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情報系

幸田 学＊, 竹内 康人
クラリネットの管体を流用した代用尺八「シャクラチ」
の設計、試作、試用の経験

日本音響学会音楽音響研究会, MA2004-
1, Vol.23, No.1, pp.1-6 2004年5月

S. Fukumoto, H. Miyajima,
Y. Nagasawa

A Learning Method of Fuzzy Reasoning Model with
Regularization

Proceedings of International Workshop of
Fuzzy Systems & Innovational Computing
2004, pp.275-279

2004年6月

幸田 学＊, 竹内 康人
胡弓（二胡）にバイオリン族と同様な用弓奏法を許容
させるための若干の改造と改造楽器「コキョリン」の
試用経験

日本音響学会音楽音響研究会, MA2004-
10, Vol.23, No.2, pp.31-36 2004年6月

竹内 康人
イメージング用位相連続フレネルレンズによる超音
波像

日本超音波医学会基礎技術研究会,
BT2004-4, Vol.2004, No.1, pp.13-16 2004年6月

内山 博之，William K. Stell ラモニ・カハールと連合アマクリン細胞 第８回視覚科学フォーラム, ｐ.10 2004年7月

泉 龍樹, 中西 達哉, 小野 智司,
中山 茂 携帯電話を用いた分散並列処理

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D1-09, p.97 2004年9月

白濱 大作, 小野 智司,
中西 達哉, 大橋 勝文, 中山 茂

群知能Ant Colony Optimizationによるグラフ彩色問
題

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D1-17, p.105 2004年9月

村田 晋之介, 小野 智司,
大橋 勝文, 中山 茂 ウェーブレットを用いた画像処理に関する研究

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D1-22, p.110 2004年9月

山崎 節, 小野 智司, 大橋 勝文,
中山 茂 事例ベース推論に基づく日本語点字翻訳

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D2-13, p.131 2004年9月

廣谷 裕介, 小野 智司,
中西 達哉, 大橋 勝文, 中山 茂 免疫アルゴリズムの最適化問題への適用

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D2-14, p.132 2004年9月

慶島 淳一, 前薗 正宜,
小野 智司, 大橋 勝文, 中山 茂 遺伝的プログラミングによる画像フィルタ設計

第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D2-18, p.136 2004年9月

A. Seragu, S. Ono, S. Nakayama A New Evolutionary Design Calculator System 第12回電子情報通信学会九州支部学生

会講演会, D1-01, p.89 2004年9月

武田 和大, 中西 達哉,
小野 智司, 中山 茂 即時構築可能な異機種混合クラスタ:JSGrid 電気関係学会第57回九州支部連合大会,

10-1A-05 2004年9月

田中 真哉, 小野 智司, 中山 茂 Ant Colony Optimizationによる機器配置変更計画
電気関係学会第57回九州支部連合大会,
13-1A-09 2004年9月

前薗 正宜, 小野 智司, 中山 茂 遺伝的プログラミングによる画像フィルタ設計
電気関係学会第57回九州支部連合大会,
10-1P-02 2004年9月

神宮司 真理, 小野 智司, 中山 茂 遺伝的アルゴリズムと確率モデルを用いた回文の自
動生成

電気関係学会第57回九州支部連合大会

12-1P-03 2004年9月

王 宇, 小野 智司, 中山 茂 主成分分析による3次元指文字の認識
電気関係学会第57回九州支部連合大会,
13-2A-07 2004年9月

王 少斌, 小野 智司, 中山 茂 Java携帯電話による災害用伝言サービスの開発
電気関係学会第57回九州支部連合大会,
10-2P-12 2004年9月

岩川 建彦, 原 崇, 中西 達哉,
小野 智司, 中山 茂 分散並列処理言語Espaceの開発

電気関係学会第57回九州支部連合大会,
12-2P-14 2004年9月

片山 公博, 小野 智司, 中山 茂 携帯電話を用いた分散並列処理―合意形成システ

ムへの応用―
電気関係学会第57回九州支部連合大会,
12-2P-15 2004年9月

川口 健治, 小野 智司, 中山 茂 並列環境におけるADVENTURE_Solid/Fluidを用い
た有限要素解析について

電気関係学会第57回九州支部連合大会,
12-2P-18 2004年9月

森山 賀文, 小野 智司, 中山 茂 抑制機構を有する免疫システム型GAによる書籍特
定

電気関係学会第57回九州支部連合大会,
13-2P-22 2004年9月

中野 広樹，下脇 克友，

片山 明伯，渡邊 睦
カルマンフィルタを用いた人物位置予測に基づく自
律移動ロボットの人物追跡システム

第２２回日本ロボット学会学術講演会,
No.3F-15 2004年9月
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水戸 大輔，福添 孝明，

伊藤 雅人，田中 宏樹，

堀之内 あすか，渡邊 睦
動画像処理による講義自動評価システムの研究

平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会, 13-2P-02 2004年9月

瀬戸山 理，有村 ふく，

大野 裕史，内山 博之
向網膜系の構造と神経構築学的特性

第57回電気関係学会九州支部連合大会,
06-2A-10 2004年9月

大迫政徳，有村ふく，
大野裕史，内山博之

向網膜系の機能と選択的注意
第57回電気関係学会九州支部連合大会,
06-2A-11 2004年9月

伊藤 雅人，福添 孝明，

水戸 大輔，田中 宏樹，

堀之内 あすか，渡邊 睦

複数移動物体技術による在席自動管理システムの
開発

平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会, 13-2P-03 2004年9月

H. Uchiyama, K. Aoki,
S. Yonezawa, F. Arimura,
H. Ohno

Retinal target cells of the isthmo-optic projection 日本神経科学大会, Neuroscience
Research 50, supplement 1, S103 2004年9月

馴松 智洋，二宮 公紀 ランダムシートを考慮したにじみの再現について
第57回電気関係学会連合大会論文集,
10-1P-04 2004年9月

川畑 隆博，二宮 公紀 にじみの再現シミュレーションについて
第57回電気関係学会連合大会論文集,
10-1P-05 2004年9月

福元 伸也，宮島 廣美，

長澤 庸二
ファジィ推論における多峰性関数による正則化モデ
ル

平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会13-1A-02 2004年9月

冨田 美涼, 鹿嶋 雅之,
佐藤 公則, 中山 茂, 高橋 行俊

顔部位画像の特徴抽出に関する一検討
平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会13-2A-04 2004年9月

下田代 真哉, 鹿嶋 雅之,
佐藤 公則, 高橋 行俊

映像認識による遠隔モニタリングシステムの構築
平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会13-2P-01 2004年9月

鹿嶋 雅之, 渡辺 貴史,
渕田 孝康, 村島 定行

媒質が一様で無い場合の離散ボロノイ図の作成法
平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会12-1A-04 2004年9月

行田 尚義*, 鹿嶋 雅之 色知覚のシミュレーション
平成16年度電気関係学会九州支部連合

大会11-2A-03 2004年9月

地理木 拉提伊明, 渕田 孝康 キーワードを中心としたWEB 社会の研究
第57回電気関係学会九州支部連合大会

講演論文集 10-2P-13, p.557 2004年9月

坪内 雄祐, 渕田 孝康 重み付き離散ボロノイ図の逐次添加法による作成
第57回電気関係学会九州支部連合大会

講演論文集 11-2P-08, p.594 2004年9月

江口 智和, 渕田 孝康
離散ボロノイ分割を利用したフラクタル画像圧縮に
おける縮小画像を用いたドメイン探索について

第57回電気関係学会九州支部連合大会

講演論文集 11-2P-09, p.595 2004年9月

平松 章, 渕田 孝康 可逆フラクタル画像圧縮の研究
第57回電気関係学会九州支部連合大会

講演論文集 12-2P-10, p.654 2004年9月

岩切 良樹, 渕田 孝康 ２次元相互結合ニューロン場の相転移現象
第57回電気関係学会九州支部連合大会

講演論文集 13-1A-03, p.666 2004年9月

中野 広樹，下脇 克友，

片山 明伯，渡邊 睦
カルマンフィルタを用いた足位置予測に基づく人物
追跡自律移動ロボットの研究

情報処理学会研究報告, コンピュータビ

ジョンとイメージメディア（CVIM）, 2004-
CVIM-146, pp.1-8

2004年11月

西 奈津子，渡邊 睦 顔画像処理による対話型コミュニケーションの研究
－相互部分空間法による認識方式の改良－

電子情報通信学会研究報告, パターン認

識・メディア理解（PRMU）, PRMU2004-
100, pp.43-48

2004年11月

S. Fukumoto, H. Miyajima,
Y. Nagasawa

Fuzzy Reasoning Models with Different Error
Measure Criteria

Proceedings of International Symposium on
Nonlinear Theory and its Applications,
pp.95-98

2004年11月

鹿嶋 雅之, 齋藤 寿子,
佐藤 公則, 高橋 行俊

位相情報に基づく顔領域の抽出
電子情報通信学会技術報告, PRMU2004-
151, pp.101-106 2004年12月

鶴沢 偉伸, 王 宇, 小野 智司,
中山 茂 耳画像による個人認識 情報文化学会九州支部研究発表会 2004年12月

S. Ono, T. Izumi, A. Fujiyama,
C. J. Ashley, S. Nakayama

Interior Coordination Using Case-Based Reasoning
and Constraint Satisfaction Paradigm

2004 IEEE Conference on Cybernetics and
Intelligent Systems(CIS2004) 2004年12月
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山本 大樹，清水 大輔，渡邊 睦 サッカー映像のシーン自動解析の研究

電子情報通信学会研究報告, パターン認

識・メディア理解（PRMU）, PRMU2004-
176, pp.73-78

2005年1月

福元 伸也, 佐藤 公則,
水野 和生, 長澤 庸二

プリント基板で構成されるT型伝送線路の特性イン
ピーダンス

電子情報通信学会技術報告,Vol. 104,
No. 563, EMCJ2004-146, pp. 89-93 2005年1月

泉 龍樹, 小野 智司, 中山 茂 事例ベース推論と制約充足問題に基づくインテリア
コーディネイト

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-3-5 2005年3月

山崎 節, 小野 智司, 中山 茂 事例ベース推論に基づく日本語点字翻訳
情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-4-1 2005年3月

小野 智司, 神宮司 真理,
中山 茂 Webサーチエンジンを用いた回文の自動生成

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-4-2 2005年3月

慶島 淳一, 前薗 正宜,
小野 智司, 中山 茂

濃淡画像や距離画像を用いた決定木による指文字
認識

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-4-3 2005年3月

王 宇, 小野 智司, 中山 茂 3次元耳画像を用いた個人認識
情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-4-4 2005年3月

前薗 正宜, 小野 智司, 中山 茂 遺伝的プログラミングによる画像フィルタ設計
情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-4-5 2005年3月

廣谷 裕介, 小野 智司, 中山 茂 実数型免疫アルゴリズムと準ニュートン法のハイブ
リッドによる複数解探索

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-6-2 2005年3月

森山 賀文, 小野 智司, 中山 茂 抑制機構を有する免疫システム型GAによる書籍特
定

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-6-3 2005年3月

片山 公博, 小野 智司, 中山 茂 携帯電話上のプライバシを用いた分散組合せ最適
化

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-6-4 2005年3月

川口 健治, 小野 智司, 中山 茂 分散並列環境でのADVENTUREシステムを用いた
海流シミュレーションに関する研究

情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, B-6-5 2005年3月

王 少斌, 小野 智司, 中山 茂 携帯電話による伝言サービスの開発
情報処理学会火の国情報シンポジウム
2005, A-3-1 2005年3月

内山 博之，大野 裕史，

瀬戸山 理
WTA回路の生物学的実現：向網膜神経核の神経
構築

電子情報通信学会ニューロコンピューティ
ング研究会, NC2004-198 2005年3月

大野 裕史, 大迫 政徳,
有村 ふく, 福田 仁, 内山 博之

視覚誘導性行動時の向網膜ニューロンの活動
電子情報通信学会ニューロコンピューティ
ング研究会, NC2004-199 2005年3月

http://www.ieice.org/ken/program/index.php?layout=&tgs_regid=8bdec2dac77be4e8c56cae2dc5196ee6fa4b17136e5b4458bfbb3f1577404514&cmd=show_form&form_code=iA2F
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