
 

情報処理学会 関西支部 

 

■支部総会における出席者および下記何件可決の報告  

平成17年5月13日（金）14時より，新阪急ビルスカイルームにおいて開催され，木戸出支部長を議長とて下記案件を

異議なく承認可決した．出席者408名（委任状提出383名を含む）．また，総会終了後15時より，原良憲（NECインタ

ーネットシステム研究所 研究統括マネージャー）をお迎えし，「シリコンバレーにおける研究開発からの事業展開 」

と題して記念講演を行い，盛会のうちに終了した。   

■平成16年度事業報告 

(1)支部総会     

・平成16年5月14日，新阪急ビルスカイルーム，参加398名（委任状372名を含む）  

・記念講演「新世代情報通信への取り組み - 新生法人ＮＩＣＴからの提案 - 」 

塩見正氏（独立行政法人情報通信研究機構 理事＜研究開発担当＞） 

(2)役員会等 ６回 

評議員会・幹事会合同会議 平成16年4月23日，新旧合同幹事会 平成16年5月14日， 

支部幹事会 平成16年6月22日・8月30日・12月3日・平成17年2月4日 

(3)事業計画に基づく事業 

①支部大会 

平成16年10月25日（月），大阪大学中之島センター，参加者数162名，論文発表者46名，特別講師7名 

ビジュアルインフォメーション研究会：特別講演 2件，一般講演 発表25件 

環境知能研究会：特別講演 2件，一般講演 発表10件 

VLSIシステム研究会：特別講演 3件，一般講演 発表11件 

②支部研究会（３研究会） 

1.ビジュアルインフォメーション研究会  

第１回研究会：「映像演出におけるビジュアルインフォメーション」 

大阪市立大学文化交流センター大阪駅前第2ビル6F，平成16年4月16日(金)，参加者数：56名 

第２回研究会：「カラーソースにおけるビジュアルインフォメーション」 

大阪市立大学文化交流センター大阪駅前第2ビル6F，平成16年7月16日(金)，参加者数：40名 

支部大会：大阪大学中之島センター，平成16年10月25日（月） 

第３回研究会：「システム工学におけるビジュアルインフォメーション」 

和歌山大学システム工学部，平成17年1月28日（金），参加者数：29名 

2.環境知能研究会 

支部大会：大阪大学中之島センター，平成16年10月25日（月） 

第１回研究会：株式会社国際電気通信基礎技術研究所，平成17年3月19日（土），参加者数：18名 

第２回研究会：株式会社国際電気通信基礎技術研究所，平成17年3月29日（火），参加者数：17名 

3.ＶＬＳＩシステム研究会 

第１回研究会：関西学院大学神戸三田キャンパス，平成16年7月10日(土)  

「大規模回路設計に対する機能・論理検証技術の最近の動向」 

｢システム設計における性能推定技術」 

第２回研究会（支部大会）:大阪大学中之島センター，平成16年10月25日（月） 

第３回研究会：京都キャンパスプラザ，平成17年3月16日(水) 

「リターゲッタブル・コンパイラの研究」 

「知的シリコンシステムの実現に向けて」 

③支部セミナー 

1.平成16年10月2日（土），関西情報・産業活性化センター，出席者 9名， 

「新社会人のためのマナーセミナー」 講師 駒谷昇一氏（NTT ｿﾌﾄｳｪｱ），鷺 篤氏（ネットワークサーブ） 

2.平成16年11月29日（月）～30日（火），大阪市総合生涯学習センター，出席者 6名 

「プレゼンテーションの基礎」 講師 小原 裕氏（松下電器） 

 

 

 



 

④支部講演会 2回  

1.平成17年１月15日（土），松下電器産業神戸工場，出席者：小人25名・保護者18名 計43名 

「小中学生のためのノートパソコン製作見学会」 共催：松下電器産業・電子情報通信学会 

2.平成17年2月4日（金），キャンパスプラザ京都，出席者：74名 

講演１「ユビキタス統合メディアコンピューティング」千原 國宏氏（奈良先端大） 

講演２「ユビキタスホーム－ユビキタス社会における個人生活の支援－」上田 博唯氏（NICTけいはんな情報

通信融合研究ｾﾝﾀｰ） 

講演３「ユビキタス体験メディアによる個人活動の支援」片桐 恭弘氏（ATRメディア情報科学研究所） 

⑤シンポジウム支援 前期 ３件，後期 １件 

⑥学生奨励賞および特別賞  

 学生奨励賞３名（下記）を表彰  

1.ビジュアルインフォメーション研究会 

岩尾友秀（奈良先端大）（共同執筆：神原誠之，横矢直和（奈良先端大）） 

論文名：A-14 視点と光源の位置関係を考慮したシャドウマップの動的生成手法 

2.環境知能研究会  

田近太一（大阪大学）（共同執筆：宮下敬宏（ATRロボティクス研），石黒 浩（阪大）） 

論文名：B-09 ヒューマノイドの触覚を用いた人間の特徴的動作の抽出 

3.ＶＬＳＩシステム研究会  

福岡一樹（神戸大学）（共同執筆：飯島正章, 濱田健司, 沼 昌宏（神戸大学）,多田 章（ﾙﾈｻﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ） ） 

論文名：C-04 クロック・ゲーティング機構を対象とするリーク電力削減手法 

 

■平成17年度役員（*：新任）  

支部長 萩原 兼一*（阪大） 

幹 事  大久保雅史*（同志社大），岡 夏樹（京都工芸繊維大），汐崎 陽 （大阪府立大）， 

岡留 剛*（ NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科学基礎研），岡部 寿男*（京大），柏谷 篤 （NEC ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ研究所）,  

高田 司郎 (近大)，辻 光宏（関西大），中島 重義*（大阪市立大），中村 眞*（シャープ） 

永山 操 （ＪＳＴ），春名 修介（松下），藤本 典幸*（阪大），門田 暁人*（奈良先端大）， 

藪内 健二 （オクトパス） 

監 事  辻野 克彦*（三菱電機） 

研究会主査   宮下 敬宏（国際電気），富永 昌治（大阪電気通信大），石浦菜岐佐（関西学院大） 

評議員 ＜大学関係者＞大中幸三郎*（阪大），大野 豊（京大），北橋 忠宏（関西学院大），黒住 祥祐（京都産業大），

佐藤 雅彦（京大），柴山 潔（京都工芸大），堂下 修司（龍谷大），富田 眞治（京大），鳥居 宏次（奈

良先端大），萩原 宏（京都情報大院），樋口 昌宏*（近畿大），増田 澄男（神戸大），村上 孝三（阪大），

矢島 脩三（京大），山崎 勝弘（立命館大） 

＜企業、団体＞荒尾 真樹（オムロン），猪木 誠二*（NICT けいはんな情報通信融合研究ｾﾝﾀｰ），柿元 俊

博（富士通研究所），川上 泰雄（富士通），川野 強（住友電気工業），川村 信郎（ＴＩＳ），駒谷喜代俊

（三菱電機），坂野 明正*（日本総研)，竹中 一起（キャノンシステムソリューションズ)，槌田 義之（島

津ビジネスシステムズ），外村 佳伸*（NTTコミュニケーション科学基礎研究所），中井 敏久（沖電気），萩

田 紀博（国際電気通信基礎技術研究所），花田恵太郎*（シャープ），林口 一雄（ＮＴＴコムウェア西日本），

福井 靖知（松下電器産業），福島 俊一（日本電気），松本 義臣（日本アイ･ビー･エム），横山 武司（ＮＴ

Ｔデータ関西）  

 

■平成１７年度事業計画 

(1)支部総会 平成17年5月13日，新阪急ビルスカイルーム（＊上記実施済み） 

(2)役員会等 ５～６回（幹事会５回，合同会議１回） 

(3)各種行事 

支部大会，支部研究会（環境知能研究会・ビジュアルインフォメーション研究会・ＶＬＳＩシステム研究会） 

支部セミナー，支部講演会，シンポジウム支援，表彰（学生奨励賞，特別奨励賞） 

(4)その他 

・関西情報関連学会連絡会の一員として関西地区における情報関連学会との交流を図る。 

 



 

 

■平成16年度決算および17年度予算   

平成16年度 平成17年度 
収入 

予算 決算 予算 

本部からの繰入 4,290,000 4,340,000 4,570,000 

  支部交付金 4,290,000 4,290,000 4,570,000 

  50,000 

事業収入 300,000 242,500 300,000 

    講演会 30,000 23,000 30,000 

    支部大会懇親会費 186,000 142,000 186,000 

    合同会議懇親会 48,000 46,000 48,000 

    セミナ－参加費 36,000 31,500 36,000 

雑収入 0 1,000 0 

受取利息 1,000 1,679 1,000 

積立取崩等（任意） 0 0 0 

当期収入合計 (A) 4,591,000 4,585,179 4,871,000 

前期繰越収支差額 9,758,476 9,758,476 9,047,514 

収入合計 (B) 14,349,476 14,343,655 13,918,514 

    

平成16年度 平成17年度 
支出 

予算 決算 予算 

事業費 3,850,000 3,433,321 4,000,000 

 評議員会・幹事会 550,000 519,237 500,000 

 総会 200,000 129,760 150,000 

 研究会 450,000 451,260 450,000 

 セミナー 600,000 664,460 700,000 

 講演会 350,000 123,074 300,000 

 表彰費 100,000 58,704 100,000 

 支部大会 1,000,000 884,621 1,200,000 

 シンポジウム支援費 600,000 602,205 600,000 

事務費 180,666 146,820 189,000 

 交通費 1,666 0 10,000 

 通信運搬費 20,000 17,820 20,000 

 印刷費 0 0 0 

 消耗品費 10,000 0 10,000 

 備品費 10,000 0 10,000 

 雑費 10,000 0 10,000 

 ホームページ管理費 129,000 129,000 129,000 

事務委託費 ※ 1,716,000 1,716,000 1,828,000 

予備費等（任意） 0 0 0 

当期支出合計 (C) 5,746,666 5,296,141 6,017,000 

当期収支差額 (A-C) -1,155,666 -710,962 -1,146,000 

次期繰越収支差額 (B-C) 8,602,810 9,047,514 7,901,514 

 


