
 【講演概要】

特別講演

複数人による社会的行動や相互作用、及びその背後にある関係性について、装着型機器を通じて顕在化し明示する新しい技
術である「ソーシャル・イメージング」について紹介する。ここでは、複数人による相互作用行動とそれにより生じる情動に関する
身体・生理信号を活用し、表情・情動状態、及び対人交流とその意図からなる顕在化し明示する一連の研究について述べる。ま
た、このような複数人による行動の理解を社会知として考え、社会性機能障害のある自閉症スペクトラム障害児の発達支援法
の確立を目指し、行動の定量化により彼らの行動をより深く理解するための取り組みを紹介するとともに、彼らの創造的活動を
促進するための試みについても述べる。

講師：鈴木 健嗣　氏　筑波大学　システム情報系／サイバニクス研究センター　准教授
1997年早稲田大学理工学部物理学科卒業。2000年日本学術振興会特別研究員DC1、2003年同大学
大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻博士課程修了。博士（工学）。同大学理工学部助手を

社会知能／14：30～15：30　　<7F講義室703>

「社会知を顕在化するためのソーシャル・イメージング」

2015年度 情報処理学会関⻄⽀部 ⽀部⼤会
プログラム

⽇時：2015年9⽉28⽇(⽉) 10：00〜16：45
場所：⼤阪⼤学中之島センター 3、4、5、7 F 

 【講演概要】

経て2005年より筑波大学講師、現在に至る。1998年イタリア・ジェノヴァ大学工学部、2009年フランス・
カレッジ・ド・フランス客員研究員。2011-2015年科学技術振興機構（JST）さきがけ研究者。2014年より
JST CREST研究代表者。人支援技術、ソーシャル・ロボティクス、拡張生体技術等に興味を持ち、医工
融合や療育応用を含む学際領域研究に従事。IEEE、ACM、情報処理学会等各会員。

LTEネットワークとスマートフォンの一般化により、動画等のリッチコンテンツを用いた各種アプリケーションやVoLTEサービスに
対して、通信時における体感品質の向上、障害発生の抑止や影響範囲の 小化が、高品質なネットワークを提供する観点から
重要となっている。一方、M2M通信の急拡大、モバイルコア網への仮想化技術の適用についても、運用コスト削減の観点から喫
緊の課題である。
本講演では、これらのLTEネットワークを取り巻く通信環境の変化とその課題について述べると共に、その課題解決のための各
種取り組みについて紹介する。一方、SPDY等の新しいプロトコルのLTEネットワークへの影響把握に関する取り組みについても
紹介する。

講師：阿野 茂浩　氏　株式会社KDDI研究所　ネットワーク運用管理部門　執行役員・部門長

1987年早稲田大学理工学部電子通信学科卒業、1989年同大学院修士課程修了。同年国際電信電話
株式会社(現 KDDI株式会社)入社。以来、研究所にて、ATM交換方式、IPネットワーク管理・制御、次世
代インターネットに関する研究に従事。1995年情報処理学会大会奨励賞、IEEE ICN’01 Best Paper
Award、2010/2012年電子情報通信学会通信ソサイエティ優秀論文賞他、各研究会賞受賞。博士(工学)
 [早大]。東京工業大学非常勤講師(2013年～)。情報処理学会高品質インターネット研究会やインター
ネットと運用技術研究会の運営委員等を歴任。2014年度～2015年度情報処理学会理事(企画担当)。

「LTEネットワークの運用高度化に向けて」
ネットワークサービス／15：45～16：45　　<7F講義室703>
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発表題目 著　者

A-01 ◎
Stochastic Computingに用いる定数を近似する回路の合
成手法

○★壷阪 幸輝、山下 茂（立命館大学）

A-02
◎
†

MPMCTゲートの挿入による論理関数を実現する量子回
路のコスト削減手法

○★櫛田 耕平、山下 茂（立命館大学）

A-03 ◎
FPGAを用いた低消費電力な防犯システムの実装に向け
た窓ガラスの割れる音の認識手法

○寺藤 凌、越智 裕之（立命館大学）

A-04 ◎
多倍長整数演算ライブラリをリンクしたバイナリコードか
らのRSA暗号回路の高位合成

○伊藤 直也、竹林 陽（関西学院大学）、神原 弘之（京都高度
技術研究所）、石浦 菜岐佐（関西学院大学）

A-05 †
再生可能エネルギーのエネルギーマネジメントシミュレー
ションへの影響の考察

○吉田 信明、神原 弘之（京都高度技術研究所）

発表題目 著　者

B-01
◎
†

ベイジアンネットワーク学習アルゴリズムPBIL-RSの性
能に関する一検討

○山中 優馬、藤木 生聖、福田 翔、吉廣 卓哉（和歌山大学）

B 02
◎ 整数計画を用いたシュタイナー木詰め込み問題の解法と

○大月 仁志 森本 尚之 宮崎 修 岡部 寿男（京都大学）

講演番号

13：00～14：15 ◆ グリーンコンピューティング・組込みシステム　＜座長：満田 成紀（和歌山大学）＞

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

A：グリーンコンピューティング・組込みシステム　　　会場：3F 講義室301

講演番号

10：00～11：30 ◆ ソフトウェアとアルゴリズム　＜座長：今井 敏行（和歌山大学）＞

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

B：ソフトウェアとアルゴリズム　　　会場：5F 講義室507

B-02
◎
†

整数計画を用 たシ タイナ 木詰め込み問題の解法と
その実験的評価

○大月 仁志、森本 尚之、宮崎 修一、岡部 寿男（京都大学）

B-03
◎
†

割当制約つき複数ナップサック問題に対する近似アルゴ
リズムの実験的評価

○藤井 海斗、森本 尚之、宮崎 修一、岡部 寿男（京都大学）

B-04
大重みクリーク問題に対する分枝限定法に基づく近似

解法に関する研究
○芝野 悟、山口 一章、斎藤 寿樹、増田 澄男（神戸大学）

B-05 コンテンツの空間的相対関係に基づくCSSの分析
○岡重 匡俊、福安 直樹、満田 成紀、松延 拓生、鯵坂 恒夫
（和歌山大学）

B-06 †
JDBCプログラムの単体テストにおける例外処理部の優
先順位付け

○藤本 恭平、福安 直樹、満田 成紀、松延 拓生、鯵坂 恒夫
（和歌山大学）
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発表題目 著　者

C-01 再帰を用いた深層学習による時系列データの学習 ○水川 徳之、松原 崇、上原 邦昭（神戸大学）

C-02 深層学習における教師なし特徴抽出手法の比較 ○立花 亮介、松原 崇、上原 邦昭（神戸大学）

C-03 スパイキングニューロンの深層学習への応用 ○小西 創、松原 崇、上原 邦昭（神戸大学）

C-04 行動経済学に基づくソフトウェア開発者の意思決定分析 ○喜納 佳那子、角田 雅照（近畿大学）

C-05 ◎ 引用個所を考慮した剽窃レポートの検出システムの開発
○★森 祐貴（神戸情報大学院大学）、谷川 佳延（なし）、吉田
博哉（神戸情報大学院大学）

C-06
◎
†

モジュールの切替えとモジュール自体の同時学習による
エージェントの内的表象の意味獲得

○★坂戸 達陽、岡 夏樹（京都工芸繊維大学）、大森 隆司（玉
川大学）、長井 隆行（電気通信大学）

C-07 † 遠隔操作型アンドロイドの笑い動作の付加効果
○船山 智（大阪大学）、港 隆史、石井 カルロス 寿憲（国際電
気通信基礎技術研究所）、石黒 浩（大阪大学）

C-08 †
生活に寄り添い自発行動を促す親近アンビエントエー
ジェントの設計

○長尾 圭一郎、吉田 直人、米澤 朋子（関西大学）

†
半球内部投影エージェントによる逆遠近錯視を用いた誘

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

10：00～11：30 ◆ 社会知能1　＜座長：小川 浩平（大阪大学）＞

昼　休　憩（11：30～13：00）

13：00～14：15 ◆ 社会知能2　＜座長：松村 耕平（立命館大学）＞

C：社会知能1、2、特別講演　　　会場：7F 講義室703

講演番号

C-09 †
半球内部投影エ ジェントによる逆遠近錯視を用いた誘
目手法の検討

○古森 光、吉田 直人、米澤 朋子（関西大学）

C-10 †
ユーザの平常・緊急状況におけるモダリティボリューム調
整手法の検討

○中 祐介、米澤 朋子（関西大学）

C-11
生産実績と目標の差に基づく農業コーチングオンデマン
ドシステムの提案

○王 晶、沼野 なぎさ、久寿居 大、神谷 俊之（NECソリューショ
ンイノベータ株式会社）

14：30～15：30 ◆ 社会知能特別講演　＜座長：小川 浩平（大阪大学）＞

「社会知を顕在化するためのソーシャル・イメージング」

鈴木 健嗣（筑波大学）

休　憩（14：15～14：30）
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発表題目 著　者

E-01 ◎
小型ロボットの表情と動きによるコミュニケーションの提
案

○増野 宏一、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

E-02 ◎
オンラインRPGのコミュニケーションのための絵文字
チャットシステムの開発と適用

○川津 美菜穂、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

E-03 ◎
音と動きによるオンラインゲーム向けコミュニケーション
機能の開発と適用

○徳野 照馬、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

E-04 ◎
オンラインゲームのための心拍アウェアネスシステムの
開発と適用

○新原 弘明、伊藤 淳子、宗森 純（和歌山大学）

E-05
心拍を利用した奏者と観客のコミュニケーションシステム
の開発

○宗森 純、辻 建旨、伊藤 淳子（和歌山大学）

E-06
農業の技能継承において経験を擬似的に積めるeラーニ
ングシステムの開発と評価

○沼野 なぎさ、久寿居 大、神谷 俊之、島津 秀雄（NECソ
リューションイノベータ株式会社）、小野 雄太郎、神成 淳司（慶
應義塾大学）

発表題目 著　者

E 07 ◎
講義音声の不明瞭箇所を記録する留学生聴講支援シス

○今川 七海 吉野 孝（和歌山大学）

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

10：00～11：30 ◆ ネットワークサービス1　＜座長：諏訪 博彦（奈良先端科学技術大学院大学）＞

E：ネットワークサービス2～4　　　会場：3F 講義室304

講演番号

10：00～11：30 ◆ ネットワークサービス2　＜座長：廣森 聡仁（大阪大学）＞

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

E：ネットワークサービス1　　　会場：3F 講義室301

講演番号

E-07 ◎
講義音声の不明瞭箇所を記録する留学生聴講支援シ
テムの開発

○今川 七海、吉野 孝（和歌山大学）

E-08 ◎
後編集文と機械翻訳文との意味の近さを用いた単言語
話者による用例対訳作成手法の提案

○山本 里美（和歌山大学）、福島 拓（静岡大学）、吉野 孝（和
歌山大学）

E-09 ◎
マイクロブログを用いたジオツアーガイド支援システムの
提案

○谷口 翔吾、吉野 孝（和歌山大学）

E-10 ◎
観光動向把握を目的としたマイクロブログにおける観光
情報の特徴分析

○山本 理絵、宮部 真衣、吉野 孝（和歌山大学）、曽根原 登
（国立情報学研究所）

E-11 ◎
To-Do管理のためのマイクロブログを介したTo-Do可視
化手法の提案

○谷岡 遼太、宮部 真衣、吉野 孝（和歌山大学）

E-12 ◎
IPネットワーク構築演習支援システムにおける擬似学習
者機能の開発

○舛賀 計彦、早川 諒、井口 信和（近畿大学）

E-13 スイッチ情報表示によるMARSの拡張
○白井 奈津美（和歌山大学）、川橋 裕（和歌山大学システム
情報学センター）

E-14
宛先ポート番号別グラフを用いたトラフィックデータ参照
システム

○小原 康平（和歌山大学）、川橋 裕（和歌山大学システム情
報学センター）

E-15 ◎ 自律システムを用いたトラフィック可視化手法の提案
○畑井 健司（和歌山大学）、川橋 裕（和歌山大学システム情
報学センター）

E-16
◎
†

時分割CSMA/CAを用いた無線メッシュ網の性能に関す
る一検討

○野井 貴央、吉廣 卓哉（和歌山大学）

E-17
◎
†

ICNのキャッシングによる消費電力削減効果に関する一
考察

○武政 淳二、小泉 佑揮、長谷川 亨（大阪大学）、Ioannis
Psaras（Department of Electrical and Electronic Engineering
University College London）

昼　休　憩（11：30～13：00）

休　憩（14：15～14：30）

13：00～14：15 ◆ ネットワークサービス3　＜座長：宗森 純（和歌山大学）＞
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発表題目 著　者

E-18
◎
†

車両間協調による自車周辺エリア内の混雑状況把握
○藤田 敦（大阪大学）、梅津 高朗（滋賀大学）、山口 弘純、東
野 輝夫（大阪大学）、金田 茂（株式会社　スペースタイムエンジ
ニアリング）、高井 峰生（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

E-19
◎
†

車両プローブ情報及び上流の信号パラメータに基づく信
号待ち車列長推定手法の提案

○丹下 智之、廣森 聡仁（大阪大学）、梅津 高朗（滋賀大学）、
山口 弘純、東野 輝夫（大阪大学）

E-20 Wearable deviceで蓄積されたIoTの医療分野での利用 ○神崎 秀嗣（大和大学）、木暮 祐一（青森公立大学）

E-21 † 食事・行動履歴に基づく非侵襲的空腹度推定手法
杉田 敢、○諏訪 博彦、荒川 豊、安本 慶一（奈良先端科学技
術大学院大学）

発表題目 著　者

阿野 茂浩（株式会社KDDI研究所）

14：30～15：30 ◆ ネットワークサービス4　＜座長：長谷川 亨（大阪大学）＞

15：45～16：45 ◆ ネットワークサービス特別講演　＜座長：長谷川 亨（大阪大学）＞

「LTEネットワークの運用高度化に向けて」

E：ネットワークサービス特別講演　　　会場：7F 講義室703

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

F：言語情報処理　　　会場：5F 講義室507

講演番号

講演番号

F-01 ◎
ラフ集合理論を用いたweb上の酒類に対する製品評価
文構造の視覚化

○竹之下 遼、高見 諭史、原田 利宣（和歌山大学）

F-03 統計言語モデルを利用したコード進行の自動生成 ○小林 正義、山本 博史（近畿大学）

F-04 統計翻訳における未知語の対策 ○平岡 英貴、山本 博史（近畿大学）

◎学生奨励賞について

講演番号に◎マークが付いている発表は、学生奨励賞対象発表です。
支部大会における情報処理学会 学生会員（入会申請中も含む）の発表（口頭発表、ポスター発表）は、学生奨励賞の表
彰候補となり、その中でも特に優れた発表に対しては、学生奨励賞及び副賞が授与されます。ただし、過去に本賞を受
賞したことがある方は、受賞対象外となります。

†推薦論文について

講演番号に†マークが付いている発表は、推薦論文対象発表です。
支部大会における発表論文の中（ただし、著者の少なくとも1名が本学会員であり、論文原稿6ページ以上のもの）で、特
に優れた論文は、情報処理学会論文誌ジャーナルに推薦させて頂きます。

★キャリアエクスプローラーマークの運用について

著者の氏名の先頭に付いている★マークはキャリアエクスプローラーマークです。
情報処理学会関西支部では、本大会が就職を控えた学生やポスドクを始めとする求職側と、企業・大学・研究所などの
求人側との出会いの場となるよう、キャリアエクスプローラーマーク（以下CEマーク）を導入しています。発表者である求
職中のポスドクまたは学生が、本人の希望により、CEマークを大会プログラムや発表スライド、ポスターに書き記してい
ます。
このマークを付ける事で、求職中の発表者は気軽にキャリアエクスプローラーであることを表明でき、求人側は効率的に
声をかけて頂く事が出来ます。

CEマ クについて 詳しくは下記URLをご覧下さい

13：00～13：45 ◆ 言語情報処理　＜座長：荒木 雅弘（京都工芸繊維大学）＞

～各種マークの説明～

CEマークについて、詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://kansai.ipsj.or.jp/sibutaikai_ce/
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発表題目 著　者

G-01
組み込みLinuxを使用した正面顔での視線方向認識の考
察

○難波田 ゆう子、渡部 健二、岡田 繁（電脳・匠工房）、中野
秀男（帝塚山学院大学）、大西 克実（大阪市立大学）

G-02 ◎
アフィン変換による正規化を用いた甲骨文字の認識率向
上

○石井 康史、藤川 佳之、孟 林、山崎 勝弘（立命館大学）

G-03 ◎
ブランド牛の肥育支援のための理想値に基づいた相関
分析に関する基礎検討

○佐野 文美、藤木 生聖、吉廣 卓哉（和歌山大学）

G-04 ◎
時系列上に局在する相互関係特徴を用いた歩行者グ
ループの発見

○佐藤 僚太（近畿大学）、酒井 美沙紀（青山学院大学）、飯坂
瑞生、波部 斉（近畿大学）、鷲見 和彦（青山学院大学）、満上
育久、八木 康史（大阪大学）

G-05
阪神淡路大震災のGIS被災状況に対する3元データ分析
の試み

影山 大（住友電工情報システム株式会社）、○辻 光宏（関西
大学）

G-06
◎
†

照明装置の順点灯制御と照度-距離モデルに基づく屋内
位置推定手法とその評価

○★守谷 一希、藤本 まなと、荒川 豊、安本 慶一（奈良先端科
学技術大学院大学）

G-07 ◎
映像上の身体交換による他者の身体スケール提示シス
テムの提案

○今村 美聡、吉野 孝（和歌山大学）

G-08 ◎ マイクロブログを用いた自炊支援システムの提案 ○辻本 拓真、吉野 孝（和歌山大学）

◎
スマートフォンを用いた車いす利用者のための路面情報 ○★鈴木 貴大（神戸情報大学院大学） 谷川 佳延（なし） 吉

10：00～11：30 ◆ メディア・インタラクション1　＜座長：半田 久志（近畿大学）＞

昼　休　憩（11：30～13：00）

13：00～14：15 ◆ メディア・インタラクション2　＜座長：米澤 朋子（関西大学）＞

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

G：メディア・インタラクション1～3　　　会場：4F 講義室406

講演番号

G-09 ◎
スマ トフォンを用いた車いす利用者のための路面情報
収集システムの開発

○★鈴木 貴大（神戸情報大学院大学）、谷川 佳延（なし）、吉
田 博哉（神戸情報大学院大学）

G-10 ◎
認知リハビリテーションのための一人称視点による調理
動作認識

○★池ヶ谷 剛、大井 翔、佐野 睦夫（大阪工業大学）

G-11 ◎
可動枠を用いた部分重畳型ビデオチャットにおける被侵
入感の検証

○濱上 宏樹、宮部 真衣、吉野 孝（和歌山大学）

G-12 †
複数の可動レイヤーを用いた小型没入感提示システム
の奥行き提示効果

○不破 崚太、中 祐介、吉田 直人、米澤 朋子（関西大学）

G-13 †
前後左右振動と音の物理的通過感による音楽の臨場感
向上の有効性の検証

○柳 翔太、吉田 直人、米澤 朋子（関西大学）

G-14 †
画像閲覧時のマウスカーソル位置に応じた温感提示効
果の検証

岡本 直也、○吉田 直人、米澤 朋子（関西大学）

G-15 †
確率的ディープラーニングによる画像カテゴリ認識にお
ける特徴量に関する一検討

○★円道 滉一郎、江口 浩二（神戸大学）

休　憩（14：15～14：30）

14：30～15：30 ◆ メディア・インタラクション3　＜座長：宝珍 輝尚（京都工芸繊維大学）＞
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発表題目 著　者

B-101 ◎
StarCraft AIにおけるDeep Q-Networkを用いたユニット
コントロールの提案

○中田 季利、新井 イスマイル（明石工業高等専門学校）

C-101
マイクロブログアカウントの偽装を判定するシステムの提
案

○中才 恵太朗、角田 雅照（近畿大学）

E-101
家電の動作モードの組合せ 適化に基づく電力割当制
御システム

○森本 尚之（京都大学）

E-102
多数の携帯端末移動による2点間低速通信の設計と考
察

○岡本 匡由、高橋 徹（大阪産業大学）

E-103
◎
†

既存WiFiアクセスポイントからの受信電波強度を用いた
在室人数推定に関する一検討

○★吉田 拓矢、谷口 義明（近畿大学）

E-104
◎
†

スマートフォンと人流センサの連携による高精度移動軌
跡推定

○高藤 巧、樋口 雄大、廣森 聡仁、山口 弘純、東野 輝夫（大
阪大学）

G-101 料理画像認識の高精度化 ○★堂土 奨、佐野 睦夫（大阪工業大学）

G-102
認知リハビリテーションのための骨格情報を用いた調理
行動認識

○★皆本 光、大井 翔、佐野 睦夫（大阪工業大学）

G-103
Kinectを用いた対戦格闘ゲームにおけるユーザの運動
量を向上させるAIの探求

○石原 誠、宮崎 泰地、原田 智広、ターウォンマット ラック（立
命館大学）

G 104
遺伝的アルゴリズムのパラメータ調整によるプレイヤー ○海段 美紗希 原田 智広 ターウォンマット ラック（立命館大

※◎は学生奨励賞対象発表、†は推薦論文対象発表、○は登壇者、★はキャリアエクスプローラー

ポスター発表　　　会場：7F 講義室702

講演番号

11：30～13：00 ◆ テーマ複合
　　　　　　　　　　　 （B：ｿﾌﾄｳｪｱとｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ、C：社会知能、E：ネットワークサービス、G：メディア・インタラクション）

G-104
遺伝的アルゴリズムのパラメ タ調整によるプレイヤ
のレベルに適したAngry Birdsのステージ自動生成

○海段 美紗希、原田 智広、タ ウォンマット ラック（立命館大
学）

G-105
仮想空間における滞在時間を用いたコンテンツベース推
薦手法の提案

○★森 和貴、山竹 浩史、レ ハイ バン、ターウォンマット ラッ
ク、原田 智広（立命館大学）

G-106
対戦型格闘ゲームにおけるk-substring tree構造を用い
た相手の行動予測と予測精度の向上

○★中川 裕登、山本 界人、ターウォンマット ラック、原田 智広
（立命館大学）

G-107
◎
†

Biasing Monte-Carlo Rollouts with Potential Field in
General Video Game Playing

○Chun Yin Chu、Ruck Thawonmas、Tomohiro Harada
（Ritsumeikan University）
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