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情報工学科

S. Ono, T. Yamasaki, S. Nakayama Rule- and Case-Based Adaptive Knowledge Base and Its
Application to Japanese-to-Braille Translation

the 6th International Conference on Artificial
Intelligence,  Knowledge Engineering and Data
Bases (AIKED '07),  pp.96-101

2007年2月

S. Ono, T. Yamasaki, S. Nakayama Adaptive Knowledge Base for Japanese-to-Braille
Translation

International Symposium on Artificial Life and
Robotics (AROB 12th '07),  pp.685-688

2007年1月

T. Imabeppu, S. Nakayama, S. Ono A Study of Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm
Based on Pair Swap

International Symposium on Artificial Life and
Robotics (AROB 12th '07),  pp.732-735

2007年1月

S. Nakayama, T. Imabeppu,  S. Ono Pair Swap Strategy in Quantum-Inspired Evolutionary
Algorithm

Genetic and Evolutionary Computation
Conference (GECCO2006)

2006年7月

小野 智司,  廣谷 裕介,  中山 茂  勾配を利用した進化計算法による複数解探索 情報処理学会研究報告 アルゴリズム
2007-AL-111,
Vol.2007,  No.23,  pp.49-56

2007年3月

中山 茂,  今別府 考洋,  小野 智司  量子風進化的アルゴリズムの研究 情報処理学会研究報告 アルゴリズム
2007-AL-111 (招待講演),
Vol.2007,  No.23,  pp.57-64

2007年3月

岩川 建彦,  小野 智司,  中山 茂  文脈自由な分散並列処理言語Espaceの開発 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
A-2-1

2007年3月

山崎 節,  小野 智司,  中山 茂  適応的知識ベースを用いた日本語点字翻訳 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
A-3-3

2007年3月

今別府 孝洋,  小野 智司,  中山 茂  0-1ナップザック問題における量子風進化的アルゴリズム
の検討

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
B-3-3

2007年3月

廣谷 裕介,  小野 智司,  中山 茂  多目的遺伝的アルゴリズムと準ニュートン法のハイブリッ
ドによる複数ロバスト解探索

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
B-3-4

2007年3月

東郷 晃典,  泉 龍樹,  小野 智司,
中山 茂

 デザイナの思考を支援するインテリアデザインシステム 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-1-3

2007年3月

李 楽,  小野 智司,  中山 茂  二重同心円型TSPにおける確率モデル免疫アルゴリズ
ムに関する研究

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-3-2

2007年3月

白濱 大作,  中山 茂,  小野 智司  グラフ彩色問題におけるAntSystemの改良 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-3-4

2007年3月

デェン リャン,  小野 智司,  中山 茂  携帯電話を用いた異常潮位通知システムの開発 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
A-7-5

2007年3月

徳守 淳也,  小野 智司,  中山 茂  学術情報メタデータ作成支援システムの開発 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-5-1

2007年3月

W. Ngenkaew, S. Ono, S. Nakayama  The influence of multiple pheromones in Ant-Based
Clustering

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-5-5

2007年3月

緒方 芳道,  小野 智司,  中山 茂  Pair Particle Swarm Optimizationによる複数解探索法の
研究

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-6-1

2007年3月

森山 賀文,  小野 智司,  中山 茂  免疫アルゴリズムによる書籍特定 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-6-2

2007年3月

黒瀬 元義,  今別府 孝洋,
小野 智司,  中山 茂

 離散PSOの集合2分割問題への応用 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-6-3

2007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おける螺旋交叉戦略の検証 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-6-4

2007年3月

慶島 淳一,  小野 智司,  中山 茂  共生進化による決定木生成における精度向上の研究 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
C-7-1

2007年3月

中山 茂,  今別府 孝洋,  小野 智司 NP困難問題における量子ビット進化的アルゴリズムの研
究

第15回量子情報技術研究会資料(QIT15),
No. QIT2006-81,  pp.166-169

2006年11月
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中山 茂,  今別府 孝洋,  小野 智司 NP困難な問題における量子ビット進化的アルゴリズムの
研究

第49回自動制御連合講演会,  No.SA3-1-6 2006年11月

慶島 淳一,  小野 智司,  中山 茂 重み付き部分解を持つ共生進化による決定木の生成 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1A-07

2006年9月

今別府 孝洋,  小野 智司,  中山 茂 0-1ナップザック問題における Quantum-Inspired
Evolutionary Algorithm based on Pair Swapの検討

電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1A-08

2006年9月

緒方 芳道,  小野 智司,  中山 茂 Pair Particle Swarm Optimizationによる多峰性関数の複
数解探索

電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1A-09

2006年9月

廣谷 裕介,  小野 智司,  中山 茂 進化的計算法と勾配法のハイブリッドによる複数解探索 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1A-10

2006年9月

山崎 節,  小野 智司,  中山 茂 日本語点字翻訳における例外事例適用閾値の自動調
整

電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1P-01

2006年9月

森山 賀文,  小野 智司,  中山 茂 書架画像における免疫アルゴリズムを用いた複数画像
領域探索

電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-1P-02

2006年9月

W. Ngenkaew, S. Ono, I. Iimura,
S. Nakayama

Study on Pheromone Influence in Ant-Based Clustering 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
12-1P-03

2006年9月

リャン デェン,  小野 智司,  中山 茂 携帯電話を用いた異常潮位通知システムの開発 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
12-2P-09

2006年9月

東郷 晃典,  泉 龍樹,  小野 智司,
中山 茂

デザイナの思考を妨げないインテリアデザイン支援シス
テム

電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-2P-14

2006年9月

徳守 淳也,  小野 智司,  中山 茂 JavaCCを用いた学術情報メタデータ作成支援 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-2P-15

2006年9月

岩川 建彦,  小野 智司,  中山 茂 分散並列処理プログラミング言語Espaceの開発 電気関係学会第59回九州支部連合大会,
11-2P-16

2006年9月

中山 茂,  今別府 孝洋,  小野 智司 量子ビット表現と対交換戦略を用いた進化的アルゴリズ
ム

第5回情報科学技術フォーラム(FIT2006),
No.A-005,  pp.9-12

2006年9月

中山 茂,  今別府 孝洋,  小野 智司 NP困難問題における量子ビット表現を用いた進化的ア
ルゴリズムの研究

第14回量子情報技術研究会(QIT14) 2006年5月

濱田 未来，伊藤 雅人，福添 孝明，
渡邊 睦

動画像を用いた動物行動の自動計測・認識の研究 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），Vol.2006-CVIM-154, pp.75-82

2006年5月

山中 隆，中野 広樹，下脇 克友，
渡邊 睦，緒方 淳

規範フロー場と実フロー場の差異解析による道路状況認
識の研究

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），Vol.2006-CVIM-154, pp.83-90

2006年5月

清水 大輔，平田 貴子，勝間 大輔，
渡邊 睦

動画像処理を用いたスポーツ映像自動解析の研究 第１１回知能メカトロワークショップ
講演論文集，pp.110-115

2006年9月

勝間 大輔，清水 大輔，渡邊 睦 関係モデルを用いた物体認識の研究 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）,
Vol.106, No.230, pp.107-114

2006年9月

濱田 未来，福添 孝明，渡邊 睦 動作・表情解析による人物内部状態推定の研究 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），Vol.2006-CVIM-158, pp.77-84

2007年3月

山中 隆，古賀 由紀夫，外園 宙，
山田 純一，渡邊 睦

規範フローと危険度を用いた障害物検出の研究 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），Vol.2006-CVIM-158, pp.41-48

2007年3月

川邊 一郎, 長野 龍太, 鹿嶋 雅之,
佐藤 公則, 高橋 行俊

長距離キャンパス間の無線LAN伝送特性 平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集

2006年9月

崎田 隆行, 鹿嶋 雅之, 佐藤 公則,
高橋 行俊

実時間での手領域抽出に関する研究 火の国情報シンポジウム2007論文集, B-6-2 2007年3月
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本多 雄一，渕田 孝康，村島 定行 連続状態離散行動に基づくエサ拾いマウスのシミュレー
ション

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
12-2A-02, p.362

2006年9月

前田 賢司，渕田 孝康，村島 定行 離散ボロノイ分割を用いたフラクタル画像圧縮における
レンジ分割法の改良

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
12-2A-14, p.374

2006年9月

壽福 大樹, 川畑 隆博, 二宮 公紀 かすれ処理に対する終点の影響度合いについて 第59回電気関係学会連合大会論文集,
12-2A-10

2006年9月

山尾 敏孝*, 平島 孝*, 二宮 公紀 土木遺産の文化財としての保存・活用する技術に関する
研究分科会報告書

九州構造・橋梁工学研究会, 76P. 2006年6月

福元 伸也，宮島 廣美，村島 定行 複数の正則化パラメータを持つファジィ推論 第２２回ファジィシステムシンポジウム, pp.365-
368

2006年9月

福元 伸也，宮島 廣美，村島 定行 正則化ファジー推論モデルの正則化パラメータ 第５９回電気関係学会九州支部連合大会,
11-1A-01

2006年9月

福元 伸也，大重 裕一，張 柯，
村島 定行

形態学的連想記憶のファジー理論による実現 情報処理学会火の国情報シンポジウム2007,
B-5-1

2007年3月

H. Ohno, H. Uchiyama Activity of neurons in the isthmo-optic nucleus and its
relationship with head movements

Neuroscience Research Vol. 55, Supplement 1,
Abstracts of the 29th Annual Meeting of the
Japan Neuroscience Society

2006年7月

H. Ohno, H. Uchiyama Activity pattern of the isthmo-optic neurons in head-
unrestrained quails

Vision vol. 18, supplement, The Fourth Asian
Conference on Vision (ACV2006)

2006年7月

内山 博之，大野 裕史，川尻 真寛，
董 徽，山口 隆一

連続刺激に対するON-OFF型神経節細胞の応答相関の
可視化法

日本神経回路学会第１６回全国大会
講演論文集

2006年9月

董 徽，山口 隆一，川尻 真寛，
大野 裕史，内山 博之

向網膜系の構造と機能Ⅰ　- 向網膜系の網膜内回路 - 平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
第59回連合大会　講演論文集

2006年9月

川尻 真寛，瀬戸山 理, 山口隆一，
董 徽，大野 裕史，内山博之

向網膜系の構造と機能Ⅱ- 競合の場としての向網膜神
経核 -

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
第59回連合大会　講演論文集

2006年9月

山口 隆一，董 徽，川尻 真寛，
大野 裕史，内山 博之

向網膜系の構造と機能Ⅲ　- 向網膜ニューロンの活動と
頭部運動の相関 -

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
第59回連合大会　講演論文集

2006年9月

大野 裕史，川尻 真寛，山口 隆一，
董 徽，内山 博之

視覚的競合の神経基盤：向網膜系の機能的意義 第２１回生体・生理工学シンポジウム論文集 2006年11月

大野 裕史，内山 博之 向網膜神経細胞の活動と頭部運動の相関 信学技報　IEICE Technical Report
MBE2006-109

2007年1月

H. Uchiyama, H. Ohno Attentional control of the avian retina The Journal of Physilogical Sciences, Vol. 57,
Supplement, The Proceedings of the 84th
Annual Meeting

2007年3月

竹内 康人 膀胱内圧測定用超小型テレメトリ－発信機の開発 第94回日本泌尿器科学会総会 シンポジウム７
「泌尿器科疾患に対する研究最前線」

2006年4月

幸田 学*, 竹内 康人 環境楽器ウインドテルミンの試作試用経験 日本音響学会音楽音響研究会 MA2006-1 2006年5月

竹内 康人 ドプラフォーカルプレンアレイのためのチャンネル受信機
について

電子情報通信学会超音波研究会 US2006-19 2006年6月

竹内 康人 長い伝達棒を用いず振動子を現場に持ち込む方式の超
音波手術器は可能か、多面的検討

電子情報通信学会超音波研究会 US2006-20 2006年6月

竹内 康人, 湯ノ口 万友 本学におけるMBE基礎教育“自分で作った装置で自分
の心電図をとって見よう”６年 間の実績、反省および展望

電子情報通信学会MEとバイオサイバネティッ
クス研究会 MBE2006-115

2007年1月

中園 幸弥, 松本 成史*,
植村 天受*, 竹内 康人

体腔内圧の非接触連続計測のための閉鎖ベロ－ズ式感
圧機構をカプセル化したテレメ ーター発振器

電子情報通信学会MEとバイオサイバネティッ
クス研究会 MBE2006-117

2007年1月

森 和義*, 宮崎 綾乃*,
小笠原 英子*, 中村 敏明*,
竹内 康人

位相連続フレネルレンズのFDTD解析に関する基礎的研
究

電子情報通信学会超音波研究会 US2006-34 2006年8月
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K. Mori*, A. Miyazaki*,
H. Ogasawara*, T. Nakamura*,
Y. Takeuchi

An Analysis on Focusing Characteristics for Phase
Continuous Fresnel lens Using FDTD Method

USE2006 第27回超音波エレクトロニクスの基
礎と鷹揚に関するシンポジウム P2-69

2006年11月

西 宏平，上玉利 真介，竹内 康人 近赤外を輝度としてこれに可視の色相を付与した合成イ
メージとその美感ないし応用 の可能性について

日本赤外線学会 平成18年度研究発表会
演題番号15

2006年11月

上玉利 真介，西 宏平，竹内 康人 銀塩湿式現像赤外線写真の生き残りをかけた中版カメラ
用赤外電子ファインダーの試 作試用の経験

日本赤外線学会 平成18年度研究発表会
演題番号16

2006年11月


