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【特別講演】 

 

  演 題：ユビキタス・ブロードバンドをイノベーションへ 

～地方の時代は草の根情報発信から～ 

  講 師：安田 浩 氏 

（CISSP 工学博士 東京大学名誉教授 東京電機大学教授） 

時 間：13:30 ～ 14:30 

  会 場：大講義室＜４号館４階＞ 

  司 会：宮澤 正幸 君（新潟工科大） 
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1A-1 支配を用いる MOEA の進化過程における機能変化  

 土田 今日子・佐藤 寛之・エルナン アギレ・田中 清 (信州大)  

1A-2 支配を用いる MOEA の探索性能改善の一検討  

 土田 今日子・佐藤 寛之・エルナン アギレ・田中 清 (信州大)  

1A-3 CDAS 法を組み込んだ NSGA-II と SPEA2 の比較検討  

 佐藤 寛之・エルナン アギレ・田中 清 (信州大)  

1A-4 不規則に到着するパケットに対する伝送システムの設計  

 森田 圭一・西新 幹彦 (信州大)  

1A-5 パケット間隔で情報を送るシステムの伝送速度について  

 西村 啓希・西新 幹彦 (信州大)  

   

１１１１ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜基礎基礎基礎基礎・・・・境界境界境界境界ⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：西新西新西新西新    幹彦幹彦幹彦幹彦    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

1B-1 DCT および LOT の回転変換表現における最小パラメータ数に関する一検討  

 税田 貴哉・井澤 裕司 (信州大)  

1B-2 遠隔学生に対する学習支援のための情報共有システム  

 菊池 慶介・國宗 永佳・新村 正明・今井 美香・不破 泰 (信州大)  

1B-3 Design of Input Method for Myanmar Language on Mobile Phone  

 Hlaing Myint Oo・ Katsuko T. Nakahira・Yoshiki Mikami (Nagaoka University of Technology)  

1B-4 水平面における呼吸球の放射特性  

 金田 萌・穗刈 治英・島田 正治 (長岡技科大)  

1B-5 MIDI 楽曲における演奏固有情報抽出の試み  

 前田 篤・田中 清 (信州大)  

   

１１１１ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜基礎基礎基礎基礎・・・・境界境界境界境界ⅤⅤⅤⅤ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：吉川吉川吉川吉川    敏則敏則敏則敏則    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

1C-1 論理関数を評価する量子アルゴリズムの回路化と解析  

 若生 崇寛・武井 由智 (長岡技科大)  

1C-2 優先サンプリングの共分散推定への拡張  

 杉森 隆司・武井 由智 (長岡技科大)  

1C-3 有限体系列における留数の再定義と物理的意味合い  

 鈴村 祥史・山東 俊介・杉村 立夫 (信州大)  

1C-4 重複零点を持つ有限体系列の留数を用いた位相解析  

 山東 俊介・杉村 立夫 (信州大)  

1C-5 乗法的変換とｔ相反変換との関係  

 鹿間 友貴・小林 茂樹・杉村 立夫 (信州大)  

   

１１１１ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜基礎基礎基礎基礎・・・・境界境界境界境界ⅥⅥⅥⅥ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：38383838    座長座長座長座長：：：：武井武井武井武井    由智由智由智由智    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

1D-1 最尤復号を考慮した BM アルゴリズムの検討  

 荒木 伸也・杉村 立夫 (信州大)  

1D-2 パターンマッチングによる最尤復号の検討  

 鈴木 俊樹・杉村 立夫 (信州大)  

1D-3 大気圧プラズマを用いた微細バリ除去の基礎検討  

 木藤 了治・岩村 知明・久保田 章裕・岡村 健広・平野 圭蔵・窪田 悟 (長野日本無線)  

1D-4 安心・安全で環境にやさしいテレマティクス端末の開発  

 
中澤 清雄・佐伯 正明・樋口 隆一・四柳 成也・横井 行雄 (長野日本無線)・ 

澤井 雅彦 (オプテックス)  
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２２２２ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜基礎基礎基礎基礎・・・・境界境界境界境界ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：村松村松村松村松    正吾正吾正吾正吾    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

2A-1 体温によるイヤホンの温度変化と外耳道伝達関数の変動  

 松田 俊寛・吉田 正尭・穗刈 治英・島田 正治 (長岡技科大)  

2A-2 俯角における空間音響伝達関数の特性について  

 田中 勇気・穗刈 治英・島田 正治 (長岡技科大)  

2A-3 逐次射影法を用いた等リプル FIR フィルタの設計法について  

 平松 智大・杉田 泰則・吉川 敏則 (長岡技科大)  

2A-4 指定群遅延誤差を有する IIR フィルタの一設計法  

 瀬賀 研二・杉田 泰則・吉川 敏則 (長岡技科大)  

2A-5 可変 FIR フィルタにおける近似多項式の次数配分効果について  

 山崎 亮輔・杉田 泰則・吉川 敏則 (長岡技科大)  

   

２２２２ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜基礎基礎基礎基礎・・・・境界境界境界境界ⅣⅣⅣⅣ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：窪田窪田窪田窪田    悟悟悟悟    君君君君（（（（長野日本無線長野日本無線長野日本無線長野日本無線））））        

2B-1 アナログニューロン回路で構成したカオス振動ネットワーク  

 中村 雄一 (長岡技科大)・山下 洋輔 (日本アイ・ビー・エム)・中川 匡弘 (長岡技科大)  

2B-2 相補特性を用いた分波器の構成  

 塚田 将人・渡辺 弘道・布川 武司 (新潟大)  

2B-3 微分器を用いた高域通過回路の構成  

 皆川 直喜・渡辺 弘道・布川 武司 (新潟大)  

2B-4 混合ガウス分布モデルの区間計算判別回路におけるダイナミックレンジの改善  

 渡辺 秀典・村松 正吾・菊池 久和 (新潟大)  

2B-5 電磁結合給電による低姿勢リングアンテナの帯域拡大  

 池田 一樹・鹿子嶋 憲一・尾保手 茂樹 (茨城大)  

   

２２２２ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：中島中島中島中島    繁雄繁雄繁雄繁雄    君君君君（（（（新潟工科大新潟工科大新潟工科大新潟工科大））））        

2C-1 OFDM 伝送における適応等化手法に関する一検討  

 山崎 悟史・デービッド アサノ・笹森 文仁・半田 志郎 (信州大)  

2C-2 適応制御を用いた符号化 OFDM システムのスループット特性  

 新井 紀裕・笹森 文仁・半田 志郎・大下 眞二郎 (信州大)  

2C-3 MSDD/OFDM システムにおけるドップラー速度の推定法  

 中瀬古 浩己・笹森 文仁・半田 志郎・大下 眞二郎 (信州大)  

2C-4 MSDD/OFDM システムにおけるダイバーシチ適用時の尤度計算法  

 渡邉 光春・笹森 文仁・半田 志郎・大下 眞二郎 (信州大)  

2C-5 球充填を用いた OFDM シンボルの設計に関する検討  

 西村 祐紀・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

   

２２２２ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅤⅤⅤⅤ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：佐佐佐佐々々々々木木木木    重信重信重信重信    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

2D-1 MIMO-OFDM における参照信号の配置と復調法  

 竹内 友一・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

2D-2 同報・対話型通信サービスを提供するプラットホームの論理構成の検討  

 桑野 真人・伊比 和雅・山岸 瑞樹・丸山 寛之・宮澤 正幸 (新潟工科大)  

2D-3 CDMA の相関受信システムに関する検討  

 鈴木 司樹・太刀川 信一 (長岡技科大)  

2D-4 OFDM/MC-CDMA の同期の検討  

 横山 幸司・太刀川 信一 (長岡技科大)  

2D-5 CW 妨害に対する周波数ホッピングパターン偶奇分別法の検討  

 長谷川 卓・太刀川 信一・丸林 元 (長岡技科大)  
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３３３３ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：中野中野中野中野    敬介敬介敬介敬介    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

3A-1 Diffserv 領域における確率的な end-to-end 遅延上界に関する研究  

 金井 洋輔・中川 健治 (長岡技科大)  

3A-2 3GPP 標準ターボ符号の Sum-Product 復号  

 安西 徹 (長岡技科大)・正本 利行 (小山高専)・荻原 春生 (長岡技科大)  

3A-3 符号化時空間変調のターボ復号  

 峯村 香織・賈 子彦・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

3A-4 LDPC 符号における復号処理の高効率化  

 齊藤 智也・笹森 文仁・半田 志郎・大下 眞二郎 (信州大)  

3A-5 センサネットワークにおけるスケジューリングを用いたデータ転送  

 松元 卓也・六浦 光一・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

   

３３３３ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：中川中川中川中川    健治健治健治健治    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

3B-1 クラスタヘッドの間引きを用いたセンサネットワークの消費電力抑制  

 菱刈 寛将・六浦 光一・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

3B-2 マルチホップ無線ネットワークにおけるサービスエリアの形状の影響  

 間嶋 大介・田村 裕 (新潟工科大)・仙石 正和 (新潟大)・篠田 庄司 (中央大)  

3B-3 マルチホップ無線ネットワークにおけるアクセスポイントに接続する端末数の制限について  

 山口 陽一郎・田村 裕 (新潟工科大)・仙石 正和 (新潟大)・篠田 庄司 (中央大)  

3B-4 1 次元マルチホップ無線網における最適 MTM に関する考察  

 松田 悠也・中野 敬介・宮北 和之・仙石 正和 (新潟大)・篠田 庄司 (中央大)  

3B-5 マルチホップ無線ネットワークにおける通信品質を考慮した中継局配置に関する考察  

 東崎 幸宏・中野 敬介・宮北 和之・仙石 正和 (新潟大)・篠田 庄司 (中央大)  

   

３３３３ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅣⅣⅣⅣ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：１８１８１８１８    座長座長座長座長：：：：牧野牧野牧野牧野    秀夫秀夫秀夫秀夫    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

3C-1 高精度アドホックネットワークを利用した地域見守りシステム向け端末機の開発と評価  

 松林 健一・北村 恵一・本山 栄樹・岸田 淳(長野日本無線)・不破 泰 (信州大)  

3C-2 同報・対話型通信機能を搭載した古文書学習 e-Learning システムの試作  

 南澤 章裕・笠輪 裕士・塚田 昌孝・原 康芳・宮澤 正幸 (新潟工科大)  

3C-3 伝送遅延時間補償制御による音声情報の同期出力方式の検討  

 伊比 和雅・高木 皓司・和田 貴裕・宮澤 正幸 (新潟工科大)  

3C-4 並列組合せ UWB 通信方式に関する一検討  

 高橋 伸行・佐々木 重信・菊池 久和 (新潟大)  

   

３３３３ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜通信方式通信方式通信方式通信方式ⅥⅥⅥⅥ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：３８３８３８３８    座長座長座長座長：：：：不破不破不破不破    泰泰泰泰    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

3D-1 蛍光灯通信用受信器におけるディジタル復号処理方式の検討  

 高橋 裕生・牧野 秀夫・吉田 洋・富口 真行 (新潟大)  

3D-2 蛍光灯通信における LAN を用いた位置情報管理システムの構築  

 鈴木 祥之・牧野 秀夫・伊藤 大悟・富口 真行 (新潟大)  

3D-3 適応制御を用いた協調・協力通信の一検討  

 中橋 慎也・笹森 文仁・半田 志郎・大下 眞二郎 (信州大)  

3D-4 仲上-ライスフェージング環境下における端末位置推定法の検討  

 寺地 智哉・半田 志郎・笹森 文仁・大下 眞二郎 (信州大)  

 



 
【【【【口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表】】】】    1111 件件件件ああああたりたりたりたり、、、、12121212 分分分分（（（（発表発表発表発表 8888 分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 4444 分分分分））））        

第第第第４４４４会場会場会場会場（（（（624624624624 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：４４４４Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～４４４４ＤＤＤＤ        

        

４４４４ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナ・・・・伝播伝播伝播伝播ⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：木藤木藤木藤木藤    了治了治了治了治    君君君君（（（（長野日本無線長野日本無線長野日本無線長野日本無線））））        

4A-1 地板分断によるプリント逆 F アンテナのカップリング低減について  

 田中 翔・田口 裕二朗 (長岡高専)  

4A-2 プリント八木・宇田アンテナの小型化  

 金澤 喜晃・田口 裕二朗 (長岡高専)  

4A-3 上部に電池が配置されたプリント逆 F アンテナの特性  

 小林 雄大・田口 裕二朗 (長岡高専)  

4A-4 FDTD 法を用いた複数人工物モデルの偏波散乱解析  

 浅川 雄祐・佐藤 亮一・山口 芳雄・山田 寛喜 (新潟大)  

4A-5 新しい体積散乱モデルを用いた散乱モデル分解法に関する検討  

 駒谷 隆太郎・山田 寛喜・山口 芳雄 (新潟大)  

   

４４４４ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナ・・・・伝播伝播伝播伝播ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：山田山田山田山田    寛喜寛喜寛喜寛喜    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

4B-1 仮想素子を用いたアレー校正手法の検討  

 内藤 孝・山田 寛喜・山口 芳雄 (新潟大)  

4B-2 部分空間の直交性に基づいたブラインドアレーアンテナ校正手法  

 島田 裕平・山田 寛喜・山口 芳雄 (新潟大)  

4B-3 ICA と EM アルゴリズムを用いたアレーアンテナによる電波到来方向推定  

 稲越 敦久・島田 裕平・山田 寛喜・山口 芳雄 (新潟大)  

4B-4 STAP レーダのための効率的な共分散行列算出手法  

 岩倉 慶成 (新潟大)・鈴木 潤一郎 (東芝)・山田 寛喜・山口 芳雄 (新潟大)・田邊 正宏 (東芝)  

4B-5 雪質が層状に変化する場合の 2.4GHz 帯 MSA スノーセンサの特性  

 松川 祥 (長岡高専)・木藤 了治 (長野日本無線)・田口 裕二朗 (長岡高専)  

   

４４４４ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナ・・・・伝播伝播伝播伝播ⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：田口田口田口田口    裕二朗裕二朗裕二朗裕二朗    君君君君（（（（長岡高専長岡高専長岡高専長岡高専））））        

4C-1 二つの四成分ターゲット分解法に関する比較検討  

 内山 健太郎・内田 範昭・山口 芳雄・山田 寛喜 (新潟大)  

4C-2 斜面観測における偏波 Orientation 角に関する実験的検討  

 内田 範昭・内山 健太郎・山口 芳雄・山田 寛喜 (新潟大)  

4C-3 海洋レーダにおけるアンテナ狭小化現地実験  

 小海 尊宏・伊藤 浩之・千葉 修・藤田 裕一・新井 栄 (長野日本無線)・山田 寛喜 (新潟大)  

4C-4 海洋レーダの表層流観測への Capon 法の適用  

 大西 喬之・木藤 了治・平野 圭蔵・伊藤 浩之 (長野日本無線)・山田 寛喜 (新潟大)  

4C-5 電磁抑制材による PCB 近傍電磁界への侵襲性の検討  

 中尻 睦・松本 祐樹・中山 英俊・春日 貴志 (長野高専)  

   

４４４４ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜画像画像画像画像ⅣⅣⅣⅣ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：新村新村新村新村    正明正明正明正明    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

4D-1 GPU を用いた透過屈折効果の実時間レンダリング  

 三村 純也・丸山 稔 (信州大)  

4D-2 Poisson Disk Sampling を用いたテクスチャ合成  

 中村 武志・丸山 稔 (信州大)  

4D-3 音声情報を基にしたフェイシャルアニメーション作成ツールの構築  

 谷口 昌良・丸山 稔 (信州大)  

4D-4 モーションデータを利用する漫画からの 3D アニメーション制作  

 山内 渉・山本 正信 (新潟大)  

4D-5 HMM に基づく音楽に同期した振り付けの生成  

 亀田 康介・渡辺 郁美・山本 正信 (新潟大)  



 
【【【【口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表】】】】    1111 件件件件ああああたりたりたりたり、、、、12121212 分分分分（（（（発表発表発表発表 8888 分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 4444 分分分分））））        

第第第第５５５５会場会場会場会場（（（（625625625625 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：５５５５Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～５５５５ＤＤＤＤ        

        

５５５５ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜画像画像画像画像ⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：丸山丸山丸山丸山    稔稔稔稔    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

5A-1 端点情報を用いた欠陥パターン検出の高速化について  

 粂田 雅之・新村 正明・國宗 永佳・不破 泰 (信州大)  

5A-2 リング・スポークパターン投影による三次元形状計測の有用性についての検討  

 土田 寛之・石原 康利 (長岡技科大)  

5A-3 アクティブ照光による物体表面の反射特性計測について  

 
野村 洋介・高橋 章 (長岡高専)・若月 大輔 (筑波技術大学)・ 

駒形 英樹・石井 郁夫 (埼玉医科大)  

5A-4 回帰分析を用いた河川監視映像のための水位推定  

 大倉 誠・村松 正吾 (新潟大)・岩橋 政宏 (長岡技科大)  

5A-5 改良 JPEG 方式による簡易監視システムの開発  

 中村 真太朗・山崎 浩・中村 八束 (信州大)  

   

５５５５ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜画像画像画像画像ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：石原石原石原石原    康利康利康利康利    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

5B-1 全方位カメラを用いた建機作業空間の安全監視について  

 
廣井 勇・高橋 章 (長岡高専)・笠原 毅 (日本精機)・駒形 英樹 (埼玉医科大)・ 

若月 大輔 (筑波技術大)・石井 郁夫 (埼玉医科大)  

5B-2 車載カメラ画像中の水滴検出に関する一検討  

 右山 学・杉田 泰則・吉川 敏則 (長岡技科大)  

5B-3 勾配ヒストグラムを用いた画像中の歩行者検出  

 下園 紳一郎・丸山 稔 (信州大)  

5B-4 発光スペクトルを用いた高齢者色覚再現法の改良  

 中田 恵美子・田中 清 (信州大)・中村 英樹・市川 一夫・田辺 詔子 (視覚研究所)  

5B-5 色情報に基づく Particle Filter を用いたオブジェクト追跡  

 松崎 俊也・恩田 雄一・丸山 稔 (信州大)  

   

５５５５ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜画像画像画像画像ⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：杉田杉田杉田杉田    泰則泰則泰則泰則    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

5C-1 可動多視点カメラのキャリブレーション  

 鈴木 慎也・山本 正信 (新潟大)  

5C-2 力学バランスを考慮したモーションキャプチャ  

 横田 卓己・山本 正信 (新潟大)  

5C-3 FPGA を用いたステレオカメラによる実時間速度計測システム  

 柏原 悟史・井澤 裕司 (信州大)  

5C-4 オーバーラップブロックマッチングを用いた高精度動き推定の超解像への適用  

 武久 泰夫 (長野県工業技術総合センター)・田中 清 (信州大)  

5C-5 Improvement of a DCT-Based Steganographic Method in JPEG Compressed Domain  

 KokSheik Wong・Kiyoshi Tanaka (Shinshu Univ.)  

   

５５５５ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜画像画像画像画像ⅤⅤⅤⅤ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：山本山本山本山本    正信正信正信正信    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

5D-1 インパルス性雑音重畳カラー画像の復元に優れた色空間の探索について  

 佐々木 亨・杉田 泰則・吉川 敏則 (長岡技科大)  

5D-2 2 種類のシフト線形補間関数を用いた画像拡大  

 田村 佑太・田中 清 (信州大)  

5D-3 複数の透かし画像を検出できる電子割符の評価関数の改良  

 東條 絵里・エルナン アギレ・田中 清 (信州大)  

5D-4 輝度勾配共起行列を用いた画像内容検索  

 恩田 雄一・丸山 稔 (信州大)  

5D-5 地紋パターンを用いた印刷文書向け電子透かしの改良  

 畑谷 健吾・田中 清 (信州大)  



 
【【【【口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表】】】】    1111 件件件件ああああたりたりたりたり、、、、12121212 分分分分（（（（発表発表発表発表 8888 分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 4444 分分分分））））        

第第第第６６６６会場会場会場会場（（（（631631631631 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：６６６６Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～６６６６ＤＤＤＤ        

        

６６６６ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜音声音声音声音声・・・・生体情報処理生体情報処理生体情報処理生体情報処理ⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：中川中川中川中川    匡弘匡弘匡弘匡弘    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

6A-1 蛍光灯通信を用いた視覚障がい者向け屋内音声案内ソフトウェアの改良  

 富口 真行・牧野 秀夫・鈴木 祥之 (新潟大)  

6A-2 視覚障がい者用音声案内システムにおける屋内外シームレス案内方式  

 伊藤 大悟・牧野 秀夫・鈴木 祥之 (新潟大)  

6A-3 磁性ナノ粒子を用いた分子イメージングの高分解能化に関する検討  

 草山 裕助・石原 康利 (長岡技科大)  

6A-4 ハンディ MRI における静磁場分布の最適化に関する検討  

 岡部 将志・石原 康利 (長岡技科大)  

6A-5 傾斜磁場コイルの最適化によるハンディ MRI の撮像領域拡大  

 平沢 壮・石原 康利 (長岡技科大)  

   

６６６６ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜音声音声音声音声・・・・生体情報処理生体情報処理生体情報処理生体情報処理ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：宮尾宮尾宮尾宮尾    秀俊秀俊秀俊秀俊    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

6B-1 脳波のマルチフラクタル性に基づいた視覚情報の感性評価  

 柴木 優美・中川 匡弘 (長岡技科大)  

6B-2 脳波のフラクタル性を用いた意思・感性情報の計測  

 安倍 大介・中川 匡弘 (長岡技科大)  

6B-3 災害時における生理指標を用いた精神疲労評価基礎研究  

 鈴木 健太・中嶋 優・宮沢 拓未・内山 尚志・福本 一朗(長岡技科大)  

6B-4 ハイパーサーミアにおける加温領域の焦点化に関する検討  

 亀山 泰幸・林 慧・酢谷 拓也・石原 康利 (長岡技科大)  

6B-5 音長比と音高差を用いたハミング検索システム  

 中村 健太・宮尾 秀俊・丸山 稔 (信州大)  

   

６６６６ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜知能情報処理知能情報処理知能情報処理知能情報処理ⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：１８１８１８１８    座長座長座長座長：：：：山崎山崎山崎山崎    克之克之克之克之    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

6C-1 BCI における事象関連電位を適用した強化学習制御に関する一考察  

 野本 和宏・椎名 祐介・坪根 正・和田 安弘 (長岡技科大)  

6C-2 自己組織化マップを用いた NIRS 信号分類の可能性の検討  

 佐藤 貴伸・坪根 正・和田 安弘 (長岡技科大)  

6C-3 ファジイ測度を用いた故障診断における診断精度の向上  

 
遠藤 尚人・堀 隼人・角山 正博 (新潟工科大)・ 

神野 洋一・小川 昌幸・佐藤 達雄 (新潟ウオシントン)  

6C-4 特許関連文書の分類手法の一提案  

 島野 誉教・湯川 高志 (長岡技科大)  

   

６６６６ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜知能情報処理知能情報処理知能情報処理知能情報処理ⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：坪根坪根坪根坪根    正正正正    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

6D-1 チャットにおける話題抽出手法の一検討  

 武 敏治・湯川 高志 (長岡技科大)  

6D-2 構文解析と共起用例を用いたかな漢字変換候補の選択  

 細谷 伊佐武・宮崎 正弘 (新潟大)  

6D-3 文の差分からの重文・複文構造の獲得  

 青木 遼・宮崎 正弘 (新潟大)  

6D-4 文書構造を利用した日本語スパムフィルタリング  

 村川 陽太郎・宮崎 正弘 (新潟大)  

6D-5 テキストクラスタリングにユーザの意思を盛り込む手法の考察  

 笹崎 格・元木 達也 (新潟大)  

 



 
【【【【口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表】】】】    １１１１件件件件ああああたりたりたりたり、、、、１２１２１２１２分分分分（（（（発表発表発表発表８８８８分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答４４４４分分分分））））        

第第第第７７７７会場会場会場会場（（（（632632632632 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：７７７７Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～７７７７ＤＤＤＤ        

        

７７７７ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜センサセンサセンサセンサ・・・・システムシステムシステムシステムⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    座長座長座長座長：：：：佐佐佐佐々々々々木木木木    修己修己修己修己    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

7A-1 動画・音声の表示できる Web 対応オーサリングシステムの開発  

 西田 貴彦・中村 八束 (信州大)  

7A-2 ニューラルネットワークを用いた車載用飛び出し検知システム  

 佐々 隼・カワモト ポーリン・中村 八束 (信州大)  

7A-3 ウェアラブルな言語障害者用図形シンボル会話エイドの一検討  

 中山 大地・井澤 裕司 (信州大)  

7A-4 シリコン基板光導波型加速度センサにおけるセンサ感度のダイヤフラム厚依存性  

 遠藤 秀人・大河 正志・佐藤 孝 (新潟大)  

7A-5 ガラス基板光導波型マイクロホンにおける共振周波数のダイヤフラム厚依存性  

 中島 瑞季・新国 広幸・大河 正志・佐藤 孝 (新潟大)  

   

７７７７ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜センサセンサセンサセンサ・・・・システムシステムシステムシステムⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：土田土田土田土田    恵一恵一恵一恵一    君君君君（（（（長岡高専長岡高専長岡高専長岡高専））））        

7B-1 ナノぶれスピンドル制御系の構成に関する検討  

 山室 陽平・鈴木 孝昌・佐々木 修己 (新潟大)  

7B-2 ウェーブレット変換によるスナップショット２波長型干渉計の構成  

 多田 侑史・鈴木 孝昌・佐々木 修己 (新潟大)  

7B-3 多波長干渉光場逆伝搬法による薄板形状測定  

 足達 廣人・佐々木 修己・鈴木 孝昌 (新潟大)  

7B-4 レーザ干渉計を用いた円筒内面形状計測  

 山村 良太・佐々木 修己・鈴木 孝昌 (新潟大)  

7B-5 白色光源による正弦波状波長走査干渉計を用いた薄膜形状計測  

 上野 浩・佐々木 修己・鈴木 孝昌 (新潟大)  

   

７７７７ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜センサセンサセンサセンサ・・・・システムシステムシステムシステムⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：鈴木鈴木鈴木鈴木    孝昌孝昌孝昌孝昌    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

7C-1 単電源駆動パラメトリック磁気センサ  

 宮下 雄治・柄澤 孝一 (長野高専)  

7C-2 精密熱伝導率測定装置のモデル化と温度制御シミュレーション  

 川上 裕雅・反町 嘉夫・佐藤 秀一・竹部 啓輔・外山 茂浩 (長岡高専)  

7C-3 ポリ(2‐アミノベンジルアミン）電解重合膜をメディエータとしたアドレナリンの検出  

 
石神 良平・馬場 暁・大平 泰生・新保 一成・加藤 景三・金子 双男(新潟大)・ 

福田 伸子・牛島 洋史（産総研）  

7C-4 ポリイミド薄膜水分センサを用いたバリア膜付プラスチックフィルムの透湿度評価  

 松本 貴靖・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

7C-5 新規ボトムコンタクト構造を用いた CuPc 薄膜の NO2 ガス応答特性  

 松本 真弥・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

   

７７７７ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜知能情報処理知能情報処理知能情報処理知能情報処理ⅢⅢⅢⅢ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：角山角山角山角山    正博正博正博正博    君君君君（（（（新潟工科大新潟工科大新潟工科大新潟工科大））））        

7D-1 インターネットからの歩行ロボットの操作について  

 桑田 健太・和崎 克己・中村 八束 (信州大)  

7D-2 インターネットによる遠隔掃除システムの開発  

 清水 恵里子・和崎 克己・中村 八束 (信州大)  

7D-3 オンライン手書き楽譜認識システムの構築  

 笹原 清悟・宮尾 秀俊・丸山 稔 (信州大)  

7D-4 Particle Swarm Optimization によるヒト腕最適軌道生成  

 本間 和弘・坪根 正・和田 安弘 (長岡技科大)  

7D-5 NIRS 信号と運動能力の関係  

 森廣 雅道・坪根 正・和田 安弘 (長岡技科大)  



 
【【【【口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表】】】】    １１１１件件件件ああああたりたりたりたり、、、、１２１２１２１２分分分分（（（（発表発表発表発表８８８８分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答４４４４分分分分））））        

第第第第８８８８会場会場会場会場（（（（633633633633 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：８８８８Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～８８８８ＤＤＤＤ        

        

８８８８ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１0000：：：：４８４８４８４８    座長座長座長座長：：：：塩田塩田塩田塩田    達俊達俊達俊達俊    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

8A-1 レーザービーム描画法を用いた光反応性樹脂への格子形成とその特性  

 
Suzana Binti Baharim・江本 顕雄・塩田 達俊 (長岡技科大)・川月 喜弘 (兵庫県立大)・ 

小野 浩司 (長岡技科大)  

8A-2 フレネルレンズ液晶セルの形成と特性  

 
M. Azizul Hakimi B. Subri・江本 顕雄・塩田 達俊 (長岡技科大)・川月 喜弘 (兵庫県立大)・ 

小野 浩司 (長岡技科大)  

8A-3 Si(001)-2 ﾟ off 基板上に有機ゲルマン化合物を用いて形成された Ge ナノドットの光学特性  

 
黒田 朋義・須藤 晴紀・加藤 有行・西山 洋・井上 泰宣・赤羽 正志・高田 雅介・ 

安井 寛治(長岡技科大)  

8A-4 グレーティングによる垂直出射を目的とした PhC 導波路の研究  

 森谷 拓郎・上林 利生 (長岡技科大)  

８８８８ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅣⅣⅣⅣ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：江本江本江本江本    顕雄顕雄顕雄顕雄    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

8B-1 液滴ロッドを用いたフォトニック結晶微小共振器の研究  

 郡川 怜士・上林 利生 (長岡技科大)  

8B-2 z 偏光成分を含む光波の干渉基礎理論の検討とベクトルホログラムへの応用への試み  

 
若林 宏幸・佐々木 友之・江本 顕雄・塩田 達俊 (長岡技科大)・川月 喜弘 (兵庫県立大)・ 

小野 浩司 (長岡技科大)  

8B-3 ファラデー効果による半導体レーザの発振周波数安定化 

～レーザの温度安定度と信号波形整形回路の改善～ 
 

 
新井 秀明・二文字 俊哉・前原 進也・上原 知幸・佐藤 旭・佐藤 孝・大河 正志 (新潟大)・ 

川村 静児 (国立天文台)  

8B-4 半導体レーザの雑音特性を用いた物理乱数の生成 

～ファブリ・ペロー型レーザと面発光型レーザの比較～ 
 

 西村 宏樹・土井 康平・千葉 純・佐藤 孝・大平 泰生・大河 正志 (新潟大)  

8B-5 外部共振器構造を用いた面発光レーザ(VCSEL)の発振周波数安定化  

 本島 睦貴・土井 康平・三鍋 雄太・大河 正志・佐藤 孝 (新潟大)  

８８８８ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜コンピュータネットワークコンピュータネットワークコンピュータネットワークコンピュータネットワークⅠⅠⅠⅠ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：渡辺渡辺渡辺渡辺    壮一壮一壮一壮一    君君君君（（（（新潟工科大新潟工科大新潟工科大新潟工科大））））        

8C-1 高帯域遅延積ネットワークにおける AQM 方式の特性評価と改善  

 小林 正明・中川 健治 (長岡技科大)  

8C-2 遅延制約に基づいた遅延ジッタレギュレータに関する研究  

 渡部 伸也・中川 健治 (長岡技科大)  

8C-3 ARP Spoofing を用いた同一セグメント内の端末間通信制御システム  

 長張 将也・中澤 由布・國宗 永佳・新村 正明・不破 泰 (信州大)  

8C-4 電子認証方式の成績管理への応用  

 笠松 幸祐・山崎 浩・中村 八束 (信州大)  

8C-5 Web スクールにおける XML 利用のテストシステムの開発  

 鈴木 拓也・カワモト ポーリン ナオミ・中村 八束 (信州大)  

８８８８ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜コンピュータネットワークコンピュータネットワークコンピュータネットワークコンピュータネットワークⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：湯川湯川湯川湯川    高志高志高志高志    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

8D-1 遠隔学習者のための学内ネットワーク接続システムの提案  

 小松 克之・田口 博隆・浦野 翔太・國宗 永佳・新村 正明・不破 泰 (信州大)  

8D-2 P２P ネットワークの構築と動画型ＣＡＩへの活用方法  

 干飯 翔平・和崎 克己・中村 八束 (信州大)  

8D-3 講義におけるフィードバックを円滑に進めるための支援システムの構築と試作  

 村山 豊・渡邊 壮一 (新潟工科大)  

8D-4 超音波測距センサによる人群観測ネットワークの検討  

 髙橋 和哉・山崎 克之 (長岡技科大)  

8D-5 赤外線センサによる動線観測ネットワークの検討  

 木村 宏明・山崎 克之 (長岡技科大)  



 
【【【【口口口口頭発表頭発表頭発表頭発表】】】】    1111 件件件件ああああたりたりたりたり、、、、12121212 分分分分（（（（発表発表発表発表 8888 分分分分／／／／質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 4444 分分分分））））        

第第第第９９９９会場会場会場会場（（（（634634634634 講義室講義室講義室講義室）：）：）：）：９９９９Ａ～Ａ～Ａ～Ａ～９９９９ＤＤＤＤ        

                

９９９９ＡＡＡＡ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅡⅡⅡⅡ＞＞＞＞    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１００００：：：：４８４８４８４８    座長座長座長座長：：：：内富内富内富内富    直隆直隆直隆直隆    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

9A-1 新規固体酸化物形燃料電池用電解質の開発  

 廣瀬 正史・番場 教子 (信州大)  

9A-2 TEOS を用いた熱 CVD による SiC-MOS キャパシタの界面評価  

 
仙石 昌・陳 晨・塩澤 宏章・鈴木 真一郎・野浪 智大・山上 朋彦・林部 林平・ 

上村 喜一 (信州大)  

9A-3 超音波モータの回転制御  

 武市 和之・番場 教子 (信州大)  

9A-4 KNbO3 セラミックスにおける非化学量論組成の影響  

 大和田 健太・番場 教子 (信州大)  

   

９９９９ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅤⅤⅤⅤ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：２０２０２０２０    座長座長座長座長：：：：番場番場番場番場    教子教子教子教子    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

9B-1 FeCo 薄膜の軟磁気特性の改善  

 大谷 剛靖・神田 英和・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

9B-2 Ｓｒフェライト薄膜の形成  

 内川 浩幸・Arkom Kaewrawang・Ali Ghasemi・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

9B-3 a-C 薄膜における電界電子放出特性の安定性  

 田口 義之・宮崎 慶・斉藤 裕史・宮永 琢也・山上 朋彦・林部 林平・上村 喜一 (信州大)  

9B-4 Mn ドープ Ge 薄膜の成長と電気的・磁気的特性評価  

 土田 隆太郎・ジョエル アスバル・神保 良夫・内富 直隆 (長岡技科大)  

9B-5 TbFeCo 薄膜の構造及び磁気特性について  

 石原 祐太郎・章 志英・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

   

９９９９ＣＣＣＣ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅦⅦⅦⅦ＞＞＞＞    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：加藤加藤加藤加藤    孝弘孝弘孝弘孝弘    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

9C-1 磁性金属を充填したメソポーラスシリカ薄膜の合成と評価  

 ローワンルオン ポンサワット・河野 貴嘉・榮岩 哲二 (信州大)  

9C-2 磁性金属を充填したメソポーラスシリカナノ粒子の合成と特性  

 清水 智久・篠原 良寛・榮岩 哲二 (信州大)  

9C-3 Fe/MgO/Fe 薄膜の配向制御  

 中村 肇・松岡 秀俊・張 弘・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

9C-4 NdFeB/FeCo 交換スプリング薄膜磁石の特性  

 田島 圭・石田 豪・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

9C-5 Bi-2212 固有ジョセフソン接合の磁場特性  

 
磯 典行・吉田 隆・富永 隼磨 (長岡技科大)・島影 尚 (情報通信研究機構)・ 

加藤 孝弘・濱崎 勝義 (長岡技科大)  

   

９９９９ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅨⅨⅨⅨ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：上村上村上村上村    喜一喜一喜一喜一    君君君君（（（（信州大信州大信州大信州大））））        

9D-1 RF スパッタ法 ZnO 薄膜トランジスタの作製と評価  

 米 大介・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

9D-2 内部光電子放出法による Alq3/陰極界面の電子障壁特性の評価  

 高石 真也・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

9D-3 Bi-2212 固有接合の準粒子電流測定用パルス回路の試作  

 須永 悟・廣瀬 将圭・加藤 孝弘・濱崎 勝義 (長岡技科大)  

9D-4 希塩酸処理法を用いた Annular 型接合作製と特性評価  

 
水丸 英俊・富永 隼賢・三輪 淳 (長岡技科大)・島影 尚 (情報通信研究機構)・ 

加藤 孝弘・濱崎 勝義 (長岡技科大)  

9D-5 高温超伝導体ジョセフソン接合の直流特性の解析  

 浅野 武史・毛利 千里・吉田 隆・小黒 恭平・加藤 孝弘・濱崎 勝義 (長岡技科大)  
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10A-1 多元同時真空蒸着法による Cu2ZnSnS4 薄膜の作製  

 長橋 正典・大石 耕一郎・星野 雄斗・ウィン シュウ マウ・片桐 裕則 (長岡高専)  

10A-2 カルーセルスパッタ，硫化法による CZTS 光吸収層の作製  

 
岡田 竜弥・神保 和夫・ウィン シュウ マウ・片桐 裕則 (長岡高専)・ 

竹見 崇・松本 栄一 (トッキ)  

10A-3 AZO 電子取り出し電極上へのバルクヘテロ接合型有機太陽電池の作製  

 古畑 大輔・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

10A-4 アフターグロー空間を制御したマグネトロンスパッタリング法による AZO 透明導電膜の水素アニール

効果 
 

 
大島 穣・陸 鴻 (長岡技科大)・片桐 裕則・神保 和夫 (長岡高専)・ 

黒木 雄一郎・高田 雅介・赤羽 正志・安井 寛治 (長岡技科大)  

10A-5 間欠ガス供給による AlN バッファー層と GaN 膜のエピタキシャル成長とその特性  

 
小前 泰彰・齋藤 健 (長岡技科大)・末光 眞希・遠藤 哲郎・伊藤 隆 (東北大)・ 

中澤 日出樹 (弘前大)・成田 克 (山形大)・高田 雅介・赤羽 正志・安井 寛治 (長岡技科大)  

１０１０１０１０ＢＢＢＢ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅥⅥⅥⅥ＞＞＞＞    １１１１１１１１：：：：２０２０２０２０～～～～１２１２１２１２：：：：０８０８０８０８    座長座長座長座長：：：：黒木黒木黒木黒木    雄一郎雄一郎雄一郎雄一郎    君君君君（（（（長岡技科大長岡技科大長岡技科大長岡技科大））））        

10B-1 インプリントによるフッ素化樹脂の微細パターン形成  

 石山 勝也・伊東 栄次・宮入 圭一 (信州大)  

10B-2 Carbon Nanotube を用いたリチウムイオン二次電池の特性評価  

 佐伯 直希・長谷川 卓弥・奥田 大介・金 隆岩・林 卓哉・遠藤 守信 (信州大)  

10B-3 多層カーボンナノチューブのリチウムイオン二次電池への応用  

 
掛川 浩・島本 太介・掛川 勇気・天野 宏紀・法京 聖士・ 

村松 寛之・金 隆岩・林 卓哉・遠藤 守信 (信州大)  

10B-4 化学気相成長法によるカーボンナノチューブの合成と構造解析  

 
藤澤 一範・島本 太介・櫟 拓也・掛川 勇気・平出 真之・法京 聖士・ 

村松 寛之・林 卓哉・金 隆岩・遠藤 守信 (信州大)  

１０１０１０１０ＣＣＣＣ    デバデバデバデバイスイスイスイスⅧⅧⅧⅧ    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    座長座長座長座長：：：：加藤加藤加藤加藤    景三景三景三景三    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

10C-1 交互吸着法による水溶性フタロシアニン－カーボンナノチューブ複合超薄膜の作製  

 金綱 慶典・馬場 暁・金子 双男・加藤 景三・新保 一成 (新潟大)  

10C-2 交互吸着法による有機色素-カーボンナノチューブ複合超薄膜の作製と評価  

 松沢 泰平・馬場 暁・大平 泰生・新保 一成・加藤 景三・金子 双男 (新潟大)  

10C-3 Carbon Nanotube の電気的特性とイオン透過機構の解析  

 
東城 友都・鈴木 裕和・吉野 大空・原 智子・村本 祥隆・ 

横前 拓也・林 卓哉・金 隆岩・遠藤 守信 (信州大)  

10C-4 カーボンナノチューブのスピン輸送特性  

 金澤 太一・松岡 英俊・張 弘・劉 小晰・森迫 昭光 (信州大)  

10C-5 Helical Graphene の電子状態解析  

 
原 智子・鈴木 裕和・吉野 大空・東城 友都・村本 祥隆・ 

横前 卓也・林 卓哉・金 隆岩・遠藤 守信 (信州大)  

１０１０１０１０ＤＤＤＤ    ＜＜＜＜デバイスデバイスデバイスデバイスⅩⅩⅩⅩ＞＞＞＞    １６１６１６１６：：：：５０５０５０５０～～～～１７１７１７１７：：：：５０５０５０５０    座長座長座長座長：：：：新保新保新保新保    一成一成一成一成    君君君君（（（（新潟大新潟大新潟大新潟大））））        

10D-1 活性炭素繊維を用いた電気二重層キャパシタの特性評価  

 
藤田 充裕・青山 直寛・岡 昂幸・小林 茜・奥本 剛広・櫻井 健吾・ 

高橋 和也・松林 祐樹・金 龍中・遠藤 守信 (信州大)  

10D-2 籾殻を用いた EDLC 特性  

 
奥本 剛広・金 龍中・青山 直寛・岡 昂幸・小林 茜・藤田 充裕・ 

櫻井 健吾・高橋 和也・松林 祐樹・遠藤 守信 (信州大)  

10D-3 表面プラズモン共鳴法によるヒト成長ホルモンの検出  

 橋本 祐樹・大関 隆夫・馬場 暁・新保 一成・加藤 景三・金子 双男・妻沼 到 (新潟大)  

10D-4 Otto/Kretschmann 複合配置における色素誘起表面プラズモン放射光  

 羽深 恵・皆川 正寛・大平 泰生・馬場 暁・新保 一成・加藤 景三・金子 双男 (新潟大)  

10D-5 グレーティングカップリング法による多重表面プラズモンの共鳴励起  

 大野 努・馬場 暁・大平 泰生・新保 一成・加藤 景三・金子 双男 (新潟大)  
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P-1 金属増強エバネッセント光による微小変位検出  

 若松 孝・金成 守康 (茨城高専)  

P-2 エバネッセント光の FDTD 解析  

 青木 克仁・若松 孝 (茨城高専)  

P-3 フォトニック結晶グレーティング導波路による波長フィルタの研究  

 杉尾 良太・上林 利生 (長岡技科大)  

P-4 PhC 導波路曲げにおける周波数特性改善に関する研究  

 近藤 智志・上林 利生 (長岡技科大)  

P-5 PhC スラブ導波路における導波モードの構造依存性  

 新田 和弘・上林 利生 (長岡技科大)  

P-6 符号ダイバーシチを使った MC-CDMA 方式の考察  

 青木 伸次・太刀川 信一 (長岡技科大)  

P-7 未知論理関数学習用のフーリエ係数有界ふるいに関する研究  

 長谷川 譲・武井 由智 (長岡技科大)  

P-8 二段階法による画像のノイズ除去について  

 川俣 弘治・芹澤 久光 (新潟大)  

P-9 リズム追従課題による認知症評価のための基礎研究  

 新田 雄一郎・内山 尚志・福本 一朗 (長岡技科大)  

P-10 冷却溶媒循環型ペルチェ素子凍結手術装置における基礎研究  

 
中山 雅俊・高橋 知也・曽根 和哉・内山 尚志・福本 一朗 (長岡技科大) 

曽根 和哉 (ツインバード工業) 
 

P-11 産官学連携による身体運動訓練支援システムの開発 

―歩行速度追従課題における反応時間の計測機構の試作― 
 

 
村上 肇・新保 文昭・松永 俊一・國上 諒・布施 和音 (新潟工科大)・ 

白川 正志 (笑足ねっと・白川製鉄所)・酒井 伸浩 (酒井鉄工所)・佐藤 栄一 (新潟工科大)  

P-12 生理指標を用いたストレス評価の基礎研究  

 立海 優・宮澤 拓未・福本 一朗 (長岡技科大)  

P-13 観葉植物のアンモニアに関する浄化特性  

 中山 弘樹・吉原 健太・伊藤 建一 (新潟工科大)  
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11A-1 Complete Video Quality Preserving Data Hiding in MPEG Compressed Domain  

 KokSheik Wong・Kiyoshi Tanaka (Shinshu Univ.)  

11A-2 RZL Data Representation for Complete Video Quality Preserving Data Hiding Method  

 KokSheik Wong・Kiyoshi Tanaka (Shinshu Univ.)  

   

11A-3 Syllable Segmentation Algorithm of Myanmar Text  

 
Zin Maung Maung・Pann Yu Mon・Chew Yew Choong・ 

Yoshiki Mikami (Nagaoka Univ. Tech.)  

11A-4 Design of Uyghur Character Information Processing System  

 Omerjan Osman・Katsuko T. Nakahira・Yoshiki Mikami (Nagaoka Univ. Tech.)  
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11B-1 MOEA with e-ranking for Many Objective Optimization Problems  

 Hernán Aguirre・Kiyoshi Tanaka (Shinshu Univ.)  

11B-2 Performance Analysis of e-ranking on MNK-Landscapes  

 Hernán Aguirre・Kiyoshi Tanaka (Shinshu Univ.)  

11B-3 Colour in Human Computer Interaction  

 
K. G. D. Tharangie・Katsuko T. Nakahira・C. A. Marasinghe・ 

Koichi Yamada (Nagaoka Univ. Tech.)  

11B-4 Language Specific Crawler for Myanmar Web Pages  

 
Pann Yu Mon・Zin Maung Maung・Chew Yew Choong・ 

Yoshiki Mikami (Nagaoka Univ. Tech.)  

11B-5 The G2LI (Language Identifier) HTML parsing system reviewed  

 Chew Yew Choong・Yoshiki Mikami・Katsuko T. Nakahira (Nagaoka Univ. Tech.)  
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11C-1 Frequency-Domain Multiple-Symbol Differential Detection for Space-Time-Frequency 
Coded OFDM 

 

 Ziyan Jia・Shiro Handa・Fumihito Sasamori・Shinjiro Oshita (Shinshu Univ.)  

11C-2 Evaluation of Communication Quality and Connectivity in Two-Dimensional Multi-Hop 
Wireless Networks 

 

 
Kazuyuki Miyakita・Keisuke Nakano・Masakazu Sengoku (Niigata Univ.)・ 

Shoji Shinoda (Chuo Univ.)  

11C-3 Consideration on initial values for parastic elements with multiport parastic array 
radiator antenna 

 

 Masayuki Morishita・Hiroyoshi Yamada・Yoshio Yamaguchi (Niigata Univ.)  

11C-4 Oscillation frequency stabilization of a semiconductor laser by an indirect modulation 
method using the Faraday effect 

 

 

Akira SATO・Shinya MAEHARA(Niigata Univ.)・Tomoyuki UEHARA(Kyoto Univ.)・ 
Hideaki ARAI・Takashi SATO・Tadashi TAMURA・Masashi OHKAWA(Niigata Univ.) 

Seiji KAWAMURA(Astronomical Observatory of Japan)  

 

 


