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A 会場

9:00

B 会場

C 会場

D 会場

E 会場

F 会場

G 会場

H 会場

受付開始時間 9:00

9:50

10:30

MD2-2 10:40-11:00
対制約を用いたペナルティベクトルによ
る L2 正則化ファジィ c-平均法
○高橋 あおい (筑波大学大学院)
遠藤 靖典 (筑波大学大学院)
濱砂 幸裕 (筑波大学大学院)

ME2-2 10:40-11:00
参照効果を考慮した期間末割引販売に
関するシミュレーション考察
○小出 武 (甲南大学)
三道 弘明 (大阪大学大学院)

MG2-2 10:40-11:00
ファジィ指数型 AHP における一対比較
値に関する考察
○小谷 直也 (大阪国際大学)
古殿 幸雄 (大阪国際大学)

MD2-5 11:40-12:00
Generalized Aggregation Operator and
Its Application to Clustering
○佐藤 美佳 (筑波大学大学院)

ME2-4 11:20-11:40
確率変数係数を含む階層型多目的線形
計画問題に対する対話型意思決定
○矢野 均 (名古屋市立大学)

ME2-5 11:40-12:00
企業の社会的責任を考慮したファジィポ
ートフォリオ選択問題
○蓮池 隆 (大阪大学大学院)
中嶋 悟 (大阪大学大学院)

MF2-1 11:00-11:20
調理学習支援を目的とした簡易撮影環
境における学習状況判別手法の提案
○赤井 悠子 (広島市立大学大学院)
岡本 勝 (広島市立大学大学院)
松原 行宏 (広島市立大学大学院)
岩根 典之 (広島市立大学大学院)

MF2-2 11:20-11:40
設計型学習における多様な問題の生
成について
○國兼 沙也佳 (広島市立大学大学院)
宮本 翔太 (広島市立大学大学院)
岩根 典之 (広島市立大学大学院)
松原 行宏 (広島市立大学大学院)
岡本 勝 (広島市立大学大学院)

MG2-3 11:00-11:20
ファジィ区間データによる正規分布モデ
ルの選択における AIC
○小西 幹彦 (広島国際大学)
奥田 徹示 (大阪工業大学)

MG2-4 11:20-11:40
在庫と多期間を考慮した多品種２段階
輸送問題の研究
○安高 真一郎 (大阪国際大学)
金 炳荢 (早稲田大学大学院)

MF2-3 11:40-12:00
PC による柔軟な講義ノート作成システ
ム
○北島 圭 (東京工科大学大学院)
岩下 志乃 (東京工科大学)

MG2-5 11:40-12:00
TOC における曖昧性
○韓 尚秀 (大阪国際大学大学院)

MF3-1 14:30-14:50
脈波解析システムの 2 次元（平面）並び
に 3 次元（球面）自己組織化マップ
(SOM)による構築
○徳高 平蔵 ((有）SOM ジャパン)
藤村 喜久郎 (鳥取大学)
大北 正昭 ((有）SOM ジャパン)

MG3-1 14:30-14:50
条件付き正定値カーネルを用いた c-平
均法について
○神澤 雄智 (芝浦工業大学)
遠藤 靖典 (筑波大学)
宮本 定明 (筑波大学)

司会：田中 一男 (電気通信大学)

MC2-5 11:40-12:00
一対比較行列を用いたグループ意思決
定
○円谷 友英 (高知大学)
乾口 雅弘 (大阪大学)

MD2-4 11:20-11:40
階層的クラスタリングにおける対制約の
導入のための二つのアプローチ
○寺見 明久 (筑波大学)
宮本 定明 (筑波大学)

ME2-3 11:00-11:20
凹性の一般化とファジィ数理計画問題へ
の応用
金 正道 (弘前大学大学院)
○桑野 裕昭 (金沢学院大学)

ファジィ制御(GE)

MC2-4 11:20-11:40
変量選択を伴う主成分分析と DEA にお
ける効率性評価の視覚化
○青木 真吾 (大阪府立大学)
山崎 新悟 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)

MD2-3 11:00-11:20
半教師付き逐次抽出型回帰モデル
○唐 恒進 (筑波大学)
宮本 定明 (筑波大学)

司会：古殿 幸雄 (大阪国際大学)

MC2-3 11:00-11:20
代替案選択モデルを伴う仮想テーマパ
ークシミュレータとユーザ嗜好のばらつ
きの影響
○呉 志賢 (大阪経済法科大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)

経営・経済分野への応用(OS)

MC2-2 10:40-11:00
重み付きユーザ・アイテムクラスターの
逐次的な抽出に基づく協調フィルタリン
グ
○本多 克宏 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)

教育工学(GE)
司会：岩根 典之 (広島市立大学)

MB2-4 11:40-12:00
強化学習におけるスランプの概念の導
入とその評価
○木村 卓哉 (北海道大学)
吉川 毅 (北海道大学)
野中 秀俊 (北海道大学)

MG2-1 10:20-10:40
経営・経済分野で用いられる可能性予
測モデル
○藪内 賢之 (下関市立大学)

司会：蓮池 隆 (大阪大学)

MA2-3 11:40-12:00
自律分散システムを用いた航空機脱出
シミュレーションにおける最適化
○三好 哲也 (豊橋創造大学)
中易 秀敏 (甲南大学)
上野 由貴 (甲南大学)
中川 雅央 (滋賀大学)

MB2-3 11:20-11:40
マルチエージェント強化学習における
知覚情報の適応的粗視化
○伊藤 僚 (北海道大学)
吉川 毅 (北海道大学)
野中 秀俊 (北海道大学)

ME2-1 10:20-10:40
ファジィランダム需要を伴うネットワーク
上の Stackelberg 配置問題
○宇野 剛史 (徳島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
加藤 浩介 (広島工業大学)

ワークス社)

市橋 秀友 (大阪府立大学)

司会：神澤 雄智 (芝浦工業大学)

MA2-2 11:20-11:40
Soft Optimization Method with Swarm
Intelligence for Large Scale Stock layout
Problems
○Zhang Yalong (University of Fukukui)
Ogura Hisakazu (University of Fukukui)
Kuroiwa Jousuke (University of Fukukui)
Odaka Tomohiro (University of Fukukui)

MB2-2 11:00-11:20
強化学習に基づくサッカーエージェント
の行動学習システム
○大川 拓也 (大阪電気通信大学)
渡邊 俊彦 (大阪電気通信大学)

司会：本多 克宏 (大阪府立大学)

MA2-1 11:00-11:20
物語のシーンの印象に基づいた声楽曲
生成システムの試作
○石塚 賢吉 (筑波大学大学院)
鬼沢 武久 (筑波大学大学院)

MD2-1 10:20-10:40
対制約を用いたクラスタワイズ許容範囲
付きデータに対する ファジィ c-平均法
について
○濱砂 幸裕 (筑波大学大学院)
遠藤 靖典 (筑波大学大学院)

オペレーションズ・リサーチ(OS)

MB2-1 10:40-11:00
カーレースゲームへのファジィ Q 学習の
適用
○馬野 元秀 (大阪府立大学)
岸本 文哉 (大阪府立大学)
瀬田 和久 (大阪府立大学)

司会：野中 秀俊 (北海道大学)

司会：三好 哲也 (豊橋創造大学)

11:40

最適化(GE)

11:20

MA1-3 10:30-10:50
確率変数係数を含む多目的整数計画
問題に対する単純リコースモデルに基
づく対話型ファジィ満足化手法
○狩野 篤司 (広島大学)
坂和 正敏 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
松井 猛 (広島大学)

エージェント(GE)

11:00

MC2-1 10:20-10:40
社会シミュレーションにおけるコミュニケ
ーション形態の影響
○野津 亮 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
山本 優 (パナソニック・ホーム AVC ネット

パターン分類とクラスタリング１(OS)

10:50

MA1-2 10:10-10-30
ファジィランダム多目的 0-1 計画問題に
対する可能性を用いた確率最大化に基
づく対話型ファジィ満足化手法
○本谷 武久 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
坂和 正敏 (広島大学)
松井 猛 (広島大学)

高度コンテンツ創造流通と知的システム(OS)

10:40

司会：和田 紘輝 (広島大学)

10:20

学生セッション１(OS)

10:10

MA1-1 9:50-10:10
ファジィランダム２レベル整数計画問題
に対する可能性を用いた期待値最適化
モデルに基づく Stackelberg 解の導出
○岡本 優 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
坂和 正敏 (広島大学)
松井 猛 (広島大学)

MH2-1 11:00-11:20
組込み系に対応した FDL 言語仕様と開
発ガイドライン
○多和田 侑 (高知大学大学院)
森 雄一郎 (高知大学大学院)

NH2-2 11:20-11:40
Piecewise Lyapunov Function に基づく
Switching ファジィ制御器による H∞制御
系の設計
Chen Ying-Jen (National Central University)
大竹 博 (電気通信大学)
田中 一男 (電気通信大学)
Wang Wen-Jun (National Central University)
○井上 皓平 (電気通信大学)
猿木 恭文 (電気通信大学)
MH2-3 11:40-12:00
多項式ファジィシステムに対する
SOS-Based Observer の設計
○和田 基宏 (電気通信大学)
妹尾 俊明 (電気通信大学)
田中 一男 (電気通信大学)
大竹 博 (電気通信大学)

12:00
昼食 12:00-13:00

13:00
特別講演 「戦艦大和とものづくり」 13:00-14:15
戸高 一成 氏（呉市海事歴史科学館「大和ミュージアム」館長）
司会： 丹羽 啓一（広島経済大学）
D 会場（L205）

14:15

14:30

クラスタリング(GE)
司会：橋山 智訓
(電気通信大学)

司会：本多 克宏
(大阪府立大学)

パターン分類とクラスタリング２(OS)

ME3-1 14:30-14:50
視覚入力に対するすれ違い時の行動決
定のモデル化
○渡邊 紀文 (玉川大学)
三門 裕明 (玉川大学)
大森 隆司 (玉川大学)

医療応用(OS)
司会 ：内野 英治
(山口大学)

MD3-1 14:30-14:50
Emotional Fitness のための音楽聴取に
よる運動強度制御
原 隆幸 (立命館大学大学院)
串田 淳一 (立命館大学)
○亀井 且有 (立命館大学)

脳機能学習(OS)
司会： 林 勲
(関西大学)

MC3-1 14:30-14:50
ロボットの構造変化時における動作
修正に対する近傍学習法の適用
○木下 裕介 (名古屋大学)
舟洞 佑記 (名古屋大学)
矢野 良和 (愛知工業大学)
道木 慎二 (名古屋大学)
大熊 繁 (名古屋大学)

人間共生システム 1(OS)
司会： 前田 陽一郎
(福井大学)

MB3-1 14:30-14:50
2 つの色表現による画像のファジイ検
索
馬野 元秀 (大阪府立大学)
○小谷 長弘 (大阪府立大学)
瀬田 和久 (大阪府立大学)

ECOmp(OS)
司会： 矢野 良和
(愛知工業大学)

知識表現(GE)
司会：岩下 志乃
(東京工科大学)

感性工学(GE)
司会：徳丸 正孝
(関西大学)

14:50

MA3-1 14:30-14:50
歴史的町並景観の感性工学的分析
○中村 弘典 (下関市立大学)
王 洪淵 (下関市立大学)
土屋 敏夫 (下関市立大学)

MH3-1 14:30-14:50
自己組織化マップを用いたソフトウェア
分類表示手法
○久田 大地 (北海道大学)
吉川 毅 (北海道大学)
野中 秀俊 (北海道大学)
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14:50

ME4-4 17:20-17:40
選 択 的 自 動 再 送 要 求 を 用 い た P300
speller の判別時間短縮に関する検討
○金田 佑介 (名古屋大学)
高橋 弘武 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)

MD4-5 17:40-18:00
貢献度評価に基づくマルチエージェント
強化学習の報酬分配
○張 坤 (福井大学)
前田 陽一郎 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)

18:00
ビアセッション 18:00-19:00
レセプションホール（学士会館２階）

19:00

MF4-3 17:00-17:20
ファジィ相関ルール抽出アルゴリズム
の高速化
○渡邊 俊彦 (大阪電気通信大学)

MF4-4 17:20-17:40
ファジィ Q 学習エージェントに対する副
報酬と忘却に基づく教示方法
○澤 徹 (大阪電気通信大学)
渡邊 俊彦 (大阪電気通信大学)

MH3-2 14:50-15:10
逐次抽出型可能性クラスタリングと密
集地探索
○江崎 朋人 (電気通信大学)
橋山 智訓 (電気通信大学)
平林 里葉子 (電気通信大学)
市野 順子 (電気通信大学)
田野 俊一 (電気通信大学)
MH3-3 15:10-15:30
ハード c-回帰モデルによるシェルクラ
スタリング
○長浦 一哉 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)

MG3-4 15:30-15:50
不確実データに対するペナルティ項を伴
うファジィ c-平均法について
○宮本 智明 (筑波大学大学院)
遠藤 靖典 (筑波大学大学院)
濱砂 幸裕 (筑波大学大学院)

MG4-1 16:20-16:40
非ユークリッド関係性データの線形ク
ラスタリング
○山本 剛史 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)
MG4-2 16:40-17:00
線形クラスタリングの応用による十字
構造の抽出
○吉田 大介 (大阪府立大学)
野間口 朋成 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)
MG4-3 17:00-17:20
局所的な座標軸回転を伴う FCE 法に
よる正方形状クラスターの抽出
○野間口 朋成 (大阪府立大学)
吉田 大介 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)
市橋 秀友 (大阪府立大学)
MG4-4 17:20-17:40
セミハードクラスタリングとその識別器
への応用-大量データでの SVM との比
較○市橋 秀友 (大阪府立大学)
野津 亮 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)

司会：渡辺 桂吾 (岡山大学)

MD4-4 17:20-17:40
アージ・システムに基づく自己充足モデ
ルのための行動学習
○飯星 貴文 (名古屋工業大学)
安藤 照朗 (中京大学)
加納 政芳 (中京大学)
中村 剛士 (名古屋工業大学)

ME4-3 17:00-17:20
学習型自己組織化加法的ファジィクラス
タリングの脳波データへの適用
○桑田 智幸 (筑波大学大学院)
佐藤 美佳 (筑波大学大学院)

MF4-2 16:40-17:00
Type-2 ファジィ推論モデルの等価性
○関 宏理 (大阪工業大学)
水本 雅晴 (大阪電気通信大学)

司会：遠藤 靖典 (筑波大学)

MD4-3 17:00-17:20
スパイキングニューラルネットワークを
用いた人間状態計測システム
○大保 武慶 (首都大学東京)
久保田 直行 (首都大学東京)

ME4-2 16:40-17:00
時系列モデルを用いた脳波イメージ判
別と電動車椅子自動操縦への応用
○三宅 龍馬 (電気通信大学大学院)
大竹 博 (電気通信大学大学院)
田中 一男 (電気通信大学大学院)

司会：渡邊 俊彦 (大阪電気通信大学)

MD4-2 16:40-17:00
ファジィ契約ネットに基づくマルチエージ
ェントロボットのためのタスク割当
○梅 亮 (福井大学)
前田 陽一郎 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)

MF4-1 16:20-16:40
一般化 SIRMs 結合型ファジィ推論モデ
ルの性質
○関 宏理 (大阪工業大学)

MG3-3 15:10-15:30
ペナルティベクトルの L2 及び L1 正則化を
用いた不確実データに対する陽写像カ
ーネルファジィ c-平均法について
○高山 勲 (筑波大学大学院)
遠藤 靖典 (筑波大学大学院)
濱砂 幸裕 (筑波大学大学院)
宮本 定明 (筑波大学大学院)

ロボット、シミュレーション(GE)

ME4-1 16:20-16:40
P300 speller の実用性向上を目的とした
信頼度に基づく自動再送要求と誤り関
連電位に基づく誤り訂正に関する研究
○高橋 弘武 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)

MF3-3 15:10-15:30
確率的弛緩法を用いた口腔粘膜疾患
診断支援システム
○堀尾 恵一 (九州工業大学)
松本 宗兵 (九州工業大学)
末竹 規哲 (山口大学)
大谷 泰志 (九州歯科大学)
土生 学 (九州歯科大学)
冨永 和弘 (九州歯科大学)
山川 烈 (九州工業大学)
MF3-4 15:30-15:50
血管内超音波画像を用いた冠動脈プ
ラークの組織性状判別支援システム
○内野 英治 (山口大学大学院)
末竹 規哲 (山口大学大学院)
久保田 良輔 (宇部工業高等専門学校)
古賀 崇了 (徳山工業高等専門学校)
古川 翔大 (山口大学大学院)
廣 高史 (日本大学)
松崎 益徳 (山口大学大学院)

クラスタリング(GE)
司会：橋山 智訓 (電気通信大学)

MD4-1 16:20-16:40
カオス時系列解析を用いた動物型ロボ
ットの歩容生成法
○土屋 聖也 (東京工芸大学)
鈴木 秀和 (東京工芸大学)
西 仁司 (福井工業高等専門学校)

但馬 文昭 (横浜国立大学)
宮武 直樹 (千葉科学大学)
佐藤 秀昭 (立川病院)

パターン分類とクラスタリング 3(OS)

ME3-5 15:50-16:10
強化学習を用いた BCI 協調学習の有用
性の検討
○林 勲 (関西大学)
福島 邦彦 (関西大学)

ファジィ推論 (OS)

MD3-5 15:50-16:10
脳波特徴抽出を用いたリラクゼーション
効果測定手法
○一井 亮介 (福井大学)
前田 陽一郎 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)

LAAKSONEN Jorma (ヘルシンキ工科大学)

司会：内野 英治 (山口大学)

ME3-4 15:30-15:50
脳コンピュータインタフェースのための
pdi-Boosting の提案
○林 勲 (関西大学大学院)
鶴背 慎二 (関西大学大学院)

MG3-2 14:50-15:10
カーネルデータ解析のための陽写像法
を用いたカーネル VQC
○澤崎 佳介 (筑波大学)
宮本 定明 (筑波大学)

パターン分類とクラスタリング２(OS)
司会：本多 克宏 (大阪府立大学)

サンシェーズ エリー (地中海大学)
ME3-3 15:10-15:30
ブレイン・マシン・インタフェースのための
Boosting を用いた脳波の多クラス識別
○青木 治雄 (電気通信大学)
田中 一男 (電気通信大学)
大竹 博 (電気通信大学)

MF3-2 14:50-15:10
部分空間法による眼底画像解析とそ
の性能評価
○松田 充夫 (大島商船高等専門学校)

医療応用(OS1010)

MD3-4 15:30-15:50
Emotional Fitness のための加速度脈波
を用いた運動後爽快感指標の提案
○山添 守史 (立命館大学大学院)
串田 淳一 (立命館大学)
亀井 且有 (立命館大学)

司会：田中 一男 (電気通信大学)

MC4-4 17:20-17:40
拡張型情報レシオを用いた共存型 GA
によるナース・スケジューリング
○渡部 総一郎 (岡山県立大学)
山内 仁 (岡山県立大学)
金川 明弘 (岡山県立大学)

MD3-3 15:10-15:30
交渉対話事例に基づく交渉エージェント
のしぐさ生成と評価
○片上 大輔 (東京工芸大学)
池田 祐輔 (東京工業大学)
新田 克己 (東京工業大学)

脳システム(OS)

MC4-3 17:00-17:20
介護施設における食事管理支援シス
テムの開発
○藤野 猛士 (岡山県立大学大学院)
小宮山 哲 (岡山県立大学大学院)
岡本 辰夫 (株式会社両備ヘルシーケア)
小山 嘉紀 (株式会社両備ヘルシーケア)
横田 一正 (岡山県立大学大学院)
金川 明弘 (岡山県立大学大学院)

(ソフトコンピューティングヨーロッパセンター)

司会：林 勲 (関西大学)

(株式会社両備システムソリューションズ)

横田 一正 (岡山県立大学)

司会：片上 大輔 (東京工芸大学)

MB4-3 17:00-17:20
ファジィ数空間上の無限級数について
○稲井田 次郎 (日本大学)
御前 憲廣 (日本大学)

MC4-2 16:40-17:00
色覚異常の人々を補助するソフトウエ
アの開発
○下田 雅彦

ME3-2 14:50-15:10
ひらがな単語黙読時における時空間的
脳活動
○山ノ井 高洋 (北海学園大学)
豊島 恒 (ジャパンテクニカルソフトウェア)
山崎 敏正 (九州工業大学)
大西 真一 (北海学園大学)
菅野 道夫

MD3-2 14:50-15:10
人とロボットのインタラクティブ情動コミ
ュニケーションにおけるロボットの有効
反応モデル
○滝 僚平 (福井大学)
前田 陽一郎 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)

脳機能学習(OS)

MB4-2 16:40-17:00
包絡分析法における効率的フロンティ
アの構成
○西守 克己 (鳥取大学大学院)
野口 和正 (鳥取大学大学院)

MC4-1 16:20-16:40
獲得知識を援用した MT 法による肝疾
患判定法
○神崎 訓枝 (岡山県立大学大学院)
金川 明弘 (岡山県立大学)

人間共生システム 2(OS)

MA4-4 17:20-17:40
カーレースゲームにおける状態評価と行
動決定に対するファジィルールの適用に
ついて
馬野 元秀 (大阪府立大学)
○伊瀬 顕史 (大阪府立大学)
瀬田 和久 (大阪府立大学)

MB4-1 16:20-16:40
ファジィ論理のほとんど全て（２０）パヴ
ェルカのファジィ論理
○中島 信之

保健・介護分野へのソフトコンピューティングの応用(OS)
司会：金川 明弘 (岡山県立大学)

MA4-3 17:00-17:20
ポーカーゲームを対象としたプレーヤと
対話する協調的パートナーエージェント
の構築
○大曽根 圭輔 (筑波大学大学院)
鬼沢 武久 (筑波大学大学院)

司会：西守 克己 (鳥取大学)

17:40

MA4-2 16:40-17:00
対話型タブーサーチの有効性に関する
検討
○広方 竜也 (関西大学大学院)
徳丸 正孝 (関西大学)
村中 徳明 (関西大学)

基礎、論理(GE)

17:20

司会：鬼沢 武久 (筑波大学)

17:00

意思決定(GE)

16:40

MA4-1 16:20-16:40
内部従属ＡＨＰにおけるウェイト表現につ
いて
○大西 真一 (北海学園大学)
山ノ井 高洋 (北海学園大学)
今井 英幸 (北海道大学大学院)

MC3-5 15:50-16:10
ユーザーの選好を目的関数とした進化
型多目的最適化による対話型ファジィ
デー タマイニング
○能島 裕介 (大阪府立大学)
石渕 久生 (大阪府立大学)

司会：前田 陽一郎 (福井大学)

16:20

MB3-5 15:50-16:10
知識表現を切り換える学習用パラメー
タの変更−学習用パラメータのしきい
値の制御−
馬野 元秀 (大阪府立大学大学院)
○丸山 喜貴 (大阪府立大学大学院)
藤丸 雅弘 (大阪府立大学大学院)
瀬田 和久 (大阪府立大学大学院)

MC3-3 15:10-15:30
通信量を考慮したマルチプロセッサス
ケジューリング問題への GA の適用方
法に関する検討 〜単一目的問題に
おける多様解の獲得に関する検討〜
○大元 雅英 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)
大山 聖 (独立法人宇宙航空研究開発機構)
堤 誠司 (独立法人宇宙航空研究開発機構)
MC3-4 15:30-15:50
島モデル型多目的ＧＡにおけるユーザ
の意思に基づく探索に関する検討
○山本 雅文 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)

人間共生システム 1(OS)

16:10

MB3-4 15:30-15:50
知識表現を変化させる学習について
−知識表現を段階的に変化させる方法
−
馬野 元秀 (大阪府立大学)
○西村 隼一 (大阪府立大学)
籘丸 雅弘 (大阪府立大学)
瀬田 和久 (大阪府立大学)

司会：矢野 良和 (愛知工業大学)

MA3-5 15:50-16:10
ニューラルネットワークを用いた感性検
索エージェントの最適化に関する研究
○閨谷 拓朗 (関西大学大学院)
徳丸 正孝 (関西大学)
村中 徳明 (関西大学)

MB3-3 15:10-15:30
全体的傾向と局所的特徴に基づく時系
列データの言葉による表現 ---言葉に
よる表現の類似度--馬野 元秀 (大阪府立大学)
○高橋 勝稔 (大阪府立大学)
瀬田 和久 (大阪府立大学)

MC3-2 14:50-15:10
並列分散型遺伝的ファジィルール選択
によるアンサンブル識別器の設計
○三原 新吾 (大阪府立大学)
能島 裕介 (大阪府立大学)
石渕 久生 (大阪府立大学)

ECOmp(OS)

MA3-4 15:30-15:50
心理学的記憶を取り入れた感性ロボット
のための情報処理モデルに関する研究
○喜多 悠太 (関西大学大学院)
徳丸 正孝 (関西大学)
村中 徳明 (関西大学)

司会：岩下 志乃 (東京工科大学)

MA3-3 15:10-15:30
ロボットの感情生成モデルに関する研
究〜CNN を用いた生き物らしさの表現
〜
○住友 宏行 (関西大学大学院)
徳丸 正孝 (関西大学)
村中 徳明 (関西大学)

MB3-2 14:50-15:10
ニュース記事分類と検索のための自動
タグ付け手法の提案
○塩津 和貴 (東京工科大学大学院)
岩下 志乃 (東京工科大学)

知識表現(GE)

15:50

司会：徳丸 正孝 (関西大学)

15:30

感性工学(GE)

15:10

MA3-2 14:50-15:10
感性工学を用いた景観のゾーニングに
関する研究
○王 洪淵 (下関市立大学)
中村 弘典 (下関市立大学)
土屋 敏夫 (下関市立大学)

MH4-1 16:20-16:40
並列処理による大規模微視的道路交
通シミュレータの接続手法の開発
○相賀 雄介 (電気通信大学)
渡辺 利哉 (電気通信大学)
本多 中二 (電気通信大学)
佐藤 洋介 (電気通信大学)
MH4-2 16:40-17:00
音声教示システムの経験的ファジィ更
新則
泉 清高 (佐賀大学)
辻村 健 (佐賀大学)
○西田 秀二郎 (佐賀大学)
渡部 洋文 (佐賀大学)
渡辺 桂吾 (岡山大学)
MH4-3 17:00-17:20
脚式ロボットの CPG による連続ジャン
プ移動
○池田 将晃 (佐賀大学)
泉 清高 (佐賀大学)
渡辺 桂吾 (岡山大学)

MH4-4 17:20-17:40
単眼マルチビジョンシステム OPTZ を用
いたサッカーロボット
○村田 真大 (東京工芸大学)
鈴木 秀和 (東京工芸大学)

FSS2010 Program ̲20100809
2010.9.14（火）
A 会場

8:30

C 会場

D 会場

E 会場

F 会場

G 会場

受付開始時間 8:30

9:00

TE2-1 10:30-10:50
非計量近接性データにおける階層的粒
度表現
○平野 章二 (島根大学)
津本 周作 (島根大学)

TE2-2 10:50-11:10
確率的選択を用いた大規模データから
の縮約抽出アルゴリズムについて
○工藤 康生 (室蘭工業大学)
丸山 太一
(日本クリエイティブシステム株式会社)

村井 哲也 (北海道大学)

TE2-3 11:10-11:30
可変近傍モデルに基づくマルチエージェ
ントシステム
○生方 誠希 (北海道大学大学院)
工藤 康生 (室蘭工業大学)
村井 哲也 (北海道大学大学院)

TE2-4 11:30-11:50
非決定情報システムにおける可能ルー
ルの信頼度数について
○大隈 ひとみ (大分大学)
中田 典規 (城西国際大学)
酒井 浩 (九州工業大学)

昼食 11:50-13:00

13:00
招待講演 「マツダの環境技術への取り組み」 13:00-14:15
冨山 道雄 氏（マツダ株式会社 商品戦略本部 技術企画部長）
司会：丹羽 啓一（広島経済大学）
D 会場（L205）

14:20
14:50

表彰式 14:20-14:50
D 会場（L205）

TF2-1 10:30-10:50
TAMネットワークを用いたコンクリート
床版の健全性評価に関する研究
○田中 健太 (関西大学)
宮口 昂 (関西大学)
広兼 道幸 (関西大学)
林 勲 (関西大学)

TF2-2 10:50-11:10
アトラクタの局所領域の広がりに着目
したカオス理論を用いたReference free
ヘルスモニタリングシステム
○元村 尚幹 (関西大学大学院)
野村 泰稔 (立命館大学)
古田 均 (関西大学)

TF2-3 11:10-11:30
特異値分解による避難命令動作から
の知識発見
林 勲 (関西大学)
○姜 銀来 (高知工科大学)
原 正直 (関西大学)
王 碩玉 (高知工科大学)

TF2-4 11:30-11:50
個人差のＭＤＳとクラスタリング統合解
析の安全問題への適用
○辻 光宏 (関西大学)
下川 敏雄 (山梨大学)
田中 成典 (関西大学)

建築・土木におけるソフトコンピューティングの応用２(OS)
司会：朝山秀一 (東京電機大学)

TD2-4 11:30-11:50
P300 spellerの速度向上を目的とした入
力文字予測システムの実装に関する検
討
○継岡 恭子 (名古屋大学)
高橋 弘武 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)

TF1-3 9:40-10:00
ファジィ推論による低彩度魚種の品質
推定
中村 誠 (水産大学校)
○松本 佳祐 (水産大学校)
森元 映治 (水産大学校)
江副 覚 (水産大学校)
前田 俊道 (水産大学校)
伊澤 瑞夫 (水産大学校)

TE1-4 10:00-10:20
支配関係に基づく可変整合度および可
変精度ラフ集合アプローチにおけるクラ
スに基づく縮約
○楠木 祥文 (大阪大学)
乾口 雅弘 (大阪大学)
谷野 哲三 (大阪大学)

司会：池辺 正典 (文教大学)

TD2-3 11:10-11:30
オノマトペ・シソーラス・マップの提案と
実装
○戸本 裕太郎 (名古屋工業大学)
中村 剛士 (名古屋工業大学)
加納 政芳 (中京大学)
小松 孝徳 (信州大学)

TE1-3 9:40-10:00
列・多重集合・部分集合の階層から見た
写像に関する一考察
○村井 哲也 (北海道大学)
生方 誠希 (北海道大学)
工藤 康生 (室蘭工業大学)

TF1-1 9:00-9:20
ニューラルネットワークを用いた植物
プランクトン現存量の予測 −測定頻
度依存性についての検討−
○伊沢 瑞夫 (水産大学校)
平 雄一郎 (水産大学校)
横田 源弘 (水産大学校)
中村 誠 (水産大学校)
TF1-2 9:20-9:40
下関トラフグ身欠きの熟練的品質評価
のモデル
○中村 誠 (水産大学校)
太田 博光 (水産大学校)
森元 映治 (水産大学校)
江副 覚 (水産大学校)
原田 和樹 (水産大学校)
松本 佳祐 (水産大学校)

建築・土木におけるソフトコンピューティングの応用１(OS)
司会：奥嶋 政嗣 (徳島大学)

TD2-2 10:50-11:10
ユーザーの印象に基づいた模様画像の
自動生成システムの改良
○秋口 俊輔 (富山高等専門学校)

TE1-2 9:20-9:40
欠損値を含む情報テーブルにおける二
つのラフ近似
○中田 典規 (城西国際大学)
酒井 浩 (九州工業大学)

安全知の獲得・共有１(OS)

TD2-1 10:30-10:50
アソシエーション分析における可視化を
用いた興味深いルールの探索
○伊藤 晃 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)
池田 龍二 (トッパン・フォームズ株式会社)
加藤 孝浩 (トッパン・フォームズ株式会社)

TE1-1 9:00-9:20
決定表のファジィクラスタリング
○乾口 雅弘 (大阪大学大学院)
榎本 隆太 (大阪大学大学院)

農林水産業におけるソフトコンピューティングの応用(OS)
司会：中村 誠 (水産大学校)

TD1-4 10:00-10:20
足踏みインタフェースによるVR歩行環
境シミュレータの開発
○橋本 智己 (埼玉工業大学)
櫻井 友之 (池野通建（株）)
宇田川 裕二 (NECネッツエスアイ(株))
高倉 保幸 (埼玉医科大学)
浜田 利満 (筑波学院大学)
赤澤 とし子 (北里大学)
山本 満 (埼玉医科大学)

司会：乾口 雅弘 (大阪大学)

TC2-4 11:30-11:50
消費者の購買行動にもとづく選択の意
思決定モデルの分析
○柴田 淳子 (神戸学院大学)
奥原 浩之 (大阪大学)
塩出 省吾 (神戸学院大学)

司会：井上 博行 (福井大学)

TC2-3 11:10-11:30
公立美術館における中長期的な観点
からの運営効率性分析
○春名 亮 (金沢学院大学)
桑原 美香 (福井県立大学)

TD1-3 9:40-10:00
リニア型柔軟関節機構D3アクチュエータ
の開発
○森 悠輔 (東京工芸大学)
鈴木 秀和 (東京工芸大学)

ラフ集合：基礎と応用２(OS)

TC2-2 10:50-11:10
コミュニケーション能力分析を用いた
学生支援
○堂本 絵理 (広島経済大学)
奥原 浩之 (大阪大学)
村山 秀次郎 (広島経済大学)

TD1-2 9:20-9:40
対話型遺伝的アルゴリズムによる景観
と調和する看板配色システム
○井上 博行 (福井大学)
井上 智恵 (福井大学)

司会：工藤 康生 (室蘭工業大学)

TC2-1 10:30-10:50
陳腐化商品を取り扱う在庫管理システ
ムの開発と意思決定支援法実装に向
けての展望
○松本 慎平 (広島工業大学)
加島 智子 (近畿大学)
松井 孝典 (大阪大学大学院)
横尾 和磨 (大分工業高等専門学校)
石井 博昭 (関西学院大学)

TD1-1 9:00-9:20
MDD によるロボット行動則の表現
○酒井 将司 (名古屋工業大学)
戸本 裕太郎 (名古屋工業大学)
加納 政芳 (中京大学)
中村 剛士 (名古屋工業大学)

ラフ集合：基礎と応用１(OS)

TC1-4 10:00-10:20
酒まつりQRコードラリー運営システム
の開発
宇野 健 (県立広島大学)
○徳山 陽一 (県立広島大学)

人間共生システム４(OS)

TB2-4 11:30-11:50
Human-Robot Interaction (HRI) におけ
る人の態度・不安・行動
○野村 竜也 (龍谷大学)
神田 崇行 (ATR知能ロボティクス研究所)
鈴木 公啓 (東京未来大学)
山田 幸恵 (岩手県立大学)
加藤 謙介 (九州保健福祉大学)

TC1-2 9:20-9:40
内示情報を用いた未達率指標による
生産計画システム−3 つの未達率指
標の性能解析−
上野 信行 (県立広島大学)
○角本 清孝 (県立広島大学)
奥原 浩之 (大阪大学)
韓 虎剛 (県立広島大学)
TC1-3 9:40-10:00
(x̲bar,s)同時管理図におけるAICに基
づく変化判定法の提案
○佐藤 孝紀 (県立広島大学大学院)
竹本 康彦 (県立広島大学)
有薗 育生 (大阪府立大学大学院)

司会：高橋 泰岳 (福井大学)

TB2-3 11:10-11:30
歩行動作時のバイオロジカルモーション
を用いた感情推定に関する研究
○田村 宏樹 (宮崎大学) T
前田 貴哉 (宮崎大学)
石井 雅博 (富山大学)
淡野 公一 (宮崎大学)
唐 政 (富山大学)

司会：春名 亮 (金沢学院大学)

TA2-4 11:30-11:50
並列分散型遺伝的ファジィルール選択
における部分データ集合の交換操作が
及ぼす部分個体群の進化への影響
○三原 新吾 (大阪府立大学)
能島 裕介 (大阪府立大学)
石渕 久生 (大阪府立大学)

長名 優子 (東京工科大学)

意思決定支援とその展望(OS)

TA2-3 11:10-11:30
分散化したパラメータ不要の遺伝的アル
ゴリズム
○近藤 史孝 (大阪電気通信大学)
藪下 良樹 (アステック株式会社)
渡邊 俊彦 (大阪電気通信大学)

TB2-2 10:50-11:10
ニューラルネットワークを用いたMaCモ
デルに基づく感情生成システム
○廣澤 一輝
(NECシステムテクノロジー株式会社)

司会：市村 匠 (県立広島大学)

11:50

TA2-2 10:50-11:10
ＧＡを用いた多品種少量物流倉庫にお
けるピッキング経路の自動導出に関す
る検討
○高橋 毅 (秋田大学大学院)
安東 由紀 (秋田大学)
西田 眞 (秋田大学大学院)
遠藤 八郎 (ロジザード株式会社)

TB1-4 10:00-10:20
契約違反を考慮した地域冷暖房プラン
トの長期運転計画
○松岡 晋平 (広島大学)
坂和 正敏 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
松井 猛 (広島大学)
石丸 恵一 (新菱冷熱工業株式会社)
後呂 智 (新菱冷熱工業株式会社)

B2-1 10:30-10:50
表出感情の変化による韻律変化に基づ
く感情認識
○矢野 良和 (愛知工業大学)
多田 和彦 (名古屋大学)
道木 慎二 (名古屋大学)
大熊 繁 (名古屋大学)

感情１(OS)

11:30

司会：能島 裕介 (大阪府立大学)

11:10

遺伝的アルゴリズム(GE)

10:50

TA2-1 10:30-10:50
ファジィ量限定詞および真理値限定詞を
含む自然言語命題における遺伝的アル
ゴリズムを用いた推論解
○岡本 渉

TB1-3 9:40-10:00
製品の段階的な規制導入のタイミング
に関する最適化問題
○木村 友亮 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)

TC1-1 9:00-9:20
ベンダー管理在庫モデル及びその制
御
○韓 虎剛 (県立広島大学)
井上 美利 (中国日立情報システムズ)
高中 晶子 (県立広島大学)

人間共生システム３(OS)

10:30

TB1-2 9:20-9:40
ファジィ c-means 法とエントロピー最大
化原理を用いた施設配置問題の一解法
○末宗 明恵 (広島大学)
金川 明弘 (岡山県立大学)
西崎 一郎 (広島大学)

司会：韓 虎剛 (県立広島大学)

10:20

TB1-1 9:00-9:20
e ラーニングにおける Web カメラによる
集中度の判定
○有田 皓亮 (広島市立大学大学院)
高橋 健一(広島市立大学大学院)
上田 祐彰(広島市立大学大学院)

経営情報システム(OS)

TA1-4 10:00-10:20
半余弦関数ウェーブレットネットワークを
用いた移動物体の輪郭抽出
○松尾 佑樹 (九州工業大学)
神酒 勤 (九州工業大学)
池田 和敏 (九州工業大学)

司会：檜垣 紀志 (広島市立大学)

TA1-3 9:40-10:00
生活空間における弱視者支援のための
視覚情報抽出と提示法の一検討
○折居 英章 (九州工業大学大学院)
河野 英昭 (九州工業大学大学院)
前田 博 (九州工業大学大学院)
生駒 哲一 (九州工業大学大学院)

学生セッション２(OS)

10:00

司会：神酒 勤 (九州工業大学)

9:40

画像処理(GE)

9:20

TA1-1 9:00-9:20
ロバストスイッチングベクトルメディアン
フィルタと
ε-フィルタに基づいた
混合雑音除去法
○松岡 丈平 (山口大学)
田中 豪 (山口大学)
末竹 規哲 (山口大学)
内野 英治 (山口大学)
TA1-2 9:20-9:40
ファジィ c-多様体法を用いたステレオ情
景画像からの看板抽出
○森山 裕介 (九州工業大学大学院)
河野 英昭 (九州工業大学大学院)
前田 博 (九州工業大学大学院)
生駒 哲一 (九州工業大学大学院)

TG1-1 9:00-9:20
遺伝的アルゴリズムを用いた文化遺産
防災のための道路モニタリングシステ
ムの配置計画に関する研究
○小川 圭一 (立命館大学)
塚口 博司 (立命館大学)
安 隆浩 (立命館大学)
TG1-2 9:20-9:40
曖昧な境界を有するボロノイ図を用い
た建築形態の形成
○奥 俊信 (大阪大学)

TG1-3 9:40-10:00
進化的手法を用いたアクティブ制振シ
ステムの最適設計 ―絶対応答加速
度に関する評価関数を用いたAMD特
性値最適化―
○笹川 和彦 (神戸大学)
谷 明勲 (神戸大学)
山邊 友一郎 (神戸大学)
TG1-4 10:00-10:20
まちづくり政策評価のためのマルチエ
ージェントモデルの構築
○秋山 孝正 (関西大学)
井ノ口 弘昭 (関西大学)
奥嶋 政嗣 (徳島大学)

TG2-1 10:30-10:50
画像処理によるコンクリート構造物の
ひび割れ計測の実用化に関する基礎
研究
○木元 亮輔 (山口大学)
藤田 悠介 (山口大学)
河村 圭 (山口大学)
浜本 義彦 (山口大学)
TG2-2 10:50-11:10
オフィスビルのファサードを対象とした
IDEによるデザイン発想支援システム
の開発
○河野 高英 (芝浦工業大学)
堤 和敏 (芝浦工業大学)

TG2-3 11:10-11:30
衛星画像を用いた3次元計測
○北川 悦司 (阪南大学)
村木 広和 (株式会社イメージ ワン)

TG2-4 11:30-11:50
劣化予測における不確実性を考慮した
橋梁維持管理計画策定システムの構
築
服部 洋 (京都大学大学院)
古田 均 (関西大学)
中津 功一朗 (関西大学)
石橋 健 (関西大学大学院)
○三好 紀晶 (関西大学)

FSS2010 Program ̲20100809

15:00

TF3-1 15:40-16:00
地球温暖化対策としての遠隔運転支
援システム
○藤吉 誠 (日立造船株式会社)
福島 龍太郎 (日立造船株式会社)

懇親会 18:00 ‒ 20:00
レセプションホール（学士会館２階）

TF4-2 17:10-17:30
ファジィc平均識別器による駐車場の
カメラ方式車両検知システム
○市橋 秀友 (大阪府立大学)
堅多 達也 (ニチゾウテック)
藤吉 誠 (日立造船)
野津 亮 (大阪府立大学)
本多 克宏 (大阪府立大学)

TF4-3 17:30-17:50
ナビゲーション時における認知地図へ
の局所的環境情報の利用に関する研
究
佐藤 智弘 (山形大学大学院)
○野本 弘平 (山形大学大学院)

司会：目良 和也 （広島市立大学)

18:00

TE4-5 17:30-17:50
ファジィ推論を用いた意思決定支援シス
テム
○加島 智子 (近畿大学)
松本 慎平 (広島工業大学)
石井 博昭 (関西学院大学)

司会：藤吉 誠 （日立造船)

TD4-3 17:30-17:50
不均一な分布を持つデータストリームで
の決定木アルゴリズムに向けたノード
構築基準値の実装と評価
○峰岸 達也 (公立はこだて未来大学大学院)
新美 礼彦 (公立はこだて未来大学)

TE4-4 17:10-17:30
「サービスによるサービス調査手法
(SSS)」の提案
○山本 吉伸 (独立行政法人産業技術総合研究所)
中村 嘉志 (独立行政法人産業技術総合研究所)
北島 宗雄 (独立行政法人産業技術総合研究所)

TF4-1 16:50-17:10
加速度脈波解析による心身状態を考
慮した日常支援型知的電動車いすの
研究
○藤本 泰成 (首都大学東京)
山口 亨 (首都大学東京)

産業応用２(OS)

TD4-2 17:10-17:30
ラフ集合を用いた医療診断データフィル
タリングにおけるエージェント学習機能
のためのニューラルネットワーク構築
○山口 大輔 (桐蔭横浜大学)
片山 富美代 (桐蔭横浜大学)
高橋 宗雄 (桐蔭横浜大学)

TE4-3 16:50-17:10
運転の解析による安全運転の指標化と
エコドライブ
○友田 健治(株式会社ワード物流)

感情２(OS)

TF3-3 16:20-16:40
エネルギー消費量を用いた生産設備
の稼動状態推定
○遠藤 真希 (オムロン株式会社)
鶴田 浩輔 (オムロン株式会社)
齊藤 ゆみ (オムロン株式会社)
中嶋 宏 (オムロン株式会社)

司会：北川 悦司 (阪南大学)

司会：野本 弘平 (山形大学)

TF3-2 16:00-16:20
多機能アクチュエータを用いた知的多
目的制御方式の提案
○栗林 和輝 (筑波大学)
安信 誠二 (筑波大学)

建築・土木におけるソフトコンピューティングの応用３(OS)

産業応用１(OS)

TD4-1 16:50-17:10
エージェント指向を用いたPSP演習支援
システムのエラー型詳細設計
山口 大輔 (桐蔭横浜大学)
○塩谷 啓 (桐蔭横浜大学)
新美 礼彦 (公立はこだて未来大学)
高橋 宗雄 (桐蔭横浜大学)

17:50

20:00

TE3-3 15:40-16:00
ヘアードライヤーの視覚的使いやすさ感
の視点からのデザイン評価研究
○井上 勝雄 (広島国際大学)
関口 彰 (広島国際大学)

TE4-2 16:30-16:50
フィービジネスへの転換（取組事例の紹
介）
○大島 和男

司会：谷崎 隆士 (近畿大学)

TC4-5 17:30-17:50
言語コンピューティングに向けて
○高木 友博 (明治大学)
森 章光 （明治大学）
金子 光翼 （明治大学）

TE3-2 15:20-15:40
非古典論理のクリプキ・モデルにおける
音楽のコード列の表現と生成
○村井 哲也 (北海道大学)
生方 誠希 (北海道大学)
工藤 康生 (室蘭工業大学)

TE4-1 16:10-16:30
外食産業におけるサービス工学の実践
○新村 猛 (がんこフードサービス株式
会社)
竹中 毅 (産業技術総合研究所)

サービス工学(OS)

TB4-4 17:30-17:50
可能性予測モデルによる日本の経済分
析
○藪内 賢之 (下関市立大学)

TC4-4 17:10-17:30
消費電力の言語化による家庭内エコ
ロジーへの取り組み
遠藤 友美 (お茶の水女子大学)
小澤 順 (パナソニック（株）)
○小林 一郎 (お茶の水女子大学)

TD3-4 16:00-16:20
地方行政サービスに対する評価情報の
収集および可視化
○池辺 正典 (文教大学)
田中 成典 (関西大学)
辻 光宏 (関西大学)

TE3-1 15:00-15:20
非古典論理のクリプキ・モデルにおける
画像の表現とモルフォロジー
○村井 哲也 (北海道大学)
生方 誠希 (北海道大学)
工藤 康生 (室蘭工業大学)

(明豊ファシリティワークス株式会社)

司会：新美 礼彦 (はこだて未来大学)

TB4-3 17:10-17:30
ラフ集合による株式の日中変動データ分
析
○松本 義之 (下関市立大学)
和多田 淳三 (早稲田大学)

TC4-2 16:30-16:50
対話型作図システムの実現に向けた
検討
○伊藤 崇晃 (芝浦工業大学大学院)
鈴木 浩太 (芝浦工業大学大学院)
杉本 徹 (芝浦工業大学大学院)

TC4-3 16:50-17:10
特定空間内の物体とのインタラクショ
ンに基づく人の行動の言語化
落合 恵理香 (お茶の水女子大学)
○小林 一郎 (お茶の水女子大学)

TD3-3 15:40-16:00
周囲の状況を考慮した安全情報の推薦
に関する研究
○寺口 敏生 (関西大学大学院)
田中 成典 (関西大学)
辻 光宏 (関西大学)
福島 佑樹 (関西大学大学院)

TD3-5 16:20-16:40
洪水時における避難誘導者の配置問
題への避難シミュレーションの適用
○田中 雄大 (関西大学)
広兼 道幸 (関西大学)
宮脇 悠輔 (関西大学)
白木 渡 (香川大学)

データマイニング２(OS)

TA4-4 17:30-17:50
ファジィニューラルネットを用いたファジィ
非線形回帰による化学プラント診断
木村 大作 (兵庫県立大学)
○新居 学 (兵庫県立大学)
山口 貴史 (兵庫県立大学)
高橋 豊 (兵庫県立大学)

TB4-2 16:50-17:10
「本の海大冒険」（子ども向け図書検索シ
ステム）に搭載した子ども向けキーワード
体系表と利用者の入力したキーワードの
比較
○川浦 孝之 (関西医科大学)
遠藤 純 (大阪府立中央図書館)

司会：小林 一郎 (お茶の水女子大学)

司会：小橋 昌司 (兵庫県立大学)

17:30

TA4-3 17:10-17:30
圧力センサを用いたLachman testの定
量的測定システム
○川口 昌悟 (福井大学)
長宗 高樹 (福井大学大学院)
荒木 大輔 (神戸大学大学院)
久保 晴司 (神戸大学大学院)
黒田 良祐 (神戸大学大学院)
黒坂 昌弘 (神戸大学大学院)

司会：藪内 賢之 (下関市立大学)

17:10

TA4-2 16:50-17:10
2色覚における弁別困難色のコントラスト
改善
○田中 豪 (山口大学)
橋井 勇人 (山口大学)
末竹 規哲 (山口大学)
内野 英治 (山口大学)

社会システム(OS)

マルチメディア計算知能２(OS)

16:50

TC3-3 15:40-16:00
Particle Swarm Optimizationを用いた
協調学習型Artificial Neural Networkに
よる衛星画像からの水田抽出
○森 一真 (東京情報大学)
山口 崇志 (東京情報大学)
朴 鍾杰 (東京情報大学)
マッキン ケネス J. (東京情報大学)

司会：酒井 浩 (九州工業大学)

16:40

TD3-2 15:20-15:40
セキュアライフの創出を目指した安全知
の獲得に関する研究−犯行予告マップ
の構築−
中村 健二 (立命館大学)
田中 成典 (関西大学)
大谷 和史 (関西大学大学院)
○山本 雄平 (関西大学大学院)

ラフ集合：基礎と応用３(OS)

TB4-1 16:30-16:50
せん妄に関する病棟看護師のグループ
インタビューにおける自然発話の
DEMATEL分析
○川浦 孝之 (関西医科大学)
菅谷 泰行 (関西医科大学)

TC3-2 15:20-15:40
アンサンブル学習型ニューラルネット
ワークを用いたTUR-BT術後の膀胱癌
の再発予測
○岸田 和也 (東京情報大学)
山口 崇志 (東京情報大学)
マッキン ケネス J. (東京情報大学)
永井 保夫 (東京情報大学)
松本 和将 (北里大学)
大草 洋 (北里大学)

TC4-1 16:10-16:30
Wordのオンラインマニュアルにおける
修辞構造の自動分析
○岩下 志乃 (東京工科大学)
海老澤 佑樹 (東京工科大学)

言語知能情報処理(OS)

TA4-1 16:30-16:50
圧力センサ内蔵型インサートによる人工
膝関節のバランス計測システムの開発
○長宗 高樹 (福井大学大学院)

TD3-1 15:00-15:20
ルールアンサンブル法におけるグラフィ
カル表現法：緩和ケアデータへの応用
○下川 敏雄 (山梨大学)
辻 光宏 (関西大学)
田中 成典 (関西大学)

司会：広兼 道幸 (関西大学)

16:30

TB3-4 16:00-16:20
流行の影響を考慮した商品販売戦略に
関するエージェントベースシミュレーショ
ン分析
○後藤 嵩允 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)

TC3-1 15:00-15:20
記憶細胞と増殖比率を考慮したClonal
Selection Algorithmの提案と医療デー
タベースの分類
○市村 匠 (県立広島大学)
山口 崇志 (東京情報大学)
マッキン ケネス・ジェームズ
(東京情報大学)

安全知の獲得・共有２(OS)

16:20

TB3-3 15:40-16:00
ムカデゲームにおける被験者実験の行
動分析のためのエージェントベースシミュ
レーション
○菅生 雄矢 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)

司会：新美 礼彦 (はこだて未来大学)

16:10

TB3-2 15:20-15:40
近傍グラフに基づく種分化を導入した
Differential Evolutionによる複数解の探
索
○木村 孝作 (広島市立大学大学院)
柴坂 勲 (広島市立大学大学院)
市村 匠 (県立広島大学)
原 章 (広島市立大学大学院)
高濱 徹行 (広島市立大学大学院)

データマイニング１(OS)

司会：新居 学 (兵庫県立大学)

16:00

TA3-3 15:40-16:00
前十字靭帯再建術後の異なる膝MDCT
画像における骨座標系の統合方法
○魚住 洋佑 (福井大学)
長宗 高樹 (福井大学大学院)
荒木 大輔 (神戸大学大学院)
西本 浩司 (神戸大学大学院)
星野 祐一 (神戸大学大学院)
久保 誠司 (神戸大学大学院)
黒田 良祐 (神戸大学大学院)
黒坂 昌弘 (神戸大学大学院)
TA3-4 16:00-16:20
粒子法を用いた新生児頭部MR画像から
の脳表抽出
○横道 大督 (兵庫県立大学大学院)
小橋 昌司 (兵庫県立大学大学院)
若田 ゆき (兵庫医科大学)
安藤 久美子 (兵庫医科大学)
石藏 礼一 (兵庫医科大学)
倉本 圭 (兵庫県立大学大学院)
今脇 節朗 (石川病院)
廣田 省三 (兵庫医科大学)
畑 豊 (兵庫県立大学大学院)

司会：松岡 晋平 (広島大学)

15:40

TA3-2 15:20-15:40
小児頭部MR画像における大脳皮質形
成異常の画像特徴量の提案
○川上 順祥 (兵庫県立大学大学院)
小橋 昌司 (兵庫県立大学大学院)
倉本 圭 (兵庫県立大学大学院)
喜多村 祐里 (大阪大学大学院)
下野 九理子 (大阪大学大学院)
今脇 節朗 (石川病院)
谷池 雅子 (大阪大学大学院)
畑 豊 (兵庫県立大学大学院)

TB3-1 15:00-15:20
最小k-部分木問題に対するタブー探索
に基づくmemeticアルゴリズム
○郭 慶強 (広島大学)
片桐 英樹 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)

学生セッション３(OS)

マルチメディア計算知能１(OS)

15:20

TA3-1 15:00-15:20
エピポーラ平面画像解析による建物外
観の復元
○青木 雅史 (九州工業大学大学院)
河野 英昭 (九州工業大学大学院)
前田 博 (九州工業大学大学院)
生駒 哲一 (九州工業大学大学院)

TG3-1 15:00-15:20
エージェントによる通路空間内の人間行
動モデルに関する研究
○宮田 沙織 (神戸大学)
山邊 友一郎 (神戸大学)
谷 明勲 (神戸大学)

TG3-2 15:20-15:40
エコ通勤促進策検討のためのマルチエー
ジェントシミュレーション
○奥嶋 政嗣 (徳島大学)
秋山 孝正 (関西大学)

TG3-3 15:40-16:00
ファジィニューラルネットワークを用いた
二酸化炭素排出量推計
○井ノ口 弘昭 (関西大学)
秋山 孝正 (関西大学)

TG3-4 16:00-16:20
オフィスにおける移動距離と人間関係を
配慮した机の配置シミュレーション
○朝山 秀一 (東京電機大学)
國井 恵美 (東京電機大学)

TG4-1 16:30-16:50
評価理論における感情生起についての
問題点
○鈴木 賢男 (文教大学)

TG4-2 16:50-17:10
Mental causationにおける複数の情緒生
起からの気分遷移計算手法
○目良 和也 (広島市立大学大学院)
市村 匠 (県立広島大学)

TG4-3 17:10-17:30
On the Need for Context Processing in
Affective Computing
○Michal Ptaszynski (Hokkaido University)
Rafal Rzepka (Hokkaido University)
荒木 健治 (北海道大学)

FSS2010 Program ̲20100809
2010.9.15（水）
A 会場

8:30

B 会場

C 会場

D 会場

E 会場

F 会場

G 会場

受付開始時間 8:30

9:00

WA1-1 9:00-9:20
紙芝居の場面表現での光の効果
○鬼沢 武久 (筑波大学大学院)
今井 翔大 (筑波大学大学院)

WF1-2 9:20-9:40
情報構造化空間のための知的センサ
ネットワーク
○大保 武慶 (首都大学東京)
久保田 直行 (首都大学東京)

WE1-3 9:40-10:00
メタ学習を導入した強化学習法BRLを用
いた連結された移動ロボット群による協
調行動の獲得
○荒木 宏祐 (広島大学)
保田 俊行 (広島大学)
大倉 和博 (広島大学)

司会：山口 亨 (首都大学東京)

WF1-3 9:40-10:00
見守りロボットによる部屋地図生成と
離床検出への応用
○田崎 豪 (株式会社東芝)
山本 大介 (株式会社東芝)
土井 美和子 (株式会社東芝)

WE1-4 10:00-10:20
Swarm Robotic Systemsにおける進化型
人工神経回路網の隠れ層構造に関する
一考察
○小谷 幸彦 (広島大学)
保田 俊行 (広島大学)
大倉 和博 (広島大学)

WF1-4 10:00-10:20
インタラクションロボットを用いた介護
予防のための日常支援システム
○柴野 友美 (首都大学東京大学院)
何 宜欣 (首都大学東京大学院)
飯島 隆弘 (首都大学東京大学院)
藤本 泰成 (首都大学東京大学院)
山口 亨 (首都大学東京大学院)

WF2-2 10:50-11:10
相関ルールマイニングのためのアイテ
ムカテゴリに着目した飽和アイテム集
合可視化手法の提案
○田原 拓磨 (首都大学東京大学院)
高間 康史 (首都大学東京大学院)

WF2-3 11:10-11:30
フォルダ・タグ管理モデルの連携によ
るファイル管理手法に関する提案
○浜崎 達郎 (首都大学東京大学院)
高間 康史 (首都大学東京大学院)

WF2-4 11:30-11:50
介護予防のための知能ロボットの開
発と評価
竹澤 見江子 (首都大学東京大学院)
○藤本 泰成 (首都大学東京大学院)
柴野 友美 (首都大学東京大学院)
山口 亨 (首都大学東京大学院)

WG1-1 9:00-9:20
パーティクルフィルタによる人工膝関節DR
動画像の3次元動態解析
○中島 祐介 (兵庫県立大学大学院)
小橋 昌司 (兵庫県立大学大学院)
柴沼 均 (神戸海星病院)
今村 史明 (兵庫医科大学)
倉本 圭 (兵庫県立大学大学院)
今脇 節朗 (石川病院)
吉矢 晋一 (兵庫医科大学)
畑 豊 (兵庫県立大学大学院)
WG1-2 9:20-9:40
パーティクルフィルタを用いた目の検出と追
跡による顔姿勢のリアルタイム推定
○陳 玉鐸 (九州工業大学)
生駒 哲一 (九州工業大学)
河野 英昭 (九州工業大学)
前田 博 (九州工業大学)

WG1-3 9:40-10:00
メニーコアCPUにおけるパーティクルフィル
タの並列リアルタイム実装
○伊藤 隆史 (九州工業大学)
生駒 哲一 (九州工業大学)
河野 英昭 (九州工業大学)
前田 博 (九州工業大学)

WG2-1 10:10-10:30
音楽分類における特徴量の検討
○中山 達喜 (高知工科大学)
吉田 真一 (高知工科大学)

ソフトロボティックス研究会企画セッション〜人間文化的ロボット知能〜１(OS)
司会：姜 銀来 (高知工科大学)

昼食 11:50-13:00

WE2-4 11:30-11:50
段階的次元縮約を用いた進化学習の検
討
○半田 久志 (岡山大学)

司会：藤本 泰成 (首都大学東京)

WD2-4 11:30-11:50
SOMテンプレートによる文字認識手法
の提案
○増原 士 (九州工業大学大学院)
河野 英昭 (九州工業大学大学院)
前田 博 (九州工業大学大学院)
生駒 哲一 (九州工業大学大学院)

WE2-3 11:10-11:30
カーネル正準相関分析による視覚姿勢
感覚統合に関する構成論的研究
○谷口 忠大 (立命館大学)
太田 敬太 (立命館大学)

WF2-1 10:30-10:50
時系列ログのマイニングによる行動認
識とその応用
○村上 和雅 (首都大学東京大学院)
何 宜欣 (首都大学東京大学院)
藤本 泰成 (首都大学東京大学院)
山口 亨 (首都大学東京大学院)

空間知２(OS)

WC2-5 11:30-11:50
因子分析を用いたロボットの物理パラメ
ータと人間の感性間の関係性に関する
研究
○中津 朋之 (関西大学大学院)
徳丸 正孝 (関西大学)
村中 徳明 (関西大学)

WD2-3 11:10-11:30
自己組織化マップの構造を用いた識
別器の提案
○松尾 崇弘 (九州工業大学大学院)
折居 英章 (九州工業大学大学院)
河野 英昭 (九州工業大学大学院)
前田 博 (九州工業大学大学院)

WE2-2 10:50-11:10
中枢パターン生成器と機械学習の結合
手法によるロボットの歩行運動獲得
○佐藤 孝洋 (北海道大学大学院)
渡辺 浩太 (北海道大学大学院)
五十嵐 一 (北海道大学大学院)

マルチメディア計算知能３(OS1014)
司会：生駒 哲一 (九州工業大学)

WE1-2 9:20-9:40
模倣学習による実ロボットの歩容動作獲
得に関する検討
○内田 大貴 (松江工業高等専門学校)
堀内 匡 (松江工業高等専門学校)

空間知１(OS1023)

WB2-3 11:30-11:50
モデルに基づくファジィ制御系の設計法
−レギュレータ−
○秋山 孝夫 (山形大学)
大久保 重範(山形大学)

WC2-4 11:10-11:30
一対比較判断時の眼球運動と迷い度
の関連性の考察
○牧 知宏 (金沢工業大学)
松下 裕 (金沢工業大学)

WD2-2 10:50-11:10
Tree-Structured Self-Organizing
Feature Mapにおける適応的ニューラ
ルネットワークトポロジ
○山口 崇志 (東京情報大学)
市村 匠 (県立広島大学)
マッキン ケネス J. (東京情報大学)

11:50
13:00

WF1-1 9:00-9:20
RTオントロジーを利用した家庭内ロボ
ットシステム
○山口 亨 (首都大学東京大学院)
飯島 隆弘 (首都大学東京大学院)
村上 和雅 (首都大学東京大学院)
藤本 泰成 (首都大学東京大学院)

WE2-1 10:30-10:50
Profit Sharingにおける高速な行動空間
の探索
○幸若 完壮 (北海道大学大学院)
渡辺 浩太 (北海道大学大学院)
五十嵐 一 (北海道大学大学院)

司会：堀内 匡 (松江工業高等専門学校)

WA2-4 11:30-11:50
J-STAGEを用いたFSS企画セッションの
運営方法について
○市村 匠 (県立広島大学)
岡本 勝 (広島市立大学大学院)
岩根 典之 (広島市立大学大学院)
片桐 英樹 (広島大学大学院)

WC2-3 10:50-11:10
可変精度ラフ集合による製品デザイン
評価方法の提案（その２）
○井上 勝雄 (広島国際大学)
関口 彰 (広島国際大学)

WD2-1 10:30-10:50
部分データ対応型自己組織化マップに
おける正答率改善の試み
○和久屋 寛 (佐賀大学)
永野 俊 (佐賀大学)

行動学習２(OS)

(Aoyama Gakuin University)

WB2- 2 11:10-11:30
情報技術分野における職業訓練の効果
的な展開
○菊池 拓男(職業能力開発総合大学校)

WC2-2 10:30-10:50
可変精度ラフ集合による製品デザイン
評価方法の提案（その１）
○関口 彰 (広島国際大学)
井上 勝雄 (広島国際大学)

司会：マッキン ケネス ジェームズ (東京情報大学)

WA2-3 11:10-11:30
Sampled-data stabilization of fuzzy
systems by first-order hold input
○Yoneyama Jun (Aoyama Gakuin University)
Uchida Yuzu (Aoyama Gakuin University)
Nishigaki Makoto

WB2-1 10:50-11:10
意識・感情の進化論的考察
○中津山 幹男 (FC研)

司会：本田 あおい (九州工業大学)

WA2-2 10:50-11:10
T-Sファジィモデルの誤差を考慮した適
応ファジィシステムの設計
○神代 貴光 (県立広島大学)
韓 虎剛 (県立広島大学)

教育・企業の現場における実践的ファジィ・情報教育２(OS)
司会：川口順功 (静岡産業大学)

11:30

司会：市村 匠(県立広島大学)

11:10

ファジィシステム(GE)

10:50

WE1-1 9:00-9:20
価値の概念を導入した強化学習システ
ム
岡本 隆志 (山口大学大学院)
○大林 正直 (山口大学大学院)
呉本 尭 (山口大学大学院)
小林 邦和 (山口大学大学院)
馮 良炳 (山口大学大学院)

WB1-3 10:20-10:40
ICTと従来型教育との融合によるハイブリ
ッド情報教育の実践
○渡邉 志 (静岡産業大学)

自己組織化マップ２(OS)

10:40

WD1-4 10:00-10:20
自己進化型モジュラーネットワークの
有効性検証
○徳永 憲洋 (九州工業大学)

WC2-1 10:10-10:30
形式概念分析を用いた階層的クラスタ
リング-最短距離法と最長距離法○福田 崇 (東京工業大学)
室伏 俊明 (東京工業大学)

評価問題の数理１(OS)

WA2-1 10:30-10:50
離散ファジィシステムの安定条件の緩和
について
○井上 皓平 (電気通信大学大学院)
田中 一男 (電気通信大学大学院)
大竹 博 (電気通信大学大学院)

WB1-2 10:00-10:20
計測制御教材を使用したプログラミング
教育
○高橋 等 (静岡産業大学)

WD1-3 9:40-10:00
高階SOMにおける観測変換不変な距
離測度の導入
○薬師寺 翔 (九州工業大学大学院)
大久保 貴之 (九州工業大学大学院)
古川 徹生 (九州工業大学大学院)

司会：堀内 匡 (松江工業高等専門学校)

10:30

WC1-3 9:40-10:00
2者間コミュニケーションにおける感情
表出の制御 ―社会的スキルの観点か
らの実験的検討―
○藤原 健 (大阪大学大学院)

WD1-2 9:20-9:40
NG+SOM と NGxSOM: 特徴ベクトル
集合を扱うパターン分類法の比較
○大久保 貴之 (九州工業大学)
岡田 義史 (九州工業大学)
薬師寺 翔 (九州工業大学)
古川 徹生 (九州工業大学)

行動学習１(OS1008)

10:20

WC1-2 9:20-9:40
誤った予期による情動刺激処理の調節
○木村 健太 (名古屋大学大学院)

司会：和久屋 寛 (佐賀大学)

WA1-4 10:00-10:20
Hellinger距離に基づいたバイラテラルフ
ィルタのパラメータ調整
○橋井 勇人 (山口大学)
田中 豪 (山口大学)
末竹 規哲 (山口大学)
内野 英治 (山口大学)

WB1-1 9:40-10:00
論理的データ構造とアルゴリズムのコア・
イメージを利用したアルゴリズム教育
○川口 順功 (静岡産業大学)

(独立行政法人産業技術総合研究所)

平田 華奈子 (早稲田大学)
野村 忍 (早稲田大学)

自己組織化マップ１(OS026)

10:10

WA1-3 9:40-10:00
パターン認識問題に対する空間折畳み
モデルの提案とその学習アルゴリズム
の検討
○ファン ミントゥン (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)
橘 完太 (工学院大学)

教育・企業の現場における実践的ファジィ・情報教育１(OS)
司会：秋山 孝夫 (山形大学)

司会：吉川 大弘 (名古屋大学)

10:00

WA1-2 9:20-9:40
インクドロップスプレッド法とモデリング対
象の分割方法
○尾崎 新斗 (電気通信大学)
本多 中二 (電気通信大学)
村上 真之 (電気通信大学)

司会：目良 和也 （広島市立大学）

学習理論(GE)

9:40

感情３(OS1001)

9:20

WD1-1 9:00-9:20
SOM2と因子分解による普遍モデルと
個性の分離
○荒川 博史 (九州工業大学大学院)
古川 徹生 (九州工業大学大学院)

WC1-1 9:00-9:20
感情喚起時の前頭前野活動
○山田 クリス孝介

WG2-2 10:30-10:50
FPGAを用いたモフォロジー処理のための
進化計算による自動設計手法
○星野 孝総 (高知工科大学)

WG2-3 10:50-11:10
統合医療情報システムにおける血液ガス
分類アルゴリズム
○畠山 豊 (高知大学)
片岡 浩巳 (高知大学)

WG2-4 11:10-11:30
遺伝的プログラミングによる画像類似度の
自動生成
○橋詰 翔健 (高知工科大学)
吉田 真一 (高知工科大学)

WG2-5 11:30-11:50
SD法を用いたロボットの感性評価実験と人
間に親しみやすい動作構築システムの提
案
○木屋 亮 (高知工科大学)
福岡 佑太 (高知工科大学)
岸 雅基 (高知工科大学)
瀧本 浩志 (高知工科大学)
星野 孝総 (高知工科大学)

FSS2010 Program ̲20100809

○丸田
藤井
井本
野村
藤岡
松重
市山
山川
山川
鈴木

雄一 (山口大学)
正美 (山口大学)
浩哉 (山口大学)
貞宏 (山口大学)
裕士 (山口大学)
武志 (山口大学)
高志 (山口大学)
俊貴 (静岡大学)
烈 (九州工業大学大学院)
倫保 (山口大学)

WE3-4 14:00-14:20
脳の温度制御による治療について：医療
機器開発の最先端から
○藤岡 裕士 (山口大学大学院)
藤井 正美 (山口大学大学院)
野村 貞宏 (山口大学大学院)
井本 浩哉 (山口大学大学院)
小泉 博靖 (山口大学大学院)
末廣 栄一 (山口大学大学院)
山川 俊貴 (静岡大学)
斉藤 俊 (山口大学大学院)
梶原 浩司 (山口大学大学院)
大和田 祐二 (山口大学大学院)
山川 烈 (九州工業大学大学院)
鈴木 倫保 (山口大学大学院)

WE3-5 14:20-14:40
形状記憶合金ガイドを用いた低侵襲頭
蓋内脳波センサ
○山川 俊貴 (静岡大学)
山川 烈 (九州工業大学大学院)
石塚 智 (九州工業大学大学院)
粟生 修司 (九州工業大学大学院)
藤井 正美 (山口大学)
鈴木 倫保 (山口大学)

(三菱電機エンジニアリング株式会社)

前田 陽一郎 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)
WF3-2 13:20-13:40
GPGPUによる多次元ファジィ集合の
高速生成
○糟谷 朋広 (電気通信大学)
西野 順二 (電気通信大学)

WF3-3 13:40-14:00
ミニチュアロボットを用いた自律分散
エージェントのための教示システム
○山本 壮太 (福井大学)
高橋 泰岳 (福井大学)
前田 陽一郎 (福井大学)

WF3-4 14:00-14:20
多次元ファジィ集合人間行動モデリ
ング
○西野 順二 (電気通信大学)

司会：畠山 豊 (高知大学)

WC3-5 14:20-14:40
ショケ積分の一般化と最良回帰
○福田 亮治 (大分大学)
岡崎 悦明 (九州工業大学)
本田 あおい (九州工業大学)

WD3-4 14:00-14:20
究極のクラスタ分類器の紹介 -位相
保持球面自己組織化マップ（blossom）
によるクラスタ分析○徳高 平蔵 (（有）SOMジャパン)
大北 正昭 (（有）SOMジャパン)
藤村 喜久郎 (鳥取大学)
大藪 又茂 (金沢工業大学)

WE3-3 13:40-14:00
てんかん患者に対する光トポグラフィー
の有効性：先端医用光学技術の臨床応
用

WF3-1 13:00-13:20
ファジィ状態分割型Shaping強化学習
を用いた自律移動ロボットの行動獲
得
○庄瀬 貴大 (福井大学)
長谷川 大樹

司会：西野 順二 (電気通信大学)

WC3-4 14:00-14:20
ベクトル値型ショケ積分モデル
○高萩 栄一郎 (専修大学)

WD3-3 13:40-14:00
高レベルクラスタリングを可能にする
ICASOMの開発
○長尾 健 (米子工業高等専門学校)
権田 英功 (米子工業高等専門学校)
宮田 仁志 (米子工業高等専門学校)
徳高 平蔵 (（有）SOMジャパン)

司会：山川 俊貴 (静岡大学)

WB3-5 14:20-14:40
ARTMAPに基づく分類器の比較実験
○米田 淳 (広島市立大学大学院)
上田 祐彰 (広島市立大学大学院)
高橋 健一 (広島市立大学大学院)

WC3-3 13:40-14:00
デンプスターシェイファー理論における
ファジィエントロピーについて
○森 伸之 (九州工業大学)
本田 あおい (九州工業大学)
岡崎 悦明 (九州工業大学)

WD3-2 13:20-13:40
マハラノビス距離を用いた球面SOMに
よる肝疾患判別支援法
○神崎 訓枝 (岡山県立大学大学院)
松野 洋平 (鳥取県警察)
山内 仁 (岡山県立大学)
金川 明弘 (岡山県立大学)

WE3-1 13:00-13:20
SORネットワークを用いた信号源推定に
関する考察
○常盤 達司 (九州工業大学大学院)
堀尾 恵一 (九州工業大学大学院)
石塚 智 (九州工業大学大学院)
丸田 雄一 (山口大学)
藤井 正美 (山口大学)
鈴木 倫保 (山口大学)
山川 烈 (九州工業大学大学院)
WE3-2 13:20-13:40
ホルミウムヤグレーザー照射によるカエ
ル坐骨神経の光刺激と信号伝播機能の
塑性破壊
○平山 祐哉 (九州工業大学大学院)
石塚 智 (九州工業大学大学院)
ジミン レフ グリゴリエビッチ
(九州工業大学大学院)
山川 烈 (九州工業大学大学院)

人間共生システム５(OS)

WB3-4 14:00-14:20
遺伝的プログラミングにおける 条件付
確率を用いた進化の効率化
○森岡 俊行 (広島市立大学大学院)
上田 祐彰 (広島市立大学大学院)
高橋 健一 (広島市立大学大学院)

WC3-2 13:20-13:40
制限された定義域上のファジィ測度に
おける重要度指標に対する2つの接近
○藤本 勝成 (福島大学)

WD3-1 13:00-13:20
自己組織化マップを用いたIPパケットト
ラフィックの視覚化
○椛島 健 (佐賀大学大学院)
堂園 浩 (佐賀大学大学院)

司会：徳永 憲洋 (九州工業大学)

WA3-5 14:20-14:40
類似度集約に基づく類似度構成法の提
案と画像検索システムへの適用
○岡本 一志 (東京工業大学)
董 芳艶 (東京工業大学)
吉田 真一 (高知工科大学)
廣田 薫 (東京工業大学)

WB3-3 13:40-14:00
有効遺伝的操作を導入した Linear GP
の提案
○檜垣 紀志 (広島市立大学大学院)
原 章 (広島市立大学大学院)
市村 匠 (県立広島大学)
高濱 徹行 (広島市立大学大学院)

司会：室伏 俊明 (東京工業大学)

WA3-4 14:00-14:20
概念によるグルーピングを用いた自由
記述文章の可視化手法に関する検討
○小林 大輔 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)
平尾 英司 (日本電気株式会社)

WB3-2 13:20-13:40
協調ゲームにおける均衡選択に関する
シミュレーション分析
○藤田 博 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)

評価問題の数理２(OS)

(名古屋経済大学短期大学)

司会：森分 啓太 (広島大学)

14:40

WA3-3 13:40-14:00
アンケートデータに基づく質問間距離を
用いた類似質問の集約に関する検討
○渡邉 庸佑 (名古屋大学)
吉川 大弘 (名古屋大学)
古橋 武 (名古屋大学)
光松 佐和子

学生セッション４(OS)

14:20

司会：古橋 武 (名古屋大学)

14:00

データ解析(GE)

13:40

WA3-2 13:20-13:40
Webサイトでの閲覧中断とサイト特性、
及び個人特性の関係の考察
○前田 俊介 (金沢工業大学大学院)

WC3-1 13:00-13:20
文章合成の不自然さの評価と応用
○鴨志田 芳典 (東海大学)
菊池 浩明 (東海大学)

自己組織化マップ３(OS)

13:20

WB3-1 13:00-13:20
社会的協調ゲームにおけるネットワーク
形成に関する間接的な相互作用を考慮
したナッシュ均衡解
○和田 紘輝 (広島大学)
西崎 一郎 (広島大学)
林田 智弘 (広島大学)

ソフトロボティックス研究会企画セッション 〜人間文化的ロボット知能〜２(OS)

WA3-1 13:00-13:20
青年と高齢者における自立関連度の認
知
○奥田 裕紀 (金城大学)

ソフトコンピューティング技術による『てんかん』原性域の特定と低侵襲治療法の確立(OS)

13:00

WG3-1 13:00-13:20
ライントレースカーにおける多段ファジィ制御
法の提案
○瀧本 浩志 (高知工科大学)
岸 雅基 (高知工科大学)
木屋 亮 (高知工科大学)
福岡 佑太 (高知工科大学)
星野 考総 (高知工科大学)

WG3-2 13:20-13:40
二足歩行ロボットにおける着地動作の提案
○岸 雅基 (高知工科大学)
福岡 佑太 (高知工科大学)
木屋 亮 (高知工科大学)
瀧本 浩志 (高知工科大学)
星野 孝総 (高知工科大学)

WG3-3 13:40-14:00
モーションキャプチャシステムを用いた
KHR-2HVの動作制御実験
○福岡 佑太 (高知工科大学)
瀧本 浩志 (高知工科大学)
木屋 亮 (高知工科大学)
岸 雅基 (高知工科大学)
星野 孝総 (高知工科大学)

WG3-4 14:00-14:20
黙読を用いたBrain-Computer Interface開発
のための脳血流変化の知識化
○島本 博史 (高知工科大学大学院)
三浦 直樹 (高知工科大学大学院)
姜 銀来 (高知工科大学大学院)
王 碩玉 (高知工科大学大学院)

WG3-5 14:20-14:40
全方向移動ロボットを用いた球入れゲーム
の自動化実現
○田中 健介 (高知工科大学大学院)
王 碩玉 (高知工科大学大学院)
三浦 直樹 (高知工科大学大学院)
姜 銀来 (高知工科大学大学院)

