
国 際 交 流 報 告 の 抄 録 一 覧

〔国際会議発表〕

挨 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine

and biology Society (2042004)140

村松千左子 岐阜大学大学院 医学系研究科 知能イメージ情報分野

産官学連携研究員

挨 The Greenhouse Gas Control Technologies conference (GHGT-12) (2042101)140

Or Chanmoly 九州大学大学院 工学府地球資源システム工学専攻 博士後期課程

挨 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP)

61st Annual Meeting (2042102)141

熊崎 博一 福井大学子どものこころの発達研究センター 特命助教

挨 43rd International Congress on Noise Control Engineering

(Inter-noise 2014，国際騒音制御学会第 43 回年次総会) (2042103)141

小林 洋介 都城工業高等専門学校 電気情報工学科 助教

挨 Internoise 2014 (2042104)142

坂本 眞一 滋賀県立大学 工学部電子システム工学科 准教授

挨 iCAST (International Conference on Awareness Science & Technology) (2042105)142

ジョルダン・アルノ 北海道大学 情報科学研究科 博士後期課程

挨 IEEE Sensors 2014 (2042106) 143

寒川 雅之 新潟大学 工学部機械システム工学科 助教

挨 2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids 2014) (2042107)143

田中 大介 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程

挨 International Conference on Image Processing (ICIP) (2042108)144

田中 正行 東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授

挨 SPIEMedical Imaging 2015 (2042109)144

寺本 篤司 藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 准教授

挨 IEEE International Conference on Image Processing (2042110)145

TRAN Thang Thanh 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程

挨 The 15th International Society for Music Information Retrieval Conference (2042111)145

中村 友彦 東京大学大学院情報理工学系研究科 博士課程

挨 43rd International Congress on Noise Control Engineering (Internoise2014) (2042112) 146

中山 仁史 広島市立大学大学院 情報科学研究科 助教
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挨 2014 International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2014) (2042113) 146

永吉 雅人 新潟県立看護大学 看護学部看護学科 准教授

挨 International Symposium on Optical Memory 2014 (2042114)147

信川 輝吉 和歌山大学大学院 システム工学研究科 博士後期課程

挨 IEEE SENSORS 2014 (2042115)147

原田 祐希 東京工業大学大学院 理工学研究科 博士課程

挨 IEEE Symposium on Robotic Intelligence in Informationally Structured Space

(RiiSS2014) (2042117)148

増田 寛之 富山県立大学 工学部知能デザイン工学科 講師

挨 IEEE Sensors 2014 (2042118) 148

松倉 悠 東京農工大学 生物システム応用科学府 特任助教

挨 International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (2042119)149

松田 健 静岡理工科大学 総合情報学部 講師

挨 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (2042120)149

村松 聡 東海大学 情報理工学部 コンピュータ応用工学科 講師

挨 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics 2014 (2042112) 150

八木 直美 京都大学 医学部 特定研究員

挨 IEEE SENSORS 2014 (2042123)150

渡辺 真司 九州大学大学院 システム情報科学府 博士後期課程

挨 International Conference on Robotics and Automation 2015 (ICRA2015) (2152006)151

槇田 諭 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 講師

〔短期在外研究〕

挨 Performance improvement of ultrasonic motors using functional lubrication

― Investigation of lubrication mechanisms (2046001)151

邱 惟 東京工業大学 博士後期課程

挨 Clarification of biomechanical characteristics using running-specific prostheses (2046002)152

保原 浩明 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 研究員

挨 A platform technology for formulation of an electrically driven plasmon chip (2046003)152

山口 堅三 香川大学 助教

挨 Modulation and detection of three-dimensional polarization distribution for multilevel

holographic data storage (2156002) 153

信川 輝吉 和歌山大学大学院システム工学研究科 博士後期課程
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〔国際会議開催〕

挨 International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, 2014

(ISSAC 2014) (2035007)153

長坂 耕作 神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間環境学専攻 准教授

挨 12th InternationalWorkshop on Breast Imaging (IWDM 2014) (2035009)154

藤田 広志 岐阜大学大学院医学系研究科 教授

挨 2013 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science

and International Micro Robot Maze Contest (2035010)154

丸山 央峰 名古屋大学大学院工学研究科 准教授

挨 MSRAsia Summit 2014 (2045002) 155

伊原 彰紀 奈良先端科学技術大学院大学 助教

挨 第 4 回機能性材料と構造物の力学に関するアジア会議 (2045004) 155

上田 整 大阪工業大学工学部機械工学科 教授

挨 2014 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (2045005) 156

尾知 博 九州工業大学 教授

挨 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE2014) (2045006) 156

柏原 昭博 電気通信大学 情報理工学研究科 教授

挨 第 10 回グラニュラーコンピューティングに関する国際会議 (IEEE GrC 2014) (2045008) 157

工藤 康生 室蘭工業大学 准教授

挨 SCIS & ISIS 2014 (2045011)157

重井 徳貴 鹿児島大学大学院 理工学研究科電気電子工学専攻 准教授

挨 2014 IEEE 3rd Global Conference on Consumer Electronics (IEEE GCCE 2014) (2045013) 158

長谷 智弘 龍谷大学 理工学部情報メディア学科 教授

挨 第 33 回信頼分散システム国際シンポジウム (2045015) 158

原 隆浩 大阪大学 情報科学研究科 准教授

挨 アジア南太平洋設計自動化会議 2015 (2045017) 159

松本 剛史 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 准教授

挨 第 14 回日本・中国・韓国合同ワークショップ (WS) Neurobiology

and Neuroinformatics 2014 (NBNI-2014) (2045018)159

山口 陽子 国立研究開発法人 理化学研究所 神経情報基盤センター長

挨 Social Modeling and Simulations+Econphysics Colloquium 2014 (SMSEC 2014) (2045019) 160

山田 健太 東京大学工学系研究科 助教
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