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チュートリアル
英語チュートリアル／16:30〜17:30　　会場︓ROOM1
Building Your Academic Paper from the Ground Up

 【講演概要】
 Writing an academic paper in English for the first time, or with little experience, can be a daunting challenge. It involves careful planning,
drafting of text, and submission to a journal or conference, as well as subsequent communication with editors and referees. This brief talk of
about 50 minutes will cover the requirements and details of all of these stages, with easy-to-understand examples. We will talk about
organizational logic of structuring the paper, common problems in drafting the text, the importance of having a reader-centric attitude, and
suggestions for handling revisions that may be necessary to get the paper accepted. Although given in English, the talk will be at a relaxed
pace along with clear slides showing the key points. A question-and-answer session will follow the talk. A full-text guide to the lecture,
expanded from the outline provided in advance, can be downloaded at no cost shortly after the session.

Ron Read
（Human Global Communications Co., Ltd. Vice President / Osaka Manager）
Ron Read holds a bachelorʼs degree in Journalism from the University of Oregon, and before coming to Japan
in 1986 worked as a radio news reporter-producer and a newspaper editor. His current duties include
training and supervising technical rewriters and presentation trainers, rewriting of technical papers,
corporate communications, and academic books, and giving presentation training to researchers and
executives. He has given seminars and classes at Kyoto University, Osaka University of Arts, Panasonic Corp.,
and the Osaka Chamber of Commerce and Industry. He has collaborated with Institute of Electronics,
Information and Communication Engineers (IEICE), Information Processing Society of Japan (IPSJ), Japan
Society of English for Research (J-SER), Japan Science and Technology Agency (JST), and Keihanna Venture
Championship (KVeCS). He serves as secretary of the Kinki Macintosh Users Group. He writes a quarterly
column on technical writing, “Authorʼs Toolkit,” for IEICE Information and Systems Society Journal (download
for personal use: http://hgckansai.com/downloads/).

特別講演
組込みとセキュリティ／15:15〜16:15　　会場︓ROOM1
「組込みとセキュリティと⼈材育成」

 【講演概要】
家電や⾃動⾞のような組込みシステムは、⾝の回りのいろいろなモノが相互につながるIoTシステムの⼀部とみなすことができ、その情報セキュリティを理解するには多岐に
渡る情報科学や情報⼯学の知識が必要となってくる。特に組込みシステムでは独⾃のハードウェアやOSを⽤いることが多く、例えばその脆弱性診断やフォレンジックスを
⾏うには、ハードウェア、OS、通信プロトコル、サーバ、ソフトウェア等の広い知識が要求される。そのような背景と、広域網に常時接続される⾃動⾞すなわちコネクティッド
カーや⾃動運転⾞における、サイバーセキュリティのインシデント事例やソフトウェアの重要性などを解説し、組込みシステムの開発ガイドラインや各所で⾏われている若⼿
セキュリティ教育を中⼼に紹介する。

井上　博之　イノウエ ヒロユキ
（京都産業⼤学　情報理⼯学部　教授）
奈良先端科学技術⼤学院⼤学　博⼠（⼯学）。⼤阪⼤学⼯学部電⼦⼯学科・電⼦⼯学専攻を修了し、メーカーでのUnixワークス
テーションや通信機器の研究開発に従事し、その後、インターネット関連ベンチャーにてネットワーク関連企業のコンサルティングや企業の
⽴ち上げなどを担当。広島市⽴⼤学⼤学院情報科学研究科の准教授を経て、現在は京都産業⼤学情報理⼯学部の教授として、組
込みシステムの情報セキュリティ、特に広域ネットワークにつながる家電や⾃動⾞のセキュリティにおける脆弱性分析、攻撃⼿法、防御⼿
法やセキュアな通信プロトコル、またMaaSのような移動体サービスの実現に必要な情報をリアルタイムに⾞両から取出しクラウドに送信・
蓄積する⽅式等について研究開発を⾏っている。他に、セキュリティキャンプ全国⼤会講師、SECCON実⾏委員、SecHack365トレー
ナーなど若⼿向けの⼈材育成に従事している。主著に『カーハッカーズ・ハンドブック ―⾞載システムの仕組み・分析・セキュリティ』（監
修・⼀部翻訳、オライリー）、『ステップ⽅式で仕組みを学ぶIPネットワーク設計演習』（ナノオプトニクスエナジー）、『ユビキタステクノロ
ジーのすべて』（編纂・共著、NTS）等がある。
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G-01 †◎
エネルギーハーベスティングを考慮した養殖⿂モニタリング環境下における情報転
送⽅式の評価

G-02 線形順序付け問題に対する局所探索法の効率化

G-03 トランプのシャッフルシミュレーションにおける無作為性の評価

G-04 ◎ 各神経細胞群の同期を考慮した動態シミュレーション

G-05 ◎ ロープウェイ式カメラモニタリングにおける撮影⾓度を考慮した被覆評価の検討

G-06 負の重みを許した最⼤重みクリーク問題に対する厳密解法

A-01 強化学習のC++実装における性能調査

A︓組込みとセキュリティ
9:15〜9:30　会場︓Room3　座⻑︓⼭内雪路（⼤阪⼯業⼤学）

⽩神雪⼈、中本幸⼀（兵庫県⽴⼤学）

○⻄藤光、⼭⼝ ⼀章（神⼾⼤学）

午前の部　

※◎は学⽣優秀発表賞（＊は除く）・⽀部⼤会奨励賞対象発表、♦はジュニア会員特別賞対象発表、†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（アルゴリズム1）
9:15〜10:45　会場︓Room2　座⻑︓伊原彰紀（和歌⼭⼤学）

○⼩村巧、⾕⼝義明（近畿⼤学）

○⼤藤聖也、⼭⼝⼀章（神⼾⼤学）

○⻄川和希、今井敏⾏（和歌⼭⼤学）

○★池⽥翔（同志社⼤学）

○⼭崎慧、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

◎ 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、特に優れていると認められる研究発表に対して、「学⽣優秀発表賞」と副賞を授与します。（ただし、
過去に「学⽣優秀発表賞」（2016年度までの「学⽣奨励賞」を含む）を受賞したことがある⽅は、受賞対象外とします。（＊マーク））
また、学術奨励のため有為と認められる学⽣会員の研究発表に対して、「⽀部⼤会奨励賞」を授与します。

♦ ジュニア会員特別賞について
講演番号に♦マークが付いている発表は、「ジュニア会員特別賞」対象発表です。
情報処理学会のジュニア会員（⼩中⾼校⽣、⾼等専⾨学校専攻科1年⽣以下、⼤学学部3年⽣以下、短期⼤学⽣、専⾨学校⽣）による優れた研
究発表・活動に対して、賞を授与します。

† 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〜
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G-67 †◎
MACアドレスがランダム化されたBLE機器の同定⼿法

G-68 トランク接続⽅式を⽤いた複数のVLANセグメントを流れるARPリク
エスト監視システムの構築

G-69 WebUIによるDNSSECの⾃動化システムの構築

G-70 ◎ 抽象化コマンドを使ったネットワーク機器⾃動設定システムにおけ
るコマンド変換機能の開発

G-71 ◎ 動作の可視化を可能とするQoS制御学習⽀援システムの検討

B-01 †◎
遠隔会議サービスを⽤いたWork Attitude推定⼿法の検討

B-02 クレイモデル制作における仮想空間を⽤いた遠隔指導⽀援システムの開発

B-03 †◎
ロボットの失敗頻度が親しみやすさに及ぼす影響

B-05 †◎
防災に関する家族間の話し合いを促すチャットボットの提案

B-06 †◎
仮想空間における空間移動表現の提案

D-01 学⽣と社会におけるLGBTの意識

D-03 ◎ 質疑応答のお知らせ機能をもつ授業⽀援チャットボットの提案

D-04 ◆ ⼦供が使いやすい学習アプリケーションの開発

G-33 †
◎*

騎乗者の腰の加速度時系列データを⽤いた⾺の⼀完歩推定

G-34 ◎ 加速度センサとGPSログを⽤いたバス乗⾞中の起⽴・着席推定

G-35 ◎ スマートウォッチを⽤いた⾃転⾞のブレーキ種類判別

G-36 †◎
乗り捨て型カーシェアの利⽤効率向上のための⾞両再配置⼿法

G-37 ◆ JUCEを⽤いたソフトシンセサイザーの開発

G-38 ◎* 位置情報と⾵景画像を⽤いた⼩説のレコメンドシステム

○丸⼭悟、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○上別縄祐也、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○⽔⾕建太、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○佐瀬凌太、藤本まなと、諏訪博彦、安本慶⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤
学）

○岡本晃朋（奈良⼥⼦⼤学附属中等教育学校）

○⿃⽻望海、藤本まなと、諏訪博彦（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）、酒井
元気（⽇本⼤学）、酒造正樹（東京電機⼤学） 、安本慶⼀（奈良先端科
学技術⼤学院⼤学）

D︓プログラミングおよび情報教育1
9:15〜10:15　会場︓Room5　座⻑︓⼩野淳（千⾥⾦蘭⼤学）

○南泰代（花園⼤学）

○鈴⽊舜也、吉野孝（和歌⼭⼤学）

○奥⽥誠ノ介（奈良⼥⼦⼤学附属中等教育学校）

G︓⼀般3（情報技術の社会応⽤1）
9:15〜10:45　会場︓Room6　座⻑︓吉廣卓哉（和歌⼭⼤学）

○⾼台典佳、川橋裕（和歌⼭⼤学）

○堀智貴（和歌⼭⼤学）

○★藤井勝央、井⼝信和（近畿⼤学）

B︓ヒューマンコミュニケーション1
9:15〜10:45　会場︓Room4　座⻑︓⼤井翔（⼤阪⼯業⼤学）

○北林拓磨、伊藤淳⼦（和歌⼭⼤学）、宗森純（放送⼤学） 、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○⼩⻄杏奈（和歌⼭⼤学）、福島拓（⼤阪⼯業⼤学） 、吉野孝（和歌⼭
⼤学）

○⽯丸敬登、吉野孝（和歌⼭⼤学）

○杉⽥美琴、原⽥利宣（和歌⼭⼤学）

○⼤⾕空遊希、⿇⽣智史、勝川慶⼀、⻄崎友規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）

○★⽵島和哉、井⼝信和（近畿⼤学）

G︓⼀般2（ネットワーク1）
9:30〜10:45　会場︓Room3　座⻑︓⼭内雪路（⼤阪⼯業⼤学）

○★秋⼭周平、森本涼也、⾕⼝義明（近畿⼤学）



4 

G-50 ⾷物アレルギーに対する対処⽅法―学⽣の意識調査からの検討―

G-51 † ⼦育て⽀援についての学⽣の意識―双⼦の⼦育て、児童虐待、朝⾷⽋⾷に
着⽬して―

G-52 ◎ 無線LAN利⽤者のセキュリティ意識向上を⽬的とした無線LANセキュリティリス
ク体験型学習システムの開発

G-53 ◎ 複合現実を⽤いたネットワーク演習システムの検討

G-54 ◎ ⾼校数学の教科書における単元コミュニティによる習熟者と⾮習熟者の⽐較

G-55 ◎ 攻防戦型演習を可能とするネットワークセキュリティ学習⽀援システムの提案

G-22 ◎* 飲⾷レビューにおいて魅⼒を感じさせる⾔語表現の分析

G-23 BERTを⽤いた指⽰詞の照応関係の推定⼿法の検討

G-24 †◎
お⼟産のおいしさ想起⽀援のためのお⼟産と類似商品の類似性分析

G-25 ◎ 英⽂履歴書データ抽出システムへのBERT適⽤性の検討

G-26 ◎ Twitter上で多数の訂正がなされる流⾔の特徴分析

G-27 ◎* 対話型美術鑑賞⾳声対話システムにおける発話参照機能の提案

G-07 †◎
共変更されるソースコード修正パターンの抽出

G-08 スペース・コロナイゼーションを⽤いた樹⽊の表現シミュレーション

G-10 ◆ 脳波測定システムの構築

G-11 †◎
養殖⿂モニタリングのための可視光通信モジュールの開発と評価

G-12 †
◎*

⼤学キャンパス内混雑度モニタリングシステムの実装と評価

○林央也、吉野孝（和歌⼭⼤学）、平林（宮部）真⾐（東京⼤学）

○⼤和秀徳、岡⽥真、森直樹（⼤阪府⽴⼤学）

○⽢程光、⾼橋良英（京都情報⼤学院⼤学）

○草⽵⼤暉（和歌⼭⼤学）、平林（宮部）真⾐（東京⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○湯浅美野（和歌⼭⼤学）、⻘⽊加苗（和歌⼭県⽴近代美術館）、吉野
孝（和歌⼭⼤学）

G︓⼀般6（アルゴリズム2）
11:00〜12:30 会場︓Room2　座⻑︓⼭⼝⼀章（神⼾⼤学⼤学院）

○福元春輝、伊原彰紀（和歌⼭⼤学）

○何櫟（茨城県⽴⽵園⾼等学校）

○川本歩実、今井敏⾏、床井浩平（和歌⼭⼤学）

○宇衛 穂乃実（和歌⼭⼤学）、平林（宮部）真⾐（東京⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○筧浩平、⽔島弘樹、今中聖尋、⾕⼝義明（近畿⼤学）

○⼩林佑太郎、橋本啓吾、⾕⼝義明、越智洋司、井⼝信和（近畿⼤学）

○棚池夏芽、曽根魁⼈、千⽥眞喜⼦（花園⼤学）

○斎藤汐梨、中川恵美、村⽯⼀歩、千⽥眞喜⼦（花園⼤学）

○★塩⽥晃平、⾕⼝義明、井⼝信和（近畿⼤学）

○★森本健次郎、⾕⼝義明、井⼝信和（近畿⼤学）

○⾕⼝陽聖（同志社⼤学）

○★寺⻄弘登、井⼝信和（近畿⼤学）

G︓⼀般5（⾔語処理・応⽤）
9:15〜10:45　会場︓Room8　座⻑︓佐野睦夫（⼤阪⼯業⼤学）

G︓⼀般4（情報と教育1）
９:15〜10:45　会場︓Room7　座⻑︓⼤島裕明（兵庫県⽴⼤学）
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C-01 ◆ ナッシュQ学習を⽤いた災害救助問題におけるマルチエージェントの協調⾏動の
獲得

C-02 ◆ 転移学習を⽤いたアニメキャラクター会話システムの構築

C-03 †◎
⾼齢者のフレイル状態の予防に向けた⽣活改善フレームワークの提案

C-04 †◎
嗅覚に作⽤するナッジを⽤いた購買⾏動変容システムの検討

C-05 ◎ スマートグラスを⽤いた医療安全向上⽀援システムにおける医療⾏為特定⼿法
の評価

B-07 ◎ ARマーカを⽤いた中国語⽂法学習⽀援システムの構築

B-08 ◎ 観光地のリアルタイム状況説明システムの検討

B-09 ◎ 遠隔会議における積極的な会話を促すオンラインアイスブレイクシステムの開発

B-10 ◎ ⼈間の認知特性による2次元キャライラストの⾳声推定⼿法の検討

B-11 † ハンドトラッキングを利⽤した遠隔作業⽀援システム

B-13 ◎ 商品説明ロボットの失敗の演出は購買意欲を促進させるか

D-05 ⼤学⼊学共通テスト「情報関係基礎」解説サイトを運営して

D-06 †◎
電⼦⼯作によるものづくり授業を⽀援するARツールの開発

D-07 外国の情報分野の⼊試－調査したことのあるいくつかの国に関して

D-08 ◆ ドローンを⽤いたPython学習⽀援e-learningシステムの構築

G-39 3Dプリンタによる多視点ワイヤーアートのソフトウェアによる実現⽀援

G-40 ◎ スマートフォン内蔵加速度センサを⽤いた徒歩及び⾃転⾞による移動種別の判
別

G-41 ◎ 廃炉措置等、電⼒作業員の遠隔操作化に向けた2⾜ロボットの活⽤に関する
研究と提案

G-42 ◎ 複数のマイクを⽤いたコイン落下時のセンシング精度に関する検討

G-44 ◆ ストリートビューを⽤いた地物オブジェクトの周辺情報提⽰

11:00〜12:30　会場︓Room6　座⻑︓諏訪博彦（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○⽟利泰⼈（和歌⼭⼤学）

C︓⾏動変容と社会システム1
11:00〜12:15　会場︓Room3　座⻑︓佐野睦夫（⼤阪⼯業⼤学）

○中村蒼紫、謝孟春、村⽥充利、森徹（和歌⼭⼯業⾼等専⾨学校）

○中⼭宗⼠、謝孟春、村⽥充利、森徹（和歌⼭⼯業⾼等専⾨学校）

○梅園孝明、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○⻑光和彦（神⼾情報⼤学院⼤学）

○★本⽥悟、勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○★⼩松　果鈴（関⻄学院⼤学）、北⼭　⼤輔（⼯学院⼤学）、⾓⾕　和
俊（関⻄学院⼤学））

D︓プログラミングおよび情報教育２
11:00〜12:00　会場︓Room5　座⻑︓越智徹（⼤阪⼯業⼤学）

○松島拓路（福岡県⽴明善⾼等学校）

○國廣美桜、栗⽊珠美、太⽥正哉（⼤阪府⽴⼤学）

○和⽥勉（⻑野⼤学）

○阪井純、謝孟春、村⽥充利、森徹（和歌⼭⼯業⾼等専⾨学校）

G:⼀般7（情報技術の社会応⽤2）

○⼤道昇、⼤井翔、佐野睦夫（⼤阪⼯業⼤学）

B︓ヒューマンコミュニケーション2
11:00〜12:30　会場︓Room4　　座⻑︓福島拓（⼤阪⼯業⼤学）

○佐々⽊涼太、曽我真⼈（和歌⼭⼤学）

○河中昌樹、冨⽥周作（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）、中村優吾（九
州⼤学）、諏訪博彦、安本慶⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○古居巧真、伊藤淳⼦（和歌⼭⼤学）、宗森純（放送⼤学）、吉野孝（和
歌⼭⼤学）

○★武政実玖、床井浩平（和歌⼭⼤学）

○★荒⽊拓、花⾕侑樹、細川理徒、⻄崎友規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）

○⽊俣雄太、宮地篤⼠、松井智⼀、張志華、藤本まなと、諏訪博彦、安本慶⼀
（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○真⼸⼤輝、松井智⼀、三崎慎也（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）、中村
優吾（九州⼤学）、松⽥裕貴、安本慶⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤
学）

○外⼭怜、吉野孝（和歌⼭⼤学）、⻄川彰則（和歌⼭県⽴医科⼤学）



6 

G-56 ◎* 仮想マシンを活⽤したNoSQLインジェクションの実践的演習環境の開発

G-57 ◎ 動的ドリルを⽤いたe ラーニング問題作成⽀援システムにおける学習者の理解
度評価に関する考察

G-58 ◎ チャットツールをインタフェースとするネットワーク構築演習⽀援システムの開発

G-59 ◎ クラウド環境に対するDDoS攻撃の対策演習を可能とする学習⽀援システムの
検討

G-61 ◎ 遠隔環境における声量と距離に基づいた演劇稽古⽀援システムの開発

G-28 † PC業務ログからタスク名を⾃動で把握する 仕組みとその応⽤

G-29 ◎ 否定的感情に着⽬した飲⾷物に関するテキストの分析

G-30 Twitterにおける情報伝播について　形態素解析を利⽤して

G-31 †
◎*

感情極性と関⼼度合に着⽬した流⾔の分析

G-32 ◎* レビューに基づく複数ジャンルを対象とした類似作品推定⼿法の検討

○★宮城勝、井⼝信和（近畿⼤学）

○★眞鍋督、井⼝信和（近畿⼤学）

○渡邊真也、伊藤淳⼦（和歌⼭⼤学）、宗森 純（放送⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○⾹⽉章宏、武井祐⼀、中健太（株式会社⽇本ＡＩコンサルティング）

○下津拓未（和歌⼭⼤学）、平林（宮部）真⾐（東京⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○⼤⾕光⼀（武庫川⼥⼦⼤学）

○⻄村涼太（和歌⼭⼤学）、平林（宮部）真⾐（東京⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○福本⻁太郎、伊藤淳⼦（和歌⼭⼤学）

G︓⼀般9　⾔語処理・応⽤
11:00〜12:15　会場︓Room8　　座⻑︓湯本⾼⾏（兵庫県⽴⼤学）

G︓⼀般8　情報と教育2
11:00〜12:30　会場︓Room7　座⻑︓中本幸⼀（兵庫県⽴⼤学）

○岸本和理、井⼝信和（近畿⼤学）

○★栗岡陽平、井⼝信和（近畿⼤学）
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G-13 ◎ メレンゲ作りの技術向上を⽬的としたVRメレンゲ作り体験システムの提案

G-14 ◎ VR空間に配置した仮想物体の把持⾏為に対する熱刺激提⽰

G-15 ◎ 拡張現実を⽤いたリモートワーカーとオフィス在席者とのコミュニケーション⽀援シ
ステムの提案

G-16 ◎ ARを⽤いた現在地の津波情報可視化システムの開発

G-17 ◎ 段階的に展開していくARギフトボックスシステムのUXデザインを⽤いた提案と評
価

C-06 ◆ ファジィ回帰転移学習のドメイン間マッピングの最適化の検討

C-07 Visualizing performance of Reinforcement Learning algorithms
on a simulator

C-08 †◎
深層学習を⽤いたTwitter利⽤者のトピックに対する興味傾向推定

C-09 ◆ ⼈⼯知能を⽤いたアニメキャラクターの主⼈公と脇役の分類

G-73 ◎ 地域連携を⽬的としたライブ動画ストリーミングシステムの低速回線における再
⽣性能の改善

G-74 †◎
リアル/バーチャル空間でのコミュニケーションの違いとその差を埋めるAR技術の検
討

G-75 †◎
無線ネットワークにおいて盗聴を困難とするための⾃⼰組織型ノイズ無線信号
送信⼿法の検討

G-76 ◎ YouTubeチャンネルの投稿動画数や動画再⽣回数の推移に基づく登録者数
分析

G-77 ◎* 遠隔会議における複数参加者の⼼拍の可視化と共有

G-18 画像分類における CNN と Vision Transformer の精度⽐較

G-19 ◎ マルチモーダルセンシングに基づく料理中のマイクロ⾏動認識の提案

G-20 †◎
深層学習を⽤いた画像中の⼈物の向き推定に関する研究

G-21 ♦ CNNを⽤いた線画の作者同定

○多⽥有輝、伊藤淳⼦、吉野孝（和歌⼭⼤学）

G︓⼀般12（機械学習応⽤）
13:30〜14:30 会場︓Room5　座⻑︓川嶋宏彰（兵庫県⽴⼤学）

○吉次研⼆、中本幸⼀（兵庫県⽴⼤学）

○⽯⼭時宗、松井智⼀、藤本まなと、諏訪博彦、安本慶⼀（奈良先端科学技
術⼤学院⼤学）

○★和⽥⼤河（⼤阪⼯業⼤学）、⼭本雄平（関⻄⼤学）、佐野睦夫（⼤
阪⼯業⼤学）

○⼭⽥英明、酒井樹⼀、⿅野遥⽃（⻄⼤和学園⾼等学校）

後　雄貴、○鈴⽊　駿、（⼤阪府⽴四條畷⾼等学校）

G︓⼀般11（ネットワーク2）
13:45〜15:30 会場︓Room4　座⻑︓越智洋司（近畿⼤学）

○東畑和真、⼭内　雪路（⼤阪⼯業⼤学）

○⽯丸⼤稀、藤本まなと（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）、中村優吾（九
州⼤学）、諏訪博彦、安本慶⼀（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○松清綾⼤、伊藤淳⼦、吉野孝（和歌⼭⼤学）、宗森純（放送⼤学）

○⼤⼭拓海、⼤和聖、⾕⼝義明（近畿⼤学）

13:30〜14:30　会場︓Room3　座⻑︓松⽥裕貴（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）

○清⽔歩武、謝孟春、村⽥充利、森徹（和歌⼭⼯業⾼等専⾨学校）

○★張梦磊、中本幸⼀（兵庫県⽴⼤学）

○★⽯川　理⼀朗（⼤阪⼯業⼤学）、⼭本　雄平（関⻄⼤学）、佐野　睦
夫（⼤阪⼯業⼤学）

午後の部　
G︓⼀般10（仮想現実・拡張現実）
13:30〜14:45　会場︓Room2　座⻑︓今井敏⾏（和歌⼭⼤学）

○池⽥啓恭、伊藤淳⼦、吉野孝（和歌⼭⼤学）

○⼭本聖也、伊藤淳⼦、吉野孝（和歌⼭⼤学）

○酒井航太、吉野孝、呉海元（和歌⼭⼤学）

○藤⽥朝陽、伊藤淳⼦（和歌⼭⼤学）、宗森　純（放送⼤学）、吉野孝
（和歌⼭⼤学）

○⻄理沙、曽我真⼈（和歌⼭⼤学）

C︓⾏動変容と社会システム2
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G-45 ⾃治体におけるオープンデータのデータ品質

G-46 †◎
AIスピーカの主体性に関する認識が信頼度変化に及ぼす影響

G-47 センサの有効範囲を考慮した離散センサデータを⽤いた屋内⼈物位置推定

G-48 †◎
ビジュアルプログラミング作品検索のためのオブジェクト操作データの時系列解析

G-49 ◎ 天気を⽤いた気象台の測定値との差に基づく微気象予測⼿法

G-62 ♦ 学校と家庭の情報共有　〜⽋席連絡をモデルに〜

G-64 †♦
オンライン講義における質問⽣成とスライド⾃動提⽰による学習⽀援システム

G-65 ◎ ⼤学における出席記録の⼀元管理システムの検討

G-66 ♦ 数学平⾯図形問題でのAIによる定理適⽤可否の判断

13:30〜14:45 会場︓Room6　座⻑︓平⽯輝彦（神⼾情報⼤学院⼤学）

○本⽥正美（関東学院⼤学）

○打⾕拓⺒、⻄崎友規⼦（京都⼯芸繊維⼤学）

○★井上沙紀（関⻄学院⼤学）、王元元（⼭⼝⼤学）、河合由起⼦（京
都産業⼤学/⼤阪⼤学）、⾓⾕和俊（関⻄学院⼤学）

○★松本幸⼤、井⼝信和（近畿⼤学）

○平櫛智基、仲⻄翔太（⻄⼤和学園⾼等学校）

○⼩川郁⼈、川北光起、⼤⾕雅之（近畿⼤学）

○福地ユキ、伊原彰紀（和歌⼭⼤学）、⼭本豪志朗（京都⼤学医学部附属
病院）、橋⾕直樹（和歌⼭⼤学）

○★⻄川弦輝、吉廣卓哉（和歌⼭⼤学）

G︓⼀般14(情報と教育3)
13:30〜14:45　会場︓Room7　座⻑︓勝間亮（⼤阪府⽴⼤学）

○碇海都、⼤村紺、橋本拓磨、花本晴⽃、⼭上通惠（兵庫県⽴三⽥祥雲館
⾼等学校）

G︓⼀般13（情報技術の社会応⽤3）


