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【平成 26 年度

第 9 回全国大会の開催報告】
内

容

名

称

第9回

日

時

平成 26 年 12 月 6 日（土） 10：00～16：00

場

所

慶応義塾大学

講演プロ
グラム

開催状況

パーソナルコンピュータ利用技術学会

全国大会
懇親会

16：50～18：00

日吉キャンパス

【分科会プログラム】
講演数：62 件
ポスターセッション：8 件
【IWCAT2014】
International Workshop on Computer Application Technologies
講演数：5 件
慶応義塾大学日吉キャンパスの正門は，東急東横線日吉駅の西口にあり，キャンパスは
近隣の住民の駅への連絡通路にもなっており，自由に行き来できます．風は冷たかったで
すが，キャンパスでは運動部員が元気に走っていました．新幹線からも日吉キャンパスの
緑の山の端を眺めることもできます．
各講演会場では，朝早くから発表者が最後の確認をしていました．
本番の講演では，質問も多く，講演時間が足りなくなるくらい活発に意見交換がなされ
ていました．廊下では，協賛企業のシステム紹介ブースが開かれ，見学しつつ，質問や説
明を受けていました．ポスター発表会場では学生のポスターは力作揃いでした．発表では
スムーズに説明している学生もいる一方，実力が発揮できない学生もいましたが，その真
摯な態度に今後の活躍もが期待できそうです．受付や会場整備などを担当した慶応義塾大
学の学生も，準備，片付けとも手際がよかったです．
懇親会は教員専用のサロンで開催されたこともあり，参加者も多く，ボリューム感溢れ
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開催状況

るお料理の数々，多種多様な飲物が並び，朝から準備した緊張感もほぐれ，最高に盛り上
がり，充実感溢れる楽しいひとときを過ごすことができました．
また，大会を支援してくださいました協賛企業の方々にも深く御礼申し上げます．
来年度の全国大会は，12 月頃に慶応義塾大学で開催予定です．

【平成 26 年度

第 9 回全国大会の受賞者】

☆最優秀研究発表賞
(B2-4) 医療に関する新聞記事の評価と Web を用い
たフィードバックシステムの構築とその検討

1件
仲本 奈々，増田 昌人，井上 亜紀(琉球大学)，
渡邊 清高(帝京大学)，青木 一雄(琉球大学)

☆優秀研究発表賞
(B3-1) キャッシュ・コンバージョン・サイクル

3件
秋山 果苗，佐野 元秀，島村 弘美，
鈴木 美由紀，山本 恭平，白坂 亨(大東文化大
学)
山中 隼人，後藤 広人，荒井 美紗，
菅原 康平，斉藤 知聖，三輪 香澄，
橋本 隆子(千葉商科大学)
松田 葉子(琉球大学・大和大学) ，
青木一雄(琉球大学)

(CCC)による問題探索型財務分析の提案と事例検
討
(B4-1) 岩手県大槌町特産品紹介ウェブサイト構築

(C4-3) 沖縄県那覇市の防災システム（津波ハザード
マップ）活用の有効性についての検討
☆研究奨励賞
(A1-2) LiDAR データによる森林の階層構造のモニタ
リング手法に関する研究
(A3-5) 大学間学生交流活動の阻害要因測定尺度の開
発と評価
(A4-4) AR を用いた震災時の情報共有システムの構
築
(B4-4) 問題探索型財務分析へのデュポン・システム
の応用と事例検討
(C3-1) 乳癌たんぱく質発現解析の為の細胞核抽出
☆新人奨励賞
(B3-3) マルチエージェント・シミュレーションによ
る東京都知事選挙の分析
(C3-2)逐次近似法を用いた少投影数 X 線 CT 画像の高
画質化
(C3-3) 胃癌の自動診断システム

5件
木村 恵輔，後藤 真太郎(立正大学)
菅原 良(秋田大学) ，渡部 昌平(秋田県立大学)
勝又 あずさ(成城大学) ，神崎 秀嗣(大和大学)
小澤 麻奈美，後藤 真太郎(立正大学)
青山
野辺
川越
3件
末永

千穂，大平 眞央，澤 麻衣子，千葉 開志
貴雅，水飼 健斗，白坂 亨(大東文化大学)
ゑまい，田中 敏幸(慶應義塾大学)
昌平(立正大学)

小林 嵩士(慶應義塾大学)
諸富 瑛美(慶應義塾大学)
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1件
(B2-4) 医療に関する新聞記事の評価と Web を
用いたフィードバックシステムの構築とその
検討
(C4-3) 沖縄県那覇市の防災システム（津波ハザ
ードマップ）活用の有効性についての検討

☆最優秀研究指導賞
青木一雄
(琉球大学)

2件
(A1-2) LiDAR データによる森林の階層構造の
モニタリング手法に関する研究
(A4-4) AR を用いた震災時の情報共有システム
の構築
(C3-1) 乳癌たんぱく質発現解析の為の細胞核
抽出
(C3-2) 逐次近似法を用いた少投影数 X 線 CT
画像の高画質化
(C3-3) 胃癌の自動診断システム

☆優秀研究指導賞
後藤 真太郎(立正大学)

田中 敏幸(慶應義塾大学)

受賞者の皆様には，賞状を代表者または指導者の方経由でお送りしました．
【平成 26 年度

第 9 回全国大会の講演論文集販売のお知らせ】

講演論文集（研究発表の概要（冊子）＋論文集（CD-ROM））を販売しております．会員，非会員で
講演論文誌の金額が異なっております．なお，送料・手数料は１回の申し込みに付き 500 円です．
会員，非会員の何れかを明記して，メールで事務局
・会員：2,000 円／冊

office@jpcats.net

・非会員（一般）
：3,000 円／冊

までご連絡ください．

・非会員（学生）：2,000 円 ／冊

【国際会議 ICCAT への一般論文・ポスター論文のご投稿への案内】
JPCATS の１０周年を記念して，国際会議 ICCAT（International Conference on Computer
Application Technology）を後援します．
原稿の形式で締切日程が違っておりますので，ご確認の上，研究者のみならず，学生および院生の
方々の卒論や修論の成果をどしどしご投稿ください．
内

容

名

称

国際会議 ICCAT（International Conference on Computer Application Technology）

日

時

2015（平成 27）年 8 月 31 日（月）～9 月 2 日（水）

場

所

島根県松江市のくにびきメッセ
フルペーパー（６ページ原稿）
締め切りは 3 月 25 日（水）
ショートペーパー（４ページ原稿）
締め切りは 4 月 15 日（水）
ポスターペーパー（２ページ原稿）
締め切りは 4 月 30 日（木）
投稿 アドレス： http://www.e-activity.org/iccat2015/

原稿の
締切日程

【論文募集】
パーソナルコンピュータ利用技術学会論文誌

第 10 巻

第 1 号 への論文

募集

論文投稿の詳細は，本学会の Web ページ「 http://jpcats.net/index.html 」をご参照ください．

【論文誌の発行予定】
論文誌 第 9 巻第 1 号および第 9 巻第 2 号の発行が遅れておりますが，今年度は特別号として合冊と
なり，論文 4 本を収録の他，下記（次頁）の内容で近日中に発行する予定です．
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＜発行予定の論文誌の内容＞
<特集：田中功先生追悼号>
田中功先生の仕事
サイバー空間に移行し始めた図書館
アクティブライブラリモデル
図書館の IT 化とその課題
<研究論文>
特性の時間依存性を考慮した配合の数理設計

山下倫範
神崎秀嗣
藤本貴之,松尾徳朗
田中雅章
稲田禎一,高橋里司,松尾徳朗

配合と特性の線形関係の次元解析
稲田禎一,高橋里司,松尾徳朗
目標値が不明確な場合の近最適化アルゴリズム
稲田禎一,高橋里司,松尾徳朗
直観的な理解を促進するワークショップ「コンピュータの動作原理」の授業設計
山崎 進,佐藤 敬,次郎丸 沢,舘 伸幸,岩野正史
<研究ノート>
医療系専門学校における授業評価の必要性
神崎秀嗣,菅原 良,藤田洋一,石田洋一

【論文誌販売のお知らせ】
論文誌の最新号およびバックナンバーを販売しております．第 1 巻～第 7 巻，第 8 巻第 1 号は１冊
1,000 円，第 8 巻第 2 号は１冊 3,000 円で，送料・手数料は１回の申し込みに付き 500 円です．ご希
望の巻号を明記して，メールで事務局
巻 号 年
表 紙
第７巻
第１号
２０１３年
３月

第８巻
第１号
２０１３年
１０月

office@jpcats.net

までご連絡ください．
目
次

●巻頭言
神保雅人
<論文>
材料供給リスク評価アルゴリズム
稲田禎一, 松尾徳朗
韓国におけるインターネット利用の心理的社会学的問題～依存症を中心として 青木智子
Excel VBA による授業評価分析ソフトウェアの開発
情報通信ネットワークの授業における理解度確認について
＜解説＞
韓国の大学特性化教育とわが国の専門性深化への対応

菅原 良,神埼秀嗣,佐藤喜一
竹井 潔
西谷成昭,坂本眞一郎

●巻頭言
福田真規夫
<研究論文>
特微量解析による子宮頸癌の診断支援システム
加茂雄吾,田中敏幸
弱条件組合せ線形計画法による材料の配合設計と供給リスクマッピング
稲田禎一,松尾徳朗
＠CDM:汎用性キャリア・コンサルティングツール

次郎丸 沢,松尾徳朗

第８巻
第２号
２０１４年

●巻頭言
<研究論文>
全国調査に基づいた授業評価アンケート質問項目の傾向分析

上山俊幸

菅原 良,神崎秀嗣,佐藤喜一

３月

【編集後記】 平成２６年度のニュースレター第２号をお届けします．12 月に開催されました全国大会の開催状
況，受賞者の発表などを報告しています．また，国際会議 ICCAT への論文投稿の案内もあります．第９巻第１号
／第２号の合冊の論文誌も近日発行予定です．第１０巻第１号の論文の募集も始まる予定です．広報委員会では，
ニュースレターの内容について皆様のご意見やご要望などを生かしたいと思いますので，いろいろな情報を広報
委員会までお寄せください．
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