
Visual/Media Computing Conference 2017 
２０１７年度 第４５回画像電子学会年次大会 

  
合同スローガン 

「協創で築く豊かな画像文化 

－Enriched Imaging Culture by Co-innovation」   
 
期  日： 2017 年 6 月 23 日(金)・24 日(土) （合同開催期間の 4 日目、5 日目に該当します） 

場  所：一橋大学 一橋講堂（〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内） 

主  催： 一般社団法人 画像電子学会 

共  催：情報処理学会コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会， 

      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 

特別後援：公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS） 

後  援：地域活性学会 

協  賛：日本画像学会，日本写真学会，日本印刷学会， 

      The Institution of Engineering and Technology Japan Network（予定） 

 

〇聴講参加費（すべての講演が聴講できます．DVD 予稿集付）： 

正会員・共催・協賛・特別後援会員 10,000 円，非会員 15,000 円(注 1)，学生 3,000 円(注 2)， 

(注 1) 入会希望者については入会金・初年度会費が無料になる特典があります．   

(注 2) 予稿集(DVD)不要の場合は 1,000 円です．学生証を受付時に提示してください． 

 

〇特別講演のみの聴講料 1,000 円（当日受付のみ） 

 （特別講演以外は聴講できません） 

 
画像関連四学会（日本印刷学会・日本画像学会・日本写真学会・画像電子学会）は，6 月 20 日(火)～24 日(土)に 

年次大会を合同開催します．当学会での登録により他学会の聴講もできます． 

 

内 容： 

 

一橋講堂   ： 特別講演   6/23(金) 

一橋講堂/中会議室(4,3,2) ： VC シンポジウム   6/23(金) ，24(土)   

中会議室 1/会議室 202.203 ： 企画セッション   6/23(金) ，24(土)   

中会議室 1  ： オーガナイズドセッション  6/24(土) 

講堂前ロビー/中会議室ロビー： ポスターセッション  6/23(金) ，24(土)  

                     （Poster FastForward は 6/23(金) 一橋講堂） 

中会議室 2/会議室 202.203 ： 一般セッション/学生セッション 6/23(金) ，24(土)    

中会議室 2  ： 総会（代議員会）・新旧合同理事会 6/23(金) 

会議室 202・203  ： GCVI 委員会   6/23(金)  

特別会議室 1（1F*） ： ： VC 委員会   6/24(土) 

講堂前ロビー  ： 2016 年度画像電子技術賞展示 6/23(金) ，24(土) 

講堂前ロビー  ： 企業展示   6/23(金) 

中会議室前ロビー  ： インターンシップ相談コーナー 6/23(金) 

レパスト(3F*)  ： 表彰式：懇親会   6/23(金)    

（＊以外の会場はすべて 2F です。）                                    

 

 
 



Visual/Media Computing Conference 2017 

 2017 年度 第 45 回画像電子学会年次大会 

 

合同スローガン 

「協創で築く豊かな画像文化－Enriched Imaging Culture by Co-innovation」 
 

 

 特別講演              
 

セッション Q            会場：一橋講堂 (2F)  

6 月 23 日(金) 13:00-15:00            司会：森島 繁生(早稲田大学） 
1. 【Q-1】 Saya Virtual Human Projects －デジタルヒューマンの可能性－ 

 TELYUKA（石川 晃之＆石川 友香） 

2. 【Q-2】 映画「この世界の片隅に」の制作について 

 片渕 須直(アニメーション映画監督) 

 

 ポスターセッション／一般セッション／学生セッション        
           一般セッション：講演 20 分/件(質疑、切替含む 25 分) 

           学生セッション：講演 15 分/件(質疑、切替含む 20 分) 

 

ポスターセッション P  （※VC シンポジウムとの合同セッション）         会場:一橋講堂 (2F) 

6 月 23 日(金) 11:30-12:00  Poster Fast Forward （内容紹介 ）（1 分/件）      座長：水野 慎士 (愛知工業大学) 

 

6 月 23 日(金) 17:45〜18:55（ポスターセッション 1）       会場:一橋講堂前ロビー (2F) 

3.  【46】(P-1）3 次元画像の情報圧縮を用いた多値画像の画素値の信号点配置によるデータ通信への応用を提案 

 〇戸塚 真隆 (元湘南工科大学), 高野 邦彦 (東京都立産業技術高専), 佐藤 甲癸 (元湘南工科大学) 

4.  【47】(P-2）スマートフォンのカバン装着による子ども用防犯システムの検討 

 〇福島 友二郎, 富岡 強 (東京電機大学), 白石 昌二朗 (プロジェクト・メイ), 長谷川 誠 (東京電機大学) 

5.  【48】(P-3）画像局所特徴量による三次元立体への付箋添付方法検討 

 〇内田 奏, 武澤 裕介 (東京電機大学), 岩田 英三郎 (ユニバーサルロボット),  

 石原 聖司, 長谷川 誠 (東京電機大学) 

6.  【49】(P-4）顔認識システムを用いた絵画の疑似立体視検討 

 〇中村 文香, 高松 真 (東京電機大学), 岩田 英三郎 (ユニバーサルロボット),  

 石原 聖司, 長谷川 誠 (東京電機大学) 

7.  【50】(P-5）畳み込みニューラルネットワークによる掌画像の分類と領域分割に関する実験 

 〇老沼 俊行(東京電機大学), 岩田 英三郎 (ユニバーサルロボット), 長谷川 誠, 石原 聖司 (東京電機大学) 

6 月 24 日(土）15:10〜16:20（ポスターセッション 2）           会場:中会議室前 ロビー(2F) 

8.  【51】(P-6）汎用デバイスを用いた複合現実感システムの構築とオブジェクト操作法の検討 

 〇松野 智浩, 畑中 裕司, 砂山 渡, 小郷原 一智 (滋賀県立大学) 

9.  【52】(P-7）BLS 署名を用いたコンテンツ保護システムの実装とその応用 

 〇藤﨑 睦, 田中 大地, 岩村 惠市 (東京理科大学), 稲村 勝樹 (東京電機大学) 

10. 【53】(P-8）色相環の角度と配色の関係を用いた運筆方向の可視化 

 紙谷 卓之, 〇亥場 正幸, 久馬 豪, Bumseok SEO (大阪産業大学),  

 上田 道夫, 田中 昭二 (京都府警察本部科学捜査研究所) 

11. 【54】(P-9）樹脂表面テクスチャにおける視触覚的質感のモデル化 

 〇藤原 大志, 竹本 敦, 谿 雄祐, 飛谷 謙介, 長田 典子 (関西学院大学) 

12. 【55】(P-10）樹脂表面テクスチャの実物体と CG 画像における印象構造 

 〇竹本 敦, 藤原 大志, 飛谷 謙介, 谿 雄祐, 長田 典子 (関西学院大学) 

 

一般セッション R1                   会場:中会議室 2 (2F) 

6 月 23 日(金)15:10-16:25 「画像処理 1」         座長：新垣 仁（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

13. 【R1-1】キャッシュ型複数品質動画像配信システムにおける時間情報を利用した動画像管理方式の一考察 

 児玉 明（広島大学） 

14. 【R1-2】高時間分解能制御に基づく映像生成技術の基礎検討 

 〇坂東 幸浩, 高村 誠之, 清水 淳（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

15. 【R1-3】グリーンノイズマスクを用いた印刷耐性のある電子透かしの検討 

 河村 尚登（カワムラ・テクノラボ） 



6 月 23 日(金)16：30-17：45 「画像処理 2」      座長：坂東 幸浩（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

16. 【R1-4】スタイル別コーディネートにおけるアクセサリレコメンド手法 

 〇片岡 香織, 数藤 恭子, 杵渕 哲也（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

17. 【R1-5】Mobile Mapping System 計測点群からの樹木幹の検出-スイープ形状物検出のための特徴抽出- 

 〇新垣 仁, 筒口 拳, 杵渕 哲也（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

18. 【R1-6】多数の物体が写る深度画像からの Object Proposal 

 〇細野 峻司, 田良島 周平, 黒住 隆行, 杵渕 哲也（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

 

学生セッション S                会場:会議室 202,203 （2F） 

6 月 24 日(土) 9：20-10：40 「画像処理 3」      座長：杵渕 哲也（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

19. 【S-1】RGB-D 動画像処理を用いた要介護者の食事状況認識に関する検討 

 〇矢野 翔大, 藤本 篤人, 大川内 隆朗, 大谷 淳（早稲田大学） 

20. 【S-2】環境モニタリングロボットの視覚情報処理を用いた森林における起点への帰還法の検討 

 〇藤本 裕之, 石井 裕之, 大谷 淳, 大和 淳司, 高西 淳夫（早稲田大学） 

21. 【S-3】似顔絵自動生成法のための深層学習による顔画像中の髪領域抽出の検討 

 〇田中 雄也, 大谷 淳, 川村 春美（早稲田大学） 

22. 【S-4】ガス管内探査ロボットの視覚情報を用いた進行距離推定方法に関する研究 

 〇杉田 愛, 徐 栄, 石井 裕之, 大谷 淳, 高西 淳夫（早稲田大学） 

6 月 24 日(土) 10：50-11：50 「画像処理 4」     座長：岩崎 裕江（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

23. 【S-5】ドローンの墜落時点推定に有効なカメラ・センサデータ処理法の基礎的検討 

 〇秦野 勇作, 陳 怡, 大谷 淳（早稲田大学） 

24. 【S-6】超解像技術搭載スマートフォンの性能評価 

 〇窪田 絢, 合志 清一（工学院大学） 

25. 【S-7】A Fast Sliding Voxel approach to detect 3D Planes in Unorganized Point Clouds 

 〇Jaime SANDOVAL, Kazuma UENISHI（Shinshu University）, Munetoshi IWAKIRI (National Defense Academy of Japan),  

 Kiyoshi TANAKA（Shinshu University） 

 

一般セッション R2               会場:会議室 202,203 （2F） 

6 月 24 日(土)13：10-14：00 「画像処理 5」        座長：小林 直樹(埼玉医科大学）  

26. 【R2-1】平面形状の安定性を活用した尤度付き VKOP 

 〇植西 一馬, サンドバル ハイメ（信州大学）, 岩切 宗利（防衛大学校）, 田中 清（信州大学） 

27. 【R2-2】4K カメラ用フォーカスアシストの開発 -暗い場所でも高ノイズ耐性を実現- 

 合志 清一（工学院大学） 

6 月 24 日(土) 14：05-15：20 「ホログラム」       座長： 筒口 拳（NTT メディアインテリジェンス研究所） 

28. 【R2-3】Z 軸掃引スクリーンへの軌跡を用いたホログラムの空間立体表現の評価方法 

 -ポリッドスクリーンを用いて点光源法の再生像の断層写真を撮る方法- 

 〇戸塚 真隆（元湘南工科大学）, 高野 邦彦（東京都立産業技術高等専門学校）, 佐藤 甲癸（元湘南工科大学） 

29. 【R2-4】キャビテーションバブル方式を利用した投影型ホログラフィ装置の検討 

 〇高野 邦彦, 須賀 凜太郎（東京都立産業技術高等専門学校）, 今野 哲史(群馬大学),  

 佐藤 甲癸（元湘南工科大学）, 浅井 紀久夫(放送大学) 

30. 【R2-5】ホログラフィック投影像のカラー化に向けた多重再生法について 

 〇高野 邦彦（東京都立産業技術高等専門学校）, 今野 哲史(群馬大学),  

 須賀 凜太郎（東京都立産業技術高等専門学校）, 佐藤 甲癸（元湘南工科大学）, 浅井 紀久夫(放送大学) 

 

オーガナイズドセッション            
 

セッション O 「静止画符号化はどこに向かうのか」                              会場:中会議室 1（2F） 

6 月 24 日(土) 9：20-12：00 座長： 小野 文孝（東京都市大学）   25 分/件(質疑，交替等含)  

31. 【O-1】JPEG 新標準化状況と Privacy & Security 

 石川 孝明（早稲田大学） 

32. 【O-2】JPEG Pleno 標準の動向 

 原 潤一（リコー） 

33. 【O-3】JPEG・JPEG 2000・JPEG XR・JPEG XT 概要－SC 29/WG 1 で勧告された多値静止画符号化方式比較－ 

 小川 茂孝（アイシーティリンク） 

34. 【O-4】階層画像符号化で新たな IoT アプリ 

 水野 雄介（メガチップス） 

35. 【O-5】HEVC Intra の圧縮技術と次世代符号化に向けた動向 

 中神 央二（ソニー） 

 



36. 【O-6】パネルディスカッション -静止画符号化の今後- 

 講演者全員 （コーディネータ：小野 文孝（東京都市大学）） 

 

 企画セッション             
 

セッション T1 「IoT 応用の進展」(安全な暮らしのための情報技術（SSC)研究会担当)     会場:中会議室 1（2F） 

6 月 23 日(金) 9：30-11：55  座長: 中西 浩（マレーシア工科大学）         30 分/件(質疑，交替等含) 

37. 【T1-1】IoT の現状の総括と展望 

 中岡 玲 (NTT コミュニケーションズ) 

38. 【T1-2】ドローンによる農作物情報収集と IoT 

 長谷川 克也（宇宙航空研究開発機構） 

39. 【T1-3】IoT-Smart city への適用 

 〇長尾 嘉満, 劉 志博, 稲田 輝, 大河内 志彦, 嶋本 薫（早稲田大学） 

40. 【T1-4】農作物自動収穫への IoT の適用 

 中西 浩（マレーシア工科大学） 

 

セッション T2 「デジタルプリントの現状と展望」 (VMA(Versatile Media Appliance)研究会担当)    会場:中会議室 1（2F） 

6 月 23 日(金) 15：10-18：30  座長：深見 拓史(インターメディアジャパン), 小町 祐史（国士舘大学）        

           30 分/件(質疑，交替等含) 

41. 【T2-1】日本のデジタル印刷の夜明け -日印産連デジタル印刷調査から- 

 郡司 秀明（日本印刷技術協会） 

42. 【T2-2】HID2017 にみる連帳ＩＪデジタル印刷機と後加工機の 新動向 

 井上 秋男（メディアテクノス） 

43. 【T2-3】デジタルプリンタベンダーの展望 “キヤノン ” 

 宮崎 進（キヤノン） 

44. 【T2-4】デジタルプリントサービスをどのように位置づけるか？ 

 林田 桂一（東京文久堂） 

45. 【T2-5】IoT/Industrie 4.0 のもたらす近未来 

 水野 秀也（ハイデルベルグジャパン） 

46. 【T2-6】パネルディスカッション 

 講演者全員 （コーディネータ：郡司 秀明（日本印刷技術協会）） 

 

セッション T3 「国際標準化の新潮流と人材育成」（国際標準化教育(STD)研究会担当)       会場:中会議室 1 （2F） 

6 月 24 日(土) 13：00-15：15  座長: 黒川 利明（デザイン思考教育研究所）, 岡本 秀樹（アズビル）             

          50 分/件(質疑，交替等含) 

47. 【T3-1】標準化活動の重要性をどう訴えるか 

 山田 肇（情報通信政策フォーラム） 

48. 【T3-2】標準化人材を育成する３つのアクションプラン-策定経緯、取組状況について- 

 辻田 美紗（経済産業省） 

49. 【T3-3】標準化スキルスタンダード改訂私案 

 黒川 利明（標準化活動スキル標準スタディグループ／ デザイン思考教育研究所） 

 

セッション T4 「共通領域(AIM)と UAV 応用」（建築と画像電子の共通領域(AIM)研究会担当)    会場: 中会議室 1 （2F） 

6 月 24 日(土) 15：30-18：30  座長:小町 祐史（国士舘大学）, 谷 明勲（神戸大学）    25 分/件(質疑，交替等含) 

       予定説明               劉 江(早稲田大学)                                                  

       国土政策/地域活性について  舘 逸志（地域活性学会副会長（国土交通省政策統括官））                  

50. 【T4-1】音楽と映像のコラボレーションその現状と今後 

 〇金田 北洋（大阪府立大学/キヤノン）, 〇斎藤 恵美子（音楽プロデューサ） 

51. 【T4-2】シェル構造の研究 -強さの秘密から振動減衰まで 

 新宮 清志（日本大学名誉教授，総合資格特別顧問） 

52. 【T4-3】ドローン応用の進展 

 中西 浩（マレーシア工科大学） 

53. 【T4-4】ドローンのアプリケーションと飛行実験 

 入江 寿弘（日本大学） 

54. 【T4-5】Interactive Pin3D Images, Mobilizing Your Businesses 

 Douglas Wang（Pin3D CEO（Canada）） 

55. 【T4-6】ドローンを用いた精密農業への取り組み 

 長谷川 克也（宇宙航空研究開発機構） 

 



セッション T5 「地域コミュニティ活動と異文化交流における画像情報の活用」（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞとｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ(DSG)研究会）担当)    

6 月 24 日(土) 15：40-18：30  座長:大野 邦夫（モナビ IT コンサルティング）, 新 麗（IIJ イノベーションインスティテュート）   

             会場: 中会議室 202・203 （2F） 

           30 分/件(質疑，交替等含) 

56. 【T5-1】音楽と画像コンテンツへのメタデータ技術の応用 

 新 麗（IIJ イノベーションインスティテュート） 

57. 【T5-2】民話デジタル・アーカイヴの可能性について 

 樋口 淳（専修大学） 

58. 【T5-3】コンピュータ・グラフィックスを用いる地磁気逆転現象のモデル化と地域活性化の検討 

 梶原 俊男（シンクタンク碁ルネッサンス）, 大野 邦夫（モナビ IT コンサルティング） 

59. 【T5-4】スカイプを活用した英語学習によるコミュニケーション活性化の考察－大学英語授業調査より－ 

 〇木村 登志子（横浜商科大学），大野 邦夫（モナビ IT コンサルティング） 

60. 【T5-5】言語習得プロセスにおける画像情報の役割 

 〇大野 邦夫（モナビ IT コンサルティング）, 木村 登志子（横浜商科大学） 

 

 

 

 

 

  インターンシップ相談コーナー 出展社 （6/23(金)9:30-18:50） 
                                      展示場所：中会議室 1，2 前ロビー（2F）  
 

     ・KDDI 総合研究所            ・シリコンスタジオ株式会社    

     ・株式会社スクウェア・エニックス    ・STUDIO4℃ 

     ・チームラボ株式会社          ・株式会社フォトン・アーツ    

     ・株式会社ポケット・クエリーズ     ・株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 
 

 

 

 

  企業展示 （6/23（金）9:30-18：50） 
                                            展示場所：一橋講堂前ロビー（2F） 
 

       ・CG-ARTS 協会              ・シリコンスタジオ株式会社 
      （公益財団法人 画像情報教育振興協会）    

     ・株式会社 FOVE              ・Paneo 株式会社 
 

 

 

 

  2016 年度 画像電子技術賞展示 （6/23-24 10：00-18：00） 
                                         展示場所：一橋講堂前ロビー（2F） 
 

  技術名： 

「24 時間連続稼動全天球ライブストリーミングカメラ RICOH R Development Kit」 

 
  生方 秀直，寺尾 典之，久野 恭輔，竹尾 光治，山浦 慎一，水谷 重朗（株式会社リコー）， 

  山中 学（リコーテクノロジーズ株式会社），今 孝太（リコーＩＴソリューションズ株式会社） 
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大会テーマ「協創で築く豊かな画像文化－Enriched Imaging Culture by Co-innovation」　   期日：2017年6月23日（金）, 24日（土）　　　場所：一橋講堂

一橋講堂(２階) 中会議室１(２階) 中会議室２(２階) 会議室２０２，２０３(２階) 廊下(2階)

500名スクール 68名スクール 68名スクール ４８名～スクール ポスター　/受付(9:00)

講演・他

受付
(9:15)

9:15 9:15 開会の挨拶
9:15-総会準備

9:30-11:10
総会（代議員会 ）
新旧合同理事会

6月23日（金） 11:30-12:00
Poster Fastforward
VC23件+MC10件
企業ブース4件，インターン8件

12:00 、 12:00-13:00  CGVI委員会

13:00

15:00
15:10 15:10-16:30 ＜セッション3：コンテンツ関

連技術＞ （4件）座長：岡部誠 (静岡大
学)
16:40-17:40 ＜オーラルセッション4：形
状処理・反射計測＞ （3件）座長：櫻井快
勢 (UEIリサーチ)

17:45-18:55
ポスターセッション（1） （VC25件
+MC5件）（会場：一橋講堂前ロ
ビー）

17:45-18:55
ポスターセッション1
会場：講堂前ロビー

19:00

21:00

中会議室４＋３＋２（2階） 中会議室１(２階) 会議室２０２，２０３(２階) 特別会議室1(１階) 廊下(2階)

84名スクール(スクリーン150インチ 68名スクール 48名＋αスクール 24名＋ロの字 パネル

9:10

12:20
6月24日（土） 　

(昼休み)
12:20-13:00  VC委員会

13:00

15:30 15:10-16:20
ポスターセッション（2）（VC20件
+MC5件）（会場：中会議室前ロ
ビー）

16:30

18:30 18:30　閉会の挨拶

VCオーラル22件，
ポスター23件（うちMC10件），
プロダクション3件，SIIGRAPH6件

一般11件，学生7件，企画24
件，
オーガナイズド6件

特別講演2件

VC/GCADシンポジウム OS/企画ｾｯｼｮﾝ 一般/学生 委員会・予備会議室 ﾎﾟｽﾀｰ

9:20-10：20 ＜セッション1：3Dモデル生
成・検索＞（3件）
 座長：井尻敬 (芝浦工業大学)
10:25-11:25＜セッション2：画像特徴解
析＞ （3件）
座長：楽詠灝 (東京大学)

9:30-11:55
 【安全な暮らしのための情報技
術（SSC)】T1（4件）
座長：中西浩（ﾏﾚｰｼｱ工科大
学）

15：10-18：30
【VMA】T2（6件）
座長：深見拓史（ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ）, 小町 祐史（国士舘大学）

定員

13:00-15:00 特別講演（2件） 座長：森島 繁生 (早稲田大学)  　会場：一橋講堂
講演題目: ・ Saya Virtual Human Projects－デジタルヒューマンの可能性－  講演者：TELYUKA(石川晃之, 石川友香）
　　　　　　 ・ 映画「この世界の片隅に」の制作について                            講演者：片渕須直（アニメーション映画監督）

 19:00-20：45 表彰式+懇親会（会場：レパスト）

【一般ｾｯｼｮﾝ】R1
15：10-17：45　画像処理1,2　(6
件）　座長：新垣仁（NTT）,
　　　 坂東幸浩（NTT）

9：30-18:50
「インターンシップ相談コー
ナー」
会場：中会議室１，２前ロ
ビー

「画像電子技術賞展示」
「企業展示」
会場：一橋講堂前ロビー

9:10-10:10＜セッション5：映像生成・評
価＞（3件） 座長：藤堂英樹 (中央学院大
学)
10:15-11:15 ＜セッション6：データドリブ
ン映像生成＞ （3件）座長：金井崇 (東京
大学)
11:20-12:20 ＜セッション7：形状モデリン
グ技術＞ （3件）座長：高山 健志 (国立
情報学研究所)

会　　場

15:10-16:20
ポスターセッション2
会場：中会議室前ロビー

16:30-18:30
＜SIGGRAPH2017セッション＞
 （6件）座長：向井 智彦 (東海大
学)

13:00-15:15
【国際標準化教育(STD）】T3（3
件）
座長：黒川利明（デザイン思考
教育研究所），岡本秀樹（アズビ
ル）

15:40-18:30
【デジタルサイネージとインタラ
クション(DSG）】T5(5件）
座長：大野邦夫（ﾓﾅﾋﾞITｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ）, 新 麗（IIJイノベーション
インスティテュート）

15:30-18:30
 【建築と画像電子の共通領域
（AIM）】T4(6件）
座長：小町祐史（国士舘大学），
谷明勲（神戸大学）

13:10-15:20
【一般ｾｯｼｮﾝ】R2
画像処理5/ホログラム(5件）
座長：小林 直樹(埼玉医科大
学）,
　　　　筒口 拳（NTT）

9:20-12:00
【オーガナイズドセション】O （6
件）
静止画符号化はどこに向かうの
か
座長：小野文孝（東京都市大
学）

13:20-15:05
＜プロダクションセッション＞ （3
件）
座長：德吉雄介 (スクウェア・エ
ニックス)

9:20-11:50
【学生ｾｯｼｮﾝ】S
　画像処理3,4 (7件）
座長：杵渕 哲也（NTT）,
　　　　岩崎 裕江（NTT）

会　　場

定員

発　　表 講演 講演 パネル講演

VC/GCADシンポジウム 企画ｾｯｼｮﾝ 一般・学生/総会・理事会・ 委員会・予備 展示／ﾎﾟｽﾀｰ
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