場から，論文と査読レポートの執筆についての経
験を共有する．論文の書き方：研究内容に関しては，査読者が「なるほど」と思えるようなアイデアが必要である．説明シナリオに関しては，分かりや
すく実用的な running example を使って motivation を提示し，既存技術では何が問題であって，提案技術はこの問題をどのようなスマートなアイデア
で解決するかをまとめることが重要である．説明する内容に関しては，論文の strong points を査読者が容易に納得できるように論文をまとめることが
重要である（概要は誰もが理解できるように，詳細は技術レベルの高さをアピールするように）．査読の書き方：査読の書き方は，1) 著者が査読内容を
納得すること , 2) 査読者間で議論になった時に「この査読者はこの論文を十分理解しているから賛成せざるを得ない」という印象を与えることが重要で
ある．このために，査読論文の内容をどこまで深く理解しているかを質と量の観点で詳しく書き，strong points と weak points を的確・明瞭・詳細に記
述することが重要である．

【略歴】
1991 年東京工業大学卒．同年，NTT 入社．2000-2001 年ワシントン大学客員研究員，2013-2014 年電気通信大学客員教授，2012-2014 
年 NTT 特別研究員．博士 ( 工学 ) ．現在，大阪大学大学院情報科学研究科教授．これまで主記憶オブジェクトリレーショナルデータベー
ス LiteObject，XML ストリーム処理エンジン XMLToolkit，クラウド基盤システム CBoC type2 の研究開発に従事．現在は，大規模
グラフ分析，分散処理クエリ最適化，機械学習等を用いたデータ分析処理に取り組んでいる．

 
13:30-15:10 パネル討論 良いジャーナルを目指して

【討論概要】
良いジャーナルを刊行することを目指し，本会の論文誌編集委員会がどのように活動しているかを紹介するとともに，査読の際の対応などについて討論
します． 

パネル司会：中山　泰一 （電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授）
【略歴】
1988 年東京大学工学部計数工学科卒業．1993 年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了．博士（工学）．現在，電気通信大学
大学院情報理工学研究科教授．本会では，論文誌ジャーナル編集委員会編集長，情報処理教育委員会委員，初等中等教育委員会副委員
長などを務める．2014 年度本会学会活動貢献賞，2016 年度本会山下記念研究賞，2017 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術
賞受賞．本会シニア会員．

パネリスト：大平　雅雄 （論文誌ジャーナル 基盤グループ主査／和歌山大学 システム工学部 准教授）
【略歴】
2003 年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）．同大学助教を経て 2012 年和歌山大学システム工
学部講師（2014 年より准教授）．ソフトウェア工学，特にリポジトリマイニングの研究に従事．情報処理学会ソフトウェア工学研究会
幹事（2013 ～ 2016 年），同会論文誌編集委員会情報システムグループ委員（2007 ～ 2010 年），基盤グループ委員（2016 年～），同副査

（2017,18 年），同主査（2019 年）．
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パネリスト：野呂　正明 （富士通研究所）
【略歴】
1990年名古屋大学大学院博士課程前期課程修了，同年富士通研究所入社．2002～2004年通信放送機構，2004～2008年情報通信研究機構，
2008 年に復職．同年大阪大学大学院博士課程後期課程修了．博士 ( 情報科学 )．情報処理学会 2014 年度山下記念研究賞．ネットワーク
プロトコル，品質制御，ネットワークの運用管理等の研究開発に従事．情報処理学会マルチメディアと分散処理研究会幹事．情報処理
学会論文誌 CDS トランザクション編集委員．2019 年情報処理学会論文誌ジャーナル編集委員会ネットワークグループ主査．

パネリスト：波多野　大督 （論文誌ジャーナル 知能グループ主査／理化学研究所 革新知能統合研究センター 特別研究員）
【略歴】
2013 年神戸大学大学院海事科学研究科海事科学専攻博士後期課程修了（工学博士）．2013 年～ 2018 年，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研究員．現在，理化学研究所革新知能統合研究センター特別研究員．分散制約最適化，マルチエージェン
トシステムの研究に従事．情報処理学会論文誌編集委員会知能グループ委員（2016 年～），同副査（2017 年～），同主査（2019 年～）．

パネリスト：真鍋　宏幸 （論文誌ジャーナル 情報システムグループ主査／芝浦工業大学 情報工学科 准教授）
【略歴】
2001 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 NTT ドコモ入社．2015 年東京工業大学大学院情報理工学研究科修了．
博士（工学）．2019 年より芝浦工業大学工学部情報工学科准教授．ウェアラブル／ユビキタスコンピューティング，入出力デバイスの
研究に従事．情報処理学会論文誌編集委員会情報システムグループ委員（2016 年～），同副査（2017 ～ 2018 年），同主査（2019 年～）．

パネリスト：細野　繁 （デジタルプラクティス誌 編集委員長／東京工科大学 准教授）
【略歴】
1994 年横浜国立大学大学院工学研究科博士前期課程修了，2015 年首都大学東京大学院博士後期課程修了，博士（工学）．1994 年日本電
気（株）入社，2019 年より現職．サービスシステムデザインの研究に従事．電子情報通信学会サービスコンピューティング研究専門委
員会 委員長 (2014-15 年度 ), 日本機械学会設計工学・システム部門 部門長 (2016 年度 )，情報処理学会 会誌編集委員会 AWG 分野主査
(2017-18 年度 )，同会デジタルプラクティス誌編集委員会 委員長 (2019 年度 )

8th IPSJ International AI Programming Contest SamurAI Coding 2019-20 World Final
3 月 6 日（金）15:30-17:45 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
情報処理学会が主催する第 8 回国際 AI ゲームプログラミングコンテスト SamurAI Coding 2019-20 の世界大会決勝戦を開催します．1 月下旬まで投稿を
受け付けて事前に予選をオンライン開催し，それを勝ち抜いた世界各国からの計 16 チームが，人工知能プログラミングのスキルを競います．題材はサ
ムライと犬のペアを制御し埋蔵金の獲得量を競うゲーム，SamurAI Dig Here です．ぜひ会場で AI プログラミングの技を鑑賞するとともに，優勝者を
予想しましょう．決勝イベント後の懇親会にはどなたでも参加いただけます．決勝進出者やスポンサーを交え，ネットワーキングしましょう．コンテス
トサイトは http://samuraicoding.info/ 
司会：平石　拓 （京都大学 学術情報メディアセンター 助教） 

【略歴】
2003 年京都大学工学部情報学科卒業．2005 年同大学大学院情報学研究科修士課程，2008 年同博士課程修了．博士（情報学）．2007 年
～ 2008 年日本学術振興会特別研究員．同年より現職．並列プログラミング言語や高性能計算に関する研究，およびスパコンの運用に
関する業務に従事．2011 年より PRO 研究会運営委員・論文誌編集委員．2014 年より本コンテスト委員・副委員長，2018 年より委員長．

AI・ビッグデータ解析，IoT 領域人材のプロフェッショナル資格化を考える
3 月 7 日（土）9:30-12:00 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
AI・ビッグデータ解析，IoT 等の技術を活用した社会課題解決・サービス利活用の拡大が続いている．これらの領域における国際競争激化や人材不足が
叫ばれる一方で，実際の産業・ビジネスは期待先行の成長途上にあり，人材育成の仕組みや高度人材に対する処遇制度等がまだまだ整っていないとの声
もある．本セッションにおいては，企業における取り組み状況，大学教育，社会人教育（リカレント教育）などの産学取り組み状況を確認すると共に，
情報処理学会が提供している高度 IT 人材資格制度である「認定情報技術者」（CITP: Certified IT Professional）において，AI・ビッグデータ解析，IoT
等の資格整備を行っていくことについて議論を行う． 

司会：西山　博泰 （情報処理学会 技術応用理事，日立製作所） 
【略歴】
1993 年筑波大学大学院工学研究科電子・情報工学専攻博士課程修了．同年（株）日立製作所入社．スーパコンピュータ向けコンパイラ , 
アプリケーション実行基盤 , プログラム解析等の研究に従事．近年は IoT プラットホームに関する OSS 活動に従事 . 博士 ( 工学 ) .
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講演（1） CITP 制度の現状と課題
西山　博泰 （情報処理学会 技術応用理事，日立製作所）

【講演概要】
本学会では，産業界向けに行っている活動の一つとして高度 IT 人材資格制度である「認定技情報技術者」(CITP; Certified IT Professional) を提供して
いる．CITP は，日本企業に広く普及している IT スキル標準 (ITSS) を参照モデルとし，ITSS のレベル 4 以上の高度の専門知識と豊富な行実績を有する
上級技術者を「認定情報技術者」(CITP; Certified IT Professional) の資格認定を行う．CITT では，現在 1 万名弱の技術者を認定技術者として認証して
いる．CITP 制度は，プロフェッショナル資格制度 (IP3P) として IFIP IP3 の認定を受けており，CITP は IP3 認定国間でグローバルに通用する資格である．
本講演では，CITP 制度の概要を紹介するとともに，これまでの実績，今後の方向について述べる．

略歴・写真は「AI・ビッグデータ解析，IoT 領域人材のプロフェッショナル資格化を考える」司会紹介を参照 .
 
講演（2） DX 時代に求められる技術者育成施策－日立グループにおけるデータサイエンティスト育成の事例を元に－

小野　綾子 （株式会社日立製作所 人財統括本部　システム＆サービス人事総務本部　人財企画部　タレントマネジメ
ントグループ 部長代理）

【講演概要】
デジタルトランスフォーメーション（DX）を担う人材には，従来型 SE のスキルを保持しながら，先端的なデジタル技術の目利きができ，ビジネスや組
織を変革して事業化することが求められます．日立では，実力と経験を重視し，DX 人材育成の仕組みを構築中であり，データサイエンティスト育成事
例を皮切りに，従来のスキル標準も活用しつつ，技術者のマルチスキル化を進めています．さらに，プロフェッショナル・コミュニティ活動により組織
能力を向上させて DX 人材育成に取り組んでいます．これまでの取り組みから得られた知見をご報告いたします．

【略歴】
1991 年津田塾大学卒業，同年（株）日立製作所入社，以来，ストレージシステムに関する研究開発の後，研究管理，コンサルタント育成，
事業部門における採用・教育，労務安全業務を経験し，システム＆サービスビジネス分野の技術者育成に従事，スキル標準ユーザ協会
認定コンサルタント，JEITA ソリューションサービス人材開発専門委員会委員，

 
講演（3） データサイエンス教育への取り組みの現状

加藤　浩 （放送大学 教養学部 教授）
【講演概要】
近年，データサイエンス・AI人材の必要性が高まっており，各国がその育成の取り組みを始めています．我が国でもAI戦略2019（2019年6月発表）において，
その必要性が叫ばれており，現在それをどのように進めるかが検討されているところです．情報処理学会でもそれに対応するために 2019 年 9 月に情報
処理教育委員会の下にデータサイエンス教育委員会が発足しました．本講演では，諸外国のデータサイエンス教育に対する取り組みの動向と，我が国の
現状を報告します．初等・中等教育からプロフェッショナルまで，様々なレベルでの取組が必要になりますが，特に全大学生を対象にしたデータサイエ
ンスリテラシーレベルの標準カリキュラム策定の動向を中心に，卒後数年以降で実務でデータ解析を行っているプロのデータサイエンティストの資格認
定との連携についても説明いたします．

【略歴】
1983 年慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了．1999 年東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了．博士（工学）．1983
年から 1999 年まで日本電気（株）に勤務．2000 年メディア教育開発センター助教授，2009 年放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター教授，
現在に至る．専門は教育工学，とくに協調学習支援に興味を持つ．日本教育工学会，科学教育学会，情報処理学会，電子情報通信学会，
認知科学会，ヒューマンインタフェース学会，AERA，ICLS，ACM 各会員．

 
講演（4） スマートエスイー : IoT・AI ×ビジネスによる Society 5.0 時代の学び直し

鷲崎　弘宜 （早稲田大学 理工学術院総合研究所最先端 ICT 基盤研究所 副所長・教授）
【講演概要】
スマートエスイーは，早稲田大学を代表とし我が国最大規模の産学連携（13 大学，5000 社超）により，ニーズに応じ必要なサービスを適応・効率的に提供・
利用可能な超スマート社会を国際的にリードするイノベーティブ人材を育成する AI・IoT およびそのビジネス応用を扱う社会人学び直しプログラムです．
文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」enPiT-Pro に採択され，2018 年度に対面授業を開始，その収録によりオンライン講座も
2018 年度から開始しています．オンライン講座については 2 年目にして受講登録者のべ 35,000 名超となり，内閣 未来投資戦略 2018 において言及され多
数の報道があるなど最先端 ICT 教育の代表例として認知されつつあります．その取り組みが評価された結果，日本 e-Learning 大賞 IT 人財育成部門賞，
IMS Japan 賞 特別賞を受賞しています．成果を基盤として広く産学連携の交流，共同研究，地域展開へと進めるためにコンソーシアムも 2019 年に設立
しています．本講演ではこれらの取り組みの成果や特徴をご紹介します．

【略歴】
早稲田大学 研究推進部 副部長，早稲田大学 理工学術院総合研究所最先端 ICT 基盤研究所 副所長，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・教授，国立情報学研究所 客員教授，システム情報 取締役（監査等委員），エクスモーション 社外取締役，
ガイオ・テクノロジー 技術アドバイザ．スマートエスイー事業責任者．
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パネル討論 AI・DX 時代における職業とプロフェッショナル人材教育
パネル司会：西山　博泰 （情報処理学会 技術応用理事，日立製作所）

略歴・写真は「AI・ビッグデータ解析，IoT 領域人材のプロフェッショナル資格化を考える」司会紹介を参照 .

パネリスト：小野　綾子 （株式会社日立製作所 人財統括本部 システム＆サービス人事総務本部 人財企画部 タレントマネジメントグループ 部長代理）
略歴・写真は講演（2）「DX 時代に求められる技術者育成施策－日立グループにおけるデータサイエンティスト育成の事例を元に－」を参照 .

 加藤　浩 （放送大学 教養学部 教授）
略歴・写真は講演（3）「データサイエンス教育への取り組みの現状」を参照 .

 鷲崎　弘宜 （早稲田大学 理工学術院総合研究所最先端 ICT 基盤研究所 副所長・教授）
略歴・写真は講演（4）「スマートエスイー : IoT・AI ×ビジネスによる Society 5.0 時代の学び直し」を参照 .

DX を推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスと ICT
～デジタルプラクティスライブ～
3 月 7 日（土）13:10-15:10 第 3 イベント会場（23 号館 221）

【セッション概要】
デジタルトランスフォーメーション（DX）による新しい時代へのシフトが起こりつつあります．この動きが社会に浸透することで，従来の社会・経済
システムが ICT を活用するように変革し，その効果を最大限に引き出すことができる新たな社会・経済システムへと向うことになります．企業は，新し
いデジタル技術を活用する新たなビジネスモデルや技術統合とそれによる新たな価値を生み出していくことが求められます．アジャイル開発や DevOps
は，DX 時代に有効なシステム開発・運用スタイルとして導入が進みつつあり，本セッションでは各社の取組みなどを紹介します．

イベント司会：山下　博之 （独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) ） 
【略歴】
1981 年京都大学大学院修士課程（情報工学）修了．同年，日本電信電話公社（現 NTT）入社．2003 年 10 月に（株）NTT データに転籍．
2004 年～ 2008 年，JST に出向．2009 年 4 月に（株）NTT データアイ入社，同時に IPA に出向．ソフトウェアエンジニアリングやモ
デル契約関連の業務に従事．2003 年 10 月～ 2008 年 4 月，科学技術振興調整費プログラムオフィサー．2010 年 4 月～ 2014 年 3 月，本
学会電子化知的財産・社会基盤研究会主査．2007 年 5 月～ 2015 年 12 月，情報規格調査会 SC6 専門委員会委員長．IEEE，本学会各会員．

13:10-13:40 講演 (1) 不確実性の時代だからこそ，アジャイルマインドが重要に～ PMI や IPA のアジャイル動向と，実
践者の実感とは～

渡会　健 （株式会社マネジメントソリューションズ／ PMI 日本支部アジャイル研究会代表）
【講演概要】
PMBOK で有名な PMI ですが，ウォーターフォールの象徴のようにイメージされていませんか？　実際には PMBOK とはプロジェクトの成功に寄与す
るための基盤です．アジャイルにも十分適用できます．そしてその PMI はプロジェクトの成功のために近年はアジャイルをどんどん取り入れていって
おります．一方，国内でも IPA が DX 時代を乗り切るためにアジャイルを推進しており，ITSS ＋（プラス）として発信もしております．
私は運よく PMI，IPA 双方での活動をする機会に恵まれましたので，それぞれの団体がアジャイルについて今何を発信していこうとしているかをお伝え
します．

【略歴】
宇宙関連ソフトベンダーにて従来型ソフトウェアシステム開発に JAXA 出向経験含めて 16 年勤務後，PM 系コンサルファームに転職．
その時アジャイル開発に出会い，現場で実践するため中小規模の独立系 IT ベンダーに転職．以降，2011 年以降最初の 3 年で 3 億以上
を売り上げ，アジャイルコーチや導入コンサル，アジャイルや PMBOK 系の研修講師も務めるようになる．2018 年からはコンサル業
界へ復帰し，2020 年から現職にて社内外で活動中．

 
13:40-14:10 講演 (2） ユーザと Agile に共創する 本当に欲しかったサービス

松本　芳宏 （本田技研工業株式会社）
【講演概要】
「一体どれだけの時間が資料作成や構想検討に使われているのか」「現場のアイデアをシステムにしようしたら，数千万円の見積もりと，指摘を何度も受
けて，結局諦めました」このような声が私の周りだけでなく，交流のある他社の方からも頻繁に聞かれてきます．そんな中で創立 70 年を超えた日本の
製造業の組織と文化の変革に DX チャレンジした経緯について
・組織論
・ユーザと本当に欲しかったサービスの作り方
の二軸で説明します．

【略歴】
1991 年本田技研工業（株）入社．デジタルトランスフォーメーションの流れを受け，生産技術企画部門デジタル領域課長として生産部
門のデジタル対応を担う．同社内でいち早くアジャイル開発を取り入れ，現在はファンユーザー増加と領域拡大に向けて推進中．
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14:10-14:40 講演 (3) デンソーにおけるアジャイル開発を用いた MaaS 開発
佐藤　義永 （株式会社デンソー）

【講演概要】
クルマの魅力は単にクルマそのものの魅力だけでなく，安全・安心・便利になるサービスも重要になってきている．そこでデンソーでは，柔軟な開発体
制の構築，およびユーザニーズに応えるサービスを迅速に作るためにアジャイル開発を導入した．本講演では，具体的なチーム作りや文化，ユーザニー
ズの取り入れ方，サービスの実装方法や運用方法を交えながら，どのようにサービス開発を進めてきたか取り組みを紹介する．

【略歴】
2012 年東北大学大学院博士課程修了．同年（株）東芝に入社．インメモリデータベースや AI による予測システムの研究開発に従事．
2017 年（株）デンソーに入社．MaaS 開発する部署の立ち上げに参画し，アジャイル開発により様々な Web サービスの開発を担当．
現在は SRE を担当し，安心安全快適なサービスの実現を目指す．

 
14:40-15:10 講演 (4） エンタプライズ領域のアジャイル開発の課題

鈴木　雄介 （グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社）
【講演概要】
エンタープライズ領域においてデジタルトランスフォーメーション（以下 DX）と言われるようなビジネスモデルの変化に合わせ，システム開発にアジャ
イル開発プロセスを導入する取り組みが増えている．しかし，実際に導入しても高いビジネス成果をあげることは容易ではない．本稿ではシステム開発
手法を組織の意思決定プロセスと捉え，エンタープライズ領域におけるアジャイル開発の課題を論じる．また事例をあげて，この解決に向けた取り組み
を紹介する．

【略歴】
企業のデジタル変革をプロセスとテクノロジーで支援するグロース・アーキテクチャ＆チームス（株） 代表取締役社長．三越伊勢丹グ
ループの DX 推進子会社アイムデジタルラボ取締役．日本 _Java ユーザーグループ CCC 運営委員長

 

研究 100 連発 in 石川
3 月 5 日（木）9:30-12:00 第 4 イベント会場（23 号館 330）

【セッション概要】
石川を代表する研究者 5 名が計 100 個の研究を紹介する怒涛のプレゼンテーションセッションを行います．金沢大学，金沢工業大学，金沢美術工芸大学，
北陸先端科学技術大学院大学から個性豊かな研究者達を集め，秋田純一教授，宮田一乘教授，河崎圭吾教授，浅川直紀教授，中沢実教授が登壇します．
研究 100 連発はニコニコ学会βによって開発されたプレゼンテーションフォーマットで，過去には FIT や NII オープンハウス，サイエンスアゴラ等でも
開催されています． 

司会：湯村　翼 （情報通信研究機構 研究員） 
【略歴】
情報通信研究機構北陸 StarBED 技術センター研究員．ネットワークテストベッド，ユビキタスコンピューティングの研究に従事．過
去にニコニコ学会βで「第 6 回研究してみたマッドネス」「野生の宇宙研究」の座長を務める．

10:30-10:35 オープニング

10:35-10:50 講演（1） 秋田純一・研究 20 連発
秋田　純一 （金沢大学 理工学域電子情報通信学類 教授）

【講演概要】
集積回路，イメージセンサ，インタラクティブシステムに関する自身の研究内容について順に紹介する．

【略歴】
1998 年東京大学大学院工学系研究科電子情報工学専攻博士課程修了．博士（工学）．1998 年から 2000 年まで金沢大学工学部助手，
2000 年から 20004 年まで公立はこだて未来大学システム情報科学部講師．2004 年から金沢大学講師，准教授を経て，2011 年より現職．
集積回路とその応用システム，特にイメージセンサと HCI への応用に関する研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，映像情報
メディア学会，ヒューマンインタフェース学会会員．
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10:50-11:05 講演（2） 宮田一乘・研究 20 連発
宮田　一乘 （北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授）

【講演概要】
「メディアの力で未来を楽しく」をモットーとし，Visual Computing と Fun Computing（講演者による造語です）の 2 つを柱に， CG 技術を核としつ
つ，周辺分野の知見も積極的に取り入れたデジタルメディアの研究を行なっています．Visual Computing は，主に CG や視覚情報処理の研究を，Fun 
Computing はデジタルメディアによる楽しみの創出の研究をしています．プロシージャルモデリングによる制作支援や，伝統工芸素材の質感表現，配色
やレイアウトデザインを対象とした感性情報処理の研究，人々を楽しませるためのメディア技術の応用事例などを紹介します．

【略歴】
1984 年東北大学工学部応用物理学科卒．1986 年東京工業大学大学院物理情報工学専攻修士課程修了．同年，日本アイ・ビー・エム（株）
東京基礎研究所入社．1998年東京工芸大学芸術学部助教授．2002 年北陸先端科学技術大学院大学知識科学教育研究センター教授を経て，
2012 年同大学知識科学研究科教授，現在に至る．CG および Fun Computing に関する研究に従事．博士（工学）．

 
11:05-11:20 講演（3） 河崎圭吾・研究 20 連発

河崎　圭吾 （金沢美術工芸大学）
【講演概要】
プロダクトデザインを中心にデザイン全般に関する自身の研究内容について順に紹介する．

【略歴】
1987 年金沢美術工芸大学を卒業後，NEC で医療機器，通信機器，家電，パソコン，携帯電話，ロボットなどのデザインに携わり，
2001 年～ 2006 年サンフランシスコにある NEC USA，Inc Design ＆ Research Office にて勤務．渡米勤務中は研修生としてデザイン
ファーム Whipsaw Inc. 勤務．シリコンバレーの動向調査や北米をターゲットにした商品開発に従事．2010 年より現職．現在新しい枠
組みでの産学連携 PJ や大学でのデザイン授業のあり方を実践研究中．受賞歴：「Voice Point」音声会議装置が NY 近代美術館パーマネ
ントコレクション選定．「SX － 4」super computer は G マーク大賞受賞．その他国内外の受賞多数．

 
11:20-11:35 講演（4） 浅川直紀・研究 20 連発

浅川　直紀 （金沢大学 設計製造技術研究所 教授）
【講演概要】
「CAM」とは 3 次元 CAD アプリ（3D モデラー）で作った形を削り出したりする時に，加工する機械を動かすためのプログラムを生成するデジタルもの
づくりのためのアプリです．例えば 3D プリンタなら，ご存知“スライサー”と呼ばれるアプリがそれです．でもそんなアプリを作るには 3 次元 CAD
の難しいサイバーなデータからリアルの座標を計算しなくてはなりません．「OpenCAM カーネル Kodatuno プロジェクト」はみんなでデジタルものづく
りのためのアプリを楽しく作るため，その面倒臭い心臓部をオープンソースで提供しようとするものです．本発表ではプロジェクト参加者の皆さんがど
んなものを作り上げたかを紹介します．

【略歴】
1991 年４月電気通信大学助手，1998 年５月同大学講師．同年８月に金沢大学講師に．2002 年 10 月同大学助教授，2007 年４月准教授，
2013 年 10 月教授．2019 年６月から現職．主な研究テーマは産業用ロボットを用いた自動化，デジタルエンジニアリング応用，メカト
ロニクス，視覚障害者関連機器など．日本機械学会，精密工学会等所属．

 
11:35-11:50 講演（5） 研究 20 連発

中沢　実 （金沢工業大学 大学院工学研究科情報工学専攻 教授）
【講演概要】
2011 年より中沢実研究室では電動車椅子の自動走行をはじめとする障害者向けの取り組みを行っている．この 8 年間の間に実施された当該研究室での取
り組みを紹介する．主な内容としては，脳波をはじめとする生体情報を用いた様々な研究開発を進めた経緯や成果について述べる．さらに当該研究室では，
学生が作りたいものを自由に作ることで得られた成果について紹介する．また，近年注目されている人工知能技術を小中高学生向けに講義を行っており，
その際の発見について紹介する．

【略歴】
金沢工業大学　教授　博士（工学） 金沢工業大学情報工学科卒．同大学大学院工学研究科修士課程 ( 情報工学 ) 修了．（株）富士通研究
所通信網システム研究部研究員を経て，1996 年本学助手就任．講師，助教授を経て，2011 年現職．情報通信工学と自律分散システム
を専門領域とし，体が不自由な方でも，自分の意志で自由にコントロールできる拡張身体を作るという夢を実現するべく，情報通信分
野から教育工学・ロボット工学・画像認識を統合した研究を行っている． 最近では，目的地を思い浮かべるだけで車いすが自律的に走
行することのできる，脳波を用いた車いすロボット制御システムを開発し実証実験を行っている．

 
11:50-12:00 クロージング
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MEC(Multi-access Edge Computing) への挑戦
3 月 6 日（金）9:30-11:30 第 4 イベント会場（23 号館 330）

【セッション概要】
5G に代表される低レイテンシィ，高バンド幅の無線ネットワークの普及により，今までクラウドで行われた処理を，基地局で行うことができる．このよ
うな手法を MEC（Multi-access Edge Computing）と呼び，工場内のロボット制御，スマートシティにおける交通制御，電力制御などへの応用が期待される．
MEC は，従来のエッジコンピューティングに比べてマルチアクセス性能，リアルタイム性能が要求される一方で，大規模なクラウドに比べて利用可能
な電力，コストはクラウドに制限される．このような MEC 用のシステムアーキテクチャ，システムソフトウェア，アプリケーションを探る． 

司会：天野　英晴 （慶應義塾大学） 
【略歴】
1986 年慶應義塾大学工学研究科電気工学専攻修了，工学博士．現在，同大学理工学部情報工学科教授，コンピュータアーキテクチャを
研究．

9:30-10:10 基調講演 MEC が実現する機能とインフラへの要求
工藤　知宏（予定） （東京大学 情報基盤センターネットワーク研究部門 教授）

【講演概要】
Multi-Access Edge Computing (MEC) は，無線基地局近傍に計算資源を配置し，エッジデバイスと通信しつつ処理を行う手法である．低コストが求めら
れ処理能力や利用可能な電力が限られる末端のデバイス（エッジデバイス）の処理の一部を MEC により行うことが期待されている．遠隔のクラウドと
比べて通信遅延が小さく通信容量も大きくとれるという特徴を生かし，クラウドへのオフロードが困難なリアルタイム処理や大容量データ処理を行う．
基地局につながる多くのデバイスで計算資源を共用する点で，クラウドに似ているが，リアルタイム性を実現すること，低消費電力であることなどが求
められる．本講演では，MEC に求められる機能とそれを実現するための計算資源への要求，そしてそこでの FPGA の可能性について述べる．

【略歴】
1991 年　慶大・理工・電気工学専攻博士課程了．1991 年～ 1997 年東京工科大学情報工学科助手 / 講師 / 助教授．1997 年～ 2002 年技
術研究組合新情報処理開発機構．2002 年４月（独）産業技術総合研究所．2015 年 4 月より東京大学情報基盤センターネットワーク研
究部門教授（工学系研究科電気系工学専攻兼担）．産業技術総合研究所特定フェロー．

 
10:10-11:30 パネル討論 MEC データセンター用システムのアーキテクチャ，ソフトウェア，CAD，アプリケーション
パネル司会：天野　英晴 （慶應義塾大学）

略歴・写真は「MEC(Multi-access Edge Computing) への挑戦」司会紹介を参照 .

パネリスト：西　宏章 （慶應義塾大学 理工学部 教授）
【略歴】
1999 年　慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程修了，博士（工学）．同 1999 年　新情報処理開発機構並列分散システムアーキ
テクチャつくば研究所入所．2002 年　（株）日立製作所中央研究所勤務の後，2003 年慶應義塾大学理工学部助手を経て 2014 年より現
職．美園タウンマネジメント協会会長および（一社）美園タウンマネジメント代表理事としてスマートタウン実証，（一社）おもてな
し ICT 協議会理事長として観光情報インフラ，（一社）エッジプラットフォームコンソーシアム理事としてスマートシティにおけるエッ
ジ応用などにかかわりつつ，IEEE などで IoT，エッジ，スマートシティに関連する技術標準化ワーキンググループのチェアならびに
委員を務めている．
パネリスト：菅谷　みどり （芝浦工業大学 工学部情報工学科 教授）

【略歴】
2007 年 早稲田理工学研究科，情報 / ネットワーク専攻（博士課程）卒業後，助手， 科学技術振興機構，ディペンダブル組込み OS 研
究開発センター，CREST 研究員を経て，横浜国立大学，講師，CREST 研究員，2013 に芝浦工業大学，工学部，情報工学科 准教授．
2017 年より同大学，教授．

パネリスト：若林　一敏 （日本電気株式会社 スマートインダストリー本部，データサイエンス研究所 シニアエキスパー
ト，主幹研究員）

【略歴】
1986 年東京大学大学院修士卒，博士（工学）1986 年 NEC 中央研究所入社　現在にいたる途中，’93 ～’94　米国スタンフォード大学客
員研究員 LSI の設計自動化，特に高位合成ツールの研究開発から事業化までを実施山崎貞一賞，情報処理学会喜安記念業績賞，信学会
功績賞等を受賞．

パネリスト：飯田　全広 （熊本大学）
【略歴】
1988 年三菱電機エンジニアリング入社，1997 年九州工業大学博士前期修了，2002 年熊本大学博士後期修了．同年，博士（工学）．2002
年から 2005 年まで JST さきがけ研究員兼務，2003 年から熊本大学助教授，2007 年に職制変更で准教授，2016 年から同大学教授．コ
ンピュータアーキテクチャを中心にデバイス構造，VLSI 設計手法，システムソフトウェアなど，ハードウェアとソフトウェアを融合
した領域が主たる研究テーマ．最近は FPGA アーキテクチャや FPGA コンピューティング，さらに AI エッジコンピューティングに拡
大中．
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CC2020: Computing Curricula 2020 プロジェクト
3 月 7 日（土）9:30-12:00 第 4 イベント会場（23 号館 330）

【セッション概要】
情報系のカリキュラムを俯瞰する国際プロジェクト CC2020 を紹介する．CC2020 は，ACM と IEEE-CS が主スポンサーとなっており，Computer 
Engineering (CE), Computer Science (CS), Information Systems (IS), Information Technology (IT), Software Engineering (SE), CyberSecurity (CSec) の各
カリキュラムガイドラインを俯瞰し，CC2005 を更新することを目的としている．なお，CC2005 の報告書は，「情報専門学科におけるカリキュラム標準
J07」の土台となっている．本イベントでは，CC2020 の概要とともに，今後のカリキュラム作成の方向性の中心として提唱するコンピテンシと，カリキュ
ラムガイドライン理解支援ツールに関する講演を行う．なお，各発表は英語で行われるが，日本語による質問を受け付ける．

司会：高田　眞吾 （慶應義塾大学 理工学部情報工学科 教授） 
【略歴】
1990 年慶應義塾大学理工学部卒業．1992 年同大学大学院理工学研究科修士課程修了．1995 年同博士課程修了．博士（工学）．同年奈良
先端科学技術大学院大学情報科学研究科助手．1999 年慶應義塾大学理工学部情報工学科専任講師，2006 年助教授（准教授），2015 年教授．

9:30-9:50 講演（1） The CC2020 Project
Parrish　Allen （Mississippi State University, USA）

【講演概要】
CC2020 プロジェクトの目的は，様々な情報系分野におけるカリキュラムに対する概要を示すことである．さらに，コンピテンシという観点から将来の
カリキュラム作成のための“言語”の定義も目指している．コンピテンシは教育面のみならず，情報系の仕事の面にも深く関係する．そこで，共通言語
に基づいてカリキュラム文書を記述することが可能となれば，将来のカリキュラム基準の定義は，高等教育の卒業生がもつスキルと，産業界が要望して
いるスキルのギャップを縮められると考える．本発表は，最終年に入ったプロジェクトの現状を報告する．

【略歴】
Allen S. Parrish is Associate Vice President for Research and Professor of Computer Science and Engineering at Mississippi State 
University. Dr. Parrish works with internal and external university constituencies to facilitate research collaboration and to enhance 
MSU’s research portfolio. Dr. Parrish was previously Professor of Cyber Science and Founding Chair of the Department of Cyber 
Science at The United States Naval Academy, where he helped to start the cyber operations program. During his tenure there, the 
program became one of the first four ABET accredited cybersecurity programs in the country and grew to be one of the largest 
programs at the academy. Prior to Navy, Dr. Parrish served for 26 years on the faculty at The University of Alabama in a variety 
of roles, including Professor of Computer Science, Associate Vice President for Research, and Founding Director of the Center for 
Advanced Public Safety. Throughout his career, Dr. Parrish has obtained approximately well over 200 funded projects totaling over 
$100M from a variety of state and federal sponsors, and is active in both research and computing education. Dr. Parrish received a 
Ph.D. in computer and information science from The Ohio State University.

 
9:50-10:10 講演（2） What is competency?

Clear　Alison （Eastern Institute of Technology, New Zealand 准教授）
【講演概要】
本発表はコンピテンシに基づいた教育という概念について述べる．コンピテンシを教育の観点から説明し，将来の情報系カリキュラムとどう関係するか
説明する．CC2020 プロジェクトは，現在あるすべての承認された情報系カリキュラムガイドラインを検討し，それを基にコンピテンシ文やガイドライ
ンを作成し，現在そして将来の情報系カリキュラムに適用できるようにした．コンピテンスは，職業または免許等の取得に関連したパフォーマンスの基
準を示し，設定されたコンピテンシレベルで仕事の作業を行える能力を示せることである．コンピテンシは認知的とメタ認知的スキル，知識と理解，対人・
知的・実務的スキル，そして倫理価値の動的な組み合わせである．

【略歴】
Alison Clear is an Associate Professor and Programme Leader at the Auckland campus of the Eastern Institute of Technology. 
She has an extensive academic and professional career that has involved academic leadership in research, scholarship, teaching and 
curriculum development nationally and internationally and an extensive publication record in national and international conferences 
and journals in computing and information technology. Her research interests include Computing Curriculum development, Women 
and Computing, ICT in developing countries, elearning implementation and the development of computing education. Alison is an 
invited international keynote speaker, has been a member of the international ACM Educational Council, member and vice chair of 
the ACM Special Interest Group in Computer Science Education and Fellow of the Institute of Information Technology Professionals 
(IITP) and Fellow of the Computing and Information Technology Research and Education in New Zealand (CITRENZ). She is 
currently co-leading the international research project CC2020 of 46 people from 20 countries to redefine the computing curricula for 
2020 forward.
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10:10-10:30 講演（3） How do we implement the curriculum?
【講演概要】
本発表は二つの重要な点について述べる．一つ目は，コンピテンシの見極め方と，学位に対して期待する成果を示せるようなコンピテンシの文の書き方
である．二つ目は，その学位のために記述されたコンピテンシを学生が達成するために，どのようにカリキュラムを開発するかである．現状の知識領域・
知識ユニットに基づいたカリキュラム標準と同様に，コンピテンシに基づいたカリキュラムはローカルな文脈的要因を考慮する必要がある．これらには，
法規制，主要な産業界のニーズ，教員の研究分野などを含む．その結果，ほとんどの学科等のプログラムは，自分用のコンピテンシ文を作成することとなる．
本発表では，コンピテンシ文の作成例を示し，様々なステーキホルダがどのようにその文作成に貢献できるかについて述べる．さらに，CC2020 プロジェ
クトを通して開発された手法により，コンピテンシの主要な要素（知識，スキル，ディスポジション）をどのようにとらえられるかについて述べる．こ
れにより，手法の基になっている概念モデルを示すこととなり，比較や評価のために利用できる，一貫した構成要素の集合の作成を示すことができる．
また，コンピテンシを達成するための学生の能力を最大限に伸ばせるような科目やそのほかの教育経験も重要である．本発表では，期待されるコンピテ
ンシを達成できるように，トピックの網羅と教育学に基づいた学習経験の設計について議論する．多くの教員は，スキルやディスポジションの開発よりは，
知識の伝達になじみが深いため，三つのコンピテンシの構成要素の開発における教育学上の違いに特に注意する．

Pears　Arnold （KTH, Sweden 教授）
【略歴】
Arnold Pears received his BSc(Hons) in 1986 and PhD in 1994, both from La Trobe University, Melbourne, Australia. He occupied 
positions as lecturer and senior lecturer at La Trobe University between 1991 and 1998. In 1999 he was appointed as senior 
lecturer at Uppsala University, Sweden. He was awarded the Uppsala University Pedagogy Prize in 2008, and appointed as Docent 
(Associate Professor of Computing Education Research) in May 2011. Dr Pears has published over 40 articles in computing and 
engineering education research and is well known internationally as a computing education researcher where he has made significant 
contributions to the development of research methods and understanding of student learning in computer science and engineering. 
In this project he contributes through his research expertise in exploring conceptual development and self-efficacy in individuals and 
groups.

 
Topi　Heikki （Bentley University, USA 教授）

【略歴】
Heikki Topi is Professor and Chair of Computer Information Systems and Interim Chair of Information and Process Management 
at Bentley University. His Ph.D. in Management Information Systems is from Indiana University. His research focuses on systems 
development methodologies, information systems education, and human factors and usability in the context of enterprise systems. 
His research has been published in journals such as European Journal of Information Systems, JASIST, Information Processing & 
Management, International Journal of Human-Computer Studies, Journal of Database Management, and others. He is co-author of 
Modern Database Management and Essentials of Database Management, co-editor of IS Management Handbook and Computing 
Handbook: Information Systems and Information Technology, and co-editor of the Education Department of Communications of the 
AIS. He has been actively involved in global computing curriculum development and evaluation efforts since early 2000s (including 
IS2002, CC2005 Overview Report, CC2020 and as task force co-chair of IS2010 and MSIS2016, the latest IS curriculum revisions). 
He served earlier on ACM’s Education Board and Council and on CSAB’s Board of Directors, and he is currently Vice President of 
Education for Association for Information Systems.

 
10:30-10:50 講演（4） The Computing Tool

Van Der Veer　Gerrit （Vrije Universiteit of Amsterdam, Netherlands 教授）
【講演概要】
学部の情報系カリキュラムガイドラインの利用者向けにツールを開発中である．様々な利用者を想定しており，それぞれの利用者のニーズに沿う予定で
ある．例えば，(1) 将来の学生とその親および現在の大学生に対してはどのように大学やコースを選ぶか，(2) 教員に対してはカリキュラムやコースを開
発するための構造や内容としてどのようなものがあるか，(3) 教育に関わる省庁等の関係者に対しては情報系カリキュラムにおける大学の教育の質をどの
ように評価するか，(4) 産業界に対しては採用にあたりどのような教育水準を要求すべきか，そして最も適合するカリキュラムは何かを理解することであ
る．利用者は，インタラクティブで直感的な操作を通して，知識ドメインや領域，スキルレベル，そしてディスポジションなどに関するグラフ等の可視
化を得ることができる．教育に関わる省庁等の関係者は，ガイドラインの内容や構造に基づき，自らカリキュラムを指定することができ，大学のカリキュ
ラムの質の評価やアクレディテーションのために利用することが可能となる．

【略歴】
Gerrit van der Veer has been a university researcher and teacher at the Vrije Universiteit of Amsterdam since 1961. He started in 
Cognitive Psychology, moved to Ergonomics, and into Computer Science, specializing in interaction design. He has been teaching in 
many European countries including Belgium, Germany, Spain, Italy, Romania, and the Netherlands, as well as in China. His research 
concerns user centered design methods, task modeling, individual differences, cultural differences, mental models, cultural heritage, 
and visualization. He is currently working for the Dutch Open University Faculty of Computer Science, the Dutch University of 
Twente Department of Human-Media Interaction, the University of Sassari (Italy) Faculty of Architecture, the Luxun Academy of 
Fine Arts (China) Department of Multimedia and Animation, and the Maritime University of Dalian (China) Faculty of Computer 
Science. Gerrit has been President of ACM SIGCHI, the world leading international society for human-computer interaction, from 
2009-2015.
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11:00-11:20 講演（5） Demonstration of the tool
【講演概要】
本発表では，カリキュラムに関連した各種要素を管理し，可視化するツールの概要について述べる．ツールのアーキテクチャは，可視化やバックエンド
など現在実装されている部分を中心に述べる．ツールが支援する機能には次がある：(1) 情報全体と，情報系分野間における各種構成要素の定義，(2) カ
リキュラム設計におけるコンピテンシに基づいた方法の視点を理解し管理する機能，(3) カリキュラムの各種要素を比較する機能，(4) カリキュラム記述
の分類案を提示する機能．また，開発中のツールのプロトタイプの一部の機能のデモを行う．今後のツールに導入される自然言語処理や機械学習に関わ
る機能も紹介する．CC2020プロジェクトそのものには期限があるため，ツールはプロトタイプで終了する見込みである．しかし，CC2020の遺産としてツー
ルは非常に重要であり，プロジェクトそのものが終了した後も，クラウドソーシングと“継続的な知識体系の改良”を基に発展させる予定である．本発
表が，産官学など多方面の専門家が自らのアイディアや経済的支援を提供するきっかけとなり，将来の情報教育に対する投資が起きることを願う．

Waguespack　Les （Bentley University, USA 教授）
【略歴】
Les Waguespack, Ph.D. in CS, is Professor of the Computer Information Systems Department, 35 years at Bentley University, USA 
with 75+ journal and conf articles: computing curriculum, OOSE, and Springer books on modeling and design: Thriving Systems 
Theory and Metaphor-Driven Modeling (2010) and Designing Thriving Systems (2019). He serves as past president of EDSIG-AITP.

 
Babb　Jeff （West Texas A&M University, USA 准教授）

【略歴】
Dr. Jeffry Babb is an Associate Professor of Computer Information Systems at West Texas A&M University, USA. He has published 
articles in areas of software team process improvement, privacy, and computing curricula. He serves as the current president of 
AITP-EDSIG.

 
11:20-11:40 講演（6） More from the Toolbox

【講演概要】
本発表は，前の二つの発表の続きである．指定したカリキュラムと，ACM/IEEE の各種情報系カリキュラムガイドラインを比較するような，その他の
可視化について発表する．

Cuadros-Vargas　Ernesto （UTEC, Peru 教授）
【略歴】
Prof. Dr. Ernesto Cuadros-Vargas received his PhD in Computer Science from the University of Sao Paulo-Brazil in 2004. He is 
currently the Head of the School of Computer Science at the Universidad de Ingenieria y Tecnologia in Lima, Peru. Before that, he 
was the Head of the School of Computer Science at San Pablo Catholic University en Arequipa Peru (2005-2016). His main research 
areas are Higher Education in Computing Programs, Similarity Information Retrieval, Access Methods and Neural Networks. He is a 
founding member of the Peruvian Computer Society (SPC), was its president in 2001-2007 and 2009. He is an elected member of the 
Board of Governors of IEEE Computer Society (2020-2022). He has also served on the IEEE Education Activities Board (2006-2009) 
and Steering Committee of CS2013.

 
Vichare　Abhijat （ACM India, India 教授）

【略歴】
Abhijat has been computing for more than 25 years, equally in academia and industry. Apart from serving educational institutions 
around Pune, India, he is also a member of the CC2020 steering committee.

 
11:40-12:00 講演（7） The CC2020 Report

【講演概要】
本発表は，CC2020 の報告書「Computing Curricula 2020: Paradigms for Future Computing Curricula」について述べる．報告書はこれまでの発表にあ
げてきたコンピテンシ，情報系カリキュラムの実現，ツールなどを含んでいる．また，情報系教育の歴史的背景，情報系分野の有用な記述，コンピテン
シに基づいた教育の実現についても述べている．情報系分野の進化が情報系の学部教育に影響を与えている昨今において，情報系の学部教育の記述・比
較を可能とするフレームワークを通して，報告書は今後，学生，産業界，学界を含めた世界中の各方面が参照するガイドラインの提供元になると考える．
報告書は 7 章と付録からなる．本文は，導入，情報系教育の進化，知識ベースの教育，コンピテンシベースの教育，情報系教育のための可視化，グロー
バルな検討事項，CC2020 プロジェクトが掲げた事項の実現に向けての道筋について記述している．付録では，様々なスキルのフレームワーク，コンピ
テンシの例，分野ごとのカリキュラム例，用語集などからなる．

Impagliazzo　John （Hofstra University, USA 名誉教授）
【略歴】
John Impagliazzo, a steering committee member of the CC2020 project, is professor emeritus in School of Engineering and Applied 
Science at Hofstra University. He was chair of the committee that produced the computer engineering curricular report (CE2016) 
and was a principal co-author of the committee that produced the CE2004 report. He was an active member of the CC2005 project, 
allowing him to be a valued resource and contributor to the CC2020 project. He was also a member of the executive committee of a 
parallel project for information technology (IT2017). Impagliazzo is an IEEE Fellow, an IEEE Life Member, an ACM Distinguished 
Educator, and a CSAB Fellow.
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Wang　Pearl （George Mason University, USA 准教授）
【略歴】
Dr. Pearl Wang is an Associate Professor of Computer Science at George Mason University and is a founding member of the CS 
department. She has been involved in a GMU Students as Scholars sponsored project to enable and encourage computer science 
undergraduates to participate in research and scholarly activities with CS department faculty. Her research areas have included 
sequential and parallel algorithms for combinatorial optimization problems, and interconnection networks for massively parallel 
systems. She has served on the organizing and steering committees of several professional conferences, and was the General Chair 
of the Fourth Symposium on the Frontiers of Massively Parallel Computation. She has also been a member of numerous conference 
program committees and served on the editorial boards of the IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, the Journal 
of Parallel and Distributed Computing, and the European Journal of Operational Research. Dr. Wang is a member of the Computing 
Accreditation Commission of ABET and is Past President of CSAB.

 

信用スコアの期待と課題
3 月 7 日（土）13:10-15:10 第 4 イベント会場（23 号館 330）

【セッション概要】
購買行動や web アクセス履歴など個人の行動に関する膨大なデータを分析し，信用スコアとして活用しようという動きが日本国内でも広がりつつある．
スコア活用による社会生活の利便性向上が期待される一方，その提供システムやスコア自体の使われ方に対する懸念も存在する．本セッションでは信用
スコアの現状についての講演後，パネリスト・会場を含めて SPT: セキュリティ・心理学・信頼の視点からこの問題を議論する． 

司会：若江　雅子 （読売新聞） 
【略歴】
1988 年読売新聞入社，北海道支社に配属，警察や道庁を担当．1992 年から東京社会部．警視庁，公正取引委員会，農林水産省，国土
交通省などのクラブや，遊軍など．2008 年より社会部デスクでネット問題取材班など担当．2014 年より編集委員．専門はデータ時代
のプライバシーやセキュリティ問題．2017 年から 2 年間，情報セキュリティ大学院大学．

基調講演 AI と BIGDATA を活用した信用スコアと情報銀行ビジネスの展望
大森　隆一郎 （J.Score 代表取締役社長 CEO）

【講演概要】
近時各社が参入を表明しているスコアリングビジネスであるが，いち早くビジネスを開始した J.Socre より，AI とビッグデータを活用した「AI スコア」
を軸にした現状のサービスの概要と，今後の AI スコアをプラットフォームとしたデータビジネス等の展望について説明する．特に，今後開始予定の情
報銀行ビジネスの取組意義やそのスキームについても触れていく．

【略歴】
大阪大学法学部卒業後，旧富士銀行（現みずほ銀行）入行．自ら希望して個人（リテール）部門を長く歩く．特に，リテールビジネス
の企画経験が豊富で，数々の新商品・サービスを生み出し，大半がみずほ銀行のインフラに．J.Score のビジネスモデルも自らがリーダー
として企画推進し，立ち上げた．2015 年，みずほ銀行執行役員に就任．2016 年 11 月より，（株）J.Score 代表取締役社長 CEO．

 
パネル討論 

パネリスト：森　亮二 （弁護士法人英知法律事務所　パートナー弁護士／第一東京弁護士会所属，ニューヨーク州弁護士）
【略歴】
東京大学 法学部卒業，ペンシルバニア大学ロースクール卒業【専門分野】企業法務全般，電子商取引，電気通信事業，インターネット【政
府審議会等の職歴】2017 年 11 月～　総務省　情報信託機能の認定スキームに関する検討会委員 2017 年 11 月～　総務省・経済産業省
　データポータビリティに関する検討会委員 2018 年 7 月～　内閣官房　データ流通・活用 WG 委員

パネリスト：島岡　政基 （セコム株式会社 IS研究所コミュニケーションプラットフォームディビジョンサイバーセキュ
リティグループ 主任研究員）

【略歴】
1998 年慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了．同年セコム（株）入社．2004 年より同 IS 研究所．2005 ～ 10 年まで国立情報
学研究所特任准教授 ( 後に客員准教授 )，2019 年より筑波大学システム情報系客員准教授を兼務．2014 年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修了．博士 ( 情報学 )．認証基盤とトラストの研究開発に従事．情報処理学会コンピュータセキュリティ研究
会幹事 (2015 年～ )，同会セキュリティ心理学とトラスト研究会運営委員 (2014 ～ 2017 年 )，同会論文誌ジャーナル編集委員会副編集長
/ ネットワークグループ主査 (2018 年 )．
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初等中等教員研究発表セッション
3 月 7 日（土）9:30-12:00 第 5 イベント会場（23 号館 211）

【セッション概要】
これまでも，情報処理学会の全国大会の一般セッションでは初等中等教員にも発表していただくことができたが，多くは平日に行われたため実際には常
勤勤務のある小中高の先生方等に御発表いただくことは困難だった．これを改善するために，今回，特別セッションとして土曜日に「初等中等教員研究
発表セッション」を設けることとした．

座長：小原　格 （東京都立町田高等学校）
【略歴】東京学芸大学教育学部特別教科教員養成課程数学科専攻卒業．学士（教育）．放送大学大学院文化科学研究科自然環境科学プ
ログラム修了．修士（学術）．数学科教諭として東京都入都 (1993)．情報科教諭へ転科 (2003)．文部科学省学習指導要領の改善協力者
(2008,2018)．中央教育審議会情報ワーキンググループ委員 (2016)．文部科学大臣優秀教職員表彰 (2017)．現在，東京都立町田高等学校指
導教諭．電気通信大学，青山学院大学教職課程非常勤講師，東京都教職員研修センター認定講師など．

座長：中野　由章 （神戸市立科学技術高等学校）
【略歴】技術士（総合技術監理・情報工学）．本会初等中等教育委員会幹事，情報入試委員会委員，コンピュータと教育研究会運営委員．
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等学校教頭兼大阪電気通信大学
客員准教授．2015 年本会山下記念研究賞，2016 年本会学会活動貢献賞，2017 年科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞，2018 年
本会大会優秀賞．

9:30-9:45 情報科とカリキュラム・マネジメント
研究発表 (1)：中野　由章 （神戸市立科学技術高等学校）

【講習概要】
共通教科情報科が，従来の選択必履修から「情報Ⅰ」共通必履修となり，さらに発展的科目となる「情報Ⅱ」も設定された．そして，大学入学共通テス
トで「情報Ⅰ」を出題する方向で検討が進んでいる．そうなると，従来以上に重要となってくるのが，カリキュラム・マネジメントである．大学入試や「情
報Ⅱ」の存在は，「情報Ⅰ」の自由度をある程度束縛することになるものの，指導内容をあるべき姿や標準化促進に導くメリットが大きいと考える．また，
大学などで多くの有用な教材が開発されたり，放送大学などで充実した授業コンテンツが用意されたりしている．学校現場でそれらを資源を活用するた
めの環境を整えることもまた非常に重要である．

写真は「初等中等教員研究発表セッション」座長紹介を参照 .
 
9:45-10:00 高等学校における PBL 学習でのコンピテンシーの評価について

研究発表 (2)：田鶴　悟 （京都府立須知高等学校）
【講習概要】
京都府立須知高等学校では，平成 24 年度から普通科第 3 学年の生徒を対象に「問題解決学習（PBL）」に取り組んでいる．地元企業と協働し問題解決案
をビジネスプランにまとめ発表している．授業評価は，経産省発表の社会人基礎力を，身に付けたいコンピテンシーと位置づけし，それらの項目をポー
トフォリオに示し評価している．学習指導要領では，「職業人として豊かな人間性を育み，情報産業の創造と発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を
養う」とある．問題解決能力の育成は情報科のテーマの一つであり，実践を通して統計学など関連する技術も多くある．この発表を通じて，今後の情報
教育の在り方について意見交換ができればと考えている．

 

 
10:00-10:15 神戸大学附属中等教育学校の情報教育 

研究発表 (3)：米田　貴 （神戸大学附属中等教育学校）
【講習概要】
中等教育学校は 1 年生（中学 1 年生に相当）から 6 年生（高校 3 年生に相当）まで在籍している校種である．原則として中途での入学者がいないため全
生徒が 6 年間在籍していることを前提としたカリキュラム設計が可能である．2022 年から新しい学習指導要領に基づき「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」がはじまるが，
履修すべき内容に対して時間数が少なく難しいという声も情報科の教員から聞くことがある．本セッションにおいてはこの時間的制約にも留意しながら，
中学校と高等学校における技術・情報分野のカリキュラムを 1 人の教員で実践した実践内容や見解について述べ，これからの中等教育段階における情報
教育の質的向上について検討したい． 

 

 



－ －65

10:15-10:30 東京都立町田高等学校におけるプログラミング教育と生徒の反応 
研究発表 (4)：小原　格 （東京都立町田高等学校）

【講習概要】
本校では，1 学年に「情報の科学」2 単位を必履修で設置するとともに，2017 年度より，新科目「情報 I」に向けた取り組みを行っている．特に「情報 I」
においては，コンピュータそのものの計算の仕組みや，問題解決を意識したプログラミングなどが求められているため，JavaScript 等を利用した問題解
決的なプログラミング学習を行うとともに，生徒自身が作品を評価・改善するための授業デザインを行ってきた．ここでは，2019 年度におけるコンピュー
タの仕組みやプログラミング等に関する実践を紹介するとともに，より発展的な内容まで学習したい生徒向けに希望者を募り実施している「プログラミ
ング教室」等について，生徒の感想や意見も交えながら触れていく． 

 

 
10:30-10:45 プログラミング学習での高校生の躓きの分析と支援について

研究発表 (5)：福田　匡孝 （富山県立魚津高等学校）
【講習概要】
次期学習指導要領改定時に，現在の高等学校情報教科が「情報Ｉ・Ⅱ」へ編成される．情報Ｉでは，新たにプログラミング教育が導入され，全員が履修
することになる．大学等でプログラミング教育が以前から行われており，学習者の躓きに関する知見が集積されているが，高校生に対しては知見が十分
ではなく，時間の制約や環境の違いなどによって躓きなどが違うのか分析されていない．また，プログラミングの指導に対して不安だと感じる教員が存
在しており，躓きに関する知見の集積や支援が必要である．そこで，プログラミング学習後に課題を出題し，その回答を分析すると共に，アンケートの
回答を分析をすることにより，高校生がどのような事で躓くのか考察する．

 

 
10:45-11:00 ICT を活用した探究学習における教育効果に関する研究：高等学校における商店街活性化実践を通して 

研究発表 (6)：延原　宏 （神戸星城高等学校）
【講習概要】
本校では，これまでの授業実践において ICT を活用して商店街の活性化を目指した探究学習に取り組んできた．この学習活動で商店主は活動に対する強
い期待があり，学習者がその期待を感じることで主体的な活動となる変化が見られた．しかし，どのように行動していいのか分からない学習者が存在した．
そこで，本研究では「ルーブリック評価表」を学習者に提示し，行動指標を持たせてから，校外活動を行った．調査については，校外活動の前後段階で
授業の感想を自由記述形式で求め，テキストマイニングによる定性データの分析と文部科学省の情報活用能力調査の質問項目を採用した定量データの分
析を試みた．その結果，行動指標の明確化が，学習者の自己肯定感や自信，動機付けに繋がることが明らかになった． 

 

 
11:00-11:15 探究の「問い」を創る授業　～課題研究を通して得られた視点を授業へ生かす「問い」とは～ 

研究発表 (7)：梶尾　滝宏 （熊本県立宇土高等学校）
【講習概要】
海外の AI 人材育成戦略が激化する中，日本の中高生が今を生き抜くには，論理的思考力や協調性を獲得しつつ，未知なる課題に挑む姿勢を育むことが
大変重要だと感じる．本校は併設型中高一貫校として，無人島サバイバル体験や海外研修，学会発表等を実施し，探究心や倫理観，科学的リテラシーを
身に付けさせるカリキュラムを組み，高度な研究機関や台湾の大学との連携にも力を入れている．今回，情報教育の未来を見据え，熊本県内の取組や支援，
また，地震を経験した中学生の STEAM 教育授業から高校へと広がった課題研究の視点を生かした『探究の「問い」を創る授業』の実践例，分析ソフト
等を用いた検証やアプリ開発等の生徒の実践例と成果を報告する．
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11:15-11:30 「ロボットづくりは，人づくり」 ～生徒の成長を育むロボット・プログラミング教育の実践～ 
研究発表 (8)：福田　哲也 （追手門学院大手前高等学校）

【講習概要】
2003 年に NASA の教育基金をもとに「火星探査」をテーマにした教育プロジェクト（探査ロボットのモデル製作）を実施．それをきっかけに 15 年以上，
ロボット・プログラミング教育を，授業で，課外活動で，地域で展開してきた．ロボコン世界大会で優勝するなど数々の成果を残してきたが，その過程で，
多くの生徒たちの成長にふれてきた．技術力やプログラミングスキルだけでなく創造力，問題解決能力，そしてコミュニケーション力の育成にも寄与す
ることから，その教育的効果に魅了されるとともに，その教育的価値を確信している．未来の社会を担う人材育成の観点から，これまで取り組んできた
ロボット・プログラミング教育実践を紹介する．

 

 

初音ミク ファン メイド ミニライブ IPSJ-39
3 月 5 日（木）17:10-18:00 第 1 特別会場（12 号館 401 イノベーションホール）

【セッション概要】
電気通信大学の「バーチャルライブ研究会」の全面協力による，初音ミクのファンメイドライブ IPSJ-39 を開催します！  初音ミクを始めとする，バーチャ
ルキャラクターの音楽ライブです！盛り上がっていきましょう！  本セッションは事前に申し込みが必要です．

新世代企画委員会 （情報処理学会）
【略歴】
電気通信大学「バーチャルライブ研究会」2017 年発足．過去 3 回，学園祭でバーチャルキャラクターによる音楽ライブを開催．

 

中高生情報学研究コンテスト
3 月 7 日（土）13:10-15:10（プレビュータイム 11:00-，コアタイム 13:30-14:30）
第 2 特別会場（23 号館 105 パフォーミングスタジオ）

【セッション概要】
福岡での第 1 回開催に続き，今大会で 2 回目となる「中高生情報学研究コンテスト」（昨年の第 1 回の「中高生ポスターセッション／中高生情報学研究
コンテスト」から改名）を開催する．全国の中学生・高校生等のグループによる発表を募集して当日ポスター発表してもらう．同時にコンテストとし
て，当日発表されるすべてのポスター発表を審査し，優秀な者には賞（特に優秀な者には学会長名による若手奨励賞もあわせて）を贈る． Web サイト：
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/82/82PosterSession/

13:30-14:30 コアタイムには各発表グループにかならず説明者 ( 生徒 ) がいて説明やデモを行ないます．コアタイム終了後に優秀な作品を表彰します．

講評・特別審査員 特別審査員
鹿野　利春 （文部科学省 初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室 教科調査官（高等学校情報科担当））

【略歴】
修士（教育学）（鳴門教育大学 1996 年）．国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官，文部科学省において高等学校共
通教科情報科及び専門教科情報科の教科調査官を併任．金沢大学理学部化学科卒（1986 年）．石川県の公立学校教諭，石川県教育委員
会を経て 2015 年より現職．現行学習指導要領「情報」の調査研究協力者，教科書，問題集，副読本，情報科教育法等著者（共著）．文
部科学大臣優秀教員表彰（2008 年）．

 
司会進行・審査員：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 年より長野大学講師・助教授を経て現・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 月より本会初等中等教育委員会委員長．本会シニア会員，学会活動貢献賞受賞．
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司会進行・審査員：中山　泰一 （電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授） 
【略歴】
1988 年東京大学工学部計数工学科卒業．1993 年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了．博士（工学）．現在，電気通信大学
大学院情報理工学研究科教授．本会では，論文誌ジャーナル編集委員会編集長，情報処理教育委員会委員，初等中等教育委員会副委員
長などを務める．2014 年度本会学会活動貢献賞，2016 年度本会山下記念研究賞，2017 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術
賞受賞．本会シニア会員．

審査員（50 音順） 
井戸坂幸男（三重県多気郡大台町立宮川小学校），大山裕（電子情報技術産業協会），奥村晴彦（三重大学），筧捷彦（東京通信大学），兼宗進（大阪電気通信大学），
久野靖（電気通信大学），斎藤俊則（星槎大学），佐久間拓也（文教大学），高岡詠子（上智大学），竹中章勝（奈良教育大学），辰己丈夫（放送大学），
中野由章（神戸市立科学技術高等学校），能城茂雄（東京都立三鷹中等教育学校），松浦敏雄（大阪市立大学），山崎謙介（東京学芸大学）

展示番号 
チーム名・ポスタータイトル・チームメンバー
分野・ポスター概要

#01

team HLY　「Kinect と HMD を用いた VR 避難訓練体験システムについて」
堀澤 日景（北海道北見北斗高等学校 2 年），石澤　空蒼（北海道北見北斗高等学校 2 年），佐藤 嶺二（北海道北見北斗高等学校 2 年），
栗𠩤 健太郎（北海道北見北斗高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
避難訓練において怪我や身体的障害などの理由で，訓練に参加できない中・軽度障害児童などがいることに問題意識を感じた．そこで，先行
研究をもとに「Unity」「Kinect」「C ＃」，VR 技術等を用いた避難訓練体験システムの開発を行った．自らの力で避難を体験しながら，周囲状
況の把握能力や適切な避難経路の判断能力を養うためのシミュレーターとして活用できるのではないかと考えている．主なシステムの内容は，
Kinect を用いて骨格情報を認識し，特定のジェスチャを認識して VR 空間を移動させる．展望として，実際の訓練同様安全に行動できる力を
養うことができる内容になるよう改善することが挙げられる．

#02

北斗情報班２　「Python を用いた画像処理による文字認識採点支援システムの開発」
後藤　駿介（北海道北見北斗高等学校 2 年），栄浪　健人（北海道北見北斗高等学校 2 年），十亀　航輝（北海道北見北斗高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
近年，過労死認定などでメディアでも大々的に取り上げられる等，教員の労働環境が根深い問題になっている．そこで，採点業務の簡略化と
いう点で教員特有の労働である持ち帰り業務の中でも大きな割合を占めている定期試験の採点業務の軽減を図ろうと考えた．本研究では，先
行研究の採点支援ソフトを改良，Python で新規開発することにより，より多くの教員に使ってもらえるシステムを作成した．また，オープン
ソースの OCR エンジンでもある Tesseract も使用し，画像処理と文字認識の深層学習の観点から，更なる採点業務の効率化が可能かどうかを
検討した．

#03

小野晶子　「精神科相談サイトのテキストマイニング」
小野　晶子（山形東高等学校 2 年）

［情報の活用と表現］
インターネット上の相談サイトや SNS には様々な病気を抱えた人々が自身の病状や悩みを綴っている．特に心の病気の患者について，何に関
心を抱いているのかに興味を持ったので，テキストマイニングの手法で分析を試みた．

#04

福島高校 SS 部情報班　「アダプティブラーニングを用いた高等学校の情報科におけるプログラミングの授業法の研究」
青木　優（福島県立福島高等学校 2 年），狗飼　京也（福島県立福島高等学校 2 年），藤田　健翔（福島県立福島高等学校 2 年），沢田　慕（福
島県立福島高等学校 2 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
本研究は，“高等学校におけるプログラミング教育の機会均等化”と“情報科教員不在でも実施可能で，プログラミング教育に最適な新しい授
業形態の発案”を目的としている．高等学校の情報科の課題として，情報科の専門教員採用人数が他教科と比べても顕著に少ない点がある．
それにより，他にも様々な弊害が発生するだろう．そこで，上記の課題を解決する手段として，情報科専門教員不要で実施可能な授業形態を
作成することが有効だと考えた．今年度の研究では，独自に “ステージ型学習法”と呼ばれるアダプティブラーニングを採用した新授業形態
を考案し，この授業法を本校の 1 学年に実施する実証実験を行う．

#05

ポケセンフクシマ　「アプリによる公開文化祭の利便化」
栗田　笑実花（福島県立福島高等学校 2 年），佐藤　晴日（福島県立福島高等学校 2 年），横山　航大（福島県立福島高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
本研究では，アプリケーションソフトを自作し，我が校の公開文化祭である梅苑祭の混雑，迷子防止に本アプリが貢献して，来校者の方々が
より梅苑祭を楽しめることを目標として活動をしてきた．作成したアプリを App Store©︎ と Google Play Store©︎ に出品し，配信した．本発表
ではこれらの結果をふまえた考察と反省をし，それを元に来年度に新たに実装したい要素などを示す．

#06

水戸工業高等学校Ａ　「熱中症被害を意識した洗濯物乾燥予測システムの研究」
渡邊　莉々歩（茨城県立水戸工業高等学校 2 年），國井　大地（茨城県立水戸工業高等学校 2 年），會澤　弘涼（茨城県立水戸工業高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
例年，梅雨の時期になると，洗濯物など室内干しをするケースが増えてくる．この時期に，家事を行う主婦に意外に多いのが，室内での熱中
症の被害である．そこで，我々は，「洗濯物の乾燥時間の予測」と「熱中症の危険度の判定」に着目したシステムを試作した．本システムでは，
乾燥時間の予測は，温湿度センサより実値を計測するとともに，衣類に含まれている水分量を算出して予測時間を算出する．熱中症の危険度
の判定は，WBGT( 日常生活の指針と運動の指針 ) を用いて算出し，これらの結果をメールにて通知するというものである．本システムを活用
することで，熱中症に注意しながら，家事 ( 洗濯物作業 ) を効率的に行うことができる．

#07

水戸工業高等学校Ｂ　「汎用的な特徴を持つ画像認識システムの研究」
渡邊　莉々歩（茨城県立水戸工業高等学校 2 年），大類　航明（茨城県立水戸工業高等学校 2 年），齋藤　颯汰（茨城県立水戸工業高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
近年，画像認識が，社会に浸透している．そこで , 我々は，ＡＩ技術を用いた画像認識システムを試作した．システム概要は，AI に画像デー
タを与えることで，それぞれの対象物を画像認識することができる．本システムの最大の特徴は，登録するデータを変えるだけで，様々な用
途に活用ができる．例えば，農産物のポジティブ画像やネガティブ画像を登録すれば，農作物栽培用として利用したりとか，または，セキュ
リティを目的として，自宅の部屋の家具等の画像を登録しておけば，防犯用の画像認識システムとして動作するといったものである．画像認
識方法は，AI 技術である TensorFlow( ３層の畳込ニューラルネットワーク ) を採用している．
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#08

竜ヶ崎第一高等学校サイエンス部情報班　「Python を用いた RSA 暗号およびワンタイムパッドの 2 重暗号プログラミングの作成」
小池　翔永（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 2 年）

［情報の活用と表現］
情報化社会における通信等において，暗号は重要な役割を果たすことはいうまでもない．私はプログラミング言語「Python」を用い，RSA 暗
号理論　ならびに　ワンタイムパッド　を用い，2 重に暗号化するプログラムを作成した．それにより，常用漢字・人名用漢字（一部除く）
の文章をひらがなに暗号化することができるようになった．課題として，暗号を強化すること，また，暗号化できる文字を増やすことが挙げ
られる．

#09

I want to cook 麻婆豆腐　「リバーシアルゴリズムの研究」
亀﨑　裕登（茨城県立竹園高等学校 1 年），安藤　悠太（茨城県立竹園高等学校 1 年），比山　雅貴（茨城県立竹園高等学校 1 年）

［プログラムによる計測・制御］
AI を用いてリバーシにおける必勝法を発見するプログラムの研究・開発．

#10

並木 10 回生　「あなたとしゃべりたい　～画像解析によるコミュニケーションツール～」
柴沼　纏（茨城県立並木中等教育学校 3 年）

［プログラムによる計測・制御］
私の祖母は小脳萎縮症という病気を 3 年ほど前から患っており，その病気が進行した結果，歩行ができず寝たきりの状態になってしまい，喋
ることもできなくなってしまった．このような背景を持つ祖母と必要最低限のコミュニケーションを取りたいと考え開発をすることにした．
まばたきの回数による画像解析ができ，その回数に合わせたコメントを表示させることができた．さらに，それが LINE に通知されるようになっ
た．これはスマートフォンで動くアプリケーションなので，どこでも誰でも使うことができる．そのため，多くの人に利用してもらうことが
できると考えられる．

#11

翔んで城玉　「高校生が考える勉強アプリの理想形」
小島　空（城北埼玉高等学校 2 年），松村　太貴（城北埼玉高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
世の中に広まりつつある，様々な勉強支援アプリケーションソフトウェア（以下，アプリ）には高校生の視点が欠けているものが散見する．現状，
自己管理能力が弱い高校生が多いことを念頭に置かれていない点が好例だ．それらを踏まえた自己管理アプリを実際に開発する過程と運用し
てみてのデータの応用について発表する．

#12

かわぱそ　「カスタマイズ可能なゲームのスコアランキング表の開発」
大本　和輝（川越南高等学校 3 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
川越南高校パソコン部では，文化祭にて，スコア機能付き自作ゲームの体験展示を行なっており，来場者が打ち立てたスコアからランキン
グを作成している．私は，手作業で行われていたこの作業を自動化して，部員の作業負担を軽減した．スコアの管理には Google が提供する
Firebase の Cloud Firestore を，スコアの表示には Vue.js を利用して効率よく開発した．部活の後輩が容易に利用できるように，次年度に向
けたプログラムの書き換え作業を一切無くした．

#13

佐原高校数学同好会　「席替えの質を高める席替え専用ソフトの開発」
齋藤　旭（千葉県立佐原高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
小・中・高と学生は月に一度ほどの席替えを楽しみにしている．しかし，先生の立場からすると，くじを用意するにしても自分で席の配置を
考えるにしても大変なことである．そこで，この問題を解決するために私は席替えソフトを開発することにした．このソフトを使うことで先
生の負担が軽減され，生徒はより一層席替えを楽しむことができるようになるだろう．席を決める方法はルーレットが採用されており，小・中・
高どの学年でも楽しむことができる．

#14

VirtualPresents　「Web サイトと連携させた新たな VR 空間内表現の実現」
國武　悠人（千葉県立柏の葉高等学校 2 年），森　優貴（千葉県立柏の葉高等学校 2 年），薮内　涼太（千葉県立柏の葉高等学校 2 年），
鈴木　大嗣（千葉県立柏の葉高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
VRChat などの普及を背景に，様々なコンテンツを VR 空間上で表現することが求められている．VR 空間と Web の連携がコンテンツ表現の
可能性を広げる．しかし現状はその方法は多くない．本研究では VRC_panorama というコンポーネントによって VR 空間に外部から干渉する
方法を提案し，その具体的なアプリケーションとして VR 空間内に Web から画像を出稿することができるサービスを作成し，公開した．公開
はバーチャルマーケット 3 という VR 空間でのイベントで行い，260 人がサービスを利用し，6 人の VR 空間開発者が我々の手法を取り入れた．

#15

けいだろう　「パズルゲーム「abecobe」の UX 向上のために使われた技術」
浅野　啓（渋谷教育学園渋谷高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
abecobe は，上下左右あべこべに動く２つのキャラクターを同時に操作する，スマホ用パズルゲームです．非常に単純なパズルゲームですが，
ステージはすべてプロシージャル（自動生成），さらにマップは 256 進数によって圧縮され，ゲームプレイを多様化するための様々な工夫が行
われています．

#16

つくこま　「光るダンススーツの制作と実践－マイコンを活用して文化祭にエンターテインメントを－」
中安　将太郎（筑波大学附属駒場高等学校 2 年），高木　紘希（筑波大学附属駒場高等学校 2 年）

［情報の活用と表現］
近年，高校生にとって，電子機器やコンピュータが身近になってきている．そこで今回，文化祭のステージ企画として，音楽に合わせて光るスー
ツを着て踊るプログラムを考案し，実際に成功に至った．スーツを開発するにあたっては，主にマイコンの esp-wroom-32 と有機 EL ワイヤー
を組み込んだ．これらのものは，比較的安価で高校生の文化祭でも利用しやすいものであった．課題になったことは，エンターテインメント
性を高めるために，それぞれのスーツの光の点灯のタイミングを変えることであった．この課題に対しては，マイコン制御が非常に力を発揮
した．他にもいくつか課題はあったが，詳細は動画とともに当日紹介する．

#17

中央大学附属高等学校 A　「格子モデルによる歩きスマホの危険性の可視化」
小川　瑞貴（中央大学附属高等学校 3 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
歩きスマホの危険性は日々訴えられているが，歩きスマホをする人の数は一向に減っていない．歩きスマホを撲滅するためには，実際に起こ
り得る事故をわかりやすく可視化し，スマートフォンユーザーに理解させることが必要だと考えられる．本研究では，横断歩道において歩き
スマホをする人としない人が混在する状況を想定し，歩行者同士の衝突事故がどのように発生するかを可視化するシミュレータを開発した．
また，このシミュレータを用いて，歩きスマホをする人の割合やスマートフォンへの熱中度が，衝突事故の発生にどのように影響するかを調
査した．実験結果から，歩きスマホをすること自体が衝突事故の原因になることが示された．
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#18

中央大学附属高等学校 B　「Excel を用いた熱伝導の数値シミュレーション」
泉　裕人（中央大学附属高等学校 3 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
私が通う中央大学附属高校の教室棟は，東側高階の教室が暖かく，西側地階の教室が寒いという特徴がある．このように一つの建物内に温度
差ができるのは，場所により日当たりが異なることに原因があると考えられる．そこで本研究では，この予想を Excel を用いたシミュレーショ
ンによって検証した．具体的には，日当たりがよく暖まる屋上を高温熱源，建物の下で日の当たらない地面を低温熱源とみなし，熱伝導方程
式を差分法を用いて解くことで建物内の温度の時間変化を析した．シミュレーションの結果から，建物の屋上側から地階に向かって温度勾配
が生じる様子が確認された．

#19

かえつ有明高等学校　「学校教育とスマートフォンの共存」
山本　拓夢（かえつ有明高等学校 2 年），片山　大輝（かえつ有明高等学校 2 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
現代における学校教育とスマートフォンの共存戦略．

#20

SALT チーム 3　「学校におけるスマートフォンの管理の在り方」
髙木　優梨香（かえつ有明高等学校 2 年），平田　彩花（かえつ有明高等学校 2 年），井下田　彩果（かえつ有明高等学校 2 年）

［情報の管理と問題解決］
学生のスマートフォンの所持率の増加に伴い，全国の学校では持ち込みのルールやその管理について議論が行われています．そこで私たちは，
学校によって変わるルールや管理の仕方に沿って，より良い学生のスマートフォンの管理の仕方，使用の仕方について考えました．

#21

Obe　「in-Phone」
土生川　正憲（かえつ有明高等学校 2 年），大辺　理生（かえつ有明高等学校 2 年），権田　遥平（かえつ有明高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
学校にスマホの持ち込みが禁止されているところが多いため，その解決策を考えた．スマホにアプリを生徒たちに導入させ，アプリ起動時に
スマホ全体に制限がかかるよう設定しておく．このアプリケーションに基いたポスターを作りました．

#22

UEC スクール　「uec:bit を用いた農業用遠隔地モニタリングシステム」
大石　彰人（東京学芸大学附属高等学校 2 年），鈴木　悠太（矢板東高等学校 2 年），清水　大輔（工学院大学附属高等学校 1 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
農業に従事する人口が年々減りつつある今，複数のシステムをより効率的に管理する方法を考える必要がある．また，負担を軽減するために
複数のビニールハウス等の状態を家から監視し，一括で管理できるシステムへの需要が高まっている．私たちの班では uec:bit（micro:bit の電
通大版互換機）は，小型ながらも無線機能，気象センサー（BME280）が搭載されていて，ボタン電池などの小さな電力でも動作する．これ
らの利点を生かして複数の遠隔地にあるセンサーの情報を取得し，わかりやすい管理画面でモニタリングするシステムを考案した．

#23

エレクトラ　「スマートフォンを用いたロボットの制御」
麻生　英寿（東京大学教育学部附属中等 5 年）

［プログラムによる計測・制御］
普段の生活に欠かせないスマートフォンには，加速度やジャイロセンサーといったロボットの制御に欠かせない様々なセンサーや移動体通信
技術などがふんだんに盛り込まれている．私はスマートフォンをロボットに組み込むことで安価かつ簡単に複雑な制御ができると考え実践し
た．

#24

トライスター　「地図を用いた公共交通の利便性の変化の観察」
佐々木　俊哉（東京大学教育学部附属中等教育学校 5 年）

［情報の活用と表現］
鉄道が廃止され，バスに転換された北海道夕張市の公共交通の利便性の変化を地図上に表示します．地図で変化をみることで地域差などを視
覚的に観ることができます．

#25

Wooden M　「異なる探究に共通する問題解決のプロセス」
石原　大聖（千代田区立九段中等教育学校 4 年），齋藤　就元（千代田区立九段中等教育学校 4 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
私たちは情報の科学で学習した問題解決学習を生かし，総合的な探究の時間で卒業研究に取り組みました．実際に情報の科学の授業で学んだ
問題解決の手法を卒業研究に応用し，プロセスを意識してテーマ設定から文献調査，実地調査までを行いました．テーマ設定や振り返りでは
シンキングツールを用い，文献調査や，アンケート調査，作品制作においてはコンピュータを活用しました．今回発表する卒業研究のテーマは，

「日常生活に利用できるアプリケーション」「木造建築に対する意識の改善」の 2 つです．探究のテーマはそれぞれ違いますが，プロセスを比
較することで分かった共通点と相違点について発表を行います．

#26

UNIX 研究同好会　「プログラミング学習における教育版 Minecraft の活用」
小西　姫奈（東京都立三鷹中等教育学校 4 年），山森　啓貴（東京都立三鷹中等教育学校 4 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
私たち UNIX 研究同好会は部活動の一環として，プログラミング学習の導入に教育版 Minecraft を活用しました．その活動報告と今後の展望
について発表いたします．

#27

都立町田高校パソコン同好会　「Python を使った HTML 作成補助ツールの開発」
武田　和大（東京都立町田高等学校 2 年），清水　亮祐（東京都立町田高等学校 1 年），柳鳥　凌太（東京都立町田高等学校 1 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
HTML 作成の授業において，タグが覚えにくかったり終了タグを誤ったりなど，Web ページが思うように表示されないことが何度かあった．
そのため，HTML が苦手な生徒に役立てるため，HTML ページのタグ付けを補助するプログラムを Python で作成するとともに，情報教育に
広く役立てることを目標とする．

#28

Tamagawa Academy UAV Team　「非 GPS 環境下における無人航空機自律飛行制御」
岡田　崇靖（玉川学園高等部 3 年）

［プログラムによる計測・制御］
無人航空機技術の著しい発展により，衛星利用測位システム（GPS）を使用した自律飛行などは，流通から医療まで幅広い分野で利用されている．
しかし，室内など GPS を受信できない環境での自律飛行には課題も多い．私は，少ない数のセンサー，簡単な演算のみでの室内自律飛行を目
的として研究を行なった．昨年度，室内などの非 GPS 環境下で無人航空機の自己位置を維持する自律飛行制御についての研究を行い，今年度は，
さらに非 GPS 環境下での室内探索について研究を行った．探索には，機体に搭載されたカメラを用いた．使用機体は，Ryze Technology 社の
Tello を使用し，画像処理には，OpenCV2 を用いた．
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#29

機械学習の利用　「ニューラルネットワークを用いたカメラによるライントレース」
野田　基（玉川学園高等部 3 年）

［プログラムによる計測・制御］
ライントレースにおいて光センサを用いた従来のフィードバック制御では複雑なコースや外乱光に対応できないので，カメラを用いてライン
トレースを行うことにした．カメラを用いたライントレースの先行研究では，画像内のラインの終点位置から車体のステアリングの角度を設
定する研究などがあった．しかし，それらの手法はラインの損失や光量の違いがあると正しく処理できないことが想定された．そこで私は，
画像の局所的なデータを使って処理を行うのではなく画像全体を使って処理を行えるニューラルネットワークを用いた手法を開発した．また，
ニューラルネットワークは分類型と回帰型の 2 種類で学習，走行の比較を行った．

#30

Tamagawa Academy Science Club Transportation Systems Group　「交通信号機の新システム開発」
中山　敬太（玉川学園高等部 3 年）

［望ましい情報社会の構築］
現在，多くの企業・組織が自動車の信号機情報認識支援システムについて開発を進めている．このシステムでは，道路上の情報送信機が信号
機の色情報を自動車に送信する．私はこの通信技術は他のケースにも応用できると考えた．例えば目の不自由な方に通信を使って信号機から
情報を伝えられれば，歩行が難しい方でも安心して移動することができる．このように，私は自動車以外のものを対象に信号機情報を発信す
る新しい技術は，今後の社会にとって意義のあるものだと考える．ゆえにこれらのシステムを対象にした，信号機情報認識支援システムの開
発を行った．

#31

玉川学園高等部 AIWatch 班　「無人航空機を利用した新しい救急システムの提案」
西岡　英光（玉川学園高等部 1 年）

［望ましい情報社会の構築］
今回，ドローンを活用した新しい救急システムの提案をしたい．アトピーなどのアレルギーを持つ人は，熱中症のリスクが高く，食べ物のア
レルギーがある人は，運動誘発性のアナフィラキシーの可能性が高いと言われている．私は，外出時にこのようなリスクのある人が携帯でき
るような小型のドローンを使用した救急システムを開発した．1 つは，自宅にいる家族がカメラを通してその人の様子や周りの状況を詳しく
知るためにドローンを遠隔操作できるシステムを開発した．2 つ目は，ドローンが近くにいる人を，自動探索できるように，ドローンのカメ
ラ画像を YOLOv3 で処理して人を認識し，人いる方向に自動で向かうシステムを開発した．

#32

溜まり場　「機械学習を用いた株価予想の分析」
石原　太陽（玉川学園高等部 2 年），樋山　資記（玉川学園高等部 2 年），熊倉　貫聖（玉川学園高等部 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
株価とは，企業が必要な資金を集めるため，投資家に発行しているものである．業績の良し悪しや，株式の需給によって変動する．その企業
に価値があるかないかで株価の値が決まる．価値があれば上がるし，なければ下がる．下がっているときに株を買い高いとき売れば利益が出
る．それらを機械学習を使い判断できれば，デイトレーダーより稼ぐことができるのではなかと考えた．株価予想に適用される機械学習には，
主に以下の三つの種類がある．
1. ランダムフォレストアルゴリズム
2. ニューラルネットワーク
3. ディープラーニング
上記の手法から精度を比較し株価予想に適した機械学習について考察した．

#33

玉川学園中学部　國吉仁志　「迷路を短時間で全探索するアルゴリズムの研究　－実ロボットの探索時間の最適化を目指して－」
國吉　仁志（玉川学園中学部 1 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
私は被災したビルに見立てた広さ不定の迷路を探索しながら，被災者を見つける自律走行型のロボットについて研究している．本研究の目的
は，ロボットが迷路を走行し，全探索するために必要な実走行時間を最適化することである．広さが一定の迷路を探索するマイクロマウスでは，
短時間で全探索できるアルゴリズムを使うことがある．このアルゴリズムを広さ不定の迷路に適用できるよう改良し，実装した．またより走
行時間が短くなるように改良し，実装した．実験は迷路を自動生成し，それぞれのアルゴリズムで走行するためにかかる時間を計算して比較
した．実験の結果，改良したアルゴリズムは既存のアルゴリズムより走行時間が約 18% 短縮された．

#34

π &cone　「コンパイラ基盤 bittn の製作　～ドメイン固有言語を簡単に作る～」
二ノ方　理仁（芝中学校 1 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
bittn は，ドメイン固有言語（DSL）を作るためのコンパイラ基盤である．最近，LLVM に代表されるコンパイラ基盤が様々な場面で使われて
いる．その結果，コンパイラ自作が身近になり，システム開発をする時に DSL から作成することも一般的になった．本研究では，短時間で最
小限のプログラミング言語を作るためのコンパイラ基盤を考えた．bittn は，構文を BNF 記法で，動作を Object として記載する方法を採用し
た．そのため，プログラミング言語開発者は自分が変更したい部分だけを書けばよく，構文や動作を簡単に定義できる．結果，DSL 製作の省
力化が可能になると考えた．

#35

KFM　「空気の淀みの測定と改善」
福田　萌（日本女子大学附属高等学校 3 年），加藤　槙莉（日本女子大学附属高等学校 3 年）

［プログラムによる計測・制御］
私達は，毎年教室の空気が冬場に淀んでしまうという問題に気付き，この問題の改善を目標に主に２つの研究をしている．
①空気の淀みの原因となる要素を測定し，換気の有用性を調べる実験…空気の淀みの指標として先行研究にある空気中の酸素と埃の濃度に加
え，お弁当の匂いの濃度を換気前後に測定し，換気の有用性を調べる．
②換気の呼びかけを最適化するための比較実験…換気の呼びかけ方法として，声による呼びかけと LED の点滅による呼びかけの 2 種類を考え，
教室内で実施した際に換気の回数が増えた方を最適な方法として扱い，その方法の精度を向上させる．

#36

yawn　「python を用いた 3 次元グラフィックス」
菅原　瑞（逗子開成高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
python を用いて，3 次元の物体のデータを描画するレンダラーを作成した．ラスタライズという手法を用いたものと，レイトレーシングとい
う手法を用いたものの 2 種類を作成した．どちらも OpenGL 等のライブラリを用いず，3 次元物体のデータ構造を考えることからはじめたの
で，非常に手間がかかった．特にラスタライズにおける陰面消去と，レイトレーシングでの交差判定には手こずった．処理速度が遅いとされ
る python で，高速に処理する方法を考えた．
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#37

富山県立高岡高等学校　情報班　「スマートなゴミ拾い」
岩島　圭悟（富山県立高岡高等学校 2 年），坪本　桂青（富山県立高岡高等学校 2 年），川邊　清志朗（富山県立高岡高等学校 2 年），
栁澤　祐太郎（富山県立高岡高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
僕たち高岡高校情報班は「スマートなゴミ拾い」を目指して研究を行ってきました．海洋ゴミに脅かされる富山湾を守るために，情報班として，
エッジコンピューティングによる画像認識技術を搭載した自律型お掃除ロボットを制作および多くのゴミを拾うため，動作の軸となる画像認
識に注目して最適な機械学習モデルを追求しました．メジャーな 3 つの機械学習モデルに着目し，実際に回収実験を行うことで各モデルの特
徴を得て，そこからどのような特徴のモデルがゴミの認識及び短時間での動作を可能にするのかを考察しました．

#38

チーム　キャタピッコ　「統計情報を正しく読むための知識とその実践的事例に関する研究」
高瀬　優志（富山県立大門高等学校 1 年），中町　鴻太（富山県立大門高等学校 1 年），西田　翼（富山県立大門高等学校 1 年），平野　正俊（富
山県立大門高等学校 1 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
世間一般に公開されている統計情報の正しい読み方について基本的な知識やその数学的な背景を学び，その知識を実践的な場面で利用するこ
とができるようになるため，発行されている硬貨を母集団，手元にある硬貨を標本として統計的に評価する研究を実施した．また，OR（オペ
レーティングリサーチ）の手法を利用して日常生活で体験する事象をシミュレーションしながら応用する事例について研究を進めた．一例と
して同窓会の会費（1500 円）に対して，幹事が用意すべきおつりの種類や枚数について条件を変えシミュレーションを試みた．さらに分布を
制御した疑似乱数を用いてコンピュータでのシミュレーションに応用したことについて発表する．さらに受付窓口の数を複数にする場合につ
いても研究を進めている．

#39

金沢市立工業高校と石川県立金沢北陵高校の３年生　「【共同発表】汎用 60fps カメラと画像処理技術を用いた自動運転模型自動車の高速化に
ついて」
田中　悠斗（金沢市立工業高等学校 3 年），小林　嵩（金沢市立工業高等学校 3 年），松山　律希（石川県立金沢北陵高等学校 3 年），新井　雄大（石
川県立金沢北陵高等学校 3 年）

［プログラムによる計測・制御］
自動運転模型自動車をライントレースする速さを競う工業高校生を対象とした 1000 人規模の競技会に，カメラによる画像認識の部門が昨年度
から新設された．大会コースは直線とカーブだけでなく，直角，車線変更，坂，および立体交差という難所がある．高速化と完走のためには
指定された汎用の NTSC 規格のカメラ性能や会場の照度のムラによる誤認識が壁となる．本発表ではお互いの強みを生かし共同開発したハー
ド面とソフト面の改良について述べる．

#40

電子情報研究部　「強化学習による人型モデルの直立姿勢制御」
堀　彰悟（石川工業高等専門学校 3 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
Unity ML-Agents を用いて，13 関節 3D 人型モデルを強化学習におけるハイパーパラメータを調整しながら直立姿勢の制御を行った．

#41

ykyuki.net　「ハニーポットを使用した攻撃の観測と考察」
窪田　靖之（川北町立川北中学校 2 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
近年，IoT 化された機器が多くなってきた．IoT 機器を狙った攻撃も増えているという．自宅への攻撃はどれぐらいあるのかという疑問が生
まれた．そこで，ハニーポットを導入し，約 1 週間公開した．そのデータを攻撃数や国別で集計し，考察した．

#42

森本新太郎　「宇宙船 AI　－強化学習に挑む－」
森本　新太郎（福井県立高志中学校 2 年）

［情報の活用と表現］
僕は以前，石川高専の先生から指導を受け，ニューラルネットワークを使ったオセロ AI を作った．データを与えることでどんどん強くなる
AI に驚き，今回は，強化学習を使った AI に挑戦したいと思った．囲碁や画像認識など，実践的なものは，中学生の僕には難しいので，仕組
みが簡単なゲームで，プレイヤーが出す隕石を避ける AI を作ろうと考えた．AI は，各隕石の位置，向きなどの情報をもとに決定木に従って
移動し，結果を分析し，ランダムフォレストを用いて決定木の変更を行う．これを繰り返して，迫り来る隕石を避け続けることができるよう
になる．高校生になったら，より実践的なものを作れるように研究を重ねていきたいと思う．

#43

放課後プログラマー　「太陽自動追尾装置の開発と評価　～自動ソーラークッカーを目指して～」
伊東　優実（福井県立高志中学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
応募者は小学生よりソーラークッカーを自主制作し，どのような形状が調理に向いているのかといったことについて研究を行ってきた．研究
を行う中で，最も大変な事は調理中に適切な角度にソーラークッカーを保持することであった．炎天下の下で数時間にわたっこまめに角度を
調整し続ける事は大変であり悩んでいた．そのような中，ジュニアドクター育成塾の研究生としてエネルギー環境体験館きいぱす のイベント
に参加した際に，プログラムを用いて太陽を自動追尾することができることを知った．その時に講義を行っていた福井工業高等専門学校の先
生のもとで１年間組み込みシステムの開発に関する研究を行い，簡易的な太陽自動追尾装置を開発してその性能を評価した．

#44

自然科学部チーム AI　「人工知能による生物生息調査」
山本　一輝（静岡県立掛川西高等学校 2 年），伊藤　大悟（静岡県立掛川西高等学校 2 年），山本　透馬（静岡県立掛川西高等学校 2 年），
二村　錬（静岡県立掛川西高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
本研究では，今まで以上に効率的でかつ正確に生物生息調査を行えるようにするために人工知能を用いた手法を開発することを目的としてい
る．特に淡水魚を調査の対象としており，人工知能の中でも画像解析等に用いられる畳み込みニューラルネットワークを使用した．また，人
工知能に学習させる際に用いるデータの処理において，計算コストの削減，処理精度の向上，処理の自動化を目的としたメソッドを独自に開
発したことで学習作業の効率化に成功した．さらに，自然環境中で調査を行うために水中で調査対象のデータを収集するための装置の開発や，
データ収集に用いるシステムの構築なども行った．

#45

静岡県立掛川西高等学校　「単眼カメラによる茶園管理機自動化システムの開発」
川下　健太（静岡県立掛川西高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
茶業における人手不足を解消する単眼カメラによる茶園管理機自動化のメソッドを研究した．このメソッドは，入力画像から管理機が走行可
能なスペースを検出するため，複数のサンプル画像を用いた Histogram Backprojection を行い，出力画像を指標を用いて評価・選択して茶う
ねの領域を検出する．そして，hysteresis thresholding を行って茶うねの始点，終点を検出し，inlier 抽出を行って管理機が走行するスペース
を直線で近似する．実験から，このメソッドは最大 86.33% の正確性が確認され，様々な状況において検出が可能だと考えられる．今後は，ロ
バスト性を高め，実用化を目指す．
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#46

ちくわ　「画像解析によるブロック塀と点字ブロックの識別－ハザードマップの自動作成と視覚障害者の歩行支援－」
服部　真吾（名古屋大学教育学部附属高等学校 2 年），高橋　承希（名古屋大学教育学部附属高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
地震の際，小学生がブロック塀の下敷きになる事故が発生した．通学路や災害時の避難路の安全性を調べるには多くの時間と労力が必要にな
るが，公開されている「通りの画像」からブロック塀などの危険物を自動で検出できれば，ハザードマップを低コストで速やかに作成できる
と考えた．また，視覚障害者が駅のホームから転落する事故もしばしば起きているが，携帯カメラで点字ブロックを検出し，自動的に歩行案
内できれば，転落事故を防げると考えた．そこで，OpenCV と Python を用いて，これらを実現する画像解析方法および避難者の要望に合わ
せた避難経路を推薦するシステム，音声を利用した歩行支援システムを開発した．

#47

松阪高校Ｂ　「ディジタル名刺活用について」
杉本　昂大（三重県立松阪高等学校 2 年），田村　亮（三重県立松阪高等学校 2 年），上西　涼花（三重県立松阪高等学校 2 年），沼田　佳歩（三
重県立松阪高等学校 2 年）

［情報の活用と表現］
情報交換に利用される「名刺」について，その起源，歴史，背景をまとめた．アンケートからは管理が煩雑，個人情報の課題などが上がったが，
現在もなお，社会人の多くが利用している名刺について，アプリ等を利用したディジタル化について研究した．

#48

松阪高校 A　「画像認識 AI とカスケード分類機の関係性」
藤本　雄大（三重県立松阪高等学校 2 年），中井　千駿（三重県立松阪高等学校 2 年）

［コンピュータと情報通信ネットワーク］
近年，スマートフォンの FaceID などに見られるように私たちの身の回りには多くの画像認識 AI があります．その AI に学習させるときに用
いるカスケード分類機と AI の関係性について研究しました．

#49

CAD 班　「コンピュータを用いた建築物の設計」
山内　優輝（大阪府立岸和田高等学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
情報技術の発展により，建築物の設計も「手書き→コンピュータ」に移り変わった．そこで，「ARCHICAD」という設計ソフトを用いて，実
際にコンピュータ上で建築物を製作した．製作過程において，手書きでの設計との違いを比較し，考察することを目標とした．

#50

情報ゼミ　AI 班　「「AI」チャットボットシステムを用いた「まちづくり」と「イベント」の活性化」
中谷　羽喬（大阪府立岸和田高校学校 2 年），玉置　悠仁（大阪府立岸和田高校学校 2 年）

［ディジタル作品の設計・制作］
「少子高齢化の影響により，働き手が不足している」という問題を解決するために，チャットボットシステムという情報技術に着目した．株式
会社 HAKUTAI 様に協力いただき，室生寺ナイトウォークイベント用のチャットボットシステムを製作．実際に運用し，効果を検証した．

#51

さとうはるき　「学校の質問サービス AnswerBox」
佐藤　陽紀（大阪府立岸和田高等学校 2 年）

［情報の管理と問題解決］
学校の先生と生徒の質問を Web サービス上で実現させるという単純なものですが，これがあるのとないのとでは大きく満足度が違ってくると
考えます．

#52

追手門 Challenger　「画像認識を使用した進化型海上ゴミ回収ロボットの製作と研究」
辰巳　瑛（追手門学院大手前高等学校 2 年），小林　直樹（追手門学院大手前高等学校 2 年），倉冨　星衣（追手門学院大手前高等学校 1 年），
マドックス　ジェームス（追手門学院大手前高等学校 1 年）

［プログラムによる計測・制御］
2019 年の G20 サミットでも話題になった海のゴミ問題．毎年増え続けるゴミの量は，2050 年には海の生物の総量をこえるとも言われている．
すでに海上のゴミを回収するロボットは開発されているものの，ゴミだけでなく生物も回収する機構であり，その問題は大きい．そこで，画
像認識によって，ゴミと生物を正確に判別し，ゴミだけを回収する海上ゴミ回収ロボットの製作に挑戦．ロボット本体とサーバーとの接続によっ
て，ビッグデータによる学習機能を備えた画像認識システムの構築にも成功した．[SDGs No14 海の豊かさを守る ] にアプローチする「進化型
海上ゴミ回収ロボット」の機能とその開発過程について紹介する．

#53

追手門 Quest　「盲導犬ロボット「あいドック」の製作とその研究」
高松　荘有（追手門学院大手前中学校 2 年），長島　和弘（追手門学院大手前中学校 2 年），マドックス　デビット（追手門学院大手前中学校 1 年）

［プログラムによる計測・制御］
現在，日本で盲導犬を必要としている視覚障害者は 8000 人いるという．それに対して，盲導犬の数はおよそ 1000 匹．盲導犬は一定期間の訓
練も必要であり，寿命もあることから，簡単にその溝を埋めることは難しい．そこで，盲導犬ロボットの製作に挑戦した．点字ブロックを誘
導したり，画像認識によって交差点の信号情報を知らせたりする機能を開発．また，人とのコミュニケーション機能を備えることによって，
より人に優しいロボット製作を目指した．[SDGs No11 持続可能なまちづくり ] にアプローチする盲導犬ロボット「あいドック」の機能とその
開発過程を紹介する．

#54

神戸星城高等学校　「高度情報社会における判断力を育成するサイバーボランティア支援システムのパッケージ開発」
席定　大翔（神戸星城高等学校 2 年），齋藤　翼（神戸星城高等学校 2 年）

［情報社会の課題と情報モラル］
高度情報社会の進展により，本校生徒たちはサイバー空間に深く入り込んで生活している．このサイバー空間では様々なトラブルを避けるた
めに，法令遵守や情報モラルが求められる．本研究では，本校生徒が日本初の兵庫県高校生サイバーボランティアに参加し，サイバー空間で
の違法サイト・違法書き込みの捜査活動を通して，生徒のサイバー空間における判断力を育成し，情報モラルの向上に繋げることを目的とし
た「サイバーボランティア支援システムのパッケージ開発」を行った．

#55

AI 研究チーム　「Python による AI の研究」
魚橋　憲司（自由ヶ丘高等学校 2 年），安永　匠（自由ヶ丘高等学校 1 年）

［プログラムによる計測・制御］
Python を用いて AI の研究を行いました．高校生の視点で可能な範囲で研究を行った途中経過です．

#56

相生産業高校商品開発チーム　「廃棄物から特産品を」
籠谷　栞奈（兵庫県立相生産業高等学校 3 年），山之口　愛美（兵庫県立相生産業高等学校 3 年）

［情報の活用と表現］
牡蠣の町として知られる相生市では，年間 1800 トンもの牡蠣殻が廃棄されており，その廃棄料は年間 1,000 万円とも言われている．この牡蠣
殻を使った地域の特産品の製作に取り組み，今年で 6 年目となる．前回の石鹸に続き，今年はハンドクリームとフェイスパックの製造に取り
組んできた．牡蠣殻を使った単なるリサイクル商品ではなく，真に魅力的な特産品とするべく取り組んだ成果を発表する．
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#57

AI Watch　「急変する持病のための連携システム：体調不調予測 AI の開発による予防強化」
武藤　熙麟（灘高等学校 2 年）

［望ましい情報社会の構築］
心臓病や熱中症等は，居合わせた人に速やかに適切な措置（AED，水分補給＋冷やす）をお願い出来れば，生命や後遺症等のリスクを大幅に
下げられる．昨年は，スマートウォッチとスマートフォンを連携させ持ち主の異常を検知→後は自動で，GPS 位置情報を付けて 119 通報・家
族等へ連絡・周囲の人に対処法の動画再生（救護策）＋睡眠等から簡単な不調予測（予防策），というシステムを作った．今年は昨年の課題を
改善し，体調予測 AI を熱中症予測として開発した．持病のある人が毎朝体調把握すれば，リスク回避の上，ベースの体調を良好に維持できる．
本研究では急変時に助かり，予後も悪くならず，高い QOL（全快）を目指した．

#58

μ　「単一赤外線センサステーションによる三次元位置トラッキングシステム」
迫田　大翔（愛光高校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
近年，VR・AR 技術の発展に伴い VR 元年という言葉が登場するなどその技術は世間的にも認知度が高まってきました．しかし，その技術は
発展途上でありハードウェア・ソフトウェア両面で日々改善が続けられています．その中でも僕は位置トラッキング（プレイヤーの位置を二
次元もしくは三次元的に追跡する）技術に関心を持ちました．現行の位置トラッキングシステムの多くは二つのセンサを設置することでトラッ
キングをするためトラッキング範囲が限られてしまうという問題点があります．そこで僕は円状・層状の赤外線センサアレイを開発し，独自
のトラッキングアルゴリズムで単点観測による位置トラッキングをすることに成功しました．

#59

愛媛県立長浜高等学校　商業部　「3D-CNN を用いたリアルタイム魚種識別を目指して」
熊本　大地（愛媛県立長浜高等学校 2 年）

［プログラムによる計測・制御］
私が所属する愛媛県立長浜高校には，水族館部が管理する高校内水族館があり，校内で 150 種 2000 点の生物を飼育・展示している．その部員
や来館者が抱える悩みの一つが，魚種の同定（識別）の難しさである．多様な魚種の中から，図鑑や掲示物などの画像だけで種を同定するこ
とは難しい．そのため，魚がもつ動きという特徴を活用できる，2D の空間情報と時間情報を合わせた３次元の畳み込みニューラルネットワー
ク（3D-CNN）を魚種の識別へ応用することで，この課題を解決できるのではないかと考えた．そこで，本研究では，リアルタイムな魚種識
別を目指し，精度と計算速度の向上に取り組んだ．

#60

熊本県立宇土高校科学部　「水溶液濃度自動測定アプリケーション」
吉野　泰生（熊本県立宇土高等学校 1 年）

［プログラムによる計測・制御］
私たちは科学部としての活動の中で新たな水溶液濃度測定方法（Z ゾーン濃度測定法）を確立した．これは半球容器に水溶液を満たした際に
見える Z ゾーン（明るく見えるゾーン）の幅を測定することで濃度を測定するという手法である．今まではこの手法では Z ゾーンの幅を手動
で測定する必要があった．そこで今回はその操作を自動化する専用の 1 つのアプリケーションの開発を行った．このアプリにより測定時間は
大幅に短縮され，面倒な作業も全て自動化された．つまり一般の人でも水溶液濃度測定がスマートフォンで可能になったということを意味する．
さらに，このアプリは農業分野や医療，ヘルスケアの分野など様々分野での応用が可能である．

#61

熊本県立宇土高校スマホ活用班　「スマホのスロー撮影 240fps による速度の検証から“見えてきた”もの」
龍　ひまり（熊本県立宇土高等学校 2 年），沖田　千怜（熊本県立宇土高等学校 2 年），西村　健伸（熊本県立宇土高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
近年，スマートフォンのカメラ性能の向上が著しく，高画質撮影も簡単になってきている．加えてスローモーション撮影が 240fps で撮影可能
となり時間の精度も高まることから，これまで高価な装置を使用しなければ不可能であった実験精度の更なる向上が期待できる．我々は，物
理の基本となる「速度」の視点で，240fps によって「重力加速度」と「反発係数」がどれだけ精度向上できるかを画像情報処理により検証した．
その結果，重力加速度の誤差を 0.1％程度に抑えられことが確認できた．また，反発係数は「定数と見なせる」ほど一定でなく，衝突を繰り返
す毎に上昇して下降することが新たにわかった．教育の視点から見ても 240fps の世界は大きな意味を持つと考える．

#62

熊本県立宇土高校赤外線カメラ班　「ドローンの赤外線カメラは森のイノシシ調査に使えるか？～被害食い止めのために～」
蓑田　亜水（熊本県立宇土高等学校 2 年），平江　優李（熊本県立宇土高等学校 2 年）

［問題解決とコンピュータの活用］
農作物へのイノシシによる被害が大きな社会問題となっており，その被害額は鳥獣被害全体の 1/4 に及び，年間約 50 億円を超える．イノシシ
は土を掘り起こし，竹の子だけでなくミミズや蛇などを捕食するため，畑の畦や溜め池の土手などを壊すため整備費用まで加算すると膨大な
被害となる．イノシシの個体数は年々増加傾向にあり，我々の高校がある熊本県宇土市も例外ではなく，松山町にある住宅に囲まれた標高 96
ｍ，周囲 6km の五色山が一昨年から被害が出始めた．今回我々は，ドローンの操作の習得を行い，生息域や生息数の把握をドローンの赤外線
によってどれほど把握できるのか調査に乗り出した．赤外線カメラの特性と合わせて近況を報告する．

「先生質問です！」公開セッション
3 月 7 日（土）11:00-13:00 第 3 特別会場（27 号館 1F ラウンジ）

【セッション概要】
情報処理学会会誌で連載中の「先生，質問です！」の公開セッション． 昨年度の全国大会で好評だったことを受け，今回第 2 回を開催します．事前に集
まった質問だけでなく当日会場からの質問も受け付け，回答された答えに対し，パネリストが別の見方を提示する形で進行します．また，先生が意見を
聞くための「先生が質問です！」コーナーも実施予定．非会員や中高生にも気軽に参加してもらえるよう，教室ではなくラウンジで行い，学会の認知が
広がることを目指します．

11:00-13:00 進行役 「先生質問です！」公開セッション
稲見　昌彦 （東京大学先端科学技術研究センター 教授）

【略歴】
1999 年 東京大学大学院工学研究科博士課程修了．博士（工学）．東京大学助手，電気通信大学教授，慶應義塾大学大学院教授等を経て
2016 年より現職．文部科学大臣表彰若手科学者賞，本学会山下記念研究賞，論文賞，長尾真記念特別賞などを受賞．超人スポーツ協会
代表理事，VR コンソーシアム理事，JST ERATO 稲見自在化身体プロジェクト研究総括，IPA 未踏 PM，本学会誌「情報処理」編集
長等を兼任．
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司会：湯村　翼 （国立研究開発法人 情報通信研究機構 研究員） 
【略歴】
情報通信研究機構北陸 StarBED 技術センター研究員．ネットワークテストベッド，ユビキタスコンピューティングの研究に従事．
2018 年より情報処理学会誌編集委員を務め，技術書典への出展に尽力した．

司会：欅　惇志 （株式会社デンソーアイティーラボラトリ 研究開発グループ アソシエイトリサーチャ） 
【略歴】
2014 年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）．2012-2014 年日本学術振興会特別研究員（DC2）．
2013 年マイクロソフト・リサーチアジアリサーチインターン．2014-2019 年東京工業大学情報理工学院助教．2016-2017 年シンガポール
国立大学客員研究員．ACM，情報処理学会，電子情報通信学会，言語処理学会，人工知能学会，日本データベース学会各会員．

パネリスト：川原　圭博 （東京大学 大学院工学研究科 教授）
【略歴】
2005 年東京大学大学院博士課程修了．東京大学助手等を経て 2019 年 3 月より東京大学教授．東京大学インクルーシブ工学連携研究機
構機構長．情報処理学会理事．電気通信大学「バーチャルライブ研究会」2017 年発足．過去 3 回，学園祭でバーチャルキャラクターに
よる音楽ライブを開催．

パネリスト：金子　格 （名古屋市立大学 大学院医学研究科 客員准教授）
【略歴】
1980 年早稲田大学卒．2004 年博士（情報科学）．（株）アスキーにてパソコンシステムソフトウエア，システム LSI，ASIC，ゲーム機
ソフトウエアの開発に従事．その後グラフィックスコミュニケーションラボラトリーズ等で MPEG 標準化国際 WG 委員に従事．2004
年より東京工芸大学准教授．2018年より名古屋市立大学客員准教授．2015年 国際標準化貢献者表彰受賞．2018年FIT2018船井ベストペー
パー賞 . ICT 技術全般，デジタル信号処理に詳しい．マルチメディア符号化伝送システム設計，デジタルコンテンツ配信．人工知能と
社会制度，国際標準化の関係性．医療情報処理に関心を持つ．

パネリスト：加藤　由花 （東京女子大学 現代教養学部数理科学科 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．2018 年より情報処理学会会誌副編集長．

パネリスト：畑田　裕二 （東京大学 大学院 学際情報学府 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 廣瀬・葛岡・鳴海研
究室 修士 2 年）

【略歴】
2018 年 3 月，東京大学工学部 電子情報工学科を卒業．現在は東京大学 大学院 学際情報学府 廣瀬・葛岡・鳴海研究室 修士 2 年．バーチャ
ルリアリティをはじめとする，人間拡張技術がもたらす心理的な影響などに関する研究に従事．東大 VR サークル UT-virtual メンバー．
趣味は作詞作曲．2015 年より VR 系ニュースメディア「Mogura VR」ライター． https://yunolv3.work

Exciting Coding! Junior ～みんなで一緒にプログラミングしよう～
3 月 7 日（土）9:30-13:00 第 4 特別会場（26 号館 チャレンジラボ）

【セッション概要】
本会セミナー推進委員会では，2016 年から「Exciting Coding! Junior」という小学校高学年のジュニア会員向けのプログラミングワークショップを毎年
開催しています．本企画は，この活動から得られた知見を広く共有する目的で実施します．第 1 部は，「Exciting Coding! Junior」の活動報告及びプログ
ラミングワークショップの企画・実施について講演します．対象は，プログラミング教育に興味があり，ワークショップなどの実施を検討している方で
す．第2部は，小学校高学年のジュニア会員を対象としたプログラミングワークショップを行います．ブロックプログラミング環境Scratchとマイコンボー
ド micro:bit を組み合わせた，オリジナルの作品づくりを行います．また，最後には成果発表会を予定しています．実際に子供たちのプログラミングを
している様子や作品をぜひ見学に来てください．子供たちの作品作りに対するアドバイスをするファシリテータとしての参加も歓迎です．ジュニア会員
の方のファシリテータ参加もお待ちしています．

司会：吉田　葵 （青山学院大学 社会情報学部） 
【略歴】
2007 年津田塾大学学芸学部情報数理科学科卒業．2009 年同大学院理学研究科修士課程修了．2012 年同研究科後期博士課程満期退学．
津田塾大学学芸学部情報科学科助教を経て，2015 年より，青山学院大学社会情報学部助教．2009 年よりプログラミングワークショッ
プに携わり，プログラミング教育に関する研究に従事．
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9:30-10:00 講演 第 1 部 :Exciting Coding! Junior 活動報告
吉田　葵 （青山学院大学 社会情報学部）

【講演概要】
「Exciting Coding! Junior」の活動報告及びプログラミングワークショップの企画・実施について講演します．対象は，プログラミング教育に興味があり，
ワークショップなどの実施を検討している方です．

略歴・写真は「Exciting Coding! Junior ～みんなで一緒にプログラミングしよう～」司会紹介を参照 .
 
10:30-13:00 第 2 部 :Exciting Coding! Junior ～ Scratch と micro:bit でオリジナル作品を作ろう～

【ワークショップ概要】小学校高学年のジュニア会員を対象としたプログラミングワークショップを行います．ブロックプログラミング環境 Scratch とマ
イコンボード micro:bit を組み合わせた，オリジナルの作品づくりを行います．また，最後には成果発表会を予定しています．ジュニア会員の方で，ワー
クショップへの参加をご希望の方は，以下からお申し込みください．
https://www.ipsj.or.jp/event/s-seminar/2019/ECJ2019_kanazawa/

ワークショップ司会：吉田　葵 （青山学院大学 社会情報学部）
略歴・写真は「Exciting Coding! Junior ～みんなで一緒にプログラミングしよう～」司会紹介を参照 .

ワークショップアシスタント：北村　操代 （三菱電機株式会社 人事部人材開発センター 教室長）
【略歴】
1989 年大阪大学理学部数学科卒業．1989 年三菱電機（株）入社．中央研究所，先端技術総合研究所などを経て，2019 年より現職．情
報ソフトウエア分野の企業内人材育成，若年層向けプログラミング教育に従事．博士 ( 工学 )．本会セミナー推進委員会委員，JEITA 
IT 人材育成 WG 委員．

ワークショップアシスタント：神長　和花 （福生市立福生第三小学校 6 年）
【略歴】
Exciting Coding! Junior には小学校 4 年生で参加しました．小学校のパソコンクラブの部長をしています．夏休みの自由研究では
Scratch と Arduino を組み合わせてお菓子の箱を作ったことがあります．プログラミング以外に好きなことは，本を読んだり日本の歴
史を調べたりすることです．今一番好きな本は「ハリー・ポッターシリーズ」です．

ワークショップアシスタント：神長　春花 （福生市立福生第三小学校 4 年）
【略歴】
Exciting Coding! Junior には小学校 2 年生で初めて参加しました．その時から Scratch でゲームを作ったりして遊んでいます．プログ
ラミング以外に好きなことは，おかし作り，ミニ四駆作り，分子構造式を書くことです．好きな漫画は「はたらく細胞」です．

ワークショップアシスタント：稲葉　利江子 （津田塾大学 情報科学科 准教授）
【略歴】
2003 年日本女子大学大学院理学研究科後期博士課程修了．博士（理学）．2003 年（独）メディア教育開発センター助手，2005 年（独）
情報通信研究機構 専攻研究員，2009 年京都大学大学院情報学研究科 特定講師を経て，2013 年津田塾大学 情報科学科　特任准教授，
2017 年より同准教授．現在に至る．本学会会誌教育 WG（EWG）編集委員，本学会セミナー推進委員会委員．

ワークショップアシスタント：酒勾　暁史 （青山学院大学 社会情報学研究科 博士前期課程 1 年）
【略歴】
2019 年青山学院大学社会情報学部卒業．青山学院大学社会情報学研究科博士前期課程在学中．AI を活用した高齢者見守りシステムの
開発 / 検証に関して研究している．

ワークショップアシスタント：中本　昌吾 （青山学院大学 社会情報学研究科 博士前期課程 1 年）
【略歴】
2019年青山学院大学社会情報学部卒業．青山学院大学社会情報学研究科博士前期課程在学中．機械学習，感性工学に関して研究している．

ワークショップアシスタント：千葉　穂乃美 （青山学院大学 社会情報学部 3 年）
【略歴】
2017 年より，青山学院大学社会情報学部社会情報学科在学中．ものづくり体験型演習授業やプログラミングワークショップのアシスタ
ントを務めてきた．デジタル刺繍ミシンを用いたデジタルファブリケーションにも取り組んでいる．
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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［2A会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 アクセラレータ	 座長　塩谷　亮太（東大）

 1 最適化問題を解くアナログ電子回路 - アナログ・イジング・マシンの
実現 -

○吉川　浩（北大）
 2 組込み向け GPU を用いた畳み込み演算の高速化に関する検討

○立見駿介，山本　亮，岡田尚也，小川吉大（三菱）
 3 センサ端末上でのニューラルネットワーク処理ハードウェア構成

○有川勇輝，フィークー ゴー，岸野泰恵，坂本　健（NTT）
 4 （講演取消）
 5 軽量ストリーム暗号のハードウェア実装

○岡部　忠（都立産業技術研究センター）

一般セッション［4A会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 仮想化・OS	 座長　廣津　登志夫（法大）

 1 仮想計算機における入出力性能の調整機能の基本評価
○長尾　尚，田辺雅則（岡山大），横山和俊（高知工科大）， 

谷口秀夫（岡山大）
 2 クラウド環境でのアイドル VM を検出するために構築した機械学習モ

デルの精度を維持する方式
○住田宏己，吉本安男（富士通）

 3 複数 OS 混載環境における高精度時刻同期方式の検討
○山本遼介，出原章雄，桐村昌行（三菱）

 4 IaaS クラウド向け軽量実行環境におけるアプリケーション実行性能に
関する考察

○宮澤　元（南山大）
 5 組込機器へのコンテナ技術適用における一考察

○宮田幸太，菊田祐司，宮崎　剛（富士電機）
 6 64bit カーネルメモリダンプにおける関数引数解析機能の開発

○高橋香穂，伊藤孝之，松浦陽平（三菱）

一般セッション［5A会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 システムと IO	 座長　芝　公仁（龍谷大）

 1 進化を考慮したデータ基盤の設計および自動構築
○宿谷琴子，土肥実久，福山訓行（富士通研）

 2 Comparative Evaluation of Asynchronous IO Interface between io_uring 
and libaio implemented in a NoSQL DB for SSDs

○圓戸辰郎（キオクシア），Al-Mashni Shahed（Princess Sumaya 
University for Technology）

 3 異種データストア向けデータストア移行技術の提案と評価
○大越淳平，西川記史（日立）

 4 オンライン処理とバッチ処理の混在環境におけるディスク I/O 制御方
式の I/O サイズ分割の評価

○田辺雅則（岡山大），横山和俊（高知工科大），長尾　尚， 
谷口秀夫（岡山大）

一般セッション［7A会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 システム設計・評価	 座長　大島　聡史（名大）

 1 分散深層学習を高速化させる FPGA Ring-Allreduce の検討
○田仲顕至，有川勇輝，伊藤　猛，寺田和彦，森田和孝， 

三浦史光，寺本純司，坂本　健（NTT）
 2 低直径ネットワークトポロジのラック配置最適化

○河野隆太，松谷宏紀（慶大），鯉渕道紘（NII），天野英晴（慶大）
 3 大規模計算クラスタにおける Arm プロセッサ利用のための性能評価

○金子紗梨，高瀬　亘，村上晃一， 
佐々木節（高エネルギー加速器研究機構）

 4 消失訂正符号を適用した分散ストレージ向けデータローカリティを意
識したクラスタ構成変更方式

○山本貴大，江原寛人，千葉武尊，揚妻匡邦（日立）

学生セッション［1J 会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 OS	 座長　田所　秀和（キオクシア）

 1 Tender の資源プール機能における資源量の可視化機能
○林　里咲，山内利宏，谷口秀夫（岡山大）

 2 共有資源の利用制限の自動調整によるプロセスの動作の効率化
○蔭山直人，芝　公仁（龍谷大）

 3 AnT において効率的な負荷分散を可能にする一括処理機能
○弓削隼一，佐藤将也，谷口秀夫（岡山大）

 4 論理時間を用いた組み込み制御システム向け時間駆動分散処理環境
○島袋健司，横山孝典，兪　明連（東京都市大）

 5 論理時間を用いた分散型組込み制御システムのためのコンフィギュ
レーションデータ生成ツール

○田口峻平，横山孝典，兪　明連（東京都市大）
 6 周期タスクと非周期タスクが混在する分散制御システムのためのリア

ルタイム OS
○佐々木智礼，横山孝典，兪　明連（東京都市大）

 7 Tender における資源「実メモリ」の機能拡張
○楠　恒輝，山内利宏，谷口秀夫（岡山大）

 8 共有メモリとカーネルスレッドを用いた非同期システムコール処理機構
○中島　健，芝　公仁（龍谷大）

 9 OSカーネル作成処理におけるページ例外に着目した OFF2F の効果予測
○額田哲彰，佐藤将也，谷口秀夫（岡山大）

学生セッション［2J 会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 エッジ・クラウドコンピューティング	 座長　佐藤　将也（岡山大）

 1 エッジコンピューティングのための軽量なワークフローエンジンの開発
○佐藤琢斗，廣津登志夫（法大）

 2 FA におけるエッジアプリケーションのミドルウェア化に向けた検討
○境　将輝，中島　毅（芝浦工大）， 

高橋和也（Edgecross コンソーシアム）
 3 計量機器のリモート更新機能実装に向けたソフトウェア要件の考察

○関本泰之（情報セキュリティ大）
 4 アクセス履歴に基づいた仮想マシンライブマイグレーションのメモリ

転送フェーズの最適化
○岩佐　光，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）

 5 複数台ロボットの個体差を考慮した最適化による消費電力量の削減手
法の改善

○三宮夏帆（芝浦工大）
 6 コンテナの隔離を強化するサンドボックス機構の設計と実装

○飯國隆志，最所圭三（香川大）
 7 I/O 要求の優先度制御方式における実行環境の違いに着目した評価

○島谷隼生，田辺雅則，長尾　尚，佐藤将也，谷口秀夫（岡山大）

学生セッション［4J 会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 組込みシステム	 座長　中島　毅（芝浦工大）

 1 LPWA による農業施設の遠隔制御システムの開発
○股村祐希，熊谷颯太，千葉慎二（仙台高専）

 2 ディープラーニングを用いた手挿入部品検査の検討
○池田渓一郎，鈴木ひなの（愛知工大），高島信秀， 

倉町建士（三菱電機エンジニアリング），梶　克彦，内藤克浩， 
水野忠則，中條直也（愛知工大）

 3 6 軸センサによる長距離経路情報の取得とその問題点について
○新開　裕，Xin Du，山口佳樹（筑波大）

 4 飛行ロボットにおける GPS モジュールの利用
○田多真也，小林翔斗，高久有一（福井高専）

 5 モデル駆動型開発ツールを使用した AR マーカーに基づく自律航行ク
アッドコプターの位置制御

○柴原大賀，佐藤未来子，大江信宏（東海大），久住憲嗣（九大）
 6 LED64 個を用いた多階調表示可能なラインディスプレイの開発

○町田優希，川崎直紀，若林恭平，奥村万規子（神奈川工科大）
 7 複数のクロック信号源における相対的なクロック特性の高精度な観測

○高井淳光，干川尚人（小山高専），下馬場朋禄，伊藤智義（千葉大）
 8 USB-PD を活用した電力の合成分配制御に関する検討

○田村光汰（青学大），川喜田佑介（神奈川工科大）， 
戸辺義人（青学大），横川慎二，市川晴久（電通大）
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学生セッション［5J 会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 システム・基盤ソフトウェア	 座長　林　亮子（金沢工大）

 1 パーソナライズされたコンテンツ配信のための低遅延分散 KVS の構築
○上田義明（Supership/ 放送大），碓井利宣（東大）

 2 コンテナクラスタ向け分散ファイルシステムの開発と評価
○平野勇輝，田胡和哉（東京工科大）

 3 Android クラスタにおける SPEC MPI を用いた並列処理性能の初期評価
○飯村琢泉，新里将大，大津金光，横田隆史（宇都宮大）

 4 Q 学習による相互結合網制御の初期検討
○深澤勇人，横田隆史，大津金光（宇都宮大）

 5 高充填率と低待時間を両立するジョブバッチスケジューリング手法の
提案と効果検証

○高山沙也加（お茶の水女子大），関澤龍一（富士通），鈴木成人，
山本拓司（富士通研），小口正人（お茶の水女子大）

 6 通信障害に対して持続可能な分散協調型シミュレーションフレーム
ワークに関する研究

○田中　涼，藤田侑弥，福間慎治，森眞一郎（福井大）

学生セッション［6J 会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 並列処理とアプリケーション高速化	 座長　深谷　猛（北大）

 1 メニーコア上でのタスク駆動型粗粒度並列処理における並列ライブラ
リ化

○山端大揮，吉田明正（明大）
 2 GPU システムにおける階層統合型粗粒度並列処理の並列化コンパイラ

○渡辺智之，吉田明正（明大）
 3 メニーコア上での離散ウェーブレット変換の SIMD 命令を用いた階層

的並列処理
○西倉佑騎，吉田明正（明大）

 4 CPU-GPU 環境におけるブロック QR 分解のタスク並列化
○霜鳥竜輝（山梨大）

 5 BLR 行列の MBGS アルゴリズムによる QR 分解の Python 実装とその
性能評価

○板垣　翼（山梨大）
 6 CUDAを用いたMPS 法における疎行列格納形式動的選択による高速化

○塙　翔登（千葉工大），富永浩文（神田外語大学）， 
中村あすか，前川仁孝（千葉工大）

 7 OpenACC を用いた GKV ベンチマークの並列化
○森下　誠，大島聡史，片桐孝洋，永井　亨（名大）

 8 医用画像処理における LDDMM の GPU 高速化
○杉浦拓未，大島聡史，中島大地，片桐孝洋（名大），横田達也，

本谷秀堅（名工大），永井　亨（名大）
 9 外乱のある環境での分散深層学習の性能評価

○山梨祥平，大島聡史，永井　亨，片桐孝洋（名大）

学生セッション［7J 会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 FPGA実装	 座長　吉河　武文（富山県大）

 1 高位合成を用いた物体追跡とオーバーレイ機能を持つライブストリー
ミング支援システムの FPGA 実装

○矢野俊貴，森眞一郎，福間慎治（福井大）
 2 FPGA 上での CNN パラメータ動的更新手法の性能評価

○青戸武蔵，和田康孝，三ツ木萌（明星大）
 3 小規模 FPGA による実時間歩行者検出

○小林駿也，山口佳樹，Zijian Hu，梅津直弥（筑波大）
 4 アジャイル環境センシングシステム構築に向けた FPGA 遠隔再構成機

能の実装
○中後和希，大村　廉（豊橋技科大），岸野泰恵，須山敬之（NTT）

 5 FPGA による熱中症の実時間予測
○伊藤瑞基，山口佳樹（筑波大）

第 1分冊	 （ソフトウェア科学・工学）

一般セッション［1B会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 ソフトウェアシステム開発運用の予測と検証	

	 座長　岡田　譲二（NTT データ）

 1 メモリの影響と CPU 処理性能を考慮したリソースサイジングに関す
る検討

○若井祐樹，松浦陽平（三菱）
 2 セキュリティ対策後に元の機能が維持されることを保証するための

コード等価性検査技術
○王　古玥，磯田　誠，小野良司（三菱）

 3 並列プログラムの同期処理検証におけるテストケース生成アルゴリズ
ムの提案と実装

○林　亮輔，芹沢　一（日立オートモティブシステムズ）
 4 機械学習ソフトウェア時代のバージョン管理システムの提案

○千々和大輝，馬越健治，井上知洋（NTT）
 5 製造装置消耗品の突発受注予測手法に関する検討

○小山　光（日立）

一般セッション［2B会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 ビジネスとソフトウェアのマネジメント	

	 座長　伏田　享平（NTT データ）

 1 開発マネジメントモデル「アジャイルの木」による顧客価値創出の試
算法

○吉田知加（文教大）
 2 グローバルな株式ネットワークにおける中国による間接的な企業支配

の可視化
○土井翔平，水野貴之（NII），栗崎周平（早大）

 3 日本のスマートフォンアプリケーションにおけるユーザーレビューの
苦情内容の分析

○横森励士，安部寛生，波多野雅信，小林祐汰，平井賢人， 
稲垣絢也（南山大）

 4 （講演取消）
 5 繰り返し実施を要する試験における省力化に関する提案

○小宮　崇，楓　仁志（三菱）

一般セッション［4B会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 アルゴリズム	 座長　宮崎　修一（京大）

 1 超立方体における Face Magic Graph の構成
○杉山雅英（会津大）

 2 ポリオミノ型多角形からの多面体の構成 - 折り線の決定 -
○大塚　寛（愛媛大）

 3 「父→母→子」モデルを用いた親等数計算手法の検討
○杉山正治，平塚　聡，生田敦司，横澤大典，柴田みゆき（大谷大），

松浦　亨（北大病院）
 4 骨の生体計算モデル構築のためのイメージセグメンテーション手法の

開発
○小野景子，川北陽唯人，田原大輔（龍谷大）

 5 情報伝達長を考慮した連結ピン組織構造の 2 階層間関係追加
○澤田　清（流通科学大）

 6 Structured Grammatical Evolution における共進化による局所探索
○田村謙次（中央学院大）

一般セッション［5B会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 数理モデルと問題解決	 座長　渡邉　真也（室蘭工大）

 1 ビットコインボラティリティの実現確率的ボラティリティ変動モデル
によるベイズ推定：ハミルトニアンモンテカルロ法によるアプローチ

○高石哲弥（広島経済大）
 2 施設トマト栽培における多面的収量予測手法の検討

○上村真史，渡邉真也（室蘭工大），堀江達郎（エア・ウォーター），
小林洋介，佐藤和彦，岸上順一（室蘭工大）

 3 POS データにおける売上と商品数のベキ的相関の観測
○藤本祥二，石川　温（金沢学院大），水野貴之（NII）

 4 位置情報付 SNS データを用いた情報発信拠点の分析
○藤本祥二，石川　温（金沢学院大），水野貴之（NII）
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 5 （講演取消）
 6 二者対話中の頭部動作を用いた沈黙推定

○善本　淳（NICT）
 7 複素空間での直交計画の最適性に関する一考察

○浮田善文（横浜商科大），松嶋敏泰（早大）

学生セッション［4K会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 プログラミング	 座長　松崎　公紀（高知工科大）

 1 定理証明支援系 Coq と連携した証明木図示ツールにおける大域的およ
び局所的な情報把握支援機能の改善

○古谷夢都，川端英之，弘中哲夫（広島市大）
 2 On-the-fly DFA に対するコード生成手法

○中谷彦太，岡村真吾（奈良高専）
 3 Java プログラム中の数式表現の揺らぎを抽出するシステムの試作

○秀山祐司，樋口昌宏，中田達也（近畿大）
 4 Z3 を用いた時間割および履修制限の妥当性検査支援の提案

○佐々木遼加，五百蔵重典（神奈川工科大）
 5 アニーリングマシン向けプログラミング言語

○小津泰生（名大）
 6 DEVS モデルとプロセス指向モデルの混合シミュレーション手法

○櫻井拓也，井上　潮（電機大）

学生セッション［5K会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 ソフトウェアの要求獲得と分析	 座長　野田　夏子（芝浦工大）

 1 機械学習を用いた発話分析によるプロジェクトマネジメントの QCD
合意形成支援方法の提案と評価

○佐藤千咲輝，中村琢人，青山幹雄（南山大）
 2 IoT ソリューションのためのデザイン思考要求獲得 -Customer Journey 

Map と obniz によるプロトタイピングの適用 -
○齊藤梓乃，米谷貫太郎，後藤江里奈，位野木万里（工学院大）

 3 質的データ分析アプローチに基づく方向づけコードを用いたデザイン
思考要求獲得プロセスの提案

○後藤江里奈，米谷貫太郎，齊藤梓乃，位野木万里（工学院大）
 4 デザイン思考による要求獲得手法 - ユーザの共感を得る Insight を獲得

するための Customer Journey Map 作成ワークショップの進め方
○米谷貫太郎，後藤江里奈，齊藤梓乃，位野木万里（工学院大）

 5 ユーザレビューデータのマイニングによるモバイルアプリケーション
推薦方法の提案と評価

○ダンス満マックスセシヌ，金子隼介，青山幹雄（南山大）
 6 自動コード生成を目的としたテンプレートベースの UML 上位設計に

対する整合性検査
○畑瀬尚之，和﨑克己（信州大）

 7 ソースコードの字句を利用したコメントの分類
○池上綾乃，馬場睦也，刘　钊宇，波多野賢治（同志社大）

 8 GitHub のデータを利用したコードレビュー時間の推定
○大山義人，大場みち子（はこだて未来大）

 9 製品使用ログからの可変性マイニングによる運用プロファイル生成手
法の提案

○佐藤孝一，岸　知二（早大）

学生セッション［6K会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 ソフトウェアの仕様と解析	 座長　渥美　紀寿（京大）

 1 大規模情報システムの要求仕様書の自動要約手法の提案 - 背景や目的
部分に対するマルコフ連鎖を用いた抽出型要約の適用 -

○石井達樹，阿部養太，大工原正哲，中島千壽，位野木万里（工学院大）
 2 大規模情報システムの要求仕様書における自動要約技術の適用 - 自動

要約結果と先入観との差異を活用した理解支援 -
○阿部養太，石井達樹，大工原正哲，中島千壽，位野木万里（工学院大）

 3 非機能要求グレードに基づく非機能要求用語の出現傾向モデルを用い
た要求仕様書の自動要約手法の提案

○大工原正哲，阿部養太，石井達樹，中島千壽，位野木万里（工学院大）
 4 要求文書における性能要求文の品質向上を目的とした記述パターンの

提案と評価
○小泉圭吾（芝浦工大），南　伸二， 

宮田朋人（SOLIZE Engineering），中島　毅（芝浦工大）

 5 要求分析モデルからの状態遷移抽出による振る舞いフローの妥当性確
認支援

○森田　光，松浦佐江子（芝浦工大）
 6 コーディング規約違反メトリクスに基づくソフトウェア不具合予測手

法の予測性能向上
○山本　真（慶大），名倉正剛（南山大），高田眞吾（慶大）

 7 機械学習を用いたコールグラフモデル分析方法の提案と評価
○可知敬朗，牧野槙一郎，青山幹雄（南山大）

 8 深層表現学習を用いた Web API エコシステム分析方法の提案と評価
○加納辰真，青山幹雄（南山大）

 9 開発文書間におけるトレーサビリティ抽出方法の提案と評価
○浜田尭雅，中島　毅（芝浦工大），徳本修一，髙橋加寿子（三菱）

学生セッション［7K会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 ソフトウェアの検証と保守	 座長　切貫　弘之（NTT）

 1 要求仕様のあいまいさを解消するためのプロセスフレームワークの提案
○中島千壽，高橋宏季，位野木万里（工学院大）

 2 要求仕様書における設計要素の表記ゆれと同義語利用に着目したあい
まい表現の記述パターンの分析と自動指摘手法の提案

○高橋宏季，中島千壽，近藤公久，位野木万里（工学院大）
 3 深層学習を用いた Web API の仕様文書の生成方法の提案と評価

○永井利幸，青山幹雄（南山大）
 4 宣言定数の抽象化による形式的部品の再利用性向上

○原野和貴，織田　健（電通大）
 5 SMT ソルバを用いた演算表現の難読化方法の検討

○熊井優樹，神崎雄一郎（熊本高専）
 6 難読化変形の機械学習による判別の困難さに関する実験的評価

○北岡哲哉，神崎雄一郎（熊本高専）， 
森川みどり（ワイズ・リーディング），門田暁人（岡山大）

 7 SMT ソルバを用いた Simulink モデルのテストケース生成
○八田竜起（福井大），石井大輔（北陸先端大）

 8 フォルトローカライゼーションの精度向上に関する研究
○謝　佳智（慶大），名倉正剛（南山大），高田眞吾（慶大）

学生セッション［6L会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 アルゴリズム（1）	 座長　垣村　尚徳（慶大）

 1 旅行旅程作成アルゴリズム
○大谷淳稀，真鍋義文（工学院大）

 2 荷物潰れがない、積載量の最大化アルゴリズム
○小山栞太，真鍋義文（工学院大）

 3 絵画調画像を生成するための遺伝アルゴリズム
○阿部　史，高松瑞代（中大）

 4 倉庫内ピッキング作業の効率化を目的とした伝票割当における最適化
アルゴリズムの検討

○触沢　亘，景山陽一（秋田大），遠藤八郎，佐藤紀章（ロジザード），
髙橋　毅（秋田大）

 5 最遠の粒子を参照する粒子群最適化を用いた巡回セールスマン問題の
解法

○山田悠希，穴田　一（東京都市大）
 6 複数の群れを使った ACO による集合多重被覆問題の解法

○一柳　遥，荒木　徹（群馬大）
 7 アントコロニーアルゴリズムを用いた災害用アプリの開発

○永沼郁華，松澤智史（東理大）

学生セッション［7L会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 アルゴリズム（2）	 座長　波多野　大督（理研）

 1 直線上の 2 サーバーオンラインマッチング問題に対する貪欲アルゴリ
ズムの競合比解析

○佐竹　誠，宮崎修一（京大）
 2 2 次割当問題に対する Solution-based tabu search

○齋藤雅文，森　博志，外山　史（宇都宮大）
 3 渦電流を用いた巡回セールスマン問題における Greedy 法の改良

○原匠一郎，渡邊裕司，清水昭信（名古屋市大）
 4 クラスタリング手法を用いた巡回セールスマン問題の近似解法

○内田純平，穴田　一（東京都市大）
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 5 層化抽出法を用いた 1 対全ノードに対する s-t 信頼性推定の高速化
○柳澤隼也，塩川浩昭（筑波大）

 6 人の滞在履歴データを用いた避難計画モデルの検討
○岡田啓希，石榑隼人，武藤敦子，森山甲一（名工大）， 

松井藤五郎（中部大），犬塚信博（名工大）
 7 通勤電車の混雑緩和のための経路選択方法

○浦郷遼太郎，真鍋義文（工学院大）
 8 文字列探索アルゴリズムを応用したダブル配列構築の高速化

○仲村勇馬，山本幹雄（筑波大）

学生セッション［1M会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル（1）	 座長　柳澤　渓甫（東大）

 1 Differentiable Programming を用いた強化学習の最適化
○黄　伊莎，トリスタン ハスクウェト，高島遼一，滝口哲也， 

有木康雄（神戸大）
 2 ニューラルネットワークのパラメータ削減と判断根拠の明示化に関す

る検討
○竹花治紀，尾崎敦夫（阪工大）

 3 スパース中間層を持つ制限ボルツマンマシン分類器
○勝亦利宗，安田宗樹（山形大）

 4 経験ベイズ法を用いた連続値ボルツマンマシンのハイパーパラメータ
推定

○加藤航太，安田宗樹（山形大）
 5 データの複雑性を考慮した不均衡データに対するリサンプリング手法

○笹田大翔，馬場睦也，木村優介，波多野賢治（同志社大）
 6 区間制約ソルバにおけるパラメータ化制約の導入

○野村亮太（福井大），石井大輔（北陸先端大）
 7 分居モデルの 3 次元拡張の実装

○西尾明訓（同志社大）

学生セッション［2M会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 数理モデル（2）	 座長　石畠　正和（NTT）

 1 ニューラルネットワーク上の入出力逆問題と相互情報量の解析
○千田　翼（山形大）

 2 確率的極端学習機械による制限ボルツマンマシン分類器の多層化
○菅野友理，安田宗樹（山形大）

 3 ニューラルネットの隠れ層に対する独立成分分析を用いた等価構造抽出
○山岸健太，高橋達二，佐藤聖也（電機大）

 4 ペトリネット構造解析の効率化を目的としたヒューリスティック探査
手法の実装

○南　史弥，張江洋次朗，和﨑克己（信州大）
 5 サブクラス定義に反する閉路検知を利用したペトリネットの詳細解析

○渡貫正也，張江洋次朗，和﨑克己（信州大）
 6 ダブルイリミネーショントーナメントにおける戦略について

○中村颯篤，真鍋義文（工学院大）
 7 局所的な最適解を回避する位置推定用無線 LAN 電波強度分布近似手

法の検討
○小野裕也，平川　豊，佐々木茉里（芝浦工大）

学生セッション［4M会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 数理モデル（3）	 座長　水野　貴之（NII）

 1 統合研究管理基盤システムにおけるサービス最適化モデルの検証
○黒瀬　廉，升井洋志（北見工大）

 2 RoboCup サッカー 2D シミュレーションにおける遺伝的アルゴリズム
を使用したフォーメーション強化

○晒　健瑠，河本敬子（近畿大）
 3 インク開発支援のための主成分分析と遺伝的プログラミングによる数

理モデルの導出
○及部礼成，安藤大地（首都大），恩田陽人， 

林真一郎（東洋インキ SC ホールディングス），向井智彦（首都大）
 4 アンサンブルとアテンションによる遺伝的プログラミングの線形性の

向上
○加藤慎二，長尾智晴（横浜国大）

 5 大規模最適化問題における変数間依存性を考慮した協調共進化計算
○吉川太智，中田雅也（横浜国大）

 6 遺伝的プログラミングを用いたテクニカル指標による金融取引の戦略
木構築

○加藤旺樹，穴田　一（東京都市大）

学生セッション［5M会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 数理モデル応用（1）	 座長　吉本　潤一郎（奈良先端大）

 1 確率効用モデルを利用したマッチングシミュレーションによる東京都
の避難施設の最適配置

○樋口稚菜，下川哲矢（東理大）
 2 SNS を考慮した学級シミュレーションにおけるいじめ分析

○内藤昂佑，加藤昇平（名工大）
 3 コミュニティーを導入したソシオン理論に基づくクラス内のいじめの

モデル化
○勝島修平，穴田　一（東京都市大）

 4 飲食業界における労働市場　- エージェントベースモデルによる分析 -
○徐　晃生，菅　愛子，高橋大志（慶大）

 5 （講演取消）
 6 （講演取消）
 7 ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル

○中村　功（放送大）

学生セッション［6M会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 数理モデル応用（2）	 座長　大久保　好章（北大）

 1 （講演取消）
 2 時空間連続性を用いたリアルタイムな動画像のノイズ除去

○石曽根毅（明大），中村和幸（明大 / JST さきがけ）
 3 果樹の生育把握に向けた三次元点群からの樹幹構造に基づく個体分割

方法
○仙田　薫，繁田　亮，郭　　威，川原圭博（東大）

 4 皮膚の輝度変化を用いたカメラ映像による心拍数推定
○坂巻　燎，藤田　悟（法大）

 5 部分予測の拡張に基づくトマト農園全体の収量予測手法の検討
○田畑良樹，渡邉真也（室蘭工大），堀江達郎（エア・ウォーター），

小林洋介，佐藤和彦，岸上順一（室蘭工大）
 6 レンタル用ユニットハウスの返却時期予測における共同共進化を用い

たデータ前処理手法
○舟久保龍成（東京都市大），スティーヴェン クレイネス 

（三協フロンテア），大谷紀子（東京都市大）
 7 テーマパークの優先権パスのデジタル化によるプレイヤー行動の検証

○石毛優紀，真鍋義文（工学院大）

第 1分冊	 （データとウェブ）

一般セッション［1C会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 データベースとコンテンツ	 座長　羽山　徹彩（長岡技科大）

 1 クチコミが企業レピュテーションに及ぼす影響を計測する手法の提案
○福田浩至，大曽根匡，岩田弘尚（専修大）

 2 質的変数変換シソーラス及び Dice 関数によるマッチングアルゴリズム
○大槻　明（日大）

 3 隣接情報とグラフを用いた名称検索手法
○小川まな美，佐藤正崇，田山健一（NTT）

 4 データ二次利用促進の為の利用権限を継承するデータ流通基盤技術
○加藤孝浩，坂本　久，石田和生， 

稲垣嘉信（NEC ソリューションイノベータ）
 5 （講演取消）

学生セッション［7M会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 データベースシステム	 座長　西川　記史（日立）

 1 メニーコアシステムにおける分散ストリーム処理システムの性能評価 
- スループットに関する評価 -

○德増直紀，杉浦健人，石川佳治（名大）
 2 メニーコアシステムにおける分散ストリーム処理システムの性能評価 

- 遅延に関する評価 -
○牧田直樹，杉浦健人，石川佳治（名大）
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 3 テキストを含む構造化データに対する知識ベースを用いた OLAP 分析
○中野茉里香，阿曽太郎，天笠俊之，北川博之（筑波大）

 4 GPU を用いた 5 ノードサブグラフ数え上げの高速化
○菅波柊也，天笠俊之，北川博之（筑波大）

 5 ハイブリッド型メインメモリ KVS サーバの提案及びエッジコンピュー
ティングへの適用

○小沢公基，菅谷みどり（芝浦工大），広渕崇宏，高野了成（産総研）

学生セッション［2N会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 テキスト解析	 座長　難波　英嗣（中大）

 1 ソーシャルネットワークサービスにおけるニュース記事の情報拡散現
象に関する統計的分析

○藤岡能史，羽山徹彩（長岡技科大）
 2 マイクロブログ情報解析によるイベント抽出手法の提案

○吉澤康太，秋岡明香（明大）
 3 ジオタグツイートの言語相関性分析による観光スポット推薦手法の検討

○豊島亮真，阪本翔太（京産大）， 
Panote Siriaraya（京都工繊大），王　元元（山口大）， 

河合由起子（京産大）
 4 小学校での地域学習 NIE に適した Web ニュース記事推薦システム

○関　伸也，安藤一秋（香川大）
 5 タグデータの校正のためのデータ間の共起関係に基づく関連タグの抽

出に関する研究
○石田祐也，廣重法道，鶴田直之（福岡大）

 6 技術文書共有サービスにおける，PageRank に基づくユーザの順位付け
○中村大貴，矢吹太朗（千葉工大）

 7 Web ニュースを補足する画像コンテンツの推薦に向けた画像周辺テキ
ストの解説性に基づくスコアリング手法

○小栗太樹，安藤一秋（香川大）

学生セッション［4N会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 データ解析	 座長　池田　大輔（九大）

 1 顔画像を対象とした特徴量クラスタリングを用いた顔印象自動抽出方式
○柳瀬愛里，稲荷太良，本田くれあ，新田拓真，野地雄人， 

中村洋太，仲程凜太朗，木村侑斗，村田　賢，中西崇文（武蔵野大）
 2 コンテンツ解析を含む大規模データ分析処理に対するトレーサビリティ

○山田真也，天笠俊之，北川博之（筑波大）
 3 マーケットバスケット分析における注意機構を用いた商品推薦手法の

提案および実装
○上野裕太郎，篠埜　功（芝浦工大）

 4 継続時間を考慮したエピソードマイニングにおける行動時間帯の偏り
に関する一考察

○安井壱陽，新谷隆彦，大森　匡，藤田秀之（電通大）
 5 論文において研究データを引用する URL の同定

○角掛正弥，松原茂樹（名大）
 6 研究データを参照する文献の引用文脈に基づく識別

○生駒流季，松原茂樹（名大）

学生セッション［5N会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 観光及び位置情報	 座長　難波　英嗣（中大）

 1 RDBMS による 3D TIN データベース実装手法
○田中玲吏，杉浦健人，石川佳治（名大）

 2 複数路線を持つ大規模駅の待ち合わせ場所推薦システムの提案
○河澄菜々夏，坂口璃実佳，西村奈那子，湯浅　郁， 

中野美由紀（津田塾大）
 3 オープンデータを利用した公共交通ネットワーク充実度の可視化

○伊藤正哉，白浜勝太，渕　崇洋，上善恒雄（大阪電通大）
 4 SNS 投稿画像を用いた環境問題に潜在的に関心をもつユーザー抽出に

向けた初期検討
○柏木直人，鈴木釈規，李　貞憲，池田大輔（九大）

 5 口コミから抽出した評価観点の重視度に基づく宿泊施設推薦システム
の構築

○高松耕太，奥野　拓（はこだて未来大）

 6 ソーシャルメディアを用いた訪日外国人へのパーソナライズされたイ
ベント情報提供の最適化ルートの推薦

○今井美希（お茶の水女子大），榎　美紀， 
工藤瑠璃子（日本 IBM），小口正人（お茶の水女子大）

 7 Twitter で発信される病気症状の可視化に向けた Tweet 内容を用いた
ユーザの居住地推定

○松原香太，安藤一秋（香川大）
 8 観光地推薦のための、性格特性を考慮することによるパーソナライズ

性向上に関する一検討
○伊藤　桃（お茶の水女子大），榎　美紀（日本 IBM）， 

小口正人（お茶の水女子大）
 9 地理情報標準に基づく屋内地図モデル定義とデータ生成

○高野佑介，久保田光一（中大）

学生セッション［6N会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 デジタルコンテンツ	 座長　阿倍　博信（電機大）

 1 指揮者の動きに同期した演奏アニメーションの生成
○小林克樹，村木祐太，小堀研一（阪工大）

 2 部分的な姿勢入力からユーザの操作意図を反映したアバタの全身動作
の構成

○仲　泰誠，森　博志，外山　史（宇都宮大）
 3 MR HMD を用いた室内における地震シミュレーションの体験および

訓練システムの提案
○酒井航太，吉野　孝（和歌山大）

 4 シースルー型ヘッドマウントディスプレイを用いたサイズが大きい
3D コンテンツのための操作手法

○宮入瞭太，佐野渉二，中沢　実（金沢工大）
 5 1 人称視点でキャラクターを体験する VR マンガコンテンツ開発に関

する検討
○阿部陽丞，田中佑樹，佐々木茂（帝京大），田中誠一（文星芸術大）

 6 （講演取消）
 7 言語能力の違いに着目したユニバーサルデザインマップの評価と検討

○孫　ゲツ，家入祐也，菱山玲子（早大）
 8 （講演取消）



81－ －

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 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 機械学習による画像認識	 座長　森島　繁生（早大）

 1 歩行者検出における重なりに頑健な NMS 改良手法の提案
○上村純一，森下雄介，今岡　仁（NEC）

 2 人工知能を用いた自動外観検査アルゴリズムの溶接部への適用
○山田理恵，後藤美紀（アイシン精機），齊院龍二，大門智博 

（アイシン・ソフトウェア），豊丸弘爾（アイシン精機）
 3 深層学習を用いた瞬き確率推定によるハイライト映像の自動抽出

○中野珠実，阪田篤哉，岸本章宏（阪大）
 4 超微細眼球運動におけるアーチファクト除去のための機械学習による

複数動画像整合
○藤江博幸（三城ホールディングス），田中靖人（神経数理学研究所）

 5 骨格座標推定による日本語対応手話の分類
○上野友裕（金沢工大）

 6 姿勢不変なドメイン依存特徴の転移学習に基づく人物再同定
○村田祐樹，渥美雅保（創価大）

一般セッション［5C会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 知能システムと応用	 座長　横山　想一郎（北大）

 1 群衆制御施策の評価シミュレーションのための違反行動を考慮した行
動選択モデル

○宮野修平（セコム IS 研究所）
 2 認知訓練システムの難易度調整に関する検討　- 包括的介護予防シス

テムの実現へ向けて -
○北越大輔，坂本紫音（東京高専），鈴木健太郎（杏林大）， 

鈴木雅人（東京高専）
 3 大規模言語生成モデルによるニュース生成を用いたニュース評価モデ

ルの構築
○西　良浩，菅　愛子，高橋大志（慶大）

 4 教育支援システムのための RGB-D センサを用いた受講者行動追跡
○張　　斌，夏　海彬，林　憲玉（神奈川大）

 5 深層学習を利用した震災画像への自動タグ付け機能開発
○廣重法道，植木亜奈，鶴田直之（福岡大）

 6 複数移動センサによる複合的な協調観測のための非集中型制約最適化
の検討

○松井俊浩（名工大）
 7 アワビ漁を事例とした磯根資源漁獲支援システム開発のための認識手

法の検討
○イミティ アデルジャン（秋田公立美術大），萩原義裕（岩手大）

一般セッション［7C会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 機械学習	 座長　廣重　法道（福岡大）

 1 サポートベクタ回帰を用いる骨格検出器
○津田圭一（三菱）

 2 ハミルトニアン・ニューラルネットワークの保存量と計算精度に関す
る研究

○佐藤　哲（パーソルキャリア）
 3 Deep neural network を用いた時系列の予測学習における継続学習手法

の検討
○中條亨一，尾形哲也（早大）

 4 Attention Branch Network における報酬の不確実性予測を伴う深層強
化学習手法の提案

○鈴木彼方（富士通研），尾形哲也（早大）
 5 リザーバーコンピューティングのための LSTM を用いた再帰学習

○清水能理（八戸工大）
 6 機械学習による浄水プロセスにおける凝集後濁度予測手法

○鈴木昭弘，川上　敬（北海道科学大），山村　寛， 
Eryanti Utami Putri（中大），根本雄一（前澤工業）， 

大江亮介（北海道科学大）

一般セッション［2D会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 ゲーム・音楽・音声情報科学	 座長　深山　覚（産総研）

 1 山からカードを 3 枚ずつ引く「クロンダイク」の成功可能性
○新谷敏朗（福山大）

 2 Playing mini-Hanabi card game with Q-learning
○ひい とう（京大），市来正裕（名大），中里研一（ボッシュ）

 3 パズルの局面の機械学習のためのデータ生成
○神保秀司，玉井慎悟，和氣卓史（岡山大）

 4 音楽聴取による感動に及ぼす聴取者の共感性の影響
○安田晶子（成蹊大），新井田若左，荻原波夏（元成蹊大）， 

小方博之（成蹊大）
 5 心理面接中の韻律の類似性が信頼関係を予測する -- 話者分離後のダイ

バージェンス測定 --
○横谷謙次（徳島大），高木　源，若島孔文（東北大）

一般セッション［4D会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 自然言語処理	 座長　藤田　桂英（農工大）

 1 東クシュ語コーパスの構築
○西口純代（小樽商科大）

 2 インタビュー対話コーパスの構築と発話意図タグの設計
○篠山　学（香川高専），松本和幸（徳島大）

 3 マイクロブログからの典型的使用場面付き辞書の構築
○岡　利成，白井清昭（北陸先端大）

 4 パターンと教師あり機械学習と素性分析を利用したウェブと新聞から
の株式相場に関わる知見獲得

○村田真樹，中原裕人（鳥取大），馬　　青（龍谷大）
 5 マイクロブログからの対話コーパスの自動構築

○関田崇宏，白井清昭（北陸先端大）

一般セッション［5D会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 画像処理とCV	 座長　鈴木　幸司（室蘭工大）

 1 合成背景画像を用いた照明変化に頑健かつ低負荷な背景差分手法
○新井士人，榎本嵩久，服部亮史（三菱），西辻　崇（首都大）

 2 全方向から読み取り可能なカラーコード
○長澤史記，服部亮史，草野勝大，清水尚吾，奥村誠司（三菱）

 3 臨床 CT 画像に適応可能な空間分解能評価法の考案
○今井國治（名大），遠地志太，梁川雅弘（阪大）

 4 八郎湖の水質状況推定を目的とした NN によるリモートセンシング
データの擬似的な分解能向上法

○松井　解，白井　光，景山陽一，横山洋之（秋田大）
 5 AKAZE 特徴量を用いた SfM 点群改善の検討

○瀬川　修（中部電力）
 6 ズームカメラに対するカメラキャリブレーション

○宇都木修一（サレジオ高専），鈴木　寿（中大）

学生セッション［1P会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 ゲームと AI（1）	 座長　池田　心（北陸先端大）

 1 屋敷型迷路自動生成アルゴリズム
○茶谷卓実，郭　清蓮（金沢工大）

 2 戦略的意思決定における属性による探索行動モデリング
○仲里慎司，下川哲矢（東理大）

 3 複数の報酬に対応した強化学習による交差点渋滞の緩和
○鈴木亮史，藤田桂英（農工大）

 4 プレイヤパフォーマンス低下を抑制するオンラインゲーム向け推定技
術に関する一検討

○本生崇人，川崎慈英，藤橋卓也，猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）
 5 （講演取消）
 6 進化計算法を用いた長手数の詰将棋の自動生成

○宗藤大貴，長尾智晴（横浜国大）
 7 完全情報下における戦略に基づいたルールベースな HANABI エージェ

ントの有効性調査
○市来正裕（名大），ひい とう（京大），中里研一（ボッシュ）

 8 強化学習を用いたガイスタープレイヤー
○櫨本　侑（長崎県大）

 9 複数人数における不完全情報ゲーム AI の立ち回り
○植田陸玖，松澤智史（東理大）
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学生セッション［2P会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 ゲームと AI（2）	 座長　横山　大作（明大）

 1 AlphaZero による難易度自動調整ゲームエージェントの生成
○鍋谷優作，矢吹太朗（千葉工大）

 2 確率的逐次添加法によるヒントの少ない数独問題の生成
○古川　湧，山本修身（名城大）

 3 人狼知能における占い師推定を行う人狼の提案
○加藤　匠，能登正人（神奈川大）

 4 15 人人狼ゲームにおける会話情報による役職推定
○福田宗理，穴田　一（東京都市大）

 5 機械学習を用いての Knight-Amazons の対戦プログラムの実装
○平賀太竣，盧　金陽，Szilard Fazekas，山村明弘（秋田大）

 6 プロ野球選手育成のためのデータ解析システム
○木下　涼，斎藤隆文，北　直樹（農工大）

 7 先読みを考慮した一人ぷよぷよの必勝性
○菊地　翔，武永康彦（電通大）

 8 チーム戦略シミュレーションゲームにおける自律キャラクタの協調攻
撃機構の試作

○間宮大夢，福田直樹（静岡大）

学生セッション［4P会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 医用画像処理	 座長　数藤　恭子（東邦大）

 1 コトラスト設定と深層学習による腰椎 CT 画像の 2 値化
○湯藤優輝，山本将人，鈴木幸司（室蘭工大）

 2 クラスタリングによる CT 画像から腰椎検出に関する検討
○山本将人，湯藤優輝，鈴木幸司（室蘭工大）

 3 確率的アトラスを用いた非造影 X 線 CT 画像における膵臓領域の抽出
手法の開発

○水野優希，岩井謙仁，北川秀夫，北川輝彦（岐阜高専）
 4 非造影 X 線 CT 画像を用いた中肝静脈（MHV）の芯線の自動抽出手法

の開発
○松浦光希，北川秀夫，北川輝彦（岐阜高専）

 5 Patch-wise 学習を用いた少量データによる脳 MRI 画像の超解像
○生田薫平，彌冨　仁（法大）， 

大石健一（Johns Hopkins University）
 6 深層学習を用いた脳 MRI 画像における超解像の手法検討

○工藤央聖，亀田昌志（岩手県大）
 7 各種 MRI 画像の特徴に基づく多発性硬化症のための病変部分自動検出

手法
○髙橋一稀，亀田昌志（岩手県大）

 8 U-net による顕微鏡画像からの細胞核抽出手法の開発
○福井悠斗，遠藤　登，北川輝彦（岐阜高専）

学生セッション［5P会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 画像生成・認識	 座長　亀田　昌志（岩手県大）

 1 遺伝的アルゴリズムを用いた敵対的サンプルの生成
○田中大樹，松澤智史（東理大）

 2 CSI2Image の時間的ロバスト性に関する基礎検討
○加藤空知，岩崎裕輔，福島　健，藤橋卓也（阪大），村上友規，

Abeysekera Hirantha（NTT），猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）
 3 GAN を用いた撮像人体の体形を自然に変形する画像合成手法

○青木雄亮，田村　仁（日本工大）
 4 敵対的生成ネットワークを用いた画像中の人体の教師なし姿勢変換

○岡林遥平，高橋隆史（龍谷大）
 5 GAN を用いた画像の輪郭線に着目した画像修復

○皆藤優太，田村　仁（日本工大）
 6 実画像の色調に基づく線画の自動着色

○大石涼火，田中亜実，数藤恭子（東邦大）
 7 着色済み参照フレームを用いるアニメ線画の自動着色手法の提案

○陸　　儀，中島克人（電機大）
 8 物体らしさを用いた Few-Shot Learning のためのデータ増強アプロー

チの検討
○松見　進，山田啓一（名城大）

 9 個人情報保護のための写真内の指紋情報自動除去
○中村和也，夏目亮太，土屋志高，森島繁生（早大）

学生セッション［6P会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 認知と CV	 座長　佐藤　淳（名工大）

 1 カラーグレーディングの自動化に関する研究 - カラーグレーディング
が映像の印象に及ぼす影響 -

○寺居佑貴，江村伯夫（金沢工大）
 2 8K カメラによる複数人のストレス同時計測とその可視化についての

検討
○竹田　滉，高橋　凌，徳永留美（千葉大）， 

真鍋吉仁（アストロデザイン），津村徳道（千葉大）
 3 人物画像からの姿勢情報を用いた感情指定

○永瀬智之，堀田裕弘，岸田嵩平（富山大）
 4 CNN を用いた手書き文字画像から人の性格を推測するシステム

○村上拓麻（岩手県大）
 5 人間の色感度特性を考慮した高周波帯域強調手法による視力への影響

○松本直也，杉浦彰彦（静岡大）
 6 顔画像の誤識別パターンに着目した領域分割による JPEG 適応量子化

○大江早紀，杉浦彰彦（静岡大）
 7 微小変化を加えた線画表情の軽度うつ状態検出への適用

○茶野真由美，杉浦彰彦（静岡大）
 8 個眼構造に基づく昆虫の視覚推定

○佐藤　葵，戀津　魁，柿本正憲（東京工科大）
 9 意味の数学モデルを用いた創傷類似度の視覚分析

○浅山優芽，王　宝慶，Malik Olivier Boussejra，中山雅紀（慶大），
猩々英紀，安達　登（山梨大），清木　康，藤代一成（慶大）

学生セッション［2Q会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 画像による距離推定・領域分割	 座長　彌冨　仁（法大）

 1 （講演取消）
 2 全天球カメラと対象物体位置に応じた距離測定手法の改善

○小原守生，亀田昌志（岩手県大）
 3 2 面直交リフレクタを用いた Shape from Focus

○布施良朗，岡部孝弘（九工大）
 4 化粧品パフの凹領域の検出手法の検討

○西山翔大，澤野弘明（愛知工大）
 5 独立成分分析と深層学習によるセマンティックセグメンテーション手

法の検討
○渡辺圭祐，鈴木幸司（室蘭工大）

 6 深層学習と画像セグメンテーションに基づいた動物種類と位置の検出
○任　散陽，中田裕一，田中直樹（神戸大）

 7 ニューロンセグメンテーションにおけるマルチドメイン学習による汎
化性能の改善

○長谷川貴大，Tristan Hascoet，高島遼一，滝口哲也， 
有木康雄（神戸大）

 8 深度情報と付加情報を用いた節類セグメンテーション
○小林雅弥，栗原　徹（高知工科大）

学生セッション［4Q会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 音声言語情報処理	 座長　西村　雅史（静岡大）

 1 授業グループワークの音声認識精度改善のためのマルチチャネル VAD
○中野魁人（滋賀大），中山隆弘，白水　始（東大），市川　治（滋賀大）

 2 双方向 Transformer 言語モデルによる音声認識仮説のリスコアリング
○二見　颯，上乃　聖，三村正人，坂井信輔，河原達也（京大）

 3 遠野物語における複数言語の音声認識モデルを用いたキーワード検索
精度向上

○飯田英仁，伊藤慶明，小嶋和徳（岩手県大），李　時旭（産総研）
 4 音声中の検索語検出における状態数の異なる複数の深層学習モデルを

用いた検索精度の向上
○西野将弘，伊藤慶明，小嶋和徳（岩手県大），李　時旭（産総研）

 5 深層学習モデルによる音響ベクトル系列から文書ベクトル系列へのメ
ディア横断マッピング

○五藤智晃，西村良太，北　研二（徳島大）
 6 合成音声へのポーズ自動挿入に向けた自由発話の分析

○穴沢早紀，内田ゆず（北海学園大），青木直史（北大）
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 7 Annotation and Visualization of Emotional Traits on Audio Conversation 
in Real-time

○韓　　迪，黄　潤和（法大）
 8 機械学習を用いた声質変換手法

○吉田天哉，田村　仁（日本工大）

学生セッション［5Q会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 音響信号処理	 座長　高島　遼一（神戸大）

 1 A Spatial Filter Design for Surface Sound Source Separation
○鍾　　知，糸山克寿，西田健次（東工大）， 

中臺一博（東工大 / HRI-JP）
 2 複数マイクロホンアレイを用いた尤度分布統合による移動音源追跡

○山田泰基，糸山克寿，西田健次（東工大）， 
中臺一博（東工大 / HRI-JP）

 3 話者・音素特徴に基づくマルチチャネル音声分離
○ Yicheng Du（京大），關口航平（京大 / 理研），坂東宜昭（産総研），

Aditya Arie Nugraha（理研），吉井和佳（京大 / 理研）
 4 円形マイクアレーを想定した球面調和関数展開に基づく近接／遠方音

分離 T-F マスク推定
○西口草太（法大），小泉悠馬，原田　登（NTT），伊藤克亘（法大）

 5 （講演取消）
 6 スマホ内蔵センサを用いた動作状況に応じた電車内ノイズ除去法の提案

○望月亮汰，五百蔵重典（神奈川工科大）
 7 クラウドソーシングを用いた作成した環境音キャプションコーパスの

評価
○岩月道生，糸山克寿，西田健次（東工大）， 

中臺一博（東工大 / HRI-JP）
 8 深層学習による脳波からの音響信号再構成

○角谷実花子，饗庭絵里子（電通大），亀岡弘和（NTT）
 9 CTC と Attention の併用による咀嚼と嚥下の自動検出

○中村亮裕（静岡大），斎藤隆仁，池田大造，太田　賢（NTT ドコモ），
峰野博史，西村雅史（静岡大）

学生セッション［6Q会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 画像による検出・分類	 座長　堀川　三好（岩手県大）

 1 飲食店における天井のカメラを用いた空きジョッキ検出
○七五三掛豊和，中島克人（電機大）

 2 CNN を用いた単品料理の食材を識別するモデルの構築
○平中　彗（岩手県大）

 3 深層学習による食事画像から料理の抽出に関する研究
○朱　子宜，戴　　莹（岩手県大）

 4 画像処理による森林画像からの広葉樹・針葉樹の判定
○長田　潤，後呂美里，堀田裕弘（富山大）

 5 カラー画像と深度画像を併用した所持品検出手法に関する一検討
○三田昌輝，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 6 色情報およびニューラルネットワークを用いた廃電子基板における原
料分類法

○佐々木一音，中村悦郎，景山陽一，川村　茂，白井　光， 
石沢千佳子（秋田大），関口秀一（DOWA マネジメントサービス），

鳥井岳人（DOWA テクノリサーチ），小川啓太（DOWA メタルマイン）
 7 熱赤外画像を対象とした夜間における人物抽出に関する検討

○榎本　愛，松井　解，佐々木一音，景山陽一，白井　光， 
石沢千佳子（秋田大）

 8 機械学習を用いた画像識別手法の魚認識への応用
○徐　潤東，藤野　巖（東海大）

 9 PLS 回帰を用いたハイパースペクトル画像からのピーマン領域検出と
評価

○竹原　慎，栗原　徹（高知工科大）

学生セッション［7Q会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 マルチモーダル・ローレベルビジョン・応用	

	 座長　堀　磨伊也（九大）

 1 深層学習を用いた土地用途判定システムの構築及び現地調査への利活用
○屠　芸豪，浦田真由，遠藤　守，安田孝美（名大），島崎寛和，

木村智行（日本土地評価システム），片山高也（半田市）

 2 単位時間の異なる特徴量を組み合わせた個人識別法の提案
○諏訪大樹，松岡丈平，田胡和哉（東京工科大）

 3 揚げ物調理支援へ向けた加熱油中の食材追跡の試み
○工藤央一郎，平井重行（京産大）

 4 ノイズ除去による画像マッチングの高精度化
○柴田裕人，清水郁子（農工大）

 5 書棚画像の背表紙の文字情報を用いた書籍境界検出
○小林駿也，丸山一貴（明星大）

 6 構図情報に注目した画像クラスタリング
○松田莉奈，秋岡明香（明大）

 7 刀の形状推定
○松永有紀子，秋岡明香（明大）

 8 ロボットアームと物体検出を用いたスマホアプリ監視の自動化
○井崎俊太朗，堀川三好，岡本　東（岩手県大）

学生セッション［1R会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 動画像処理	 座長　栗原　徹（高知工科大）

 1 定点卓球映像におけるサービス開始時刻の自動検出手法の提案
○加藤祥真，澤野弘明，鬼頭　明（愛知工大）， 

石井成郎（一宮研伸大），鈴木裕利（中部大）
 2 機械学習向け生活空間動画像データセット構築の検討

○礒井葉那（お茶の水女子大），竹房あつ子（NII），中田秀基（産総研），
小口正人（お茶の水女子大）

 3 手話認識のための手話動作の音素切り出し手法の検討
○内田佳佑，澤野弘明（愛知工大）， 

土屋　健（公立諏訪東京理科大），小柳惠一（早大）
 4 深度カメラを用いたどの角度からもジェスチャを認識する研究

○謝　　寧，松澤智史（東理大）
 5 時系列相関性を用いた姿勢推定モデルの精度向上

○山川敦也，石川孝明，渡辺　裕（早大）
 6 OpenPose を用いた投球シーン照合の一検討

○大澤遼平，石川孝明，渡辺　裕（早大）
 7 マニュアル作成支援を目的とした作業動画からの自動画像抽出システ

ムの提案
○村山　築，西垣貴央，小野田崇（青学大）

 8 相似不変量を用いた動画像のグローバルモーション推定
○内藤彰一，太田寛志，道西博行（岡山理大）

 9 頭絡に装着したカメラ動画像処理による牛の動きの解析
○福士龍一，中島瑞季（電機大），齊藤朋子（帯広畜産大）， 

齊藤　剛（電機大）

学生セッション［2R会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 分散システム	 座長　永井　保夫（東京情報大）

 1 マルチエージェントサプライチェーンにおけるブルウィップエフェク
トの抑制

○石川諒人，藤田桂英（農工大）
 2 感情獲得プロセス理解のための MAS による感情改善行動学習モデル

の提案
○茂島祐太，當間愛晃，赤嶺有平，山田孝治，遠藤聡志（琉球大）

 3 実歩行データに基づく群衆行動の分析
○江口卓哉，藤田　悟（法大）

 4 様々なテーマパークに対応可能な人流シミュレーション環境の構築
○渡邊優也，水野一徳（拓大）

 5 DRDoS 攻撃回避のためのマルチエージェント強化学習に基づく増幅
トラフィックフィルタリング戦略学習機構の試作

○川添智貴，福田直樹（静岡大）
 6 ブロックチェーンシステムにおける非中央集権性を充足する合意形成

メカニズム
○安達光太郎，松原繁夫（京大）

 7 提携値の上下界を利用する提携構造形成アルゴリズム
○川元沙恵，平山勝敏，沖本天太（神戸大）

 8 Sarsa エージェントによる囚人のジレンマゲームでの相互協調の継続
回数

○百武佳輝，森山甲一，武藤敦子（名工大），松井藤五郎（中部大），
犬塚信博（名工大）
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学生セッション［5R会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 時系列データの予測・生成	 座長　大知　正直（東大）

 1 GRU を用いたリカレントニューラルネットワークによる自動作曲
○ムハイミ モハンマド，長名優子（東京工科大）

 2 時系列データの将来変動予測における予測根拠の提示
○高石一樹，長尾智晴（横浜国大）

 3 リカレントニューラルネットワークを用いた未学習のコードからの楽
譜生成

○真砂光志，西出　俊，康　シン，任　福継（徳島大）
 4 構造に注目した神経力学モデルを用いた漢字の筆跡ダイナミクスの学習

○野本楓晟，西出　俊，康　シン，任　福継（徳島大）
 5 ペンの持ち上げを考慮した神経力学モデルによる描画図形予測と生成

○久保野雄亮，西出　俊，康　シン，任　福継（徳島大）
 6 Recurrent Neural network を用いた気象データの予測と補間

○鈴木勢至，藤木なほみ（仙台高専）
 7 リカレントニューラルネットワークによる為替レートの予測

○伊藤克輝，飯間　等（京都工繊大），北村能寛（早大）
 8 深層モデルを用いた画像系列の特徴量自己組織化と映像生成

○川野真子，西出　俊，康　シン，任　福継（徳島大）
 9 CNN による時系列連続性を考慮した宇宙自然電波の特性周波数検出

○近藤和真，長谷川達人（福井大），松田昇也（JAXA），熊本篤志，
土屋史紀（東北大），笠原禎也（金沢大），三好由純（名大）， 

笠羽康正（東北大），松岡彩子，篠原　育（JAXA）

学生セッション［6R会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 機械学習の理論・高速化	 座長　張　斌（神奈川大）

 1 予測を対象とする深層生成学習モデルを用いた実世界理解への取り組み
○黒田彗莉，小林一郎（お茶の水女子大）

 2 ファインチューニングを用いた畳み込みニューラルネットワークによ
る人工物領域の特定精度の向上

○山田創平，長名優子（東京工科大）
 3 位置情報を明示的に扱う空間的注意機構モデルによる物体位置・角度

推定の汎化
○昼間彪吾，尾形哲也，森　裕紀（早大）

 4 画像分類におけるトリプレットネットワークを用いた半教師あり学習
手法の提案

○半田光理，秦野　亮，西山裕之（東理大）
 5 2 段階の画像生成を活用した偏りのあるデータセットに対する実践的

な data augmentation
○菅野　怜，鍵和田聡（法大）， 

宇賀博之（埼玉県農業技術研究センター），彌冨　仁（法大）
 6 同一被写体の多様性に対する制約 variational loss の提案

○小田桐海翔，鍵和田聡（法大）， 
宇賀博之（埼玉県農業技術研究センター），彌冨　仁（法大）

 7 連関分類器の予測過程に対するインタラクティブ可視化ツール
○池田武史，前田健太郎，亀谷由隆（名城大）

 8 要素行動の含有度合いを用いたゼロショット行動認識手法に関する研究
○豊増聖実（東京農工大），藤波香織（農工大）

 9 2D ライダーセンサ及びディープラーニングを用いた画像認識の併用
による対象物の自律探索

○欧陽　辰，柴田千尋（東京工科大）

学生セッション［1S会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 対話・支援システム	 座長　清　雄一（電通大）

 1 料理写真の魅力度推定器を使った写真撮影補助システムの検討
○大木彗矢，ケネス マッキン，永井保夫（東京情報大）

 2 イベント履歴収集システムの試作と年齢推定への活用
○大竹栄一（愛知工大），遠藤正隆，中嶋裕一，松井瑠偉人（リオ），

菱田隆彰（愛知工大）
 3 逆強化学習によるナビゲーションのパーソナライズ

○橋本和幸，堀川三好（岩手県大）
 4 深層学習を用いた自動会話収集および自動ラベリングシステムについて

○井腰三四郎（芝浦工大）

 5 分散表現と LSTM を使用した滋賀大学オープンキャンパス来訪者向け
質問応答システムの構築

○水口綾乃，市川　治（滋賀大）
 6 対話システムのための感情判断器の検討

○大澤泰我，ケネス マッキン，永井保夫（東京情報大）
 7 対話型実習補助システム「V-TA」

○井上達也，大谷雅之，山本博史（近畿大）
 8 機械学習を用いた心拍予測に基づくマラソン走者支援の研究

○松下一紀，秦野　亮，西山裕之（東理大）
 9 身体・天候状況に基づくオリジナルコーヒー提案システムの改善と評価

○清水大聖，中島　毅（芝浦工大）

学生セッション［2S会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 音楽情報処理（1）	 座長　中村　栄太（京大）

 1 楽曲の再生履歴を利用した自動メロディ生成
○松岡優太，酒向慎司（名工大）

 2 LSTM を用いた繰り返し構造を持ったメロディ生成による作曲支援シ
ステム

○河野翔太，伊藤克亘（法大）
 3 自動作曲システムにおけるメロディの確率的な音高決定手法の検討

○向　瑞稀，大谷紀子（東京都市大）
 4 身体動作入力を用いた即興合奏における感性語に基づくコード進行の

編集機構の試作
○櫻井陽太，髙瀬遥矢，白松　俊（名工大）

 5 裏声発声に着目したミックスボイス習得メソッド
○村井亮介，伊藤克亘（法大）

 6 異なる応答特性をもつ電子ピアノによるスケール演奏時のタッチ制御
の計測

○島日向子，饗庭絵里子（電通大）
 7 深層学習を用いたピアノ学習者の練習時間分析

○島谷　翼（釧路高専），峯　恭子（大阪大谷大）， 
土江田織江，山田昌尚（釧路高専）

 8 階層隠れセミマルコフモデルと深層学習に基づく楽曲セクションの境
界推定とラベル付け

○柴田　剛，錦見　亮，中村栄太，吉井和佳（京大）

学生セッション［4S会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 最適化	 座長　松井　俊浩（名工大）

 1 進化計算法を用いた深層学習モデルの Pruning 最適化
○高梨雄大，長尾智晴（横浜国大）

 2 競技かるたにおける競技者情報に基づく定位置考案支援システムの構築
○澤田　媛，赤石美奈（法大）

 3 Adaptive PBI による非マイグレーション並列化 MOEA/D
○平山友駿（法大）

 4 A Fast Elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithm における非支配
解を用いた解の多様性向上の検討

○横山稀菜（法大）
 5 粒子群最適化による ACO の動的パラメータ調整の検討

○戸谷太亮，水野一徳，増金拓弥（拓大）
 6 対話型遺伝的アルゴリズムを用いたオフィスレイアウト支援システム 

- 複数フロアの部屋の割り当て案の生成 -
○長谷川俊，長名優子（東京工科大）

 7 対話型遺伝的アルゴリズムを用いたオフィスレイアウト支援システム 
- 複数の執務スペースレイアウト案の生成 -

○津村隼斗，長名優子（東京工科大）
 8 確率的重み付け平均法のラージバッチ学習における有用性の検証

○所畑貴大，長沼大樹，横田理央（東工大）

学生セッション［5S会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 音楽情報処理（2）	 座長　酒向　慎司（名工大）

 1 バイナリマスク付き非負値行列因子分解に基づく音源分離手法の発音
時刻ずれに対する性能評価

○日下湧太，糸山克寿，西田健次（東工大）， 
中臺一博（東工大／ホンダ RIJ）

 2 ギターパートを対象とするエンドツーエンド音源分離の検討
○尾関日向，酒向慎司（名工大）
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 3 深層クラスタリングを用いた任意楽器パートの自動採譜
○田中啓太郎，中塚貴之（早大），錦見　亮，吉井和佳（京大）， 

森島繁生（早大）
 4 ディープラーニングによる自動採譜システムの開発

○土村貫太（福井高専）
 5 深層音響・言語モデルの統合に基づくドラム採譜

○石塚崚斗，上田　瞬，錦見　亮，中村栄太，吉井和佳（京大）
 6 音楽言語モデルと採譜誤りモデルに基づく歌声採譜結果の訂正

○平松祐紀，柴田　剛，錦見　亮，中村栄太，吉井和佳（京大）
 7 シングルリード楽器における管体形状による音響特性の変化の解析

○岩見壮留，伊藤克亘（法大）
 8 参照音源の奏法特徴を考慮した演奏評価による管楽器奏者のための練

習支援システム
○山﨑友介，伊藤克亘（法大）

 9 発話の感情要素と感情強度を考慮した楽曲推薦手法の検討
○池田　将，酒向慎司（名工大）

学生セッション［6S会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 知能システムと機械学習	 座長　佐藤　哲（パーソルキャリア）

 1 「ファクトフルネスクイズ」は間違えやすく作られているのか？
○吉沢栄貴，高橋達二（電機大）

 2 感性的嗜好に基づく旅行先推薦システムの構築
○小南佑介，赤石美奈（法大）

 3 脳波データからの共感状態の解析
○五十嵐大地，長尾智晴（横浜国大）

 4 深層学習における打球予測
○深井亮登（東理大），小林正弘（東海大），田畑耕治，中川智之，

松澤智史（東理大）
 5 Dynamics Learning Tree を用いた火災・非火災検出に関する研究

○西岡拓馬（岩手大），江幡弘道，岡安克也，野田裕介（ホーチキ），
内海熙大，金　天海（岩手大）

 6 オンライン学習法を用いた日常生活行動モデル生成手法の提案
○須藤広平（岩手大），片野圭二，小川裕二（アイカムス・ラボ），

金　天海（岩手大）
 7 CNN を用いた日本語単語読唇における異なる発話形態の影響

○北村亮太，寺澤卓也（東京工科大）
 8 ニューラルネットワークを用いた遊泳情報に基づく魚の空腹度合いの

推定
○相澤活哉，横山真男（明星大）

 9 帰納論理プログラミングを用いた乳牛の生涯搾乳量に係る潜在的要因
の推定に関する研究

○佐々木駿，秦野　亮，大和田勇人，西山裕之（東理大）

学生セッション［7S会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 言語処理応用	 座長　杉本　徹（芝浦工大）

 1 個人情報フィルタを使ったエッジ型情報収集支援における個人クエリ
間の違いの定量化

○芦川拓実，風尾勇侑，佐治寿一，小林　暉，金道敏樹（金沢工大）
 2 エッジ型情報収集支援における個人クエリ相互利用の利用者視野拡大

効果 - 実験報告
○小林　暉，佐治寿一，風尾勇侑，芦川拓実，金道敏樹（金沢工大）

 3 ナレッジグラフを活用した小説閲覧支援システムの試作
○寺内雄太，福田直樹（静岡大）

 4 自然言語処理を用いた医療インシデント報告の患者影響度推定
○栗井実緒，藤田桂英（農工大）， 

Zoie Shui-Yee Wong（聖路加国際大）
 5 エントリーシートを用いた機械学習による採用企業推定

○西川浩平，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）
 6 SignWriting 表記手話単語の識別手法の検討

○岡田紳太郎，松本忠博（岐阜大），加藤三保子（豊橋技科大）
 7 ルールベースに基づくビジネスシーンにおける敬語変換手法の検討

○徳丸瑞季，岡村奈々花，川村華峰，仲山友海，中野美由紀（津田塾大）
 8 琉日機械翻訳のための対訳コーパスの自動拡張について

○久高優也，白井清昭（北陸先端大）

学生セッション［1T会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 文生成・対話	 座長　大野　誠寛（電機大）

 1 文生成の長さ制御のための条件付き言語モデルの学習
○永塚光一，渥美雅保（創価大）

 2 機械学習による文章生成
○深井宏剛，松澤智史（東理大）

 3 標的型攻撃に対する訓練で利用されるメールを自動生成するシステム
の提案

○池尻圭佑，塩田智基，徳地達哉，本部建大，檜垣龍德，後藤田中，
喜田弘司（香川大）

 4 大規模コーパスを用いたなぞかけ作成システム
○山本賢人，杉本　徹（芝浦工大）

 5 対話破綻の特徴に応じた回避手法の提案
○山﨑翔太，寺岡丈博（拓大）

 6 相手の様子を理解して話しかける雑談・質問対話システム Hermes Ⅲ
○スホルクワイク亜蘭，谷津元樹，原田　実（青学大）

 7 物語キャラクターの会話の特性を利用したテキストコミュニケーショ
ン手法の提案

○矢吹理紗，赤石美奈（法大）
 8 遺伝的アルゴリズムと Word2Vec を用いた帰納的学習による雑談シス

テムの性能評価
○黒田翔悟，荒木健治（北大）

 9 コンピュータというキャラクタを考慮した雑談システム
○大森海斗，長名優子（東京工科大）

学生セッション［2T会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 意味解析・談話処理	 座長　内田　ゆず（北海学園大）

 1 可読性向上のための結束性指摘システムの提案
○児玉哲哉，田嶋克向，澤野弘明（愛知工大）

 2 日本語条件文は Jeffrey table を持つか
○吉沢栄貴，高橋達二（電機大）

 3 動詞出現頻度の偏りを用いた慣用表現の曖昧性解消
○舩藤裕文，寺岡丈博（拓大）

 4 不定自然変換理論に基づく比喩理解モデルの計算論的実装
○池田駿介，高橋達二（電機大），布山美慕（早大）， 

西郷甲矢人（長浜バイオ大）
 5 英文に文節概念を導入しその語意と深層格を計算する英文意味解析シ

ステム ESage
○石田　港，原田　実，谷津元樹（青学大）

 6 漸進的係り受け解析における未入力文節との構文的関係の同定
○相津徹也，大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）

 7 非タスク指向型対話システムにおける話題展開へのゼロ照応解析の導入
○初田玲音，市川嘉裕（奈良高専）

 8 述語の連想情報を用いた日本語ゼロ照応解析
○伊藤清晃，寺岡丈博（拓大）

学生セッション［4T会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 可読性・文処理モデル	 座長　乙武　北斗（福岡大）

 1 漸進的な言語処理のための独話文に対する残存文長の推定
○河村天暉，大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）

 2 やさしい日本語ニュースのやさしさの分析
○李　品其，黎明かん，杉本　徹（芝浦工大）

 3 読みやすい字幕生成のための RNNを用いた講演テキストへの改行挿入
○飯泉智朗，大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）

 4 RNNLM と SVM を用いた日本語文の語順整序
○髙須　恵，大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）

 5 日本語と英語における絵文字の使われ方の分散表現に基づく比較
○内藤大輝，矢吹太朗（千葉工大）

 6 人間の漸進的言語処理能力の分析
○後藤　亮，大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）

 7 日本語文でとりうる係り受け解のとりやすさの数値化
○田中　蘭，松澤智史（東理大）

 8 傾聴において表出する評価応答に対応した語りの語句
○小杉駿介，伊藤滉一郎（名大），村田匡輝（豊田高専）， 

大野誠寛（電機大），松原茂樹（名大）
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学生セッション［5T会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 CGMテキスト・オノマトペ	 座長　村田　真樹（鳥取大）

 1 深層学習によるレビュー内の重要語に着目した要約方法の提案と評価
○神谷賢太郎，原　寛紀，青山幹雄（南山大）

 2 抽象型レビュー要約におけるドメイン適応
○安藤智大，藤田桂英（農工大）

 3 旅行サイトにおけるレビュー文のカテゴリを考慮した評価値予測
○井上敬通，藤田桂英（農工大）

 4 ツイート内容による夜間活動休止時間の推定に関する研究
○児嶋拓己（徳島大）

 5 テキストマイニングシステム STM におけるオノマトペ分析
○小野祥太郎，谷津元樹，原田　実（青学大）

 6 SNS 上の話題転換の検出と感情の時間変化の分析
○北崎　諒，内田ゆず（北海学園大）

 7 多ジャンルの雑誌に出現するオノマトペのコロケーション分析
○藤田実智斗，内田ゆず（北海学園大）

 8 文書分散表現を用いた音楽アーティストの特徴分類に関する研究
○高野翔吾，北　研二，吉田　稔，松本和幸（徳島大）

 9 集合知型マーケティングサポートシステムにおける顧客コメント解析
○新井啓太，櫻井義尚（明大），櫻井恵里子（西武文理大）， 

鶴田節夫（電機大）

学生セッション［6T会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 情報抽出・知識獲得	 座長　菊井　玄一郎（岡山県大）

 1 オンライン小説の流行語抽出
○堺雄之介，伊東栄典（九大）

 2 （講演取消）
 3 （講演取消）
 4 ツイートコーパスを利用した意見抽出システムの構築

○野崎雄太，櫻井義尚（明大）
 5 商品に対するレビュー情報を用いた商品特性の抽出 - ゴルフポータル

サイトを対象として -
○高橋凌太（東海大），生田目崇（中大），大竹恒平（東海大）

 6 感情辞書を用いた Web テキストの多言語感情抽出
○藤平啓汰（崇城大）

 7 Wikipedia からの技術やサービス間の関係抽出に用いるフィルタリン
グの改良

○南川大樹，杉本　徹（芝浦工大）
 8 大規模ニューステキストを用いたナレッジネットワーク構築

○張　　迎，菅　愛子，高橋大志（慶大）
 9 ドキュメントと DBpedia を利用したオントロジー半自動拡張支援

○山元悠太（阪大），古崎晃司（大阪電通大），駒谷和範（阪大）

学生セッション［7T会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 文書分類・質問応答	 座長　横野　光（富士通研）

 1 英語質問応答システム EMetis
○吉兼拓生，河中　仁，後藤海斗，谷津元樹，原田　実（青学大）

 2 共起単語に着目した自治体 FAQ のための質問生成
○保延　渉，菊井玄一郎（岡山県大）

 3 大規模文書コーパスから得た単語の分散表現を用いた文書群のラベル
推定

○加登一成，伊東栄典（九大）
 4 Affinity Loss を用いた深層学習による不均衡テキストデータ分類

○川崎雄大，櫻井義尚（明大）
 5 小説と対象としたジャンル推定手法の検討

○三輪拓也，松本忠博（岐阜大）
 6 単語の出現頻度に基づくテキストの話題分割とラベリング

○柿本雄輝（名工大），毛利元昭（愛知大），打矢隆弘，船瀬新王，
内匠　逸（名工大）

 7 自己注意ニューラルネットワークによる文に含まれる複数のアスペク
トのセンチメント分析

○赤井龍一，三浦義栄，渥美雅保（創価大）
 8 文分散表現を用いた議会発言の類似度に関する分析

○樋口雄也，乙武北斗，吉村賢治（福岡大）

学生セッション［1U会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 物体・画像認識（1）	 座長　松原　繁夫（京大）

 1 瞼や顔などの画像を用いた貧血推測モデルの構築
○武藤千里（岩手県大）

 2 深層学習を用いた金属組織の分類
○長井悠貴，坂　知樹（金沢工大）

 3 中央領域に注目する Center Attention による頑健性の高い植物病害診
断装置の構築

○澁谷将吾，鍵和田聡（法大）， 
宇賀博之（埼玉県農業技術研究センター），彌冨　仁（法大）

 4 （講演取消）
 5 茎部に発生する植物病害自動診断装置の提案

○塩田大河，鍵和田聡（法大）， 
宇賀博之（埼玉県農業技術開発センター），彌冨　仁（法大）

 6 広角監視カメラを用いた平面駐車場内の混雑度分類手法の検討
○川口拓海，ケネス マッキン，永井保夫（東京情報大）， 

堅多達也（ニチゾウテック）
 7 CNN を用いた光沢感の要因の解析

○弘部大知，青山俊弘（鈴鹿高専）
 8 CNN に対する可視化手法の計算機実験による比較評価

○下村真生，中村和幸（明大）
 9 説明可能なメラノーマ自動診断のための、多様な皮膚病変画像の生成

と病変特徴の移植
○小尾佳純，村林誠也，彌冨　仁（法大）

学生セッション［2U会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 物体・画像認識（2）	

	 座長　マッキン　ケネスジェームス（東京情報大）

 1 AI による 2D 画像から 3D モデルポリゴン数の予測
○柏原直志，藤澤公也，三上浩司（東京工科大）

 2 歩容データによる個人の識別と認証の検討
○前田真由，岡本泰秀，水野秀之（公立諏訪東京理科大）

 3 Faster R-CNN を用いた路面のひび割れ特定とカテゴリー推定モデルの
構築

○大竹主真（岩手県大）
 4 体操競技における自動採点のための骨格推定

○長谷川雄大，藤田　悟（法大）
 5 畳み込みニューラルネットワークを用いたタッチの類似性を考慮した

イラスト検索 - 色相の出現頻度に着目した精度向上 -
○新関智也，長名優子（東京工科大）

 6 畳み込みニューラルネットワークを用いた \\ タッチを考慮したキャラ
クターイラストの検索

○松井大樹，長名優子（東京工科大）
 7 畳み込みニューラルネットワークを用いた吃音症の分類

○岡　優希，長名優子（東京工科大）
 8 深層学習に基づくコンクリート締固め判定システムの提案

○塩浜　健，大森光一，長田茂美（金沢工大），林　俊斉（安藤・間）

学生セッション［4U会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 推薦システム・強化学習	 座長　西出　俊（徳島大）

 1 動的環境下における誘因両立性を考慮した推薦方式の提案
○二ノ宮仁，松原繁夫（京大）

 2 音楽推薦システムにおける協調フィルタリングを用いた他人の好みを
知るための検索システムの試作

○久々湊優人，福田直樹（静岡大）
 3 （講演取消）
 4 農作物の長期的な自動栽培実現に向けたニューラルネットワークによ

る Q 学習手法の提案
○難波脩人（神奈川大），辻　順平（東洋大），能登正人（神奈川大）

 5 弱教示的強化学習における探索割合の自律調整
○佐鳥玖仁朗，神谷　匠，高橋達二（電機大）

 6 負の報酬を獲得する状況を重視した畳み込みニューラルネットワーク
を用いた Profit Sharing におけるルールの再利用

○名取俊輝，長名優子（東京工科大）



87－ －

 7 負の報酬を獲得する状況を重視した Deep Q-Network
○浅沼駿哉，長名優子（東京工科大）

 8 Deep Belief Network を用いた Q Learning の実現 - プレイデータを用い
た事前学習の影響の検討 -

○片井遼太，長名優子（東京工科大）

学生セッション［5U会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 強化学習・ロボット	 座長　鈴木　彼方（富士通研）

 1 POMDPs 環境のための Deep Q-Network
○西川未来，長名優子（東京工科大）

 2 POMDPs 環境を考慮した畳み込みニューラルネットワークを用いた
Profit Sharing

○野村和貴，長名優子（東京工科大）
 3 畳み込みニューラルネットワークを用いた Profit Sharing - ボルツマン

選択法による行動選択 -
○前田拓実，長名優子（東京工科大）

 4 段階的にサブゴールを獲得する Stepwise Unified Hierarchical 
Reinforcement Learning の提案

○黒須宏道，真部雄介，菅原研次（千葉工大）
 5 Path Finding of Autonomous Wheel Robot by Reinforcement Learning

○はふぃやんだ らざん，牛田裕斗，佐久間拓人，加藤昇平（名工大）
 6 シールドトンネル工事計画における深層強化学習を用いたシールドマ

シン制御
○土橋俊紀，加藤昇平，伊原滉也（名工大），増田湖一， 

新宮康之（清水建設）
 7 2 値化オートエンコーダを用いたヒューマノイドロボットによる柔軟

物操作のための軽量 End-to-End 学習
○大原　慧（阪大），尾形哲也（早大），粟野皓光（阪大）

 8 料理ロボットのための道具の選択・使用深層学習モデル - 道具と食材
の配置に応じた料理のよそい動作の実現

○斎藤菜美子，呉　雨恒，尾形哲也，森　裕紀，王　丹阳， 
陽　品駒，菅野重樹（早大）

 9 深層学習を用いたロボットによる複雑形状対象の拭き取りタスクモデ
ルの構築

○王　丹陽，斎藤奈美子，尾形哲也，菅野重樹（早大）
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第 3分冊	 （ネットワーク）

一般セッション［7D会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 モバイルコンピューティング	 座長　梅澤　猛（千葉大）

 1 深層学習に基づく適応的圧縮パターン推定による高効率圧縮法
○関根理敏，伊加田恵志（沖電気）

 2 時系列を用いた工具の位置情報追跡システム
○飯塚大祐，神戸英利（電機大）

 3 無線ネットワークの品質分析のための物理層データと MAC 層データ
の包括的な可視化

○玉井森彦，長谷川晃朗，横山浩之（ATR）
 4 標準仕様を踏まえたネットワークスライス運用に必要な OSS 機能要件

の検討
○石居健太郎，秋山晋作，小石川俊文，富澤彰之，古谷雅典， 

諏訪裕一（ドコモ・テクノロジ）
 5 スマートフォンを用いた移動状態推定手法の提案と応用

○渡邊勇輝，大山　実（電機大）

一般セッション［2E会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 分散処理とセンシング	 座長　徐　建鋒（KDDI 総合研究所）

 1 複数のステレオスピーカを用いたマイクロフォンの屋内測位・追尾方式
○中村将成，亀田洋志（三菱）

 2 機械学習を用いたリバースエンジニアリングのための形状測定点群
データのセグメンテーション

○松田優也（福井県工業技術センター），小高知宏（福井大）
 3 （講演取消）
 4 Leveraging consumer activity trackers for accurate sleep stage prediction

○ Zilu Liang（京都先端科学大）， 
Mario Chapa-Martell（Silver Egg Technology）

 5 サーバレス Federated Learning のための分散最適化
○田谷昭仁，戸辺義人（青学大），西尾理志，守倉正博，山本高至（京大）

 6 スクリプト系言語の並列実行記法と実行速度の比較
○黒瀬　浩（金沢工大）

一般セッション［4E会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 インターネットと運用技術	

	 座長　松本　亮介（さくらインターネット）

 1 IT システム構成可視化のためのノード配置適正化方法
○鈴木克典，金子　聡，林　真一（日立）

 2 遊休 VM 回収システムの検証と大規模システム適用に向けた考察
○金子　聡，鈴木克典，木下順史（日立）

 3 映像ファイルを安定的に高スループットで処理する内容考慮型のジョ
ブ管理方式の提案

○有熊　威，岩松洋介，北野貴稔（NEC）
 4 Media Timed Events を活用した放送通信連携システムの設計と試作

○瀧口　徹，池尾誠哉（NHK），高木　衛（朝日放送テレビ）， 
西村　敏，藤沢　寛（NHK）

 5 工場における受配電機器の効果的な管理方法の提案
○河村美嗣，植野　岳，川島佑毅，山内尚久（三菱）

 6 異種 LPWA と IoT プラットフォームの連携システムの提案
○吉見真聡，石橋靖嗣（TIS）

一般セッション［5E会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 ITS 一般	 座長　湯　素華（電通大）

 1 N 波長コグニティブ V2R 無線システムによる路面状況情報データ配送
の評価

○櫻庭　彬（岩手県大），佐藤剛至（NICT）， 
田村俊博（ゴーフォワードジャパン），内田法彦（福岡工大）， 

柴田義孝（岩手県大）
 2 車両のパーソナライズ化に向けた車両挙動分析

○横山達也，高橋大佑，河村美嗣，山内尚久（三菱）
 3 地域情報サービスの質向上に向けたデータ整備の推進 - バスロケー

ションシステム -
○林田平馬（奈良県産業振興総合センター），西本敬行（奈良交通）

 4 アーメダバード市街地における交通流解析と交通特性の年次比較
○木内康晴，川村嘉郁，坪井　務（名古屋電機工業）

 5 大学通学における MaaS へのブロックチェーン技術の適用手法の提案
○小篠耕平，菅原宏明，天方匡純， 

石井　明（八千代エンジニヤリング）
 6 （講演取消）
 7 小型船舶航行支援用データベースサーバの検討

○長尾和彦，金井彩花（弓削商船高専）

学生セッション［6U会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 IoT・センシング・一般	 座長　梅津　高朗（滋賀大）

 1 エネルギ IoT データ収集システムの構築 (1)
○板尾好貴，奈部和也，福田瑛次，木幡洋希，齋藤正史（金沢工大）

 2 エネルギー IoT データ収集収集システムの構築 (2)
○福田瑛次，板尾好貴，奈部和也，木幡洋希，齋藤正史（金沢工大）

 3 エネルギー IoT データ収集システムの構築 (3)
○奈部和也，板尾好貴，福田瑛次，木幡洋希，齋藤正史（金沢工大）

 4 車載力学センサを用いた路面状況のリアルタイム検出
○西村颯太（岩手大），櫻庭　彬（岩手県大）， 

田村俊博（ゴーフォワード ジャパン），佐藤剛至（NICT）， 
柴田義孝（岩手県大），金　天海（岩手大）

 5 複合音の送受信によるシニアカーと自転車の接近検知および接近方角
検出手法

○阿部太一，平川　豊（芝浦工大）
 6 安全運転支援のためのドライバのコンテキスト取得手法

○染谷一輝，森田一成，清原良三（神奈川工科大）
 7 ドライバの運転特性の抽出に向けたSAXを用いた車両挙動データの分析

○岩崎賢太，白石　陽（はこだて未来大）
 8 自動走行車いすのための複数目的地を巡回するコスト付き経路の自動

生成
○森　優介，坂田悠馬，長尾　確（名大）

 9 （講演取消）

学生セッション［7U会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 センシング	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 Wi-Fi 信号を用いた見通し・非見通し混在環境における自動車・自転
車検出手法の検討

○折原　凌，石田繁巳，荒川　豊，福田　晃（九大）
 2 音響車両検出システムの多車線道路における車線推定手法の提案

○内野雅人，Billy Dawton，堀　祐貴，石田繁巳（九大）， 
田頭茂明（関西大），荒川　豊，福田　晃（九大）

 3 センサデータクラスタリングによる自律移動体の異常検知システムの
開発

○古濵尚樹，山下大貴，中島碩人（香川大）， 
鎌田典彦（NEC 通信システム），喜田弘司（香川大）

 4 ガソリンスタンド内における単眼カメラを用いた駐車枠線内の障害物
検知の研究

○玉井勇三，村田嘉利，鈴木彰真，佐藤永欣（岩手県大）
 5 後方検知による二輪車のアクティブセーフティ機能の開発検討

○浅見勇太，皆月昭則（釧路公大）
 6 ステレオカメラを用いた車両特徴量の抽出と選択的利用

○大鐘崇史，渡辺陽介，高田広章（名大）
 7 360 度カメラと機械学習による海上漂流物検知に関する研究

○金井彩花，長尾和彦（弓削商船高専）
 8 BLE デバイスを用いた海中転落検知システムの構築

○黒飛達也（弓削商船高専）

学生セッション［1V会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 モバイルネットワーク	 座長　渡邉　真也（室蘭工大）

 1 QUIC における仮認証サーバの導入によるハンドオーバの効率化
○奥西理貴，西牧佑哉，佐藤健哉（同志社大）

 2 小口径鉄筋コンクリート製下水管内の 2.4GHz 帯無線 LAN 通信特性　
〜複数アンテナアクセスポイント利用の場合〜

○立花誠也，安田智則，石原　進（静岡大）
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 3 パケットスニフィングによる Free WiFi スポットのインターネット遮
断の自動判定

○瀬川　徳，宮崎敏明（会津大）
 4 ソフトウェア定義光ファイバ無線のスループット性能及び拠点相互接

続性について
○相浦一樹（阪大），福井達也，成川　聖，南　勝也，椎名亮太（NTT），

石岡卓将，藤橋卓也，猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）
 5 送信時間制限機能を有する特定小電力無線を用いたセンサネットワー

クにおけるスループット向上のための送信タイミング調整手法
○藤田浩介，西川龍之介，中村　玲，塚田晃司（和歌山大）

 6 Zabbix によるブロックチェーン型 NTMobile サーバ統合管理システム
の提案

○鈴木洸太，松岡　穂，柳瀬知広，鈴木秀和（名城大）， 
内藤克浩（愛知工大），渡邉　晃（名城大）

 7 vCPE を利用した NTMobile システムの運用効率化に関する提案
○加藤宏理，松岡　穂，柳瀬知広，鈴木秀和（名城大）， 

内藤克浩（愛知工大），渡邊　晃（名城大）
 8 高集積センサネットワークにおける異種無線を用いた電力効率化の検討

○戸澤　涼，稲村　浩，中村嘉隆（はこだて未来大）
 9 深層学習を用いた無線 LAN 通信時トラフィックの移動平均の解析に

基づく輻輳の予測
○山本　葵（お茶の水女子大），山口実靖（工学院大）， 

神山　剛（九大），小口正人（お茶の水女子大）

学生セッション［2V会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 感性情報の利用	 座長　田上　敦士（KDDI 総合研究所）

 1 セッションハイジャックを用いたストリーミング配信のための動画
ビットレートを考慮した仮想動画サーバ起動数決定方式

○岩崎里玖，木村成伴（筑波大）
 2 Human-in-the-loopな自動交渉を用いた利用者指向な情報流通手法の設計

○戸嶋丈士（東北大），高橋晶子（仙台高専）， 
阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 3 遠隔プレゼンテーションにおける複数地点の全方位映像を考慮した効
果的な表示機能の検討

○戸羽俊介，橋本浩二（岩手県大）
 4 ライブ配信における無線中継ポイントの動的切り替え機能

○藤原　工（岩手県大）
 5 移動型映像通信装置を用いた観光支援システムにおける遠隔操作機能

○佐藤悠太（岩手県大）
 6 複数の全方位映像と HMD を用いた遠隔スポーツ観戦のための視点切

り替え手法
○中村拓哉（岩手県大）

 7 実時間実世界対象認識と打撃音生成
○久門香穂，長尾　確（名大）

 8 周辺視野のコントラスト感度関数の測定
○伊藤史織，齋藤　豪（東工大），内川惠二（神奈川工科大）

学生セッション［4V会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 災害対応と通信の制御	 座長　横山　和俊（高知工科大）

 1 広域 State Machine Replicationに適した通信帯域に基づく状態転送手法
○千葉泰理，中村純哉，大村　廉（豊橋技科大）

 2 電波を用いた位相制御協調電力伝送における位相最適化技術の初期的
評価

○林健太朗，濱政　光，川崎慈英，木崎一廣（阪大）， 
田中勇気（パナソニック），藤橋卓也，猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）

 3 IoT 通信を考慮したダイクストラ法による SDN を用いた通信制御法の
提案

○中野寛二，内田法彦（福岡工大）
 4 通信行動モデルベースの行動予測による QoE 向上の研究

○田澤航樹，原　道樹，田谷昭仁，戸辺義人（青学大）
 5 減少による巡回周期劣化への耐性を特徴とする被災地複数ドローン再

配置方式の検討
○加藤亜慧，寺島美昭（創価大）

 6 色空間ベクトルの想定時系列変化パターンとの類似度を用いて可視光
通信の受信誤りを低減する手法の提案

○下前知世，藤尾智彰，塚田晃司（和歌山大）
 7 災害時可視光通信における複数フレーム画像を利用した光源自動認識

手法の提案
○藤尾智彰，下前知世，塚田晃司（和歌山大）

 8 IoT システムのプロトタイピングに関する問題点の考察
○徳田　瑛，林　健太，石田繁巳，荒川　豊（九大）

学生セッション［5V会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 通信・計算資源と処理の制御	 座長　藤井　章博（法大）

 1 ポーズデータと NN を用いた動作識別手法の調査
○高崎智香子（お茶の水女子大），竹房あつ子（NII）， 

中田秀基（産総研），小口正人（お茶の水女子大）
 2 クラスタリングを用いた時系列回帰モデル化手法の提案

○髙橋佑里子（お茶の水女子大），鈴木成人，山本拓司， 
福田裕幸（富士通研），小口正人（お茶の水女子大）

 3 LSTM を用いた有線通信における帯域予測手法の提案と評価
○小山内遥香（お茶の水女子大），中尾彰宏，山本　周（東大）， 

山口実靖（工学院大），小口正人（お茶の水女子大）
 4 不意の通信切断を考慮した WebSocket エミュレーションフレームワー

クの提案
○福田　敦，吉田　景，早川智一（明大）

 5 エクスターナルグリッドにおける各種先行処理手法の定量的比較
○大西伊吹，遠藤慶一，小林真也（愛媛大）

 6 悪人の共謀がグリッドコンピューティングの機密性・信頼性に与える
影響の定量的評価

○松田匠真，遠藤慶一，小林真也（愛媛大）
 7 複数計算機上に跨るプログラム実行環境の特定手法の評価

○黒木勇作，横山和俊（高知工科大），谷口秀夫（岡山大）
 8 モバイルエッジコンピューティング環境におけるモバイル端末の走行

履歴を用いたリソース割当て手法の検討
○福永昂輝，横山和俊（高知工科大）

 9 IEEE802.11ac の公平性および QoS を向上させるためのデータ通信が
混在した環境における POBPS アルゴリズムの改良

○新山奨之，木村成伴（筑波大）

学生セッション［6V会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 インターネットと運用技術	 座長　嶋田　創（名大）

 1 同時セッション数制御機構における認証機能の評価
○柴原　涼，最所圭三（香川大）

 2 遠隔地から薬の処方時間を設定する方式の提案
○白　春艶，渡邊　晃（名城大）

 3 作業モデルに基づいたネットワーク設定変更業務におけるヒューマン
エラー防止支援システムの開発

○梅川夏弥，井口信和（近畿大）
 4 仮想ネットワークの動作検証を支援する作業手順書自動作成システム

の開発
○山浦亘平，井口信和（近畿大）

 5 コマンドの自動生成を可能とするネットワーク構成図描画システムの
開発

○小田英雄，井口信和（近畿大）
 6 （講演取消）
 7 経路情報の変更頻度による動的メッシュネットワーク用ルーティング

プロトコルの検討
○浅井信吾（名工大），毛利元昭（愛知大），打矢隆弘，船瀬新王，

内匠　逸（名工大）
 8 アドホックネットワーク動作推定方式の実験による精度検証

○中濱広夢，福岡宏一，寺島美昭（創価大）
 9 ディジタル機器のマイクロプロセッサ高負荷時における時刻ドリフト

の研究
○古井海里，干川尚人（小山高専），白木厚司，下馬場朋禄， 

伊藤智義（千葉大）
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学生セッション［1W会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 暮らしとセンシング（1）	 座長　北上　眞二（福井工大）

 1 メッセージ発信機能を搭載した音声対話型ホームロボットを用いた生
活見守りシステムの検討

○村田龍一，布施宏樹，中村玲央，奥村万規子，一色正男， 
安部惠一（神奈川工科大）

 2 周囲の物体との関係を考慮した幼児の行動見守り手法の検討
○大貫拓弥，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 3 AI スピーカーを利用した子供見守りシステム
○上島成稀（福井高専）

 4 HAL：生活の見直しを支える生活評価表
○寺﨑　越，宮井智也，宇田悠佑，酒井貴洋，佐野芳樹，杉村　博，

一色正男（神奈川工科大）
 5 「光の塊」によって生活者へ気づきを与えるインテリア照明

○佐野敬大，佐野芳樹，棟近姫華，三栖貴行，一色正男（神奈川工科大）
 6 HEMS を利用した行動変容による生活改善手法（HEMS 時計）の提案

○宇田悠佑，金子佐代（神奈川工科大），渡部智樹（NTT）， 
杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

 7 iHAC Recipe Creator: iHAC システムにおける機器連携レシピを作成す
るモバイルアプリケーション

○近藤浩之，池内紀貴，林　宏輔，鈴木秀和（名城大）
 8 スマートミラーと生体情報を活用した iHAC Hub による IoT 機器連携

システムの拡張に関する提案
○池内紀貴，林　宏輔，鈴木秀和（名城大）

学生セッション［2W会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 暮らしとセンシング（2）	 座長　和泉　諭（東北大）

 1 音声対話エージェントを用いた高齢者向けホームドクターシステムの
提案

○植村弘樹，庄司直紘，蛭間大介，布施宏樹， 
赤坂幸亮（神奈川工科大），難波貴代（首都大）， 

安部惠一（神奈川工科大）
 2 発達障害者を対象とする画像解析による物片付け判別システムの検討

○石崎美弓，寺島美昭（創価大）
 3 スマートウォッチを用いた咳嗽好発時間帯記録システムの構築

○山名風太，奧野　拓（はこだて未来大）
 4 パッシブ RFID を用いた非接触睡眠時呼吸推定法の提案

○納谷かごめ（会津大），Xiaoxuan Hu（南京郵政大学），宮崎敏明，
Peng Li（会津大），Kun Wang（南京郵政大学）

 5 避難所における被災者の健康状態をリアルタイムで監視するシステム
の提案

○赤坂幸亮，馬場亮太，一色正男（神奈川工科大），難波貴代（首都大），
安部惠一（神奈川工科大）

 6 相槌及びうなずきの動作を取り入れた音声対話型ホームロボットの検討
○小原　龍，布施宏樹，安部惠一（神奈川工科大）

 7 Live2D を用いた利用者の好みに応じて CG キャラクタを選択できる音
声対話型ホームシステム

○蛭間大介，植村弘樹，奥村万規子，安部惠一（神奈川工科大）
 8 忘れ物をさせない快適生活支援システム「KAI ちゃん」の提案

○鬢櫛理子，伏見　魁，市川雅也，宇田悠佑（神奈川工科大）， 
渡部智樹（NTT），一色正男（神奈川工科大）

学生セッション［4W会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 機器連携	 座長　小林　透（長崎大）

 1 植物の着果周期特性を考慮した機械学習による収量予測手法
○藤浪一輝，中西豪太，峰野博史（静岡大）

 2 FA 機器間の相互作用モデルを用いた異常検知の基礎検討
○安藤弘晃，岩月佑介，日比大貴（愛知工大），青木　敏， 

筒井和彦（三菱），内藤克浩，中條直也，水野忠則， 
梶　克彦（愛知工大）

 3 スマートタグを用いた工程改善への活用方法の提案
○中田恵史，岡本　東，堀川三好，佐藤祐紀（岩手県大）

 4 深層学習による時系列データ予測モデルの Android 端末への導入に関
する検討

○佐藤里香（お茶の水女子大），山口実靖（工学院大）， 
神山　剛（九大），小口正人（お茶の水女子大）

 5 仮想空間を用いたスマートハウスコントローラ
○高野清貴，杉村　博（神奈川工科大）

 6 国際標準規格 ECHONET Lite（ISO/IEO14543-4-3）に基づく IoT スマー
トハウス機器情報取得システムの改善方法の提案

○酒井貴洋，佐野芳樹，増田　陸，松方直樹（神奈川工科大）， 
村上隆史（パナソニック ライフソリューションズ社）， 

杉村　博，一色正男（神奈川工科大）
 7 IoT スマートハウス機器（家電機器とスマートメーター等）による生

活者行動推定技術の開発
○増田　陸，佐野芳樹，松方直樹，酒井貴洋，濱本望絵，杉村　博，

一色正男（神奈川工科大）
 8 卒 FIT に適したシミュレーションシステムの開発

○楊　　青，藤田裕之，関家一雄，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）

学生セッション［5W会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 センシングシステム・アプリケーション	

	 座長　清原　良三（神奈川工科大）

 1 BLE ビーコンの受信電波強度を用いた睡眠姿勢認識の基礎検討
○水野涼雅，大鐘勇輝，梶　克彦（愛知工大），榎堀　優（名大）

 2 動的パラメータ調整を用いた感情極性システム
○山下優衣，小野寺俊，田谷昭仁，戸辺義人（青学大）

 3 利用者の歩行特性と乗降車順を考慮したバス内混雑状況推定手法の提案
○細川　諒，白石　陽（はこだて未来大）

 4 森林内のセンサネットワークにおける経路選択履歴を用いて消費電力
を抑える経路制御法の提案

○西川龍之介，中村　玲，塚田晃司（和歌山大）
 5 PDE の考え方を用いた暗号化ファイルシステムの検討

○柴崎凌我，稲村　浩，中村嘉隆（はこだて未来大）
 6 AR-PoI を用いた誘導時における被誘導者の行動分析

○檜物大輝，家入祐也，蔡　弘亞，菱山玲子（早大）
 7 複数時点の逆位置指紋と移動変位に基づく屋内位置推定

○大植悠斗，梅澤　猛，大澤範高（千葉大）
 8 フレームワークを活用したスマートフォンアプリケーション開発手法

の検討
○永井拓登，増井詩菜，佐々木喜一郎（岐阜協立大）

 9 周波数ホッピングを用いた IEEE 802.15.4 互換 Backscatter に関する基
礎的検討

○上田貴之，木﨑一廣，藤橋卓也，猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）

学生セッション［6W会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 モバイルアプリケーション	 座長　鈴木　幸司（室蘭工大）

 1 車輪に取り付けた BLE ビーコンによる車椅子移動認識の基礎検討
○大鐘勇輝，水野涼雅（愛知工大），榎堀　優（名大）， 

梶　克彦（愛知工大）
 2 製造工程におけるスマートタグを用いた作業者の動作分類

○佐藤祐紀，堀川三好，岡本　東，中田恵史（岩手県大）
 3 大規模災害時における避難所間の物資共有のための運搬経路決定手法

○佐藤沙央（お茶の水女子大）， 
高井峰生（カリフォルニア大ロサンゼルス校／阪大）， 

大和田泰伯（NICT），前野　誉（スペースタイムエンジニアリング），
小口正人（お茶の水女子大）

 4 インソール型デバイスによる足圧データを用いた路面状況推定手法の
提案

○若林勇汰，白石　陽（はこだて未来大）
 5 エッジコンピューティングに基づくプライベートデータの流通を抑制

するカメラ型広域見守りシステムの実装
○小松原圭亮，干川尚人（小山高専），西辻　崇（首都大）， 

伊藤智義（千葉大）
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 6 DTN を用いた災害時避難経路情報提供による避難時間短縮化の基礎的
検討

○矢原裕大，加藤新良太（静岡大）， 
髙井峰生（阪大 / カリフォルニア大ロサンゼルス校）， 

石原　進（静岡大）
 7 無線 LAN を用いたデバイスフリー室内混雑度推定の初期評価

○松本大生，高橋　遼，石田繁巳，荒川　豊（九大）
 8 冷蔵庫開閉音を用いた人物識別の検討

○光来出優大，林　健太，石田繁巳，荒川　豊，福田　晃（九大）
 9 RPC を用いた避難経路誘導システムの冗長化構成への課題解決

○多胡　樹（日本工大），滝本宗宏（東理大），神林　靖（日本工大）

学生セッション［1X会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 行動認識	 座長　榎堀　優（名大）

 1 複数のウェアラブルデバイスを用いた階層的な行動認識についての研究
○木下尚哉，馬　建華（法大）

 2 複数のウェアラブルデバイスから得られる慣性データとコンテキスト
データを用いた行動認識についての研究

○中野賢亮，馬　建華（法大）
 3 高齢者在宅リハビリテーションのためのウェアラブルセンサによる行

動認識
○多田剛史，大村　廉（豊橋技科大）

 4 単一の加速度センサによる座位姿勢認識チェアの検討
○林　健太，石田繁巳，荒川　豊（九大）

 5 高齢者の対話型コミュニケーション状況把握のための行動認識センサ
の実装

○伊藤優樹，上野正義（東北大），高橋大夢，千葉慎二（仙台高専），
阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 6 人物の行動と周囲の特徴を用いた行動認識手法の提案
○國藤貴則，眞部雄介，菅原研次（千葉工大）

 7 パッシブ RFID を用いた宅内生活行動の長期モニタリング手法
○阿部信平，宮崎敏明（会津大）

 8 主幹電力時系列データからの行動推定
○石津紘太朗，山口弘純，東野輝夫（阪大）

 9 IOT-based infant monitoring system
○趙　紫嫣，中島　毅（芝浦工大）

学生セッション［2X会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 位置推定	 座長　大村　廉（豊橋技科大）

 1 姿勢推定と測距情報を用いた屋内位置推定に関する一検討
○青木凌太，藤井雅弘（宇都宮大）

 2 慣性センサーを用いた歩行者の進行方向推定に関する一検討
○松本拓真，藤井雅弘（宇都宮大）

 3 BLE ビーコンの電波強度を用いた屋内測位のための機械学習モデルの
提案

○猪股一歩希，堀川三好，岡本　東，橋本和幸（岩手県大）
 4 人感センサデータと機械学習による移動体の動線推定

○岡部亮平，久保田稔（千葉工大）
 5 追従ロボットのための歩行者経路予測における歩行者密度の影響度評価

○赤羽根里奈，加藤由花（東京女子大），浅田郁弥，加藤宏一朗，
松日楽信人（芝浦工大）

 6 深層距離学習を用いた加速度センサデータからのコンテキスト推定
○桂田　連，長谷川達人達人（福井大）

学生セッション［4X会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 センサーネットワーク	 座長　尾原　和也（NTT）

 1 環境電磁波ノイズ人感センサを用いたタイル型センサノードの開発と
性能の評価

○藤﨑佑太，大村　廉（豊橋技科大）
 2 Wi-Fi チャネル状態情報を用いた人物推定の検討

○馬渕大泰，谷口義明，白浜公章（近畿大）
 3 ゲートウェイ冗長化による無給電電力監視システムの耐障害性向上

○天野真裕（仙台高専），丸田哲郎（泰興物産）， 
水戸慎一郎（東京高専），小林秀幸（仙台高専）

 4 IoT 機器一覧表示システムにおける表示アドレスと実際の機器との対
応付けを補助する機能の検討

○江川悠斗，谷口義明，井口信和（近畿大）
 5 無線センサネットワークにおける空中移動シンクノードの移動経路制御

○山本　勁，久保田稔（千葉工大）
 6 軽量かつネットワーク分断にも対応可能なリンク故障可能性箇所検知

プロトコルの提案
○中村　玲，西川龍之介，塚田晃司（和歌山大）

 7 LPWA のメッシュネットワークを用いた災害時でも利用可能な地域見
守り IoT システム

○高橋大夢，内海朋成，千葉慎二（仙台高専）
 8 中山間地域の地理的特徴を考慮した単純な LPWA ネットワーク設計

○東野哲也，本田和博，飴井賢治，堀田裕弘（富山大）

学生セッション［5X会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 IoT 応用	 座長　榎堀　優（名大）

 1 継続的なストレスチェックを実現するためのスマートウォッチアプリ
ケーションの設計と実装

○松尾周汰，荒川　豐，石田繁巳（九大）
 2 ロボットハンドマッサージ機開発のための生体情報を用いた感情推定

○宇都和真，大村　廉（豊橋技科大）
 3 小学生等のプログラミング学習のための六角柱型 IoT デバイスの提案

○井黒海星（富山県大）
 4 非線形回帰モデルを用いた灌水タイミング制御手法の検討

○坪井祐磨，後藤将弥，水野涼介，峰野博史（静岡大）
 5 （講演取消）
 6 深層学習を用いた多対多声質変換による発話者匿名化

○安井慎一郎（富山県大）
 7 グループミーティング動画からの発話量抽出手法の検討

○徳原耕亮，ビリー ドートン，石田繁巳，荒川　豊（九大）， 
曽根田悠介，松田裕貴（奈良先端大）

 8 コラボレーション抽出を目的とする IoT 実現に向けた協調学習分析
ツールの基礎評価

○山口隼平（阪大），大多和修介，大島律子，大島　純（静岡大），
藤橋卓也，猿渡俊介，渡辺　尚（阪大）

 9 （講演取消）

学生セッション［6X会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 センシングと解析	 座長　安部　惠一（神奈川工科大）

 1 デジタルサイネージを活用した歩きスマホの抑制方策に関する一考察
○上月貴裕，飯島泰裕（青学大）

 2 自動運転を対象とする移動アドホックネットワーク動作推定方式の検討
○菊池保乃加，福岡宏一（創価大），横谷哲也，齋藤正史（金沢工大），

寺島美昭（創価大）
 3 GPS 軌跡情報のヒートマップから算出するバーチャル・ジオフェンス

の領域推定とその評価
○鴇田星斗，藤田隆宏，有川正敏，髙橋秋典（秋田大）

 4 滞在ウォッチにおける管理コストの削減
○安部　誠，梶　克彦（愛知工大）

 5 超音波測位装置を用いた非 GNSS 環境下における暗所壁面スキャニン
グシステムの提案

○岡田　樹，鈴木彰真，村田嘉利，佐藤永欣（岩手県大）
 6 遠隔地にある PAN デバイスとの直接通信を可能とする VPAN システ

ムの実装
○酒井恵梨香，池内紀貴，林　宏輔，鈴木秀和（名城大）

 7 Sigfox 通信に伴うバッテリー寿命に関する実験的評価 －農業 IoT を想
定として－

○中嶋佑斗，山崎悟史（沼津高専）
 8 HEMS 用水使用量計測技術 (MAc 方式 ) の開発

○相原和維，佐野芳樹，杉村　博，一色正男（神奈川工科大）
 9 個人クラウドを利用した IoT プラットフォームの提案

○樋口裕次郎，田胡和哉（東京工科大）
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学生セッション［1Y会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 位置推定と応用	 座長　徳永　雄一（金沢工大）

 1 LiDAR 情報とスマートフォン情報の統合利用による歩行者の位置及び
属性情報検出システムの構築

○北村紗野，渡辺陽介，高田広章（名大）
 2 （講演取消）
 3 ディープラーニングを用いた RSSI からの屋内位置推定

○上原　誠（仙台高専），木村優志（Convergence Lab.）， 
小林秀幸（仙台高専）

 4 BLE Beacon を用いた AED 設置場所への屋内誘導におけるスマート
フォンアプリケーションの開発

○野口裕之介，田中寿弥，森澤勝明，皆月昭則（釧路公大）
 5 インメモリデータベースを用いた高速逆ジオコーダ

○荒巻　凌，星野崇宏（慶大）
 6 位置情報を利用した自転車とシニアカーの接近検知手法の検討

○古川晶平，平川　豊，平柳達哉（芝浦工大）
 7 位置情報を用いた観光地案内システムの検証実験

○赤松健太，林　晃希，酒井　亮，青山直記（金沢工大）， 
袖美樹子（国際高専）

 8 利用者の来訪頻度に着目した観光スポット推薦システムの構築
○加藤雄大，山本佳世子（電通大）

学生セッション［2Y会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 公共交通	 座長　石田　繁巳（九大）

 1 オンデマンドバスにおける運用コスト削減のための乗車リクエスト予測
○木田雄也，堀磨伊也，高野　茂（九大）

 2 交通系 IC カードの乗降データを用いた路線バスの乗客人数予測手法
の提案

○青地美桜，白石　陽（はこだて未来大）
 3 電子スターフアプリを用いたリアルタイム運行管理システムの開発

○高木秀也，末吉智奈佐，稲永健太郎（九産大）
 4 IoT バスロケーションシステムの実証実験に向けたクラウド型管理

サーバの評価
○福原知也，保下拓也，鈴木秀和，松本幸正（名城大）

 5 スマートバス停を利用した災害時情報配信システムの提案
○福原崇弘，保下拓也，鈴木秀和，松本幸正（名城大）

 6 地方のコミュニティバスにおける機械学習を用いたデータ取得・活用
方法の提案と考察

○西野涼子，藪内公美，永井由佳里（北陸先端大）
 7 過疎地の高齢者ドライバに対する公共交通機関利用促進の一検討

○篠崎亮太，清原良三（神奈川工科大）
 8 歩行履歴を活用し個人属性への適応性を高めた高齢者向け経路探索手

法の検討
○峰亮太朗，古川　宏（筑波大）

学生セッション［4Y会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 車車間通信と情報通知	 座長　石原　進（静岡大）

 1 Cellular-V2X における自律分散制御を用いた低遅延・高信頼なスケ
ジューリング法

○瀬川洋介，湯　素華，小花貞夫（電通大）
 2 スペクトラム環境マップを用いた車車間通信方式における複数車両の

通信を考慮した経路選択アルゴリズム
○杉浦海輝，木村成伴（筑波大）

 3 ダイナミックマップを利用した V2X 通信品質のエリア管理手法
○上原夏紀，英　翔子，佐藤健哉（同志社大）

 4 仮想通貨を利用した予約制マイクロロードプライシングによる車両走
行調停モデル

○中田　輝，生駒大志郎，Habibullah Babak，佐藤健哉（同志社大）
 5 コネクテッドカーのための二重エッジアーキテクチャ設計方法の提案

と緊急通報システムへの適用評価
○長坂卓朗，安藤有輝，柵木哉信，青山幹雄（南山大）

 6 高速道路渋滞多発エリアにおけるリアルタイム情報共有を目的とした
エリア IP フォン

○佐藤慎一郎，杉浦彰彦（静岡大）

 7 誇張表現された振動を用いた自動車周囲情報通知システムにおける実
車両に基づく正規強度による精度向上

○堀江　郁，鈴木彰真，村田嘉利，佐藤永欣（岩手県大）
 8 実車両を用いたマルチメディアアラートシステムの提案

○乙部　悟，鈴木彰真，村田嘉利，佐藤永欣（岩手県大）

第 3分冊	 （セキュリティ）

一般セッション［1F会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 暗号・認証・プライバシー（1）	 座長　三浦　尭之（NTT）

 1 非負集計データのための部分和精度に優れた差分プライバシー適用手
法二次元化の一考察Ⅱ

○本郷節之（北海道科学大），岡本拓海（三和工機）， 
飯塚皇太（北海道科学大），寺田雅之（NTT ドコモ），鈴木昭弘，

稲垣　潤（北海道科学大）
 2 真贋判定のためのカラー 2 次元コードにおける脆弱性とその改善

○藤田　悠，伊藤祥一，藤澤義範（長野高専）
 3 秘匿暗号処理の一考察

○和田平司，三角田秀実（無所属）

一般セッション［2F会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 ネットワークセキュリティ（2）	

	 座長　羽田　大樹（NTT セキュリティ・ジャパン）

 1 SQL インジェクションの透過的な防御手法
○向佐裕貴，中村章人（会津大）

 2 SSDTF（IoT 向け安心・安全データ転送フレームワーク）および
MQTT における実現方式の提案・考察

○才所敏明，辻井重男（セキュア IoT プラットフォーム協議会）
 3 複数組織を跨ったダークネット観測の効果に関する検証

○西嶋克哉（日立），近藤賢郎，細川達己（慶應義塾），重本倫宏，
川口信隆（日立），長谷川弘幸（中部電力）， 

本田英之（中電シーティーアイ），鈴木康人（中部電力）， 
鍛　忠司（日立），中村　修（慶大）

 4 ブロックチェーン上におけるソフトウェア更新から考察するユーザー
の振る舞い

○今村光良，面　和成（筑波大）

一般セッション［4F会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 インシデント対応・演習（1）	 座長　満保　雅浩（金沢大）

 1 行動科学を援用したサイバーセキュリティ対応〜セキュリティ心理学
の確立を目指して 〜

○内田勝也（情報セキュリティ大）
 2 ソーシャルエンジニアリング攻撃に対応する情報セキュリティ行動へ

の誘導手法の検討
○今田　寛，大坐畠智，山本　嶺，加藤聰彦（電通大）

 3 セキュリティ運用自動化に向けた環境適応型インシデント対応手順技
術の提案

○片山貴大，山岸　伶，川口信隆，重本倫宏（日立），野澤篤史，
向井　亮（日立情報通信エンジニアリング）

 4 体験型によるセキュリティ研修ツールの開発と評価
○大久保隆夫（情報セキュリティ大），青山祐輔（企）， 

小村誠一（NTT-AT）

学生セッション［5Y会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 仮想通貨	 座長　内田　勝也（情報セキュリティ大）

 1 Ethereum を用いた信頼推論システムの実装
○大森　涼，岸上順一，小林洋介（室蘭工大）

 2 取引件数の時間分布の相関を用いた Bitcoin 取引所のユーザの属性推定
○山崎孝順，草野蘭之介，松本寛輝，井垣秀星，菊池浩明（明大）

 3 Ethereum 2.0 におけるフルノードのワールドステートの信頼性向上手法
○伊藤悠斗，真鍋義文（工学院大）

 4 カナダにおける Bitcoin ATM の利用者調査
○井垣秀星，松本寛輝，菊池浩明（明大）
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学生セッション［6Y会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 暗号・認証・プライバシー（3）	 座長　島岡　政基（セコム）

 1 クラウド環境におけるゲノム秘匿検索に向けた暗号スキームの比較
○山田優輝，小口正人（お茶の水女子大）

 2 ファイル暗号化によるアプリケーションのデータ保護
○桑原　翼，尾花　賢（法大）

 3 完全準同型暗号を用いた FP-growth による委託頻出パターンマイニン
グの改善に関する一検討

○種村真由子，小口正人（お茶の水女子大）
 4 複数人鍵共有プロトコル SIBD の実装

○カク海萍（東大），國廣　昇（筑波大）
 5 ハイブリッド画像を用いた PIN 認証の視認性とユーザビリティに関す

る研究
○田中雄也，菊池彩子，長谷川まどか（宇都宮大）

 6 米国の OAuth/OpenID Connect 実装におけるセキュリティ状況の調査
および日米比較

○上瀧悠輔，菊田　翼，小芝力汰，齋藤孝道（明大）
 7 IoT デバイスにおける共通鍵暗号と完全準同型暗号を組み合わせたセ

ンサデータ暗号化の高速化
○松本茉倫，小口正人（お茶の水女子大）

 8 iOS 端末のフィンガープリントを用いた識別における手法ごとの精度
の比較

○柴田　怜，齋藤孝道，野田隆文（明大）
 9 IoT システムにおけるプライバシー保護に関する検討

○重森一槻，向井宏明（金沢工大）

学生セッション［1ZA会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 ネットワークセキュリティ（1）

	 	 座長　八木　毅（NTT セキュリティ・ジャパン）

 1 ツイートの文章に使われている句読点などに基づく属性推定
○江口大賀，菊池浩明（明大）

 2 ロゴマークを利用したフィッシングサイト検知手法の提案
○高木秀輔，寺澤卓也（東京工科大）

 3 IoT ネットワーク向け侵入検知システム
○桂井銀河，向井宏明（金沢工大）

 4 海事産業における AI 等の先進技術の活用とサイバーセキュリティに
ついて

○末永　淳（情報セキュリティ大）
 5 Analysing Cyber-attack trends in India using OSINT

○ Apurva Gedamkar，Naoya Torii（Soka University）
 6 悪性 Web サイトの探索によるモバイル向けブラックリスト構築手法

の評価
○石原　聖，佐藤将也，山内利宏（岡山大）

 7 モバイルユーザの個人状況を考慮したアクセス許可での情報支援 - 中
高生を対象としたアンケート調査とその分析 -

○吉田達司，古川　宏（筑波大）
 8 WSN における信頼度管理メカニズムの改善法の提案

○曺　智雄，中村康弘（防衛大）

学生セッション［2ZA会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 暗号・認証・プライバシー（2）	 座長　本郷　節之（北海道科学大）

 1 匿名加工情報取扱事業者を調査するクローラーシステムの開発
○金子侑紀，小野敦樹，伊藤　聡（明大），服部充洋，飯田泰興，

藤田真浩，山中忠和（三菱），菊池浩明（明大）
 2 偽造 Wi-Fi アクセスポイントによる現在地情報のスプーフィング攻撃

の脅威
○江藤一樹，菊池浩明（明大）

 3 多要素認証を悪用したパスワードリセット手法 PRMitM 攻撃の被害を
増加させる新たな要因の調査

○柴山りな，菊池浩明（明大）
 4 キータイピングに表れるユーザ個人の特徴を利用した文書改ざん防止

エディタ
○小林可奈子，秋岡明香（明大）

 5 詐称者の物真似スキルを考慮した話者照合における声真似攻撃の分析
○高木啓行，岩野公司（東京都市大）

 6 Tor ネットワークのクローラシステム (2)  CAPTCHA 自動解析
○梶間大地，菊池浩明，鳥居洸希（明大）

 7 歩容データからの「歩きスマホ」の検出
○高松毅瑠，菊池浩明（明大）

 8 生体認証を回避する物理的な Adversarial Example の検討
○ Vo Ngoc Khoi Nguyen（静岡大）

学生セッション［4ZA会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 ネットワークセキュリティ（3）	 座長　嶋田　創（名大）

 1 機械学習モデルの継続的更新のための脅威情報のアノテーション
○箕浦翔悟，毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）

 2 クラウドサービス利用における利用者視点での可用性確保についての
考察 -IaaS に関して -

○伊藤吉史（情報セキュリティ大）
 3 複数の類似ドメイン名からの目的ドメイン名選択支援

○黒田晃平，岡村真吾（奈良高専）
 4 Tor ネットワークのクローラシステム (1) 違法商品販売の調査

○鳥居洸希，梶間大地，菊地浩明（明大）
 5 OpenFlow 環境における Packet-In メッセージの特徴に着目したポート

スキャン検出に関する一検討
○小野大地，和泉　諭，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 6 多次元データの可視化を用いた大容量通信データからの特徴的なパ
ケット抽出方法の提案

○辻本真喜子，中村康弘（防衛大）
 7 異なる手法のハニーポット運用による攻撃分析の基礎的研究

○松永友寿，土田大貴，沖野浩二（富山大）

学生セッション［5ZA会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 ソフトウェア・マルウェア	

	 座長　大久保　隆夫（情報セキュリティ大）

 1 Cordova ハイブリッドアプリケーションにおけるプラグインに着目し
たリパッケージング攻撃の防御手法

○秋本裕史，岸　知二（早大）
 2 コンパイラがプログラムに対して与える安全性の定量的評価手法の提

案と GCC を使った実験
○坂本健士郎，山口文彦（長崎県大）

 3 Linux ディストリビューションを用いた脆弱性調査
○岡部雄太（金沢工大）

 4 デバッグレジスタの読み出しと書き込みの隠蔽手法の提案
○仲村亮祐，佐藤将也，谷口秀夫（岡山大）

 5 マルチベンダー開発に向けた電子文書の流通管理手法の提案
○川島悠太，寺島美昭（創価大）

 6 機械学習による分類に向けたマルウェア特徴量抽出手法の検討
○サエカ アツチ，平川　豊（芝浦工大）

 7 未展開 APK ファイルを利用した Android マルウェアの検知
○山崎一希，彌冨　仁（法大）

 8 （講演取消）
 9 マルウェアによる情報流出を検知する機械学習モデルの脆弱性とその

対策
○花井一輝（静岡大）

学生セッション［6ZA会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 インシデント対応・演習（2）	 座長　重本　倫宏（日立）

 1 （講演取消）
 2 大学内におけるセキュリティ違反の意識調査の検討

○久岡　黎，福田洋治（近畿大），廣友雅徳（佐賀大）， 
毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）

 3 訪日外国人のためのマイクロブログを用いた災害状況把握支援システ
ムの提案

○林　央也，吉野　孝（和歌山大）
 4 ティッカー表示による組織に即した脅威情報の閲覧

○後藤圭太，毛利公美（岐阜大），白石善明（神戸大）
 5 標的型攻撃演習シナリオの組み換えによる新規シナリオの機械生成の

初期検討
○金子尚史，嶋田　創（名大）
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 6 仮想マシンを活用したクロスサイトスクリプティングの実践的演習シ
ステム

○岸本和理，井口信和（近畿大）
 7 グローバル組織に求められる CSIRT －インシデントマネジメントの観

点から－
○中元　隼（情報セキュリティ大）
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第 4分冊	 （インタフェース）

一般セッション［5F会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 インタフェース	 座長　長尾　確（名大）

 1 全方位画像を利用した簡易的な空間モデリングの検討
○河合直樹，近藤孝夫，田中美苗（大日本印刷）

 2 力覚デバイスによる仮想彫刻訓練システムの構築
○神原利彦，岩切大知（八戸工大）

 3 音声と指差しの統合理解によるマルチモーダル幾何問題解答システム
の構築

○清原侃太，西村良太（徳島大），北岡教英（豊橋技科大）
 4 実世界学習の形成的過程に潜む制約構造の抽出・理解のための行動セ

マンティクス研究
○永田鴻流（静岡大），多田昌裕（近畿大），岡田昌也（九大）

 5 センシングデータを活用したオフィスリニューアルの効果検証 - 個人
と組織の Well-being -

○渋谷　恵，吉田万貴子（NEC）
 6 自治体窓口向け音声翻訳システムの社会実装の展開

○安西　健（凸版印刷）

学生セッション［7ZA会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 コミュニケーション	 座長　山口　琢（フリー研究者）

 1 思考におけるひらめき時の身体変化の調査
○胡　京輝，竹島由里子（東京工科大）

 2 エコ・クッキングを促すための食物重量提示システムにおけるユー
ザー体験の研究

○山田あゆみ，安藤大地，向井智彦（首都大）
 3 職業の可視化による高校生の進路選択支援システムの提案

○久保田龍平，植竹朋文（専修大）
 4 UWB 通信を用いたオフィスコミュニケーション判定分析システムの

提案
○緒方広樹，中島　毅（芝浦工大）

 5 UWB 通信を用いたオフィスコミュニケーションの識別機能の提案と
評価　

○髙橋　湧，中島　毅（芝浦工大）
 6 子供が片付けたくなるおもちゃ箱の実装と評価

○小笠原萌，的場やすし，椎尾一郎（お茶の水女子大）
 7 図書館における本との出会いを実現するシステムの研究

○須崎信伍，相場　亮（芝浦工大）
 8 LINE を利用した入退室管理システムの開発

○池田悠人，田島博之（秀明大）

学生セッション［1ZB会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 脳波と心理	 座長　長谷川　達人（福井大）

 1 マインドフルネスを用いたスマートフォン依存症改善アプリの構築
○岡田将太朗，奥野　拓（はこだて未来大）

 2 暗算とスピーチ時の生体信号を用いた心理社会的ストレスの検出
○加賀翔大郎，増尾　明，加藤昇平（名工大）

 3 CNN による気分変化を反映した心拍変動時系列の周波数特徴の抽出
○北河　茜，加藤昇平（名工大）

 4 ドラマで喚起される集団心理ダイナミクスのレビュー記事に基づく可
聴化

○出口万由子（名大），高野佑紀奈（NTT），鈴木麗璽，有田隆也（名大）
 5 脳波を用いたマインドワンダリング抑制システムに関する研究

○北坂祥貴，横山洸樹（和歌山大），東野利貴（阪大）
 6 ウェアラブル NIRS を用いたセラピーロボットのストレス評価

○飯田　翔，柳澤一機，綱島　均（日大）
 7 脳磁図を用いた音声提示時の脳活動解析について

○山下正人，中沢　実（金沢工大）
 8 脳波データの圧縮を考慮したスケーラブルな電極チャネルと特徴量の

組み合わせ
○鶴ケ崎裕真，田邊　俊，田谷昭仁，戸辺義人（青学大）

 9 脳活動計測と潜在連合テストを用いた情動の評価に関する研究
○塚田　徹，栁澤一機，綱島　均（日大）

学生セッション［2ZB会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 グループウェアとネットワークサービス	

	 座長　由井薗　隆也（北陸先端大）

 1 クラウド音声認識と会議リソースに基づく半自動議事録作成
○六浦由佳，大平茂輝，長尾　確（名大）

 2 視線共有による遠隔共同作業支援方式の検討
○藤浪孝倫，中村喜宏（日大）

 3 保育施設における効率的保育記録システムの開発
○山鹿高明，佐々木淳，井上孝之（岩手県大）， 
上村祐樹（聖和学園短大），音山若穂（群馬大）

 4 自己効力感の向上を促す TA 支援システムの研究
○照井佑季，今村瑠一郎，江木啓訓（電通大）

 5 脚部動作計測に基づいて学習活動の休憩を提案する手法
○河端留奈，相川大吾，江木啓訓（電通大）

 6 夜間の避難誘導を支援する懐中電灯型避難情報投影システムの提案
○大塚彩秀菜，塚田晃司（和歌山大）

 7 ツイートの感情値とアカウントの不快要素を用いて交流の減少を防ぐ
フォロー推奨・非推奨ユーザ提示手法

○舛田　悠，塚田晃司（和歌山大）
 8 ARDF 競技大会向け競技情報処理システムの開発

○川上寛弥，田村亮太，中島　潤（北海道情報大）

学生セッション［4ZB会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 HCI	 座長　山田　渉（NTT ドコモ／東大）

 1 顔領域判定に基づいた屋上広告の注目率推定
○大橋春奈，竹島由里子（東京工科大）

 2 対話システムにおける適応的発話選択のためのユーザ状態の設計と推定
○奥野尚己，武田　龍，駒谷和範（阪大）

 3 形状記憶合金ワイヤを用いた音響センシングシステムの構築と周波数
特性評価

○光武弘輝，澤田秀之（早大）
 4 音声応答システムの使用性向上を目的としたユーザビリティ評価方法

の開発
○鶴田直也，大場みち子（はこだて未来大）

 5 C to C 市場における偽物商品判別支援システムの提案
○八重沢結，植竹朋文（専修大）

 6 公共空間における誘目性が高い情報投影機構
○半谷千尋，藤波香織（農工大）

 7 局在化した聴覚刺激による視線注意の誘導
○德永恵太，藤代一成（慶大）

 8 視線入力装置を用いた画像注視認証方式の提案
○上平大輝，小木嘉原，岡本　学（神奈川工科大）

学生セッション［6ZB会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 ジェスチャとモーション	 座長　山田　渉（NTT ドコモ／東大）

 1 身体挙動情報可視化によるプレゼンテーション状況把握支援手法の提案
○寺尾侑莉，吉野　孝（和歌山大）

 2 単眼カメラによる手指の平面タッチ判定とその応用
○月岡陽人，中島克人（電機大）

 3 ポリ塩化ビニル板とトナー印刷による接触帯電を用いた腕動作認識シ
ステム

○平野夢得（早大），重宗宏毅（芝浦工大），澤田秀之（早大）
 4 不特定多数の使用者を対象とした sEMG によるハンドジェスチャの識

別手法
○伊東和輝，田村　仁（日本工大）

 5 モーションセンサを用いた歩行の可視化と認識に関する研究
○永田雄大，孫　寧平（熊本高専）

 6 深層学習を用いた単一加速度データからの歩行姿勢の分類
○新川怜奈，羽山徹彩（長岡技科大）

 7 手の動きに追従する UI における運動視差による三次元表示方法の研究
○杭　陳琳，岩﨑信一郎，髙嶋蘭太朗，水谷晃三（帝京大）

 8 音響センシングを用いた任意平面に対するジェスチャ入力
○川戸美輝，藤波香織（農工大）
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学生セッション［7ZB会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 エージェント	 座長　島内　末廣（金沢工大）

 1 セルフケアシステムにおける Wikidata を知識源として用いた対話エー
ジェントの開発

○安田健人，清水陽太，神谷　晃，白松　俊（名工大）， 
松永結実，村上拓也（エスラウンジ）

 2 セルフケアシステムにおけるプライバシーを考慮した生活指標共有機
構の試作

○清水陽太，安田健人，神谷　晃，白松　俊（名工大）， 
松永結実，村上拓也（エスラウンジ）

 3 対人感情モデルを導入した親しみやすい感性対話エージェント
○福田和彰，加藤昇平（名工大）

 4 Norikami- ログ分析結果に基づいた自動エンカレッジ機能付ボットの
開発 -

○毛塚大智，萩本新平，宮村京佑，中村亮太，上林憲行（武蔵野大）
 5 ユーザの日常行動をガイドするロボットの発話・ジェスチャの戦略獲

得に向けたユーザのリアクションデータの収集システム -VR と WoZ
法を用いた効率的データ収集の提案 -

○岩見幸一（創価大），水地良明，稲邑哲也（NII），崔　龍雲（創価大）
 6 チャットボットにおける感情 - 色彩モデル学習の構想

○高山　慧（芝浦工大）
 7 バーチャルカウンセリングエージェントの改良

○堀井　翼，櫻井義尚（明大），櫻井恵里子（西武文理大）， 
鶴田節夫（電機大）

 8 対話の初期段階を支援するための特定人物模倣型チャットボット
PMCB の開発

○萩本新平，毛塚大智，宮村京佑，中村亮太，上林憲行（武蔵野大）

学生セッション［1ZC会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 CG一般	 座長　斎藤　隆文（農工大）

 1 経路の再接続を考慮した代表波長スペクトラルサンプリング
○西角勇哉（和歌山大）

 2 スペクトル吸収特性を考慮した氷のレンダリング
○井上智皓，戀津　魁，柿本正憲（東京工科大）

 3 光源の制御による実物体の見かけの彩度の操作
○高木亜衣，日高大地，岡部孝弘（九工大）

 4 多種モデルの描画に特化したスケーラブルな複数ノードによる並列レ
ンダリングの台数効果の検証

○石井　翔，齋藤　豪（東工大）
 5 空間特性を考慮した三次元リヒテンベルク図形の生成

○西田良輔，中山雅紀，藤代一成（慶大）
 6 マーチングキューブ法のマルチ GPU 上での階層的並列処理

○吉川一輝，吉田明正（明大）
 7 コンプレックス・マッピングとスプライン曲面を用いた 3D モデルの

構築
○益田麗美，孫　寧平（熊本高専）

 8 変位マッピングを用いた任意サーフェスにおける波動シミュレーション
○吉良俊亮，中山雅紀，藤代一成（慶大）

 9 幾何形状と画像を用いた草のリアルタイムアニメーションの高速化
○馬場園大地，中本啓子，小池崇文（法大）

学生セッション［2ZC会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 コンピュータビジョン応用	 座長　小池　崇文（法大）

 1 手描きアニメーションに対する顔の向き推定法の導出に基づいた描画
規則の探求

○山川圭介，齋藤　豪（東工大）
 2 屋外画像の靄除去

○赤松　凌，村木祐太，小堀研一（阪工大）
 3 3 次元再構成を目的としたUAV空撮における品質評価のための指標策定

○藤井隆行，檀　寛成，窪田　諭（関西大）
 4 深層学習を用いた書道作品における書体翻訳

○二ノ宮梢平，中山雅紀，宮澤　篤，藤代一成（慶大）
 5 モアレを用いた多彩な動き生成

○安部龍馬，北　直樹，斎藤隆文（農工大）

 6 深層学習による異方性材質の反射率分布関数の推定
○寺田　望，清水郁子（農工大）

 7 可視画像・熱画像対に基づく一時的な影の除去
○藤田和也，松岡　諒，岡部孝弘（九工大）

 8 多波長・多方向光源下画像の相互反射除去
○森　英真，松岡　諒，岡部孝弘（九工大）

学生セッション［4ZC会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 VR/AR	 座長　小池　崇文（法大）

 1 仮想空間への実世界環境のリアルタイム反映とその評価
○服部広大，長尾　確（名大）

 2 バーチャルツアーシステムにおける 3D 空間内の動きと質感の表現
○塚原太一，黒川紗里奈，吉田眞澄（筑波学院大）

 3 歩行型デバイスを用いた VR 空間の感性評価
○佐保田和宏，長尾智晴（横浜国大）

 4 移動空間内での使用を想定したモバイル向けマーカーレス AR 実現手
法の検討

○山口賢登，松原克弥（はこだて未来大）
 5 印象メディアコンテンツを対象とした Cyber-Physical Transformation

の実現と表情を対象とした 3D Virtual Content Generator への応用
○新田拓真，中田亮佑，臼木瑠音，萩本新平，中西崇文（武蔵野大）

 6 実世界と連携する VR コンテンツの作成
○井上滉太，太田高志（東京工科大）

 7 投影型 AR 技術における視認性向上のための投影色調整手法の検討
○数田直之，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 8 HMD によるベクション刺激提示下での嗅覚閾値について
○有賀安央衣，坂内祐一（神奈川工科大），妹尾武治（九大）

学生セッション［5ZC会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 ユーザ支援	 座長　藤代　一成（慶大）

 1 フレーム間差分に着目したイラストレーションメイキング動画のキー
フレーム要約

○高橋リサ，川戸美輝，藤波香織（農工大）
 2 イラストレーションメイキング動画における注目箇所の効率的な探索

システム
○高橋リサ，藤波香織（農工大）

 3 アニメキャラクターの口の動きの改善
○國岡光太，松澤智史（東理大）

 4 直感的かつ高精度な数値読み取りが可能なデータ可視化
○加瀬友太，北　直樹，斎藤隆文（農工大）

 5 Kinect を用いたストレッチによる動画制御システムの開発と評価
○山下愛加，松田晃一（大妻女子大）

 6 グラフィックデザインのためのセマンティクスを考慮したスマートな
色提案

○玉置尚吾，北　直樹，斎藤隆文（農工大）
 7 人の姿勢に合致した 3DCG 着物の詳細な形状変形

○葛生敦哉，森　博志，外山　史（宇都宮大）
 8 身体寸法に基づいた形状最適化による CG 着物モデルの生成

○加賀谷夏輝，森　博志，石川智治，佐々木和也，阿山みよし， 
外山　史（宇都宮大）

 9 手書きスケッチに基づいた 3D モデル作成支援
○杉野森拓馬，市川嘉裕，山口智浩（奈良高専）

学生セッション［6ZC会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 ナビゲーション	 座長　横窪　安奈（青学大）

 1 自動走行車いすの実世界環境認識とその安全走行への応用
○坂田悠馬，森　優介，長尾　確（名大）

 2 自動走行車いすの拡張現実感に基づくナビゲーションインタフェース
○倉地　洸，森　優介，長尾　確（名大）

 3 VibMap: バイブレーションを用いた道案内システムの開発と評価
○河崎真実，松田晃一（大妻女子大）

 4 レーザーレンジファインダを用いた道案内ロボット
○小林将也，田村　仁（日本工大）

 5 シズルワードを用いた飲食店検索システムの提案
○堀江恋弥，植竹朋文（専修大）

 6 （講演取消）
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 7 写真とリアルタイム映像との重畳を用いたジオツアー支援システムの
提案

○西村涼太，吉野　孝（和歌山大）
 8 個人的嗜好を反映した透明性のある自転車観光ルート推薦システムの

提案と試作
○沖牟田悠百，赤池英夫（電通大）

第 4分冊	 （コンピュータと人間社会）

一般セッション［7F会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 情報システムと社会環境（3）	 座長　居駒　幹夫（青学大）

 1 消費者の新製品採用への事例ベース意思決定理論の適用
○郷香野子（跡見学園女子大）

 2 人間関係を考慮したナレッジマネジメントシステムの検討
○タァンクァン ファン，山本純一（NEC ソリューションイノベータ）

 3 いまここナッジ：スマートフォンの文脈データに基づく環境配慮行動
の促進

○久保裕也（千葉商科大）
 4 デザイン思考をノンデザイナーが実践する方法についての考察

○高瀬恭太郎（三井情報）
 5 ヒトの情報をセンシングする方式による設備管理の効率化による人員

削減の検討
○木村文昭（三菱電機ビルテクノサービス）

 6 IT ガバナンスの原則と導入プロセスの評価についての一考察
○原田要之助（情報セキュリティ大）

一般セッション［2G会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 情報システム・電子化知的財産	 座長　橋本　誠志（徳島文理大）

 1 企業の民法改正対応への取組みに関する一考察
○小山明美，森　淳子，小川隆一（情報処理推進機構）， 

竹村敏彦（城西大）
 2 パーソナルデータエコシステムにおけるメディエータの倫理に関する

検討
○加藤綾子（文教大），橋田浩一（東大），中川裕志（理研）

 3 計量テキスト分析を用いた Q&A コミュニティからの評判情報の推定
○吉見憲二（佛教大）

 4 災害時においてソーシャルメディアから収集した情報に対する内容分析
○齋藤長行（慶大），福島直央，地福節子，江口清貴（LINE）

 5 ナショナルセキュリティとしてのサイバーセキュリティ
○内田勝也（情報セキュリティ大）

 6 アフリカ諸国における情報通信機器の普及の規定要因の分析
○濱岡　豊（慶大），郷香野子（跡見学園女子大）

一般セッション［4G会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 情報システムと社会環境（1）	 座長　高橋　尚子（國學院大）

 1 がんゲノム医療のエキスパートパネル受付システム（ExPanel）の構
築と成果

○山下範之，冨田秀太，金澤　右，平沢　晃，豊岡伸一（岡山大）
 2 妊産婦搬送補助システム iPicss の災害モードを災害想定訓練で使用し

見えてきた情報収集の有用性と課題
○山下範之，牧　尉太（岡山大）

 3 令和元年台風第 19 号における自治体公式サイトのトップページに関
する調査

○鍋田真一（城南静岡高等学校），湯瀬裕昭（静岡県大）
 4 都道府県官民データ活用推進計画策定の手引において示された雛型の

参照状況
○本田正美（東工大）

 5 IT を活用した感謝フィードバックによる資源循環促進の検証
○日室聡仁，笹鹿祐司，江島直也，福井知宏， 

河又恒久（NEC ソリューションイノベータ），後藤　晶（明大）
 6 監視を支える基盤としての「信頼」

○後藤　晶（明大）

一般セッション［5G会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 情報システムと社会環境（2）	 座長　窪田　諭（関西大）

 1 地中埋設物の位置提供技術
○宮崎　航（日立情報通信エンジニアリング），柿本真吾（日立），
二ノ宮正，秋山修治，佐藤肇丈（日立情報通信エンジニアリング）

 2 セマンティックセグメンテーションを用いたトンネルの損傷抽出の取
り組み

○川城研吾，安田　亨（パシフィックコンサルタンツ）
 3 XRAIN 雨量情報による令和元年台風第 19 号雨量解析

○西尾雅弘（久留米工大），森　正寿（近畿大）
 4 劣化予測を活用した予備品管理支援システムにおける必要在庫数算出

方式の検討
○山田裕之，山田将史（三菱）

 5 相談業務を支援する統合プラットフォームの検討
○佐々木喜一郎（岐阜協立大）

 6 狭窄視野における読み速度の行長依存性
○小林潤平（大日本印刷），川嶋稔夫（はこだて未来大）

一般セッション［6G会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 教育支援システム	 座長　毛利　考佑（農工大）

 1 LMS を活用した Processing 言語によるプログラミングの学力考査の
試行

○土肥紳一（電機大）
 2 位置情報と移動状態を用いた教育支援システム

○関口遼一，渡邊勇輝，川勝真喜，大山　実（電機大）
 3 自己調整学習を支援する学習システムの提案

○渡辺秀治，高　香滋，井手勇介（金沢工大）
 4 ラーニング・アナリチックを用いた高大一貫英語教育教材の開発

○中野美知子（早大），石井雄隆（千葉大），松田　健（長崎県大），
赤塚祐哉（早大本庄高等学院），中澤　真（会津大短大）

 5 多様な理解度の学習者を想定した反転授業のための事前学習コンテン
ツの試作

○佐々木茂，古川文人，渡辺博芳（帝京大）
 6 ゲーミフィケーションを用いた携帯端末学習支援システム：生物多様

性教育の学習支援
○中桐斉之，寺尾明日実（兵庫県大），向坂幸雄（中村学園大短大）

一般セッション［7G会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 情報システムと社会環境（4）	 座長　児玉　公信（情報システム総研）

 1 危機交錯状況における情報伝送の耐性を補完する意思の回復軌道にお
いて導入されるハザードスケールという概念と適用に関する基本方針
について

○遊佐朋子（正育堂）
 2 アナーキズムとブロックチェーン - デジタル・アナーキズム・モデル -

○堀江幸生（名大）
 3 GIS を用いた原発事故で放出された環境中の放射性セシウムの影響評

価と RDB による並列数値計算
○津田和俊（DMA）

 4 施設園芸における栽培環境最適化に向けたトマト生長の機械学習モデ
ル試作

○竹内智晴，山田将史（三菱），福田直也（筑波大）
 5 スプールファイルを作成しないデータ処理結果のアーカイブファイル

の提供
○根本利弘（東大），喜連川優（東大 /NII）

一般セッション［1H会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 教材開発	 座長　鈴木　大助（北陸大）

 1 ネットワーク教育のためのネットワークシミュレータの仕様に関する
考察

○後藤幸功，中谷祐介（サイバー大）
 2 補助的なツールを使う TA エージェントのためのパソコン操作教示用

スクリプトシステムの検討
○高橋　勇（北里大）

 3 L*a*b* カラーの値を活用した色の三属性に関する e ラーニングコンテ
ンツの開発

○井上智史（駿河台大），安藤公彦，松永信介（東京工科大）
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 4 Kinect を用いた運動学習支援システムの作成と実地における試用
○稲垣　潤（北海道科学大），中島寿宏（北海道教育大）， 

春名弘一，昆　恵介，佐藤洋一郎，鈴木昭弘，本郷節之（北海道科学大）
 5 Mathematics Classroom Collaborator（MC2）の数式入力機能の拡張

○白井詩沙香（阪大），福井哲夫（武庫川女子大）， 
中原敬広（三玄舎），中村泰之（名大），吉冨賢太郎（阪府大）， 

宮崎佳典（静岡大），古川雅子（NII）， 
ソヒ カン（University of Toronto）， 

マルコ ポラネン（Trent University）
 6 幾何学の証明問題を支援するタブレット教材の開発

○藤井研一（阪工大）

一般セッション［2H会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 教育開発・評価	 座長　島袋　舞子（大阪電通大）

 1 オーディオブックにおける落語教育の開発
○定平　誠（尚美学園大）

 2 （講演取消）
 3 教育用 SNS 上での高校生のアーギュメントについての評価 - コンセン

サスゲームを題材として -
○桑木道子，堀田龍也，和田裕一（東北大）

 4 IoT(Internet of Things) 計測システムモデルに基づく教育手法 ISEM の
開発と授業実践報告と学習効果の検証

○角樋大地（大阪電通大高），小川勝史，覺前友哉（大阪電通大），
岸本有生（大阪電通大高）

 5 高校生のネット上の出会いの起点となるサービスの調査〜全国および
神奈川県の調査より〜

○田代光輝，小松　正（多摩大），浅子秀樹（LINE）
 6 全学共通初年次必修科目としての情報リテラシー演習授業改善の取り

組みと分析
○阿部一晴，酒井浩二（京都光華女子大）， 

研　良平（ワークアカデミー）

一般セッション［4H会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 プログラミング教育（2）	 座長　山口　文彦（長崎県大）

 1 保育者養成課程における情報教育の検討と幼児のプログラミング実践
○糟谷咲子，芳賀高洋（岐阜聖徳学園大）

 2 初年次教育教材を用いた高大接続プログラミング演習の実施報告
○赤澤紀子，久野　靖（電通大）

 3 プログラミングの入門科目と専門科目の授業設計
○久保　守（金沢大）

 4 マルチメディアプログラミング教育におけるピアインストラクション
の効果

○檀　裕也（松山大）
 5 プログラミング教育に必要な英語能力に関する考察

○後藤幸功，岡本桂香，中谷祐介（サイバー大）

一般セッション［5H会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 プログラミング教育（3）	 座長　渡辺　博芳（帝京大）

 1 授業支援のためのビジュアルプログラミングの編集履歴に基づく学習
分析

○中澤　真（会津大短大），梅澤克之（湘南工科大）
 2 プログラミング教育必修化世代を対象としたプログラミング能力判断

テストの構築
○勝間田仁，加藤利康，中村一博（日本工大）

 3 プログラミング学習の継続のための学習環境デザインと支援に関する
基礎検討

○切通優希，石橋　賢，小薗和剛，飯村伊智郎（熊本県大）
 4 プログラミング演習支援システムにおける初学者向け適応型ヒント提

示手法の提案
○鈴木孝幸，納富一宏（神奈川工科大）

 5 Python によるプログラミング導入教育と学習者の理解度評価
○辻　康孝（九大）

 6 Web 上で利用可能なプログラミング演習システムのログデータを活用
した演習状況の可視化システムの開発と運用

○宇野　健（県立広島大）

 7 大学の一般教育としてのプログラミング教育における到達目標の検討
○加藤利康，勝間田仁，中村一博（日本工大）

一般セッション［6H会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 日本文化と行動支援	 座長　松村　敦（筑波大）

 1 意味ベクトル表現を用いた J-POP 歌詞の文体分析
○秋岡明香（明大）

 2 能の謡のピッチ解析による日本の音階の変遷過程の検証
○田中敏文（能楽師），伊藤克亘（法大）

 3 Android アプリ「はちのへ先人診断」の開発
○小久保温，小玉成人，伊藤智也（八戸工大）

 4 スマートフォンアプリを用いたエピソード記憶の強化に関する研究開発
○土田史高，横山　茜，荒子貴明，澤田詩織（キュアコード）， 

青塚一樹，北村和希，田端俊英（富山大）
 5 4 車輪型電動車いすにおける内界情報のみによる路面認識システムの

基礎的検討
○前田孝次朗，中嶋秀朗（和歌山大）

 6 転倒検知技術の開発
○小松佑人，金丸　隆，福田伸宏（日立）

 7 地球観測データを用いた中学校における科学・技術・防災教育の開発
と実践

○伊藤陽介（鳴門教育大）

一般セッション［7H会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 教育活動支援	 座長　長瀧　寛之（大阪電通大）

 1 グループワーク指導を可能とした遠隔講義実現に向けた一工夫
○土本康生（県立広島大）

 2 TBL における学習意欲を利用した座席配置の検討
○内田君子（名古屋学芸大），奥田隆史（愛知県大）

 3 教育ビックデータ解析による要ケア学生の早期抽出の実践
○安藤公彦，宮坂秋津（東京工科大）

 4 書体カスタマイズシステムに関するレビュー - 発達性ディスレクシア
に特化した和文書体カスタマイズシステムの開発へ向けて -

○朱　心茹，影浦　峡（東大）

学生セッション［7ZC会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 情報システムと社会環境（5）	 座長　窪田　諭（関西大）

 1 作業現場における業務システムのユーザビリティ評価手法の開発
○板谷愛美，大場みち子（はこだて未来大），高森　満（アプレ）

 2 マルチエージェントシステムを用いた学校行事が学級集団構成に与え
る影響分析

○瀧口龍馬，桑原綾乃，八木　勲（神奈川工科大）
 3 人工市場を用いた HFT がレバレッジド ETF の原資産市場の価格形成

に与える影響分析
○新井雅人，丸山隼矢，八木　勲（神奈川工科大）

 4 ベーシックインカムの検証に向けてのマクロ経済モデルの構築
○深澤薫平（神奈川工科大）， 

高島幸成（保育・介護・ビジネス名古屋専門学校）， 
八木　勲（神奈川工科大）

 5 機械学習を用いた上場企業の労働分配率および平均給与の説明可能性
に関する検討

○松本章宏，菅　愛子，高橋大志（慶大）
 6 産業機械の法定点検作業支援と点検結果の電子化を実現するシステム

の開発
○三好智也，遠藤慶一，黒田久泰，小林真也（愛媛大）

 7 Logistics System Utilizing Reinforcement Learning to Optimize Shipping 
Costs for Food Welfare Facilities - A Temporary Solution in a Trial 
Environment -

○ Niko Haapalainen，飯山　燈，植松航太，北越大輔， 
鈴木雅人（東京高専）

学生セッション［1ZD会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 バイオインフォマティクス	 座長　奥　牧人（富山大）

 1 L*a*b* 色空間の重み付き複数パラメータを用いた発赤の肉眼的所見に
対応した客観評価手法の検討

○千葉康太郎，亀田昌志，武田利明，高橋　亮（岩手県大）
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 2 VAE による分子反応ネットワークの評価
○山﨑瑛梨佳，ナタナエル オベル加藤（お茶の水女子大）

 3 （講演取消）
 4 （講演取消）
 5 植物の特性を考慮した鑑賞植物栽培装置の開発

○趙　志昊，成　　凱（九産大）
 6 クロマグロ稚魚のバースト発生時における移動軌跡の獲得

○鈴木　励，波部　斉，阿部孝司，井口信和（近畿大）

学生セッション［4ZD会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 電子化知的財産・社会基盤	 座長　金子　格（名古屋市大）

 1 幅広い事業に取り組む大企業グループにおける情報セキュリティベー
スライン向上策の提案

○佐々木千波留（情報セキュリティ大）
 2 地方公共団体による AI 利活用の促進と現状の課題について

○細田　宇（情報セキュリティ大）
 3 DX に依拠したスマートフォンアプリケーションによる市民の健康意

識の変容を期待した研究
○田中寿弥（釧路公大），一橋達也（釧路市役所），皆月昭則（釧路公大）

 4 ハッシュグラフ技術を用いたスケーラブルな価値交換システムの構築
とその性能評価

○三島潤平，相田　仁（東大）
 5 （講演取消）
 6 個人の考え方に対応したヘイトスピーチ遮断手法の提案

○烏丸正大，寺澤卓也（東京工科大）
 7 日本型 M&A に伴うシステム統合に対する経営層のリスク認識に関す

る考察
○坂田伸也（情報セキュリティ大）

 8 ランドマークの認識不可時にサポートを増強する歩行者ナビゲーション
○若松柚香，高山　毅（尾道市立大）

学生セッション［5ZD会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 観光情報処理	 座長　青木　秀一（NHK技研）

 1 ヘッド・トラッキング画像を用いた展示物に対する関心度評価法
○川瀬　親，髙橋秋典，有川正俊（秋田大）

 2 スクリーン型視線追跡デバイスを活用した紙媒体パンフレットの注視
領域調査システム

○佐藤　蓮，木下　愉，髙橋秋典，有川正俊（秋田大）
 3 対話型周遊プラン作成システム CT-Planner の柔軟性の拡充

○伊豆田皓平，高山　毅（尾道市立大），原　辰徳（東大）， 
倉田陽平（首都大）

 4 博物館の能動的鑑賞を支援するシステム
○南家千郷，高山　毅（尾道市立大）

 5 観光ポテンシャルマップとスポットの静的特性の融合による雨の日観
光プランニングシステム

○山野恵理子，高山　毅（尾道市立大）
 6 適合する観光サービスをパーソナルデータに基づき半自動的に選択す

るメディエータシステムの実装と評価
○河崎菜々子，高山　毅（尾道市立大）

 7 観光促進向けのキャッチコピー作成支援システム
○襟立拓馬（尾道市立大）

 8 旅の思い出を記録した絵葉書自動生成・印刷システム「KadaVenir/ カ
ダベール」の開発と香川県小豆島における実証実験

○西村和馬，泉　亮祐（香川大），浅木森浩樹，山田　哲（リコー），
國枝孝之，米谷雄介，後藤田中，八重樫理人（香川大）

学生セッション［6ZD会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 アクセシビリティ	 座長　三枝　亮（神奈川工科大）

 1 視覚障がい者用仮名漢字変換プログラムのための説明語辞書の自動作成
○後藤和真，西田昌史，綱川隆司，西村雅史（静岡大）

 2 圧力センサから読み込まれた点字のスペル訂正アルゴリズム
○下平啓太，伊藤祥一（長野高専）

 3 画像処理を用いた点字学習支援アプリケーション
○大貫佑真，秋岡明香（明大）

 4 光沢を考慮した点字画像の 2 値化アルゴリズム
○岡村宙輝，伊藤祥一（長野高専）

 5 点字ブロック領域・種別識別による視覚障がい者支援システムに関す
る研究

○若松直人，中田裕一，田中直樹（神戸大）
 6 聴覚障がい者のための AR グラスを用いた発話印象の可視化

○北村拓己，西田昌史，綱川隆司，西村雅史（静岡大）
 7 VR 模擬難聴システムの開発と環境音到来方向知覚の評価

○相澤馨子，成田あゆみ（静岡大）， 
北　義子（国立障害者リハビリテーションセンター学院）， 

西村雅史（静岡大）
 8 トゥレット症候群患者における VR 空間内のコミュニケーション手法

の提案
○伊藤黎音，打矢隆弘（名工大）

 9 行政サービスのウェブアクセシビリティ評価
○陳　　棋，成　　凱（九産大）

学生セッション［7ZD会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 教育支援システム（4）	 座長　毛利　考佑（農工大）

 1 姿勢推定を用いた子ども向けプログラミング学習教材
○兵田憲信，小松貴大（福井高専）

 2 Knowledge Tracing と 2 母数 IRT による学習者モデルの生成
○土井康平，大枝真一（木更津高専）

 3 実践的コーディングスタイル学習支援システムの開発　- 教材提示と
学生の反応 -

○滝本将司，納富一宏（神奈川工科大）
 4 学習履歴に基づいたプログラミング学習者の動機付けの評価

○富田直輝，大枝真一（木更津高専）
 5 Convex Factorization Machines を用いた学生モデリングの提案と有効

性の検証
○清水大幹，大枝真一（木更津高専）

 6 顔表情および頭部動作に基づく e ラーニング時の覚醒度推定
○寺井省吾（阪大），川村亮介（富士通研），白井詩沙香， 

メラサ アリザデ，武村紀子，浦西友樹，長原　一，竹村治雄（阪大）
 7 同一判定に基づく自動採点機能を持つ正規表現学習支援システムの開発

○呉　晟董，成　　凱（九産大）

学生セッション［2ZE会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 システム提案（2）	 座長　本田　正美（東工大）

 1 航空写真を用いた深層学習による地震災害時の屋根損傷家屋の把握
○藤田翔乃，畑山満則（京大）

 2 発災情報に対応する避難場所参集時の避難施設の解錠情報支援システ
ムの提案

○石黒銀河，皆月昭則（釧路公大）
 3 画像認識 / 処理技術を用いた観光地周遊支援システム「KadaBingo/

カダビンゴ」の開発と香川県善通寺市における実証実験
○泉　亮祐，石川颯馬，國枝孝之，米谷雄介，後藤田中， 

八重樫理人（香川大）
 4 可搬型医療機器の効率的な管理に向けた位置稼働情報収集システムの

提案と実装
○山中久昂（名工大）

 5 BLE ビーコンと LPWA を用いた工程間物流管理システムの実装
○山口将央（名工大）

 6 公衆無線 LAN の利用可能エリア表示システムの研究
○銭谷英李，松田勝敬（東北工大）

 7 養殖漁業従事者の作業負担軽減を目的とした受発注システムの開発
○山本恭平，遠藤慶一，黒田久泰，小林真也（愛媛大）

学生セッション［4ZE会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 高齢社会デザイン（1）	 座長　岡田　誠（富士通）

 1 開眼片足立ち測定の自動化
○小穴純豊，藤田　悠，芦田和毅（長野高専）

 2 起立困難な患者を対象とする画像を用いた簡便な体重推定手法の提案
○田中希和，吉野　孝（和歌山大）， 

横山剛志（国立長寿医療研究センター），永坂和子（岐阜保健大）
 3 インソール型歩容センサーのための歩容解析システムの構築

○山﨑晃平，河内朋也，斎藤斎藤，河並　崇（金沢工大）
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 4 マイクロ波ドップラーセンサを用いた高齢者屋内見守りシステムの検討
○木村　樹，坪川　宏（東京工科大）

 5 RGB とデプス画像の融合による車椅子利用における物理的バリアの検
証表示

○高橋里緒，檀　寛成，安室喜弘（関西大）
 6 SfM を用いた 3D モデル生成に基づく歩道路面のバリア表示手法

○谷口皐貴，窪田　諭，安室喜弘（関西大）
 7 シミュレーションモデルによる従来交通機関の車椅子対応の限界とバ

リアフリー交通システムの有効性検証
○三末航平，延原　肇，河合　新（筑波大）

 8 GoogLeNet を用いたドップラーレーダー画像での高齢者性別の識別
○王　志辰，冨山宏之（立命館大），佐保賢志（富山県大）， 

孟　　林（立命館大）

学生セッション［5ZE会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 高齢社会デザイン（2）	 座長　岡田　誠（富士通）

 1 情報共有に用いる介護記録の「やさしい日本語」化ツール開発
○古家翔子，孫　　一（神戸情報大）

 2 テレビ番組のバリアフリー字幕化のためのニューラルネットワークを
用いた効果音認識

○菊島一樹，伊藤克亘（法大）
 3 語彙と係り受け構造に着目した雑談対話からの認知症傾向検出

○石原颯人，入部百合絵（愛知県大），北岡教英（豊橋技科大）
 4 疫学調査効率化のための高齢者の対面型コミュニケーション検出手法

の設計
○上野正義，伊藤優樹，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）

 5 音声認識を利用した介護予防・日常生活支援総合事業改善の試み
○水野智喜，田胡和哉（東京工科大）

 6 回想法を模した高齢者向け傾聴対話システムの検討
○太田壱成，綱川隆司（静岡大），遠藤幹也， 

都築俊宏（マルタカテクノ），西村雅史（静岡大）
 7 LIDAR を用いた対人追従システム

○竹之内康希，田村　仁（日本工大）
 8 嚥下機能低下の早期発見に向けた食事中の咳嗽自動検出

○藤田祥太（静岡大），古川大輔，村西幸代（君津中央病院）， 
黒岩眞吾（千葉大），西田昌史，西村雅史（静岡大）

 9 認知症予防のための植木鉢型 IoT デバイス“Famileaf”
○石墨渚沙，郷古　学（東北学院大）

学生セッション［6ZE会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 施設管理	 座長　清水　則之（名桜大）

 1 Kernelized Correlation Filters を用いた応急浮橋の浮体領域の追跡
○大石康太，崔　龍雲（創価大）

 2 宅配車両のセンシングデータによる道路舗装維持管理のための 3 次元
データの検討

○西皐太郎，窪田　諭，木下広翼，畑　亮輔（関西大）
 3 車両搭載センシングデータを活用した道路舗装の維持管理技術の基礎

研究
○木下広翼，窪田　諭，西皐太郎（関西大）， 

岡本　正（ヤマトグループ総合研究所）， 
吉田枝里子（アイ：エス・エス），幸野　茂（ガイアート）

 4 （講演取消）
 5 物体検出技術を用いた日常点検の効率化に関する研究

○森廉太朗，中村健二（阪経大）
 6 レーザスキャナや UAV などによる 3 次元データを用いた道路維持管

理システムの検討
○畑　亮輔，窪田　諭，西皐太郎（関西大）

 7 地方道路における車載映像を活用した維持管理システムに関する研究
○森本健太，西皐太郎，窪田　諭（関西大）

 8 UAV データによる 3 次元復元データを用いた送電線周辺における植生
管理法の開発

○新井達也，景山陽一，石沢千佳子，白井　光（秋田大）， 
石井雅樹（秋田県大），末廣健二，高橋伸明， 

小林拓也（秋田ケーブルテレビ）， 
矢口正平（TEAM CNA CREATION），佐藤利春，澤田道弘， 

千葉　樹（羽後林産）

学生セッション［7ZE会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 動作解析応用	 座長　鹿内　菜穂（亜大）

 1 角速度の推移に着目した和太鼓の振り下ろし動作の分析法に関する一
考察

○髙橋　樹，松田浩一（岩手県大）
 2 能における謡分析のための音源分離を用いた F0 抽出

○田本篤喜，伊藤克亘（法大）
 3 盛岡さんさ踊りにおける集団動作の評価に対する OpenPose の有効性

に関する一検討
○宝槻　昂，松田浩一（岩手県大）

 4 OpenPose を用いた重心移動訓練における姿勢分析に関する一検討
○浪岡晃岐，松田浩一（岩手県大）

 5 足関節運動支援システムの開発
○宮下優斗，眞坂美江子，石井桂輔（帝京大）

 6 足関節自動運動の現状分析とより効果的な運動を目指した運動検知手
法の検討

○杉浦　樹，眞坂美江子，石井桂輔（帝京大）
 7 機械学習による対象物の把持位置の検出

○松浦孝欣，賀川智紀，大野健介，三枝　亮（神奈川工科大）
 8 （講演取消）

学生セッション［1ZF 会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 教育支援システム（1）	 座長　毛利　考佑（農工大）

 1 胸骨圧迫訓練において個別性を考慮した自己学習用シミュレーション
システムの開発

○森澤勝明，皆月昭則（釧路公大）
 2 IoT システムに対する AI 応用のための問題設定・構築・評価の体系化

とその支援に関する研究
○渡辺隆太，中島　毅（芝浦工大）

 3 機械学習による自動評価機能を備えた VR 発表練習システム
○横山勇斗，長尾　確（名大）

 4 身近な題材を用いた数学化サイクル強化支援システムの提案
○石山実咲，時井真紀（筑波大）

 5 資格学習サイトにおけるリアルタイム学習メモ可視化共有システムの
構築

○佐野孝矩，高井昌彰，飯田勝吉（北大）
 6 サイバーセキュリティ演習システム CyExec への IoT セキュリティ演

習コンテンツの開発
○石川大輔，渡辺　嶺，駒野勝己，盛　　宸，畑谷成郎， 

牧　宣彰（産業技術大），慎　祥揆（東海大），瀬戸洋一（産業技術大）
 7 場所の情報とオノマトペを利用した絵本推薦システムの提案

○廣田美香，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）

学生セッション［2ZF 会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 教育支援システム（2）	 座長　毛利　考佑（農工大）

 1 機械学習を用いた要修正なスライドの自動発見
○川瀬卓也，大平茂輝，長尾　確（名大）

 2 標的型攻撃に対するセキュリティ教育を自動化する訓練システムの評価
○徳地達哉，塩田智基，池尻圭佑，後藤田中，喜田弘司（香川大）

 3 全天球動画を用いたポスターツアー省察支援レコーダー
○宮田旭晴，浅生山翼，坂　知樹，浦　正広（金沢工大）

 4 コンセプトマップを利用した動画視聴型 e ラーニング支援システムの
提案

○佐藤秀真，羽山徹彩（長岡技科大）
 5 物理現象の可視化システムの開発および能動的学習への効果の評価

○美濃谷恵太，時井真紀（筑波大）
 6 AR を用いたギター演奏学習支援システムの改良

○三浦　駿，安藤敏彦（仙台高専）
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 7 ゲーム戦略を題材とする応用プログラミング演習におけるリファクタ
リングを動機づける自動的なフィードバック手法の提案

○清水　赳，富永浩之（香川大）

学生セッション［4ZF 会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 教育支援システム（3）	 座長　毛利　考佑（農工大）

 1 GUI プログラマを用いたフィジカルフィードバック可能なキューブ型
プログラミング学習デバイスの提案と実装

○吉田拓巨（名工大）
 2 逆翻訳による言い換え生成を用いた協調学習自動評定の性能改善

○福田治輝，綱川隆司，大島　純，大島律子， 
西田昌史，西村雅史（静岡大）

 3 希望研究室選択時の研究内容調査支援システム
○小林崇弘，佐野雅彦，松浦健二，谷岡広樹（徳島大）， 

大平健司（阪大），上田哲史（徳島大）
 4 （講演取消）
 5 ダミー学習者の参加による学習者の心理的な負担を軽減する質問行動

支援システムの開発と評価
○矢部智暉，羅　中偉（香川大）， 

卯木輝彦（IMAGICA GROUP / フォトロン），國枝孝之，米谷雄介，
後藤田中，八重樫理人（香川大）

 6 AR 技術を用いた分子構造表示システムの開発
○武田伊織，山岸賢司（日大）

学生セッション［5ZF 会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 人文科学へのコンピュータ応用	 座長　山田　太造（東大）

 1 探究的学習を支援する浮世絵鑑賞システムの構築
○早野瑞季，時井真紀（筑波大）

 2 美術鑑賞における対話型作品理解支援システムの開発
○湯浅美野，吉野　孝（和歌山大），青木加苗（和歌山県立近代美術館）

 3 （講演取消）
 4 CenterNet を用いる崩し文字の認識

○陳楽ハン，呂　　氷，冨山宏之，孟　　林（立命館大）
 5 CNN による出土石器分類器作成と学習データ拡張手法

○戸次道宏，山口文彦（長崎県大）
 6 地域史資料を活用した地域教材作成支援システムの構築

○相川健太，奥野　拓（はこだて未来大）
 7 ハサミ職人の研磨技能差の計測方法に関する一検討

○猿舘　駿，松田浩一（岩手県大），井上研司（東光舎）
 8 アンケートデータにおける選択バイアスの補正手法の選択方法につい

ての一考察
○沢田拓也，西尾和恭，石澤由宇輔，須子統太（早大）

学生セッション［6ZF 会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 エンタテインメントコンピューティング（1）	-	VR・感情

	 	 座長　向井　智彦（首都大）

 1 音場シュミレーションと選択式頭部伝達関数システムを用いた 2ch 立
体音響システム

○海野沙弥香，伊藤克亘（法大）
 2 実世界へ干渉可能な仮想キャラクタとのインタラクションを実現する

AR システム
○森　友己，高井昌彰，飯田勝吉（北大）

 3 クランク機構とワイヤの張力を利用したチェーンソー型 VR デバイス
○竹島康平，小池崇文（法大）

 4 電気味覚による炭酸飲料の刺激増幅に関する基礎検討
○野村伊吹，小池崇文（法大）

 5 電気味覚の刺激増幅度と飲料摂取頻度との関連性に関する基礎検討
○櫻山実佳，野村伊吹，小池崇文（法大）

 6 先延ばし行動改善のためのゲーミフィケーションを活用したタスク管
理システムの開発

○酒見真歩，中桐斉之（兵庫県大）
 7 脳波計を使用した VR 映像が誘発する恐怖心の推定の試み

○森貞颯貴，下田功一（青学大），青木崇行（カディンチェ）， 
田谷昭仁，戸辺義人（青学大）

 8 心拍センサを用いた感動判別
○吉田陵史，坪川　宏（東京工科大）

学生セッション［7ZF 会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 エンタテインメントコンピューティング（2）	-	画像・空間・スポーツ	

	 座長　田谷　昭仁（青学大）

 1 シルエット画像に基づく手影絵用の手姿勢生成
○白崎悠斗，戀津　魁，柿本正憲（東京工科大）

 2 人物の自由視点画像作成時におけるカメラアレイ最適配置の検討
○三石悠叶，小池崇文（法大）

 3 ユーザーニーズにあわせた花火観賞スポット提案システム
○西智菜美，安藤大地，向井智彦（首都大）

 4 景観情報クイズを用いた大規模地下街での「ジオキャッシング」
○佐藤晴海，安藤大地，向井智彦（首都大）

 5 犬の散歩ルート探索のための「回避点」「寄り道地点」を考慮に入れ
た経由点の決定手法

○船木里美，安藤大地，向井智彦（首都大）
 6 丈を考慮した VR 試着システム

○寺島里美，小池崇文（法大）
 7 6 軸センサを用いたテニススイングフォーム評価のための特徴抽出手法

○大島脩斗，加藤昇平，佐久間拓人（名工大）
 8 プロ野球の捕手成績に基づいたシーズン成績の予測と捕手評価指標の

提案
○赤間悠大，大場みち子（はこだて未来大）

学生セッション［1ZG会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 システム提案（1）	 座長　後藤　晶（明大）

 1 （講演取消）
 2 旅行者のプロフィール・嗜好に適合した観光地推薦システム

○李　明昊，佐々木淳（岩手県大）
 3 位置情報を用いた入退室管理システム

○山下大悟，工藤　司（静岡理工科大）
 4 顔認証を用いた自然な動作での入退室管理

○秋山裕太，工藤　司（静岡理工科大）
 5 変動のある様式を対象とした文字情報抽出方式

○東屋那音，工藤　司（静岡理工科大）
 6 BLE 端末における ID 追跡可能性に関する検討

○小山祐佳，伊藤清里菜，長尾和彦（弓削商船高専）
 7 BLE 検知による紛失物発見システムの開発

○伊藤清里菜，小山祐佳，岸田一希，金谷咲弥，本田渓太， 
長尾和彦（弓削商船高専）

 8 遺伝的アルゴリズムを用いた勤務スケジューリング機能を備えたフー
ドバンクの物流管理システムに関する研究

○植松航太，飯山　燈，Niko Haapalainen，北越大輔， 
鈴木雅人（東京高専）

学生セッション［2ZG会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 消費者行動と社会調査	 座長　後藤　晶（明大）

 1 ツイートデータを用いた消費者コミュニティの検出および特徴把握
○三宅　伸（中大），大竹恒平（東海大），生田目崇（中大）

 2 ゴルフポータルサイトにおけるユーザ行動データを用いた新規顧客の
定着要因の特定

○北澤晃樹（東海大），生田目崇（中大），大竹恒平（東海大）
 3 （講演取消）
 4 ロイヤルティプログラムが与える消費者行動への影響の分析

○中里見祐介（東海大），生田目崇（中大），大竹恒平（東海大）
 5 POS データを用いた潜在商品の探索

○中村綾乃，吉野　孝（和歌山大），松山浩士（サイバーリンクス），
貴志祥江，大西　剛（オークワ）

 6 （講演取消）
 7 SNS における不適切投稿の検知

○尾崎航成，向井宏明，松井くにお（金沢工大）
 8 アンケート分析における不良回答の影響に関する一考察

○成川広貴，村木鴻介，須子統太（早大）

学生セッション［5ZG会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 支援システム（1）	 座長　本田　正美（東工大）

 1 留学生のための食生活支援システムの開発と評価
○張　氷怡，阿部昭博，市川　尚，富澤浩樹（岩手県大）
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 2 CNN を用いた地物分類による日常巡視支援に関する研究
○森口大晟，中村健二（阪経大）

 3 ビュッフェ会場における行動分析支援システムの開発
○大村優輝，大場みち子（はこだて未来大）

 4 汎用性と持続可能性を考慮した市民参加型調査支援システムの開発
○新田弘也，富澤浩樹，市川　尚，阿部昭博（岩手県大）

 5 （講演取消）
 6 Web 議論における BERT を用いた議論進行度の定量化手法

○北川　晃，白松　俊（名工大）
 7 Web 議論における BERT を用いた 関連情報推薦エージェント

○内藤勝太，白松　俊（名工大）
 8 音環境分析と音声認識に基づく議論振り返り支援インターフェース

○幸浦弘昂，白松　俊（名工大），水本武志（ハイラブル）， 
林加代子（ソーシャルアクティ）

学生セッション［6ZG会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 支援システム（2）	 座長　居駒　幹夫（青学大）

 1 乗り継ぎ抵抗軽減のためのバス運行情報を用いた外出促進
○青木大誠，堀磨伊也，高野　茂，谷口倫一郎（九大）

 2 長距離移動マタニティの在宅・通院時におけるリスクを想定した周産
期の見守り支援アプリケーションに関する研究

○野口裕之介，皆月昭則（釧路公大）
 3 地域災害における避難支援システムの提案と評価

○木津谷諒，佐々木淳（岩手県大）
 4 バリアフリー情報と防災情報を統合した移動支援システムの検討

○飯野　史，阿部昭博，市川　尚，富澤浩樹（岩手県大）
 5 ウェアラブルデバイスを用いた高齢者外出支援システムの基礎検討

○葛西和真，阿部昭博，富澤浩樹（岩手県大）
 6 スマートフォンによるまちあるき支援システムの開発

○松本航季，中桐斉之（兵庫県大）
 7 三陸鉄道利用者のための旅行計画作成支援システム

○下屋敷敬祐，佐々木淳（岩手県大）
 8 野外ミュージアムを対象としたチャットボットの試作

○番屋　翔，阿部昭博，市川　尚，富澤浩樹（岩手県大）
 9 電話による来店予約を支援するシステムの検討

○今尾緋呂，佐々木喜一郎（岐阜協立大）

学生セッション［7ZG会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 計測と測定	 座長　阿部　昭博（岩手県大）

 1 3D 映像を利用した稚魚数計数システムの開発
○神原滉一，遠藤慶一，黒田久泰，小林真也（愛媛大）

 2 Convolutional LSTM を用いた降雨量データの欠損補間
○篠田拓樹，稲毛惇人，飯棲俊介，大枝真一（木更津高専）

 3 数値標高モデルデータ水部への適切な標高付与手法
○藤原大嗣，佐村俊和，多田村克己（山口大）

 4 北海道の常呂川，釧路川を事例とした LSTM による台風出水と融雪出
水に対する水位予測精度の比較・検証

○山田恒輝，小林洋介，中津川誠，岸上順一（室蘭工大）
 5 遺伝的アルゴリズムを用いた豪雨災害下の避難経路探索法

○谷洸一郎，山本佳世子（電通大）
 6 浸水想定区域図作成・更新における問題点の抽出

○平子　遼，畑山満則（京大）
 7 （講演取消）
 8 高精度インドア・ポジショニングを利用した博物館を対象にした AR

ナビゲーションの構築
○伊東慎平，三浦　健，梅川孔平，髙橋秋典，有川正俊（秋田大）

学生セッション［1ZH会場］（3月 5日（木）9:30 〜 12:00）

	 教育支援・学習支援（1）	

	 座長　林　浩一（ピースミールテクノロジー）

 1 設計プロセスに基づいた課題解決型学習教材の開発と評価
○今出亘彦，大森康正（上越教育大）

 2 STEAM 人材不足を解消するための簡易的 IoT プロトタイプ構築を通
した高校生向け講座の開発

○太田康貴，中島　毅（芝浦工大）

 3 入学前教育における学び方の改善を促す自己調整学習支援システムの
開発

○小野峻明，市川　尚，富澤浩樹，阿部昭博，高木正則（岩手県大）
 4 情報分野における教育講座と学習基準の自動対応付け

○三浦行揮，野寄祐樹，齋藤大輔，鷲崎弘宜，深澤良彰（早大）
 5 学生の自己成長支援システム改善に関する研究

○館　純恵，中橋佳子，福田崇之，齋藤正史（金沢工大）
 6 授業外学習における各学生に適した学習計画作成支援システムの開発

と評価
○石川晴香，高木正則，市川　尚（岩手県大）

 7 プロジェクトマネジメント教育におけるケースメソッドの適用事例
○木村良一（産業技術大）

 8 IoT システム開発動画における理解困難箇所の特定を目的とした視聴
ログ分析システムの開発と評価

○渡辺大貴，高木正則，市川　尚（岩手県大）
 9 ライフサイクル思考を取り入れた環境学習支援システムの構築

○白圡　晶，山本佳世子（電通大）

学生セッション［2ZH会場］（3月 5日（木）13:10 〜 15:10）

	 プログラミング教育（1）	 座長　高木　正則（岩手県大）

 1 保育施設におけるプログラミング的思考力を育む玩具の活用方法
○小原貴生，井上孝之（岩手県大），上村裕樹（聖和学園短大）， 

音山若穂（群馬大），佐々木淳（岩手県大）
 2 図書探索行動を取り入れた小学生向けプログラミング的思考育成のた

めの学習システム
○守家いづみ，松村　敦，宇陀則彦（筑波大）

 3 プログラミング思考を学べるボードゲームの検討
○今野零士，川瀬文也，佐々木喜一郎（岐阜協立大）

 4 プログラミング授業でのランダムフォレストを用いたスキルのモデル化
○千枝睦実，大枝真一（木更津高専）

 5 授業進度に対応するパズルを利用したプログラミング思考過程の分析
と教育支援システムの開発

○中村陽太，大場みち子（はこだて未来大），山口　琢（フリー），
伊藤　恵（はこだて未来大）

 6 トップダウン型のプログラミング法を学ぶための教材開発と評価
○伊藤彩夏，杉山岳弘（静岡大）

 7 プログラミングの授業におけるモブプログラミングと学生メンター手
法の融合

○海江田祥汰，齋藤大輔，鷲崎弘宜，深澤良彰（早大）
 8 タブレット PC 上の巡回指導支援ツールを用いた小コンテスト形式の

中級 C プログラミング演習における演習全体を通した受講者の振舞の
分析

○重松亜夢，山下賢治，富永浩之（香川大）

学生セッション［4ZH会場］（3月 6日（金）9:30 〜 11:30）

	 学習支援システム	 座長　加藤　利康（日本工大）

 1 日本酒インバウンドを促進するモバイルラーニングコンテンツの開発
○中川祐京，松永信介（東京工科大）

 2 くるまマイスター検定学習支援システムの開発：スマートフォンと
ゲーミフィケーションによる効果

○大西裕貴，中桐斉之（兵庫県大）
 3 ユーザによる見返しに配慮した軌跡ログ表示の地理的な要約手法の検討

○佐々木一織，有川正俊，高橋秋典（秋田大）
 4 （講演取消）
 5 AR を用いた初学者向けトロンボーン演奏学習支援システムの提案

○玉渕誠人，蔡　敏雅，阿部　亨，菅沼拓夫（東北大）
 6 タッチ操作ディジタル紙芝居システムの活用実践 - 児童館での子ども

向け紙芝居の制作と上演 -
○村田真隆，牛田啓太，安部芳絵，陳キュウ（工学院大）

 7 情報セキュリティの導入教育のためのクイズ形式のアドベンチャー
ゲームにおけるスタンドアロン版の開発

○宇野光純，阿部隆幸（香川大），中矢　誠（Aqutras）， 
富永浩之（香川大）
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学生セッション［5ZH会場］（3月 6日（金）12:40 〜 15:10）

	 学習支援システム	/	プログラミング教育実践	

	 座長　三浦　元喜（九工大）

 1 教育現場を想定した無線 IP マルチキャスト導入プロトコルの提案
○坂本　亘，松澤智史（東理大）

 2 擬似演習者ロボットとの協調演習を可能とするネットワークトラブル
シューティング演習システム

○平畑聖也，井口信和（近畿大）
 3 反転授業を継続的に行うためのスクリプトによる動画作成システムの

開発
○村上智哉，檀浦紗弥，井上　繕，沖津真歩，下見真生，長尾和彦

（弓削商船高専）
 4 Scratch で花模様を描くプログラミング授業実践

○倉知孝拓，山守一徳（三重大），三谷哲也（西が丘小学校）
 5 小学 6 年生向け石取りゲームプログラミングの授業実践

○岩脇圭吾，山守一徳（三重大），桂　良太（南島西小学校）
 6 巡回経路探索を行う小学 4 年生向けプログラミング授業実践

○中出博規，山守一徳（三重大），世古浩一（修道小学校）
 7 小学校プログラミング教育の実践と評価〜 embot を使った実践事例を

通して〜
○松本美沙，貝増匡俊（神戸女子大）

 8 embot を使った小学生向けプログラミング・ワークショップの実践報告
○橋本菜那，貝増匡俊（神戸女子大）

学生セッション［6ZH会場］（3月 7日（土）9:30 〜 12:00）

	 システム開発・教材開発	 座長　渡邉　景子（東京女子体大）

 1 計量テキスト分析による数値指標を利用した論文執筆支援システムの
開発と評価　- 一対比較による評価とユーザへのフィードバック提示 -

○吉川洋希，納富一宏，鈴木孝幸（神奈川工科大）
 2 Function enhancement of class questionnaire response analysis system 

using Japanese Sentiment Polarity Dictionary
○根岸嵩典，安達由洋（東洋大）

 3 キーワードと参照構造に基づいた高精度な論文推薦システムのモデル
の提案

○吉田裕平，児玉英一郎，王　家宏，高田豊雄（岩手県大）
 4 データ分析の理解のためのウェブ分析システム開発

○蘇　　悦（中大），大竹恒平（東海大），生田目崇（中大）
 5 代数的変形に対応した変形依拠公式提示ツールの開発

○脇　弘太，宮崎佳典（静岡大）
 6 数学証明図式化ツールにおける原文対論理構造図対応付け機能の開発

○田中孝治，宮崎佳典（静岡大）
 7 数学学習における学習支援アプリケーションの開発の試み

○村瀬　輝（同志社大）
 8 数学教育における振り返りの質と理解度向上度合の分析

○佐藤優輝，高木正則，市川　尚（岩手県大）
 9 図形の性質を理解する力を育成するタブレット版ジオボードの開発

○野村まりん，遠藤慶一，小林真也（愛媛大）

学生セッション［7ZH会場］（3月 7日（土）13:10 〜 15:10）

	 プログラミング教育（4）	 座長　中鉢　直宏（帝京大）

 1 図形の描画を題材とした Scratch の操作方法習得支援アプリケーショ
ンの開発

○井上大地，遠藤慶一，小林真也（愛媛大）
 2 プログラミング教育の導入を支援する教材リコメンドシステムの開発

○内山水希，河並　崇（金沢工大）
 3 初等中等教育向けのプログラミング学習環境および教員支援システム

の開発
○平田将人，安留誠吾（阪工大）

 4 入学前教育 e ラーニングのプログラミング課題におけるチューター支
援環境の構築

○小山田圭吾，市川　尚，富澤浩樹，阿部昭博，高木正則（岩手県大）
 5 コンパイルエラー学習教材とソースコード編集過程を振り返ることに

よる修正支援
○金澤勇輝，酒井三四郎（静岡大）

 6 小コンテスト形式の中級 C プログラミング演習の補助者のためのタブ
レット PC 上の机間巡視支援ツールにおける対応時の支援機能の実装

○山下賢治，太田翔也，富永浩之（香川大）
 7 仕様をもとに入力と期待される出力を整理する機能をもった初学者向

けプログラミング学習支援
○片桐健伍，酒井三四郎（静岡大）

 8 段階的詳細化によるオブジェクト指向開発を誘導する Java 演習支援シ
ステムの実装

○石井怜央，辻　健人，富永浩之（香川大）









実践型インターン通通年年募集中！
● 実施期間

～ 週間程度
※比較的柔軟に調整可能です。ご相談ください。

● 実施場所
本社（ 大崎駅徒歩 分）または、横浜事業所（ 横浜駅徒歩 分）

● 実施内容
最先端のソフトウェア開発、高速化にかかわる業務を想定しています。
実際の内容はスキルや希望等を考慮し総合的に決定します。

具体例
・ 画像処理や数値計算などのソフトウェア高速化
・ ディープラーニングを含む機械学習を用いたシステム開発及び高速化
・ や高位合成を用いた回路・システム設計開発
・ 量子コンピューティング事業立ち上げの補助作業

● 対象者
実施期間中に、高専、大学、大学院在学の方で

などのプログラミング経験がある方

● 待遇
勤務時間 ： 原則 ～ の 時間勤務 ※応相談
時給 ： 円
交通費 ： 支給あり
宿泊先・宿泊費 ： 遠方の方のみこちらで手配いたします。

● 選考フロー
書類選考 → 面接（ 回）→ 合否決定
※面接時に簡単なライブコーディング試験を実施します。
※遠方の方はオンラインで面接いたします。

弊社採用ページからご応募ください！ →
年 新卒採用もエントリー受付中

 

 

EXPLICIT KNOWLEDGE ×× TACIT KNOWLEDGE 

Knowledge Creation 

 Knowledge Creation Technology Co., Ltd. 
http://www.jpkct.com/ 



2021年新卒採用会社説明会開催
エントリー受付中
▪ 3月25日（水）16:00~18:15
▪ 4月08日（水）16:00~18:15
▪ 4月18日（土）16:00~18:15

於：当社中野オフィス

KKE（構造計画研究所）は、大学、研究機関と実業界をブリッジする
Professional Design & Engineering Firmとして、社会の様々な
問題を解決し「次世代の社会構築・制度設計」に貢献します。

株式会社 ラック

https://lac-saiyo.snar.jp/index.aspx

QRコード
会会社社説説明明会会ののごご案案内内
会場：株式会社ラック 本社 東京都千代田区平河町2丁目16番1号 平河町森タワー

「永田町駅」徒歩1分／「赤坂見附駅」徒歩6分
名古屋・福岡などでも開催予定

日程：マイページよりご確認ください
マイページ作成方法：右記QRコードまたはURLよりマイページを作成してください

情報防衛、はチームワーク。
サイバーセキュリティ



富士通株式会社
• 企業紹介・説明�概要）

2020年3月1日よりエントリー受付開始！
詳細は以下のサイトでご確認ください。

【富士通株式会社 採用サイト 】

https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/

【会社概要】
 事業内容：ICT分野において、各種サービスの提供ととも

に、これらを支える最先端、高性能かつ高品
質のプロダクトおよび電子デバイスの開発、製
造、販売から保守運用までを総合的に提供
する、トータルソリューションビジネス

 資本金 ：3,246億円

 売上高 ：3兆9524億円（2018年度/連結）

 従業員数：132,138名（2019年3月末/連結）

 募集職種：セールス&マーケティング／ソリューション＆サー
ビスエンジニア／ソフトウェア開発／ハードウェ
ア開発／研究／コーポレート（サプライチェー
ンマネジメント、購買、法務、知的財産、財
務・経理、総務・人事）

【採用に関するお問い合わせ先】

富士通採用サポートデスク
TEL : 044-754-2261（平日8:30～17:00）

E-mail : f-info@recruit.fujitsu.com
※「お名前」「連絡先電話番号」を記載願います。

「情報処理」「情報処理 特集別刷」
amazonでご購入いただけます !

ご注文は  ⇒ https://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。※取扱いは 56 巻 10 号分までになります。

◆ 価格 734 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。

◀「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 1,760 円（税込）（55 巻 5 号より）
　 ※ 60 巻 10 号までは価格 1,762 円（税込）になります。

★ 60 巻 8 号より Kindle 版も販売開始 !! ★

amazon-A4変形.indd   2amazon-A4変形.indd   2 2020/01/30   13:582020/01/30   13:58







今と未来を繋ぐ、ITコンシェルジュ

お客様とともに、ICTを通して未来社会を切り開きます。

本社
〒700-0953 岡⼭県岡⼭市南区⻄市116-13
TEL 086-243-8868（代）FAX 086-243-8895

東京⽀社
〒105-0012 東京都港区芝⼤門1-10-11　芝⼤門センタービル７Ｆ
TEL 03-6367-0333（代）FAX 03-6367-0334

名古屋事業所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-15　桜通ビル４Ｆ
TEL 052-220-2860（代）FAX 052-220-2861 https://www.tosco.co.jp

「System Integration」

「Infrastructure」

「Customer Service」

「Products」

「Cloud Service」

＆

本全国⼤会にて
「電⼦スタンプ来場管理サービス」

デモ実施中 
是非ご参加ください
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［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 変形判または A4 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。

「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
　　　　　　　　　　 　　  　　　　　 （税抜）

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
 （税抜）

70,000 円
 （税抜）

katarogu-1c.indd   457katarogu-1c.indd   457 2020/01/10   9:162020/01/10   9:16



プログラム冊子表2・表3（A4判/背厚3.5mm）

www.ipsj.or.jp

情報処理学会の会員になりませんか！

■活動の概要

一般社団法人 情報処理学会は、IT に関する専門家集団として健全な情報化
社会の実現に向けて、学術・文化・産業等の多方面に貢献しています。

最新技術を紹介する会誌「情報処理」が毎月お手元に届きます（ジュニア会員は電子版のみ）。

○出版活動（学会誌「情報処理」、論文誌、デジタルプラクティス、単行本の発行）、電子図書館への掲載
○各種行事の開催（研究発表会、全国大会、FIT（情報科学技術フォーラム）、シンポジウム、連続セミナー、短期集中セミナー他）
○教育活動（大学の標準カリキュラム策定、JABEE 認定審査、認定情報技術者（CITP）認証、教員免許更新講習）
○国際交流（IFIP への加盟、海外学協会との提携）
○標準化活動（情報技術に関する国際標準規格開発および普及活動）
○その他の活動（各種提言・コンピュータ博物館の運営・情報処理技術遺産の認定・表彰・支部活動他）

■会員になるには

■ご入会いただくと、こんな良いことがあります。

「連続セミナー」に会員価格（7,000 円お得）で参加できます。
時代に即しかつ技術の先進性に富んだ内容をテーマに、その分野の第一線で活躍している講師を招いて年数
回にわたり開催しています。2019 年度は「データ駆動で新時代を切り拓く」をテーマに、6回開催し
ました。

IT Text シリーズ、日本のコンピュータ史等

ホットトピックスに対応する「シンポジウム・セミナー」（5,000 円以上お得）や
「研究会」に会員価格で参加できます。
3D プリンタ、Bit Coin、Fintech、GPS、IoT、ITS、アクセシビリティ、暗号、インターネット、ウェアラブル、
組込みシステム、クラウド、ゲーム、自動運転、障害者支援、シンギュラリティ、人工知能、スマート社会、セキュ
リティ、ソーシャルネットワーク、ダイバーシティ、データマイニング、ドローン、バイオ、ビッグデータ、
ユビキタス、量子コンピュータ、ロボット、ディープラーニング

他にも会員向けサービスがたくさんあります。詳細は学会Webサイトをご覧ください。

1

4

実務の現場でITを実践する皆様に向けた論文誌「デジタルプラクティス」を
年4回発行しています（電子版のみ）。
特集：ディープラーニングのプラクティス（4 月刊行）／ フィンテック／ブロックチェーン（7月刊行）／
働き方改革とIT（10月刊行）／DX時代のスキル標準と人材育成（1月刊行）

2

電子図書館で「情報処理」の過去の記事を見ることができます。3

5

出版図書が会員割引で購入できます。6

個人会員

賛助会員

一般社団法人 情報処理学会 会員サービス部門
お問い合わせは、 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 1-5　化学会館 4F

Tel.(03)3518-8370　Fax.(03)3518-8375　mem@ipsj.or.jp

名誉会員：本会の活動において特別な功績があり、総会で推薦された個人
正 会 員：本会の目的に賛同して入会した個人で、本会の中心的会員
学生会員：学校に在学中の個人
ジュニア会員：小学生～大学学部 3年生以下の学生（会費無料）

入会金（正会員のみ）と会費をお振り込みの上、入会申込書をお送りください。理事会で承認後会員証（賛助会員除く）をお送
りします。情報処理学会の会員は、個人会員と賛助会員から構成されています。

本会の活動をサポートする団体または個人

2019年度

ホット
トピックス

新規会員

募集中

情報社会

特集：オープンサイエンスの動向と情報科学の役割／フレッシュマンに向けたプログラミングのススメ／
未来の学びを主導する高専教育／グローバルに活躍する／ワークライフバランス／集めよ！ジュニア会員！！／
ソーシャル・マジョリティ研究／セキュリティ人材育成の現状と実践／ディジタルタイプ／「京」の後の時
代を支えるスパコン／『AIの遺電子』に学ぶ未来構想術／ブロックチェーン技術の最新動向　他

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nyukai-A4-1C-omote-2020.pdf   1   2020/01/10   9:19

第82回全国大会委員名簿

第82回全国大会 運営委員会
委員長　岡部 寿男（京大）　　副委員長　中野 美由紀（津田塾大）
委　員　長 健太（東芝デジタルソリューションズ），倉本 到（福知山公立大），中沢 実（金沢工大）

第82回全国大会 プログラム委員会
委員長　中沢 実（金沢工大）　　副委員長　河並 崇（金沢工大） 
委　員　中野 美由紀（津田塾大），長 健太（東芝デジタルソリューションズ），齋藤 正史（金沢工大），中沢 憲二（金沢工大），
　　　　楠 房子（多摩美大），長尾 篤樹（お茶の水女子大），佐藤 未来子（東海大），青木 秀一（NHK），谷田 英生（富士通研究所）， 
　　　　古川 雅子（国立情報学研究所），中田 眞城子（mplusplus），井上 弘士（九大），三村 守（防衛大），土田 修平（神戸大），
　　　　大平 雅雄（和歌山大），千石 靖（金沢工大）

第82回全国大会 実行委員会
委員長　齋藤 正史（金沢工大）　　副委員長　中沢 憲二（金沢工大）
幹　事　長田 茂美（金沢工大）　　副幹事　山本 知仁（金沢工大）
委　員　島内 末廣（金沢工大），山岸 芳夫（金沢工大），金野 武司（金沢工大），勝山 光太郎（金沢工大），松井 くにお（金沢工大），
　　　　根岸 一平（金沢工大），阿部 倫之（金沢工大），鷹合 大輔（金沢工大），泉井 良夫（金沢工大），徳永 雄一（金沢工大）， 
　　　　佐野 渉二（金沢工大），林 亮子（金沢工大），郭 清蓮（金沢工大），石橋 孝一（金沢工大），館 純恵（金沢工大）， 
　　　　横谷 哲也（金沢工大），浦 正広（金沢工大），黒瀨 浩（金沢工大），川端 里絵（金沢工大），木戸 章平（金沢工大）， 
　　　　向井 宏明（金沢工大），北川 達也（金沢工大），高野 佐代子（金沢工大），坂 知樹（金沢工大），西川 幸延（金沢工大），
　　　　神田 英信（金沢工大），梅木 知子（金沢工大），平本 督太郎（金沢工大）

第82回全国大会 プログラム編成ＷＧ
委員長　中沢 実（金沢工大）
委　員　青木 秀一（NHK），阿倍 博信（東京電機大），五十嵐 治一（芝浦工大），池田 大輔（九大），井村 誠孝（関西学院大）， 
　　　　小川 泰嗣（リコー），垣村 尚徳（慶大），金森 由博（筑波大），川上 玲（東大），北口 善明（東工大），小林 正朋（日本IBM）， 
　　　　笹野 遼平（名大），塩澤 秀和（玉川大），新谷 隆彦（電通大），菅谷 みどり（芝浦工大），関嶋 政和（東工大）， 
　　　　田口 善弘（中央大），俵 直弘（NTT），湯 素華（電通大），堤 智昭（筑波大），寺田 真敏（東京電機大），董 冕雄（室蘭工大）， 
　　　　内藤 整（KDDI総合研究所），長瀧 寛之（大阪電通大），西出 岳央（東芝デバイス＆ストレージ），野々山 秀文（セコム），
　　　　野呂 正明（富士通研究所），長谷川 揚平（キオクシア），羽田 大樹（NTTセキュリティ・ジャパン），樋口 毅（三菱電機）， 
　　　　広渕 崇宏（産総研），深谷 猛（北大），本田 正美（東工大），松浦 博（静岡県立大），松崎 公紀（高知工科大）， 
　　　　松原 正樹（筑波大），毛利 考佑（東京農工大），山田 明（KDDI総合研究所），山田 渉（NTTドコモ, 東大），
　　　　横窪 安奈（青山学院大），横山 想一郎（北大），鷲崎 弘宜（早大），渡邉 景子（東京女子体育大） 

第82回全国大会 イベント企画協力
・これからの一般情報教育why, what, how 一般情報教育委員会
・DX（デジタルトランスフォーメーション）で「2025年の崖」をどう超えるか ソフトウェア工学(SE)研究会
・2019年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～ 電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究会
・研究100連発 in 石川 研究100連発 in 石川 企画・実施委員会
・SDGsの達成に向けたITの役割 現地実行委員会
・初音ミク　ファン メイド ミニライブ IPSJ-39 新世代企画委員会
・～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
・はじめての人文情報学：情報処理技術で文化資料の分析に挑戦しよう！ 人文科学とコンピュータ(CH)研究会
・誰のための契約なのか？～アジャイル開発のソフトウェアモデル契約～ 情報処理に関する法的問題研究グループ（LIP）
・MEC(Multi-access Edge Computing)への挑戦 システムアーキテクチャ(ARC)研究会
・パネル討論「情報社会の未来を拓く情報処理学会：情報技術と学会の過去、現在、未来」 プログラム委員会
・IoTに関する国際標準化動向と日本の取組み 情報規格調査会
・論文必勝法～良い論文，良い査読，良いジャーナルを目指して～ 論文誌ジャーナル/JIP編集委員会
・SamurAI Coding 2019-20 World Final プログラミングコンテスト委員会
・情報学のトップ才能からエリートへ－才能の発掘，接続，達人の養成－ 企画政策委員会
・激変！情報入試を取り巻く環境 教育委員会/情報入試委員会
・AI・ビッグデータ解析，IoT領域人材のプロフェッショナル資格化を考える 資格制度運営委員会
・CC2020: Computing Curricula 2020プロジェクト 教育委員会
・初等中等教員研究発表セッション 教育委員会/初等中等教育委員会
・「先生質問です！」公開セッション 会誌編集委員会
・Exciting Coding! Junior～みんなで一緒にプログラミングしよう～ セミナー推進委員会
・地域で自走するプログラミング教育 プログラム委員会
・DXを推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスとICT 
 ～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
・信用スコアの期待と課題 セキュリティ心理学とトラスト（SPT）研究会
・中高生情報学研究コンテスト 初等中等教育委員会
・IPSJ-ONE IPSJ-ONE企画・実施委員会

今大会では，金沢工業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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