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 M 国際会議場 3F A 会議室 1 3F B 会議室 2 3F C 会議室 3 3F D 会議室 4 3F 
 

09:00 
｜ 

10:20 

 1A1 機械学習-分類学習 
座長 岩倉友哉 

1A1-1 ラベル信頼度を用いた
ブースティング手法のインバラ
ンスデータへの応用 
（○中田康太，村上知子） 

1A1-2 ARMAモデルベース時系
列クラスタリング（○末松伸朗，林朗）

1A1-3 クラス所属確率を利用し
たアンサンブル学習（○高橋和子） 

1A1-4 高次元確率空間における
高精度期待値ベイス推定の検討
（○松田衆治，Nguyen Ha Hon，鷲尾隆， 
  河原吉伸，清水昌平，猪口明博） 

1B1 データマイニング-可視化
座長 松下光範  

1B1-1 回帰分析を応用したテキ
スト印象マイニング手法の設計
と評価（○熊本忠彦，河合由起子，田中克己）

1B1-2 編年型データ解析ツール
の開発 
（○赤石美奈，伊藤直之，箱石大，石川徹也）

1B1-3 PubMed(文献データベー
ス)を用いた BrainMappingに
よる脳機能解析（○小原健志） 

1B1-4 論文と共著者の関係に基
づく研究分野間ネットワークの
成長予測 
（○小野亮輔，片上大輔，新田克己） 

1C1 エージェント-ヒューマン
エージェントインタラクション(1) 

座長  岩橋直人 
1C1-1 Artificial Subtle Expression
による明滅光源パターンがロボ
ットとの音声対話に与える影響
（○小林一樹，船越孝太郎，山田誠二， 
  中野幹生，小松孝徳，斉藤保典） 

1C1-2 好み空間に基づくユーザ
の好みの分布の分析 
（○足立麻衣子，山口智浩） 

1C1-3 複数人ユーザの協力的意
思決定会話を支援する情報提供
エージェント 
（○黄宏軒，武田信也，小野正貴，中野有紀子） 

1C1-4 コミュニケーション支援
エージェントを組み込んだ 多
言語参加型ゲーミングシステム
の設計（○角田啓介，菱山玲子） 

1D1 Webマイニング-知識獲得 
座長 福島俊一 

1D1-1 ソーシャルブックマーク
を用いたWebページの分類 
（○柳本豪一，吉岡理文，大松繁） 

1D1-2 Web情報を利用した駅ク
ラスタリング手法の提案 
（○清雄一，小池亜弥，白井康之） 

1D1-3 CGMからの自己教師あ
り学習と条件付確率場を用いた
人間行動マイニング（○Nguyen 
MinhThe, 川村隆浩，中川博之，田原康之，大
須賀昭彦） 

1D1-4 高速・高精度ウェブ潜在
関係検索エンジンの索引作成と
関係表現手法（○グェン トアンドゥク，
ボッレーガラ ダヌシカ，石塚満） 

 
10:35 
｜ 

12:05 

1M1 基調講演 
言語理解と知識 
－情報空間の構造化に向けて－ 
辻井 潤一 教授（東京大学大学院 
情報理工学系研究科） 
司会 住田一男 

    

 
13:00 
｜ 

14:20 

 1A2 機械学習-クラスタリング
座長 神嶌敏弘 

1A2-1 萌芽的概念抽出のための
局所分枝限定探索を用いた概念
プール掘削法 
（○中島健志，原口誠，大久保好章） 

1A2-2 A Symbolic 
Representation for 
Multi-dimensional Trajectory
（○NguyenHuy Thach，鈴木英之進） 

1A2-3 Extracting Approximate 
Biclusters/Patterns from Time 
Series Medical Data using 
Suffix Trees（○Muwazi Simona, 
Haraguchi Makoto） 

1A2-4 文字列カーネルと動的計
画法を用いたテキスト・音声の
トピック分割アルゴリズム 
（○佐土原健） 

1B2 データマイニング 
データマイニング応用

座長 市瀬龍太郎 

1B2-1 リモートセンシングデー
タからの森林管理情報マイニン
グ（○吉田圭吾，大木孝，寺邊正大，関根秀真，
武田知己，出口知敬） 

1B2-2 保育者の主観が入った発
達記録からの保育傾向自動抽出
の試み（森山政訓，池末拓馬，糠野亜紀， 
○新谷公朗，芳賀博英，金田重郎） 

1B2-3 グラフマイニングを用い
たブロードバンドサービスエリ
ア分類手法の一考察 
（○岩下基，高野正次，下川信祐） 

1B2-4 リンク予測に基づく有望
ノードの同定（宮西大樹） 

1C2 エージェント-ヒューマン
エージェントインタラクション(2) 

座長  山口智浩 

1C2-1 感情認識を応用した人
間ーエージェントコミュニケー
ション（○大曽根圭輔，コン唯益，鬼沢武久） 

1C2-2 対話ロボットのためのベ
イジアンネットを利用した知識
状態推定に基づく話題選択 
（○伊藤伶，島田伸敬，白井良明） 

1C2-3 音声対話におけるエージ
ェント発話行動の適応的調整 
（○堂坂浩二，金本淳志，東中竜一郎，南泰浩， 
  前田英作） 

1C2-4 インタラクションにおけ
るニューラルネットを利用した
強化学習の効果（○竹内誉羽，辻野広司） 

1D2 Webインテリジェンス 
Webインタラクション

座長 福原知宏  

1D2-1 重要語抽出を用いた外部
APIからの関連コンテンツ推薦
（○近藤光正，中辻真，田中明通，内山匡） 

1D2-2 タスクに誘発される多様
な広告推薦（○中山田淳，笹嶋宗彦， 
來村徳信，溝口理一郎） 

1D2-3 機械学習とユーザ知識を
用いたイベント情報の構造化 
（○森近憲行，濱崎雅弘，亀田尭宙，大向一輝， 
  武田英明） 

1D2-4 ユーザーの嗜好順序を利
用した料理推薦システムの試作
（○岩上将史，伊藤孝行） 

 
14:35 
｜ 

15:55 

 1A3 機械学習-強化学習 
座長 森山甲一 

1A3-1 マルチエージェント化に
おける強化学習のステップサイ
ズパラメータの適応（○野田五十樹）

1A3-2 複利型強化学習（○松井藤五
郎） 

1A3-3 動的環境下における危険
度予測法に基づく適応的強化学
習（○三村明寛，加藤昇平，伊藤英則） 

1A3-4 マルチエージェントタス
クを考慮した二階層型強化学習
（○金天海，辻野広司，中原裕之） 

1B3 知識の利用と共有 
知識共有(1)

座長 高間康史 

1B3-1 クラスタリングを用いた
知識構造構築システムにおける
知識構造の要約表示（○神田賢一） 

1B3-2 意図明示化を指向した汎
用的医療関連プロセス知識記述
枠組み 
（○西村悟史，來村徳信，笹嶋宗彦，溝口理一
郎） 

1B3-3 ナノ知識探索プロジェク
ト：実験記録からの知識発見 
（○吉岡真治，冨岡克広，原真二郎，福井孝志）

1B3-4 ユーザ参加を可能にする
次世代パスファインダー 
（○大里雄一，杉村博，松本一教） 

1C3 エージェント-マルチエー
ジェントシステム(1) 

座長  櫻井祐子 

1C3-1 n人ネットワークの繰り返
し囚人のジレンマゲームにおける
利得設計（○鈴木香名子，荒井幸代） 

1C3-2 マルチエージェントシステ
ムにおけるエージェント間の結合
関係記述のための DSL 
（○境靖夫，楢崎修二） 

1C3-3 特性関数の簡略記述法を用
いた提携構造形成問題の近似アル
ゴリズムの提案及び比較 
（○長谷川隆人，一村良，大田直樹，岩崎敦，横
尾真） 

1C3-4 分散制約最適化問題に基づ
く提携構造形成問題 
（○上田俊，岩崎敦，横尾真，平山勝敏，松井俊浩） 

1D3 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-コミュニケーショ
ン支援 

座長 松井正一 

1D3-1 学会・研究会の情報保障
におけるソーシャルネットワー
クの役割（○Nishimoto Takuya） 

1D3-2 RFIDタグを用いた意見
交換収束支援システム 
（○清水允文，砂山渡） 

1D3-3 複数スマートフォンを用
いた分散共有ワークスペースの
試作（○工藤聖広，辻野友孝，佐野博之，白
松俊，大囿忠親，新谷虎松） 

 
16:10 
｜ 

17:30 

 1A4 機械学習-知識獲得 
座長 佐久間淳 

1A4-1 インデックス脳における
スナップ記憶と短間隔記憶につ
いて（○瀧寛和，三浦浩一，松田憲幸，曽我
真人，安部憲広） 

1A4-2 原始的な推論を使い数学
の問題の解き方を獲得するプロ
グラム（○三宅智由紀，田中雅次，岩間憲三，
富士原真知子） 

1A4-3 一般化期待情報量基準最
小化法と応用（○藤巻遼平，森永聡） 

1A4-4 Dually Extract Semantic 
from the Web（○李海博，松尾豊，石塚
満） 

1B4 知識の利用と共有-知識共
有(2) 

座長  山口高平 

1B4-1 医療コミュニケーション
を支える涵養オントロジー 
（○崔亮，小川泰右，山崎友義，池田満， 
  鈴木斎王，荒木賢二） 

1B4-2 内容指向アプローチによ
る印象に関する知識記述の試み
（○村松慶一，松居辰則） 

1B4-3 災害時情報共有のための
データ内容に基づくアクセス権
限管理手法の提案 
（○下羅弘樹，野田五十樹） 

1B4-4 医療タスクフローに埋め込
まれた実践知循環プロセスの実現
に向けて（○小川泰右，崔亮，山崎友義，池
田満，鈴木斎王，荒木賢二，橋田浩一） 

1C4 エージェント-マルチエー
ジェントシステム(2) 

座長  伊藤孝行 

1C4-1 未知の選好を含む最大安
定度マッチングの定式化 
（○境良太，松原繁夫） 

1C4-2 入札者の選好を考慮した
検索連動型広告オークションの
提案（○櫻井祐子，横尾真） 

1C4-3 連成マルチエージェント
モデルを用いた先物市場と現物
市場のシミュレーション 
（○大井朋子，橋本康弘，陳昱，大橋弘忠） 

1C4-4 二重ネットワークを用い
た言語変化 
（○高橋聡，山田隆志，吉川厚，寺野隆雄） 

1D4 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-デザイン支援 

座長 上田真由美 

1D4-1 教授・学習理論に基づく
教員の授業設計プロセス支援 
（○笠井俊信，永野和男，溝口理一郎） 

1D4-2 前後方記述スタイルに基
づいた授業課題ソースコードの
クラスタリング（○大野麻子，村尾元）

1D4-3 研究発表履歴を考慮した
スライド再利用支援システムの
試作（○清水堅，工藤聖広，土井達也， 
白松俊，大囿忠親，新谷虎松） 

1D4-4 3Dカメラと加速度センサを
用いた読み聞かせ支援システムの
構築（○上坂和也，今城和宏，柴田征宏，三本
貴裕，小林由季，岡田良平，糠野亜紀，新谷公
朗，芳賀博英，金田重郎） 

 
17:45 
｜ 

19:05 

 1A5 機械学習 
グラフィカルモデル

座長 神嶌敏弘 

1A5-2 ベイジアンネットワーク
学習アルゴリズム TPDA の高
速化（○森下民平，植野真臣） 

1A5-3 データの非正規性を活用
する因果構造探索法と事前情報
の利用（○稲積孝紀，十河泰弘，清水昌平，
河原吉伸，鷲尾隆） 

1B5 知識の利用と共有 
オントロジー(1) 

座長 森田武史 

1B5-1 実践的オントロジー構築
技法－臨床医学オントロジーを
例として－（○古崎晃司，国府裕子， 
今井健，大江和彦，溝口理一郎） 

1B5-2 アポトーシスに関するシ
グナル伝達オントロジーに基づ
くシミュレーション構築（○山内千
尋，松居辰則，小島一晃） 

1B5-3 マルチレイヤーサービス
モデル（○住田光平，來村徳信，笹嶋宗彦，
高藤淳，溝口理一郎） 

1B5-4 上位オントロジーに基づ
いた生物表現型データ記述の考
察（○桝屋啓志，田中信彦，脇和規，櫛田達矢，
古崎晃司，溝口理一郎） 

1C5 エージェント-協調問題解決 
座長 横尾真 

1C5-1 人間行動データに基づい
たロボカップサッカーシミュ
レーションにおけるチームワー
クの形成（矢作拓也，○渡邊紀文） 

1C5-2 Is XCS approach good 
for Organizational-Learning 
Oriented Classifier Systems?
（○Irvan Mhd，Yamada Takashi，Terano 
Takao） 

1C5-3 大規模交渉問題における
グループ数の調整に基づいた合
意形成手法（○藤田桂英，伊藤孝行，水谷
信泰，Klein Mark） 

1C5-4 メッセージ交換型の協調
問題解決処理系の生成手法につ
いての検討（○松井俊浩，松尾啓志） 

1D5 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-空間共有 

座長 稲見昌彦 

1D5-1 視覚的な身体接触がテレ
プレゼンスに及ぼす効果 
（○妹尾岳，中西英之，石黒浩） 

1D5-2 遠隔話者の接近を強調す
る視覚効果によるテレプレゼン
スの強化 
（○加藤慶，中西英之，妹尾岳，石黒浩） 



6月 9日（水） 

E 会議室 5 3F F ラウンジ 3F G 特別室 2・3 3F H 練習室 1 2F I 練習室 2 2F J 練習室 3 2F 
1E1 論理・推論 
座長 岩沼宏治 

1E1-1 矩形を対象とする定
性空間推論について 
（○小西貴子，高橋和子） 

1E1-2 非古典論理のクリプ
キ･モデルに基づく列･多
重集合･集合への様相演算
子の導入とその画像・音楽
処理への応用（○村井哲也，宮本
定明，生方誠希，工藤康生，赤間世紀） 

1E1-3 SAT を用いた大腸
菌における代謝パスウェ
イの解析（○宋 剛秀，井上克巳） 

1E1-4 オイラー図・ヴェン
図を用いた図形推論の証
明論的分析（峯島宏次，岡田光弘，
佐藤有理，○竹村亮） 

1F1 AI応用-産業システム 
座長 篠田孝祐 

1F1-1 創造的業務における
最適な照度および色温度
（三木光範，○谷口由佳，廣安知之， 
 吉見真聡） 

1F1-2 実オフィスに導入し
た知的照明システムにお
ける消費電力の計測 
（三木光範，○今宮久夫，廣安知之， 
 吉見真聡） 

1F1-3 組み込み制御による
非同期型知的照明システ
ムの構築 
（○吉見真聡，三木光範，小野景子） 

1G1 AI応用-音楽・エン
タテイメント 

座長 藤澤隆史 

1G1-1 グルーピング構造に
着目した確率的メロデ
ィー生成手法の提案 
（○白井亨，谷口忠大，西川郁子） 

1G1-2 バイオリン指導にお
ける弓動作と音の関係の
考察 
（○宮里洸司，野口健太郎，神里志穂子）

1G1-3 パフォーマンスメデ
ィアとしての飛行船 
（○吉本英樹，堀浩一） 

1G1-4 3次元動画像処理に
よる仮想楽器システムの
提案（○一ノ瀬元喜，坂東哲平） 

1H1-NFC3a 
近未来チャレンジ

認知症予防回復支援サービ
スの開発と忘却の科学 1  
オーガナイザー 大島千佳 
1H1-NFC3a-1 認知症予防支援サー
ビス「ふれあい共想法」における
持続可能なサービス提供手法の
開発（○前川晃子，ほか ＊1） 

1H1-NFC3a-2 地域リハビリテー
ションにおける医療と生活の
相補性と共創の場づくり 
（○三宅美博） 

1H1-NFC3a-3 長崎北病院脳リハ
ビリ外来における家族支援の
取り組みと効果について 
（○西村洋子，冨田逸郎，加藤雅一， 
  井上千鶴子，井上千鶴子） 

1H1-NFC3a-4 グループホームに
おける介護と空間と情報機器
の関係（○杉原太郎，門脇耕三， 
藤波努，安藤昌也）

1I1-OS1a ことば--コン
ピュータ-コミュニケーシ
ョン 1 

オーガナイザー 阿部明典 

開催挨拶（09:15～09:20） 
1I1-OS1a-1 英語に変換できな
い日本語の表現様態につい
て（岩垣守彦） 

1I1-OS1a-2 共通体験を通じて
詠まれた俳句からの知識発
見の試み 
（○鈴木雅実，皆川直凡） 

1I1-OS1a-3 子供向け昔話テク
ストを題材とした物語構造
の自動抽出システムの開発 
（○宮本瑠美，真部雄介，菅原研次） 

*1 豊嶋尉史，永井澄子，蓼沼芳保，佐藤由
紀子，根岸勝寿，塚脇章生，田口良江，長
井瑛，鵜目美智子，牧尚輝，鶴岡恭子，鶴
岡実，長谷川多度，大武美保子 

      

1E2 知識表現 
座長 山川宏 

1E2-1 RDF意味論と OWL
意味論の統合 
（○小出誠二，武田英明） 

1E2-2 論証に基づく設計意
図記述による設計事例
データベース 
（○加藤義清，酒匂信匡，堀浩一） 

1E2-4 義務論理による法規
範の記述と妥当性の検証
について（○南部優，高橋和子） 

1F2-OS8 ネットワーク
が創発する知能 

オーガナイザー 石川孝  

1F2-OS8-1 ネットワークトポ
ロジーの最適化とスキーマ
解析（○小林直樹，白山晋） 

1F2-OS8-2 感染症流行予測に
おけるネットワーク構造の
影響分析 
（○湯浅友幸，白山晋） 

1F2-OS8-3 陽なコミュニティ
の情報伝播に与える影響 
（○永田勝也，白山晋） 

1F2-OS8-4 Twitterの情報伝播
ネットワークの分析（○風間一
洋，今田美幸，柏木啓一郎） 

14:20～14:35 休憩 

1F2-OS8-5 知識共有サイトに
おける共創プロセス分析の
ための学習エージェントア
プローチ 
（○山田和明，中小路久美代，山本恭裕） 

14:55～15:55 ディスカッション 

1G2 AI応用-社会システム
座長 片上大輔 

1G2-1 骨伝導マイクロフォ
ンを用いた咀嚼回数指導
方式の提案（○宇野修司，有泉亮，
金田重郎，芳賀博英） 

1G2-2 離席時の消灯を実現
する知的照明システム（三木
光範，○米本洋幸，廣安知之，吉見真聡）

1G2-3 Do Japanese hit 
songs hit Jpanese 
economy? ヒット曲は景気
を語る（唄うか）？ 
（○保原伸弘） 

1G2-4 学生の出席記録を用
いた友人ネットワークの
分析（○松島裕，門阪祥吾，山本修平，
犬塚信博） 

1H2-NFC3b 
近未来チャレンジ

認知症予防回復支援サービ
スの開発と忘却の科学 2 
オーガナイザー 藤波努，中山功一， 

桑原教彰，三宅美博 

1H2-NFC3b-1 アルツハイマー
型認知症高齢者の立ち上が
り行動（○細馬宏通） 

1H2-NFC3b-3 小型ビデオ機と
音声認識による認知症者の
生活情報記録検索システム
（○安田清） 

1H2-NFC3b-4 長期蓄積データ
の分類に基づく高齢者生活
異変検知（森武俊，○石野嵩人，下
坂正倫，野口博史，佐藤知正） 

14:20～14:35 休憩 

1H2-NFC3b-5 認知症患者を取
り巻く社会環境と運転免許
制度に関する国際調査（○高
橋智，呉景龍） 

1H2-NFC3b-6 アルツハイマー
型認知症の運転能力（○加藤雅
一，辻畑光宏，冨田逸郎，西村洋子） 

1H2-NFC3b-7 簡易型 DS操作
中の脳波測定および安全運
転評価に関する研究 
（○石川耕介，伊藤安海，巨東英） 

15:35～16:10 休憩 

1H2-NFC3b-8 認知症高齢者を
対象とした親和的ロボット
によるロボット・セラピー
（○山岡久俊，今井 岳，渡辺一郎） 

1H2-NFC3b-9 認知症・記憶障害
の方のためのスケジュール
支援システムの研究（○桑原教
彰，濱田怜実，安田清，森本一成） 

1H2-NFC3b-10 ロボットアーム
による上肢に障害を持つ方
の自立支援（○山野辺夏樹，尹祐根，
脇田優仁，永田和之，木之瀬隆，小野栄
一） 

1H2-NFC3b-11 看護手順習得支
援システムに向けた看護業
務の行動推定（○武部芳弘，金井
Pak 雅子，桑原 教彰，太田順） 

17:30～17:45 休憩 

1H2-NFC3b-12 音声を用いた認
知機能障害の早期スクリー
ニングをめざして 
（○加藤昇平，半谷幸寛，小林 朗子， 
  小島敏昭，伊藤英則，本間昭） 

1H2-NFC3b-13 神経伝達の量子
干渉理論（○松浦弘幸，根本哲也，
伊藤安海，山中真，西井匠，押本由美，
中野正博） 

1H2-NFC3b-14 回想法から見た
共想法の考察と連携の可能
性（○大武美保子，加藤元一郎，高木利
久，淺間 一，太田順） 

1I2-OS1b ことば--コン
ピュータ--コミュニケー
ション 2 

オーガナイザー  阿部明典 

1I2-OS1b-1 映画と文学におけ
る物語の連続性と切断技法
（○金井明人，吉川誠人） 

1I2-OS1b-2 絵本の新しい表現
形態について 
（○廣松新也，森田均） 

1I2-OS1b-3 3DCG仮想空間で
のコミュニケーション場面
における「前後左右」の理
解（○小島隆次） 

1I2-OS1b-4 登場人物の認知に
基づく物語内容の構成 
（○熊谷友子，小方孝，及川春香） 

14:20～14:35 休憩 

1I2-OS1b-5 事後アンケートに
よる放置発言の考察 
（○山口樹，大澤幸生，西原陽子） 

1I2-OS1b-6 物語生成システム
における物語言説機構の再
検討（○秋元泰介，小方孝） 

1I2-OS1b-7 言語変化と共通語
彙の形成を両立する能力 
（○金野武司，橋本敬） 

1I2-OS1b-8 統合物語生成シス
テムのための試験的モジ
ュール結合 
（○小方孝，秋元泰介） 

15:55～16:10 休憩 

1I2-OS1b-9 音楽と物語の相互
変換による循環的物語生成
システムの拡張 
（○高橋雄大，小方孝，秋元泰介，清藤綾香） 

1I2-OS1b-10 離散・連続相互作
用系による動的コミュニ
ケーションのシミュレーシ
ョン分析 
（○鳥居拓馬，橋本敬） 

1I2-OS1b-11 物語内容における
ストーリー世界の表現と生
成（○小野寺康，花田健自，小方孝） 

1I2-OS1b-12 物語内容における
ストーリーライン生成機構
の試作の実装 
（○小野淳平，花田健自，小方孝） 

17:30～17:45 休憩 

1I2-OS1b-13 “動詞”の情報量
分析に基づくピクトグラム
デザイン支援システムの開
発 
（○大野森太郎，原田利宣） 

1I2-OS1b-15 実世界とテクスト
（○森田均） 

 

1E3-OS7 「作ることか
らの学習」の支援環境の設
計と開発 

オーガナイザー 柏原昭博，平嶋宗 

1E3-OS7-1 モデリング学習環
境におけるフィードバック
設計の枠組み 
（・堀口知也，平嶋宗） 

1E3-OS7-2 ワークショップ形
式によるプロジェクト型も
のづくり学習の支援 
（○森幹彦，辻高明，喜多一，元木環， 
  奥村昭夫，大橋俊夫） 

1E3-OS7-3 ハイパー空間上の
プラン作成による学習とそ
の支援環境（○長谷川忍，柏原昭博） 

1E3-OS7-4 ストーリーコンテ
ンツの作成による学習 
（○角薫） 

15:55～16:10 休憩 
1E3-OS7-5 マーキングと学習
者相互コメントによる問題
構築的読解（○鈴木聡，鈴木宏昭） 

1E3-OS7-6 書き散らかしたこ
とばを関係付けて考え，事
象を理解するための支援
ツール（○伊藤貴一，諏訪正樹） 

1E3-OS7-7 Kit-Build式概念マ
ップによる学習内容の構造
的理解促進法（○福田裕之，山崎
和也，平嶋宗，舟生日出男） 

1E3-OS7-8 ハイパー空間にお
ける知識構築の活性化と支
援環境（○柏原昭博，長谷川忍） 

17:30～17:45 休憩 

1E3-OS7-9 産出課題における
「作ることによる例からの
学習」の支援 
（○小島一晃，三輪和久，松居辰則） 

1E3-OS7-10 問題の作成による
プロダクションシステムの
学習（○森田純哉，三輪和久，中池竜
一，寺井仁，齋藤ひとみ） 

1E3-OS7-11 構成による学習へ
の知識工学的アプローチ 
（○平嶋宗） 

18:45～19:05 ディスカッション 

1G3-OS10 フィールド
マイニング 

オーガナイザー 松村真宏 

1G3-OS10-1 気づきのデザイ
ン：フィールドマイニング
の試み（○松村真宏） 

1G3-OS10-2 環境光を利用した
群集誘導に関する一考察 
（○篠田孝祐） 

1G3-OS10-3 「記憶」と「記録」
を緩やかに繋ぐメディアの
実現に向けて 
（田中和広，○鈴木亨，松下光範） 

1G3-OS10-4 ライトニングトー
クとパブでの立食パーテ
ィーによるコラボレーショ
ン促進の試み 
（○岡本真，大向一輝） 

15:55～16:00 休憩 
1G3-OS10-5 OS招待講演 風景の
見方をデザインする 
（○花村周寛） 

1G3-OS10-6 身体をデザインす
るための環境の構築 
（○西山武繁，諏訪正樹） 

1G3-OS10-7 質問紙回答プロセ
スを活用した個人特性取得
方法（○大賀暁，國枝和雄，山田敬嗣，
木村昌紀，三浦麻子） 

1G3-OS10-8 Augmented 
Campus：拡張するキャン
パス（○岡瑞起，李明喜，橋本康弘，
宇野良子，荒牧英治） 

17:25～17:30 休憩 

1G3-OS10-9 OS招待講演 インク
ルーシブデザインによる観
光コンテンツの開発 
（○塩瀬隆之） 

1G3-OS10-10 実践を指向した
創造活動支援の社会への適
用（○沼晃介，堀浩一） 

1G3-OS10-11 研究の上流過程
で物語が Boundary object
として果たす役割 
（○杉原太郎，内平直志，井川康夫） 

18:35～19:05 パネルディスカッ
ション 

1J1-OS13 マルチモー
ダル・セマンティック・イ
ンタラクション 

オーガナイザー 新田恒雄，岩橋直人 

1J1-OS13-1 未登録語認識におけ
る音声による音韻認識誤り訂
正手法（○住井泰介，岩橋直人，船越
孝太郎，中野幹生，岡夏樹） 

1J1-OS13-2 調音運動に基づくワ
ンモデル音声認識合成への
CELP適用（○木村優志，小野田高
幸，入部百合絵，桂田浩一，新田恒雄） 

1J1-OS13-3 複数のマルチモーダ
ル LDAを用いた抽象的概念
の形成 
（○中村友昭，長井隆行，岩橋直人） 

1J1-OS13-4 Detection of 
Robot-Directed Speech by 
Situated Understanding in 
Physical Interaction 
（○左祥，岩橋直人，田口亮，松田繁樹，
杉浦孔明，船越孝太郎，中野幹生，岡夏
樹） 

1J1-OS13-5 マルチモーダル入力
と強化学習による擬人化エー
ジェントの対話制御の検討 
（○盧迪，久保伸太郎，深山覚， 
  中沢正幸，西本卓也，嵯峨山茂樹） 

16:15～16:30 休憩 

1J1-OS13-6 日用品を扱う物体操
作の模倣学習による動作の言
語化（○杉浦孔明，岩橋直人，柏岡秀紀，
中村哲） 

1J1-OS13-7 原始シンボル表現を
用いた動作のデフォルメ提示
による動作コーチング 
（○稲邑哲也，奥野敬丞，權五訓） 

1J1-OS13-8 記号化された運動と
自然言語の相互連想モデルと
コミュニケーションへの応用 
（川辺直人，○高野渉，中村仁彦） 

1J1-OS13-9 食卓場面での参照的
意味と機能的意味の獲得（高田
宏明，植村竜也，中谷仁，尾関基行， 
○岡 夏樹） 

1J1-OS13-10 情景と音声言語の
混在情報から得た部分空間に
基づくタスク推定の改良 
（○澤田心太，木村優志，桂田浩一， 
 新田恒雄） 

1J1-OS13-11 ディリクレ過程と
相互情報量による非分節対象
物操作のからの動作抽出 
（○濱畑慶太，谷口 忠大，岩橋直人， 
 西川郁子） 

1F3メンタリングセッション 
 
招待講演 1 16:10-16:40 
論文が落ちた？ 
それなら一歩前進です！ 
大澤幸生（東京大学） 
 
招待講演 2 16:40-17:10 
「郷にいれば郷に従え」の適
応的テーマ設定 
荒井幸代（千葉大学） 
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 2A1 機械学習-機械学習応用(1) 
座長 櫻井茂明 

2A1-1 論文著者の貢献度推定 
（○市瀬龍太郎，渡辺曜大） 

2A1-2 局所線形モデルの整列に
よる非線形システムの学習法 
（○上甲昌郎，河原吉伸，矢入健久） 

2A1-3 論理プログラミングによ
る連濁現象の解析 
（○小林郁夫，諏訪正樹） 

2A1-4 素性推定器を用いたラン
キング学習（○数原良彦，片岡良治） 

2B1 知識の利用と共有-オント
ロジー(2) 

座長  森田武史 

2B1-1 概念マップによるオント
ロジー構築・洗練支援に関する
基礎的考察 
（○太田衛，古崎晃司，溝口理一郎） 

2B1-2 日本語リポジトリ「こと
はぶ」の構築 
（○丹英之，大向一輝，武田英明） 

2B1-3 マーケティングミックス
に基づくサービスオントロジー
の構築と評価 
（○鈴木雄大，太田千景，山口高平） 

2B1-4 ユーザの視点に基づいた
is-a階層の動的生成に関する基
礎的考察 
（○日原圭佑，古崎晃司，溝口理一郎） 

2C1 エージェント 
エージェントシミュレーション 

座長 寺野隆雄 

2C1-1 RFID技術による小売店
販売シミュレーターの顧客回遊
行動の分析（○北澤正樹，高橋雅和，山田
隆志，吉川厚，寺野隆雄） 

2C1-2 Modeling Minority 
Game Problem using Holonic 
MAXCS（○Hasnat Elias Mohammad 
Abu） 

2C1-3 エージェントシミュレー
ションを用いた会員型サービス
の経済的メカニズムの分析 
（○西野成昭，藤田宏介，上田完次） 

2C1-4 レスキューエージェント
の協調行動に対するタスク割り
当て（○呉珊，松井丈弥，能登正人） 

2D1 ソフトコンピューティング 
ニューラルネットワーク

座長  小野田崇 

2D1-1 NEATにおける振る舞い
多様性維持（○森口博貴，本位田真一） 

2D1-2 再帰型ニューラルネット
ワークによる時系列データの追
加学習（○浦上大輔） 

2D1-3 細胞分化アルゴリズムを
適用したニューラルネットワー
ク（○吉信真之） 

2D1-4 ニューラルネットワーク
による桜の開花日の予測に関す
る考察（○檀裕也，川井東） 

 
10:35 
｜ 

11:35 
｜ 

12:05 
 

 2A2 機械学習 
機械学習応用(2)

座長  櫻井茂明 

2A2-1 制御通信における外れ値
検出による侵入検知精度の比較
（○木内舞，小野田崇） 

2A2-2 鉄塔錆画像の色に基づく
劣化度の判定（○長谷川純也，小野田崇）

2A2-3 焦電型活動量センサから
の時変ポワソン過程に基づく生
活パターンモデリング 
（○下坂正倫，佐藤知正，森武俊） 

2B2 知識の利用と共有 
ナレッジマネジメント

座長 吉岡真治 

2B2-1 学習ノウハウの共有を支
援するコミュニティ指向型図書
館システム 
（○常川真央，小野永貴，松村敦，宇陀則彦）

2B2-3 研究開発プロジェクトマ
ネジメントの知識継承 
（○内平直志，杉原太郎，井川康夫） 

2B2-4 オントロジーとルール
ベースシステムを利用した知識
変換支援 
（○石川達也，小林圭堂，岡部雅夫，山口高平）

2C2 Webマイニング－属性抽出 
座長 ボッレーガラダヌシカ 

2C2-1 DLPO: Dynamic 
Landing Page Optimization 
（○山本覚，松尾豊） 

2C2-2 属性の相互関係を利用し
たWebからの属性抽出 
（○谷直紀，ボッレーガラ ダヌシカ，石塚満） 

2C2-3 企業の公式Webサイトか
らの手がかり語を用いた基本情
報属性抽出（○鶴田雅信，増山繁） 

2C2-4 検索エンジンを用いた人
名読みの推定 
（○酒巻智宏，大向一輝，丹英之，武田英明） 

2D2 ソフトコンピューティング 
進化計算(1)

座長 倉橋節也 

2D2-1 AR技術を用いた対話型
遺伝的アルゴリズムによるデザ
インシステムの構築（○井上聡） 

2D2-2 対話型 GAによる主観評
価デザインシステムへのメンバ
シップ関数最適化の研究 
（○岡村敬，井上聡） 

2D2-3 グループ効用最適化のた
めの論点クラスタと分散 GAを
用いた手法（○水谷信泰，藤田桂英） 

2D2-4 ライフライン網の相互連
関を考慮した災害復旧計画作成
への取り組み（○味方さやか，小林一郎）

 
13:00 
｜ 

14:30 

2M1 招待講演 
『人工知能は哲学である』 
黒崎政男 教授 
（東京女子大学 現代教養学部 哲学専攻） 
司会 山田誠二（国立情報学研究所） 

    

 
14:45 
｜ 

15:40 
 

15:45 
｜ 

16:30 

第 25回通常総会 
 
 
 
表彰式 
（業績賞，論文賞， 
現場イノベーション賞， 
研究会優秀賞各表彰式） 

2A3 データマイニング 
頻出パターン

座長 原口誠 

2A3-1 LCMシークエンスを用い
た顧客動線データからの特徴抽
出（○中原孝信，宇野毅明，矢田勝俊） 

2A3-2 データマイニング手法を
利用した書籍 POSデータの解
析（○菊田剛） 

2A3-3 基本パターンの出現を保
存した融合に基づく関係型パ
ターンマイニング手法 
（○中野裕介，犬塚信博） 

2A3-4 クラス付きアイテム集合
からの頻出パターンの発見 
（○櫻井茂明） 

2B3 Webインテリジェンス 
Web検索

座長 立石健二 

2B3-1 ウェブ情報を用いたエン
ティティのランキング学習に関
する研究（○森純一郎） 

2B3-2 Webページ中の部分領域
を対象とした検索システム 
（○田崎雄一郎，福原知宏，佐藤哲司） 

2B3-3 評判に基づくモバイル端
末向け施設検索システムの設計
と実装 
（○大野木碧，内田渉，山田直治，礒田佳徳）

2B3-4 検索ログを用いた検索ク
エリの困難度判定によるクエリ
推薦方式（○宮原伸二，数原良彦， 
小長井俊介，片岡良治） 

2C3 自然言語処理 
自然言語理解 

座長  河原大輔 

2C3-1 共参照関係を利用した
Markov Logicによる医学生物
学文書中のイベント抽出 
（○吉川克正，平尾努，リーデル セバスチャン， 
  浅原正幸，松本裕治） 

2C3-2 様相・否定・条件表現の
言語学的分析に基づく確実性ア
ノテーションスキーマの設計 
（○川添愛，齊藤学，片岡喜代子，崔栄殊， 
  戸次大介） 

2C3-3 Semantic 
Disambiguation of “NP1-no 
NP2”construction by 
Extended GL（○西口純代） 

2C3-4 A Word Sense 
Disambiguation Approach for 
the Conversion of NL Text to 
Concept Description（○Tacoa 
Francisco，Uchida Hiroshi，Ishizuka Mitsuru） 

2D3 ソフトコンピューティング 
進化計算(2)

座長  松井正一 

2D3-1 実数値遺伝的アルゴリズ
ムを用いたパラメータ推定にお
ける変数選択手法の提案 
（○小畑崇弘，倉橋節也） 

2D3-2 単純グラフ同型な新規薬
物骨格デザインのための分子進
化プログラミング 
（○丸野裕史，高橋由雅） 

2D3-3 矩形配置法の提案と遺伝
的アルゴリズムによる検証 
（○又吉光邦） 

2D3-4 解の類似度を考慮した推
定による共進化型アルゴリズム
（○田村謙次） 

16:20 
｜ 

17:40 

2A4 データマイニング 
時系列データ分析(1)

座長 鈴木英之進 

2A4-1 自己回帰モデルに基づく
時系列医療データの予後分類 
（○宮嶋淳，山田智哉，吉野愛，大崎美穂， 
  片桐滋） 

2A4-2 秘密の忠告によるオンラ
イン予測（○佐久間淳） 

2A4-3 データストリームに対す
る相関ルールを用いたコミュニ
ティの時系列解析 
（○山口雄大，新美礼彦） 

2A4-4 キーグラフと SOMを用
いた燃料電池の損傷共起分析 
（○北川哲平，福井健一，佐藤一永， 
  水崎純一郎，森山甲一，栗原聡，沼尾正行）

2B4 Webマイニング－その他
座長  高村大也 

2B4-1 インターネットオークシ
ョンにおけるコメント文解析に
よる評価指標の提案と応用 
（○植田嗣也，伊藤孝行） 

2B4-2 機械学習によるWebリン
クスパムサイト推定 
（○高橋大和，熊谷雄介，小長井俊介， 
  片岡良治） 

2B4-3 トピックに依存した文書
ランキング 
（○岡本洋，坪下幸寛，園田隆志） 

2C4 自然言語処理 
対話処理・機械翻訳 

座長 松本裕治 

2C4-1 大規模訳語候補集合を利
用した専門用語翻訳 
（○岡田昌也，佐藤理史） 

2C4-2 SIAC：SLAMアルゴリズ
ムを応用した実世界対話システ
ムの提案 
（○松元崇裕，大澤博隆，大村廉，今井倫太） 

2C4-3 機械翻訳サービスのため
の制約に基づく訳語選択 
（○松野淳，石田亨，松原繁夫） 

2C4-4 非タスク指向型対話にお
ける盛り上がり箇所の抽出 
（○稲葉通将，鳥海不二夫，石井健一郎） 

2D4 ソフトコンピューティング 
進化学習

座長  川村秀憲 

2D4-1 探索の多様性と局所解か
らの脱出を考慮した PSO 
（○松井丈弥，能登正人） 

2D4-2 土地利用マイクロシミュ
レーションにおける推定データ
の共生進化に基づく評価 
（○大谷紀子，杉木直，宮本和明） 

2D4-3 電荷モデルを利用した競
合共進化アルゴリズムによる詰
碁の解獲得 
（○大島真，山田孝治，遠藤聡志） 

2D4-4 遺伝的プログラミングに
おけるイントロン発現の検出に
関する研究（○室伏康利，井上聡） 

 

18:45 
｜ 

20:45 

 
参加者交流会（グラバー園） 会場から貸切電車三台を出します． 

 
  



6月 10日（木） J 練習室 3 2F 

E 会議室 5 3F F ラウンジ 3F G 特別室 2・3 3F H 練習室 1 2F I 練習室 2 2F 2J1-OS6 HAIにとって
エージェントとは何か？ 
－再考- 

オーガナイザー 山田誠二，小野哲雄 

2J1-OS6-1 異なるメディアに
現れるバーチャルエージェ
ントがユーザの行動に与え
る影響（○小松孝徳，関友樹， 
山口智治，笹間亮平，山田敬嗣） 

2J1-OS6-2 集団適応エージェ
ントとしての HAI研究 
（○片上大輔） 

2J1-OS6-3 HAIを通した実世
界への情報グラウンディン
グに関する一考（○竹内勇剛） 

2J1-OS6-4 発話志向態度と
エージェントによる抽象的
表現（○湯浅将英） 

2J1-OS6-5 会話エージェント
による多人数会話の実現を
目指して（○中野有紀子） 

10:05～10:20 質疑・討論 

10:20～10:35 休憩 

2J1-OS6-6 志向姿勢再考 
（○寺田和憲，伊藤昭） 

2J1-OS6-7 身体メディアとし
てのロボットの可能性につ
いて（○加納政芳，種田行男） 

2J1-OS6-8 世界の子ども達を
つなぐ遠隔操作ロボットシ
ステム（インフラ構築） 
（○田中文英） 

2J1-OS6-9 人を引付けるロボ
ットから説得するロボット
へ（○村川賀彦） 

11:35～12:05 総合討論 

2E1 探索・プランニング 
座長 松井俊浩 

2E1-1 大規模並列探索を利
用した古典的プランニン
グ・システムについて 
（○岸本章宏，福永アレックス， 
  Adi Botea） 

2E1-2 IDA*探索における
トランスポジションテー
ブルについて（赤木維磨，岸本章
宏，○福永アレックス） 

2E1-3 強連結成分の性質を
用いた OWCTYモデル検
査アルゴリズムの高速化
（○川端聡基，小林史佳，上田和紀） 

 

2F1 ヒューマンインタフ
ェース・教育支援-知的学
習支援(1) 

座長 柏原昭博 

2F1-1 イメージによる英語
感覚スキルの獲得支援 
（○下村孝輔，砂山渡） 

2F1-2 Kit-Build方式によ
る概念マップを用いたイ
ンタラクションとその実
験的評価（○山崎和也，福田裕之，
平嶋宗，舟生日出男） 

2F1-3 e-learningにおける
学習者の Low-Level 
Interaction特徴に基づく
行き詰まりの推定システ
ム（○堀口祐樹，小島一晃，松居辰則） 

2F1-4 Webページ中のユー
ザが知らない語を予測す
る読解支援システム（○江原
遥，二宮崇，清水伸幸，中川裕志） 

2G1-OS3 意味と理解の
コンピューティング 

座長 麻生英樹，小林一郎 

2G1-OS3-1 自然言語操作イン
タフェース開発への取り組
み（○大谷麻璃，小林一郎） 

2G1-OS3-2 特定空間における
人の行動予測モデルに基づ
く言語化への取り組み 
（○落合恵理香，小林一郎） 

2G1-OS3-3 OS招待講演 自然言語
処理における意味研究 
（○松本裕治） 

10:20～10:35 休憩 

2G1-OS3-4 用法の違いを考慮
した類似単語の置換とそれ
を用いた言語モデル学習
データ自動生成 
（○清水信哉，齋藤大輔，鈴木雅之， 
  峯松信明，広瀬啓吉） 

2G1-OS3-5 議論の発散収束と
非言語情報に基づくファシ
リテーション行動の分析 
（○大本義正，戸田泰史，植田一博， 
  岡田将吾，西田豊明） 

2G1-OS3-6 証明木作成プログ
ラムを用いた CCG意味合
成の実装（○尾崎有梨，櫻井加奈子，
浅井健一，戸次大介） 

2G1-OS3-7 視覚情報から多様
な言語表現を生成するため
の意味表現形式 
（○麻生英樹，野口靖浩，高木朗， 
  小林一郎，近藤真，三宅芳雄， 
  岩橋直人，伊東幸宏） 

2G1-OS3-8 視覚情報から言語
を生成するシステムの試作
とその生成文の評価 
（○野口靖浩，麻生英樹，高木朗， 
  小林一郎，近藤真，三宅芳雄， 
  岩橋直人，伊東幸宏） 

2H1-OS4 人工生命研
究の現在／過去／未来 

オーガナイザー 中山功一，中道義之 

2H1-OS4-1 関係性デザイン：
生命的存在としての幻想と
のつながり（○下原勝憲） 

2H1-OS4-2 言語進化を手がか
りとした人工生命研究で明
らかになるヒトの独自性 
（○有田隆也） 

2H1-OS4-3 プログラムされた
自己解体モデル 
（○上野修，前川督雄，本田学， 
  仁科エミ，河合徳枝，大橋力） 

10:20～10:30 休憩 

2H1-OS4-5 アルゴリズム推移
ネットワーク 
（○鈴木秀明，大崎博之，澤井秀文） 

2H1-OS4-6 On 
Computational 
Complexity of 
Pathway-Inspired 
Networking（○劉健勤） 

2H1-OS4-8 マイクロコード化
Tierraに関する研究 
（○中道義之，松崎周一） 

2H1-OS4-9 重層性に着目した
創発システムに向けて 
（○中山功一） 

2I1-OS5 交通・移動・
流れと AI 

オーガナイザー 服部宏充，栗原聡 

2I1-OS5-1 プローブカー・デー
タによるマルチエージェン
ト交通情報補完／予測シス
テム（○森田哲郎） 
2I1-OS5-2 バネモデルによる
信号機スプリット値分散制
御法の構築（○小中裕次郎，矢野純史，
香川浩司，森田哲郎，沼尾正行，栗原聡） 

2I1-OS5-3 マルチエージェン
トシステムを用いた信号機
オフセット制御方法の構築
（○白井嵩士，矢野純史，香川浩司， 
   森田哲郎，沼尾正行，栗原聡） 

2I1-OS5-4 渋滞相からメタ安
定相への遷移を可能にする
渋滞緩和エージェントの提
案と効果（○萬屋賢人，菅原俊治） 

10:20～10:35 休憩 

2I1-OS5-5 安全運転支援シス
テム評価のためのマルチ
エージェント交通流シミュ
レーション（○藤井秀樹，吉村忍） 

2I1-OS5-6 都市交通における
ミクロ・マクロリンクの解明
（○山根昇平，服部宏充，中島悠，石田亨） 

2I1-OS5-7 情報提供戦略の Q
学習による交通ネットワー
ク流の制御（○内田英明，荒井幸代） 

2I1-OS5-8 TSPに基づく共有
資源の社会的利用モデルの
提案と分析 
（○小野良太，川村秀憲，鈴木恵二） 

2E2 画像・音声 
パターン認識・理解 

座長 角所考 

2E2-1 対称的差分探索法に
よる移動車両のリアルタ
イム検出（○木村宣隆，古川徹， 
皆川剛，守屋俊夫） 

2E2-2 注意を介する知覚体
制化による構成的物体認
識（○渥美雅保） 

2E2-3 写真への多種でリッ
チなメタデータの付与と
その活用システム 
（亀田尭宙，後藤孝行，大向一輝， 
 武田英明，相澤彰子） 

2E2-4 クラス確率密度の高
速な推定による近似 kNN
識別（○小林卓夫，清水郁子） 

2F2 特別セッション 
面白い研究をしよう： 
研究の楽しさを伝える場 
MYCOM 

 
1. MYCOMおよび

MYCOM2010概要紹介 
 植村渉（龍谷大学） 

2. MYCOM2010実施報告 
久保田秀和（産業技術総合研究所） 

3. MYCOM2011開催案内 

      

2E3 ロボットと実世界-
知能ロボット 

座長 松原仁 

2E3-1 能動的な動きにもと
づく知覚の恒常性の実現
と行動学習（○郷古学，小林祐一） 

2E3-2 固定翼型自律飛行ロ
ボットの学習システム 
（○本田泰，佐々木俊哉） 

2E3-3 自律移動ロボットの
ための自然言語タスクプ
ログラミング 
（○板谷純希，中村友昭，長井隆行） 

2F3 AIレクチャー 1 
ツールボックス 

数値演算ソフトウェア GNU 
Octave Ver.3 による信号処
理 
苣木禎史（ちさき よしふみ） 
（熊本大学） 
 
司会 相原健郎（国立情報学
研究所） 

2G2-OS9 最小ユーザフ
ィードバックによるインタ
ラクティブ情報収集・デー
タマイニング 
オーガナイザー 山田誠二，小野田崇 

2G2-OS9-1 最小ユーザフィー
ドバックによるインタラク
ティブ情報収集・データマ
イニングの枠組み（○山田誠二，
小野田崇，高間康史，岡部正幸） 

2G2-OS9-2 独立成分分析によ
るk-means法の初期値設定
（○坂井美帆） 

2G2-OS9-3 Eye-tracking 
analysis of user behaviors 
in document similarity 
judgment 
（○陳明煌，山田誠二，高間康史） 

2G2-OS9-4 少数制約の伝播に
よる類似度学習とクラスタ
リングへの応用 
（○岡部正幸，山田誠二） 

16:05～16:20 休憩 

2G2-OS9-5 グルーピングによ
る情報構造化手法の提案 
（○後藤孝行，武田英明） 

2G2-OS9-6 ユーザとの相互作
用を通じた画像分類システ
ムの開発（○岡田将吾，神田賢一，
大本義正，西田豊明） 

17:00～17:40 全体討論 

2H2-OS11 市民の表現
活動を編みあげる情報技術 
オーガナイザー 中村嘉志，沼晃介 

14:45～14:50 セッションの概要 

2H2-OS11-1 オフライン世界と
オンライン世界における協
調的創造活動の違いの考察
（○田中克明，濱崎雅弘，小早川真衣子， 
  堀浩一） 

2H2-OS11-2 情報デザインによ
る出来事の視覚化とその活
用（○原田泰） 

2H2-OS11-3 共同観賞によるコ
ミュニティアーカイブ構築
のためのプラットフォーム
（○川嶋稔夫，木村健一） 

2H2-OS11-4 OS招待講演 道具を
使う人々の「活動」をデザイ
ンできるのか？（○須永剛司） 

2H2-OS11-5 OS招待講演 「情報が
あふれかえる社会」から「表
現が編みあがる社会」へ 
（○堀浩一） 

16:35～16:45 休憩 
ライトニングトーク スピーカ：松村真宏
（阪大），沼晃介（東大），小早川真衣子（多
摩美），濱崎雅弘（産総研） 
17:00～17:40 パネルディスカッ
ション  
パネリスト：堀浩一（東大），須永剛司（多
摩美大），川嶋稔夫（はこだて未来大），原
田泰（千葉工大），松村真宏（阪大） 

2I2-NFC0  
近未来チャレンジ 

ニューチャレンジ 
座長 阿部明典 

2I2-NFC0-1 Total 
Environment for Text 
Data Mining（○砂山渡） 

2J2-NFC2  
近未来チャレンジ 

情報編纂の基盤技術
オーガナイザー 加藤恒昭 

2J2-NFC2-1 時系列データの言
語化への取り組み 
（関亜沙美，○小林一郎） 

2J2-NFC2-2 可視化キューブに
基づく探索的動向情報分析
支援システムの 2画面表示
に関する提案 
（○狩野真次，高間康史） 

2J2-NFC2-3 北海道を対象とし
た地方議員と住民間の協働
支援システムのユーザイン
ターフェイス評価（○木村泰知，
渋木英潔，高丸圭一，小林哲朗，森辰則） 

2J2-NFC2-4 情報可視化におけ
るグラフ緻密化のための
Query Reformulation 
（○堀部高史，福本淳一） 

16:05～16:20 休憩 

2J2-NFC2-5 同じ効果を持つ複
数技術を同定するための知
識抽出（○西山莉紗，竹内広宜） 

2J2-NFC2-6 書き起こし議事録
を用いた懸案事項共有化の
ための談話文脈可視化手法
（○白松俊，高崎隼，Zidrasco Tatiana，
大囿忠親，新谷虎松，奥乃博） 

2J2-NFC2-7 情報トリアージの
ための協調的情報編纂 
（○松下光範，天野友美） 

2E4 ロボットと実世界 
ロボットの知的処理 

座長 松原仁 

2E4-1 対話ロボットにおけ
る状況依存発話・行動機能
実現手法の提案（○千頭真八，
服部峻，久保村千明，亀田弘之） 

2E4-2 事前知識を制約条件
として利用した SLAM手
法の比較研究（○桑原絢一） 

2E4-3 BDIエージェントの
多様な行為決定のモデル
化について（○新出尚之） 

2E4-4 動的環境における
BDIベースのロボットの
再プランニングによる再
行動決定法（○藤田恵，片山寛子，
小島侑子，新出尚之） 

2F4 AIレクチャー2 
先端 AI 

 
透明なインタラクション 
稲見昌彦（慶應義塾大学） 
 
司会 岡本昌之（(株)東芝） 

2I3-NFC4  
近未来チャレンジ 

Wikipediaマイニング 
オーガナイザー 中山浩太郎 

2I3-NFC4-1 Wikipediaシソー
ラス Ver.3（○中山浩太郎） 

2I3-NFC4-2 Wikipediaを介し
た関連ニュース・ブログの
対応付けにおける複数トピ
ックの統合方式（○佐藤由紀， 
横本大輔，宇津呂武仁，福原知宏） 

2I3-NFC4-3 日本語Wikipedia
インフォボックスからのプ
ロパティ自動抽出 
（○玉川奨，桜井慎弥，手島拓也， 
  森田武史，和泉憲明，山口高平） 

2I3-NFC4-4 Web上の情報を用
いたWikipedia記事の信頼
性評価に関する検討（○伊藤雅
弘，中山浩太郎，原隆浩，西尾章治郎） 
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09:00 
｜ 

10:20 

 3A1 データマイニング 
時系列データ分析(2)

座長 矢入健久 

3A1-1 稀な事象同士の関連性指
標（○金城敬太，相澤彰子，市瀬龍太郎， 
     小暮厚之） 

3A1-2 ヒントの改良にもとづく
データマイニングシステム 
（○杉村博，松本一教） 

3A1-3 チアリーディング映像に
おける多視点視聴支援のための
フォーメーション分析 
（○永井有希，平野靖，梶田将司，間瀬健二）

3A1-4 イベント列からの頻出多
部エピソードの効率的な抽出 
（○河東孝，有村博紀，平田耕一） 

3B1 Webインテリジェンス 
Webサービス

座長 松下光範 

3B1-1 Webサービス検索のため
の QoS仕様適合モデルの提案 
（○杉木優太，菱山玲子） 

3B1-2 利用状況調査に基づくイ
ンターネットライブ動画放送
ユーザのモデル化（○津田侑，上原哲
太郎，森村吉貴，森幹彦，大平健司） 

3B1-3 イベント駆動型Webサー
ビス検索のためのイベントマッ
チング（○片渕聡，鄭顕志，高橋竜一， 
深澤良彰，石川冬樹，本位田真一） 

3B1-4 個人適応型 Splogフィル
タリングシステムの開発と評価
（芳中隆幸，○福原知宏，増田英孝，中川裕志）

3C1 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-ヒューマンコンピ
ュータインタラクション 

座長 中小路久美代 

3C1-1 アンビエントな車内情報
空間の実現に向けて（○笹嶋宗彦，岡
本圭介，ナイワラ Ｐ． チャンドラシリ， 
那和一成，溝口 理一郎） 

3C1-2 人間への類似度を段階付
けされた顔画像と音声の印象評
価（○田中かおり，松居辰則，小島一晃） 

3C1-3 環境にやさしいメディア
の選択（○柴田博仁，大村賢悟） 

3C1-4 難病早期発見のための新
しい診断アプローチの開発 
（○西原陽子，平塚義宗，村上晶，大澤幸生， 
  熊川寿郎） 

3D1 自然言語処理-情報検索 
座長  吉岡真治 

3D1-1 潜在関係検索の対称性お
よび相補語の期待性を用いたス
コアに基づくランキング法 
（○後藤友和，グェン トアンドゥク， 
  ボッレーガラ ダヌシカ，石塚満） 

3D1-2 検索新聞: 新聞形式によ
る検索情報要約システムの提案
（○祖父江翔，山本孝二，田村哲嗣，速水悟）

3D1-3 概念グラフマッチングに
よる自然言語テキストの意味検
索（○高山智史，石塚満，内田裕士） 

3D1-4 SVMに基づく対話的文書
検索におけるカーネルの提案 
（○村田博士，小野田崇，山田誠二） 

 
10:35 
｜ 

11:55 

 3A2 データマイニング-グラフ
マイニング 

座長 鷲尾隆 

3A2-1 ラベル付き和グラフによ
るグラフ系列からの頻出パター
ンマイニングの高速化 
（○猪口明博，鷲尾隆） 

3A2-2 スケールフリーネット
ワーク上での非同期バックトラ
ッキングの評価 
（○沖本天太，岩崎敦，横尾真） 

3A2-3 mixiのネットワーク分析
（○丸井淳己，加藤幹生，松尾豊，安田雪） 

3A2-4 飽和系列パターンマイニ
ングを用いたグラフ系列マイニ
ングの高速化 
（○岸本卓也，猪口明博，鷲尾隆） 

3B2 Webインテリジェンス-
コンテンツ作成支援 

座長 高橋徹 

3B2-1 情報の関係性に着目した
文書作成支援システム 
（○重田桂誓，松村敦，宇陀則彦） 

3B2-2 対象物へのメタデータ付
与のための対象物の地理的有効
範囲の推定 
（○北出卓矢，永井有希，平野靖，梶田将司， 
  間瀬健二） 

3B2-3 配色やレイアウトの推薦
機構を有するWEBコンテンツ
作成支援システムの提案 
（○高橋侑也，伊藤孝行） 

3C2 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-知的インタフェー
ス 

座長 砂山渡 

3C2-1 利用アプリケーション切
り替え時に着目したユーザの割
り込み拒否度推定 
（○田中貴紘，松村京平，藤田欣也） 

3C2-2 WLANの RSS分布を用
いた室内位置推定手法の提案と
利用 
（○横田山都，廣安知之，三木光範，横内久猛， 
  吉見真聡） 

3C2-3 大規模グループAHPの提
案とその応用 
（○中川裕揮，伊藤孝行，藤田桂英） 

3D2 自然言語処理-情報抽出・
分類(1) 

座長  那須川哲哉 

3D2-1 物語生成のためのトピッ
クブリッジング手法の提案 
（○佐藤真，赤石美奈，堀浩一） 

3D2-2 Relation Extraction 
using Relational Duality 
（○ボッレーガラ ダヌシカ，石塚満） 

3D2-3 複数単語間の共起情報を
用いた有害文章判定手法の提案
（○安藤哲志，藤井雄太郎，伊藤孝行） 

3D2-4 有害情報フィルタリング
のための 2単語間の距離及び共
起情報よる文章分類手法の提案
（○藤井雄太郎，安藤哲志，伊藤孝行） 

  
 

13:00 
｜ 

14:20 

 3A3 データマイニング 
テキストマイニング(1)

座長 奥村学 

3A3-1 マーケティングミックス
とテキストマイニングを用いた
市場分析支援（○竹内広宜，杉山喜昭，
太田千景，山口高平） 

3A3-2 The effect of using 
hierarchical structure for 
classifying biomedical text 
abstracts（○Dollah Rozilawati，青野雅樹，
Seddiqui Md Hanif） 

3A3-3 効果－技術型パテントマ
ップ作成を目的とした特許明細
書中からの効果語及び技術語の
自動抽出と意味的統合 
（○野中尋史，小林暁雄，坂地泰紀，鈴木佑輔， 
  酒井浩之，増山繁） 

3A3-4 専門用語の用法に関する
計量化指標の時系列パタン分析
（○阿部秀尚，津本周作） 

3B3 Webマイニング-話題抽出 
座長 村上晴美 

3B3-1 特定トピックのブログの
収集および類型化－「犯罪」分
野を事例として－（○阿部佑亮，中崎
寛之，横本大輔，宇津呂武仁，河田容英，福原
知宏） 

3B3-2 ソーシャルブックマーク
としての Twitterリスト機能の
応用（○榊剛史，松尾豊） 

3B3-3 ブログ上の広告情報を用
いたアフィリエイト分析支援シ
ステム 
（○石井聡一，福原知宏，増田英孝，中川裕志）

3C3 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援 

推薦システム(1) 
座長 松村真宏 

3C3-1 個人の行動変更許容度と
行動変更波及効果を考慮した健
康生活支援推薦システム 
（○小池亜弥，白井康之） 

3C3-2 様々な状況を考慮した
ユーザに適するダイエットのた
めのレシピ推薦（○三野陽子，小林一郎） 

3C3-3 セレンディピティに基づ
く推薦システム（○佐藤史盟，大瀧篤，
服部清彦，佐藤寛之，髙玉圭樹） 

3C3-4 カスタム価格設定推薦シ
ステム（○神嶌敏弘，赤穂昭太郎，佐久間淳） 

3D3 自然言語処理 
情報抽出・分類(2)

座長  岡崎直観 

3D3-1 移動要求抽出のための移
動目的発言分類法に関する一考
察（○鈴木信雄，津田和彦） 

3D3-2 関連性を用いた情報活用
支援サービスの提案とその実現
法（○山岸優也，服部峻，税田竜一，亀田弘之）

3D3-3 質問応答サイトにおける
発言間の関係同定 
（○神保一樹，高村大也，奥村学） 

 
14:35 
｜ 

15:55 

3A4 データマイニング 
テキストマイニング(2)

座長  藤野昭典 

3A4-1 言語横断テキストマイニ
ング（○海野裕也，那須川哲哉） 

3A4-2 N-gramと決定木による
筆者識別 
（○谷口裕大，殿生剛士，杉村博，松本一教）

3A4-3 オンラインディベートに
おけるテキストと行動に基づい
た意見の分類 
（○村上明子，ルディ レイモンド） 

3B4 Webマイニング 
構造抽出

座長 佐久間淳 

3B4-1 影響伝播モデル IDMによ
るクチコミの感度分析（○松村真宏）

3B4-3 PMI-IRの拡張による
Webからのユーザ行動間の関連
性抽出（○深澤佑介，太田順） 

3B4-4 Flickr上の画像の
WordNetへの自動マッピング
（○馬場雪乃，本位田真一） 

3C4 ヒューマンインタフェー
ス・教育支援 

推薦システム(2) 
座長  土方嘉徳 

3C4-1 多視点映像視聴ログから
の重要映像の抽出と評価方法の
検討（○丹羽宏介，間瀬健二，東海彰吾， 
川本哲也，藤井俊彰，梶田将司，平野靖） 

3C4-2 novelty検出のためのア
イテムに係る形容表現を用いた
ユーザ類似度測定 
（○中辻真，近藤光正，田中明通，内山匡） 

3C4-3 テレビ番組の視聴履歴と
電子番組表を用いた番組推薦シ
ステムの構築と評価 
（○井川一樹，福原知宏，藤井秀樹，武田英明） 

 

3D4 自然言語処理 
知識の利用

座長  立石健二 

3D4-2 送受信者間の関係に基づ
く誤送信メール防止システムの
試作 
（○辻野友孝，清水堅，平田紀史，白松俊， 
  大囿忠親，新谷虎松） 

3D4-3 文節結合による回文の自
動生成（○鈴木啓輔，佐藤理史） 
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E 会議室 5 3F F ラウンジ 3F G 特別室 2・3 3F H 練習室 1 2F I 練習室 2 2F J 練習室 3 2F 
3E1 ロボットと実世界 
ヒューマンロボットイン
タラクション(1) 

座長 小野哲雄 

3E1-1 コミュニケーション
エッセンスを有する自律
ロボットの実現に向けた
WOZ環境の構築 
（○大橋洋輝，高橋暁弘，岡田将吾， 
  大本義正，西田豊明） 

3E1-2 ラバン特徴に基づい
たロボット全身動作への
感情付加手法 
（○増田恵，加藤昇平，伊藤英則） 

3E1-3 粒子フィルタを用い
た視覚的注意モデルによ
る注視制御（○尾関基行，井上茉
莉子，柏木康寛，岡夏樹） 

3E1-4 人間と協調歩行する
盲導犬ロボットのインタ
ラクション方式（○佐野睦夫） 

3F1 AIレクチャー3 
研究会紹介(1) 
人工知能基本問題研究会 
山本章博（京都大学） 
平田耕一（九州工業大学） 
 
司会 相原健郎（国立情報学
研究所） 

 3H1-OS12a ファイナ
ンスにおける人工知能応
用 1 

オーガナイザー 松井宏樹，寺野隆雄 

3H1-OS12a-1 年金負債を考慮
したビジネスゲームによる
資産運用の学習 
（○山下泰央，高橋大志，寺野隆雄） 

3H1-OS12a-2 テキスト分析に
よる金融取引の実評価 
（○和泉潔，後藤卓，松井藤五郎） 

3H1-OS12a-3 英文経済レポー
トのテキストマイニングと
市場分析 
（○余野京登，和泉潔，後藤卓， 
  松井藤五郎，陳昱） 

3H1-OS12a-4 製品・部門情報の
企業業績要因表現からの抽
出（○西崎海人，酒井浩之，増山繁） 

10:20～10:30 休憩 

3H1-OS12a-5 OS招待講演 高頻度
マーケットデータの分析研
究（須齋正幸） 

3H1-OS12a-6 板情報を用いた
金融市場の相転移検出 
（○西岡寛兼，鳥海不二夫，石井健一郎） 

3H1-OS12a-7 排出責任を共有
するための環境マイクロ債
務（○山川宏） 

3I1-OS14a コモンセン
ス知の構築：個人から組
織・コミュニティまで 1 

オーガナイザー 桐山伸也，竹林洋一 

3I1-OS14a-1  社会的思考にお
けるコモンセンス知 
（石川翔吾，○高林竜一，北澤茂良） 

3I1-OS14a-2 母子インタラクシ
ョン分析に基づくコミュニ
ケーション知の獲得 
（佐藤久美子，桐山伸也，○石川翔吾） 

3I1-OS14a-3 音声コミュニケー
ションの変復調モデル 
（○峯松信明） 

3I1-OS14a-4 主観知の相対化認
知過程としての異文化接触
行動（○砂岡和子） 

10:20～10:35 休憩 

3I1-OS14a-5 実体験を通した環
境に関する知識獲得の支援
（○岡田昌也，竹林洋一） 

3I1-OS14a-6 スポーツシミュ
レータによるコモンセンス
知の発掘手法 
（○奥野哲也，久嶋菜摘，坂根裕， 
  竹林洋一） 

3I1-OS14a-7 番組制作知を考慮
したマルチカメラ撮影支援
（○西尾典洋，出口祐輝，杉山岳弘， 
   竹林洋一） 

3I1-OS14a-8 コモンセンス知に
基づく音声インタフェース
開発（○桐山伸也） 

3J1-NFC1a  
近未来チャレンジ 

計算論的日常生活行動理解: 
オープンライフマトリクス 1
オーガナイザー 本村陽一 

3J1-NFC1a-1 確率モデルを用
いた TV視聴データの分析
（○村上知子，中田康太） 

3J1-NFC1a-2 日常購買行動に
関する大規模データを融合
したベイジアンネットユー
ザモデル 
（○石垣司，竹中毅，本村陽一） 

3J1-NFC1a-3 外食産業におけ
るサービス工学の実践 
（○竹中毅，新村猛，石垣司，本村陽一） 

3J1-NFC1a-4 医療現場で蓄積
されている大規模データの
有効利用に向けて 
（○阪本雄一郎，益子邦洋，本村陽一， 
  西田佳史，石垣司，横田裕行） 

10:20～10:35 休憩 

3J1-NFC1a-5 個別施設への情
報適合機能を有する事故情
報共有システム 
（○石川朋弘，北村光司，杉本裕， 
西田佳史，本村陽一，山中龍宏，溝口博） 

3J1-NFC1a-6 子どもの行動モ
デル群と傷害発生モデルに
基づいた時空間重ね合わせ
シミュレーションによる製
品に潜在するハイリスク状
況の提示（○小泉喜典，西田佳史，
本村陽一，山中龍宏，宮崎祐介） 

3J1-NFC1a-7 エビデンスベー
スド・リスクアセスメント
（○野守耕爾，,村井庸平，宮崎祐介， 
  西田佳史，本村陽一，小松原明哲） 

3J1-NFC1a-8 身体地図情報シ
ステムを用いた虐待による
傷害判別手法の提案 
（○北村光司，西田佳史，本村陽一）

3G1-OS2a  
身体知の表現と獲得 1 

オーガナイザー 藤波努，諏訪正樹 

3G1-OS2a-1 視線追従装置を用
いたリズムアクションゲー
ムにおけるスキルの分析 
（小原卓也，○藤波努） 

3G1-OS2a-2 りんごの皮むきス
キルの熟練者と非熟練者の
比較分析 
（○太田沙織，曽我真人，山本奈美， 
  前川泰子，真嶋由貴恵，瀧寛和） 

3G1-OS2a-3 スキル獲得におけ
るブレークスルーに関する
一考察 
（○古川康一，升田俊樹，松原正樹， 
  小林郁夫，西山武繁） 

10:20～10:35 休憩 

3G1-OS2a-4 アイスホッケー
コーチングにおけるミーテ
ィングのデザイン 
（○山田雅之，諏訪正樹） 

3G1-OS2a-5 リズム可視化によ
る時空間協調表現ツールの
提案（○今村健一郎，筧康明，河添健，
仰木裕嗣） 

3G1-OS2a-6 声による外化手法
を用いた身体的メタ認知支
援（○栗林賢，諏訪正樹） 

3G1-OS2a-7 からだで考えるた
めのシンボル化とことば化
（○松原正樹，西山武繁，伊藤貴一， 
  諏訪正樹，藤井晴行） 

3E2 ロボットと実世界 
ヒューマンロボットインタ

ラクション(2) 
座長  小野哲雄 

3E2-1 連続インタラクショ
ンデータからのインタラ
クションコンテキスト の
変化点の検出 
（○坂本佳愛，岡田将吾，西田豊明） 

3E2-2 オントロジーを利用
した人型ロボット Naoに
よる動作を伴う対話の実
現（○小林昭太郎，山口高平） 

3E2-3 Users’ Interaction 
with a Pet-Robot and a 
Humanoid（○Austermann Anja，
山田誠二，船越孝太郎，中野幹生） 

3F2 AIレクチャー4 
研究会紹介(2) 

from toy "real problem" to 
real "real problem": 社会に
おける AI研究会の挑戦 
松原仁（公立はこだて未来大学） 
 
司会 岡本昌之（(株)東芝） 

      
3E3 ロボットと実世界 

位置推定 
座長 矢入健久 

3E3-1 GISに集約された点
群情報を用いた環境地図
構築システム 
（○秋山英久，下羅弘樹，野田五十樹） 

3E3-2 群集移動による
RSSI変動の測定と応用 
（○新井雅也，川村秀憲，鈴木恵二） 

3E3-3 身体性に基づく方向
付け概念獲得の実験的考
察（○花形理） 

3F3 ヒューマンインタフ
ェース・教育支援 

知的学習支援(2) 
座長 平嶋宗 

3F3-1 交渉教育支援システ
ムにおける助言機能 
（○緒方雄二，木藤浩之，上田堂弘， 
  片上大輔，新田克己） 

3F3-3 メタ認知活動 
（○茅島路子，溝口理一郎） 

3F3-4 個別・一斉学習とグ
ループ学習の統一モデル
に基づく学習・教授活動デ
ザイン支援（○林雄介，磯谷セイ
ジ，Bourdeau Jacqueline，溝口理一郎） 

3G2-OS2b 身体知の表
現と獲得 2 

オーガナイザー  橋詰謙 

3G2-OS2b-1 溶接技能動作の評
価手法に関する研究 
（○松浦慶総，高田一） 

3G2-OS2b-2 クラシック音楽歌
唱学習内容の言語化・明示
化の試み（○豊田喜代美，藤波努） 

3G2-OS2b-3 マスターズ・スイ
マー向けフォームのコーチ
ングにおいて故障を極力回
避するための解剖学的知見
について（○安田靜） 

3G2-OS2b-4 スポーツ指導者育
成のための指導者注視傾向
の比較検討（○福井克佳，平野靖，
梶田将司，間瀬健二） 

3H2-OS12b ファイナ
ンスにおける人工知能応用 2
オーガナイザー  和泉潔 

3H2-OS12b-1 U-Martシステム
を用いた先物取引き最良執
行戦略の探索（○陳章龍，高橋大
志，山田隆志，吉川厚，寺野隆雄） 

3H2-OS12b-2 人工データから
の強化学習を用いた金融取
引戦略の獲得 
（○松井藤五郎，後藤卓，和泉潔） 

3H2-OS12b-3 再帰的ステップ
サイズパラメータ調整法を
用いた機械学習による金融
データの分析（○松井宏樹， 
林慶樹，野田五十樹，尹煕元） 

3H2-OS12b-4 GAによる株取引
戦略獲得におけるオーバー
フィッティングに関する検
討（○松井和宏，佐藤晴夫） 

3I2-OS14b コモンセン
ス知の構築：個人から組
織・コミュニティまで 2 

オーガナイザー  桐山伸也 

3I2-OS14b-1 OS招待講演 企業の
価値観とコモンセンス 
（南正名） 

3I2-OS14b-2 コモンセンス知の
構造と主観の客観化 
（○竹林洋一，桐山伸也） 

14:00～14:20 ディスカッション 

3J2-NFC1b  
近未来チャレンジ

計算論的日常生活行動理解: 
オープンライフマトリクス 2
オーガナイザー  本村陽一 

3J2-NFC1b-1 安全知識循環型
社会システムの構築 
（○西田佳史，本村陽一，山中龍宏） 

3J2-NFC1b-2 計算論的日常生
活行動理解研究の方法論 
（○本村陽一，西田佳史） 

14:00～14:20 全体討論・総括 

3E4 ソフトコンピューテ
ィング－人工生命 

座長  川村秀憲 

3E4-1 1/fゆらぎにもとづ
く 2次元万能セルオートマ
トンの探索（○蜷川繁） 

3E4-2 Feistel構造で利用
するセルオートマトンを
用いたラウンド関数 Fの
計量的安全性と擬似乱数
性の相関の検証 
（○吉野博貴，井上聡） 

3E4-3 最良巡回路探索エー
ジェント群を用いた ACO
アルゴリズムの改良 
（○梁賢徳，松井丈弥，能登正人） 

3F4 ヒューマンインタフ
ェース・教育支援 

知的学習支援(3) 
座長  舟生日出男 

3F4-1 教材部品を用いた設
計型学習支援環境につい
て 
（○岩根典之，宮本翔太，國兼沙也佳， 
岡本勝，松原行宏） 

3F4-2 英作文授業における
ピアリヴュー活動 
（○吉澤小百合，吉川厚，寺野隆雄） 

3F4-3 学習者と誤りをおか
すソフトウェアエージェ
ントの協調による数学学
習システム（○佐野真理，松田昇，
吉川厚，寺野隆雄） 
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