
特別講演

グリーンコンピューティング・組込みシステム／14:45〜15:45　　<3F講義室304>
「安⼼・安全なクルマを⽀えるセンシング技術」

 【講演概要】

⾃動⾞の新たな機能として、⾃動ブレーキをはじめとする衝突軽減・回避の運転⽀援システムに続き、⾃動運転の実現も近づきつつある。これらの機能は⾃
動⾞の事故を減らし、クルマをより安⼼・安全に利⽤できることに役⽴つ重要な技術である。
本講演ではこれらを実現する上で不可⽋なセンシング技術に焦点をあてて説明する。主に⾞両周辺の検出⼿法を中⼼に要素技術を俯瞰するとともに、カメラ
やレーダ、LIDAR（レーザレーダ）等の特徴と課題を紹介する。加えて当該分野の弊社の取り組みについても紹介する。

 【講演概要】

This brief tutorial will cover various useful guidelines for writing technical documents for publication and giving presentations
at professional-level meetings such as academic conferences. In the scientific/technical community, English is used for a
large portion of international journals and, even more so, international conferences; naturally, this raises a major challenge
for authors and presenters who are not native-English speakers. A key concept of this tutorial is that simply translating
documents or speeches into English is not sufficient for success: Certain attitudes and techniques should be adopted to
convey your message and maximize impact. The right attitude involves putting the interests of the readers or audience
members, that is, the “customers,” first. Effective techniques for writing include making reading easy, simplifying text even
when it explains complex ideas, and effectively organizing documents; those for presentation include establishing a dialog
with the audience, simplifying PowerPoint slides, and clarifying questions from the audience you donʼt understand. After
discussing these and other points, the speaker will answer questions from the participants.

Ron Read
（Kurdyla and Associates Co., Ltd. board member, and Kansai branch manager）
Ron Read is a vice president, board member and Kansai Branch Manager of Kurdyla and
Associates Co., Ltd., a communications services firm established in Japan in 1969. He holds a
bachelorʼs degree in Journalism from the University of Oregon and an English Instructor
certificate from the French Government. Before coming to Japan in 1986, he worked as a radio
news producer, a radio news reporter, and a newspaper editor. His current duties include
training and supervising technical rewriters, presentation trainers and seminar instructors. His
work also involves rewriting of technical papers, corporate communications, and academic books,
as well as giving personal and group presentation training to researchers, engineers and
executives. Previously, he organized a conference secretariat in Japan (International Business
Communicators). He serves as secretary of the Kinki Macintosh Users Group and is a long-time
member of the Osaka Chamber of Commerce and Industry. He has evaluated the writing quality
of letters and papers submitted to IEICE, Group D.

松ヶ⾕ 和沖　マツガタニ カズオキ
（株式会社デンソー ADAS推進部 部⻑）
1989年 ⽇本電装株式会社（現：株式会社デンソー）⼊社。半導体結晶成⻑、⾼周波トランジスタ、マイクロ波／ミリ
波IC、ミリ波レーダ、⾞⾞間／路⾞間通信システムの研究開発に従事。
2010年  研究開発３部⻑。周辺環境センサ、無線通信の研究開発を担当。2015年　研究開発１部⻑。2016年
ADAS推進部部⻑。現在は安全運転⽀援・⾃動運転に関わる次世代製品の事業企画と技術開発とを担当。博⼠
（⼯学）。
所属学術学会は、応⽤物理学会、電⼦情報通信学会、⾃動⾞技術会、SAE（⽶国⾃動⾞学会）。2014年度電⼦
情報通信学会東海⽀部⻑。

チュートリアル

英語チュートリアル／16:00〜17:00　　<3F講義室304>
Writing and Presenting in the International Sphere:More than just “translation” is required.

2016年度 情報処理学会関⻄⽀部 ⽀部⼤会
プログラム

⽇時：2016年9⽉26⽇(⽉) 10:00〜17:00
場所：⼤阪⼤学中之島センター 2F、3F、4F 
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発表題⽬

A-01 ◎ 割り込み駆動のモータ制御プログラムからの⾼位合成

A-02 原⼦スイッチを⽤いた再構成可能デバイスによるCNNの実装の実現
可能性検討

A-03 ◎
†

回路のエラー確率を効率的に計算するための決定図

発表題⽬

B-01 ◎
†

集団内仲介マネージャエージェントによるメンバのリソース状況に応じた
協⼒促進の検討

B-02 † エージェントを介したSNS発⾔システムによる情報発信時の気後れ軽
減の検討

B-03 ◎ レビュー情報を⽤いた料理レシピカテゴリの構築およびレシピの⾃動分
類

B-04 ◎ 帰納論理プログラミングによる代⽤のための知識の獲得

B-05 ◎ 畳み込みニューラルネットワークによる3次元空間の姿勢推定

B-06 ◎ マルチモーダル情報を⽤いたロボットによる物体概念獲得のシミュレー
ション

13:00〜13:45 ◆ グリーンコンピューティング・組込みシステム　＜座⻑：平⽥ 博章（京都⼯芸繊維⼤学）＞
○⼤迫 裕樹（関⻄学院⼤学）、神原 弘之（京都⾼度技術研究
所）、⽯浦 菜岐佐（関⻄学院⼤学）

○★久富 亘、越智 裕之（⽴命館⼤学）

○★阿部 航⼤、⼭下 茂（⽴命館⼤学）

⼀般5セッション（13:45〜14:30） ＆　休　憩（14:30〜14:45）

14:45〜15:45 ◆ グリーンコンピューティング・組込みシステム特別講演　＜座⻑：神原 弘之（京都⾼度技術研究所）＞

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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304
講演番号 著　者

10:00〜11:30 ◆ 社会知能　＜座⻑：⼩川 浩平（⼤阪⼤学）＞

○★藤原 邦彦、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○★植⽥ 浩章、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○⾦内 萌（関⻄学院⼤学）、難波 英嗣（広島市⽴⼤学）、⾓⾕
和俊（関⻄学院⼤学）

○★古橋 翔吾、岡 夏樹（京都⼯芸繊維⼤学）

○松尾 星吾、廣⽥ 敦⼠（京都⼯芸繊維⼤学）、Sai Dinesh
Dacharaju（Indian Institute of Technology）、岡 夏樹（京都⼯芸
繊維⼤学）

「安⼼・安全なクルマを⽀えるセンシング技術」

松ヶ⾕ 和沖（株式会社デンソー）

B：社会知能　　　会場：2F 講義室201
講演番号 著　者

○★笹野 仁、吉野 幸⼀郎、中村 哲（奈良先端科学技術⼤学院⼤
学）

★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。
情報処理学会関⻄⽀部では、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マークについて、詳しくは右記URLをご覧下さい。　http://kansai.ipsj.or.jp/sibutaikai_ce/

〜各種マークの説明〜
◎学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞について
講演番号に◎マークが付いている発表は、学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表です。
情報処理学会の学⽣会員（⼊会申請中も含む）を対象に、優れた発表（⼝頭発表、ポスター発表）に対して「学⽣優秀発表賞」（従来
の「学⽣奨励賞」に相当）と副賞を授与します。そのほか、学術奨励のため有為と認められる発表を⾏った学⽣会員に「⽀部⼤会奨励賞」
（今⽀部⼤会から新設）を授与します。ただし、過去に学⽣奨励賞を受賞したことがある⽅は学⽣優秀発表賞の選定対象外とし、また、今
⽀部⼤会での学⽣優秀発表賞の受賞者は⽀部⼤会奨励賞の選定対象外となります。

†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。
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発表題⽬

C-01 ◎ 調理の⼿軽さを考慮した⾃炊⽀援システムの開発

C-02 ◎ 多様なジャンルに複製投稿可能な感想共有システムの開発

C-03 ◎ 研究活動⽀援システムWadaman-WebIIの開発と適⽤

C-05 † 通信を考慮した可動ノードの屋内協調探索⼿法

C-06 ◎ 消費電⼒の最⼩化と負荷分散を考慮したトラヒックエンジニアリングに
関する⼀考察

C-07 ◎
†

Mac OSのためのローカル・ラグ制御機能をもつ⾳声伝送サーバの実
装と性能評価

C-08 ◎ 受講者の反応をリアルタイムにフィードバックする講義⽀援システムの開
発

C-09 ◎ ジオサイトの知名度向上を⽬的としたジオツアー⽀援システムの開発

C-10 ◎ ⼼拍数の伝達がオンラインゲームの対戦相⼿に及ぼす効果

C-11 ◎ ⼼拍情報と⼩型ロボットを⽤いた情報伝達システムの開発

C-12 ◎ マウスの操作を⽤いたキャラクターを介する⾮⾔語コミュニケーションの提
案

発表題⽬

C-13 Reteアルゴリズムを⽤いた分散型ルールベースシステムにおける処理割
り当て⽅式の検討

C-14 個⼈利⽤に適した情報管理システムにおけるユーザインタフェースの検
討

C-15 オンラインRPGコミュニケーションのための絵⽂字定型⽂を⽤いたチャット
システムの開発

○辻本 拓真、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

○★品⽥ 雅⼈、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）

○★武⽥ 秀⾏、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）

○寺⽥ 謙伸、⼩倉 広⼤、勝間 亮（⼤阪府⽴⼤学）、⼭本 眞也（⼭⼝
東京理科⼤学）、柴⽥ 直樹（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○後藤 裕哉、⼩泉 佑揮、⻑⾕川 亨（⼤阪⼤学）

昼　休　憩（11:15〜13:00）

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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

C：ネットワークサービス1、2　　　会場：4F 講義室406
講演番号 著　者

10:00〜11:15 ◆ ネットワークサービス1　＜座⻑：義久 智樹（⼤阪⼤学）＞

○徳野 照⾺、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）

C：ネットワークサービス3　　　会場：3F 講義室303
講演番号 著　者

14:45〜15:30 ◆ ネットワークサービス3　＜座⻑：勝間 亮（⼤阪府⽴⼤学）＞

○川上 朋也（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

13:00〜14:30 ◆ ネットワークサービス2　＜座⻑：⻑⾕川 亨（⼤阪⼤学）＞

○松尾 雄真、⽚桐 滋、⼤崎 美穂（同志社⼤学）

○今川 七海、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

○⾕⼝ 翔吾、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

○新原 弘明、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）

○★増野 宏⼀、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）

○永井 謙也、村川 猛彦（和歌⼭⼤学）

○川津 美菜穂、伊藤 淳⼦、宗森 純（和歌⼭⼤学）
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発表題⽬

D-01 ◎
†

⼒強い姿勢が与える時間割引への影響

D-02 ◎ ソースコード上の技術的負債除去を活性化させるゲーミフィケーション
環境の開発

D-03 ⼯数⾒積における誤差分散がユーザ評価に与える影響

D-04 ◎ 年齢がコードレビューに与える影響の分析

D-05 ◎
†

健康寿命予測システムの実現に向けたHRQOL簡易計測⼿法に関
する⼀検討

D-06 ◎ ⾝体変換システムにおける触覚提⽰⼿法の提案

D-08 ◎ VRを⽤いた防災教育のための地震体験システムの開発

D-09 ◎ 実時間観光プランニングシステムのためのCGMのキュレーションの課題
検討

D-10 ◎ ToDoのモデル構築を⽬的としたToDo管理⽀援システムの開発

D-11 ◎ ⺟親の育児⽅法からの未就学児のパーソナリティ予測可能性：⼦育
て⽀援システムの提案に向けて

D-12 ◎
†

宅内⾏動履歴⾃動⽣成に向けた加速度センサ内蔵BLEビーコンを⽤
いた⾏動認識⼿法

発表題⽬

E-01 † 情報科における教科担任の現状

E-02 † ⼯学系⼤学⽣のPCおよびスマートフォンの使⽤に関する調査報告－
2016年度

E-03 ⽂系学部低学年を対象とした情報リテラシー教育でのプログラミング

10:00〜11:30 ◆ ⾏動変容と社会システム1　＜座⻑：丸野 由希（京都⼥⼦⼤学）＞
○廣⽥ 敦⼠、岡 夏樹、早川 博章、⻄崎 友規⼦（京都⼯芸繊維⼤
学）

○⼀ノ瀬 智浩、畑 秀明、松本 健⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤
学）

○⻑浜 優樹、⾓⽥ 雅照（近畿⼤学）

○村上 優佳紗、⾓⽥ 雅照（近畿⼤学）、上野 秀剛（奈良⼯業⾼
等専⾨学校）

○★⾬森 千周、⽔本 旭洋、荒川 豊、安本 慶⼀（奈良先端科学技
術⼤学院⼤学）

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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

D：⾏動変容と社会システム1、2　　　会場：3F 講義室303
講演番号 著　者

○★末次 雄介、岡 夏樹（京都⼯芸繊維⼤学）、⼩島 隆次（滋賀医科
⼤学）、⻄崎 友規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）、阿部 ⾹澄（電気通信⼤
学）、深⽥ 智（京都⼯芸繊維⼤学）
○★森⽥ 達弥、柏本 幸俊、藤本 まなと、荒川 豊、諏訪 博彦、安本
慶⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

E：プログラミングおよび情報教育　　　会場：3F 講義室302
講演番号 著　者

○今村 美聡、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

昼　休　憩（11:30〜13:00）

13:00〜14:15 ◆ ⾏動変容と社会システム2　＜座⻑：⼭⼝ 弘純（⼤阪⼤学）＞

○中本 涼菜、吉野 孝、今⻄ 武（和歌⼭⼤学）

○⽇⾼ 真⼈、中村 優吾、荒川 豊、安本 慶⼀（奈良先端科学技術
⼤学院⼤学）

○⾕岡 遼太、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

13:00〜13:45 ◆ プログラミングおよび情報教育　＜座⻑：中⻄ 通雄（⼤阪⼯業⼤学）＞
○中⼭ 泰⼀（電気通信⼤学）、中野 由章（神⼾市⽴科学技術⾼等学
校）、久野 靖（電気通信⼤学）、和⽥ 勉（⻑野⼤学）、⾓⽥ 博保（電
気通信⼤学）、萩⾕ 昌⼰（東京⼤学）、筧 捷彦（早稲⽥⼤学）

○越智 徹（⼤阪⼯業⼤学）

○★宮本 友介（⼤阪⼤学）、中⻄ 通雄、安留 誠吾（⼤阪⼯業⼤
学）
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発表題⽬

G-01 † 顔特徴点の位置変化による特徴量を⽤いた表情強度の推定

G-02 ◎ スマートグラスを⽤いた仮想空間への⼿書き情報共有システム

G-03 ◎ 画像処理を⽤いた植物⼯場野菜の⽣育状態確認システムの開発

G-04 ◎ 位置情報に基づくウェアラブルデバイス向け農作業⽀援システムにおけ
る農作業記録作成機能の開発

G-05 ◎
†

移動型センサとkinectを⽤いた家庭内の⾏動ロギング⼿法

G-06 スマートデバイスとBLEを⽤いたバスロケーションシステム

発表題⽬

G-07 遺伝的アルゴリズムによるオートエンコーダの進化的学習

G-08 ◎
†

⼤幾何マージン最⼩分類誤り学習法を⽤いた⾳声認識に関する実
験的評価

G-09 † モデルサイズから⾒たカーネル最⼩分類誤り学習法の有⽤性の検証

G-10 ◎ GPUを⽤いた⾼速なベイジアンネットワーク学習⼿法

G-11 Delaunay図のLpDelaunay図に対する形状最適性の実験的評価

G-12 † 最⼤辺重みクリーク問題に対する局所探索法の実験的評価

発表題⽬

G-13 ◎ 実時間⾬量情報に基づく動的ハザードマップの検討

G-14 ◎
†

災害情報に着⽬したマイクロブログのつぶやき分析

G-15 ◎ 位置情報付きツイートと観光地名⼊りツイートを⽤いた位置情報無し
ツイートからの観光情報抽出⼿法の提案

G-22 ◎
†

機械翻訳適応⽂を⽤いた単⾔語話者による機械翻訳⽂の評価と訂
正

G-23 ソーシャルメディアを⽤いた絵⽂字の感情極性分類

G-24 京都⼥⼦⼤学現代社会学部の卒業論⽂題⽬のテキストマイニングに
よる分析

○阪上 翔太、野宮 浩揮、寶珍 輝尚（京都⼯芸繊維⼤学）

○⻑⽥ 剛典、森⽥ 健太郎、佐藤 健哉（同志社⼤学）

○⼤⼩⽥ 淳史、波部 ⻫、井⼝ 信和（近畿⼤学）、⼩池 敏和（NTTデー
タ関⻄）、鍛冶 研⼀、植⽥ 頼親（関⻄鉄⼯）

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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：⼀般1（センサ・デバイス） 　　会場：3F 講義室302

G：⼀般3（ソーシャル分析） 　　会場：2F 講義室201
講演番号 著　者

清⽔ 悟司、○⽯原 諒⼤、⼭⼝ ⼀章、増⽥ 澄男（神⼾⼤学）

10:00〜11:30 ◆ ⼀般2（学習・アルゴリズム）　＜座⻑：江⼝ 浩⼆（神⼾⼤学）＞

○岡⽥ 英彦（京都産業⼤学）

○松廣 達也、北岡 ⾒⽣代、Ha David（同志社⼤学）、渡辺 秀⾏
（ATR）、⽚桐 滋、⼤崎 美穂（同志社⼤学）

○⾕ 陵真（同志社⼤学）、渡辺 秀⾏（ATR）、⽚桐 滋、⼤崎
美穂（同志社⼤学）

○森 隆史、⼭中 優⾺、藤⽊ ⽣聖、吉廣 卓哉（和歌⼭⼤学）

○岩本 ⿓⾺、今井 敏⾏（和歌⼭⼤学）

○吉⽥ 崇洋（近畿⼤学）、⽥⼝ ⼤悟（NECソリューションイノベー
タ）、井⼝ 信和（近畿⼤学）

○中原 啓太、⼭⼝ 弘純、東野 輝夫（⼤阪⼤学）

澤⽥ 砂織、○池上 周作、森 貴⼠（京都⾼度技術研究所）

G：⼀般2（学習・アルゴリズム） 　　会場：3F 講義室304
講演番号 著　者

講演番号 著　者

10:00〜11:30 ◆ ⼀般1（センサ・デバイス）　＜座⻑：塚⽥ 晃司（和歌⼭⼤学）＞

13:00〜14:30 ◆ ⼀般3（ソーシャル分析）　＜座⻑：村川 猛彦（和歌⼭⼤学）＞
○梅⽊ 寿⼈、中村 優吾、⽔本 旭洋、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）

○榎⽥ 宗丈、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

○渡邉 ⼩百合、吉野 孝（和歌⼭⼤学）

○⼭本 ⾥美（和歌⼭⼤学）、福島 拓（⼤阪⼯業⼤学）、吉野 孝
（和歌⼭⼤学）

○⽊村 真有、桂井 ⿇⾥⾐（同志社⼤学）

奥平 美貴（富⼠通四国インフォテック）、○丸野 由希（京都⼥⼦⼤
学）
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発表題⽬

G-16 ◎ IPネットワーク構築演習における動的なアドバイス表⽰システムの開発

G-17 コードクローンの編集過程における開発者の潜在的社会構造に関する
分析

G-18 GitHubにおけるソーシャルネットワークの理解：Rockstarを中⼼とし
て

発表題⽬

G-19 ◎
†

複数出⼒を考慮した量⼦回路設計⼿法

G-20 ◎
†

クラスタ状態TQC回路のループ削減⼿法

G-21 ◎
†

路側機で補助されたVANETにおける⼀⽅通⾏道路の利⽤

G：⼀般4（開発⼿法・教育） 　　会場：3F 講義室302
講演番号 著　者

13:45〜14:30 ◆ ⼀般4（開発⼿法・教育）　＜座⻑：中⻄ 通雄（⼤阪⼯業⼤学）＞

○早川 諒、⾕⼝ 義明、溝渕 昭⼆、井⼝ 信和（近畿⼤学）

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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

○★⼩野⽥ 将⼈、⼭下 茂、櫛⽥ 耕平（⽴命館⼤学）

○★⽻⽥ 健太郎、⼭下 茂（⽴命館⼤学）、Simon Devitt（理化
学研究所）、根本 ⾹絵（NII）

○荒⽊ ⼤志、吉廣 卓哉（和歌⼭⼤学）

チュートリアル　　会場：3F 講義室304
16:00〜17:00 ◆ 英語チュートリアル　＜座⻑：藤⽥ 早苗（NTT）＞

Writing and Presenting in the International Sphere: More than just “translation” is required.

○久⽊⽥ 雄亮、⼤平 雅雄（和歌⼭⼤学）

○築⼭ ⽂⾹、⼭⾕ 陽亮、⼤平 雅雄（和歌⼭⼤学）

G：⼀般5（回路設計・グリーン） 　　会場：3F 講義室304
講演番号 著　者

13:45〜14:30 ◆ ⼀般5（回路設計・グリーン）　＜座⻑：平⽥ 博章（京都⼯芸繊維⼤学）＞

Ron Read（Kurdyla and Associates Co., Ltd.）
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発表題⽬

B-101 マインドマップ上発散的思考⽀援におけるノードの列挙を促進する対
話エージェント

B-102 ◎ 踊Roomba〜インタラクション・モードの創発〜

C-101 可視光通信を⽤いた⽔の濁度推定に関する⼀検討

D-101 ◎ ⼈はどの程度同調されるとエージェントに親しみを感じるか

D-102 ◎ 失敗する演出を施したロボットは⼈と円滑な関係を築くか

D-103 運転状況に応じた注意リソースに基づくコミュニケーションモダリティ切替
⼿法の提案

D-104 運転時⺟⼦間コミュニケーション代理補完ロボットの提案

D-105 ◎ 運転時のストレス状態への気づきを促す⽣理現象⾃⼰状態フィード
バック⼿法

E-101 ◎ 聞こえるAM変調実験セットの開発 〜体感型教材を⽬指して〜

E-102 ◎ プログラミング課題評価補助システムの提案

G-101 ◎ 養殖⿂モニタリング環境下における情報収集⼿法の検討

G-104 † 整数計画法を⽤いたデフォルメ路線図改良法

G-105 ◎
†

 LGM-MCE Training Based on Parzen Estimation with
Sample Weighting

G-106 フィクション上のキャラクターに対する性格推定

G-107 ◎
†

語彙関係知識と単語間表現パターンを⽤いた単語分散表現の改良

G-109 オープンループサーチを⽤いた対戦格闘ゲームAIの提案

G-112 † 初⼼者の作曲動機を向上するRPG要素によるステップ⼊⼒型作曲シ
ステム

○David Ha（Doshisha University）、Hideyuki Watanabe
（ATR）、Shigeru Katagiri、Miho Ohsaki（Doshisha University）

○⽥中 翔⼀、⼭本 博史（近畿⼤学）

○★坂⽥ 亘、柴⽥ 知秀、⿊橋 禎夫（京都⼤学）

○吉⽥ 修武、朱 晉賢、⽯原 誠、中川 裕登、原⽥ 智広、ターウォン
マット ラック（⽴命館⼤学）

○⼭根 諒、⽥中 春菜、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○前⽥ 昇吾、吉⽥ 直⼈、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○★吉⽥ 直⼈、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○福井 綺花、乾 聡志、⾼橋 徹（⼤阪産業⼤学）

○⼩林 史弥、林 康平、島袋 舞⼦、兼宗 進（⼤阪電気通信⼤学）

○⽯⽥ 晃⼀、⾕⼝ 義明、井⼝ 信和（近畿⼤学）

○⼀ノ瀬 拓海、多⿅ 雄策、増⽥ 澄男、斎藤 寿樹、⼭⼝ ⼀章（神
⼾⼤学）

○⻄海 湧登、吉⽥ 直⼈、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

○★寺岡 弘貴、⾼橋 卓⾒、⽯崎 祐太、⾼橋 ともみ、塚本 亜美、⻄村 宏
武、早川 博章、廣⽥ 敦⼠、古橋翔吾、松尾 星吾、岡夏樹（京都⼯芸繊
維⼤学）
○⼋塚 友彦、⾕⼝ 義明、波部 ⻫、阿部 孝司、井⼝ 信和（近畿⼤
学）

○⾼橋 ともみ、久保 克弘、篠原 由美⼦、野沢 桃世、吉崎 美紗、早
川 博章、岡 夏樹、⻄崎 友規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）

○⾕郷 ⼒丸、⾼橋 卓⾒、廣⽥ 敦⼠、早川 博章、岡 夏樹、⻄崎 友
規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）

○芹川 葵、吉⽥ 直⼈、⽶澤 朋⼦（関⻄⼤学）

※◎は学⽣優秀発表賞・⽀部⼤会奨励賞対象発表、†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：3F 講義室301
講演番号 著　者

11:30〜13:00
◆ テーマ複合 （B：社会知能、C：ネットワークサービス、D：⾏動変容と社会システム、E：プログラミングおよび情報教育、G：⼀般）
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