
 

 

Media Computing Conference 2012  
2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会 

  
大会テーマ 

「メディアコンピューティングの明日を考える」   

 
 

期 日： 2012 年 6 月 23 日(土)，24 日(日)   

場 所： 早稲田大学 国際会議場  

（〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-20-14 TEL:03-5286-1755） 

主 催：一般社団法人 画像電子学会 

共 催：早稲田大学国際情報通信研究センター 

一般社団法人 情報処理学会 グラフィクスと CAD 研究会 

一般社団法人 映像情報メディア学会 映像表現&コンピュータグラフィックス研究会 

       協 賛：The Institution of Engineering and Technology Japan Network 

参加費(DVD 予稿集付)： 会員 10,000 円  学生 3,000 円  非会員 15,000 円 

懇親会費：4,000 円 

 

内 容： 

井深大記念ホール  ： 特別講演   6/23(土)   

第一会議室（3F）  ： 一般セッション   6/23(土) ，24(日)   

第二会議室（3F）  ： 学生セッション   6/23(土) ，24(日)   

3F ロビー   ： 学生ポスターセッション  6/24(日)    

第一，第三会議室（3F） ： 企画セッション   6/23(土) ，24(日)   

井深大記念ホール  ： VC シンポジウム  6/23(土) ，24(日)   

井深大記念ホール前ロビー ： ＶＣポスターセッション  6/23(土) ，24(日)   

第一会議室（3F）  ： 総会（代議員会）  6/23(土)   

共同研究室（7）(4F) ： GCAD 委員会，VC 委員会* 6/23(土) ，24(日)* 

1F ロビー   ： 2011 年度画像電子技術賞展示 6/23(土) ，24(日) 

1F ロビー   ： CG-ARTS 協会展示     6/23(土) ，24(日)    

大隈ガーデンハウス ： 表彰式・懇親会   6/23(土)                            

＊詳細はプログラムを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



Media Computing Conference 2012 2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会 

－ 大会テーマ 「メディアコンピューティングの明日を考える」－ 

 

一般セッション (26 件) 会場: 第一会議室                       20 分/件(質疑，交替等含) 

 

セッション R1 「ホログラフィと VR」                                                  

6 月 23 日(土) 9:20- 11:00                                       座長: 堀越 力(NTT ドコモ)         

１．【R1-1】 流水スクリーンを用いたホログラフィ立体像再生法の検討 

○高野邦彦, 元島一樹, 矢口智也, 菊本誠也(東京都立産業技術高等専門学校), 佐藤甲癸, 大木眞琴 

(湘南工科大学), 浅井紀久夫(放送大学) 

２．【R1-2】 角錐ホーンアンテナからの電磁波回折のホログラムパターン 

○大木眞琴(湘南工科大学/東京都立産業技術高等専門学校), 高野邦彦(東京都立産業技術高等専門

学校), 戸塚真隆(湘南工科大学), 佐藤甲癸(湘南工科大学), 上崎省吾(群馬大学) 

３．【R1-3】 時分割ホログラフィ再生のためのホログラムのパーツ分解法について 

○高野邦彦, 菊本誠也, 元島一樹, 矢口智也(東京都立産業技術高等専門学校), 佐藤甲癸, 大木眞琴 

(湘南工科大学), 田中賢一(明治大学), 浅井紀久夫(放送大学) 

４．【R1-4】 CAVE 型ディスプレイ鑑賞時の視覚誘導運動感覚と重心動揺の検討 

－誘導運動感覚の客観評価の検討－ 

○井上哲理, 石川智浩(神奈川工科大学) 

５．【R1-5】 仮想解剖模型を活用した能動型学習支援システムの開発 

○寺嶋正己(中部学院大学), 木島竜吾(岐阜大学), 岡本 健(中部学院大学) 

セッション R2 「コンテンツ」                                                        

6 月 24 日(日) 9:20- 10:40                          座長：谷口行信(NTT サイバースペース研究所)         

６．【R2-1】 時間情報を考慮したキャッシュコンテンツ管理方式の一考察 

児玉 明(広島大学) 

７．【R2-2】 領域の配置関係を利用した類似画像検索 

○村崎和彦, 数藤恭子, 谷口行信(NTT サイバースペース研究所) 

８．【R2-3】 映像配信サービスにおけるクロスドメインレコメンドエンジン開発 

○中山 彰, 木村篤信, 片岡 明, 中辻 真, 甲谷 優, 吉田大我, 深津真二, 瀬下仁志, 谷口行信,  

阿久津明人, 鈴木英夫(NTT サイバーソリューション研究所) 

９．【R2-4】 マンガ画像における瞳検出の解像度依存性に関する検討 

○石井大祐, 渡辺 裕(早稲田大学) 

セッション R3 「応用」                                                          

6 月 24 日(日) 10:50- 11:30                                      座長：渡辺 裕(早稲田大学)         

10．【R3-1】 TDMA MAC with Parallel Transmission for Sensor Networks 

○Mohammad Arifuzzaman, Tam Hoang, Mitsuji Matsumoto(Waseda University) 

11．【R3-2】 FEM 流体構造連成解析による新型形状津波消波堤の 適配置と洋上風力発電を組合せた 

Heterogeneous Smart Technology Unit(HSTU)化の提案 

○長尾嘉満(早稲田大学), 筒井喜平(ランスモア), 谷 明勲(神戸大学), 松本充司(早稲田大学) 

セッション R4 「画像評価」                                                        

6 月 24 日(日) 12:50- 13:50                                    座長：名手久貴(東京工芸大学)         

12．【R4-1】 ベイズ統計に基づく混合ガウス型事前分布を用いたカメラメタマ生成法 

○村山雄亮, 川上拓紀, 井手亜里 (京都大学) 

13．【R4-2】 ランダムドットパタンの感性評価に基づいたカメラワークの特徴分析 

○井ノ上寛人(日本学術振興会/東京電機大学), 橋本将人, 佐藤美恵(宇都宮大学),  

郭 素梅(北京理工大学), 小黒久史(凸版印刷), 鉄谷信二(東京電機大学),  

春日正男(宇都宮大学/作新学院大学) 

14．【R4-3】 Retinex モデルに基づくコントラスト改善の高速化手法 

河村尚登(宇都宮大学オプティクス教育研究センター) 

 

 

 

 



セッション R5 「画像通信」                                                        

6 月 24 日(日) 14:00- 15:20                                     座長：滝嶋康弘(KDDI 研究所)  

15．【R5-1】 Indoor HDTV Broadcasting through Line-of-Sight Optical Wireless Link with Direct Fiber Coupling 

Transmitter 

○Dimitar R. KOLEV, Mitsuji Matsumoto(Waseda University) 

16．【R5-2】 標準化に向けた可視光通信における光学空間的評価法の考察－LED 照明による可視光通信の評価－ 

○北角権太郎, 松本充司(早稲田大学) 

17．【R5-3】 インタラクティブパノラマ映像配信のための合成圧縮システムの検討 

○田中康暁, 能登 肇, 深澤勝彦, 木全英明, 小島 明(NTT サイバースペース研究所) 

18．【R5-4】 光による QR コード方式 

○石川安則, 上平員丈, 谷中一寿(神奈川工科大学) 

セッション R6 「画像処理(１)」                                                       

6 月 24 日(日) 15:40- 17:00                               座長：境田慎一(NHK 放送技術研究所)         

19．【R6-1】 拡張 3 値増分符号評価に基づく JPEG 高周波ノイズの推定および除去 

○羽川令子(北海道大学), 高氏秀則(室蘭工業大学), 金子俊一(北海道大学) 

20．【R6-2】 変動型濃度測定領域を基づいた二値画像の階調調整処理方法 

○金松 憲, 永田 稔(NEC エンジニアリング), 青木直和, 小林裕幸(千葉大学) 

21．【R6-3】 Boundary Sampling を用いた点描ハーフトーニング 

○杉田純一(東京医療保健大学/東京電機大学), 高橋時市郎(東京電機大学) 

22．【R6-4】 状態遷移テーブル参照型高速算術符号の動特性 

○上野幾朗, 小野文孝(東京工芸大学) 

セッション R7 「画像処理(２)」                                                        

6 月 24 日(日) 17:10- 18:30                                    座長：八島由幸(千葉工業大学)        

23．【R7-1】 低彩度および高彩度色領域を用いた灰色仮説に基づく照明光色推定法の一提案 

○川村春美(NTT サイバースペース研究所), 米村俊一(芝浦工業大学), 大谷 淳(早稲田大学),  

小島 明(NTT サイバースペース研究所) 

24．【R7-2】 ABIC 小化による画像入力デバイス分光感度のベイズ推定 

○村山雄亮, 井手亜里 (京都大学) 

25．【R7-3】 表面積に関する不変量を利用した通過人数計測 

○新井啓之, 五十嵐 勇, 伊藤直己, 谷口行信(NTT サイバースペース研究所) 

26．【R7-4】 RGB・距離画像からの照明光源方向の推定に関する検討 

徐 栄, 林田智樹, 〇大谷 淳(早稲田大学), 川村春美(NTT サイバースペース研究所) 

 

学生セッション (37 件) 会場: 第二会議室                       15 分/件 (質疑，交替等含) 

 

セッション S1 「システム」                                                         

6 月 23 日(土) 9:25-10:40                             座長：林 泰仁(NTT アドバンストテクノロジ)         

27．【S1-1】 街中センサネットワークの故障解析手法に関する研究 

○西本龍弘(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学) 

28．【S1-2】 短距離無線を用いた環境情報の提供に関する研究 

○竹内雄亮(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学) 

29．【S1-3】 列車運行時間に遅延が生じた場合の時間再計算方法の一検討 

○瓜生五大(早稲田大学), 唐 文韜(KDDI), 小山 純, 開元 聡, 杉野文則(ビーマップ),  

松本充司(早稲田大学) 

30．【S1-4】 A Study on Handover Algorithm for Visible light communications systems 

○Tam Hoang Thi, Mitsuji Matsumoto(Waseda University) 

31．【S1-5】Study on Digital TV Broadcasting Signals Transmission over OFDM(A) PON System Supporting 

Radio-over-Fiber 

○Fan Bai, Mitsuji Matsumoto(Waseda university) 

セッション S2 「視覚と CG」                                                        

6 月 23 日(土) 10:50-12:20                          座長：新井啓之(NTT サイバースペース研究所)         

32．【S2-1】 動的表示ディザパターンの視覚特性に関する研究 

○西村行正(東京電機大学), 井ノ上寛人(日本学術振興会), 鉄谷信二(東京電機大学) 



33．【S2-2】 視線装置を用いた雑誌閲覧時の視線挙動に関する研究 

○中嶋崇大, 鉄谷信二(東京電機大学), 井ノ上寛人(日本学術振興会), 川澄正史(東京電機大学) 

34．【S2-3】 見づらさを表現するための映像加工に関する研究 

○指野光紀(東京電機大学), 井ノ上寛人(東京電機大学/日本学術振興会), 川澄正史,  

鉄谷信二(東京電機大学) 

35．【S2-4】 超高精細３次元コンピュータグラフィックスの入力と表示に関する研究 

○森田正彦, 小川克彦, 小檜山賢二(慶應義塾大学) 

36．【S2-5】 より効率的な日本式アニメ制作ソフトとその開発に関する研究 

○奥屋武志, 大谷 淳, 高橋信之, 藪野 健(早稲田大学) 

37．【S2-6】 実写画像を用いた高品位テクスチャの生成とその適用 

○杉山真平, 齊藤 剛(東京電機大学) 

セッション S3 「画像」                                                             

6 月 23 日(土) 15:10-16:25                                    座長：村上伸一(東京電機大学)         

38．【S3-1】 二次元コードのカラー化に対する読み取り特性の検討 

○サムレットウィット ダムリ, 若原俊彦(福岡工業大学) 

39．【S3-2】 筆跡パターン情報のみに基づくオフライン型筆者異同識別－ひらがな・カタカナ－ 

○甲田有希恵(東海大学), 常盤公德(警視庁科学捜査研究所), 福江潔也(東海大学) 

40．【S3-3】 授業映像を用いた視線計測の分析結果 

○大山貴紀, 山本勇人, 松本 潤, 大関翔太朗, 金子 格(東京工芸大学), 花村 剛(エモヴィス) 

41．【S3-4】 小型航空機ＳＡＲによる位相差画像のフェーズ・アンラッピング 

○アルグネイル ファハド サーレ(早稲田大学), 坂井滋和, 能美 仁(アルエットテクノロジー) 

42．【S3-5】 衛星搭載マイクロ波放射計を用いた海氷密接度推定における大気効果の低減 

○坪沼美波, 長 幸平(東海大学) 

セッション S4 「安心・安全」                                                         

6 月 23 日(土) 16:35-17:35                                  座長：上平員丈(神奈川工科大学)  

43．【S4-1】 避難所間災害時アドホックネットワークの一考案－無線技術の選定及び応用の提案－ 

○呉 銘基, 松本充司(早稲田大学) 

44．【S4-2】 センサ情報取得における端末非依存に関する研究 

○福本 駿(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学) 

45．【S4-3】 独立成分分析を用いた自転車走行者中の路面情報抽出に関する研究 

○多田真之(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学) 

46．【S4-4】 指尖脈波を用いた精神状態の適応動作解析に関する研究 

○新井 駿(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学), 雄山真弓(大阪大学) 

セッション S5 「AR」                                                            

6 月 24 日(日) 13:05- 13:50                                      座長：大谷 淳(早稲田大学)         

47．【S5-1】 因子分解法を用いたマーカーレス AR の検討 

○山崎光弘, 糸井清晃, 小林幸雄(千葉工業大学) 

48．【S5-2】 ＡＲ機能を用いた家具配置システムの開発 

○武尾健太, 齊藤 剛(東京電機大学) 

49．【S5-3】 拡張現実感における実光源の推定と仮想物体の影生成 

○池島悠太, 向井信彦(東京都市大学) 

セッション S6 「CG」                                                             

6 月 24 日(日) 14:00- 15:30                                    座長：向井信彦(東京都市大学)         

50．【S6-1】 人体姿勢の推定とその入力方式 

○堀越基宏, 齊藤 剛(東京電機大学) 

51．【S6-2】 モーションデータの解析とダンス支援への応用 

○田中佑典, 齊藤 剛(東京電機大学) 

52．【S6-3】 スケッチを入力とした 3 次元モデル検索の高速化 

○田中竜仁, 柳町知宏, 黄 松華, 陳サイホウ, 大渕竜太郎(山梨大学) 

53．【S6-4】 Reyes のアダプティブテッセレーションにおける共有頂点を用いた亀裂対策の並列化の研究 

○ラティヌクルキット サティト, 三上浩司, 近藤邦雄, 伊藤彰教(東京工科大学) 

54．【S6-5】 曲面の多面体化と展開面構成への応用 

○堀田浩祥, 齊藤 剛(東京電機大学) 



55．【S6-6】 多面体モデルにおける面 適化手法の開発 

○星野雄紀, 齊藤 剛(東京電機大学) 

セッション S7 「CV(1)」                                                           

6 月 24 日(日) 15:40-16:40                                    座長：小林幸雄(千葉工業大学)         

56．【S7-1】 文化財保存のためのラインスキャナによる高精細三次元形状復元システムの構築 

○大鐘悠司, 村山雄亮, 井手亜里(京都大学) 

57．【S7-2】 身体部位動作を考慮したサッカーリフティング動作解析の検討 

○加藤佳祐(東京電機大学), 戸辺義人(青山学院大学), 鉄谷信二(東京電機大学) 

58．【S7-3】 豚の顔識別の検討 

○和田直樹, 新谷幹夫, 白石路雄(東邦大学) 

59．【S7-4】 衛星観測地表反射率多時期データを対象とした世界土地被覆分類アルゴリズムの提案 

○山田裕二, 福江潔也, 下田陽久(東海大学) 

セッション S8 「CV(2)」                                                         

6 月 24 日(日) 16:50-17:50                          座長：数藤恭子(NTT サイバースペース研究所)         

60．【S8-1】 表面テクスチャを考慮した陰影情報入力型物体形状推定に関する研究 

○相原和明, 青木輝勝(東北大学) 

61．【S8-2】 クラスタ PRNU ノイズの大小関係を利用したロバストなカメラ識別手法 

○伊藤雄哉, 富岡洋一, 北澤仁志(東京農工大学) 

62．【S8-3】 細分化動的計画法を用いたステレオマッチングの検討 

○杉崎高志, 糸井清晃, 小林幸雄(千葉工業大学) 

63．【S8-4】 SIFT を用いたステレオマッチングの検討 

○畑 慶輔, 糸井清晃, 小林幸雄(千葉工業大学) 

 

学生セッション，ポスター発表(14 件) 会場: 第二会議室                                1 分/件 

 

セッション P ポスター内容紹介 （ポスターセッションは 3F ロビー<9:50-11:50>）                     

6 月 24 日(日) 9:30-9:50                                   座長：森谷友昭(東京電機大学)         

64．【P-1】 水面での屈折現象のリアルタイム表現技術に関する研究 

○金子裕哉, 森谷友昭, 高橋時市郎(東京電機大学) 

65．【P-2】 ヘッドマウントディスプレイを用いた太極拳独習用 CG コンテンツ 

○中嶋 智(東邦大学), 新谷幹夫(東邦大学), 白石路雄(東邦大学), 桂川秀嗣(東邦大学), 鹿嶋慶一,  

川島基展(東京工科大学), 近藤邦雄(東京工科大学) 

66．【P-3】 白色 LED を用いた光空間伝送によるキノフォーム動画像再生の検討 

○戸塚真隆, 佐藤甲癸(湘南工科大学), 高野邦彦(東京都立産業技術高等専門学校),  

大木眞琴(湘南工科大学), 松本充司(早稲田大学) 

67．【P-4】 再構成時のパッチ重要性の合計値に着目した Image Retargeting 手法の一検討 

○野中敬介(東京工業大学), 宮田高道(千葉工業大学), 羽鳥好律(東京工業大学) 

68．【P-5】 頭部の姿勢変動にロバストな視線方向識別による視覚インタフェースの構築 

○森藤夕騎, 稲葉善典, 赤松 茂(法政大学) 

69．【P-6】 Gabor 特徴を用いた顔画像からの年齢層推定－同一人物の加齢による影響を考慮した特徴選択－ 

○菅田幸希, 稲葉善典, 赤松 茂(法政大学) 

70．【P-7】 視覚障がい者の歩行補助を目的とした歩行者信号機認識システム 

○小川浩輝, 内田 理(東海大学) 

71．【P-8】 エッジ方向分布を用いた自然物画像と人工物画像の自動判別に関する一検討 

○手塚勇輔, 長谷川まどか, 加藤茂夫(宇都宮大学) 

72．【P-9】 網点印刷画像の JPEG データ圧縮に関する一検討 

○弘山一樹, 長谷川まどか, 加藤茂夫(宇都宮大学) 

73．【P-10】 多段ＤＰによるストローク圧縮法の研究 

○菊地克尚, 松島俊明(東邦大学) 

74．【P-11】 ブランケット法に基づく高速なフラクタル次元算出方式 

○中田裕一, 吉田大海, 田中直樹(神戸大学) 

75．【P-12】 ケプストラム解析によるブロック歪みを有する動画像の画質評価手法に関する検討 

○山村勇太, 岩崎真也(早稲田大学), 松尾康孝(早稲田大学/NHK), 甲藤二郎(早稲田大学) 



76．【P-13】 画像中にある文字の認識性 

○伊丹達哉, 星野坦之(日本工業大学) 

77．【P-14】 伝統モンゴル文字テキストの表示・編集を支援する Widget の開発 

○アロン ソイラ, 新谷幹夫, 白石路雄(東邦大学) 

 

特別講演 (5 件)     会場: 井深大記念ホール                                                

 

セッション Q   「企業の研究開発トップが語るメディアコンピューティングの明日」                       

6 月 23 日(土) 13:10-15:00                       座長: 小野文孝(画像電子学会会長/東京工芸大学)        

78．【Q-1】 開催大学よりのご挨拶－メディアコンピューティングの明日を考える－ 

橋本周司(早稲田大学) 

79．【Q-2】 メディアコンピューティングとイメージングへの期待 

柴山茂樹(キヤノン) 

80．【Q-3】 クラウド時代のメディア処理－新サービス創造に向けた大規模メディア処理について－ 

茨木 久(NTT サイバーソリューション研究所) 

81．【Q-4】 無線と画像(映像) 

三輪 真(パナソニック) 

82．【Q-5】 総合討論 

全講師 

 

企画セッション (26 件) 会場: 第三会議室(T1,T2,T5,T6), 第一会議室(T3)    約 30 分/件(質疑，交替等含)  

 

セッション T1 「文化資源の情報活用」 (画像ミュージアム研究会担当)             会場: 第三会議室  

6 月 23 日(土) 9:20-11:20                               座長: 安達文夫(国立歴史民俗博物館)         

83．【T1-1】 大型絵画資料の比較表示と解説表示 

○安達文夫, 鈴木卓治(国立歴史民俗博物館), 徳永幸夫(芝浦工業大学) 

84．【T1-2】 大型ディスプレイを用いた展示における文字列の見易さの実験的検討 

上西巧馬，○小町祐史(大阪工業大学) 

85．【T1-3】 博物館関連語検索のための資料群構成法の評価 

○山田 篤(京都高度技術研究所), 安達文夫(国立歴史民俗博物館), 小町祐史(大阪工業大学) 

86．【T1-4】 nihuINT による人文学研究資源の情報統合 

○山田太造(人間文化研究機構), 古瀬 蔵(国文学研究資料館) 

セッション T2 「視覚障害者・聴覚障害者へのコミュニケーション支援」 (視覚・聴覚支援システム研究会担当)      

                                                        会場: 第三会議室 

6 月 23 日(土) 15:10-18:10                                     座長：平山 亮(金沢工業大学) 

87．【T2-1】 視覚障がい者向け化粧支援システム－リップメイクとアイメイクの支援インタフェース 

○蔵屋直身, 小町祐史(大阪工業大学), 平山 亮(金沢工業大学) 

88．【T2-2】 聴覚障害者や外国人のための緊急コミュニケーションツール 

○細野直恒(沖コンサルティングソリューションズ), 三樹弘之(沖電気),  

鈴木道夫(日本聴覚障害者建築協会), 平山 亮(金沢工業大学), 富田 豊(慶應義塾大学) 

89．【T2-3】 聴覚障がい学生の主体的な講義参加を可能にする手書きノートテイクシステムの開発 

○畠山卓朗(早稲田大学), 渡辺崇史(日本福祉大学), 土井幸輝(国立特別支援教育研究所) 

90．【T2-4】 パソコン要約筆記における連係入力方法の分析とＱ方式の提案 

栗田茂明(日本遠隔コミュニケーション支援協会) 

91．【T2-5】 視覚障がい者の映像アクセスをサポートする音声ガイドの現在と未来 

○小高公聡, 川手美由紀(シネマ・アクセス・パートナーズ) 

92．【T2-6】 視覚障害者のためのビーズ手芸手順音声読み上げシステム 

平山 亮(金沢工業大学) 

セッション T3 「出版デジタル機構の設立の経緯と今後の展開」 (VMA 研究会担当)     会場: 第一会議室  

6 月 23 日(土) 15:10-17:30                              座長：深見拓史(インターメディアジャパン)         

93．【T3-1】 出版デジタル機構の設立の経緯 

植村八潮(出版デジタル機構) 

 



94．【T3-2】 出版デジタル機構のシステム概要 

沢辺 均(ポット出版) 

95．【T3-3】 日本における電子書籍データベースの構築 

落合早苗(hon.jp) 

96．【T3-4】 電子図書館における連想検索手法について－検索から連想へ－ 

高野明彦(国立情報学研究所) 

97．【T3-5】 パネル討論 

全講師 

 

セッション T4 (中止)                                                               

 

セッション T5 「新分野標準化の組織作りと人材育成」 (国際標準化教育研究会担当)    会場: 第三会議室  

6 月 24 日(日) 12:50-15:20                                         座長：黒川利明(SCSK)  

98． 【T5-1】 ICES2012 報告 

黒川利明(SCSK) 

99． 【T5-2】 これからの知財・国際標準化戦略 

上條由紀子(金沢工大学) 

100．【T5-3】 ITU‐T における標準化教育 

松本充司(早稲田大学) 

101．【T5-4】 新分野標準化の組織作りと人材育成 

山本雅亮(経済産業省) 

102．【T5-5】 IEC/TC 100 における新規課題の標準化組織作り 

小町祐史(大阪工業大学) 

セッション T6 「生活者を優しく支援するコンテンツとネットワーク」 (デジタルサイネージ研究会担当)           

                                                             会場: 第三会議室 

6 月 24 日(日)15:30-18:20                                          座長：大野邦夫(安土)        

103．【T6-1】 スマフォ、タブレット PC、サイネージが開拓するネットワーク社会の展望 

大野邦夫(安土) 

104．【T6-2】 ホームネットワークのためのサービス実現モデル 

新 麗(IIJ イノベーションインスティテュート) 

105．【T6-3】 SNS を用いるハイスキル人材活用のビジネスモデル 

○赤金喜久雄(BIT ソリューション), 大野邦夫(安土) 

106．【T6-4】 ビジュアル設備工事・作業支援サービス－画像情報とモバイル PC の活用－ 

原 俊雄, 原 将史(BIT ソリューション) 

107．【T6-5】 医療情報とアーカイブズの 新動向 

長谷川英重(OMG アンバセダ) 

108．【T6-6】 パネル討論 

全講師 

 

 

     

 



Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2012 

  

                                      開催日： 2012 年 6 月 23 日(土)，24 日(日) 

                                      開催場所： 早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール 

  

6 月 23 日(土)                                                ※太字は登壇者(予定)  

9:25 - 9:30  開会の挨拶  山口 泰(東京大学)                                     

9:30 - 11:30  「顔」                               座長：向井智彦(スクウェア・エニックス)         

1．事前知識と Structure-from-Motion を併用した１台のビデオ画像からの 3 次元顔モデル高速自動生成手法 

    〇原 朋也，久保尋之, 前島謙宣, 森島繁生(早稲田大学) 

2．形状変形とパッチタイリングに基づくテクスチャ変換による年齢変化顔シミュレーション 

    〇田副佑典，郷原裕明，前島謙宣，森島繁生(早稲田大学) 

3．特徴抽出によるアニメキャラクターの顔認識とキャラクター検索 

    〇高山耕平(東京大学)，ヘンリージョハン(南洋理工大学)，西田友是(東京大学) 

4．会話時のリアルな眼球運動の分析及び合成手法の提案 

    〇岩尾知頼，三間大輔，久保尋之，前島謙宜, 森島繁生(早稲田大学) 

11:40 - 12:15  「ポスター内容紹介」(発表 1 分/件)                    座長：吉田典正(日本大学)         

15:05 - 17:05  「物理シミュレーション」                       座長：向井信彦(東京都市大学)         

5．基本速度場を用いた高解像度な流体映像の生成 

    〇森田拓也，佐藤周平，土橋宜典，山本 強(北海道大学) 

6．曲率不変条件による陰関数曲面のメッシュベース移流法 

〇藤澤 誠 (筑波大学)，萬立洋次郎，三浦憲二郎(静岡大学) 

7．気泡を考慮した氷結シミュレーション 

    〇西野孝則 ，岩崎 慶(和歌山大学)，土橋宜典(北海道大学)，西田友是(東京大学) 

8．雪の踏み散らしシミュレーション -焼結作用の考慮- 

    〇高橋哲也，藤代一成(慶応義塾大学) 

17:10 - 18:10  「形状変形」                                 座長：金井 崇(東京大学)         

9．例示ベースの弾性変形の実時間計算手法 

    〇小山裕己(東京大学)，高山健志(東京大学, ETH Zurich), 梅谷信行(東京大学)， 

五十嵐健夫(東京大学, JST ERATO) 

10．非均質弾性体のためのアダプティブな変形シミュレーション 

    〇今井 星，楽詠こう(東京大学)，陳炳宇(東京大学，国立台湾大学)，西田友是(東京大学) 

 

6 月 24 日(日)                                                                 

9:00 - 11:00  「レンダリング」                                 座長：金森由博(筑波大学)         

11．Radial Basis Function を用いたインタラクティブなシェーディングの編集システム  

    〇多田宗広，土橋宜典，山本 強(北海道大学) 

 



12．実写画像 1 枚からの Shell Texture 自動生成手法の提案 

    〇宇梶弘晃，小坂昂大，服部智仁，久保尋之，森島繁生(早稲田大学) 

13．球面ガウス関数を用いた微細なスケールの BRDF 編集  

    〇岩崎 慶(和歌山大学)，土橋宜典(北海道大学)，西田友是(東京大学) 

14．3 次元都市地図における経路の重なりを回避したレイアウトの自動生成 

    〇廣野大地，Hsiang-Yun Wu，有川正俊，高橋成雄(東京大学) 

11:10 - 13:10  ポスターセッション (内容のリストは下の方にあります)                              

13:10 - 14:00  招待発表 SIGGRAPH 採録論文                 座長：近藤邦雄(東京工科大学)         

i．Beady:インタラクティブなビーズデザインと制作支援 

    〇五十嵐悠紀(筑波大学)，五十嵐健夫(東京大学，JST ERATO)，三谷 純(筑波大学，JST ERATO) 

ii．物理条件を満足する家具のインタラクティブな設計 

    〇梅谷信行(東京大学), 五十嵐健夫(東京大学，JST ERATO)， 

Niloy J. Mitra(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) 

14:10 - 16:40  「画像生成処理」                              座長：岡部 誠(電気通信大学)        

15．シーンの奥行きを考慮した景観画像における対話的なオブジェクト再配置 

    〇飯塚里志，遠藤結城，廣瀬真輝，金森由博 (筑波大学)，三谷 純(筑波大学，JST ERATO)， 

福井幸男(筑波大学) 

16．写真からの対話的イラスト生成 

    〇岩田大輝，茅 暁陽，豊浦正広(山梨大学) 

17．画像融合のための微分不可能最適化アプローチ 

    〇原 健二，井上光平，浦浜喜一(九州大学) 

18．既存の音楽動画を用いて音楽に合った映像を自動生成するシステム  

    〇平井辰典，大矢隼士，森島繁生(早稲田大学) 

19．顕微鏡動画像からの広域合焦点画像の生成   

    磯部秀光，〇萬立洋二郎，臼杵深，三浦憲二郎(静岡大学) 

16:55 - 18:25  「形状モデリング」                                 座長：大竹 豊(東京大学)         

20．堆積構造を有する凝集体のモデリング 

    〇櫻井快勢，宮田一乘(北陸先端科学技術大学院大学) 

21．スキニングを用いた三色光源下における動的な三次元立体形状の再現 

    須田洋文，〇岡見和樹，前島謙宣，森島繁生(早稲田大学) 

22．スリット入り平板素材の折り曲げによる形状の設計支援システム 

    〇鶴田直也，三谷 純(筑波大学，JST ERATO)，金森由博，福井幸男(筑波大学) 

18:25 - 18:30  閉会の挨拶               斎藤隆文(東京農工大学)，高橋時市郎(東京電機大学) 

   

ポスター発表  （23 日 11:40-12:15 内容紹介， 24 日 11:10-13:10 ポスターセッション）                      

23．スパイクの動的変形を考慮した磁性流体のビジュアルシミュレーション 

    〇石川知一，Yonghao Yue(東京大学)，岩崎 慶(和歌山大学)，土橋宜典(北海道大学)， 

西田友是(東京大学) 



24．支持体上における絵具のシミュレーション 

    〇竹本義孝，齋藤 豪(東京工業大学) 

25．カラーライン量子化による点描風画像の生成 

    傅暁宇，〇王濤，井上光平，原 健二，浦浜喜一(九州大学) 

26．適応的非等方ボロノイ分割によるステンドグラス風画像の生成 

    〇王濤，井上光平，原 健二，浦浜喜一(九州大学) 

27．Poisson-Disk Sampling を用いた対話的離散エレメントテクスチャ生成 

    〇北 直樹，宮田 一乘(北陸先端科学技術大学院大学) 

28．HDR アート画像のノイズ除去鮮明化 

    于子涵，〇王濤，井上光平，原 健二，浦浜喜一(九州大学) 

29．Kinect を用いた漫画風表現のリアルタイム生成システム 

    〇梅田大樹，森谷友昭，高橋時市郎(東京電機大学) 

30．視覚特性に基づいた残像表現手法 

    〇三鴨道弘，Marcos Slomp，Bisser Raytchev，玉木 徹，金田和文(広島大学) 

31．前庭動眼反射を考慮したバーチャル眼鏡レンズシステム 

    〇柿本正憲(東京工科大学)，平林久義(シリコンスタジオ)，篠原俊英(セイコーエプソン)， 

西田友是(東京大学) 

32．スペクトルを考慮したフォトンマッピングの効率化 

    〇渡部 心，金森 祥太，Bisser Raytchev，玉木 徹，金田和文(広島大学) 

33．所望の集光模様を生成するための連続面からなる透明物体の形状設計法 

    〇Yonghao Yue(東京大学)，岩崎 慶(和歌山大学)，陳 炳宇(国立台湾大学・東京大学)， 

土橋宜典(北海道大学)，西田友是(東京大学) 

34．簡易多層モデルを用いたメタリック塗装の再現 

    〇中原なつみ，馬場雅志，日浦慎作，浅田尚紀(広島市立大学) 

35．頂点シェーダによる多視点合成画像の実時間レンダリング 

    〇伊藤徹弥，馬場雅志，日浦慎作，浅田尚紀(広島市立大学) 

36．モーションブラーシャドウのリアルタイム生成手法 

    〇小坂昂大，服部智仁，久保尋之，森島繁生(早稲田大学) 

37．AR 空間におけるエアブラシ型インタフェースによる形状モデリングシステム 

    〇青木紘史(筑波大学)，三谷 純(筑波大学，JST ERATO)，金森由博，福井幸男(筑波大学) 

38．物体把持時の上肢の姿勢生成 

    〇京田文人(シリコンスタジオ)，齋藤 豪(東京工業大学) 

39．動作の多様性を生成するデータドリブンな歩行動作変換 

    〇岡見和樹，岩本尚也，國友翔次，須田洋文，森島繁生(早稲田大学) 

40．ステレオカメラ画像の色相検出に基づくマーカレス頭髪モーションキャプチャ 

    〇福里 司，岩本尚也，國友翔次，須田洋文，森島繁生(早稲田大学) 

41．Efficient Slice-based Hair Collision Handling 

    〇Rungjiratananon Witawat(東京大学)，金森由博(筑波大学)，西田友是(東京大学) 



42．正面顔画像からの顔形状ディスプレイ用テクスチャ自動生成 

    〇前島謙宣(早稲田大学)，倉立尚明，Brennand PIERCE，Gordon CHENG(ミュンヘン工科大学)， 

森島繁生(早稲田大学) 

43．パッチタイリング手法による正面顔画像と両目位置情報からの顔 3 次元形状推定 

    郷原裕明，〇川井正英，松田龍英，前島謙宣，森島繁生(早稲田大学) 

44．人の発話特性を考慮したリップシンクアニメーションの生成 

    〇三間大輔，小坂昂大，久保尋之，森島繁生(早稲田大学) 

45．単母音に含まれる音響特徴からの 3 次元頭部形状推定に関する一検討 

    〇前島謙宣，森島繁生(早稲田大学) 

46．GSNN による CT 画像からの GGO 候補領域の抽出 

    〇金 亨燮，塩澤聖司，タン ジュークイ，石川聖二(九州工業大学) 

47．勾配画像処理に基づく動画中の流体部分抽出 

    〇岡部 誠(電気通信大学, JST PRESTO)，安生健一(OLM Digital, Inc.)，尾内理紀夫(電気通信大学) 

48．動的背景を含む動画に対する補完手法の高速化 

    〇谷田川達也，山口 泰(東京大学，JST CREST) 

49．バンド演奏における疑似演奏動画の合成手法 

    〇山本知大(電気通信大学)，岡部 誠(電気通信大学，科学技術振興機構さきがけ)， 

尾内理紀夫(電気通信大学) 

50．動画サイトコンテンツ再利用による HMM に基づく音楽からの動画自動生成システム 

    〇大矢隼士，森島繁生(早稲田大学) 

51．動画間の動作転送に基づくアマチュア動画編集システム 

    〇水井健太(電気通信大学)，岡部 誠(電気通信大学，科学技術振興機構さきがけ)， 

尾内理紀夫(電気通信大学) 

52．古地図の非剛体位置合わせ手法 

    〇湯田哲也(東京理科大学)，井尻 敬，横田秀夫(理化学研究所)，相川直幸(東京理科大学) 

53．複数の形を解に持つ色付き図形パズルの作成支援システム 

    〇山本陽平(筑波大学)，三谷 純(筑波大学，JST ERATO)，福井幸雄，金森由博(筑波大学) 

   



Media Computing Conference 2012 2012年度 画像電子学会第40回年次大会／Visual Computing/グラフィクスとCAD合同シンポジウム2012 タイムスケジュール　

テーマ： メディアコンピューティングの明日を考える   期日：2012年6月23日（土）-24日（日）　　　場所：早稲田大学 国際会議場

井深大記念ホール（２F) 第一会議室（３F) 第ニ会議室（３F) 第三会議室（３F) 井深大記念ホール前 1Fロビー ３Fロビー 共同研究室（７）(4F）
458 96 100 84 24

9:00 9:30-11:30 顔　4件
座長：向井智彦

9:20-11:00 R1　ホログラフィ
とVR　5件
座長：堀越力

9:25-10:40　S1　システム
5件
座長：林泰仁

9:20-11:20
T1  文化資源の情報活用　4件
座長：安達文夫
（画像ミュージアム研究会担当）

6月23日（土） 12:20 11:40-12:15
ポスター内容紹介 31件
座長：吉田典正

11:30-12:20
  総会（代議員会 50分）

10:50-12:20　S2　視覚とCG
6件　座長：新井啓之

12:20 GCAD委員会
13:10 (12:00-13:00）

15:00
15:10 15:05-17：05　物理ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

4件  座長：向井信彦
≪企画ｾｯｼｮﾝ≫ 15:10-16:25　S3　画像　5件

座長：村上伸一
15:10-18:10

15:10-17:30　T3
出版デジタル機構の設立の
経緯と今後の展開　　5件

T2　視覚障害者・聴覚障害者への
コミュニケーション支援　6件
座長：平山亮

17:10-18:10　形状変形　2件
座長：金井崇

座長：深見拓史
 (VMA研究会担当)

16:35-17:35　S4　安心・安全
4件　座長：上平員丈

（視覚・聴覚支援ｼｽﾃﾑ研究会担
当）

18:10

18:30

20:30

9:00 9:00-11:00　ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ　4件
座長：金森由博

9:20-10:40　R２　コンテンツ
4件

9:30-9:50　P　ﾎﾟｽﾀｰ内容紹介
14件

Ｔ4　中止 11:10-13:10　ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ
 31件

9:50-11:50　ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ
14件 座長：森谷友昭

座長：谷口行信 座長：森谷友昭 座長：吉田典正 　

6月24日（日） 10:50-11:30  R3　応用　2件
座長：渡辺裕

11:50 VC委員会
12:50 (12:00-13:00）

13:10-14:00　招待発表　2件
座長：近藤邦雄

12:50-13：50　R4　画像評価
3件

13:05-13:50　S5　AR　3件
座長：大谷淳

12:50-15:20　T5　新分野標準化の
組織作りと人材育成　5件

座長：名手久貴 座長：黒川利明
14:10-16:40　画像生成処理
5件

14:00-15:20  R5　画像通信
4件

14:00-15:30　S6　CG　6件
座長：向井信彦

(国際標準化教育研究会担当)

座長：岡部誠 座長：滝嶋康弘

16:55-18:25　形状ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
3件
座長：大竹豊

15:40-17:00
R6　画像処理（１）　4件
座長：境田慎一

15:40-16:40　S7　CV（1）　4件
座長：小林幸雄

15:30-18:20　T6　生活者を優しく
支援するコンテンツとネットワーク
6件
座長：大野邦夫
 (デジタルサイネージ研究会担当)

17:10-18:30
R7　画像処理（2）　4件

16:50-17:50　S8　CV（2）　4件
座長：数藤恭子

18:30 座長：八島由幸
VC一般23件，招待2件 一般26件 学生37件 5企画　26件

　　　　　VCポスター30件 学生ポスター14件

(昼休み 50分)

特別講演　13:１0-15:00 （会場：井深大記念ホール）　「企業の研究開発トップが語るメディアコンピューティングの明日」　司会 小野 文孝 画像電子学会会長
開催大学より挨拶：橋本周司（早稲田大学）
パネリスト：柴山茂樹（キヤノン），茨木久（NTTサイバーソリューション研究所）， 三輪真（パナソニック）

 18:30-20:30 表彰式・懇親会　（大隈ガーデンハウス(25号館 2F)

VCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 一般ｾｯｼｮﾝ 学生ｾｯｼｮﾝ 企画ｾｯｼｮﾝ

会議

学生ﾎﾟｽﾀｰ

VCﾎﾟｽﾀｰ 学生ﾎﾟｽﾀｰ

VCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 一般ｾｯｼｮﾝ 学生ｾｯｼｮﾝ 企画ｾｯｼｮﾝ VCﾎﾟｽﾀｰ

会　　場
定員

発　　表 講　　演 ポスター

技術賞展示 6月２３日（土）１1：００－

（会場：1Fロビー） ２４日（日） －１４：００

CG-ARTS協会展示 6月２３日（土）１1：００－

（会場：1Fロビー） ２４日（日） －１４：００



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会議場 １階 国際会議場 ３階 

国際会議場 ４階 

特別講演 

VC シンポジウム

展示

受付 

一般セッション 
/企画セッション 

総会(代議員会) 学生セッション

企画セッション

VC ポスター 

VC/GCAD 委員会 

学生ポスター
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