
インタラクティブセッション
発表者リスト（1日目[1/2]）

3月3日18:00‐20:00
＠舞子の間

論文番号 論文題目 著者（所属） 分野 デモ

A1-1 Web閲覧コンテキストおよびマウスイベントを考慮したユーザプロファイル抽 出方式
の提案

宮脇 佑介, 張 建偉, 河合由起子, 中島 伸介 (京都産大) 情報検索／情報推薦

A1-2 好き嫌いラベルを付与した食材分量のレシピスコアへの影響 中川 明莉沙 (京都産大), 上田 真由美 (京大), 高畑 麻理, 中島 伸介 (京都産大) 情報検索／情報推薦

A1-3 セレンディピティ指向情報推薦のためのフュージョンベースアプローチのユーザ評価 奥 健太, 服部 文夫 (立命館大) 情報検索／情報推薦 あり

A1-4 Twitter上の会話ログを利用した2ユーザに対する話題推薦 蔵内 雄貴, 倉島 健, 岩田 具治, 星出 高秀, 藤村 考 (NTT) 情報検索／情報推薦 あり

B1-1 密なモバイルセンサネットワークにおける複数シンクのデータ収集条件を考慮した
エージェント制御方式

後藤 啓介, 佐々木 勇和, 原 隆浩, 西尾 章治郎 (阪大) ネットワーク

B1-2 スマートフォンを用いたセンサデータ処理収集のためのフレームワーク 義久 智樹, 西尾 章治郎 (阪大) ネットワーク

C1-2 ページを通したユーザコミュニケーション拡張手法の検討 松井優也, 青木 聡, 河合由起子, 張 建偉, 秋山豊和 (京都産大) データマイニング／テキストマイニング あり

C1-3 Affinity Propagation のための高速化手法 藤原 靖宏, 入江 豪 (NTT), 北原 友恵 (日大) データマイニング／テキストマイニング

C1-4 トピックモデルにおけるトピック表現語の導出 嘉村 亘太, 黄 宏軒, 川越 恭二 (立命館大) データマイニング／テキストマイニング あり

D1-1 ローストアとカラムストアを利用したOLAP問い合せ処理における消費電力と処理速
度の関係について

福澤 優, 宮崎 純, 山本 豪志朗, 加藤 博一 (奈良先端大) 問合せ処理

D1-2 スカイラインの近傍探索を可能とする拡張スカイライン演算の実装と評価 吉武 亮, 宮崎 純, 山本 豪志朗), 加藤 博一 (奈良先端大) 問合せ処理

D1-3 データ中心型クラウドソーシングのための網羅演算の提案 青木 秀人, 森嶋 厚行, 品川 徳秀, 三津石 智巳 (筑波大) 問合せ処理 あり

D1-4 クラウドソーシングによるHuman-powered Joinの効率化 三津石 智巳 (筑波大), 森嶋 厚行 (筑波大/JSTさきがけ), 品川 徳秀, 青木 秀人 (筑
波大)

問合せ処理 あり

E1-1 ユーザの気分を考慮した名言検索支援システムの提案 高岡 幸一, 灘本 明代 (甲南大) 情報検索／情報推薦

E1-2 モバイル協調検索のためのクエリ推薦・提示手法 大重 智志, 中村 聡史, 田中 克己 (京大) 情報検索／情報推薦 あり

E1-3 冷蔵庫食材を考慮した料理レシピ検索システムの提案 赤澤 康幸, 宮森 恒 (京都産大) 情報検索／情報推薦 あり

E1-4 調理の難易度を考慮したレシピ検索システムの提案 岩本 純也, 宮森 恒 (京都産大) 情報検索／情報推薦 あり

F1-1 Webページの内容理解を促進する画像の検索 伊原 啓晃, 山本 裕輔, 大島 裕明, 田中 克己 (京大) Web・Web情報システム

F1-3 データの編集・登録が可能なエンドユーザ向け情報統合環境と個人／共有データ応
用の検討

熊谷 良夫, 仙波 雅也, 鎌田十三郎 (神戸大) Web・Web情報システム あり

B2-1 道路の認知度と道路までの距離に基づいたランドマークの特徴量算出方式の実現と
ランドマーク検索への応用

山本 隆徳, 中澤 優一郎, 細川 宣秀 (群馬大) 地理情報システム あり

B2-2 移動情報タグ生成システムにおける加速度センサを用いた消費電力削減手法の提
案

原木 司, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) 地理情報システム あり

B2-3 研究者間コラボレーションを促進する超高解像度WebGIS 玉井 孝典, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) 地理情報システム

B2-5 ジオタグ付き写真を用いたランドマークの多視点再現システム 白井 元浩, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) 地理情報システム あり

B2-6 携帯電話のGPSログを用いた地理オブジェクト検索結果のランキング手法 濱崎 耀, 金子 鷹弥 (九大), 出口 貴嗣, 森永 久之, 高山 敏典 (ゼンリンデータコム), 
牛尼 剛聡 (九大)

地理情報システム

C2-3 MapReduceを用いた並列SOMの高速化手法の提案 後藤 康路, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) ネットワーク

D2-1 エンティティ間の関連性に基づく意外な情報の発見 佃 洸摂, 大島 裕明 (京大), 山本 光穂, 岩崎 弘利 (デンソーITラボラトリ), 田中 克己
(京大)

情報検索／情報推薦 あり

D2-2 例示検索のための集約点との関係に基づくドメイン適応 加藤 誠, 大島 裕明, 田中 克己 (京大) 情報検索／情報推薦 あり

D2-3 評価表現辞書を用いた評判情報の極性値計算 谷本 融紀, 太田 学 (岡山大) 情報検索／情報推薦 あり

D2-5 SQLET: A Database Programming Language and Execution Environment for Parallel 
SQL Processing running on Plain RDBMSs

Makoto Yui, Isao Kojima (AIST) 情報検索／情報推薦

E2-1 時を考慮したツイートストリームの分類: 接尾辞配列による学習 西田 京介, 星出 高秀, 藤村 考 (NTT) データマイニング／テキストマイニング

E2-2 周辺文を考慮するトピックモデルを用いた評価側面の推定 小西 卓哉, 木村 文則, 前田 亮 (立命館大) データマイニング／テキストマイニング

E2-4 ニュース・ブログにおける話題の相関と変遷の分析--- 震災に関する話題を例題とし
て ---

小池 大地, 横本 大輔, 牧田 健作, 鈴木 浩子, 宇津呂 武仁 (筑波大), 河田 容英 (ナ
ビックス), 吉岡真治 (北大), 神門典子 (NII), 福原 知宏 (産総研), 中川 裕志, 清田 陽
司 (東大), 関 洋平 (筑波大)

データマイニング／テキストマイニング あり

E2-5 失敗知識データベースを用いた失敗事象の原因分析 粟納 裕貴, 馬 強, 吉川 正俊 (京大) データマイニング／テキストマイニング

E2-6 文書集合の話題俯瞰のためのクラスタリング手法 横本 大輔, 鈴木 浩子, 牧田 健作, 宇津呂 武仁 (筑波大), 河田 容英 (ナビックス), 福
原 知宏 (産総研)

データマイニング／テキストマイニング あり



インタラクティブセッション
発表者リスト（1日目[2/2]）

3月3日18:00‐20:00
＠舞子の間

論文番号 論文題目 著者（所属） 分野 デモ

F2-1 Twitterにおける発話者へのリプライを用いたユーザ感情推定手法 堀宮 ありさ, 坂野 遼平, 佐藤 晴彦, 小山 聡, 栗原 正仁 (北大), 沼澤 政信 (小樽商科大) Web・Web情報システム

F2-2 ソーシャルタグの表記と使用傾向に基づく集約 多田 亮平, 湯本 高行, 新居 学, 高橋 豐 (兵庫県立大) Web・Web情報システム

F2-3 リツイート構造を用いたデマ拡散防止支援手法 中原 英美, 冨永 一成, 牛尼 剛聡 (九大) Web・Web情報システム

F2-4 マイクロブログにおけるユーザ専門性を考慮したWebページ推薦 山口 祐人 (筑波大), 天笠 俊之 (筑波大/JAXA), 北川 博之 (筑波大) Web・Web情報システム

F2-5 ネットショッピングおける商品選択条件の推定 江崎 健司, 市川 祐介, 高屋 典子, 内山 匡 (NTT) Web・Web情報システム

F2-6 価値の時間依存性に基づくマイクロブログ記事の分類 竹村 光, 田島 敬史 (京大) Web・Web情報システム あり

B3-2 ファイルの利用履歴から抽出したタスク間のワークフローに基づくレコメンデーション 宋 強 (東工大), 川端 貴幸, 伊藤 史朗 (キヤノン), 渡辺 洋介, 横田 治夫 (東工大) 情報検索／情報推薦

B3-3 カーナビ利用時の運転者の意図推定に基づく経路推薦手法 須下 善隆 (京都産大), 中島 伸介 (京都産大), 北山 大輔, 角谷 和俊 (兵庫県立大) 情報検索／情報推薦 あり

B3-4 Twitter User Recommender〜Twitterのお気に入り機能を用いた有用なフォロー先推薦シ
ステム〜

渡部 将太, 宮森 恒 (京都産大) 情報検索／情報推薦 あり

B3-5 テレビ番組に基づくWebコンテンツの信頼性判断支援システムの提案 佐伯 隆太, 宮森 恒 (京都産大) 情報検索／情報推薦 あり

C3-1 コミュニティQAにおける質問・回答が互いに及ぼす影響の可視化に関する検討 香川 雄一, 島田 諭 (筑波大), 神門 典子 (NII), 佐藤 哲司 (筑波大) 情報可視化 あり

C3-3 C2IMA/JS: 検索可能な可視化パーツ事例集とカスタム化支援機能を用いたWeb情報環境
向けアジャイル可視化ツールキット

瓦谷 望, 市川 哲彦 (山口大) 情報可視化 あり

C3-4 4D世界地図を対象とした国際貿易取引情報可視化システムの実現 藤岡 華子, 佐々木 史織, 清木 康 (慶大) 情報可視化 あり

C3-5 商品レビューの傾向と要因のグラフ化 平山 拓央, 湯本 高行, 新居 学, 高橋 豐 (兵庫県立大) 情報可視化 あり

D3-1 Approximate Outlier Detection on Uncertain Data of Gaussian Distribution Salman Ahmed Shaikh, Hiroyuki Kitagawa (University of Tsukuba) データマイニング／テキストマイニング あり

D3-2 XML 索引の更新コスト削減のための部分文書の統計量に基づくフィルタの提案とその評
価

欅 惇志, 宮崎 純 (奈良先端大), 波多野 賢治 (同志社大), 山本 豪志朗, 加藤 博一 (奈良
先端大)

データマイニング／テキストマイニング

D3-4 Modeling Tweets Responding to Rapid Events Jun Huang, Mizuho Iwaihara (Waseda University) データマイニング／テキストマイニング

D3-5 マルチコア環境における低レイテンシストリーム処理のためのスレッド割り当て手法 上田 高徳, 秋岡 明香 (早大), 山名 早人 (早大/NII) データマイニング／テキストマイニング

E3-1 擬音語入力によるクラシック音楽検索手法の提案 石原 健司, 木村 文則, 前田 亮 (立命館大) 情報検索／情報推薦

E3-2 ソーシャルネットワークにおける人の繋がりを考慮した情報検索についての研究 三浦 大樹, 諏訪 博彦 (電通大), 鬼塚 真 (NTT) 情報検索／情報推薦

E3-3 オノマトペに基づく料理レシピ検索における再現率向上の一検討 松本 敦志, 宮森 恒 (京都産大) 情報検索／情報推薦 あり

E3-4 アロマテラピーのためのエッセンシャルオイル・データベースを対象とした香りと心理的効果
の関連性計量機構の実現

佐保田 恵, 佐々木 史織, 清木 康 (慶大) 情報検索／情報推薦 あり

E3-5 固有値を利用したインデクスの改良 三井 良太, 片山 薫 (首都大) 情報検索／情報推薦

E3-6 構造化オーバレイにおけるキーの接尾辞を用いた部分一致検索手法の提案と評価 坂野 遼平, 佐藤 晴彦, 小山 聡, 栗原 正仁 (北大) 情報検索／情報推薦

F3-1 Webニューストピックの時空間的偏在性の発見手法 山口 彰太 (京大), 是津 耕司, 木俵 豊 (NICT), 田中 克己 (京大) Web・Web情報システム

F3-2 マイクロブログにおける流言マーカー自動抽出のための特徴分析 梅島 彩奈 (甲南大), 宮部 真衣, 荒牧 英治 (東大), 灘本 明代 (甲南大) Web・Web情報システム

F3-3 複数のソーシャルメディアのレビューを用いた商品比較基盤技術の提案 服部 祐基, 灘本 明代 (甲南大) Web・Web情報システム あり

F3-4 Twitterからの実生活情報の抽出法の提案 山本 修平, 佐藤 哲司 (筑波大) Web・Web情報システム あり

F3-5 人物の呼称を用いたマイクロブログ記事検索に関する一検討 山口 裕太郎, 島田 諭, 佐藤 哲司 (筑波大) Web・Web情報システム あり

F3-6 “Where can I buy iphone4s now?”:spatio-temporal entity retrieval on Twitter Liang Yan, Qiang Ma, Masatoshi Yoshikawa (Kyoto University) Web・Web情報システム

C9-1 複数人でのWeb協調探索のための探索履歴可視化手法の提案 枝 隼也, 島田 諭, 関 洋平 (筑波大), 神門 典子 (NII), 佐藤 哲司 (筑波大) 情報可視化 あり



インタラクティブセッション
発表者リスト（2日目[1/2]）

3月4日18:30‐20:30
＠舞子の間

論文番号 論文題目 著者（所属） 分野 デモ

A4-1 ユーザ・アイテム統合モデルによるContext-Aware推薦システム 関 匠吾 (京都産大), 奥 健太 (立命館大), 張 建偉, 中島 伸介 (京都産大) 情報検索／情報推薦

A4-3 過去の利用者の製本履歴に基づくブログ製本デザイン推薦 佐野 和広, 木村 文則 (立命館大), 田名辺 健人 (欧文印刷), 前田 亮 (立命
館大)

情報検索／情報推薦

A4-4 ユーザのクエリ変更意図に基づく先読み検索 藤田 遼治, 太田 学 (岡山大) 情報検索／情報推薦 あり

B4-3 クエリトピックに対する一般的知識範囲の推定 小紫 弘貴, 田島 敬史 (京大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

C4-4 アドホックネットワークにおける端末の疎密を考慮したk 近傍端末の検索手
法

駒井 友香, 佐々木 勇和, 原 隆浩, 西尾 章治郎 (阪大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

D4-4 SAXを使用した多次元データ索引の考察と提案 大西 史花, 渡辺 智恵美 (お茶の水女子大) 応用データ処理 あり

E4-1 ユーザ操作に基づく検索条件推定によるモバイル地理情報推薦システム 小林 加織里, 北山 大輔, 角谷 和俊 (兵庫県立大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

E4-2 地理オブジェクトのデフォルメ要素抽出に基づく地図カスタマイズ方式 松尾 純輝, 北山 大輔, 角谷 和俊 (兵庫県立大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

F4-3 Webサービスを対象とした検索意図推定とその応用 田麥 節治 (京大), 赤星 祐平, 是津 耕司, 木俵 豊 (NICT), 田中 克己 (京大) Web・Web情報システム／知識システム あり

F4-4 Webページ中の階層的見出し構造の発見 真鍋 知博, 田島 敬史 (京大) Web・Web情報システム／知識システム あり

A5-1 レビューを利用した読者の印象に基づく書籍推薦手法 萱田 真史, 村井 聡一, 牛尼 剛聡 (九大) 情報検索／情報推薦

A5-3 投稿型サイトにおける継続的閲覧に適したチャート型ランキングの個人化手
法

金子 鷹弥, 牛尼 剛聡 (九大) 情報検索／情報推薦

B5-1 テレビ番組からの位置情報付き旅行映像データベースの自動構築 向井 康貴, 柳井 啓司 (電通大) 応用データ処理 あり

B5-2 Linked Dataを用いた音楽キュレーター推薦 北矢 光紀, 川越 恭二, 黄 宏軒 (立命館大) 応用データ処理 あり

B5-3 Image Search Based on Similarity and Adjacency Meng Zhao, Hiroaki Ohshima, Katsumi Tanaka (Kyoto University) 応用データ処理

B5-4 物体認識技術を用いたモバイル物品管理システム 望月 宏史, 柳井 啓司 (電通大) 応用データ処理 あり

B5-5 2段階GrabCutを用いた注目物体の視認性を向上させたサムネイル生成 新井 啓介, 武井 宏将 (早大), 山名 早人 (早大/NII) 応用データ処理

C5-1 ハイブリッドクラウドの各種コストを考慮したデータ処理負荷分散ミドルウェア
の提案

笠江 優美子, 小口 正人 (お茶の水女子大) Web・Web情報システム／知識システム あり

C5-4 博物館のデジタルアーカイブを対象としたユーザの興味を喚起する展示品の
閲覧手法

前原 千尋, 金 大雄, 牛尼 剛聡 (九大) Web・Web情報システム／知識システム

D5-1 A complementary tree for recommendation of multimedia news items Ling Xu, Qiang Ma, Masatoshi Yoshikawa (Kyoto University) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術

D5-2 画素情報を用いない写真の質判定手法の提案 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術

D5-3 Generating Slide Skeletons based on Expression Styles for Presentation 
Contents

Yuanyuan Wang, Kazutoshi Sumiya (University of Hyogo) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術

D5-4 Find the Best Annotation for an Image Using Vector Space Model Shan-Bin Chan (Waseda University), Duy-Dinh Le, Shin'ichi Satoh (NII), 
Hayato Yamana (Waseda University/NII)

セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術

E5-4 エンティティ間の類似関係取得のためのWikipedia事象モデル構築手法に関
する考察

内藤 稔, 浅野 泰仁, 吉川 正俊 (京大) 応用データ処理

F5-5 時系列トピックモデルにおけるバーストの同定 高橋 佑介, 横本 大輔, 宇津呂 武仁 (筑波大), 吉岡 真治 (北大), 河田 容英
(ナビックス), 神門 典子 (NII), 福原 知宏 (産総研), 中川 裕志, 清田 陽司 (東
大)

情報抽出・情報要約／テキストマイニング あり

B6-1 ノードの逐次集約による大規模グラフクラスタリングの高速化と高精度化 塩川 浩昭, 藤原 靖宏, 鬼塚 真 (NTT) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

B6-4 階層グラフ発見手法の効率化とテキスト検索への応用 鈴木 純, 片山 薫 (首都大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

B6-5 GPUとCPUの並列処理に適したXMLインデクス生成と検索手法 武藤 教宏, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

C6-1 物を基準としたADL認識における教師データ管理手法の設計とアプリケー
ション上での評価

田邊 靖貴, 高橋 晴花, 富井 尚志 (横国大), 飯塚 由紀, 山末 耕太郎 (横浜
市立大)

ユビキタスコンピューティング あり

C6-2 SEE-Con: 電力使用時のコンテキストを考慮した多数の電化製品を使用する
オフィス空間における電力消費可視化システム

川口 智基, 田島 周平, 富井 尚志 (横国大) ユビキタスコンピューティング

C6-3 UHF帯RFIDを用いたセンサログに基づく物品位置情報推定手法 金子 祥貴, 藤原 国久, 富井 尚志 (横国大) ユビキタスコンピューティング

C6-4 電気自動車の走行ログを蓄積するDBの構築とEV消費電力推定手法 笛田 尚希, 萩本 真太朗, 出口 達, 富井 尚志 (横国大) ユビキタスコンピューティング

C6-5 無線LAN通信環境におけるカーネルモニタを用いたTCP解析によるAndroid
端末の性能向上手法

三木 香央理 (お茶の水女子大), 山口 実靖 (工学院大), 小口 正人 (お茶の
水女子大)

ユビキタスコンピューティング

C6-6 無線LAN環境におけるAndroid端末向け通信制御ミドルウェアの実装 平井 弘美, 三木 香央理 (お茶の水女子大), 山口 実靖 (工学院大), 小口 正
人 (お茶の水女子大)

ユビキタスコンピューティング



インタラクティブセッション
発表者リスト（2日目[2/2]）

3月4日18:30‐20:30
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D6-2 ストレージ省電力化手法の電力削減におけるシステム構成の影響 引田 諭之, HieuHanh Le, 横田 治夫 (東工大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

D6-3 A Database System Performance Study with Micro Benchmarks on a Many-core System Fang Xi, Takeshi Mishima, Haruo Yokota (Tokyo Institute of Technology) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

E6-2 数式画像をクエリとする類似数式検索システム Myagmarsuren Shirmenbaatar, 古賀 久志, 渡辺 俊典 (電通大) 情報検索／情報推薦

E6-4 図形の形状と配置に着目したスライド検索手法の提案 田中 清太朗 (立命館大), 手塚 太郎 (筑波大) 青山 敦, 木村 文則, 前田 亮 (立命館大) 情報検索／情報推薦 あり

A7-3 地球科学データと学術論文の関連付け 梅原 佳宏, 清水 敏之, 吉川 正俊 (京大) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術

A7-6 時系列データに対するl-多様化方式の提案 高橋 翼, 竹之内 隆夫, 側高 幸治 (NEC) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術 あり

B7-4 ブルームフィルタを用いたプライバシ保護検索システムSemi-ShuffedBFの問合せ高速化についての
諸検討

金子 静花, 渡辺 智恵美 (お茶の水女子大), 天笠 俊之 (筑波大) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術 あり

B7-5 個人ノードの属性を考慮したソーシャルネットワークデータのk-匿名化手法 野澤 佳世, 渡辺 智恵美 (お茶の水女子大) セキュリティ・プライバシー／科学データベース／コンテンツ技術 あり

C7-2 Webからの行動プロセス抽出手法の提案 高橋 公海, 佐藤 進也, 松尾 真人 (NTT) Web・Web情報システム／知識システム

C7-3 Twitterストリームのバーストの断続性に着目したキーワード抽出 坂本 翼, 廣田 雅春, 横山 昌平, 福田 直樹, 石川 博 (静岡大) Web・Web情報システム／知識システム

D7-2 Wikipediaとナイーブベイズを用いた自然文に対する関連語句取得手法 白川 真澄 (阪大), 中山 浩太郎 (東大), 原 隆浩, 西尾 章治郎 (阪大) 応用データ処理 あり

D7-3 確率過程モデルに基づく自然言語の階層的句構造推定 若林 啓, 三浦 孝夫 (法政大) 応用データ処理

E7-1 情報整理を支援する対話型検索インタフェースの提案と評価 林 大策 (筑波大), 福原 知宏 (産総研), 佐藤 哲司 (筑波大) 情報検索／情報推薦 あり

E7-3 典型的なオブジェクト選定のための カテゴリタイプにおける重要な観点の抽出 藤坂 達也, 湯本 高行, 角谷 和俊 (兵庫県立大) 情報検索／情報推薦

E7-6 トピックに適合するPageRank 畠中 翔太, 三浦 孝夫 (法政大) 情報検索／情報推薦

F7-1 マイクロブログ上の話題抽出とユーザの態度の分類に基づく流言検出支援 藤川 智英, 鍜治 伸裕, 吉永 直樹, 喜連川 優 (東大) Web・Web情報システム／知識システム あり

F7-3 フォローネットワークを利用したユーザの新しい興味の発見につながるTweet推薦手法フォローネット
ワークを利用したユーザの新しい興味の発見につながるTweet推薦手法

冨永 一也, 牛尼 剛総 (九大) Web・Web情報システム／知識システム あり

F7-4 ブロガーの話題分布の俯瞰と分析 牧田 健作, 横本 大輔, 鈴木 浩子, 宇津呂 武仁 (筑波大), 河田 容英 (ナビックス), 神門 典子 (NII), 
福原 知宏 (産総研), 中川 裕志 (東大), 吉岡 真治 (北大), 清田 陽司 (東大)

Web・Web情報システム／知識システム あり

A8-4 オンライン手書きデータを用いた学習者のつまずき検出 浅井 洋樹, 野澤 明里, 苑田 翔吾 (早大), 山名 早人 (早大/NII) ユーザインタフェース あり

A8-5 協調地図アプリケーションにおける携帯端末の種類による地図操作の違いに関する調査 足利 えりか, 小牧 大治郎, 原 隆浩 (阪大), 服部 元 (KDDI), 西尾 章治郎 (阪大) ユーザインタフェース あり

B8-2 ストリームデータ処理における状態一貫性の保証 小山田 昌史, 川島 英之, 北川 博之 (筑波大) 応用データ処理 あり

C8-1 知の創成支援システムWikiBOKにおける構造化オブジェクトの編集競合解決法 増永 良文, 石田 博之, 伊藤 一成 (青学大), 伊藤 守 (早大), 清水 康司 (青学大), 荘司 慶行 (京大), 
高橋 徹, 千葉 正喜, 長田 博泰 (札幌学院大), 福田 亘孝 (青学大), 正村 俊之 (東北大), 森田 武史, 
矢吹 太朗 (青学大)

Web・Web情報システム／知識システム あり

C8-6 複数ECサイトの情報を用いた転移学習による商品購買予測 熊谷 雄介, 村田 眞哉, 高屋 典子, 内山 匡 (NTT) Web・Web情報システム／知識システム

D8-1 ユークリッド距離での制約をベースとする単純な旅行計画の為の高速アルゴリズム トウトウ, 大沢 裕 (埼玉大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

D8-2 デフォルメの正確性分析に基づく略地図拡張システム 北山 大輔, 角谷 和俊 (兵庫県立大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

D8-3 位置依存ソーシャルネットワークにおける群衆行動プロセスの分析 若宮 翔子 (兵庫県立大), 李 龍 (NICT), 角谷 和俊 (兵庫県立大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理 あり

D8-4 特化したR木空間索引を用いた効率的な逆 遠傍検索 劉 健全, 陳 漢雄, 北川 博之 (筑波大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

D8-5 マイクロブログにおける情報伝搬距離に着目したユーザプロファイリング 島田 諭, 山口 裕太郎, 佐藤 哲司 (筑波大) ストレージシステム・I/O処理／各種データベース技術／グラフデータ処理

E8-1 既存レシピを活用した並行調理スケジュール法の提案と評価 杉本 和香奈, 佐藤 哲司 (筑波大) 情報抽出・情報要約／テキストマイニング あり

E8-3 ネタばれと興味喚起を考慮した小説レビューのランキング手法 村井 聡一, 牛尼 剛聡 (九大) 情報抽出・情報要約／テキストマイニング

E8-4 情報の質を考慮した日英Wikipedia記事の差異抽出手法の提案 藤原 裕也 (甲南大), 鈴木 優 (名大), 小西 幸男, 灘本 明代 (甲南大) 情報抽出・情報要約／テキストマイニング

E8-5 GWAPによるマイクロブログからの構造データの抽出 福角 駿, 森嶋 厚行, 品川 徳秀 (筑波大) 情報抽出・情報要約／テキストマイニング あり

F8-1 カスタマイズが容易な収集分析一体型ブログクローリングシステムの開発: 対話的なページ分析部
生成ツールの設計と実装

大峯 和也, 市川 哲彦 (山口大) Web・Web情報システム／知識システム あり

F8-2 地域特有の話題発見につながるスマートフォン向け検索サービス: 発見探地図エリアダス 藤田 尚樹, 数原 良彦, 廣嶋 伸章, 片岡 良治 (NTT) Web・Web情報システム／知識システム あり

F8-3 動画コンテンツの視聴者コメントに基づくランキングとその評価 村上 直至, 伊東 栄典 (九大) Web・Web情報システム／知識システム あり

F8-4 コンテキスト切替による多様な情報要求に対するWeb検索手法の提案 大塚 淳史, 関 洋平 (筑波大), 神門 典子 (NII), 佐藤 哲司 (筑波大) Web・Web情報システム／知識システム あり

D11-2 クラウドコンピューティングによる個人健康管理 黛 勇気, 竹内 裕之, 児玉 直樹 (高崎健康福祉大), 佐藤 恵一 (日立ソリューションズ) Web・Web情報システム／知識システム

D9-4 時間・空間・人物情報に基づくインタラクションによるライフログ画像の探索手法の提案 棒 隆二, 佃 洸摂, 中村 聡史, 田中 克己 (京大) 情報抽出・情報要約／テキストマイニング あり



S1

分子の電子状態を求める量子化学計算は、触媒などの
材料設計や創薬といった様々な分野で幅広く行われて
いる。より大きな分子をより高精度で計算したいという要
求は強まる一方であり、そのための理論及びアルゴリズ
ム開発は不可欠である。本発表では、京コンピュータを
始めとするスパコン利用に向けた大規模計算手法につ
いて説明する。

大規模量子化学計算手法の開発

石村 和也

（神戸大学大学院システム情報学研究科）

インタラクティブセッション
招待ポスター（1日目‐2日目）

3月3‐4日懇親会時＠舞子の間

我々は、1億ページ規模の日本語Webページ集合を対象
として、構造的言語処理に基づく検索エンジン基盤を構
築し、運用している。本検索エンジン基盤は、自動獲得
した同義異表記の知識や、格・省略・照応解析などによ
る構造的言語処理を特徴としている。本ポスターでは、
このような検索エンジン基盤を構築するための大規模
データ処理・管理について議論する。

構造的言語処理に基づく検索エン
ジン基盤TSUBAKIの構築

S2

河原 大輔

（京都大学 大学院情報学研究科）

自然界は、重力、電磁気力、弱い力、強い力の４つの力
によって支配されています。強い力は、太陽や夜空の星
を輝かせている源であり、私たちの体を構成しているさ
まざまな分子の中の原子核を構成している力でもありま
す。本発表では 先端のスーパーコンピュータを用いて
強い力の織り成す極微の世界を探る研究について紹介
したいと思います。

大規模格子QCDシミュレーションで
探る10-13㎝の世界

S3

藏増 嘉伸

（筑波大学/計算科学研究機構（AICS））

産総研で開発をすすめている GEO Grid は、膨大な地
球観測衛星データや多種多様なセンサーネットワーク
データを、ユーザーが Web GIS上で簡単に統合できる
ようにするための情報インフラです。本ポスターでは、東
日本大震災への対応を例にした防災研究や、世界の道
路や都市マップといった環境モニタリングの応用事例を
紹介します。

GEO GRID を用いた防災および環
境モニタリング研究

S4

中村 良介、松岡 昌志、岩男 弘毅、

産総研地球観測グリッドチーム
（産業技術総合研究所）

20世紀後半まで、惑星探査データといえばNASAが提供
するデータが主であった。 21世紀に入り世界各国が惑
星探査を行える土台が構築され、日本でも小惑星探査
機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや」と、科学的にも重
要なデータを取得して きた。本発表では、惑星探査デー
タに関する世界的な動向と共に、日本が発信す るデー
タ・サービスについて紹介する。

惑星探査データのアーカイブの現
状

S5

山本 幸生
（宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所
(ISAS) & 月・惑星探査プログラムグループ(JSPEC)）

スパコンやクラスタでは大量のファイルを高速に扱うた
めに並列ファイルシステ ムが利用されている。本ポス
ターでは現在利用されている並列ファイルシステム を紹

介し、問題点やそれを解決する次世代の大規模並列
ファイルシステムへのア プローチについて議論する。

大規模並列ファイルシステムの現
状と課題

S6

山本 啓二、大野 善之
理化学研究所 計算科学研究機構

※招待ポスターは，
3月3日はポスターのみ展示，
実際の発表は3月4日になります．


