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 研究者海外派遣助成報告  

 

ISVLSI 2018(香港)参加報告 

日本大学大学院理工学研究科 

博士前期課程 1年 宮本 辰 
 
IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI

（ISVLSI）2018は 2002年よりヨーロッパ，アメリ

カを開催地として毎年開催され，今年で 17回目とな

る，VLSI（大規模集積回路）の定期シンポジウムで

ある．今回は，地元の香港はもちろんのこと，例年

通り，アジア，ヨーロッパ，アメリカから多数の参

加者が集まり，総勢 400名程度の大きな規模の会議

となった．今回，我々の研究グループは，Student 

Research Forumにおいて SRAM（Static Random 

Access Memory）の低消費電力化技術についてポスタ

ー発表を行なった．本ポスター発表では，新しい

SRAMの構造，動作マージンの拡大手法，の提案を行

なった．1時間 30分のセッションの中で，10名程度

の出席者に対し発表を行い，議論を交わした．英語

でのコミュニケーションは初めての体験に等しく，

非常に難しかったが，相手が私の言っている事に注

意深く耳を傾けてくれたおかげもあり，スムーズに

英語での言葉のやりとりを進めることができた．自

分の発表以外では，各国の研究者の発表を聴取し，

Deep Neural Network（DNN）等に関する最先端の技

術等に触れることができ，今後の自分の研究のアイ

ディアのヒントを得ることができた．また，学会で

は，発表だけでなく，他国の研究者達とイベントに

参加する，ソーシャライジング (研究者間交流) も

多く企画されていた．香港島へのフェリークルージ

ング，バンケット (交流パーティー) に参加し，英

語でのコミュニケーションはもちろんのこと，色々

な価値観にも触れることができ，非常に新鮮であっ

た． 

今回の国際会議への参加を通して，痛切に英語の重要

性を感じた．色々な文化の異なる人種が同じ分野で一

同に会する機会は非常に重要であるが，そこでコミュ

ニケーションの要となるのが，英語である．自分の言

いたいことをきちんと英語で伝えられる，また相手の

伝えたいことを正確に聞き取り理解することができ

なれば，相互理解や協業といったレベルにはなかなか

到達することができない．英語をきちんと習得し，あ

る程度のレベルまで引き上げることが今後の自分の

目標となった．世界の現状，そして，自分に何が足り

なく，これから何をすべきなのか，その道筋を見出す

ことができ，この国際会議から得られたことはとても

重要であった．こうした機会を与えてくれた貴財団に，

心より感謝申し上げる． 

 

 

 

 

 

 

 

IJCAI 2018(スウェーデン)参加報告 

豊橋技術科学大学大学院工学研究科情報 

助教 木村 慧 
 

2018 年 7 月 13 日から 19 日にかけてスウェーデンの

ストックホルム国際見本市において開催された国際

会議 IJCAI 2018 (the 27th International Joint 

Conference on Artificial Intelligence) に参加し，

オーラル発表を行った．IJCAIは人工知能分野におけ

る世界トップクラスの査読付き国際会議で，今回は投

稿数 3470 件の内 710 件採択があり，その採択率は約

20.5%であった．参加者は 2000人を超えていたようで

ある．13日から 15日にかけては数多くのワークショ

ップが開催され，IJCAI のメインプログラムは 16 日

から 19 日に催された．私が参加したのはメインプロ

グラムであり，私の発表は最終日 19日午前であった． 

私の発表題目は「Linear satisfiability preserving 

assignments」であった．本論文は，制約充足問題に対

し，連続最適化の理論を用いた新たなアルゴリズムの

枠組みを提唱するものである．制約充足問題とは，与

えられた制約を満たすような変数への離散的な値の

割り当てが存在するかを判定するもので，様々な問題

を包括する問題である．例えば，スケジューリングや

画像処理，大規模集積回路における部品配置など多く

の応用があり，計算機の発達に伴い，ますますその重

要性を増している．この問題は人工知能やオペレーシ

ョンズ・リサーチ，理論計算幾何学などの分野で活発

に研究が行われている．この問題に対し，本論文では，

離散的な値を扱う制約充足問題を連続的な値を扱う

問題に変換することを考えた．そして，その変換され

た問題を，凸問題によって近似する手法を開発した．

これにより，連続最適化における効率的な解法を使用

することができ，元々の制約充足問題に対する効率的

なアルゴリズムを得ることができた．さらに本論文で

は，上記の手法を詳細に解析し，どのような凸問題が

近似として適しているかを明らかにし，また，先行研

究における複数のアルゴリズムが上記の枠組みによ

って統一できることを示した．本論文は京都大学の牧

野和久氏との共同研究の成果をまとめたものである． 

本論文は IJCAI の Journal Track に採択されたも

のである．Journal Track とは，人工知能分野におけ

るトップクラスの論文誌に掲載された論文の内，人工

知能分野の大きな国際会議において未発表であるも

のに対して発表の機会を与えるものである．私の場合

には，Journal of Artificial Intelligenceにおい

て今年 2018 年の 2 月に出版された同題目の論文を発

表する機会を頂いたこととなる． 

私の発表に対する反応であるが，海外の研究者から興

味深い内容であるとお声がけ頂き，連絡先を交換する

ことが出来た．その研

究者は SAT ソルバーの

専門家であった．また，

国内の研究者からも発

表に対する高評価を頂

き，発表後にはお互い

の研究について情報交

換することが出来た． 
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SIGGRAPH2018(カナダ)参加報告 

長岡技術科学大学大学院工学研究科 

修士課程 2年 矢野 寛明 
 

この度，2018 年 8 月 12 日から 16 日の 5 日間にカナ

ダのバンクーバーで開催された，世界最大のコンピュ

ーターグラフィックス（CG）の学会 SIGGRAPH2018 に

参加した．参加したのは先端技術のデモ展示である

Emerging Technologiesという部門である．Emerging 

Technologies では数ある投稿の中から厳選された 24

の投稿がそれぞれブースを用意し，斬新な映像技術や

VR関連技術などを展示・実演し，5日間様々な国から

多くの参加者が訪れ，大変な賑わいを見せた．また，

SIGGRAPHでは CG関連企業をはじめとした企業展示も

行われていた． 

私たちは ”Spherical Full-parallax Light-field 

Display Using Ball of Fly-eye Mirror” というタ

イトルで球状の 3D ディスプレイの展示を行った．私

たちの提案する 3D ディスプレイは特別な眼鏡などを

使用せず，複数人が同人に立体的な映像を楽しめるも

のである．提案手法は光線再生型に分類され，人が奥

行きを知覚する一つの要因である視差を再現するこ

とで立体感を与える．私たちの手法は横方向の視差だ

けではなく，上下方向の視差も再現できる，フルパラ

ラックスと呼ばれるタイプで，フルパララックス光線

再生型ディスプレイとしては世界最大の視域を有し

ている．本手法は主に，特殊形状の球状鏡「フライア

イミラー」と高速度プロジェクタで成り立っている．

フライアイミラーが高速で回転することで，高速度プ

ロジェクタからの光の方向を変え，高速度プロジェク

タがこれに同期して光の色を変えることで，フライア

イミラーの内部に立体映像が表示される．デモでは参

加者がボタンを押して映像を切り替えられるように

し，また，フライアイミラーの回転を止めて，ディス

プレイの構造を観察できるようにしていた． 

私たちのブースを訪れる人は表示された立体映像を

様々な角度から観察し，私たちの簡単な説明を聞いた

後で，「高速度プロジェクタはどれぐらいの性能なの

か」，「どのように応用されていくのか」，「フライアイ

ミラーはどのように設計・作成されたのか」などとい

った質問をしていた．私たちが引用した論文の著者の

先生方も訪れ，「私たちではこの発想まで至ることが

できなかった」とお褒めの言葉をくださった．同会場

には同じく球状のディスプレイの”CoGlobe: A Co-

Located Multi Person FTVR Experience” が展示を

行っており，その著者と議論も大変盛り上がった．私

たちも彼らの実現したインタラクティブな球状ディ

スプレイを体験し，球状ディスプレイの表現力の豊か

さや，新たな映像メディアとしての可能性を実感した． 

今回の会議は，さまざまな最先端の技術に触れ，直接

話を聞き，また，自分の研

究に直接さまざまな意見

を頂戴することができ，大

変有益なものとなった．こ

の度の助成に心から御礼

を申し上げます． 

 

 

ICIP 2018(ギリシャ)参加報告 

香川大学大学院工学研究科 

 修士課程 1年 柴田 峻敬 
 

IEEE International Conference on Image 

Processing は画像処理分野の最高峰の国際会議であ

り，画像処理に関する最先端の研究成果の発表がギ

リシャ・アテネに位置するThe Megaron Athens 

International Congress Centreにおいて10月8日か

ら10月11日の計3日間行われた．本会議では口頭発表

とポスター発表に加え，Mathworks, Googleなどの企

業によるワークショップや来年度台湾・台北で開催

予定のIEEE International Conference on Image 

Processingのブースが開かれており，興味深い展示

や紹介を行っていた．以下に口頭発表およびポスタ

ー発表の簡単な概要を述べる． 

● 口頭発表 

口頭発表は中規模な部屋で行われていた．ほとんど

のセクションにおいて多くの人が聴講に訪れてい

た．また，近年話題となっているAIやDeep Learning

といった研究の発表を多くあり，真剣に聞き入る様

子やメモを取る様子などが多々見受けられた． 

● ポスター発表 

ポスター発表は非常に広いホールで約50件のポスタ

ー発表が並行して行われた．また，非常に多くの研

究者が熱心に各ポスター発表を聴講し活気あふれる

議論が行われていた． 

 

全日程を通して，非常に多くの参加者が魅力ある発

表と白熱した議論を行っていた．また，私の発表に

おいては30名を超える各国の研究者および学生が足

をとめ，簡単な説明を聞きポスター見物や質問も活

発に行われた(図を参照)．なかでも私の研究で用い

るデプスマップと呼ばれるデータの取得に関する質

問が多数であった．そして私のポスター発表を通じ

て大変興味を持ってくださった研究者がいらっしゃ

り，詳細な情報を交換するため連絡先の交換なども

行った．研究発表以外にも，ウェルカムレセプショ

ンやバンケットなどの懇談会も開催され，日頃の研

究生活や雑談を通して多くの研究者が交流を行って

いた．このような場での研究者間の交流は，異国間

での共同研究に発展し世界規模での画像処理技術の

向上へと繋がっている． 

今回の会議では，約1750件の論文が世界から投稿され

ており，約830件の発表が行われている．レギュラー

ペーパーの採択率は約47%であり，多くの優秀な査読

者の厳格な審査のもと採択論文は選ばれている．また，

例年の同国際会議の採択率は約45%前後であり，例年

の採択水準が維持されていることが分かる．以上より，

IEEE International Conference on Image 

Processing は

非常に高水準

で活気あふれ

る画像処理の

最高峰の国際

会議であるこ

とが分かる． 
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DEXA 2018(ドイツ)参加報告 

京都大学大学院情報学研究科 

修士課程 1年 桐畑 誠 
 

この度，データベースとエキスパートシステムの国際

会議 29th International Conference on Database 

and Expert Systems Applications (DEXA 2018)に 9

月 3日から 6日までの 4日間参加してきました．今年

はドイツのレーゲンスブルク大学で開催され，DEXA 

societyが主催する国際会議が他にも開催されていた

こともあり，たくさんの研究者の方が参加されていま

した． 

私は Decision Support Systemsというセッションで

発表しました．私の研究テーマは投資信託商品の要因

分析で，少し他の方と毛色が違ったのですが，たくさ

んの方に興味を持っていただき，海外の研究者の方と

のディスカッションを通じて，研究の課題が新たに見

つかるなど非常に有意義な発表になりました．国際会

議での発表は初めてだったのでとても緊張していた

のですが，このような場で自分の研究を発表し，その

内容に興味を持ってくれる人がいるというのは，嬉し

いもので自信にもなり，今後さらに研究を進めていく

モチベーションになりました． 

また 4日間毎日招待講演があり，最先端の研究や未来

の展望について貴重なお話を伺うことが出来ました．

中でも興味深かったのは Smart Agingの話で，健康予

防や医療の発達によって，将来的に人は 120歳まで生

きるようになるとのことでした．情報技術の発展によ

って，各種のセンサーデータからその人の健康状態を

分析したり，画像データから病気の診断をしたりする

ことが可能になり，寿命を延ばすのに一役買っていま

す．情報技術の可能性というのは本当に際限がないと

感じ，私も将来社会に貢献できるようになりたいと思

いました． 

最後に，私が滞在していたレーゲンスブルクは歴史が

残る街で，街並みが世界遺産に指定される綺麗な街で

した．国際会議の催しとして，帝国議会や宮殿を案内

してもらい，とても貴重な経験をさせて頂きました．

日本と異なる文化に触れることは今までの価値観を

見つめ直すきっかけになり，今後は今まで以上に広い

視野や視点で研究を進められたらと思います．改めて

国際会議参加のための助成に感謝し，心から御礼申し

上げます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UbiComp 2018(シンガポール)参加報告 

立命館大学情報理工学部 

講師 松村 耕平 
 

2018年10月8日から12日まで，シンガポール，SUNTEC 

コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー で 開 催 さ れ た ACM 

International Joint Conference on Pervasive and 

Ubiquitous Computing 2018（UbiComp 2018）に参加

したので報告する． 

ACM International Joint Conference on Pervasive 

and Ubiquitous Computing はUbiComp（ユビコンプ）

と通称される，ユビキタスコンピューティングに関す

る国際会議である．Ubicompはその正式名称にJoint 

Conferenceを含むことからもわかるように，複数の関

連する国際会議が統合されたものである．その歴史は

1999年にイギリスやドイツの研究者によって作られ

た会議HUCに遡る．この会議がヨーロッパからアメリ

カに会議の中心を移して2001年から名前をUbiCompと

改称した．一方で，Pervasive という会議が2002年か

らスタートした．これらのトピックを同様とする2つ

会議が2013年に統合され今日のUbiCompに至る．

UbiCompは長年にわたってユビキタスコンピューティ

ングに関するトップカンファレンスとして論文投稿・

発表の場を提供してきた（例年の採録率は20%程度で

ある）が，昨年2017年から口頭発表を主催団体である

ACMが刊行する論文誌，Proceedingsof the ACM on 

Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous 

Technologies (IMWUT)から招待する形式に変更され

た． 

UbiComp 2018 はおよそ800人の参加者があり，そのう

ちアメリカからの参加者がおよそ200人であり，これ

は国別では最も多い．日本からは120 名を超える参加

者があり，これは国別で2 番目に多い数である．ユビ

キタスコンピューティングにおいては古くから日本

の研究が貢献しており，それが参加者数にも反映され

ている印象である．日本の研究はデモ発表でそのプレ

ゼンスを示した一方で，口頭発表における日本の研究

のプレゼンスは高くなく，これを向上することが必要

である． 

UbiComp2018では 2017年から2018年に発行された

IMWUTの論文207本のうち186本が口頭発表として招待

され，5つの部屋で並行して発表がされた．報告者は

本会議1日目のセッションS9:ALL THINGS CARSにおい

て「On Active Passengering: Supporting In-Car 

Experiences」というタイトルで自動車の乗員と風景

とのインタラクションデザインに関する研究発表を

行った．UbiCompにおいては伝統的に自動車に関する

研究が発表されており，報告者による発表の他にも関

係する発表が散見された．発表後にはいくらかの参加

者との議論を行うことができた．これらを今後の研究

に活かしたい． 

最後になるが，この渡航と

発表を支援してくれた公益

財団法人情報科学国際交流

財団に感謝する．このよう

な取り組みを続けることで

日本の情報科学が更に発展

することが期待される． 
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ISMIR2018(フランス)参加報告 

京都大学大学院情報学研究科 

修士課程 2年 津島 啓晃 
 
私は，情報科学国際交流財団の研究者海外派遣助成の

支援を受けて，2018年 9月 23日から 9月 27日の間，

フランスのパリ国際大学都市（CIUP）で開催された，

音楽情報処理のトップカンファレンスである「The 

19th International Society for Music Information 

Retrieval Conference (ISMIR2018)」に参加し，口頭

発表及びポスター発表を行いました．なお，今回の本

会議では，採択されたすべての論文において，口頭発

表とポスター発表の両方が行われました． 

会議のスケジュールは，23日にチュートリアルが行わ

れ，24日から 26日には各セッションのオーラル発表

とポスター発表が交互に行われました．初日のチュー

トリアルでは，「Deep Learning for MIR」（音楽情報

処理のための深層学習）という講演を聴講しました．

こちらの講演では，現在の機械学習分野で盛んに用い

られる深層学習の基本モデルを，音楽のクラス分類・

オンセット検出といった音楽情報処理の基本タスク

に対して用いた実例を紹介するといった内容で，私が

普段の研究で取り扱わない音楽音響信号に対する深

層学習の適用方法について具体的に知ることができ，

非常に有意義な講演でした．オーラル・ポスター発表

では，10件程の発表を聞きましたが，セッション Aの

「Musical objects」が興味深かったです．特に，多

重音から構成される音楽音響信号から主旋律を推定

する最新手法に関する発表が，問題設定・手法ともに

興味深く有意義な時間となりました． 

私自身の発表は，24日の午後に「Interactive 

Arrangement of Chords and Melodies Based on a 

Tree-Structured Generative Model」（木構造モデル

に基づくコードとメロディの対話的編曲）というタ

イトルで発表を行いました．具体的には，PM2:30か

ら 4分間のオーラル発表を通して，研究概要の紹介

とポスター発表への呼び込みを行ったのち，PM4:30

〜PM6:00にポスター発表を行いました．発表内容

は，ユーザが初めに与えたメロディをもとに，コー

ド進行とメロディに関して一方を条件にもう一方を

部分的に自動編集することによって，対話的に楽曲

を洗練させていくことができる新しい自動編曲シス

テムの開発とその評価結果についてです．ポスター

発表では多くの人から質問を頂き，有意義な議論を

行うことが出来ました．得られた質問で多かったも

のは，被験者実験の結果に関して、「システムの生成

結果であるメロディの音楽的自然さに対する評価が

低い原因はなぜか」という質問であり，実際に被験

者から得た意見からその原因を推察することで，現

在の本研究の課題を理解していただけました．ま

た，実際に提案システムを GUIとして実装したもの

を聴衆の方に使って頂き，システムの概要や有用性

を直感的に理解してもらうことや，現在のシステム

の性能や課題を体感してもらうことに繋がりまし

た．私は，去年も本会議に出席していましたが，前

回よりも多くの情報収集を行うことができ、また自

身の研究の進展に繋がる有意義な時間を過ごすこと

ができました． 

 

 

 

 

末筆ではございますが，情報科学国際交流財団の研究

者海外派遣助成の支援によって本会議に参加するこ

とができ，上記のような貴重な経験を得ることが出来

ました．謹んで御礼申し上げます. 
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 外国人研究者交流助成報告  

 

Anuradha Annaswamy氏招聘報告 

招聘期間：2018年 10月 6日～10日 

 

兵庫県立大学大学院シミュンレーション学研究科 

教授 畑 豊 
 
 

1. 招聘者  Anuradha Annaswamy（上席主任研究員、

マサチューセッツ工科大学、USA） 

2. 役割  招待講演（60分間） 

3. 題目  Cyber-Physical & Human Systems: New 

Horizons in Transportation and Energy 

Infrastructures 

4. 講演日時  平成 30年 10月 9日 8:00-9:00 

5. 場所  シーガイアコンベンションセンター（宮

崎県宮崎市山崎町浜山） 

6. 主催者  IEEE SMC 2018 Society、 日本学術会

議 

7. 共催・後援団体等  IEEE、日本学術会議、宮崎

県、宮崎市、日本知能情報ファジィ学会、日本機械学

会、計測自動制御学会、日本ロボット学会、バイオメ

カニズム学会、システム制御情報学会、他 27学会 

8. 講演内容 

サイバー物理システム（CPS）フレームワークは、サイ

バー中心のコミュニケーション、センシング、ネット

ワーキング、コンピューティングのツールを用いて、

モデリング、推定、制御、オートメーションに関連す

るツールを組み合わせた多分野の研究を可能にした。

これにより、新しい理論的ツールと、医療、ロボティ

ックスなどのさまざまな分野における新しい技術的

アプリケーションの両方からなる新しい研究方向が

導き出すことが可能となる。医工学の今後の発展にお

いて、CPS の応用は今後絶対必要な研究領域となる。 

これらの研究方向の共通の要素は、人間と CPSとの相

互作用であり、新しい実体であるサイバー・フィジカ

ル＆ヒューマン・システム（CPHS）を促進し、医療と

ヘルスケアの相互作用のタイプに応じて、異なるタイ

プの CPHS が次第に表れ、新たな情報科学の研究分野

の創生を可能にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 活動内容 

この度、貴財団からのご支援により、2018年 IEEEシ

ステム・マン・サイバネティクス国際会議における招

待講演の一人として、マサチューセッツ工科大学の

Anuradha Annaswamy氏を招聘しました。 

本会議は平成 30年 10月 7日から 10日までの 4日間

にわたり開催し、世界のトップレベルの研究者が一堂

に会し、最新の研究成果について討論や発表が行われ、

ヒトを考慮したシステムとサイバネティクスの情報

科学分野の発展とその応用展開を図りました。 

Annaswamy氏は、マサチューセッツ工科大学において、

適応制御のサイバー空間への適用による医療福祉応

用に関する研究に従事しており、会議 3日目（10月 9

日）に講演していただき、AI、BD解析、IoTが情報社

会にどう役立つのか、人類はそれを本当に必要として

いるのか等の非常に根源的で基本的な問いを議論し

ていただきました。 

本学問分野は、自然、工学、生命、医療、福祉等の技

術および社会科学の個々の学問領域にとどまること

なく、それらを結ぶ学際的な学問領域です。人中心に

捉えた種々の技術やシステム等については、個々の学

問領域における体系的な知識のみでは技術の進展や

問題解決には限界があります。一方、本国際会議で主

とする学問は、複数の学問分野を包含するだけでなく、

複数の学問分野にわたる学際的学問であり、それ故、

本国際会議では、多分野の研究者が一堂に会し、問題

に対して多面的な視点、発送、方法に基づいて意見・

議論する場となりました。そのため、Annaswamy氏の

講演によって技術を習得することで新たな成果を生

み出すことが期待され、科学的諸問題の解決を促進す

ることができました。 

 

貴財団からのご支援により、このような貴重な機会を

得ましたことをご報告し、こころより御礼申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACM国際大学対抗プログラミングコンテスト アジア地区予選 横浜大会報告 

 

ACM国際大学対抗プログラミングコンテストは，ACM（Association for Computing Machinery，国際計算機学会）

が1977年以来世界的規模で開催し，今回で43回目となる．同一大学の学生3人が1チームとなり，コンピュータプロ

グラミングの正確さと速さを競うもので，世界中の大学生が自らのコンピュータの知識と技術のレベルの向上を図

るとともに国際交流の経験を積むことが目的とされている．今回は110カ国，3,233大学52,709人が世界各地で開か

れた地区予選に参加し，その中から選ばれた135大学が2019年4月ポルト（ポルトガル）で開催のWorld Finalで世

界一の座を競う． 

1998年からアジア地区の1サイトとして日本各地の大学において予選が毎年開催され，今年で21回目の開催とな

った．プログラミング技能を競うだけではなく，前途有望な学生が，国内の大学のみならず海外の優秀な学生と

交流し，意見交換を行う貴重な場となっている． 

以下に ICPC2018横浜大会についてまとめる．横浜大会は，慶應義塾大学がホスト校となり，高田眞吾実行委員長

が中心となって行われた．過去最多となる全国86校411チームがインターネットによる国内予選に参加し，そこか

ら大会ルールに則り選抜した38校51チームと海外8校9チームを加えた46校60チームが，2018年12月に横浜産貿ホ

ール及び神奈川県民ホールにおいて一堂に会し，横浜大会本選が行われた．なお、当財団元理事長故池辺八洲彦

氏からの遺贈基金により創設された，アジア地区予選日本開催大会に近年出場していない大学等を奨励する目的

のための「池辺記念奨励枠」で2校2チームが出場した． 

 

 

運営組織 
 
主催：ACM-ICPC横浜大会実行委員会，慶應義塾大学，

(公財)情報科学国際交流財団 

後援：文部科学省，経済産業省，総務省， 

 科学技術振興機構，情報サービス産業協会， 

 情報処理学会，日本ソフトウェア科学会 

協賛：bitFlyer，Preferred Networks，MUJIN，LINE，

リクルート， グーグル， 日本タタ・コンサルタンシー・

サービシズ， アカツキ， いい生活，NTTコミュニケー

ションズ， オプト，オン・セミコンダクター，KLab，

ディー・エヌ・エー，ドワンゴ，日本アイ・ビー・エム，

フィックスターズ，freee，ライトトランスポートエンタ

ーテインメント，レトリバ 

委員： 

実行委員長：高田眞吾(慶應義塾大学) 

実行委員：天野英晴，重野寛，寺岡文男，藤代一成，

矢向高弘(以上慶應義塾大学)，筧捷彦(早稲田大学)，

山口利恵(東京大学)，アランニャ・クラウス(筑波大

学)，渡部有隆(会津大学) 

審判長：石畑清(明治大学) 

審判：稲葉一浩(グーグル)，岩田陽一(NII)，鵜川始陽

(高知工科大学)，江本健斗(九州工業大学)，岡智洋

(グーグル)，河田祐樹 (Indeed Japan)，楠本充

(Preferred Networks)，久保田光一(中央大学)， 

柴山悦哉(東京大学)，近山隆(東京大学)，新田善久

(津田塾大学)，前原貴憲(理研)，松崎公紀(高知工

科大学)，山口文彦(長崎県立大学) 

連携委員：浅井健一(お茶の水女子大学)，五百蔵重典

(神奈川工科大学)，五十嵐淳(京都大学)，石川洋(新

潟国際情報大学)，礒川悌次郎(兵庫県立大学)， 

  
 

 今泉貴史(千葉大学)，上嶋明(岡山理科大学)，宇戸

寿幸(愛媛大学)，大山航(三重大学)，鎌田十三郎(神

戸大学)，菊政勲(山口大学)，喜田拓也(北海道大学)，

北嶋暁(大阪電気通信大学)，国島丈生(岡山県立大

学)，黒木祥光(久留米工業高等専門学校)，小暮悟

(静岡大学)，佐藤健哉(同志社大学)，澤野弘明(愛

知工業大学)，篠原歩(東北大学)，澄川靖信(東京理

科大学)，田添丈博(鈴鹿工業高等専門学校)，田邉

造(諏訪東京理科大学)，谷聖一(日本大学)，玉木久

夫(明治大学)，玉田春昭(京都産業大学)，冨永浩之

(香川大学)，中井優一(明石工業高等専門学校)，新

村正明(信州大学)，二宮洋(湘南工科大学)，布目淳

(京都工芸繊維大学)，馬場敬信(宇都宮大学)，平石

裕実(京都産業大学)，深海悟(大阪工業大学)，藤田

聡(広島大学)，藤原明広(千葉工業大学)，正木忠勝

(沖縄工業高等専門学校)，松下誠(大阪大学)，松永

賢次(専修大学)，峯恒憲(九州大学)，美濃英俊(山

梨大学)，宮本裕一郎(上智大学)，毛利公一(立命館

大学)，吉岡真治(北海道大学)，吉岡理文(大阪府立

大学)，レレイト・エマニュエル(名古屋大学)，鷲崎

弘宜(早稲田大学)，渡部卓雄(東京工業大学) 

ICPC Board：筧捷彦(委員長)，石畑清，柴山悦哉，  

高田眞吾，近山隆，山口利恵 

ICPC Secretaries：山口利恵(チェア)，阿部秀彦，泉

祐介，今道貴司，川中真耶，菅原悠，高橋周平，西

田尚平，橋本卓也，花田裕一朗，松岡禎明，森勝進

一朗，山口洋 

 

 



8 

 

国内予選報告 
 
実施日時： 2018年7月6日(金) 16:30～19:30 

登録締切： 2018年6月25日(金) 

登録方法： ACM-ICPCのWebサイトにチーム毎に登録． 

同じ大学・短期大学・高等専門学校の選手3名(学生)

とコーチ(教員または大学院生)1名で1チームを編成  

実施方法： インターネット(Web)を利用し，各所属校

において監督教員のもとで実施 

問題： 全7問．英語表記（和文も併記）  

プログラミング言語： C++，C，Java，Paython2，Paython3 

参加校（括弧内は参加チーム数）：  

愛知工業大学(2)，会津大学(10)，青山学院大学(2)，

秋田大学(1)，石川工業高等専門学校(1)，岩手県立

大学(2)，大阪工業大学(6)，大阪産業大学(2)，大

阪大学(2)，大阪電気通信大学(1)，大阪府立大学(2)，

岡山理科大学(5)，沖縄工業高等専門学校(1)，香川

大学(12)，鹿児島大学(2)，神奈川大学(1)，金沢工

業大学(3)，金沢大学(1)，関西大学(4)，関西学院

大学(2)，九州工業大学(5)，九州大学(4)，京都産

業大学(9)，京都大学(13)，熊本大学(1)，久留米工

業高等専門学校(1)，慶應義塾大学(12)，工学院大

学(5)，高知工科大学(6)，甲南大学(7)，神戸市立

高等専門学校(1)，神戸大学(4)，埼玉大学(4)，佐

賀大学(2)，静岡大学(2)，静岡理工科大学(7)，島

根大学(1)，首都大学東京(1)，上智大学(4)，湘南

工科大学(16)，信州大学(2)，鈴鹿工業高等専門学

校(1)，成蹊大学(8)，専修大学(1)，千葉工業大学

(6)，中央大学(7)，筑波学院大学(2)，筑波大学(5)，

津田塾大学(8)，電気通信大学(6)，東海大学(3)，

東京工科大学(8)，東京工業大学(11)，東京大学(16)，

東京電機大学(7)，東京都市大学(2)，東京農工大学

(1)，東京理科大学(9)，同志社大学(3)，東北大学

(9)，獨協大学(2)，豊田工業高等専門学校(1)，豊

田工業大学(1)，豊橋技術科学大学(1)，名古屋工業

大学(3)，名古屋大学(2)，奈良女子大学(7)，奈良

先端科学技術大学院大学(3)，新潟国際情報大学(8)，

日本女子大学(4)，日本大学(11)，兵庫県立大学(3)，

広島大学(3)，福井大学(6)，法政大学(1)，北海道

大学(4)，松江工業高等専門学校(1)，三重大学(7)，

室蘭工業大学(5)，明治大学(8)，名城大学(3)，山

口大学(1)，山梨大学(25)，横浜国立大学(5)，立命

館大学(5)，早稲田大学(9) 

計86校411チーム 

結果： 38校51チームが大会本選に進出 

そのうち，池辺記念奨励枠は青山学院大学及び同志

社大学の2チームが対象 

予選1位の東京大学Gifted Infants，6位の京都大学

Zerokan_Sunshine，9位の会津大学UKUNICHIAは11月

3日開催のソウル大会(韓国)に派遣し，東大チーム

が2位の成績で，予選2位の東京工業大学narianZは

11月30日開催のハノイ大会(ベトナム)に参加 

 

ACM-ICPC横浜大会本選報告 
 
開催日： 2018年12月8日(土)～10日(月) 

場所： 横浜産貿ホール（神奈川県横浜市中区山下町2

番地），神奈川県民ホール（神奈川県横浜市中区山

下町3-1）他 

コンテストについて： 

概要，ルール，結果，問題等をWebページに掲載 

URL： http://icpc.iisf.or.jp/2018-yokohama/ 

 
 

出場校(チーム名)： 46校60チーム 

愛知工業大学（choco-yokan） 

会津大学（Return_ZUKKY   UKUNICHIA） 

青山学院大学（GPA_EPS） 

秋田大学（Tech_ONC） 

大阪工業大学（odan） 

大阪大学（BFS） 

金沢大学（SMZsolver） 

九州大学（konjo_jam） 

京都大学（earlybird Tigerzet Zerokan_Sunshine） 

慶應義塾大学（CatKOder   Masuo Bombers） 

神戸大学（getting_over_32   TEAM_IZ） 

甲南大学（Ashigaru） 

埼玉大学（Semuderna） 

静岡大学（ei1333） 

静岡理工科大学（Chicks） 

上智大学（S0PH1A） 

信州大学（kstm） 

千葉工業大学（fal____Murachiki） 

筑波大学（..   iwiwi） 

電気通信大学（WArabimochi） 

東京工業大学（60odnight narianZ new_moon_with_face） 

東京大学（Apollopia  catsatmat  Gifted Infants  

   UT a.k.a Is） 

東京農工大学（nowcow） 

東京理科大学（whiteTshirts） 

同志社大学（hoge_piyo_matsuri） 

東北大学（Aobayama_dropout） 

豊田工業大学（TripleDualCore） 

奈良先端科学技術大学院大学（T is NA） 

日本大学（C-C） 

北海道大学（four-t   Megido） 

福井大学（tojimbo） 

松江工業高等専門学校（NaottiMinMax） 

三重大学（mata nya-n） 

室蘭工業大学（SaTaniCh） 

明治大学（FunamiYui） 

山梨大学（AtComleader） 

立命館大学（priMe.caT） 

早稲田大学（Mohuhu University   WAsedAC） 

Chung Hua University <中華大>（ABC_dog_bit_pig） 

  -台湾 
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National Chiao Tung University <国立交通大>  

  （NCTU_Teumessian）-台湾 

National Taiwan Normal University <国立台湾師 

  範大>（SuperEdge   Undeclared）-台湾 

National Taiwan University <国立台湾大>（JAW） 

  -台湾 

Nanyang Technological University <南洋理工大> 

  （ntunoobs II）-シンガポール 

Hong Kong University of Science and Technology  

  <香港科技大>（Rescue the Mushroom!）-中国 

Peking University <北京大>（Phewwww）-中国 

Shanghai Jiao Tong University <上海交通大> 

 （Manual/Intelligence）-中国 

 

 

基本ルール： 

・学生3名＋コーチ1名で1チームを構成，PCは1台． 

 コーチは本選競技には参加できない． 

・公用語は英語，プログラミング言語はC++，C，Java，

Python2，Python3． 

・設問に対し正しく動くプログラムを作成した数（正

解数）の多さを競う． 

・同数の場合は提出までの所要時間の短さで判定．誤

答はペナルティとして時間を加算． 

 

 

12月8日(大会第1日目)： 

 

受付デスクにおけるID確認など英語での対応に緊張気

味の選手も見られたが，開会式・オリエンテーション

に引き続き行われたリハーサルでは選手はコーチと一

緒にPC環境に慣れ，また運営側も審判システムの確認，

データのプリントアウトテストなどのシミュレーショ

ンを行った． 

その後，趣向を凝らしたスライドを使った英語でのチ

ーム自己紹介が行われ，軽食を取りながら楽しんだ．  

 

12月9日(大会第2日目)： 
 

前日とは異なり緊張感が漂う中，5時間に及ぶ競技がス

タートした．問題は11問あり，正解すると問題毎に色

分けした風船をチームの席に掲げ，各問題につき最初

に正解したチームには別風船も併せて掲げた．コンテ

ストの模様は，審判団から提供される正答数の途中経

過をインターネットで配信した他，ICPC OB/OG会のメ

ンバーによりニコニコ動画で生中継が行われ，独自の

解説や対談なども盛り込まれていた．別会場で上映し

た中継をコーチなどが見守った． 

コンテスト終了後休憩のあと，神奈川県民ホールへ移

動し，石畑清審判長および審判諸氏による総評および

各問題の解説があった． 

その後表彰式および閉会式が行われた．筧捷彦理事長

を始め，協賛企業を代表してリクルート(Indeed 

Japan)，bitFlyer，Preferred Networks，MUJIN，グー

グル，日本タタ・コンサルタンシー・サービシズの皆

様からご挨拶をいただいた．引き続き，大会の結果発

表および表彰が行われ，賞状，メダルが手渡された．

優勝(金メダル)は北京大学(Phewwww)，2位(銀メダル)

東京大学(Gifted Infants)，3位(銅メダル)国立台湾大

学(JAW)となった．(詳細は下記別表に記載．順位はチ

ーム順位のほか，公式には1大学1順位の表記となる) 

その後元の会場に戻り，協賛企業から企業賞の発表と

賞品の授与があり，参加者全員で集合写真の撮影を行

った．引き続き懇親会で食事をしながら，選手・コー

チ，協賛企業，審判団，OB/OG会メンバー，スタッフ，

学生ヘルパー等今大会に関わった全ての人々が，和や

かに歓談した．また，会場内に設けた協賛企業の案内

デスク(ブース)でも参加者と大会を支えていただいた

方々との交歓が行われ，大会の幕を閉じた． 

 

競技結果： 
 

 注)公式順位は1大学1順位となるため，2チーム目以降は 

   学校順位の表記なし 

 

 

時 間 内 容 場 所 

13:00～14:00 受付 

横浜産貿ホール 

1階 
14:00～16:30 

開会式 
オリエンテーション 

リハーサル 

18:00～20:00 歓迎会（チーム紹介） 

時 間 内 容 場 所 

 8:40～ 9:10 受付・準備 
横浜産貿ホール 1階 

 9:30～14:30 コンテスト 

 9:30～14:00 中継上映 

神奈川県民ホール 

2階小ホール 15:10～16:00 問題解説 

16:00～17:20 表彰式・閉会式 

17:20～19:30 懇親会 横浜産貿ホール 1階 

学校 

順位 

チーム 

順位 学校名（チーム名） 正解 
time & 

penalty 

1 1 北京大学 (Phewwww) 11 1266 

2 2 東京大学 (Gifted Infants) 11 1330 

3 3 国立台湾大学 (JAW) 9 1034 

 4 東京大学 (UT a.k.a Is) 9 1037 

4 5 筑波大学 (iwiwi) 8 846 

5 6 
上海交通大学 
(Manual/Intelligence) 

7 488 

6 7 京都大学 (earlybird) 7 815 

7 8 東京工業大学 (narianZ) 7 933 

 9 京都大学 (Zerokan_Sunshine) 7 961 

8 10 早稲田大学 (WAsedAC) 7 1249 
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12月10日(大会第3日目)： 

協賛企業のうち，プラチナスポンサー5社(bitFlyer， 

Preferred Networks，MUJIN，LINE，リクルート)の見

学を希望者に実施し，ICPC参加経験者やエンジニアス

タッフから貴重なお話を聞くことができた． 

 

 

 

 

 

 

 

世界大会： 

世界大会は2019年3月31～4月5日にポルト(ポルトガ

ル)において開催され，世界各国から135チームが参加

して決勝が行われる．アジアの他サイトにおける参加

成績も考慮のうえ，日本からは東京大学(Gifted 

Infants)，筑波大学(iwiwi), 京都大学(earlybird)，

早稲田大学(WAsedAC)の4チームが出場権を得ている． 

 

 

 

 
 


