
平成 22 年度事業報告書 
 
I 事業の概況  
  
 定款第2章に定められた目的及び事業に従い，以下のような事業を実施した．  
  
1. 第24回全国大会は平成22年6月9日～11日の3日間にわたり長崎市の長崎ブリックホールで開催した．招

待・基調講演各1件，AIレクチャー3件，一般発表申込に428件の応募があり，参加者は646名であった． 
また，国際交流活動の一環として，第2回国際シンポジウムJSAI-isAI2010を平成22年11月18日～19日

に4つのワークショップ構成でキャンパス・イノベーションセンター東京にて開催した．参加者は169名で，

うち海外から15ケ国42名の参加があった．なお，シンポジウムのポストプロシーディングスはSpringer社
のLecture Notes in Artificial Intelligenceシリーズで出版される予定である． 

2. 研究会は第2種研究会の「データマイニングと統計数理研究会」が廃止となったが，新たに同じく第2種研究

会「データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会」が設立された．18研究会の各々は．単独開催のほ

かに，他学会との連続開催や全国大会でのオーガナイズドセッションの開催など活発な活動を行った．総発表

数は370件，総参加者数は1,549名であった． 
3. セミナーは「ヘルスケアー」(10月)と「サービス工学」(3月)をテーマに2回開催の予定であったが，東日本

大震災のため後者は中止した．AI若手の集いMYCOM2010は第11回目を5月に岐阜県下呂市で開催した． 
4. 隔月発行の人工知能学会誌は，長期的な企画と周到な準備のもとにホットなテーマの特集，解説，連載記事や

新たな企画で内容の充実を図った．各号の発行部数は約3,500部，平均ページ数は136であった． 
一方，人工知能学会論文誌は，（独）科学技術振興機構のJ-Stageを利用したオンラインジャーナルで随時発

行した．また，「知の科学」シリーズでは引き続き執筆を依頼中である． 
5. 広報活動の一環として，ホームページの充実をはかると同時に，非会員も登録可能なメーリングリストの運用

を推進するなど，会員外の方々へのサービスの充実にも注力した．また，本年度の表彰では，功績賞2件，功

労賞3件，現場イノベーション賞1件，論文賞3件，研究会優秀賞13件，全国大会優秀賞9件を選定した．  
6. 関連学術団体との連絡および協力活動については，国内外の人工知能関連団体のイベントを積極的に共催・協

賛・後援し学会活動の活性化と多様化を推進した． 
7. 年度末の会員数は，正会員2,520名(対前年度53名減)，学生会員407名(同6名減)，賛助会員27社(同5社減)，

特殊購読会員57名(同7名減)で，残念ながら本年度も減少に歯止めが掛らなかった． 
  
 処務の概要は12ページ以降に，役員などに関する事項，職員に関する事項，会議などに関する事項，許可・認 
可などに関する事項，契約に関する事項，寄付金に関する事項，主務官庁からの連絡事項の順にまとめました．  
 
 
(1) 学術集会，学術講演会，講演会等の開催（定款5条1号） 
 
① 第24回全国大会 

 
・日 時：平成22年6月9日（水）～11日（金） 

 
・場 所：長崎ブリックホール（長崎市）  

 
    ・組 織：大会委員長 住田 一男（東芝） 
 大会副委員長（プログラム委員長）  山田 誠二（国立情報学研究所） 
 大会副委員長（実行委員長） 中岩 浩巳（NTT） 
 プログラム副委員長          間瀬 健二（名古屋大学） 
 実行副委員長      山川 宏 （富士通研究所） 
 
    ・招待・基調講演 
  

招待講演：｢人工知能は哲学である」 黒崎 政男（東京女子大学) 
 

基調講演：｢言語理解と知識－情報空間の構造化に向けて－｣ 辻井 潤一（東京大学) 
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    ・AIレクチャー 
 

「ツールボックス：数値演算ソフト」 苣木 禎史（熊本大学) 
  
 「先端AI：透明なインタラクション」 稲見 昌彦（慶応義塾大学) 
  

「研究会紹介：人工知能基本問題研究会」  山本 章博（京都大学) 
平田 耕一（九州工業大学) 

 
  ・一般発表件数 
 

合 計 口頭発表 デジタルポスタ 近未来チャレンジ オーガナイズド

428 256 0 40 132 
  
  ・参加者 
 

参加者数：646名 会員（455名） 非会員（191名） 
一般 学生 一般 学生 

発表参加者（406名） 174名 91名 31名 110名 

聴講参加者（240名） 171名 19名 40名 10名 
 
 

② 第2回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2010） 
     

 ・日 時：平成22年11月18日（木）～19日（金） 
 

 ・場 所：キヤンパス・イノベーションセンター東京（東京都港区芝浦3-3-6） 
 
 ・テーマ： 

WS1: Logic and Engineering of Natural Language Semantics 7 (LENLS 7) 
WS2: Fourth International Workshop on Juris-informatics (JURISIN 2010) 

     WS3: First International Workshop on Advanced Methodologies for Bayesian Networks 
          (AMBN 2010) 

     WS4: International Workshop on Innovating Service Systems (ISS2010) 
    

参加者数：169名 
(内海外：15カ国42名） 

WS1 
LENLS 7 

WS2 
JURISIN 2010

WS3 
AMBN 2010 

WS4 
ISS 2010 

発表参加者（68名） 18 14 21 15 
聴講参加者（101名） 18 13 50 20 

 

③ 第１種研究会（研究会運営委員会：栗原 聡委員長，山本 章博副委員長） 
 

(1) 人工知能基本問題研究会（旧人工知能基礎論研究会）（略称 SIG-FPAI） 

主査：平田 耕一（九州工業大学），主幹事：久保山 哲二（学習院大学）  
幹事：赤石 美奈（さきがけ），磯崎 隆司（富士ゼロックス），伊藤 公人（北海道大学）， 

鍋島 英知 （山梨大学）  
 
 
 
 
 
 
  

演題数：発表件数＋招待講演数（以下同様） 

回 開催日 場 所 演題数 参加者 備  考 

78 平成22年7月31日～8月1日 兵庫県立大学 12+1 50  

79 平成22年9月24日～25日 電気通信大学 7+1 23  

80 平成22年11月17日 CIC東京 6 19  

81 平成23年1月31日～2月1日 山梨大学 14+1 30  
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 (2) 知識ベースシステム研究会（略称 SIG-KBS） 

主査：村田 剛志（東京工業大学），主幹事：小林 一郎（お茶の水女子大学）  
幹事：小松 孝徳（信州大学），川村 秀憲（北海道大学），阿部 秀尚（島根大学）  

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

90 平成22年10月14日～15日 お茶の水女子大 10 20 情処と連続開催 

91 平成23年1月27日～28日 大阪大学 11 50 IPS2011と連続開催 

92 平成23年 3月7日～9日 ラフォーレ白馬 6 30 信学会，情処と連続開催

JAWS2010 平成22年10月27日～29日 新富良野ﾌﾟﾘﾝｽ 90 138  

HAI2010 平成22年12月12日～14日 慶応大学日吉 44 87  
 
 (3) 言語・音声理解と対話処理研究会（略称 SIG-SLUD） 

主査：石崎 雅人（東京大学），主幹事：藤江 真也（早稲田大学）  
 幹事：東中 竜一郎（NTT），高木 一広（九州工業大学）， 

小倉 加奈代（北陸先端科学技術大学院大学） 
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

59 平成22年7月22日～23日 長崎・伊王島 10 21  

60 平成22年10月28日 早稲田大学 10+1 75  

61 平成23年 3月25日～26日 東京大学 24         東日本大震災のため延期 
 

(4) 先端的学習科学と工学研究会（旧知的教育システム研究会）（略称 SIG-ALST） 
主査：柏原 昭博（電気通信大学），主幹事：小尻 智子（名古屋大学）  
幹事：長谷川 忍（北陸先端科学技術大学院大学），舟生 日出男(広島大学)  

 
回 開催日 場 所 演題数 参加者 備  考 

59 平成22年 7月30日 早稲田大学 9 21  

60 平成22年11月20日 静岡大学 7 26  

61 平成23年 3月13日～14日 湯本観光Ｈ西京 13         東日本大震災のため延期 
 
 

④ 第２種研究会（研究会運営委員会：栗原 聡委員長，山本 章博副委員長） 
 

(1) AIチャレンジ研究会（略称 SIG-Challenge） 
主査：中臺 一博（ホンダ）， 主幹事：光永 法明（金沢工業大学）  
幹事：戸嶋 巌樹（NTT），植村 渉（龍谷大学） 

 
 
  
 
 

(2) 分子生物情報研究会（SIG-MBI） 
主査：小長谷 明彦（東京工業大学）  
幹事：佐藤 賢二（金沢大学） 

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

44 平成22年8月2日 京都大学 4 17  

45 平成22年11月2日 NICT神戸研究所 4 34 KARCコロキウムと共催 

46 平成23年3月25日～26日 北陸先端科技大 11 26 オープンバイオ研究会と共催

 
 

回 開催日 場 所 演題数 参加者 備  考 

31 平成22年 5月 3日 大阪工業大学 8 50 ロボカップ2010に併設

32 平成22年11月26日 京都大学 10 50 HARK講習会と連続開催 
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(3) ことば工学研究会（略称 SIG-LSE） 
主査：阿部 明典（NTT），主幹事：笠原 要（NTT） 

 
 

 
 
  

 

 (4) セマンテックウェブとオントロジー研究会（略称 SIG-SWO） 
主査：來村 徳信（大阪大学），副主査：川村 隆浩（東芝）  
幹事：大向 一輝（国立情報学研究所），吉崎 晃司（大阪大学）  

 
  

 

  
 
 (5) 社会におけるAI研究会（略称 SIG-SAI） 

主査：神成 淳司（慶応義塾大学），主幹事：松原 仁（公立はこだて未来大学）  
幹事：伊藤 暢浩（愛知工業大学），香山 健太郎（情報通信研究機構），篠田 孝祐， 

野田 五十樹（産業技術総合研究所）  
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

11 平成22年12月4日 愛知工業大学 7 80  

12 平成23年3月7日～9日 ラフォーレ白馬 6 30 信学会，情処と連続開催 
 
  (6) こどものコモンセンス知識研究会（旧幼児のコモンセンス知識研究会）略称 SIG-CCK） 

主査：竹林 洋一（静岡大学）    
幹事：桐山 伸也（静岡大学），佐藤 久美子（玉川大学） 

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

9 平成22年7月30日 お茶の水女子大学 1+3 19  
10 平成22年9月1日 静岡大学 1+1 40  
11 平成23年1月29日 お茶の水女子大学 2+1 19  

 
  (7) 知識・技術・技能の伝承支援研究会（略称 SIG-KST） 

主査：稗方 和夫（東京大学），主幹事：古川 慈之（産業技術総合研究所） 
幹事：坂口 憲一（テクノソリューション），佐久間 正剛（東芝），平方 勝（海上技術安全研究所）， 

青島 大悟（静岡大学）  
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

10 平成22年 7月16日 産総研・副都心 4 26  
11 平成22年 12月1日 海上技術安全研 6 26  

12 平成23年 3月9日 産総研・副都心 4 14  

 

  (8) ナチュラルコンピューティング研究会（略称 SIG-NAC） 
主査：鈴木 泰博（名古屋大学） 
幹事：萩谷 昌己（東京大学），山村 雅幸（東京工業大学），堀江 亮太（芝浦工業大学）  

 
 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

第5回 IWNC 平成22年9月21日 イタリア  30  

第1回WSH 平成23年3月15日～16日 はこだて  20  
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

35 平成22年 8月27日～28日 神奈川大学 9 25  

36 平成22年11月12日～13日 長崎県立大学 15 22 LCCIIとの合同研究会 

37 平成23年3月25日～26日 関西大学 9 32  

回 開催日 場 所 演題数 参加者 備  考 

22 平成22年7月23日 国立情報学研究所 7+1 70  

23 平成23年3月17日～18日 KKR沼津はまゆう 16         東日本大震災のため中止 
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 (9) 知識流通ネットワーク研究会（略称 SIG-KSN） 
主査：山本 修一郎（名古屋大学），主幹事：神戸 雅一（NTTデータ） 
幹事：岡本 青史（富士通研究所），桑田 喜隆（NTTデータ），青山 浩二（富士通研究所）， 

 櫨山 淳雄（東京学芸大学）  
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

7 平成22年9月17日  NTT名古屋支店 9 22  
8 平成23年3月9日 東京学芸大学 7 25  

 
 (10) ファイナンスにおける人工知能応用研究会（略称 SIG-FIN） 

主査：寺野 隆雄（東京工業大学），主幹事：鳥海 不二夫（名古屋大学） 
幹事：和泉 潔（産業技術総合研究所），松井 藤五郎（とうごろう機械学習研究所）， 

 松井 宏樹（シーエムディーラボ） 
 

回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

5 平成22年9月17日 東京大学・本郷 10+1 64  
6 平成23年1月22日 東京大学・本郷 14+1 56  

 
 (11) 身体知研究会（略称 SIG-SKL） 

主査：藤波 努（北陸先端科学技術大学院大学），主幹事：諏訪 正樹（慶応義塾大学） 
幹事：古川 康一（嘉悦大学），橋詰 謙（大阪大学），工藤 和俊（東京大学）  

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

7 平成22年9月4日 東京大学・駒場 4+1 40  
8 平成22年12月19日 北陸先端科技大 4+1 50  

9 平成23年2月24日 慶応大学・三田 5+1 50  
 
 (12) 進化計算フロンティア研究会（略称 SIG-ECF） 

主査：伊庭 斉志（東京大学），主幹事：小野 功（東京工業大学）  
幹事：佐藤 浩（防衛大学校），村田 忠彦（関西大学），棟朝 雅晴（北海道大学）， 
 柳井 孝介（日立製作所）  

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

4 平成22年6月4日～5日 東工大・大岡山 8+16 90  
5 平成22年10月7日～8日 北海道大学 8+12 45 進化計算学会と共催 

6 平成23年3月14日～15日 名古屋大学 26 52 進化計算学会と共催 
 

 (13) データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会（略称 SIG-DOCMAS） 
     主査：澤井 秀文（情報通信研究機構），主幹事：服部 宏充（京都大学） 
 幹事：和泉 潔（東京大学），川村 秀憲（北海道大学），鳥海 不二夫（名古屋大学） 
      
 DOC-MASキックオフシンポジウム  2月28日  東京大学本郷  参加者50名  
 

⑤ 第３種研究会（研究会運営委員会：栗原 聡委員長，山本 章博副委員長） 
 
  (1) 情報編纂研究会（略称 SIG-IC） 

主査：加藤 恒昭（東京大学），主幹事：松下 光範（関西大学） 
幹事：阿部 明典（NTT） 

 
回 開 催 日 場 所 演題数 参加者 備  考 

3 平成22年10月15日 立命館大・草津 8 30  
4 平成23年2月18日 首都大学東京 4+2 30  
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⑥ セミナーなどの開催：企画委員会 
委員長：野田 五木樹（産業技術総合研究所），副委員長：奥村 学（東京工業大学） 
委員：小野田 崇（電力中央研究所），戸次 大介（お茶の水女子大），柳井 孝介（日立製作所）， 

村上 知子（東芝），Eric McCready（青山学院大学），片上 大輔（東京工芸大学）， 

竹中 毅（産業技術総合研究所），西原 陽子（東京大学），石原 正樹（富士通研究所）， 

笹嶋 宗彦（大阪大学） 
 
  (1) セミナー  
 

 

 

 

 

 
CIC：キャンパス・イノベーションセンター 

 
  (2) 第11回AI若手の集いMYCOM2010実行委員会：植村 渉委員長） 
 

 
 
 
 
 
 (2) 学会誌，論文誌，その他の刊行物の発行（定款5条2号） 
 
① 人工知能学会誌：編集委員会 

編集長：松原 仁（公立はこだて未来大学），副編集長： 松尾 豊（東京大学） 
シニア編集委員： 阿部 明典（NTT），市瀬 龍太郎（国立情報学研究所），岡 隆一（会津大学），奥村 学

（東京工業大学），小野田 崇（電力中央研究所），神嶌 敏弘（産業技術総合研究所），

栗原 聡（大阪大学），桜井 成一朗（明治学院大学），高間 康史（首都大学東京）， 
   武田 英明（国立情報学研究所），津本 周作（島根大学），冨浦 洋一（九州大学）， 
   鷲尾 隆（大阪大学）  

 
 

発行年月日 巻 号 部 数 頁 数 備     考 
平成22年 5月1日 25 3 3,525 154 特集｢オントロジーの進化と普及：前編｣，特集｢論理

に基づく推論研究の動向｣，シリーズ特集｢世界のAI，
日本のAI⑯｣，レクチャーシリーズ「サービスイノ
ベーションとAIと教育①」，論文特集「2009年度
全国大会速報論文特集」，グローバル・アイ「ボス
トンにて」，学生フォーラム「勝ちパターンでヒッ
トを打ち続けろ：本位田真一氏」 

平成22年 7月1日 25 4 3,525 147 会長・編集長就任挨拶，特集｢オントロジーの進化と普
及：後編｣，特集｢研究会総覧｣，解説「転移学習」，「ソ
ーシャルeサイエンスと総合学術オントロジー」，レク
チャーシリーズ「サービスイノベーションとAIと教
育②」，私のブックマーク「ヒューマンファクタ」，
学生フォーラム「現場主義というスタイル：植田一
博氏」 

平成22年 9月1日 25 5 3,550 131 特集｢研究開発における情報利用と著作権｣，特集
｢Mobile Web｣，シリーズ特集｢世界のAI，日本のAI
⑰｣，解説「CMCが拓く知識流通ネットワーク」，
レクチャーシリーズ「サービスイノベーションとAI
と教育③」，論文特集「近未来チャレンジ2009」，

回 開催日 テーマ 場 所 演題数 参加者

61 平成22年10月7日 ヘルスケア～予防・医療・介護

の立場から 
CIC 東京 4 26 

62 平成23年3月25日 人間中心・現場中心のサービス

工学技術 
CIC 東京 9 大震災

で中止

回 開催日 招待講演 場 所 演題数 参加者

11 平成22年5月27日～28日 講演者：野田 五十樹 
「人工知能と社会システム」 

山形屋 
(下呂温泉) 

20 40 
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学生フォーラム「認知科学は心の鏡：三輪和久氏」
平成22年11月1日 25 6 3,550 166 特集｢大規模画像データ処理｣，特集「ベイジアンネット

ワークの最先端」，解説｢ソーシャルメディアによる
組織・コミュニティの変革｣，「HAI研究事例紹介」，
レクチャーシリーズ「サービスイノベーションとAI
と教育④」，論文アブストラクト「人工知能学会論
文誌Vol.25に掲載した論文のアブストラクト」，論
文特集「HAI (Human-Agent-Interaction)」，学生
フォーラム「好きこそものの上手なれ：首藤一幸氏」

平成23年 1月1日 26 1 3,550 114 特集｢編集委員会今年の抱負2011｣  ，特集｢チューリン
グテストを再び考える｣，シリーズ特集｢世界のAI，日
本のAI⑱｣，解説「ソフトウェア開発における知識
コラボレーション」，レクチャーシリーズ「サービ
スイノベーションとAIと教育⑤」，特集「人工知能
分野における博士論文」，論文特集「エージェント」，
学生フォーラム「世界で戦え：酒井哲也氏」 

平成23年 3月1日 26 2 3,580 106 特集｢現場が主導するサービスサイエンス｣ ，特集｢宇宙
探査と人工知能：宇宙の起源の解明に人工知能は寄与で
きるか？｣，解説「知識流通に向けた企業コミュニケー
ション環境の統合化」，レクチャーシリーズ「サービ
スイノベーションとAIと教育⑥」，論文特集「2010
年度全国大会速報論文特集」，私のブックマーク「ロ
ボカップシミュレーション」，グローバル・アイ「ピ
ッツバーグとボストンに暮らして」，学生フォーラ
ム「2011年度人工知能学会全国大会学生企画特集」 

 
 
 
② 人工知能学会論文誌：編集委員会（学会誌と同じ） 
 （独）科学技術振興機構のJ-Stageを利用してオンラインジャーナルを随時発行 
     J-stage（http://www.jstage.jst.go.jp/ja/） 

 
 ・Vol. 25 - 3：16編 （アブストラクトを人工知能学会誌第25巻 第6号に掲載） 
  ・Vol. 25 - 4： 3編 （アブストラクトを人工知能学会誌第25巻 第6号に掲載） 
 ・Vol. 25 - 5：10編 （アブストラクトを人工知能学会誌第25巻 第6号に掲載） 
 ・Vol. 25 - 6： 8編 （アブストラクトを人工知能学会誌第25巻 第6号に掲載） 
 ・Vol. 26 - 1：   編 （アブストラクトを人工知能学会誌第26巻 第6号に掲載予定） 
 ・Vol. 26 - 2：   編 （アブストラクトを人工知能学会誌第26巻 第6号に掲載予定） 
 
   
② 「知の科学」シリーズの出版（平成17年1月より刊行開始：既刊15冊） 

   出版委員会：堀 浩 一（東京大学），石塚 満（東京大学），奥乃 博（京都大学），折原 良平（東芝）， 
武田 英明（国立情報学研究所），沼尾 雅之（電気通信大学），松原 仁（公立はこだて未来 
大学），大須賀 節雄（東京大学名誉教授） 

   
書   名 発 行 日 著  者  名 

執筆中   
 
   
③「New Frontiers in Artificial Intelligence」LNAI6284, JSAI-isAI2009, May 2009 

   Editors: Kumiyo Nakakoji, Yohei Murakami and Eric McCready 

    
 
 (3) 研究の奨励および研究業績の表彰（定款5条3号） 
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① 研究の奨励：広報委員会（ホームページ，メーリングリスト等の管理運用） 
 

委員長：石川 泰（三菱電機） 
委 員：森田 武史（慶応義塾大学），今原 修一郎（東芝） 

 
①  研究業績の表彰 

 
(1) 平成22年度功績賞・功労賞（第25回全国大会で表彰の予定：平成23年6月2日） 

 学会規程に基づき，正会員による候補の推薦および功績賞・功労賞選定委員会（委員長：住田 一男副会長）

の審査を経て，第258回理事会で下記の受賞者を選定した． 
 

    功績賞受賞者：堀 浩一（東京大学） 
功績賞受賞者：淺川 和雄（富士通研究所） 

 
功労賞受賞者：折原 良平（東芝） 
功労賞受賞者：津本 周作（島根大学） 
功労賞受賞者：中小路 久美代（SRA先端技術研究所） 

 
 (2) 平成22年度現場イノベーション賞（第25回全国大会で表彰の予定：平成23年6月2日） 

現場イノベーション賞に関する規程に基づき，正会員による候補者の推薦及び選定委員会（委員長：住田 
一男副会長）の審査を経て，第258回理事会で下記の1件を選定した． 
 

     金賞：日本電気(株) 自然言語コミュニケーション研究グループ 
     「モバイル環境での会話翻訳技術の実用化に関する研究開発」  
        安藤 真一，長田 誠也，定政 邦彦，三浦 貢，赤石沢 元博，奥村 明俊 

     
  銀賞：該当なし 
 

(3) 平成22年度学会論文賞（第25回全国大会で表彰の予定：平成23年6月2日） 
     学会規程に基づき，論文誌第25巻第1号～第6号に発表された論文（ショートノート，技術資料を含む） 

を対象に，正会員による候補の推薦および論文賞選定委員会（委員長：松原 仁編集委員長）の審査を経て，

第258回理事会で下記の論文を選定した． 
 
 ・「Espresso型ブートストラッピング法における意味ドリフトのグラフ理論に基づく分析」 

小町 守，工藤 拓，新保 仁，松本 裕治 
 ・「A generalization of Forward-backward Algorithm」 Ai Azuma and Yuji Matsumoto 
 ・「統計的モデル選択に基づいた連続音声からの語彙学習」 

田口 亮，岩橋 直人，船越 孝太郎，中野 幹生，能勢 隆，新田 恒雄 
 
(4) 平成22年度研究会優秀賞（第25回全国大会で表彰の予定：平成23年6月2日） 

学会規程に基づき，平成22年度の研究会で発表された論文を対象に，選定委員会（委員長：栗原聡研 
究会運営委員長）による審査を経て，第258回理事会で下記の論文を選定した． 

 
 ・「大規模 ID-POSデータ活用のための顧客の計算モデル化 ～小売サービスにおける生産性向上の試み～」 

石垣 司，竹中 毅，本村 陽一 
 ・「DNAシーケンスアラインメント手法を応用したスーパーマーケットにおける 

顧客動線分類に関する研究」 市川 昊平，Edward Hak-Sing Ip, 矢田 勝俊，鷲尾 隆 
   ・「発語行為レベルの情報を用いた音声対話システムの構築とデータ分析」 

松山 匡子，駒谷 和範，武田 龍，尾形 哲也，奥乃 博 
 ・「Error-based Simulationのモデリング学習環境への展開へ向けて」 堀口 知也，平嶋 宗 
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 ・「能動人工耳介」 公文 誠，野田 佳孝，魚住 守治 
 ・「福祉情報工学へのアプローチ その2: 方式評価の枠組み」 立石 昂，天沼 博，松澤 和光 
 ・「造船特殊技能研修用教材の開発 -配管艤装の技能伝承-」  

穴井 陽祐，村上 睦尚，岩田 知明，松尾 宏平，林原 仁志 
 ・「国際交渉エージェント競技会ANAC2010における歩み寄り戦略を基調とする 

交渉エージェントの構築」 川口 将吾，藤田 桂英，伊藤 孝行 
 ・「市場急変に対応する予測モデルの提案」 古幡 征史，水田 孝信，曹 治平 
 ・「AIとテクノロジーアセスメント」 吉澤 剛 
 ・「中立性を含む動的環境モデルにおける GAの進化ダイナミクス」 片田 喜章 
 ・「解の支配領域を自己制御可能な CDAS法に関する一検討」 佐藤 寛之，エルナンアレ，田中 清 
 ・「Adaptive Weighted Aggregationのスケーラビリティの改良」 

濱田 直希，永田 裕一，小林 重信，小野 功 
  

(5) 平成22年度全国大会優秀賞（人工知能学会誌Vol. 25, No. 6で表彰：平成22年11月1発行）  
 全国大会表彰規程および選定細則に基づき，全国大会開催期間平成22年6月6日から11日までに長崎ブ 
 リックホールで発表された全件を対象にプログラム委員，各セッションの座長，コメンテータ，オーガナ 
 イザに優秀賞候補の推薦を依頼し，平成22年度全国大会優秀賞選定委員会（山田誠二プログラム委員長） 
 により慎重かつ厳正に審議した結果，下記の9件が最終候補として選定され，第249回理事会において承 
 認されましたので，各論文の筆頭著者に賞状を贈呈した． 

 
    ・「高速・高精度ウェブ潜在関係検索エンジンの索引作成と関係表現手法」 グェン トアンドゥク 
    ・「パフォーマンスメディアとしての飛行船」 吉本 英樹 

・「情報デザインによる出来事の視覚化とその活用」 原田 泰 
・「メタ認知活動」 茅島 路子 

 ・「音声対話におけるエージェント発話行動の適応的調整」 堂坂 浩二 
・「入札者の選好を考慮した検索連動型広告オークションの提案」 櫻井 祐子 
・「グループ効用最適化のための論点クラスタと分散GAを用いた手法」 水谷 信泰 
・「ＩＤＡ＊探索におけるトランスポジションテーブルについて」 赤木 維磨 
・「粒子フィルタを用いた視覚的注意モデルによる注視制御」 尾関 基行 

 
 
(4) 研究および調査の実施（定款5条4号） 
 
     なし 
 
(5) 関連学術団体との連絡および協力（定款5条5号） 
 
  以下のような依頼が理事会で承認（共催 1 件，協賛51 件，後援2 件）されたので，人工知能学会誌，ホー

ムページ，メーリングリストを利用してPRし，他学会との協調による学会活動の活性化および多様化を推進した． 
 
① 共催「イベント名称」主催者名（開催日）  1件 
 
(01)「ロボカップジャパンオープン2011 大阪」日本委員会（23.5.3-5） 

 
② 協賛「イベント名称」主催者名（開催日） 51件 

 
(01)「CSTソリューションコンペティション2010」実行委員会（22.4.1～23.3.31） 

 (02)「チュートリアル：統計数理とその実応用」システム制御情報学会（22.6.7） 
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  (03)「講習会：ナノ・マイクロスケール研究の最新の動向」計測自動制御学会（22.7.13） 
  (04)「スケジューリング・シンポジウム2010」スケジューリング学会（22.9.10-11） 

 (05)「日本ロボット学会第28回学術講演会」日本ロボット学会（22.9.22-24） 
  (06)「セミナー：ロボットの作り方2010」日本ロボット学会（22.6.3-4） 

 (07)「第10回運動と振動の制御国際会議MoViC2010」実行委員会（22.8.17-20） 
(08)「セミナー：制御のためのシステム同定2010」計測自動制御学会（22.5.26-27） 

  (09)「第25回生体・生理工学シンポジウム」計測自動制御学会（22.9.23-25） 
(10)「The Twenty Fourth International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of  

Applied Intelligent Systems, ,IEA/AIE-2011」実行委員会（23.6.28-7.1） 
 

(11)「第26回ファジイシステムシンポジウム」日本知能情報ファジイ学会（22.9.13-15） 
 (12)「第20回インテリジェント・システム・シンポジウム」計測自動制御学会（22.9.25-26） 
 (13)「第12回日本感性工学会大会」日本感性工学会（22.9.11-13） 
 (14)「スケジューリング国際シンポジウム2011」日本機械学会（22.7.2-4） 
 (15)「教育システム情報学会第35回全国大会」教育システム情報学会（22.8.26-28） 
 (16)「HAIシンポジウム2010（HAI-2010）」実行委員会（22.12.12-14） 
(17)「講習会：自動車における３次元設計の現状と課題」日本機械学会（22.9.1） 

 (18)「セミナー：人に拡張身体感をもたらすロボティクス」日本ロボット学会（22.9.21） 
 (19)「シンポジウム：モバイル’11：安全なモバイル社会づくりへ」モバイル学会（23.3.10-11） 
 (20)「情報計算化学生物学会2010年大会」情報計算化学生物学会（22.9.15-17） 

 
(21)「フォーラム：エネルギー・環境問題とシステム技術の最新動向」日本鉄鋼協会（22.8.25） 
(22)「第4回ロボット大賞」経産省・日本機械工業連合会（22.8.9-9.30） 

 (23)「セミナー：屋外における自律移動技術」日本ロボット学会（22.10-29） 
(24)「セミナー：現代制御理論入門」計測自動制御学会（22.11.18-19） 

 (25)「マシンビジョン応用に関する IAPR国際会議」実行委員会（23.6.13-15） 
 (26)「第23回自律分散システムシンポジウム」計測自動制御学会（23.1.29-30） 
(27)「第20回設計工学システム部門講演会」日本機械学会（22.10.27-29） 
(28)「第9回最適化シンポジウム2010」日本機械学会（22.12.9-10） 
(29)「第11回SICEシステムインテグレーション部門講演会」計測自動制御学会（22.12.23-25） 

 (30)「第5回ロボット聴覚システムHARK講習会」日本機械学会（22.11.25） 
 

(31)「システム・情報部門学術講演会」計測自動制御学会（22.11.24-26） 
(32)「シンポジウム：インタラクション2011」情報処理学会（23.3.10-12） 

 (33)「シンポジウム：ロボット最前線：技術立国日本がんばれ」日本塑性加工学会（22.12.22） 
 (34)「1st International Electric Vehicle Technology Conference 2011」自動車技術会（23.5.17-19） 
 (35)「第38回知能システムシンポジウム」計測自動制御学会（23.3.16-17） 
 (36)「セミナー：記号・言語を基盤としたロボットの知能化技術」日本ロボット学会（22.11.29） 
(37)「第22回バイオメカニズム・シンポジウム」バイオメカニズム学会（23.7.26-287） 

 (38)「第6回フォーラム：人を育てるシステム：事例報告と技術動向」日本鉄鋼協会（23.1.25） 
 (39)「情報と物理と数学を繋ぐ情報数理学シンポジウム2011」阪大情報科学研究科（23.1.28） 
 (40)「第12回運動と制御・シンポジウムMoVic2011」日本機械学会（23.6.29-7.1） 

 
(41)「第27回ファジィシステムシンポジウム」日本知能情報ファジィ学会（23.9.12-14） 

 (42)「Dynamics and Designs Conference 2011」日本機械学会（23.9.5-9） 
 (43)「日本人間工学会第52回大会」日本人間工学会（23.6.6-7） 
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(44)「３次元画像コンファレンス2011」実行委員会（23.7.14-15） 
 (45)「セミナー：ロボットに使える画像処理技術の最前線」日本ロボット学会（23.5.30） 
 (46)「The Twenty Fifth International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of  

Applied Intelligent Systems, IEA/AIE-2012」実行委員会（24.6.9-12） 
 (47)「第32回バイオメカニズム学術講演会」バイオメカニズム学会（23.11.26-27） 
 (48)「ロボティクス・メカトロニクス講演会2011」日本機械学会（23.5.26-28） 
 (49)「第54回自動制御連合講演会」計測自動制御学会（23.11.19-20） 
 (50)「第26回生体・生理工学シンポジウム」計測自動制御学会（23.9.20-22） 

 
(51)「講習会：すぐに役立つ最新画像処理技術の基礎理論」計測自動制御学会（23.7.13） 

 
③ 後援「イベント名称」主催者名（開催日）  2件 

 
 (01)「第二回文化とコンピューティング国際会議」実行委員会（23.10.19-22） 
 (02)「第２回産業日本語研究会・シンポジウム」ALAGIN ほか（23.3.2） 
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II 処務の概要 
 
 

(1) 役員などに関する事項                               

平成22年度末現在 

職 名 勤 務 氏  名 就任年月日 担当職務 報酬 現  職 備 考 

会 長 非常勤 西田 豊明 2010/6/10 総括 なし 京都大学  

副会長 非常勤 住田 一男 2009/6/18 表彰 なし (株)東芝  

副会長 非常勤 山口 高平 2010/6/10 全国大会 なし 慶應義塾大学   

理 事 非常勤 相澤 彰子 2010/6/10 全国大会 なし 国立情報学研究所  

理 事 非常勤 阿部 明典 2010/6/10 全国大会 なし 日本電信電話(株)   

理 事 非常勤 石川 泰 2009/6/18 広報 なし 三菱電機(株）  

理 事 非常勤 梅木 秀雄 2010/6/10 総務 なし (株)東芝   

理 事 非常勤 奥村 学 2010/6/10 企画 なし 東京工業大学  

理 事 非常勤 鎌田 真由美 2010/6/10 財務 なし 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株)  

理 事 非常勤 栗原 聡 2009/6/18 研究会 なし 大阪大学  

理 事 非常勤 櫻井 成一朗 2009/6/18 ｱｰｶｲﾌﾞｽ なし 明治学院大学  

理 事 非常勤 杉村 領一 2009/6/18 総務 なし ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾓﾊﾞｲﾙ(株)  

理 事 非常勤 野田 五十樹 2009/6/18 企画 なし 産業技術総合研究所  

理 事 非常勤 間瀬 健二 2009/6/18 全国大会 なし 名古屋大学  

理 事 非常勤 松原 仁  2010/6/10 編集 なし 公立はこだて未来大学  

理 事 非常勤 森   靖英 2009/6/18 財務 なし (株)日立製作所  

理 事 非常勤 山川 宏  2009/6/18 全国大会 なし (株)富士通研究所  

理 事 非常勤 山本 章博 2010/6/10 研究会 なし 京都大学  

監 事 非常勤 浦本 直彦 2009/6/18 監査 なし 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株)  

監 事 非常勤 山之内 徹 2010/6/10 監査 なし (株)NEC 情報ｼｽﾃﾑｽ  ゙  

理事は五十音順，敬称略） 
 

(2) 職員に関する事項  

平成22年度末現在 

職    名 勤 務 氏     名 採用年月日 担当業務 備   考 

事務局長 常 勤 岩 田  和 秀 1997/1/1 総   括  

職   員 常 勤 落 合  雪 代 1996/8/19 会   計  

職   員 常 勤 森 本  悦 子 1996/8/19 編   集  
 
 

(3) 会議などに関する事項 
 
① 総 会 
 
第25回通常総会構成（社員総数112名：役員21名，評議員91名） 
 

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 
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第25回通常総会  

平成22年6月10日  

 

議 長：堀 浩一 会長 

出席者：67名(内委任状46名)  

総会成立定足数：57名 

1. 平成21年度事業報告について    

2. 個人会員の除名について    

3. 平成21年度決算報告および監査報告について  

4. 平成20年度決算書修正版について 

5. 平成22年度事業計画について    

6. 平成22年度予算案について 

7. 平成22年度役員・評議員構成案について  

満場一致で承認 

満場一致で可決 

満場一致で承認 

満場一致で承認 

満場一致で可決 

満場一致で可決 

満場一致で可決 

 

② 理事会   
 
第248回理事会までの理事会構成（理事20名，監事2名，顧問3名）   

留任理事：堀 浩一，西田 豊明，池田 満，小野田 崇，折原 良平，津本 周作，中岩 浩巳，那須川 哲哉， 

  山口 高平，山田 誠二 

新任理事：住田 一男，石川 泰，栗原 聡，櫻井 成一朗，杉村 領一，野田 五十樹，間瀬 健二，森 靖英， 

   山川 宏 

留任監事：末田 直道  新任監事：浦本 直彦 

顧  問：白井 良明，石塚 満，溝口 理一郎 
 
第249回理事会以降の理事会構成（理事19名，監事2名，顧問3名）  

留任理事：住田 一男，石川 泰，栗原 聡，桜井 成一朗，杉村 領一，野田 五十樹，間瀬 健二，森 靖英， 

   山川 宏 

新任理事：西田 豊明，山口 高平，相澤 彰子，阿部 明典，梅木 秀雄，奥村 学，鎌田 真由美，松原 仁， 

  山本 章博 

留任監事：浦本 直彦  新任監事：山之内 徹 

顧  問：石塚 満，溝口 理一郎，掘 浩一 

 

開催年月日 議  事  事  項 会議の結果 

第247回理事会  

平成22年4月23日 

 

 

議 長：堀 浩一 会長 

出席理事：16名 

（定足数：13名） 

 

 

1. 第246回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者31名の入会について 

3. 2010年4月度編集委員会議事録案 

4. 論文賞選定結果報告 

5. 第4回企画委員会議事録 

6. 2009年度研究会優秀賞の選定結果報告 

7. 2010年度全国大会進捗状況報告 

8. 2011年度全国大会の会場選定とローカル委員会設置案 

9. 協賛依頼9件の審議 

10. 現場イノベーション賞選定結果報告 

11. 2009年度決算予測と2010年度予算案 

12. 業績賞選定結果報告 

13. 2010年度役員・評議員選挙の結果報告 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

承認，一部継続

継続審議 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

第248回理事会  

平成22年5月21日 

1. 第247回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者39名の入会について 

全会一致で承認

全会一致で承認
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議  長：堀 浩一 会長 

出席理事：15名 

（定足数：13名） 

 

 

3. 2010年5月度編集委員会議事録案と編集委員交代案 

4. フレッシュマン交流会の中断案 

5. 2009年度研究会優秀賞の選定結果報告 

6. 2010年度全国大会進捗状況報告 

7. 協賛依頼4件の審議 

8. ホームページのリニューアル案 

9. 2009年度決算案／2010年度予算案 

10. 2009年度実施報告書案／2010年度事業計画案 

11. 2010年度役員担当業務案 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で可決

全会一致で可決

全会一致で承認

第249回理事会  

平成22年7月16日 

 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：15名 

（定足数：13名） 

 

1. 第248回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者37名の入会について 

3. 2010年6月，7月度編集委員会議事録案 

4. 企画委員会委員交代案と国際ワークショップ案 

5. 第61回セミナー案 

6. 研究会資料の電子化の進捗状況報告 

7. 新第2種研究会設立提案 

8. 長崎大会の実施報告と決算報告 

9. 長崎大会のPC委員・参加者アンケートの集計 

10. 長崎大会優秀賞の選定結果報告 

11. 盛岡大会の準備状況 

12. 協賛依頼8件の審議 

13. 第14回東海地域学生発表会への支援について 

14. 学会顧問の新任・再任・退任について 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

継続審議 

継続審議 

全会一致で承認

報告 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

第250回理事会  

平成22年8月27日 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：13名 

（定足数：13名） 

 

1. 第249回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者10名の入会について 

3. 編集委員会（論文カテゴリー，論文特集） 

 4. 企画委員会（委員交代案，セミナー，国際WS等） 

 5. 研究会（資料の電子化と第2種研究会設立案） 

6  大会プログラム委員会構成案 

7. 協賛依頼3件の受諾提案 

 8. 財務委員会（4-7の収支を確認）  

 9. 新公益法人への移行申請について 

全会一致で承認

全会一致で承認

承認，一部継続

承認，一部継続

承認，一部継続

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

継続審議 

第251回理事会  

平成22年9月24日 

   ～10月1日 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：15名 

（定足数：13名） 

1. 第250回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者4名の入会について 

3. 編集委員追加承認の件 

4. 企画委員交代承認の件 

5. プログラム委員追加承認の件 

6. 協賛依頼7件の審議 

 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

一部継続審議 

全会一致で承認

 

第252回理事会  

平成22年10月15日 

1. 第251回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者4名の入会について 

全会一致で承認

全会一致で承認
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議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：18名 

（定足数：13名） 

3. 編集委員会（カレンダーの廃止） 

4. 企画委員会（セミナー，ツール入門講座，JSAI-isAI） 

5. 全国大会会場視察報告 

6. 協賛依頼4件の審議 

7. 収入・支出状況と資金状況について 

8. 広報委員会報告 

承認，一部継続

全会一致で承認

報告 

全会一致で承認

全会一致で承認

承認，一部継続

第253回理事会  

平成22年11月15日～26日 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：18名 

（定足数：13名） 

1. 第252回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者11名の入会について 

3. 国際シンポジウムJSAI-isAI準備状況 

 

 

全会一致で承認

全会一致で承認

報告 

 

 

第254回理事会  

平成22年12月10日 

 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：15名 

（定足数：13名） 

1. 第253回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者9名の入会について 

3. 編集委員会：進捗状況報告 

4. 企画委員会：セミナー，MYCOM2011，JSAI-isAI, 

国際WSの提案，AIツール入門講座の提案 

5. 研究会資料の電子化 

6. 2011年度全国大会第1回大会委員会報告 

7. 協賛依頼3件の審議 

8. 現場イノベーション賞選定委員会案 

9. 功績賞・功労賞・フェロー選定委員会案e 

10. 財務委員会報告 

11. 2011年度役員候補者推薦委員会案 

12. 2011年度評議員候補者推薦依頼 

13. 来年度の計画と予算案策定依頼 

14. 一般社団法人への移行の提案 

全会一致で承認

全会一致で承認

報告 

承認，一部継続

 

継続審議 

承認，一部継続

全会一致で承認

全会一致で承諾

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

依頼 

依頼 

全会一致で承認

第255回理事会  

平成23年1月21日 

 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：18名 

（定足数：13名） 

1. 第254回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者8名の入会について 

3. 編集委員会：チューリングテストWSの電子書籍出版 

4. 企画委員会：国際シンポJSAI-isAIの企画案 

5. 研究会：名称変更案，国際会議の扱いについて 

6. 全国大会：第2回大会委員会報告と予算案 

7. 共催依頼1件と協賛依頼2件の審議 

8. 広報委員会：学生広報委員の公募，25周年記念事業案 

 9. 2011年度役員・評議員候補者推薦状況 

全会一致で承認

全会一致で承認

承認 

承認，一部継続

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

継続審議 

報告 

第256回理事会  

平成23年2月25日 

 

 

 

1. 第255回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込者11名の入会について 

3. 2010年度決算見通し・2011年度予算検討状況 

4. 学会長期収支プランについて 

5. 編集委員会報告：特集案と学会誌のオンライン化の検討 

全会一致で承認

全会一致で承認

報告 

報告 

継続審議 
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議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：16名 

（定足数：13名） 

6. 研究会報告：NII電子化サイトの利用について 

7. 全国大会報告：進捗状況について 

8. 協賛依頼6件と後援依頼2件の審議 

9. 広報委員会報告：サーバーのOCNからさくらへの移行 

10. 2011年度役員・評議員候補者の推薦について 

11. 学会誌寄贈依頼について 

12. 事務局長の雇用契約書更新について 

全会一致で承認

報告 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

第257回理事会  

平成23年3月22日～31日 

 

議  長：西田 豊明 会長 

出席理事：16名 

（定足数：13名） 

1. 第256回理事会議事録確認 

2. 新規入会状況について 

3. 企画委員会2011年度活動方針案及び予算案 

4. 研究会運営委員会2011年度活動方針案 

5. 協賛依頼4件の審議 

6. 2010年度決算案・2011年度予算案 

7. 2011年度役員・評議員候補者承認の件 

8. 2011年度事務局職員の給与について 

全会一致で承認

報告 

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

全会一致で承認

 

③ 選考委員会 
 
・2010年度功績賞・功労賞選定委員会 

 委員長：住田 一男  幹事：杉村 領一  副幹事：梅木 秀雄 

委 員：山口 高平，相澤 彰子，阿部 明典，石川 泰，奥村 学，鎌田 真由美，栗原 聡，櫻井 成一朗， 

    野田 五十樹，間瀬 健二，松原 仁，森 靖英，山川 宏，山本 章博，浦本 直彦，山之内 徹，横尾 真， 

    菊池 英明，津本 周作，中野 幹生，小野田 崇 

 
  

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

平成22年3月26日 

議 長：住田 一男委員長 

出席者：13名(委任状11名) 

1. 功績賞受賞者の選定（被推薦者2名） 

2. 功労賞受賞者の選定（被推薦者3名） 

受賞者2名を選定 

受賞者3名を選定 

 

・2010年度現場イノベーション賞選定委員会 

 委員長：住田 一男 

委 員：鎌田 真由美，杉村 領一，山之内 徹，梅木 秀雄，奥村 学，森 靖英，山川 宏，瀧 寛和，沼尾 雅之， 

   矢田 勝俊，山岡 孝行 
  

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

平成23年4月15日 

議 長：住田 一男委員長 

出席者：6名(委任状6名) 

1. 現場イノベーション賞受賞者の選定（被推薦者3名） 

 

受賞者1名を選定 

 

 

・2011年度役員候補者推薦委員会 

 委員長：西田 豊明 

委 員：住田 一男，山口 高平，杉村 領一，石川 泰，櫻井 成一朗，間瀬 健二，野田 五十樹，森 靖英， 
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    山川 宏 
  

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

平成23年1月21日 

議 長：西田 豊明 会長 

出席者：9名(委任状1名) 

1. 副会長候補者の推薦状況：3名 

2. 理事候補者の推薦状況：21名 

3. 監事候補者の推薦状況：1名 

候補者1名選定 

候補者10名選定 

候補者1名選定 

 

④ 各種委員会 
 
・会誌編集委員会： 

平成22年6月10日に引き継ぎ 

山口 高平委員長，松原 仁副委員長  ---->  松原 仁委員長，松尾 豊副委員長 

 議事事項：会誌ならびに論文誌の編集に関する諸課題の検討，論文賞の選定など 
 
 ・研究会運営委員会： 

  平成22年6月10日に引き継ぎ 

津本 周作委員長，栗原 聡副委員長  ---->  栗原 聡委員長，山本 章博副委員長 

  議事事項：研究会活動計画の審議，新研究会設立の提案，研究会優秀賞の選定など 
 
 ・企画委員会：  

  平成22年6月10日に引き継ぎ 

小野田 崇委員長，野田 五十樹副委員長  ---->  野田 五十樹委員長，奥村 学副委員長 

  議事事項：セミナーの企画・実施，AI若手の集いの開催，学生発表会の企画など 
 
 ・全国大会委員会（実行委員会とプログラム委員会）： 

  平成22年6月10日に引継ぎ 

住田 一男大会委員長，中岩 浩巳実行委員長，山川 宏副実行委員長，山田 誠二プログラム委員長， 

間瀬 健二副プログラム委員長 

----> 山口 高平大会委員長，山川 宏実行委員長，阿部 明典副実行委員長，間瀬 健二プログラム委員長， 

相澤 彰子副プログラム委員長 

  議事事項：全国大会の企画・運営など 
 
 ・広報委員会：  

  平成22年6月10日に引き継ぎ 

池田 満広報委員長，石川 泰副委員長  ---->  石川 泰広報委員長  

  議事事項：ホームページ・メーリングリストの管理・運用 
 
・出版委員会： 

委員長：堀 浩一  

委 員：大須賀 節雄，石塚 満，松原 仁，武田 英明，沼尾 雅之，折原 良平，奥乃 博 

議事事項：「知の科学」シリーズの出版企画 
 
・財務委員会：  

  平成22年6月10日に引き継ぎ 

那須川 哲哉委員長，森 靖英副委員長  ---->  森 靖英委員長，鎌田 真由美副委員長 
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  議事事項：財務の健全な管理・運営を行う 
 
・総務委員会(研究集会審議委員会兼務)：  

  平成22年6月10日に引き継ぎ 

折原 良平委員長，杉村 領一副委員長  ---->  杉村 領一委員長，梅木 秀雄副委員長 

  議事事項：総会，理事会，事務局の運営，各委員会との連絡調整，選挙，その他 
 
・JSAIアーカイブズ委員会：  

  平成21年6月18日設立 

西田 豊明委員長，櫻井 成一朗 副委員長 

  議事事項：コンテンツ資産の蓄積と運用，著作権の確認と運用体制の整備 

 

(4) 許可，認可，承認，証明などに関する事項 
 

申 請 年 月 日 申 請 事 項 許 可 年 月 日 備       考 

   特許法30条第1項 

 

(5) 契約に関する事項 
 

契 約 年 月 日 契約事項（契約名称と相手方） 契 約 の 概 要 

平成23年2月25日 

 

雇用契約書(嘱託員契約：被雇用者岩田和秀) 自：平成23年4月1日 

至：平成24年3月31日 

 

 (6) 寄付金に関する事項 
 
  ありません． 

 
(7) 主務官庁からの連絡事項など 
 

連 絡 年 月 日 連   絡   事   項 履  行  状  況 

平成22年5月17日 

 

平成22年11月11日 

 

平成22年12月3日 

平成22年12月3日 

平成22年12月14日 

平成22年12月14日 

平成22年12月17日 

 

平成23年1月26日 

平成23年2月10日 

平成23年2月10日 

平成23年3月3日 

[依頼]平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞

及び若手科学者賞受賞者候補者の推薦について 

[通知]ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の改正等につ

いて 

[作業依頼] 平成22年度特例民法法人概況調査 

[要請]無報酬役員に対する謝金等の対応について 

[ご案内] 新公益法人制度移行の実務ポイント説明会 

[調査依頼]最近の天下り・渡りの実態に関する予備的調査 

[通知]ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理

指針の策定について 

[依頼] 平成23年度(第52回)科学技術週間について  

[送付] 科学技術週間ポスターの送付について 

[送付] ＨＦＳＰリーフレット等の送付について 

[通知] ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の疑義解釈に

関係者に依頼 

 

 

 

12/16に回答 

直ちに回答 

参加 

直ちに回答 

関係者に周知 

 

関係者に周知 

事務局で掲示 

 

職員に周知 
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 ついて   

 

(8) その他重要事項 
 
   ありません． 
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(9) 会員の異動状況 
 

会員種別 本 年 度 末 
平成23年3月31日

前 年 度 末 
平成22年3月31日

増減数 摘 要 

正 会 員 2,520 2,573 53減  

学生会員 407 413 6減  

名誉会員 6 6 0  

賛助会員(口数) 27(61) 32(65) 5減 (4減)  

特殊購読会員 57 64 7減  

個人会員合計 2927 2986 59減  
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個人会員の除名処分について 
 

 

定款第11条に基づき，平成22年度末で115名を除名いたします． 

 

[付録] 
 
定款第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる．  
 
  (1) この法人の名誉を傷つけ，又はこの法人の目的に違反する行為があったとき． 
 
  (2) この法人の会員としての義務に違反したとき． 
 
   (3) 会費を2年以上滞納したとき． 
 
 

 

会員種別 会費未納期限切 宛先不明期限切 退会保留期限切 合   計 

正会員  36   31 3  70 

学生会員  24   16  5   45 

合 計  60   47  8   115 
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平成 23 年度事業計画書 

 
 
定款第 5 条の目的に沿って，以下の事業を実施する．なお，本年度は学会創設 25 周年を迎えるので，

全国大会と学会誌で特別企画を実施する．  
1. 全国大会は平成 23 年 6 月 1 日（水）～3 日（金）の 3 日間，岩手県盛岡市のアイーナ（いわて県民情

報交流センター）で開催する． 
第 3 回国際シンポジウムは平成 23 年 12 月 1 日（水）～2 日（金）の 2 日間，香川県高松市のサンポ

ートホール高松で開催する． 
2. 研究会は，通常の単独開催のほかに，全国大会でのオーガナイズドセッションの開催，他学会の研究

会との同時開催や連続開催を企画して学会活動の活性化・多様化を図る． 
3. 人工知能セミナーはホットなテーマを選んで 2 回開催する．また，今年度より新たに AI ツール入門講

座を実施し研究成果の普及活動を推進する．なお，定例行事として定着した AI 若手の集いは第 12 回

目(MYCOM2011)をリヒテル浜名湖で開催する． 
4. 学会誌は，引き続き本年度も魅力ある雑誌作りを目指して，タイムリーなテーマの特集記事や解説およ

び学会創設 25 周年記念特別企画などで内容の充実をはかる．論文誌は，論文特集を積極的に企画して

投稿論文の増加をはかる． 
5. 「知の科学」シリーズでは 16 冊目の書籍を出版する． 
6.  2011 年度現場イノベーション賞（人工知能研究の成果を実社会へ適用することに貢献した研究者を表

彰する）候補の推薦を PR して，AI 研究の実用化を推進する． 
7. 関連学術団体の開催する各種イベントなどへの共催・協賛・後援による学会活動の活性化と多様化を推 

進する． 
8. 組織基盤の強化・拡充のため，ホームページとメーリングリストを介した広報活動を通して新規入会者 

の勧誘を行う． 
 
 
(1) 研究発表会，講演会などの開催（定款 5 条 1 号） 
 
① 第 25 回全国大会 

 
・日 時：平成 23 年 6 月 1 日（水）～3 日（金） 

 
・場 所：アイーナ いわて県民情報交流センター（岩手県盛岡市）  

 
    ・組 織：大会委員長 山口 高平 （慶応義塾大学） 
         大会副委員長（プログラム委員長）  間瀬 健二（名古屋大学） 
 大会副委員長（実行委員長） 山川 宏 （富士通研究所） 
 プログラム副委員長          相澤 彰子（国立情報学研究所） 
         実行副委員長      阿部 明典（日本電信電話） 
          
    ・招待講演 
  

招待講演：｢なぜミクロスはスネ夫並みの知能なのか 
～人工知能と物語のはるかな未来へ～ 」 瀬名 秀明（作家） 

 
    ・緊急パネル討論「大震災と向き合う」 

コーディネータ：西田豊明（人工知能学会会長，京都大学）  
パネリスト：正村俊之（東北大学），小方孝（岩手県立大学）， 

野田五十樹（産業技術総合研究所） 
 
    ・学会創設 25 周年記念特別セッション：講演とパネル討論「脳科学応用と AI」 
  
         講演者：長谷川 良平（産業技術総合研究所），加納 慎一郎（東北工業大学）， 

西條 辰義（大阪大学），沼尾 正行（大阪大学） 
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    ・AI レクチャー 
  
   

「ツールボックス：音声認識ソフトウェア Julius」  
河原 達也（京都大学），李 晃伸（名古屋工業大学） 

  
「研究会紹介：身体知研究会」   藤波 務（北陸先端科学技術大学院大学） 

 
「研究会紹介：情報編纂研究会」   加藤 恒昭（東京大学） 

 
    ・メンタリング：大学で研究するのか企業で研究するのか 
  招待講演：「Research that Matters：世の中にインパクトを与える研究開発」 

丸山 宏（統計数理研究所） 
 
  ・発表申込件数合計 482 件 
   

 ② 第 3回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2011） 
     

 ・日 時：平成 23 年 12 月 1 日（木）～2 日（金） 
 

 ・場 所：サンポートホール高松（香川県高松市） 
 
 ・テーマ： 

WS1: 8th International Workshop on Logic and Engineering of Natural 
Language Semantics (LENLS 8) 

WS2: Curation and Communication  
WS3: Fifth International Workshop on Juris-informatics (JURISIN 2011)) 
WS4: Second International Workshop on Algorithms for Large-Scale Information 

 Processing in Knowledge Discovery (ALSIP 2011) 
WS5: Coordination of multimodality in multispace interaction 

   
 ③ 第１種研究会（研究会運営委員会：山本 章博委員長） 

 
   (1) 人工知能基本問題研究会（略称 SIG-FPAI） 

     主査：平田 耕一（九州工業大学），主幹事：久保山 哲二（学習院大学） 

幹事：赤石 美奈（さきがけ），磯崎 隆司（ソニーコンピュータサイエンス研究所）， 

中村 篤祥（北海道大学），鍋島 英知 （山梨大学） 

 国際ワークショップ LLLL 2011 を協賛 
       第 82 回   8 月   テーマ「未定」  担当：赤石幹事，中村幹事 
 第 83 回   9 月 or 10 月 テーマ「未定」  担当：鍋島幹事 
     第 84 回  11 月 テーマ「ベイジアン・ネットワーク」 担当：磯崎幹事 
          （国際ワークショップ JSAI-isAI に参加を検討中） 
    第 85 回   1 月 or 2 月  テーマ「未定」  担当：平田幹事，久保山幹事 

 
     (2) 知識ベースシステム研究会（略称 SIG-KBS） 
  主査：村田 剛志（東京工業大学），主幹事：小林 一郎（お茶の水女子大学） 

     幹事：小松 孝徳（信州大学），川村 秀憲（北海道大学）， 

    阿部 秀尚（島根大学） 

   第 93 回  7 月 テーマ「学習およびその応用」  担当：阿部幹事 
      第 94 回  11 月 テーマ「知的インタラクション」 担当：小林幹事 
      第 95 回  3 月 テーマ「社会システムと知能」  担当：川村幹事 
   合同エージェントワークショップ＆シンポジウム 2011（JAWS-2011） 

10 月 北海道富良野で開催予定   担当：村田主査 
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 HAI ヒューマンエージェントインタラクションシンポジウム 2011（HAI-2011） 
 12 月 開催予定   担当：小松幹事 

 
  (3) 言語・音声理解と対話処理研究会（略称 SIG-SLUD） 

主査：石崎 雅人（東京大学），主幹事：東中 竜一郎（NTT） 

     幹事：高木 一広（九州工業大学），小倉 加奈代（北陸先端科学技術大学院大学） 
       第 62 回  7 月 会場：九州  テーマ「未定」 
       第 63 回 11 月 会場：未定  テーマ「未定」 
       第 64 回  3 月 会場：未定  テーマ「未定」 
      
     (4) 先進的学習科学と工学研究会（略称 SIG-ALST） 

主査：柏原 昭博（電気通信大学），主幹事：小尻 智子（名古屋大学） 
   幹事：長谷川 忍（北陸先端科学技術大学院大学），舟生 日出男（広島大学） 

第 62 回  7 月 30 日  会場：関東 テーマ「未定」  担当：長谷川幹事 
       第 63 回 10 月 or 11 月  会場：中国 テーマ「未定」  担当：舟生幹事 

第 64 回  3 月   会場：未定  テーマ「未定」  担当：小尻幹事 
 
     若手の会 12 月初旬  会場：長野 テーマ「未定」 
 
 
 ④ 第 2 種研究会（研究会運営委員会：山本 章博委員長）  
 

 (1) AI チャレンジ研究会（略称 SIG-Challenge） 
     主査：光永 法明（大阪教育大学） 
     主幹事：中臺 一博（ホンダリサーチインスティチュート・ジャパン） 
 幹事：戸嶋 巌樹（NTT），植村 渉（龍谷大学），公文 誠（熊本大学） 
   第 33 回  5 月  会場：インテック大阪  テーマ「RoboCup 特集」 

      第 34 回 11 月 会場：早稲田大学  テーマ「ロボット聴覚特集」 
 

 (2) 分子生物情報研究会（SIG-MBI） 
     主査：小長谷 明彦（東京工業大学），主幹事：澤井 秀文（NICT 神戸研究所） 
 幹事：佐藤 賢二（金沢大学），伊藤 宗平（東京工業大学）  
       第 47 回 11 月 KARC コロキウムと共催  担当：澤井幹事 
       第 48 回  3 月 オープンバイオ研究会と共催 担当：佐藤幹事 
 

 (3) ことば工学研究会（略称 SIG-LSE） 
     主査：阿部 明典（NTT），主幹事：笠原 要（NTT） 
     協力者：堀 浩一（東京大学），松澤 和光（神奈川大学） 
          第 38 回  7 月 or 8 月   会場：都内  テーマ「未定」 
       第 39 回 11 月 or 12 月 会場：関西  テーマ「未定」 
       第 40 回  2 月 or 3 月  会場：関東  テーマ「未定」 
 

 (4) セマンテックウェブとオントロジー研究会（略称 SIG-SWO） 
     主査：來村 徳信（大阪大学），副主査：川村 隆浩（東芝） 
     幹事：大向 一輝（国立情報学研究所），吉崎 晃司（大阪大学）  
     第 24 回 時期・会場未定 テーマ「未定」 
     第 25 回 時期・会場未定 テーマ「未定」 
     第 26 回 時期・会場未定 テーマ「未定」 
 

 (5) 社会における AI 研究会（略称 SIG-SAI） 
     主査：神成 淳司（慶応義塾大学），主幹事：松原仁（公立はこだて未来大学） 
     幹事：伊藤 暢浩（愛知工業大学），香山 健太郎（情報通信研究機構）， 
 篠田 孝祐，野田 五十樹（産業技術総合研究所） 
       第 13 回 10 月 or 11 月  会場：東京 担当：未定 
       第 14 回 2 月 or 3 月  会場：未定  担当：未定 WSSIT との共催を予定  
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 (6) 子どものコモンセンス知識研究会（略称 SIG-CCK） 
   （幼児のコモンセンス知識研究会の名称変更） 
    主査：竹林 洋一（静岡大学） 

 幹事：桐山 伸也（静岡大学），佐藤 久美子（玉川大学），沢井 佳子（チャイルド・ラボ） 
     第 12 回   8 月 会場：関西地方 
     第 13 回  11 月 会場：東京近郊 
     第 14 回   3 月 会場：浜松 
 

 (7) 知識・技術・技能の伝承支援研究会（略称 SIG-KST） 
     主査：稗方 和夫（東京大学），主幹事：古川 慈之（産業技術総合研究所） 
 幹事：坂口 憲一（テクノソリューション），佐久間 正剛（東芝） 
        平方 勝（海上技術安全研究所），青島 大悟（ツールラボ） 
     第 13 回   7 月 産業技術総合研究所 担当：稗方主査   
     第 14 回   11 月 産業技術総合研究所 担当：古川幹事 
     第 15 回   3 月 産業技術総合研究所 担当：稗方主査 
   

 (8) ナチュラルコンピューテイング研究会（略称 SIG-NAC） 
     主査：鈴木 泰博 (名古屋大学) 
  幹事：萩谷 昌己（東京大学），山村 雅幸（東京工業大学），堀江 亮太（芝浦工業大学） 
     第 4 回 東京 テーマ「自然計算」 担当：鈴木主査，堀江幹事 
 第 5 回 名古屋 テーマ「境界分野」 担当：鈴木主査 
 第 6 回 IWNC 会期・会場未定  担当：鈴木主査 
 

 (9) 知識流通ネットワーク研究会（略称 SIG-KSN） 
     主査：山本 修一郎（名古屋大学），主幹事：神戸 雅一（NTT データ） 
     幹事：岡本 青史（富士通研究所），桑田 喜隆（NTT データ），青山 浩二（富士通研究所）， 

櫨山 淳雄（東京学芸大学） 
     第 9 回   9 月  会場未定   テーマ「知識流通プロセスおよび一般」 
     第 10 回 3 月  会場未定  テーマ「知識ネットワークモデルおよび一般」 
   

 (10) ファイナンスにおける人工知能応用研究会（略称 SIG-FIN） 
     主査：寺野 隆雄（東京工業大学），主幹事：鳥海 不二夫（名古屋大学） 
 幹事：和泉 潔（産業技術総合研究所），松井 藤五郎（とうごろう機械学習研究所）， 

松井 宏樹（シーエムディーラボ） 
     第 7 回   8 月  東京  担当：和泉幹事，松井藤五郎幹事 JAFEE との共同開催 
     第 8 回   1 月  東京 担当：鳥海主幹事，松井宏樹幹事 単独開催   
   

 (11) 身体知研究会（略称 SIG-SKL） 
     主査：藤波 努（北陸先端科学技術大学院大学），主幹事：諏訪 正樹（慶応義塾大学） 
 幹事：古川 康一（嘉悦大学），橋詰 謙（大阪大学） 
     第 10 回 9 月 3 日    北陸先端科学技術大学院大学田町キャンパスで開催 
     第 11 回  11 月 19 日 北陸先端科学技術大学院大学田町キャンパスで開催 
     第 12 回   1 月 7 日    慶応大学三田キャンパスで開催 
 

 (12) 進化計算フロンティア研究会（略称 SIG-EC） 
     主査：伊庭 斉志（東京大学），主幹事：小野 功（東京工業大学） 
 幹事：佐藤 浩（防衛大学校），村田 忠彦（関西大学），棟朝 雅晴（北海道大学）， 
 柳井 孝介（日立製作所） 
     第 7 回  9 月 会場：東京大学  進化計算学会と共催 
     第 8 回 10 月 会場：関西方面  進化計算学会と共催 
 

 (13) 構成マイニングとシミュレーション研究会（略称 SIG-DOCMAS） 
     主査：澤井 秀文（情報通信研究機構），主幹事：服部 宏充（京都大学） 
 幹事：和泉 潔（東京大学），川村 秀憲（北海道大学），鳥海 不二夫（名古屋大学） 
 第 1 回 8 月 or 9 月  会場：未定 担当：未定 一般公募型の研究会 
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 第 2 回 10 月 or 11 月  会場：未定 担当：未定  合宿形式の研究会 
 第 3 回 3 月   場：未定 担当：未定 他研究会と共催，連続開催を検討 
      
 ⑤ 第 3 種研究会（研究会運営委員会：山本 章博委員長）  
 

 (1) 情報編纂究会（略称 SIG-IC） 
     主査：加藤 恒昭（東京大学） 
 幹事：松下 光範（関西大学），阿部 明典（NTT） 
     第 5 回  7 月  NTCIR ワークショップ・VisEx タスクの概要説明他 
     第 6 回 10 月 一般研究発表＋研究討論  
     第 7 回  2 月 NTCIR ワークショップ・VisEx タスク結果報告他 
 
     
⑥ セミナーほかの開催（企画委員会：奥村 学委員長） 

 
   (1) 第 62 回人工知能セミナー（テーマ：「人間中心・現場中心のサービス工学技術」） 
 
      期 日：東日本大震災のため 3 月開催を延期  
 場 所：未定  
 
 (2) 第 63 回人工知能セミナー（テーマ：「食と AI－生産・小売流通・消費における最新動向」） 
 
      期 日：未定 
 場 所：未定  
 
 (3) 第 1 回 AI ツール入門講座 
 
      期 日：平成 23 年 7 月 14 日 
 場 所：キャンパス・イノベーションセンター東京  
 

 (4) 第 12 回 AI 若手の集い MYCOM2011 
 
     期 日：平成 23 年 5 月 19 日(木)～20 日(金) 
     場 所：リステル浜名湖  
     講 演：原島博先生（東京大学名誉教授） 
         演題：「未定」 
 

 (5) 人工知能学会国際シンポジウム（JSAI-isAI） 
 
     期 日：平成 23 年 12 月 1 日(木)～2 日(金) 
     場 所：サンポートホール高松 
     テーマ：5 ワークショップを計画 
 
 
 (2) 学会誌，論文誌，その他の刊行物の発行（定款 5 条 2 号） 
 
① 人工知能学会誌（編集委員会：松原 仁委員長，松尾 豊副委員長） 

 
発行年月日 巻 号 部 数 頁 数 備     考 

平成 23 年 5 月 1 日 26 3 3,600 150 特集「観光と知能情報」 
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」① 

平成 23 年 7 月 1 日 26 4 3,600 150 特集「主観性とパースペクティブの現在」
解説「クラウドファンディング」 
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」② 
論文特集「近未来チャレンジ論文」 

平成 23 年 9 月 1 日 26 5 3,600 150 特集「体験型表現ワークショップ」 
特集「LOD」 
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解説「粘菌」
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」③ 
論文特集「実践 AI システム」 

平成 23年 11月 1日 26 6 3,600 150 人工知能学会 25 周年特別企画 
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」④ 

平成 24 年 1 月 1 日 27 1 3,600 150 特集「共創知能システム」 
特集「twitter とソーシャルメディア」 
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」⑤ 
特集「2010 年度博士論文特集」 

平成 24 年 3 月 1 日 27 2 3,600 150 解説「系列パターンマイニングの最近の動向」
レクチャーシリーズ「コンピュータ将棋の技
術」⑥ 
論文特集「HAI」 

 
② 人工知能学会論文誌（編集委員会：松原 仁委員長，松尾 豊副委員長） 
（独）科学技術振興機構の J-Stage を利用してオンラインジャーナルを随時発行 

J-stage（http://www.jstage.jst.go.jp/ja/） 
 

・Vol. 26 - 3：xx 編 （アブストラクトを会誌第 26 巻 第 6 号に掲載） 
・Vol. 26 - 4：xx 編 （アブストラクトを会誌第 26 巻 第 6 号に掲載） 
・Vol. 26 - 5：xx 編 （アブストラクトを会誌第 26 巻 第 6 号に掲載） 
・Vol. 26 - 6：xx 編 （アブストラクトを会誌第 26 巻 第 6 号に掲載） 
・Vol. 27 - 1：xx 編 （アブストラクトを会誌第 27 巻 第 6 号に掲載） 
・Vol. 27 - 2：xx 編 （アブストラクトを会誌第 27 巻 第 6 号に掲載） 

 
 
 (3) 研究の奨励および研究業績の表彰（定款 5 条 3 号） 
 

(1) 平成 23 年度業績賞（第 26 回全国大会で表彰の予定：平成 23 年 6 月） 

 学会規程に基づき，正会員による候補の推薦および功績賞・功労賞・フェロー選定委員会（委員

長：山口 高平副会長）の審査を経て，第 267 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 
 (2) 平成 23 年度現場イノベーション賞（第 26 回全国大会で表彰の予定：平成 23 年 6 月） 

学会規程に基づき，正会員による候補の推薦および現場イノベーション賞選定委員会（委員長: 

山口 高平副会長）の審査を経て，第 267 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 

(3) 平成 23 年度学会論文賞（第 26 回全国大会で表彰の予定：平成 23 年 6 月） 

    学会規程に基づき，論文誌第 25 巻第 1 号～第 6 号に発表された論文を対象に，正会員による候補 

の推薦および論文賞選定委員会（委員長：松原 仁編集委員長）の審査を経て，第 267 回理事会で受 

賞者を選定する予定． 
 
 (4) 平成 23 年度研究会優秀賞（第 26 回全国大会で表彰の予定：平成 23 年 6 月） 

学会規程に基づき，平成 22 年度の研究会で発表された論文を対象に，選定委員会（委員長：山本 

章博研究会運営委員長）による審査を経て，第 267 回理事会で受賞者を選定する予定．  
 

(5) 平成 23 年度全国大会優秀賞（人工知能学会誌 Vol. 26, No. 6 で表彰：平成 23 年 11 月 1 発行）  

   全国大会表彰規程に基づき，全国大会開催期間平成 23 年 6 月 1 日から 3 日までに発表された 

全件を対象にプログラム委員，各セッションの座長，評者，オーガナイザに優秀賞候補の推薦を依
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頼し，その結果を 2011 年度全国大会優秀賞選定委員会（相澤 彰子大会プログラム委員長）による

審査を経て，理事会で受賞者を選定する予定． 
 
 
(4) 研究および調査の実施（定款 5 条 4 号） 
 

未定 
 
 
(5) 関連学術団体との連絡および協力（定款 5 条 5 号） 
 
   昨年度に引き続き，他学会との協調（共催・協賛・後援）により学会活動の活性化，多様化を推進 

する． 
 
 
(6) その他目的を達成するために必要な事業（定款 5 条 6 号） 
    
  なし 
 
  
(7) 会議などに関する事項   
 
① 総 会 

 
平成 23 年度第 26 回通常総会 

平成 23 年 6 月 2 日（木）岩手県盛岡市アイーナ（いわて県民情報交流センター）で開催の予定． 
 
 ② 理事会 
 
    6 月と 8 月を除く各月に計 10 回開催の予定. 
 
 ③ 委員会 
 
    会誌編集委員会，研究会運営委員会，企画委員会，全国大会委員会／実行委員会／プログラム委

員会，広報委員会，財務委員会，総務委員会，業績賞・現場イノベーション賞選定委員会，出版委

員会，倫理委員会，を随時開催の予定． 
 
 
(8) 平成 23 年度役員構成(案) 
 
  別紙参照 
 

 
(9) 平成 23 年度評議員構成(案) 
 
   別紙参照 
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平成23年度人工知能学会役員構成

全員：非常勤

役職名 種別  氏　　　名 　　　　所        　　属

会　長 留任 西田 豊明 京都大学 大学院 情報学研究科

副会長 留任 山口 高平 慶應義塾大学 理工学部 管理工学科

副会長 新任 島津 秀雄 NECシステムテクノロジー(株)

理　事 留任 相澤 彰子 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系

理　事 留任 阿部 明典 日本電信電話(株) NTTコミュニケーション科学基礎研究所

理　事 新任 岩山 真 (株)日立製作所 中央研究所

理　事 留任 梅木 秀雄 (株)東芝 研究開発センター 知識メディアラボラトリ

理　事 新任 大須賀 昭彦 電気通信大学 大学院 情報システム学研究科

理　事 新任 大和田 勇人 東京理科大学 理工学部 経営工学科

理　事 留任 奥村 学 東京工業大学 精密工学研究所

理　事 留任 鎌田 真由美 日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所

理　事 新任 來村　徳信 大阪大学 産業科学研究所

理　事 新任 清野 正樹 パナソニック(株) 先端技術研究所 

理　事 新任 佐藤 敦 NEC(株) 情報・メディアプロセッシング研究所

理　事 新任 佐藤 理史 名古屋大学 工学研究科 電子情報システム専攻

理　事 新任 津田 宏 (株)富士通研究所 ソフトウェア＆ソリューション研究所

理　事 新任 中野 幹生 (株)ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン

理　事 留任 松原 仁 公立はこだて未来大学 システム情報科学部

理　事 新任 本村 陽一 産業技術総合研究所 サービス工学研究センター

理　事 留任 山本 章博 京都大学 大学院 情報学研究科

監　事 留任 山之内 徹 （株）ＮＥＣ情報システムズ

監　事 新任 淺川 和雄 （株）富士通研究所

（理事は五十音順，敬称略）
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平成22年度末退任役員名簿

全員：非常勤

役職名  氏　　　名 　　　　所        　　属

副会長 住田 一男 （株）東芝 研究開発センター 知識メディアラボラトリ

理　事 石川 泰 三菱電機（株） 情報技術総合研究所

理　事 栗原 聡 大阪大学 産業科学研究所

理　事 櫻井 成一朗 明治学院大学 大学院 法務職研究科

理　事 杉村 領一 パナソニックモバイルコミュニケーションズ 技術統括センター

理　事 野田 五十樹 産業技術総合研究所　情報技術研究部門

理　事 間瀬 健二 名古屋大学 大学院 情報科学研究科

理　事 森   靖英 （株）日立製作所 横浜研究所 社会インフラシステム研究部

理　事 山川 宏 （株）富士通研究所　ソフトウェア＆ソリューション研究所

監　事 浦本 直彦 日本アイ・ビー・エム（株） 東京基礎研究所

（理事は五十音順，敬称略）
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氏　　　　名 種　別 　　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　属

石崎　　俊 再留任 慶應義塾大学 環境情報学部

市瀬　龍太郎 留　任 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系

市山　俊治 再　任 日本電気(株) サービスプラットフォーム研究所

伊藤　孝行 留　任 名古屋工業大学 工学研究科 しくみ領域

伊藤　史朗 留　任 キヤノン(株) ソフトウェア応用技術開発センター

猪口　明博 再　任 大阪大学 産業科学研究所

伊庭　斉志 再留任 東京大学 工学部　電子情報工学科

今井　倫太 再留任 慶應義塾大学 理工学部 情報工学科

上田　和紀 留　任 早稲田大学 理工学部 ＣＳ学科

上原　邦昭 再　任 神戸大学 大学院 工学研究科

岡　　夏樹 新　任 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科

岡　　隆一 留　任 会津大学 コンピュータ理工学部

小方　　孝 留　任 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部

尾形　哲也 留　任 京都大学 情報学研究科

荻野　紫穂 再　任 日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所

小野　哲雄 留　任 北海道大学 情報科学研究科

小野田　崇 留　任 (財)電力中央研究所 システム技術研究所

折原　良平 新　任 (株)東芝　研究開発センター 

角所　　考 再留任 関西学院大学 理工学部

柏原　昭博 留　任 電気通信大学 電気通信学部 情報通信工学科

兼岩　憲 留　任 岩手大学 工学部 電気電子・情報システム工学科

神戸　雅一 新　任 (株)NTTデータ 技術開発本部

黄瀬　浩一 新　任 大阪府立大学 工学研究科　情報工学分野

木下　　聡 再留任 (株)東芝 研究開発センター 知識メディアラボラトリ

木下　哲男 留　任 東北大学 電気通信研究所

久野　義徳 新　任 埼玉大学 工学部 情報システム工学科

栗田　多喜夫 新　任 広島大学 工学研究院　情報部門

車谷　浩一 再留任 (独)産業技術総合研究所 情報技術研究部門

槫松　理樹 新　任 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部

小暮　　潔 新　任 金沢工業大学 工学部 機械系ロボティクス学科

小谷　善行 新　任 東京農工大学 工学部 電子情報工学科

小林　哲則 新　任 早稲田大学 理工学部 電気電子情報工学科

佐川　浩彦 再　任 (株)日立製作所 中央研究所 知能システム研究部

櫻井　成一朗 新　任 明治学院大学 法務職研究科

佐藤　　健 再留任 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系

佐藤　賢二 留　任 金沢大学 自然科学研究科

島津　　明 再留任 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

下原　勝憲 留　任 同志社大学 工学部

鍾　　　寧 再留任 前橋工科大学 工学部 生命情報学科

神成　淳司 留　任 慶應義塾大学 環境情報学部　

菅原　研次 留　任 千葉工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科

鈴木　英之進 再留任 九州大学 システム情報科学研究院

鈴木　宏昭 再　任 青山学院大学 文学部 教育学科

砂山　　渡 新　任 広島市立大学 情報科学部 情報機械システム工学科

関口　実 再留任 (株)富士通研究所 ビジネスインキュベーション研究所

高間　泰史 新　任 首都大学東京 システムデザイン学部

高山　泰博 再留任 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科

瀧　　寛和 留　任 和歌山大学 システム工学部 情報通信システム学科

竹内　　章 留　任 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科

平成23年度評議員構成

- 51 -



竹林　洋一 再留任 静岡大学 創造科学技術大学院

谷口　倫一郎 留　任 九州大学 システム情報科学研究院

月本　　洋 再　任 東京電機大学 工学部 情報通信工学科

辻野　広司 留　任 (株)ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン

寺邊　正大 再留任 (株)三菱総合研究所

伝　　康晴 再留任 千葉大学 文学部 行動科学科

堂坂　浩二 再留任 日本電信電話(株) NTTコミュニケーション科学基礎研究所

鳥澤　健太郎 新　任 (独)情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター

中岩　浩巳 留　任 日本電信電話(株) NTTコミュニケーション科学基礎研究所

長尾　　確 留　任 名古屋大学 工学研究科 情報工学専攻

中川　裕志 再留任 東京大学 情報基盤センター 図書館電子化研究部門

中嶋　宏 新　任 オムロン(株) コントロール研究所 知識制御グループ

長田　茂美 再　任 (株)富士通研究所 ＩＴメディア研究所

永田　昌明 留　任 NTTコミュニケーション科学基礎研究所

仲谷　善雄 留　任 立命館大学 情報理工学部 情報コミュニケーション学科

中野　有紀子 再留任 成蹊大学 理工学部 情報科学科　

新田　克己 留　任 東京工業大学 総合理工学研究科

任　福継 再留任 徳島大学 ソシオテクノサイエンス研究部

沼尾　雅之 再　任 電気通信大学 情報工学科

萩田　紀博 留　任 (株)国際電機基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所

樋口　知之 留　任 情報・システム研究機構 統計数理研究所

土方　嘉徳 留　任 大阪大学 基礎工学部 システム科学科

藤井　　敦 新　任 東京工業大学 情報理工学研究科

藤波　努 新　任 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科

藤本　和則 留　任 近畿大学 経営学部 経営学科

星野　准一 再留任 筑波大学 システム情報工学研究科 

堀　　雅洋 再留任 関西大学　総合情報学部

間瀬　健二 新　任 名古屋大学 情報科学研究科

松井　藤五郎 再留任 中部大学 工学部 情報工学科

松原　繁夫 留　任 京都大学 情報学研究科

松村　真宏 留　任 大阪大学 経済学研究科

松本　裕治 再　任 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

湊　真一 留　任 北海道大学 情報科学研究科

三宅　芳雄 留　任 中京大学 情報理工学部 情報知能学科

森　　辰則 新　任 横浜国立大学 工学部 電子情報工学科

森　靖英 新　任 (株)日立製作所 中央研究所 ラットフォームシステム研究部

森田　千絵 留　任 (株)東芝 研究開発センター システム技術ラボラトリ

矢入　郁子 新　任 上智大学 理工学部 電気電子工学科

矢入　健久 再留任 東京大学 先端科学技術研究センター 知能工学研究室

山口　智浩 留　任 奈良工業高等専門学校 情報工学科

山田　誠二 留　任 国立情報学研究所 知能システム研究系

山本　秀樹 再　任 (株)OKIネットワークス 開発本部

横尾　　真 再留任 九州大学 システム情報科学研究院

吉岡　　健 再　任 富士ゼロックス(株) 研究本部

鷲尾　　隆 再留任 大阪大学 産業科学研究所

渡辺　豊英 再留任 名古屋大学 情報科学研究科

渡辺　日出雄 再留任 日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所

評議員の任期は2年，連続2期を越えない範囲で再任可能．
留任・再留任　 63名 　内訳　　大学関係： 68名

新任　 21名 　　　　　国立機関： 07名
再任　 12名 　　　　　企業関係： 21名
合計　 96名 　　　　　合　　計： 96名
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氏　　　　名 　　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　属

内平　直志 （株）東芝研究開発センター

岡田　孝 関西学院大学 理工学部

岡田　美智男 豊橋技術科学大学 知識情報工学系

奥村　明俊 ＮＥＣ（株） 共通基盤ソフトウェア研究所

梶　　博行 静岡大学 情報学部 情報科学科

片上　大輔 東京工業大学 総合理工学研究科 知能システム科学

川崎　明彦 （株）日立製作所 セキュリティー・トレーサビリティ事業部 

菊池　英明 早稲田大学 人間科学学術院

斉藤　和巳 静岡県立大学 経営情報学部

島津　秀雄 ＮＥＣシステムテクノロジー（株）

清野　正樹 パナソニック（株）先端技術研究所 知能情報技術研究所

寺野　隆雄 東京工業大学 大学院 総合理工学研究科

中村　裕一 京都大学 学術情報メディアセンター

久光　徹 （株）日立製作所 中央研究所 

平嶋　宗 広島大学 大学院 工学研究科

平田　耕一 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学教室

三輪　和久 名古屋大学 大学院 人間情報学研究科 認知情報論講座

村田　真樹 独立行政法人 情報通信研究機構

本村　陽一 産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター

山岡　孝行 三菱電機（株）名古屋製作所ＦＡシステム部

吉田　健一 筑波大学 大学院 ビジネス科学研究所

田中　　譲 北海道大学工学研究科電子情報工学専攻

田中　伸一郎 トヨタ自動車株式会社ＦＰ部

東条　　敏 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科

徳永　健伸 東京工業大学情報理工学研究科

梅木　秀雄 （株）東芝研究開発センター技術管理担当

白井　英俊 中京大学情報理工学部

武田　英明 国立情報学研究所

平賀　　譲　 筑波大学図書館情報学部

平田　圭二 日本電信電話（株）コミュニケーション科学基礎研究所

房岡　　璋 立命館大学理工学部情報学科
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