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第 16 回ビジュアル情報処理研究合宿の開催報告
十枝 菜穂子†1,a)

山谷 佳祐†2,b)

内海 友輔†2,c) 小林 享生†3,d)
菊地 直樹†4,g) 山川 和樹†3,h)

田口 博史†2,e)

塩谷 祥加†1,f)

概要：ビジュアル情報処理研究合宿は，情報処理分野の中でもビジュアル情報処理に関する研究を行う学
生を対象とした研究合宿である．企画から運営まで全国の学生有志を中心に行っており，研究発表などの
企画によって参加学生に活発な議論や交流を促すことを目的としている．本報告では 2016 年 9 月 9 日か
ら 11 日に開催された第 16 回ビジュアル情報処理研究合宿の開催概要と当日の様子を報告する．本年度は
“STEP UP!” をテーマに掲げ，参加学生の研究や将来への取り組みのモチベーション向上につながるよう
に，前年度の取り組みに加え新たな試みを実施した．グループワークでは，学生によるプレゼンテーショ
ンを本合宿に参加の社会人の方々に評価していただくことで，前年度までとは異なる視点を取り入れた．
また，今年度からの新たな取り組みとして教職員の方々をパネリストとして今後のビジュアル情報処理分
野の課題について議論するパネルディスカッションを実施した．
キーワード：研究合宿，報告，ビジュアル情報処理

The Report of the 16th Visual Information Processing Camp
TOEDA Naoko†1,a) YAMAYA Keisuke†2,b) UCHIMI Yusuke†2,c) KOBAYASHI Makoto†3,d)
TAGUCHI Hiroshi†2,e) SHIOYA Hiroka†1,f) KIKUCHI Naoki†4,g) YAMAKAWA Kazuki†3,h)

Abstract: This paper reports the 16th Visual Information Processing Camp (VIP Camp) held in Saitama
Prefectural Citizen’s Activities General Center during 9th to 11th, September 2016, targeting students who
study visual information processing. The VIP Camp is organized by volunteer students participated from
many regions of Japan, from planning to operation, every year. VIP camp is aimed at providing participating students with opportunities for presentation experience and face-to-face communication. We organized
research presentation sessions and arranged various discussion projects. We set the catchword of VIP Camp
as ”STEP UP!”. We conducted several events so that participating students will be motivated to research of
their problems and discuss their future. Group work ”VIP Ideathon” discussed ”New service for the Tokyo
Olympic Games” by workers and students, and panel discussion on future issues of information processing
fields by academicians and workers, were the new events of the 16th VIP Camp. In this paper, we report
how the 16th VIP Camp was planned and operated in detail. Moreover, we discuss the future prospects with
the results of questionnaire for participants.
Keywords: research camp, report, visual information processing
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1. はじめに
本報告では，2016 年 9 月 9 日から 11 日の 3 日間に渡り
埼玉県県民活動総合センター (埼玉県伊奈町) で実施された
第 16 回ビジュアル情報処理研究合宿 (以下，本合宿)[1] に
g)
h)

g231o007@s.iwate-pu.ac.jp
16fmi36@ms.dendai.ac.jp
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図 1: 参加者の集合写真
Fig. 1 Group photo of the participants

ついて述べる．本合宿はビジュアル情報処理に関連する分

志 8 名で構成する運営委員により行われ，活動期間は 2015

野の研究を行う学生を対象とした研究合宿であり，研究発

年 10 月から約 1 年間に及んだ．運営委員による活動内容

表の機会の提供や意見交換を通じた専門知識の獲得及び参

は，合宿開催地及び開催日時の決定，広報活動，合宿の企

加者間の交流を目的としている．また，学生有志により企

画考案，協賛企業との交渉，参加者への諸連絡，当日の運

画及び運営が行われていることを特徴としており，毎年学

営などである．本年度の運営委員はお茶の水女子大学より

生の目線に立った改良が重ねられている．

塩谷祥加（運営委員代表）
，十枝菜穂子（同副代表）
，岩手

本年度は “STEP UP!” をテーマに掲げ，研究内容の発展

県立大学より菊地直樹，東京電機大学より小林享生，山川

だけでなく参加者自身のモチベーションの向上のきっかけ

和樹，豊橋技術科学大学より内海友輔，田口博史，山谷佳

となるような企画を実施した．参加人数は 10 大学から学

祐の計 8 名で構成された．さらに，アドバイザーとして前

生 48 名と教員 8 名，さらに社会人 14 名を加えた計 70 名

年度運営委員代表の林友貴氏（愛知工業大学）
，同運営委員

であった．集合写真を図 1 に，参加者内訳を表 1 に示す．

の新井諒氏（東京電機大学）に参加していただいた．本章

以下，本合宿の運営及び当日の様子について報告する．

では，合宿開催に至るまでの活動内容について述べる．

また合宿最終日に実施したアンケートの集計結果を考察
し，次年度以降の活動に向けた展望を述べる．

2.1 合宿内容の検討
本合宿の企画内容は運営委員全員が参加する複数回の

表 1: 所属ごとの参加人数一覧

ミーティングによって決定した．本年度の新たな試みとし

Table 1 List of participants from each aﬃliation

ては，グループワークへの社会人の方の参加や教職員をパ

学生

教員

社会人

ネリストとするパネルディスカッションの実施が挙げられ

3

1

0

る．グループワークはアイディアソンとし，社会人の方に

11

1

0

東京大学

よる評価を行うことにより，就職活動の布石，社会へ出る

1

0

0

東京工科大学

2

2

0

東京電機大学

9

1

0

本合宿のスケジュールを表 2 に示す．本年度は，初日に

東京農工大学

6

1

0

他大学の学生や社会人と交流する企画を行い，2 日目以降

豊橋技術科学大学

3

1

0

に研究発表など研究内容について議論する企画を集中的

広島大学

3

0

0

に実施した．まずは参加者の緊張をほぐすことを目的にア

和歌山大学

3

1

0

早稲田大学

イスブレイクを企画した．緊張が解けたところでグループ

7

0

0

その他 (OB・OG 含む)

0

0

14

48

8

14

岩手県立大学
お茶の水女子大学

小計
合計

ための準備としての効果を期待した．

ワークを実施し，2 日目以降に研究内容について議論しや
すい環境を作った．

70

2.2 広報活動
本合宿の広報活動として，CFP や Web ページ [3] を作成

2. 運営活動
本合宿の企画運営は前年度の合宿 [2] に参加した学生有

c 2017 Information Processing Society of Japan
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し，メールやソーシャルネットワーキングサービス (SNS)
を通して本合宿の案内を行った．メール案内では，関連す
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表 2: 合宿スケジュール
Table 2 Schedule of VIP Camp
9/9

9/10
朝食

朝食

受付

ポスターセッション

教職員セッション
閉会式

午前

午後

開会式

昼食

グループワーク

ポスターセッション

社会人セッション

懇親会

9/11

立食会

図 2: グループワークでの発表
る学会のメーリングリストを活用するだけでなく，ビジュ

Fig. 2 Presentation in a group work

アル情報処理分野に関する研究室に対して個別に開催告知
や合宿詳細を送付した．また，学会や研究会でも CFP を

スターセッション，パネルディスカッションについて当日

配布し，本合宿の周知に努めた．

の様子を報告する．また，合宿最終日に行ったアンケート
結果から各企画の考察を行う．

2.3 企業への協力依頼
グループワークでの評価や社会人セッションでの講演で
の評価を目的として企業の方に本合宿への協力を依頼した．

3.1 グループワーク
企業参加型の「-VIP アイディアソン- 4 年後にひかえた

前年度ご協力いただいた企業だけでなく，インターンシッ

東京オリンピックに関連した新しいサービスを生み出そ

プなどを通じて運営委員が関わりのある企業にも協力を依

う!」をテーマとしたアイディアソンを行った．以下に企画

頼した．また，新たな企業の紹介や斡旋を受けることもで

から実施までの詳細を述べる．

きた．各企業へは運営委員が直接伺い本合宿の趣旨や協賛

3.1.1 テーマと背景

や社会人セッションについてプレゼンテーションを行った．

本合宿初の試みとして，参加学生だけでなく，企業の方々

各企画への協力の他，協賛を募った．協賛企業の募集

に評価者としてグループワークへ参加していただいた．そ

は，本合宿の内容を充実させることを目的としている．い

れぞれの学生のグループを「ピッチコンテストに参加する

ただいた協賛金は，備品や消耗品，ポスターセッション，

起業して 1 年未満のベンチャー企業」であると設定した．

グループワークにおける優秀発表者への記念品の購入に活

ピッチコンテストとは短時間で自社製品やサービスを紹介

用させていただいた．協賛内容として，本合宿の SNS や

し，自社の魅力や将来性を投資家へ売り込み，資金獲得を

Web サイトへ企業ロゴや紹介文の掲載，配布資料への広告

目的とするものである．企業の方々には「仮想通貨による

掲載，企業広告用のパンフレット配布などを提示した．本

投資」という形でグループワークの発表内容の評価と提案

年度の協賛企業 6 社を下記に示すとともに改めてここに感

されたサービス内容へのコメントをいただいた．

謝を記す．

これらの設定は，参加者にとって身近なテーマとするこ

• 株式会社ウサギィ（http://usagee.co.jp）

とで，グループワークに取り組むモチベーションの向上と

• シリコンスタジオ株式会社

参加学生自身の将来のビジョンにつなげることをねらいと

（http://www.siliconstudio.co.jp）

• 株式会社グッドフェローズ
（http://www.goodfellows.co.jp/）

• 日本マイクロソフト株式会社
（https://www.microsoft.com/ja-jp/）

• クックパッド株式会社
（https://info.cookpad.com/）

• CG-ARTS 協会（https://www.cgarts.or.jp/）

3. 合宿当日の企画

している．リオデジャネイロオリンピックが終了した直後
であることに加え，4 年後は東京での開催を控えていること
もあり，参加者と企業の方々にとっても身近な内容であっ
たといえる．また，評価基準を明確にすることで，限られ
た時間の中で焦点を絞った議論が行われることを狙った．

3.1.2 当日の様子
どのグループにおいても積極的な議論が行われており，
短い制限時間ながらも充実したサービスが提案されていた．
企業の方々から最も高い評価を得たサービスは「一般市
民からの資源提供でメダルを作るサービス」であった．個

本合宿ではポスター形式での研究発表を中心に，アイス

人が持つ携帯電話などの機器に使用されている金属をオリ

ブレイク，グループワーク，社会人セッション，立食会，

ンピックで使われるメダルの原材料として提供することで，

懇親会，パネルディスカッションを実施した．本章では以

一般市民がオリンピック選手を画面越しに応援するだけで

上の企画の中からグループワーク，社会人セッション，ポ

はなく直接応援することができるというサービスである．

c 2017 Information Processing Society of Japan
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思う

やや思う

やや思わない

思わない

13% 3%
討論，発表の時間の設定は
適切だったと思うか

22%

62%
13% 3%

積極的に討論に参加できた
と思うか

30%

企業の方々に評価して
もらう形式は適切だったと
思うか

54%
70%

0%

20%

40%

30%
60%

80%

100%

図 3: アンケート結果 (グループワーク)
Fig. 3 Questionnaire result (group work)

図 4: 社会人セッション
Fig. 4 Presentation by working people

これに対し，企業の方々からは「非常に面白いアイディア
で，自分の資源提供が実際に選手に届くとなればかなり多
くの人が興味を持つと考えられる．実際にどのような流れ
で運用を行い，資金を集めていくかが明確にできればより
良かった」との評価をいただいた．実際に企業の立場から

思う

社会人の方と積極的な交流
ができたと思うか

評価をしてもらうことで，各々のアイディアがどれほど社
会で通用するのかを知ることができ，参加学生にとっても
かなりの刺激となったようである．グループワークの発表

やや思う

興味深いまたは参考になる
内容だったと思うか

やや思わない

思わない

54%
11%
0%

46%
20%

40%

60%

38%

8%

32%

11%

80%

100%

図 5: アンケート結果 (社会人セッション)
Fig. 5 Questionnaire result (Presentation by working people)

の様子を図 2 に示す．

3.1.3 考察

3.2.2 当日の様子

図 3 にグループワークについてのアンケート結果を示

講演者には 50 分の講演時間内に，講演と質疑応答を複

す．討論・発表の時間の設定は適切だったと「思う」
「やや

数回繰り返していただいた．この時間の中で参加学生は講

思う」回答者は全体の 84%，積極的に討論に参加できたと

演を聞くだけではなく積極的に質問したり議論したりと，

「思う」
「やや思う」回答者も 84%であった．さらに，全て

普段なかなか接触する機会の少ない企業の方との交流を

の回答者が企業の方々に評価してもらう形式は適切だった

深めることができた．講演テーマを絞らずにさまざまな内

と「思う」
「やや思う」と回答した．企業の方々に評価して

容のテーマを用意したことで，幅広い議論が可能となり多

いただく形式でのグループワークは初めてであったが，学

くの学生にとって興味深い内容となったと言える．社会人

生にとって身近なテーマで焦点を絞ったアイディアソンと

セッションの様子を図 4 に示す．

したことで，充実した討論ができたと考えられる．

3.2.3 考察
社会人セッションに関するアンケート結果を図 5 に示

3.2 社会人セッション

す．興味深い内容だったと「思う」「やや思う」回答者は

社会人の方々と対話することで参加学生が自分の将来に

92%であった．その一方で，社会人の方と積極的な交流が

ついて考えるきっかけとなり，さらに研究活動へのモチ

できたと「思う」
「やや思う」回答者は 57%とどまった．こ

ベーション向上につながることを期待し，ブース形式で社

のことから，参加学生にとって学ぶことの多いセッション

会人セッションを行った．

となったが，積極的な交流を促すための工夫が必要であっ

3.2.1 社会人への依頼

たと考えられる．また，「本企画を続けるとしたらどのよ

大手企業からベンチャー企業までさまざまな方面で活躍

うな講演を聴いてみたいか」という自由回答形式の質問で

されている方々に依頼を行い， 7 件のセッションを用意し

は，
「もっと専門的な話を聞きたい」
「個人的な内容よりも

た．講演テーマに関しては運営側からの提案，もしくは話

広く情報科学の業界の現状や将来について聞きたい」「個

がしやすいように講演者自身に決めていただくというよう

人的な経験談をもっと聞きたい」など多様な回答が得られ

に，何回かの相談の中で決定した．その結果，
「ウサギでも

た．このことからも，多くの学生が興味をもつように講演

わかるモデリング講座 -現実をコンピュータで扱う方法-」

テーマを絞らないことは有効であると考えられる．

などの実際に使用されている技術についてのテーマや「第
四次産業革命で変化する社会」などの広く IT 業界や社会

3.3 ポスターセッション

全体についてのテーマ，
「専門性を活かして勝とう」などの

合宿 2 日目はほぼ終日，研究発表の時間とした．本合宿

キャリアについてのテーマと多くの学生のニーズを満たす

におけるポスターセッションの目的は，今後の課題を発見

幅広いテーマとなった．

すること，議論を通じて他の参加者と交流を行うことであ

c 2017 Information Processing Society of Japan
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思う

やや思う

積極的に質問，意見交換が
できたと思うか

やや思わない

27%

思わない

43%

6%
24%
3%

良い質問，意見を得ること
ができたと思うか

35%
0%

20%

43%
40%

60%

19%
80%

100%

図 7: アンケート結果 (ポスターセッション)
Fig. 7 Questionnaire result (Poster presentation)

最優秀発表受賞者
図 6: ポスターセッション
Fig. 6 Poster presentation of research work

• 吉田雄一（東京農工大学）
陽的 B-spline 関数を用いた方向角パラメータ曲線

優秀発表受賞者
• 内海友輔（豊橋技術科学大学）

る．また今後の研究に対するモチベーションにつながるよ
う，特に優れた発表について，参加者による投票で表彰者
を選定する VIP AWARD と協賛企業賞としてウサギィ賞
の表彰を行った．

3.3.1 発表方式
発表方式には，聴講者と近い距離で意見交換ができるポ
スター形式を採用した．これにより，研究発表の場の経験
が少ない学部生であっても，積極的に質問や意見の発言が

Colorlines に基づく単一画像からの光源色推定

ノミネート
• 桃井央（東京農工大学）
数理統計学における検定の理解のための可視化

• 板摺貴大（早稲田大学）
バレーボール映像におけるラリーシーンの自動抽出

• 佐藤樹（早稲田大学）
遮蔽を考慮した Shell 法による埃のシンプルなレンダリング

3.3.4 考察

可能となることをねらいとしている．当日のポスターセッ

ポスターセッションに関するアンケート結果を図 7 に示

ションの様子を図 6 に示す．研究発表の場が初めてである

す．積極的に質問，意見交換ができたと「思う」
「やや思う」

学部生も含め，研究内容について活発に議論する姿が多く

回答者は 70%，良い質問，意見を得ることができたと「思

みられた．

う」
「やや思う」回答者は 78%であった．1 日目に学生同士

3.3.2 VIP AWARD
VIP AWARD では最優秀賞 1 名，優秀賞 2 名，敢闘賞
3 名に対して運営委員より表賞状と記念品を贈呈した．
VIP AWARD の受賞者を以下に示す．

で交流の機会を持つことで研究発表での積極的かつ充実し

最優秀発表賞
• 清水柚里奈（お茶の水女子大学）

た質疑や意見交換につながったと考えられる．しかし，自
由記述欄に「1 日中ポスター発表で疲れてしまった」とい
う意見が複数見られ，休憩時間を延長するなど参加者の集
中力を維持するための工夫が課題となった．

動画特徴量からの印象推定に基づく動画 BGM の自動生成

優秀発表賞
• 塩谷祥加（お茶の水女子大学）
大量の写真群から好ましい組み合わせの写真を選出するシステム

• 板摺貴大（早稲田大学）
バレーボール映像におけるラリーシーンの自動抽出

• 佐藤樹（早稲田大学）
遮蔽を考慮した Shell 法による埃のシンプルなレンダリング

敢闘賞
• 片野絵理香（東京工科大学）
寄せ絵の制作支援システム

• 宮川翔貴（早稲田大学）
マーカーを用いた仮想試着システムの開発

• 十枝菜穂子（お茶の水女子大学）
有向グラフ可視化のためのバンドリングとノード配置

3.3.3 ウサギィ賞
ウサギィ賞では最優秀賞 1 名，優秀賞 1 名，ノミネート 3
名に対してそれぞれ株式会社ウサギィ町裕太社長より表賞
状と記念品が贈呈された．ウサギィ賞受賞者及びノミネー
トを以下に示す．
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3.4 教職員セッション
本合宿での初の試みとして，合宿最終日にパネルディス
カッション形式で「教職員セッション」を行った．床井浩
平准教授（和歌山大学） ，伊藤貴之教授（お茶の水女子
大学），松田浩一講師（岩手県立大学）
，神納貴生助教（豊
橋技術科学大学）
，鶴田直也助教（東京工科大学）
，町裕太
社長（株式会社ウサギィ）にパネリストを，田代裕子先生
（東京電機大学講師（非常勤））に司会を依頼した．

3.4.1 テーマと目的
このセッションは，ビジュアル情報処理分野の専門家で
ある教職員の意見を知ることで，参加学生に自分の大学以
外の新しい世界を知ってもらい本合宿の総まとめとするこ
とを目的として実施した．また，ディスカッションテーマ
は「5 年後のビジュアル情報処理分野に残っている課題」と
設定した．これは，初日のグループワークにてオリンピッ
クという身近な題材を通してビジネス的な観点から考えを
深めた近い未来の社会について，学術的な分野からもアプ

5
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来の課題を考えるきっかけになったと「思う」
「やや思う」
回答者が 78%であり，参加学生の知識を深め，研究や将来
への取り組みのモチベーションを向上させることができた
と考えられる．一方でパネリストとして参加した教員から
は「パネリストを教員に限定しなくても良い」などの意見
が寄せられた．本合宿は学生主体の合宿であるため，来年
度以降もパネルディスカッションを開催するのであれば，
聞き手の学生が受け身になるだけにならないような仕組み
が必要であると考えられる．
図 8: パネルディスカッション

4. 終わりに

Fig. 8 Panel disucussion

本報告では第 16 回ビジュアル情報処理研究合宿につい
思う

やや思う

興味深いまたは参考になる
内容だったと思うか

やや思わない

て述べた．本年度は “STEP UP!” をテーマに掲げ，実施し

思わない

43%

43%

14%
3%

ビジュアル情報処理分野の
将来の課題を考える
きっかけになったと思うか

32%
0%

20%

46%
40%

60%

19%
80%

たさまざまな企画により学生の研究や将来への取り組み
のモチベーション向上を図った．アンケート結果による考
察から，本合宿の目的は達成できたといえる．社会人セッ

100%

図 9: アンケート結果 (パネルディスカッション)
Fig. 9 Questionnaire result (Panel disucussion)

ションや本合宿として初の「社会人参加型のグループワー
ク」などの企画は，学生の視野を広げ将来への関心を持た
せると同時に参加者同士の交流を促すことに成功した．そ
の結果，研究発表や本合宿初の「将来的な課題について議

ローチすることで，幅広い角度から将来的な課題について

論する教職員セッション」に学生が意欲的に取り組むこと

考える機会を作るためである．

ができ，研究へのモチベーションを高めるきっかけとなっ

3.4.2 当日の様子

た．次年度の合宿ではこうした本年度の考察や反省を活か

10 分間程度のパネリストの自己紹介の後，テーマについ
て約 40 分間の白熱した議論がなされた．
今後のビジュアル情報処理分野について，衰退していく
と考えるパネリストがいる一方また盛り上がっていくだろ

し，参加者にとってさらに有意義な機会となることを期待
する．

謝辞

うと発言するパネリストもいた．しかし，どちらのパネリ

本合宿を開催するにあたり，後援をいただいた情報処理

ストも「今ビジュアル情報処理を学習している参加学生が

学会コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究

今後活躍するためには，ビジュアル情報処理分野だけにと

会，画像電子学会，芸術科学会，CG-ARTS 協会の皆様に

どまらずに他の分野と協力していく必要がある」という考

深く御礼を申し上げる．さらに，本合宿の運営企画にあた

え方を提示していた．これに関連し「人工知能など，他の

り，ご指導ご協力くださったお茶の水女子大学・伊藤貴之

分野でも自分の得意とする分野につなげて考えることで活

教授，東京電機大学・田代裕子先生，VIP2015 運営委員の

躍することは可能であり，興味のある分野があるのであれ

皆様にはこの場を借りて深い感謝の意を表す．最後に本合

ば積極的に飛び込んでいっても良いのではないか」という

宿に参加していただいた教職員，OB・OG，社会人の方々，

提案をするパネリストもいた．また，参加学生からの「技

学生の皆様に厚く御礼を申し上げる．

術力を身につける以外に学生のうちにできることはある
か」という質問に対しては，
「興味のあるものについては分
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