情報学ワークショップ 2006 (WiNF 2006) プログラム

1 日目

第 1 会場
(小ホール)

13:00〜13:20

13:30〜15:35

15:45〜17:25

MN-F1（25 日）
行動推定
座長: 中野 智文
(名古屋工業大学)
MN-S1（25 日）
画像処理
座長: 金澤 靖
(豊橋技術科学大学)

18:00〜19:30

2 日目

10:00〜11:40

13:00〜14:40

第 1 会場
(小ホール)
TU-F1（26 日）
信号処理
座長: 村上 和人
(愛知県立大学)
TU-S1（26 日）
アルゴリズム
座長: 吉岡 博貴
(愛知県立大学)

14:50〜15:00

9 月 25 日 (月)
第 2 会場
(文化交流室 A)

第 3 会場
(文化交流室 B)

第 1 会場 (小ホール)
開会の挨拶
MN-F2（25 日）
MN-F3（25 日）
ソフトウェアシステム(1)
情報ネットワーク
座長: 渡邊 晃
座長: 水野 忠則
(名城大学)
（静岡大学）
MN-S2（25 日）
MN-S3（25 日）
分散処理システム
ユビキタスネットワーク(1)
座長: 石川 博
座長: 河口 信夫
（静岡大学）
（名古屋大学）
食堂
懇親会

9 月 26 日 (火)
第 2 会場
(文化交流室 A)

第 3 会場
(文化交流室 B)

TU-F2（26 日）
TU-F3（26 日）
ソフトウェアシステム(2)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
座長: 大久保 弘崇
座長: 奥田 隆史
(愛知県立大学)
(愛知県立大学)
TU-S2（26 日）
TU-S3（26 日）
社会情報システム
ユビキタスネットワーク(2)
座長: 藤井 史朗
座長: 田 学軍
（静岡大学）
（愛知県立大学）
第 1 会場 (小ホール)
閉会の挨拶

＊発表時間：発表 18 分、質疑 7 分
＊利用できる設備：プロジェクターが用意されますので、持参ノートPCの
PowerPointでの発表は可能です。
＊発表、参加に関する手続き：当日受付（論文集配布、参加費の徴収）
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