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2020 年度事業報告書 

I 事業の概況 
 
一般社団法人人工知能学会は新定款第2章に定められた目的及び事業に従い，以下の事業を実施した． 

1. 学術集会，学術講演会，講習会等の開催（定款4条1号） 
第34回全国大会については，当初熊本城ホール等の施設での現地開催を予定していたが，COVID19の感

染拡大に伴い現地開催を断念し，2020年6月9日(火)～12日(金)にオンラインにて開催した．一般発表の他

に基調講演1件，招待講演2件，特別講演1件，チュートリアル講演2件，公募企画セッション13件，学

生企画セッション1件等を実施した．オンライン開催としたため，企業展示は実施せずスポンサー費は全額

返金した．発表件数は915件（前年度は744件），参加者数は2,326名（前年度は2,905名）であった．オ

ンライン開催となったため，参加者数が減少したがオンラインのメリットも感じられた大会であった．

第12回国際シンポジウムJSAI-isAI2020を11月15日(日)～17日(火)に4ワークショップ構成によりオ

ンライン開催した．一般発表56件，招待講演5件，参加者登録者数198名で，うち海外からの参加登録者

は18ヵ国52名であった（isAI2019は，4ワークショップ，一般発表41件，招待講演7件，参加登録者数

124名，海外の参加登録者は9ヵ国21名）．オンラインということで例年に比べ多くの国から参加され，参

加登録者も6割増であった． 
産業界との対話の活性化を目的として，2020年12月15日(火)～16日(水)に第1回インダストリアルAI

シンポジウムを名古屋市共催でオンライン開催した．参加登録者数は330名であった． 
セミナーは，COVID-19の影響で第79回セミナーとして「AIトップカンファレンス報告会」のみを実施

した．公募した4名のレポーターを IJCAI-PRICAI2020またはNeurIPS2020に派遣し，それらのレポータ

ーからの報告会という形式でのセミナーをオンラインで開催した．合計約248名（30分以上の接続したアカ

ウント数で計測）が参加し好評であった．

2. 学会誌，論文誌その他の刊行物の発行（定款4条2号） 
学会誌「人工知能」を隔月に発行した．「人工知能」は長期的な企画と周到な準備のもとにホットなテー

マの特集，解説，連載記事や新たな企画で内容の充実を図った．一方，人工知能学会論文誌は，（独）科学

技術振興機構のJ-Stageを利用したオンラインジャーナルで随時発行した． 
3. 研究の奨励及び研究業績の表彰（定款4条3号） 

人工知能分野の研究活性化を目的として，優秀な論文や研究会・全国大会における発表を選定するととも

に，会誌やホームページを通じて情報発信を行った．また，功績賞2名，功労賞1名，フェロー1名，現場

イノベーション賞2件，論文賞3件（含む論文特別賞1件），研究会優秀賞15件，大会優秀賞28件，大会

学生奨励賞12件を選定した． 
4. 研究及び調査（定款4条4号） 

23研究会の各々が単独，他学会との連携，あるいは合同研究会で年間2～4回の研究会を開催したほか，

一部の研究会は全国大会でオーガナイズドセッションを実施した．研究会開催総数は46回（昨年度62
回），COVID-19の影響により複数研究会が不実施あるいは開催回を減らした結果，一般発表の論文数は

402件（同496件）であった．合同研究会2020を2020年11月20日(金)～21日(土)においてオンラインに

て開催した．プレナリーとして招待講演2件を実施した．参加13研究会，研究会発表89件（一般発表），

10件（研究会招待講演等），参加登録者数は840名（昨年801名），企業スポンサー16社（うちスポンサ

ーセミナー4社）であった． 
5. 国内外の関連学術団体との連絡及び協力（定款4条5号） 

国内外の人工知能関連団体のイベントに対して，共催1件，協賛53件，後援18件を行い，人工知能分野

の研究の活性化に努めた．

6. 年度末の会員数は，正会員4,840名（前年度37名増)，学生会員708名（同33名減），賛助会員295社

（同6社増），特殊購読会員68社（同1社増）となった．また，長年本会活動に貢献されてきた会員への感

謝と，学会活動への参加継続のために新設した永年会員制度に基づき，3名の会員を永年会員として認定し，

その方々のお名前を2021年3月号会誌会告に掲載した． 

処務の概要は20ページ以降に，役員などに関する事項，職員に関する事項，会議などに関する事項，許可・認

可などに関する事項，契約に関する事項，寄付金に関する事項，主務官庁からの連絡事項の順にまとめた． 

第1号議案
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(1) 学術集会，学術講演会，講習会等の開催（定款4条1号） 
 
① 第34回全国大会JSAI2020：全国大会担当 

 
  以下の通り熊本城ホール等での開催を前提に準備を進めたが，COVID-19感染症拡大防止のため現地開催で

はなく，オンラインで開催した． 
 

・日 時：2020年6月9日(火)～12日(金) 
 

・場 所：オンライン開催（Zoomを利用），パシフィコ横浜 ハーバーラウンジAにオペレーションセ

ンターを設置 
 
    ・組 織：大会委員長 森川 幸治 (Connect) 
 大会副委員長（プログラム委員長）  片上 大輔（東京工芸大学） 
 大会副委員長（実行委員長） 木村 昭悟 (NTT) 
 プログラム副委員長          松下 光範（関西大学） 
 実行副委員長      細見 岳生（NEC） 
 プログラム委員長補佐 東本 崇仁 (東京工芸大学) 

 実行委員長補佐 大塚 琢馬（NTT） 
委員：筒口 拳，尾島 修一，堀部 典子，尼崎 太樹，木山 真人，上瀧 剛，伊藤 雅弘，

米納 弘渡，原田 智広，吉田 諭史，岡嶋 穣，光田 航，宮口 航平，岩城 諒，小宮

山 純平，大岩 秀和，西林 孝，寺岡 丈博，堤田 恭太，佐々木 耀一，東本 崇仁，

市川 淳，藤井 慶輔，辻 順平，梶原 智之，長谷川 大，成田 和弥，成松 宏美，林

田 尚子，廣川 暢一，小川 祐樹，倉山 めぐみ，杉浦 純，岡田 雅司，田中 駿，吉

川 友也，平 博順，小山 聡，東藤 大樹，油谷 知岐，古池 謙人，高間 康史，下川

原 英理，伊藤 孝行，阿部 明典，矢田 勝俊，森 純一郎，松村 真宏，鹿島 久嗣 
 
 ・基調講演：｢AI技術を活用する社会のデザイン」 中島 秀之（札幌市立大学 学長） 
 
 ・招待講演：「人間の知 機械の知」 植田 一博（東京大学 教授） 
 
 ・招待講演：「Learning Beyond 2D Images」 

 Winston Hsu（Professor, National Taiwan University） 
 
 ・特別講演：「AI技術の熊本城復興への応用」 上瀧 剛（熊本大学 准教授） 
 
 ・チュートリアル（2件） 
 「AI系トップカンファレンスでの日本のプレゼンス向上を目指して ～最新カンファレンスの動向

と論文採択に向けて～」    戸上 真人（LINE），鈴木 潤（東北大学）， 
杉山 昭彦（ヤフー／東京都立大学）  

 「AI 倫理とガバナンス：世界動向と産業界の取り組み」 中川 裕志（理化学研究所） 
 
 ・企画セッション（13件） 

「専門家支援における知識の構築法～パーソナライズの最適化を目指して」 
 オーガナイザ：押山 千秋（産業技術総合研究所），西野 貴志（YAMAGATA INTECH／産業技術

大学院大学）  
「画像とAI – MIRU2020プレビュー」 
オーガナイザ：佐藤 洋一（東京大学），玉木 徹（広島大学），木村 昭悟（NTT）  

「AIマップタスクフォースの活動 ―技術マップから課題マップへ―」 
オーガナイザ：堤 富士雄（一般財団法人電力中央研究所），森川 幸冶（Connect），市瀬 龍太郎

（国立情報学研究所），植野 研（東芝），戸上 真人（LINE）  
「『住まい』のイノベーションにAI研究はどう貢献できるか？」 
オーガナイザ：清田 陽司（LIFULL），清水 千弘（東京大学），諏訪 博彦（奈良先端科学技術大

学院大学），橋本 武彦（GA technologies）  
「共生インタラクションと IoTが拓く未来」 
オーガナイザ：栗原 聡（慶應義塾大学），間瀬 健二（名古屋大学），徳田 英幸（情報通信研究機
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構）  
「次世代AI研究開発(1) 基盤技術開発と産業・社会への展開」 
オーガナイザ：坂元 清志，柳本 勝巳，大塚 亮太，仙洞田 充（国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構(NEDO)）  
「人工知能周辺での標準化動向を俯瞰する」 
オーガナイザ：杉村 領一（産業総合技術研究所研），江川 尚志（NEC），坂本 静生（NEC），

丸山 文宏（富士通研究所），榎本 義彦（日本アイ・ビー・エム），細川 宣啓（日本アイ・ビー・

エム），鄭 育昌（富士通研究所），鯨井俊宏（日立製作所）  
「人を“よみがえらせる”技術としてのAI創作物：AI美空ひばりとAI手塚治虫を例に」 
オーガナイザ：人工知能学会 倫理委員会  

「次世代AI研究開発(2) さらなる進化に向けて」 
オーガナイザ：福島 俊一（科学技術振興機構），中島 秀之（札幌市立大学），東 良太（科学技術

振興機構）  
「感情とAI」 

オーガナイザ：日永田 智絵（奈良先端科学技術大学院大学），堀井 隆斗（大阪大学／東京大学）  
「人工知能研究開発拠点の形成と研究開発エコシステムの構築」 

オーガナイザ：辻井 潤一，妹尾 義樹，麻生 英樹（産業技術総合研究所）  
「忘却するWebの実現に向けた認知的・経済的アプローチ」 

オーガナイザ：森田 純哉，山本 祐輔，高口 鉄平，遊橋 裕泰（静岡大学） 
 

「一人称視点ビッグデータを創るみんなの認知症情報学とマルチモーダル自立共生支援AI」 
オーガナイザ：桐山 伸也（静岡大学），小林 美亜（静岡大学） 

 
 ・学生企画「各世代のAI研究者に問う ―「善く生きる」の捉え方―」 
  溝口 理一郎（北陸先端科学技術大学院大学），池上 高志（東京大学）， 

田和辻 可昌（早稲田大学） 
 

・発表件数合計                       915件 
  国際セッション       85件（19セッション） 
  一般セッション      413件（93セッション） 
  オーガナイズドセッション     228件（46セッション） 
  近未来チャレンジ         1件（1セッション） 
  インタラクティブ      188件（2セッション） 
 
 オンライン開催に伴い企業展示は実施せず，スポンサー費は全額返却したが，以下の応募があった． 
 ・スポンサー（プラチナ40社，ゴールド32社，シルバー10社） 
 ・メディア協賛4社 
 また，スポンサー費は返金したが，インダストリアルセッション（ロング14件，ショート18件）なら

びにランチタイムセミナー9件のみ実施した． 
 

・参加者（本人不参加による代理発表等のため，発表参加者の数と発表の件数とは一致しない） 

参加者 
会員（1,156名） 非会員（1,147名） 

合計 
一般 学生 賛助会員 一般 学生 

発表参加者 248名 149名 － 202名 320名 919名 
聴講参加者 500名 37名 222名 486名 139名 1,384名 
招待者（基調講演・招待講演・チュートリアル・企画セッション・交流会等）   14名 
スポンサー聴講招待者（スポンサー費を返金したため聴講招待は不実施）  0名 

取材    9名 
一般公開企画限定参加者（Youtubeによる公開） 527回 

合計  2,326名 
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② 第12回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2020）：企画（国際化）担当 
     

・日 時：2020年11月15日(日)～17日(火) 
 

 ・場 所：オンライン 
 

 ・組 織：企画（国際化）委員会：岡崎 直観 委員長（東京工業大学），矢田 勝俊 副委員長（関西大

学） 
 

 ・構 成：4 ワークショップ構成 
 

WS1: SCIDOCA2020 
      Expected number of papers: 20 
      Expected number of attendees: 50 

 
WS2: LENLS17 

      Expected number of papers: 25 
      Expected number of attendees: 60 

 
WS3: JURISIN 2020 

      Expected number of papers: 20 
      Expected number of attendees: 70 

 
WS4: Kansei and artificial intelligence 

      Expected number of papers: 10 
      Expected number of attendees: 20 

  
・参加者概要 

 WS1 WS2 WS3 WS4 
発表数   56+5件 14+1 17+2 23+2 2+0 
参加者数 198名 64 95 77 38 

 発表者：一般発表数＋招待講演数，参加者数：参加登録時の情報 
   

国別参加者 一般 招待講演者 
Botswana 1  
Canada 7  
China 5  
France 5 1 

Germany 5  
India 2  
Italy 1  

Korea 1  
Malaysia 1  

Netherlands 5  
Poland 3  
Russia 1  
Taiwan 1  

UK 3  
United Arab Emirates 1  

Uruguay 1  
USA 9 1 

Japan 146 3 
総計 198 5 
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③ AIインダストリアルシンポジウムの開催：戦略委員会（対外戦略）担当 

 
・主催：人工知能学会，共催：名古屋市 
 
・日 時：2020年12月15日(火)～16日(水) 
 
・場 所：オンライン（市民公開講座については名古屋ナディアパーク デザインホールで実施しZoomなら

びにYouTube Liveで配信．オペレーションセンターをナディアパーク セミナールーム1に設置） 
 
・組 織 

吉岡 健 実行委員長（富士ゼロックス），篠原 靖志 実行副委員長（電力中央研究所），柴田 博仁 実行

副委員長（群馬大学），加藤 昇平 プログラム委員長（名古屋工業大学），伊藤 孝行 プログラム

副委員長（京都大学） 
実行委員：奥原 俊（名古屋工業大学），奥村 エルネスト 純（エウレカ），梶岡 慎輔（名古屋工業大

学），鯨井 俊宏（日立製作所），小塚 和紀（パナソニック），是枝 祐太（日立製作所），佐久間 
拓人（名古屋工業大学），森川 幸治（Connect），矢野 卓真（名古屋工業大学），Yang Shao
（日立製作所），横田 達也（名古屋工業大学）， 

現地運営：飯田 浩史（名古屋市市民経済局），藤田 成喜（名古屋市市民経済局），見田 彩乃（名古屋市

市民経済局）組織 
 
・基調講演：「AI in the Great Reset」                                     北野 宏明 氏（Sony CSL） 
 
・招待講演１：「Online Learning-to-Rank for Music Voice ER」  Joaquin Delgado 氏（Amazon Music） 
 
・招待講演２：「地域経済と両立するCOVID-19感染予防策の検討」           倉橋 節也 氏（筑波大学） 
 
・公開市民講座：「人工知能技術とうまく付きおう」         浦本 直彦（三菱ケミカルホールディングス） 
 
・パネル討論：「製造業 X AI」がもたらす未来社会」 
 パネリスト：江龍 修（名古屋工業大学），伊藤 孝行（京都大学），竹内 康臣（トヨタ自動車），岡田 

陽介（ABEJA），三口 大登（ナゴヤホカン・ファシリティーズ） 
 ファシリテータ：加藤 昇平（名古屋工業大学） 
 
・チュートリアル 

「Pythonで学ぶ機械学習+Deep Learning Framework」            佐久間 拓人（名古屋工業大学） 
「AI品質」                                                             光本 直樹（デンソー） 
「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」                    折原 良平（キオクシア） 
「ベンチャーによるAI活用事例」                                       山口 陽平（来栖川電算） 
「DeNAのAI活用事例と組織づくり」                          山田 憲普（ディー・エヌ・エー） 
「しゃべるバス停: AI技術を活用した次世代公共交通と街づくり」      山本 大介（名古屋工業大学） 
「製造業のためのAI、IoT入門:安価に始める振動・環境モニタリングと異常検知」 

 大塚 孝信（名古屋工業大学） 
「AIの助けを借りた脳老化と認知症のホワイトボックス化: 私どもの取組み」 

 渡辺 宏久（藤田医科大学） 
「AIと倫理と社会状況」     中川 裕志（理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー） 

 
・参加登録者数330名 

 正会員・賛助会員79名，名古屋市民・名古屋市企業35名，非会員98名（うちスポンサー等47名），学

生118名 
 
・公開市民講座Youtube Live視聴者198名 

・スポンサー20社，ランチタイムセミナー12社 
    
④ セミナーなどの開催：企画（セミナー）担当 

 
  企画（セミナー）委員会：戸上 真人 委員長（LINE），片上 大輔 副委員長（東京工芸大学） 
 委員：山根 昇平（富士通研究所），宮村 祐一（有限責任監査法人トーマツ），榊 剛史（ホットリン
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ク），古崎 晃司（大阪電気通信大学），砂山 渡（滋賀県立大学）， Shao Yang（日立製作所），

是枝 祐太（日立製作所），戸田 貴久（電気通信大学），福場 智生（TDAI Lab），岡本 洋（東京

大学），堤 富士夫（電力中央研究所），三浦 輝久（電力中央研究所）  
 

(1) セミナー 
 
第79回セミナーでは，公募した4名のレポーターをNeurIPS2020，IJCAI2020に参加してもらい（両カン

ファレンスともオンライン開催），各レポーターが注目研究などの動向を報告した． 
 

回 開催日 テーマ 場 所 講演数 参加者 
79 2021/3/12 「AIトレンド・トップカンファレンス

報告会（NeurIPS2020, IJCAI2020） 
オンライン 4 248 

(30分以上接続) 
    

(2) 学会誌，論文誌，その他の刊行物の発行（定款4条2号） 
 
① 人工知能学会誌：編集委員会 

編集委員長：編集委員長：清田 陽司（LIFULL），副編集委員長：鳥海 不二夫（東京大学） 
シニア委員：相澤 彰子（国立情報学研究所），和泉 潔（東京大学），大原 剛三（青山学院大学）小野田 

崇（青山学院大学），折原 良平（キオクシア），平 博順（大阪工業大学），大澤 博隆（筑波大

学），三宅 陽一郎（スクウェア・エニクッス） 
正規委員：臼井 翔平，佐藤 敏紀，込山 悠介，北岡 伸也，岡田 将吾，寺田 和憲，芦川 将之，折田 奈

甫，櫻井 翔，吉川 友也，岡 瑞起，児玉 謙太郎，山本 泰生，高野 雅典，田和辻 可昌，江間 有沙，

櫻井 祐子，牛久 祥孝，梶野 洸，狩野 芳伸，小林 靖明，鹿内 学，松原 崇，村田 真悟，宮本 道
人，井上 昴治，大向 一輝，甲野 佑，榊 剛史，杉山 麿人，東本 崇仁，松林 達史，吉田 香 

学生委員：佐久間 洋司，西村 優佑，吉添 衛，黒田 勇幹，藤堂 健世，松嶋 達也，津村賢宏，福島 康太

朗 
 

 
発行年月日 概要 

2020年 5月1日 
Vol. 35，No. 3 

発行部数： 6,650 
ページ数：156 

巻頭言「AI課題マップ」特集「AI コンペティション」，特集「AI でよみがえる手塚

治虫」，レクチャーシリーズ：「人工知能の今」〔第8 回〕「エージェント・マルチ

エージェントの過去と現在」，連載「教養知識としてのAI」〔第6回〕「音声対話・

画像認識AIのやさしい話」，私のブックマーク「音声認識システム」，学生フォーラ

ム〔第101回〕「佐藤理史先生インタビュー『小説を書くための足腰を鍛える』」，

会議報告「The 33rd Conference on Neural Information Processing Systems
（NeurIPS 2019）」，書評，アーティクル「表紙解説」 

2020年 7月1日 
Vol. 35，No. 4 

発行部数： 6,650 
ページ数：126 

 

新会長就任挨拶「知能と可塑性」，「人工知能学会編集委員長就任にあたって」，特集

「人工知能技術の医療応用」，特集「人工知能と社会的意思決定」，レクチャーシリー

ズ「人工知能の今」〔第9回〕「ロボティクスと人工知能」，連載「教養知識としての

AI」〔第7回〕「半導体製造とAI」，私のブックマーク「反実仮想機械学習」，グロ

ーバルアイ〔第51回〕「COVID-19パンデミック下のMITでの動向と家で研究をす

ること」，会議報告「The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence（AAAI 
2020）」，書評，アーティクル「表紙解説」 

2020年9月1日 
Vol.35，No.5 
発行部数：6,650 
ページ数：145 

巻頭言「なぜAIと倫理なのか（自問自答）」，特集「ダイバーシティとAI 研究コミ

ュニティ」，特集「COVID-19への対応を支える人工知能技術」，特集「2019年度研

究会優秀賞受賞論文紹介」，レクチャーシリーズ「人工知能の今」〔第1回〕「Web
インテリジェンス」，連載「教養知識としてのAI」〔第8回〕「レシピサービスと

AI」，グローバルアイ〔第52回〕「海外留学を志す方へ向けた留学準備と奨学金獲得

に関する実践的なススメ」，学生フォーラム〔第102回〕「山田誠二先生インタビュ

ー『遣唐使にはなるな』」，会議報告「The Web Conference 2020」，「Trivittayasil 
Vipavee 735」，書評，アーティクル「表紙解説」 

2020年11月1日 
Vol.35，No.6 

巻頭言「2021年の全国大会に向けて」，特集「図書館情報学とAIの新展開」，特集

「2020年度人工知能学会全国大会（第34回）」，論文アブストラクト（人工知能学
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発行部数：6,650 
ページ数：140 

会論文誌Vol.35掲載論文），レクチャーシリーズ「人工知能の今」〔第11回〕「AI
倫理指針における課題」，私のブックマーク「深層ベイズ学習と音環境理解」，グロー

バルアイ〔第53回〕「辛くない留学体験記」，学生フォーラム〔第103回〕「飯田史

也先生インタビュー『奇跡を起こし続ける』」，書評，アーティクル「表紙解説」，人

工知能Vol.35全目次 
2021年1月1日 
Vol.36，No.1 
発行部数：6,650 
ページ数：106 

巻頭言「2021 年の全国大会に向けて」，特集「図書館情報学とAI の新展開」，特集

「2020 年度人工知能学会全国大会（第34 回）」，論文アブストラクト，レクチャー

シリーズ「人工知能の今」〔第11回〕「AI 倫理指針における課題」，私のブックマ

ーク「深層ベイズ学習と音環境理解」，グローバルアイ〔第53回〕「辛くない留学体

験記」，学生フォーラム〔第103回〕「飯田史也先生インタビュー『奇跡を起こし続

ける』」，書評，アーティクル「表紙解説」，人工知能Vol.35全目次 
2021年3月1日 
Vol.36，No.2 
発行部数：6,650 
ページ数： 

巻頭言「学会の機能」，特集「Affective Computing」，特集「人工知能分野における

博士論文─博士論文に見る研究テーマの動向─」，論文特集「Web インテリジェンス

とインタラクション」，アーティクル「レクチャーシリーズ『AI 哲学マップ』開始に

あたって」，連載「教養知識としてのAI」〔第9回〕「人工知能学会とは」，私のブ

ックマーク「高ダイナミックレンジ画像処理」，学生フォーラム〔第104回〕「長井

隆行先生インタビュー『今を面白がって自分の興味を突き進む』」，書評，アーティク

ル「表紙解説」 
   
② 人工知能学会論文誌：編集委員会（委員会の構成は学会誌の編集委員会と同じ） 

（独）科学技術振興機構の J-Stage を利用してオンラインジャーナルを随時発行 
Vol.35：41編（アブストラクトを人工知能学会誌Vol.35, No6に掲載） 
 
・Vol.35, No.1 原著論文： 8編，特集論文： 8編 
・Vol.35, No.2 原著論文： 4編 
・Vol.35, No.3 原著論文： 4編 
・Vol.35, No.4 原著論文： 6編 
・Vol.35, No.5 原著論文： 7編 
・Vol.35, No.6 原著論文： 4編 

  
③ 学会編集本 

 
書名（出版社） 発行日 編著者 
人工知能学大辞典（電子版） 2020/10/16 人工知能学会 

   
   

(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰（定款4条3号） 
 
① 研究業績の表彰 

(1) 2020年度功績賞（第36回定時社員総会で表彰の予定：2021年6月21日） 
学会規程に基づき，正会員による候補者の推薦及び功績賞・功労賞・フェロー選定委員会（委員長：

森川幸治副会長）の審査を経て，第366回理事会で授賞対象者を決定した． 

功績賞受賞者：浦本 直彦（三菱ケミカルホールディングス），伊藤 孝行（京都大学） 

功労賞受賞者：堤 富士雄（電力中央研究所） 

フェロー受賞者：松原 仁（東京大学） 
 

(2) 2020年度現場イノベーション賞（第36回定時社員総会で表彰の予定：2021年6月21日） 
学会規程に基づき，正会員による候補者の推薦及び現場イノベーション賞選定委員会（委員長：森川

幸治副会長）の審査を経て，第366回理事会で下記の金賞1件と銀賞1件を決定した． 
 

金賞：「Molecule Generation Experience - 分子生成モデルプラットフォームの材料産業および一般社
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会への普及展開」 
IBM 東京基礎研究所 Material Discovery チーム 
武田 征士*1，徐 祥瀚*1，濱 利行*1，岸本 章宏*1，中野 大樹*1 
*1: ⽇本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 

銀賞：「#世界新記憶「TEZUKA2020」」 
「TEZUKA2020」プロジェクト 
松原 仁，栗原 聡，迎⼭ 和司，川野 陽慈，中島 篤，国松 敦，⽯渡 正⼈，⼿塚 眞，筒井

⼤介，折原 良平 
  

(3) 2020年度論文賞（第36回定時社員総会で表彰の予定：2021年6月21日） 
学会規程に基づき，論文誌Vol.35, No.1～No.6に発表された論文（投稿論文は一般33件，特集8
件）を対象に，正会員による候補論文の推薦および論文賞選定委員会（委員長：清田 陽司 編集委員

長）の審査を経て，第366回理事会で以下の論文を選定した． 
 

・「能動的変化点検知」 林 勝悟, 河原 吉伸, 鹿島 久嗣 
  https://doi.org/10.1527/tjsai.35-5_E-JA10 

・「大規模 デジタルゲームにおける人工知能の一般的体系と実装」 三宅 陽一郎 
  https://doi.org/10.1527/tjsai.B-J64 

 
論文特別賞： 
・「新型コロナウイルス(COVID-19)における感染予防策の推定」 倉橋 節也 

 https://doi.org/10.1527/tjsai.D-K28 
 

 
  

(4) 2020年度研究会優秀賞（第35回定時社員総会で表彰の予定：2021年6月21日） 
学会規程に基づき，2020年度の研究会で発表された論文（402件）を対象に，研究会優秀賞選定委員

会（委員長：來村徳信研究運営委員長）による審査を経て，第366回理事会で以下の15件を選定し

た． 
 

1. SIG-FPAI-C001-06，「多様な部分グラフを発見するアルゴリズム」 
土中 哲秀（中央大学），小林 靖明（京都大学）， 

栗田 和宏（国立情報学研究所），大舘 陽太（名古屋大学) 

2. SIG-KBS-C002-05，「POI訪問ダイナミクスに関する地理的競合構造の検出」 
藤井 輝（龍谷大学），熊野 雅仁（龍谷大学），木村 昌弘（龍谷大学） 

3. SIG-SLUD-091-15，「注文が達成されるとき－客はいかにして料理を受け取るのか－」 
岸本 健太（関西学院大学） 

4. SIG-SLUD-091-23，「マルチタスク学習に基づいた複数フロアの対話構造の自動解析」 

河野 誠也（奈良先端科学技術大学院大学），吉野 幸一郎（理化学研究所） ， 

David Traum（University of Southern California），中村 哲（奈良先端科学技術大学院大学） 

5. SIG-SLUD-089-01, 「触ることで知る：視覚障害者の環境把握における複感覚的相互行為」 
坂井田 瑠衣（日本学術振興会／国立情報学研究所） 

6. SIG-ALST-C003-04，「Semi-Automatic Authoring of Task-Oriented English Dialogue 
Scenarios」 
アイエドゥン エマヌエル（関西大学），林 佑樹（大阪府立大学），瀬田 和久（大阪府立大学） 

7. SIG-Challenge-057-20，「VRヘッドセットを用いたサッカー審判体験システム」 
秋山 英久（福岡大学），田中 雄大（福岡大学）， 
齋藤 涼太（福岡大学），荒牧 重登（福岡大学） 

8. SIG-LSE-C101-01，「カート・オントロジー構築の試み」 

大坪 玲子・小田 淳一（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所） 

9. SIG-SAI-040-03，「新型コロナウイルスの感染状況に伴うTwitter上の変化」 
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井原 史渡・岸本 大輝・栗原 聡（慶応義塾大学） 

10. SIG-FIN-026-15，「効率的なDeep Hedgingのためのニューラルネットワーク構造」 
今木 翔太（東京大学），今城 健太郎・伊藤 克哉（Preferred Networks），  
南 賢太郎（Preferred Networks），中川 慧（野村アセットマネジメント） 

11. SIG-SWO-051-06，「法令沿革LOD構築のための DBpediaにおける法令エンティティの同定」 
駒水 孝裕・小川 泰弘・外山 勝彦（名古屋大学） 

12. SIG-DOCMAS-019-04，「群知能型交通情報補間システムの提案」 
須賀 聖・林 健・井原 史渡・山田 悠司・藤森 立・栗原 聡（慶應義塾大学） 

13. SIG-BI-016-001，「AIによる国・地域特性を考慮した COVID-19 感染拡大抑制施策の効果分析」 
 野呂 智哉（富士通研究所），加藤 孝史（富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社） 

福田 茂紀・浅井 達也・岩下 洋哲・藤重 雄大・福田 貴三郎・大堀 耕太郎 (富士通研究所) 

14.SIG-AM-25-07，「クラシックギターの指導現場における知識の体系化とその実現に向けた検討」 
三浦 寛也（理化学研究所），飯野 なみ（理化学研究所／産業技術総合研究所） 

15.SIG-AGI-016-03，「Instruction Following におけるサブタスクへの分割と抽象化された行動の予

測による長い行動系列への頑健性の向上」 
篠田 一聡（東京大学），竹澤 祐貴（京都大学），鈴木 雅大・岩澤 有祐・松尾 豊（東京大学） 

 
(5) 2020年度全国大会優秀賞（人工知能学会誌Vol.35, No.6で表彰，2020年11月1日発行） 

全国大会表彰規程および選定細則に基づき，全国大会開催期間2020年6月9日～6月12日までにオ

ンライン開催で発表された発表を対象に，2020年度全国大会優秀賞選定委員会（委員長：片上大輔プ

ログラム委員長）により慎重かつ厳正に審議した．その結果，一般セッション口頭発表に関しては選

考対象発表444件に対し，大会優秀賞7件，学生奨励賞12件，インタラクティブ発表に関しては選考

対象発表184件に対し，大会優秀賞9件，オーガナイズドセッション口頭発表に関しては選考対象発

表184件に対し，大会優秀賞8件，国際セッション発表に関しては選考対象発表85件に対し，大会優

秀賞4件を，それぞれ選定した． 
 

[大会優秀賞 一般セッション口頭発表部門 7件] 

・ [3Q5-GS-9-03] 単語埋め込みのノルムと方向ベクトルを区別した文間最適輸送コスト，横井祥，高橋

諒，赤間怜奈，鈴木潤，乾健太郎 

・ [2O5-GS-13-04] 地中レーダによる埋設物識別においてラベルの無いレーダ画像を有効利用した識別

性能の改善，木本智幸，園田潤 

・ [1O4-GS-4-03] 知識グラフ上の経路クエリの横断評価モデル，濱健太，松原崇，上原邦昭 

・ [2L5-GS-13-05] 人工知能は相場操縦という不正な取引を勝手に行うか？－遺伝的アルゴリズムが人

工市場シミュレーションで学習する場合－，水田孝信 

・ [3Q1-GS-9-01] 脳情報を組み込んだ単語分散表現による文章からの印象・好感度推定，西田知史，中

野裕介，Blanc Antoine，前田直哉，角将高，西本伸志 

・ [2I5-GS-2-02] 認知的満足化価値関数の関数近似，吉井佑輝，甲野佑，高橋達二 

・ [4G3-GS-7-03] トピックモデルを用いた避難における集団行動特性の分析，石田龍星，秋吉政徳，市

川淳 

 [大会優秀賞 インタラクティブ発表部門 9件] 

・ [4Rin1-66] 人が感じる痛みの説明を補助するための形状変化装置の開発，窪田悠貴，田中文英 

・ [4Rin1-82] BERTを利用した感情生起要因推定手法の検討，福田芳樹，堂坂浩二，石井雅樹，伊東嗣

功 

・ [4Rin1-35] 人手評価を考慮した強化学習に基づくニュース見出し生成，山田悠右，藤田綜一郎，柴田

知秀，小林隼人，田口拓明，奥村学  

・ [4Rin1-70] インターネット広告におけるキーワードに基づく広告文の自動生成，脇本宏平，川本峻
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頌，張培楠 

・ [4Rin1-33] アイスホッケー動画を用いた戦略分析フレームワークの提案，島野拓也，長野遼太，豊東

柊哉，万代悠作 

・ [4Rin1-45] 高速な情報検索に向けた文脈考慮型スパース文書ベクトルの獲得，長谷川拓，西田京介，

加来宗一郎，富田準二 

・ [4Rin1-31] Wi-Fi 接続による屋内位置情報を用いた人間関係の抽出，山下達雄，寺岡照彦，田口拓明 

・ [3Rin4-81] 出力長制御と重要箇所の特定を同時に行う生成型要約，斉藤いつみ，西田京介，西田光

甫，大塚淳史，浅野久子，富田準二，進藤裕之，松本裕治 

・ [3Rin4-77] 隠れた良作の発掘を助けるWeb小説推薦システムの構成と評価，小坂直輝，小林哲則，

林良彦 

 [大会優秀賞 オーガナイズドセッション口頭発表部門 8件] 

・ [2D6-OS-18c-01] ニューラルネットワークによる自然言語推論の可能性，谷中瞳，峯島宏次，戸次大

介，乾 健太郎 

・ [2N5-OS-17b-01] 規模な SAT 問題を圧縮したまま解くソルバーの開発，早瀬悠真，鍋島英知 

・ [3N5-OS-11b-04] 機械学習の説明における公正さの偽装，荒井 ひろみ，Urlich Aïvodji，Olivier 
Fortineau，Sébastien Gambs，原聡，Alain Tapp 

・ [2D5-OS-18b-04] 未知語に対応可能な言語と動作の統合表現獲得モデル，豊田みのり，森裕紀，鈴木

彼方，林良彦，尾形 哲也 

・ [2E4-OS-1a-03] ユーザーイノベーションに相互に影響し合う要因の検討，楊鯤昊，藤崎樹，植田一

博 

・ [1C3-OS-6a-04] 協力ゲーム，複数論点交渉を用いた輸配送計画マージ方式の提案，樋田愛，伊加田

恵志 

・ [2D4-OS-18a-04] 過去から未来までの文脈を考慮した神経回路モデルによるロボットの目標に基づい

た柔軟な行動生成，佐藤琢，村田真悟，出井勇人，尾形 哲也 

・ [4L3-OS-15-02] 同時通訳者の選択的注意における聴覚定常脳波反応，矢倉晴子，田中宏季，木下泰

輝，渡部宏樹，本村駿乃介，須藤克仁，中村 哲 

[大会優秀賞 国際セッション口頭発表部門 4件] 

・ [1G3-ES-5-02] Visualizing Road Condition Information by Applying the AutoEncoder to 
Wheelchair Sensing Data for Road Barrier Assessment, Goh Sato, Takumi Watanabe, Hiroki 
Takahashi, Yojiro Yano, Yusuke Iwasawa, Ikuko Eguchi Yairi 

・ [2G5-ES-3-02] A Node Classification Approach for Dynamically Extracting the Structures of 
Online Discussions, Shota Suzuki, Takayuki Ito, Ahmed Moustafa, Rafik Hadfi 

・ [3G5-ES-1-04] On the Legal Revision in PROLEG program, Wachara Fungwacharakorn, Kanae 
Tsushima, Ken Satoh 

・ [1K3-ES-2-01] Spatio-Temporal Change Detection Using Granger Causal Relation, Nat Pavasant, 
Masayuki Numao, Ken-ichi Fukui 

[学生奨励賞12件] 

・ [1J5-GS-2-02] 構造を持つラベルに対する計算効率の高いワッサーシュタイン損失，豊國郁人 

・ [2J6-GS-2-04] A3CにおけるAttention機構を用いた視覚的説明，板谷英典 

・ [3O5-GS-13-01] 社会感情的意図の循環的更新を用いた社会的関係の構築による積極性の誘発，久野

真登 

・ [4B3-GS-1-05] ニューラルネットワークの適応的最適化手法におけるヘッセ行列のスペクトル解析，

本川哲哉 
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・ [4D3-GS-12-05] 二層化ゲーミフィケーションによるＶＲ会議活性化の試み，加藤雄大 

・ [4J3-GS-2-04] 深層学習におけるバックドア攻撃に対する蒸留を用いた対策とポイズンデータの特

定，吉田康太 

・ [1C5-GS-13-02] 発話音響特徴のアンサンブル学習による認知症希少疾患の簡易検出，花井俊哉 

・ [1P4-GS-7-03] マルチエージェント協調巡回問題における交渉を通じたエージェントの計画停止の自

律的な学習手法の提案，立木創太 

・ [2H4-GS-13-05] 強化学習による時間依存巡回セールスマン問題，中西研介 

・ [2J5-GS-2-02] 償却推論にもとづいた継続学習，川島寛乃 

・ [3M5-GS-12-05] OpenPoseを用いたサッカー熟練度の分類，金子和樹 

・ [4Q2-GS-9-02] ニューラル対話応答生成のための言語非依存な低品質対話データフィルタリング法の

提案と分析，赤間怜奈 
   

(4) 研究および調査の実施（定款4条4号） 
 
① 第1種研究会（研究会運営委員会：來村 徳信 委員長，佐久間 淳 副委員長，古崎 晃司，濱崎 雅弘） 

 
(1) 人工知能基本問題研究会（略称 SIG-FPAI） 

主査：大久保 好章（北海道大学），主幹事： 石畠 正和（NTT コミュニケーション科学基礎研究所） 
幹事：大滝 啓介（豊田中央研究所），後藤 啓介（富士通研究所），小林 靖明（京都大学），蓑田 玲

緒奈（ベイシスコンサルティング） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
113 2020年9月29日～30日 オンライン 6+2 121  
114 
合同 

2020年11月20日 オンライン 4+0 45  

115 2021年1月28日～29日 オンライン 2+2 79  
116 2021年3月22日～23日 オンライン 5+2 48  

 
(2) 知識ベースシステム研究会（略称 SIG-KBS） 

主査：尾崎 知伸（日本大学），主幹事：鷹野 孝典（神奈川工科大学） 
幹事：山本 泰生（山梨大学），金城 敬太（沖縄国際大学），伏見 卓恭（東京工科大学 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
120 2020年8月28日 オンライン 8+1 32  
121 2020年11月20日 オンライン 7+0 50 合同研究会 
122 2021年3月7日 オンライン 4+0 20  

 
(3) 言語・音声理解と対話処理研究会（略称 SIG-SLUD） 

主査：中野 幹生（C4A研究所），主幹事：杉山 弘晃（NTT） 
幹事：坊農 真弓（国立情報学研究所），稲葉 通将（広島市立大），田頭 未希（東海大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
89 2020年9月16日～17日 オンライン 11+1 97  
90 2020年11月30日～12月1

日 
オンライン 35+2 170  

91 2021年3月1日～2日 オンライン 25+2 169  
 

(4) 先進的学習科学と工学研究会（略称 SIG-ALST） 

主査：瀬田 和久（大阪府立大学），主幹事：田中 孝治（金沢工業大学） 

- 11 -



幹事：林佑樹（大阪府立大学），山元 翔（近畿大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
89 2020年7月18日 オンライン 10+0 36  
90 2020年11月21日 オンライン 5+0 34 合同研究会 
91 2021年3月15日～16日 オンライン 18+0 40  
 2020年10月22日～23日 オンライン － 20 第31回教育・学習

支援システム若手の

会 
  

② 第2種研究会（研究会運営委員会：來村 徳信 委員長，佐久間 淳 副委員長，古崎 晃司，濱崎 雅弘） 
 

(1) AIチャレンジ研究会（略称 SIG-Challenge） 

主査：光永 法明（大阪教育大学），主幹事：鈴木 麗璽（名古屋大学） 
幹事：植村 渉（龍谷大学），干場 功太郎（神奈川大学），中臺 一博（ﾎﾝﾀﾞﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
57 2020年11月20

日～21日 
オンライン 19+2 100 合同研究会 

 2020年11月21
日 

オンライン － 64 第18回HARK講習会 

 2021年1月8日 オンライン － 20 IJCAI-PRICAI 2020 Tutorial on Robot 
Audition Open Source Software HARK 

 
 (2) ことば工学研究会（略称 SIG-LSE） 

 主査：阿部 明典（千葉大学），主幹事：福島 宙輝（九州女子大学） 
 幹事：笠原 要（NTT） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
64 2021年3月20日～21日 千葉大学 12+0 20  

 
 (3) コモンセンスと感情研究会（略称 SIG-CSE）（2021年度にコモンセンス知識と情動研究会から名称変

更） 

主査：桐山 伸也（静岡大学），主幹事：石川 翔吾（静岡大学） 
幹事：佐藤 久美子（玉川大学），沢井 佳子（チャイルド・ラボ） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
1 2020年11月22日 オンライン 1+2 30 合同研究会 

 
 (4) 身体知研究会（略称 SIG-SKL） 

 主査：諏訪 正樹（慶應義塾大学），主幹事： 松浦 慶総（横浜国立大学） 
幹事：伊藤毅志（電気通信大学），大海 悠太（東京工芸大学），大武 美保子（理化学研究所），児玉 

謙太郎（神奈川大学），橋詰 謙（大阪大学），松田 浩一（岩手県立大学），清水 大地（東京大

学），白水始（東京大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
32 2020年9月4日 オンライン 8+0 13  
33 2020年11月28日 オンライン 2+1 50  

 
 (5) ナチュラルコンピューティング研究会（略称 SIG-NAC） 

 主査：萩谷 昌己（東京大学) ，主幹事：鈴木 泰博 (名古屋大学） 
幹事：礒川 悌次郎（兵庫県立大学），今井 克暢（広島大学），Marcin Schroeder（国際教養大学） 
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回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
34 2020年11月21日 オンライン 7+0 15 合同研究会 

   
 (6) 社会におけるAI研究会（略称 SIG-SAI） 

 主査：藤井 秀樹（東京大学），主幹事： 小柴 等（科学技術・学術政策研究所） 
幹事：林 久志 （産業技術大学院大学），小川 祐樹（立命館大学），諏訪 博彦（奈良先端科学技術大学

院大学），岩田 員典（愛知大学），中島 智晴（大阪府立大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
38 2020年10月30日 オンライン 5+0 22  
39 2020年11月21日 オンライン 13+0 50 合同研究会 
40 2021年3月6日～9日 ルスツリゾー

ト，ハイブリッ

ド 

6+0 50 Workshop of Researchers on 
Society and Technology 

 
 (7) 金融情報学研究会（略称 SIG-FIN） 

 主査：酒井 浩之（成蹊大学），主幹事：水田 孝信（ｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
 幹事：落合 友四郎（大妻女子大学），坂地 泰紀（東京大学），関 和広（甲南大学），中川 慧（野村

アセットマネジメント），平松 賢士（(株)アイフィスジャパン） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
25 2020年10月10日 オンライン 17+0 162  
26 2021年3月6日 オンライン 15+0 169  

 
 (8) 知識・技術・技能の伝承支援研究会（略称 SIG-KST） 

 主査：稗方 和夫（東京大学），主幹事：古川 慈之（産業技術総合研究所） 
 幹事：青島 大悟（ツールラボ），坂口 憲一（テクノソリューション），松尾 宏平（海上技術安全研究

所） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
40 2020年11月20日 オンライン 3+0 30 合同研究会 
41 2021年3月22日 オンライン 2+0 26  

 
 (9) 知識流通ネットワーク研究会（略称 SIG-KSN） 

 主査：桑田 喜隆（室蘭工業大学），主幹事：神戸 雅一（NTTデータ） 
 幹事：山本修一郎（名古屋大学），岡本 青史（富士通研究所），櫨山 淳雄（東京学芸大学），小林 紀

之（富士通研究所），津田 和彦（筑波大学），小林展英（デンソークリエイト），竹内広宜（武

蔵大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
27 2020年10月30日 オンライン 7+0 15  
28 2021年3月19日 オンライン 7+1 20  

 
 (10) セマンティックウェブとオントロジー研究会（略称 SIG-SWO） 

 主査：大向 一輝（国立情報学研究所），主幹事： 森田 武史（慶應義塾大学） 
 幹事：西村 悟史（産業技術総合研究所），砂川 英一（東芝），鵜飼 孝典（富士通研究所） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
51 2020年7月14日 オンライン 10+0 60  
52 2020年11月20日 オンライン 4+1 166 合同研究会 
53 2021年3月15日 オンライン 7+0 50  
 2020年7月4日 オンライン － 56 合同キックオフ 
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 2020年9月9日 オンライン － 37 技術勉強会 
 

 (11) データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会（略称 SIG-DOCMAS） 

 主査：服部 宏充（立命館大学），主幹事：川村 秀憲（北海道大学） 
 幹事：和泉 潔（東京大学），鳥海 不二夫（東京大学），大原 剛三（青山学院大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
18 2020年11月21日 オンライン 5+1 40 合同研究会 
19 2021年3月6日～9日 ルスツリゾート，

ハイブリッド 
5+0 不明 Workshop of Researchers on 

Society and Technology 
  

 (12) ビジネスインフォマテックス研究会（略称 SIG-BI） 

 主査：寺野 隆雄（千葉商科大学），主幹事：高橋 大志（慶應義塾大学） 
 幹事：倉橋 節也（筑波大学），後藤 祐介（岩手県立大学），小林 知巳（小林マネジメント研究所），

菱山 玲子（早稲田大学），鳥山 正博（立命館大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
16 2020年8月29日 オンライン 10+0 50  
17 2021年1月16日 オンライン 11+0 40  
18 2021年3月5日 オンライン 16+0 50  

 
 (13) ウェブサイエンス研究会（略称 SIG-WEBSCI） 

 主査：岡 瑞起（筑波大学），主幹事：橋本 康弘（筑波大学） 
 幹事：鳴海拓志（東京大学），濱崎 雅弘（産業技術総合研究所），ドミニク・チェン（早稲田大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
5 2020年11月22日 オンライン 4+1 52 合同研究会 
 2020年5月11日 オンライン 0+3 25 セミナー 
 2020年10月19日 FabCafe 0+3 20 セミナー 
 2021年3月25日 オンライン 0+5 20 人工生命プレ会議 

 
 (14) 医用人工知能研究会（略称 SIG-AIMED） 

 主査：津本 周作（島根大学），主幹事：矢入 郁子（上智大学） 
 幹事：大武 美保子（理化学研究所），古崎 晃司（大阪電気通信大学），大江 和彦（東京大学），今井 

健（東京大学），井上謙一 (湘南記念病院)，大原剛三 (青山学院大学) 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
 2020年11月22

日 
アクトシティ浜松（ハイブリッ

ド） 
0+4 500 第40回医療情報連

合大会 
 

 (15) インタラクティブ情報アクセスと可視化マイニング研究会（略称 SIG-AM） 

 主査：砂山 渡（滋賀県立大学），主幹事：加藤 恒昭（東京大学） 
 幹事：松下 光範（関西大学），阿部 明典（千葉大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
25 2019年11月20日 オンライン 9+0 80 合同研究会 
26 2021年3月8日 オンライン 13+0 50  
 2020年6月11日 オンライン - 70 全国大会OS 

 
 (16) 市民共創知研究会 (略称 SIG-CCI) 

 主査：白松 俊（名古屋工業大学），主幹事：福田 直樹（静岡大学） 
幹事：伊藤 孝行（名古屋工業大学），藤田 桂英（東京農工大学），三井 実・堀田 竜士（富士ゼロック
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ス），佐藤 雄二（朝日新聞長崎総局） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
7 2020年11月21日 オンライン 9+1 22 合同研究会 
 2020年10月18日 オンライン － 7 Code for Japan 

Summit 2020 
 2020年11月6日 オンライン － 6 論文執筆もくもく会 

 
(17) 汎用人工知能研究会（略称 SIG-AGI） 

 主査：山川 宏（NPO法人全能ｱｰｷﾃｸﾁｬ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ），主幹事：市瀬 龍太郎（国立情報学研究所） 
 幹事：荒川 直哉（ドワンゴ人工知能研究所），嶋田 悟（エアロセンス），ジェブカ ラファウ（北海道

大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
15 2020年8月29日 オンライン 7+1 66  
16 2020年11月20日 オンライン 5+1 95  
17 2021年2月25日 オンライン 4+1 不明  
 2020年6月10日 オンライン - 100 全国大会OS 
 2021年1月9日 オンライン - 80 認知モデル研究会2021 

 
(18) 計測インフォマティクス研究会（略称 SIG-MEI） 

 主査：鷲尾 隆（大阪大学），主幹事：岡田 真人（東京大学） 
 幹事：赤井 一郎（熊本大学），今村 岳（物質・材料研究機構），上野 玄太（統計数理研究所），小野 

峻佑（東京工業大学），小松崎 民樹（北海道大学），篠塚 寛志（物質・材料研究機構），原 聡
（大阪大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
4 2020年8月31日 オンライン 5+2 130  

 
(19) 仕掛学研究会（略称 SIG-TBC） 

 主査：松村 真宏（大阪大学），主幹事：松下 光範（関西大学） 
 幹事：平岡 敏洋（名古屋大学），山根 承子（近畿大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
9 2020年10月17日 大阪大学中之島センター

（ハイブリッド） 
12+0 60  

10 2021年2月20日 同上 13+0 69  
 
③ 合同研究会2020 

 
・実行委員会：佐久間 淳 実行委員長（筑波大学/理化学研究所），來村 徳信 実行委員長（立命館大学），

古崎 晃司 実行副委員長（大阪電気通信大学）, 濱崎 雅弘 実行副委員長（産業技術総合研究所），

斎藤 博昭 顧問（慶應義塾大学），櫻井 祐子 顧問（産業技術研総合究所） 
委員：川 翔吾（静岡大学，SIG-CSE），市瀬 龍太郎（国立情報学研究所，SIG-AGI），鵜飼 孝典（富士

通研究所，SIG-SWO），大久保 好章（北海道大学，SIG-FPAI），尾崎 知伸（日本大学，SIG-
KBS），笠井 俊信（岡山大学，SIG-ALST），小柴 等（文部科学省，SIG-SAI），白松 俊（名古

屋工業大学，SIG-CCI），鈴木 泰博（名古屋大学，SIG-NAC），鈴木 麗璽（名古屋大学，SIG-
Challenge），砂山 渡（滋賀県立大学，SIG-AM），鷹野 孝典（神奈川工科大学，SIG-KBS），服

部 宏充（立命館大学，SIG-DOCMAS），古川 慈之（産業技術総合研究所、SIG-KST），光永 法
明（大阪教育大学，SIG-Challenge），森田 武史（慶応義塾大学，SIG-SWO），山元 翔（近畿大

学，SIG-ALST） 
・日時    2020年11月20日（金）～21日（土・祝） 
・場所    オンライン 

- 15 -



・参加研究会 13研究会 一般発表, 招待講演 
 Challenge AIチャレンジ研究会 19, 2 
 FPAI 人工知能基本問題研究会 4 
 KBS 知識ベースシステム研究会 7 
 KST 知識・技術・技能の伝承支援研究会 3 
 SWO セマンティックウェブとオントロジー研究会 4, 2 
 AM インタラクティブ情報アクセスと可視化マイニング研究会 9 
 AGI 汎用人工知能研究会 5, 1 
 ALST 先進的学習科学と工学研究会 5 
 CSE コモンセンスと感情研究会 1, 2 
 NAC ナチュラルコンピューティング研究会 6, 1 
 SAI 社会におけるAI研究会 13 
 DOCMAS データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会 4, 1 
 CCI 市民共創知研究会 9, 1 
・研究会発表 89件（一般発表），10件（研究会招待講演等） 
・招待講演１：「科学技術論文解析」                                     松本 裕治（理化学研究所） 
・招待講演２：「深層学習の先にある人工知能の研究について」                   松尾 豊（東京大学） 
・参加登録者数   840名 
・スポンサー  16社（ゴールドスポンサー13社，シルバースポンサー3社） 
・スポンサーセミナー 4社 

 
④ 特別支援 

 
・言語・音声理解と対話処理研究会（SIG-SLUD） 
対話システムライブコンペティションにあたり，対話システム評価作業費用について補助を行った．第11
回対話システムシンポジウムにおいて，評価上位チームによるライブイベントが実施された． 

 
・AIチャレンジ研究会（SIG-Challenge） 
ロボット聴覚HARK tutorial，講習会／ハッカソン開催に関わる経費について補助を予定していたが，

COVID-19の影響によりオンサイトでのイベントは開催されず，支出はなかった． 
 
・セマンティックウェブとオントロジー研究会（SIG-SWO） 
ナレッジグラフ推論チャレンジのデータ作成ならびに公開費用について補助を行った．成果はWebサイト

で公開した．また，2021全国大会での報告を予定している． 
 
⑤ COVID-19感染症拡大防止を目的とした研究会のオンライン開催対応 

 
COVID-19感染症拡大防止を目的として研究会は原則オンラインで開催する方針とした．オンライン開催に

必要となるZoomアカウントを購入し，研究会毎にホストキーを割り当てて運用した． 
   

(5) 国内外の関連学術団体との連絡及び協力（定款4条5号） 
 

以下の依頼が理事会で承認（共催1件，協賛53件，後援18件）されたので，会誌「人工知能」，ホームペ

ージ，メーリングリストを利用してPRし，他学会との協調による学会活動の活性化および多様化を推進した． 
 
① 共催「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 
(01)「Designシンポジウム2021」主催：精密工学会，共催：日本機械学会、日本設計工学会、日本建築学会、

日本デザイン学会、人工知能学会（2021.7） 
 
② 協賛「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 

(01) 「ヒューマンインタフェースシンポジウム2020」ヒューマンインタフェース学会（2020.9.2～4） 
(02) 「日本機械学会茨城講演会」日本機械学会関東支部（2020.8.21） 
(03) 「第126回ロボット工学セミナー」日本ロボット学会（2020.5.22） 
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(04) 「第27回ディスプレイ国際ワークショップ」映像情報メディア学会，The Society for Information Display
（2020.12.9～10） 

(05) 「第21回SICEシステムインテグレーション部門講演会」計測自動制御学会 システムインテグレーション

部門（2020.12.16～18） 
(06) 「スケジューリング・シンポジウム2020」スケジューリング学会（2020.9.17～18） 
(07) 「第127回ロボット工学セミナー『生物の多脚歩行と多脚歩行ロボットの制御技術』」日本ロボット学会

（2020.7.6） 
(08) 「計測自動制御学会『システム・制御部門学術講演会2020（SSI2020）』」計測自動制御学会（2020.11.15

～17） 
(09) 「International Symposium on Artificial Intelligence and Brain Science 2020」新学術領域研究「人工知能

と脳科学の対象と融合」領域（2020.10.10～12） 
(10) 「The 5th International Electric Vehicle Technology Conference EVTeC 2021」自動車技術会（2020.5.24

～26） 
(11) 「情報処理学会 連続セミナー2020『人間中心社会を支える情報技術の新潮流』」情報処理学会（2020.9～

2020.12全6回開催） 
(12) 「The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied 

Intelligent Systems (IEA/AIE 2021)」International Society of Applied Intelligence（2021.7.26～29） 
(13) 「第128回ロボット工学セミナー『ソフトロボットのこれまでとこれから』」日本ロボット学会

（2020.9.10） 
(14) 「インタラクション2021」情報処理学会ヒューマンコンピュータインタラクション研究会，グループフェ

アとネットワークサービス研究会，ユビキタスコンピューティングシステム研究会，エンタテインメントコン

ピューティング研究会，デジタルコンテンツクリエーション研究会（2021.3.10～12） 
(15) 「Joint 11th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 21st International 

Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2020)」日本知能情報ファジィ学会（2020.12.5～
8） 

(16) 「第18回 ITSシンポジウム2020」ITS Japan（2020.12.10日～11） 
(17) 「センシング技術応用セミナー『AIを用いた応用技術の動向と展望』」センシング技術応用研究会

（2020.10.15） 
(18) 「第22回日本感性工学会大会」日本感性工学会（2020.9.9～11） 
(19) 「第45回教育システム情報学会全国大会」教育システム情報学会（2020.9.2～4） 
(20) 「第4回SICEポストコロナ未来社会ワークショップ『人間行動と社会のモデリング〜経済・AI・制御の接

点〜』」計測自動制御学会（2020.9.11） 
(21) 「SICEセミナー『モデルベースト制御系設計～モデリングから制御系設計までを系統的に学ぶ～』」計測

自動制御学会（2020.9.29～30） 
(22) 「SICEライフエンジニアリング部門シンポジウム2020（LE2020）」計測自動制御学会ライフエンジニア

リング部門（2020.12.2～4） 
(23) 「2020 TRON Symposium (TRONSHOW)」トロンフォーラム（2020.12.9～11） 
(24) 「経営情報学会2020年全国研究発表大会」経営情報学会（2020.11.7～8） 
(25) 「第129回ロボット工学セミナー『福島復興で活躍するロボット』」日本ロボット学会（2020.10.21） 
(26) 「第130回ロボット工学セミナー『宇宙開発を支えるロボット技術の最前線』」日本ロボット学会

（2020.11.27） 
(27) 「IDRユーザフォーラム2020」国立情報学研究所 データセット共同利用研究開発センター（2020.11.24） 
(28) 「SICEセミナー『モデル予測制御～最適制御の基礎から応用事例・ソフトウェアツールまで～』2020」計

測自動制御学会（2020.12.1） 
(29) 「電気学会全国大会シンポジウム『エネルギー分野におけるAI・IoT 普及に向けた最適化技術適用の最前

線』」電子・情報・システム部門 システム技術委員会，エネルギーデータを対象としたAI，IoT 技術の適用

に関する調査専門委員会（2021.3.11） 
(30) 「第18回ロボット聴覚システムHARK講習会」東京工業大学工学院システム制御系 次世代AIロボティク

ス共同研究講座（2020.11.21） 
(31)「第17回マシンビジョン応用に関する国際会議 MVA2021」MVA2021実行委員会（2021.7.25～27） 
(32)「システム制御学会セミナー2020『近未来の情報通信システムが拓く社会インパクト』」システム制御学会
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（2020.12.3日） 
(33)「No.20-10 生産システム部門研究発表講演会2021」機械学会（2021.3.8～9） 
(34)「第23回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS2020)」電子情報通信学会・情報論的学習理論と機械学習

研究専門委員会（2020.11.24～26） 
(35)「ロボティックス・メカトロニクス講演会2021」日本機械学会（2021.6.6～8） 
(36)「第47回冬季講習会『光学デバイス×コンピューテショナル技術で拓く先端イメージング／センシング』」

日本光学会（2021.1.13～14） 
(37)「HAIシンポジウム2021」HAIシンポジウム2021運営委員会（2021.3.9～10） 
(38)「進化計算シンポジウム2020」進化計算学会（2020.12.19～20） 
(39)「SamurAI Coding 2020-21」情報処理学会（ルール公開2020.9～10，オンライン予選2021.1～2，決勝

2021.3.19） 
(40)「第132回ロボット工学セミナー『視覚と言葉を通じたロボットとの共同作業を目指して』」日本ロボット

学会（2021.2.17） 
(41)「第48回知能システムシンポジウム」計測自動制御学会 システム・情報部門（2021.3.8～9） 
(42)「第27回画像センシングシンポジウム SSII2021」画像センシング技術研究会（2021.6.9～11） 
(43)「第131回ロボット工学セミナー『ロボットの作り方～移動ロボットの基本とROSによるナビゲーション実

習～』」日本ロボット学会（2021.1.23～1.24） 
(44)「3次元画像コンファレンス2021」3次元画像コンファレンス2021実行委員会（2021.7.1～2） 
(45)「第33回自律分散システム・シンポジウム」計測自動制御学会（2021.3.14～15） 
(46)「第42回バイオメカニズム学術講演会（SOBIM2021 in 香川）」バイオメカニズム学会（2021.11.27～

28） 
(47)「スケジューリング国際・シンポジウム2021」スケジューリング学会（2021.6.25～27） 
(48)「第17回コンピュテーショナル・インテリジェンス研究会」計測自動制御学会（2021.3.25～26） 
(49)「センシング技術応用セミナー『ヘルスセンシングとヘルスケアの最前線～アフターコロナのセンシングを

展望する～』」センシング技術応用研究会（2021.6.22） 
(50)「第133回ロボット工学セミナー「『こんなときこそ，ロボット』―ポスト・コロナ社会で活躍するロボッ

トと人のリレーションシップ」日本ロボット学会（2021.4.27） 
(51)「日本機械学会関東支部2021茨城講演会」日本機械学会関東支部（2021.8.19） 
(52)「World Conference of Computers in Education 2022 (WCCE2022)」International Federation for 

Information Processing（2022.8.21～24） 
(53)「第37回ファジィ システム シンポジウム（FSS2021）」日本ファジィ学会（2021.9.13～15） 
  
③ 後援「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 
(01)「HONGO AI 2020」HONGO AI 事務局，日本経済新聞社（応募期間：2020.7.14～8.28日，審査：2020.9

～2020.10，本選：2020.12.4） 
(02) 「第4回AIエッジコンテスト」経済産業省，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構，デ

ジタルメディアプロフェッショナル，SIGNATE（開催期間：2020.7.1～12.31） 
(03) 「とめ研究所若手研究者懸賞論文」とめ研究所（募集期間：2020.11.2～2021.2.19） 
(04) 「研究者、技術者のための、応用数学」神奈川県立産業技術総合研究所（2020.10.21～23） 
(05) 「『データサイエンスの現在と未来を解剖する！』」～企業向け産学連携シンポジウム～」統計数理研究所

（2020.10.26） 
(06)「第5回全脳アーキテクチャシンポジウム」全脳アーキテクチャ ・イニシアティブ（2020.10.19） 
(07)「先端技術入門『量子コンピュータと共に変容する暗号技術の基礎と応用、開発課題』」神奈川県立産業技

術総合研究所（2020.12.1～3） 
(08)「ロボカップジュニアジャパンカップオープン2021名古屋」ロボカップ・ジャパン（2021.3.26～28） 
(09)「第5回 IoTセキュリティフォーラム2020オンライン」横浜国立大学先端科学高等研究院（2020.12.15～

17） 
(10)「第5回AI・人工知能 EXPO 春」リードエグジビションジャパン（株）（2021.4.7～9） 
(11)「第2回AI・人工知能 EXPO 秋」リードエグジビションジャパン（株）（2021.10.27～29） 
(12)「第４回自動翻訳シンポジウム ～自動翻訳と翻訳バンク～」情報通信研究機構（2021.3.16） 
(13)「SIGGRAPH Asia 2021 TOKYO (The 14th SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer 
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Graphics and Interactive Techniques in Asia)」SIGGRAPH（2021.12.14～17） 
(14)「第2回AI・データサイエンスシンポジウム」土木学会 構造工学でのAI活用に関する研究小委員会

（2021.11.17～18） 
(15)「第12回産業日本語研究会・シンポジウム」高度言語情報融合フォーラム（ALAGIN），日本特許情報機構

（2021.3.5） 
(16)「DX時代のシーケンス制御基礎」神奈川県立総合技術総合研究所（KISTEC）（2021.1.22, 25, 27） 
(17)「第3回WiDS Tokyo @ Yokohama City Universityシンポジウム」横浜市立大学 データサイエンス学部

（2021.3.8） 
(18)「『データサイエンスから視た人工知能』講演会」情報・システム研究機構 統計数理研究所（2021.3.19） 
  
④ 協力「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 
(01) 「第8回星新一賞」日本経済新聞 
  
(6) その他目的を達成するために必要な事業（定款4条6号） 

 
① 「人工知能研究や技術と社会との関わり」についての検討と社会への発信 

倫理委員会：武田 英明 委員長（国立情報学研究所），江間 有沙 副委員長（東京大学） 
委員：服部 宏充（立命館大学），中川 裕志（理化学研究所），鳥海 不二夫（東京大学），佐藤 智晶（青山

学院大学），浅川 直輝（日経BP），藤井 大洋（SF小説家） 
 

② 学会ホームページ・メーリングリスト等による学会活動の広報推進 
広報委員会：大谷 紀子 委員長（東京都市大学），福井 健一 副委員長（大阪大学） 

 
③ 人工知能技術のターミノロジーに関する国際標準化 

国際標準化委員会：鯨井 俊宏 委員長（日立製作所） 
委員：栗原 聡（慶應義塾大学），野田 五十樹（産業技術総合研究所），森川 幸治（Connect） 

 
④ IJCAI-PRICAI 2020 についての準備活動 

IJCAI-PRICAI委員会：伊藤 孝行 委員長（名古屋工業大学），堤 富士雄 副委員長（電力中央研究所） 
委員：野田 五十樹（産業技術総合研究所），加藤 昇平（名古屋工業大学），白松 俊（名古屋工業大学）， 

森山 甲一（名古屋工業大学），大塚 孝信（名古屋工業大学），山口 直子（名古屋工業大学） 
 

⑤ 人工知能についての初学者・異分野研究者を対象に人工知能研究の俯瞰と可視化 
AIマップTF：谷口 恭弘 TF長（本田技研），TFメンバー：松尾 豊（東京大学）， 

  森川 幸冶（Connect），市瀬 龍太郎（NII），戸上 真人（LINE），吉岡 健（富士ゼロックス），堤 
富士夫（電力中央研究所），植野 研（東芝） 

 
⑥ 人工知能技術の分かりやすい技術解説を発信することにより裾野を拡大 
アウトリーチWG：市瀬 龍太郎 WG長，清田 陽司（LIFULL），櫻井 翔（電気通信大学），佐藤 敏紀

（LINE），津本 周作（島根大学），折原 良平（キオクシア） 
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II 処務の概要 
 
(1) 役員などに関する事項                               

2020年度末現在 

職 名 勤 務 氏  名 就任年月日 担当職務 報酬 現  職 備考 

会 長 非常勤 野田 五十樹 2020.06.22 総括 なし 産業技術総合研究所  

副会長 非常勤 森川 幸治 2019.06.27 表彰 なし Connect  

副会長 非常勤 市瀨(市瀬) 龍太郎 2020.06.22 全国大会 なし 国立情報学研究所  

理 事 非常勤 青島 武伸 2019.06.27 財務 なし パナソニック  

理 事 非常勤 大谷 紀子 2019.06.27 広報 なし 東京都市大学  

理 事 非常勤 岡﨑(岡崎) 直観 2019.06.27 国際 なし 東京工業大学  

理 事 非常勤 上(片上) 大輔 2019.06.27 企画 なし 東京工芸大学  

理 事 非常勤 來村 徳信 2019.06.27 研究会 なし 立命館大学  

理 事 非常勤 清田 陽司 2020.06.22 編集 なし LIFULL  

理 事 非常勤 鯨井 俊宏 2019.06.27 標準化 なし 日立製作所  

理 事 非常勤 古崎 晃司 2020.06.22 研究会 なし 大阪電気通信大学  

理 事 非常勤 佐久間 淳 2019.06.27 研究会 なし 筑波大学  

理 事 非常勤 園田 俊浩 2019.06.27 総務 なし 富士通研究所  

理 事 非常勤 武田 英明 2019.06.27 倫理・出版 なし 国立情報学研究所  

理 事 非常勤 立花 隆輝 2020.06.22 財務 なし 日本 IBM  

理 事 非常勤 谷口 恭弘 2019.06.27 戦略 なし 本田技術研究所  

理 事 非常勤 戸上 真人 2019.06.27 企画 なし LINE  

理 事 非常勤 戸田 浩之 2020.06.22 全国大会 なし 日本電信電話  

理 事 非常勤 濱崎 雅弘 2020.06.22 研究会 なし 産業技術総合研究所  

理 事 非常勤 春木 耕祐 2020.06.22 総務 なし 東芝  

理 事 非常勤 福井 健一 2020.06.22 広報 なし 大阪大学  

理 事 非常勤 細見 岳生 2019.06.27 全国大会 なし NEC  

理 事 非常勤 松下 光範 2019.06.27 全国大会 なし 関西大学  

理 事 非常勤 松尾 豊 2020.06.22 戦略 なし 東京大学  

理 事 非常勤 松村 真宏 2020.06.22 全国大会 なし 大阪大学  

理 事 非常勤 三宅 陽一郎 2020.06.22 倫理・出版 なし スクウェア・エニック

ス 

 

理 事 非常勤 矢田 勝俊 2020.06.22 国際 なし 関西大学  

理 事 非常勤 吉岡 健 2019.06.27 戦略 なし 富士ゼロックス  

監 事 非常勤 木下 聡 2019.06.27 監査 なし 日本特許情報機構  

監 事 非常勤 竹内 広宜 2020.06.22 監査 なし 武蔵大学  

（理事は五十音順，敬称略） 
 
(2) 職員に関する事項  

2019年度末現在 

職    名 勤 務 氏     名 採用年月日 担当業務 備   考 

事務局長 常 勤 住田 一男 2016/07/01 総    括  
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職   員 常 勤 岩間   環 2016/10/01 編   集  

職  員 常 勤 田島 幸子 2018/09/01 会  計  
 
 
(3) 会議などに関する事項 
 
①  総会 
 
第34回定時社員総会構成（社員総数120名：定足数61名） 
 

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

第35回定時社員総会  

2020年6月22日  

議 長：浦本 直彦 会長 

出席者：97 名(現地出席 6 名，オン

ライン出席27名，書面投票64名)  

総会成立定足数：61名 

1. 2019年度事業報告書承認の件 

2. 個人会員の除名処分承認の件 

3. 2019年度決算書・監査報告書承認の件 

4. 2020年度事業計画書承認の件 

5. 2020年度収支予算書承認の件 

6. 2020年度理事・監事選任の件 

満場一致で承認 

満場一致で承認 

満場一致で承認 

満場一致で承認 

満場一致で承認 

満場一致で承認 
 
 
②  理事会 
 
第356回理事会以前の理事会構成（理事28名，監事2名，顧問4名） 
留任理事：浦本 直彦，津本 周作，市瀬)龍太郎，伊藤 孝行，植野 研，木村 昭悟，斎藤 博昭，坂本 真樹，櫻井 

祐子，堤 富士雄，吉岡 真治，吉住 貴幸 
新任理事：森川 幸治，野田 五十樹，青島 武伸，大谷 紀子，岡崎 直観，片上 大輔，來村 徳信，鯨井 俊宏，佐

久間 淳，園田 俊浩，武田 英明，谷口 恭弘，戸上 真人，細見 岳生，松下 光範，吉岡 健 
留任監事：福島 俊一  新任監事：木下 聡 
顧  問：西田 豊明，山口 高平，松原 仁，山田 誠二 
 
第357回理事会以降の理事会構成（理事29名，監事2名，顧問4名） 
留任理事：森川 幸治，野田 五十樹，青島 武伸，大谷 紀子，岡崎 直観，片上 大輔，來村 徳信，鯨井 俊宏，佐

久間 淳，園田 俊浩，武田 英明，谷口 恭弘，戸上 真人，細見 岳生，松下 光範，吉岡 健 
新任理事： 市瀬 龍太郎，片上 大輔，清田 陽司，古崎 晃司，立花 隆輝，戸田 浩之，濱崎 雅弘，春木 耕祐，福

井 健一，松尾 豊，松村 真宏，三宅 陽一郎，矢田 勝俊 
留任監事：木下 聡  新任監事：竹内 広宜 
顧  問：山口 高平，松原 仁，山田 誠二，浦本 直彦 
 

開催年月日 議  事  事  項 会議の結果 

第355回理事会  

2020年4月23日 

議 長：浦本 直彦 会長 

出席理事：27名 

（定足数：15名） 

 

 

1. 総務：第354回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人82名と法人15社の入会審議 

3. 研究会：研究会優秀賞15件の審議 

4. 編集：論文賞1件の審議 

5. 全国大会：発表表彰選考方法・OS評価委員審議 

6. 全国大会：オンライン開催準備状況 

7. 企画(国際)：isAI2020応募状況 

8. 企画(セミナー)：NeurIPS2020オンライン公開 

9. 戦略(産業界)：SIAI2020連携協定審議 

10. AIマップTF：AIマップβ2.0 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

報告 
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11. 人工知能学事典の電子出版について 

12. 広報：活動報告 

13. 表彰：功労賞2件，現場イノベーション賞3件 

14. 選挙：役員選挙結果について 

15. 事務局職員在宅勤務のための規程改訂 

16. 総務：協賛4件，協力1件の受諾審議 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第356回理事会  

2020年5月22日 

議 長：浦本 直彦 会長 

出席理事：27名 

（定足数：15名） 

 

 

1. 総務：第355回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人123名と法人16社の入会審議 

3. 編集：会誌・論文誌編集状況 

4. 研究会：Zoomアカウント契約について 

5. 全国大会：OS評価委員，2020大会準備状況 

6. 企画(セミナー)：NeurIPS2020レポーター派遣について 

7. 戦略(産業界)：SIAI2020企画について 

8. IJCAI-PRICAI：IJCAI2020の現状報告 

9. 標準化：委員追加について 

10. 広報：活動報告 

11. 総務：協賛7件の受諾審議 

12. 監査報告 

13. 第35回定時社員総会資料 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

第357回理事会 

2020年6月22日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：26名 

（定足数：15名） 

現地出席5名，遠隔出席21名 

オンライン会議システムにより，出席者の音声及び画像が即時

に他の出席者に伝わり，出席者が一堂に会するのと同等に適時

的確な意見表明が互いにできる状態になっていることが確認さ

れた． 

1. 2020年度役員構成案について 

 

 

 

 

全会一致で承認 

第358回理事会 

2020年7月22日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：29名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第356回ならびに第357回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人117名と法人19社の入会審議 

3. IJCAI-PRICAI：IJCAI2020準備状況 

4. 編集：編集状況報告 

5. 研究会：運営体制審議，合同研究会2020実施方法審議，Zoom

アカウント運用方針審議，第1種研究会資料販売・送付方

法審議 

6. 研究会：優秀賞紹介の会誌特集について 

7. 全国大会：2020大会表彰選考結果審議 

8. 全国大会：アンケート結果 

9. 全国大会：2020大会収支決算報告 

10. AIマップTF：AIマップ作製費用，今期活動 

11. 企画(セミナー)：NeurIPS2019報告会開催結果について 

12. 企画(セミナー)：IJCAI2020報告会レポーター募集について 

13. 企画(国際化)：isAI2020のオンライン開催について 

14. 戦略(産業界)：SIAI2020企画ならびに連携協定修正の審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

全会一致で承認 

 

 

報告 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

- 22 -



15. 出版：人工知能学事典の電子書籍化について 

16. 広報：活動報告 

17. 総務：顧問新任・再任・留任審議 

18. 総務：協賛8件，後援2件の受諾審議 

19. 標準化：SC42へのAIマップ提供について 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

第359回理事会 

2020年9月22日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：27名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第358回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人96名と法人4社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2020準備状況報告 

5. 研究会：ランチセミナー実施可否について審議 

6. 全国大会：2021大会オンライン開催について審議 

7. 全国大会：2022大会開催候補地審議 

8. 企画(国際化)：isAI2020参加登録費について審議 

9. 企画(セミナー)：NeurIPS2020レポーター選出結果審議 

10. 戦略(産業界)：SIAI2020準備状況報告 

11. 国際標準化：SC42からの依頼事項についての審議 

12. 広報：活動報告 

13. 広報：緊急情報告知方法について審議 

14. 総務：代議員選挙管理委員会設置について審議 

15. 総務：協賛11件，後援3件，共催1件の受諾審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第360回理事会 

2020年10月22日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：29名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第359回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人37名と法人2社の入会審議 

3. IJCAI-PRICAI：IJCAI2020状況報告 

4. AIマップTF：今期活動について 

5. 編集：編集状況報告 

6. 研究会：合同研究会2020準備状況報告 

7. 企画(セミナー)：IJCAIレポーター追加の方針について 

8. 戦略(産業界)：SIAI2020準備状況報告 

9. 戦略(産業界)：SIAI2021開催方針審議 

10. 国際標準化：SC42からの依頼対応の報告 

11. 広報：活動報告 

12. 広報：プレスリリース配信方法審議 

13. 財務：2020年予算執行状況報告 

14. 総務：2021年度役員候補者推薦委員会設置審議 

15. 総務：協賛4件，後援3件の受諾審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第361回理事会 

2020年11月21日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第360回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人15名の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2020準備状況 

5. 研究会：研究会オンサイト開催の対応について審議 

6. 戦略(産業界)：SIAI2020準備状況報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

多数決で承認 

報告 
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7. 全国大会：JSAI2021 OS応募結果報告 

8. 国際標準化： SC42からの依頼について報告 

9. 企画(国際)： isAI2020開催報告 

10. 企画(国際)：Peatixの不正アクセスについて報告 

11. 広報：活動報告 

12. 広報：プレスリリース配信方法審議 

13. 総務：学会賞選定委員会設置審議 

14. 総務：ロボット学会との共同企画 

15. 総務：協賛7件，後援2件の受諾審議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第362回理事会 

2020年12月22日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第361回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人43名と法人1社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 編集：2020年9月号特集のエンバーゴ早期解除の審議 

5. 企画(国際)：isAI2020収支報告 

6. 企画(セミナー)：レポータの解任ならびに就任の審議 

7. 戦略(産業界)：SIAI2020開催報告 

8. 全国大会：JSA2021の基調講演者・招待講演者 

9. 研究会：合同研究会2020開催報告 

10. AIマップTF：進捗報告 

11. 広報：活動報告 

12. 広報：HPデザインポリシー改訂審議 

13. 総務：学会賞規程改訂(委員数)審議 

14. 総務：2020年度永年会員申請審議 

15. 総務：2021年度実施計画策定依頼 

16. 総務：協賛3件，後援4件の受諾審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

第363回理事会 

2021年1月20日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：27名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第362回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人16名と法人2社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 戦略(産業界)：SIAI2020開催報告 

5. 戦略(次世代)：共通テスト「情報」への声明告知の審議 

6. AIマップTF：進捗状況報告と相談 

7. 研究会：合同研究会2020開催報告 

8. 広報：活動報告 

9. 広報：学会カラーについて検討方針審議 

10. 財務：予算小委員会設置審議 

11. 全国大会：JSAI2021について報告と相談 

12. 総務：2021 年度役員選挙候補者審議 

13. 総務：協賛1件，後援1件の受諾審議 

14. 総務：2021年度実施計画案審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

報告 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第364回理事会 

2021年2月18日 

1. 総務：第363回理事会議事録承認 

2. 新規入会申込：個人17名と法人5社の入会審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 
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議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：27名 

（定足数：15名） 

3. 編集：編集状況報告 

4. 編集：委員定数の規程改訂についての審議 

5. 編集：会誌執筆謝礼についての審議 

6. 研究会：各研究会2021年度計画案（第一種：審議，第二種

報告） 

7. 研究会：2021年度予算案 

8. 広報：活動報告 

9. 広報：学会カラー審議 

10. 企画(セミナー)：2021年度実施計画案変更審議 

11. 財務：予算小委員会報告 

12. 総務：2021年度代議員選挙候補者報告 

13. 総務：協賛4件・後援1件受諾審議 

14. 総務：IMIサポートレター 

報告 

改訂方針を承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

報告 

報告 

多数決で決定 

全会一致で承認 

報告 

報告 

全会一致で承認 

会長一任 

第365回理事会 

2021年3月19日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：15名） 

1. 総務：第364回理事会議事録審議 

2. 新規入会申込：個人51名と法人6社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 編集：編集委員会規程改訂審議(委員数付則) 

5. 全国大会：投稿論文の倫理規定について 

6. 全国大会：JSAI2021 大会準備状況報告 

7. 企画(国際)： isAI2021 Call for Workshop Proposal案 

8. 財務：2021年度予算案審議 

9. 研究会：合同研究会2021 準備状況報告 

10. 研究会：2021 年度予算案修正案審議 

11. 広報：活動報告 

12. 総務：2021 年度役員選挙結果審議 

13. 総務：2021 年度事業計画書現状案報告 

14. 総務：協賛4件・後援1件受諾審議 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

報告 

報告 

継続審議 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 

報告 

全会一致で承認 
 
 
③ 選考委員会 
 
・2020度功績賞・功労賞選定委員会 
 委員長：森川 幸治  幹事：園田 俊浩  副幹事：春木 耕祐 
委 員：市瀬 龍太郎，青島 武伸，大谷 紀子，岡崎 直観，片上 大輔，清田 陽司，來村 徳信，古崎 晃司，鯨

井 俊宏，佐久間 淳，篠原 靖志，武田 英明，立花 隆輝，谷口 恭弘，戸上 真人，戸田 浩之，濱崎 雅
弘，福井 健一，細見 岳生，松下 光範，松尾 豊，松村 真宏，三宅 陽一郎，矢田 勝俊，吉岡 健，木

下 聡，竹内 広宜 
 

 開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

2021年3月19日 

議 長：森川 幸治 委員長 

出席者：26名（遠隔26名） 

功績賞（被推薦者2名）ならびに功労賞（被推薦者2

名）の選定 

功績賞授賞者2名な

らびに功労賞授賞

者2名を選定 
 
・2020年度現場イノベーション賞選定委員会 
 委員長：森川 幸治  幹事：園田 俊浩  副幹事：春木 耕祐 
委 員：青島 武伸，清田 陽司，鯨井 俊宏，篠原 靖志，立花 隆輝，谷口 恭弘，戸上 真人，戸田 浩之，細見 

- 25 -



岳生，三宅 陽一郎，吉岡 健

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果

2021年3月19日 

議 長：森川 幸治 委員長

出席者：11名（遠隔11名） 

現場イノベーション賞受賞者の選定（被推薦件数3件） 金賞受賞者１件

銀賞受賞者1件 

を選定

・2021年度役員候補者推薦委員会 
委員長：野田 五十樹

委 員：森川 幸治，市瀬 龍太郎，青島 武伸，大谷 紀子，岡崎 直観，片上 大輔，清田 陽司，來村 徳信，古

崎 晃司，鯨井 俊宏，佐久間 淳，篠原 靖志，園田 俊浩，武田 英明，立花 隆輝，谷口 恭弘，戸上 真人，

戸田 浩之，濱崎 雅弘，春木 耕祐，福井 健一，細見 岳生，松下 光範，松尾 豊，松村 真宏，三宅 陽一

郎，矢田 勝俊，吉岡 健

開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果

2020年11月29日 

議 長：野田 五十樹 委員長

出席者：25名 

1. 次期会長候補者：12名 

2. 副会長候補者：5名 

優先度付け

優先度付け

2020年12月22日 

議 長：野田 五十樹 委員長

出席者：21名 

1. 監事候補者：3名 

2. 候補者選任方法

3. 企業理事候補者：6名 

4. アカデミア理事候補者＋ベンチャー理事候補者：17名 

優先度付け

承認

信任

優先度付け

④ 各種委員会

各委員会で新旧体制の変更に伴い，引継ぎを行った．

・編集委員会：

市瀬 龍太郎 委員長，清田 陽司 副委員長 ⇒ 清田 陽司 委員長，鳥海 不二夫 副委員長

・研究会運営委員会：

斎藤 博昭 委員長，櫻井 祐子 副委員長，來村 徳信 副委員長，佐久間 淳 副委員長 ⇒ 來村 徳信 委員長，

佐久間 淳 委員長，古崎 晃司 副委員長，濱崎 雅弘 副委員長

議事事項：研究会活動計画の審議，新研究会設立の提案，研究会優秀賞の選定など

・企画委員会：

堤 富士雄 委員長（セミナー），坂本 真樹 副委員長（国際化），戸上 真人 副委員長（セミナー），岡崎 直

観 副委員長（国際化）

⇒ 戸上 真人 委員長（セミナー），岡崎 直観 委員長（国際化），片上 大輔 副委員長（セミナー），矢田

勝俊 副委員長（国際化）

議事事項：セミナー・AI ツール入門の企画・実施，isAI2020 開催計画など 

・全国大会委員会：

森川 幸治 大会委員長，木村 昭悟 実行委員長，片上 大輔 プログラム委員長，細見 岳生 副実行委員長，松

下 光範 副プログラム委員長

⇒ 市瀬 龍太郎 大会委員長，細見 岳生 実行委員長，松下 光範 プログラム委員長，戸田 浩之 副実行委員

長，松村 真宏 副プログラム委員長
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  議事事項：全国大会の企画・運営など 
 
 ・広報委員会：  

  吉岡 真治 委員長，大谷 紀子 副委員長 ⇒ 大谷 紀子 委員長，福井 健一 副委員長 

  議事事項：学会ホームページでの情報発信運営，ホームページ・メーリングリストの管理・運用，マスコミ対

応など 
 
・出版委員会： 

武田 英明 委員長（留任），三宅 陽一郎 副委員長 

議事事項：出版企画について 
 
・財務委員会：  

  吉住 貴幸 委員長，青島 武伸 副委員長 ⇒ 青島 武伸 委員長，立花 隆輝 副委員長 

  議事事項：財務の健全な管理・運営を行う 
 
・総務委員会（研究集会審議委員会兼務）：  

  植野 研 副委員長，園田 俊浩 副委員長 ⇒ 園田 俊浩 副委員長，春木 耕祐 副委員長 

  議事事項：総会，理事会，事務局の運営，各委員会との連絡調整，選挙，その他 
 
 ・倫理委員会： 

  武田 英明 委員長（留任），三宅 陽一郎 副委員長，江間 有沙 副委員長 

  委 員： 服部 宏充，中川 裕志，鳥海 不二夫，佐藤 智晶，浅川 直輝，藤井 大洋 

  議事事項：人工知能の研究や技術と社会の関わりについて議論，社会への発信 
 
・標準化委員会： 

  鯨井 敏 宏 委員長（留任） 

  委 員：堤 富士雄，栗原 聡，野田 五十樹，森川 幸治 

  議事事項：人工知能関連の標準化に関するSC42との連携 
 
・戦略－対外連携委員会： 

 吉岡 健 委員長（留任），篠原 靖志 副委員長，鯨井 俊宏 副委員長 

議事事項：産業界等との連携強化を目的として委員会を設置，シンポジウム企画 
 
・戦略－次世代・国際化委員会： 

谷口 恭弘 委員長（留任），松尾 豊 副委員長 

 議事事項：会員等の国際化を目的として委員会を設置，セミナー企画 

 

(4) 許可，認可，承認，証明などに関する事項 
 

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

    
 
 
(5) 契約に関する事項 
 

契 約 年 月 日 契約事項（契約名称と相手方） 契 約 の 期 間 
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(6) 寄付金に関する事項 
 
 
 
(7) 主務官庁からの連絡事項など 
 

連 絡 年 月 日 連   絡   事   項 履  行  状  況 

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

会員種別 
本 年 度 末 

2021年3月31日 
前 年 度 末 

2020年3月31日 
増減数 摘 要 

正 会 員 4,840 4,803 37増  

学生会員 708 741 33減  

名誉会員 10 11 1減  

賛助会員(口数) 295(340) 289(335) 6増(5増)  

特殊購読会員 68 67 1増  

個人会員合計 5,548 5,544 4増  
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[付録]

定款第9条　会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会において，

　　当該会員を除名することができる．

(1) この定款その他の規則に違反したとき．

(2) この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき．

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき．

会員種別

正会員 105 44 149

学生会員 58 14 72

賛助会員 1 1 2

合　計 164 59 223

除名処分について

定款第9条に基づき，2020度末で223名を除名いたします．

会費未納期限切 宛先不明期限切 合 計

第2号議案
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貸借対照表 
2021年 3月31日現在

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科 目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金 226,027,072 190,157,374 35,869,698

未収会費 3,469,000 6,867,000 △ 3,398,000

未収金 2,208,845 2,461,480 △ 252,635

前払金 7,030,701 4,581,957 2,448,744

会費未納除却引当金 △ 2,500,000 △ 3,339,000 839,000

仮払金 0 19,100 △ 19,100

流動資産合計 236,235,618 200,747,911 35,487,707

２．固定資産

(1) 基本財産

定期預金 35,000,000 35,000,000 0

基本財産合計 35,000,000 35,000,000 0

(2) 特定資産

記念事業積立金 4,177,898 4,177,818 80

国際活動積立金 9,680,857 6,939,746 2,741,111

活性化積立金 1,538,126 1,593,797 △ 55,671

特定資産合計 15,396,881 12,711,361 2,685,520

(3) その他固定資産

電話加入権 220,584 220,584 0

郵便物受取人払後納担保金 777,000 777,000 0

入居保証金 4,344,000 4,344,000 0

その他固定資産合計 5,341,584 5,341,584 0

固定資産合計 55,738,465 53,052,945 2,685,520

資産合計 291,974,083 253,800,856 38,173,227

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金 7,603,228 7,689,957 △ 86,729

前受金 1,664,271 2,990,500 △ 1,326,229

前受会費 43,134,000 44,984,000 △ 1,850,000

職員に対する社会保険料等 524,016 478,667 45,349

誤入金・過入金等 249,280 245,280 4,000

未払法人税等 70,000 70,000 0

未払消費税等 1,263,100 524,500 738,600

流動負債合計 54,507,895 56,982,904 △ 2,475,009

負債合計 54,507,895 56,982,904 △ 2,475,009

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 237,466,188 196,817,952 40,648,236

（うち基本財産への充当額） 35,000,000( ) 35,000,000( )                 0( )

（うち特定資産への充当額） 15,396,881( ) 12,711,361( )         2,685,520( )

正味財産合計 237,466,188 196,817,952 40,648,236

第3号議案
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貸借対照表 
2021年 3月31日現在

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

負債及び正味財産合計       291,974,083       253,800,856        38,173,227
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正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

基本財産運用益             2,972[ ]             2,964[ ]                 8[ ]

基本財産受取利息             2,972             2,964                 8

特定資産運用益               204[ ]               222[ ] △             18[ ]

特定資産受取利息               204               222 △             18

受取入会金         1,063,000[ ]         1,461,000[ ] △        398,000[ ]

受取正会員入会           858,000         1,246,000 △        388,000

受取学生会員入会金           205,000           215,000 △         10,000

受取会費        79,118,666[ ]        81,788,000[ ] △      2,669,334[ ]

正会員受取会費        47,850,000        50,430,000 △      2,580,000

学生会員受取会費         2,912,000         3,408,000 △        496,000

賛助会員受取会費        27,226,666        26,960,000           266,666

特殊購読会員受取年会費         1,005,000           990,000            15,000

永年会員受取年会費           125,000                 0           125,000

事業収益        52,155,018[ ]        93,489,222[ ] △     41,334,204[ ]

論文掲載・会誌別刷料         7,019,250         8,658,418 △      1,639,168

デジタル事典印税            64,781                 0            64,781

全国大会収入        39,043,900        77,677,570 △     38,633,670

国際ＷＳ収入           278,000         1,122,000 △        844,000

研究会登録料他         1,836,500         2,516,740 △        680,240

セミナー参加料                 0           654,000 △        654,000

ＡＩツール参加料                 0           214,000 △        214,000

会誌等頒布代         2,515,500         2,576,576 △         61,076

出版物印税            15,087            69,918 △         54,831

前期損益修正 △         50,000                 0 △         50,000

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         1,432,000                 0         1,432,000

雑収益         7,859,174[ ]         8,259,021[ ] △        399,847[ ]

会誌広告料         7,597,845         5,514,910         2,082,935

受取利息             1,510             1,172               338

コピーライト           162,797           536,733 △        373,936

会誌カタログ同封                 0           226,800 △        226,800

就職情報料                 0         1,874,480 △      1,874,480

郵送料他            30,870            23,090             7,780

その他            66,152            81,836 △         15,684

会費未納除却引当金戻し入れ額         3,339,000[ ]         2,500,000[ ]           839,000[ ]

経常収益計       143,538,034       187,500,429 △     43,962,395

(2) 経常費用

事業費        70,214,506[ ]       128,213,522[ ] △     57,999,016[ ]

会誌印刷費        17,194,370        19,257,541 △      2,063,171

論文掲載・会誌別刷印刷費            94,600           188,180 △         93,580

会誌郵送費等発行諸経費         7,723,523         7,702,290            21,233
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正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

論文査読経費           675,227           553,096           122,131

全国大会開催費        23,961,289        66,756,319 △     42,795,030

国際ＷＳ開催費           183,039         1,132,544 △        949,505

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         1,140,416                 0         1,140,416

セミナー開催費           513,762         3,908,347 △      3,394,585

研究会開催費         1,771,621         4,174,572 △      2,402,951

ＡＩツール開催費                 0            71,790 △         71,790

広報活動費         2,852,761         5,935,636 △      3,082,875

倫理委員会活動費           159,109           290,525 △        131,416

表彰費           157,776           139,376            18,400

活性化活動費用            55,685           397,713 △        342,028

ＡＩマップ作成費用           660,100           511,904           148,196

給料・手当         9,328,314        10,936,850 △      1,608,536

法定福利費         1,310,814         1,346,285 △         35,471

国際活動費用           164,000         2,987,354 △      2,823,354

消費税         2,198,100         1,853,200           344,900

法人税            70,000            70,000                 0

管理費        24,150,292[ ]        24,675,361[ ] △        525,069[ ]

家賃         2,407,548         2,205,517           202,031

共益費           193,248           191,783             1,465

光熱費           139,984           152,259 △         12,275

リース料・保守・修理費           435,020           357,444            77,576

消耗什器備品費           154,132                 0           154,132

会議費                 0           379,800 △        379,800

総会費用           200,290           330,858 △        130,568

旅費交通費             5,544            61,920 △         56,376

通信費         2,311,235         1,525,167           786,068

印刷費         1,765,715           541,854         1,223,861

消耗品費           539,228           715,057 △        175,829

給料・手当         7,775,168         9,298,520 △      1,523,352

支払報酬料            63,800            56,570             7,230

法定福利費         1,098,774         1,128,502 △         29,728

資料購入費            58,800            58,800                 0

研修費                 0            11,880 △         11,880

諸会費            98,788            88,764            10,024

ＯＡ維持費           610,526           578,014            32,512

会費引落経費           150,810           152,928 △          2,118

支払手数料           147,434         1,258,110 △      1,110,676

雑費            71,902           111,582 △         39,680

外為手数料            31,000                 0            31,000

公認会計士費用           550,000           545,000             5,000

会員管理委託費用         5,330,416         4,925,032           405,384

租税公課            10,930                 0            10,930

- 34 -



正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

会費等未納除却費用         8,525,000[ ]         6,678,000[ ]         1,847,000[ ]

会費未納除却支出         6,025,000         3,339,000         2,686,000

会費未納除却引当金繰入         2,500,000         3,339,000 △        839,000

経常費用計       102,889,798       159,566,883 △     56,677,085

評価損益等調整前当期経常増減額        40,648,236        27,933,546        12,714,690

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額        40,648,236        27,933,546        12,714,690

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

当期一般正味財産増減額        40,648,236        27,933,546        12,714,690

一般正味財産期首残高       196,817,952       168,884,406        27,933,546

一般正味財産期末残高       237,466,188       196,817,952        40,648,236

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高       237,466,188       196,817,952        40,648,236
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予算対比正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

基本財産運用益             2,964[ ]             2,972[ ] △              8[ ]

基本財産受取利息             2,964             2,972 △              8

特定資産運用益               300[ ]               204[ ]                96[ ]

特定資産受取利息               300               204                96

受取入会金         1,400,000[ ]         1,063,000[ ]           337,000[ ]

受取正会員入会         1,200,000           858,000           342,000

受取学生会員入会金           200,000           205,000 △          5,000

受取会費        78,490,000[ ]        79,118,666[ ] △        628,666[ ]

正会員受取会費        46,500,000        47,850,000 △      1,350,000

学生会員受取会費         3,120,000         2,912,000           208,000

賛助会員受取会費        28,000,000        27,226,666           773,334

特殊購読会員受取年会費           870,000         1,005,000 △        135,000

永年会員受取年会費                 0           125,000 △        125,000

事業収益        87,220,000[ ]        52,155,018[ ]        35,064,982[ ]

論文掲載・会誌別刷料         5,500,000         7,019,250 △      1,519,250

事典印税           200,000                 0           200,000

デジタル事典印税                 0            64,781 △         64,781

全国大会収入        64,070,000        39,043,900        25,026,100

国際ＷＳ収入         2,715,000           278,000         2,437,000

研究会登録料他         2,460,000         1,836,500           623,500

セミナー参加料         4,990,000                 0         4,990,000

ＡＩツール参加料           160,000                 0           160,000

会誌等頒布代         2,560,000         2,515,500            44,500

出版物印税           100,000            15,087            84,913

前期損益修正                 0 △         50,000            50,000

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         4,465,000         1,432,000         3,033,000

雑収益         6,195,400[ ]         7,859,174[ ] △      1,663,774[ ]

会誌広告料         5,400,000         7,597,845 △      2,197,845

受取利息               400             1,510 △          1,110

コピーライト           125,000           162,797 △         37,797

会誌カタログ同封           600,000                 0           600,000

郵送料他                 0            30,870 △         30,870

その他            70,000            66,152             3,848

会費未納除却引当金戻し入れ額                 0[ ]         3,339,000[ ] △      3,339,000[ ]

経常収益計       173,308,664       143,538,034        29,770,630

(2) 経常費用

事業費       125,691,914[ ]        70,214,506[ ]        55,477,408[ ]

会誌印刷費        18,200,000        17,194,370         1,005,630

論文掲載・会誌別刷印刷費           200,000            94,600           105,400

会誌郵送費等発行諸経費         9,124,000         7,723,523         1,400,477
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予算対比正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

論文査読経費           650,000           675,227 △         25,227

全国大会開催費        58,529,743        23,961,289        34,568,454

国際ＷＳ開催費         2,051,525           183,039         1,868,486

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         4,785,000         1,140,416         3,644,584

セミナー開催費         4,200,000           513,762         3,686,238

研究会開催費         2,864,770         1,771,621         1,093,149

ＡＩツール開催費           560,000                 0           560,000

広報活動費         2,754,578         2,852,761 △         98,183

倫理委員会活動費         1,020,000           159,109           860,891

表彰費           200,000           157,776            42,224

活性化活動費用           300,000            55,685           244,315

ＡＩマップ作成費用           550,000           660,100 △        110,100

給料・手当        12,271,504         9,328,314         2,943,190

法定福利費         1,710,794         1,310,814           399,980

国際活動費用         3,650,000           164,000         3,486,000

消費税         2,000,000         2,198,100 △        198,100

法人税            70,000            70,000                 0

管理費        24,554,894[ ]        24,150,292[ ]           404,602[ ]

家賃         2,407,548         2,407,548                 0

共益費           193,248           193,248                 0

光熱費           165,000           139,984            25,016

リース料・保守・修理費           285,300           435,020 △        149,720

消耗什器備品費           100,000           154,132 △         54,132

会議費           581,000                 0           581,000

総会費用           321,000           200,290           120,710

旅費交通費            60,000             5,544            54,456

通信費         2,386,860         2,311,235            75,625

印刷費         1,885,000         1,765,715           119,285

消耗品費           583,000           539,228            43,772

給料・手当         7,545,856         7,775,168 △        229,312

支払報酬料            57,000            63,800 △          6,800

法定福利費         1,136,497         1,098,774            37,723

資料購入費            68,800            58,800            10,000

研修費            20,000                 0            20,000

諸会費            90,000            98,788 △          8,788

ＯＡ維持費           600,000           610,526 △         10,526

福利厚生費            20,000                 0            20,000

会費引落経費           170,000           150,810            19,190

支払手数料           330,000           147,434           182,566

雑費           101,785            71,902            29,883

外為手数料             8,000            31,000 △         23,000

公認会計士費用           550,000           550,000                 0

会員管理委託費用         4,889,000         5,330,416 △        441,416

- 37 -



予算対比正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

租税公課                 0            10,930 △         10,930

会費等未納除却費用         2,500,000[ ]         8,525,000[ ] △      6,025,000[ ]

会費未納除却支出         2,500,000         6,025,000 △      3,525,000

会費未納除却引当金繰入                 0         2,500,000 △      2,500,000

経常費用計       152,746,808       102,889,798        49,857,010

評価損益等調整前当期経常増減額        20,561,856        40,648,236 △     20,086,380

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額        20,561,856        40,648,236 △     20,086,380

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

当期一般正味財産増減額        20,561,856        40,648,236 △     20,086,380

一般正味財産期首残高       121,051,459       196,817,952 △     75,766,493

一般正味財産期末残高       141,613,315       237,466,188 △     95,852,873

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高       141,613,315       237,466,188 △     95,852,873
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収支計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

Ⅰ  事業活動収支の部

１．事業活動収入

基本財産運用収入             2,964[ ]             2,972[ ] △              8[ ]

基本財産利息収入             2,964             2,972 △              8

特定資産運用収入               300[ ]               204[ ]                96[ ]

特定資産利息収入               300               204                96

入会金収入         1,400,000[ ]         1,063,000[ ]           337,000[ ]

正会員入会金収入         1,200,000           858,000           342,000

学生会員入会金収入           200,000           205,000 △          5,000

会費収入        78,490,000[ ]        79,118,666[ ] △        628,666[ ]

正会員年会費収入        46,500,000        47,850,000 △      1,350,000

学生会員年会費収入         3,120,000         2,912,000           208,000

賛助会員年会費収入        28,000,000        27,226,666           773,334

特殊購読会員年会費収入           870,000         1,005,000 △        135,000

永年会員年会費収入                 0           125,000 △        125,000

事業収入        87,220,000[ ]        52,155,018[ ]        35,064,982[ ]

論文掲載・会誌別刷料         5,500,000         7,019,250 △      1,519,250

事典印税           200,000                 0           200,000

デジタル事典印税                 0            64,781 △         64,781

全国大会収入        64,070,000        39,043,900        25,026,100

国際ＷＳ収入         2,715,000           278,000         2,437,000

研究会登録料他         2,460,000         1,836,500           623,500

セミナー参加費         4,990,000                 0         4,990,000

ＡＩツール参加費           160,000                 0           160,000

会誌等頒布代         2,560,000         2,515,500            44,500

出版物印税           100,000            15,087            84,913

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         4,465,000         1,432,000         3,033,000

前期損益修正                 0 △         50,000            50,000

雑収入         6,195,400[ ]         7,859,174[ ] △      1,663,774[ ]

会誌カタログ同封           600,000                 0           600,000

会誌広告料         5,400,000         7,597,845 △      2,197,845

受取利息収入               400             1,510 △          1,110

コピーライト           125,000           162,797 △         37,797

郵送料他                 0            30,870 △         30,870

その他            70,000            66,152             3,848

事業活動収入計       173,308,664       140,199,034        33,109,630

２．事業活動支出

事業費支出       125,691,914[ ]        73,270,711[ ]        52,421,203[ ]

会誌印刷費支出        18,200,000        17,194,370         1,005,630

論文掲載・会誌別刷印刷費支出           200,000            94,600           105,400

会誌郵送費等発行諸経費支出         9,124,000         7,723,523         1,400,477

会誌論文査読支出           650,000           675,227 △         25,227

全国大会開催費支出        58,529,743        23,961,289        34,568,454
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収支計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

国際ＷＳ開催費支出         2,051,525           183,039         1,868,486

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         4,785,000         1,140,416         3,644,584

給料・手当支出        12,271,504         9,328,314         2,943,190

法定福利費支出         1,710,794         1,310,814           399,980

セミナー開催費支出         4,200,000           513,762         3,686,238

研究会開催費支出         2,864,770         1,771,621         1,093,149

ＡＩツール開催費支出           560,000                 0           560,000

広報活動費支出         2,754,578         2,852,761 △         98,183

倫理委員会活動支出         1,020,000           159,109           860,891

ＡＩマップ作成支出           550,000           660,100 △        110,100

表彰費支出           200,000           157,776            42,224

活性化活動支出           300,000            55,699           244,301

記念事業活動費支出                 0                80 △             80

国際活動費支出         3,650,000         3,220,111           429,889

消費税支出         2,000,000         2,198,100 △        198,100

法人税支出            70,000            70,000                 0

管理費支出        24,554,894[ ]        24,119,292[ ]           435,602[ ]

家賃支出         2,407,548         2,407,548                 0

共益費支出           193,248           193,248                 0

光熱費支出           165,000           139,984            25,016

リース・保守・修理支出           285,300           435,020 △        149,720

消耗什器備品費支出           100,000           154,132 △         54,132

会議費支出           581,000                 0           581,000

総会費用支出           321,000           200,290           120,710

旅費交通費支出            60,000             5,544            54,456

通信費支出         2,386,860         2,311,235            75,625

印刷費支出         1,885,000         1,765,715           119,285

消耗品支出           583,000           539,228            43,772

給料・手当支出         7,545,856         7,775,168 △        229,312

支払報酬料            57,000            63,800 △          6,800

法定福利費支出         1,136,497         1,098,774            37,723

資料購入費支出            68,800            58,800            10,000

研修費支出            20,000                 0            20,000

諸会費支出            90,000            98,788 △          8,788

ＯＡ維持費支出           600,000           610,526 △         10,526

福利厚生費支出            20,000                 0            20,000

会費引落経費支出           170,000           150,810            19,190

支払手数料支出           330,000           147,434           182,566

租税公課                 0            10,930 △         10,930

雑費支出           101,785            71,902            29,883

外為手数料支出             8,000                 0             8,000

公認会計士費用支出           550,000           550,000                 0

会員管理委託費用支出         4,889,000         5,330,416 △        441,416
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収支計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

会費等未納除却支出         2,500,000[ ]         6,025,000[ ] △      3,525,000[ ]

会費未納除却支出         2,500,000         6,025,000 △      3,525,000

事業活動支出計       152,746,808       103,415,003        49,331,805

事業活動収支差額        20,561,856        36,784,031 △     16,222,175

Ⅱ  投資活動収支の部

１．投資活動収入

特定資産取崩収入         4,200,000[ ]           339,685[ ]         3,860,315[ ]

国際活動積立金取崩収入         3,650,000           284,000         3,366,000

活性化積立金取崩収入           550,000            55,685           494,315

投資活動収入計         4,200,000           339,685         3,860,315

２．投資活動支出

投資活動支出計                 0                 0                 0

投資活動収支差額         4,200,000           339,685         3,860,315

Ⅲ  財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入計                 0                 0                 0

２．財務活動支出

財務活動支出計                 0                 0                 0

財務活動収支差額                 0                 0                 0

Ⅳ  予備費支出                 0                 0

当期収支差額        24,761,856        37,123,716 △     12,361,860

前期繰越収支差額        71,373,006       147,104,007 △     75,731,001

次期繰越収支差額        96,134,862       184,227,723 △     88,092,861
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財産目録
2021年 3月31日現在

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)

現金 手元保管 運転資金として           171,468

預金 普通預金       171,838,132

  みずほ飯田橋会長口        85,803,655

  座

  みずほ飯田橋事務局        52,262,658

  長口座

  みずほ飯田橋会長口        31,653,997

  座

  三菱UFJ神楽坂         1,336,792

  三井住友銀行飯田橋           781,030

  支店

定期預金         2,259,350

  三菱東京UFJ神楽坂         2,259,350

総合貯金        16,510,557

振替貯金        29,590,413

  会長口座        29,590,413

預け金         5,657,152

  会費預け金         5,657,152

未収会費         3,469,000

  正会員年会費         2,800,000

  学生会員年会費           464,000

  賛助会員年会費           160,000

  特殊購読会員年会            45,000

  費

未収金         2,208,845

  会誌広告料         1,196,030

  研究会登録料            80,000

  研究会別刷料             6,000

  研究会当日資料収            42,775

  入

  会誌など頒布代           524,040

  会誌掲載料           360,000

前払金         7,030,701

  全国大会開催費         6,359,976

  AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ            88,000

  広報活動費           494,725

  研究会開催費            88,000

会費未納除却引当金 △      2,500,000

  流動資産合計       236,235,618

(固定資産)

  基本財産

定期預金        35,000,000
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財産目録
2021年 3月31日現在

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

  みずほ飯田橋        35,000,000

  特定資産

記念事業積立金         4,177,898

  三菱東京UFJ神楽         3,150,988

  坂普通預金

  三菱東京UFJ神楽         1,026,910

  坂定期

国際活動積立金         9,680,857

  みずほ飯田橋普通         2,211,170

  三菱東京UFJ神楽         1,000,000

  坂定期

  三井住友飯田橋普         2,688,655

  通

  三菱東京UFJ神楽         3,781,032

  坂普通

活性化積立金         1,538,126

  三菱東京UFJ神楽         1,538,126

  坂普通

  その他固定資産

電話加入権           220,584

郵便物受取人払後納           777,000

担保金

入居保証金         4,344,000

  固定資産合計        55,738,465

    資産合計       291,974,083

(流動負債)

未払金         7,603,228

  会誌郵送費等発行           655,772

  諸経費

  研究会開催費           611,834

  広報活動費           454,119

  通信・郵送費           614,375

  印刷費         3,830,012

  消耗品費           108,800

  ＯＡ維持費            13,596

  会員管理委託費         1,314,720

前受金         1,664,271

  研究会登録料           200,000

  全国大会その他         1,453,771

  郵送料他            10,500

前受会費        43,134,000

  正会員入会金           106,000

  学生会員入会金            46,000
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財産目録
2021年 3月31日現在

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

  正会員年会費        21,942,000

  学生会員年会費         1,140,000

  賛助会員年会費        19,280,000

  特殊購読年会費           570,000

  永年会員年会費            50,000

職員に対する社会保           524,016

険料等

  社会保険料            51,316

  所得税           199,900

  住民税           272,800

誤入金・過入金等           249,280

未払法人税等            70,000

未払消費税等         1,263,100

  流動負債合計        54,507,895

    負債合計        54,507,895

    正味財産       237,466,188
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財務諸表に対する注記

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ　平成16年10月14日）を採用している。

(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（単位：円）

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

基本財産 定          期           預           金 35,000,000 0 0 35,000,000

基本財産合計 35,000,000 0 0 35,000,000

特定資産 記    念    事     業     積    立    金 4,177,818 80 0 4,177,898

国    際    活     動     積    立    金 6,939,746 3,056,111 315,000 9,680,857

活     性      化      積      立     金 1,593,797 14 55,685 1,538,126

特定資産合計 12,711,361 3,056,205 370,685 15,396,881

３.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

    基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

(うち指定正味財産(うち一般正味財産 (うち負債に

からの充当額) からの充当額) 対応する額)

基本財産

  定          期           預           金 35,000,000 (0) (35,000,000) (0)

   小      計 35,000,000 (0) (35,000,000) (0)

特定資産

  記    念    事     業     積    立    金 4,177,898 (0) (4,177,898) (0)

  国    際    活     動     積    立    金 9,680,857 (0) (9,680,857) (0)

  活     性      化      積      立     金 1,538,126 (0) (1,538,126) (0)

　小      計 15,396,881 (0) (15,396,881) (0)

　合      計 50,396,881 (0) (50,396,881) (0)

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

    基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科      目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

  定          期           預           金 35,000,000 0 0 35,000,000

　小　　　計 35,000,000 0 0 35,000,000

特定資産

  記    念    事     業     積    立    金 4,177,818 80 0 4,177,898

  国    際    活     動     積    立    金 6,939,746 3,056,111 315,000 9,680,857

  活     性      化      積      立     金 1,593,797 14 55,685 1,538,126

　小　　　計 12,711,361 3,056,205 370,685 15,396,881

　合　　　計 47,711,361 3,056,205 370,685 50,396,881

1.重要な会計方針

２．基本財産及び特定資産の明細
    基本財産及び特定資産の明細は、次のとおりである。

科      当期末残高
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2021 年度事業計画書 

一般社団法人人工知能学会の定款第 2 章に定められた目的及び事業に沿って，以下の事業を実施する．  

1. 学術集会，学術講演会，講習会等の開催（定款 4 条 1 号）

全国大会は 2021 年 6 月 8 日(火)～6 月 11 日(金)の 4 日間，オンライン形式で開催する．国際シンポ

ジウム JSAI-isAI2021 は，2021 年 11 月 13 日(土)～15 日(月)の 3 日間，慶應義塾大学・日吉キャン

パスにおいて，現地参加とオンライン参加が可能なハイブリッド形式で開催する．合同研究会 2021
は 2021 年 11 月後半においてオンライン形式および一部ハイブリッド形式で開催する．産業界と学術

界との交流を目的としたインダストリアル AI シンポジウム SIAI2021 を 2021 年 12 月 9 日(木)～10
日(金)の 2 日間，名古屋市デザインホールにてハイブリッド形式で開催する． 

2. 学会誌，論文誌その他の刊行物の発行（定款 4 条 2 号）

学会誌「人工知能」は，引き続き本年度も魅力ある雑誌作りを目指して，タイムリーな特集記事や

ホットなテーマの解説などで内容の充実をはかるとともに，Kindle 版の販売に注力する．一方，論文

誌は，論文特集を積極的に企画して投稿論文の増加をはかる．

セミナーは 5 回の開催を予定しており，うち 2 回については，人工知能に関する国際会議の参加レ

ポートを行う AI トップカンファレンス報告会を開催する（IJCAI2021，NeurIPS2021）．他に，学

生を対象とした研究所紹介のセミナー等を開催する．いずれもオンライン形式での開催を予定してい

る．

3. 研究の奨励及び研究業績の表彰（定款 4 条 3 号）

本年度は業績賞，功労賞，現場イノベーション賞，論文賞，研究会優秀賞，全国大会優秀賞を贈呈

し，人工知能に関する学術およびその応用研究に対する一層の発展を奨励する．

4. 研究及び調査（定款 4 条 4 号）

研究会は，通常の単独開催のほかに，全国大会でのオーガナイズドセッションの開催，他学会の研

究会との同時開催や連続開催を企画して学会活動の活性化・多様化をはかる．

また本年度も合同研究会 2021 を開催し，研究会間の交流をはかる． 
5. 国内外の関連学術団体との連絡及び協力（定款 4 条 5 号）

関連団体の開催する各種イベントなどを共催・協賛・後援することにより学会活動の活性化と多様

化を推進する．

6. その他，本法人の目的を達成するために必要な事業（定款４条 6 号）

ホームページとメーリングリストを介した広報活動を通して新規入会者の勧誘を促進する．

(1) 学術集会，学術講演会，講習会等の開催（定款 4 条 1 号）

① 第 35 回全国大会 JSAI2021

以下の通り COVID-19 感染症拡大防止のため，現地開催ではなくオンライン開催を予定している．

・日 時：2021 年 6 月 8 日(火)～11 日(金)

・場 所：オンライン開催

・組 織：大会委員長 市瀬 龍太郎（国立情報学研究所）

大会副委員長（実行委員長） 細見 岳生（NEC） 
大会副委員長（プログラム委員長） 松下 光範（関西大学）

実行副委員長 戸田 浩之（NTT） 
プログラム副委員長 松村 真宏（大阪大学）

プログラム委員長補佐 西原 陽子 (立命館大学) 

委員：原田 智広，吉田 諭史，笹嶋 宗彦，砂川 英一，光田 航，アンドラーデ ダ
ニエル，岩城 諒，中口 悠輝，大岩 秀和，西林 孝，竹内 孝，堤田 恭太，

佐村 俊和，東本 崇仁，柿崎 和也，藤井 慶輔，山田 雅敏，長谷川 大，成

田 和弥，落合 純一，江原 遥，小川 祐樹，大歳 達也，田中 駿，岡田 雅

第4号議案
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司，馬緤 美穂，太田 光一，吉川 友也，櫻井 祐子，平 博順，東藤 大樹，

鈴木 雅大，古池 謙人，布施 陽太郎，高間 康史，片上 大輔，打矢 隆弘，

阿部 明典，矢田 勝俊，ジェプカ ラファウ，平岡 敏洋，鹿島 久嗣，村田

忠彦，何 宜欣，陳 履恒 
 
 ・基調講演：｢社会と人工知能」 野田 五十樹（産業技術総合研究所） 
 
 ・招待講演：「コロナ禍の計算社会科学」 鳥海 不二夫（東京大学） 
 
 ・招待講演：「When AI Meets the Oldest Engineering Disciplines」 
   Renate Fruchter（Stanford University） 
 
 ・チュートリアル（6 件） 
 「コンテンツ指向と AI」 

井手 一郎（名古屋大学），清田 陽司（LIFULL），山西 良典（関西大学）  
 「DX の実際～DX の正しい理解と普及を目指して」 

笹嶋 宗彦（兵庫県立大学），大田幸正（伊丹市） 
 「Web・ソーシャルメディアを用いた社会・心理分析 ～課題設定からデータ収集・分析まで～」 

土方 嘉徳（関西学院大学），吉田 光男（豊橋技術科学大学） 
 「思考経験のデザインとラーニングアナリティックス」                 平嶋 宗（広島大学） 
 「農業と AI 〜農業研究の面白さと難しさ〜」                      小林 一樹（信州大学）， 

武田 英明（国立情報学研究所），竹崎 あかね（農業・食品産業技術総合研究機構） 
 「ロボティクスと人工知能 ～知能システム学的視点～」         長井 隆行 氏（大阪大学）， 

原田 研介 氏（大阪大学），石黒 浩 氏（大阪大学），細田 耕 氏（大阪大学） 
 
 ・企画セッション（12 件） 
 「裁判過程における人工知能による高次推論支援」 
  オーガナイザ：佐藤 健（国立情報学研究所），新田 克己（国立情報学研究所）  
 「共生インタラクションと IoT が拓く Society5.0」 
  オーガナイザ：栗原 聡（慶應義塾大学），間瀬 健二（名古屋大学）， 

徳田 英幸（情報通信研究機構）  
 「量子×AI ～量子で加速する AI と、AI で加速する量子～」 
  オーガナイザ：嶋田 義皓（科学技術振興機構），福島 俊一（科学技術振興機構）  
 「人工知能と数学-数学の強み-」 
  オーガナイザ：高島 洋典（科学技術振興機構），吉脇 理雄（科学技術振興機構）， 

若山 正人（科学技術振興機構）  
 「社会感情的インタラクションの測定、訓練、療育方法」 
  オーガナイザ：田中 宏季（奈良先端科学技術大学院大学）， 

中村 哲（奈良先端科学技術大学院大学）， 
工藤 喬（大阪大学），岩坂 英巳（奈良県立医科大学）  

 「人工知能学会 タウンホールミーティング」 
オーガナイザ：野田 五十樹（産業技術総合研究所），森川 幸治（Connect）， 

市瀬 龍太郎（国立情報学研究所），園田 俊浩（富士通研究所）  
 「AI マップβ3.0 に向けて」 
  オーガナイザ：谷口 恭弘（本田技術研究所），松尾 豊（東京大学）， 

森川 幸冶（Connect），市瀬 龍太郎（国立情報学研究所）， 
戸上 真人（LINE），植野 研（東芝）  

 「いよいよ公開が始まった AI 関連標準仕様を理解する」 
  オーガナイザ：杉村 領一（産業技術総合研究所），江川 尚志（NEC）， 

坂本 静生（NEC），丸山 文宏（産業技術総合研究所）， 
榎本 義彦（IBM），細川 宣啓（IBM），鄭 育昌（富士通研究所）， 

平田 雄一（北海道大学），鯨井 俊宏（日立製作所）  
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 「住宅ストックの価値向上に AI はどう役立つか？」 
  オーガナイザ：清田 陽司（LIFULL），山崎 俊彦（東京大学）， 

清水 千弘（東京大学），諏訪 博彦（奈良先端科学技術大学院大学）， 
橋本 武彦（GA technologies）  

 「忘却する Web にむけた学際的アプローチ ―個人・社会・技術が調和する未来へむけて―」 
  オーガナイザ：森田 純哉（静岡大学），山本 祐輔（静岡大学）， 

遊橋 裕泰（静岡大学），高口 鉄平（静岡大学）  
 「社会が望む AI のかたち - サステナブルな AI 社会を目指して -」 
  オーガナイザ：武田 英明（国立情報学研究所），江間 有沙（東京大学）  
 「言語的配慮（ポライトネス）と対話システム研究」 
  オーガナイザ：片上 大輔（東京工芸大学），東中 竜一郎（名古屋大学） 
  
 ・学生企画「観点に基づく研究のデザイン～主観から客観へ～」 
  柏原 昭博（電気通信大学），大澤 博隆（筑波大学) 
 
 ・インダストリアルセッション 24 社（ロング 16 社，ショート 8 社，      

4 セッション） 
・ランチョンセミナー 7 社（8 枠） 
・ナイトセッション 1 社 
・オンライン展示 34 ブース 
・スポンサー（プラチナ 31 社，ゴールド 11 社，シルバー8 社） 
・メディア協賛 1 社 

 
   ・発表予定件数合計                          528 件 

   国際セッション        57 件（13 セッション） 

   一般セッション       316 件（64 セッション） 

   オーガナイズドセッション     111 件（28 セッション） 

   インタラクティブ      44 件（2 セッション） 

 
 
 ② 2022，2023 年全国大会に向けた準備 
 

2022 年全国大会： 

体制：森田 千絵 大会委員長（東芝），戸田 浩之 実行委員長（NTT）， 

松村 真宏 プログラム委員長（大阪大学） 

2022 年 6 月 14 日(火)～17 日(金)，京都国際会館において開催を予定．全国大会実施に向けて，オー

ガナイズドセッション募集，論文募集，基調講演や招待講演，特別講演等の企画立案，スポ

ンサー募集，聴講参加募集等を進める． 
 

2023 年全国大会： 

体制：次期実行委員長，次期プログラム委員長 

2023 年全国大会実施に向けて，開催地候補を策定し決定する． 
  
③ 第 13回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2021） 

 
・日 時：2021 年 11 月 13 日(土)～15 日(月) 

 
・場 所：慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎 ならびにオンライン 

 
・組 織：企画委員会（国際化）：矢田 勝俊 委員長（関西大学），副委員長（新任担当理事） 
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・構 成：5 ワークショップ構成 
 

WS1: Kansei and artificial intelligence 
      Expected number of papers: 10 
      Expected number of attendees: 20 

WS2: 5th International Workshop on Scientific Document Analysis (SIGDOCA2021) 
      Expected number of papers: 20 
      Expected number of attendees: 50 

 
WS3: Logic and Engineering of Natural Language Semantics 18 (LENLS18) 

      Expected number of papers: 25 
      Expected number of attendees: 60 

 
WS4: 15th International Workshop on Juris-informatics (JURISIN2021) 

      Expected number of papers: 15 
      Expected number of attendees: 50 

 
WS5: Artificial Intelligence of and for Business 2021 (AI-Biz 2021) 

      Expected number of papers: 10 
      Expected number of attendees: 30 

    
 セミナー・入門講座の開催 

 
 企画委員会（セミナー）：戸上 真人 委員長（LINE），片上 大輔 副委員長（東京工芸大学） 

   委員：山根 昇平（富士通研究所），宮村 祐一（トーマツ），榊 剛史（ホットリンク），古崎 晃
司（大阪電気通信大学），砂山 渡（滋賀県立大学）， Shao Yang（日立製作所），是枝 祐太

（日立製作所），戸田 貴久（電気通信大学），岡本 洋（東京大学），三浦 輝久（電力中央研

究所），堤 富士雄（電力中央研究所），福馬 智生（TDAI Lab） 
  

(1) 第 80 回人工知能セミナー 
期 日：2021 年 4 月 
テーマ：企業研究所紹介 
場 所：オンライン 

 
(2) 第 81 回人工知能セミナー 

期 日：2021 年 6 月 
テーマ：機械学習・強化学習など 
場 所：オンライン 

 
(3) 第 82 回人工知能セミナー 

期 日：2021 年 10 月 
テーマ：AI トレンド・トップカンファレンス報告会（IJCAI） 
場 所：オンライン 

 
 (3) 第 83 回人工知能セミナー 

期 日：2021 年 12 月 
テーマ：研究室・研究所紹介 
場 所：オンライン 

 
 (4) 第 84 回人工知能セミナー 

期 日：2022 年 3 月 
テーマ：AI トレンドトップカンファレンス報告会（NeurIPS） 
場 所：オンライン 

   
 AI インダストリアルシンポジウム（SIAI2021）の開催 
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戦略委員会（産業界） 
吉岡 健 委員長（富士フイルム）→篠原 靖志 理事（電力中央研究所）， 
篠原 靖志 副委員長→次期担当理事 
加藤 昇平 プログラム委員長（名工大） 
委員：鯨井 俊宏（日立製作所）），他 
会期：2021 年 12 月 9 日（木）～10 日（金） 
会場：名古屋デザインホールならびにオンラインのハイブリッド形式 
基調講演，招待講演，チュートリアル，市民講座などを企画 

   
(2) 学会誌，論文誌，その他の刊行物の発行（定款 4 条 2 号） 
 
① 人工知能学会誌・論文誌：編集委員会 

編集委員長：編集委員長：清田 陽司（LIFULL），副編集委員長：鳥海 不二夫（東京大学） 
シニア委員：和泉 潔（東京大学），大原 剛三（青山学院大学），小野田 崇（青山学院大学），平 

博順（大阪工業大学），相澤 彰子（国立情報学研究所），折原 良平（キオクシア），

大澤 博隆（筑波大学），三宅 陽一郎（スクウェア・エニックス） 
正規委員：臼井 翔平（Sansan），佐藤 敏紀（LINE），込山 悠介（国立情報学研究所），北岡 伸

也（ドワンゴ），岡田 将吾（北陸先端科学技術大学院大学），寺田 和憲（岐阜大学），

芦川 将之（東芝），折田 奈甫（早稲田大学），櫻井 翔（電気通信大学），吉川 友也

（千葉工業大学），岡 瑞起（筑波大学），児玉 謙太郎（東京都立大学），山本 泰生

（静岡大学），高野 雅典（サイバーエージェント），田和辻 可昌（早稲田大学），江

間 有沙（東京大学），櫻井 祐子（産業技術総合研究所），牛久 祥孝（オムロン サイ

ニックエックス），梶野 洸（IBM），狩野 芳伸（静岡大学），小林 靖明（京都大学），

鹿内 学（シンギュレイト），松原 崇（大阪大学），村田 真悟（慶應義塾大学），宮

本 道人（筑波大学），井上 昂治（京都大学），大向 一輝（東京大学），甲野 佑（DeNA），

榊 剛史（ホットリンク），杉山 麿人（国立情報学研究所），東本 崇仁（東京工芸大

学），松林 達史（ALBERT），吉田 香（九州工業大学） 
学生委員： 佐久間 洋司（大阪大学），西村 優佑（大阪大学），吉添 衛（立命館大学），黒田 勇

幹（電気通信大学），藤堂 健世（東工大），松嶋 達也（東京大学），津村 賢宏（総

研大），福島 康太郎（千葉大学） 
 

発行年月日 備     考 

2021 年 5 月 1 日 
Vol. 36，No. 3 

発行部数： 6,600 
ページ数： 150 

巻頭言：片上大輔理事，特集：ファイナンスにおける人工知能応用，特集：編

集委員からの抱負と提言 2021，レクチャーシリーズ：「AI 哲学マップ」（2），
アーティクル：表紙解説 

2021 年 7 月 1 日 
Vol. 36，No. 4 

発行部数： 6,600 
ページ数： 150 

巻頭言：森川幸治副会長，特集：離散構造と機械学習（仮），小特集（仮）：

オンラインにおけるインタラクション，レクチャーシリーズ：「AI 哲学マッ

プ」（3），アーティクル：表紙解説 

2021 年 9 月 1 日 
Vol. 36，No. 5 

発行部数： 6,600 
ページ数： 150 

巻頭言：松下光範理事，特集：ムーンショット目標における AI 技術の活用点

と課題（仮）（テーマ 1：ムーンショット目標における AI 技術活用のための

アバター社会倫理），特集：JSAI2021 大会特集（OS），レクチャーシリー

ズ：「AI 哲学マップ」（4），アーティクル：表紙解説 
2021 年 11 月 1 日 

Vol. 36，No. 6 
発行部数： 6,600 
ページ数： 170 

巻頭言：未定，特集：ムーンショット目標における AI 技術の活用点と課題（仮）

（テーマ2：ムーンショット目標候補検討におけるAI若手研究者の取り組み），

特集：JSAI2021 全国大会特集，レクチャーシリーズ：「AI 哲学マップ」（5），
アーティクル：表紙解説 

2022 年 1 月 1 日 
Vol. 37，No. 1 

発行部数： 6,600 
ページ数： 150 

巻頭言：未定，特集：未定，特集：博士論文特集，レクチャーシリーズ：「AI
哲学マップ」（6），アーティクル：表紙解説 
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2022 年 3 月 1 日 
Vol. 37，No. 2 

発行部数： 6,600 
ページ数： 150 

巻頭言：未定，特集：未定，特集：未定，レクチャーシリーズ：「AI 哲学マ
ップ」（7），アーティクル：表紙解説 

   
② 会誌記事の AI 書庫から J-Stage への移行 

AI 書庫（国立情報学研究所 情報学広場）のサービス廃止に伴い，会誌記事のオンラインアク
セスのための格納手段として従来の AI 書庫から J-Stage へ全面移行を行う． 
URL：https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjsai/-char/ja 

 
③ 人工知能学会論文誌（編集委員会：清田 陽司 委員長，鳥海 不二夫 副委員長） 
（独）科学技術振興機構の J-Stage を利用してオンラインジャーナルを随時発行 

URL：https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tjsai/-char/ja 
 

・アブストラクトを会誌第 36 第 6 号に掲載 
   

出版委員会：武田 英明 委員長（国立情報学研究所）→三宅 陽一郎 理事（スクウェア・エニック

ス） 
 

書 名（出版社） 発 行 日 著  者  名 

   
   
 (3) 研究の奨励および研究業績の表彰（定款 4 条 3 号） 
 

(1) 2021 年度業績賞・功労賞（第 37 回定時社員総会で表彰の予定：2022 年 6 月） 

学会規程に基づき，正会員による候補の推薦および業績賞・功労賞選定委員会（委員長：市瀬龍太

郎副会長）の審査を経て，第 377 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 

(2) 2021 年度現場イノベーション賞（第 37 回定時社員総会で表彰の予定：2022 年 6 月） 

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

瀬龍太郎副会長）の審査を経て，第 377 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 

(3) 2021 年度論文賞（第 37 回定時社員総会で表彰の予定：2022 年 6 月） 

学会規程に基づき，論文誌第 36 巻第 1 号～第 6 号に発表された論文を対象に，正会員による候補

の推薦および論文賞選定委員会（委員長：清田陽司編集委員長）の審査を経て，第 377 回理事会で

受賞者を選定する予定． 
 

(4) 2021 年度研究会優秀賞（第 37 回定時社員総会で表彰の予定：2022 年 6 月） 

学会規程に基づき，2021 年度の研究会で発表された論文を対象に，各委員会による候補の推薦およ

び研究会優秀賞選定委員会（委員長：來村徳信研究会運営委員長）による審査を経て，第 377 回理

事会で受賞者を選定する予定．  
 

(5) 2021 年度全国大会優秀賞（人工知能学会誌 Vol. 36, No. 6 で表彰：2021 年 11 月 1 日発行）  

全国大会表彰規程に基づき，全国大会開催期間 2021 年 6 月 8 日から 6 月 11 日までに発表された全

件を対象に，プログラム委員，各セッションの座長，評者，オーガナイザによる候補の推薦および

全国大会優秀賞選定委員会（委員長：松下光範プログラム委員長）による審査を経て，理事会で受

賞者を選定する予定． 
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 (4) 研究および調査の実施（定款 4 条 4 号） 
 

① 第 1 種研究会（研究会運営委員会：古崎 晃司 委員長，濱崎 雅弘 副委員長） 
 
(1) 人工知能基本問題研究会（略称 SIG-FPAI） 

主査：大久保 好章（北海道大学），主幹事：石畠 正和（NTT） 
幹事：大滝 啓介（豊田中央研究所），後藤 啓介（富士通研究所），小林 靖明（京都大学），

蓑田 玲緒奈（ベイシスコンサルティング） 
第 117 回  7～8 月 テーマ「未定」 担当：石畠 
合同研究会 11 月 担当：幹事団で企画 
第 118 回  1 月 情報処理学会アルゴリズム研究会との共催を予定 

                                                 担当：小林・蓑田 
第 119 回 2～3 月 テーマ「未定」 担当：大滝・後藤 

 
(2) 知識ベースシステム研究会（略称 SIG-KBS） 

主査：尾崎 知伸（日本大学），主幹事：鷹野 孝典（神奈川工科大学） 
幹事：山本 泰生（山梨大学），金城 敬太（沖縄国際大学），伏見 卓恭（東京工科大学），大

城 絢子（沖縄国際大学） 
第 123 回  8 月 テーマ「未定」 担当：金城，山本 
第 124 回 11 月 合同研究会 2021           担当：鷹野，伏見 
第 125 回  3 月 社会システムと情報技術ウィーク 担当：山本．尾崎 

 
(3) 言語・音声理解と対話処理研究会（略称 SIG-SLUD） 

主査：中野 幹生（C4A 研究所），主幹事：稲葉 通将（電気通信大学） 
幹事：坊農 真弓（国立情報学研究所），田頭 未希（東海大学），黒嶋 智美（玉川大学），熊

野 史朗（NTT） 
第 92 回  9 月 テーマ「未定」，場所：未定 担当：稲葉 
第 93 回 11 月 第 12 回対話シンポジウム，場所：未定 担当：稲葉 
第 94 回  3 月 テーマ「未定」，場所：未定 担当：黒嶋 

 
(4) 先進的学習科学と工学研究会（略称 SIG-ALST） 

主査：笠井 俊信（岡山大学），主幹事：田中 孝治（金沢工業大学） 
幹事：林 佑樹（大阪府立大学），山元 翔（近畿大学），小暮 悟（静岡大学） 
第 92 回  7 月 テーマ「未定」 担当：未定 
第 93 回 11 月 合同研究会 2021 担当：未定 
第 94 回  3 月 合宿研究会を予定 担当：未定 
10 月～11 月 第 32 回教育・学習支援システム若手の会 担当；未定 

  
②  第 2 種研究会（研究会運営委員会：古崎 晃司 委員長，濱崎 雅弘 副委員長） 

 
(1) AI チャレンジ研究会（略称 SIG-Challenge） 

主査：鈴木 麗璽（名古屋大学），主幹事： 光永 法明（大阪教育大学） 
幹事：植村 渉（龍谷大学），中臺 一博（ﾎﾝﾀﾞﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）， 

干場 功太郎（神奈川大学） 
第 58 回  5 月 テーマ「未定」 担当：光永，植村 
第 59 回 11 月 テーマ「未定」 担当：鈴木，中臺，千場 
11 月 RoboCup Asia Pacific Symposium（ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち開催委員

会と共催）  担当：光永，植村 
11 月～12 月 HARK 講習会および HARK ハッカソンを AI チャレンジ研究会主催で開催予定 

 
(2) ことば工学研究会（略称 SIG-LSE） 

主査：阿部 明典（千葉大学），主幹事：福島 宙輝（九州女子大学） 
幹事：笠原 要（NTT） 
第 66 回  7 月 テーマ「未定」 担当：未定 
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第 67 回 11 月 テーマ「未定」 担当：未定 
第 68 回  2 月 テーマ「未定」 担当：未定 

 
(3) コモンセンスと感情研究会（略称 SIG-CSE） 

主査：桐山 伸也（静岡大学），主幹事：石川 翔吾（静岡大学） 
幹事：佐藤 久美子（玉川大学），沢井 佳子（チャイルド・ラボ） 
第 3 回  7 月 テーマ「未定」，オンライン 担当：未定 
第 4 回 11 月 合同研究会 2021 担当：未定 
第 5 回  3 月 テーマ「未定」，東京 担当：未定 

 
(4) 身体知研究会（略称 SIG-SKL） 

主査：諏訪 正樹（慶應義塾大学），主幹事：松浦 慶総（横浜国立大学）  
幹事：伊藤毅志（電気通信大学），大海 悠太（東京工芸大学），大武 美保子（理化学研究所）， 

児玉 謙太郎（東京都立大学），橋詰 謙（大阪大学），松田 浩一（岩手県立大学）， 
清水 大地（東京大学），白水 始（東京大学） 

第 34 回  4～5 月 テーマ「未定」，都内またはオンライン 担当：未定 
第 35 回  9 月上旬 テーマ「未定」，都内またはオンライン 担当：未定 
第 36 回  3 月初旬 テーマ「未定」，場所未定 担当：未定 
国際ワークショップを検討 

 
(5) ナチュラルコンピューテイング研究会（略称 SIG-NAC） 

主査：萩谷 昌己（東京大学），主幹事：鈴木 泰博 (名古屋大学) 
幹事：礒川悌次郎（兵庫県立大学），今井克暢（広島大学）， 

  Marcin Schroeder（国際教養大学） 
第 35 回  9 月 13th International Workshop on Natural Computing 
Online 2021 Summit of the International Society for the Study of Information（9 月 12 日～

19 日）のイベントとして開催 
第 36 回  11 月 合同研究会 2021   担当：未定 

 
(6) 社会における AI 研究会（略称 SIG-SAI） 

主査：藤井 秀樹（東京大学），主幹事：小柴 等（科学技術・学術政策研究所） 
幹事：林 久志（産業技術大学院大学），小川 祐樹（立命館大学），諏訪 博彦（奈良先端科学

技術大学院大学），岩田 員典（愛知大学），中島 智晴（大阪府立大学） 
第 41 回 10 月 「RoboCup シミュレーションリーグ秋キャンプ及びミニ四駆 AI 競技大会」 

  担当：中島 
第 42 回 11 月 合同研究会 2021 担当：林 
第 43 回  3 月 「WSSIT2021 社会システムと情報技術研究ウィーク」 

   担当：小川，諏訪 
 
(7) 金融情報学研究会（略称 SIG-FIN） 

主査：酒井 浩之（成蹊大学），主幹事：水田 孝信（ｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
幹事：落合 友四郎（大妻女子大学），坂地 泰紀（東京大学），関 和広（甲南大学）， 

 中川 慧（野村アセットマネジメント），平松 賢士（アイフィスジャパン） 
第 27 回 秋 テーマ「未定」，オンラインまたは東京 担当：未定 
第 28 回 春 テーマ「未定」，オンラインまたは東京 担当：未定 
秋 2021 金融情報学セミナー 担当：未定 

 
(8) 知識・技術・技能の伝承支援研究会（略称 SIG-KST） 

主査：稗方 和夫（東京大学），主幹事：古川 慈之（産業技術総合研究所） 
 幹事：青島 大悟（ツールラボ），坂口 憲一（テクノソリューション）， 

松尾 宏平（海上技術安全研究所） 
第 42 回  7 月 テーマ「未定」 担当：稗方 
第 43 回  11 月 合同研究会 2021 担当：古川 
第 44 回  3 月 テーマ「未定」 担当：稗方 
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(9) 知識流通ネットワーク研究会（略称 SIG-KSN） 
主査：桑田 喜隆（室蘭工業大学），主幹事：神戸 雅一（NTT データ） 
幹事：岡本 青史（富士通研究所），櫨山 淳雄（東京学芸大学），小林 紀之（富士通研究所），

津田 和彦（筑波大学），小林 展英（デンソークリエイト），竹内 広宜（武蔵大学） 
第 29 回  9 月 知識流通プロセスおよび一般 担当：未定 
第 30 回  3 月 知識創造プロセスおよび一般 担当：未定 

 
(10) セマンティックウェブとオントロジー研究会（略称 SIG-SWO） 

主査：大向 一輝（国立情報学研究所），副主査：森田 武史（慶應義塾大学） 
幹事：西村 悟史（産業技術総合研究所），砂川 英一（東芝），鵜飼孝典（富士通研究所） 
第 54 回  7 月 テーマ「未定」，オンライン 担当：西村，鵜飼 
第 55 回 11 月 合同研究会 2021 担当：森田，砂川 
第 56 回  3 月 会場：テーマ「未定」，合宿形式を予定 担当：大向，西村 
ナレッジグラフ推論チャレンジ 担当：古崎，江上 
ナレッジグラフ若手の会関連イベント開催予定 

 
(11) データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会（略称 SIG-DOCMAS） 

主査：服部 宏充（立命館大学），主幹事：川村 秀憲（北海道大学） 
幹事：和泉 潔（東京大学），鳥海 不二夫（東京大学），大原 剛三（青山学院大学） 
第 20 回 11 月 合同研究会 2021 担当：服部 
第 21 回  3 月 「社会システムと情報技術研究ウィーク」 担当：鳥海 
データ解析＆シミュレーションハッカソンを予定 

 
(12) ビジネスインフォマテックス研究会（略称 SIG-BI） 

主査：寺野 隆雄（東京工業大学），主幹事：高橋 大志（慶應義塾大学） 
幹事：倉橋 節也（筑波大学），後藤 祐介（岩手県立大学），小林 知巳（小林マネジメント研

究所），菱山 玲子（早稲田大学），鳥山 正博（立命館大学） 
第 19 回  9 月 テーマ「未定」 担当：倉橋，高橋 
第 20 回  1 月 テーマ「未定」 担当：高橋，倉橋 
第 21 回  3 月 テーマ「未定」 担当：後藤，倉橋，高橋 

 
(13) 人工生命研究会（略称 SIG-ALIFE）（2021 年度より名称変更） 

主査：岡 瑞起（筑波大学），主幹事：橋本 康弘（筑波大学） 
幹事：Claus Aranha（筑波大学），Olaf Witkowski（Cross Labs） 
第 1 回  6 月 研究会発足 担当：岡 
第 2 回 11 月 合同研究会 2021 担当：岡 
第 3 回  3 月 テーマ「未定」 担当：Aranha 

 
(14) 医用人工知能研究会（略称 SIG-AIMED） 

主査：津本 周作（島根大学），主幹事：矢入 郁子（上智大学） 
幹事：古崎 晃司（大阪電気通信大学），大武 美保子（理研），大江 和彦（東京大学），今井 健

（東京大学），井上 謙一（湘南記念病院），大原 剛三（青山学院大学） 
第 9 回   6～7 月 テーマ「未定」，オンライン 担当：未定 
第 10 回  3 月 テーマ「未定」 担当：未定 

 
(15) インタラクティブ情報アクセスと可視化マイニング研究会（略称 SIG-AM） 

主査：砂山 渡（滋賀県立大学），主幹事：加藤 恒昭（東京大学） 
幹事：松下 光範（関西大学），阿部 明典（千葉大学） 
第 27 回 11 月 合同研究会 2021 担当：未定 
第 28 回  3 月 テーマ「未定」，立命館大 担当：未定 
6 月 全国大会オーガナイズドセッション 

 
(16) 市民共創知研究会（SIG-CCI） 

主査：白松 俊（名古屋工業大学），主幹事：福田 直樹（静岡大学） 
幹事：伊藤 孝行（名古屋工業大学），藤田 桂英（東京農工大学），堀田 竜士・三井 実（富士
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ゼロックス）

第 8 回   6 月 テーマ「未定」，静岡県西伊豆町 担当：白松，堀田

第 9 回  10 月 テーマ「未定」，岩手県遠野市 担当：白松

(17) 汎用人工知能研究会（略称 SIG-AGI）
主査：山川 宏（全脳ｱｰｷﾃｸﾁｬ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ），主幹事：市瀬 龍太郎（国立情報学研究所）

幹事：荒川 直哉（ドワンゴ），嶋田 悟（エアロセンス），ジェプカ ラファウ（北海道大学

第 18 回  7 月 テーマ「未定」 担当：ラファウ

第 19 回 11 月 テーマ「未定」，合同研究会 2021  担当：市瀬

第 20 回   3 月 テーマ「未定」 担当：山川

6 月 全国大会オーガナイズドセッション 担当：山川

毎月 AGI 輪読会 担当：嶋田
  
(18) 計測インフォマティクス研究会（SIG-MEI）

主査：鷲尾 隆（大阪大学），主幹事：岡田 真人（東京大学）

幹事：赤井 一郎（熊本大学），今村 岳（物質・材料研究機構），上野 玄太（統計数理研究所），

小野 峻佑（東京工業大学），小松崎 民樹（北海道大学），篠塚 寛志（物質・材料研究

機構），原 聡（大阪大学）

5 月 国際ワークショップ（PAKDD2021 Workshop on Machine Learning for MEasurement 
INformatics (MLMEIN)） 

第 6 回 11 月 テーマ「未定」，合同研究会 2021 担当：未定
  

主査：松村 真宏（大阪大学），主幹事：松下 光範（関西大学）

幹事：平岡 敏洋（名古屋大学），山根 承子（近畿大学）

第 11 回 10 月 テーマ「未定」 担当：未定

第 12 回  2 月 テーマ「未定」 担当：未定

③ 合同研究会 2021（研究会運営委員会：古崎 晃司 委員長，濱崎 雅弘 副委員長）

・体制：

実行委員：参加研究会の主査・主幹事

・日 時：2021 年 11 月後半

・場 所：オンライン（一部ハイブリッド）

・参加予定研究会：約 15 研究会（23 研究会中）

④ 研究会発表論文の AI 書庫から J-Stage への移行

AI 書庫（国立情報学研究所 情報学広場）のサービス廃止に伴い，第一種研究会ならびに第二

種研究会の新規発表論文は J-Stage に搭載する．また，AI 書庫に搭載されている過去論文につ

いても J-Stage に移行する．

⑤ 特別支援

・言語・音声理解と対話処理研究会（SIG-SLUD）
対話システムライブコンペティションにおける対話実施への助成（クラウドソーシング）

・AI チャレンジ研究会（SIG-Challenge）
ロボット聴覚オープンソフトウェア HARK 講習会・ハッカソン開催への助成

・セマンティックウェブとオントロジー研究会（SIG-SWO）

ナレッジグラフ推論チャレンジのデータ作成、公開に関する費用への助成

⑥ 関連学術団体との連絡および協力（定款 4 条 5 号）
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昨年度に引き続き，他学会との協調（共催，協賛，後援）により学会活動の活性化，多様化を推進

する．

(6) その他，本法人の目的を達成するために必要な事業（定款 4 条 6 号）
 

① 人工知能学会 倫理委員会

倫理委員会：武田 英明 委員長（国立情報学研究所），江間 有沙 副委員長（東京大学）

委員：三宅 陽一郎（スクウェア・エニックス），中川 浩志（理化学研究所），鳥海 不二夫（東京

大学），佐藤 智晶（青山学院大学），浅川 直輝（日経 BP），藤井 大洋（SF 小説家） 
人工知能研究および人工知能技術と社会との関わりを広く捉え，それを議論，考察し，社会に適

切に発信する．

6 月 全国大会企画セッション，11 月 AI ELSI 賞表彰，シンポジウム企画開催，等 

② 本会ホームページおよびメーリングリストによる本会活動の広報推進

広報委員会：大谷 紀子 委員長（東京都市大学）→福井 健一 理事（大阪大学），福井 健一 副委

員長→新任担当理事

メーリングリストの不具合修正，一部のページ（英語版）の修正，等．

③ 人工知能技術のターミノロジーに関する国際標準化

国際標準化委員会：鯨井 俊宏 委員長（日立製作所）→新任担当理事

人工知能に関する国際規格（ISO/IEC JTC1 SC42）に対して，国内審議団体の情報処理学会と連

携し，標準化の検討ならびに学会内の見解のとりまとめを行う．6 月の全国大会の企画セッション

において，学会員への情報提供等を行う．

④ 人工知能についての初学者・異分野研究者を対象に人工知能研究の俯瞰と可視化

AI マップタスクフォース：谷口 恭弘 委員長（本田技術研究所）→松尾 豊 理事（東京大学）

メンバー：森川 幸治（Connect），市瀬 龍太郎（国立情報学研究所），戸上 真人（LINE），吉

岡健（富士フイルム），堤 富士雄（電力中央研究所），植野 研（東芝），

オブザーバー：野田 五十樹（産業技術総合研究所），津本 周作（島根大学）

6 月の全国大会において，企画セッションを開催． 

(7) 会議などに関する事項

① 総 会

2021 年度第 36 回定時社員総会を

2021 年 6 月 21 日（月）産業技術総合研究所臨海副都心センター 別館第 1,2,3 会議室で開催する

予定としている．なお，COVID-19 の感染状況によってはオンライン参加が可能なハイブリッド

開催とする．

予定議案：

第 1 号議案 2020 年度事業報告書承認の件 

第 2 号議案 個人会員の除名処分承認の件

第 3 号議案 2020 年度決算書・監事報告書承認の件 

第 4 号議案 2021 年度事業計画書承認の件 

第 5 号議案 2021 年度収支予算書承認の件 

第 6 号議案 2021 年度役員選任の件 

② 理事会
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8 月を除く各月に計 11 回開催する予定としている． 

③ 委員会

 編集委員会，研究会運営委員会，企画委員会（国際化，セミナー），全国大会委員会／実行委員

会／プログラム委員会，広報委員会，財務委員会，総務委員会（研究集会審議委員会兼任），学会

賞選定委員会（業績賞・功労賞選定，現場イノベーション賞選定），標準化委員会，出版委員会，

倫理委員会，戦略（産業界，次世代／国際化）委員会を随時開催の予定．

(8) 2021 年度役員構成(案)

別紙

(9) 2021‐2022 年度代議員構成

別紙
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収支予算書(収支)
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科 目 予算額 前年度予算額 増　減

Ⅰ  事業活動収支の部

１．事業活動収入

基本財産運用収入             2,964[ ]             2,964[ ]                 0[ ]

基本財産利息収入 2,964 2,964 0

特定資産運用収入               300[ ]               300[ ]                 0[ ]

特定資産利息収入 300 300 0

入会金収入         1,400,000[ ]         1,400,000[ ]                 0[ ]

正会員入会金収入 1,200,000 1,200,000 0

学生会員入会金収入 200,000 200,000 0

会費収入        78,630,000[ ]        78,490,000[ ]           140,000[ ]

正会員年会費収入 46,500,000 46,500,000 0

学生会員年会費収入 3,120,000 3,120,000 0

賛助会員年会費収入 28,000,000 28,000,000 0

特殊購読会員年会費収入 870,000 870,000 0

永年会員年会費収入 140,000 0 140,000

事業収入        41,175,500[ ]        87,220,000[ ] △ 46,044,500[ ]

論文掲載・会誌別刷料 6,000,000 5,500,000 500,000

事典印税 200,000 200,000 0

全国大会収入 24,220,000 64,070,000 △ 39,850,000

国際ＷＳ収入 942,500 2,715,000 △ 1,772,500

研究会登録料他 1,698,000 2,460,000 △ 762,000

セミナー参加費 1,250,000 4,990,000 △ 3,740,000

ＡＩツール参加費 0 160,000 △ 160,000

会誌等頒布代 2,300,000 2,560,000 △ 260,000

出版物印税 100,000 100,000 0

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 4,465,000 4,465,000 0

雑収入         8,715,400[ ]         6,195,400[ ] 2,520,000[ ]

会誌カタログ同封 1,000,000 600,000 400,000

就職情報料 1,500,000 0 1,500,000

会誌広告料 6,000,000 5,400,000 600,000

受取利息収入 400 400 0

コピーライト 125,000 125,000 0

郵送料他 20,000 0 20,000

その他 70,000 70,000 0

事業活動収入計 129,924,164 173,308,664 △ 43,384,500

２．事業活動支出

事業費支出 82,809,543[ ]       125,691,914[ ] △ 42,882,371[ ]

会誌印刷費支出 18,000,000 18,200,000 △ 200,000

論文掲載・会誌別刷印刷費支出 200,000 200,000 0

会誌郵送費等発行諸経費支出 9,072,000 9,124,000 △ 52,000

会誌論文査読支出 870,000 650,000 220,000

全国大会開催費支出 22,116,040 58,529,743 △ 36,413,703

国際ＷＳ開催費支出 1,441,000 2,051,525 △ 610,525

第5号議案
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収支予算書(収支)
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 前年度予算額 増　減

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ         4,416,380         4,785,000 △        368,620

給料・手当支出        13,567,984        12,271,504         1,296,480

法定福利費支出         1,826,341         1,710,794           115,547

セミナー開催費支出           900,000         4,200,000 △      3,300,000

研究会開催費支出         2,728,720         2,864,770 △        136,050

ＡＩツール開催費支出                 0           560,000 △        560,000

広報活動費支出         2,881,078         2,754,578           126,500

倫理委員会活動支出           820,000         1,020,000 △        200,000

ＡＩマップ作成支出           550,000           550,000                 0

表彰費支出           200,000           200,000                 0

活性化活動支出           550,000           300,000           250,000

国際活動費支出           800,000         3,650,000 △      2,850,000

消費税支出         1,800,000         2,000,000 △        200,000

法人税支出            70,000            70,000                 0

管理費支出        26,714,230[ ]        24,554,894[ ]         2,159,336[ ]

家賃支出         2,222,352         2,407,548 △        185,196

共益費支出           193,248           193,248                 0

光熱費支出           165,000           165,000                 0

リース・保守・修理支出           689,544           285,300           404,244

消耗什器備品費支出           100,000           100,000                 0

会議費支出           581,000           581,000                 0

総会費用支出           321,000           321,000                 0

旅費交通費支出            60,000            60,000                 0

通信費支出         2,398,400         2,386,860            11,540

印刷費支出         1,885,000         1,885,000                 0

消耗品支出           583,000           583,000                 0

給料・手当支出         7,895,312         7,545,856           349,456

支払報酬料            57,000            57,000                 0

法定福利費支出         1,572,989         1,136,497           436,492

資料購入費支出            68,800            68,800                 0

研修費支出                 0            20,000 △         20,000

諸会費支出            90,000            90,000                 0

ＯＡ維持費支出           200,000           600,000 △        400,000

福利厚生費支出            20,000            20,000                 0

会費引落経費支出           170,000           170,000                 0

支払手数料支出         1,230,000           330,000           900,000

雑費支出           101,785           101,785                 0

外為手数料支出            30,000             8,000            22,000

公認会計士費用支出           550,000           550,000                 0

退職金支出           640,800                 0           640,800

会員管理委託費用支出         4,889,000         4,889,000                 0

会費等未納除却支出         2,500,000[ ]         2,500,000[ ]                 0[ ]

会費未納除却支出         2,500,000         2,500,000                 0
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収支予算書(収支)
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般社団法人 人工知能学会

一般会計 （単位：円）

科　　　　目 予算額 前年度予算額 増　減

事業活動支出計       112,023,773       152,746,808 △     40,723,035

事業活動収支差額        17,900,391        20,561,856 △      2,661,465

Ⅱ  投資活動収支の部

１．投資活動収入

特定資産取崩収入         1,350,000[ ]         4,200,000[ ] △      2,850,000[ ]

国際活動積立金取崩収入           800,000         3,650,000 △      2,850,000

活性化積立金取崩収入           550,000           550,000                 0

投資活動収入計         1,350,000         4,200,000 △      2,850,000

２．投資活動支出

特定資産取得支出           640,800[ ]                 0[ ]           640,800[ ]

退職金引当金取得支出           640,800                 0           640,800

投資活動支出計           640,800                 0           640,800

投資活動収支差額           709,200         4,200,000 △      3,490,800

Ⅲ  財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入計                 0                 0                 0

２．財務活動支出

財務活動支出計                 0                 0                 0

財務活動収支差額                 0                 0                 0

Ⅳ  予備費支出                 0                 0                 0

当期収支差額        18,609,591        24,761,856 △      6,152,265

前期繰越収支差額        96,134,862        71,373,006        24,761,856

次期繰越収支差額       114,744,453        96,134,862        18,609,591
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2021 年度新任理事及び新任監事候補者 
全員：非常勤

役職名 氏  名 所  属

理 事 淺原 彰規 （株）日立製作所

理 事 荒井 幸代 千葉大学

理 事 大向 一輝 東京大学

理 事 大熊 智子 富士フイルム（株）

理 事 指田 直毅 富士通（株）

理 事 佐藤 佳州 パナソニック（株）

理 事 ジェプカ・ラファウ 北海道大学

理 事 砂山 渡 滋賀県立大学

理 事 高間 康史 東京都立大学

理 事 津本 周作 島根大学 次期会長（任期 1 年） 

理 事 野村 俊之 日本電気（株）

理 事 服部 宏充 立命館大学

理 事 牧田 光晴 LINE（株） 

理 事 森田 千絵 （株）東芝 副会長

理 事 山田 健太郎 （株）本田技術研究所

監 事 折原 良平 キオクシア（株）

（理事は五十音順，敬称略）

2021 年度理事会留任理事及び留任監事 
全員：非常勤

役職名 氏  名 所    属

会 長 野田 五十樹 産業技術総合研究所

副会長 市瀬 龍太郎 国立情報学研究所

理 事 片上 大輔 東京工芸大学

理 事 清田 陽司 （株）LIFULL 

理 事 古崎 晃司 大阪電気通信大学

理 事 篠原 靖志 （一財）電力中央研究所

理 事 立花 隆輝 日本アイ・ビー・エム（株）

理 事 戸田 浩之 日本電信電話（株）

理 事 濱崎 雅弘 産業技術総合研究所

理 事 春木 耕祐 （株）東芝

第6号議案
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理 事 福井 健一 大阪大学

理 事 松尾 豊 東京大学

理 事 松村 真宏 大阪大学

理 事 三宅 陽一郎 （株）スクウェア・エニックス

理 事 矢田 勝俊 関西大学

監 事 竹内 広宜 武蔵大学

（理事は五十音順，敬称略）

2020 年度末退任役員名簿 
全員：非常勤

役職名 氏 名 所  属

副会長 森川 幸治 Connect（株） 

理 事 青島 武伸 パナソニック（株）

理 事 大谷 紀子 東京都市大学

理 事 岡崎 直観 東京工業大学

理 事 來村 徳信 立命館大学

理 事 鯨井 俊宏 （株）日立製作所

理 事 佐久間 淳 筑波大学

理 事 園田 俊浩 （株）富士通研究所

理 事 武田 英明 国立情報学研究所

理 事 谷口 恭弘 （株）本田技術研究所

理 事 戸上 真人 LINE（株） 

理 事 細見 岳生 日本電気（株）

理 事 松下 光範 関西大学

理 事 吉岡 健 富士フイルム（株）

監　事 木下 聡 （一財）日本特許情報機構

（理事は五十音順，敬称略）
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(五⼗⾳順，敬称略）
相薗 敏⼦ (株)⽇⽴製作所 平 博順 ⼤阪⼯業⼤学
⻘島 武伸 パナソニック(株) ⾼⽟ 圭樹 電気通信⼤学
⽯井 亮 ⽇本電信電話(株) 鷹野 孝典 神奈川⼯科⼤学
⽯畠 正和 ⽇本電信電話(株) ⾼野 雅典 (株)サイバーエージェント
市瀬 ⿓太郎 国⽴情報学研究所 ⾼橋 恒⼀ 理化学研究所
伊藤 孝⾏ 京都⼤学 ⽵内 広宜 武蔵⼤学
⼊部 百合絵 愛知県⽴⼤学 武⽥ 英明 国⽴情報学研究所
上⽥ 晴康 (株)富⼠通ゼネラル ⽴花 隆輝 ⽇本アイ・ビー・エム(株)
植野 研 (株)東芝 ⽥中 孝治 ⾦沢⼯業⼤学
内海 彰 電気通信⼤学 ⽥中 ⽂英 筑波⼤学
浦本 直彦 (株)三菱ケミカルホールディングス ⾕⼝ 恭弘 (株)本⽥技術研究所
⼤久保 好章 北海道⼤学 ⾕⼝ 倫⼀郎 九州⼤学 
⼤澤 博隆 筑波⼤学 ⽥和辻 可昌 早稲⽥⼤学
⼤澤 幸⽣ 東京⼤学 堤 富⼠雄 (⼀財)電⼒中央研究所
⼤⾕ 紀⼦ 東京都市⼤学 津本 周作 島根⼤学
太⽥ 唯⼦ (株)富⼠通研究所 ⼾上 真⼈ LINE(株)
⼤槻 恭⼠ ⼭形⼤学 ⼾⽥ 浩之 ⽇本電信電話(株)
⼤原 剛三 ⻘⼭学院⼤学 中津川 実 キヤノンメディカルシステムズ(株)
⼤向 ⼀輝 東京⼤学 ⻑井 隆⾏ ⼤阪⼤学
⼤森 隆司 ⽟川⼤学 ⻄原 陽⼦ ⽴命館⼤学
岡崎 直観 東京⼯業⼤学 新⽥ 恒雄 豊橋技術科学⼤学
岡⽥ 浩之 ⽟川⼤学 野⽥ 五⼗樹 産業技術総合研究所
緒⽅ 広明 京都⼤学 萩⾕ 昌⼰ 東京⼤学
奥 健太 ⿓⾕⼤学 橋本 康弘 会津⼤学
奥村 紀之 ⼤阪市⽴⼤学 ⻑⾕川 忍 北陸先端科学技術⼤学院⼤学
笠井 俊信 岡⼭⼤学 波多野 ⼤督 理化学研究所
柏岡 秀紀 (国研)情報通信研究機構 濱崎 雅弘 産業技術総合研究所
⽚上 ⼤輔 東京⼯芸⼤学 早⽮仕 晃章 東京⼤学
桂⽥ 浩⼀ 東京理科⼤学 春⽊ 耕祐 (株)東芝
加藤 恒昭 東京⼤学 ⾺場 雪乃 筑波⼤学
狩野 芳伸 静岡⼤学 平嶋 宗  広島⼤学
神⾕ 俊之 ⽇本電気(株) ⽇和 悟 同志社⼤学
來村 徳信 ⽴命館⼤学 福井 健⼀ ⼤阪⼤学
⽊下 聡 (⼀財)⽇本特許情報機構 福島 俊⼀ (国研)科学技術振興機構
⽊村 昭悟 ⽇本電信電話(株) 藤井 慶輔 名古屋⼤学
清⽥ 陽司 (株)LIFULL 藤井 晴⾏ 東京⼯業⼤学
桐⼭ 伸也 静岡⼤学 藤井 秀樹 東京⼤学
鯨井 俊宏 (株)⽇⽴製作所 藤尾 正和 (株)⽇⽴製作所
桑⽥ 喜隆 室蘭⼯業⼤学 古川 慈之 産業技術総合研究所
古崎 晃司 ⼤阪電気通信⼤学 坊農 真⼸ 国⽴情報学研究所
越仲 孝⽂ 横浜市⽴⼤学 細⾒ 岳⽣ ⽇本電気(株)
⼩島 ⼀浩 産業技術総合研究所 松浦 慶総 横浜国⽴⼤学
⼩林 ⼀樹 信州⼤学 松尾 徳朗 産業技術⼤学院⼤学
⼩林 亮太 東京⼤学 松尾 豊 東京⼤学
斎藤 博昭 慶應義塾⼤学 松下 光範 関⻄⼤学
酒井 浩之 成蹊⼤学 松原 繁夫 ⼤阪⼤学
榊 剛史 (株)ホットリンク 松村 真宏 ⼤阪⼤学
坂本 真樹 電気通信⼤学 三宅 陽⼀郎 (株)スクウェア・エニックス
佐久間 淳 筑波⼤学 宮澤 ⼀之 (株)Mobility Technologies
櫻井 祐⼦ 産業技術総合研究所 森川 幸治 Connect(株)
颯々野 学 ヤフー(株) 森⽥ 武史 ⻘⼭学院⼤学
指⽥ 直毅 (株)富⼠通研究所 ⽮⼊ 郁⼦ 上智⼤学
篠原 靖志 (⼀財)電⼒中央研究所 ⽮⽥ 勝俊 関⻄⼤学
柴⽥ 博仁 群⾺⼤学 ⼭崎 俊彦 東京⼤学
⽩松 俊 名古屋⼯業⼤学 湯浅 将英 湘南⼯科⼤学
鈴⽊ 恵⼆ 公⽴はこだて未来⼤学 横尾 真 九州⼤学 
鈴⽊ 麗璽 名古屋⼤学 吉岡 健 富⼠フイルム(株)
諏訪 博彦 理化学研究所／奈良先端科学技術⼤学院⼤学 吉岡 真治 北海道⼤学
宋 剛秀 神⼾⼤学 吉住 貴幸 アマゾン・ウェブ・サービス
園⽥ 俊浩 (株)富⼠通研究所 脇⾕ 勉 (株)本⽥技術研究所

2021-2022年度⼈⼯知能学会代議員（120名）
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