
ポスター番号 和文タイトル 発表者氏名 所属大学（大学院） 学年
101 振幅限定ラドン変換によるパターンマッチング　－フーリエ変換法・位相限定相関法との比較－ 西田 裕迪 近畿大学 B4
102 Globally Asynchronous Locally Synchronousシステムの性能評価ツールの開発 橋本 龍輝 岡山県立大学大学院 M2
103 高速透視化マルチウィンドウシステムへの移植を目指したX Windowサーバの解析 岩本 保彦 岡山県立大学大学院 M2
104 色ヒストグラム特徴と相関カーネルSVMを用いたテロップ除去 三宅 陽介 香川大学大学院 M1
105 介護ロボットのための距離画像を用いた複数人からの依頼理解 全 文星 埼玉大学 M1
106 多様な絵画風画像の生成処理自動構築に関する研究 中山 惠太 横浜国立大学 B4
107 レビューサイトのレビューの信頼性に関する一考察 服部 聡司 工学院大学 B4
108 ２次元空間上の文字データの近似照合 勝俣 彰文 法政大学 B4
109 GPGPUを用いた並列探索処理 志水 太一 工学院大学 B4
110 分散処理環境に適応したJADEによる配電系統事故復旧システム 児玉　優 横浜国立大学 B4
111 画像上の自動二輪車に対する距離の知覚 木全 健太 中京大学 B4
112 短文における照応解析 佐藤 裕太 法政大学 B4
113 l_1ノルム最小化原理によるスパース信号の再構成に関する実験的考察 川口 悠仁 山口大学大学院 M1
114 画像処理による水道中の微生物の自動解析 横山 慶太 横浜国立大学 B3
115 進化計算法を用いた複数３次元物体の同時姿勢推定 吉田 憲司 横浜国立大学 B4
116 電力取引の特殊性に着目した電力市場シミュレーション 棚橋 英之 横浜国立大学大学院 M2
117 ユーザの検索行動に基づく先読み検索システムの提案 藤田 遼治 岡山大学 B4
118 ニュース記事に含まれる出来事の要因検索 青野 壮志 岡山大学大学院 M1
120 レビューサイトを用いた評価表現辞書の構築の一手法 谷本 融紀 岡山大学 B4
122 音声によるメディア情報同士の自律的なハイパーリンク構築 新島 みゆき 横浜国立大学 B4
123 レビューの評価を考慮したレビューサイトにおける重要文の抽出 高野　翔 工学院大学 B4
124 変分ベイズ法の環境音認識への応用 藤田 睦未 広島市立大学 B4
125 ステップサイズ可変ＬＭＳを用いたファイバ型回折格子の位相構造同定の高速化 鄧 翼強 山梨大学大学院 M1
126 ４タップの光ヒルベルト変換器を用いる光ＳＳＢ信号生成フィルタの側波帯抑圧特性 王 小燕 山梨大学大学院 M1
127 ニューラルネットワークによる透析シャント狭窄診断の信号処理に関する研究 森 鷹浩 山梨大学大学院 M2
128 時系列データの低次元ユークリッド空間への埋め込み 金子 悟士 広島市立大学 B3
129 棋譜から抽出したパターンを用いたモンテカルロ碁に関する研究 髙田 裕二郎 横浜国立大学 B4
130 音声認識を使ったWeb上の動画検索システム 田中 和紀 工学院大学大学院 M1
131 Polya Tree 階層モデルの実験的研究 岡田 行史 広島市立大学 B4
132 曲線像から相似な部分を抽出するための高速なアルゴリズム 上青木 勝利 広島市立大学 B4
133 オーバーラップブロックマッチングを用いたフレーム補間に関する基礎検討 原 浩児 信州大学 B4
134 フラクタル符号化パラメータを用いた画像拡大法の検討 田村 佑太 信州大学 M2
135 ロボットビジョンのための物体空間関係記述 曹 璐 埼玉大学大学院 M1
136 SMVを用いたUML設計の整合性検証ツールの作成 原田 慎士 岡山県立大学 B4
137 振幅圧伸法による高齢者の聴取改善効果 東谷 昂 山梨大学大学院 M2
138 歩行者認識における特徴量抽出フィルタに関する研究 千場 浩平 久留米工業高等専門学校専攻科 1年
139 振幅限定対数Ｒａｄｏｎ変換による足跡画像認識－足跡認識システムKOSUKEの構築－ 増田 浩章 近畿大学 B4
140 Local effect gamesにおける最適相関関係の導出 井越 一穂 法政大学大学院 M1
141 半田付け作業におけるこて先角度と上肢動作の関連性 比嘉 優 沖縄工業高等専門学校 5年
142 昆虫の鳴き声による自動種識別に関する研究 綿貫 健一 工学院大学大学院 M2
143 アドホックネットワークにおける公開鍵基盤のための段階型認証方式の提案 澤村 直樹 龍谷大学 B4
144 深層情報としてのサブリミナル映像の類似度の考察 藤原 祐 広島工業大学大学院 M2
145 可視光タグの提案とサブリミナル通信の多チャネル化の考察 金谷 忠 広島工業大学大学院 M1
146 可視光タグのセキュリティの考察 岡田 崇史 広島工業大学大学院 M1
147 ステレオカメラを利用した非線形OHMの開発 小山 巧 久留米工業高等専門学校専攻科 1年
148 小さなデスクトップのためのファイラ 平野 太己 法政大学 B4
149 キーグラフによる映画情報Webページのクラスタリング 大隈 規道 法政大学 B4
150 FoaM：インタラクティブな株価変形図 山下 晋吾 公立はこだて未来大学大学院 M2
151 文系学生向けプログラミング言語学習における学習コンテンツの開発 千代谷 典広 釧路公立大学 B4
152 エデュテイメント型Ｃ＃学習支援システムの開発 千代谷 典広 釧路公立大学 B4
153 看護系の情報学講義におけるカリキュラム作成支援システムの構築 千代谷 典広 釧路公立大学 B4
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ポスター番号 和文タイトル 発表者氏名 所属大学（大学院） 学年
202 計算機合成ホログラムデータの白色LED光空間伝送の検討 （その３） 藍 天 湘南工科大学大学院 M2
204 図形の対称性が探索非対称性に与える影響について 幡司 正幸 大阪市立大学大学院 M2
205 伝搬時間と反射強度の情報を用いた比誘電率と埋設管半径の同時推定 小瀧 裕史 三重大学大学院 M2
206 シングルポート腹腔鏡手術シミュレータの開発 北中 裕 大阪大学大学院 M1
208 QRコードを用いた柔軟なカメラキャリブレーション手法の提案 野津 幸子 松江工業高等専門学校専攻科 2年
209 Webカメラを用いた空中手書き文字認識システムの構築に関する一考察 藤井 祐介 北海道工業大学大学院 M1
210 キャリアプランを考慮したカリキュラムの可視化―大学生向けの履修計画支援システム― 松崎 敦司 北海道情報大学大学院 M2
211 ソフトウェア開発中におけるアスペクトマイニングツール 坂本 悠輔 北海道大学大学院 M1
212 マイクロフォンアレーを用いた触覚センサーの実現 潘 冬冬 電気通信大学大学院 M2
213 最新の網膜モデルに基づく動き検出機構のFPGA実装 内藤 健太郎 豊田工業大学大学院 M1
214 高解像度計算機合成ホログラムの簡易型実像再生装置の製作 伊藤 倫久 日本大学大学院 M1
215 3次元形状の推定に基づく歴史的資料画像の歪み劣化補正 深谷正和 公立はこだて未来大学大学院 M1
216 CNN発振現象の光伝播シミュレーションへの適用 稲井 弘次郎 新居浜工業高等専門学校専攻科 2年
217 色彩調和論に基づいた文字色提案システムの研究 梅本 季里絵 北海道大学大学院 M1
218 航海士のためのRDBMSを使った情報記録・表示システムの開発 矢野 雄基 鳥羽商船高等専門学校 2年
219 船舶通信モニタリングシステムの開発 小野 太津也 鳥羽商船高等専門学校 2年
221 電子音響音楽の演奏支援ツールの開発 石上 和也 大阪市立大学大学院 M2
222 Web上のテキストデータを用いた非タスク指向型対話システムのための係り受け解析による連想メカニズムの構築 若原 基 北海道大学大学院 M1
223 ロールモデル型eポートフォリオを活用した文書解析によるキャリア支援システム 黒田 綾香 日本女子大学大学院 M2
224 変形SOMを用いた領域分割 内田 真勝 福岡大学大学院 M1
225 適応型eラーニングに向けたデータマイニングに基づく学習履歴データの解析 佐々木 未来 日本女子大学大学院 M1
227 ALMにおけるオーバーレイネットワーク構造把握手法の提案英文タイトル 篠田 智治 北海道情報大学大学院 M2
228 2種類のリコメンデーション手法を用いた履修計画の自動生成 阿部 諒平 秋田大学大学院 M1
229 バレーボールの試合映像からのボール領域抽出 中井 英介 鳥羽商船高等専門学校専攻科 1年
230 癌温熱治療装置に関する数値解析 藤井 豊 舞鶴工業高等専門学校専攻科 1年
231 映像情報を利用した船体周りの安全確認システムに関する研究 大山 雄佑 鳥羽商船高等専門学校専攻科 1年
232 組み合わせ最適化問題探索のニューラルアルゴリズム Ali Lemus 東北大学大学院 M2
233 地中レーダによる観測画像からの埋設管の管径・埋設位置・敷設方向の推定 長沼 陽一 三重大学 B4
234 ハードウェア/ソフトウェア協調設計学習教材の提案 小林 大将 松江工業高等専門学校専攻科 １年
235 アクティブランドマークを用いる自律移動ロボットの協調動作 中元 哲郎 三重大学大学院 M2
236 テキストマイニングに基づく災害関連情報の話題遷移分析 須藤 一弘 北海道情報大学大学院 M1
237 手のひらの形状特徴を用いた平面射影変換行列の推定法の提案 芥川 光裕 電気通信大学大学院 M2
238 自然特徴点を用いた実空間中の平面検出 ペイ ビョンチョル 電気通信大学大学院 M2
239 遊休資源相互共有システムアーキテクチャの検討 中村 貴 東北大学 B4
240 空手組み手分析のための動作データ特徴可視化 高橋 星矢 豊橋技術科学大学 B4
242 多重地図情報を用いる自律移動ロボットの環境認識 谷崎 将司 三重大学大学院 M2
243 ロボットを用いた世界遺産「石見銀山」の間歩形状計測 皆尾 登志美 松江工業高等専門学校 1年
244 音声操作型ロボットにおける振る動作と面白さの関係について 玄行 照朗 松江工業高等専門学校専攻科 1年
245 印刷物アーカイブのための反射率特性の計測 土橋 雅紀 公立はこだて未来大学院 M1
246 化粧品のクチコミサイトにおける期待を考慮したランキング表示 色磨 衣里子 筑波大学 B4
247 インターネット上の投稿文から形成されるイメージの変化 西野 紗世 筑波大学 B4
248 嗜好と性格の関係および嗜好パターンの類似性 橋口 香奈子 筑波大学 B4
249 学術論文文書画像からの自動書誌要素抽出の一手法 難波 雄策 岡山大学 B4
250 OCRテキストを利用した学術論文閲覧支援システムの試作 鉢木 稔浩 岡山大学 B4
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ポスター番号 和文タイトル 発表者氏名 所属大学（大学院） 学年
301 閉眼時における瞼の微小動きの抽出法とその入眠判定への適用について 林 義明 松江工業高等専門学校専攻科 1年
302 対象空間上に布置された質問間距離を用いた回答者の分類に関する検討 山家 慎一朗 名古屋大学大学院 M1
303 損失性媒質を内装したキャビティバック型地中レーダアンテナの過渡応答特性 村田 真悟 立命館大学大学院 M1
304 耳翼の影響を含めた人体頭部装着型UWBアンテナの放射特性 粂澤 康司 立命館大学 B4
305 Webページ内のテーブルデータからグラフを作成するツールの開発と評価 吉川 和昌 東京工業大学大学院 M2
306 複数画面を用いたプレゼンテーションツールの開発 上西 秀和 東京工業大学大学院 M2
307 意味素とシソーラスに基づく隠喩の名詞句「AのB」の意味推定 栗原 健 徳島大学 B4
308 個人ユーザ向け自動簡易バックアップツールの開発と評価 上田 健太郎 東京工業大学 B4
309 サポートベクターマシンを用いたGPCR-Gタンパク質結合選択性予測法の開発 矢葺 幸光 明治大学大学院 M1
310 人間関係と感情を考慮したメール作成支援システムの提案 三品 賢一 徳島大学大学院 M1
311 自由記述文章からの特徴語抽出と文章類似性の可視化 打田 裕樹 名古屋大学大学院 M1
312 SCRAPBOOKの文書保存・加工機能のインターフェース改善 内野 純 東京工業大学 B4
313 宇宙環境におけるジェスチャ認識のための動画像特徴量比較 田村 康訓 東京大学大学院 M2
314 タッチパネルによる直感的な誤認識手書き文字補正ツールの試作 前田 玲子 神奈川工科大学 B4
315 ハイブリッド型長距離可視光通信システムのための信号機検出 高棹 大輔 名古屋大学大学院 M1
316 物流合流部における衝突防止システムの開発 石澤 祐 神奈川工科大学 B4
317 曲面鏡を用いた全周囲縮小画像取得システム 竹田 厳太朗 名古屋大学大学院 M1
318 FTV符号化の予測方式 降籏 久義 名古屋大学大学院 M1
319 カードゲームのAR実現に向けた卓上光源環境の影響調査 田邉 章紘 神奈川工科大学大学院 M1
320 直線カメラ配置における光線空間の圧縮取得 山下 敬司 名古屋大学大学院 M1
321 手話認識のための手や顔との隠蔽が起こった場合の手領域抽出 相本 幸治 立命館大学 B4
322 PCクラスタを用いた実時間自由視点画像合成 鈴木 和真 名古屋大学大学院 M1
323 タスクに応じた言語モデル作成の検討 大山 博延 早稲田大学大学院 M2
324 CBTを利用した文章理解における下線引き効果の検討 高梨 武矢 神奈川工科大学大学院 M1
325 FPGAを利用した画像処理ボードの開発 橋本 健太郎・中村 幸弘 神奈川工科大学 B4
326 短距離微弱電波を用いたリレー伝送方式の実装 古田 圭吾 神奈川工科大学 B4
327 操作履歴カタログを利用したディレクトリビューアの提案 松澤 宏樹 神奈川工科大学大学院 M1
328 実空間上のコメントが体験の感情的側面へ与える影響の検討 北出 卓矢 名古屋大学 B4
329 フォトダイオードを用いた長距離可視光通信システム 岡田 賢詞 名古屋大学大学院 M1
330 韻律的特徴と伝わる感情の関係について 佐々木 敦史 徳島大学 B4
331 UMLに基づく組込みシステム設計手法の検討 近藤 裕樹 熊本大学大学院 M2
332 超並列SIMD型プロセッサ用ソースコード自動変換ツールの開発 朝永 健司 熊本大学 B4
333 粒度可変再構成論理セルにおける回路実装手法の検討 岡本 康裕 熊本大学 B4
334 不均質多層構造への適用を目的としたUWB４倍アップスケールモデル人体骨等価ファントムの開発 大西 雅之 立命館大学 B4
335 人とのインタラクションを通じたペットロボットの行動進化 高木 佐和子 同志社大学大学院 M1
337 ケータイ通信頻度からのパーソナルネットワーク構築法の検討 金 ナレ 東京大学大学院 M2
338 カスタマイズ可能な会話支援システムの作成 菅原 晴太 東京工科大学 B4
339 細径フレキシブル同軸ケーブルを用いたアンテナ測定の実験的検討 尾本 怜児 立命館大学 B4
340 手指運動時の脳波判別に対する空間フィルタ適用に関する一検討 中村 翔太郎 名古屋大学院 M1
341 「肯定的意外」情報の推薦器の設計 高橋 宏文 同志社大学 B4
342 画像の印象から得られるBGMの自動付加システムの研究 加島 友絵 東京工科大学 B4
343 高齢者と介護者のなごやか会話支援に関する研究 中田 芳博 東京工科大学 B4
344 深層意味を考慮した評価反転表現の抽出 橋本 祐樹 徳島大学 B4
345 DMDにおける四季を表現した舞台素材の導入 最上 朋子 東京電機大学 B4
346 DMDメタデータ出力と実写映像製作への応用 内藤 友基 東京電機大学 B4
347 ＤＭＤへのウォークスルーカメラの追加 名取 輝 東京電機大学 B4
348 DMDにおける４足歩行キャラクターの制作 江口 武志 東京電機大学 B4
349 選択式埋め込み領域を用いた情報埋め込み画像の作成 山田 貴広 豊橋技術科学大学 B4
350 BCI-ロボットアームシステムの試作 岸 佳史・河合 拓也・嶋 胤俊 近畿大学 B4
351 書き込み用紙としての利用が可能なテクスチャ背景画像の生成 木舟 秋介 豊橋技術科学大学 B4

電子情報通信学会　2009年総合大会　ISS特別企画「学生ポスターセッション」プログラム

３月１９日（木）

会場：総合情報メディアセンター　1F　メディアホール　時間10時～15時　（その後表彰式）　　　　


