
平成 29 年度情報処理学会九州支部報告会次第	

	

平成 29 年 5 月 12 日（金）15:00～16:00	

 
於：NTTDATA博多駅前ビル B1F	 B101-(1)会議室 

 
 
 
	 1. 平成 28年度支部長挨拶	 中嶋卓雄（東海大学） 
	 2. 本部来賓挨拶	 柴山悦哉	 理事（東京大学） 
	 3. 情報処理学会九州支部平成 28年度奨励賞表彰 
	 4. 平成 28年度事業報告 
	 5. 平成 28年度決算報告 
	 6. 平成 29年度支部役員 
  7. 平成 29年度支部長挨拶	 冨浦洋一（九州大学） 
	 8. 平成 29年度事業計画案 
	 9. 平成 29年度予算案 
	 10. 閉会 
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特別講演会	

	

日時：平成 29 年 5 月 12 日（金）16:00～17:00	

場所：NTTDATA 博多駅前ビル B1F	 B101-(1)会議室	

	

講師:	理化学研究所	革新知能統合研究センター	ユニットリーダー	

							田部井	靖生	氏	

	

題目:	圧縮情報処理とその周辺	

	

概要:	

圧縮情報処理とは、データを小さく圧縮しデータを解凍することなく処理する

技術である。近年、様々な分野でデータは大規模化しており、大規模化したデ

ータを効率よく処理する技術が必要とされているため、簡潔データ構造などの

圧縮情報処理の技術の研究が盛んに行われている。そして、大規模データを効

率よく分析するためにデータマイニング分野への応用も進んでいる。本講演で

は、圧縮情報処理の概要と最近の応用の話題を外観する。	
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情報処理学会九州支部	 平成 28年度奨励賞受賞者 
 

＜第 69回電気・情報関係学会九州支部連合大会より＞ 
	

木下	 和弥（九州大学）	

「テンソル因子分解による欠損のあるセンシングデータの補間に関する研究」	

	

窪川	 美智子（九州工業大学）	

「口形パターンと母音並び語を利用した日本語テキスト入力システム」	

	

末吉	 智奈佐（九州産業大学）	

「フィードバック反応経路と反応次数が細胞内シグナル伝達系の多安定性に及

ぼす影響の網羅的解析」	

	

石田	 竹至（九州工業大学）	

「プレイアウト中の統計情報を用いた囲碁の見合い検出」	

	

田村	 元貴（九州大学）	

「3次元空間中における準同期ロボット群の集合問題」	

	

TENDE	Isakwisa	Gaddy（宮崎大学）	

「Improvement	of	Farmers	Market	Information	System	to	Connect	with	Some	

Social	Stakeholders」	
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＜火の国情報シンポジウム 2017 より＞	

	

久冨	 あすか（鹿児島大学）	

「進化型多目的最適化を用いたエッシャー風タイリング図形の設計に関する基

礎研究」	

	

金子	 晃介（九州大学）	

「e-learning 教材の著作権処理に対する法律的解決及び技術的解決に関する考

察」	

	

小宮	 崚輔（福岡大学）	

「氏名入力時における打鍵時間間隔の特徴を利用した個人認証」	

	

根比	 瞭（鹿児島大学）	

「動画像処理によるバドミントン技術支援システムに関する研究」	

	

堀之内	 惇樹（鹿児島大学）	

「スマートデバイスを用いた直感的３次元形状モデリング」	

	

	

＜若手の会セミナー2016 より＞	

	

岩本	 舞（熊本高等専門学校）	

「One-Class	SVM	を用いたマルウェア PDF 検出の一考察」	
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予算 決算

本部からの繰入相当額 1,866,000 1,866,000

　 支部交付金相当額 1,866,000 1,866,000

　 記念事業支援金相当額 0 0

事業収入 310,000 282,810

   若手の会セミナー 60,000 33,000

   火の国シンポジウム 130,000 139,000

   支部連合大会割戻金 120,000 110,810

補助金収入 0 0

　 ○○○からの補助・助成 0 0

繰越金 2,489,103 2,489,103

雑収入（利息等） 0 1,003

当期収入合計 (A) 4,665,103 4,638,916

予算 決算

事業費 1,361,000 1,151,830

　 支部報告会 100,000 137,997

　 講演会 50,000 0

   若手の会セミナー 350,000 200,745

   火の国シンポジウム 250,000 236,796

   支部連合大会分担金 465,000 465,000

   奨励賞表彰 146,000 111,292

管理費 1,046,000 1,099,491

   幹事会 150,000 159,780

　 通信費 10,000 23,870

　 事務委託会社への委託費 400,000 422,108

　 ホームページサーバ使用料 486,000 486,000

　 雑費 7,733

予備費等（任意） 0 0

当期支出合計 (C) 2,407,000 2,251,321

当期収支差額 (A-C) 2,258,103 2,387,595

2016年度
収入

支出
2016年度
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2017年度情報処理学会九州支部　役員（敬称略）

役員名 氏名 所属 年次

支部長 冨浦	洋一 九大 1

坂内	英夫 九大 2

渕田	孝康 鹿児島大 2

澤田	直 九産大 2

中村	亘 富士通QNET 2

嶋田	和孝 九工大 1

藤村	誠 長崎大 1

生雲	宏 NTTデータ九州 1

本田	久平 大分高専 1

中嶋	卓雄 東海大 1

池部	実 大分大 1

倉爪	亮 九大 1

萩尾	恒亮 正興ＩＴソリューション 2

田口	雅晴 富士通九州システムズ 2

吉松	則文 ISIT 2

堀	良彰 佐賀大 2

飯田	全広 熊本大 2

鶴田	直之 福岡大 1

山澤	一誠 福岡工業大 1

岡崎	康敬 NTT西日本 1

山田	和明 西部電気工業 1

事務局 松本	玲来

電子
広報

中村	吉勝 NTTデータ九州

評議員

支部
委員

幹事
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2017/05/07 12(34平成29年度(第70回）電気・情報関係学会九州支部連合大会

1 / 2 ページhttp://www.jceee-kyushu.jp/

トップページ
サイトマップ
会場情報
プログラム
特別講演・招待講演
企業展示・企業講演
懇親会
よくある質問と答え
緊急時の対処について

各種参加申込案内
講演申込
連合大会国際セッション　
International Session
聴講・論文集(CD-ROM)申込
座長の皆様へ
参加費のお支払いについて
Method for Payment of Participation
Fee

講演者の方へ
講演募集要領
各セッション内容説明
若手表彰制度のご案内
著作権について
原稿作成の手引き
PDF作成の手引き
発表方法・講演時間について
主催各学会の入会について

広告・展示・協賛について
協賛のお願い
協賛申込

協賛企業
協賛企業一覧

大会主催
大会委員会組織
電子情報通信学会九州支部
情報処理学会九州支部
電気学会九州支部
IEEE Fukuoka Section
日本音響学会九州支部
映像情報メディア学会九州支部
電気設備学会九州支部
照明学会九州支部

過去の開催履歴
過去の開催履歴
大会講演論文（J-STAGE）

カウントダウン

あと

144
日で

大会開催まで

平成29年度（第70回）電気 ・情報関係学会九州支部連合大会 

開催日：平成２９年９月２７日（水）～２８日（木）
開催地：琉球大学　千原キャンパス　  （沖縄県中頭郡西原町千原１番地）

主　催　：　電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

新着情報（最終更新日 2017年3月27日）

更新日 内容
「新着情報」ページから 0 件のアイテムを編集日時順に表示しています。 もっと見る »

講演・聴講申込スケジュール（平成２９年度）
講演申込
講演申込・妙録投稿期間：　平成２９年６月１２日（月）～平成２９年７月１０日（月）

講演申込費：講演1件　主催学会会員　4,000円 ／　非会員　8,000円
※ただし、国際セッション参加の海外国籍の方は非会員でも会員価格にて申込可能

◆◆【重要】会員資格について◆◆
学会会員資格にて講演登録する際は、主催学会いずれかの会員番号が必要です。講演登録時に入会手続中の方は「非会
員」扱いとなりますので、早めに加入手続を行って下さい。講演申込締切時に会員番号が確定していない方は「非会
員」扱いとなります。

講演申込費の振込期限：　平成２９年７月１1日（火）

論文原稿投稿期間：　平成２９年６月１２日（月）～平成２９年８月１０日（木） 24:00
　　　　　　　　　　　　　　※期間中であれば何度でも上書き（差し替え）ができます。

聴講　参加申込
聴講　事前参加申込期間：平成２９年６月１２日（月）～平成２９年８月１５日（火） 24:00

聴講参加費
区　　分 事前申込 当日申込
主催学会会員 3,000円 4,000円

非会員 5,000円 6,000円

学　生
聴講のみ 0円 1,000円

論文集付 2,000円 3,000円
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座　長 3,000円 3,000円

当日申込は、事前申込の参加費より一律1,000円追加となりますので、是非とも事前申込をご利用下さ
い。
学生の聴講料は事前申込を行った方のみ無料となりますのでご注意ください。
学生の聴講のみには論文集CD-ROMは付いていません。必要な方は論文集付を申し込まれるか、もしく
は大会当日にお求めください。なお、論文集CD-ROMは事前・当日ともに一律2,000円です。
学生とは、高専、高専専攻科、大学学部、大学院の学生およびそれらに所属する研究生とします。学生
は主催学会会員・非会員を問いません。
振込期限を過ぎてもお支払い頂けない場合は、事前申込済みでも当日申込扱いとなり、1,000円追徴さ
せていただきますので、ご了承ください。

聴講（事前申込）の振込期限：平成２９年８月１６日（水）

論文集CD-ROM

論文集CD-ROM　事前申込期間：　平成２９年６月１２日（月）～平成２９年８月１５日（火） 24:00

論文集CD-ROM

大会参加者（講演・聴講） 2,000円

非参加（送料含む） 4,000円

※事前申込、当日受付どちらでも同じ価格ですが、出来るだけ事前申込をお願いいたします。
※参加者は会員、非会員、学生を問いません。
※非参加でのお申し込みは送料を含みます。発送は大会終了後となります。

CD-ROM購入費の振込期限：　平成２９年８月１６日（水）

申込期限後の購入申込： 連合大会事務局までご連絡下さい。

懇親会
懇親会　事前参加申込期間：平成２９年６月１２日（月）～平成２９年８月１５日（火）24:00

懇　親　会
区　分 事前申込 当日受付

一　　　般     4,000円 5,000円
学生・家族 2,000円 3,000円

日　時 ：平成29年9月27日(水)　18:30～20:30
会　場 ：ホテルロイヤルオリオン　旭の間（２階） 

■事前申込の参加費は、他大会参加費と一緒にお支払い下さい。 

■懇親会の事前申込は講演、聴講の申込時に合わせてお申し込み下さい。 

■事前申込締切後のキャンセルは受付ませんのでご留意ください。 

懇親会（事前申込）の振込期限：平成２９年８月１６日（水）

お問い合わせ
登録・投稿システムについて : jceee-kyushu17@gakkai-web.net
登録・投稿システム以外のこと : info2017@jceee-kyushu.jp

ログイン | 最近の更新履歴 | 不正行為を報告 | 印刷用ページ | Powered By  Google サイト
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 １９８２．　１．２７ 制定
１９８４．　５．　９ 改訂
１９８８．　５．１３ 改訂
１９９２．　５．　８ 改訂 
１９９３．　５．１４ 改訂
２００２．　５．１０ ����

２０１２．　３．２１ ���� （組織制度変更）
２０１３．１０．１８ 改訂

 
 （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：8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。
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２０００．　５．１５ ����

２００１．　５．１１ ����

２００２．　５．１０ ����

２０１３．１０．１０ ����

２０１４．１０．　２ ����

２０１６．　４．　１ 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・情報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、若手の会セミナーでの発表者で、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。
     ４. 講演の時期（講演時点で、入会申請中も含む）において、本学会九州支部会員であること。

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、若手の会セミナー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、支部連合大会から５編程度、火の国情報シンポジウムから５編程度、若手の会セミナ
ーから１篇程度とする。

第 ５ 条　奨励賞として賞状および賞牌を授与する。 

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