
 

 

 

平成 2４年度情報処理学会九州支部年次大会次第 

 

平成２4年５月１1日（金） 

１５：００～１６：００ 

 於： JR 博多シティ会議室 

 
 

 １．支部長挨拶                                          

２．本部来賓挨拶（理事 黒橋 禎夫 様） 

 ３．情報処理学会九州支部平成２３年度奨励賞表彰 

 ４．平成２３年度事業報告 

 ５．平成２３年度決算報告 

 ６．支部役員選挙開票結果                 

 ７．支部規約等改訂について               

 ８．平成２４年度事業計画 

９．平成２４年度予算         

１０．閉会                                 

 

 

特別講演 １６：００～１７：００ 

演 題「やわらかいハードウェアと 

自己修復ディペンダブルシステム」 

講 師 熊本大学大学院 自然科学研究科 情報電気電子工学専攻 

 教授 末吉 敏則 様 
 



 

 

情報処理学会九州支部「奨励賞」表彰規定 

 

２０００．５．１５改正 

２００１．５．１１改正 

２００２．５．１０改正 

 

第 １ 条 奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科

学者または技術者に贈呈する。 

 

第 ２ 条 奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会（以下、支部連合大

会という）、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当する

ものから選定する。 

 

１. 講演の日以後の４月１日において満３５才以下であること。 

２. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。 

３. 本奨励賞を受けたことのない者であること。 

 

第 ３ 条 受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速や

かに行なう。 

 

第 ４ 条 奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から５編以内、火の国

情報シンポジウムから５編以内、合計１０編以内とする。 

 

第 ５ 条 奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。賞金は、１名につき１０,００

０円とする。 

 

第 ６ 条 選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部長があたる。 



 

情報処理学会九州支部                                                 

平成２３年度奨励賞受賞者 
 

＜支部連合大会より＞ 
 
 たにおか としまさ                                                                 

 谷岡 稔真（佐賀大学） 

「発話障害のある肢体不自由者のための音声による文字入力と PC 操作を可能にするシステ

ム〜新たな音声認識ソフトウェアによる展開〜」 

 
 すが たかのり                                                                 

 菅 孝徳（九州大学） 

「ブルームフィルタによる文字毎の比較に基づく安全なキーワード検索」 

 
 たばた まなみ                                                                

 田畑 真奈美（宮崎大学） 

「フィールドにおける作業支援のためのセンサ情報可視化システムの検討」 

 
   はたの あかり                                                               

 秦野 朱里（大分大学） 

「災害情報の共有・閲覧を想定した携帯端末向けインタフェース」 

 
  なかにし あつし                                                                 

 中西 惇（九州工業大学） 

「局面評価とパターンによる着手予測を用いた囲碁の好手悪手の判別」 

 

 

＜火の国情報シンポジウム２０１２より＞ 

 
きぬさき めぐみ                                                                 

木佐貫 恵（鹿児島大学） 

「エッシャー風タイリング画像作成支援ツールの試作」 

 
きたはら もとき                                                                 

北原 基貴（九州大学） 

「署名データを組み込んだ RSA公開鍵生成法の提案」 

 
しもかわ なおと                                                                 

下川 尚人（九州工業大学） 

「極値理論を用いたトラヒックピークレート推定の誤差低減手法」 

 
すがい ふみお                                                                 

菅井 文郎（宮崎大学） 

「アイコンとタッチパネル液晶を用いた覗き見耐性を持つ認証方式についての 

一検討」 

 

 



 

 

平成２３年度九州支部事業報告 

 

（１）支部総会 

平成 23 年 5 月 13 日九州大学 伊都キャンパス（福岡市西区元岡 744）で開催。 

参加人数：247 名（委任状提出者 230 名含む） 

終了後、池上匡亮 氏（西日本鉄道株式会社 自動車事業本部 IT 推進室長）が特別講演「バ

ス事業におけるＩＴ活用事例」を行った。参加人数：39 名 

 

（２）役員会 

幹事会：３回（平成 23 年 11 月 10 日、12 月 26 日、平成 24 年 3 月 19 日） 

評議員会：１回（平成 24 年 3 月 19 日） 

奨励賞選定委員会：２回（平成 23 年 12 月 26 日、平成 24 年 3 月 19 日） 

 

（３）若手の会セミナー 

平成 23 年 9 月 16 日から 2 日間、パレスインホテル鹿児島（鹿児島市）において開催。参加人数：

19 名 

 

（４）支部連合大会 

電気関係学会九州支部連合大会として平成 23 年 9 月 26 日から 2 日間、佐賀大学（佐賀市）

において開催。参加人数 616 名 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2012 

平成 24 年 3 月 15 日から 2 日間、九州工業大学（飯塚市）において開催。参加人数 117 名 

                                  

（６）講演会等 

①平成 23 年 9 月 3～4 日（協賛） 

ET ロボコン 2011 九州地区大会  

会場：九州産業大学（福岡市） 

 参加人数：240 名 

 

②平成 23 年 10 月 27～28 日（協賛） 

インターネットコンファレンス 2011 

会場：九州産業大学（福岡市） 

 参加人数：119 名 

 

③平成 23 年 11 月 25 日（協賛） 

ソフトウェアテストシンポジウム 2011 九州 (JaSST'11 Kyushu) 

会場：福岡システム LSI 総合開発センター（福岡市） 

 参加人数：87 名 

 

④平成 24 年 3 月 23 日（主催） 

情報処理学会九州支部講演会 

 会場：九州大学伊都キャンパス（福岡市） 

 参加人数：28 名 

 



掲載略 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

■九州支部運営規約 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

（設置） 

第 1 条 情報処理学会定款第 52 条により，九州地域（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県）に九州支部を置く。 

 

（目的・事業） 

第 2 条 九州支部（以下「支部」という）は，九州地域に在住または勤務する会員（以下「九州支

部会員」という）の相互協力により，本会の目的達成のため，定款第 4 条に掲げる範囲におい

て必要な事業を行う。 

 

（支部の運営組織・構成） 

第 3条 支部に，次の九州支部運営委員（以下「支部運営委員」）を置く。 

   (1) 支部長：1名    (2) 支部幹事：7 名以内    (3) 支部委員：若干名    

 2．支部長および支部幹事は九州支部正会員の内から，また支部委員は九州支部会員の内から互選

し，理事会の承認を得るものとする。任期は 2 年とする。 

 3．支部長は，必要の都度，支部運営委員で組織する九州支部運営委員会（以下「支部運営委員会」）

を開催し，支部の円滑な運営業務を統括する。 

 4．支部幹事および支部委員は，支部長を補佐し，支部の業務を遂行する。 

 

（支部の運営） 

第 4条 支部の運営は，理事会で承認された年度計画および予算により行う。 

 2．支部運営委員会は，毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案，予算案および事業報告を

作成し，理事会に提出するものとする。 

 3．支部運営委員会は，九州支部会員に対して支部の活動状況（諸事業の報告・計画，収支の状況，

支部運営委員の構成等）を報告するものとする。 

 

（附 則） 

第 5条 本規約は，理事会決議の日から発効し，2012 年 4 月 1日から施行する。 

第 6条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。 

第 7条 本規約の施行により，従来の「九州支部規約」は廃止する。 

 2．経過措置として，2012 年 3 月 31 日現在「九州支部規約」に規定される「支部評議員」および

「支部総会」の呼称は，運営に支障のない範囲で 2012 年度に限り利用可能とする。 

  また，2011 年度から留任の支部運営委員の任期は，第 3 条第 2 項の規定によらず１年とする。 



 

 

九州支部役員の旅費・謝金等の取り扱い規程 
 

 

 本規程は、本部「学会役員等の旅費規程」に基づき、九州支部役員（※注）の旅費・謝金等の取り扱いに

ついて定める。 

 ※注）支部役員とは、支部長、幹事、支部研究会主査、支部委員、またはそれらの代理の者を指す。 

 

1. 本会支部活動における旅費・謝金等の支給の原則 

  九州支部役員による本会支部活動は基本的にボランティアで行うものとし、日当、原稿料、  

 講演謝金、その他の名称を問わず、役務の提供等による対価・報酬は支給しない。 

  但し、旅費については、次項「旅費の支給の範囲」に限り支給する。 

 

2．旅費の支給の範囲 

  支給する旅費の範囲は以下の通りとする。 

  但し、他から旅費の支給を受ける者には適用しない。 

 a) 講演会・セミナー・シンポジウム・ワークショップ・見学会など、九州支部のイベント運営 

   に直接関わる場合にのみそれぞれに実費交通費を支給することができる。 

     例）当日のイベント運営、会場の下見などがこれに該当する。 

  b) 幹事会・支部委員会・奨励賞選定委員会など、支部役員の職務として出席する会議・打合せ 

   等に関わる旅費は原則として支給しない。 

   但し、例外として、参加者の勤務地～用務地までの距離が 

     50km 以上の場合は、実費交通費を支給することができる。 

 

3．関連学会との共催イベントの運営に関わる取り扱いは、関連学会との合意により別に定める。 

 

附則  

本規程の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

 

 



 

 

平成２４年度 九州支部役員（敬称略） 

 

支部長： 

 荒木 啓二郎 （九州大学）  留 

 

幹 事： 

 楢崎 修二 （長崎大学）   留  

 梅田 政信 （九州工業大学） 留 

 中村 吉勝  （㈱NTT ﾃﾞｰﾀ九州） 留 

 井上 弘士  （九州大学）   

 北須賀 輝明 （熊本大学）   

 合志 和晃 （九州産業大学）  

 井上 康生 （富士通九州ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱）  

 

支部委員： 

 末吉 敏則   （熊本大学）                 留 

 西 宏之   （崇城大学）                 留 

 山崎重一郎  （近畿大学）                                 留 

 渕田 孝康   （鹿児島大学）                               留 

 富松 篤典   （㈱電盛社）                                 留 

 吉元 健次   （㈱福岡 CSK）                               留 

 上田 健次   （九州日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ㈱）                    留 

 松田 昭二   （九州地域組込みｼｽﾃﾑ協議会）                 留 

 竹内 章   （九州工業大学） 

 松尾 聡   （正興電機㈱）  

 芦原 秀一    （㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ応用技術研究所） 

 西野 浩明    （大分大学） 

 片山 徹郎    （宮崎大学） 

 長山 格    （琉球大学） 

 柴村 英智    （(財)九州先端科学技術研究所） 

 



 

 

平成 24 年度 情報処理学会九州支部事業計画 

 

（１）支部年次大会（旧 支部総会） 

   平成 24 年 5 月 11 日（金）15:00〜16:00 

   場所：JR 博多シティ会議室（JR 博多駅「JR 博多シティ」10 階） 

（２）支部年次大会併設特別講演会  

   平成 24 年 5 月 11 日（金）15:00〜16:00 

   場所：JR 博多シティ会議室（JR 博多駅「JR 博多シティ」10 階） 

   講師：末吉敏則 教授（熊本大学） 

（３）講演会 5 回程度           

（４）若手の会セミナー              

   平成 24 年夏頃 

   場所：未定 

（５）第 65 回電気関係学会九州支部連合大会     

平成 24 年 9 月 24 日（月）～25 日（火） 

   場所：長崎大学（文教キャンパス） 

   備考：情報処理学会が主担当 

（６）火の国情報シンポジウム 2013      

平成 25 年 3 月頃 

   場所：未定 

（７）支部特別事業  

（８）日韓国際交流イベント 

   Kyushu-Korea Joint Workshop on ICT （仮称） 

平成 24 年 9 月 20 日（木）〜22 日（土）（予定） 

   場所：韓国 浦項工科大学校  

   備考：学生会員に対する旅費や参加費の補助など 

（９）支部運営委員会 

   幹事会（数回）、支部委員会（旧 評議員会）（1回）、奨励賞選定委員会（2回） 

 

 庶務幹事：楢崎 

 広報幹事：井上弘士  

 会計幹事：合志 

 学生会員育成委員会担当：楢崎 

 



情報処理学会 九州支部 平成２４年度予算案

（単位：円）

予　算 備　考 H23年度予算(参考)

1,907,000 1,930,000

2,497,000
３年計画で繰越金
を適正範囲に収
めるための第１年

506,888

4,404,000 2,436,888 ※

※Ｈ２３年度予算策定時、本部からの予算配分（九州）額：１，９３０，０００円が分からなかったので、

　 支出予算額：２，４３６，８８８円を本部へ提示。（九州支部事務局にて確認）

（単位：円）

予　算 備　考 H23年度予算(参考)

1,850,000 0

（内訳） 日韓国際交流イベント 1,000,000
Kyushu-Korea
Joint Workshop
on ICT (仮称)

0

九州支部Webシステムリニューアル 850,000 0

1,914,000 1,746,888

（内訳） 支部年次大会 100,000 旧 年次総会 160,000

講演会 100,000 120,000

若手の会セミナー 300,000 300,000

支部特別事業 200,000 200,000

支部連合大会 一時分担金 354,000 H24年度主担当学会 230,000

火の国情報シンポジウム 260,000 258,000

奨励賞表彰 390,000 390,000

電子広報費 0 88,888

Webシステム運営費(６ヶ月間) 210,000 外部委託 0

640,000 690,000

（内訳） 通信費 10,000 10,000

印刷費 120,000 120,000

会議費 200,000 250,000

雑費 10,000 10,000

事務委託費 300,000 300,000

4,404,000 2,436,888 　

事業費

事務費

合計

収　入

予算配分（九州支部）

繰越金

合計

支　出

特別施策


