
詳細プログラム

【口頭発表】１件当たり、１２分（発表８分／質疑応答４分）

第1会場：1A～1D
1A ＜基礎・境界I＞

1A-1 Tamarin-proverを用いたHash Chain法の安全性検証

三重野武彦, 城宝央考, 岡崎裕之 (信州大)

1A-2 耐タンパ性を利用したID-NIKS IVの提案

城宝央考, 斎藤優紀, 三重野武彦, 岡崎裕之 (信州大)

1A-3 パケット間隔で情報を送る通信路に対するSum-Product復号法の検証

佐藤奏杜, 西新幹彦 (信州大)

1A-4 一般情報源に対する観測値に雑音があるシステムの平均歪み制約レート歪み理論

金子歩夢, 西新幹彦 (信州大)

1B ＜基礎・境界III＞

1B-1 情報鮮度の視点から見たバッファで割り込みのある待ち行列通信システムの実験的考察

細海俊介, 西新幹彦 (信州大)

1B-2 道路ネットワーク向け経路探索クエリのためのラベリングアルゴリズム

田篠航太, 高橋俊彦 (新潟大)

1B-3 同一のカードを用いた3入力多数決関数秘密計算

新保淳也, 高橋俊彦 (新潟大)

1B-4 宅配ロッカーの利用率増加のためのロッカー配置モデルの提案

庄司圭佑, 高橋俊彦 (新潟大)

1B-5 遺伝的アルゴリズムを用いた最適観光経路問題の解法

齋藤成, 高橋俊彦 (新潟大)

1C ＜基礎・境界V＞

1C-1 リザバーコンピューティングと安定性変換法を利用した不安定周期点の検出

飯沼柊馬, 坪根正 (長岡技科大)

1C-2 コントラスト処理を用いたCNN型機械学習による大動脈解離の有無の判定モデルの作成

安藤瑞樹, 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 青山純也 (ハーバード大), 宮城泰雄 (日本医科大)

1C-3 心臓の動的方向を用いたCNN型心筋梗塞部位予測

 深澤光希, 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 青山純也 (ハーバード大), 宮城泰雄 (日本医科大)

1C-4 自己注意機構を用いたマルチバンドニューラルネットワークによる楽器音分離

 小熊隼, 杉田泰則 (長岡技科大)
 

1C-5 骨導音を用いた音像定位における音像スウィング法の切り替え時間に関する検討

 西村晃, 杉田泰則 (長岡技科大)
1D ＜基礎・境界Ⅶ＞
1D-1 歯骨導音で知覚される音像定位の評価

福森美月, 矢田雅人, 杉田泰則 (長岡技科大)

1D-2 骨伝導マイクによる話者照合の検討

門多宏幸, 杉田泰則 (長岡技科大)

1D-3 半円スピーカアレイとマスキング音を用いたエリア再生の検討

木元賢人, 杉田泰則 (長岡技科大)

1D-4 雑音環境下における打音検査のためのBW型フィルタを用いた打音強調と有色性駆動源カルマンフィルタによる雑音抑圧
内山竜吾, 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 堀晃己 (東京理科大)

1D-5 壁昇降打音検査ロボットのための処理範囲修正HPSS型雑音抑圧法

堀晃己 (東京理科大), 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 藤沢匡哉 (東京理科大)

第2会場：2A～2D
2A ＜基礎・境界II＞
2A-1 セル型生産ライン工場におけるデータの品種別可視化と不良品予測の提案

松尾時男, 田邉造 (公立諏訪東京理科大)



2A-2 ライン式工場型アンサンブル学習による生産数予測

上條康佑, 田邉造 (公立諏訪東京理科大)

2A-3 ToFセンサーとesp32マイコンを用いた機械動作状態の可視化システムの提案

服部修平, 田邉造 (公立諏訪東京理科大)

2A-4 感情誘発語を含む聴覚刺激に対する瞳孔反応の特徴抽出の試み

原田宗玄, 森谷隼介 (長岡技科大), 村上増穂, 小竹元基 (東大), 北島宗雄, 中平勝子 (長岡技科大)

2A-5 高齢者支援に向けたニーズ調査データの分析方法の検討

阿部寿純, 山﨑達也 (新潟大)

2B ＜基礎・境界IV＞
2B-1 Iot共通プラットフォームを用いたセル型生産方式の機械稼働状況の可視化

小林凌, 田邉造 (公立諏訪東京理科大)

2B-2 学習同定法を応用したスイッチングダイレクトブラインド等化の提案

小松稔, 田邉造 (公⽴諏訪東京理科⼤)

2B-3 2次元区分定数強制発振器の呈するアーノルドの舌で見られる分岐現象について

漆原瑞紀, 坪根正 (長岡技科大)

2B-4 カオスダイナミクスに基づく多点探索手法によるロバストなIIRシステム同定に関する検討
冨田将志, 坪根正, 杉田泰則 (長岡技科大)

2C ＜基礎・境界Ⅵ＞
2C-1 SWCNT/コットンテキスタイル複合材料による海水淡水化へ向けた、水蒸発デバイスの特性評価

大山修平, 藤澤一範, 村松寛之, 林卓哉 (信州大)

2C-2 海水淡水化に向けたCNT/CNFフィルムの作製及び特性評価

加地浩輝, 藤澤一範, 村松寛之, 林卓哉 (信州大)

2C-3 正確な心臓動態周期の作成方法

金井翼, 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 青山純也 (ハーバード大), 宮城泰雄 (日本医科大)

2C-4 iPS細胞拍動の加速度とその角度を特徴量とした判定モデルの作成
井上悟, 田邉造 (公立諏訪東京理科大), 青山純也 (ハーバード大), 宮城泰雄 (日本医科大)

2D ＜画像・音声・生体情報処理III・教育システム情報学会＞
2D-1 プロジェクションマッピングを用いたAR表示手法

稲葉悠人, 圓道知博 (長岡技科大)

2D-2 複数人が同時に観察可能なAR3Dディスプレイ

佐藤成, 圓道知博 (長岡技科大)

2D-3 ホログラフィック動画像のストリーミング表示における一検討

大西海里, 山口一弘 (公立諏訪理大), 坂本雄児 (北大)

2D-4 小規模モデルを対象としたSfMによる動画からの3次元形状復元における一検討

井熊了一, 山口一弘 (公立諏訪理大)

2D-5 学習者の外見・音声的好みを反映した3Dアバター講義の影響

中川慶人, 渡辺幸輝, 安藤雅洋, 湯川高志 (長岡技科大)

第3会場：3A～3D
3A ＜画像・音声・生体情報処理I＞
3A-1 ベクトルネットワークアナライザを用いた磁界方式人体通信における信号伝送損失特性の測定

飴田健悟, 田村春喜, 伊藤建一 (新潟工科大)

3A-2 音圧レベル変化を用いた聴覚BCIの検討

木村里輝, 藤塚琉偉, 南部功夫 (長岡技科大)

3A-3 楽音を用いた音圧レベル変化による聴覚BCIの検討

藤塚琉偉, 木村里輝 (長岡技科大), 矢野昌平 (長岡高専), 南部功夫 (長岡技科大)

3A-4 HRTFを用いた聴覚注意デコーディングの検討

増田拓人, 南部功夫 (長岡技科大)

3A-5 タブレット使用時における注視点推定

前坂洋樹, 橋本昌巳 (信州大)



3B ＜画像・音声・生体情報処理II＞
3B-1 データの前処理の工夫によるU-Netを用いた音声の明瞭さの改善　― スペクトログラムの表現法と学習データのSNRによる性能評価 ―

横山彩乃, 岩城護 (新潟大)

3B-2 アンサンブル学習に基づく運動想起の被験者間分類のアプローチ

Pham Lam Dinh Quang, 南部功夫 (長岡技科大)

3B-3 深層学習を用いた人の表皮画像からの肌パラメータ診断手法の開発

前澤健一, 飯田佑輔 (新潟大), 中沢寛光 (関西学院大)

3B-4 深層学習を用いた圃場画像からのSPAD値推定手法の開発

佐藤智哉, 飯田佑輔 (新潟大), 今井康貴 (新潟県農業総合研究所)

3C ＜知能情報処理Ⅲ＞
3C-1 Twitterにおける暗示的スパムツイートの判別

多田千慧, 湯川高志 (長岡技科大)

3C-2 アパレル商品を対象とした深層学習を用いた<br>商品売り上げ予測における販売データと予測精度の関係性

藤岡豊, 湯川高志 (長岡技科大)

3C-3 レイヤ間の依存関係解析によるイメージビルド効率化の検討

鈴木天馬, 萩原威志 (新潟大)

3C-4 Google Chromeにおけるタブ遷移を考慮した履歴提示方法に関するパフォーマンス分析

諏訪生真, 萩原威志 (新潟大)

3C-5 構成管理ツールのDSLにおける構造情報を用いたソースコード例示手法の提案

幅田良雲, 萩原威志 (新潟大)

3D ＜知能情報処理Ⅴ＞
3D-1 Twitterデータを用いたトレンドクラスタの階層化手法に関する検討 ―猛暑に対する人々の関心変化検出への応用―

水間黎, 原川良介, 岩橋政宏 (長岡技科大)

3D-2 雪害対策のためのHawkes過程を用いたイベントの予測モデルに関する検討

山田航平, 原川良介, 岩橋政宏 (長岡技科大)

3D-3 ＩｏＴシステムのプロトタイピング支援環境の設計

吉田瑞季, 堀雅和 (新潟工科大)

3D-4 Deep Learningによるグッピーの雌雄判別
坂中真樹, 堀雅和 (新潟工科大)

第4会場：4A～4D
4A ＜知能情報処理Ⅰ＞
4A-1 法律間の類似条項の対応付け手法の検討

小関龍也, 中村誠 (新潟工科大)

4A-2 地方自治体における子育て支援に関するウェブページの分類

金田大海, 酒井健, 中村誠 (新潟工科大)

4A-3 複合現実とタブレットデバイスを用いた論文講読システムの構築

宮本和記, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

4A-4 Transformerによる単一および複数視点画像からの3D再構成

小林和輝, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

4A-5 言語モデルによる日本語文章中の誤り箇所検出における検出精度の改善

佃充宏, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

4B ＜知能情報処理Ⅱ＞
4B-1 BERTを用いた文書分類タスクにおけるGeneralization Attackの検討

北沢孝樹, 丸山稔, 宮尾秀俊 (信州大)

4B-2 オンライン対話のためのマルチモーダル情報分析環境の構築

高橋誠, 羽山　徹彩, 﨡原誠弥 (長岡技科大)

4B-3 SNS における協調的/競合的な情報拡散現象の分析

高津朋也 (長岡技科大), 

4B-4 AεSεHによる企業の受注タスクと失注タスクに着目した労働人員配置最適化

吉川僚哉, 武井悠, 中村陽輝, アギレエルナン, 田中清 (信州大)



4B-5 暗示的怒り検出のための談話構造の自動識別手法

河野雅, 湯川高志 (長岡技科大)

4C ＜知能情報処理Ⅳ＞
4C-1 進化計算を用いた労働人員配置最適化における実行不可能解修復法

中村陽輝, 宮川みなみ, アギレエルナン, 田中清 (信州大)

4C-2 分解に基づく進化型多目的最適化における過去解を活用した勾配予測による解生成法の検討

今雄佑, 宮川みなみ, アギレエルナン, 田中清 (信州大)

4C-3 遺伝的アルゴリズムによる長野市のバス運行スケジュール多目的最適化
高橋知宏, 田中清, アギレエルナン (信州大)

4C-4 ブラインドデコンボリューションを用いた宇宙望遠鏡の劣化診断手法の提案
杉原侑剛, 飯田佑輔 (新潟大), 大場崇義 (自然科学研究機構)

4D ＜知能情報処理Ⅵ＞
4D-1 進化型多目的最適化アルゴリズムAεSεHにおけるε-Sampling の改善検討

武井悠, アギレエルナン, 宮川みなみ, 田中清 (信州大)

4D-2 並列化MOEA/Dにおけるアイデアルポイントの共有法と解集団評価法の検討

御子柴遥人, 宮川みなみ, アギレエルナン, 田中清 (信州大)

4D-3 過剰パラメータCNNの二重降下現象におけるネットワーク構造の影響の検討

志村慶, 丸山稔, 宮尾秀俊 (信州大)

4D-4 各家庭のライフスタイルに合わせた節電支援システム
齋藤季, 山﨑達也 (新潟大)

第5会場：5A～5D
5A ＜センサ・システムⅠ＞
5A-1 非接触インピーダンス測定装置を用いた植物の水ストレス検出に関する研究

諸橋貴哉, 伊藤建一 (新潟工科大)

5A-2 ラリーにおけるマイクロフォンを利用した卓球ボール落下位置の推定

川久保峻, 伊藤建一, 上島慶 (新潟工科大)

5A-3 デプスカメラを用いた卓球ボールの軌道の推定
堀田優樹, 横田椋飛, 川久保峻, 伊藤建一, 上島慶 (新潟工科大)

5A-4 熟練度や嗜好に合わせられる五線譜-TAB譜変換システムの開発
佐々木翠, 清水研作, 岩城護 (新潟大)

5B ＜センサ・システムⅡ＞
5B-1 反射・散乱特性測定システムのためのアプリケーション開発

岸野翔生, 大河正志 (新潟大)

5B-2 バケツ稲づくりの施肥管理に関する動的教材の開発

権田光貴, 堀雅和 (新潟工科大)

5B-3 IoT技術を用いたスマートマットと薬箱による服薬支援システム
間片颯士, 堀雅和 (新潟工科大)

5B-4 低消費電力型水位計の開発

野村駿平, 佐藤栄一 (新潟工科大)

5C ＜IEEE I＞
5C-1 Evaluation of Polyethylene Glycol Aqueous Solution<br>Using a Hybrid Sensor of Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance

Shuta Katakura, Yuto Tsujisawa, Yasuo Ohdaira, Akira Baba, Keizo Kato, Kazunari Shinbo (Niigata Univ.)

5C-2 Staying Time Estimation and Abnormal Data Detection for Traveler Stamp Rally Data

Xiaofei Nie, Tatsuya Yamazaki (Niigata Univ.)    

5C-3 An Extension of MNK-Landscapes with Subsystems

Felipe Honjo Ide, Hernan Aguirre (Shinshu Univ.)    

5C-4 Development of Automatic Clustering Algorithm for Accurate Cluster Channel Modeling

Pulasthi Rukshan Hettiarachchi, Minseok Kim (Niigata Univ.)    

5D ＜IEEE Ⅱ＞
5D-1 Multi-Agents Approach to Autonomous Vehicles in Intersection Crossing

Kim Ang Kheang, Tatsuya Yamazaki (Niigata Univ.)    



5D-2 Development of a Portable Camera Unit for Detecting Apple Surface Defects
Minori Endo, Pauline N. Kawamoto (Shinshu Univ.)    

第6会場：6A～6D
6A ＜通信方式I＞
6A-1 二段階無線チャネル観測におけるスループット特性の一検討

和田佳樹 (諏訪東京理科大), 宗秀哉 (湘南工科大), 征矢隼人 (諏訪東京理科大)

6A-2 RC-OFDMシステムにおける音響通信プラットフォームの構築及び特性評価

頼田彩, 笹森文仁 (信州大)

6A-3 Android端末を用いた音響通信における8QAM/PORC-OFDMシステムの特性評価

鈴木翔太, 笹森文仁 (信州大)

6A-4 OFDMを用いたFM電波によるIoTプラットフォームの設計

高野晃輔, 仲林司, 笹森文仁 (信州大)

6A-5 PORC-OFDMシステムにおける長距離電波伝搬実験のためのプラットフォーム構築

武田敏幸, 笹森文仁 (信州大)

6B ＜通信方式II＞
6B-1 PORC-OFDMシステムにおけるFM伝送時の特性評価

仲林司 (信州大), 後藤拓馬 (日本無線), 高野晃輔, 笹森文仁 (信州大)

6B-2 直交復調に基づくカメラ通信における送信波形の検討

甲斐紀築, 圓道知博 (長岡技科大)

6B-3 直交復調に基づくカメラ通信のLEDアレイへの応用

安藤瞭汰, 圓道知博 (長岡技科大)

6B-4 カメラ通信における送信機の輝度値推定方法の検討
五月女祥太, 圓道知博 (長岡技科大)

6C ＜デバイスⅠ＞
6C-1 エレクトロスピニング法を用いたバインダーフリー電極の作製とその電気二重層キャパシタ特性評価

櫻井大空, 藤澤一範, 村松寛之, 林卓哉 (信州大)

6C-2 Si /寒天由来の焼成炭複合材料を用いたナトリウムイオン二次電池負極特性評価

西村航平, 藤澤一範, 村松寛之, 林卓哉 (信州大)

6C-3 Bi0.5 (K1-x Li x)0.5 TiO3セラミックスの特性
河野翔, 番場教子 (信州大)

6C-4 スズ固溶ニオブ酸カリウムナトリウムセラミックスの圧電特性
生越令華, 番場教子 (信州大)

6D ＜デバイスⅡ＞
6D-1 混合粉末から作製したK0.45Na0.55NbO3セラミックスの組成及び圧電特性

木村一仁, 番場教子 (信州大)

6D-2 ニオブ酸リチウムセラミックスの高密度化をもたらす単結晶の効果

山中康嗣, 番場教子 (信州大)

6D-3 CoNi/FeCo/Pt多層膜での磁気特性評価
橋本一樹, 劉小晰, Hernan Aguirre (信州大)

第7会場：7A～7D
7A ＜アンテナ・伝搬I＞
7A-1 疑似スケールモデルにおける測定電力とFDTD計算電力分布を用いた海中位置推定

若林大雅, 石井望 (新潟大)

7A-2 水中電磁界評価のためのSommerfeld積分の数値積分手法の比較

渡邉貴宣, 石井望 (新潟大)

7A-3 相互相関法を用いた移動ターゲットの近距離イメージングの検討

佐藤良亮, 山田寛喜 (新潟大)

7A-4 屋内位置推定のためのRobust ICAを用いた屋内無線LAN信号の分離推定に関して

近藤大路, 山田寛喜 (新潟大)

7B ＜アンテナ・伝搬II＞



7B-1 純水中で動作するダイポールアンテナの 10 GHz における近傍界利得の測定と数値計算の比較

関屋敬太, 石井望 (新潟大), 清水悠斗, 長岡智明 (NICT)

7B-2 PolSARデータを用いた散乱電力分解法における体積散乱主要領域に関する基礎検討

川田雅人, 山田寛喜, 佐藤亮一 (新潟大)

7B-3 PolSARデータを用いた散乱電力分解法における市街地領域の体積散乱モデルに関する基礎検討
鈴木雄大, 山田寛喜, 佐藤亮一 (新潟大)

7B-4 ミリ波等間隔2次元MIMOレーダを用いた危険物の3次元イメージングに関する実験的検討

加藤立騎, 山田寛喜 (新潟大), 森浩樹 (東芝)

7C ＜アンテナ・伝搬III＞
7C-1 送信アンテナの向きを考慮した大気・海水2層問題の疑似スケール実験系における水槽効果の評価

神谷安璃, 石井望 (新潟大)

7C-2 車載用TDM-MIMO SARの3次元イメージング誤差に関する基礎検討

加藤雅也, 山田寛喜 (新潟大)

7C-3 ミリ波SISOレーダによる前方監視における 位置推定に関する基礎検討
鈴木彗太, 山田寛喜 (新潟大)

7C-4 航空機のADS-B信号を利用した円アレーキャリブレーション実験
加藤雄大, 山田寛喜 (新潟大)

7D ＜アンテナ・伝搬Ⅳ＞
7D-1 海洋レーダにおいてレンジウォーク補償を用いた航空目標検出性能の向上に関する検討

松田暁, 山田寛喜 (新潟大), 藤井智史, 長名保範 (琉球大), 宇野亨 (東京農工大)

7D-2 ミリ波FM-CWレーダを用いた交通監視における複数ターゲットの識別精度向上に関する検討

鈴木壱歩, 山田寛喜 (新潟大)

7D-3 圧縮センシングを用いた波源推定手法における上位の波源候補を選択する手法の評価
宝田広夢 (新潟大), 松田崇弘 (都立大), 山田寛喜 (新潟大)

7D-4 ミリ波を用いた動作測定及び識別法の基礎検討

輪湖圭祐, 金ミンソク (新潟大)

【ポスター発表】
P ＜ポスターセッション＞
P-1 「みんなの法律相談」コーパスの回答部に含まれる法律名の抽出

古田一斗, 大田雅久, 中村誠 (新潟工科大)

P-2 平坦な色成分を抽出する色変換における第二主成分の計算法

川里康太, 白井啓一郎 (信州大)

P-3 タブレット端末と拡張現実を用いた物理現象の可視化

永井蒼一朗, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

P-4 複合現実を用いて運指に着目するピアノ学習支援システム

松實優雅 (信州大), 宮尾秀俊 (信州大), 丸山稔 (信州大)

P-5 VRにおける視線の軌跡に基づくテキスト入力システムの開発

宮嵜結太, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

P-6 運指と視線に着目した複合現実を用いたタッチタイピング学習支援システムの開発

江口大介, 宮尾秀俊, 丸山稔 (信州大)

P-7 セリフの感情分析に基づく読み上げ音声制御手法の検討

岩崎友美, 丸山稔, 宮尾秀俊 (信州大)

P-8 報酬がスパースな環境でのEfficientZeroの検証
川上慶紘, 丸山稔, 宮尾秀俊 (信州大)

P-9 NeRF における Positional Encoding による影響の検証
劒持輝泰, 丸山稔, 宮尾秀俊 (信州大)


