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共催 ���� �������	 
����� ����� ������	

電子情報通信学会 コンピュータシステム研究会 ���
��
電子情報通信学会 ディペンダブルコンピューティング研究会 ����

情報処理学会 計算機アーキテクチャ研究会 �����
情報処理学会 プログラミング研究会 �����

情報処理学会 ハイパフォーマンスコンピューティング研究会 �����
情報処理学会 システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会 ��
�

情報処理学会 システム評価研究会 �����

今年で ��回目となる『並列／分散／協調処理に関するサマーワークショップ（�����）』は、青森で開

催されることになりました。ねぶた祭り（���～���）直前の街の雰囲気が研究発表や議論に良い刺激とな

るのではないでしょうか。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

今回の �����では 	


 ������� ������� ���� ������のご厚意により、若手プレゼンテーション

賞を設けることになりました。優秀者には研究成果の海外発表を促進する副賞が授与される予定です。若

手プレゼンテーション賞にエントリーした皆様のすばらしいご講演を楽しみにしています。

なお、ワークショップ最終日 �月 �日の夜には、ねぶた祭りの前夜祭が開催されます。お時間のある方

は楽しんでいただければと存じます。

【参加資格／参加費】�����では関連研究会の相互交流促進のため、学会ならびに各研究会のご協力を得

て全研究会とも「参加自由参加費無料」の方針をとっております。なお、各研究会毎の予稿集は �����

開催期間中実費にて販売いたしますので、研究討論に積極的に参加していただくために是非ともご購入を

お願いいたします。

学会員に対しては更に各研究会の研究会登録も各研究会受付にて承っておりますので、研究会登録をし

ていただきますと当該研究会の予稿集は無料となります。是非ともこの機会に �����関連研究会にご登

録ください．
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【若手プレゼンテーション賞】今年の �����では，発表申込みの際に若手プレゼンテーション賞に応募し

た発表者を対象に，若手プレゼンテーション賞の審査を行います．要領は以下のとおりです．

若手プレゼンテーション賞 �名（最大）

副賞 国際会議投稿用の英語論文の添削補助．ただし，対象となる国際会議が 	


関連（主催，共催，後

援）であること

審査方法

� プログラム上，候補に印を付けたものを対象として審査する

� 各セッションの座長はそのセッション発表者の中から原則として �名を理由を明記して推薦す

る（候補者がいないと判断する場合には推薦不要）

� その他，一般の参加者も自由に投票（推薦）できる（記名式で理由も記述）

� 研究会幹事からも推薦書を投票する

� 推薦票数が原則 �以上あるものをリストアップし，その中から，推薦票数と推薦理由をもとに

�名を決定

【夜のお楽しみセッション （���� �����������）】

セッション名 「若手のための，行列のできぬ研究相談所」

スーパーバイザ 天野英晴（慶應大学���� 主査），関口智嗣（産総研���� 主査），木村康則（富士通

研�����委員長）

パネリスト 五島正裕（京都大学），建部修見（産総研），吉瀬謙二（電通大），大河原英喜（富士通研），

大塚智宏（慶應大学）

モデレータ 中村宏（東京大学）

本セッションでは若手パネリストから，研究上の悩み・相談を打ち明けていただきフロアを巻き込んで

大激論．史上最強のスーパーバイザの先生方には白黒つけていただきます．

【最新の情報】�����に関する最新情報は，�����ホームページ（��������� ��� !�"���）なら

びに �����メーリングリスト（��������� ��� !�"����# ���$�� ���#）にてお届けしています．
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■発表形式

� 発表時間

	
������ ������ �� 持ち時間 �%分を原則とします。

�� 持ち時間 �&分を原則とします。


�� 持ち時間 '&分 (発表 �&分�質疑応答 �%分) を原則とします。

それ以外 持ち時間 �%分を原則とします。

� 使用機器

全ての会場でマルチメディアプロジェクタを使用できます。不測の事態に備えて *�+ メモリなどフ

ラッシュメディアにバックアップをご用意ください。

■タイムテーブル

「(数字)」は発表件数です。

時間帯 �会場 +会場 �会場

�%日 (金) ,��%- . 受付け開始 .

����� �������

,��%-���%% (�) ���/� 0�/� (') ��1/� (�)

����%-���'% (�) ���/� 0�/� (') ��1/� (�)

����� �������

����%-�&��% (�) ���/� ���/� (&) ��1/� (�)

�&��%-�2�&% (�) ���/' ���/� (') ��1/' (�)

���%%-����% (�) ���/& ���/� (') ��1/& (�)

�,�%%-�%��% 夜のお楽しみ

��日 (土) ,��%-�%�&% (�) ���/2 ���/' ��1/2 (�)

���%%-����% (�) ���/� ���/& ����/�

���'%-�&��% (�) ���/� ���/2 ����/�

�&��%-�2�&% (�) ���/, ���/� ����/�

���%%-����% (�) ���/�% ���/� ����/'

�,�%%-���%% . 懇親会 .

���日 (日) ����� ������� ����� �������

,��%-���%% (�) 1�/� (') ���/, (&) ����/&

����%-���'% (�) 1�/� ���/�% (') ����/2

���'%-�&��% (�) 1�/� (') ���/�� (&) 
3�/�

�&��%-���%% (�) 1�/' ���/�� (') 
3�/�

以下、各発表の番号に �がついているものは、若手プレゼンテーションの審査対象となります。
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◆ ���� ���日 �����～	
�日 ����� �会場

● �
���� 並列分散システム応用 4座長� 緑川博子 (成蹊大)5 ��日 ����� ～ �����

(�) ライフサイエンス共同研究支援グリッドポータル
木戸 　善之 (三井情報開発株式会社)6 武田 　伸悟6

伊達 　進 (大阪大学大学院情報科学研究科)6 秦野 　彰二6 一柳 　芳浩6
馬 　俊才 (中国科学院微生物研究所信息网絡中心)6
下條 　真司 (大阪大学サイバーメディアセンター)

(�) 思考テンプレートを共有する創薬支援システムの検討
前野 　隆志6 伊達 　進 (大阪大学大学院情報科学研究科)6

木戸 　善之 (三井情報開発株式会社)6 長谷川 　一郎 (7
�システムテクノロジー株式会社)6
下條 　真司 (大阪大学サイバーメディアセンター)

● �
���� 並列分散プログラミング 4座長� 木村康則 (富士通研)5 ��日 ����� ～ �����

(�) クラスタ及び共有メモリ型並列マシンのためのポータブル並列プログラミング 	�8 　9�
緑川 　博子6 渡辺 　義人6 飯塚 　肇 (成蹊大)

(') 1����:����� ;�� ��<��$ 9�	/1��9� ��=���" ���� �����$/��/�����$ �������������
>� ?��� 3���6 >"����� ��"����=�6 9�"����� ����(電通大)

(&) � 論理式の充足可能性問題の並列化における �#��"�共有の効果について
鴨志田良和6 田浦健次朗6 近山隆 (東京大学)

● �
���� 性能評価 4座長� 大河原英喜 (富士通研)5 ��日 ����� ～ �����

(2) � �70�1�木における �70節点に対する並列探索の評価
鷹野芙美代6 佐田宏史6 前川仁孝6 六沢一昭6 宮崎収兄 (千葉工大)

(�) � 並列キュー計算モデルの基本特性評価
��#���� @��#�A6 +�� � �<$���:�A6 繁田 　聡一6 吉永 　努6

曽和 　将容 (電気通信大学 　情報システム学研究科 　分散処理学講座)
(�) � 汎用 ��9を用いた区間再利用プロセッサシミュレータの高速化

清水雄歩6 笠原寛壽 (京都大学)6 中島康彦 (京都大学���>さきがけ)6 五島正裕6 森眞一郎6
富田眞治 (京都大学)

● �
���� ハードウェア設計・応用 4座長� 梶原信樹 (7
�)5 ��日 ����� ～ � ���

(,) 7	0�における 78�パターンマッチング回路の設計と試作
小野正人 (筑波大学)6 栗原純 (>	)6 片下敏宏6 前田敦司6 山口喜教 (筑波大学)

(�%) � 項書き換え系を用いたハードウェア生成システムのプロトタイプ実装
小林徳幸6 前田敦司6 山口喜教 (筑波大学システム情報工学研究科)

(��) 8�B�の動的書き換えシステムを用いた暗号通信のモデルとその性能評価
丹羽雄平6 前田敦司6 山口喜教 (筑波大学)

● �
���� マイクロアーキテクチャ4座長� 末吉敏則 (熊本大)5 �日 ����� ～ �����

(��) � スーパスカラ向けマルチバンクレジスタファイルの詳細設計
前田志 (広島市立大)6 末吉徹也6 碧山賢一 (広島大)6 弘中哲夫 (広島市立大)6 小出哲士6

マタウシュハンスユルゲン (広島大)6 谷川一哉 (広島市立大)
(��) � 可変パイプライン手法によるプロトタイプ低消費エネルギープロセッサの設計

市川裕二 (広島市立大)6 佐々木敬泰 (三重大)6 弘中哲夫6 北村俊明 (広島市立大)6
近藤利夫 (三重大)

● �
���� 並列分散プラットフォーム 4座長� 吉永努 (電通大)5 �日 ����� ～ �����

(�') �%B<
インターコネクトを使用したブレードサーバー C���の試作
安尾 　明弘6 池田 　吉朗6 森 　敦司6 安島 　雄一郎6 安里 　彰6 西川 　克彦 (富士通研)

(�&) � 階層型 �+D/>���結合 ��クラスタの構成法
斉藤 　朋成6 津田 　伸生 (金沢工大)

(�2) 汎用グラフィクスカード上での簡易シミュレーションと可視化
森眞一郎6 篠本雄基6 五島正裕6 中島康彦6 富田眞治 (京大)
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◆ �� ���日 ����～��日 ����� �会場

●���� 耐故障アルゴリズム 4座長� 金子敬一（農工大）5 ��日 ����� ～ �����

(�) バブルソートグラフにおける耐故障経路選択アルゴリズム
鈴木 康斗6 金子敬一 (農工大)

(�) 遺伝的アルゴリズムを用いた超高速信号の信号品質向上手法
中村勝則6 安永守利 (筑波大)6 吉原郁夫 (宮崎大)

(�) リアルタイムイーサネットの実装方式の検討
戸田賢二 (産総研)

(') 自律運用管理におけるサービス指向多重実行方式
中村暢達6 加藤清志6 平池龍一 (7
�)

●���� クラスタ・広域分散システム 4座長� 戸田賢二（産総研）5 ��日 ����� ～ �����

(&) ��クラスタ向け故障発生器の設計と実装
丸山直也 (東工大)6 松岡聡 (東工大・7		)

(2) ����#���E�チェックポインティングの設計と実装
山形育平6 實本英之 (東工大)6 中田秀基 (産総研�東工大)6 松岡聡 (東工大�国情研)

(�) � 多重故障を考慮した計算機クラスター向け �A���$ ����A������=の検討
田島 　裕也6 林田 　卓朗6 近藤 　正章6 今井 　雅6 中村 　宏6

南谷 　崇 (東京大学先端科学技術研究センター)
(�) 中継バッファ装置を用いた災害対策方式

大和純一6 金子裕治6 菅真樹6 菊地芳秀 (7
�)

◆ ��� ���日 ����～��日 �	��� �会場

●!����プロセッサアーキテクチャ"4座長� 天野英晴 (慶応大)5 ��日 ���� ～ �����

(�) � プロファイルを利用した値の局所性による高速化手法
平澤将一6 平木敬 (東大院)

(�) 命令ウィンドウ拡張による命令レベル並列性の利用
石井 康雄6 平木 敬 (東大)

(�) � ビット分割によるレジスタファイルサイズ削減手法
近藤 正章6 中村 宏 (東大先端研)

●!����プロセッサアーキテクチャ""4座長� 安里 彰 (富士通研)5 ��日 ����� ～ �����

(') � 建設的タイミング違反方式を適用した �D*の改良とその評価
美馬和大6 佐藤寿倫 (九工大)

(&) � グローバル分岐履歴を用いたスラック予測器
福田匡則 (京大)6 小西将人 (大阪工大)6 五島正裕6 中島康彦6 森眞一郎6 富田眞治 (京大)

(2) � フロントエンド実行によるプリロードの提案
小西将人 (大阪工業大)6 福田匡則6 五島正裕6 中島康彦6 森眞一郎6 富田眞治 (京大)

●!����プロセッサアーキテクチャ"""4座長� 梶原信樹 (7
�)5 ��日 ����� ～ �����

(�) � �9>プロセッサにおける細粒度最適化手法の検討
笹田 耕一6 佐藤 未来子6 内倉 要6 加藤 義人6 大和 仁典6 中條 拓伯6 並木 美太郎 (農工大)

(�) � ハイパースレッディング環境における投機的スレッドを用いたキャッシュ効率化
本田 　大6 斎藤 　史子6 山名 　早人 (早大)

(,) � メモリ依存予測を利用したフォワーディング局所化手法
入江 英嗣 (東大���>)6 高田 正法6 坂井 修一 (東大)

●!���� 実行スケジューリング 4座長� 佐藤真琴 (日立)5 ��日 ����� ～ �����

(�%) ハードウェア統計情報を用いたプロセスの最適スケジューリング方式
小川周吾6 平木敬 (東大)

(��) � 1����チップマルチプロセッサ上でのマルチグレイン並列性評価
和田康孝6 白子準6 石坂一久6 木村啓二6 笠原博徳 (早大)
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(��) � 命令キャッシュを考慮したコード生成法による方程式求解の高速化手法
根本和宜6 佐田宏史6 前川仁孝6 伊與田光宏6 宮崎収兄 (千葉工大)

●!���� 並列処理モデル 4座長� 児玉祐悦 (産総研)5 ��日 ����� ～ � ���

(��) 排他実行マルチスレッド実行モデルに基づくプロセッサの提案と評価
松崎 隆哲6 雨宮 聡史6 泉 雅昭6 雨宮 真人 (九州大学)

(�') 継続モデルに基づくプログラミング手法の提案
泉 　雅昭6 雨宮 　聡史6 松崎 　隆哲6 雨宮 　真人 (九州大学)

(�&) � �言語から 3�0Dへの変換における並列処理
下尾 浩正6 山脇 彰6 岩根 雅彦 (九工大)

●!���� シミュレーション技法 4座長� 吉瀬謙二 (電通大)5 ��日 ����� ～ �����

(�2) � 高性能マイクロプロセッサシミュレータの並列化による高速化
高崎透6 中田尚6 中島浩 (豊橋技科大)

(��) � 割込みによるマイクロプロセッサの性能劣化の予測方式
小西昌裕6 中田尚6 中島浩 (豊技大)

(��) � 共有メモリ型並列計算機の分散シミュレータの設計
久野和樹6 中田尚6 中島浩 (豊技大)

●!���� キャッシュシステム 4座長� 工藤知宏 (産総研)5 ��日 ����� ～ �����

(�,) � ����%%%におけるソフトウェアプリフェッチ手法の評価
青木秀貴6 處雅尋6 本川敬子6 五百木伸洋6 齋藤拡二 (日立)

(�%) � 1����チップマルチプロセッサ上でのデータ転送ユニットを用いたデータローカライゼー
ション
中野啓史6 内藤陽介 (早大)6 鈴木貴久 (富士通)6 小高剛6 石坂一久6 木村啓二6 笠原博徳 (早大)

(��) 不正プログラムの実行防止を目的とするオンチップ・キャッシュ・アーキテクチャ
井上弘士 (福岡大学)

●!��� 相互結合網 "4座長� 中條拓伯 (農工大)5 ��日 ����� ～ �����

(��) 高密度実装クラスタにおける同期・通信処理方式の検討
早川 　潔6 岩根 　雅彦 (九州工業大学)

(��) � システムエリアネットワークにおける適応型ルーティングの 	�/1�$��パケット配送手法
鯉渕 道紘 (慶應大学�*�3)6 � � 9������:6 ��"� 8#���6 ��"� 0����(*�3)

(�') � キャッシュ制御用多段結合網9	70	�の設計と評価
住吉 正人6 緑川 隆6 田辺 靖貴6 天野 英晴 (慶應大学)

●!���� 相互結合網 ""4座長� 森眞一郎 (京大)5 ��日 ����� ～ �����

(�&) <0��"�0	99���/��	�F��<��$間ルータの性能評価
濱田芳博 (農工大)6 西宏章 (慶應)6 田邊昇 (東芝)6 天野英晴 (慶應)6 中條拓伯 (農工大)

(�2) 0	99���/�ネットワークインタフェースボードの試作
北村 聡6 伊豆 直之 (慶大)6 田邊 昇 (東芝)6 濱田 芳博6 中條 拓伯 (農工大)6 渡邊 幸之介6

大塚 智宏6 天野 英晴 (慶大)6 ()
(��) メモリスロットインタフェースの得失

田邊昇 (東芝)6 箱崎博孝6 土肥康孝 (横浜国大)6 中條伯拓 (農工大)6 天野英晴 (慶応大)

●!����� 低電力化 4座長� 近藤正章 (東大)5 ��日 ����� ～ � ���

(��) � +�" �����#�:����� ;�� ��$����= ����� ���"������
初田 直也 (東大)6 バルリ ニコ デムス (日本 >	)6 岩間 智女6 ルォン ディン フォン6

田代 大輔6 坂井 修一 (東大)6 田中 英彦 (情報セキュリティ大)
(�,) � 命令の振る舞いを利用した消費電力削減に関する検討

千代延 昭宏6 佐藤 寿倫 (九工大)
(�%) 並列演算環境における消費電力量低減化方式の検討

尾崎敦夫6 佐藤裕幸 (三菱電機（株）)
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◆ ��� ���日 �����～	
�日 ���� �会場

●	
��� 並列プログラミング 4座長� 本多弘樹 (電通大)5 ��日 ����� ～ �����

(�) � タスク並列スクリプト言語9�=������による実行時情報プロファイリング
湯山紘史 (豊橋技科大)6 大塚保紀 (三菱電機)6 中島浩 (豊橋技科大)

(�) � タスク並列スクリプト言語9�=������向けランタイムシステム
西里一史6 大野和彦6 中島浩 (豊技大)

(�) タスク並列スクリプト言語用アプリケーション層ライブラリの実現
西川 　雄彦6 阪口 　裕輔6 田中 　一毅6 大野 　和彦 (三重大)6 中島 　浩 (豊橋技科大)

(') タスク並列スクリプト言語におけるストリーム通信の改良
阪口 　裕輔6 大野 　和彦6 佐々木 　敬泰6 近藤 　利夫 (三重大)6 中島 　浩 (豊橋技科大)

(&) � ��>ソルバ :���Gの9�	による並列化
大橋智昭6 稲垣良一6 上田和紀 (早稲田大学理工学研究科)

●	
��� グリッド ���4座長� 久保田和人 (東芝)5 ��日 ����� ～ �����

(2) � 階層的マスタワーカ方式を用いたグリッドアプリケーションにおける負荷分散の性能評価
大角知孝 (東工大)6 合田憲人 (東工大���>)

(�) � 7��;/B�の性能評価：科学技術計算における事例
谷村勇輔6 池上努6 中田秀基6 田中良夫6 関口智嗣 (産総研グリッド研究センター)

(�) � ��<サービスを用いた最適化計算システムの構築
廣安知之6 三木光範 (同志社大学)6 狩野浩一6 下坂久司 (同志社大学大学院)

(,) � 機能分散型生体高分子シミュレーション実行環境
市川昊平6 伊達進 (大阪大学情報科学研究科)6 中田一人 (7
�ソフト株式会社)6
米澤康滋 (大阪大学蛋白質研究所)6 ��""�� ��"��#�E(大阪大学理学研究科)6

中村春木 (大阪大学蛋白質研究所)6 下條真司 (大阪大学サイバーメディアセンター)

●	
��� クラスタソフトウェア 4座長� 朴泰祐 (筑波大)5 ��日 ����� ～ � ���

(�%) � クラスタ設定のパッケージ化の設計と実装
高宮安仁 (東工大)6 松岡聡 (東工大・��>)

(��) 1���������における性能不均質なクラスタ向け動的負荷分散機能の実装と評価
栄純明 (東工大)6 松岡聡 (東工大�7		)6 佐藤三久 (筑波大)6 原田浩 (��)

(��) �9�クラスタ上での9�	と 1��9�を用いたマクロデータフロー処理
那須弘志6 田邊浩志6 本多弘樹6 弓場敏嗣 (電通大)

(��) メガスケールシミュレータ ���"��"��における高精度タスクモデルシミュレーション
門島正和6 鈴木雄大6 柴田俊介6 中島浩 (豊技大)

●	
��� 数値計算アルゴリズム ���4座長� 横川三津夫 (産総研)5 ��日 ����� ～ �����

(�') 補外法に基づく数値積分法の実装と性能評価
幸谷智紀6 鈴木千里 (静岡理工科大学)

(�&) 非対称固有値問題への並列 �9B 前処理付共役残差法の適用と評価
西田 　晃 (東京大学 � ��> ��
�>)

(�2) 性能安定型 D����@の自動生成の試み
今村俊幸 (電通大)

●	
��� 科学技術計算 4座長� 片桐孝洋 (電通大)5 ��日 ����� ～ �����

(��) 性能保証型の自動チューニング方式について
直野健6 恵木正史 (（株）日立製作所中央研究所)6 猪貝光祥6

木立啓之 (（株）日立超 D�	システムズ)
(��) マルチクラスタ環境での990D漸近最適スケジューリング

須田礼仁 (東大)
(�,) 没入型３次元仮想現実体感システム ��3
と �3�を用いたナノテク用新材料の電子状態の可

視化
林 　亮子6 堀井 　洋6 井口 　寧 (北陸先端大)6 川添 　良幸 (東北大)6

堀口 　進 (東北大、北陸先端大)

�



●	
��� 通信ライブラリ 4座長� 佐藤周行 (東大)5 ��日 ����� ～ �����

(�%) ��9�		 もう一つの 9�	実装
石川 裕 (東京大学)

(��) �%B< 
�������を用いた高性能通信機構の設計
住元 真司6 佐藤 充6 中島 耕太6 久門 耕一 (富士通研)6 石川 裕 (東京大学)

(��) B��$9�	の性能評価
松田元彦 (産総研)6 石川裕 (東京大学／産総研)6 鐘尾宜隆6 枝元真彦6 岡崎史裕6 工藤知宏6

児玉祐悦6 手塚宏史 (産総研)

●	
��� グリッド ���4座長� 小林広明 (東北大)5 ��日 ����� ～ �����

(��) ���分散システム C������<上での B��$ ���システム 1������の設計
中島佳宏6 佐藤三久6 朴泰祐6 高橋大介 (筑波大学)6 ����� 0!�#�#�(����" ��$ *��E��"���)6

8����A ���##�(����" ��$ *��E��"��� � 	7�	�)
(�') グリッド上での並列分枝限定法アプリケーションの評価

合田 憲人 (東工大／ ��>)6 大角 知孝 (東工大)6 中村 心至 (7>>データ)
(�&) 広域仮想ファイルシステム B;��� E� の設計と実装

建部修見 (産総研)6 曽田哲之 (���)6 関口智嗣 (産総研)

●	
�� クラスタ 4座長� 中村宏 (東大)5 ��日 ����� ～ � ���

(�2) � マルチスレッドを用いてページ転送遅延を隠蔽するソフトウェア 0�9システム
立川純6 小出洋 (九州工業大学情報工学部知能情報工学科)

(��) 小規模 ��クラスタチューニング
福永隆文 (熊本県立技術短期大学校)6 梅野英典6 芦原評 (熊本大学)

(��) �	�>スーパークラスタ ���の D����Aによる性能評価
寒川光6 藤本康 (日本 	+9)6 建部修見6 児玉祐悦6 横川三津夫6 工藤知宏6 関口智嗣 (産総研)

●	
��� 数値計算アルゴリズム ���4座長� 須田礼仁 (東大)5 �日 ����� ～ �����

(�,) �階 	D*分解による行列の前処理とその応用について
山口遼一 (慶應義塾大学理工学研究科)6 野寺隆 (慶應義塾大学理工学部)

(�%) � 	D*分解を用いたマルチレベル前処理
張臨傑 (慶應義塾大学大学院理工学研究科)6 野寺隆 (慶應義塾大学理工学部)

(��) � シュールコンプリメントに対する前処理の一考察
森屋健太郎 (青学大)6 野寺隆 (慶應大)

(��) �9�上における再帰 +D��ライブラリの自動チューニング方式
木下靖夫 (電通大)6 片桐孝洋 (電通大���>)6 弓場敏嗣 (電通大)

(��) 9�	を用いた超高次元分布関数による流体のメゾスケール解析
矢野良輔6 鈴木宏二郎6 黒田久泰 (東大)

●	
���� ネットワークとスケジューリング 4座長� 林亮子 (北陸先端大)5 �日 ����� ～ �����

(�') 協調動作する並列 >��ストリームへの ���A�� �����=の適用とその評価
中村 誠6 稲葉 真理6 平木 敬 (東京大)

(�&) ネットワークテストベッド B7
>/�の �79�ツール
佐藤博之6 児玉祐悦6 工藤知宏 (産総研)6 清水敏行 (シナジェテック)

(�2) メタ情報に基づくタスク並列スクリプト言語のスケジューラ
森英一郎6 大野和彦6 佐々木敬泰6 近藤利夫 (三重大)6 中島浩 (豊橋技科大)

(��) ポータビリティの高いジョブスケジューリングシステムの設計と実装
町田 悠哉 (東工大)6 中田 秀基 (産総研�東工大)6 松岡 聡 (東工大�国情研)

●	
���� グリッド ���4座長� 伊達進 (阪大)5 �日 ����� ～ �����

(��) � ������Hプログラミングモデル用の集団通信
斎藤秀雄6 金田憲二6 田浦健次朗6 近山隆 (東京大学)

(�,) � ������Hプログラミングモデルにおける故障検知ライブラリ
堀田勇樹6 田浦健次朗6 近山隆 (東京大学)

('%) B��$ 
H#���� � 分散した資源の発見，選択，利用を支援するツール
田浦健次朗 (東大)

�



('�) � 動的に接続を制御するメッセージパッシングシステム
金田憲二6 田浦健二朗 (東京大学 � ��>)6 米澤明憲 (東京大学)

('�) グリッド上のスケーラブルな並列レプリケーションフレームワーク
滝澤真一朗6 高宮安仁 (東工大)6 中田秀基 (産総研�東工大)6 松岡聡 (東工大�7		)

('�) � ���フレームワークに対応したグリッド環境のためのモニタリングインターフェース
釘井睦和 (同志社大学大学院)6 廣安知之6 三木光範 (同志社大学)6

谷口義樹 (同志社大学大学院)

●	
���� 最適化と性能評価 4座長� 高橋大介 (筑波大)5 �日 ����� ～ �����

('') � 9�>D�+から �言語への変換における変数の動的解析削減手法
内藤祐美6 佐田宏史6 前川仁孝6 伊與田光宏6 宮崎収兄 (千葉工大)

('&) 性能安定化を実現するデータプレロードに関する一考察
城田 　祐介6 前田 　誠司 (東芝)

('2) ��
� 19�の ��8化に関する研究
森井宏幸6 坂上仁志6 新居学6 高橋豐 (兵庫県立大学)

('�) 資源情報サーバの新しい予測手法と性能評価
平 孝則6 小出 洋 (九工大情報工学部)

,



◆ �� �	
�日 ����～�日 ����� �会場

●���� ��構成法 4座長� 5 �日 ����� ～ �����

(�) メモリ管理リスト分割による大容量メモリ管理手法
大島訓6 青木英郎6 新井利明 (日立製作所)

(�) � D���Hの *�+デバイスドライバの抽象化に関する考察
水川晶太6 片山徹郎 (宮崎大)

(�) *9D/@71��	Cの起動における性能評価
後藤和弘 (大分産科技セ)6 須崎有康6 飯島賢吾 (産総研)6 丹英之 (（株）アルファシステムズ)

(') � 動的リンクライブラリの実行中入替えを可能にする基本機構
吉原隼人6 谷口秀夫 (岡山大学)

●���� モニタリング 4座長� 5 �日 ����� ～ �����

(&) 通信処理のカーネル内競合を検出するための高精度イベントロガー
柳澤佳里6 光来健一6 千葉 滋 (東工大)

(2) � >��$��における1�動作の可視化に向けた情報収集機構の実現
河原太介6 谷口秀夫 (岡山大学)

(�) 性能モニタリングカウンタによる一括システムコール機構の評価
飯尾 賢太郎 (九州大学大学院システム情報科学府)6

日下部 茂 (九州大学大学院システム情報科学研究院)6 谷口 秀夫 (岡山大学工学部)6
雨宮 真人 (九州大学大学院システム情報科学研究院)

●���� ネットワーク 4座長� 5 �日 ����� ～ �����

(�) インテリジェント 7	�を用いた高帯域ネットワーク向け >��通信方式
菅原 豊6 稲葉 真理6 平木 敬 (東大)

(,) B��$9�	のための >���	�輻輳制御実装方式の検討
高野了成6 工藤知宏6 児玉祐悦6 松田元彦6 手塚宏史 (産総研)6 石川裕 (東大)

(�%) � 分散 	0�の実行環境の分離による安全性の向上
光来健一6 千葉滋 (東工大)6 廣津登志夫6 菅原俊治 (7>>)

(��) � ネットワーク上に動的に分散する多数のデバイスを制御する基盤ソフトウェアの検討
尾崎亮太 (総研大)6 日高宗一郎 (7		6 総研大)6 児玉和也 (7		)6 丸山勝巳 (7		6 総研大)

●���� ストレージと自律管理 4座長� 5 �日 ����� ～ �����

(��) � �%B<
環境でのワイヤスピードストレージシステムの実装と評価
渡辺高志6 大江和一6 西川克彦 (富士通研)

(��) ����	ストレージアクセスにおける安全な通信を行うシステムソフトウェアの検討
神坂 　紀久子 (お茶の水女子大学)6 山口 　実靖 (東大生産研)6 小口 　正人 (お茶の水女子大学)

(�') 自律的システム管理ソフトウェアの設計
岡家 豊 (ＮＥＣソフト)

�%



◆ ��� ���日 ����～��日 ����� �会場

● 
���� 並列化・並列メモリ管理 4座長� 八杉昌弘5 ��日 ����� ～ �����

(�) ノンブロッキング型動的負荷分散を用いた並列ガーベージコレクション方式
前田 宗則6 中村 実6 小沢 年弘 (富士通研)

(�) 実行時依存解析に基づく半自動並列化の効率的実装
早津政和6 田浦健次朗6 近山隆 (東京大学)

● 
����プログラム解析・変換ツール 4座長� 中田秀基5 ��日 ����� ～ �����

(�) � �"���/1������$ 0�"�=� �������" ;�� � ��E� +�����$� ���#�:�� 8�������A
山崎 進6 松本 充広 (8D

>�)6 中西 恒夫6 北須賀 輝明6 福田 晃 (九州大学)

(') C9Dを用いた言語間変換
柴田 　有6 平木 　敬 (東大)

● 
���� 適応的ライブラリ 4座長� 大山恵弘5 ��日 ����� ～ �����

(&) テンプレート・メタ・プログラミングによる 88>の適応的最適化
神戸 隆行 (無所属)

(2) モード切替機構をもつ分散環境向け ��E� 集合ライブラリの提案
鎌田十三郎6 森本昌治6 二ッ森大介 (神戸大学)

● 
���� 並行プログラムの型理論・検証 4座長� 西村進5 ��日 ����� ～ �����

(�) 階層グラフ書換え言語における並行プロセスの型推論
加藤紀夫6 上田和紀 (早稲田大学)

(�) � 3���F������ �; ���������� ��=���" �"��= ��� ��I ������� ��E��� � ��"� "��$�
�����#$ �G�#$�(*��E��"��� �; >�A��)6 7��A� @�<���"��(>�A�� 	�"������ �; >�����#�=�)6

�A����� ����:���(*��E��"��� �; >�A��)

● 
����プログラム解析 4座長� 佐藤三久5 ��日 ����� ～ � ���

(,) � D�=��/<�"�$ +��$��= >��� ���#�"�" ;�� ��E� �"��= �������= 0�F������"
山崎 進 (8D

>�)6 神戸 隆行 (フリーランス)6 松本 充広 (8D

>�)6 中西 恒夫6

北須賀 輝明6 福田 晃 (九州大学)
(�%) � 例外依存関係を越える部分冗長性除去

大平 怜6 平木 敬 (東大)

● 
���� 分散プログラミング環境 4座長� 遠藤敏夫5 ��日 ����� ～ �����

(��) �  7
> 8�������A +�"�$ B��$ �������= 
�E��������
0
 +177�81�6 ��"��(基盤情報学)

(��) D97��#処理系および他言語インタフェースの設計と実装
原耕司6 水野謙6 矢島伸吾6 永田貴彦6 中島求6 加藤紀夫6 上田和紀 (早稲田大学)

��



◆ ��� �	
�日 �����～�日 ����� �会場

● #$!�� 性能評価 4座長� 福田晃（九州大）5 �日 ����� ～ �����

(�) 性能基礎データ収集方法の比較検討
堀川 　隆 (7
�)

(�) 情報システム性能見積りのためのシミュレーションモデル作成方法の開発
西岡大祐6 庄内 　亨6 垂井 俊明6 亀山 　伸 (日立)

(�) ��7 (������##�� ���� 7�����A) のためのマルチメディア伝送プロトコルの設計と評価
佐藤 健哉 (同志社大学)6 井上 博之 (インターネット総合研究所)

● #$!�� 性能改善 4座長� 中西恒夫（九州大）5 �日 ����� ～ �����

(') ユーザ知識を活用するソフトウエア自動チューニングについて
片桐 孝洋6 吉瀬 謙二 (電通大���>)6 本多 弘樹6 弓場 敏嗣 (電通大)

(&) � B��$環境における適応型スケジューリングの検討
井上悠佑 (九州大学)6 小板隆浩 (同志社大学)6 福田晃 (九州大学)

��


