
チュートリアル

英語チュートリアル／16:30～17:30　　会場：ROOM1

Abstract Writing: Advertising Your Research

 【講演概要】
A critical document, or more precisely tool, in academic writing is the abstract. With the rise of digital publishing, its role as an

‘advertisement’ of the paper’s research is less metaphorical and more actual. A poorly written abstract raises the dangers of a

harsh review by your editor and neglect by potential readers. This short talk covers the job of an abstract, its types (with a focus

on standard informative abstract), its relation to the IMRAD paper structure, and simple guidelines for writing a good abstract. The

CCUE criteria (clear, comprehensive, useful and engaging) is introduced. Comments by professional editors and publishers are

presented, along with some actual open-source abstracts from various fields. A full guide to the lecture, with much extra material,

a self-study exercise, and web links to editor comments and abstracts, will be available for downloading after the talk (pre-register

to receive it: https://www.hgckansai.com/downloads/ipsj-abstract22). Time will be allowed for Q&A.

Ron Read
（Human Global Communications Co., Ltd. Vice President / Osaka Manager）

Ron Read is vice president and Osaka manager of Human Global Communications Co., Ltd.,

previously Kurdyla and Associates, a communications firm established in 1969. He holds a bachelor

degree in Journalism from the University of Oregon, and before coming to Japan worked as a radio

news reporter-producer and a newspaper editor. His work involves training technical rewriters and

presentation trainers, rewriting academic papers and other documents, and training presenters

before conferences. He has given seminars 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), Keihanna Venture Championship

(KVeCS), and Japan Science and Technology Agency (JST). He is secretary of Kinki Macintosh Users

Group. He writes the quarterly column “Author’s Toolkit” for IEICE (personal-use copies at

http://hgckansai.com/downloads/).

特別講演

行動変容と社会システム／15:15～16:15　　会場：ROOM1

街をスマートにする情報とその力
 【講演概要】

情報の力が人の幸せを増幅している街をスマートシティと呼ぶ。民間ベースでは様々な情報がスマートフォン等を介して人に届けられていて、我が国全体の

スマートシティ度はかなり高い。一方行政ベースでは、IoT/M2M技術の行政業務での活用が進んでいない。様々な情報が日常的に生成されているもの

の、それらの多くが捨てられていて「もったいない」状況が続いている。情報とスマートシティとの関係を明らかにし、今後の地域行政とIoT/M2Mのあり方を議

論する。

中澤　仁　ナカザワ　ジン

（慶應義塾大学　環境情報学部　教授）
2003年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程修了。博士（政策・メディア）。2019年より慶應義塾大学

環境情報学部教授。街に埋もれて見えない無限の情報を採集するのがライフワークの一つ。ユビキタス・モバイルコンピューティン

グ、センシングシステム、ディペンダブルシステム、スマートシティ等の研究に従事。ACM IMWUT Associate Editor、日本ソフ

トウェア科学会編集委員、情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会主査、他。
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G-01 ◎
実仮想環境下における深層強化学習を用いた効率的なリソース管理手

法の提案

G-02 ◎ ネットワークコンフィグの潜在的特徴抽出手法の提案と評価

G-03 ◎
言語モデルを用いた Ansible のプレイブックファイル作成時におけるヒュー

マンエラー発生防止システムの開発

G-05 ◎ スケーラビリティと高可用性を有するネットワークエミュレータの検討

G-06 ◎ ネットワーク冗長性可視化システムの障害シミュレーション機能の検討

A-01 組み込みシステムにおけるTensorflowLiteの性能評価

A：組込みとセキュリティ

9:30～9:45　会場：Room3　座長：川嶋宏彰（兵庫県立大学）

○甲藤裕大、中本幸一（兵庫県立大学）

○★菅家悠希、井口信和（近畿大学）

◎ 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/

午前の部　

G：一般1（ネットワーク1/リソース管理）

9:30～10:45　会場：Room2　座長：川橋裕（和歌山大学）

○★川北英輝、水谷后宏（近畿大学）

○花光大輔、水谷后宏（近畿大学）、小林諭、福田健介、明石修

（国立情報学研究所）

○川口真護、水谷后宏、井口信和（近畿大学）

○★田中啓碁、井口信和（近畿大学）

※◎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

～各種マークの説明～
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G-07 BI-LSTMを用いた実行時ログの異常検出

G-08 ◎ 異常検知用の高次元データの可視化に関する研究

G-09
ドーパミン変調STDPを用いたスパイキングニューラルネットワークの学習評

価

G-11
◎

†
検出対象数に応じた物体検出アルゴリズムの動的切り替え手法の提案

C-01
◎

†

ID-POS データの属性を活用可能とした標準化 PI 値の提案と商品の

特徴探索

C-02 ◆ 人口の年齢分布を考慮した適切な施設種の選択の最適化

C-03
◎

†

混雑センシングと人流シミュレーションを組み合わせた人流のデジタルツイ

ンの提案

C-04 ◆ 多目的最適化による和歌山県の港の海上コンテナネットワークの構築

C-05 ◎
Detecting and soothing negative emotions through multi-

modal sensing and activity suggestions

G-12 ◎
設定コマンドの入力インターフェイスにSlackを活用するネットワーク演習

環境に対応したLMSの提案

G-13
◎

†
大学内Slackワークスペースの運用管理補助エージェントの開発

G-14
◎

†

テスト採点行動の促進を目的としたペン上の加速度センサによる作業量

推定の検討

G-15
◎

†

ソフトテニスのカットサーブにおける熟練度分析に向けた効果的な慣性セ

ンサ位置の検討

G-16 ◆
講義動画のシーン選択履歴を用いた生徒の理解度に基づく補助資料

提示

G-20 ◎
飲食情報多角化のためのマイクロブログにおける「おいしくない」情報の抽

出

G-21 ◎ YouTube 上の料理動画の評価要因分析

G-22
◎

†
レビューに基づく複数ジャンルを対象とした類似作品の推薦と評価

○下津拓未、吉野孝（和歌山大学）、平林（宮部） 真衣（東京大

学）

○松清綾大、伊藤淳子、吉野孝（和歌山大学）

○福本虎太郎、伊藤淳子、吉野孝（和歌山大学）

G：一般4（ソーシャルメディア）

10:00～10:45　会場：Room6　座長：大島裕明（兵庫県立大学）

○谷口弘通（大阪府立大学）、勝間亮、藤本まなと（大阪公立大学）

○津村直宏、武内良典（近畿大学）

○米田一成、水谷后宏（近畿大学）

C：行動変容と社会システム1

9:30～10:45　会場：Room4　座長：丸野由希（京都女子大学）

○中村綾乃、吉野孝（和歌山大学）、松山浩士（株式会社サーバーリ

ンクス）、貴志祥江、大西剛（株式会社オークワ）

○小川剛史、謝孟春、中嶋崇喜、森徹（和歌山工業高等専門学校）

G：一般3（教育・学習）

9:30～10:45　会場：Room5　座長：伊藤一成（青山学院大学）

○★宮城勝、吉原和明、井口信和（近畿大学）

○山下和真、坂田志旺、谷口義明（近畿大学）

○小浜彩矢佳（大阪府立大学）、勝間亮、藤本まなと（大阪公立大

学）

○豊崎祐衣（関西学院大学）、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（関西学院大学）

G：一般2（機械学習1）

9:45～10:45　会場：Room3　座長：川嶋宏彰（兵庫県立大学）

○信藤海南登、中本幸一（兵庫県立大学）

○★青井悠佑、岡留剛（関西学院大学）

○林慶元、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術大学

院大学）

○片山萌奈、謝孟春、中嶋崇喜、森徹（和歌山工業高等専門学校）

○阪上遥、山田理、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学

技術大学院大学）
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G-23
視覚野刺激型人工視覚システムの重み付き刺激データ表現の符号化

手法の提案

G-24 パラメトリックモデリングによるドラゴンのデザイン手法の提案

G-25 † 計測スペクトラルBRDFの解析モデル近似

G-26
◆

†

BSSO(Brief Simulation System using OpenFOAM)の研究開

発

G-27 ◎ ネットワーク通信を用いた高精細映像の並列分散解析手法

G-28 ◎
運転特性を考慮したバス運転手の配置換えによる燃料費削減手法の

提案

G-29 ◎
ルータ内部のQoS制御可視化システムにおけるアニメーション生成機能の

実装

G-30 ◎
ネットワーク構成図から生成した設定情報のネットワーク機器への自動設

定を可能とする機能の開発

G-31 ◎
SRv6パケットの経路可視化を目的とするSRHへの識別子付与に関する

研究

G-32
◎

†

養殖魚モニタリング環境下における残余電力を考慮した情報転送方式

の検討

G-33
DNSパケットを基にIPアドレスを利用者単位に分類する手法の精度向

上

G-34
プロキシサーバと遠隔認証によるネットワーク管理者への不審な通信の通

知システムの構築

B-01 ◎
遠隔講義のワークにおける話しづらさを緩和するオンラインアイスブレイクシ

ステムの提案

B-02 ◎ 2次元キャラクタにおける音声生成モデルの検討

B-03 Bending Desktop:凹んで見える机

B-04 ◎ 制御焦点理論を考慮した目標提示を行う運動支援システムの提案 ○中出恵美、福島拓（大阪工業大学）、蔵永瞳（滋賀大学）

○上田匠、武内良典（近畿大学）

○石村爽真、床井浩平（和歌山大学）

○佐藤眞宏、岩崎慶（和歌山大学）

○長田悠生、八杉凌司、藤原佑吾、金盛志祐、村上颯志（兵庫県立

小野高等学校）

○植村宥喜、水谷后宏（近畿大学）

○★三浦陸、水谷后宏（近畿大学）

11:00～12:00 会場：Room3　座長：飯尾尊優（同志社大学）

○古居巧真、伊藤淳子、吉野孝（和歌山大学）

○竹中雄亮、外村佳伸（龍谷大学）

○斉藤彰吾、大井翔、佐野睦夫（大阪工業大学）

G：一般6（ネットワーク2）

11:00～12:30　会場：Room2　座長：藤本まなと（大阪公立大学）

○藤井勝央、井口信和（近畿大学）

○★橋本瞭、井口信和（近畿大学）

○小村巧、谷口義明（近畿大学）

○★嶋谷修一朗、柏崎礼生、井口信和（近畿大学）

G：一般5（アルゴリズム）

11:00～12:30　会場：Room1　座長：伊原彰紀（和歌山大学）

○小川考輝、川橋裕（和歌山大学）

○佐尾山裕司、川橋裕（和歌山大学）

B：ヒューマンコミュニケーション1
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C-06
◎

†

マイクロタスク型クラウドソーシングにおける不適切回答のリアルタイム検

出・介入手法の検討

C-07 ◎ 逐次学習を用いた電力需要予測モデルの性能評価

C-08
◎

†
3Dポイントクラウドを用いたマイクロ行動認識の検討

C-09
◎

†
目標フレーミングを用いた注意喚起が運転行動に及ぼす影響

C-10
◎

†
ARとナッジを用いた高血糖抑制のための食事行動変容システムの検討

G-35 ◎ オンチェーンデータ解析を用いた仮想通貨の価格推移に関する考察

G-36
「コロナ禍」の中での自粛生活の実態

−三重県調査報告−

G-38 ◎ ID-POSデータを用いた非会員顧客の年齢と性別の推定

G-39 ◎
生活習慣病改善のための問診票と健康診断結果を組み合わせたベイジ

アンネットワークモデルの提案

G-41 ◎ 微調整を要する街区における区画割自動化手法の提案

G-42 ◆ 地物の優先度に基づく複数ユーザの目的を考慮した動的地図の生成

G-43 ◎
交通安全支援のためのBluetoothの電波強度を利用したすれ違い時

刻の推定

G-44 ◎ 大学におけるフリーアドレススペース共有支援システムの検討

G-45 ◎ 施設内におけるBLEを用いた混雑度推定システムの評価

C：行動変容と社会システム2

11:00～12:15　会場：Room4　座長：松田裕貴（奈良先端科学技術大学院大学）

○福光嘉伸、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術大

学院大学）

○田中翔梧、中本幸一（兵庫県立大学）

○★松本幸大、越智洋司、井口信和（近畿大学）

○田井紗瑛子、吉野孝（和歌山大学）、貴志祥江、坂本明一、宮崎

裕之、大西剛（株式会社オークワ）

G：一般8（地理情報・位置情報）

11:15～12:30　会場：Room6　座長：岡留剛（関西学院大学）

○實成翔、吉野孝（和歌山大学）、村井徳彦（フジ住宅株式会社）

○★佐藤萌、角谷和俊（関西学院大学）、北山大輔（工学院大学）

○梅園孝明、勝間亮（大阪公立大学）

G：一般7（データ分析）

11:00～12:00　会場：Room5　座長：兼宗進（大阪電気通信大学）

○徳永翔、水谷后宏（近畿大学）

○南泰代（有限会社ピース設計）

○★井口拓己、吉野孝（和歌山大学）、高木伴幸（和歌山市医師会

成人病センター）、小池廣昭（小池クリニック）

○★今尾廉、谷口義明、井口信和（近畿大学）

○三嶋祐輝、松井智一、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術大

学院大学）

○三浪裕作、鎌江遼、朱宮千裕、山本大貴、西崎友規子（京都工芸

繊維大学）

○道浦菜々子、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術

大学院大学）
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G-46 ◎
MACアドレスがランダム化されたBLEパケットからの同一機器推定手法の

改良と評価

G-47 ◎ 無線LAN環境のセキュリティ診断システムの開発

G-48 ◆ ランサムウェア「REvil」の静的・動的解析研究

G-49 ◎ 失敗体験から学習する無線LANのセキュリティリスク学習システムの開発

G-50 ◎
クラウド環境を標的とするDDoS攻撃の対策訓練を可能とする演習シス

テムの評価

G-51 ◎
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システムにおける

不正侵入攻撃演習機能の追加

B-05
◎

†

宅内行動認識に向けた環境発電によるセンシングおよび機械学習手法

の提案

B-06 ◆ 転移学習を用いた大喜利回答システムの構築

B-07 ◎ MR環境における視覚フィードバック手法の検討

B-08
◎

†
歩行しながら会話する際の視線の動きの分析

B-09 ◎ アニメータ支援のためのキャラクタ画風変換

D-01 ◆
人型ピクトグラムを用いたソートアルゴリズムを学ぶアプリケーション「人型ピ

クソートグラム」の実装

D-02 ◆
人型ピクトグラムを構成素とする

ピクトグラフ生成アプリケーション「Human Pictograph」の実装

D-03 ◎ Scratchにおける類似動作を含む作品間のプログラム類似性の分析

D-04 † プログラミング初学者の躓きの顕在化

D-05 ◎ 継続的な練習を可能にするタイピング練習システムの開発

D-06 † 情報科教科書に現れる用語の変遷ー情報ABCから情報Iまでー

午後の部　

○築山拓人、大井翔、佐野睦夫（大阪工業大学）

D：プログラミングおよび情報教育

○赤澤紀子、赤池英夫、柴田雄登、角田博保、中山泰一（電気通信

大学）

13:30～15:00 会場：Room4　座長：尾崎拓郎（大阪教育大学）

○渡辺大智、御家雄一、伊藤一成（青山学院大学）

○三倉舞子、伊原彰紀、橋谷直樹（和歌山大学）

○伊藤匡祐、奥谷律夢、小関啓子、島袋舞子、兼宗進（大阪電気通

信大学）

○五十嵐佑、須田宇宙（千葉工業大学）

○高橋伶奈、御家雄一、伊藤一成（青山学院大学）

○★秋山周平、谷口義明（近畿大学）

○泉本侑哉、谷口義明（近畿大学）

○塩田晃平、谷口義明、井口信和（近畿大学）

○竹内海地、謝孟春、中嶋崇喜、森徹（和歌山工業高等専門学校）

○出口修大、飯尾尊優（同志社大学）、港隆史（理化学研究所）

G：一般9（セキュリティ）

13:30～15:00　会場：Room2　座長：柏崎礼生（近畿大学）

13:30～14:45　会場：Room3　座長：福島拓（大阪工業大学）

○伊勢田氷琴、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術

大学院大学）、西島伶央斗（徳山工業高等専門学校）

○山本泰雅、謝孟春、中嶋崇喜、森徹（和歌山工業高等専門学校）

○★小林麟太郞（兵庫県立小野高等学校）

○眞鍋督、井口信和（近畿大学）

○★寺西弘登、井口信和（近畿大学）

B：ヒューマンコミュニケーション2
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G-52 ◎ CNNを用いた体位が様々なX線画像からの椎骨検出

G-53
◎

†

視線ベースの一筆書き文字入力におけるリアルタイムな単語絞り込みに

よる高精度化の検討

G-54 ◎
ECサイトにおける商品の特徴ラベル分類に関する精度と付与率の向上

に向けた取組み

G-55
◎

†
痕跡を用いた野生動物の個体識別手法の提案

G-56 ◆ YOLOv5を用いたカモの識別

G-57 ◆ 車内アナウンスをすべての人に

G-58 ◆ 番組映像のシーンに付与されたキーワードの選択操作による情報推薦

G-59 ◆
視覚情報と聴覚情報を用いた料理レシピ特徴の差異表現によるレシピ

選択支援

G-60 ◎
歌詞とジオタグツイートによるスポットに対するアーティスト抽出および嗜好

に基づく楽曲推薦手法の提案

G-62
◎

†

景色を眺めながら街歩きするためのスマートウォッチを用いた観光ナビゲー

ションシステムの開発

G-63
◎

†
同行者とアバターを用いて参加可能なVR観光支援システムの開発

○松田匠人、伊藤淳子、吉野孝（和歌山大学）

○戸田和希、伊藤淳子、吉野孝（和歌山大学）

G：一般10（機械学習2）

13:30～15:00 会場：Room5　座長：水谷后宏（近畿大学）

○森川大翔、吉野孝（和歌山大学）、寺口真年（和歌山県立医科大

学）

○後藤逸兵、松田裕貴、諏訪博彦、安本慶一（奈良先端科学技術大

学院大学）

○藤井寿紀、勝間亮（大阪公立大学）

○★武富妃里、角谷和俊（関西学院大学）、王元元（山口大学）、

河合由起子（京都産業大学）、

13:30～14:45 会場：Room6　座長：越智洋司（近畿大学）

○★澤武芽由（関西学院大学）、王元元（山口大学）、河合由起子

（京都産業大学）、角谷和俊（関西学院大学）

○林伸宇、河合由起子（京都産業大学）

○★岡田聖冬、稲岡歩望、宮下恭一、堀尾将吾、石井友基（兵庫県

立小野高等学校）

○永峯蒼士、前川知輝、松本直弥、峯山賢伸（兵庫県立小野高等学

校）

G：一般11（情報推薦とユーザ支援）

○酒井敏彦、三宅悠介（GMOペパボ株式会社・九州大学）
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