WiNF2012プログラム（１日目）
12月8日土曜日
Ａ会場（Ａ－１１４）
開会
生体情報１
座長：横山清子（名古屋市立大学）

10:20
10:30

Ｂ会場（Ａ－１０５）

Ｃ会場（Ａ－１０６）

組み込みシステム
座長：白石善明（名古屋工業大学）

言語処理と辞書
座長：秋葉友良（豊橋技術科学大学）

内視鏡画像からの鏡面反射成分除去と反射率一様化によるLambert 画像の KED-SH101を用いた組み込みプログラミングのためのLisp言語
生成
島先 佑季(中部大), 岩堀 祐之(中部大), Debanga Raj Neog(ブリティッシュコロ 大澤 愛美(愛工大), 河辺 義信(愛工大)
ンビア大学、コンピュータサイエンス学科), 春日井 邦夫(愛知医科大学、医学 赤外線リモコン送受信器を題材にした組み込みシステム実験用電子教材の
注視位置の三次元推定による車輛運転時の認知時間分布測定
開発
高木 健治(愛県大), 河中 治樹(愛県大), ブイニャン ショエブ(鈴鹿医療科学大 松下 陽(静岡理工科大学), 山内 一真(静岡理工科大学), 玉真 昭男(静岡理
学 医用工学部 医用情報工学科), 小栗 宏次(愛県大)
工科大学)
網膜入出力ニューロン間の機能的結合のシミュレーション解析
故障利用解析対策回路を対象としたハードウェアトロイの設計

12:00 芹澤 弘和(愛県大), 神山 斉己(愛県大)

2012.11.22 15:00 更新

第3言語を介した対訳辞書生成におけるコンパラブルコーパスの利用
山元 陽祐(静岡大)、綱川隆司（静岡大）、梶博行（静岡大）
Wikipedia記事項目定義文の特徴を利用した記事に適したInfoboxテンプレート
種類の推定法
原 圭介(豊橋技科大), 小林 暁雄(豊橋技科大), 増山 繁(豊橋技科大)

塚平 峻矢(名城大), 松島 大祐(名城大), 吉川 雅弥(名城大)

昼食

第10回記念特別講演 情報の技術科学 － 情報工学、情報科学 そして 情報学 －
稲垣 康善先生 （Ｓ会場：Ａ－１０１）

13:00
14:00
14:10

生体情報２
座長：神山斉己（愛知県立大学）
ドライビングシミュレータを用いた運転前体調の違いによるドライバ状態評価

Automatic Analysis of Appraisal Potentials of Words

小島 孝雄(愛県大), 中野 泰彦(愛県大), 河中 治樹(愛知県立大), 小栗 宏次
(愛県大)
歩行方向知覚判断から求めた知覚的自己範囲に感情が及ぼす効果
塚田 泰明(豊橋技科大), 北崎 充晃(豊橋技科大)

五島 秀典(名城大), 渡邊 晃(名城大), 鈴木 秀和(名城大), 旭 健作(名城大)

原田 綾花(豊橋技科大), 太田 貴久(豊橋技科大), 小林 暁雄(豊橋技科大), 増
山 繁(豊橋技科大), 野中尋文(大分工業高等専門学校), 酒井 浩之(成蹊大)

高齢者講習データによる高齢者ドライバの運転特性分析

休憩
情報分析１
座長：高口鉄平（静岡大学）

15:50

17:20

情報マイニング１
座長：桂田浩一（豊橋技術科学大学）

利用者認証にTPMを用いるためのAIK証明書の発行フレームワークとその支
援システム
篠田 昭人(名工大), 毛利 公美(岐阜大), 白石 善明(名工大), 野口 亮司(株式
会社 豊通シスコム)
機密データと公開データを公平に交換するための公開鍵証明書不要な配達
証明付きデータ送受信方式
宮嵜 仁志(名工大), 毛利 公美(岐阜大), 土井 洋(情報セキュリティ大学院大
学), 白石 善明(名工大)
クライアントを自由に選択できる認証プロトコルTSSAPの提案

早田 有利(愛県大), 河中 治樹(愛県大), 小栗 宏次(愛県大)

15:40

セキュリティ・認証１
座長：河辺義信（愛知工業大学）

セキュリティ・認証２
座長：犬塚信博（名古屋工業大学）

ネビアロスカヤ アレナ(豊橋技科大), 青野 雅樹(豊橋技科大)
価格.comからのトラブル表現抽出手法
北林 智治(豊橋技科大), 小林 暁雄, 増山 繁
特許文書からの発明に用いられている技術とその効果の抽出

情報マイニング２
座長：秋庭史典（名古屋大学）

プライバシー権の限界についての考察～グーグルストリートビュー訴訟を踏ま
えて～
王 夢迪(静岡大)
中日における監視カメラ設置基準の比較

帰宅困難者支援システムにプライバシー情報を登録する住民の安心感の要
因について
奥村 香保里(名工大), 白石 善明(名工大)
Androidアプリケーションの挙動を可視化することによるセキュリティ対策

鄧 婉嬌(静岡大)
†沼津市戸田地区の小中学生を対象とした津波に関する防災意識の実態調
査
島田 千亜紀(ふじのくに防災フェロー), 岩崎 一孝(静岡大)

戸田 尚希(名城大), 鈴木 秀和(名城大), 旭 健作(名城大), 渡邊 晃(名城大) 前嶋 賢(静岡大), 佐藤 哲也(静岡大)
ランダムネットワーク符号化を用いた路車間・車車間通信による証明書失効リ パラメトリックReduced Rankモデルを用いたコスト考慮型分類に関する研究
スト配布
山本 泰資(名工大), 松川 智己(名工大), 廣友 雅徳(佐賀大学), 毛利 公美(岐 本郷 辰哉(名工大), 竹内 一郎(名工大)
阜大), 白石 善明(名工大)

懇親会・表彰式（ひばりラウンジ）

17:50
† 招待講演

オンライン学習による新聞記事からのキーワード抽出とリンク
小山内 一由(豊橋技科大), 杉浦 遼一(豊橋技科大), 青柳 拓弥(豊橋技科大),
梅村 恭司(豊橋技科大), 岡部 正幸(豊橋技科大)
地方議員情報の自動抽出手法に関する研究

WiNF2012プログラム（２日目）
12月9日日曜日
13:00

Ａ会場（Ａ－１１４）
情報分析２
座長：青野雅樹（豊橋技術科学大学）
施設園芸環境向け農業支援システムの提案

Ｂ会場（Ａ－１０５）
インタラクション１
座長：栗山繁（豊橋技術科学大学）
Kinectを使った照明制御の実験環境構築

鈴木 雄也(静岡大), 小林 悠一(静岡大), 中松 和己(兵庫県立大学 環境人間 佐々木 駿(豊橋技科大), 梅村 恭司(豊橋技科大), 岡部 正幸(豊橋技科大)
学部), 峰野 博史(静岡大)
ハイブリッド方式を用いたフォールト解析とその耐性評価
Pelat :おぼつかない動きに引き出される子どもたちの構えについて

2012.11.22 15:00 更新

Ｃ会場（Ａ－１０６）
情報通信
座長：梅村恭司（豊橋技術科学大学）
センサネットワークを用いた環境制御システムの研究

小林 悠一(静岡大), 鈴木 雄也(静岡大), 鈴木 良典(静岡大), 今原 淳吾(静岡
県農林技術研究所野菜科), 峰野 博史(静岡大)
アドホックネットワークにおけるストロングビジートーンを用いたアクセス制御
方式の検討と評価
後藤 輝(名城大), 吉川 雅弥(名城大)
堀田 大地(豊橋技科大), 山本 直輝(豊橋技科大), P.Ravindra De Silva(豊橋技 伊藤 智洋(名城大), 鈴木 秀和(名城大), 旭 健作(名城大), 渡邊 晃(名城大)
科大), 岡田 美智男(豊橋技科大)
人間関係を中心とした学生相談の事例分析
ソーシャルインタフェースの実現に向けた多人数会話の組織化について
アドホックネットワークにおけるプロトコルごとのリンクメトリックによるルーティ
ング手法の提案
小田 尚宜(名工大), 世古 拓也(名工大), 西村 彩(名工大), 武藤 敦子(名工大) 上原 孝紀(豊橋技科大), 大島 直樹(豊橋技科大), P.Ravindra De Silva(豊橋技 三鴨 勇太(名城大), 旭 健作(名城大), 鈴木 秀和(名城大), 渡邊 晃(名城大)
科大), 岡田 美智男(豊橋技科大)

14:30
14:40

16:10

画像
座長:岩堀祐之（中部大学）

休憩
インタラクション２
座長：三浦純（豊橋技術科学大学）

動画像の雰囲気を拡張する間接照明制御

分子ミュージックシステムの改良：調と和音の導入による音楽性の向上

清水 誠(豊橋技科大), 栗山 繁(豊橋技科大)

荒井 研介(豊橋技科大), 高橋 由雅(豊橋技科大)

画像の対応付けにおける特徴量の自動選択のための予備的検討

ロボットとの対話における３マイクを用いた発話者の位置推定法

長畑 香奈栄(豊橋技科大), 金澤 靖(豊橋技科大)

玉川 聡(豊橋技科大), 山本 一公(豊橋技科大), 中川 聖一(豊橋技科大)

複数の画像効果を切り替え可能な多層HDR符号化

マコのて：一緒に並んで歩くロボットの実現に向けて

三好 智也(豊橋技科大), 神納 貴生(豊橋技科大), 栗山 繁(豊橋技科大)

深町 建太(豊橋技科大), 山本 直輝(豊橋技科大), P.Ravindra De Silva(豊橋技
科大), 岡田 美智男(豊橋技科大)

