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【一般論文】

■現代モンゴル語コーパスからの外来語抽出と日蒙対訳辞書の構築
片山謙吾 他

Khaltar Badam-Osor 他

■コンピュータ資源活用のための NQS パラメータ最適化における

■相平面に描かれる歌声の基本周波数軌跡：歌唱者の意図する音高

■最大クリーク問題に対する進化的アルゴリズム
実験的検証†

伊藤利佳

■センサノードのための加速度データに基づくルール型動作制御方
式*

児玉賢治 他

■ ATmega128L 上でのペアリング暗号の高速実装
■文レベルの大域的な素性を用いた依存構造解析
■大域的情報を用いた日本語固有表現認識

目標値系列の推定とハミング検索への応用

大石康智 他

■申請手続オントロジーを用いた一括申請手続に対する作業計画
支援

川口弘行 他

石黒 司 他
中川哲治
笹野遼平 他

*  ：推薦論文
†：テクニカルノート

おふぃすらん
よく，朝時間を有効活用しましょう，充実させましょう，と
いうような記事や広告を見かけます．通勤時間の長い私はそれ
らを目にして，朝の通勤地獄とイライラから開放されて爽やか

間帯，それぞれの電車に乗る自分を何度も想像・比較してなん
とか起き上がるようにしています．
7 時 20 分頃には職場の最寄り駅に到着するので，そこから

な朝時間を過ごせたらどれほど良いだろう，と思っていました．

は 1 時間ちょっとの朝カフェタイムです（なんとなく良い響

そこで，ある時思い切って 5 時起き生活を始めました．朝

き）
．これで乗車時間を含めて朝に 2 時間は自由な時間が確保

5 時が早いかどうかは人それぞれですが，私にとっては“かなり”

できるようになりました．カフェを見渡してみると，電卓をカ

の早起きです．朝早いと電車の進みも速く，乗車時間が 15 分

チャカチャ叩いたりテキストに書き込みをしたりマーカーで線

も短くなりました．車内は横の人とほとんど接触せずにつり革

を引いたりして勉強されている方がけっこういることに気づき

がつかめるくらい空いていて本も余裕で開けますし，オーディ

ます．

オプレーヤでオーディオブックなどを聴くにしても足場確保に
意識を向けなくてよいので集中しやすいです．なので，「今日

せっかく早起きしてできた 2 時間，私も勉強に限らず充実感
が得られるように過ごしたいです．

は起き上がれない……」と思う朝でもラッシュ時間帯と早い時

（長澤有由子／規格部門）
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平成 20 年度山下記念研究賞表彰（概要）
詳細は学会 Web サイト（http://www.ipsj.or.jp/）をご覧ください．

山下記念研究賞は，これまでは研究賞として本学会の研究会お
よび研究会主催シンポジウムにおける研究発表のうちから特に優
秀な論文を選び，その発表者に贈られていたものですが，故山下
英男先生のご遺族から学会にご寄贈いただいた資金を活用するた
め，平成 6 年度から研究賞を充実させ，山下記念研究賞としたも
のです．受賞者は該当論文の登壇発表者である本学会の会員で，
年齢制限はありません．本賞の選考は，表彰規程，山下記念研究
賞受賞候補者選定手続および山下記念研究賞推薦内規に基づき，
各領域委員会が選定委員会となって行います．本年度は 33 研究会
の主査から推薦された計 50 編の優れた論文に対し，慎重な審議を
行い，決定されたうえで，第 537 回理事会（平成 20 年 7 月）およ
び調査研究運営委員会に報告されたものです．本年度の受賞者は
下記 50 君で，3 月 11 日に立命館大学で開催される第 71 回全国大
会の席上で表彰状，賞牌，賞金が授与されます．

［コンピュータサイエンス領域］
● Web 検索質問の自動分類と質問応答への応用
［2007-DBS-142（H19.5.31）］（データベースシステム研究会）
藤井 敦君（正会員）
●情報フローを考慮したブラウザの計算モデル
［ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム 2007（H19.8.27）］
（ソフトウェア工学研究会）
立石孝彰君（正会員）
●トラクションコントロール実行：CMP 向け実行制御方式の検討
［2007-ARC-174（H19.8.1）］（計算機アーキテクチャ研究会）
近藤正章君（正会員）
● MIPS R3000 プロセッサにおける細粒度動的スリープ制御の実
装と評価
［2007-ARC-176（H20.1.16）］（計算機アーキテクチャ研究会）
関 直臣君（学生会員）
● FoxyTechnique：仮想機械モニタによる OS の資源管理ポリシ
ーの変更
［2007-OS-105（H19.4.5）］（システムソフトウェアとオペレーテ
ィング・システム研究会）
山田浩史君（学生会員）
● Gandalf VMM における Shadow Paging の実装と評価
［コンピュータシステムシンポジウム 2007（H19.11.27）］
（システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会）
伊藤 愛君（正会員）
●電力見える化によるソフトウェア無駄電力の削減
［DA シンポジウム 2007（H19.8.29）］（システム LSI 設計技術研
究会）
田宮 豊君（正会員）
●ノンパラメトリック統計的タイミング解析（SSTA）の実現手法
の検討
［DA シンポジウム 2007（H19.8.29）］（システム LSI 設計技術研
究会）
今井正紀君（正会員）
●階層型領域分割によるマルチステージ並列前処理手法へのハイ
ブリッド並列プログラミングモデルの適用
［2007-HPC-110（H19.6.8）］（ハイパフォーマンスコンピューテ
ィング研究会）
中島研吾君（正会員）
● GPU グリッドによる高速な塩基配列アライメント
［2007-HPC-111（H19.8.1）］（ハイパフォーマンスコンピューテ
ィング研究会）
伊野文彦君（正会員）
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● SIMD 命令を用いる UTF-8 文字列デコード処理の高速化
［（H20.3.17）］（プログラミング研究会）
井上 拓君（正会員）
● Arc-disjoint In-trees in Directed Graphs
［2007-AL-115（H19.11.30）］（アルゴリズム研究会）
神山直之君（学生会員）
●ハイパーグラフを対象とした最大クリーク抽出の分枝限定アル
ゴリズム
［2007-MPS-66（H19.9.4）］（数理モデル化と問題解決研究会）
須谷洋一君（正会員）
● Embedded Software Development Flow and Verification for
a Heterogeneous MPSoC Based on Tightly Coupled Thread
Model
［組込みシステムシンポジウム 2007（H19.10.19）］（組込みシス
テム研究会）
Arif Ullah Khan 君（学生会員）
●組込みシステムのプロダクトラインにおける MDA
［組込みシステムシンポジウム 2007（H19.10.19）］（組込みシス
テム研究会）
加藤滋郎君（正会員）

［情報環境領域］
● IEEE802.11DCF 端末との混在環境下における MAC Level Fairness 向上方式の提案
［マルチメディア通信と分散処理ワークショップ（H19.10.31）
］
（マルチメディア通信と分散処理研究会）
重安哲也君（正会員）
●複数拠点統合型センサネットワークテストベッ X-Sensor の設
計と実装
［マルチメディア通信と分散処理ワークショップ（H19.11.1）］
（マ
ルチメディア通信と分散処理研究会）
神﨑映光君（正会員）
●効果音によるタッチセンサへの押下感提示の研究
［2007-HCl-124（H19.7.6）］（ヒューマンコンピュータインタラ
ション研究会）
木村朝子君（正会員）
●円筒型マルチタッチインタフェース
［2007-HCl-127（H20.1.31）］（ヒューマンコンピュータインタラ
ション研究会）
内藤真樹君（正会員）
●視覚特性を考慮したフォトモザイク
［VC ／グラフィクスと CAD 合同シンポジウム（H19.6.24）
］
（グ
ラフィクスと CAD 研究会）
小島加寿代君（正会員）
●環境マップのインタラクティブなデザイン手法
［2007-CG-127（H19.7.9）］（グラフィクスと CAD 研究会）
岡部 誠君（正会員）
● PBL によるビジネス構造の把握を目的とした概念データモデリ
ングの習得 −学習する側から見た知見の報告−
［2008-IS-103（H20.3.4）］（情報システムと社会環境研究会）
三好きよみ君（学生会員）
●オントロジーを用いたニュース理解支援方式
［2008-FI-90（H20.3.28）］（情報学基礎研究会）
吉田慶章君（学生会員）

●方向性フィルタバンクにおけるサブバンド信号の分割伝送に関
する検討
［2007-AVM-58（H19.9.26）］（オーディオビジュアル複合情報処
理研究会）
石川孝明君（正会員）
●授業支援のための投票機能付き匿名相互レビューシステム
［GN ワークショップ 2007（H19.11.9）］（グループウェアとネッ
トワークサービス研究会）
角田篤泰君（正会員）
●時間配置と構造配置の融合による活動プロセスの協働リフレク
ションの実現
［2008-GN-67（H20.3.21）］（グループウェアとネットワークサ
ービス研究会）
友部博教君（正会員）
●文章のシームレスな表示に関する研究 −電子テキストの拡大・
縮小表示の構想と概要−
［2007-DD-63（H19.9.28）］（デジタルドキュメント研究会）
杉山正治君（正会員）
●データセントリックセンサネットワークにおける位置情報を必
要としないルーティング方式の提案
［マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2007）シ
ンポジウム（H19.7.5）］（モバイルコンピューティングとユビキ
タス通信研究会）
油田健太郎君（学生会員）
●マルチ OS 環境におけるカーネル補助型難読化方式の提案
［2007-MBL-42（H19.9.27）］（モバイルコンピューティングとユ
ビキタス通信研究会）
中川智尋君（正会員）
● IPsec 用鍵交換プロトコルにおける DPD Trigger 方式の一検討
［マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2007）シ
ンポジウム（H19.7.4）］（コンピュータセキュリティ研究会）
石山政浩君（正会員）

●適切な掲載数を決定するキーワード広告オークションの提案
［2007-ICS-149（H19.10.30）］（知能と複雑系研究会）
櫻井祐子君（正会員）
● K-means Clustering Based Pixel-wise Object Tracking
［2007-CVIM-159（H19.5.14）］（コンピュータビジョンとイメー
ジメディア研究会）
華 春生君（正会員）
●顔認識におけるぼけ除去のための PSF 推定
［2008-CVIM-161（H20.1.17）］（コンピュータビジョンとイメー
ジメディア研究会）
西山正志君（正会員）
●仮想環境ソフトウェアに基づく Linux ネットワークトラブルシ
ューティング実習環境提供システムの開発
［2007-CE-92（H19.12.7）］（コンピュータと教育研究会）
立岩佑一郎君（学生会員）
●中学校におけるコンピュータを使わない情報教育（アンプラグ
ド）の評価
［2008-CE-93（H20.2.16）］（コンピュータと教育研究会）
井戸坂幸男君（準会員）
●物語映画の時空間分析−小津映画を素材として−
［2007-CH-74（H19.5.25）］（人文科学とコンピュータ研究会）
佐藤大和君（正会員）
●暦象オントロジの構築−日本旧暦時代の文献分析支援のため
に−
［2007-CH-76（H19.9.27）］（人文科学とコンピュータ研究会）
相田 満君（正会員）
●歌声の旋律と動的変動を特徴付けるための確率的な表現手法に
関する検討
［2007-MUS-71（H19.8.2）］（音楽情報科学研究会）
大石康智君（学生会員）

● Ajax を用いた SSH クライアントシステムの提案と実装
［2008-CSEC-40（H20.3.7）］
（コンピュータセキュリティ研究会）
小須田優介君（正会員）

● SingBySpeaking：歌声知覚に重要な音響特徴を制御して話声
を歌声に変換するシステム
［2008-MUS-74（H20.2.8）］（音楽情報科学研究会）
齋藤 毅君（正会員）

●車車間通信による安全運転支援システムの性能評価
［2007-ITS-30（H19.9.19）］（高度交通システム研究会）
伊藤健二君（正会員）

● HMM 音声合成システム（HTS）の開発
［2007-SLP-69（H19.12.21）］（音声言語情報処理研究会）
全 炳河君（正会員）

●拡張ユースケースシナリオからテストプログラムの自動生成を
支援する開発環境の提案と評価について
［2008-EVA-24（H20.3.19）］（システム評価研究会）
古田裕久君（正会員）

●頑健なパラメタ推定のための Aggregated EM 法の提案と評価
［2007-SLP-69（H19.12.21）］（音声言語情報処理研究会）
篠崎隆宏君（正会員）

●ユビキタス環境のためのスクリプト言語の設計
［2007-UBI-16（H19.11.29）］（ユビキタスコンピューティングシ
ステム研究会）
倉光君郎君（正会員）

［フロンティア領域］
● Shift-Reduce 法に基づく日本語固有表現抽出
［2007-NL-179（H19.5.24）］（自然言語処理研究会）
山田寛康君（正会員）
●ギブスサンプリングを用いた係り受け解析
［2007-NL-179（H19.5.24）］（自然言語処理研究会）
中川哲治君（正会員）

●情報量に基づく探索制御手法 −チェスにおける Singular Extension への応用−
［ゲームプログラミングワークショップ 2007（H19.11.10）
］（ゲ
ーム情報学研究会）
竹内聖悟君（学生会員）
●コンテンツ再利用可能なイベント駆動型ナビゲーションシステ
ムの開発と実運用
［2007-EC-7（H19.5.10）］（エンタテインメントコンピューティ
ング研究会）
寺田 努君（正会員）
● Fast and Accurate Algorithms for Protein Hinge Detection
［2007-BIO-10（H19.9.13）］（バイオ情報学研究会）
渋谷哲朗君（正会員）

情報処理 Vol.49 No.11 Nov. 2008

1347

ることができたため，有益なものでした．

（匿名希望）

■成果が明確なものでアイディアが優れているものについて
は，
読んでいて良い印象を受けると思われました．
（匿名希望）
■情報爆発プロジェクト構想の重要性は理解できるが，雑多
な技術の寄せ集めで共通目標に向かった本質的な統合に至っ
ていない印象がぬぐえなかった．その中で，本特集のパート
II にある多くの研究者が利用できる基盤についての記事は非
常に興味深かった．

（匿名希望）

■携帯電話やインターネットの普及に伴い，一般市民と情報
今月の会員の広場では，8 月号へのご意見・ご感想を紹介いたします．
まず，
特集「情報爆発時代におけるわくわくする IT の創出を目指して」
につきましては以下のようなご感想・ご意見をいただきました．

システムとのかかわりが増大しています．このことにより，
人間の振舞いが情報システムの負荷などに大きな影響を与え
ており，従来なかったような突発的な負荷が発生し，障害を

■情報爆発時代における新しい基盤技術が参考になった．実

引き起こしています．たとえば，サッカーのワールドカップ

際の応用例等を知りたいと思います．

などのチケット販売時のシステムダウンやつながりにくい障

（匿名希望）

害の多発，銀行の ATM ダウンが給料日や月末に多いなどで
■「1. キーワードサーチを超える情報爆発サーチ」では，あ

す．これらへの対応は「3. 情報爆発は情報システムをも『爆

る特定目的のサーチシステムが乱立している印象を受けまし

発』させる」に述べられている研究が大いに役に立つと思い

た．情報爆発サーチ技術評価のためにも，今後の展開に述べ

ます．

（坂東幸一）

られた，サーチで取り扱う価値観を体系化することに同意し
ます．

（匿名希望）

■ blog が流行りになり情報発信の敷居が下がったためか，
検索で得られる結果が玉石混交で，極端に質が良いか質が悪

■ SlothLib/EaRDB の記事は興味深かった．使ってみたいと

いかの両極端になってしまっている気がする．情報爆発を乗

思う．また，検索エンジン TSUBAKI は言語処理に携わって

り越える技術の今後の発展に非常に期待している．

いる研究者から見てとても参考になるものであった．





（匿名希望）

（匿名希望）
■「情報爆発」によるデメリットを軽減することに主眼をお

■「2. TSUBAKI：深い言語処理を特長とするオープンサーチ

いていることが理解できました．共通語として使っている「情

エンジン基盤」が大変に興味深かった．日本語に特化した「深

報爆発」という言葉の持つイメージが人によっては相当雑駁

い言語処理」の仕組みについて触れられていて，勉強になっ

な印象を与えるのではないかと感じました．産業界側から見

た．今後，さらなる改良のもと，自然文による Web ページ

て新たな研究開発の協力を依頼するときに，人的な関係とい

の精度向上は，玉石混交の情報からのデータの吸い出しに大

うのは重要な要因ではないかと思います．アカデミックリン

いに役に立つと思う．

ケージのそういう面からの利用価値や発展に期待したいと思

（匿名希望）

います．

（匿名希望）

■オープンサーチエンジン基盤の TSUBAKI を利用してみた
いと思います．

（匿名希望）

■内容が濃かったためか，いつもより時間をかけて読んだ．

ミニ小特集「コンピュータ将棋は止まらない」につきましては，以
下のようなご感想・ご意見をいただきました．

情報爆発によって，生身の人間が情報をそのまま利用するこ

■興味を持って読んだ．トッププロ棋士にコンピュータが勝

とが困難になる一方で，コンピュータ将棋に見られるように

つ X-day を期待したい．

（匿名希望）

情報処理の能力も順調に発展していることが分かった．携帯
電話は世界中の人と人を繋げようとしており，IT がなくては

■「1. 第 18 回世界コンピュータ将棋選手権報告」は，将棋

生存が困難な世界となりつつあり，また，人が幸せになるた

をやらない門外漢として興味深く拝読しました．
「先読みを

めには，快適なインタフェースや，人の予想以上の最適な答

深くすれば強くなると理論的には言えない（例外があること

えを出すシステムなどが必要だと思った．IT の役割は大きく

が分かっている）
」という松原氏の記述に，心理学者であっ

なっていくのだろうなと思う．

た波多野完治氏が「創作心理学（1938）
，巌松堂」で述べた

（匿名希望）

プロとアマチュアの将棋の違い（波多野氏もアマ将棋の有段
■確かに研究費の報告的側面が強いとは思いましたが，プロ

者であったようですが古い話なので不正確な記憶）の記述を

ジェクトのテーマという 1 つの軸で集められた研究を俯瞰す

思い起こさせます．その先になにがあるか，情報処理として
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何が必要なのか，近未来に事実として明らかになることを期
待しています．

りました．

（匿名希望）

（匿名希望）
■興味を持って読んだ．実際に将棋を指すことはないが，臨

■将棋の指し手のような特化したロジックをハードウェア寄

場感のある内容であった．

（有賀妙子）

りで実装するという『指し手１号』の試みが興味深く感じ
た．分野は異なるが，ネットワークの L3 スイッチや 1 チッ

■棋士の方々が執筆された記事が掲載され，興味深く読ませ

プ MSX 等にも似通ったところがあるのではないか．

ていただきました．機会があれば，今後も研究者以外の方の



記事の掲載をお願いします．

（匿名希望）

（匿名希望）

■まったく将棋に興味がなかったが，コンピュータ将棋のソ
フトの激指の探索手法，コンピュータの弱点などすばらしい

会誌の内容や今後取り上げてほしいテーマに関して，以下のような
ご意見やご要望をお寄せいただきました．今後の参考にいたします．

内容であった．特に安食氏の記事から会場の雰囲気が伝わる
ようで印象深く読ませていただいた．

（匿名希望）
■ハードウェア記述言語やセマンティック Web の現状につ

■情報爆発，コンピュータ将棋ともに，少なからず興味を持っ

いても取り上げてほしい．

（匿名希望）

ていた分野であるため非常に楽しく拝読した．最新の将棋ア
ルゴリズムに利用されている要素技術に触れることができて

■国際標準化の人材育成についての記事をお願いします．

意義深かった．



（匿名希望）

（匿名希望）

■コンピュータ将棋に関心を示す学生は多いのですが，将

■市場化テストの状況，安心安全の取り組み，BCM/BCP を

棋のルールを知らないことが多いように思われます．コン

取り上げてほしいです．

（匿名希望）

ピュータ（情報学）を契機に，将棋を楽しむ人口が増えるこ
とも期待します．

（水野光朗）

■興味がある分野ではないので斜め読みでしたが，今までよ
りも見やすい誌面だと感じました．見出しのつけ方やページ

■興味深く拝読しました．単にハードウェアの進歩に伴う棋

縦の縁どりなどは視覚的な安心感があり，参考になりました．

力向上だけでなく，評価関数の定め方や探索アルゴリズムな



ど，情報処理技術の進歩が大いにかかわっていることが分か

 【本欄担当

（匿名希望）
酢山明弘，松下孝太郎／書評・ニュース分野】

これらのコメントは Web 版会員の広場「読者からの声」<URL:http://www.ipsj.or.jp/07editj/dokusha/dokusha.html> に掲載していま
すので，そちらもご参照ください . 会誌や掲載記事に関するご意見・ご感想は学会 Web ページでも受け付けております．今後もよりよい
会誌を作るため，ぜひ皆様のお声をお寄せください．

ご意見をお 寄せ
くだ さい！
！

皆様にとって会誌をより役立つものとするため，
・記事に対する感想，意見

・記事テーマの提案

・会誌または学会に対する全般的な意見，提言

・その他，情報処理技術についての全般的な意見，提言
など自由なご意見，ご感想をお待ちしております．
なお，
「道しるべ」については
<URL : http://www.ipsj.or.jp/07editj/toukou/michishirube/michishirube.html> で
これからのテーマ案を募集しており，いただいたご意見をまとめております．
※ご意見，ご感想を会誌に掲載させていただいた方には薄謝または記念品を進呈いたします．
掲載に際しては，編集の都合上，ご意見に手を加えさせていただくことがありますので，あらかじめご了承くだ
さい．なお，意見の投稿に伴う，住所，氏名，所属などの個人情報については，学会のプライバシーポリシーに
準じて取り扱いいたします．
<URL : http://www.ipsj.or.jp/03somu/privacypolicy/privacypolicy.html>
応募先

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5
情報処理学会

化学会館 4F

会誌編集部門

E-mail:editj@ipsj.or.jp

Fax(03)3518-8375

https://www.ipsj.or.jp/02moshikomi/enq/enquete.html
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IPSJ カレンダー
開催日

名

称

2008 年

論文誌「情報教育〜理論・評価・展望〜」特集への論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/08editt/journal/tokushu/09-H.html
論文誌「社会を活性化するコンピュータセキュリティ技術」
特集への論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/08editt/journal/tokushu/09-F.html
11 月17 日（月）〜 第 137 回システム LSI 設計技術研究発表会
11 月19日（水） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/SLDM137.html
11 月18日（火） 東海支部主催講演会「知識の動的再構成を支援するシステムに
ついて」
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/
11 月19日（水） 第 162 回ソフトウェア工学研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/SE162.html
11 月 25日（火）〜 IWSEC2008 International Workshop on Security
11 月 27 日（木） http://www.iwsec.org/
11 月 26日（水）〜 第 188 回自然言語処理研究発表会
11 月 27 日（木） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/NL188.html
11 月 27 日（木） 連続セミナー 2008「インターネットの進化」
第 5 回 インターネットオペレーション
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/seminar/2008/index.html
11 月 27 日（木）〜 第 69 回デジタルドキュメント研究発表会
11 月 28日（金） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/DD69.html
11 月 27 日（木）〜 第 165 回コンピュータビジョンとイメージメディア研究発表会
11 月 28日（金） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/CVIM165.html
11 月 27 日（木）〜 第 10 回組込みシステム研究発表会
11 月 28日（金） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/EMB10.html
11 月 27 日（木）〜 第 137 回マルチメディア通信と分散処理研究発表会
11 月 28日（金） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/DPS137.html
11 月 29日（土）〜 第 42 回電子化知的財産・社会基盤研究発表会
11 月 30日（日） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/EIP42.html
12 月1日（月）
東海支部主催講演会「テキストマイニング技術〜最新動向
と研究事例紹介〜」
http://www.ipsj.or.jp/03somu/shibu/tayori/tayori.html
12 月1日（月）
第 27 回システム評価研究会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/EVA27.html
12 月1日（月）〜 Webとデータベースに関するフォーラム
12 月 2日（火） （WebDB Forum）2008
http://db-event.jpn.org/webdbf2008/
12 月 2日（火）
第 106 回 情報システムと社会環境研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/IS106.html
12 月 4日（木）〜 インターネットと運用技術シンポジウム（IOTS2008）
12 月 5日（金）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/IOTS2008.html
12 月 5日（金）
第 43 回コンピュータセキュリティ研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/CSEC43.html
12 月 9日（火）
連続セミナー 2008「インターネットの進化」
第 6 回 インターネットとコンテンツ流通
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/seminar/2008/index.html
12 月10日（水）〜 シンポジウム「日本の技術革新」
12 月11日（木） http://sts.kahaku.go.jp/tokutei/symposium_08.php
12 月10日（水）〜 第 16 回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ
12 月12 日（金） http://www.dpsws.org/2008/WS/
12 月11日（木）〜 第 63 回オーディオビジュアル複合情報処理研究発表会
12 月12 日（金） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/AVM63.html
12 月16日（火）〜 第 118 回 ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会
12 月17 日（水） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/HPC118.html
12 月17 日（水）〜 第 72 回数理モデル化と問題解決・第 15 回バイオ情報学
12 月18日（木） 合同研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/MPS72BIO15.html
12 月19日（金）〜 第 78 回音楽情報科学研究発表会
12 月 20日（土） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/MUS78.html
12 月 20日（土） 第 97 回コンピュータと教育研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/CE97.html
12 月 20日（土）〜 人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2008」
12 月 21日（日） http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/S-CH2008.html
2009 年
論文誌「組込みシステム工学」特集への論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/08editt/journal/tokushu/09-K.html
東海支部学生研究発表会助成
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/
論文誌「環境貢献・社会貢献に向き合うネットワークサービス
技術」特集への論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/08editt/journal/tokushu/10-J.html

1350

情報処理 Vol.49 No.11 Nov. 2008

論文等応募締切日

参加締切日

開催地

11 月 26 日（水）
12 月1日（月）
9 月11日（木）

当日のみ

北九州学術研究都市

参加無料
名古屋大学
会員以外の方も参加可
9 月 26 日（金）

当日のみ

化学会館会議室
（御茶ノ水）
かがわ国際会議場

10 月10日（金）

当日のみ

九州大学
伊都キャンパス
東京電機大学
神田キャンパス

定員になり次第
当日のみ

琉球大学

8 月 25日（月）

当日のみ

8 月 29日（金）

当日のみ

大阪大学
豊中キャンパス
キャンパスプラザ京都

9 月 26 日（金）

当日のみ

9 月 30日（火）

当日のみ

長崎大学
（長崎市文教町）
学習院大学
創立百周年記念会館

当日のみ

産業技術大学院大学

東邦大学
習志野キャンパス
10 月 3日（金）
当日のみ
同志社大学今出川校
地室町キャンパス
参加無料
東桜会館 1 階第 2 会議
会員以外の方も参加可 室（名古屋市）

9 月 26 日（金）
10 月 6 日（月）
9 月15日（月）
10 月15日（水）

京都市国際交流会館
当日のみ
定員になり次第

東京電機大学
神田キャンパス

定員になり次第
事前申込み

国立科学博物館
上野本館
講堂・大会議室
山口県萩市
萩本陣
[メイン会場 ] 名古屋大学
[ サブ会場 ] 北海道大学
九州大学 情報基盤研究
開発センター
大阪大学
豊中キャンパス

8 月 29日（金）
10 月10日（金）

当日のみ

10 月 24 日（金）

当日のみ

10 月 22 日（水）

当日のみ

10 月15日（水）

当日のみ

10 月 31日（金）

当日のみ

9 月 9日（火）

定員になり次第

2 月 2日（月）
2 月 28日（土）
4 月13日（月）

NEC（川崎）

龍谷大学
瀬田キャンパス
金城学院大学
筑波大学

開催日
名 称
論文等応募締切日
参加締切日
開催地
1 月13日（火）〜 第 50 回 プログラミング・シンポジウム
箱根ホテル小涌園
1 月15日（木）
http://www.ipsj.or.jp/prosym/
1 月16 日（金）
東海支部主催講演会「 Web アプリケーションのセキュリティ」
参加無料
中部大学（愛知県）
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/
会員以外の方も参加可
1 月19日（月）〜 Asia and South Pacific Design Automation Conference
パシフィコ横浜
1 月 22 日（木） （ASP-DAC2009）
http://www.aspdac.com/aspdac2009/
1 月 22 日（木）〜 ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学
9 月 26 日（金）
東京大学武田ホール
1 月 23日（金）
シンポジウム（HPCS2009）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/S-HPCS2009.html
1 月 26日（月）〜 第 72 回 プログラミング研究発表会
11 月19日（水）
当日のみ
愛知工業大学
1 月 27 日（火）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/PRO72.html
本山キャンパス
1 月 26 日（月）〜 第 131 回ヒューマンコンピュータインタラクション研究発表会
11 月 22 日（土）
当日のみ
湯布院公民館
1 月 27 日（火）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/HCI131.html
1 月 27 日（火）
ソフトウェアジャパン 2009
定員になり次第
大手町サンケイプラザ
「IT のパラダイムシフト〜クラウドで何が変わるか？〜」
400 名
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/forum/software-j2009/
1 月 29日（木）〜 第 48 回モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究発表 11 月 28日（金）
当日のみ
はこだて未来大学
1 月 30日（金）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/MBL48.html
（函館市）
2 月16 日（月）〜 第 134 回グラフィクスと CAD 研究発表会
NHK 放送技術研究所
2 月17 日（火）
http://www.ipsj.or.jp/09sig/kaikoku/2008/CG134.html
3 月 5日 （木）〜 インタラクション 2009
10 月17 日（金）
早期割引有り
学術総合センター /
3 月 6日 （金）
http://www.interaction-ipsj.org/index.html
一橋記念講堂
12 月 31日（水）
定員になり次第
沖縄国際大学
3 月 9日 （月）〜 ネットワーク生態学研究グループ 第 5 回シンポジウム
3 月10日（火）
http://www.jaist.ac.jp/%7Eyhayashi/NetEcoG_top.html
3 月10日（火）〜 第 71 回全国大会
立命館大学びわこ・く
3 月12日（木）
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/71kai/index.html
さつキャンパス
3 月 23日（月）〜 The 9th International Symposium on Autonomous
Athens, Greece
3 月 25日（水）
Decentralized Systems
http://www.ece.upatras.gr/isads2009/

Web ページ（http://www.ipsj.or.jp/）更新情報
［トピックス］
■ 10 月 15 日

人材募集情報（10 月）更新しました

■ 10 月 15 日

新公益法人制度対応：定款変更案への意見募集

■ 10 月 14 日 「組込みシステム工学」特集の論文募集
■ 10 月 6 日

平成 21 年度代表会員候補者募集

■ 10 月 1 日

平成 20 年度論文賞候補論文推薦のお願い

■ 10 月 1 日

平成 20 年度長尾真記念特別賞・喜安記念業績賞候補者推薦募集

■ 9 月 24 日

文科省科研特定領域研究「情報爆発」H21-22 公募研究募集中

■ 9 月 19 日

情報化月間 2008 特別行事講演会
情報専門学科カリキュラム標準「J07」とそれを取り巻く動き -IT スキル標準、情報処理技術者試験、JABEE と Seoul Accord-
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人材募集
（有料会告）

申込方法：任意の用紙に件名，申込者氏名，勤務先，職名，住所，電話番号および請求書宛先，Web 掲
載の有無などを記載し，掲載希望原稿（［募集職種，募集人員，（所属）
，専門分野，（担当科
目），応募資格，着任時期，提出書類，応募締切，送付先，照会先］
）を添えて下記の申込先へ
E-mail，Fax または郵送にてお申し込みください．
＊都合により編集させていただく場合がありますので，ご了承ください．
申込期限：毎月 15 日を締切日とし翌月号（15 日発行）に掲載します．
掲載料金：国公私立教育機関，国公立研究機関 21,000 円（税込）
賛助会員（企業）
賛助会員以外の企業

31,500 円（ 〃 ）
52,500 円（ 〃 ）

有 料 会 告

＊本会誌へ掲載依頼いただいた場合に限り，追加料金 4,000 円で同一内容を本会 Web ページに
掲載できます．
申 込 先：情報処理学会 会誌編集部門（有料会告係） E-mail:editj@ipsj.or.jp Fax (03) 3518-8375
＊原稿受付の際には必ず原稿受領のお知らせを差し上げています．もし返信がない場合は念の
ため確認のご連絡をください．

＊特に指定がないかぎり履歴書には写真を貼付のこと

■海上保安大学校
募集人員
専門分野
担当科目
応募資格
着任時期
提出書類
応募締切
送 付 先
照 会 先
そ の 他

準教授，講師または助教 1 名（日本国籍を有する方）
情報ネットワーク，情報セキュリティ関連分野
情報ネットワーク，情報セキュリティ，情報管理論など
博士の学位を有し，または学位取得見込みの方で，日本国籍を有する方
平成 21 年 4 月 1 日（予定）
履歴書，研究業績リスト（著書，学術論文，その他（国際会議プロシーディング，特許，解説など）に分類して記載，主要論文別刷（A4
用紙 1 枚程度，自由形式），健康診断書，推薦書または応募者について照会できる方の氏名と連絡先
平成 20 年 11 月 28 日（必着）
〒 737-8512 広島県呉市若葉町 5-1 海上保安大学校 教務部長 吉岡隆充 「教官公募」と朱書し書留 ＊応募書類は原則として
返却いたしません
教務部教務課 計画係長 橋村浩司 E-mail:kyomuka@jcga.ac.jp Tel (0823) 21-4961（ext.253） Fax (0823) 20-0087
詳細は Web ページ（http://www.jcga.ac.jp）
をご覧ください

■東京大学情報基盤センター
募集人員
所
属
専門分野
応募資格
着任時期
提出書類
応募締切
送 付 先
照 会 先
そ の 他
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助教 1 名（任期：5 年（再任は，1 回限り，任期 3 年，審査あり））
キャンパスネットワーキング研究部門
ネットワークの高機能化・高度化と情報セキュリティにかかわる研究．情報セキュリティの確保と向上を含む，キャンパスネッ
トワークの構築と運用・管理，およびネットワーク関連情報システムの構築と運用・管理等
博士学位を取得済みであること
決定後なるべく早い時期（遅くとも平成 21 年 4 月 1 日）
履歴書，実務歴説明書（A4 用紙で 2 ～ 3 枚程度とし，詳しく具体的に記述すること），研究歴と研究業績リスト（主要論文別刷を
添付のこと），応募者について意見を伺える方 2 名の氏名と連絡先，本センターに応募する理由と抱負（A4 用紙で 1 枚程度）
平成 20 年 12 月 1 日（必着）
〒 113-8658 東京都文京区弥生 2-11-16 東京大学情報基盤センター 総務係 「キャンパスネットワーキング研究部門応募書類在
中」と朱書し親展 ＊提出書類は返却いたしません
総務係 E-mail:soumu-boshu@itc.u-tokyo.ac.jp Tel (03) 5841-2710
面接を行うことがあります
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■名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻
募集人員
所
属
専門分野

応募締切
送 付 先
照 会 先
そ の 他

■富山大学大学院理工学研究部（富山大学工学部知能情報工学科）
募集人員

准教授または講師 2 名
① 情報工学およびその関連分野（信号処理，ソフトウェア工学，人工知能等） 1 名
② 情報工学およびその関連分野（シミュレーション，バーチャルリアリティ，高性能計算機等） 1 名
所
属
生命・情報・システム学域ヒューマン・生命情報システム学系
担当科目
情報工学の基礎科目および当該専門科目など，学部および大学院の講義のほか，教養教育科目の講義
応募資格
博士または Ph.D. の学位を有し，大学院博士課程における教育が担当できること
着任時期
平成 21 年 4 月 1 日までのできるだけ早い時期
提出書類
履歴書，研究業績リスト，主要論文別刷，現在までの研究概要，着任後の研究計画ならびに教育に対する抱負，本人について照
会可能な 2 名の方の氏名と連絡先
応募締切
平成 20 年 12 月 12 日（必着）
送付先／照会先
〒 930-8555 富山県富山市五福 3190 富山大学大学院理工学研究部 教授 袋谷賢吉（富山大学工学部知能情報工学科 学
科長） E-mail:kenkichi@eng.u-toyama.ac.jp Tel (076) 445-6741 「教員応募書類」と朱書し（簡易）
書留
そ の 他
詳細は Web ページ（http://www.u-toyama.ac.jp/jp/employ/）をご覧ください

■筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻
募集人員
専門分野

助教 1 名
大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻の教育・研究，特に ICT 人材育成にかかわるいずれかの専門分野．
本専攻に関しては Web ページ（http://www.cs.tsukuba.ac.jp/）をご覧ください
職
務
（1）文部科学省・大学院教育改革支援プログラムとして採択された「ICT ソリューション・アーキテクト育成」プログラムにかかわ
る大学院教育と管理運営業務
（2）同プログラムの教育水準の向上に資するための専門分野における研究
参考情報：大学院教育改革支援プログラム（http://www.jsps.go.jp/j-daigakuin/index.html）
「ICTソリューション・アーキテクト育成」プログラム（http://www.cs.tsukuba.ac.jp/project/etc/GP_application_summary.pdf）
応募資格
博士の学位を有し（着任時期までに取得見込みも可），専門分野において研究業績があり，大学院における ICT 人材育成に熱意を
有する方
着任時期
決定後できるだけ早い時期
提出書類
履歴書（連絡先と E-mail アドレスを明記），大学院教育ならびに ICT 人材育成に対する抱負と自己アピール（2000 字以内），研究業
績リスト（学術論文，国際会議論文，著書，解説，その他の研究発表，特許，受賞等のリスト．共著者名はすべて記入），主要論
文別刷（5 編以内，コピー可），教育実績，所属学協会および活動歴，意見を求め得る方 2 名の氏名・所属・連絡先
応募締切
平成 20 年 12 月 15 日（必着）
送付先／照会先
〒 305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1 筑波大学大学院システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻長 北川博之 E-mail:kitagawa@cs.tsukuba.ac.jp Tel (029) 853-5522
そ の 他
【任期】平成 23 年 3 月 31 日まで
詳細は Web ページ（http://www.cs.tsukuba.ac.jp/information.html#6）
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有 料 会 告

応募資格
着任時期
提出書類

教授 1 名
基盤計算科学講座（電子情報システム専攻情報・通信工学分野数理情報システム講座を併坦するとともに，学部教育は工学部電
気電子・情報工学科を担当します）
情報・通信工学分野において優れた研究業績をあげておられる方で，情報通信技術の新しい応用や境界領域を追究し，今後，新
たな学問領域を切り拓く能力を有する方（研究領域としては，たとえば，インテリジェント・ビークル／ロボット，ITS ，インター
ネット・アプリケーション，医療情報システム，バイオインフォマティクス，データマイニング，マルチエージェントシステム，
セキュアシステム，HCI など）
博士号取得者
平成 21 年 6 月 1 日以降できるだけ早い時期
履歴書，研究業績リスト，主要論文別刷（5 編），これまでの研究概要（A4 用紙 2 枚程度），今後の研究計画および教育についての
抱負（A4 用紙 5 枚以内），本人について照会可能者（2 名以内）の氏名・所属・連絡先，審査に役立つと応募者が判断するその他の
事項（論文の引用状況，外部資金獲得状況，表彰，教育経験，学会および社会活動等）
平成 20 年 12 月 1 日（必着）
〒 464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院工学研究科 計算理工学専攻長 笹井理生
E-mail:sasai@cse.nagoya-u.ac.jp Tel (052) 789-4763 Fax (052) 789-3719 「計算理工学専攻教授応募書類在中」と朱書し書留
電子情報システム専攻長 谷本正幸 E-mail:tanimoto@nuee.nagoya-u.ac.jp Tel (052) 789-3627 Fax (052) 789-3162
詳細は Web ページ（http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/）参照

■国立大学法人電気通信大学電気通信学部情報工学科
募集人員
所
属
専門分野
担当科目

応募資格

有 料 会 告

着任時期
提出書類

応募締切
送 付 先
照 会 先
そ の 他

准教授 1 名
コンピュータ学講座
コンピュータシステム（ハードウェア，アーキテクチャなど）
(a) 情報工学科および情報工学専攻の論理回路，コンピュータアーキテクチャ，LSI 設計などに関する講義．他にハードウェアの
基礎と応用などに関する実験の開発と統括
(b) 情報工学科卒業研究学生，情報工学専攻大学院学生への研究指導
(a) 博士の学位を有し，大学院の研究指導ができること
(b) 上記専門分野に関する研究に意欲があり，熱意を持って学部・大学院教育を担当できる方
平成 21 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期
履歴書（含連絡先 E-mail アドレス），研究業績リスト（次のように分類：1. 著書，2. 査読付き学術雑誌論文，3. 国際会議論文，4. 以
降として，その他の論文，招待講演，解説，特許，外部資金獲得状況など），主要論文別刷（5 編，コピー可），研究・教育に関す
る業績の概要と今後の計画（A4 用紙 4 枚程度），本人の所見が得られる方（原則として国内 2 名，海外 2 名）の名前と連絡方法
＊なお，これらの原本一揃とともに，それらを A4 サイズ（片面）にコピーしたもの 1 部を原本に付けてください．また，選考結果
のお知らせに使用しますので，宛先を記した定形封筒（80 円切手貼付）を同封してください
平成 20 年 12 月 15 日（必着）
〒 182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 電気通信大学電気通信学部情報工学科 学科長 山本野人 「コンピュータ学講座准教
授公募書類」と朱書し簡易書留 ＊なお提出書類は返却いたしませんので，あらかじめご承知おきください
情報工学科 教授 阿部公輝 E-mail:abe@cs.uec.ac.jp 郵便または E-mail で連絡してください
電気通信大学情報工学科の詳細については，Web ページ（http://www.cs.uec.ac.jp/）を参照してください

■早稲田大学大学院情報生産システム研究科
募集人員
専門分野
講義担当
応募資格
着任時期
提出書類
応募締切
照 会 先
そ の 他

客員教授（専任扱い）あるいは客員准教授（専任扱い） 1 名（任期には期限があります）
データベース工学ならびにこれを踏まえたマルチメディア制御技術およびセキュリティ技術などにかかわる研究分野
データベース工学，セキュリティ工学，ソフトウェア工学などの講義・演習・実験・研究指導を担当します．なお，講義・演習・
実験・研究指導を英語で実施できることが必須です
博士または Ph.D. の学位を有した上で，当該分野において優れた業績が認められ，国内外において指導的役割を果たすことが期待
できる方．それとともに学生の教育に情熱を持って取り組める方
平成 21 年 4 月 1 日
履歴書，教育研究業績リスト，主要論文別刷（3 編，コピー可）：5 部，着任後の抱負・見解（A4 用紙 2 枚程度，形式自由），応募
者について参考意見を伺える方：2 名
平成 20 年 12 月 15 日（消印有効）
情報生産システム研究科 分野主任 小柳惠一（人事委員会委員長） E-mail:keiichi.koyanagi@waseda.jp Tel (093) 692-5248
応募書類送付先等の詳細は Web ページ（http://www.ips-info.org/i_koubo20081001.pdf）にあります．募集要項をよく読んでご応募く
ださい

■長崎大学工学部情報システム工学科
募集人員
専門分野
応募資格

教授 1 名
視聴覚メディア処理もしくはソフトウェア工学
専門分野で優れた研究業績があり，博士あるいは Ph.D. の学位を有すること．また，大学院博士課程の講義ならびに研究指導がで
きる方
着任時期
平成 21 年 4 月 1 日
提出書類
履歴書（市販の様式，ワープロ可．学歴は高卒以降を記入し，職歴，所属学・協会，資格，賞罰なども記入すること），業績リスト（学
術論文，著書・総説・解説，特許，外部資金の獲得状況（科研費補助金，研究助成金，共同研究・受託研究等）），主要論文等の別刷（5
編，コピー可），現在までの研究概要（A4 用紙に 2000 字程度），着任した場合の研究・教育に対する抱負（A4 用紙に 1000 字程度），
本人について参考意見を求め得る方（3 名以内）の氏名および連絡先
応募締切
平成 20 年 12 月 19 日（必着）
送付先／照会先
〒 852-8521 長崎県長崎市文教町 1-14 長崎大学工学部情報システム工学科 学科主任 松永昭一
E-mail:mat@nagasaki-u.ac.jp Tel (095) 819-2700
そ の 他
応募についての詳細は（http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/recruit.html）をご参照ください
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■国立大学法人電気通信大学電気通信学部人間コミュニケーション学科
募集人員
所
属
専門分野

■北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科計算機システム・ネットワーク領域
募集人員
専門分野
応募資格
着任時期
提出書類
応募締切
送 付 先
照 会 先
そ の 他

助教 1 名（任期付き）
高速実行／高機能技術，低消費電力技術を背景とした計算機アーキテクチャとオペレーティングシステム分野，および組込みプ
ロセッサ技術，リアルタイム処理技術，リアルタイムオペレーティングシステムを背景とした組込みシステム分野
博士の学位を有し，上記分野の研究および教育に熱意を有する方
平成 21 年 4 月 1 日以降できる限り早い時期
履歴書，研究業績リスト（国際論文誌，査読付き国際会議，国内の論文誌，その他に区別），主要論文別刷（5 編以内），これまで
の研究の概要および今後の研究計画（2000 字程度），教育への抱負（2000 字程度），照会者 2 名の連絡先（E-mail）
平成 21 年 1 月 31 日（必着）
〒 923-1292 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科 研究科長 「計算機システム・ネットワーク領
域助教応募書類在中」と朱書し簡易書留または書留
情報科学研究科 田中清史 E-mail:kiyofumi@jaist.ac.jp Tel (0761) 51-1303 Fax (0761) 51-1149
応募の詳細は本学 Web ページ（http://www.jaist.ac.jp/）の求人情報をご参照ください

創立 50 周年記念論文の公募について
情報処理学会では創立 50 周年を記念して，
「記念論文」を公募することになりました．会員のみなさまには，奮って応募されますよ
うお願いいたします．
1. 応募資格 ------------------- 情報処理学会の会員（正会員，学生会員，海外会員）
．共著の場合，著者のうち最低 1 名が会員であること．
2. 論文の 性格と書き方 ----- 情報処理の分野に関する邦文または英文の原著論文で，12 ページを目安とするが，最長 20 ページまで可とする．

原稿の書き方は，
「情報処理学会論文誌」原稿執筆案内または Journal of Information Processing :

Information for Authors による．
3. 応募締切りと取り扱い ---ア．公募締切りは平成 22 年 2 月 1 日とする． イ．選定結果は「創立 50 周年記念式典」において公表する．
4. その他 ----------------------より詳細な事項については追って本誌で公告する．
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有 料 会 告

担当科目
応募資格
着任時期
応募締切
照 会 先
そ の 他

助教 1 名
メディアコミュニケーション学講座
ネットワーク応用（Web インテリジェンス，Web 解析，ソーシャルメディア，インターネットを運用したサービス，アミューズ
メント，コンテンツ流通など）
情報系科目の演習，学生実験，その他
採用時に博士の学位を有し，募集分野において優秀な研究を推進されている方
平成 21 年 3 月 1 日以降，できるだけ早い時期（任期 5 年，2 年以内の再任可）
平成 21 年１月 9 日（必着）
人間コミュニケーション学科 兼子正勝 E-mail:kaneko@hc.uec.ac.jp Tel (042) 443-5536
提出書類，送付先を含む詳細は Web ページ（http://www.hc.uec.ac.jp/hc/koubo/documents/kyouin_koubo081007.pdf）
をご覧ください

ソフトウェアジャパン 2009 開催のご案内
『ＩＴのパラダイムシフト －クラウドで何が変わるか？－』
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/forum/software-j2009/
開催日時：平成 21 年 1 月 27 日(火) 9:30-17:40
開催会場：大手町サンケイプラザ （地下鉄大手町 A4・E1 出口直結）
協賛：社団法人 情報サービス産業協会，社団法人 日本情報システムユーザ協会，社団法人 電子技術産業協会，
XML コンソーシアム，社団法人 電子情報通信学会，日本ソフトウェア科学会

後援：文部科学省，総務省，経済産業省
有 料 会 告

情報処理学会では IT プロフェッショナル（実務家）のためのシンポジウムとして，2004 年度から毎年度「ソフトウェア
ジャパン」を開催し，多数の企業・大学等からのご支援を頂いております．
本年度は，「IT のパラダイムシフト -クラウドで何が変わるか？-」と題しまして，様々なハードウェア，データ，処理な
どネットワークの向こう側に移動した環境を意味する「クラウド」に焦点をあて，最近の動向や，企業における取り組み，
クラウドによって何が変わるのか，などについて考えてまいりたいと思います．
また，本シンポジウムでは今回のテーマ以外にも前回のソフトウェアジャパンと同様に「IT フォーラムセッション」や
日本発の世界に誇るジャパンソフトウェアの研究者，開発者，技術者による講演「ザ・ジャパンソフトウェアセッション」も
予定しております．
このような趣旨のもと，IT 関連業界において現場で活躍されている産業界の方々を中心に，学界・官公庁関係の
方々，次世代を担う若手の技術者・研究者の方々等，多くの方々がともに問題意識を共有し議論，交流を深められる
場として，また IT 産業の今後を皆様と考える機会といたしまして「ソフトウェアジャパン 2009」を開催したいと思います．
皆様、是非とも奮ってご参加ください．
■プログラム予定（プログラム詳細は，Web ページへ逐次掲載致します）
全体セッション
9：30- 9：35 Opening／ＩＴフォーラムの紹介
9：35-12：30 第１セッション：キーノート セッション
9:35-10:25 招待講演(1)： 「クラウド・コンピューティング時代の到来」
城田 真琴（（株）野村総合研究所 情報技術本部技術調査部 主任研究員）
10:40-11:30 招待講演(2)： 「企業 IT システムにおけるクラウドコンピューティング」
丸山 宏（日本アイ･ビー･エム（株）執行役員 東京基礎研究 所長）
11:40-12:30 招待講演(3)： 「Cloud Computing と Data Service」
丸山 不二夫（早稲田大学 大学院情報生産システム研究科 客員教授）
12:30-13:30 お昼休み
13:30-15:30 第２セッション：パネルセッション「クラウドで何が変わるか？」
司
会：佐々木 俊尚（IT ジャーナリスト）
パネリスト：城田真琴（野村総研），竹洞 陽一郎（アカマイ），丸山 宏（日本アイ･ビー･エム），丸山不二夫（早稲田大学），
松山 憲和（PFU ソフトウェア）
15:40-17:35 第３セッション：ザ・ジャパンソフトウェア セッション
15:40-16:35 招待講演(1)： 「モバゲータウン開発秘話」 川崎 修平（（株）ディー・エヌ・エー 取締役）
16:40-17:35 招待講演(2)： *調整中
17:35-17:40 Closing

ＩＴフォーラムセッション

（全体セッションとパラレル開催）

10:30-12:30 ＩＴフォーラムセッション（午前）
イノベイティブ社会基盤フォーラム／福祉情報システムフォーラム／*ＩＴダイバーシティ-フォーラム／ＩＰＡセッション
13:30-15:30 ＩＴフォーラムセッション（午後）
・ユーザスタディフォーラム／サービスサイエンスフォーラム／高度ＩＴ人材育成フォーラム／Web2.0 フォーラム
*IT ダイバーシティフォーラムは IEEE Japan Council Women in Engineering Affinity Group 共催

■参加費：一般（会員・非会員共）：5,000 円 ／ 一般 IT フォーラム登録者（会員・非会員共）：無料
学生（会員・非会員共）：無料
■参加申込：標記のソフトウェアジャパン 2009 Web ページから申込み下さい．
■参加申込〆切り：平成 21 年 1 月 19 日（月）17:00
■問合せ先：情報処理学会事業部門 Tel.(03)3518-8373 E-mail:jigyo@ipsj.or.jp *詳細は Web ページをご覧下さい．
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ご意見をお寄せください！
【12 月 10 日頃までにお出しください】

宛

先 （社）情報処理学会 モニタ係（下記のいずれからも送付できます）
http://www.ipsj.or.jp/02moshikomi/enq/enq4911.html Fax(03)3518-8375 E-mail:editj@ipsj.or.jp
（E-mail で送信される場合は，10-1-a のようにコードでお答えください）
※ご意見の投稿に伴う，住所，氏名，所属などの個人情報については，学会のプライバシーポリシーに準じて取り扱いいたします．
http://www.ipsj.or.jp/03somu/privacypolicy/privacypolicy.html

［コード］
1．ご氏名
2．ご所属

Tel.（

）

-

3．E-mail:
4．業種：（a）企業（サービス業）（b）企業（製造業）（c）研究機関 （d）教育機関（大学・高専など）
（e）学生 （f）その他 ……………………………………………………………………………………………………………………… 45．職種：（a）研究職 （b）開発・設計 （c）システムエンジニア （d）営業 （e）本社管理業務
（f）会社経営・役員・管理職 （g）教官／教員（大学・大学院）（h）教職員（小・中・高校・高専など）
（i）学生 （j）その他 ……………………………………………………………………………………………………………………… 56．年齢：（a）10 代 （b）20 代 （c）30 代 （d）40 代 （e）50 代 （f）60 代以上 ……………………………………………………… 67．性別：（a）男性 （b）女性 ……………………………………………………………………………………………………………………… 78．あなたはモニタですか？：（a）はい （b）いいえ ……………………………………………………………………………………………… 89．あなたのご意見は「会員の広場」（会誌および Web）に掲載される場合があります．その場合：
（a）実名可（氏名のみ掲載）（b）匿名希望 （c）掲載を希望しない ………………………………………………………………………… 910．今月号（2008 年 11 月号）の記事についてのあなたの評価をご記入ください．
［ a …大変参考になった
b …よい
c …普通，どちらとも言えない
d …悪い

e …読んでいない ］

特集：学と産の連携による基盤ソフトウェアの先進的開発
e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発プロジェクトの生い立ち ……………………………………………………………………………… 10-11．高信頼組込みシステムのための先進ソフトウェア技術 ……………………………………………………………………………………… 10-22．次世代高性能コンピュータシステム上の高信頼ソフトウェアシステムの開発支援技術 ………………………………………………… 10-33．SML#：最先端の機能と高い実用性を実現する次世代多相型プログラミング言語 ………………………………………………………… 10-44．VITC：情報流解析による高安全 C コンパイラ ………………………………………………………………………………………………… 10-55．産官学連携によるエンピリカルソフトウェア工学の実践 データに基づく実証的アプローチ ………………………………………… 10-66．双方向変換による高信頼構造化文書処理 ……………………………………………………………………………………………………… 10-77．高信頼 WebWare 生成技術：WebWare のテスト・解析・作成支援 ………………………………………………………………………… 10-88．100 億規模の Web ページ収集・分析への挑戦 ………………………………………………………………………………………………… 10-99．ストレージフュージョン：ストレージシステムとデータベース管理システムの融合 …………………………………………………… 10-1010．Socio Sense：過去 9 年に及ぶ Web アーカイブから社会の動きを読む …………………………………………………………………… 10-1111．人にやさしい音声インタフェース ……………………………………………………………………………………………………………… 10-12小特集：IPTV の現在と展望
1．IPTV サービスの経緯とスタートライン ………………………………………………………………………………………………………… 10-132．IPTV サービスの国際標準化動向とサービス実現へ向けた技術 ……………………………………………………………………………… 10-143．日本における IPTV 普及に向けた課題と今後の可能性 ………………………………………………………………………………………… 10-15ASP・SaaS の動向と普及促進の状況（前編） ………………………………………………………………………………………………………… 10-16計算の視点から音楽の構造を眺めてみると：計算論的音楽理論の応用…………………………………………………………………………… 10-17わが支部の魅力はここにあり：東北支部：情報処理学会東北支部の現状と将来………………………………………………………………… 10-18-

11．特に興味を持ってお読みになった記事とその感想をお書きください．

12．著者への質問，今後取り上げて欲しいテーマなどありましたらお書きください．
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■ 編集室 ■
この原稿を執筆しているのは 10 月中旬です．世間は米国の

軸として，いつでもどこでも誰でも安心して参加できる IT 社

金融危機に端を発する世界的な株安で蜂の巣をつついたような

会の実現が志向されています．我々，IT 技術に関係する研究者，

大騒ぎですが，本誌が読者のみなさまの目に触れるときにはど

技術者にとって，この種の研究は，1 つの大きな方向性として

のような情勢になっているでしょうか．最近はよく「先が見え
ない時代」とか「閉塞感が漂っている」などと言われますが，
このような時代だからこそ，社会を元気付けるために IT 技術
が活用されるべきではないかと考えます．
本特集では，「e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発」プロ
ジェクトによる成果を紹介しました．本プロジェクトでは，高
信頼ソフトウェア作成技術と情報の高信頼蓄積・検索技術等を

今後ますます重要になるものと思われます．本特集がみなさま
の今後の研究・開発の一助になれば幸いです．

「IPTV の現在と展望」の小特集が最初に提案されたのは，今
年の 1 月でした．情報処理学会主催のシンポジウム「インター
ネット放送の現在と展望」という企画があり，とても面白い
内容であったため，このシンポジウムの内容を会誌で特集し
てみては，という案が編集委員会で出されました．しかし，原
稿執筆のお願いをシンポジウムの講演者にさせていただくと，
「IPTV の普及に悪影響を与えるかもしれないので，現段階の会
誌への執筆は困難だ」「今の段階では確定していないことが多
く，解説記事として説明できない部分がある」などの声をいた
だきました．実際に，IPTV に関する動向は日々変化しており，
また，サービスを行っている企業にとって，現状では営業的に
厳しい分野でもあるという事実は否めません．そのような状況

の中，執筆者の皆様には，説明が難しい昨今の動向を分かりや
すく解説していただきました．企画から会誌に掲載されるま
で 10 カ月もの期間を要しておりますが，その間に起きた出来

最後になりましたが，本特集の編集にあたり著者のみなさま
には大変なご協力をいただきました．また私自身，編集作業の
過程でいろいろな勉強をさせていただきました．エディタの先
生方，著者のみなさまにこの場をお借りしてお礼を申し上げ
ます．
（天笠俊之／本特集エディタ）

事なども網羅され，IPTV に関する最新動向が分かる内容にな
っております．12 月から NHK による IPTV のサービスである
NHK on demand が始まることにより，初めて IPTV って何だ
ろう，と思われる方も多くいるかと思います．そのような際に，
本小特集が参考になることを期待します．
最後になりますが，本小特集の編集にあたり，多大なる尽力
をいただきました，シンポジウム「インターネット放送の現在
と展望」関係者，会誌編集委員会関係者の皆様に深く感謝いた
します．
（山田一郎／本小特集エディタ）

次号（12 月号）予定目次

編集の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください．

「特集」マルチコアを活かすお手軽並列プログラミング
マルチコア計算機システムと並列化技報／ GCC 上での並列プログラミングサポート／ Java における並列プログラミングサ
ポート／並列計算パターン（スケルトン）による並列プログラミング／ .NET Framework における並列計算のサポート／
dRuby と Rinda ─ Ruby における並列計算

「小特集」ソーシャルブックマークの現在・過去・未来（仮 )
ソーシャルメディアとマーケティング／ SBM データを用いた web コンテンツ推薦／ SBM にヒントを得たコメント共有サー
ビスの一提案／お前のモノ（ブックマーク）は俺のモノ，俺のモノ（ブックマーク）も俺のモノ／私がチャレンジした SBM
データマイニング／ SBM の課題とこれからの進むべき道
解

説
さあ，マルチコアプロセッサの時代です！…………………………………………………………………………………
ASP・SaaS の動向と普及促進の状況（後編）………………………………………………………………………………
U-EFI の構造と実装方法 ………………………………………………………………………………………………………
高速 UWB（Ultra Wide-Band）の最新技術動向 …………………………………………………………………………
委員会から Computer History Museum 訪問記 ……………………………………………………………………………
コラム わが支部の魅力はここにあり

吉瀬謙二
河合輝欣 他
菅原清文
野田正樹
発田 弘

複写される方へ

Notice for Photocopying

本会は下記協会に複写に関する権利委託をしていますので，本誌に掲載された著作物を
複写したい方は，同協会より許諾を受けて複写してください．ただし，（社）日本複写権
センター（同協会より権利を再委託）と包括複写許諾契約を締結されている企業の社員に
よる社内利用目的の複写はその必要はありません（社外頒布用の複写は許諾が必要です）．
権利委託先：（中法）学術著作権協会
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル
E-mail : info@jaacc.jp Tel (03)3475-5618 Fax (03)3475-5619
なお，著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は，学術著作権協会では扱っていま
せんので，本会へご連絡ください．

If you wish to photocopy any work of this publication, you have to
get permission from the following organization to which licensing of
copyright clearance is delegated by the copyright owner.
<All users except those in USA>
Japan Academic Association for Copyright Clearance, Inc. (JAACC)
6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
E-mail : info@jaacc.jp
Phone : 81-3-3475-5618 Fax : 81-3-3475-5619
<Users in USA>
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone : 1-978-750-8400 Fax : 1-978-646-8600

また，アメリカ合衆国において本書を複写したい場合は，次の団体に連絡してください．
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone : 1-978-750-8400 Fax : 1-978-646-8600
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掲載広告カタログ・資料請求用紙
広告のお申込み
■広告料金表

■「情報処理」

掲載場所

4色
346,500 円

表2

（税抜 330,000 円）

288,750 円

表3

（税抜 275,000 円）

404,250 円

表4

（税抜 385,000 円）

315,000 円

表 2 対向

（税抜 300,000 円）

─

─

─

─

─

─

─

─

（税抜 190,000 円）

（税抜 155,000 円）

（税抜 250,000 円）

（税抜 165,000 円）

（税抜 135,000 円）

173,250 円

前付 1/2 頁

─

─

前付最終

─

─

目次前

─

─

差込

発
体

141,750 円
84,000 円

（税抜 80,000 円）

155,400 円

差込
同封

毎当月 15 日

申込締切

前月 10 日

原稿締切

前月 20 日

広告原稿

オフセット用ポジフィルム

原稿寸法

1頁

天地 260mm ×左右 180mm

1/2 頁

天地 125mm ×左右 180mm

雑誌寸法

天地 297mm ×左右 210mm

（税抜 148,000 円）

〒 169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27

367,500 円（税抜 350,000 円）

（A 判 1 枚）

A4 判

発 行 日

■問合せ・お申込み先

155,400 円

367,500 円（税抜 350,000 円）

（A 判 70.5kg 〜 86.5kg 1 枚）

裁

社団法人 情報処理学会
25,000 部

（税抜 148,000 円）

アドコム・メディア（株）（Tel/Fax/E-mail は下に記載）

288,750 円（税抜 275,000 円）

（A 判 70.5kg 未満 1 枚）

行

発行部数

162,750 円

（税抜 265,000 円）

262,500 円

前付 1 頁

1色

199,500 円

278,250 円

表 3 対向

2色

＊左記料金はポジフィルム納入による料金です．
＊版下・製版等が必要な場合には別途実費申し受けます．
＊断切広告は上記料金の 10％増です．ただし，表 4 は不可．
＊同封のサイズ・割引の詳細についてはお問合せください．

掲載広告の資料請求
掲載広告の詳しい資料をご希望の方は，ご希望の会社名にチェック□を入れ，送付希望先をご記入の上，Fax にて（また
は E-mail にて必要事項を記入の上）アドコム・メディア（株）宛にご請求ください．
■「情報処理」 49 巻 11 号 掲載広告（五十音順）
□ IDG ジャパン… ……………………………… 表 2 対向

□筑波大学……………………………………… 目次前

□インタフェース……………………………… 表 4

□マイクロソフト……………………………… 表 2

□オーム社……………………………………… 前付 3

□三菱電機インフォメーションシステムズ… 表 3

□ すべての会社を希望
■資料送付先
フ リ ガ ナ

お 名 前
勤 務 先
所 在 地

所属部署
（〒
TEL（

-

）
）

-

FAX（

）

-

ご専門の分野

お問合せ・お申込み・資料請求は
広告総代理店

アドコム・メディア（株）

Tel.03-3367-0571 Fax.03-3368-1519 E-mail: sales@adcom-media.co.jp
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賛助会員のご紹介
本会をご支援いただいております賛助会員をご紹介いたします．
Web サイト（http://www.ipsj.or.jp）
「会員サービス」のページからも各社へリンクサービスを行っておりますので，ぜひご覧ください．
照会先 （社）情報処理学会

会員サービス部門

E-mail:mem@ipsj.or.jp

Tel.(03)3518-8370

●●● 賛助会員（20 〜 50 口）

賛助会員のご紹介

（株）日立製作所

富士通（株）

日本電気（株）

（株）東芝

日本アイ・ビー・エム（株）

三菱電機（株）

●●● 賛助会員（10 〜 19 口）

（株）NTT データ

グーグル（株）

（株）NTT ドコモ

日本電信電話（株）

マイクロソフト（株）

●●● 賛助会員（3 〜 9 口）

NTT コムウェア（株）

沖電気工業（株）

（株）ニューズウォッチ

パナソニック（株）

（株）インプレス IT

（株）うえじま企画

ソニー（株）

楽天（株）

読後のご意見をお送りください
本誌では，現在約 100 名の方々に毎号のモニタをお願いしておりますが，より多くの読者の皆さんからのご意見，
ご提案をおうかがいし，誌面の充実に役立てていきたいと考えておりますので，毎号巻末に掲載しております所定の
用紙または Web ページ（http://www.ipsj.or.jp/02moshikomi/enq/enquete.html）をお使いいただき，奮って事務局までお
寄せください．
（社）情報処理学会

会誌編集部門

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5
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化学会館 4F

E-mail: editj@ipsj.or.jp

Fax (03)3518-8375

