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人工知能学会第31回全国大会
PC委員はこちらにチェック [

大会優秀賞（インタラクティブ発表部門）投票シート

]

ご所属 [

]

ご名前 [

]

2017年5月25日(木) 09:30−11:10
Q会場（8F展示場）

インタラクティブセッション「インタラクティブセッション(1)」

本大会では，インタラクティブ発表の中から，特に優れた発表を大会優秀賞（口頭発表部門）とは独立に，
「大会優秀賞（インタラクティブ発表部門）」として複数件選出し，学会誌上において表彰します．
選定はプログラム委員および参加者の投票により行われますので，ぜひ評価にご協力お願いします．
会場を自由にまわっていただき，発表のわかりやすさ・インパクト，今後の発展性において優秀賞に
ふさわしいと思われる発表に，投票用紙1枚につき最大5件まで講演IDの左欄に○を付けて，投票箱にご投票下さい．
セッション終了後は，当日に限り大会受付に投票箱を設置します．
※筆頭発表者の所属機関がご自分の所属機関と同じである発表には投票しないようにお願いします．
所属機関とは，大学，研究機関，企業（ただしグループ企業は除く）等を指します．
※インタラクティブセッションごとに，ひとり最大1枚投票可能です．
ひとり2枚以上の投票がひとつのインタラクティブセッションにあった場合は無効となります．
※6件以上○が付けられていた投票用紙や，投票者と同じ所属機関の発表者に○が付けられていた投票用紙は無効となります．
投票

連番

講演ID

タイトル

筆頭発表者

所属機関

[

]

1

2M3-OS-34b-2in1

調理手順の曖昧性解消を目的とした料理レシピ構成要素の調査

大杉 隆文

関西大学

[

]

2

2H5-OS-35c-1in1

映画からのマルチモーダル対話コーパスの作成

井上 雅史

山形大学

[

]

3

3P2-NFC-00b-1in1 東日本大震災時のツイートの単語2-gramに基づくトピックの可視化

久保 侑哉

和歌山大学

[

]

4

1L3-2in1

聶 添

筑波大学

[

]

5

2J3-OS-16b-2in1

宗 未来

慶應義塾大学

[

]

6

3Q1-9in1

原 淳史

サイバーエージェン
ト

[

]

7

1L3-3in1

趙 辰

筑波大学

[

]

8

2K3-OS-33a-2in1

深層学習による画像刺激時のfMRI脳活動データからの文生成

松尾 映里

お茶の水女子大学

[

]

9

3Q1-2in1

深層学習による変体仮名翻刻アプリケーション開発の試み

早坂 太一

豊田工業高等専門学
校

[

] 10

2D1-5in1

時系列データの動向概要を示す要約文生成に向けて

青木 花純

お茶の水女子大学

ニューラルネット機械翻訳における自動コーパス生成適用

今出 昌宏

パナソニック
研究本部

雑談を通した物体と単語の学習

石田 卓也

[

] 12

3Q1-5in1

[

] 13

3B2-4in1

トピックモデルおよび分散表現の併用による検索エンジン・サジェス
トの集約
人工知能（自然言語処理）フィードバック機能搭載型のインターネッ
ト認知行動療法（iCBT-AI）の抑うつ者に対する世界初の効果検証（無
作為統制試験）
Entity Linkingを用いたユーザのサイト回遊におけるデモグラフィッ
ク推定の検討
Identifying Major Documents with Search Engine Suggests by
Unsupervised Subtopic Labeling

岡山県立大学

災害-避難連成シミュレーションに向けたポテンシャルに基づくマルチ
東城 峻樹
エージェントモデルの適用性検討 その２

竹中工務店 技術研究
所

[

] 14

2M4-OS-32a-1in1

[

] 15

3Q1-1in1

テレプレゼンスロボットにおける同調動作の効果

米津 壮二

筑波大学

[

] 16

3Q1-6in1

対話サービスプラットフォームの開発

山上 勝義

パナソニック
研究本部

[

] 17

3N1-5in1

大石 翔

静岡大学

[

] 18

3N2-5in1

佐藤 拓也

筑波大学

[

] 19

2G1-5in1

視線行動の文化差の対話エージェントへの実装と印象評価

[

] 20

2F2-3in1

UX-ABC法の提案とInverse TRISimへの応用

[

] 21

2L3-OS-09b-3in1

[

] 22

3Q1-4in1

[

] 23

3Q1-11in1

[

] 24

2M1-3in1

[

] 25

4H2-5in1

[

] 26

4P1-OS-38a-1in1

先端

個人支援エージェントにおけるPreference Elicitation最適化に基づ
く競合調整機構の試作
児童がデザインする図書紹介ロボットにおけるフィードバック手法の
開発

平野 拓
小林 篤史

複数スタイルの融合と部分的適用を可能とするmulti-style feed丹野 良介
forward networkの提案
生命科学系画像メタデータの標準化に向けた顕微鏡オントロジーとLOD
久米 慧嗣
データベースの開発
Random Forestと畳み込み特徴に基づくインタラクティブ機械学習によ
村田 祐樹
る人物識別

先端

大阪工業大学
日本大学
電気通信大学
理化学研究所
創価大学

ベクトル量子化を用いた指紋照合手法の検討

奥村 健太

ディー・ディー・エ
ス,名古屋工業大学

2次元コード用電子透かしの多目的最適化による設計

竹下 真悟

鹿児島大学

気候変動や生態系サービスの変動から人を助ける「グリーンレジリエ
ンスウェア」

服部 徹

九州大学

裏面へつづく

投票

連番

講演ID

筆頭発表者

所属機関

HMDを用いる擬似的な食品の色彩変化と味覚への影響

タイトル

杉田 勇人

筑波大学

SUUMOでの不動産データ活用の取り組みと未来

杉浦 太樹

リクルート住まいカ
ンパニー

鈴木 雄大

岐阜大学

田中 貴之

埼玉工業大学

坪内 孝太

Yahoo! JAPAN研究所

西村 悟史

産業技術総合研究所

[

] 27

1G3-4in1

[

] 28

1H3-OS-15b-4in1

[

] 29

3Q1-8in1

[

] 31

3Q1-10in1

[

] 32

4I1-4in1

[

] 33

[

] 34

2H1-2in1

An Analysis on the Rush Strategies of the Real-Time Strategy
Game StarCraft-II

Budianto Teguh 筑波大学

[

] 36

2H1-1in1

人狼ゲームにおける信頼の分析

園田 亜斗夢

東京大学

[

] 37

3Q1-3in1

多チャンネル計測データにおけるノイズの確率的変分ベイズ推定

藤井 恵介

京都大学

[

] 38

2K2-1in1

相互依存モデルによるマルチラベル分類

吉村 皐亮

京都大学

[

] 39

2P4-4in1

逐次的自然方策勾配推定のための適応的学習率

岩城 諒

大阪大学

[

] 40

4M1-1in1

稀少性仮定の下での非独立性の判断としての人間の観察的因果推論

高橋 達二

東京電機大学

大山 まりほ

お茶の水女子大学

Twitter からの情報抽出による災害時の情報共有アプリケーションの
開発
iOSアプリケーションのインターフェース開発を支援するWebアプリ
ケーション
乗換案内データを用いた未来の混雑予測の研究

2F4-NFC-03b-4in1 法令・判例ベース自動運転システムの実現に向けて

[

] 41

1K1-4in1

共有する潜在空間を用いた異なる時系列データの対応関係学習に関す
る取り組み

[

] 42

3Q1-7in1

サンプリングを用いた機械学習パイプライン探索手法

塩田 哲哉

NTT ソフトウェアイ
ノベーションセンタ

[

] 44

3Q1-12in1

深層距離学習におけるcontrastive lossの分析と高速化

櫻井 隆平

立命館大学
徳島大学

[

] 45

2J4-2in1

ディープ多層構造型GMDH-typeニューラルネットワークを用いた肺がん
近藤 正
の医用画像診断

[

] 47

1I1-4in1

ニューラルネットワークを用いたガスプラントの品質予測

泉谷 知範

NTTコミュニケーショ
ンズ

[

] 48

1A1-OS-05a-4in1

深層生成モデルのサンプリングダイナミクスが実現する概念への引き
込み

長野 祥大

東京大学

[

] 49

4N2-OS-01b-1in1

ネットワークの崩壊と構造の関係についての分析

臼井 翔平

東京大学

[

] 50

2L4-1in1

構成要素に基づく製品間の影響関係可視化

河田 裕成

法政大学

[

] 52

2N3-OS-31a-5in1

ウォークラリーアプリケーションを用いた潜在的観光資源への訪問動
機付け効果

家入 祐也

早稲田大学

[

] 53

2M4-OS-32a-5in1

人流データに基づく避難者の適応戦略抽出

浪越 圭一

千葉大学

[

] 55

4A1-3in1

極小生成子を用いた負ルール抽出計算の効率化

谷島 健斗

山梨大学

[

] 56

1N3-OS-39b-2in1

動的インスタンスマッチング手法を用いたマッピング拡張SPARQLクエ
リ実行機構の拡張

足立 拓也

静岡大学

[

] 57

1N3-OS-39b-3in1

より良い生命科学データ利用環境の構築を目指して

山本 泰智

情報・システム研究
機構 ライフサイエン
ス統合データベース
センター

[

] 58

1N2-OS-39a-2in1

オープンなデータベースを利用した行動計画提案に関する研究

加藤 文彦

国立情報学研究所

[

] 59

3D1-OS-37a-4in1

深層強化学習を用いた動作制御への基礎的検討

橋本 さゆり

お茶の水女子大学

[

] 60

2E4-OS-36b-3in1

Kinectを用いた鍬動作の初心者と熟練者の比較分析手法の試作

一ノ瀬 修吾

名古屋工業大学

[

] 61

1O1-OS-30a-3in1

ノルディックウォーキングにおけるポールワーク特徴提示の影響

大海 悠太

東京工芸大学

[

] 62

2H3-OS-35a-4in1

深層学習を用いた会話中の人物頭部ジェスチャ認識

大塚 和弘

NTTコミュニケーショ
ン科学基礎研究所

[

] 63

1I3-NFC-02b-2in1

ユマニチュードのEvidence-Based-Careの実現に向けたマルチモーダル
本田 美和子
コミュニケーションの評価

[

] 64

1I3-NFC-02b-1in1 高齢者の個性に基づいた認知症チームケアの分析と学びの環境の構築

[

] 65

1K3-3in1

東京医療センター

加藤 忠相

あおいけあ

心身マルチタスク状況下における認知タスク負荷評価の検討

渥美 裕貴

名古屋大学

岡田 敦志

広島市立大学大学

[

] 66

1B1-OS-25a-4in1

表情・音響的特徴・テキスト情報からのリアルタイム感情推定システ
ムの構築

[

] 67

2C3-OS-20a-2in1

文書や画像の印象にもとづく楽曲生成

伊藤 貴之

お茶の水女子大学

[

] 68

2C3-OS-20a-3in1

外国語の歌曲を自動訳詞するシステムのための課題と手法の検討

西村 綾乃

お茶の水女子大学

コメント(任意)：

人工知能学会第31回全国大会
PC委員はこちらにチェック [

大会優秀賞（インタラクティブ発表部門）投票シート

]

ご所属 [

]

ご名前 [

]

2017年5月26日(金) 09:30−11:10
Q会場（8F展示場）

インタラクティブセッション「インタラクティブセッション(2)」

本大会では，インタラクティブ発表の中から，特に優れた発表を大会優秀賞（口頭発表部門）とは独立に，
「大会優秀賞（インタラクティブ発表部門）」として複数件選出し，学会誌上において表彰します．
選定はプログラム委員および参加者の投票により行われますので，ぜひ評価にご協力お願いします．
会場を自由にまわっていただき，発表のわかりやすさ・インパクト，今後の発展性において優秀賞に
ふさわしいと思われる発表に，投票用紙1枚につき最大5件まで講演IDの左欄に○を付けて，投票箱にご投票下さい．
セッション終了後は，当日に限り大会受付に投票箱を設置します．
※筆頭発表者の所属機関がご自分の所属機関と同じである発表には投票しないようにお願いします．
所属機関とは，大学，研究機関，企業（ただしグループ企業は除く）等を指します．
※インタラクティブセッションごとに，ひとり最大1枚投票可能です．
ひとり2枚以上の投票がひとつのインタラクティブセッションにあった場合は無効となります．
※6件以上○が付けられていた投票用紙や，投票者と同じ所属機関の発表者に○が付けられていた投票用紙は無効となります．
投票
[

]

連番

講演ID

1

4Q1-4in2

[

]

2

4A2-4in2

[

]

4

2B3-OS-07a-5in2

タイトル
Grounded noun/verb-phrases to images for RTE
単語埋込みモデルと変分リカレントニューラルネットワークモデルに
よる言語理解モデルの比較
自動運転の言葉による指示を対象にした 空間的意味表現の構造化への
取り組み
Characterization of a Tree Mapping Algorithm for Tree-to-Tree
Transducer Induction
レビューを用いたコミックの特徴抽出における固有表現の影響に関す
る調査

筆頭発表者

所属機関

韓 丹

AIRC/AIST

浅川 伸一

東京女子大学

稲子 明里

お茶の水女子大学

マルティネス パ
AIST
スクアル

[

]

5

4Q1-5in2

[

]

6

4F1-2in2

[

]

7

2J1-3in2

[

]

8

1D3-OS-29b-2in2

Wikipediaを利用した概念辞書における属性情報の獲得と物語自動生成
小野 淳平
ゲームでの利用

岩手県立大学

[

]

9

1D3-OS-29b-1in2

俳句の意味ネットワークからの物語生成

伊藤 拓哉

岩手県立大学

葛井 健文

豊橋技術科学大学

オンラインチャットサービスにおける未成年者検出

朴 炳宣

関西大学

平野 雄一

東京大学

[

] 10

4F1-3in2

質問集合とグラフに基づく物語全体の流れを管理可能な創作支援シス
テムの提案

[

] 11

1J1-2in2

文書の潜在情報と表層情報を考慮したタイムライン要約への取り組み

柏井 香里

お茶の水女子大学大
学

[

] 12

4Q1-8in2

感情コミュニケーション支援のための絵からの感情認識

鈴木 哲司

秋田県立大学

[

] 13

4Q1-9in2

国会会議録を用いたディベート人工知能による意見生成

佐藤 美沙

日立製作所

[

] 14

1P3-5in2

preferenceの曖昧性がある場合におけるMisrepresentation Gameの解
析・シミュレーション機構の実現

西 将宏

静岡大学

[

] 15

3N1-2in2

最適制御策の効率的探索技術に関する研究

清武 寛

[

] 16

4Q1-7in2

発話とコマンドの系列を制御する対話エージェント

遠藤 充

[

] 17

1D1-2in2

[

] 18

2O1-3in2

[

] 20

4Q1-10in2

[

] 21

2I4-OS-10b-4in2

[

] 22

4K1-4in2

[

] 23

4Q1-11in2

[

] 24

4Q1-12in2

[

] 25

2D2-3in2

[

] 26

1H1-5in2

[

] 27

2I1-2in2

[

] 28

2L4-3in2

[

] 29

3N2-4in2

マルチモーダル情報を用いたロボットによる見守りシステム開発の一
考察
Toxic Behavior緩和のための記憶に基づいたインタラクションを行う
共感的エージェントの実現
コンピュータ支援型認知行動療法におけるエージェントが行動継続に
与える効果の検証
遺伝子工学的に開発した蛍光プローブによる細胞生理機能超解像イ
メージング
敵対的生成モデルを用いた電子顕微鏡画像からの神経細胞膜セグメン
テーション
畳み込みニューラルネットワークを用いたアスペクト比歪み画像の修
正

NTTサービスエボ
リューション研究所
パナソニック 先端
研究本部

飯島 采永

お茶の水女子大学

渡辺 観智

静岡大学

日室 聡仁

NECソリューションイ
ノベータ

和沢 鉄一

大阪大学

内橋 堅志

京都大学

山根 佐介

立命館大学

個人に紐づくメディア情報を用いた感情解析プラットフォームの開発

内橋 堅志

京都大学

機械学習を用いた自動入金消込による会計業務支援

加藤 直

京都大学

佐藤 匠

静岡大学

久冨 あすか

鹿児島大学

後藤 孝行

九州大学

岡田 卓弥

山梨大学

プライバシー保護を考慮した連続ダブルオークションのためのBLMABを
用いたパラメータチューニング機構の実現
多目的最適化を用いたエッシャー風タイリング図形の生成に関する研
究
持続可能な都市サービス基盤の実現に向けた市民参加による都市セン
シングとデータ収集
学習者の情報とシラバスを用いたコンセプトマップによる自律学習支
援

裏面へつづく

投票
[

連番

講演ID

] 30

タイトル

筆頭発表者

所属機関

4Q1-1in2

SVMによる放射性物質拡散予測ツールの開発

吉兼 隆生

東京大学

視線によるコミュニケーションを支援するウェアラブルデバイスの開
発と評価

後藤 豪臣

筑波大学

舞台表現における共演者との相互作用

清水 大地

東京大学

[

] 31

2E2-2in2

[

] 32

1O1-OS-30a-1in2

[

] 33

1N1-1in2

制約充足による人狼ゲームの役職絞り込み

林 友超

筑波大学

[

] 34

1N1-3in2

人狼ゲームログからの狼役職絞り込みセオリーのマイニング

板東 勇樹

筑波大学

[

] 35

2H1-3in2

RTSゲームStarCraft-IIのゲームログにおけるRush戦略の同定

Oh Hyunwoo

筑波大学

[

] 36

2H4-OS-35b-3in2

評定者個人に特化した他者感情理解モデル

熊野 史朗

NTT

[

] 37

2I2-3in2

λ-スキャン法を用いたスパース基底選択とスペクトル分解への応用

本武 陽一

東京大学

[

] 38

2B3-OS-07a-1in2

独立性尺度に基づく知識の粒度の教師なし推定

横井 祥

東北大学

[

] 39

4M1-2in2

カーネル回帰関数の確率変数化によるノイズを含む入力に対する回帰
手法

花房 諒

関西学院大学

[

] 40

4C2-2in2

生存を目的とする満足化強化学習

牛田 有哉

東京電機大学

[

] 41

4J1-1in2

部分サンプリングに基づく特徴選択を用いたウイルス感染の予測法

佐藤 浩基

岐阜大学

[

] 42

4J1-2in2

結晶化合物の物性予測のための原子間距離情報に基づくカーネル設計

秋田 大空

京都大学

タンパク質二次構造予測を行う深層学習モデルのSaliency Mapによる
可視化

河野 圭祐

豊田中央研究所

文書用ニューラルネットワークの半教師あり end-to-end 学習

河東 孝

富士通研究所

鈴木 琢也

竹中工務店 技術研究
所

川瀬 千晶

お茶の水女子大学

潜在状態を用いたコミュニティサービスの分析

垣内 弘太

東京大学

[

] 44

4J1-5in2

[

] 45

4Q1-3in2

リカレントニューラルネットワークによる材料構成則モデリングの試
み
スパースコーディングを用いた脳活動の意味表象推定に関する精度向
上への取り組み

[

] 47

2C2-4in2

[

] 48

2K3-OS-33a-4in2

[

] 49

4N2-OS-01b-3in2

[

] 50

2D2-4in2

時系列データ間の連関性と関係性理解のためのビジュアルインタラク
ティビティ

中小路 久美代

京都大学

[

] 51

1L1-2in2

観光客の散策行動を考慮したエリア単位の行動分析

武田 直人

筑波大学

[

] 52

4F1-5in2

漫画中の表現獲得方法に基づくストーリー理解過程の解析

上野 未貴

豊橋技術科学大学

[

] 53

3J1-5in2

Stock price movement prediction using distributed
representations of financial report

安田 洋介

東京大学

[

] 54

4P2-OS-38b-1in2

気象時系列データにおける変化点検知の基礎検討

前原 宗太朗

鹿児島大学

仁科 拓巳

山梨大学

山田 直希

静岡大学

小説群からの動詞をベースとした事象連鎖の獲得と利用

荒井 達也

岩手県立大学

Deploying exploration in proximity indices for link collection
problem

Zhang Guoxi

京都大学

[

] 55

4A1-2in2

[

] 56

1N4-OS-39c-1in2

[

] 57

1D2-OS-29a-5in2

[

] 58

[

] 59

1J2-NFC-01a-2in2 固定型遠隔訪問ロボットの開発

辰野 恭市

名城大学

[

] 60

4D2-OS-37d-2in2

LRCNによる参照点に依存した動作の認識

深井 海星

岡山県立大学

進化的計算による歩行機械の足形状決定に基づいた 実世界からの
フィードバックによる最適化手法の提案

中村 亮太

埼玉工業大学

橋詰 裕樹

絆

桐山 伸也

静岡大学

宗形 初枝

郡山市医療介護病院

柴田 健一

静岡大学
筑波大学

[

] 61

[

] 62

4Q1-2in2

トランザクションストリーム上の頻出飽和アイテム集合系列の抽出に
関する基礎的考察
推論付きSPARQLクエリ実行負荷軽減のための制約付き多目的GAを用い
たOWLオントロジー最適化

4Q1-6in2

1I2-NFC-02a-2in2 協調学習環境を活用した認知症の見立て知の学びと実践
住空間における高齢者の心的状況理解を促進するマルチモーダル映像
1I3-NFC-02b-4in2
センシング基盤
認知症ケアにおける気づきを促す映像を用いたグループ学習の実践と
1I3-NFC-02b-3in2
評価
認知症の理解深化に向けたAOS（行動観察シート）を用いた家族とス
1I2-NFC-02a-4in2
タッフの共学環境

[

] 63

[

] 64

[

] 65

[

] 66

4O1-OS-17a-2in2

クラウドソーシングのみによる因果関係発見の試み

米良 俊輝

[

] 67

4O2-OS-17b-3in2

感性評価に基づく最適化に対するクラウドソーシングの適用

遠藤 ルッカス良 京都大学

2K3-OS-33a-1in2

大脳皮質における予測符号化を模倣した動画像予測モデルと脳活動の
相関に関する考察

藤山 千紘

[

] 68

コメント(任意)：

お茶の水女子大学
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2

人工知能学会全国大会（第 31 回）大会委員
大会委員⾧

野田 五十樹（産業技術総合研究所）

実行委員⾧

福島 俊一（科学技術振興機構）

実行副委員⾧

東中 竜一郎（NTT）

プログラム委員⾧

高間 康史（首都大学東京）

プログラム副委員⾧

小野田 崇（青山学院大学）

企業参加推進担当

窪澤 駿平（NEC）

宮村 祐一（東芝）

現地運営担当

中岩 浩巳（名古屋大学）

大囿 忠親（名古屋工業大学）

加納 政芳（中京大学）

清河 幸子（名古屋大学）

田中 貴紘（名古屋大学）

寺田 和憲（岐阜大学）

森山 甲一（名古屋工業大学）
Web 担当

松島 慎（東京大学）

木脇 太一（東京大学）

一般セッション担当

石畠 正和（北海道大学）

馬場 雪乃（京都大学）

吉川 友也（千葉工業大学）
申込受付担当

金森 亮（名古屋大学）

松島 裕康（産業技術総合研究所）

予稿集担当

尾崎 知伸（日本大学）

渡邊 紀文（産業技術大学院大学）

セッション支援担当

瀬田 和久（大阪府立大学）

小山田 昌史（NEC）

表彰担当

加島 智子（近畿大学）

山元 翔（近畿大学）

オーガナイズドセッション担当 上野 未貴（豊橋技術科学大学）
吉田 光男（豊橋技術科学大学）
奥村 紀之（明石工業高等専門学校）
善甫 啓一（筑波大学）
近未来チャレンジ担当

田中 貴秋（NTT）

招待・基調・特別講演担当 植村 渉（龍谷大学）

林田 尚子（富士通研究所）
飯尾 尊優（大阪大学）

インタラクティブセッション担当 青島 武伸（パナソニック）
海野 裕也（Preferred Networks）

小尻 智子（関西大学）

宮崎 千明（NTT コミュニケーションズ）
編集委員連絡担当

福井 健一（大阪大学）

平 博順（大阪工業大学）

メンタリング・学生担当

吉田 哲也（奈良女子大学）

吉岡 真治（北海道大学）

学生プログラム委員

陣内 祐（東京大学）

藤堂 健世（東京工業大学）

大会支援

杉山 達彦（ウニークス）

坂巻 義彦（ウニークス）

矢野 寿春（ウニークス）
事務局

住田 一男（人工知能学会）
岩田 和秀（人工知能学会 ～2017 年 3 月）
山野辺 明子（メイプロジェクト）

－3－

3

タイムテーブル（プログラム一覧）
日時

5月23日
（火）

ウインクあいち 2F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 9F

大ホール

901会議室

902会議室

903会議室

904会議室

905会議室

906会議室

907会議室

A

B

C

D

E

F

G

H

11:20-11:30

開会挨拶

11:30-12:30

基調講演
(山田誠二先生)
(昼休み）

13:50-15:30

OS-5
Deep Learning（１）

OS-25
知的対話システム（１）

インダストリアルセッ
ション1

OS-26
OS-24
OS-21
エージェント‐エージェ
ロボットと実世界人工知能が誘発する エビデンス指向のシス
「プロジェクション科学」 ント設計・シミュレーショ
ヒューマンロボットイン
問題の人工知能による テムデザインとラーニ
の創出と展開（１）
ン
タラクション（１）
解決を目指して（１） ングアナリティクス（１）

15:50-17:30

OS-5
Deep Learning（２）

OS-25
知的対話システム（２）

チュートリアル講演
「機械学習」

OS-26
OS-24
OS-21
OS-29
人工知能が誘発する エビデンス指向のシス
「プロジェクション科学」
ことば--コンピュータ-問題の人工知能による テムデザインとラーニ
の創出と展開（２）
コミュニケーション（１）
解決を目指して（２） ングアナリティクス（２）

OS-15
不動産とAI（１）

17:50-19:30

機械学習-深層学習
（１）

自然言語処理・情報検
索-対話システム（１）

ヒューマンインタフェー ヒューマンインタフェー
OS-29
Webマイニング‐構造・
ス・教育支援-教育支 ス・教育支援-仮想・拡
ことば--コンピュータ-話題抽出
援
張現実感・エージェント
コミュニケーション（２）

OS-15
不動産とAI（２）

特別セッション
JSAI Cup報告会
OS-29
ことば--コンピュータ-コミュニケーション（３）

19:30-20:10

5月24日
（水）

09:30-11:10

公開特別セッション1：
NEDO人工知能技術開
発の新たな取組～人を
豊かにする社会に向け
て～

11:30-12:30

招待講演
(中津良平先生)
※一般公開

機械学習-深層学習
（２）

インダストリアルセッ
ション2

AI応用-ファイナンス
（1）

NFC-4
（サバイバル）世界価
値観と国際マーケティ
ング

AI応用-社会システム
（１）

AI応用-ファイナンス
（2）

ヒューマンインタフェー
ス・教育支援-コミュニ
ケーション支援

エージェント‐マルチ HAI，その心とは？: 人工 自然言語処理・情報検
エージェントシステム 知能をベースとしたインタ 索-自然言語理解と質
ラクション技術を考える
（１）
問応答システム

エージェント‐ヒューマ
ンエージェントインタラ
クション（２）

AI応用-ゲーム

(昼休み）

13:50-15:30

公開特別セッション2：
データマイニング‐デー 機械学習-機械学習応
深層学習の爆発的普
タマイニング応用（２）
用
及のために
公開特別セッション3：

15:50-17:30

17:50-19:30

JSTにおける先導的AI研
究推進ファンドと若手研
究者向け研究支援プログ
ラムACT-Iの紹介

公開討論：人工知能学
会 倫理委員会

OS-8

（１）

OS-7
意味と理解のコン
ピューティング（１）

OS-19
OS-20
金融情報学—ファイナ
音楽の理解と生成（１） ンスにおける人工知能
応用—（１）

OS-36
農業とAI（１）

OS-8
NFC-3
（サバイバル）コト・デー HAI，その心とは？: 人工
知能をベースとしたインタ
タベースによるモノ・コ ラクション技術を考える
トづくり支援（１）
（２）

OS-7
意味と理解のコン
ピューティング（２）

OS-19
OS-20
金融情報学—ファイナ
音楽の理解と生成（２） ンスにおける人工知能
応用—（２）

OS-36
農業とAI（２）

NFC-3
エージェント‐ヒューマ
（サバイバル）コト・デー
ンエージェントインタラ
タベースによるモノ・コ
クション（３）
トづくり支援（２）

OS-35
社会的信号処理とＡＩ
（２）

OS-35
社会的信号処理とＡＩ
（３）

19:30-20:10

5月25日
（木）

OS-35
社会的信号処理とＡＩ
（１）

9:30-11:10

11:30-12:30

招待講演
(岡野原大輔先生）
（藤巻遼平先生）

12:40‐13:30

ランチョンセミナー
OS-37
Webマイニング‐情報推
記号創発ロボティクス
薦
（１）

OS-11
OS-3
知識の利用と共有-オ
Well-being Computing 世代をつなぐ知的イン
ントロジー
（１）
タフェース（１）

OS-4
コミック工学とAI（１）

OS-37
記号創発ロボティクス
（２）

OS-11
OS-3
Webマイニング‐Webマ
Well-being Computing 世代をつなぐ知的イン
イニング応用
（２）
タフェース（２）

OS-4
コミック工学とAI（２）

13:50-15:30

自然言語処理・情報検 チュートリアル講演：
索-情報抽出-要約（２）
「対話システム」

15:50-17:30

機械学習-知識獲得と 自然言語処理・情報検
属性選択
索-対話システム（２）

18:30-20:00

参加者交流会 ＠ホテルメルパルク名古屋（2F 瑞雲の間）

学生企画

(移動)

09:30-11:10
5月26日
（金）
12:10-13:50

データマイニング‐パ
ターン抽出

OS-23
AI応用-社会システム
仕掛学：再価値化のデ
（２）
ザイン（１）

OS-27
OS-14
OS-37
ソフトコンピューティン
ゲノム医療支援の人工
自然言語処理・情報検
人と調和・協働するAI・
記号創発ロボティクス グ‐ソフトコンピューティ
知能の研究開発へ向
索-コミック
知能ロボット（１）
（３）
ング
けて

(昼休み）

14:10-15:50

OS-23
自然言語処理・情報検
仕掛学：再価値化のデ
索-自然言語理解
ザイン（２）

機械学習-強化学習
（２）

OS-37
記号創発ロボティクス
（４）

OS-14
ソフトコンピューティン
人と調和・協働するAI・ グ‐遺伝的アルゴリズ
知能ロボット（２）
ム・人工生命

5/24のこれら6つの一般公開企画のセッションは無料で参加いただけます．詳しくはp.10をご覧ください．
ランチョンセミナーの参加希望者には当日朝に8F受付にて整理券を配布します．詳細はp.14をご覧ください．
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4

ウインクあいち 9F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 10F

ウインクあいち 8F

908会議室

1001会議室

1002会議室

1003会議室

1005会議室

1006会議室

1007会議室

1008会議室

展示場

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

データマイニング‐デー
タマイニング応用（１）

OS-2
SAT技術の理論，実
装，応用（１）

OS-30
AI応用-ゲームとエンタ
身体知の表現と獲得
テインメント
（１）

OS-28
合意形成支援のため
のAI（１）

エージェント‐ヒューマ
データマイニング‐ビッ
ンエージェントインタラ
グデータ活用
クション（１）

OS-2
SAT技術の理論，実
装，応用（２）

OS-39
Linked Dataとナレッジ
グラフ（１）

OS-28
合意形成支援のため
のAI（２）

AI応用-産業システム

自然言語処理・情報検 機械学習-分類学習
索-情報抽出-要約（１）
（１）

NFC-2
NFC-1
（サバイバル）認知症の人
（サバイバル）クラウド
の情動理解基盤技術とコ
ベースのロボットサー
ミュニケーション支援への
ビスの統合基盤（１）
応用（１）
NFC-2
NFC-1
（サバイバル）認知症の人
（サバイバル）クラウド
の情動理解基盤技術とコ
ベースのロボットサー
ミュニケーション支援への
ビスの統合基盤（２）
応用（２）

AI応用-ヘルスケア
（１）

OS-39
Webインテリジェンス‐
基礎・理論-制約充足・
Linked Dataとナレッジ
Webインタラクション・検
最適化
グラフ（２）
索

OS-39
Linked Dataとナレッジ
グラフ（３）

OS-30
身体知の表現と獲得
（２）

OS-30
自然言語処理・情報検
身体知の表現と獲得
索-議論支援（１）
（３）

OS-30
身体知の表現と獲得
（４）

知識の利用と共有-知
画像・音声-パターン認 自然言語処理・情報検 エージェント‐協力と協 自然言語処理・情報検
識共有とナレッジマネ
識・理解（１）
索-対話処理
調
索-議論支援（２）
ジメント

ヒューマンインタフェー
Webインテリジェンス‐
ス・教育支援-デザイン
ソーシャルネットワーク
支援

OS-16
機械学習-計測システ
医学医療における人工
ム
知能（１）

機械学習-分類学習
（２）

OS-9
質感と感性（１）

ロボットと実世界OS-34
マイニングと知識創発 ヒューマンロボットイン
タラクション（２）
（１）

OS-22
顔文字の科学（１）

公開イベント：
OS-18
RoboCup2017 Nagoya
味覚・嗅覚と記号シス に向けて（11:00開始）
テム（１）

OS-10
OS-16
先端情報計測指向AI 医学医療における人工
（１）
知能（２）

OS-33
脳科学とAI（１）

OS-9
質感と感性（２）

OS-34
マイニングと知識創発
（２）

OS-31
経営課題にAIを!（１）

OS-22
顔文字の科学（２）

OS-18
味覚・嗅覚と記号シス
テム（２）)

OS-10
先端情報計測指向AI
（２）

OS-33
脳科学とAI（２）

データマイニング‐産
業・社会システム

OS-32
建築，都市環境のレジ
リエンスを支えるAI（１）

OS-31
経営課題にAIを!（２）

自然言語処理・情報検
索-自然言語処理応用

機械学習-強化学習
（１）

OS-32
建築，都市環境のレジ
リエンスを支えるAI（２）

OS-31
経営課題にAIを!（３）

AI応用-ヘルスケア
（２）

OS-33
脳科学とAI（３）

インタラクティブ
セッション(1)

ランチョンセミナー
OS-13
交通・移動・物流とＡＩ
（１）

エージェント‐マルチ
OS-6
OS-12
機械学習-グラフィカル
AI応用-ファイナンス
エージェントシステム
汎用人工知能とその社 ディープライフ：生命性
モデル・クラスタリング
（3）
（２）
会への影響（１）
原理の探求（１）

OS-13
交通・移動・物流とＡＩ
（２）

インダストリアルセッ
ション3

ヒューマンインタフェー
OS-6
OS-12
画像・音声-画像処理・
ス・教育支援-知的学
汎用人工知能とその社 ディープライフ：生命性
パターン認識
習支援
会への影響（２）
原理の探求（２）

基礎・理論-論理・推
論・プランニング

NFC
（卒業）異種協調型災
害情報支援システム実
現に向けた基盤技（１）

AI応用-ネットワーク

NFC
（卒業）異種協調型災
害情報支援システム実
現に向けた基盤技（２）

インタラクティブ
セッション(2)

AI応用-交通・移動

OS-17
OS-38
OS-1
ヒューマンコンピュテー
AI応用-バイオ・化学に 画像・音声-パターン認
機械学習-機械学習基
グリーンAI ～AIによる
基礎・理論-身体性（１）
ネットワークが創発す
ションとクラウドソーシ
おけるAI
識・理解（２）
礎
環境貢献～（１）
る知能（１）
ング（１）

OS-17
OS-38
OS-1
ヒューマンコンピュテー
グリーンAI ～AIによる
ネットワークが創発す
ションとクラウドソーシ
環境貢献～（２）
る知能（２）
ング（２）

ヒューマンインタフェー
データマイニング‐時系 ス・教育支援-ヒューマ データマイニング‐テキ
基礎・理論-身体性（２）
列データ分析
ンコンピュータインタラ
ストマイニング
クション
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会場マップ
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一般公開企画
今回の全国大会では，5 月 24 日（水）に，5 つの一般公開企画を開催します．加えて，5 月 24 日（水）の中津
良平氏による招待講演「21 世紀はどのような時代だろうか」も，特別に一般公開といたします．
一般公開企画のみの参加に関しましては，大会受付で登録していただくことで，無料でご参加いただけます．一
般公開企画（公開イベント，公開特別セッション，公開討論）の開催日当日に，大会受付において「一般公開企
画に参加する」旨をお申し出いただき，参加登録をお願いいたします．一般公開企画専用の参加証をお渡ししま
す．ただし，この一般公開企画専用の参加証では，一般公開企画以外のセッションやイベント（基調講演，招待
講演（5 月 24 日を除く），チュートリアル講演，学生企画，一般セッション，オーガナイズドセッション，近未
来チャレンジセッション，インタラクティブ発表セッション等）にはご参加いただけません．これらのセッショ
ンやイベントにも参加をご希望される場合は，通常の参加登録（有料）をお願いいたします．なお，通常の参加
登録（有料）をされている方は，一般公開企画にもご参加いただけます（当日の大会受付でのお申し出は不要で
す）．

(1) 公開イベント
5 月 24 日（水）11:00～17:30 ウインクあいち 8F 展示場（Q 会場）

RoboCup2017 Nagoya に向けて ― ロボットと共に歩む暮らしを目指して ―
（NPO 法人）ロボカップ日本委員会
1997 年に名古屋で産声をあげた RoboCup が 20 年の年月を経て名古屋に戻ってきます．RoboCup は，ロボット
工学と人工知能の融合，発展のために自律移動ロボットによるサッカーを題材として日本の研究者らによって提
唱されました．西暦 2050 年「サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる，自律型ロボットのチームを作る」
という夢に向かって人工知能やロボット工学などの研究を推進し，様々な分野の基礎技術として波及させること
を目的としたランドマーク・プロジェクトです．サッカーだけでなく，大規模災害へのロボットの応用としてレ
スキュー，次世代の技術の担い手を育てるジュニアなどへと広がりを見せ，近年ではキッチンやリビングルーム
での作業を，ロボットがいかに人間と共に作業を遂行できるかを競うロボカップ＠ホームが注目されています．
高齢化や女性の社会進出を背景として，家庭や公共空間におけるロボットソリューションへの期待が高まってい
ます．一方で，日本では技術および経験知は豊富に蓄積されていますが，ロボットを介して人間を支援するソリ
ューションは十分に提供されていないのが現状です．本イベントでは，ロボットと共に歩む暮らしを目指す，家
庭用ホームサービスロボットのデモンストレーションを行います．
[ご参考] ロボカップ 2017 名古屋大会
ロボカップ＠ホーム

http://www.robocup2017.org/
http://www.robocupathome.org/

ロボカップ＠ホーム（2016 年）の実施風景

(2) 公開特別セッション 1
5 月 24 日（水）9:30～11:10

ウインクあいち 大ホール（A 会場）

NEDO 人工知能技術開発の新たな取組 ～人を豊かにする社会に向けて～
NEDO では，現在の人工知能・ロボット関連技術の延長線上に留まらない革新的な要素技術の研究開発を狙い
として，人間を超越する又は人間に匹敵する人工知能，センサ，アクチュエータ等を新たな技術シーズとして研

－ 10 －

究開発し，これまで人工知能・ロボットの導入について考えもつかなかった分野での新たな需要の創出や我が国
が強みを有する分野との融合による産業競争力の強化につなげていくことを目指す「次世代人工知能・ロボット
中核技術開発」を実施しております．本セッションでは，
「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」の事業概
要と，本事業に関連して人工知能技術の社会実装における新たな取組についてご紹介いたします．










NEDO からご挨拶
関根久氏（NEDO ロボット・AI 部）
人を超えるゲーム AI が拓く未来
伊藤毅志氏（電気通信大学 情報理工学研究科）
今年，5 月 20 日には，将棋電王戦でコンピュータ将棋が名人と対戦し，5 月 23 日から，AlphaGo がトッ
ププロ棋士・柯潔との対戦を発表しています．多くのゲーム AI が人間を超えるレベルを実現してきました
が，本講演では，その達成した技術の概要をまとめます．そして，オセロ，バックギャモン，チェスとい
った既に人間を超えたゲーム AI が，実際にどのように人間と関わるようになってきたのかを紹介します．
ゲーム AI で起こったことは，これから人間を超える知的システムが世の中に増えてきた時の多くの示唆を
含んでいます．これらを概観して，来る 2045 年問題に向けての課題について問題提起をします．
自律移動型ロボット開発ベンチャーと大企業の連携～AI による新たなロボットサービス：SEQSENSE 社
と TIS 社の事例～
黒田洋司氏（SEQSENSE 株式会社 Co-Founder, CTO）
佐伯純氏（TIS 株式会社 AI サービス事業部 AI サービス企画開発部 主査）
SEQSENSE は明治大学理工学部の黒田洋司教授らによる 2016 年 10 月創業のロボット開発ベンチャーです．
同社と TIS によるオープンイノベーションの取組を双方の立場から紹介して頂きます．
大学及び研究者向けビジネスプラン研修プログラム（NEDO TCP＆No Maps）のお知らせ
吉岡恒氏（NEDO イノベーション推進部）
NEDO は研究開発型ベンチャーの起業を志す大学・研究機関等の研究者を対象に，ビジネスプラン作成の
ための研修とその発表機会(ピッチ）を提供するプログラムを実施しており，その参加者募集のお知らせで
す．
NEDO 講座をはじめとした人材育成事業の紹介
福田有里氏（NEDO ロボット・AI 部）
実技審査を伴うコンテスト方式の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」公募説明
葛馬弘史氏（NEDO ロボット・AI 部）

(3) 公開特別セッション 2
5 月 24 日（水）13:50～15:30 ウインクあいち 大ホール（A 会場）

深層学習の爆発的普及のために
深層学習が，ＩｏＴ，ビッグデータの可能性に多彩な光を当てています．本セッションでは，深層学習の更なる
普及加速に向けて，深層学習を簡単に使いこなした具体例，深層学習の学習済モデルの再利用など，モデルが開
くビジネスの未来，そして，深層学習をより早く，安価に利用できる最新のインフラ事情など，深層学習の最新
の動きについて，各界のリーダからご紹介します．
[Agenda]








オープニング：麻生英樹氏（産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人工知能研究センター 副センター
長）

講演１「Deep Learning の活用のための学習工場の構想」松尾豊氏（東京大学）
Deep Learning は今後，製造業をはじめとする多くの産業に大きな影響を与えると考えられる．眼をもっ
た機械という新しいカテゴリの製品群が今後，さまざまな産業領域で作られることになるが，それを国内
で早期に実現していくためには，眼の部分を作るための工場，
「学習工場」を作る必要がある．本講演では，
こうした構想の概要と，実現するための方法について述べる．
講演２「ディープラーニングアプリの可能性～自動着色アプリ PaintsChainer 開発の経験から」
米辻泰山氏（プリファードネットワークス）
研究分野で進歩の著しいディープラーニングだが，応用アプリケーションの持つ潜在力が高まってきてい
る．PaintsChainer は生成モデルを利用した web サービスであり，インプット/アウトプットがほぼそのま
まニューラルネットワークに直結されている．構造的に非常にシンプルでありながら，多くのユーザに高
い評価を得ることができた．ディープラーニングを使って既存のアプリケーションの一部を置き換えるだ
けでなく，単体の新しいアプリケーションとしての可能性にも期待したい．
講演３「深層学習を支える P2P 分散学習ネットワーク構想」清水亮氏（株式会社 UEI）
（概要：TBD）

講演４．「人工知能研究を爆発的に加速するエコシステム構想」萩島功一氏（産業技術総合研究所）
高性能な計算資源，豊富な学習用データセット，多様な学習モデル，これらが自由自在に使え，研究者が
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オープンに研究成果を発表し合い，お互いの研究成果を活用して，さらに学術研究を加速するような環境，
「知の循環」を生み出す人工知能研究のエコシステムを産総研は作ろうとしている．




パネルディスカッション「Deep Learning の Low Hanging Fruits をどう取るか」
モデレータ：丸山宏氏（プリファードネットワークス）
パネリスト：松尾豊氏（東京大学），米辻泰山氏（プリファードネットワークス），
清水亮氏（株式会社 UEI），萩島功一氏（産業技術総合研究所）
司会：杉村領一氏（産業技術総合研究所）

(4) 公開特別セッション 3
5 月 24 日（水）15:50～17:30 ウインクあいち 大ホール（A 会場）

JST における先導的 AI 研究推進ファンドと若手研究者向け研究支援プログラム ACT-I の紹介
国が目指す社会の姿「Society 5.0／超スマート社会」の実現に向けて AI 技術への期待は大きく，AI 技術分野へ
の大型研究投資が組まれています．特にアカデミア向けの重点ファンドとして知られるのが，科学技術振興機構
JST のプログラムです．本セッションでは，現在公募中のプログラム（CREST，さきがけ，ACT-I，RISTEX）
の全体像，および，特に若手研究者向け研究支援プログラムとして昨年からスタートした ACT-I の狙いや研究
事例を中心に紹介します．
ACT-I は大学院修士学生から 35 歳未満の研究者が応募可能です！
若手研究者による積極的なチャレンジをお待ちしています！
[ご参考] ACT-I： https://www.jst.go.jp/kisoken/act-i/research_area/ongoing/bunyah28-1.html
JST の戦略的創造研究推進事業： https://www.jst.go.jp/kisoken/index.html

[Agenda]

司会：山口高平氏（慶應義塾大学 教授）

科学技術振興機構 JST のプログラム（公募中）の紹介：

社会技術研究開発センターの RISTEX のご紹介
茅明子氏（社会技術研究開発センター アソシエートフェロー）

戦略研究推進部の CREST，さきがけ，ACT-I のご紹介
松尾浩司氏（戦略研究推進部 ICT グループ 調査役）

ACI-I の狙いと研究事例：
後藤真孝氏（産業技術総合研究所 首席研究員，ACT-I「情報と未来」研究総括）

ACT-I 採択研究者（五十音順）
：青木裕一氏（東北大学），小田昌宏氏（名古屋大学），小林亮太氏（国
立情報学研究所），馬場雪乃氏（京都大学），矢内直人氏（大阪大学）

文部科学省からの期待：栗原潔氏（文部科学省 研究振興局情報担当 専門官）

(5) 公開討論
5 月 24 日（水）

17:50～19:30 ウインクあいち 大ホール（A 会場）

人工知能学会 倫理委員会
人工知能学会倫理委員会は 2017 年 2 月に「倫理指針」を公開しました．海外では 2016 年 12 月，「人工知能お
よび自律システムの倫理的配慮に関する IEEE グローバル・イニシアティブ」が“Ethically Aligned Design（倫理
的に配慮されたデザイン）”のバージョン１を公開するなど，国内外で様々な議論が展開されています．2017 年
度の倫理委員会公開討論では人工知能学会倫理委員会の「倫理指針」について学会員，学会員外からのフィード
バックを得るほか，”Ethically Aligned Design”等の制定に関わったゲストをお招きし，人工知能の倫理ガイドラ
インで扱う課題等について議論を行います．
話題提供者：松尾豊氏（東京大学），Danit Gal（北京大学，Tencent，IEEE），ほか
[ご参考] 人工知能学会倫理委員会のホームページ http://ai-elsi.org/
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インダストリアルセッション
産業界における人工知能技術の具体的な応用事例・技術やニーズ等が紹介されます．今大会の賛助会員スポンサ
ー様からの発表になります（製品や企業の宣伝ではなく，技術・事例・ニーズ等の紹介）．

インダストリアルセッション 1
5 月 23 日（火）13:50～15:30 ウインクあいち 902 会議室（C 会場）
(1) 人工知能を用いた製造業向け異常検知と開発ツールの紹介
鈴木 克信（(株)クロスコンパス・インテリジェンス 産業ビジネス推進室）
ディープラーニングを活用した異常検知用の人工知能により，異常の検出率は格段に向上した．これにより製造
業における品質改善と，これまで人により判別していた時間は短縮され，装置の異常やプロセスの変動も事前に
検出することが可能になって来た．一方で，製造業では熟練技術者の減少と労働人口の減少が深刻な課題になっ
てきている．本日紹介する人工知能開発環境はこれらの課題を解決し，熟練者の技術継承を支援し，且つ今後の
多種多様な製品のニーズにも対応できる一つの人工知能ソリューションである．
(2) 機械学習/深層学習フレームワーク「∞ReNom」による製造，インフラ，エネルギー問題への AI 適応事例
蝦名 拓也（株式会社グリッド エバンジェリスト）
機械学習や深層学習により作られる人工知能の真価は，エネルギー問題や，製造現場，社会インフラなどの問題
解決に用いられた時に初めて発揮されます．エネルギーソリューションと AI テクノロジーの異なる事業展開から
得られた，幅広いノウハウを基にした AI/IoT 適応事例をはじめ，AI 導入のポイントや最新のトレンドをわかり
やすく解説します．
(3) (株)富士通研究所のディープラーニングと Linked Open Data
丸山 文宏（(株)富士通研究所 人工知能研究所）
富士通研究所で研究開発しているディープラーニング(DL)と Linked Open Data(LOD)を紹介します．DL では，
変動が激しいセンサデータなどの時系列データやグラフで表現されるデータを高精度で分類する技術を開発し，
DL の適用範囲を拡大しています．時系列データではトポロジカルデータ分析，グラフデータでは統一的なテンソ
ル表現を用いた DL 技術を開発し，ものづくり，医療，金融など幅広い分野への適用を進めています．LOD では，
世界中の LOD を収集し，大規模知識ベースを構築しており（一部を LOD4ALL として公開）
，これをベースに，
テキストや表形式のデータを LOD 化する技術，大規模グラフに対し検索・推論する技術などを開発しています．
(4) 日本ユニシスの AI ビジョン，研究，事業事例のご紹介
中原 和洋（日本ユニシス株式会社 総合技術研究所）
日本ユニシスでは，よりよい社会を実現するために人と協調・共創する人工知能，すなわち「人に寄り添う人工
知能」の実現を目指し，研究から事業適用まで幅広く取り組んでいます．日本ユニシスの AI 研究は 1980 年代に
始まり，技術と実績を積み重ねてきました．例えば，自然言語処理の領域では，
「ロボットは東大に入れるか」プ
ロジェクトにおいて世界史 B を解く AI を開発し，2016 年度センター試験模試で偏差値 66.3 のトップ成績を収め
ています．また，コモンセンス知識ベースの構築や，知識創造支援への応用に取り組んでいます．本セッション
では，これら自然言語処理技術を中心に，最近の研究と事業事例をご紹介いたします．
(5) 社会から求められる AI 関連技術について
藤田 肇（株式会社 FRONTEO 行動情報科学研究所 技術戦略課）
株式会社 FRONTEO（旧称：UBIC）は，AI を用いてビッグデータ分析を支援するテクノロジー企業です．国際
訴訟・不正調査などの失敗の許されない緊迫した現場を通して，人間の機微を理解する AI エンジン「KIBIT（キ
ビット）
」を完成させました．本発表では，リーガルだけでなく，ヘルスケア，デジタルマーケティング，ビジネ
スインテリジェンスなど，多様な事業領域に KIBIT を応用した事例を紹介し，AI 関連研究の成果を産業的に応用
する観点から，いま社会から真に求められている情報処理技術について説明します．
(6) スパース最適化を利用した細胞動体解析システム Hotaru の開発
塩澤 暁広（NTT データ数理システム） 竹川高志（工学院大学）
動画像として神経回路の活動を記録したデータから細胞の形状と活動の時刻を精度良く自動検出するシステムを
開発した．スパース最適化を用いることで，SN 比が悪い画像からノイズを除去して複数の信号源が生成するイベ
ント発生時刻を検出できる．システムの基礎となるアルゴリズムと実装は他分野にも広く応用可能である．
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インダストリアルセッション 2
5 月 24 日（水）9:30～11:10 ウインクあいち 902 会議室（C 会場）
(1) 基幹業務システムに蓄積されるデータと AI の活用
坂井 信之（株式会社オロ ビジネスソリューション事業本部 研究開発グループ）
弊社では ZAC Enterprise という ERP(基幹業務システム)の開発・販売を行っています．ZAC では勤怠・経費・販
売・購買などの様々なデータを一元管理し，プロジェクト単位での収支を見える化することで，経営者やプロジ
ェクト管理者の判断に役立てています．しかし，判断材料となる勤怠や経費といったデータを日々入力する必要
があるため，ユーザにとって負担となり，また，入力のコストもかかります．そこで AI を活用し，過去のデータ
から学習を行い，入力の補助・自動化を行うことでユーザの負担を少なくし，業務の効率化を図りたいと考えて
います．その他にも，過去のプロジェクトを解析・活用することで，プロジェクトの収支予測の精度向上に AI が
活躍することが期待されます．
(2) 人工知能はビジネスの出会いをどう変えるか
常樂 諭（Sansan 株式会社）
ビジネスシーンにおいて出会いの証は名刺として存在し，それは年間 100 億枚流通していると言われています．
Sansan はその名刺を正確にデータ化し，活用するプラットフォームを提供しており，業界シェアは 81%を占めて
います．Sansan は 年間数億枚の名刺をデータ化し管理していますが，そのデータのなかにはこれまで見えていな
かった人と人の繋がりや新しい発見が存在していると考えられます．AI 技術を用いて，データを元に予め出会う
べき人を教えてくれる，過去に出会った人の中から今会うべき人を教えてくれるといったことが可能な世界を実
現することが我々の目標です．
(3) 問い合わせデータを用いた顧客ニーズの抽出と返答システムへの応用
福角 朝美（株式会社ロックオン）
商品に関する問い合わせデータを用いて，機械学習による分類を行い，顧客のニーズをクラスタリングし，商品
の機能追加や開発に応用できるのではないかと考えている．さらに，問い合わせの増加による人的リソースの確
保や作業負荷軽減のため，問い合わせの種類やその内容によって自動的に返答できるシステムの構築を目指す．
(4) 広告効果計測における AI 技術導入事例
玉川 奨（株式会社 CyberZ）
近年，インターネット上には様々な広告商材が提供されており，企業の広告活動における選択肢が広がっている．
弊社では，スマートフォン広告の効果計測ソリューション『F.O.X』を提供し，F.O.X を通して広告主の広告活動
をサポートしているが，広告主のニーズが多様化することで，広告効果計測に求められることも多様化してきて
いる．こうした需要への課題解決に対し，AI 技術への期待は高く，弊社でも様々な取り組みを行っている．本発
表では，
『F.O.X』及び弊社で提供している広告商材への AI 要素技術の導入事例を紹介する．
(5) ブランディング広告におけるユーザの忘却を加味した入札戦略
馬場 惇（株式会社サイバーエージェント アドテク本部 AI Studio AI Lab）
広告マーケティングのデジタルシフトが進む昨今，ブランディングを目的とした Web 広告の需要が高まってきて
います．そこで，広告主の商品やプロダクトの認知を最大化する広告配信を実現するために，ユーザの広告接触
後の「忘却」をモデリングし入札戦略に活かす取り組みを理化学研究所の前原氏と進めているので，そこでの事
例をご紹介します．
(6) オープンイノベーション活用のすヽめ
高田 朋貴（株式会社オプト データサイエンスラボ）
オ プト デ ー タサ イ エ ンス ラ ボ では オ ン ラ イ ン 上 で デ ー タ 分 析 コ ン テ ス ト を 開 催 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ”
DeepAnalytics”を保持しており，オープンイノベーションを活用して，予測モデルを調達するサービスを運営して
おります．本セッションでは，料理画像データを題材として 2017 年１月～2017 年 3 月まで開催された「人工知
能技術戦略会議等主催 第 1 回 AI チャレンジコンテスト」から得られた知見や実際に提出された予測モデル等の
事例をご紹介いたします．
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インダストリアルセッション 3
5 月 25 日（木）15:50～17:30 ウインクあいち 1001 会議室（J 会場）
(1) パナソニックにおける人工知能分野の研究開発事例紹介
井上 昭彦（パナソニック株式会社 ビジネスイノベーション本部 AI ソリューションセンター）
これまで人工知能技術は，Web の世界を中心に様々な応用が進められて来ました．今後はさらに応用範囲が拡が
り，くらしやビジネスにおけるリアルな人の行動に AI 技術を活用し，より安全で負荷のないくらしの実現が求め
られると考えています．本発表では当社の強みとするデバイスやシステム化技術と AI を融合させ，ソリューショ
ン・システムとして人工知能技術を形にしていくことを目指した，各種研究開発事例の紹介をいたします．
(2) OKI における AI/データ分析への取組み
竹内 晃一（沖電気工業(株) 情報・技術本部 研究開発センター センシング技術研究開発部 データ分析ユニット）
OKI は情報通信技術とメカトロニクス技術を柱に，銀行やコンビニ ATM，光や無線通信システム，ETC，航空
管制システムや空港のチェックインシステムなど，業界をリードする確かな技術と信頼で社会インフラの安心と
安全を支えている BtoB メーカーです．近年，これらの事業に伴うデータを活用し，より付加価値の高い製品やソ
リューションを提供しようという機運が高まってきており，対応を進めています．本発表では，OKI におけるデ
ータ分析や AI に関わる取り組みについて，いくつかの事例を挙げ，その概要や今後の展開について紹介します．
(3) 人工知能のビジネス応用の現状
上村 崇（株式会社 ALBERT 代表取締役社⾧）
IoT やインダストリー4.0 といった新たな市場に注目が集まる中で，人工知能，特にディープラーニングや機械学
習のビジネスへの応用が急速に進んでいます．本領域の先端技術の研究とビジネスでの応用を支援する ALBERT
が，ヘルスケアやスマートファクトリー，アパレルといった分野への活用を具体的な事例を交えてご紹介します．
(4) 人工知能技術が導く世界最先端の半導体製造プロセス
折原 良平（東芝 研究開発センター 知識メディアラボラトリー）
半導体製造における競争力確保にはローコスト化が必須であり，そのためには，オペレーションの自動化，生産
規模の拡大，生産上の課題の早期発見/解決による品質確保，が求められる．東芝のフラッシュメモリ製造拠点で
ある四日市工場では，自動化生産ラインから大量のデータを収集し，品質監視と課題解決を行なう技術者に提供
する情報システムに基づき品質を確保する仕組みが作られている．しかし，生産規模の拡大に伴い，データ解析
の自動化が求められるようになった．
同工場では AI 技術の適用によりすでに一定の生産性向上を達成しているが，
大量のデータが利用でき，成果がコスト低減を通して利益に直結するこの現場には未だ多くのニーズが眠ってい
る．これまでの成果と今後への期待を紹介する．
(5) NEC の AI 技術による社会価値創造
酒井 淳嗣（NEC データサイエンス研究所）
NEC は「見える化」
「分析」
「制御・誘導」の各領域において，AI 関連技術の開発を約半世紀にわたり進めている．
ますます複雑化・高度化する社会課題に対し，AI 技術群(NEC the WISE)を活用し，価値増幅の追求と，人と AI
の協調による人の知的創造活動の最大化を行っている．NEC 中央研究所で研究開発した世界ナンバーワン，ある
いはオンリーワンの AI 技術を活用したソリューションとして，安全・安心に貢献するパブリックセーフティ，大
規模な社会インフラ，マーケティングやオペレーションを行う企業活動などの分野における事業事例をベースと
なる AI 技術と共に紹介する．
(6) データへのアクセシビリティが変える深層学習
田丸 健三郎（日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 ナショナルテクノロジーオフィサー）
深層学習の進歩とともにデータの収集，また収集したデータの取り扱い，アクセシビリティ要件も大きく変わり
つつあります．既存の学習フレームによる新たなデータベース活用手法について紹介します．
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1A2-OS-05b-5 ディープラーニングと進化 （○松尾 豊）

1A2-OS-05b-4 自然勾配近似法を起点としたバッチ正規化の数理
的理解 （○木脇 太一）

1A2-OS-05b-3 敵対的訓練を利用したドメイン不変な表現の学習
（○岩澤 有祐、矢入 郁子、松尾 豊）

総合討論

1B2-OS-25b-4 意味と表記の組み合わせによる用例ベースの質問
応答モデル （○川端 貴幸、佐藤 一誠）

1B2-OS-25b-3 雑談対話ログを用いた話者の潜在的興味対象の推
定 （○縄手 優矢、稲葉 通将、高谷 智哉、山田 整、高橋 健
一）

1B2-OS-25b-2 複数ロボット間連携による対話破綻回避効果の分
析 （○杉山 弘晃、目黒 豊美、吉川 雄一郎、大和 淳司）

1B2-OS-25b-1 会話参加状態を考慮した振る舞いをするロボット
のシステムアーキテクチャ （○菅原 一真、浅野 秀平、赤川 優
斗、藤江 真也、小川 哲司、小林 哲則）

1A2-OS-05b-1 深層強化学習におけるオフライン事前学習法 （○
那須野 薫、松尾 豊）

1A2-OS-05b-2 Deep Latent Space における汎用プランニング
（○浅井 政太郎、福永 アレックス）

[1B2-OS-25b] オーガナイズドセッション
-OS-25 知的対話システム（２）
(15:50-17:30)

1B1-OS-25a-5 選択肢式対話におけるプレイヤー主導と NPC 主
導の適応的な切り替え （○高橋 ともみ、岡 夏樹、早川 博章、
荒木 雅弘、深田 智）

1B1-OS-25a-4in1 表情・音響情報・テキスト情報からのリアルタ
イム感情推定システム （○岡田 敦志、上村 譲史、目良 和也、
黒澤 義明、竹澤 寿幸）

1B1-OS-25a-3 対話型共想法支援システムにおける質問応答機能
の開発と評価 （○大瀧 光、大武 美保子）

1B1-OS-25a-2 対話中の未知語獲得のための正しいクラスに基づ
く暗黙的確認要求の抽出 （○大野 航平、武田 龍、中野 幹生、
ニコルズ エリック、駒谷 和範）

1B1-OS-25a-1 非明示的な発話状況を考慮したニューラル対話モ
デルの検討 （○佐藤 翔悦、吉永 直樹、豊田 正史、喜連川 優）

[1B1-OS-25a] オーガナイズドセッションOS-25 知的対話システム(1)
(13:50-15:30)

B 会場	
  ウインクあいち 9F（901 会議室）

[1A2-OS-05b] オーガナイズドセッション
-OS-5 Deep Learning（２）
(15:50-17:30)

1A1-OS-05a-5 深層生成モデルを用いたマルチモーダルデータの
半教師あり学習 （○鈴木 雅大、松尾 豊）

1A1-OS-05a-4in1 深層生成モデルのサンプリングダイナミクス
が実現する概念への引き込み （○長野 祥大、唐木田 亮、岡田
真人）

1A1-OS-05a-3 画像とテキストの潜在的な意味情報を用いたニュ
ーラル翻訳モデルの提案 （○冨山 翔司、味曽野 雅史、鈴木 雅
大、中山 浩太郎、松尾 豊）

1A1-OS-05a-2 アメリカンフットボールにおけるオフェンシブラ
イン選手の動作認識 （○西村 宏武、岡 夏樹、早川 博章、廣
田 敦士）

1A1-OS-05a-1 クックパッドにおける Deep Learning を用いた料
理画像判別の取り組み （菊田 遥平、○染谷 悠一郎、Rybicki
Leszek）

[1A1-OS-05a] オーガナイズドセッションOS-5 Deep Learning(1) (13:50-15:30)

A 会場	
  ウインクあいち 2F（大ホール）

基調講演：山田誠二（国立情報学研究所）(11:30-12:30)	
 

11:30

13:50

開会挨拶	
 (11:20-11:30)	
 

A 会場	
  ウインクあいち 2F（大ホール）

5 月 23 日 （ 火 ） 11:30-12:30	
  13:50-15:30	
  15:50-17:30

11:20

18

チュートリアル講演：「機械学習」
(15:50-17:30)

インダストリアルセッション 1
(13:50-15:30)

C 会場	
  ウインクあいち 9F（902 会議室）

1D2-OS-29a-5in2 小説群からの動詞をベースとした事象連鎖の
獲得と利用 （○荒井 達也、小方 孝）

1D2-OS-29a-4 歌舞伎の多重物語構造と芸能情報システム （○小
方 孝）

1D2-OS-29a-3 恋愛漫画における物語構造分析とその応用 （○内
山 清子、石川 諒）

1D2-OS-29a-2 日本語小説の会話文タグ付コーパスの開発に向け
て （○村井 源）

1D2-OS-29a-1 感情表現の論理構造を求めて	
  ８ （○岩垣 守彦）

[1D2-OS-29a] オーガナイズドセッション
-OS-29 ことば--コンピュータ--コミュニ
ケーション（１） (15:50-17:30)

1D1-5 教育支援ロボットへの適応を想定した身体動作による感情
表出法の検討 （○谷嵜 悠平、ジメネス フェリックス、吉川 大
弘、古橋 武）

1D1-4 対話を通じた子供の学びにロボットの複数体化が及ぼす影
響 （○飯尾 尊優、吉川 雄一郎、石黒 浩）

1D1-3 ロボットの随伴性行動を生成するための振る舞い統合手法
（○滝本 佑介、長谷川 孔明、今井 倫太）

1D1-2in2 マルチモーダル情報を用いたロボットによる見守りシ
ステム開発の一考察 （○飯島 采永）

1D1-1 HRI における表情認識を用いたユーザの感情推定手法に関
する基礎的検討 （○朱 曜南、ジメネス フェリックス、吉川	
 大
弘、古橋 武）

[1D1] ロボットと実世界-ヒューマンロボッ
トインタラクション（１） (13:50-15:30)

D 会場	
  ウインクあいち 9F（903 会議室）

－ 19 －
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15:50

13:50

1F1-OS-26a-1 Behavioral Analysis and Visualization on
Learning Logs from the CALL Course （○Li Huiyong、
Tsuchiya Tomoyuki、Suehiro Daiki、Taniguchi Yuta、Shimada
Atsushi、Suzuki Yubun、Ohashi Hiroshi、Ogata Hiroaki）

1E1-OS-24a-1 OS 招待講演, 公平配慮型データマイニング技術の
進展 （○神嶌 敏弘）

1E1-OS-24a-4 人工知能技術の導入判断にかかる意思決定者のバ
イアスとその解決に向けて （○大岩 秀和、数原 良彦、淡島 英
輝）

パネルディスカッション

[1E2-OS-24b] オーガナイズドセッション
-OS-24 人工知能が誘発する問題の人工知
能による解決を目指して（２）
(15:50-17:30)

1F1-OS-26a-3 時系列クラスタリングを利用した未就学児の学習
データ分析 （○内藤 純平、馬場 雪乃、鹿島 久嗣、高木 丈智、
布野 卓也）

1E1-OS-24a-3 人工知能の製造物責任とリスクに関する試論 （○
吉岡 真治）

パネルディスカッション

1F2-OS-26b-3 学習対象の情報構造に基づくシステムデザインに
おける操作データからのラーニングアナリティクス （○林 雄
介、平嶋 宗）

1F2-OS-26b-2 機械学習を用いた学習者の生体情報と心的状態の
関係性抽出の試み （○松居 辰則、田和辻 可昌）

1F2-OS-26b-1 Kit-Build 概念マップのモデルの紙ベースでの利用
と学習結果の分析 （○山元 翔、平嶋 宗）

[1F2-OS-26b] オーガナイズドセッション
-OS-26 エビデンス指向のシステムデザイ
ンとラーニングアナリティクス（２）
(15:50-17:30)

1F1-OS-26a-5 メタ認知的活動に着目した反省モデルを有した食
事推薦エージェントの有効性の検証 （安田 有希、○田和辻 可
昌、松居 辰則）

1F1-OS-26a-4 Web 調べ学習のためのマイクロワールドデザイン
（○柏原 昭博、柿沼 保宏、太田 光一）

1F1-OS-26a-2 プログラミング演習における演習履歴自動収集環
境とそれを利用した授業改善の枠組み （○小暮 悟、杉山 匠、
野口 靖浩、小西 達裕、伊東 幸宏）

1E1-OS-24a-2 人工知能倫理に関わる社会的次元／個人的次元の
峻別と交差 （○河島 茂生）

[1F1-OS-26a] オーガナイズドセッション
-OS-26 エビデンス指向のシステムデザイ
ンとラーニングアナリティクス（１）
(13:50-15:30)

F 会場	
  ウインクあいち 9F（905 会議室）

[1E1-OS-24a] オーガナイズドセッション
-OS-24 人工知能が誘発する問題の人工知
能による解決を目指して（１）
(13:50-15:30)

E 会場	
  ウインクあいち 9F（904 会議室）

5 月 23 日 （ 火 ） 13:50-15:30	
  15:50-17:30

1G2-OS-21b-5 自動機械に対する動作模倣による人間の身体認知
の拡張条件の検討 （○岨野 太一、篠沢 一彦、今井 倫太）

1G2-OS-21b-4 読者の熱中状態の同定 （○布山 美慕、日高 昇平）

1G2-OS-21b-3 プロジェクションによるサル認識 （○寺田 和憲）

1G2-OS-21b-2 ラバーハンドイリュージョンによる身体感覚の延
長を脳活動と筋電から見る （○上田 拓弥、工藤 卓）

1G2-OS-21b-1 刹那から共有信念へのプロジェクションダイナミ
クスと創発現象 （○高橋 英之、堀井 隆斗）

[1G2-OS-21b] オーガナイズドセッション
-OS-21 「プロジェクション科学」の創出
と展開（２） (15:50-17:30)

1G1-OS-21a-4 OS 招待講演,コグネティクス：工学と認知神経科学
のインタラクション （○原 正之）

1G1-OS-21a-3 プロジェクション工学からプロジェクション科学
へ （大山 英明、中村 壮亮、○岡田 浩之）

1G1-OS-21a-2 ロボットハンド錯覚における自己身体のプロジェ
クション （○嶋田 総太郎、Ismail Mohamad Arif Fahmi）

1G1-OS-21a-1 プロジェクション・サイエンスに基づく認知的モ
デルの提案と身体投射システムの実装 （○小野 哲雄、馬 雷）

[1G1-OS-21a] オーガナイズドセッション
-OS-21 「プロジェクション科学」の創出
と展開（１） (13:50-15:30)

G 会場	
  ウインクあいち 9F（906 会議室）

1H2-OS-15a-4 IoT センサを用いたマンション物件計測と快適度
評価 （○大渕 友暉、山崎 俊彦、相澤 清晴、鳥海 哲史、林 幹
久）

1H2-OS-15a-3 暗黙知センシングに基づいた飲食店向き不動産店
舗の賃料推定 （荒川 周造、○諏訪 博彦、小川 祐樹、荒川 豊、
安本 慶一、太田 敏澄）

1H2-OS-15a-2 都市間比較を目的とした住宅価格指数の整備に関
する研究 （○横山 貴央、清水 千弘）

1H2-OS-15a-1 OS 招待講演, 不動産価格の決まり方 -AI は不動産
鑑定士に勝つことができるのか？- （○清水 千弘）

[1H2-OS-15a] オーガナイズドセッション
-OS-15 不動産と AI（１） (15:50-17:30)

1H1-5in2 プライバシー保護を考慮した連続ダブルオークション
のための BLMAB を用いたパラメータチューニング機構の実現
（○ 佐藤 匠、福田 直樹）

1H1-4 区間コストの公平性を考慮する経路最適化の検討 （○松井
俊浩、松尾 啓志）

1H1-3 複数回交渉問題における Boosting を用いた効用関数の
推定手法 （○松根 鷹生、藤田 桂英）

1H1-2 ヒューリスティックモデルによる群集シミュレーション
（○西川 憲明、廣川 雄一、山田 武志、印南 潤二、浅野 俊幸）

1H1-1 進化シミュレーションによるリスク下の人間行動の創発
（○鶴島 彰）

[1H1] エージェント‐エージェント設計・シ
ミュレーション (13:50-15:30)

H 会場	
  ウインクあいち 9F（907 会議室）

－ 20 －
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15:50

13:50

1L1-5 Combining Multiple Dictionaries to Improve
Tokenization of Ainu Language （○プタシンスキ ミハウ、伊
藤 優花、ノヴァコフスキ カロル、本間 宏利、中島 陽子、桝
井 文人）

1K1-5 PCANet のアンサンブル学習への適用 （○石田 岳志、山
下 晃弘、松林 勝志）

1J2-NFC-01a-2in2 固定型遠隔訪問ロボットの開発 （○辰野 恭
市、鈴木 優太、大櫃 秀治、青戸 崇年、倉部 紘一、安藤 寛人、
板倉 亮馬、吉野 勝美）
1J2-NFC-01a-3 IoT デバイスによる洪水検知システム （○土屋
陽介、安達 裕、矢田部 小百合、鎌柄 拓史）

1I2-NFC-02a-2in2 協調学習環境を活用した認知症の見立て知の
学びと実践 （○橋詰 裕樹、村上 大祐、石川 翔吾、上野 秀樹、
竹林 洋一）

1I2-NFC-02a-3 脳機能理解深化に向けたマルチモーダル鑑別診
断コーパスの構築 （○玉井 顯、柴田 健一、佐藤 友哉、石川 翔
吾、竹林 洋一）
1J2-NFC-01a-4 RSNP を利用したロボットアンケート評価システ
ム （○池田 貴政、下山 未来、松日楽 信人）

1J2-NFC-01a-1 クラウド環境を利用した移動ロボット遠隔ナビ
ゲーション手法 （○加藤 由花、久保寺 史佳、田中 麻美子）

1I2-NFC-02a-1 認知症ケア高度化のための見立て知の深化と伝
達 （○上野 秀樹）

1I2-NFC-02a-4in2 認知症の理解深化に向けた AOS（行動観察シ
ート）を用いた家族とスタッフの共学環境 （○柴田 健一、石
川 翔吾、玉井 顯、竹林 洋一）

1K2-3 大規模テレビ視聴データを用いたクラスタリング技術の開
発 （○陶 亜玲、水岡 良彰、中田 康太、折原 良平）

趣旨説明

趣旨説明

1K2-5 テキストマイニングを用いた転職サイトの会員離脱予測
（○上門 雄也、大和田 勇人、金盛 克俊、鈴木 正昭）

1K2-4 大規模テレビ視聴データクラスタリングによる視聴パター
ンの分析 （○水岡 良彰、陶 亜玲、中田 康太、折原 良平）

1K2-2 ミクロアグリゲーションを用いた匿名化による確率的潜在
空間意味解析 （○井手 絢絵、川本 達郎、山下 和也、本村 陽
一）

[1J2-NFC-01a] 近未来チャレンジセッショ
ン-NFC-1 （サバイバル）クラウドベース
のロボットサービスの統合基盤（１）
(15:50-17:30)

1L2-3 人狼ゲームを演じるロボットエージェントシステムの作成
（○豊野 拓也、大澤 博隆）

1L2-2 擬人化エージェントの外見がユーザに与える印象 （○松井
哲也、山田 誠二）

1L2-1 半自律テレプレゼンスロボットの不快刺激の学習と回避行
動の表出 （○大澤 正彦、今井 倫太）

1L1-4 コールセンターを対象とした業務量予測に関する研究 （○
田原 琢士、王 軼謳、山浦 佑介、大西 健司）

1K1-4in1 共有する潜在空間を用いた異なる時系列データの対応
関係学習に関する取り組み （○大山 まりほ、小林 一郎）

1J1-4 文書分類とのマルチタスク学習による重要文抽出 （○磯沼
大、藤野 暢、浮田 純平、村上 遥、浅谷 公威、森 純一郎、坂
田 一郎）

1K2-1 ID-POS データによる来店行動・購買行動の潜在的時空間
意味構造分析 （○山下 和也、原田 奈弥、黄 冬陽、吉開 朋弘、
本村 陽一）

1L1-3 チームスポーツにおける数的優位に至る過程の分析 （○田
中 佑典、戸田 浩之、湯口 昌宏）

1K1-3 全部分グラフ指示子に基づく決定木の勾配ブースティング
（○横山 侑政、瀧川 一学）

1J1-3 分散表現を用いたトリプル抽出 （○蛭子 琢磨、市瀬 龍太
郎）

[1L2] エージェント‐ヒューマンエージェン
トインタラクション（１） (15:50-17:30)

1L1-2in2 観光客の散策行動を考慮したエリア単位の行動分析
（○武田 直人、西村 拓哉、戸田 浩之、関 洋平）

1K1-2 オンライン広告におけるスパース性と遅れコンバージョン
を考慮した予測モデル （○今井 優作）

1J1-2in2 文書の潜在情報と表層情報を考慮したタイムライン要
約への取り組み （○柏井 香里、小林 一郎）

[1K2] データマイニング‐ビッグデータ活用
(15:50-17:30)

1L1-1 インターネット広告におけるスパースなユーザー行動ベク
トルからのユーザー特徴抽出モデル （○河本 哲、秋光 淳生）

1K1-1 単語埋め込み技術の違いによる日本語ツイートの感情分類
精度の比較実験 （○佐藤 一輝、尾崎 知伸）

1J1-1 単語出現頻度と機械学習手法を利用した公開特許の課題・
手段分類システムの検討 （○槫松 理樹）

1J1-5 小学生を対象とした Web ニュース読解支援システムのため
の重要語抽出手法の検討 （○河村 宗一郎、安藤 一秋）

[1L1] データマイニング‐データマイニング
応用（１） (13:50-15:30)

[1K1] 機械学習-分類学習（１）
(13:50-15:30)

[1J1] 自然言語処理・情報検索-情報抽出-要約
（１） (13:50-15:30)

J 会場	
  ウインクあいち 10F（1001 会議室） K 会場	
  ウインクあいち 10F（1002 会議室） L 会場	
  ウインクあいち 10F（1003 会議室）

[1I2-NFC-02a] 近未来チャレンジセッショ
ン-NFC-2 （サバイバル）認知症の人の情
動理解基盤技術とコミュニケーション支援
への応用（１） (15:50-17:30)

1I1-4in1 ニューラルネットワークを用いたガスプラントの品質
予測 （○泉谷 知範、切通 恵介、島田 健一郎、伊藤 浩二）

1I1-3 複雑な構造の経時データ解析におけるモデル選択について
の考察 （○原田 奈弥、山下 和也、黄 冬陽、本村 陽一）

1I1-2 Deep Boltzmann Machine を用いたデータ融合手法の提案
（○新美 潤一郎、星野 崇宏）

1I1-1 Markov Logic Network による機械加工因子間の確率推定
（○佐々木 裕、三輪 誠、古谷 克司、原田 博正、寺本 一成）

[1I1] AI 応用-産業システム (13:50-15:30)

I 会場	
  ウインクあいち 9F（908 会議室）

5 月 23 日 （ 火 ） 13:50-15:30	
  15:50-17:30
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1N2-OS-39a-2in1 オープンなデータベースを利用した行動計画
提案に関する研究 （○加藤 文彦、小出 誠二、武田 英明、落
合 勇太、上田 健揮）

1M2-OS-02b-2 Boost SAT solver with hybrid branching
heuristic （○ムン ソンス、稲葉 真理）

1M2-OS-02b-5 CDCL SAT ソルバにおける貪欲論理制約伝播（○
楢崎 修二）

1M2-OS-02b-4 解集合プログラミングによるソフトウェアテスト
ケースの生成 （○小俣 仁美、井上 克巳）

1N2-OS-39a-5 地方議会議事録の探索的閲覧のための自動タグ付
け手法の開発 （○成瀬 雅人、白松 俊、松島 格也）

1N2-OS-39a-4 The proposal and evaluation of type estimation
for ontology using neural network and word embedding （○
幡谷 龍一郎、森田 武史、山口 高平）

1N2-OS-39a-3 英語版 Wikipedia オントロジー構築と YAGO との
比較評価 （○川上 時生、森田 武史、山口 高平）

1N2-OS-39a-1 Knowledge Discovery from Linked Data （○趙
麗花、Kertkeidkachorn Natthawut、市瀬 龍太郎）

1M2-OS-02b-1 研究室配属問題の CSP 符号化手法の検討 （○藤
井 樹、伊藤 靖展、鍋島 英知）

1M2-OS-02b-3 GPGPU による MaxSAT オラクルを用いた SAT
ソルバの試作 （○山口 順也、Tourret Sophie、井上 克巳）

[1N2-OS-39a] オーガナイズドセッション
-OS-39 Linked Data とナレッジグラフ
（１） (15:50-17:30)

1N1-4 人々の主観とグラフクラスタリングに基づいた画像分類
（○川本 達郎、近藤 那央）

1N1-3in2 人狼ゲームログからの狼役職絞り込みセオリーのマイ
ニング （○板東 勇樹、呉 双、林 友超、宇津呂 武仁）

1N1-2 分散的意味表現を利用した自動作詞 （○堀 玄、嵯峨山 茂
樹）

1N1-1in2 制約充足による人狼ゲームの役職絞り込み （○林 友
超、呉 双、板東 勇樹、宇津呂 武仁）

[1N1] AI 応用-ゲームとエンタテインメント
(13:50-15:30)

[1M2-OS-02b] オーガナイズドセッション
-OS-2 SAT 技術の理論，実装，応用（２）
(15:50-17:30)

1M1-OS-02a-4 制約充足問題の ASP 符号化に関する一考察 （○
坡山 直樹、番原 睦則、宋 剛秀、田村 直之）

1M1-OS-02a-3 スマートオブジェクトの近接連携シナリオへの記
号モデル検査の応用 （○蓑田 玲緒奈、湊 真一）

1M1-OS-02a-2 SAT 技術を用いたペトリネットのデッドロック検
出手法の提案 （○寸田 智也、宋 剛秀、番原 睦則、田村 直之）

1M1-OS-02a-1 OS 招待講演, SAT から解集合プログラミングへ
（○番原 睦則）

[1M1-OS-02a] オーガナイズドセッション
-OS-2 SAT 技術の理論，実装，応用（１）
(13:50-15:30)

1O2-OS-30b-5 kinect を用いた習慣逆転法を支援するシステムの
構築 （○立石 光、曽我 真人）

1O2-OS-30b-4 身体知の熟達と学習者の言語化に関する研究 （○
山田 雅敏、砂子 岳彦、竹内 勇剛）

1O2-OS-30b-3 実試合のパス行動分析に基づく RoboCup チーム
の作成及び行動の評価 （有村 勇紀、糸田 孝太、○渡邊 紀文、
大森 隆司）

1O2-OS-30b-2 個人間の運動調整過程に関する実験的検討 （○市
川 淳、三輪 和久、寺井 仁）

1O2-OS-30b-1 身体運動のフラクタル次元に基づく行為模倣への
アプローチ （○鳥居 拓馬、日高 昇平）

[1O2-OS-30b] オーガナイズドセッション
-OS-30 身体知の表現と獲得（２）
(15:50-17:30)

1O1-OS-30a-5 学習者のメタ認知的言語化内容に応じた指導内容
提示フレームワーク （○牧嶋 直将、赤石 美奈）

1P2-OS-28b-4 2016 年以降のオンライン社会的合意形成支援シス
テムにおける社会的,法的,倫理的課題 （○浜田 良樹）

1P2-OS-28b-3 コンベンションにおける合意形成を目的とした期
待分析と実証実験に関する研究 （松尾 徳朗、大塚 孝信、白松
俊、仙石 晃久、藤田 桂英、大石 哲也、○藤田 理恵子、福田 直
樹、伊藤 孝行、岩本 英和、河瀬 諭、伊藤 孝紀、秀島 栄三）

1P2-OS-28b-2 合意形成支援技術の対立的状況への適用に向けた
社会実験デザイン （○辰巳 智行、中澤 高師）

1P2-OS-28b-1 OS 招待講演, AI による合意形成支援と民主主義
（○中澤 高師）

[1P2-OS-28b] オーガナイズドセッション
-OS-28 合意形成支援のための AI（２）
(15:50-17:30)

1P1-OS-28a-4 議論の展開の図式化と呼応するファシリテーショ
ンの選択に関する基礎的考察 （○島田 壮一郎、秀島 栄三）

1P1-OS-28a-3 ワークショップにおける対面式と非対面式の組み
合わせの実態と効果検証 （○福島 大地、伊藤 孝紀、西田 智
裕、仙石 晃久、大塚 孝信、伊藤 孝行）

1O1-OS-30a-3in1 ノルディックウォーキングにおけるポールワ
ーク特徴提示の影響 （○大海 悠太、森 芳弥、山本 正彦）
1O1-OS-30a-4 アイスホッケー初心者における道具の身体化 （○
山田 雅之）

1P1-OS-28a-2 連続ワークショップに合意形成支援システムを用
いた効果検証 （○西田 智裕、伊藤 孝紀、福島 大地、仙石 晃
久、大塚 孝信、伊藤 孝行）

1P1-OS-28a-1 OS 招待講演, 合意形成支援システムを用いた社会
実験の検証 （○伊藤 孝紀）

[1P1-OS-28a] オーガナイズドセッション
-OS-28 合意形成支援のための AI（１）
(13:50-15:30)

1O1-OS-30a-2 全身協調バランス・トレーニング“スラックライ
ン”が バランス能力に及ぼす影響 （○児玉 謙太郎、山際 英
男）

1O1-OS-30a-1in2 舞台表現における共演者との相互作用 （○清
水 大地、岡田 猛）

[1O1-OS-30a] オーガナイズドセッション
-OS-30 身体知の表現と獲得（１）
(13:50-15:30)

M 会場	
  ウインクあいち 10F（1005 会議室） N 会場	
  ウインクあいち 10F（1006 会議室） O 会場	
  ウインクあいち 10F（1007 会議室） P 会場	
  ウインクあいち 10F（1008 会議室）

5 月 23 日 （ 火 ） 13:50-15:30	
  15:50-17:30
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1A3-5 CNN $
İ ʻŐ˒

ȞÝĕȺ

ȰÝ*-əǯĕȺ

ʷ

ńË ˑȧ

1A3-4 DNN õȵƆ WleuHõȵŊ Ȩļ, ċ
¡ ˑɞy ɉȏĬǸ ɄĹƘǸ ÂŐ˒

1A3-3 DNN *- RDF y Ðɵʶ ʷ¡ Ǚ ˑċʅ ʺ
Ĺʅ ˊƘǸ ÂŐȗƓ ɳéʫ Ci3oǗʭ ʽ
ĎĪƕ ǈ˒

1A3-2 Depth and Complexity of Deep Generative
Adversarial Networks ˑhbB: ɛĺ˒

+

ʜȡWHurǬŋ ˑƲʰ ²˒

1B3-5 ƵƧĕȺ.ĕ#'
Ǽ ˑɎƓ ʽŁ˒
ĠɱûJiuHmr<CEMd

1B3-4 ʀɼ -Ǽɩ間の階層関係に基づくřĀƯʡË
őǶ ˑxǌ ğȟĳ šĹǸ ÷˒

1B3-3 Embodied Conversational Agent to Motivate Learners
towards Communication in English ˑAYEDOUN
Emmanuelƞ ƳǠǸ ç˒

ʵ

1B3-2 ĠɱCQm7ƯȦ -juBðȡ«ɜ ŬĚ ˑċĂ
ǒÚǦĩ čvƖĩ ŁƇƚ} Ȝvʬƛĥ ȸÑ˒

reply Ġ

1B3-1 Tweet

1A3-1 ǑĨĕȺ.Ƕ ȈɾǬŋǙ.ƏʧË-Ȉɾ¼˅
Ŧ» ˑ}ĳ ċǎʩ˃ʰ ɓƛĥ ʂyʰĩ Ê˒

 9Fˑ901 ʀĜ˒

[1B3] ɇǣɩɵºǰtřĀƩȮ-ĠɱCEMd
ˑ˓˒ (17:50-19:30)

 2Fˑċ`un˒ B ā 32r;

[1A3] ƵƧĕȺ-ǑĨĕȺˑ˓˒
(17:50-19:30)

A ā 32r;

5 Ɛ 23 Ž ˑ ǡ ˒ 17:50-19:30 19:30-20:10
 9Fˑ902 ʀĜ˒

ǩ¾GKCkr˗JSAI Cup Āã
(17:50-20:10)

C ā 32r;

 9Fˑ903 ʀĜ˒

+

ǨɵǴš ˑ

'

ǨɵE:ub_

1D4-OS-29c-1 ȕÉtQY>uCkrM;EOǴš ˑƨǸ
ú˒

[1D4-OS-29c] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-29 !--?rZiuH--?ciR
=uCkrˑ˕˒ (19:30-20:10)

1D3-OS-29b-5 Mental time of conversations with photos using
speech, event and photographing time ˑKhoo Er Sinċ
ƹ ȷ¤ē˒

1D3-OS-29b-4 Ǩɵ.ȈɾŌǳ
uE ɭɪ ˑȓ¯ Ǉ˒

1D3-OS-29b-3 ǨɵɇÉǴš]p<ld$ őǶ.ɠŪ Ƃ
Żv 200 è 7JtʞʓƯʡ8M@l2F ˑ%
&  Ƙ ǚ˒

1D3-OS-29b-2in2 Wikipedia .¿ǶƬœʘƍ -ħŖ
řĀ ǬŋǨɵɇÉǴš>ud ¿Ƕ ˑģʰ ǒĹģ
ż Ĕ˒

1D3-OS-29b-1in2 ¨Ù śåSKOqu;
ɔ ŧéɎ ʥģż Ĕ˒

[1D3-OS-29b] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-29 !--?rZiuH--?ciR
=uCkrˑ˔˒
(17:50-19:30)

D ā 32r;
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1E3-4 L2uO 8M@mË*-0ReuCkrè XK
Oɟñʷ-Ȋș ˑǸǥ ȿƭ ÂÚùǸ vʬƨ Ȭ
vʬċȈ ƸȂ˒

1F3-5 ɩɵºǰǴš-ŅĿəǯCciouH ūÝ*
-ċĕ´ɰǨǰ Äĕì˄ ɇÉɧȡ ˑīƣ ȒȂƲʰ
²īsʁ į Íı ¬Ď˒

1F3-4 ȣŸŹȝ˄.Ġʃì]pGECciouH ɭ
ɪtʵǼǼŶǾìɸ˄$ őǶ ˑī ¬áƞ ʼ
ƛƕ ŞĹĹĲ ę˒

1F3-3 ĕȺȽ*-ŕȼÕ"ű.}ŏ]p<lcr<
ĕȺųůCEMd ɭɪʵǼ ˑƛƕ ŞĹȉ ¯ɡ
ƞ ʼĹĲ ę˒

1E3-3 ôǵʷ-L2uO VuEOǯʃ
ɻʴĥ êŐėɔ vȓ˒

¼Ɲ ˑȅʚ

1F3-2 řĀƯʡ7u]r0]puJþxɦpDK;fN
n ű ɼǰǜȺ ɭɪʵǼ ˑÌƘ ŧʴʁ Ǎ
šÁǸ vɶƞ ʼĹĲ ę˒

1E3-2 \o2rEOucr< ¹¿Ƕ ' ʷʢřĀŬ
ɒƵƯ ɰ ˑɔ Ƣ£ʳƓ Ɗ~ȹ ʕċó Œ
ɤŻʁ ɕƛ˒

ĉöË]pGE5YNrE

1F3-1 Computational Thinking
ˑĹĲ ę˒

 9Fˑ905 ʀĜ˒

1E3-1 ʟƷNuHʝÅ-Ǫǅz ǫțɱ˄¼Ɲ
ˋǾǩŖ¼Ɲ ˑɞü ʆďŻǸ ³ĴģʰǸ į˒

F ā 32r;
[1F3] Xiubr2rH[4uEtŵɁųů
-ŵɁųů (17:50-19:30)

ě

 9Fˑ904 ʀĜ˒

[1E3] Web b2Rr<Ưʡtɱ˄Ŧ»
(17:50-19:30)

E ā 32r;

5 Ɛ 23 Ž ˑ ǡ ˒ 17:50-19:30
 9Fˑ906 ʀĜ˒

1G3-4in1 HMD .Ƕ -ŲǾˆè ɊŇćËåɣ$ ň
˂ ˑƖǸ ÈîǷ ívƾʁ ĔvɌư Ĥź˒

1G3-3 VR ʏɚɨɣ.Ƕ 0MrCkrű*-mI2o
;MKPt36u:r< ˑ}ü¸ ÎƉƴƕ ľŁĪ ǲ
ʌÅɔ çņ˒

1G3-2 lVrǩŎ Autoencoder .Ƕ XiubT2Ppa
KO ʒÉǴšʷ-Ȋș ˑÅɔ ǱƳÅɔ ſĹ˒

1G3-1 ]pD4;CkrbKZr<.Ƕ Ġɱ5uD4rO
*-¸ʭǪŝə» ˑȉÓ ȸģƞ vƳ˒

[1G3] Xiubr2rH[4uEtŵɁųů
-ŚtŨŃǯěŜt5uD4rO
(17:50-19:30)

G ā 32r;

 9Fˑ907 ʀĜ˒

'

ȳÝɫɼ

1H3-OS-15b-4in1 SUUMO  {ÉǵNuHǊǶ
Ɣƙ ˑƖǌ čƳʰƘ ȄĹ˒

1H3-OS-15b-3 {Éǵbu=M1r<
Ǚ ˑċǋ Ƽȷ˒

Ö,ȯ&

juBɖÉ

1H3-OS-15b-2 ǑĨǩŎʱ.Ƕ ˅ʶÖ,òƩȮ ˑˌǸ
ȏƳy Ȃĩİ £ņȃǝ ǔƈ˒

1H3-OS-15b-1 Ļ,Ȳ- 100ninmap project ˑÌ ʼ
Ɏǧ ɍǄɌĝ Ȼēĝʭ ȅɘǃÝ ǹʌēǔǸ ʺÜ˒

[1H3-OS-15b] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-15 {Éǵ AIˑ˔˒ (17:50-19:30)

H ā 32r;
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1J3-NFC-01b-3 ?r_rCkrřĀCEMd ' ƒŉ¼Ɲ
ěɮěˋʷ-Ȋș ˑƛĥ ōƑīƕ ɍçċĂ Ĕ
¥ɔ ĔɖɔǸ ǰŗēċȉ êȉ ƇǃǠ ɽ
ǽƛ £ɔ ĔȩȒĭ ƢxȑǸ ȂƳɔǸ Ƥɍ˒
WSnN1E8KCkr

1I3-NFC-02b-3in2 ɲȈǻ=0 -ƽ.¢ƃ.Ƕ
<nu]ĕȺ ěʐɯ ˑęŅ ½Ơ}ʰȁ )&
ˉĩ Ćčģ¦ ŷąùƣ ɛȉĳ ȻáƕǸ ȷçē
Ó ġĎȟƞ ǈv˒

1I3-NFC-02b-4in2 Țʶ -ˌˎȽ ŏǾǪǅǰɧ.¢
ʣ-bnJfuInƃGrCr<þȀ ˑƦĩ ĳ
İ ʣȐʁ Ȃʖ˒

1I3-NFC-02b-5 ƱǛ=07rOpDu ƯȦà ˑƚ
ȷȴċÿ Ⱦčʬɔ ʺĭǸ ÎȘǸ} (ƿƴ
Ǹ Ǎvƛ  ˒

1J3-NFC-01b-2 µʌtµÆbKJr<þĠɱųůpaK
O ʵǼàßą ɱɧƝ ˑĩ× zĳÓ ɍ
ǰ å Ŕďđȃǝ Ȓçīː ȅ˒

1I3-NFC-02b-2in1 jbRJiuP Evidence-Based Care
ěǯàbnJfuIn?ciR=uCkr ɯ
ˑ
ƕǸ ȷçēƓ Èʖǿ ȅȈēƞ ȭȷƛ Ƴ
ȉĳ Ȼáùƣ ɛGineste Yvesȟƞ ǈv˒

1J3-NFC-01b-1 paKO.Ƕ 0;M1\GrCr<CEM
d;l3P_uE paKOAuYE ȰÝþȀ ˑ
šǸ ʽņƛŽƫ ¥ôĦ ʺ}ĳ ĺēƘĳ ʈņ
Åɔ ǹɋ˒

|ˑz© ʽɖƘy ƈ

'

1L3-5 Ǐʇʷ-ƩȮµʌɵ +Ķā.ɥǙ-ţǆʷ
-Ȋș ˑċʰ Į¶ƛĥ ʂyʰĩ Ê˒

1L3-4 Vm5uCkr Ůȍ(+ʴƒǾÇƟȆȁ
34\A2OƏʧËţǆ ˑˇĂ §Ĺƛĥ ʂ˒

1K3-4 340l\nGrAuNuH.Ƕ ǪŝŬĚþ
ƪȽ ǤEOoEo_nŬĚCEMd ˑÞǸ ǹʌēȟ
ƞ Ȉî˒
1K3-5 žƒʹǾ´.ěǯ-erHn^nEĠȢ
EbuOǳă ˑɑĩ Ǯē˒

1L3-3in1 Identifying Major Documents with Search Engine
Suggests by Unsupervised Subtopic Labeling ˑʎ ʙw
Ɓɀ ǓƗ ĐĖǉâ ƹǃǸ Ğɍ˒

1L3-2in1 OZK;fNn *"¼Ŷəǯ Ƕ*-ƩȮ5r
DrtAD4EO ʾȪ ˑɀ Ǔw Ɓʎ ʙƗ Đ
Ėǉâ ƹǃǸ Ğɍ˒

NDLSH

1K3-3in1 ŏʒbnJHE;Ǫǅz -ɲȈHE;ʄɏɯ
Ʃɫ ˑǘȷ ɛʆƲȇ ȅŘĩǸ çȥƨǸ Ȭé
Ĺĩ ˌïƮÿ ®ʶǠ ¬˒

1K3-2 ɅƵɂǺɧƝ ' ǑĨǴšfNn ˑǸ êǴ
ĩ¸ ǕĹƛÓ įyÓ ʪƅ˒

Ǩ$

1L3-1 Web y
ȷ˒

1K3-1 ǢʝÅɸ˄z -7Paunɸ˄*-¥¥ʃʷʢ
ˀ P300 ɴǼţƻĠ-þȌǾƩɫ ˑxʗ ƇƋÞ
ĳ ċŁØƴ ƹ˒

 10Fˑ1003 ʀĜ˒

[1L3] Web 2rMmD4rEWeb 2rH
l;CkrtƩȮ (17:50-19:30)

 10Fˑ1002 ʀĜ˒ L ā 32r;

[1K3] AI őǶ-^nE=0ˑ˓˒
(17:50-19:30)

 10Fˑ1001 ʀĜ˒ K ā 32r;

1I3-NFC-02b-1in1 ˌˎȽ ªŖþ ɲȈǻJud=0
¼Ɲĕ" ǳă ƯȦ ˑÅɔ ŒȃǸ ·čʳƓ Ĉ
ȉĳ Ȼáȟƞ ǈv˒

J ā 32r;
[1J3-NFC-01b] ʛƔƙJgorDGKCk
r-NFC-1 ˑAV2Vn˒;l3P_uE
paKOAuYE ȰÝþȀˑ˔˒
(17:50-19:30)

 9Fˑ908 ʀĜ˒

[1I3-NFC-02b] ʛƔƙJgorDGKCk
r-NFC-2 ˑAV2Vn˒ɲȈǻ  ř
ÉǰɧþȀŤɗ?ciR=uCkrųů
$ őǶˑ˔˒ (17:50-19:30)

I ā 32r;

5 Ɛ 23 Ž ˑ ǡ ˒ 17:50-19:30

－ 25 －

25

19:30

17:50

1M3-5 {ȋěŖ.ȼşŮŰƯʡŅšì˄ʷ-vƩɫ
ˑǂƕ ČčSchwind NicolasĹĩ ÊŴy ³ĵ
Marquis Pierre˒

1M3-4 ÀȪþ WleOmK;U2\mKPCEMd
Ȩļ¤ɮCciouCkr ˑƛƕ Ȼč¾ȫ ¬ĶĄǸ ¬
čyǸ çȩ˒

1M3-3 ɝŸ [4pfr<l[.Ƕ  ACO *-ÀȪ°ʏì
˄ ɧǆ ˑĄʲ ŧłƾʰ vō˒

1M3-2 ȶ*-Ãŀ.ȼşɝŸʨťVrN1KOì˄
ˑģĝĩ ȬĹƕĊ ǒ˒

1M3-1 ¼ÃʷŸ>ud.ĠʃŮŰƯʡŅšì˄
MaxSAT ȠÛË ˑʍƘ xĺơ Ǟˏʰƕ vʆƶ ȏ
ēƲĥ ȅ˒

ƯȦ.ȁ

-ň˂

1O4-OS-30d-2 ĕȺÇƟày.ũàŤɂŵɁųůţǆ
ˑƛǌ ŠȳˌǸ v˒

ʵǼ

1O4-OS-30d-1 NIRS .Ƕ țɢˁțɢƆ -Ʌʊ
Ǌ Ʃɫ ˑĩƕ ƀƚʰ ¿ʆƎŢ ȅǟ ğç˒

- ˑ

1N4-OS-39c-1in2 Ŭɼ SPARQL ;5měɖʄɏʔǖ '
ÀȪĊȁǾ GA .Ƕ  OWL 7rOpDuƏʧË ˑ
ĩǸ ȂĸȑǸ ȂƳ˒

ʒE:n.ȼ

ʋ

[1O4-OS-30d] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-30 ʒȈ əǯǬŋˑ˖˒
(19:30-20:10)

1O3-OS-30c-5 țƺ
ÿ¸ ʻɺɬ ƸƳ˒

1O3-OS-30c-4 Ɇʭ ÅʠļȆȁøýȰɈʑ É
ʦ ʷ-¼Ɲǆ ˑɐø ȂƳƛǸ Ǎv˒

ĚʱËʷ-v

ɥǾ¼ȤƯʡŤɂÉ|

1O3-OS-30c-3 ɦʠļ¼ķ.Ƕ ƺɖÒʃ
Ʃɫ ˑˍƴ ëƛǸ Ǎv˒

1O3-OS-30c-2 ʒ
ˑʸ× ʂ˒

[1N4-OS-39c] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-39 Linked Data QoKD<l[
ˑ˕˒(19:30-20:10)

1N3-OS-39b-5 An Automatic Knowledge Graph Creation
Framework from Unstructured Text ˑKertkeidkachorn
NatthawutĶǠ ˏčʬ˒

1N3-OS-39b-4 Ȏɸ˄ -ñƟʷ¡.ə Linked Data
ÏɇÉǾƯȦţǆ Ůƥ ˑƿy äĳƘ ʻǍØİ Ƈ
Üċ˃ʈ ƅņ˒

1N3-OS-39b-3in1 *,ɉ ǴæȔĕNuH¿Ƕǳă
ũ ˑĩƕ ǇƊĩ× ŷē˒

1N3-OS-39b-2in1 ÉǾ2rEHrEbKJr<ţǆ.Ƕ b
KZr<ŨŃ SPARQL ;5měɖƵƯ ŨŃ ˑʏț ŧ
ȑǸ ȂƳ˒

-ɢɣǾţ

1O3-OS-30c-1 Z0REOÇǭǾɷɿǶ
, ˑˈĽ ȱʮēʸ× ʂ˒

1N3-OS-39b-1 DBpedia .Ƕ Ȏɸ˄H<ɇÉ| API
 ˑǗʚ ʉǽƛ £˒

 10Fˑ1008 ʀĜ˒

-ň˂

ÇƟʷ-

+

ÔÅȽ

1P3-5in2 preference ƌƄŖ-āÝ Misrepresentation Game ɧƝtCciouCkrƵƯ
ˑɞ ĢĘȑǸ ȂƳ˒

ěǯ

1P3-4 ÝśŅšʤȖ ¹¿Ƕþ LOD Ťɗ*-ʀɼʤȖ
ƩȮŮȍƵƯ ɭɪ ˑȑǸ ȂƳ˒

1P3-3 [/CmMuH ʋìǴš ' ±ɖŹɃ
śɠŦ»ţǆ ˑǀǸ ʼźǽƛ £˒

1P3-2 7rl2rʀɼŭȍƜ -ĊĨ<l[.Ƕ ɇÉɟ
Ȫ ' ʯɟŹŦ»ţǆ Ůƥ ˑÌĳ ǐčɔǸ Ƥɍ˒

1P3-1 ʿɹì˄ɧǁû ʀɼ|
Ȋș ˑĒÓ £ɔ Ĕɖ˒

[1P3] ɇǣɩɵºǰtřĀƩȮ-ʀɼųůˑ˓˒
(17:50-19:30)

 10Fˑ1007 ʀĜ˒ P ā 32r;

[1O3-OS-30c] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-30 ʒȈ əǯǬŋˑ˕˒
(17:50-19:30)
ɰ

 10Fˑ1006 ʀĜ˒ O ā 32r;

[1N3-OS-39b] 7u9Q2FPGKCkr
-OS-39 Linked Data QoKD<l[
ˑ˔˒ (17:50-19:30)

 10Fˑ1005 ʀĜ˒ N ā 32r;

[1M3] þȌtǰɼ-ÀȪ°ʏtƏʧË
(17:50-19:30)

M ā 32r;

5 Ɛ 23 Ž ˑ ǡ ˒ 17:50-19:30 19:30-20:10

－ 26 －

26

13:50

9:30

11ͼ30

ˍÍ͇¦ɧ-Í͇ɑÙTYPy 2ͼȱŜņ
ˁ,ɎɯɲǗú,#2+ ( 13:50-15:30)

ˍÍ͇¦ɧ-Í͇ɑÙTYPy 1ͼNEDO
ũɽˈƩˤ͇ɯ,ǉ#*ÿʬ:̑
+7ʄ¨+Ċ' ( 09:30-11:10)

Ũ Ơ

[2D2] AI Ɠɣ-i;>_Rͷ2
(13:50-15:30)
2D2-1 [GR]ƚĬ5ɡƥ8#ȃƕ̤ǝ:ɣ#ŭĭéĊÖ
ǰ ͷ §ˡ û̕ĥÐ ŅķŞ ̱͒ĐȤ Ƀ
2D2-2 ȱŜņˁ)ͭ͢Ź\V:ɣ#ǴŽȧǅɔȣ,ƶŌ ͷ
ɤ¤ ĵƘĐȤ Ƀ
2D2-3in2 Ȍǽņˁ:ɣ#ˋéË̓Ȱ̧+47¨˺ȂêƼƺ
ͷ åˡ ɷͫĭ ͗Ͱţ Ėȉ̜ ͌
2D2-4in2 ǔʢ×\V͈,̭͉ƕ)͉·ƕɝ˷,#2,gQw
<|>VzI[=g[= ͷ Ř̜ ʽ¤ŞǨ Ɩ˫Ǯ
ø ªŨŧ ʏĸˀŎ ˣ»ň́ Ȓǐ

2C2-1 ǧņˁˣéƶŌ,#2, Zero-shot ņˁȥ+7ʠŹĊ
,̂0 ͷ ǮǦ ˘
â̬
2C2-2 ͐8q|Miu\|+47 MATLAB/Simulink u\|,
I~ȁÕ ͷ  Ȳ
2C2-3 Laplacian-Constrained Tri-factorization for Feature
Association Learning ͷ Zhai HongJieHaraguchi Makoto
2C2-4in2 {E}]`wz|aY]I+47ǪǇȆƥÞ
u\{J,̂0 ͷ ̈́Ǧ ɞǮş źû

2B2-1 ǠÇʘĕ˴ IoT TN+ĩ&`D>\Vq>`J
ͷ șˡ ãĈŨ Æ̚ǫ š
2B2-2 WebArchive :ɣ# SaaS ,¶Ƿ\V,þ͔)Öǰͷ
ǞǶş ´ ́Ş ëǮś ̑
2B2-3 ¬ʼƚĬNgR,Úɣɔȣ:Ȭɣ# POI ƶ˟ƨȥͷ
˚ć ǸȱɅ ¯Şɤ ȶǮś ̑

2D1-5in1 ǔʢ×\V,éĊȅ˰:ʃ˰ʤǅɡƥ+Ċ'
ͷ ͙Ǧ ˏʧŘǱ ̹

2D1-4 ƪ̖áć:˃ơ#ƪ̖Çͦ«Ź+ĩ&ƪ̖»˼,Iz
RV{J ͷ ʟɤ ȊǮ ˡ̹ɒĮ »öȏˡ ǃ
łǿŞ ɥ

2D1-3 ̓ˢ}p]4.qI~ʭȵƲǄ+47{<|V>s
ǌͅTXt],Ⱥ ͷ ±́ ɰĐȤ Ƀ

2D1-2 ̖ɢ¶ǷĲéeV,ͦ«ƕ+ɻɶ#̓ˢŭĭȺ,
́¶ ͷ ǫ ÈˎŨ ƠĈɤ À

2D1-1 Ǵ¶ĲéeV,ͦ«ƕ:ɣ#Ǵ¶Ⱥ ͷ
ǫ ÈˎĈɤ À

[2D1] AI Ɠɣ-i;>_Rͷ1
(09:30-11:10)

D ¨ĭ @>I$ 9Fͷ903 ¨̎Ŏ

[2C2] Ȍǽņˁ-ȌǽņˁƓɣ
(13:50-15:30)

Šť Ï

>WR]{<|TYPy 2
(09:30-11:10)

C ¨ĭ @>I$ 9Fͷ902 ¨̎Ŏ

[2B2] \Vq>`J \Vq>`J
Ɠɣͷͻ (13:50-15:30)

2B1-5 Deep Learning (,ĢěV>|Ȭɣ,ȁ˻ ͷ
ĐŞ 

2B1-4 u\|lRņˁ:Ȭɣ# DDPG ,Nk|çəÖǰ
ͷ į̐ ʁƇ̷́͟ ˠǮś ̑

2B1-3 ȱŜņˁ+47ˇ̺ X ʳÑɹ5,˿ǈˬæ ͷ ʹɀ ʨ
ɡŞ Ȯķ̹ ø ͓¹ŞĀ ųȠȳ ƙǏĵș Đ
ƅǮś ̑

2B1-2 xO,mQgwʢ×5,MdQyȺ
ͷ ̓ł ̣͙̕ ͞ ́Ş ëǮś ̑

2B1-1 ~oY]q`hw}Py+7ɧÄÐɐ°,ȱŜņ
ˁ+47̯éȺ ͷ Ŏş ͓Ȋ̐ è¯Đɤ Àķ̹
́ȟ ŤħÐ ȩųşɤ Ơʑ˛ ͓ŵ

[2B1] Ȍǽņˁ-ȱŜņˁͷͻ
(09:30-11:10)

B ¨ĭ @>I$ 9Fͷ901 ¨̎Ŏ

ˍÍ͇   

A ¨ĭ @>I$ 2Fͷĵn|

ƯƊ̌ɁͼȪˎųͷ̼ĵņ

A ¨ĭ @>I$ 2Fͷĵn|

5 ǡ 24 ǌ ͷ ȗ  9:30-11:10 11:30-12:30 13:50-15:30

－ 27 －

27

13:50

9:30

̐ɤ Ȩ̹
̈́Ǧ ͓

2F2-3in1 UX-ABC ȥ,Ƹǹ) Inverse TRISim /,Ɠɣ ͷ
Ǳ ʞĄāŭ Ǐ

2E2-3 ˳˴͏Ő˄)ǘɺ˄,Mzo}PyĊ
²ȂÖǰ ͷ Ũť ɷȒɼË ̸ł

2F2-5 ˭Ǆ̊ɊȶĒͤ+7Íųƕ+ĩ&#çɣƚĬ,Ŗ
ʕŹ,Ƹǹ ͷ ̲Ş ʖ§ˡ Ņˣ

2F2-4 2 ȍÆǷłʓ͈ ,ǋ˾̽ʼĒͤ+7e}]çəƕ
,˃Ŕ ͷ Đɤ èȐŘ́ ûœŒȘ Åǭˡ ĵȊȉ
ś ɹ

Ř

2F2-2 Building Teams Resilient to Change ͷ Schwind
NicolasDemirović EmirȝǨ Ķķ
ÉŬ

2E2-2in2 ˳ʳ+47Mrw`KPy:Ƽƺ7@A<zj
|\d>R,͇ɯ)́¶ ͷ ƌˡ ̓ˊț ö̓ĵɅ ö͌

,#2,ó̈

2F2-1 ʋɲ˵Ⱥ¢ʹ6̩Ls,˶ÿžu\|+7Ĥ
˧˷ǰ ͷ ̀Ò Ņķ̀ ͧļŠť ǃ͉Ā Ƿȉś ɹ

2E2-1 ̵ƬŽŖ̃,ƛÄã+3#5Ɖ͝,i=|^(,
ȁ̀ ͷ ȸ̥ ʽʣŘŨ Ȯųɾʹ ȮɇĀ ʊĆ

ea|\=REYPyͿ;",Ƒ)-ͽ: ũɽˈ:l
R)#>VzIPyƩˤ:˃7ͷͺ

[2G2-OS-08a] DF_>S^TYPy
-OS-8 HAI",Ƒ)-ͽ: ũɽˈ:l
R)#>VzIPyƩˤ:˃7
ͷͺ (13:50-15:30)

2G1-5in1 ˳ʳˣé,ǅìŪ,Ŗ̃BQA]/,ō˪)÷̒
́¶ ͷų́ Ʈ ɾɚ Ʈǆʆɤ ǚł

2F1-5 ŭȕÎâɽʀʒ¨,ȆƛͼJ~d|(Ʊʲăˈ*ĢĨâ
ɡȬéƼƺ, ʬ0 ͷ §ˡ Ņˣ£ɾ ǕɱǮ ¹ˡ
ɤ Ǹ˒ ōĪɤ ʖİʉɤ ɷȊ

[2F2] BQA] q|XBQA]P
R[sͷͺ (13:50-15:30)

2G1-4 eVVRI:ɣ#¡˄ƜěƶŌ:ċ1ƜƔȜŌ̰ʎ
,u\|Öǰ ͷ ʡɤ Ņķȸ̶ ʣǅȏˡ ³Ɩ

2G1-3 J|k\=REYPy+ùå7~oY]+7<
[PyŖ̒u\|,Ƹǹ ͷ Ǧǫ ȴƁ ɟͳ Ŋ̟
şɤ ŗČǱ ¯Ȋͭɉ ˫́ Ǣʣłĵɤ ɷȊǺø
ĐŊ

2F1-4 ÍÎŻʜ)Àź̼ŭ+7%,ɬűȁɽ+͉
7Ɠɣ ͷ ŉ́ ̕

2F1-3 ͭ͵^z>d,̯̠̔˕ȷ:ɶƲƼƺPR[s,Ƹ
ǹ ͷ ƌˡ ʫ̹ȹʽ ͓º

2F1-2 ƎƋͭ͵˄¬ʼƶŌ,#2,°̴˜:˃ơ#͘ȦƂŹ
,u\|ì ͷ ʉǨ åĻƗɱǮ ¹Šɤ ƈȘ ǐƅ
IJ} q@{PD

2G1-1 ͚˹̅ƚĬ:¸̮7fwqb>^~oY],˨Õ\O
> ͷ ĵż ³¤Şɤ ̆

2F1-1 ̞ɂˣé,å̫ŹĲì͂:Úɣ#̜͛<ITP
g{[=́¶ƨȥ ͷ ͆Ţ ȫƀŠɅ ǢʅǮś ̑ɼË ̸
ł
2G1-2 )~oY],óÃ+Ċ#Ɯě,ɡƥ)ÎǢ,u\|ì
ͷ JA <]?<ǌȘɤ ǚʰ͆ ͌ˣ

[2G1] BQA] fwqBQA
]>VzIPyͷͻ (09:30-11:10)

G ¨ĭ @>I$ 9Fͷ906 ¨̎Ŏ

[2F1] AI Ɠɣ-ʄ¨PR[sͷͺ
(09:30-11:10)

F ¨ĭ @>I$ 9Fͷ905 ¨̎Ŏ

[2E2] fwq>ViARǁˆƼƺMrw`KPyƼƺ (13:50-15:30)

2E1-NFC-04a-4 UMAMI: Understanding Mindsets Across
Markets, Internationally ͷ KANO Gluckstad FUMIKO

2E1-NFC-04a-3 NFC ƯƊ̌Ɂ, FRONTEO ,ũɽˈBQ
KIBIT +47ÿ6ʬ0 ͷ ȏɤ ʊȊ

2E1-NFC-04a-2 ǌǨ̅Dbq]mņˁƼƺ+Ċ' ͷ
ō

2E1-NFC-04a-1 ¶¿˵qK[=J ͷ

[2E1-NFC-04a] ̨ǧǬXv}QTYP
y-NFC-4 ͷNd>d|ɨ¶¿˵)
ĝ͎qK[=J (09:30-11:10)

E ¨ĭ @>I$ 9Fͷ904 ¨̎Ŏ

5 ǡ 24 ǌ ͷ ȗ  9:30-11:10 13:50-15:30

Ğɤ ǆĴͮȯ

˯ť ʰͱ

2H2-4 ͕̉Ŗ̃PR[s+7ßƌ,ɯ̃,ʷ6:ɣ#Ǡ
̳ɯ̵̃Ƭƨȥ,ȁ˻ ͷ ƥǮ ŊʽǩŞ ſǕīģ Ȯ
ǭ ʖ̹

2H2-3 ĳȇ*\VUR:Ȭɣ7\=l]Ħũɽˈ,#
2,ˋɋ˹̅:ǵ)7\V˨ɛ ͷ ǳ Ņ®ˡ ʽȞ
ǳɉ Úƅ

2H2-2 シーングラフを用いた質問文生成によるデータưƁ,ƨȥ
ͷ ȉɤ îĄŞ ˒Ȋ

2H2-1 ~oY]-ǭĵ+Ë87k~QAI]+7˒̅
ʍɶ,Û̱Ɋ)ƌ,̇ͤ ͷ ǭ ʖ̹ǩŞ ſǕƥǮ
Ŋʽʂť ʊȊ˖ ɘ̹īģ Ȯų ö͞ô ȨȮ
ĵĐ ȲĆ

[2H2] ˋɋ˹̅ÔɝƚĬȁʪ-ˋɋ˹̅ɝ˷
)̘ĒƓʛPR[s (13:50-15:30)

2H1-5 _>]ɕ+7ƪʈˣé,Öǰ ͷ
ģĀ Ǎʣśť ɽª

2H1-4 MM-NEAT :ɣ#ͱ͑+7ĳɶɲǠ̳ì ͷ
§ø Ⱦåˡ ǎų

2H1-3in2 RTS Ls StarCraft-II ,Ls~J+7 Rush
Ʀɫ,ĉŌ ͷ Oh HyunwooBudianto TeguhDing YiLong
ZiňȪč ȏ

2H1-2in1 An Analysis on the Rush Strategies of the Real-Time
Strategy Game StarCraft-II ͷ Budianto TeguhOh
HyunwooDing YiLong ZiňȪč ȏ

2H1-1in1 ɕLs+7»ͣ,Öǰ ͷ
ĸ

[2H1] AI Ɠɣ-Ls (09:30-11:10)

H ¨ĭ @>I$ 9Fͷ907 ¨̎Ŏ

－ 28 －

28

13:50

9:30

́Ā

2I2-4 K-ReRÌɔƞƴʪȥ+47̍ÙĒͤ+7ĲǄ̵Ƭ
ͷ ŭŨ œłŨʘ ĵ̕ðŦ źƅȘɤ ̗Șʉ ǚ
ƒɤǫ ¥şɤ ɹ

2I2-3in2
-RGvȥ:ɣ#ReRĩŸ̵Ƭ)RmI]|
Ö˷/,Ɠɣ ͷ Ǩȏ ͋ðŦ źƅʙ ÈȘɤ ̗
şɤ ɹ

2I2-2 Ìɔƞƴʪ+47ʳƄĘŰ,ReRĲǄ̵Ƭ ͷ ðŦ
źƅʙ È˯ͷĵ́ ʿÏȀǫ ̆Țɤ Ɣǥş
ɤ ɹ

2I2-1 SpDMD +47Mf}]iCb,ȷ˩Ƴéu^Ö
˷ ͷ ŠȻ äɸø ƟČȽĀ ŵĆðŦ źƅǫɤ
ªşɤ ɹ̙ ̹

[2I2] Ȍǽņˁ-˺ȺPR[s
(13:50-15:30)

2I1-3 N>di=QE|*ņˁƼƺPR[s,͇ɯ ͷ
Ņǅ

2I1-2in2 ĳɶɲǠ̳ì:ɣ#BYPvͧV>{JěƄ,
ɡƥ+͉7ʀʒ ͷ Ò Ǧĭ ʽʆ˝ ̆ȗ
́ ƏŘ́ ǚĆ
ȋǨ

ŘǱ Ɵ

2J2-OS-16a-5 Sleep Pattern Visualization via Clustering on
Sound Data ͷ WU HONGLEåˡ ͌ĄŞɤ ǣʽȢś
Ȏˣʉ À

2J2-OS-16a-4 ȱŜņˁ+47ïɭ[GR]5,ĜǢ˨ɛƭÕ
ė,͇ɯ)",ƕˈ́¶ ͷ ɼ́ ƣ§ˡ ˠˑŏ ˂ł
˔ɏ ˒ȡ

2J2-OS-16a-3 ͩ̏ǁ̋,Ȃêçəì+ő7PR[s,Ƹǹ
ͷ Ǳ ´̣ßɤ Ɔͪ

2J2-OS-16a-2 ̲͍(ˣÎƛȥƼƺPR[s,͇ɯ ͷ
ųĵȏ ʽºł

2J2-OS-16a-1 ʱʲɲ̯éƼƺ,#2,¶¿˵:˃ơ#ƚĬă
˳ìPR[s,Ƹǹ ͷ ɤ û˲͈ͭ źĄ

[2J2-OS-16a] DF_>S^TYPy
-OS-16 ïņïɭ+7ũɽˈͷͺ
(13:50-15:30)

2J1-4 ƝƚÖǰ:ɣ#PyYIßƌ+7¨̃aY]I
,Mrw`[=Ĳì,Öǰ ͷ ˌţ £ķ̹ĵɽ Ȏɷȭ
̐ Íŀǿ ʧ̹ģɤ ̹

2J1-3in2 Dz>XvY]NgR+7ǧƥŴ˄ȁÕ
ͷ ų́ ͒ͮȯ ĸͭ́ ͓ÏĐɤ ˺ʉɤ 
̹

2J1-2 UPv|VHJPR[s+7̅ƃ,¾ƕ ͷ
źſ®ˡ Ǖɼş ɠ̚Ț
ͭƒ

2J1-1 SNS +7xO,ˣé,uXlPy˰ę,Öǰ
ͷ șţ ǎķş ɠ̚ȋǨ źſåˡ Đƅ

2I1-1 ƫ6ʩ,Ǆɝ+ĩ&RuYGJ,\O>Ƽƺ ͷ
ť ñǙĈɤ đ
ˡ

[2J1] Web >[{QAR UPv|a
Y]I (09:30-11:10)

ʟɤ ûˏ

2K2-5 IzRzl|)xOVJƚĬ:ýǒ#ȍÆğʶ+ĩ&
Öͦņˁ,ōͬɲ˃Ŕ ͷ ĵº ľʗøĀ ̆

2K2-4 ͖ǂì+47˷̿ăˈ*Öͦu\|,Ȇʜ ͷ
ǩŞ Ͳͯś ͌

ȉģ

2L2-OS-09a-3 ˅˴ʢu\|:ɣ#͜,[IRXvĲƹ ͷ
ǫ òŕţ ˫̕āŨ ˓

2K2-3 Itemset Factorization Machine ͷ
Mathieu

2L2-OS-09a-4 ƨ,é)ʮ.%#˸̘Ɲ̄ɽ,ʀʒ ͷ
ƮŬȸ̶ ȲĆ

2L2-OS-09a-2 IzRV̳ƓÜ͊o|ZqqP:ɣ#̃˄
IzRV{J)ı̘Ĳƹ/,Ɠɣ ͷ Ͱ ô ȨȮ

2K2-2 k-Ą̇̄ÁJzi,Öá+47 Extreme Multi-label Öͦė
,ņˁ ͷ ɤ͡ ŵȮ
ɾɪ ȎĐBlondel

2L2-OS-09a-1 OS ƯƊ̌Ɂ, ͜ı,ı̘:Ĳƹ7Ʃˤ)",Ɠ
ɣ ͷ Ƨɤ ǚĩ

[2L2-OS-09a] DF_>S^TYPy
-OS-9 ̘Ɲ)Ɲƕͷͺ (13:50-15:30)

2L1-4 Markov logic network :ßÖŮ+Ʊ%ɄĠĲǄu\|,
ȁ˻ ͷ ʌÆ ź¯ȏɾ ɷĪ ȮɼË À

Ĉǫ ɳ

2K2-1in1 ɸµńu\|+47q|Xzl|Öͦ ͷ
ͫĭ ͗Ͱţ Ė

[2K2] Ȍǽņˁ-Öͦņˁͷͻ
(13:50-15:30)

ǟ Ŀ

2L1-3 \VÚȬɣP_{Dɡƥ+7Ɣ˃͞ŷÜʤ,Ɖ͝+
͉7˃Ŕ ͷ Ǧǫ ķǍɼ
ǕʗĵɅ ŵɡ

2L1-2 \V,Úɣ¶¿:́¶7#2,u\|Ȇ̬ ͷ
ŁĵɅ ŵɡ

2L1-1 ĢĨʀʒ,#2,̖ǇtV\VʴʺPR[s,Ȇʜ ͷ
ɤ Śŋ

[2L1] ɽ̍,Úɣ)ÎǢ-ɽ̍ÎǢ)_}Y
QqaQt] (09:30-11:10)

J ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1001 ¨̎Ŏ K ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1002 ¨̎Ŏ L ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1003 ¨̎Ŏ

[2I1] fwq>ViARǁˆƼƺ\O>Ƽƺ (09:30-11:10)

I ¨ĭ @>I$ 9Fͷ908 ¨̎Ŏ

5 ǡ 24 ǌ ͷ ȗ  9:30-11:10 13:50-15:30

－ 29 －

29

13:50

9:30

2M2-OS-34a-5 Ǣç*ƻ²ŝȑ,́¶+47[GR]q>`
JRG|,©̱Ƽƺ ͷ ș àİɿŞ ȸɩ ˫ĆŘ
̻ø ǚ

2M2-OS-34a-4 ɔȣ+Ɠ#Ȅǜƶ˟+Ċ#UPv|\
VÖǰ ͷ í̐ Èů͈ͭ źĄ

2M2-OS-34a-3 M[IR]ȁʪBQ:Úɣ#ǔʢ×\
Vq>`J,Ƹǹ ͷ ®ˡ Ŋ͈ͭ̕ źĄ

2M2-OS-34a-2 \=kz`J+7ÖͦeV,Ɯ
ď¢Ƽƺ ͷ ŉˡ ͓ˣȠø ĈªɿŞ ȸɩ ˫Ć
Ř̻ø ǚ

2M2-OS-34a-1 ^t>+46ƜďĲì7õ̅+ɻɶ#
ɖˮ*˨ɛ,i=|V{J ͷ ̨ș Ͷ˯ø ͋łŞ
˯ ˎÏ

[2M2-OS-34a] DF_>S^TYPy
-OS-34 q>`J)ɽ̍âɯͷͺ
(13:50-15:30)

2M1-5 Fully Convolutional Object Depth Prediction for 3D
Segmentation from 2.5D Input ͷ Đɤ Àķ̹şɤ Ơ
ʑ˛ ͓ŵ

2M1-4 Ĳ¬ĭ,ȿ5:ßƸ)*͠À*ɊʾqYXJ
ƨȥ,͇ɯ ͷ Ŷɉ ¼

Ľ

Ş ͒ĵ

2M1-3in1 lI]|͂łì:ɣ#ƲʥɌćƨȥ,ȁ˻ ͷ
ǫ ÀķǤ̺ ÍĹºʹ ƾĵǼť ķ̬

2M1-2 ŭ˥ĢɧÄ:ɣ#ɓʻĢĨ,ɑƐƭÕ ͷ
ǿ ʧ̹

2M1-1 Ģɜ˵Ⱥ˦ǑɧÄ (ˋéȁɽ#ɍȼ,ȱŜņˁ+4
7ˋéʐÙØŌ ͷ ŏǨ œȖåˡ âĄʸɤ ʞĖǫ
ˎ

ɸȈ ˂

į˱ Ǐ

2N2-4 ²Ȃĺǀ,Ⱥņˁ+ĩ&Ǿ/,þʦ²Ȃ+7ü
ˉƨȳé²,̵Ƭɲōˣ ͷ íŨ ǖČĐɤ Àķ̹ş
ɤ Ơʑ˛ ͓ŵ

2N2-3 <^~>^| Uͼʄ¨ɲ+ĵ*ńĠƝ,ɗƍ+Ċ
#`M`Mɡƽ̪+7Ŗ̃<^~>^,ōɛ/,ÿ6
ʬ0 ͷ ʔɤ ǚƏŘŨ Ȯųɾʹ Ȯ

2N2-2 ~oY]),̝°ɲƵ˸-ˋū͇ʃ:¸ ͷ
˫ɤ Ɔʆø ̆˙ɤ ʣö

2N2-1 ɯ̱͏ŐÊ)~oY]),Îĉņˁ+7ņˁçǲ
ͷ QtaR iA{YIRĈŨ ĵſāȋ ȏåʦ ƾː
ǫ àİ

[2N2]~oY])ōɨ-fwq~oY
]>VzIPyͷͻ (13:50-15:30)

2N1-4 xO+Ȗ&:7Ŗ̃Ɠʛɡƥ,̂0 ͷ
ķĎ Ȕɵǫ
ȩųŨ
ɴų̦ ɹ

2N1-3 ͕̉PR[s+7 Twitter \V5,ʯ˺ɲdY
IXva|ƓʛƭÕƨȥ ͷ ʉɤ ƮˑǱ ē

2N1-2 ͕̉Ŗ̃PR[s+7xO,̛ď:˃ơ#ɯ̃
ƨȥ+͉7ȁ˻ ͷ ŇĐ ǕƒĈŨ ĵſQtaR iA
{YIRāȋ ȏ

2N1-1 Twitter \V:ɣ#xu<̅Ăˋéɡƥƨȥ+͉
7ȁ˻ ͷ Š½ ĈŨ ĵſQtaR iA{YIR
āȋ ȏ

[2M1] ɧÄ͜ı-eV̄̍ɝ˷ͷͺ [2N1] ˋɋ˹̅ÔɝƚĬȁʪ-ˋɋ˹̅Ô
(09:30-11:10)
ɝƚĬȁʪ-Ŗ̃Ôɝ (09:30-11:10)
óã)ó̈
ɼŲ Ǣ

ˡ́ ř

ĵ

ea|\=REYPyÌ°˻̊

2O2-OS-22a-4 ˹̅ƚĬ+ĩ&̃˹˛,ƝƚƭÕ+͉7ʀ
ʒ ͷ ˞ ³Ɨ

2O2-OS-22a-3 xO,ƕÙ)Ɲƚ˨ÕÂĊ),͉̭ ͷ
ǮǨ Đŵí ʀĈɤ ʏ

2O2-OS-22a-2 ǅʗ)ͥǅŃ,ʬ0ć9!+47ƝƚƶŌ ͷ
ɦ ÓƀɈ ʇĽǫ ʣ

2O2-OS-22a-1 ˹̅˨ɛƕ+ĩ&ͥǅŃ,Ɯď,ǛǓƕ,ˋé
ƶŌ ͷ ɾ ɷǻ ǅkVPRG rc@

[2O2-OS-22a] DF_>S^TYPy
-OS-22 ͥǅŃ,ʍņͷͺ (13:50-15:30)

2O1-4 ͔ĚRpZ,¬ʼƚĬ\V:ɣ#Ȍǽņˁ+47˭
Ǆóãk},̍Ù ͷ ˡ Ƣ̢Ƞø Ĉªʑ˛ Åů
Æŉ ͋ŞǨ ˫

2O1-3in2 Toxic Behavior ʵĐ,#2,˽Ƥ+ĩ&#>VzI
Py:ˣÎƝɲBQA],ōɛ ͷ ȸ̥ ˵ǚʉɤ ɷ
Ȋ

2O1-2 ɑŌ,̃ͤ+͉7Ŗ̃BQA],ōɛ+Ċ#ɑƐ
̅)ɔƞ+ĩ&Ɠʛȥ ͷ ́ ͋łŞ ǕſǮǱ ġ
Ǯø ˎĐ̈́Ǧ ƗŨǫ ʊƣ
ʅœ

2O1-1 xO,ɑƐ:˨ɛ7ɮ,ȁÕǊȥ,Ƹǹ ͷ
ǣɤ ǅ˒

[2O1] BQA]
(09:30-11:10)

ˡɤ Đ˯Ũ

ʉǨ Ȳ

2P2-OS-18a-4 ǌǨ̅),ȓ̡5˱7˒̅,̈ɝ˨ɛ ͷ
ĵ̢

́

2P2-OS-18a-3 ĕ˴ÝɆ+47ɸý7̯é̇ͤ,ĉǔņˁ ͷ
Ǯɤ ˒łɅ ĵĢɼ́ Ą̨̹ˡ ƿ

2P2-OS-18a-2 ʟ˗,Dbq]m˨ɛ+07ͨ°ͬ)",˽Ƥ,
8 ͷ ň́ ˎłŘǱ Ąŵʝø ĐłŘʙ ®ɽł

2P2-OS-18a-1 ǌǨ̾ď˨ɛ,ȓĔȆ̬,Öǰ ͷ

[2P2-OS-18a] DF_>S^TYPy
-OS-18 ď˴ĕ˴)˽ąPR[sͷͺ
(13:50-15:30)

2P1-4 ¨̎Ƽƺ,#2,ƚĬ˨Õʓ͈,Ȇʜ ͷ
ƾˣŘʚø ̑ɱͮ Ȓĵȋ Ŷ

2P1-3 xO,ɑƐƭÕ+47q|XBQA]u\|:ɣ
#Ɯ˱,ˋé́¶ ͷ ɤ ɏłˡɤ Ǹ˒

2P1-2 Web ̎̊ƷʃǯÚɣ˄,ˈãƶŌ+7͉·JziƑ
ƕ,Ɖ͝Öǰ ͷ ǿś ņˡɤ Ǹ˒

2P1-1 Dz>̎̊PR[s COLLAGREE ,Ǣçƕ+%'
,ōͬɲȁ˻ ͷ Ƞɉ ̋§ˡ ŅˣĵĮ Ņ»£ɾ Ǖ

[2P1] ˋɋ˹̅ÔɝƚĬȁʪ-̎̊Ƽƺͷͻ
(09:30-11:10)

M ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1005 ¨̎Ŏ N ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1006 ¨̎Ŏ O ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1007 ¨̎Ŏ P ¨ĭ @>I$ 10Fͷ1008 ¨̎Ŏ

5 ǡ 24 ǌ ͷ ȗ  9:30-11:10 13:50-15:30

－ 30 －

30

17:50

15:50

 2FΦĸm{Χ

˫ÍͶ¥ɿ-ÍͶ̪̕έŶʕˣņ§ Áɵ
ŀĔ§ (17:50-19:30)

˫ÍͶ¥ɿ-ÍͶɫÞRWNx 3έJST $
5Çŝʉ AI ʘʩǂ͕g:\"˯ƴ
ʘʩ˛ċʘʩǉǅi}Gyr ACT-I &ˇ
 (15:50-17:30)

A §ĭ >=F

2D4-OS-19b-2 ͭ˾NPYr&ŉōñ$̵5ǋƃĻͰ˿&
íȇʉ#Ǎɑ{{&Ț̛ Φʼ˂ Ƌɕǰȏ Ƀſđȿ ɛΧ
2D4-OS-19b-3 ˉɑǋʴNqv|Nx$͜ŶŹĭtZ
{&Ƞʹ ΦŽ ʠĹʨɼ Χ

2C4-OS-20b-2 ȝǭ&ǸȠ͓$Ř5 ǒʉǈ° ΦȂȀ ǌ
ſɼ ġȃý ȫȥĸǾ ˰ĆΧ
2C4-OS-20b-3 c_{Z<PCWNxέŶʕˣ'°ǭœΩɚ
Ľœ$#65? Φſɼ ġ¦˼ ̴òý ͯǵɎŨ
̌ ƬĹͣƾȦ ĸĢΧ

2B4-OS-07b-2 Íɵ" &\s=tZ{$ĪƨĐ&̊ō
$
ΦŨɼ ;ƋΧ

2D4-OS-19b-4 News momentum or Non-News reversal? Φǲ
ũ ΊǫŨű ΜƋ¼ ΥĹͣũɼ ÉƑΧ

2D4-OS-19b-1 OS ƻƕ̬ɚ, Ͱ˿ͷ_W[~F&ZT̐ȅ"
tZzG ΦŞȆ ɦ˕Χ

2C4-OS-20b-1 ȝ$5ǷƕƩ&͖˦Ŏɴ&̔ʶ̪ʉōƉ
ñ&̞- ΦĸǾ ˰Ćſɼ ġȂȀ ǌȊŨ ƺͣΧ

2B4-OS-07b-1 OS ƻƕ̬ɚ, Linked Data "B[}O$25
RpY<WFƵ̀&Ŏ ΦĄű ǨĈΧ

ˎĉ̪̕

[2D4-OS-19b] BD]=Q\RWNx
-OS-19 ͭ˾ƦĬņg:=]P$
5ŶʕˣƞɻΦΫΧ (17:50-19:30)

2D3-OS-19a-5 Cross-lingual news article comparison using
bi-graph clustering and Siamese-LSTM Φé Ƣ͚đȿ ɛ
ĤÑ ńĹŨ
͚Χ

2D3-OS-19a-4 _W[~F&̂ɴņ˗$25ͭ˾ŚʹȜƠ͈ǯ
&Ƞʹ Φ¦˼ ̩đȿ ɛΐɼ ʒĹͣΧ

Ȏµɖ&Ùȅ Φőű

ȎµĴïɖ Φȃ ˼ͣ

2D3-OS-19a-3 Deep Learning 8ɻ
͡ɄȃŢ ̲Χ

2D3-OS-19a-2 LSTM 8ɻ
ȶǲ ǫēΧ

2D3-OS-19a-1 Long Memory and Predictability in Financial
Markets ΦΜȦ ůĹͣͼ ǦΧ

[2C4-OS-20b] BD]=Q\RWNx
-OS-20 ȝ&ɵ̐"ɹƯΦΫΧ
(17:50-19:30)

2C3-OS-20a-4 ɚĽǹˉΛ˛&/&Pp[gARL8
ɻ û˪ĉĽǉǅNPYr&̞° Φȳͫ èĹ`ɟ »
Ďʈȃ ¸òý ͯǵΧ

2C3-OS-20a-3in1 Ķğ̣&Ȫǭ8˨ï̙̝5NPYr&/
&̧Δ"ƴɀ&Ț̕ Φ̈Ǿ ˍ¦˼ ̴Χ

2C3-OS-20a-2in1 Ǔǯ1ɿÄ&ú̳$0"ȝǭɹƯ Φ¦
˼ ̴Χ

 9FΦ903 §̮ŐΧ

[2D3-OS-19a] BD]=Q\RWNx
-OS-19 ͭ˾ƦĬņg:=]P$
5ŶʕˣƞɻΦΪΧ (15:50-17:30)

D §ĭ >=F

[2B4-OS-07b] BD]=Q\RWNx
-OS-7 ƨĐ"ɵ̐&JfvY<G
ΦΫΧ (17:50-19:30)

2B3-OS-07a-5in2 ˨ï͗͂&̒˶$25ƿʜ8Ř̳$ʪͷ
ʉƨĐ̂ɴ&Ƞ͓ñ*&Ă4ˈ- ΦʦŁ ǠͩĮý ̄Ć
ŞȆ ͣΧ

2B3-OS-07a-4 ƨĐ̪&̛Ǡ̪ʉ͂Ğ ΦƲȩ ĸŭŮ Ŋȩ
ͭŁ ̴˔ɼ zkC̰ ʓǸ
ƣȖŁ¦˼ Āͩ˴
ʻ ǳˀŁΧ

2B3-OS-07a-3 ø̣&ÙǏ̂ɴ"¢̦ǂ̪8ɻ Ǔ&ΗªƄņ
˗ Φ̰ ʓŭŮ ŊȩMartínez-Gómez PascualƲȩ ĸ
Χ

2B3-OS-07a-2 ø̣̣˕ȞƟέƨĐTPF$5ÙǏ̂ɴ
&͜ɻƠ Φͭɼ ÂĹͣŞȆ ĕãȆ ˬƑΧ

2C3-OS-20a-1 LSTM 8ɻ ĝĳ¯đĳ&ɹƯ ΦŨɼ ʬͣ
òý ͯǵǳȷ ɋǠŢƐ ĕΧ

̼ǜ̦Ǡ

 9FΦ902 §̮ŐΧ

2B3-OS-07a-1in2 ɮʫƠšƄ$Īʕ̭&ʽƄ&ǎŻ#ǂ
ō Φȣ ʠƾȦ ĸĢΜȦ ̩ũű ʎ̎ ÂĹͣΧ

C §ĭ >=F
[2C3-OS-20a] BD]=Q\RWNx
-OS-20 ȝ&ɵ̐"ɹƯΦΪΧ
(15:50-17:30)

 9FΦ901 §̮ŐΧ

[2B3-OS-07a] BD]=Q\RWNx
-OS-7 ƨĐ"ɵ̐&JfvY<G
ΦΪΧ (15:50-17:30)

B §ĭ >=F

5 ǲ 24 Ǜ Φ ȳ Χ 15:50-17:30 17:50-19:30

－ 31 －

31

17:50

15:50

 9FΦ904 §̮ŐΧ

2E4-OS-36b-5 ͉°ț̔ɿ&Ǳ͜ñ$5¾̅͝ō ΦŞɩ
ʒŁͮǸ ÅǾ ĕΧ

2E4-OS-36b-4 ͉ț;izHNx&Īʌ"#5ͿŦʉ Web
Service &Ͷʇ ΦǺķ ɛChinnachodteeranun RassarinΧ

2E4-OS-36b-3in1 Kinect 8ɻ Ͳï°&ÜƜ˛"ɨˑ˛&Ȱ
̓Ùȅƴɀ&̞° Φ`ɟ »Ďʈȃ ¸ĸș ĀŁΧ

2E4-OS-36b-2 =_&ɹˠɖʾƄċ8ʍƿ͉țƦĬ&ß
ɻ Φ͍˼ ƺ̈Ñ ¸ʴΧ

2E4-OS-36b-1 ÝǗ³˸ʧɇɻ$25Ȑĩƿŝ˛ˠƯǉǅN
PYr&Ͷʇ Φʟ̰ ¸řŤ ĸȽͫ #Ȅ¼ Ŋ
ʭΧ

[2E4-OS-36b] BD]=Q\RWNx
-OS-36 ͉ț" AIΦΫΧ (17:50-19:30)

2E3-OS-36a-5 ĸ̱&ɹˠƦĬ8˨ïĂƗ5ɿÄRNGƴ
ɀ&Ͷʇ ΦÌž ĲŞɝ ̤Ċɼ ȬĆĸŵ æʎǾ
 ãƀ͋ ùΧ

2E3-OS-36a-4 ȡə̣Ə$Ī͉țZT&͔Ǉ"ˊ̔*&ɇ
ɻ Φǻ ƯǌȬɼ ˰Ǡɀ; ĸͅʰű %Ċɼ ǫ
Χ

2E3-OS-36a-3 p{VÙÈRNG8ɻ |TP&ΝƄ̔ɖ
ƴɀ&Ͷʇ Φũ ńȼ¦˼ ˬȌũ ƬȦǺ ʺΧ

2E3-OS-36a-2 ͉°țĪǺB[}O8Īʌ"5ȳʦƵ̀ˉ
ęƿȡZT&͔Ǉ Φʰű
%ɀ; ĸͅǻ Ưǌ
Ȭɼ ˰ǠĊɼ ǫΧ

2E3-OS-36a-1 ͉ț ICT &ɹɺɴĭťͶ$ċƦĬɈ͑Īʌ&
Ƞʹ ΦĊɼ ǫΧ

[2E3-OS-36a] BD]=Q\RWNx
-OS-36 ͉ț" AIΦΪΧ (15:50-17:30)

E §ĭ >=F

2F4-NFC-03b-5 ȩ ŶʕˣƵ̀ʘʩͶʇ$5ɹɇɴ̳
tZzG ΦǺǾ ͽ̈Ǿ ƺ̈ɼ ±ĆʰÑ ƒ
ĸș ;Ĉʦ͠ ĕΧ

2F4-NFC-03b-4in1 ɀ¡Ý³kP˨ï͗͂NPYr&Ŏɴ$
ċ Φ̈Ǿ ƤĆŪɼ ΡźΣŵ ˔đɼ ůȘ
ĸ˖ ©̈Ǿ ƺȷý ͛Χ

2F4-NFC-03b-3 ̯ǚ̘$5ƦĬÎǳ$25tVkNx
ZM=8ʍƿ
Φʡɼ ̶ͣ̈Ǿ ƤĆɕ͊ Â
Ĺ͇ͣ ɄΊ̈Ǿ ƺΧ

2F4-NFC-03b-2 ɹɇɴ̳Nqv|Nx$. VR $25
ŘŘɪ=TyFNxNPYr Φʦ͠ ĕȳĢ ˬǠΧ

2F4-NFC-03b-1 ɴĭ°ț˛8ǉǅ5ɇïŎ˒ą̋ñĪʌ&Ƞ
ʹ ΦĄŵ ƪΧ

[2F4-NFC-03b] ͍ǹȁVu|ORWNx
-NFC-3 ΦLb=b{ΧJ[ZTk
P$25t`J[4ǉǅΦΫΧ
(17:50-19:30)

2F3-NFC-03a-4 NFC ƻƕ̬ɚ, ZM=i}k]P&ȠƧ"
ťǶ ΦŞ̾ ˔ Χ

2F3-NFC-03a-3 Events and Patient Recognition with Electronic
Medical Records Φmi [rŨɼ FzPńŨ ˄
ʎΧ

2F3-NFC-03a-2 ̂ɴ~FNxWi$25&βγ-Dγηε
δζ Φſͫ Ā̊Ũ ˄ʎŞǝŵ ʒ́ŁŨɼ FzP
ńΐȴ æĈΧ

2G4-5 Ú4͌-ņ˗ĥg:O<Yi|[pWVGƴɀ
$25ǀ˅ BCI &Ͷʇ ΦŞɼ ͆ɲŶ˼ öΧ

2G4-4 ɹ¯ʟˉĞ̾ˌ&U=]qFP"ƦĬÖɵ Φũɼ öŸ
ʵų ɒŶ˼ öΧ

2G4-3 Ύɫƚ8ɻ B`p[l&ɻɀÙΗ$5˚Ŗ
ΦɊɼ ĸ̴Ǿ æıì˂ ǋˮŨɼ ǨěΧ

2G4-2 RL_W[~F8ßɻBiBg<Pßɻɭ
Ⱦ&ǂō Φŵă ȫĹͣȔǸ ¸Õȸɼ ġ®¦˼ õ͆
ȍý ˝˲ɩ ĸȥΧ

2G4-1 wM3&g<\bWF$͜ƞ5tb={ĥZPF
[Wi°țǉǅNPYr&ǃȑ"Ŏ̃ ΦΤ˼ ǩˀȍý ˝Χ

[2G4] @O?[dvp@O?
[=TyFNxΦάΧ (17:50-19:30)

c_{Z<PCWNx
ΰίαΨ&Ɯ"'ή: Ŷʕˣ8kP"=TyFNx
Ƶ̀8˚ 5ΦΫΧ

2G3-OS-08b-1 OS ƻƕ̬ɚ, =TyFNx$5Ơ"ƞ
ʳƠ ΦͶ ĺΧ

 9FΦ906 §̮ŐΧ

2F3-NFC-03a-1 ɴĭþìĥͶʇ8ťͶ5/&;i}Vɇ
ï8Īʌ"5ZM= ΦŞǝŵ ʒ́Łΐȴ æĈſ
ͫ Ā̊Ũɼ FzPń̈Ǿ ƺɕ͊ ÂĹͣΧ

G §ĭ >=F
[2G3-OS-08b] BD]=Q\RWNx
-OS-8 HAIΨ&Ɯ"'ή: Ŷʕˣ8k
P"=TyFNxƵ̀8˚ 5
ΦΫΧ (15:50-17:30)

 9FΦ905 §̮ŐΧ

[2F3-NFC-03a] ͍ǹȁVu|ORWNx
-NFC-3 ΦLb=b{ΧJ[ZTk
P$25t`J[4ǉǅΦΪΧ
(15:50-17:30)

F §ĭ >=F

5 ǲ 24 Ǜ Φ ȳ Χ 15:50-17:30 17:50-19:30
 9FΦ907 §̮ŐΧ

2H4-OS-35b-5 ̮̪&̣̣̒̒ƦĬ$ĪʇǏʉΩāǿ
ʉʇ̠&̭Þ ΦÔŨ ÂΜɟ ̄ͫ ǳˀŁΧ

2H4-OS-35b-4 Œɪ8Č.Bg<Pʪͷ!&=TyFNx
Ř̳&ǂō ΦĮǺ Ĳ¸̏Ƴ ˚ΙŨ ŜǨ̈ă ǌĈΧ

2H4-OS-35b-3in2 ̜ō˛½$ɫñ˛ƩƦɵ̐tZ{
Φɧͫ Ćǵʖ ĸĮ đƋΧ

2H4-OS-35b-2 G{iZ<PCWNxþì˛&Ɣç$Ī
§̠ɭȾ"Jqv^HNxˣê&Ùȅ Φƍ ɷǸǾ
ɐ Ŋ̀ũɼ ŜĎȆ ®ȥΜɟ ̄ͫ ǳˀŁ
Ȓý đŊΧ

2H4-OS-35b-1 wM&ƫƄǂō$Ī͜ƞʉ#=Tev
8˿ }nW[Ř̠NPYr&Ͷʇ Φͳɝ Ć̖ʖý ö
ƌũɼ ŜĎǘɼ ÉŷΧ

[2H4-OS-35b] BD]=Q\RWNx
-OS-35 ʝ§ʉºćÖɵ"ίαΦΫΧ
(17:50-19:30)

2H3-OS-35a-5 ¹ˠ&̷&ōͬñ&/&ͷ˿ïRNG"
̐ȅX{&Ͷʇ Φ˟ɼ ʬΚŨɼ ƛƝƍ ǔőɼ ʒ
Ŋʖŵ ƤȏŬ ̩ſĸș ;ĈǾ Āǥͳ ;˿
ũ ĵȥΧ

2H3-OS-35a-4in1 ɎŦņ˗8ɻ §̠&ɪΒͤO?PV
ṷ̡ Φĸ˻ ŜıZrinscak DeboraĸĮ đƋΧ

2H3-OS-35a-3 =TevŘ̠$5ͪ̉Nǂō&/
&̣̣̒̒ɫƚͬ&Ùȅ Φʖý öƌͳɝ Ć̖ũɼ
ŜĎǘɼ ÉŷΧ

2H3-OS-35a-2 ˨͵PlF[yrʅ˛ǉǅ$ċ˨ïSNu
{PE{[|^Gƴɀ Φɼ ŊŅȏ² ʢȥŪģ ˰
ŸǾ ĕΧ

2H3-OS-35a-1 ̋ˏƦĬ3&ǹʕ̣ȚØ$5½͜ƞ"ø
̣̍ŔƄ&ƓΎ&̨ȋ Φſũ Ηɼ ŊŅSakriani Sakti
Ǿ ĕΧ

[2H3-OS-35a] BD]=Q\RWNx
-OS-35 ʝ§ʉºćÖɵ"ίαΦΪΧ
(15:50-17:30)

H §ĭ >=F

－ 32 －

32

17:50

15:50

2I4-OS-10b-5 ˆˢyp̔ɖ"ƦĬʣņ&˾ĉ$25ˆˢ̚
Ǘ ΦŞȃű ȱȥΧ

2I4-OS-10b-4in2 ͞¨ŁŶņʉ$Ͷʇ˽Èi}h$25ˆ
ˢɹɵȧˣ̺̐Ä=sOG ΦđȺ ͯǘ ɽȻý
Ċ©ͫ ̄ȃɼ ʕŷΟŢ ;ȴ ÂȼΧ

2I4-OS-10b-3 ĴǄΑĨ$5ËĴïȫãñ$25a=cP
lF[{ɿÄƘÆ ΦŞͫ ů®Χ

2I4-OS-10b-2 p{VfFPlF[{Ù̐&Μ͒ñ Φȴɼ ̶
ǺȬ ͽɼ Ζ˩ũɼ ʒΧ

2I4-OS-10b-1 EXAFS(ƁĨ X ˏčāƙˆȠ͓)&PcPtZz
G Φ̸ ͣŪɗ ëôŲ ƇƑũɼ ʒũ
Ů ǌɋſ ƇǩΧ

[2I4-OS-10b] BD]=Q\RWNx
-OS-10 ÇʮƦĬ̔ɖƿċ AIΦΫΧ
(17:50-19:30)

2I3-OS-10a-4 «ʏĴñ8Č/ͬŁɭƫʃŽȚʕΦý ˝Ş
ͫ ̴ĆũǺ ΟŢ ;ʰÑ ˓ȥΧ

2I3-OS-10a-3 PU Classification $25]`Zb=PØêºć
3& DNA įĪc{P&ƹØ ΦĊɼ æĸħ ǑΠĉ ń
̰ă ȫ͆ΟŢ ;Χ

2I3-OS-10a-2 ñņRLɖō$5ˏƐƞʳɵ̪$Ī 
ǘ̊̐ȅɀ  Ě̌RLŎɴ$ċ ΦǾ ūĊŵ Æ
̹ΟŢ ;Χ

2K4-OS-33b-1 ˧ɁÝÞ&/&ķVu_{ºćɘÙ΅$25
åÖɵ&Ț̕ Φ̈˂ »Ċŵ ĸƋĄȦ ȬΧ
2K4-OS-33b-2 ɎŦʄ-͌-^vy{_W[~FɰƗ5
ɂƨ͝ƸtZ{$Ř5ƜɵɪɵņʉTPF&ƓΎ ΦưĿ
©ƑǛΜ ʭɵΧ
2K4-OS-33b-3 Yoy{_W[~F&ȠƯ2)Yoy{
Jqv^Y<&ƹØ ΦũǺ ɄΧ
2K4-OS-33b-4 åΒåͫ& Accumulator tZ{8ßɻΨͿŦ
ĥ˦ƶàNPYr&ǃȑ Φ˭ý ®Ĺĸɝ ȫƑŮɼ ĸ
ȥȍý ˝ ÁĹΧ

2J4-1 ̿¯ɇïͬ̔"ƜɵšƄ8ˈ-ĉ7zaezǉǅ&ʘ
ʩ ΦʈȤ ͽĹͣŞȆ ʎǕʔÊ ͢ŁΧ
2J4-2in1 Z<iķŦȠ͓ĥ GMDH-type ^vy{_W[~
F8ɻ ˡ9&óɻɿÄ̚Ǘ Φ͍˼ ȫ͍˼ Ǡ±
ͫ ɏΜŢ ȫͣΧ
2J4-3 ì͒ƄRL8ɻ yOB¯ǈ&ţƳʉï°$
&Ùȅ Φͷű ŰùɬĮ ºùȬ˼ ǐŁșŨ ɾΧ
2J4-4 ʙȲ=fUPRL& P300 speller *&͜ɻąˣƠ
$5ĪʛʉȚ̕ ΦʰŹ ƀƋĊŵ ĸƋĄȦ ȬΧ

2K4-OS-33b-5 Ǔ˥$´ŃȈ́#͗ïņ˗8Òɴ5ŶŞ
˧ʟˉĞ̾tZ{ ΦʦĦ ġͣΜĂ ǞƤſɼ ̲Χ

[2K4-OS-33b] BD]=Q\RWNx
-OS-33 ˧ʣņ" AIΦΫΧ (17:50-19:30)

2K3-OS-33a-5 J_F[r8Īʌ"Ë˧;EYFVu&
Ͷʇ Φȳ̰ ȼĻͫ ͙Ƒ˲ŵ ʎēŨŵ ŊΧ

2K3-OS-33a-4in2 PcPJZ<G8ɻ ˧ɇï&ƨĐ
̳̂ǂō$5ʾƄċ*&Ă4ˈ- Φŵɟ õǪŞȆ
ͣ̈Ǻ ©Ɲ̈ɼ ʕĆΡɹ ˰ȥΧ

2K3-OS-33a-3 Analysis of EEG response and Annotation Lag in
EEG-based Emotion Recognition using Fusion TechniqueΦ
Thammasan Nattapongʡ ÂȽŢ ȫ˿Χ

2K3-OS-33a-2in1 ɎŦņ˗$25ɿÄáɞǧ& fMRI ˧ɇïZ
T3&ǓɹƯ ΦȃŢ ǡͩŞȆ ͣ̈Ǻ ©Ɲ̈ɼ ʕ
ĆΡɹ ˰ȥΧ

ɿÄ&¤ƨ

2L4-4 ɎŦņ˗&͜ɻ$25^vy{_W[~FɆȳɖ&
ʾƄċ Φ̒ ȫȓƆ ǠΧ

2L4-3in2 ƾˋąˣ#ͦŹLePĪʌ&Ŏɴ$ċŹȱþì
$25ͦŹRNG"ZTā΄ ΦƖ˼ ń˿ī ʚ¦
Μͫ ˱Ñɼ ̤̰ă ÁͣΧ

2L4-2 ʏ{{&̋̌ñX{ KIZUNA 8ßɻeO_P
ƞɻ ΦŪű ƀŁÆ ǋý ńºŇͫ ȯǠ˖Ő
˿ºΧ

2L4-1in1 ȠỬ˄$Ī̆Ēͷ&ƓΎ¶ą̋ñ ΦȻɼ ̄
Ư̸ʖ ˔ļΧ

[2L4] ZTp=^Gɺțʝ§NPY
r (17:50-19:30)

ˎĉ̪̕

2L3-OS-09b-4 PY|BƷƓ$25̋̌ʉĴƐ!ʕ̌65Ŏɪ
¯̂Ό̷Ʃ&̨ȋ Φľ̰ ×˼ ŊŪ ĸͅΧ

2L3-OS-09b-3in1 ̇ǒPT={&˾ĉ"ͤÙʉ͜ɻ8ąˣ"
5 multi-style feed-forward network &ǃȑ Φͫ ˬ
ɼ đȉ ėĈΧ

2L3-OS-09b-2 ɿÄPT={ĴǄ" Web ɿÄ8ɻ
̷ƩɹƯ ΦȃŢ ʒ ɼ đȉ ėĈΧ

2L3-OS-09b-1 DCNN 8ɻ ɿÄ&̷Ʃ̡ʕ̳ƚƠ3&
;i}V ΦȨ ʑɥŵų ö ɼ đģǺ ʒȥΧ

2K3-OS-33a-1in2 ĸ˧ʊ̷$5ɖʱćñ8Ȣ¿ïɿ
ÄɖtZ{"˧ɇï&ʏ$5˚Ŗ Φ˼Ũ õ˃Ş
Ȇ ͣ̈Ǻ ©Ɲ̈ɼ ʕĆΡɹ ˰ȥΧ

[2J4] AI ƞɻ-j{PH;ΦΫΧ
(17:50-19:30)

2J3-OS-16b-5 óŻğœ̞Λ˨ï̐ʳi}Gyr&ȼʆ˺ĖΔ*
&ƽƍ Φȳă ͚ʔ¦˼ ̟˼ ÂĎȟý ƇǓΧ

2J3-OS-16b-4 Ƿͷɭƫ¶$ĪǧʿÛóʆZT3
&ΓØcTp=^G Φſͫ ʭɅǺ ď°Χ

2J3-OS-16b-3 9Ǌśˏȼʆ$5ŶʕˣŝÊ·͕ÿ+
Ɨ5ƓΎ$
ΦƖ˼ ö˔Χ

2J3-OS-16b-2in1 ŶʕˣΦ˨ɤ̣̒ÖɵΧg<\bWFȧˣ
ǆ̈́ĥ&=T_W[̡ʕ˿ïʆɀΦiCBT-AIΧ&ƶ ˛
$Ř5ʀÜ&íȇȚ̛Φɣ°ɢˊà̞ΛΧ Φŋ ǹȁ
Ⱥ ɄʰȆ ɽȬΧ

2J3-OS-16b-1 ͎ͺǧ̉ˁ&˨ïÙΗĜ&Ƞʹ ΦɅǺ ď°ſ
ͫ ʭŪɼ ǢŁǸǾ ʕƁΧ

 10FΦ1003 §̮ŐΧ

[2L3-OS-09b] BD]=Q\RWNx
-OS-9 ̷Ʃ"ƩƠΦΫΧ (15:50-17:30)

 10FΦ1002 §̮ŐΧ L §ĭ >=F

[2K3-OS-33a] BD]=Q\RWNx
-OS-33 ˧ʣņ" AIΦΪΧ (15:50-17:30)

 10FΦ1001 §̮ŐΧ K §ĭ >=F

2I3-OS-10a-1 OS ƻƕ̬ɚ, CREST/̇ĉΑĨ̔ɖƵ̀
"ΜƄƦĬÖɵ&˾ĉ$25=YzO?[̔ɖ̐ȅƴɀ
&Ͷʇ"ƞɻ &̼ǜ Ŷʕˣʘʩ˛&þì8Ƿƕ 
Φ·ő Ʈƀòŵ ɘĝͣΧ

J §ĭ >=F
[2J3-OS-16b] BD]=Q\RWNx
-OS-16 óņóʆ$5ŶʕˣΦΫΧ
(15:50-17:30)

 9FΦ908 §̮ŐΧ

[2I3-OS-10a] BD]=Q\RWNx
-OS-10 ÇʮƦĬ̔ɖƿċ AIΦΪΧ
(15:50-17:30)

I §ĭ >=F

5 ǲ 24 Ǜ Φ ȳ Χ 15:50-17:30 17:50-19:30

－ 33 －

33

17:50

15:50

2M4-OS-32a-5in1 ɈZT$Ī͟Ά˛&͜ƞƱʂƹØ
ΦɌ̻ ġ˲ ƀ Χ

2M4-OS-32a-4 ̘̔ǉǅ$ċ;gAUP8̢ʇ5ɫ
ƚ&̭Þ Φɼ î˲ ƀ Χ

2M4-OS-32a-3 ̘ÃɸİZT$ĪŤ¬ʪͷ&ɵ̐$
5ʘʩ ΦΜ îƝΧ

2M4-OS-32a-2 ĢΈ̎ɖ̖ͱ$ĪȂſͫ& 3 ȩÆĢ Ƞ
͓tZ{&Ƞʹ"ĢΈïNqv|Nx ΦĊɼ ȼŞ
Ȇ Ę˼ Ċȕɼ şŁͨ Ƭſɼ ʎΧ

2N4-OS-31b-1 ķZb=Pǁ̑ŧȭ3&̋˞˿ïtZ{ñ"
ʕ̭Ǯǘ Φũű ńĹͣ ÉŸΧ

2M4-OS-32a-1in1 ɠŒ-͟Ά͔ƯNqv|Nx$ċo
YNu{$Īp{V@O?[tZ{&͜ɻƠȚ̕
&Ϋ ΦȂħ ůȥħ Ǡʢṵ̈́ ʞͮǸ ɶ
Ǿ ĲƝǸǾ ̫Χ

2N4-OS-31b-5 eJZb=P"ì͒ƄRL$25͓̆ɴ
ĭ°ț˛&ï°̔ɖ"Nqv|Nx Φòɝ ȫȥΜȦ
˝ΜȦ ƛĊŵ üŗͫ ;Χ

2N4-OS-31b-4 ņ̀ǓɯZT3ȠƯ65Î˷_W[~
F8ɻ ǳǶ#ʘʩ˛&ǀ˅ Φ˼ɼ ȫÏΉǸ Â
` ŕŗͫ ;Χ

2N4-OS-31b-3 ̵ͭĂƊ_W[~FtZ{$Īͭ˾ȧ
&ˉęˊĉƓΎÙȅ ΦȦǺ ň¼Ȧ ʷΧ

2N4-OS-31b-2 ŎZT8ɻ ț˒ÝÞ8ßɻ¥ț&Ă
ƊÇ͝Ƹ$ƓΎ5ɫƚͬ Φċ ĸ̤ΞŨ ȫùŗͫ ;
Χ

[2N4-OS-31b] BD]=Q\RWNx
-OS-31 ˉę̧Δ$ AI 8!ΦΫΧ
(17:50-19:30)

2N3-OS-31a-5in1 >AFyz;izHNx8ɻ ɜ
Ġʉ̎È̵ɘ*&̗Ėïȧíȇ ΦœÊ ʞŮ ƥ
ˍǸ ˬĹ˵Ũ ɳŁΧ

2N3-OS-31a-4 ÷̨ʉ#Liy=V?͗ɻ&/&Ƽɡͷ
ƦĬ¨͚&ǒɵʉÙȅ ΦĄŵ ͚źͫ Ǵ˔ȳŨ ÆΧ

2N3-OS-31a-3 Ir8ɻ ƅżȑÑ`>a>&ƹØ Φ̈
Ǿ Ǔʢͫ Ǵ˔ȳŨ ÆΧ

2N3-OS-31a-2 ȹʶ̦Ǡ§Ɩ&½ÞĂǽ&/&PHOv{
˨ïɹƯLeP&ǃȑ ΦŨă ˜ÅȳŨ Æͫ Ǵ˔Χ

2N3-OS-31a-1 ïɿÄ8ɻ Θŏɗ̽Ƅǂō$5
3D-CNN &ǳíƠȚ̛ Φͫ ǫǓì˼ ǞſΧ

[2M4-OS-32a] BD]=Q\RWNx
-OS-32 ƈʹΨͦŹɸİ&|Oz@P8
ǉ 5 AI ΦΪΧ (17:50-19:30)

2M3-OS-34b-3 ïċƦĬą̋ñNPYr8ɻ wM&˿ï
tZ{&Ùȅ$5ʘʩ ΦʋŨ ŜƁģ èȃ È
ʸΧ

2M3-OS-34b-2in1 ̨ɵƴΏ&ǬǣƠ̐ɍ8ʍʉ"ǖɵ|N
fȠỬ˄&̨ȋ ΦĸǼ ;Ǔȃ
ÈʸΧ

2M3-OS-34b-1 Ǔʭ$5ǯǙ&ɫƚ&ƹØ"ɵ̐ ΦĶ
Ǿ ˙ſʗŨ ɕʁ ̄ĈŞͥý ǫΧ

̔ʶͬ&

2O4-3 FzWF}G&ȫ̐ŠƄ&ǂō"Ț˅*&͜ɻ ΦÞƳ É
ĸĮ ɏĆ̈ɼ ɉͫ ŁȃŢ ˕ùΧ

2O4-2 Ǔ˥8˚ƭ;YNxsC^Qr$2
äɔ Φǻ ÆŨ ˰ȥΧ

2O4-1 ̥4ɵɽ8˚ƭ^vy{Ǔɀ̥4̓ȫ ΦŞŨɼ è
ĕÐǾ üʸʖ ºΧ

[2O4] ˨ɤ̣̒ÖɵƦĬȚ˅-˨ɤ̣̒Öɵ
ƞɻ (17:50-19:30)

c_{Z<PCWNxË¯̪̕

2O3-OS-22b-4 ȝǭ$ɫƚʉ#Js[$Ī°țɻ BGM 3
&=ZWFP°Ư Φʡɼ ŕÍȃǺ đƀĊɼ ʥò ʘ
Χ

2O3-OS-22b-3 ɿÄɫƚͬ8ɻ ĸĥ;PE;[&ÙΗƴ
ɀ&ǃȑ Φ˼ɝ ǛǠȃǺ đƀĊɼ ʥò ʘΧ

2O3-OS-22b-2 wM&ƩƠ8˚ƭΕǓłǂ˹NPYr&Ŏ
̃"Jqv^HNxʏƴ&ú̳&Ĵñ&Ț̛ Φȃ ɃĢ
ͷ ƺì˼ ǞſΧ

2O3-OS-22b-1 ^vy{_W[~F$25ΕǓł&ýƐǂō
ΦľǾ ŴľǾ ˀΧ

 10FΦ1008 §̮ŐΧ

Φͤ ǠÏΧ

2P4-5 POMDPs ɸİ $5 Profit Sharing " GA $25Lh
K{èʇ8˿ Ǝñņ˗ɀ ΦͮǸ Ǩſì˼ ǞſΧ

2P4-4in1 ͐ȩʉ˨ɤǙʴðͧǂō&/&͜ƞʉņ˗ɱ ΦŪħ
̩ȣŨ ̄ȥɉɼ ʥΧ

2P4-3 \s=´ŃƎñņ˗@O?[&/&Óͳ#;F
Nx&ȚØƴɀ ΦͻÑ ®ʡȴ ;|WFPΧ

2P4-2 ͏Ǝñņ˗$5àˁȀ£&ːđɀ Φòͩ îȥ˲
ƀ Χ

2P4-1 p{V@O?[Ǝñņ˗$5̎ʉíɻ&͕ñ͘
ʤ$5Ùȅ Φőˤ ǟēșŨ ɾȬ˼ ǐŁȃ ˼
ͣɬĮ ºùΧ

[2P4] ȧȗņ˗-Ǝñņ˗ΦΪΧ (17:50-19:30)

ˎĉ̪̕

2P3-OS-18b-2 Đ"(&̂ɴ$

2P3-OS-18b-1 ƩƠ&Ñʐʉ̣̒ñÙȅ*&ʲĶğ̣ņ˗2
)˘̙Ùȅ&ƞɻ ΦʡŮ Ō͆Χ

[2P3-OS-18b] BD]=Q\RWNx
-OS-18 Đ̌Ě̌"̖ćNPYrΦΫΧ
(15:50-17:30)

 10FΦ1007 §̮ŐΧ P §ĭ >=F

[2O3-OS-22b] BD]=Q\RWNx
-OS-22 ΕǓł&ʣņΦΫΧ (15:50-17:30)

 10FΦ1006 §̮ŐΧ O §ĭ >=F

[2N3-OS-31a] BD]=Q\RWNx
-OS-31 ˉę̧Δ$ AI 8!ΦΪΧ
(15:50-17:30)

 10FΦ1005 §̮ŐΧ N §ĭ >=F

[2M3-OS-34b] BD]=Q\RWNx
-OS-34 p=^G"ʕ̭èʇΦΫΧ
(15:50-17:30)

M §ĭ >=F

5 ǲ 24 Ǜ Φ ȳ Χ 15:50-17:30 17:50-19:30

－ 34 －

34

19:30

 9FΦ907 §̮ŐΧ

2H5-OS-35c-1in1 ǡɿ3&p{VtU{Ř̠JcP&°
Ư Φ Ćŉý Υ˳ ͢ŸŞģ ĕĺΧ

[2H5-OS-35c] BD]=Q\RWNx
-OS-35 ʝ§ʉºćÖɵ"ίαΦάΧ
(19:30-20:10)

H §ĭ >=F

5 ǲ 24 Ǜ Φ ȳ Χ 19:30-20:10

2K5-OS-33c-2 ˨ɤȮΎ&˚ƭ$25˞̌ĳPcPʱćñ
Ò˚ ΦŗŮ ̴̄Ąŵ ˱Χ

2K5-OS-33c-1 ɹ¯ʟˉĞ̾ˌ$5̢ʇƞʳcT&Ϳ
ŦʉFyPTzG ΦÑ ǩìŶ˼ öΧ
2M5-OS-32b-2 p{V@O?[Ǝñņ˗$5@fS\
&ΏƂɰƗǙʴ$ 5ƓΎ ΦǸǾ ʠ˲ ƀ Χ

2M5-OS-32b-1 ǧâ$Êƴ65ĢΈ̎ɖ̖ͱ8ɇɻĢ
ΈïɖÀ&Ǯǘ Φĸɓ ȫùơŵ ̄ĆΧ

 10FΦ1006 §̮ŐΧ

2N5-OS-31c-1 ʀ8ʏƴ$ʯ !=`kNxȵ/
365ǤAI &eO_Pßɻ'͏˿
,9ή ΦŹ
ŵ ŕŁΧ

[2N5-OS-31c] BD]=Q\RWNx
-OS-31 ˉę̧Δ$ AI 8!ΦάΧ
(19:30-20:10)

 10FΦ1005 §̮ŐΧ N §ĭ >=F

[2M5-OS-32b] BD]=Q\RWNx
-OS-32 ƈʹΨͦŹɸİ&|Oz@P8ǉ
5 AI ΦΫΧ (19:30-20:10)

 10FΦ1002 §̮ŐΧ M §ĭ >=F

[2K5-OS-33c] BD]=Q\RWNx
-OS-33 ˧ʣņ" AIΦ άΧ (19:30-20:10)

K §ĭ >=F

－ 35 －

35

15:50

13:50

11Ͷ30

3B2-1 |4ù́Dʴƭ%*ǐʆǄǿY[d{4Ȉʑ3̈́'B
ɰʃ ͯʝ̺ Æ¤ĦǮ ɧȍͰ
3B2-2 Ŗ́Ʌ4Ɇƕ=ȏʻ3̈́'Bɭ˼Dɉƒ'BŖ˯Y[d{
ͯǤ Èͧȿ ˛̺ ǧʖŁͰ
3B2-3 Ŗ˯Y[d{4ɝ˯ɐư3#B˦Ĵ4Ƨī4ǧɑƠȄˬ
ͯÏɒ ˃ǲ ʅ̱ǳŚ ʮøͰ
3B2-4in1 ͏˸D̛%*Ʌµ1÷˲4Ņʰ ͯɯɒ õşǮ 
ͤšȎ ɤ¤Ye Kyaw Thuǰ þǜ́ ͉˕ġŤ
ɐͰ

3A2-1 Ķˠȋ2 L1 ȓâíĘ͞4*;4źȊ͆ȦDɑ*[P
{ͯǳŤ ƬͰ

3A2-2 ̟íɠ˧ʏƴȦDɑ*Ɇƕ̩ƹFV\{4Ǆǿ ͯ
Ūǰ ʒƚChakraborty BasabiͰ

3A2-3 Üǋ˘ɌDàɑ%*_R͎ĉ4͊Şí ͯ̽Ǭ ŉǚŚ
Ŧ ɭ¯Ͱ

3A2-4 SNS 3#BXýçǫ̓1_Rɐưàɑ4̈́¼ ͯ
³ˑ ǞɬŠ ɏ̇ȎǮ żƄȟ ͧƚçˑ ĒƉͰ

3A2-5 ɥŖȘ̐3Ī.!èɊɠ2PRǃŋFV\{
ͯǮĵ ȳřŎş ʙŴãû ̃ƯȌş Ķ¶Ͱ

[3B2] ˀɂ˦˲ÚɍƧīȄʛ-Ŗ˯Y[d{
ͯ͵Ͱ (15:50-17:30)

afF˻ȻͶŖ˯Y[d{
(13:50-15:30)

[3A2] ȏȁŅʰ-ɭ˼ɉƒ1ŝƠ̩ƹ
(15:50-17:30)

3A1-4 dP[fyHiRDɑ*āUzÜǴ3?BɁǎ˭»4
¿͝Ơɱ˰ƴȦ ͯ˿ā ´ŁȪɒ ĒƉͰ

3A1-3 Wikipedia @4Ɇŋg|H4͏˸Ŗ˯Y[d{4*;
4ɝ˯Ã˜ǐ͎ĉ4ɉƒ ͯǯǮ ½ȃǬ Ƽǵ ŉŵi
U\ KbQ̺ ŶɐͰ

3A1-2 FdY CNN 3?BːɅ̓ɥ¶ɑƺÛͯȭɒ ɧ
ɐ̓ ˳³Ǭ ˛Ͱ

3A1-1 Recurrent Neural Network Dɑ*ƺÛĨ?6ɐưĨ
˺ǐ_Hfɐư3-/ͯĶ̲ ̥ĶĠ Ɲˣǔ˿ ˒
ǳͰ

[3A1] ˀɂ˦˲ÚɍƧīȄʛ-ƧīƺÛ-˞
ʗͯ͵Ͱ (13:50-15:30)

B ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ901 ¬˽ōͰ

A ¬Ĭ IHQ+ 2FͯĶvͰ

Ņɐ©ɕ (15:50-17:30)

3C1-5 Ƨī̻3ȧɣ%*ǃˏ4*;4ėē̓̈́¼Ơ4Ü͠Ȧ ͯ
Ģɒ ͉ƚÛ͓ ˉä³ˑ ǉœͰ

3C1-4 ˕êʟȶŅɠ2ɭ˟Dɑ*Ȱ̄ʵ4Ƨīǁʛ˕ê4ȹ
1 U|eYȦ4͂ɝ ͯͧɗ ĤɸǛ̺ ťŉǹ
ø½ȷ˿ þɳŁͰ

3C1-3 ėē o@4ˀůʌćíĜDɑ*Ƨī˜ň3?B
˭»ÄǃŋʔŹ4Č ͯǵ ɭʐͧǬ þøͰ

3C1-2 »Äˤ3Ī.!˕ÝȻʏu[ƧīǃˏY[d{4Ǆǿ
ͯɟɯ ͌ͧ̓ żąͰ

3C1-1 RDF e_u[Ȉʑ3?BX4șÜ3Ɯ&*ˤÏ[
xbfǃˏY[d{4Ǆǿ ͯĦÌ ͈£ͧ̓ żąͰ

[3C1] Web yHiRƧīǃˏ
(13:50-15:30)

C ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ902 ¬˽ōͰ

Ͱͱˑű̫Ŵͯe_WHK[ɰʃƳͰ11:30-12:30

 

ƽƎ˻ȻͶŠ̺ûĶ̑ͯǽƁ¬ɶ 

A ¬Ĭ IHQ+ 2FͯĶvͰ

5 Ǧ 25 ǖ ͯ Ǭ Ͱ 11:30-12:30 13:50-15:30 15:50-17:30

3D2-OS-37b-5 Seq2seq Ņʰ3?B˺ɍ˲Dč:˦˲ƿɵ4ɍ˥
1wbf˕ê4ɐư ͯşɒ ʅ̱ǰɒ ɧƤǧȞ Ȯǚ
Śƈ ĕͰ

3D2-OS-37b-4 Deep Learning Dɑ*¤Ŭ˦˲4Ņʰ1ɉƒ3
-/ ͯŠɒ ͭȣȢûŦ ƔͰ

3D2-OS-37b-3 ȲŞŅʰ}e3?Bê¶ƿɵ3Ī.!˗ǩƸA
ə9_[QŅʰ ͯ̽Ǭ ƍǕçȿ ǍĖŚƈ ĕͰ

3D2-OS-37b-2 ĵŞya}` LDA Dɑ*ī̶4}e
í ͯŎȾ Ē͖̃Ǭ ̥Ĕǖțɒ ǡʣšɒ Ç̑ǰ
þǜ́
͉˕Ͱ

3D2-OS-37b-1 ¤ͲwbfUziSY4*;4ƪƧɐ
ư}e4Ǆǿ ͯǖțɒ ǡʣ́
͉˕Ͱ

[3D2-OS-37b] MOhH\g]bY
-OS-37 ˩ćæɝwdGQ[ͯ͵Ͱ
(15:50-17:30)

3D1-OS-37a-5 HDP-HMM 1 LDA 3Ī.!¾ʹĢÑ4˕ê̎̉
@4Ǌų2%ȫêĬ͘Ü͠ ͯȟɒ ·̯Ɔ ǒǰ þ
ǜ́
͉˕ĶȂ ͉ĈŠ ĳȍ̼Ł ȓɻͰ

3D1-OS-37a-4in1 ȲŞƇíŅʰDɑ*ê¶áƓ74ĪɴɠȄ
˨ ͯȎǮ $>Ařǵ ̱Ͱ

3D1-OS-37a-3 MLDA 1Ǌų2%÷˲Üå3Ī.!Ȇƞ1˦˲4
ɥŅʰ ͯ˅ɒ ʬ͒ǰ þǜ́
͉˕̼Ł ȓɻͰ

3D1-OS-37a-2 km|fbQuH\}e1 SLAM 4ʢĉ
3?Bĥğ1ĬƳȆƞ4̚ȒŅʰ ͯ˿ā Ƌˌû ˆ¿˿
ā ƝĶʁ̮ ĕͰ

3D1-OS-37a-1 ȒÌʄ̓3#BɥŖ±ʫȆƞ4Ņʰ ͯ˿
ƚʱɒā £ǩ̲ Ôĺ£¾ͫ ǉĶȀŦ ĸ̝Ͱ

[3D1-OS-37a] MOhH\g]bY
-OS-37 ˩ćæɝwdGQ[ͯʹͰ
(13:50-15:30)

D ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ903 ¬˽ōͰ

－ 36 －

36

15:50

13:50

3E2-OS-11b-5 ˀɝƠʾȫê4ƇŹ1ȏʻɠʠĉŹ3Ī.!ɫƨ
ǝʾɈƫ4²ȒÌ˘Ɍ ͯǖĒ Ƥ͢ĭ 8AžŇ ɭͰ

3E2-OS-11b-4 Łʹ/W3#B¡ȬDÕƨȦ3?Aǈǅ'
BƴȦ ͯɒ ĕĶȔ ʬ¾ŁͰ

3E2-OS-11b-3 ʾȏʻjbfQ3Ŗ'Bɥ̈́ÜǴȦ3-/
ͯ˿Š Ç̅ǖĒ ƤžŇ ɭő ȩͰ
ʦĉ˨˺

3F2-OS-03b-3 OS ƽƎ˻Ȼ, YiFɣʧ@˟*ɭɠH_qJ
[74ǫƎ ͯɄ İͰ

3F2-OS-03b-2 OS ƽƎ˻Ȼ, ɺɷVR ̛Ƴ¥˾(eHWo
[)04 VR ȫɑ3-/ ͯɞŨ ÇĸͰ

3E2-OS-11b-2 ñɜƑʵ3Ʀʵ4ɛ9DBɐµƧī˧
ȹ1ăˡíƶ˖4Ȅ˨ ͯǳɒ żŉ̽Ǭ ̥ř̺ĭ ŕ
ř̺ ƂʣͰ

ʦĉ˨˺

3E1-OS-11a-4 ƗƻǎĲê4͠°ƠDʴƭ%*F_H{ɪɨ
Ȗ͊ǃŋ ͯɒŤ þɸûɒ ǡŷͧɋ ĤȍͰ

3F2-OS-03b-1 FQdGrYiF4ĥĩýçDȫƠí'BIJr
H_qJ[ ͯǧɒ ɹͤȐş ǌžȿ ̛ŃͰ

3F1-OS-03a-3 ūŅwbf4Ǆǿ1ƛúȏʻDɑ*¤̓ɠŅ
ʰȏʻ ͯʋ
ʳɒ ǐˉͰ

3E1-OS-11a-3 ɫƨ4ã̲͜ʾȫê4 fNIRS 3?BÜǴ ͯ
ˑ
ʷͣǖĒ ƤžŇ ɭͰ

3E2-OS-11b-1 fNIRS Dɑ*ɫƨ4ʾɈƫ4Ȅ˨ͯɃş Ǩ
ͣǖĒ ƤžŇ ɭͰ

3F1-OS-03a-2 wbfD¥%*UziSY3#Bͧ
ͬʵ4ˀů͂ɵ4˷Ǻ ̺ͯā ȩŴɒ ǐˉͰ

3E1-OS-11a-2 ɫƨʾɈƫ4ʾȏʻjbfQ˥Ǵ ͯĽ
ŭɧǖĒ ƤžŇ ɭͰ

[3F2-OS-03b] MOhH\g]bY
-OS-3 §D-2"ɭɠH_qJ[
ͯ͵Ͱ (15:50-17:30)

3F1-OS-03a-1 ^Y~wbf1X42&94͊Ş ͯ
ɒ ǐˉͰ

3E1-OS-11a-1 OS ƽƎ˻Ȼ, Well-Being Computing: AI 0̌µ
ɠƗɍɠɶ¬ɠÇżDƒ@CB? ͯͧɋ ĤȍͰ

[3E2-OS-11b] MOhH\g]bY
-OS-11 Well-being Computingͯ͵Ͱ
(15:50-17:30)

[3F1-OS-03a] MOhH\g]bY
-OS-3 §D-2"ɭɠH_qJ[
ͯʹͰ (13:50-15:30)

F ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ905 ¬˽ōͰ

[3E1-OS-11a] MOhH\g]bY
-OS-11 Well-being ComputingͯʹͰ
(13:50-15:30)

E ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ904 ¬˽ōͰ

5 Ǧ 25 ǖ ͯ Ǭ Ͱ 13:50-15:30 15:50-17:30

3G2-4 ˽˺4ʺạ̈̄ɿʠǶD̞̈́.#BĥǕǉȣUm[4
Ȉʑ4ˮ9 ͯǬǰ Ȩɭřǵ Ǣ͌Ħĥ ȨʖØɒ >(
ͧ ĤȔ îǓĊɒ ÏɔˊǬ ÇȣͰ

3G2-3 řˠȋUm[3?B Web _IzdGR3#B
Ʒʂ4ˀêÜ͠ ͯš³ ŵʲˑɒ ǾˉͰ

3G2-2 ̳̤Ÿɦ˽¬¬˽̀DŖ́1%*˽͞˽ǿ˘Ɍ4ˀêƺ
Û3Č#*Ȅ˨ ͯɒ Ɏɧřǵ Ǣ͌Ħĥ ȨʖØɒ >
(Ȕ îǓͧ ĤǬǰ ȨɭĮş ʪͰ

3G2-1 ͅˢŌʩDɑ*i[˩4ĥĩƠƺÛ ͯĶÁ ½
ŴͰ

[3G2] Web yHiRWeb yHiRƜ
ɑ (15:50-17:30)

3G1-3 IJFr]WelH[Dɑ*ŬĬ¶ȅs][4
Ɇƕ̻ƺÛ1̲ēMfZ4ʴŔ ͯĶ˝ ˃ŴȎǮ
ưȸ̲ ͍ĹȀĪ ŉͰ

3G1-2 Ü͠ˤɁ3ȥ,*Ȇƞ͊ŞÓµ4Ș̐3?BMfZ
ē̆ČƴȦ4Ǆǿ ͯĮɒ İƚĂŦ ǞĈͥ˿ ĒʐͰ

3G1-1 MfZ3Ī.!ƩĐ˥ǴDɑ*íŅȓ˴Ę͞
4ˀê˥Ȧ ͯ̀̕ ŉǗǳŦ Ƽ³ˑ ɍąͰ

[3G1] ɭ˼4àɑ1Õǧ-MfZ
(13:50-15:30)

G ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ906 ¬˽ōͰ

3H2-OS-04b-4 OS ƽƎ˻Ȼ, ȏȁŅʰ0eBookJapan Dç̜0
Bͷ ͔Łǣʓe_4¶ư@AI ȫɑ3?Bǔ%
Wo[4ăʻƠ80 ͯǰ ʸͰ

3H2-OS-04b-3 UzbQ˶ʵ4j_l ̧̡_HzR3?B˂
ĐŹĉĲí ͯɄ ˆȍǰ ʸąͰ

3H2-OS-04b-2 ̟í˧ʏDɑ*¤̓4ƪƠɍ˥4*;4̪Ł
˥ǴȦ ̺ͯǰ ½ĸˊ
ŵ§Ͱ

3H2-OS-04b-1 ȏȁŅʰ3?BYƺÛ4*;4yO4|_
e_ǄºY[d{ ͯ˕ ǡƣû ̾țȂ ÏǠ
ǯǮ ̹͌Ͱ

[3H2-OS-04b] MOhH\g]bY
-OS-4 UzbQŬŅ1 AIͯ͵Ͱ
(15:50-17:30)

3H1-OS-04a-5 UzbQØ4ɝ˯74˶ʵƴǣ ǐł˔ĉ3?B
ÕƪŹČƴȦ4Ǆǿ ͯǑˑ ʡĪǰ ʸą̽Ǭ ȓǚͰ

3H1-OS-04a-4 ȏȁŅʰ3Ī.!Ŗ˯Y[d{DŘÒ%*ʣǮ4
óˀêɐư ͯɺɒ ȵ¤ˑ̺ ʚʶȂ ɤȍǳǮ ę£Ͱ

3H1-OS-04a-3 DCGAN Dɑ*H[f¸@4ɕ͡4ÙɌ
ͯÑɋ ȱȒǰ äįçʘ ǉˈşɒ ǞěͰ

3H1-OS-04a-2 ȲŞŅʰDɑ*[Sba3Ī.!ȼɕȄʛ ͯ
ưɒ ũřŪ Ɩǳ
é´şŦ ½ƉɥȾ ȵǠͰ

3H1-OS-04a-1 ʣUd˼ß4*;4ȲŞə9̖9ij
bfQ4̟íɠɉƒ ͯˑ̺ ʚʶɗ ĸȂ ɤȍ
ǳǮ ę£Ͱ

[3H1-OS-04a] MOhH\g]bY
-OS-4 UzbQŬŅ1 AIͯʹͰ
(13:50-15:30)

H ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ907 ¬˽ōͰ

－ 37 －

37

15:50

13:50

3I2-OS-13b-5 Deep Q-Network 3?B RC Nʭ4̢êáƓDŌ
Ɍ'Bö˷Ņʰ4Ǆǿ ͯřŪ ĸ̱Ȍş ƨ̱ş Å
ĺŪǰ ɻƯ̵Ɣ ĕǹû ȓɒ ˉǚͰ

3I2-OS-13b-4 Deep Q-Network Dɑ*¡̛¿ćáƓƴȦ4Ǆǿ
ͯ³ˑ ńƣͧŜ ˉɭřŪ £ˇû ´ĸǻû ʸͰ

3I2-OS-13b-3 ɥAÒC̊ʧØ4̠ſǆĻǥří3Č#*Ƹ
A̘%̢̏͂ľ4ȠŋȦ ͯʊǬ ɹĸˊ
ŵ§Ͱ

3I2-OS-13b-2 êɠ˧ɕȦDɑ*¿ć¡ŮɁ4ǫƎ̠Cǝ̓4
üŒ˭»ƴȦ ͯƲɒ Ž́Ȟ äƚͰ

3I2-OS-13b-1 ̬͑Yz YDɑ*WHjZ3?B
̬͑˱ŘèɊ4Ȅˬ ͯŲȿ ÐůȂŤ řĺ̸ͧȎ þ
Ͱ

[3I2-OS-13b] MOhH\g]bY
-OS-13 ¡̛ɾêɅȬ1ͯ͵Ͱ
(15:50-17:30)

3I1-OS-13a-4 OS ƽƎ˻Ȼ, ȉ2¡̛Ɍ́4}eí1ȷȺʨ
Ē74ɶ¬Ō̋ͯ˝ư ȫ˛Ͱ

3I1-OS-13a-3 ¡̛Yz Y3?B EV ɑÍ͔˫É4ǥ̦
̴ʫ4Ǆǿ ͯØɒ ˉǚĊĭ ˛ɐˑ
ɻȍĊǰ ƙͰ

3I1-OS-13a-2 ˀ̏̍1ˀê̍4ɥ¶ɑDʴƭ%*ȴĉ¡̛Ȭ
Yz Y ͯȟɒ ɸ£ˑ
ɻȍĊǰ ƙͰ

3I1-OS-13a-1 ʭɭʻ|Ni\{3?B¡̛áƓY[d{4Ǆǿ
ͯřŪ £ħ
Ǟǻû ʸͰ

[3I1-OS-13a] MOhH\g]bY
-OS-13 ¡̛ɾêɅȬ1ͯʹͰ
(13:50-15:30)

I ¬Ĭ IHQ+ 9Fͯ908 ¬˽ōͰ

H`[fF]bY 3
(15:50-17:30)

3J1-5in2 Stock price movement prediction using distributed
representations of financial report ͯŇɒ ȩ¥Ȃ ʙ̱
Ħɒ ̱Ͱ

3J1-4 ȲŞŅʰDɑ*FWr}e3?B©ȅ»Äǃŋ
}e4Ǆǿ ͯɒǰ Ȯ̱ǳŚ ̺̀ş ëͰ

3J1-3 Âß̿Ǹ4ɮǫ̞ê͠°ŹRq?6RqɰɲƴȦD
ɑ*ǽ»ȹ ͯʯō ˕¿Šɒ ÐƉͰ

3J1-2 ǽƁŲĬ3#Bǽ»Ķŧˍ4Î%Ȅɭ74ǀƱ ͯŠɒ
ÐƉʯō ˕¿Ͱ

3J1-1 ©ȅʟĚ3#BƩƟȠŋǈǅ4*;4HufƺÛ
ͯǹȿ àƉǹ
Ń¥ʯ ˈȍǰ ʸǪȸ̭ £Ɖ
ŎȾ ƊŤ Ĥͧǰ ĶŎŚ ɸ¥ɒ ¢Ͱ

[3J1] AI Ɯɑ-qEHh[ͯ3Ͱ
(13:50-15:30)

ʦĉ˨˺

3K2-OS-06b-1 OS ƽƎ˻Ȼ, ʟȶɠɆɘɁͲȝɑ¤Ŭɭʻʟȶ
3BHmQfͲ ͯ  ǡȩͰ

[3K2-OS-06b] MOhH\g]bY
-OS-6 ȝɑ¤Ŭɭʻ1)4ɶ¬74ƌ͚
ͯ͵Ͱ (15:50-17:30)

3K1-OS-06a-5 ÓʾFPdQa~3Ƙ˞2ǔɡ̆y[_F
V\{4Ȅ˨ ͯşŪ ŉˊŪ ɤĔͧȎ ơͰ

3K1-OS-06a-4 ȲŞŅʰ1ƇíŅʰDɑ*T{ AI 74ǝʕ
Ýȹ4ŘÒ ͯǳŚ ǛĎŠ ĳȍͰ

3K1-OS-06a-3 ǝ̓ȆƞDʴƭ%*˘Ƨ˰ɭ3¼Bʾȏʻ4ŋƠ
ɠ˩̙3̈́'BǷʞ94Ǆǿ ͯɒĒ̕ ăǙǳś ̔âͰ

3K1-OS-06a-2 ƪƧ4»Ä˧ʏY[d{¨˵3<1.!ã͜ˎǃ
˺}e4Ȅˬ ͯŎɒ ɧŉĶȂ ͉ĈͰ

3K1-OS-06a-1 CHC }e3Ī.!Ŗ˯KZJf4*;4˰
ɭFPdQa~ ͯŲȿ ͭĸ̱Ͱ

[3K1-OS-06a] MOhH\g]bY
-OS-6 ȝɑ¤Ŭɭʻ1)4ɶ¬74ƌ͚
ͯʹͰ (13:50-15:30)

ȍ

eG[NbY

3L2-OS-12b-3 ͎ĉɭ1̟í4%!9 ͯȟ ͧƚͰ

3L2-OS-12b-2 ¤̓1Ƨīƶ˖4Õ̟íDɣƿ'ÕæUzid
G ALife Labͳ4Ȉʑ ͯŠ ɏ̇ȟ ͧƚ͖Ǭ ʅĸa
J gziQͰ

3L2-OS-12b-1 ɶ¬Ơǘ˓D̛%/9BÂ1͎Ğ ͯģ
ȟ ͧƚͰ

[3L2-OS-12b] MOhH\g]bY
-OS-12 eGsHqͶɐđƠûɍ4ǁ
Ȝͯ͵Ͱ (15:50-17:30)

3L1-OS-12a-3 DCGAN 4¶B¨ƨɖ1ɌŌʄ̓4 Map ͯř
Ť Ķȍģ
ȍȟ ͧƚͰ

3L1-OS-12a-2 Øɝɠêȏ¦#3Ī.*̢̜̤ͧ̊̏˕ê4˱
ɝ ͯŠɒ ɤƅʊØ ½̃˿Ū ǡȩͩȯ Ƽƚžȿ ̛
ŃͰ

3L1-OS-12a-1 OS ƽƎ˻Ȼ, ÿŌ¨ƨɠ2Ƨīɐư3?B¤ŬƩ
˼4Ȉʑ ̼ͯ
ˆĸͰ

MsiR

[3L1-OS-12a] MOhH\g]bY
-OS-12 eGsHqͶɐđƠûɍ4ǁ
ȜͯʹͰ (13:50-15:30)

J ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1001 ¬˽ōͰ K ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1002 ¬˽ōͰ L ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1003 ¬˽ōͰ
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15:50

13:50

3N2-3 QbYĨelH[3?BɩźĿì1Ņʰ͎Ź4˭
» ͯͪŠ ɻȍƐˑ ͉ĸ̱Ȍɒ ƥĆưȿ żɬÒ ̰
ŁͰ
3N2-4in2 Ņʰʵ4Ƨī1Yl[Dɑ*U]sfybs3
?BˀƏŅʰǈǅ ͯŠɒ õƅĊŪ ͍ÀšȤ ŉȣͰ

3M2-3 画像領域分割のための少量訓練データからのə9̖9i
jbfQ4˥Ǵɠ2ÞǫíȦ ͯɺɒ ʇƿɒ
ŢƉş ˉȍͰ

3M2-4 ŐŻ=MqG[Ø4ê¶˰˼ɑĶˠȋêɕe_]bf
4Ȉʑ ͯĊŪ þʊØ ƋͰ

3N2-5in1 ÑʈeXH'Bğǣʜ¥wbf3#BqG
glbQƴȦ4͂ɝ ͯ³ˑ ƼŬˑ ´¥ĶȾ ø͉Ͱ

3N2-2 ɼɣðÜ`HFR{ȄʛY[d{3#BdP[f͠
°Ź3Ī.!ɼɣǃˏȏȈ4ˮ¶ ͯŎʼ ÐÖɟǳ ½
Ț̺ æĸɺǮ çļƣȟɒ ͌ǓͰ

3M2-2 Video Compression with a Predictive Neural Network
ͯ%25= @2ȟ ͧƚͰ

3N2-1 ŌɖŅʰ3#Bya}`H_QY4
Ȉ̝í˩̙ƴȦ3̈́'BȄ˨ ͯͫǬ żʻŠɒ ǙͰ

3M2-1 ə9̖9ijbfQDɑ*ɕ̆Ĳí=̲
Üɠ2͋C3͛Ç2͟˰ˬY[d{ ͯŪĉ ÇǓş Ŋ
ÌǳŚ ̀Ͱ

3N1-5in1 Â¤ǈǅKZJf3#B Preference
Elicitation ǥ̦í3Ī.!ʉĉ˷ǏȏȈ4ˮ¶ ͯĶɯ ʱ
ɺɒ ɤȍͰ

3N1-4 Comparing Multi-Objective Selection Methods using a
Simulation of Dynamic Sensor Network ͯCLEMENT
MaximeȡǮ ķĸ  ÐŰͰ

[3N2] nyH_qJ[Ǌʹǈǅ
-ɭɠŅʰǈǅ (15:50-17:30)

ǎł@4m

3N1-3 yaKZJfʤʥö˷ūĝĘ͞3#BÜȅ3?
Bl[fƠ4Č ͯǯş ȕǭˋû ½ȣͰ

3N1-2in2 ǥ̦áƓʎ4èɊɠǁʛƶ˖3̈́'Bɰʃ ͯȵȔ
œŵŤ ïŉǳǵ ̥ąƲɒ ȮͰ

3N1-1 tgibQT{3#Bǔ*2̩Ľ}e4Ǆǿ1U
FŇŋƠ4˥Ǵ ͯĶɒ Ɣȑ
ɸŁȌŚ ɧͰ

[3N1] KZJfyaKZJf
Y[d{ͯ͵Ͱ (13:50-15:30)

[3M2] ɕÊ͙ı-ɕÊÚɍm_˰˼
(15:50-17:30)

3M1-4 ĵŞ Bayesian Net 4Ȉʑ3Č#*ƴǣ
_ƺÛ ͯ˝̺ ×ȣʁˎ ɧɍͰ

3M1-3 á͇¦ ɚ°uHZFjbfDɑ*ǐʽˀɓǐȦ˥
Ǵ4ˮ9 ͯͧȎ ɤ¤ǯ ˛ƚͰ

3M1-2 Ƚ̗ˁƠDǧ'BĶˠȋuHZFjbfQŅʰ
ͯċĀ Ēȍņ̳ ͍̒ȃ̺ ɧʿͰ

3M1-1 ˄ípwbf3?B L1 ̈͐3Ī.! K-medoids Q
[_R4̜ͧí ͯ«˟ õƢǑˑ ĒŰ̓͡ ȩͰ

[3M1] ȏȁŅʰ-RqGN}eQ
[_R (13:50-15:30)

3O2-5 ɥ͠°̈́¼Dɑ*Rqɰɲ4Ǆǿ1)4˭» ͯ
û Ń¿šͮ ŵŁÌ ǉņ̺ ȗǚʯō ˕¿Ͱ

3O2-4 ĀƃjbfQƧīDɑ*©ȅ4ứÜǴ1©ȅ̓4
̈́¼ƺÛ ͯřǵ ɧ̒¤ȭ˿ Ôŀ³Ǭ Ȃ ʙ̱
Ħɒ ̱Ͱ

3O2-3 jbfQ@4ǝʕÝƧī4ƺÛ1ăˡí ͯȭ˿ Ô
ŀĶɭ ȓɤȂ ʙ̱Ħɒ ̱Ͱ

3O2-2 ĵȉ2]WǂʥDăʻ1'B WSN sbfqL{4Ō
˚1ɶ¬Ɯɑ ͯĶĭ Ń¿ͨś ʮͧªˑ Ń˕Ͱ

3O2-1 ^Y~]YRDɑ*ʻêɠ2ĥĩŒɩHuf
Ƨī4ƺÛ ͯ³ˑ Ĥȟɒ Ĥ´Ħ
Ǽªˑ ò̒ǻû
ʸͰ

[3O2] AI Ɯɑ-jbfQ (15:50-17:30)

3O1-5 ]_ˮͦǎŅǏǎĘ͞˥ʍY[d{4͂ɝ ͯɇ
ĭ ƬǳŦ Ƽ³ˑ ɍąͰ

3O1-4 Independence Detection in SAT-based Multi-Agent Path
Finding ͯSurynek PavelSvancara JiriFelner Ariel
Boyarski EliͰ

3O1-3 ˳Ō2˺ˬDƵƺ́˽˺q {Q3Ī.!Ŗ˯
}e ͯġɐ ŵͧȎ ĒŁͰ

3O1-2 »Äˤ4ɘ2BKZJf̓4˽˺q {Q3Ī
.!˵ƒŖ˯}e ͯȂ̺ ŗ˕ͧȎ ĒŁͰ

3O1-1 N fijbfQ3?B̠ſD®˥̷
̨ɾ@ の論理プログラム˘ɌŅʰ ͯxF HZ
Tourret Sophie  ÐŰͰ

[3O1] Īɴɍ˺-˺ɍǃ˺siR
(13:50-15:30)

mjeG[NbY

3P2-NFC-00b-2 ɀŏƧīĪɢȈʑ4*;4ĥɍƧī^[3Ŗ
'BƠʻ˭» ͯȇ äąͨȯ ĹĊɒ ÏɔͰ

3P2-NFC-00b-1in1 ǲǖǮĶ͕ɀǝ4cHf4÷˲ 2-gram 3Ī
.!fpbQ4ăˡí ͯ¾ ¹Ĕ̓͡ ȩͨȯ Ĺ
Ǒˑ ĒůͰ

[3P2-NFC-00b] ̗ǭǱa~ Z]bY
-NFC ͯôȅͰɘʀö˷ĨɀŏƧīǈǅ
Y[d{ŌɌ3Č#*Īɢƶ˖ͯ͵Ͱ
(15:50-17:30)

3P1-NFC-00a-5 ǲǖǮĶ͕ɀ3#BQ[_R3Ī.!Ƨ
īƾǋŹ4Ș̐ ͯɽ Ƣą˹˪ øƉţǮ żưˑû ͗
ŉǔ
ȳ͢ɒ ƢƄšǰ ɥĕͨȯ ĹŇǮ Ʈ
Ͱ

3P1-NFC-00a-4 eGsiR3?BƀɅɆƠ4ƺÛ1Ą͡
˙ŏƨŋ4ƴȦ ͯŠŦ ̂ r MMͰ

3P1-NFC-00a-3 ɀŏƧīǈǅ3Č#*^Y~|eGFƧī4
ˀêÜ͠ ͯͨȯ ĹĊɒ Ïɔȇ äąͰ

3P1-NFC-00a-2 ƧīǇjbfQ4ǃŋ1ɀŏ3?BĲí
ͯŁ Ëͣͨȯ ĹĊɒ ÏɔĶȎ ƄƝͰ

3P1-NFC-00a-1 ɀŏǝ3#Beyƾǋ4}eí@ƒ@C*
ɭ˟4īď ͯȟɒ Ĥ´ȇ äąͨȯ Ĺǻû ʸͰ

[3P1-NFC-00a] ̗ǭǱa~ Z]bY
-NFC ͯôȅͰɘʀö˷ĨɀŏƧīǈǅ
Y[d{ŌɌ3Č#*Īɢƶ˖ͯʹͰ
(13:50-15:30)

M ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1005 ¬˽ōͰ N ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1006 ¬˽ōͰ O ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1007 ¬˽ōͰ P ¬Ĭ IHQ+ 10Fͯ1008 ¬˽ōͰ

5 Ǧ 25 ǖ ͯ Ǭ Ͱ 13:50-15:30 15:50-17:30
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14:10

12:10

 2Fοŉn}π

4A2-4in2 ú̻Ķͦ/u]}%ńÛ|E~^ax{}bZ^
Iu]}'47̮̻ʍ̭u]}(ɇ͡ οɞƂ ¬ Ź
ΕȲ̩ ŕπ

4A2-3 Learning Syntactically Plausible Word Representations
by Solving Word Ordering ο̧ʗ Ò͕ŷ ̏ȼπ

4A2-2 LSTM :ʖ Ĉ(lI^}̤ʌŖ˲ οɉĆ Ùη͉
ǿĜŷʗ ǩͤ ̼¯ȋ ̥π

4A2-1 ú̻ΞǸƗΏͭǖȹ(Ň̮̻$(ɩοɋþ ͵π

[4A2] ̄ɽ̮̻ØʍƽĻȰ˝-̄ɽ̮̻ʍ̭
(14:10-15:50)

4A1-5 i<Q|\Qz˾æ(ʍ̭%©͇Ôɮñ:ʥʣ%
ƾƹɎŜɅΖ(ĒŜ'Ώ7ʮ˄ οʂ΄ ŕċɟ Ţ
ˈƂ ´ǇƐʗ įπ

4A1-4 ȷͬĭ˫8ȋȷͬ]W5(ΫÚͿÛȋțǗ=}N
|Ts οĹͿ ǿ˕Ƃ ̥ŒÓʗ ǿ·ȋ ʵŠ
þ ĝɠπ

4A1-3in1 ȴŭʔǇŒ:ʖ ͍}}ǑÚ̯ˌ(êʊñ ο͉
Ž Äǭźɓ Śɒμź ÄɃ¯ʔ Θ ŷȎ əʔπ

4A1-2in2 ^{PIQzS^|s(ΫÚαĚ=?\sΛ
Đ˖Ü(ǑÚ'Ώ7ĸʱʣ˵ţ οʻ ǒƆŷȎ əʔ
źɓ Śɒπ

4A1-1 ˖ÜÛɎŜJ{i:ʖ ΫÚͿÛJ{i(ĭ˫̤ʌ
οŹſ ǫĜŎŷ ̘ȄɷƂ
Ŗɪ ʩ π

[4A1] ]Wq?aJeWǑÚ
(12:10-13:50)

A ©ļ @?I

 9Fο901 ©͇şπ

 9Fο902 ©͇şπ

# οȗȓ ʩ

4B2-OS-23b-5 ̻6˦'Â7ʃ̻(Ñå οʹ̝ ƒŒľ
ɸ Επ

4B2-OS-23b-4 Thanks QS\s'47ʮ˄şɜƺ(̷/ οƛ
ř ʫɴʗ ɤǲĚ Ƽπ

4B2-OS-23b-3 ]P?ƹ˵:ʖ e=QS^S[(à
ʖ¹Âηͮ'Ĕ# οź ˹ǷȐþ Ŋ;ŷ͜ ʦȼ
¯ȋ ŉ͢ʸ Ƿŋπ

4B2-OS-23b-2 ȳí'7ʫ͆˦ǍƽĻÑȅ:»¨ǆǊ
$(Μ́:ʔ/Ú Ǚ ο̝΄ ʹâòȓ Ū˰ʗ
Śʭ ̥äɟŷ ŉͣŉ¿ ŗ̏̔Ć ƑŊȬā Èγπ

4B2-OS-23b-1 İķƽĻʠ¾[}%#(Ɲƣ]P? ο
ʀŷ 1/π

4C2-3 dS^ǰˋ:ʖ ǚ˝ȋ'47l?R=ƢñŖ˲=
kY ο̕ɓ Ʋɕʗ Ġπ

4C2-2in2 ʔŔ:ʥʣ%7ɫ͙ñƢñŖ˲ οʁʗ ȅĜʘ΄
°ηȽ Ͳπ

4C2-1 ù̟̀ì(ʉƭ'ĔͨƢñŖ˲(ŬÍ οȎȋ Ιǭ
̒ Ƒ£π

4C1-5 Βá˘%ÝȊ½ȅ͎:˵ǄŖȤͷǏtEaTs(ʄ
Ʊ¡ οŷĆ ʫǼơ ̻ĝɶʗ ʦǭ·ȋ ͑ǾȻŰ
ʩπ

4C1-4 ʧťʣá˘:ǌqZYJtEaTs(ǜȦ%̵¹ ο
Ïū ÄŊ;ɶʗ ʦǭ·ȋ ͑Ǿȿ ʵŒȻŰ ʩπ

4C1-3 q}YS\In}X'47ʧ]Wǜ·'ĸ" 
ƾƹɎŜ ǠǞQS\s οŉʫ Ɂʦãʗ ηƵaM{S
ȶ äċɞ͉ Ðőȭ ˚ ;ιɢ ŋıʗ
;π

4C1-2 ΡæbZ^I(Ƴƺ'47ÈÊƗ:˵ǄÛǦĴ
ˣ̀ǩǋɖ οȡʗ ŉİ§̝ ŕ̟π

[4B2-OS-23b] DF`?T_UZQz
[4C2] ȾȨŖ˲-ƢñŖ˲οςπ
-OS-23
ǙŖυÕ¹Âñ(]P?οςπ
(14:10-15:50)
(14:10-15:50)

4B1-OS-23a-5 rxR=s'7 Ǚ(Ȱ̰ˮ̠β'
7GvkQz:άȒ' οĉȋ ʎΦΑͿ ǷÒπ

4B1-OS-23a-4 ìʃĬ'7ǱŔM\[(Õ¹Âñ:ʥʣ
%ɱʛʔǇIQzZk(ǜȦ οʢɉ ̔Ň
 ˮěȗ Ëˏπ

4B1-OS-23a-3 ɝ1;χΐŉı'47ˈȚ(Õ¹Âñ ο
§̝ ǀȓ ˳ò̞ ąȗȓ ʩŚπ

4B1-OS-23a-2
Ǚ'47̷ί»ͮ(̷/ οȘ͉ ʷōơ
×Πȗȓ ʩŚπ

4B1-OS-23a-1
Ǚ( WearIN/OUT êȜ'!
ŚInoue Tadahiroπ

4C1-1 pS^QHx{|\>(ȗ;ʣ{?i
SW?} οȯʗ ƚŕπ

C ©ļ @?I

[4B1-OS-23a] DF`?T_UZQz
[4C1] AI ƶʖ-ʴ©QS\sοςπ
(12:10-13:50)
-OS-23
ǙŖυÕ¹Âñ(]P?ορπ
(12:10-13:50)

B ©ļ @?I

5 Ȅ 26 ǲ ο Ά π 12:10-13:50 14:10-15:50
 9Fο903 ©͇şπ

4D2-OS-37d-5 q}YuX}ƽĻ'ĸ"ΖŵʣļǊȵƸƤǇ
ο̖þ ̉¾ Ũ ͉Ć Ʒŉπ

4D2-OS-37d-4 ʃ±(Ñ͕ƺ'ĸ" q}YuX}ļǊΪķ
Ŗ˲'47ļǊ(ʍ̭ οʰͿ óɍ͉Ć Ƨ̖þ ̉¾
͉Ć Ʒŉπ

4D2-OS-37d-3 ce{t^|ZIl?SÛˎ̭șĦ(
TIDIGITS MeS,(Ͷʖ οňʗ ̥͑Ƒ È°Ț ȱ
̖þ ̉¾͉Ć Ʒŉπ

4D2-OS-37d-2in2 LRCN '47ÿɾɺ'¸Ŕì³(̺͆ο
ɣ ɢǹɂ ͌ηɧ ÄŊźȽ ʦYe Kyaw Thu
īŽ ʔπ

4D2-OS-37d-1 (?W{IQz5(ǥƋ&}}Ŗ˲
οǐƂ ǃȓ āǺ Ε̟źȽ ʦ̈͗ ŕŊ;
ΆŒ Ɂʹπ

[4D2-OS-37d] DF`?T_UZQz
-OS-37 ̱čåʠo\>ISοτπ
(14:10-15:50)

4D1-OS-37c-5 ǫ˿¸Ŕ7͞±ì³ú̻Ύ(Ώºƺ(?W
{I\>jŖ˲ οıǈ ͲΔˀ ĝπ

4D1-OS-37c-4 ̦ǨȵƸ(ǻΎʣÛˎñ'ĸ"oZ^'47
ȵƸ(Ŗ˲ οȓ āǺŠɴ Ě͑Σȋ ͲĜ Ε
̟ΆŒ Ɂʹπ

4D1-OS-37c-3 ^hZIu]}:ʖ ̺͆ť͋(ͷǏáƮ%
(ì³̺͆,(ƶʖ οŭȮ ƷƵˀ ĝπ

4D1-OS-37c-2 ʯʊńǨńǝ(Ŗ˲'47ce{t^|ZI&
ʯʊʣǰˋ(ʉƭ οȻŷ ̥ȼŹʗ ɠπ

4D1-OS-37c-1 ˟é̶%ē̶(ƾĘʉƭ'7ʠ̸Ⱦ˾(êȜ
(Ȱ̰ οŤŹ Ɵ͑ȇͿ ¶ǴƂ ûˇɣʗ ǿŹ Ņ
ȼπ

[4D1-OS-37c] DF`?T_UZQz
-OS-37 ̱čåʠo\>ISοσπ
(12:10-13:50)

D ©ļ @?I

－ 42 －

42

14:10

12:10

4E1-4 BRA^lS_u]}:ʖ Ňȸƺ˨ǕtEaT
s(Ûș οŠͿ ̓ɂ̝ ǧŒȭŷ ʘ è̝ ǵƐʅ
Ľ ¾ûπ

4E1-3 GACS D^q^(Qrx~Qz ο÷ȭ ǧł
Q`ew {`Ɍ ηƵπ

4E1-2 ʄƱʣ&jZI½ŔĴņƐΥʣJ{ieW(ʉƭ'
7jZIȋeW(ɣ{l}Ü(àʖ οưþ ċ
Šþ ĝɠ·ȋ ʵÓʗ ǿ½ŷ ĝπ

ƾƹɎŜ(

 9Fο906 ©͇şπ

4G1-OS-14a-4 Unity % ROS :ˤĐI{@_Ĵq}YuX
}ť̸ˡζ̛˂k{Z^iCs οɉİ ̉Ƿˀ ĝπ

4F1-5in2 ɱʛ(̤ʌʉƭǰɖ'ĸ"S^|ʍ̭Ͱʾ(
̭ș ο΄ Ȍ͑ȍ Ŧ̪¯þ Ĳπ

 9Fο907 ©͇şπ

4H2-4 ªʣ=}N|Ts:ʖ úʥʣȃͶñğά'7̦
Ǩ(ɫ͙̭(ʉƭ'Ώ7Ȱ̰ οŷ ç͑đƂ ŉƟπ

4G2-OS-14b-4 Ɋʖ AI ŝʌ(1(Ή%&7̄ƫƺ%q}Yu
X}ƺ'! #(˵ţ οȣþ ˻ηŲ ̏ʫθȽ ̉Ȁ
̋þ °Ŋπ

4H2-5in1 2 ɀÉM_ʖΡŒͩ(ŇʥʣȃͶñ'47̳̯
οˈ ʩƼãþ ɂȗŹ ɤ ŭ΄ ǿĎπ

4H2-3 VQv}WHJ(Ƥ͓̤ʌ%ͮñtEaTs ο̧Ƃ
ũŹ ʐ͕ȽȎ ƚƟq}M>ZY Dt}Ɍ η
Ƶπ

4H2-2 ªʣkJ{rJ'47̦Đʣ&jZI½ŔĴņƐ
ΥʣJ{ieW(ʉƭ οưþ ċŠþ ĝɠ½ŷ
ĝ·ȋ ʵÓʗ ǿπ

4H2-1 ̦Ǩ(Ḙ̀̉:ʖ #iAuɵƗ:ȁǯ7
Max-Min Ant System οȓ ýƹè̝ ǵƐπ

[4H2] Vi^Mhx\>Jªʣ=
}N|Tsƃʔę (14:10-15:50)

eb}]>SEZQz

4H1-OS-27a-3 ǫʈ]W'ĸ"ʞµȰ˝QS\s(ȷː ο
̝þ ͊ċŷȎ əǿΆ ͮȖηȋ àπ

4H1-OS-27a-2 OS Ǔƪͅɰ, ʔęõʻŖ RDF ]W(ȾȨŖ
˲ƃʫ˾,(ƶʖ -Application of Machine Learning and
Artificial Intelligence Methods for Biomedical RDF Data- ο
ʀŷ ¼ǷƂŽ ʹ π

4H1-OS-27a-1 OS Ǔƪͅɰ, ̃ƔQIBS$(ƃʫ˾ǎ̠
(ƶʖ οÉ ɦĜπ

͘ǳ̽Ƿ - Lcsõʟ%)φ

[4H1-OS-27a] DF`?T_UZQz
-OS-27 LcsõʟǠǞ(ƃʫ˾(ʮ˄
ʠ,Ĕ# (12:10-13:50)

H ©ļ @?I

4G2-OS-14b-3 ƃʫ˾%ʴ©'! #˵7ļ"6(ŝ͝
οɋΎ ȅɏ¿ Ìȝʗ ĚĜ̝ʗ ø¢ƃ̝ ͽŒπ

4G2-OS-14b-2 ̄ìͯ͠'47Ǥ%͐¥ ο͉ͥ ĝċĞɐ
6π

4G2-OS-14b-1 OS Ǔƪͅɰ, ʆɔ¸ŔOgS$7ʫʣQS
\s ο̖ʗ ˗ûπ

[4G2-OS-14b] DF`?T_UZQz
-OS-14 %̀ĚùÆ7 AIʫ˾o
Z^οςπ (14:10-15:50)

4G1-OS-14a-5 DkYvZ^%oZ^(ͭº'47\>
YJ=QSW^%(ùÆQS\s οɨˮ Κ½ȓʗ ʵ
ȼřƂ ̚π

4G1-OS-14a-3 oZ^ģ̐ƕ'7ΰ/˟96:˵Ǆˣ
W?rJ(Ȱ̰ οŽ Κ͑ŭˑ ̥Œ̗ ʳƶȭ
ʗ ɂċηȽ ɁȼǬ̝ ̏Ιπ

4G1-OS-14a-2 ˤĐʫ˾=k|KQzʠk{Z^iCs
PRINTEPS %(ƶʖµ οȭʗ ɂċ̗ ʳƶŭˑ ̥
Œ̧ȓ ̉ŊηȽ Ɂȼ΄ ȅ˗ŒǬ̝ ̏ΙŷĆ η
Ɛπ

4G1-OS-14a-1 oZ^(ͭ˧ʣ&ì³Ŗ˲(ɻ(i~s
I οźʗ Ä͢Šɴ Ě͑Ɍʗ ǇɫΣȋ ͲĜȓ ā
Ǻ Ε̟π

[4G1-OS-14a] DF`?T_UZQz
-OS-14 %̀ĚùÆ7 AIʫ˾o
Z^ορπ (12:10-13:50)

G ©ļ @?I

4F1-4 ǲȎ̻(ú̻%ǫɖ(~l}:ʖ =at(U|i(Ξ
ǸƗ(ǛŜǋɖ οShan Junjiȩþ ΔŒŷ̧ ̉Òʸ
Ȏ ɤ π

4F1-3in2 ͓ğΛĐ%J{i'ĸ"ʃ̻Î±(ɝ8:ˍʍĊ˾
&å³ǠǞQS\s(ǜȦ ο̙ Äǫ΄ Ȍ͑¯þ
Ĳπ

4F1-2in2 ~gx:ʖ MrZI(ʄƱǑÚ'7ĩȅ̤
ʌ(ƨΧ'Ώ7̀Ȣ οȏ ɹŞȗ Ëˏπ

4F1-1 Dcq^m'47ǋȂǫœńǝǋɖ(MrZI,(ƶʖ
οè˙ ǣ̍ʹ̝ Ěȓ äłπ

 9Fο905 ©͇şπ

4E1-1 RoboCupSoccer '7EZM@ǚ˝:ʖ
Ŗ˲ οɉŽ ̓˃ʗ
π

F ©ļ @?I
[4F1] ̄ɽ̮̻ØʍƽĻȰ˝-MrZI
(12:10-13:50)

 9Fο904 ©͇şπ

[4E1] Vi^Mhx\>JVi^
Mhx\>J (12:10-13:50)

E ©ļ @?I

5 Ȅ 26 ǲ ο Ά π 12:10-13:50 14:10-15:50

－ 43 －

43

14:10

12:10

4I2-5 Hawkes Process %ȃͶôΎƏǛŜ:ʖ  Web Data (̭
ș οŗ ΚʬɌ ηƵŹ ʐ͕ȽȎ ƚƟπ

4I2-4 l?Tʣìʣu_Ṷ̂ οɂʭ ʦɑþ đ¬ʪÍ
Äπ

4I2-3 ìʣo}[qqQ(ͭ˧ǔơ οȩ΄ ɛπ

4I2-2 k-means++(Ζŵñ'47èͫƗ]W({l|Jǋɖ
ο§¯΄ îŉɴ ¬̟π

4I2-1 yP(̟ìŶɄ]W:ʖ M\[̆ĘǛʼE\
N|(Ċ̫ñǋɖ ο½® ˚ȗŰ ͊π

[4I2] ]Wq?aJǻ˖Ü]WÛș
(14:10-15:50)

4I1-5 ͟ UQJ%ʝ/ͦ/ax{}bZ^:àʖ
͜ΥʄƱ(Ûή%̵¹οηȽ Ś˗ż ɛƠźɴ ȅʵ
ȗŰ ͊ʪÍ ͽŒπ

4I1-4in1 ǝȦÓ]W:ʖ Ȍȕ(ɥΜɩ(ʮ˄οĳÓ
ŕŊı ɁÃŭ̧ Ͳŷ Ģŷ ͲΙπ

4I1-3 ȸ&ƽĻǜʲ'ť7ͯ͠˶(ɘƾǦɱƗĐ:ɩŜ7
Ȟˠ/(Ȱ̰ οŷͿ Ěˇɂʗ ξ˴ ͣε͉ Ěˏπ

4I1-2 ͪQrx~Qz'7 OD ǛŜ'«ʯŝƺ(
̵¹ οȠ ćȔΑͿ Ě̪ŷʗ ʫÒ̝ ʹȼđ
ȓ ƴπ

4I1-1 CACC ͟Ύ(ù͔̟̀'7ͪ¾Ηš(ƨΧ οʭƂ ˳
Ŋ̒ Ƒ£π

(12:10-13:50)

 9Fο908 ©͇şπ

[4I1] AI ƶʖ-ͪʼì

I ©ļ @?I

4K1-1 ηɀűǊ̄ƅʧΏʄƱ(ǔơ'47q}YSmI^}̢ǹ
ʛÇ(İʃ̺͆ οþ Ěȼıɼ ̏ư΄ ûĚȓ
Ƃ ɁŚŠȎ ŢɈȓ ̉π

4K1-4in2 ǪťʣʔǇu]}:ʖ ΡŒέƯΊʛÇ5(ʶˡ
˞˽̂UJt\Qz οÓȽ ĺƵŉ˱ ǇƩʭ ¾π

4J1-4 Ŝ΅ʣȷͬɜƺʧΏɩ'7ñĐʃʄƱ̤ʌ(ŝζʣ
Ȱ̴ ο͗΄ ɏ˸´Źſ ǫĜɷƂ
Ŗπ

4J2-5 ȾȨŖ˲(1(ΤǷʲʣyPi>_dZI'47]
W{l }¡(êʊñ οò ƚŷʗ ̼π

4J2-4 VR $(ŝʃ±(˭ŐïƽĻ:àʖÍæ?Wi
AS(ʠ οđÉ Ŋπ

4J2-3 ©̸˅Ύ(Uq\>ISυÑʍ̭:Ǉˆ71(
ļ(ȷͬñǛŜǋɖ(ǜȦ οɑĐ ʨƑŹʗ Ƕπ

4J2-2 èˌƐĲØʍ:ʖ ̀ɗ'47ƿƽǛŜ'Ώ7Ȱ̰
ο΄Ė È͑đƂ ŉƟćȽ ɂπ

4J2-1 ŉ̪Ⱥ?l^'7(̟ìŶɄƽĻăΛ%8:à
ʖ?W{I\>jQS\s(ʠ'Ĕ# ο̝ͧ ͺ
ŌˈÓ ʍȿ ʏ Ȏȓ Δ ŷ Ěπ

[4J2] fxq?WiASǥ˼ǠǞfxqMhxW?W{IQz
(14:10-15:50)

4K2-3 Wikipedia (˪ΛŶɄ'47ďĪ(yPĤŏ'ĸ" 
M\[(Ûș ο΄ ůͣŷ ɠŊ;ȗŰ ͊π

4K2-2 ǯ˺̱(ÛǦ̤ʌ(ǻ˖Üńñ%¦ȳȳˬ(ͭìƺ
οΆŒ ŉͣŉʫ Ɂʦȭ ˚ ;ıʗ
;π

4K2-1 ɣŵŖ˲:ʖ ̈́ǫȂ̹ƽĻ'47ʮ˄ŧΌÛ΄{l|
J οʗ ĚĜ̒Ƃ Γ̊ ǂŊȈȭ ˚ ;ıʗ
;π

[4K2] ]Wq?aJ\GS^q?a
J (14:10-15:50)

4K1-3 Script Identification using Bag-of-Words with
Entropy-weighted Patches οT]aAI wŷ ̏ȼπ

4J1-3 ˠǇƽĻ%̨˜ʄƱ΅(ˤĐ'ĸ"ñŖĂƶ΅(ɩ
ο·ȋ ǅɷƂ
Ŗɦɉ ʮ η̑ȋ Ͳπ

4J1-5in2 WeI͓ɀȷͬɩ:̟ɣŵŖ˲u]}(
Saliency Map '47Ċ̫ñ οɑ΄ įʵŭÚ ǿłȓ ö
˥ʗǊ Ƒɠπ

4K1-2 ̻̏UW̷ζ:̄ì$̭1(ȫJ{i(̄ì̾/
Ą6 ο΄ ʡʰſ ʹȼπ

4J1-2in2 ˢǾñĐʃ(ʃƺɩ(1(þŒΎ͚ΝƽĻ'ĸ"
Eb}̳̯ οʺʗ ŉ˅δļ ΟκŽ ĥć ǧ
π

@?}S

4J1-1in2 ͿÛOk|J'ĸ"ʄƱͷǏ:ʖ
ƿȟ(ɩɖ ο¯̝ ɠĸƵ͒ É˗π

 10Fο1003 ©͇şπ

#(ʮ˄ οɯĆ

%9 οȧŷ ̓Ņ̲͂ Ɂȼπ
4L2-5 ͞±(̮̻ƺ οıʗ ʑ̣π

4L2-4 

4L2-3 ˡζʫʫʣ³ȳ'Ā-ƨΧ'!
ȼπ

4L2-2 ǥ˼ƃŖʣǋɖ'47͞±ƺ:˼Ǉ7ǥ˼ψ͞Ƴ
±ʻŖǥ˼kJ{s (ŝ͝ οȖ ̍ ̩͛ ΨŒɦɉ ˮ
ˁ̩͛ āˇ̝ʗ ƻʍ͉Ƃ Ìπ

4L2-1 ͞±ìǟ(ėɗǨƶˊ5ɡ*7ǲƎì³'7
͞±ƺ οηʗ ë̩͛ ΨŒɦɉ ˮˁηʗ ȅƊÖʗ
Ƕŋ̩͛ āˇ͉Ƃ Ìπ

[4L2] ĸʱʍ̈́-͞±ƺοςπ (14:10-15:50)

4L1-5 ̡+5'7͞±ƺ ο̲͂ ɁȼʭƂ Ýè̝
ǫ¼π

4L1-4 ʔęüȾ'ť7ʫ(ƶˊ%͞±ƺ ο͉Ƃ Ì͛
̩ ˩̩͛ āˇɦɉ ˮˁ̩͛ ΨŒπ

4L1-3 Ɯː˅Ύ(̺͆%åʔ'7ʫ(͞±ƺ(ʌ8 ο̝
ǽ̟ˑſ Ä π

4L1-2
(:ʫ6ʔ͞Ƴ ±ʻŖ (
ο̩͛ Ψ
Œɦɉ ˮˁȖ ̍ ̝ʗ ƻʍ̩͛ āˇ͉Ƃ ÌĜπ

4L1-1 Φ͋Ʊ(͞±ƺĸʤ οˑþ ĚŒʗ ʹƑπ

[4L1] ĸʱʍ̈́-͞±ƺορπ
(12:10-13:50)

 10Fο1002 ©͇şπ L ©ļ @?I

[4K1] ʛÇΦŃ-eW̺͆ʍ̭οςπ
(12:10-13:50)

 10Fο1001 ©͇şπ K ©ļ @?I

[4J1] AI ƶʖ-d?DñŖ'7 AI
(12:10-13:50)

J ©ļ @?I

5 Ȅ 26 ǲ ο Ά π 12:10-13:50 14:10-15:50

－ 44 －
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14:10

12:10

4M1-4 Weight Normalization :ʖ  2 ŵeUk^(D
{?Ŗ˲(ˤ̯æŖʣ̭ș οđʗ Ι˗Ğȋʗ 
Źʗ ʩʓà ¼ π

4M1-3 Ɠ²Ŗʣńƺʉƭ(1(ŇɅ CNN (ǜȦ οηȽ
̉ȗþ žþ ͻǺπ

4M1-2in2 Eb}ħƍΏǨ(ʯʊńǨñ'47c?T:ĕ0
Íæ'ť7ħƍǋɖ ο̌ǉ ̓Źʜ äπ

4M1-1in1 ʽŮƺ¤Ŝ($(Τʇˆƺ(ÞǮ%#(Ύ(
̬ţʣĨȜǛ̈́ οηȽ Ͳŉʖ ƙǿʋͬ ǼƟȻƂ
˚͑π

4O2-OS-17b-3in2 ƿƺ̵¹'ĸ"ȃͶñ'ť7I{@_V
QJ(Ͷʖ οʹ̝ }ZES̉δļ ΟκŽ ĥπ

4N2-OS-01b-3in2 ɲĮʆǁ:ʖ Mrxa\>OgS(Û
ș οĵÓ ƟŊιɢ ŋη΄ ΚÒĚʗ ̯ʸ
ʗ
;π

4N2-OS-01b-5 ΤŜƎŇ́d]>Z^Ls$(ʴ©ʣŖ˲
BRA^(ʧ͠ʼʣ&ǘ7̇
οŘ ʩŊ;ŷ
Ǻπ

4N2-OS-01b-4 ˯ʫ˾tEaTs'47ǻ˖ÜΖŵeWȷͬ
ǑÚɖ(ǜȦ οĳ
ǼΩ͒ ˹ȣþ ˻π

4P2-OS-38b-2 PM2.5 ñŖˠǇ̭ș(1(Àß˔Œ͓΅SmI
^}(gZJ]WÛșυòƇ$( PM2.5 ̬ɩ:µ' οć
͉ ɠƵPavasant Natʸ Ä ãʗ Ƒͣ͊ʗ Ÿ˻
˗Ȏ ŻƵMa TaoDuan FengkuiMa YongliangHe Kebinπ

4O2-OS-17b-2 Ňĸɬ̵¹Â'ĸ"ù̀i>}W|J%̵¹
ÂˤĐ οȭɸ Ţƅŭŷ ˻ȣþ Ɂπ

4N2-OS-01b-2 ͿbZ^I5(Mrxa\>ȰÚ'ĸ
"ƽĻǛ̜ οͼ Qx@~ŹȎ ɚπ

4O2-OS-17b-5 I{@_E:àʖtEaTs̳̯(1
( ˵ţ οȿ ʵŒȗʗ Ƕċŭŷ ˻π

4P2-OS-38b-4 Ζŵl?Tu]|J'47U=ENKJu(Û
ƈǔŉɩ οãƂ ¶Œȗ ŕÒʚȓ ůπ

4P2-OS-38b-3 D^R'ĸ"_t?:ȻǮÀßʫ
͆Ύ(ĨȜ̈́ʍȷːǠǞ'Ώ7˵ţ οɿɴ ͣ ćſ Ǽ
Ďπ
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企業展示
下記の通り，企業展示を行います．ウインクあいち 8F 展示場に各社ブースを設置します．
多くの方のご来場をお待ちしております．
時間：

5 月 23 日 (火 )
15:00～ 17:00
5 月 24 日 (水 )， 25 日 (木 ) 9:30～ 16:00※
5 月 26 日 (金 )
9:30～ 12:00

※12:40～13:50 をコアタイムとして設定しております．コアタイム以外も企業展示コーナーはご覧いただけま
すが，コアタイムには各企業展示において重点的な対応をお願いしています．

富士通株式会社

富士通のディープラーニング技術
富士通で研究開発しているディープラーニング(DL)を展示致します．
変動が激しく，分類が困難なセンサデータなどの時系列データに対してはトポロジカルデータ分析技術を，多
様な表現形式を持つグラフ構造データに対してはテンソル表現を用いる技術を開発したことにより，DL による
高精度な分類・予測を実現し，ものづくり，医療，金融など幅広い分野への適用を進めています．
本展示では，これらの適用例と技術をご紹介します．

NEC

NEC の人工知能研究とソリューション
人工知能に関する NEC の研究開発内容，及び，ソリューションを展示いたします．
NEC で研究開発した世界ナンバーワン，あるいはオンリーワンの AI 技術群(NEC the WISE)を活用したソリュ
ーションとして，安全・安心に貢献するパブリックセーフティ，大規模な社会インフラ，マーケティングやオ
ペレーションを行う企業活動などの分野における事業事例と AI 技術群をご紹介します．

株式会社東芝

ビッグデータによる半導体製造プロセス改善
半導体製造における競争力確保にはローコスト化が必須であり，そのため，オペレーションの自動化，生産規
模の拡大，生産上の課題の早期発見/解決による品質確保が求められています．東芝のフラッシュメモリ製造拠
点である四日市工場では，自動化生産ラインから収集される大量のデータを技術者に提供して，品質監視や課
題解決を行うシステムを運用していますが, さらに, 最近では，AI 技術を用いてデータ解析の自動化や高精度
化を進め，生産性の改善を行っています．今回は，これらの活動とその成果の一部を紹介します．

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM Watson が拓くコグニティブ・コンピューティングの世界
IBM Watson(ワトソン)は，コンピューターでありながら，人と同じようにデータから学び，経験から学習する
コグニティブ・テクノロジーです．コグニティ ブ・コンピューティングは IBM が提唱する新しいコンピュー
ター・システムの概念です．展示ブースでは，デモンストレーション，映像や資料にて，わかりやすくコグニ
ティブ・コンピューティングの世界をご紹介します．

株式会社オーム社

人工知能関連書籍の展示・販売
オーム社で発行している最新の「人工知能」
「機械学習」
「深層学習」関連書籍を展示・販売いたします．

パナソニック株式会社

パナソニックの人工知能研究開発
パナソニックは，身近な機器やシステムなど実環境で使える AI 技術を生み出す研究開発に取り組んでいます．
機械学習や自然言語処理などの技術成果を，これまで培ってきた AV 処理技術や様々なセンサー・アクチュエ
ータと融合することにより，自動運転／セキュリティーカメラ／インフラ点検／アシストロボット／機械翻訳
などの多様なソリューションとして展開し，暮らしやビジネスの活動をアシストしていくことを目指していま
す．
展示コーナーでは，これらの商品分野を支える研究開発活動の事例紹介をいたします．
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エヌビディア合同会社

NVIDIA GPU が加速するディープラーニング
エヌビディアのディープラーニングへの取り組みは GPU の開発だけではありません．ディープラーニングを
加速するための様々なソフトウェアの提供，パートナーとの協業など多岐に渡ります．本展示ではエヌビディ
アのディープラーニングへの取組みの最新情報をご紹介します．

株式会社 ALBERT

ディープラーニング導入支援サービス，画像解析，チャットボット
技術導入までのロードマップを描くコンサルティングから，精度検証とプロトタイピング，システム化や製品
への組み込みまでを一貫して支援する「ディープラーニング導入支援サービス」をご案内します．また，ディ
ープラーニングによる画像タグ付けや類似画像検索，物体認識など，
「画像解析」の事例をご紹介します．さら
に，対話型のコミュニケーションにより，訪問者の検索行動を能動的に支援したり，お問い合わせに自動返答
したりすることができるチャットボット型の接客ツール「Proactive AI」のデモンストレーションを行います．

Sansan 株式会社

Sansan 株式会社 Data Strategy & Operation Center の研究開発のご紹介
Sansan 株式会社では年間数億枚にのぼる名刺を正確なデータに変換しています．集積された名刺データを解析
することで様々な情報を引き出し，企業の情報，人物の情報，人と人のつながりの情報など，ビジネスシーン
で活用できる「価値あるもの」へと進化させます．本展示ではその一部をデモを交えてご紹介します．

フューチャーアーキテクト株式会社

フューチャーにおける人工知能分野の研究開発
フューチャーアーキテクトでは，さまざまな業界のお客様に対して，データを集める仕組みやプラットフォー
ムのご提供，また機械学習や深層学習を活かした認識や予測，各種分析まで幅広く研究開発に取り組んでいま
す．本展示では，これらのサービスや事例を分かりやすく紹介します．映像やノベルティもありますので，ぜ
ひお気軽にお立ち寄りください．

株式会社 GDEP アドバンス

Deeplerning 学習マシーン
DeepLearning BOX® は日本で初めてディープラーニング GPU トレーニング・システムの「NVIDIA®
DIGITS™ソフトウェア」がプレインストールされたオールインワン DeepLearning 開発キットのご紹介．

株式会社クロスコンパス・インテリジェンス

ディープラーニングプラットフォームのご紹介
ポスターおよびノートパソコン 1 台によるデモンストレーション

株式会社リクルートテクノロジーズ

リクルートテクノロジーズにおける機械学習，ディープラーニングの取り組みや実装事例をご紹介します
 2017/3 月に一般向けにも無料公開をした機械学習 API 群である「A3RT」について
 検索ランキングアルゴリズムを複数のサービスに横断的に適用，改善した事例について
ポスター掲示，ノート PC＆モニタによる掲示

株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェント AI Lab での研究開発について
AI Lab は，サイバーエージェントのアドテクノロジー分野におけるサービス開発組織『アドテクスタジオ』に
技術提供を行う研究開発チームです．AI Lab では主に，対話・ロボット(自然言語処理，ロボット工学，認知心
理学)，クリエイティブ自動生成(動画像処理，CNN，統計的機械学習)，広告配信(因果推論，統計モデリング)
の 3 つを軸に研究を行い，アドテクノロジー分野での活用を目標としています．アドテクノロジー分野におい
てどのような研究課題が生まれてくるのか，それをどのようなアプローチで解決しているのかをご紹介いたし
ます．

日本マイクロソフト株式会社

Deep Learning のマイクロソフトの取り組み
クラウドベースの各種サービスに，
Microsoft Research 部門の研究成果が早期に入ってくるようになりました．
Vision/Speech/Language といった分野に Deep Learning の応用が進み，通常のエンジニアがシステムに組み込
めるところに来ています．弊社ブースでは，その技術の一端をご紹介いたします．※5/25 と 5/26 のみ展示い
たします．
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三菱電機株式会社

三菱電機における人工知能分野の研究開発
三菱電機株式会社では，機械学習など人工知能の基盤技術から， 音声認識，画像認識，映像解析，機器の予防
保全，行動分析，機器 自律制御などの応用技術まで幅広く研究開発に取り組んでいます． これらの成果は，
今後の工業，公共，電力，ビル，交通，家庭の 機器と，ソリューションに適用され，スマートな社会の実現に
貢献 します．これら研究開発の概要と，最近の研究成果を紹介します．

株式会社グリッド

AI フレームワーク「∞ReNom」の紹介と AI エンジニアとデータサイエンティストの採用
GRID の企業理念は「インフ ライフ イノベーション」．自社開発した機械学習/深層学習のフレームワーク
「∞ReNom」を使い，社会インフラ，製造，エネルギー，メディカル，金融などの分野で抱えている真の社会
問題を解決しています． AI を開発できる方々や，様々なビックデータを私達のフレームワークによって分析
し新たな知見を発見できるデータサイエンティストを探しています． 様々なデータ，そこにはバランス感覚に
優れたセンスと，より良い社会にしたい，人々の暮らしを豊かにしたいという強い想いが必要不可欠です．

株式会社 Gunosy

情報キュレーションサービスの自然言語処理・機械学習の活用事例
株式会社 Gunosy では「情報を世界中の人に最適に届ける」を理念に掲げ，
「グノシー」や「ニュースパス」な
どの情報キュレーションサービスを提供しています．そして，より良いサービスを提供するためのアルゴリズ
ムの開発 （良質なコンテンツの評価，ユーザへの適切なコンテンツのレコメンデーション）に人工知能技術を
応用しています．企業展示ブースでは，現在取り組んでいるさまざまな課題（パーソナライズ，多様なフォー
マットのコンテンツの評価， 自動要約，クリックベイト対策）への取り組みと事例を紹介します．

株式会社日本経済新聞社

日経の AI 関連事業
日本経済新聞社の AI に関連する事業の説明
 日経 DeepOcean
 データマイニング事業
 研究向け株価ティックデータ，POS 情報の提供

トヨタ自動車株式会社

生活支援ロボット
生活支援ロボット HSR (Human Support Robot) の展示と実演．コンセプトビデオの紹介．

NTT ドコモ

FAQ チャットボット
FAQ のデータを用意するだけで，自動でチャットボットを構築する技術です．ユーザは，チャットボットから
の質問に「はい」か「いいえ」で答えるだけで，自分が知りたい答えにたどり着くことが可能となります．

LINE 株式会社

LINE が取り組むクラウド AI プラットフォーム・Clova についてご紹介いたします
クラウド AI プラットフォーム「Clova（クローバ）
」の自然言語処理システムである「Clova Brain」の研究・
開発についての取り組みをご紹介いたします

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング R&D の研究紹介
シナジーマーケティングの R&D では，人の心の類型の説明力をよりリッチにするために，調査データや行動
データ等のビッグデータから得られる知識を付加する取り組みである社会知データベースの構築を進めていま
す．また，心の類型を精緻化するために，シニア，グローバル，コミュニケーションなどのキーワードで様々
な研究を進めています．本展示では，これらの研究内容を紹介致します．ぜひお気軽にお立ち寄りください．

株式会社 NTT データ数理システム
ソフトウェア展示
パネル掲載，パンフレット等展示
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株式会社 LIFULL

不動産分野におけるオープンイノベーション推進の取り組み
株式会社 LIFULL（旧社名 株式会社ネクスト）は，日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」
を基幹事業として，暮らしに直結する情報を提供する事業をグローバルに展開しています．
不動産分野は，経済学・建築学・都市学などの多くの学問領域との密接な関係があり，課題解決にあたっては
学際的な取り組みが切実と必要とされています．企業展示ブースでは，
「LIFULL HOME’S データセット」の
提供をはじめとしたオープンイノベーション推進の取り組みの紹介とともに，R&D 組織「リッテルラボラトリ
ー」によるプロダクトのデモなどを行います．

ロボカップ 2017 名古屋大会開催委員会

ロボカップ 2017 名古屋世界大会
平成 29 年 7 月 27 日（木）～30 日（日）に「ロボカップ 2017 名古屋世界大会」を名古屋市国際展示場等にて
開催します．ロボカップとは，ロボット工学と人工知能の融合，発展を目的とした自律移動ロボットによる国
際的な競技大会であり，「2050 年までに，人型ロボットでサッカーのワールドカップ・チャンピオンに勝つ」
を目標に掲げております．
名古屋市での開催は第 1 回世界大会より数えて 20 年ぶりとなります．今回の名古屋世界大会ではロボットによ
る競技大会のほか，展示会やアマゾン・ロボティクス・チャレンジなどの併催を予定しています．是非，ご来
場ください．

クックパッド株式会社

クックパッドとそのサービスの紹介
ポスターの掲示，PC とディスプレイを使った展示，ノベルティなどの配布．

NEC ソリューションイノベータ株式会社

NEC ソリューションイノベータ 会社紹介及びＡＩ関連技術のご紹介
「きっと世界を変えられる」
私たち，NEC ソリューションイノベータは，社会の様々な問題や課題を「世界を変える技術力」をもって解決
し続けています．展示コーナーでは，研究開発活動の事例紹介をいたします．当社では，
「ICT を活用した睡眠
習慣の改善」を目指した研究，「感謝による組織の生産性向上」を目指した研究，「バイオ技術による計測の簡
易化」を目指した研究，
「人々の振る舞いの理解」を目指した研究など様々な領域で社会との共創活動を通じて
社会価値創造の実現につながるイノベーションを目指していきます．ぜひお気軽にお立ち寄りください．

株式会社 FRONTEO

KIBIT が切り拓く「人間×AI 融合社会」
本展示では，独自開発の人工知能エンジン「KIBIT（キビット）
」を用いたビッグデータ分析による課題解決ア
プローチを紹介します．人間がテキストを読み，言語化できない「暗黙知」を基準にして判断する過程があれ
ば，KIBIT はその過程を汎用的にサポートすることができます．当社は，非専門的な業務を KIBIT にサポート
させ，その負担を軽減することによって，専門家が本来の専門業務に集中できる社会を実現しようとしていま
す．ここでは，
「KIBIT」の応用事例と今後の活用イメージを紹介し，人工知能が描く未来の社会を提案します．

ヤフー株式会社

Yahoo! JAPAN の研究紹介
研究成果の応用による，Yahoo! JAPAN が提供するサービス・技術・課題解決の事例などを紹介します．論文
集などもご用意しておりますので（先着 50 部）
，是非お気軽にお立ち寄り下さい．

株式会社センスタイムジャパン

SenseTime の最先端ディープラーニング画像認識技術
ILSVRC2015 および 2016 で世界 No.1 を獲得した弊社のディープラーニング映像/画像認識技術や，その他の
最先端技術のご紹介とリアルタイムデモの展示をいたします．

株式会社ブイエムシー

物理エンジン AGX Dynamics の紹介
運動シミュレーターの頭脳となる，最先端の物理エンジン「AGX Dynamics」を紹介します．剛体の接触・摩
擦を，独自のソルバーと，モジュールの最適化によって，高速で正確なシミュレーション環境を実現するカス
タムシミュレーター用の開発ツールです．従来実現が難しかったワイヤー，土砂などのシミュレーションも可
能で，制御や機械学習，深層学習との組み合わせにより広い実用性を発揮するツールです．
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株式会社 HPC テック

科学技術研究用高速計算機
HPC テックでは，科学技術計算用の高速計算機を自社製造し，各種設定や現地設置等まで，HPC のソリュー
ションプロバイダとして幅広く対応しております．また，NVIDIA(r)公式の優先パートナーですので，最新の
NVIDIA(r) GPU を組み込んだ高速計算機をご提供できます．Deep Learning 用計算機は，世界最速の
NVIDIA(r) DGX-1 をはじめとして，TESLA シリーズ搭載のプロフェッショナルサーバモデルから，静音タイ
プのエントリーモデルまで多様なラインナップを取り揃えております．もちろん，“NVIDIA DIGITS” “Caffe”
“Torch7”等各種フレームワークのインストール・動作確認完了状態でお届けします．
本学会におきましては，最新 GPU：TESLA P100 搭載の GPGPU 高速計算機を展示いたします．

株式会社 UEI

深層学習活用事例
深層学習 GUI 環境「CSLAIER」や，深層学習ワークステーション「DEEPstation DK-1」シリーズを展示致し
ます．またそれらの活用事例をご紹介致します．

株式会社エヌ・ティー・エス

専門書籍の展示・販売（一部会場特価）
「不確実性人工知能 ～クラウド環境による新たな発展～」
「科学技術計算のための Python ～ 確率・統計・機械学習～」
「進化するヒトと機械の音声コミュニケーション」
「自動車オートパイロット開発最前線」など

ビジュアルテクノロジー株式会社

IBM Minsky ディープラーニングアプライアンスならびに 1 ノード 16GPU 搭載の GPU クラスタアプライアン
スを展示します
最新 IBM Minsky(IBM Power System S822LC for HPC)と IBM PowerAI(Minsky に最適化されたコンパイル済
みの主要な Deep Learning フレームワークパッケージ)を，創業 25 年にわたる「老舗」ならではの技術力によ
り 「IBM Minsky ディープラーニングアプライアンス」に仕立て上げました．また，1 ノード 16GPU 搭載の
GPU クラスタアプライアンスも同時に展示します．

さくらインターネット株式会社

高火力コンピューティング
機械学習/深層学習，大規模データ処理といった大量の計算資源を必要とする方へ，GPU 搭載の「高火力コン
ピューティング基盤」をご紹介いたします．ぜひさくらインターネット(株)の展示にお立ち寄りください！

HPC システムズ株式会社

Deep Learning 向けに最適化されたソリューションのご紹介．
HPC システムズが提供する Deep Learning 向けソリューションは，用途に合わせた最適なハードウェア構成選
択を行い，深層学習に必要な主なソフトウェアのインストール・セットアップを済ませたうえでお届けしてい
ます．お客様は導入したその日から性能･安定性･操作性の高い計算機ソリューションを利用してディープラー
ニングの環境構築に時間を浪費することなく学習を開始することができ，研究，業務のスピードアップを図る
ことが可能です．
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参加者交流会
 ⽇時：5⽉25⽇（⽊）18:30〜20:00
 会場：ホテルメルパルク名古屋（2F 瑞雲の間）

愛知県名古屋市東区葵3丁⽬16-16

⼤会参加者の交流を深める場として，今回も参加者交流会を開催いたします．
⼤会参加者は無料でご参加いただけます．参加証の着⽤をお願いします．
例年，⼤会参加者総数の半数近くが参加され，⼤盛況となっております．⽴⾷形式で1,000名規模を想定したホテ
ル宴会場を⽤意いたしました．「ひつまぶし」「⼿⽻先」等のご当地グルメ「名古屋めし」も楽しみながら，旧
交を温めつつ，新しい交流からの刺激も得て，AI分野のさらなる可能性を語り合える機会になるものと思います．

⼤会会場からの移動経路
⼤会会場であるウインクあいちから参加者交流会の会場であるホテルメルパルク名古屋への移動は地下鉄（東⼭
線または桜通線）の利⽤が便利です．東⼭線の⽅が駅から近くてわかりやすく，本数も多いのでお薦めします．
(A) 東⼭線を利⽤

(B) 桜通線を利⽤

ウインクあいち

ウインクあいち

徒歩(地上経由で約5分)

徒歩(約7分、ホームが地下深い)

名古屋駅

国際センター駅

東⼭線 (9分/4駅，運転間隔3分※)

桜通線 (7分/4駅，運転間隔6分※)

千種(ちくさ)駅

※運転間隔は平⽇
18時頃の場合

⾞道(くるまみち)駅

徒歩(約3分，1番出⼝からすぐ)

徒歩(約9分，3番出⼝から約5分)

ホテルメルパルク名古屋

ホテルメルパルク名古屋
名城線

舞鶴線

丸の内駅

桜通線

久屋⼤通駅

ウインク
あいち

伏⾒駅

東⼭線

栄駅

⾞道駅

⾼岳駅

ホテル
メルパルク
名古屋

新栄町駅

千種駅

ＪＲ名古屋駅

地下鉄
桜通線

⾚萩

地下鉄桜通線

国際センター駅

⾞道駅

⾞道駅 ★
３番出⼝
ホテル
メルパルク名古屋

ウインク
あいち

地下鉄東⼭線
錦通

全国⼤会の会場付近

千種駅
１番
★出⼝

千種駅

ＪＲ中央線

新千種橋⻄

●住友⽣命ビル

ＪＲ千種駅

桜通

●⼤塚屋

ミッドランド
スクエア

名鉄名古屋駅

近鉄名古屋駅

地下鉄名古屋駅

ユニモール
地下街
5番出⼝★

中央線

名古屋駅

国際
センター駅

桜通

地下鉄
東⼭線

錦通
●
バス
ターミナル
広⼩路通

参加者交流会の会場付近
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