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ジュニア＆学生ポスターセッション

【３月 7日（火）】　午前 9：30 〜 12：30
ISS-A-001：	 リザバーコンピューティングによる波形データの評価

井上玲於奈，篠原颯哉，相原　威（玉川大）
ISS-A-002：	 WebAssembly を用いたブラウザ上で完結するC言語のTDD式学習システムの構築と提案

小畠一泰，井上浩孝（呉高専）
ISS-A-003：	 ピアノ初心者の音を楽譜上に自動コメントするアプリケーションの提案

玉井　遥，田邉　造（諏訪東京理科大）
ISS-A-004：	 心臓弁とその周辺部位に対するオプティカルフロー解析を用いた動態サイクルの可視化

前地一輝，金井　翼（諏訪東京理科大），青山純也（ハーバード大），田邉　造（諏訪東京
理科大），宮城泰雄（日本医科大）

ISS-A-005：	 打音検査のためのスペクトログラムモルフォロジカル雑音抑圧法
内山竜吾，田邉　造（諏訪東京理科大）

ISS-A-006：	 国内アーティストの作詞に基づいた自動歌詞生成ーマルコフ連鎖によるフレーズ生成ー
渡邉脩司，大和淳司（工学院大）

ISS-A-007：	 人狼知能における状況分析のための因果モデル構築
宮川知大，大和淳司（工学院大）

ISS-A-008：	 人狼知能における人狼陣営の勝率を上げる人狼陣営場面ごとの行動の分析
吉野龍太郎，大和淳司（工学院大）

ISS-A-009：	 目標航路を行動とする強化学習ベース多船航路探索法における探索能力の向上に関する研究
寺口　凌，神尾武司，藤坂尚登（広島市立大）

ISS-A-010：	 医療機関名称をキーとした医療オープンデータ結合方式の検討
荒木舞那，松尾仁司（高崎健康福祉大）

ISS-A-011：	 もやしの成長過程における草丈自動測定システムの開発
元　聖剛，小田井　圭（国士舘大）

ISS-A-012：	 マルチホップ推論に向けた機械読解の精度向上
福迫太一，古川翔大（鹿児島高専）

ISS-A-013：	 自然画像からの自動ピクセルアート生成
潟山央貴，古川翔大（鹿児島高専）

ISS-A-014：	 鉄道運賃制度を活用した乗換案内システムの提案
宮崎琢生，松田晴英（芝浦工大）

ISS-A-015：	 音声認識を用いたグループディスカッションの可視化
藤沼恵也，間野一則（芝浦工大）

ISS-A-016：	 視線推定を用いた理解度測定の一検討
阿部有紗，西村広光（神奈川工科大）

ISS-A-017：	 環境モニタリングロボットにおける SLAMにより生成した環境マップを用いた森林環境の変
化検出手法に関する検討
小島康士朗，佐島　遼（早大），大和淳司（工学院大），大谷　淳（早大）

ISS-A-018：	 ヒューマンモーションデータを用いた衝突回避のための行動予測
梅谷恭平，酒澤茂之（阪工大）

ISS-A-019：	 避難所運営支援向け危機管理システムの検討
森上　優，蓬莱健太，窪田晧介，山田千尋，豊味諒磨，尾崎敦夫（阪工大）

ISS-A-020：	 商品購入情報および店舗滞在時間を利用した経路推定手法の検討
片島智幸，芥川大樹，吉川翔太，矢頭健太，船間直希，朝野眞優子，尾崎敦夫（阪工大）
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ISS-A-021：	 スマートカーナビゲーション方式の提案～気象状況を反映した精度向上～
矢頭健太，尾崎敦夫（阪工大）

ISS-A-022：	 スマートカーナビゲーション方式の提案～緊急車両を考慮した検討～
芥川大樹，尾崎敦夫（阪工大）

ISS-A-023：	 静電気発光材料を評価するためのシステム開発
大山達也，江口大雅（佐賀大），江頭正浩，坂本昌孝，菊永和也（産総研）

ISS-A-024：	 ナーススケジューリング問題の定式化に対する整数計画ソルバの振る舞い
村上海地，阿部　昇（阪電通大）

ISS-A-025：	 重力波データ解析への応用に向けたHilbert-Huang 変換における保管法の比較検討
梁取大貴，酒井一樹（長岡高専）

ISS-A-026：	 リングダウン重力波の開始時刻推定のためのニューラルネットワークの最適な構成の検討
大湊悠貴，酒井一樹（長岡高専）

ISS-A-027：	 瞑想の深さ判別に向けた脳波データの特徴可視化手法の検討
見角優樹，酒井一樹（長岡高専）

ISS-A-028：	 泥棒の速度が異なるCops	and	Robbers の格子上における戦略
小森良汰朗，武永康彦（電通大）

ISS-A-029：	 チャージシェア型 SRAMを用いたハミング距離検索機能付きCAMの回路構成と消費電力の
一検討
澤田桐弥，西口大嗣，伊藤祥磨，福原雅朗（東海大）

ISS-A-030：	 介護向け見守りシステムのための擬網膜カメラの提案・検討
壽乃田林太郎（東京工科大），野村　博（東京医療センター），亀田弘之（東京工科大）

ISS-A-031：	 中間言語を用いた自動バグ修正システム
田畑優吾，阿部清彦（東京電機大）

ISS-A-032：	 多様な残響環境下における深層学習によるブラインド残響ノイズ除去手法に関する研究
片倉多智，荒井秀一（東京都市大）

ISS-A-033：	 微小交流磁界重畳法を用いた超伝導体の臨界電流特性評価システムの構築
田中倖太，倪　宝栄（福岡工大）

ISS-A-034：	 e-Testing における連続した文字による筆記認証法の提案
辰川力駆，加納　徹（東京理科大），川又泰介（成蹊大），赤倉貴子（東京理科大）

ISS-A-035：	 古文書における形態素解析を用いた単語検出
片山歩希，松尾賢一（奈良高専）

ISS-A-036：	 採点ミス発見支援システムにおける分離抽出精度向上に向けた改良
村本幸次郎，松尾賢一（奈良高専）

ISS-A-037：	 浮動小数点を導入したスタック計算機の末尾呼び出し最適化のコンパイルの可能性について
氏家雄司，塩谷　勇（法政大）

ISS-A-038：	 焼きなまし法を用いた大きな覆面算の生成
浦川大輝，山本修身（名城大）

ISS-A-039：	 3 次元身体部位位置推定技術と機械学習判別機を用いた骨格スタイル診断の実現可能性の初
期的検証
米川竜世，小野村優希，中田洋平（明大）

ISS-A-040：	 サッカーにおける幾何学的フォーメーション特徴量からのゴール確率算出法と算出したゴー
ル確率の可視化法の検討
小林大晃，齊藤　聖，中田洋平（明大）

ISS-A-041：	 バスケットボール	3	次元可視化ツールの	NBA	位置情報への適応
江口暉琉，中田洋平（明大）
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ISS-A-042：	 チームスポーツに対する幾何学的フォーメーション特徴量とグラフ深層神経回路網を融合し
たフォーメーション解析法の検討
高木駿佑，中田洋平（明大）

ISS-A-043：	 自律型ドローンと画像解析技術を用いた審判補助システムの検討
朝　順悦，中田洋平（明大）

ISS-A-044：	 ASR・MT・TTSによる多言語音声翻訳システムの構築と評価
趙　澤毅，林　実（明星大）

ISS-A-045：	 水中ドローンを活用した環境状態センシングシステムの検討
岩城謙伸，山本　寛（立命館大）

ISS-A-046：	 準天頂衛星システムの稠密観測による可降水量のリアルタイム推定システムの検討
樋口季恵，山本　寛（立命館大）

ISS-A-047：	 水中ドローンを用いたマイクロプラスチックの回収ネットワークシステムの検討
三本祥成，山本　寛（立命館大）

ISS-A-048：	 多種デバイス /サービスによるNFTコンテンツの正しい利活用を管理する高信頼基盤の検
討
荒木羅衣也，山本　寛（立命館大）

ISS-A-049：	 三次元 LiDARを活用した駅ホームにおける転落防止システムの検討
小山裕介，山本　寛（立命館大）

ISS-A-050：	 循環型農業の運用を支援する広域センサネットワークシステムの検討
由上智也，山本　寛（立命館大）

ISS-A-051：	 長距離省電力無線通信による遭難者の健康状態観測メッシュネットワークシステムの検討
首藤拓人，山本　寛（立命館大）

ISS-A-052：	 豪雪地帯の路面状態を検知する多種センサを用いたセンサネットワークシステムの検討
松並萌々音，山本　寛（立命館大）

【３月 7日（火）】　午後 13：30 〜 16：30
ISS-P-001：	 CMOSインバータを使用した低電源電圧積分器の設計

新田頼豪，水島大輔，津田紀生，五島敬史郎（愛知工業大）
ISS-P-002：	 InGaAs/GaAs	積層量子ドットの違いにおける光学特性の解析

廣瀬　謙，五島敬史郎（愛知工業大）
ISS-P-003：	 X 線による建築物透過無線通信の研究

瀧川賜恩（横須賀高校），太田現一郎（横須賀テレコムリサーチパーク）
ISS-P-004：	 磁界共振方式ワイヤレス電力伝送の 50Hz 商用電源利用の研究

長江俊介，佐々木　楓，後藤優真（横須賀高校），太田現一郎（横須賀テレコムリサーチパー
ク）

ISS-P-005：	 海馬歯状回における 2入力応答への抑制性細胞の影響
木場紫音，亀井和久，門傳忠叡，中島直樹，相原　威（玉川大）

ISS-P-006：	 短波長赤外線カメラと深層学習を用いた物体の濡れを検出するビジョンシステムの開発
林元辰己，古賀崇了（近畿大）

ISS-P-007：	 画像処理を用いた対話ロボットとの対話意欲の推定
武田　怜，大和淳司（工学院大）

ISS-P-008：	 東京都での 1回目の緊急事態宣言の発出時期の数理モデルによる検証
髙田海人，大和淳司（工学院大）

ISS-P-009：	 位置関係を考慮した画像キャプション生成
守屋　響，大和淳司（工学院大）



（4） この目次は、インターネット講演申込登録のデータを元に作成されています。A- ○、P- ○：一般発表、SP- ○：選奨枠発表  
著者欄にある○：ジュニア奨励賞の受賞対象者

【目次】	 情報・システムソサイエティ特別企画

ISS-P-010：	 心臓超音波検査における精密な計測のためのセンサ情報の連携と分析
関根大毅，大和淳司，三上　弾（工学院大），武井康悦（東京医科大）

ISS-P-011：	 木構造再帰ニューラルネットワークとGCNを用いた噂の検出
秋信航大，田村慶一（広島市立大）

ISS-P-012：	 モノアラガイの移動量自動測定システムに関する研究
林　キン（国士舘大），伊藤悦郎（早大），小田井　圭（国士舘大）

ISS-P-013：	 静電気誘起発光を用いたタッチレスデバイスの開発
阿部彗菜（佐賀大），菊永和也（産総研）

ISS-P-014：	 複数巡回セールスマン問題に対するシミュレーテッドアニーリングに類似した手法の提案
米谷慧哉，杉本拓哉，阿部　昇（阪電通大）

ISS-P-015：	 継続性に着目したタイピングゲームの開発とその効果の検証
渡邉裕貴，大橋裕太郎（芝浦工大）

ISS-P-016：	 ゲーミフィケーションを用いた音楽理論学習アプリの開発
高山直弥，大橋裕太郎（芝浦工大）

ISS-P-017：	 筋力トレーニングの動作に連動したスマートウォッチ声援アプリケーションの開発と検証
竹下大貴，大橋裕太郎（芝浦工大）

ISS-P-018：	 外国にルーツを持つ学習者のための化学用語学習教材の開発
徳本真優，石井朱美（芝浦工大）

ISS-P-019：	 OpenBCI	と	FES	を用いた	BCI	リハビリテーションシステムの構築
大西達也，尾山匡浩，清水俊彦，小澤正宜，AMAR	Julien，酒井昌彦（神戸市立高専）

ISS-P-020：	 スペクトログラム画像とGoogLeNet を用いたアラーム音の識別実験
藍原直大，佐野将太，田中　博（神奈川工科大）

ISS-P-021：	 森林環境におけるロボットの走行判断のための植物の柔軟度の非接触推定の検討
佐島　遼，小島康士朗，鈴木優太（早大），大和淳司（工学院大），大谷　淳（早大）

ISS-P-022：	 臭気を対象とした検知 ･予測システムの提案	ー北海道別海町への適用例ー
小畑　開，後藤佑介，石本真也，渡辺一貴，宮田　祈，岡村涼平，尾崎敦夫（阪工大）

ISS-P-023：	 強化学習に基づく分散協調型捜索手法の検討
朝野眞優子，尾崎敦夫（阪工大）

ISS-P-024：	 没入型VRスポーツ体験による心理変化の調査
河野将輝，大西克彦（阪電通大）

ISS-P-025：	 VR介護トレーニングシステムの検討
柏野雄介，大西克彦（阪電通大）

ISS-P-026：	 階段歩行動作を取り入れたVR暴露療法システムの検討
荒砂洸貴，大西克彦（阪電通大），小枝正直（岡山県立大），登尾啓史（阪電通大）

ISS-P-027：	 スクロール表示文章の読み時における読み速度とユーザ特性の関係
赤倉志暢，森田ひろみ（筑波大）

ISS-P-028：	 重力波波形抽出のためのフィルタを生成するニューラルネットワークの検討
高野光生，酒井一樹（長岡高専）

ISS-P-029：	 IoT を活用した自動灌水システムの構築と灌水条件がトマト生育に与える影響の調査
箭内奏依，酒井一樹（長岡高専）

ISS-P-030：	 データ解析によるトマトの生育中の土壌と実の糖酸度の関係性の調査
伊藤隆希，酒井一樹（長岡高専）

ISS-P-031：	 メル周波数ケプストラム係数を用いた音声識別アルゴリズムの提案
溝上　響，亀田弘之，野村　博（東京工科大）
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ISS-P-032：	 Study	on	Safety	Distance	Model	of	Fleet	Based	on	Vehicle	Communication	-	More	About	
Communi	–
Alali	Ahmed，Hiroyuki	Kameda（Tokyo	Univ.	of	Technology）

ISS-P-033：	 Technology	Driven	Agility	in	Unmanned	Aerial	Vehicle	System
Ahmed	Alali，Hiroyuki	KAMEDA（Tokyo	Univ.	of	Technology）

ISS-P-034：	 Advances	in	Drone	Technology	Applications	and	Control
Alhefeiti	Ali，Hiroyuki	KAMEDA（Tokyo	Univ.	of	Technology）

ISS-P-035：	 Proposal	and	Implementation	of	Car	Safty	Device	"Communi"
Mohammed	Alkaabi，Hiroyuki	KAMEDA（Tokyo	Univ.	of	Technology）

ISS-P-036：	 デジタル支払いによる消費習慣への影響
林　志成，川澄正史（東京電機大）

ISS-P-037：	 Exif	メタデータと全方位画像を活用した画像検索に基づく現在位置推定
平野昭真，山本洋太，谷口行信（東京理科大）

ISS-P-038：	 磁気スキルミオンを用いたスパイキングニューロン素子の検討
岡　大輔，河原尊之（東京理科大）

ISS-P-039：	 テキストによる広告画像生成のための真正画像と生成画像の比較調査
島村礼子，大田美空，新田直子（武庫女大）

ISS-P-040：	 糖尿病に関する生体分子ネットワークの構築
中島　唯，Sapkota	Achyuta（木更津高専）

ISS-P-041：	 広告画像生成のための自動生成テキストの有効性の検証
中田景子，大野ひとみ，辻　萌々華，新田直子（武庫女大）

ISS-P-042：	 細胞培養操作における培地交換の	VR	システム化
中島彰彦，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-P-043：	 ITA、ROHAN4600 コーパスを用いた日本語の自動読唇精度向上に関する研究
井上優也，倪　宝栄（福岡工大）

ISS-P-044：	 音響特徴と歌詞特徴を用いた楽曲の感情分類手法の提案
今村環紀，倪　宝栄（福岡工大）

ISS-P-045：	 ベイズ推定におけるマウス操作特性の推定について
下園加琳，塩谷　勇（法政大）

ISS-P-046：	 格子図形における錯視の生起と消失を説明する神経回路モデル
佐野　慧，平原　誠（法政大）

ISS-P-047：	 日経平均株価予測におけるデータ分割手法の検討
畑仲優輝，平原　誠（法政大）

ISS-P-048：	 聴覚刺激が運動刺激のスピード知覚に与える影響
経田周優，平原　誠（法政大）

ISS-P-049：	 動画像における 3次元特徴点を用いた日本人の基本感情と表情の相関性について
篠原陸人，赤松　茂（法政大）

ISS-P-050：	 MediaPipe で生成した顔点群に対するConditional	VAEを用いた表情操作
間世田　秀，赤松　茂（法政大）

ISS-P-051：	 アプリケーション情報を用いたハンドオーバの検討
猿谷康平，塚越亮介，出川侑暉，毛利友威，末田欣子（明星大），小池　新（東京家政大）

ISS-P-052：	 ROS2 の画像通信に基づく制御へのネットワーク品質の影響について
櫻井　誉，松本さくら，木田　陸，池垣綾乃，末田欣子（明星大），小池　新（東京家政大）
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【３月８日（水）】　11：00 〜 15：00
ISS-SP-001：	 サスティナブルファッションへ向けたセンシングデバイスによる打ち込みのDX化

○川﨑大誠，宜保達哉（旭川高専）
ISS-SP-002：	 道路紋様を用いた速度推定法における一般道路走行時の車速推定精度についての検討

村上　源，太田俊介，横川智教，有本和民，佐藤洋一郎（岡山県立大）
ISS-SP-003：	 既存の救助訓練用ダミーへの装着を前提とした救助訓練評価システム

三宅翔大，太田俊介（岡山県立大），西岡裕助，服部良介，柳迫浩之（岡山市消防局），佐
藤洋一郎（岡山県立大）

ISS-SP-004：	 テイラー展開に基づく近似的射影変換法とその評価
浜田　篤（岡山県立大），近藤真史（岡山理科大），太田俊介，横川智教，佐藤洋一郎（岡
山県立大）

ISS-SP-005：	 NoC に基づく血管径計測手法におけるネットワークトポロジの検討
江野口裕希（岡山理科大），横川智教，佐藤洋一郎（岡山県立大），近藤真史（岡山理科大）

ISS-SP-006：	 モデル蒸留に基づく分散環境下における連合学習
阿比留祥太，田村慶一（広島市立大）

ISS-SP-007：	 Attention 機構に基づくFCNモデルを用いた時系列データ分類
宮本颯矢，田村慶一（広島市立大）

ISS-SP-008：	 ツイッターコンテンツから生成される情報の偏りに関する研究
陸　易，高橋幸雄，一島力男（国士舘大）

ISS-SP-009：	 空・水ドローンと流水センサーの連携による革新的海難警告システムの提案
○古堅飛向，宜保智也，平良心輝，星　草汰，伊敷真之介，相島和貴，西田皓太，亀濵博紀，
中平勝也（沖縄高専）

ISS-SP-010：	 THz 液晶デバイスのトポロジー最適化
○保坂真志，佐藤裕汰，田中将樹（秋田高専），佐々木友之（長岡技科大），	
伊藤桂一（秋田高専）

ISS-SP-011：	 FCNを用いた金属画像の粒界と双晶の分離
○河原圭佑（松江高専），若林英輝（島根大），渡部　徹（松江高専）

ISS-SP-012：	 微細粒と粗大粒が混合した合金のFCN粒界判別
○万代七聖（松江高専），若林英輝（島根大），渡部　徹（松江高専）

ISS-SP-013：	 無線チャネル特性を考慮した連合学習ネットワークにおけるユーザ選択法の性能評価
○古木琢磨，山崎悟史（沼津高専）

ISS-SP-014：	 車いすの自動ブレーキ化
○高田佑吾，森屋　岬，小柳太陽，廣田怜香（多摩科技高）

ISS-SP-015：	 室内家具転倒の震度を表すWEBアプリの開発
○恩田祥太朗，中　春香，大下蒼司，小野柊也，廣田怜香（多摩科技高）

ISS-SP-016：	 アイトラッキング技術を使用した介護支援システムの開発
○根本琴音，吉田　彩，遠藤苺乎，廣田怜香（多摩科技高）

ISS-SP-017：	 英文から編み図を生成する
○川島　遼，廣田怜香（多摩科技高）

ISS-SP-018：	 縮小化を用いたイラストの作画ミス発見のためのアプリケーション
○石井純礼，赤松未悠，吉川鈴夏，廣田怜香（多摩科技高）

ISS-SP-019：	 画像認識を用いたパーソナルカラー診断
○林　茉里佳，山野渚沙，西野洋介（多摩科技高）

ISS-SP-020：	 サイコロの重心と確立の関係について
○伊佐温喜，橋本　隻，西澤淳夫（千里高）



（7）この目次は、インターネット講演申込登録のデータを元に作成されています。A- ○、P- ○：一般発表、SP- ○：選奨枠発表
著者欄にある○：ジュニア奨励賞の受賞対象者 

情報・システムソサイエティ特別企画	 【目次】

ISS-SP-021：	 PSPNet の質感に対するクラス分類精度の評価と考察
○岡村一矢，松村　遼，北風裕教（大島商船高専）

ISS-SP-022：	 深層学習を用いた海洋ごみ認識システムの一考察
○Muhammad	Daniel	Mukhlis	Bin	Mahmod，日高洸陽，松村　遼，北風裕教（大島商船高専）

ISS-SP-023：	 ロボット・VR・AI 技術を用いたキクラゲ自動収穫システムの開発
○田口　創，松村　遼，北風裕教（大島商船高専）

ISS-SP-024：	 人の姿勢予測に基づいた協働ロボットの動作計画
坂本健太朗，山内悠嗣（中部大）

ISS-SP-025：	 歩行者シミュレータのための深層強化学習による回避行動の改善
○堀内宏輔，上村健二，高橋　章（長岡高専）

ISS-SP-026：	 手画像のハイパースペクトル画素毎分類
河村健太郎，小篠裕子（東京電機大）

ISS-SP-027：	 選択した雰囲気に合わせた空間デザイン
鷹野礼音，小篠裕子（東京電機大）

ISS-SP-028：	 実世界VRシステムのための三次元画像モデル
杉尾達也，小篠裕子（東京電機大）

ISS-SP-029：	 記憶型学習に対する性格の影響度評価
○羽切まどか，佐久間隆友，山本昇志（都立産技高専）

ISS-SP-030：	 手首周りの筋電情報と圧力分布を用いた手指動作の推定
○菊地友央，石井遼太郎，山本昇志（都立産技高専）

ISS-SP-031：	 小腸活性度評価のための超音波B-mode 像の時間 - 空間解析法の提案
宮田　岳，阪田　治（東京理科大）

ISS-SP-032：	 長時間腸音発生頻度変化パターンの分類
斗沢康揮，阪田　治（東京理科大）

ISS-SP-033：	 VRグローブを用いた細胞培養における熟達者と非熟達者の手指動作の比較分析
長田　慧，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-SP-034：	 熟達者の視線パターンを動的フィードバックするデバッグ学習支援システムの提案
吉森航平，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-SP-035：	 VR 機器を用いた協働型化学実験環境に存在する課題を解決するための GUI に着目した手法
の評価
藤原尚志，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-SP-036：	 教師が容易にVR授業コンテンツを作成できる支援システムの開発
小山　陸，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-SP-037：	 e テスティングにおける学習者の視線移動特徴を用いた本人認証手法の開発と評価
徳永　達，加納　徹，赤倉貴子（東京理科大）

ISS-SP-038：	 楽曲の特性に基づくDJ ミックス選曲推薦手法
加藤諒架，桂井麻里衣（同志社大）

ISS-SP-039：	 研究者の活動可視化に向けたウェブページの多クラス分類に関する検討
林　容央，桂井麻里衣（同志社大）

ISS-SP-040：	 赤外光レーザーを用いた人工内耳の開発：経鼓膜レーザー照射による聴覚抹消系への影響
岡本　彩，上中望生（同志社大），玉井湧太（Univ.	Tübingen），小林耕太（同志社大）

ISS-SP-041：	 ３拡張スキャン設計を用いた第二世代冗長遷移故障の判別
○中山　淳，岩田大志，山口健一（奈良高専）

ISS-SP-042：	 非同期式回路におけるスキャン設計のフローの確立
○衛藤　優，山口賢一，岩田大志（奈良高専）
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ISS-SP-043：	 発達心理学に基づいた子供の家庭における読書活動促進システムの提案
○太田　葵（川崎市立真福寺小学校），太田　晶（日本工学院八王子専門学校）

ISS-SP-044：	 ウェブカメラを用いた水位検出のためのハフ変換による池の水面と壁面の境界線抽出
○中浜直優，小林彰人，太田　晶（日本工学院八王子専門学校）

ISS-SP-045：	 ラップ初心者の韻を踏むスキル向上を目指したトレーニングゲームの開発
○山内麻衣（産業能率大），小林彰人，太田　晶（日本工学院八王子専門学校）

ISS-SP-046：	 折り紙教育における積極性向上のための 3DCGによる遊泳オブジェクト表現の活用
北迫希望，池岡　宏（福山大）

ISS-SP-047：	 Spectro-Temporal	Modulation による音声感情認識の調査
村上正悟，森田翔太（福山大）

ISS-SP-048：	 ペルソナデザインにおける成長ペルソナ手法によるデザイン容易性
河村脩平，宮崎光二（福山大），中道　上（福山大 /アンカーデザイン）

ISS-SP-049：	 学生によるポインタデザインに基づくハイフレックス授業環境に適した音量ポインタの検討
三宅　匠（福山大），吉原和明（近畿大），中道　上（福山大 /アンカーデザイン）

ISS-SP-050：	 Instagram「いいね機能」を利用したコンテンツの共感度調査
○庄司早苗（福山大），中道　上（福山大 /アンカーデザイン）


