
○11月17日（土）  ○11月18日（日）  

10:00-11:30 9:30-11:00 

データベース DB 構築（A 会場） 座長：山田太造 
A1-1 都市内部における観光情報と土地利用情報の統合データ

ベース構築 ―小樽市を事例として― 
奥野祐介, 橋本雄一, 深田秀実, 川村壮 

A1-2 日本古写経データベースの構築とその意義 
林寺正俊 

A1-3 学術資源リポジトリ構築に向けた現状と課題－明治期以
降の科学実験機器資料のリポジトリ化を事例として－ 
堀井洋, 林正治, 堀井美里, 山地一禎, 高田良宏, 塩瀬隆
之, 古畑徹 

テキスト解析（１）（B 会場） 座長：村井 源 
B1-4 旧仮名遣いの口語文を対象とした形態素解析辞書 

小木曽智信 
B1-5 データマイニングによる誤り分析と辞書開発 

小林雄一郎 
B1-6 古典中国語形態素解析のための品詞体系再構築 

山崎直樹, 守岡知彦, 安岡孝一 

舞踊研究（A 会場） 座長：阪田真己子 
A3-13 能楽映像記録の舞動作解析手法 

内記綾子, 青柳龍也 
A3-14 舞台パフォーマンスのための映像制御システムと能演劇

での演出 
芝 公仁, 曽我麻佐子, ジョナ サルズ 

A3-15 舞踊譜 Labanotation の初学者向け自習用教材としての
LabanEditor３の応用－クラシック・バレエの基本動作
を事例として－ 
中村美奈子, Worawat Choensawat、八村広三郎 

メタデータ（B 会場） 座長：守岡知彦 
B3-16 博物館が所蔵する生物標本情報の Linked Open Data 化

の試み 
南佳孝, 武田英明, 加藤文彦, 大向一輝, 新井紀子, 神保
宇嗣, 伊藤元己 

B3-17 正倉院文書データベースへのトピックマップ応用による
奈良時代知識情報構築の試み 
後藤真, 内藤求 

B3-18 TOPIC MAPS を利用したマンガメタデータの提案 
原正一郎, 内藤求 

13:15-14:45 11:15-12:15 

テキスト解析（２）（A 会場） 座長：小木曽智信 
A2-7 語の bigram による『源氏物語』の分類 

土山玄, 村上征勝 
A2-8 多変量解析を用いた日本人英語学習者の発達指標の特定 

阿部真理子 
A2-9 漸近的対応語彙推定法を用いた異言語テキスト間の概念

ネットワーク 
村井源 

 

データベース DB 活用（B 会場） 座長：原 正一郎 
B2-10 人文科学データベース統合検索のためのメタデータとそ

の応用 
山田太造, 山本泰則, 古瀬蔵, 安達文夫 

B2-11 アジア都市環境文化資源のデータベースとその活用可能
性 
谷川竜一, 鮎川 慧 

B2-12 シームレスコンピューティングのための古文書字形検索
技術 
耒代誠仁, 白井啓一郎, 井上聡, 久留島典子, 馬場基, 渡
辺晃宏, 中川正樹 

テキストデータベース（A 会場） 座長：永崎研宣 
A4-19 Finnegans Wake のテキスト生成過程研究のための

TEI 準拠電子アーカイヴの試作 
扶瀬幹生, 北本朝展 

A4-20 Old Tibetan Documents Online（OTDO）の取り組みと
課題 
松田訓典, 星泉 

 

マルチメディア（B 会場） 座長：耒代誠仁 
B4-21 （発表キャンセル） 
B4-22 能楽音声記録の謡解析手法 

内記綾子, 青柳龍也 
 

15:00-16:30  

企画セッション（A 会場） 

つながるデジタルアーカイブ － 分野・組織・地域を越えて 
司会： 永崎研宣（人文情報学研） 
話題提供： オープンアクセス文献のネットワーク 杉田茂樹（小樽商科大） 

研究をつなぐメディアとしての機関リポジトリ 
―大学院生の研究生活／地域連携／キャリア構築に果たす役割に着目して 岡本 健（京都文教大） 

コメンテータ： 宇陀則彦（筑波大），原 正一郎（京都大） 
 

 

16:45-18:15  

デモ・ポスター発表（C 会場） 座長：永崎研宣   
（デモ発表） 
C-23 コーパス用テキストを対象とした文字処理支援ツール

「〓箱」-文字校正・処理情報付与作業の効率化- 
堤智昭, 須永哲矢, 高田智和 

C-24 石造遺物銘文取得のためのデータベース開発 
上椙英之, 上椙真之, 多仁照廣 

C-25 画像文字選択のための「テキスト動線」編集・利用シス
テム―Sijima 
津田光弘 

C-26 未整備の歴史的資料への濁点の自動付与アプリケーショ
ン 
岡照晃, 小町守, 小木曽智信, 松本裕治 

C-27 客観的/ 当事者的な視点から Web 集合知を用いて言葉
の実態を可視化するデザイン手法の提案 
原田真喜子, 渡邉英徳 

C-28 多元的デジタルアーカイブズの VR-AR インターフェイ
スデザイン手法 
渡邉英徳, 原田真喜子, 佐藤康満 

C-29 ヲコト点電子化のためのデータ構造と入力支援システム
の試作 
田島孝治, 堤智昭, 高田智和 

（ポスター発表） 
C-30 マレー半島・クラ地峡をめぐる古代交易ルートに関する

一考察 ―地理情報システムを用いた移動コスト分析― 
清野陽一, 魚津知克 

C-31 古代エジプト神官文字写本を対象とした言語情報表示シ
ステムの試作 
永井正勝, 和氣愛仁 

C-32 動的リンク生成による浮世絵データベース間の多言語統
合アクセス手法の提案 
久山岳夫, Biligsaikhan Batjargal, 木村文則, 前田亮 

C-33 リポジトリシステムを利用した先祖由緒一類附帳データ
ベースの構築 
林正治, 堀井洋, 堀井美里, 宮下和幸, 中野節子, 山地一
禎, 高田良宏 

C-34 フィールドワークリアルタイム報告システムの構築 
梅川通久 

C-35 舞踊の学習を目的とした効果的な CG の検討 
薄井洋子, 佐藤克美, 渡部信一 

C-36 Coh-Metrix とパターン認識を用いた課題英作文の自動
評価 
小林雄一郎, 金丸敏幸 

 
人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん 2012） 

主催：情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（CH 研究会） 
協力：北海道大学 文学研究科 言語情報学講座, 北海道大学グローバル COE プログラム「境界研究の拠点形成 : スラブ・ユーラシアと世界」 
後援：情報知識学会, 電子情報通信学会, 日本統計学会, 日本計算機統計学会, 日本デジタル・ヒューマニティーズ学会,  
記録管理学会, 情報メディア学会, 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 
実行委員会：小野芳彦(北海道大)[委員長], 阪田真己子(同志社大), 関野 樹(総合地球環境学研), 高田智和(国立国語研), 兎内勇津流(北海道大), 林寺正俊(北海道
大) 
プログラム委員会：永崎研宣(人文情報学)[委員長], 後藤 真(花園大), 阪田真己子(同志社大), 関野 樹(総合地球環境学研), 田畑智司(大阪大), 原 正一郎(京都
大). 山田太造(人間文化研究機構) 
論文査読協力：石川正敏(東京成徳大), 井出 明(追手門学院大), 宇陀則彦(筑波大), 大向一輝(国立情報学研), 小木曽智信(国立国語研), 上地宏一(大東文化大), 川
口 洋(帝塚山大), 北本朝展(国立情報学研), 後藤 真(花園大), 阪田真己子(同志社大), 柴田みゆき(大谷大), 鈴木崇史(東洋大), 鈴木卓治(国立歴史民俗博物館), 
関野 樹(総合地球環境学研), 曽我麻佐子(龍谷大), 高田智和(国立国語研), 田窪直規(近畿大学), 田畑 智司(大阪大), 原 正一郎(京都大), 古瀬 蔵(国文学研究資
料館), 村井 源(東京工業大), 守岡知彦(京都大), 師茂樹(花園大), 山田太造(人間文化研究機構) 
協力企業：インフォコム株式会社, コンテンツ株式会社, ディスクロージャー・イノベーション株式会社, 株式会社ナレッジ・シナジー, 株式会社ヒューマンオ
ーク, 勉誠出版株式会社 

●18:30-20:00 懇親会（エンレイソウ） 
 ポスター賞発表 

 

13:30-15:30 有志企画セッション（B 会場） アンカンファレンス・じんもんこん/CH の将来を考える 

開場時刻 17 日－9:30 18 日－9:00
ポスター等 初日の開場時から 2 日目午前中のセッション終

了時まで掲示可能です。 
当日参加費 CH 研究会員 8,000 円, 情報処理学会・後援団

体会員 8,000 円, 非会員 10,000 円, 学生（非会
員含む） 3,000 円 

懇親会 一般 5,000 円, 学生 2,000 円 
当日受付でお申し込みください 

昼食 弁当等の用意はありません。会場近隣の食堂等
をご利用ください。 

ネットワーク 会場では無線 LAN 等のサービスを提供してい
ません。あしからず、ご了承ください。 

その他 当日、同じ建物内で試験が予定されています。
廊下での大きな声を控えるなど、ご配慮をお願
いいたします。 

問合せ  

会場：人文・社会科学総合教育研究棟 (W棟) 

●日本図書館情報学会との連携企画 
11 月 17 日 10:00-11:30 ネット中継：「ビクター・ヘニング氏（Mendeley）講演会」 （休憩室） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

じんもんこん会場 

懇親会会場 


