29 Mar.,2017 E 会場

一般セッション 計測・評価
17:00-18:15

17

LED 照明における分光分布と布地の視覚的印象との関係
上條正義、小久保竜、上前真弓、吉田宏昭（信州大学）
西村美也子（K&Q ジャパン）

18

観光地の魅力評価に関する研究
新島沙樹、廣川都、横山真一郎（東京都市大学） 中畑千弘（朝日大学）

19

ビデオ喚起による快不快の生理応答に関する一考察
山下政司、清水久恵、三浦寛子（北海道科学大学）

20

プラスチック表面の微細凹凸付与と質感表現
〜 金型を用いたエンボス加工と表面特性の評価 〜
佐伯光哉 ( 兵庫県立工業技術センター )

21

グループ学習における合意形成に対する雑談の影響とその効果に関する探索的な研究
鈴木優介、西田健人、奥原俊、中山翔太（藤田保健衛生大学） 菅原良（明星大学）

22

メンタルモデル計測手法のサービス評価への応用
森亮太（長野県短期大学）

1E-17

1E-18

1E-19

1E-20

1E-21

1E-22

30 Mar.,2017 A 会場
企画セッション 7

10:00-12:00

GTMB

グローバルテキスタイル
＆ モードビジネス

▼座長 : 山岡俊樹（京都女子大学）

ファッションと設計

・

（グローバルテキスタイル＆モードビジネス研究会・アパレル研究部会）

15

オムニチャンネル時代の SNS の流行現象を考慮した
財務予測シミュレーションの提案
細川和友子、松村嘉之、大谷毅、高寺政行（信州大学）
星野雄介（武蔵野大学） 保田俊行、大倉和博（広島大学）

16

中国証券市場に上場されたファッション衣料会社の特徴
〜 カジュアル衣料の場合 〜
李宏偉（浙江農林大学） 吉岡佑磨、森川英明、大谷毅（信州大学）

17

某浙江ウィメンズファッション会社における製品設計過程
〜 とくに一次設計について 〜
李宏偉（浙江農林大学） 大谷毅（信州大学）

18

▼座長 : 乾 滋（信州大学）
売れないアイテムとその商品設計
〜 あるファストファッションの店舗と設計本部の関係に関する考察 〜
鶴鉄雄（上田服飾専門学校） 大谷毅（信州大学）

19

ファッション衣料の一次設計過程にみる
「IoT」的な側面
〜 abduction（仮説形成法）
の可能性 〜
大谷毅、高寺政行（信州大学）

20

Raf Simons 退任後の Dior と Haute Couture 事業の展望
鈴木明（杉野服飾大学） 大谷毅（信州大学）

2A-01

2A-02

2A-03

2A-04

2A-05

2A-06

13

▼座長 : 古川貴雄（共立女子大学）

30 Mar.,2017 A 会場
14:00-14:50

【 特別講演Ⅲ 】

スポーツウェアのデザインと感性について
株式会社デサント
ルコックスポルティフ
（le coq sportif）
マーケティング部 チーフデザイナー

伊藤良太

企画セッション 3 コメディカルケアとサービスデザイン
15:00-17:20

1
2A-07

2

フランスにおける在宅医療について ASSAS Japan
立花祥太朗（理学療法士）

3

訪問看護ステーションの広報戦略のあり方
浅利和正（大田記念病院 祥和会 虹の会 訪問看護ステーション看護師）

4

緩和ケア病棟・ホスピスについて
中西恵里（畿央大学健康科学部看護医療学科看護師）

5

在宅医療の実践① 医師の立場から
東英子（あずま在宅医療クリニック 院長 医師）

6

在宅医療の実践② 介護支援専門員の立場から
三浦浩史（社会福祉法人 白寿会 ディレクター 介護支援専門員）

7

在宅医療の実践③ 看護師の立場から
川崎長子（訪問看護ステーションゆうりん 看護師）

8

在宅医療の実践④ 薬剤師の立場から
冨田吉彦（とわ薬局 薬剤師）

9

在宅医療の実践⑤ 管理栄養士の立場から
槇敦子（Maki Lab 代表 管理栄養士）

2A-08

2A-09

2A-10

2A-11

2A-12

2A-13

2A-14

2A-15

10
2A-16

17:20-18:30

コメディカルケア広報おけるサービスデザインのあり方
▼座長 : 菅原正博（プロトビジョン）
菅原正博（同学会参与、経済学博士・大阪市大、
プロトビジョン代表）

在宅医療の実践⑥ 理学療法士の立場から
川北友之（東大阪病院 在宅部部長 理学療法士）

【総合討論】

チーム医療対応と在宅医療広報の今後のあり方
畿央大学健康科学

松本大輔

14

司会 : 菅原正博（プロトビジョン）

30 Mar.,2017 B会場
一般セッション かおり
10:00-10:30

1

木の匂いが木とプラスチック樹脂の触感に及ぼす影響
井上光、佐藤克成（奈良女子大学）

2

8 つのファッションイメージと香りについて
小野寺美和（東北生活文化大学） 谷明日香（四天王寺大学短期大学部）

2B-01

2B-02

▼座長 : 宮内義明（名古屋市立大学）

一般セッション 視覚
10:30-12:00

1

視線計測による集中力向上のための似顔絵描画手法の検討
〜描画対象モデルに 16 分割フレームを付加した場合〜
依藤周（広島国際大学大学院） 稲森悠輔、正司強、大西厳（広島国際大学）

2

モデル比較を用いた顔の印象評定における視線行動と性格特性の効果の検討
徐貺哲、松香敏彦（千葉大学）

3

オフラインコマースでショッピング時間短縮や
▼座長 : 水野（松本）由子（兵庫県立大学）
商品情報を表示するシステム研究
〜 NFC や図形、色を用いた新たな情報表示システムの提案〜
金俊佑（早稲田大学）

4

ホワイトニングにおける好ましい歯の白さと顔の印象の関係
桜井将人、北川基（合同会社 NAYUTA）

5

Experimental Probe into the Continuous Pattern of the Relationship Between Color Focality
and Short-Term Memory Performance for Colors
〜 A Case Study Testing the Japanese Language 〜
Siyuan FANG（Graduate School of Human Sciences, Waseda University）
and Tatsunori MATSUI（Faculty of Human Sciences, Waseda University）

6

ホラーゲームにおける映像のリアルさがプレイヤーの恐怖の感じ方に与える影響について
山口琴子、宝珍輝尚、野宮浩揮、西崎友規子（京都工芸繊維大学）

2B-03

2B-04

2B-05

2B-06

2B-07

2B-08

一般セッション コミュニケーション
14:00-15:00

1

スマートフォン写真を用いた街の魅力発見の研究
▼座長 : 川中美津子（相愛大学）
福岡市「親不孝通り」での取り組みから
工藤亮太、石井譲治、今林彩、江口茉由子、後藤翔一郎、坂口光一（九州大学）

2

企業コマーシャルの文化的差異
日本版と中国版の比較
張文婷（事業創造大学院大学）

3

聴覚障害者に読みやすいスクロール表示文の検討
井上征矢（筑波技術大学） 丸山岳彦（専修大学）

4

インテリアコーディネートの共同作業プロセスの分析とモデル化
丸山達也、浜田百合（中央大学大学院） 庄司裕子（中央大学）

2B-09

2B-10

2B-11

2B-12

15

30 Mar.,2017 B会場
一般セッション その他
15:15-16:45

1

ビジュアル化を通じた集合的感性の形成
佐藤みずほ、中野冠（慶應義塾大学大学院）
水山元（青山学院大学）

2

顔画像を用いた髪形の客観評価法の検討
粟野直之、師星香奈（成蹊大学）

3

SGH 高校性の考える将来のグローバルリーダー像
百武ひろ子（県立広島大学大学院）

4

神経回路網におけるスパイク波伝播と DTW 法による発信源識別
佐久間俊、水野（松本）由子（兵庫県立大学大学院） 西谷陽志（大阪大学）
田村 進一（ NBL 研究所）

5

エンジニアとUX デザイナーのコラボレーションによる ▼座長 : 宮内義明（名古屋市立大学）
社会ソリューション領域の新システム企画実践事例
安浩子、岩田直子、河野泉（日本電気株式会社）

6

リフレクションの表面特性と感性の関係性
写り込みが素材の印象に及ぼす影響
淺野達哉（株式会社ディーアイディー） 長尾徹（千葉工業大学）

2B-13

2B-14

2B-15

2B-16

2B-17

2B-18

16

▼座長 : 宝珍輝尚（京都工芸繊維大学）

30 Mar.,2017 C 会場
一般セッション かわいい

10:15-10:45

1

プリキュアシリーズにおける
キャラクタの決めポーズの印象評定
原萌衣、山田真司（金沢工業大学大学院）

2

SNS 上に見られる
「かわいい」
の多義性についての分析
中田武太朗（中央大学大学院） 大竹恒平、庄司裕子（中央大学）

2C-01

2C-02

▼座長 : 山本ひとみ（神戸国際大学）

一般セッション デザイン
10:45-12:00

1

ペットボトルの持ちやすさに関する感性評価分析
関口彰、向井由美（広島国際大学）

2

リハビリテーション動作の達成度をフィードバックするアートプログラムの開発
〜 立ち座りリハビリテーションのためのデバイス制作 〜
吉岡聖美（明星大学）

3

患者が病室で季節を感じることのできる
収納箱の提案と評価
鈴木大貴、張ジョ
（工学院大学）

4

色と音の結びつけ方における音楽経験の差を測定する実験システムの構築
宮尾芙由子（札幌市立大学大学院） 三谷篤史、柿山浩一郎（札幌市立大学）

5

光による情報可視化手法を用いたハードウェア学習用モジュール型玩具の開発と効果の検証
川口一画（筑波大学大学院） 山中敏正（筑波大学）

2C-03

2C-04

2C-05

2C-06

2C-07

▼座長 : 東ますみ（神戸女子大学）

一般セッション マルチメディア
14:00-14:45

1

教育における新規電子楽器“サイミス”の可能性
▼座長 : 田島等（上田安子服飾専門学校）
〜 音楽科学とヒューマンインターフェースの演習 〜
一橋和義（筑波大学、慶應義塾大学） 赤澤堅造（希望の家 宝塚） 奥野竜平（摂南大学）

2

感性に基づく複数の動画検索システムの連携について
前田知毅、宝珍輝尚、野宮浩揮（京都工芸繊維大学）

3

画像の切り替えのための楽曲の印象の変化点の検出
新庄雄仁、宝珍輝尚、野宮浩揮（京都工芸繊維大学）

2C-08

2C-09

2C-10

一般セッション ロボティクス
14:45-15:00

1

2C-11

EC サイトにおける商品推薦エージェントの口調による購買意欲の変化の分析
鳥羽政成、加藤俊一（中央大学）

17

30 Mar.,2017 C 会場
一般セッション インタラクション

15:15-15:45

1
2C-12

2
2C-13

予定入力に対するモチベーションを向上させる
UI の提案と評価
高橋伸多、張ジョ
（工学院大学 ）

▼座長 : 山本ひとみ（神戸国際大学）

インターフェースにおける時間モデルの検討
脇結花莉、山岡俊樹（京都女子大学）

一般セッション ファッション
15:45-16:15

1
2C-14

2
2C-15

クリエイション能力を育てる子供服制作への取り組み
藤本和賀代（徳島文理大学）
ファッションにおいてのアイテムのイメージが
コーディネートのイメージにもたらす影響の分析
佐藤美雨、加藤俊一（中央大学）

一般セッション 脳科学
16:15-17:00

1
2C-16

2
2C-17

3
2C-18

自閉スペクトラム症の物体認識特性を表現する
▼座長 : 阿部祝子（京都橘大学）
定性的脳機能モデルの構築
〜 ナボン図形（Navon ﬁgure）
の認識を題材として 〜
奥村和生（早稲田大学） 方思源、田和辻可昌（早稲田大学大学院）
松居辰則（早稲田大学人間科学学術院）
NIRS を用いた人物の嗜好判断時の脳活動の分析
谷田遥香、加藤俊一（中央大学）
fNIRS を用いた映像と記憶定着の関係分析
畔原優、加藤俊一（中央大学） 中田亨（産業技術総合研究所、中央大学大学院）

30 Mar.,2017 D 会場
一般セッション 空間・照明

10:00-11:00

1
2D-01

2
2D-02

3
2D-03

4
2D-04

日本人の陰翳感性に関する基礎的研究
〜 室内空間の印象評価分析を通して 〜
高鉑涛、坂口光一（九州大学）

▼座長 : 川中美津子（相愛大学）

リラックス効果のある刺激を与えるタイミングについての検討
岸根祐輔、加藤俊一（中央大学） 中田亨（産業技術総合研究所）
温熱感に対する視覚聴覚刺激の干渉
天野辰哉、加藤俊一（中央大学） 中田亨（産業技術総合研究所）
踏み台昇降による心拍の変化が音楽の嗜好に与える影響
大石琢馬、加藤俊一（中央大学） 坂本隆（産業技術総合研究所）
18

30 Mar.,2017 D 会場
査読セッション

11:15-12:00

1

2D-05

2

京町家のファサードに好ましい古さ感の定量的検討
奥田紫乃（ 同志社女子大学） 岡嶋 克典（横浜国立大学）

3

人工股関節全置換術患者のための遠隔看護システムの構築と看護師による評価
橋弥あかね（大阪教育大学） 東ますみ（神戸女子大学）
梶村郁子、西村治彦（兵庫県立大学）

4

深層ニューラルネットワークによる
▼座長 : 西村治彦（兵庫県立大学）
特徴抽出を用いた衣服の感性検索
太田茂 ( 関西大学大学院 ) 竹之内 宏（福岡工業大学） 徳丸 正孝（関西大学）

5

女性看護師の職業環境におけるストレス要因と心身反応
古屋肇子
（大阪青山大学） 水野
（松本）
由子、西村 治彦、石垣恭子
（兵庫県立大学大学院）

6

表情筋筋電図を指標とした発達障害者の表情認知同調スキルに関する研究
小越康宏、三橋美典（福井大学） 小越 咲子（福井工業高等専門学校）
武澤友広（障害者職業総合センター）

7

ウェーブレット相互相関解析を用いたてんかん性異常波を含む
脳波の帯域別領域別部位間関連性
山口梢、
辻義弘、
Steven M.A CARPELS、
林伶馬、
猪口祐次、
水野
（松本）由子
（兵庫県立大学大学院）

8

自律神経機能と精神機能評価を用いた
▼座長 : 山岡俊樹
（京都女子大学）
作業療法プログラムの有用性に関する研究
奥谷研（兵庫医療大学、兵庫県立大学大学院） 山田大豪（兵庫医療大学）
水野（松本）由子（兵庫県立大学大学院）

9

振動刺激に対する触感覚の感性評価
津島充（宇都宮大学大学院） 原紳、渡邊信一（宇都宮大学）

2D-06

2D-07

14:00-15:00

2D-08

2D-09

2D-10

2D-11

15:15-17:00

Psychophysiological Eﬀects of Aroma
▼座長 : 菅原正博（プロトビジョン）
Inhalation during a Short-term Cognitive Stressor:
A Preliminary Study using Eight Diﬀerent Aromas
Sugeeswari LEKAMGE、Masaki NAKACHI、Shu SATO、Shusaku NOMURA
（Nagaoka University of Technology）Kanetoshi ITO
（Takasago International Corporation）

2D-12

2D-13

10

多人数参加型 IEC のための視線投票インタフェースの検討
磯田太基（関西大学大学院） 竹之内宏（福岡工業大学） 徳丸正孝（関西大学）

11

大規模空間における案内地図のデザインとわかりやすさに関する研究
〜 道に迷いやすい人に使いやすい既存の地図のデザイン要素分析 〜
池田千登勢（東洋大学）

2D-14

2D-15

12

ブランド価値に寄与する新指標としての「最先端」
に関する研究 ▼座長 : 大谷 毅（信州大学）
高山純人、金子孝一（宮城大学）

13

美的評価の個人差要因：開放性および審美的価値観との関連
宮下達哉（日本大学大学院） 木村敦、岡隆（日本大学）

2D-16

2D-17

14
2D-18

ファッション感性価値評価に関する一考察
〜 レパートリー・グリッド・アプローチ 〜
鶴鉄雄（兵庫県立大学大学院） 菅原正博（プロトビジョン）
19

