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2021 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35 回全国大会JSAI2021 については，2021 年6 月8 日(火)～11 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，チュートリアル講演6 件，公募企画セッション12 件，学生企画

セッション1 件等を実施した．発表件数は526 件（前年度は915 件），参加者数は2,310 名（前年度は2,303 
名）であった． 
第13 回国際シンポジウムJSAI-isAI2021 を11 月13 日(土)～15 日(月)に5 ワークショップ構成によりオン

ライン形式で開催した．一般発表64 件，招待講演8 件，参加者登録者数172 名で，うち海外からの参加登録

者は13 ヵ国31 名であった（JSAI-isAI2020 は，4 ワークショップ，一般発表56 件，招待講演5 件，参加登

録者数198 名，海外の参加登録者は18 ヵ国52 名）．

第2 回インダストリアルAI シンポジウムSIAI2021 を2021 年12 月9 日(木)～10 日(金)，名古屋市共催で開

催した．開催形態は名古屋市ナディアパークのデザインホールの現地会場とオンラインによるハイブリッド
形式とした．参加登録者数は225 名であった（前回は330 名）． 
一方，新しい試みとして企業研究所紹介セミナーを開催した．また，「強化学習とその実用化」のセミナ ー
と，IJCAI2021 とNeurIPS2021 の各国際会議に関するAI トップカンファレンス報告会を開催した．

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．また，学会誌記事を掲載していた

AI 書庫（国立情報学研究所が提供）が廃止されるため，掲載先をJ-Stage に全面移行した． 
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，業績賞1 名，現場イノベーション賞3 件，論文

賞2 件，研究会優秀賞15 件，大会優秀賞17 件，大会学生奨励賞3 件を選定した．また，研究会資料につい

ても学会誌同様に掲載先をAI 書庫からJ-Stage に全面移行した． 
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53 回（昨年度46
回），一般発表の論文数は480 件（同402 件）であった．合同研究会2021 を2021 年11 月26 日(金)～27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1 件とトップカンファレンス紹介を実施

した．参加15 研究会，研究会発表106 件（一般発表），21 件（研究会招待講演等），参加登録者数は888
名（昨年819 名），企業スポンサー11 社（うちスポンサーセミナー4 社）であった．また，萌芽研究会セッ

ションを公募し，応募のあったAI&Security をテーマとしたセッションを実施した．また，研究会発表論文

を掲載していたAI 書庫のサービスが廃止されるため，掲載先をＪ-Stage に全面移行した． 
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） 

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65件，後援19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4,690名（前年度150名減)，学生会員689名（同29名減），賛助会員299社

（同4社増），特殊購読会員67社（増減なし）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，9名の会員を永年会員として認定し，

その方々のお名前を2022年3月号会誌会告に掲載した． 

処務の概要は21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35回全国大会JSAI2021：全国大会担当 

 
  以下の通り，COVID-19感染症拡大防止のためオンラインで開催した． 
 

・日 時：2021年6月8日(火)～11日(金) 
 

・場 所：オンライン開催（Zoomを利用），パシフィコ横浜 ノース4階会議室にオペレーションセン

ターを設置 
 

・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）， 
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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（AMAZON），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）  
 「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 
 

・発表件数合計                             526件 
   国際セッション    55件（12セッション） 
   一般セッション           312件（64セッション） 
   オーガナイズドセッション  115件（28セッション） 
   インタラクティブ    44件（2セッション） 
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・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（1,110名） 非会員（1,004名） 

合計 
一般 学生 賛助会員 一般 学生 

発表参加者 125名 115名 － 101名 190名 531名 
聴講参加者 576名 77名 217名 556名 157名 1,583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・CybConf等）  63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）  124名 

取材    9名 
一般公開企画限定参加者（Youtubeによる公開） 938回 

合計  2,310名 
 
② 第13回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2021）：企画（国際化）担当 

     
・日 時：2021年11月13日(土)～15日(月) 

 
 ・場 所：オンライン 

 
 ・組 織：企画（国際化）委員会：矢田 勝俊 委員長（関西大学），高間 康史（東京都立大学） 

 
 ・構 成：5 ワークショップ構成 

 
WS1: JURISIN 2021 

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

 
WS2: LENLS18 

      Expected number of papers: N/A 
      Expected number of attendees: N/A 

 
WS3: SCIDOCA2021 

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

 
WS4: Kansei-AI 2021 

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

 
WS5: AI-Biz 2021 

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

  
・参加者概要 

 WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 
発表数   64+8件 16+2 25+3 9+1 2+0 12+2 
参加者数 172名 55 86 38 22 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 
Australia 1  

China 1  
France 1  

Germany 5  
India 4  

South Korea 1  
Sri Lanka 3  
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Sweden 2  
Taiwan 3  

UK 5  
USA 3  

Uruguay 1  
Vietnam 1  
Japan 136 5 
総計 167 5 

 WS2の招待講演者2名，WS3の招待講演者1名は参加登録されていないため，集計に含まれていない． 
   
③ 第2回インダストリアルAIシンポジウム（SIAI2021）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：2021年12月9日(木)～10日(金) 
 
・場 所：現地とオンラインとのハイブリッド開催（名古屋ナディアパーク デザインホールで実施しZoom

で配信．公開市民講座はYoutube Liveで公開） 
 
・組 織 

篠原 靖志 実行委員長（電力中央研究所），山田 健太郎 実行副委員長（本田技術研究所）， 
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：鯨井 俊宏（日立製作所），牧田 光晴（リクルート），益富 和之（電力中央研究所），森田 
千絵（東芝），矢野 卓真（名古屋工業大学），春木 耕祐（東芝），吉岡 健（富士フイルム），梶

岡 慎輔（名古屋工業大学），佐久間 拓人（名古屋工業大学），竹尾 淳推（名古屋工業大学），増

尾 明（名古屋工業大学） 
現地運営：高橋 文明（名古屋市市民経済局），藤田 成喜（名古屋市市民経済局），塚本 裕介（名古屋市

市民経済局） 
 
・招待講演１：「人と共存するモバイルマニピュレータの知能化に向けた共創的研究」 

山本 貴史（トヨタ自動車） 
 
・招待講演２：「ヤマハ発動機のDXと人材育成」                          大西 圭一（ヤマハ発動機） 
 
・公開市民講座：「ロボティクスとAIの融合による生活DXの可能性～役立つロボットの必要条件とブレイ

クスルーについて～」                                    坂上 義秋（情報通信研究開発機構） 
 
・一般講演１：「製造業のためのAI，画像認識入門 ～自動外観検査とその周辺～」 

田口 亮（名古屋工業大学） 
 
・一般講演２：「DXで業務に変革を！－機械学習と進化計算で工事計画や物流・人員配置を最適化－」 

加藤 昇平（名古屋工業大学） 
 
・一般講演３：「DXにおけるAI活用－エンタープライズシステムへの適用事例－」 

岡田 陽介（ABEJA），新保 利弘（三菱ガス化学） 
 
・パネル討論：「AIとDXがもたらす未来社会」 
 パネリスト：大西 圭一（ヤマハ発動機），岡田 陽介（ABEJA），山口 浩一（名古屋市），江龍 修（名

古屋工業大学），加藤 昇平（名古屋工業大学） 
 ファシリテータ： 伊藤 孝行（京都大学） 
 
・チュートリアル１：「AIガバナンス標準化動向～背景と概要～」 

            原田 要之助（情報セキュリティ大学院大学 ），小倉 博行（日本大学） 
 
・チュートリアル２：「『これってAIでできないの？』のヒントの見つけ方 －AIマップ活用方法－」 

植野 研（東芝），大向 一輝（東京大学），小澤 健祐（AINOW），堤 富士雄（電力中央研究所），

友野 孝夫（凸版印刷），森川 幸治（Connect），吉岡 健（富士フイルム） 
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・参加登録者数225名 
 正会員・賛助会員47名，名古屋市民・名古屋市企業18名，非会員111名（うちスポンサー等77名），

学生49名 
 
・公開市民講座Youtube Live視聴者171名 
 
・スポンサー11社，ランチタイムセミナー6社，企業ブース4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：片上 大輔 委員長（東京工芸大学），大熊 智子 副委員長（富士フイルム） 
 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

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），福馬 智生（TDAI Lab），岡本 洋（東京

大学），戸上 真人（AMAZON），三浦 輝久（電力中央研究所），堤 富士雄（電力中央研究所） 
 

(1) セミナー 
 
新しい試みとして企業研究所紹介のセミナーを開催した． 

 
回 開催日 テーマ 場 所 講演数 参加者 
80 2021/8/12 企業研究所紹介 オンライン 2名 56 

(10分以上接続) 
81 2021/11/1 AIトレンド・トップカンファレンス報

告会（IJCAI2020） 
オンライン 3 314 

(10分以上接続) 
82 2021/11/9 強化学習とその実用化 オンライン 4 103 

(10分以上接続) 
83 2022/3/7 AIトレンド・トップカンファレンス報

告会（NeurIPS2021） 
オンライン 4 348 

(10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），高橋 恒一（理化学研究所），我妻 広明（九州工業

大学） 
正規委員：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，稲葉 
通将，坂地 泰紀，諏訪 博彦，高橋 茶子，早矢仕 晃章，水野 貴之，山野 泰子，吉田 光男 

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，大西 舞子，黒田 彗莉，松井 彩里，柏倉 沙耶 
 

 
発行年月日 概要 

2021年 5月1日 
Vol. 36，No. 3 

発行部数： 6,600 
ページ数：152 

巻頭言「ニューノーマル時代の学会活動と教育について」，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」〔第2回〕哲学者の眼差しと科学者の目が交差する，新たな場所

へ，研究会報告「国際シンポジウムJSAI International Symposia on AI 2020（JSAI-
isAI 2020）開催報告」，私のブックマーク「擬人化メディアとHuman-Agent 
Interaction：「情熱」のあるやり取りを目指して」，グローバルアイ〔第54回〕ベル

ン大学留学とコロナ禍，会議報告，書評，表紙解説 
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2021年 7月1日 
Vol. 36，No. 4 

発行部数： 6,600 
ページ数：129 

 

巻頭言「AIマップは世界観マップ」，特集「離散構造と機械学習」，小特集「仮想空

間を介したインタラクション」，レクチャーシリーズ：「AI哲学マップ」〔第3回〕

ベルクソン的「時間スケール」を軸に新たな知能と意識の構成可能性を探る［前編］，

私のブックマーク「都市空間の情報処理─データセットの世界動向」，学生フォーラム

〔第106回〕コロナ禍における学生の研究活動の実情，会議報告，書評，表紙解説 
2021年9月1日 
Vol.36，No.5 
発行部数：6,600 
ページ数：132 

巻頭言「JSAI2021を終えて」，アーティクル「長尾真先生を追悼する」，特集「社会

に浸透するアバターの存在を考える〜アバターの社会倫理設計〜」，小特集

「JSAI2020卒業オーガナイズドセッションの紹介」，レクチャーシリーズ：「AI哲
学マップ」〔第4回〕ベルクソン的「時間スケール」を軸に新たな知能と意識の構成可

能性を探る［後編］，論文特集「エージェント技術とその応用2021」にあたって，私

のブックマーク「対話システム」，グローバルアイ〔第55回〕ニューヨークとビジネ

ススクールとコロナ禍，学生フォーラム〔第107回〕大澤正彦先生インタビュー「ド

ラえもんから紐解く人工知能・ロボット」，会議報告，書評，表紙解説 
2021年11月1日 
Vol.36，No.6 
発行部数：6,650 
ページ数：152 

巻頭言「2022年の全国大会に向けて」，特集「若手研究者による2050 年の未来予測

〜ムーンショット型研究開発 ミレニア・プログラムより〜」，特集「2021年度人工知

能学会全国大会（第35回）」，情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」として

の日本，論文アブストラクト，レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」〔第5回〕コン

ピューティング史の流れに見る「人工知能」という研究分野，私のブックマーク「対話

システムと会話分析」，学生フォーラム〔第108回〕学生フォーラムから探る若手研

究者のキャリア形成，会議報告，書評，表紙解説，人工知能Vol. 36全目次 
2022年1月1日 
Vol.37，No.1 
発行部数：6,600 
ページ数：113 

巻頭言「真に使えるAI 技術の実現に向けて」，特集：「人工生命研究の新たな展

開」，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

─」，レクチャーシリーズ：「AI哲学マップ」〔第6回〕人とAI のコミュニケーシ

ョン，レクチャーシリーズ：「AI 哲学マップ」【中間報告】─哲学と人工知能を結ぶ

空間─，私のブックマーク「金融情報学」，グローバルアイ〔第56回〕コンピュータ

科学の本場！アメリカPh. D. への挑戦とそこで学んだこと，学生フォーラム〔第109
回〕海外での研究生活と研究者としての戦い方，会議報告，書評，表紙解説 

2022年3月1日 
Vol.37，No.2 
発行部数：6,600 
ページ数： 

巻頭言「人工知能学会セミナーへのお誘い」，特集「職場で働くAI」，特集「地域に

おけるAI 社会実装」，レクチャーシリーズ「AI哲学マップ」〔第7回〕「社会の中

のAI」という視点，「合同研究会2021開催報告」，私のブックマーク「人工知能と

公平性」，グローバルアイ〔第57回〕「コロナ禍のMIT 留学，ボストン生活，海外

からのアカデミア就活」，学生フォーラム〔第110回〕「玉城絵美先生インタビュー

「固有感覚を活用した『体験共有』の未来」」，会議報告，書評，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.36：49編（アブストラクトを人工知能学会誌Vol.36, No6に掲載） 
 
・Vol.36, No.1 原著論文：2編，特集論文：9編 
・Vol.36, No.2 原著論文：4編 
・Vol.36, No.3 原著論文：4編 
・Vol.36, No.4 原著論文：5編 
・Vol.36, No.5 原著論文：6編，萌芽論文：1編，速報論文：1編，特集論文：10編 
・Vol.36, No.6 原著論文：5編，萌芽論文：1編，特集論文：1編 

  
③ 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への全面移行を完了した．2021年5月号以降の会誌記事に

ついてはJ-Stageにのみ掲載している．AI書庫のサービスは，2022年3月末で終了した． 
  
④ 学会編集本 
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書名（出版社） 発行日 編著者 
   

   
   

(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) 2021年度業績賞（第37回定時社員総会で表彰の予定：2022年6月22日） 
学会規程に基づき，正会員による候補者の推薦及び業績賞・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回理事会で授賞対象者の授賞を決定した． 

業績賞受賞者：大澤 幸生（東京大学） 
 

(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22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：市瀬

龍太郎副会長）の審査を経て，第377回理事会で下記の金賞1件と銀賞2件を授賞対象とした． 
 

金賞：「大規模イベントを安全に開催するための視聴覚認識技術の現場適用」 
  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 新型コロナウイルス感染リスク計測評価研究ラボ 

  大西 正輝，坂東 宜昭，竹長 慎太朗，辻 栄翔，内藤 航，保高 徹生 
 

銀賞：「AIと検査員の協調を実現した X線荷物検査業務支援」 
日立 X線荷物検査業務改革チーム 
秋良 直人，鄧 紫薇，孔 全，吉永 智明，松原 大輔，小野寺 一宏，高津 善彦，熊谷 仁
志，小俣 信司 

 
     「人の様々な行動を認識する行動分析技術を開発」 
 富士通 行動ソリューショングループ 
 鈴木 源太，紺野 剛史，園田 俊浩，吉岡 隆宏，藤本 純也，青木 康洋，井谷 司，佐々木 

和雄，林 真亜子，深町 侑加 
  

(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22日） 
学会規程に基づき，論文誌Vol.36, No.1～No.6に発表された論文（投稿論文は一般29件，特集20
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377回理事会で以下2件の論文を授賞対象として選定した． 
 

・「深層学習による「幻の源氏物語絵巻」の流派推定に関する考察 ‐AI 技術による「絵師の流派」概

念の再構築-」 稲本 万里子, 加藤 拓也, 小長谷 明彦 
 https://doi.org/10.1527/tjsai.36-6_F-L12 

・「Distribution-Aware Counterfactual Explanation by Mixed-Integer Linear Optimization」 
Kentaro Kanamori, Takuya Takagi, Ken Kobayashi, Hiroki Arimura 

 https://doi.org/10.1527/tjsai.36-6_C-L44 
  

(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22日） 
学会規程に基づき，2021年度の研究会で発表された論文（471件）を対象に，研究会優秀賞選定委員

会（委員長：古崎晃司研究運営委員長）による審査を経て，第377回理事会で以下の15件を授賞対象

として選定した． 
 

1. SIG-FPAI-120-08，「Neural Tangent Kernel を用いた Soft Tree Ensemble の解析」 
加納 龍一（国立情報学研究所/総合研究大学院大学）， 
杉山 麿人（国立情報学研究所/総合研究大学院大学） 

2. SIG-KBS-123-11，「Over-smoothing防止のためのGCNの層ごとに重み付けするDot-product 
attention機構」 

矢嶋 悠太（関西学院大学），猪口 明博（関西学院大学） 
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3. SIG-SLUD-094-12，「依頼連鎖の開始に用いられる謝罪表現「ごめん」」  

梁 勝奎（名古屋大学） 
4. SIG-SLUD-093-03，「InteLLA：適応的な質問戦略を有するスピーキング能力判定会話エージェン

ト 」 

佐伯 真於（早稲田大学），松浦 瑠希（早稲田大学），鈴木 駿吾（早稲田大学）， 
宮城 琴佳（早稲田大学），小林 哲則（早稲田大学），松山 洋一（早稲田大学） 

5. SIG-SLUD-094-10, 「初対面の高齢女性二者会話における親疎関係の調整プロセス」 
鈴木 奈央（東京電機大学），徳永 弘子（東京電機大学），山田 晴奈（東京電機大学）， 
楊井 一彦（花王株式会社），髙栁 直人（花王株式会社），平石 牧子（花王株式会社）， 

武川 直樹（東京電機大学） 

6. SIG-ALST-092-04，「コロナ禍の大学におけるピアサポート機会を提供するオンライン心理教育的

援助 サービス」 
田中 孝治（金沢工業大学），森川 綾香（金沢工業大学），石川 健介（金沢工業大学） 

7. SIG-Challenge-058-08，「雑踏環境における音源地図の生成」 
坂東 宜昭（産業技術総合研究所），升山 義紀（東京都立大学／産業技術総合研究所）， 

佐々木 洋子（産業技術総合研究所），大西 正輝（産業技術総合研究所） 

8. SIG-LSE-C202-01，「論文の構造とタイトルを独立して考慮した医学論文検索モデルの提案」 
吉井 瑞貴（北海道大学），竹下 昌宏（北海道大学）， 

ジェプカ・ラファウ（北海道大学），荒木 健治（北海道大学） 

9. SIG-SAI-043-08，「Big-Fiveパーソナリティ特性に応じた家電自動制御手法の検討」 
三﨑 慎也（奈良先端大），松井 智一（奈良先端大），諏訪 博彦（奈良先端大／理研）， 

藤本 まなと（大阪市立大学），水本 旭洋（大阪大学），谷 伊織（愛知大学）， 
佐々木 渉（三菱電機），木村 亜紀（三菱電機），安本 慶一（奈良先端大） 

10. SIG-FIN-027-08，「因果情報を用いた経済数値予測」 
和泉 潔（東京大学），坂地 泰紀（東京大学），佐野 仁美（東京大学） 

11. SIG-SWO-055-03，「「知識グラフに基づく質問応答における論理形式パターンを用いた論理形式

検索の高速化」 
吉兼 拓生（青山学院大学），谷津 元樹（青山学院大学），森田 武史（青山学院大学） 

12. SIG-DOCMAS-021-01，「大口需要家によるカーボンニュートラル実現のための電力調達シナリオの

分析」 
若杉 亮（東京大学），和泉 潔（東京大学），平野 正徳（東京大学） 

13. SIG-BI-020-01，「ユニコーンへのVCの投資関係に基づく投資ネットワークを通したスタートアッ

プ・エコシステムの分析」 
藤田 正典（政策研究大学院大学），奥戸 嵩登（総合研究大学院大学）， 

西野 成昭（東京大学），長根 裕美（千葉大学） 

14. SIG-AIMED-012-03，「医療データのシーケンス解析とその課題」 
横田 治夫（東京工業大学），Le Hieu Hanh（東京工業大学）， 

松尾 亮輔（ライフデータイニシアティブ）， 山﨑 友義（宮崎大学医学部附属病院）， 
荒木 賢二（宮崎大学医学部附属病院） 

15. SIG-AM-027-04，「インタラクティブ観光経路推薦手法の構築に対する検討」 
柴田 祐樹（東京都立大学），高間 康史（東京都立大学） 

 
(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） 

全国大会表彰規程および選定細則に基づき，全国大会開催期間2021年6月8日～6月11日までにオ

ンライン開催で発表された発表を対象に，2021年度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358件に対し，大会優秀賞9件，学生奨励賞3件，インタラクティブ発表に関しては選考
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対象発表44件に対し，大会優秀賞2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

103件に対し，大会優秀賞5件，国際セッション発表に関しては選考対象発表57件に対し，大会優秀

賞1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 9件] 

・ [1H3-GS-1b-02]「平均場近似に基づく正テンソルの最良ランク１近似」ガラムカリ 和，杉山 麿人 

・ [3J4-GS-6c-01]「BERTにおけるWeightとActivationの3値化の検討」加来 宗一郎，西田 京介，

吉田 仙 

・ [2I3-GS-5b-03]「因果推論を用いた群衆移動の誘導における介入効果推定」竹内 孝，西田 遼，鹿島 
久嗣，大西 正輝 

・ [2J4-GS-8c-02]「モデルフリーとモデルベース強化学習のための非同期並列学習」内部 英治 

・ [2F3-GS-10g-03]「項目反応理論を用いた自動採点モデルの統合手法」青見 樹，堤 瑛美子，宇都 雅
輝，植野 真臣 

・ [4H2-GS-11c-05]「グローバルな株所有ネットワークでのESG投資とヴァイス（悪徳）企業との繋が

り 社会的責任投資に潜むジレンマ」水野 貴之，土井 翔平，土屋 貴裕，栗崎 周平 

・ [3H1-GS-3d-01]「生命科学領域知識基盤構築に向けたオントロジー開発とCOVID-19機序解明に向

けた取り組み」山縣 友紀，櫛田 達屋，大浪 修一，桝屋 啓志 

・ [4H3-GS-11d-01]「BERTモデルを用いたSDGsに関するマルチラベル文書分類器の構築とマッチン

グシステムの開発」鈴木 かの子，松井 孝典，川久保 俊，増原 直樹，岩見 麻子，町村 尚 

・ [1J3-GS-10e-02]「新型コロナウイルスの感染状況に対するテレビ報道の特徴と報道変容の分析」岸本 
大輝，井原 史渡，栗原 聡 

[大会優秀賞 インタラクティブ発表部門 2件] 

・ [2Xin5-01]「大規模タンパク質データベースに基づくBERTを用いたペプチド結合予測と予測残基対

の可視化」玉木 竜二，農見 俊明，佐藤 尭彰，井上 誠一，貞光 九月，坂口 誠，天満 昭子，中神 
啓徳 

・ [2Xin5-21]「強化学習による少数異常を利用した特徴選択」打越 元信，市川 幸史，青野 有華，浦田 
隆史 

[大会優秀賞 オーガナイズドセッション口頭発表部門 5件] 

・ [4D3-OS-4b-02]「生体信号を用いたマルチモーダル概念形成」大森 一祥，宮澤 和貴，青木 達哉 

・ [1D2-OS-3a-03]「MMRによる文選択とTF-IDFによる文圧縮を用いたニュース記事要約」石原 祥
太郎，澤 紀彦: 

・ [3E2-OS-5b-01]「マルチモーダル情報に基づく相槌的応答と表情強度の推定」上野 諒祐，坂戸 達
陽，中野 有紀子 

・ [1E4-OS-8b-02]「臨床における問題解決法可視化のための知識の記述」押山 千秋，西村 拓一 

・ [2C4-OS-9b-04]「パーソナルデータを用いたAIサービスの信頼性モデル化検討」陶山 昂司，江間 
有沙 

[大会優秀賞 国際セッション口頭発表部門 1件] 

・ [2N1-IS-2a-03] STBM+: Advanced Stochastic Trading Behavior Model for Financial Markets 
based on Residual Blocks or Transformers, Masanori HIRANO1, Kiyoshi Izumi1, Hiroki Sakaji 

[学生奨励賞3件] 

・ [4G2-GS-2k-03]「Refined Consistencyによる知識蒸留を用いた半教師あり学習」村本 佳隆 

・ [3G2-GS-2h-04]「Causal Treeに基づく選択バイアスを考慮した条件付き平均処置効果推定手法に関

する一考察」坪井 優樹 

・ [3G4-GS-2i-04]「Sequential Variational Autoencoderを用いたAngry Birdsのステージ生成」田邊 
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拓実 
   

(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 委員長，服部 宏充 副委員長，砂山 渡 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 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 
117 2021年9月29日 オンライン 7+2 127  
118 
合同 

2021年11月26日 オンライン 0+5 113  

119 2022年1月27日～28日 オンライン 5+2 118  
120 2022年3月22日～23日 オンライン 13+2 123  

 
(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） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
123 2021年8月27日 オンライン 12+1 28  
124 2021年11月27日 オンライン 11+1 87 合同研究会 
125 2022年3月9日 ルスツ+オンライン 10+0 57 WSSIT2022

として 
 

(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（電通大） 
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）， 

熊野 史朗（NTT） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
92 2021年9月3日 オンライン 11+1 108  
93 2021年11月29日～30日 オンライン 45+2 167 第12回対話シス

テムシンポジウム 
94 2022年3月5日～6日 オンライン 19+2 133  

 
(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：山元 翔（近畿大学） 
幹事：林 佑樹（大阪府立大学），田中 幸治（金沢工業大学），小暮 悟（静岡大学） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
92 2021年7月10日 オンライン 6+0 30  
93 2021年11月27日 オンライン 7+0 30 合同研究会 
94 2022年3月7日 オンライン 9+0 63  
－ 2021年10月22日～23日 オンライン － 23 第32回教育・学習

支援システム若手の

会 
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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 委員長，服部 宏充 副委員長，砂山 渡 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），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 
58 2021年11月26日 オンライン 8+2 45 合同研究会 
59 2022年3月14日 オンライン 4+0 15  
－ 2021年11月27日 オンライン － 85 第20回HARK講習会 
－ 2021年11月29日 オンライン 7+2 60 RoboCup Asia Pacific Symposium（ロ

ボカップアジアパシフィック2021愛知

開催委員会と共催） 
 

 (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 
66 2021年9月17日～18日 中央大学 後楽園キャンパス 9+0 15  
67 2021年12月18日～19日 中央大学 多摩キャンパス 11+0 15  
68 2022年3月25日～26日 青森大学 東京キャンパス 8+0 －  

 
 (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） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
2 2021年11月26日 オンライン 2+1 20 合同研究会 
3 2022年3月23日 オンライン 0+1 170  

 
 (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 
34 2021年5月15日 オンライン 4+2 62  
35 2021年10月23日 アルゴグラフィックス

北見＋オンライン 
2+2 134  

36 2022年2月12日 オンライン 3+2 85  
 
 (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（東北大学）  

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
35 2021年9月17日 オンライン 9+2 

パネル1
件 

25 13th International Workshop on 
Natural Computing Online 2021 
Summit of the International Society 
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for the Study of Information（9月12
日～19日）のイベントとして開催 

36 2021年11月27日 オンライン 8+2 30 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 
41 2021年11月27日 オンライン 9+0 60 合同研究会 
42 2021年12月4日 オンライン 4+0 20 RoboCupシミュレーション

秋キャンプ 
43 2022年3月11日 ルスツリゾー

ト，ハイブリッ

ド 

10+0 50 WSSIT2022 

 
 (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 
27 2021年10月9日 オンライン 16+0 148  
28 2022年3月12日 東京大学+オンライン 32+0 244  

 
 (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 
42 2021年11月26日 オンライン 3+0 25 合同研究会 
43 2022年3月23日 オンライン 3+0 21  

 
 (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） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
29 2021年9月27日 オンライン 5+0 15  
30 2022年3月18日 オンライン 9+0 －  

 
 (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（青山学院大学） 
 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 
54 2021年8月4日 オンライン 3+2 60  
55 2021年11月26日 オンライン 8+0 80 合同研究会 
56 2022年3月11日 オンライン 17+0 50  
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－ 2022年3月7日 オンライン － 37 ナレッジグラフ推論チ

ャレンジ2021最終審査

会&授賞式 
 

 (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 
20 2021年11月27日 オンライン 9+1 70 合同研究会 
21 2022年3月9日 ルスツリゾート 11+0 116 社会システムと情報技術研究

ウィーク 
 

 (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 
19 2021年10月30日 オンライン 7+0 30  
20 2022年3月12日～13

日 
大濱信泉記念館+ 
オンライン 

19+0 30  

－ 2021年11月15日 オンライン 12+2 50 isAI2021 AI-Biz2021 
 

 (13) 人工生命研究会（略称 SIG-ALIFE） 

 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） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
1 2021年7月17日 オンライン 0+5 80 パネル討論 
2 2021年12月6日 オンライン 15+1 70 口頭3件，ポスター12

件 
3 2022年3月28日 オンライン 7+0 70  

 
 (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（理化学研究所），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 
10 2021年5月7日 オンライン 5+0 115  
11 2021年11月26日～27日 オンライン 8+2 143 合同研究会 
12 2022年3月15日 オンライン 6+0 106  
－ 2021年11月20日 名古屋＋オンライン 0+4 250 第41回医療情報学

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 
27 2021年11月26日 オンライン 5+0 30 合同研究会 
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28 2022年3月8日 オンライン 7+0 40  
 

 (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

ス） 

回 開催日 場所 発表数 参加者 備考 
8 2021年11月26日～27

日 
オンライン 7+1 30 合同研究会 

 
(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 
18 2021年8月6日 オンライン 5+1 44  
19 2021年11月26日 オンライン 5+1 53  
20 2022年3月15日 オンライン 3+1  －  
－     AGI輪読会9回開催 

 
(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 
5 2021年5月11日 オンライン 5 

パネル1件 
20  

6 2021年11月26日 オンライン 10+1 70 合同研究会 
 

(19) 仕掛学研究会（略称 SIG-TBC）（2021年度で活動終了） 

 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 
12 2022年2月19日 大阪大学会館講堂および

オンライン 
27+0 77  

 
③ 合同研究会2021 

 
・実行委員会：濱崎 雅弘 委員長（産業技術総合研究所），古崎 晃司 委員長（大阪電気通信大学），砂山 

渡 副委員長（滋賀県立大学），服部 宏充 副委員長（立命館大学），佐久間 淳 顧問（筑波大学／理

化学研究所），來村 徳信 顧問（立命館大学） 
実行委員：市瀬 龍太郎（国立情報学研究所，SIG-AGI），大久保 好章（北海道大学，SIG-FPAI），大向 

一輝（東京大学，SIG-SWO），尾崎 知伸（日本大学，SIG-KBS），笠井 俊信（岡山大学，SIG-
ALST），桐山 伸也（静岡大学，SIG-CSE），古崎 晃司（大阪電気通信大学，SIG-AIMED），白

松 俊（名古屋大学，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），中臺 一博（ホンダ・リサーチ・インステ

ィチュート・ジャパン，SIG-Challenge），服部 宏充（立命館大学，SIG-DOCMAS），林 久志

（産業技術大学院大学，SIG-SAI），古川 慈之（産業技術総合研究所，SIG-KST），干場 功太郎
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（東京工業大学，SIG-Challenge），松下 光範（関西大学，SIG-TBC），山川 宏（全脳アーキテク

チャ・イニシアティブ，SIG-AGI），鷲尾 隆（大阪大学，SIG-MEI） 
・日時    2021年11月26日（金）～27日（土） 
・場所    オンライン 
・参加研究会 15研究会 一般発表, 招待講演 
 SIG-Challenge AIチャレンジ研究会 8, 2 
 SIG-CCI 市民共創知研究会 7, 1 
 SIG-AIMED 医用人工知能研究会 8, 2 
 SIG-FPAI 人工知能基本問題研究会 0, 5 
 SIG-CSE コモンセンスと感情研究会 2, 1 
 SIG-KST 知識・技術・技能の伝承支援研究会 3, 0 
 SIG-SWO セマンティックウェブとオントロジー研究会 8, 0 
 SIG-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 5, 0 
 SIG-AGI 汎用人工知能研究会 5, 1 
 SIG-MEI 計測インフォマティクス研究会 10, 1 
 SIG-KBS 知識ベースシステム研究会 11, 1 
 SIG-ALST 先進的学習科学と工学研究会 11, 0 
 SIG-NAC ナチュラルコンピューティング研究会 8, 2 
 SIG-SAI 社会におけるAI研究会 9, 0 
 SIG-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 9, 1 
・研究会発表 106件（一般発表），21件（研究会招待講演等） 
・招待講演：「深層予測学習による身体知の実現に向けて ― データから経験の学習へ」 

尾形 哲也（早稲田大学／産業技術総合研究所） 
・萌芽研究会セッション：AI Safety & Security（招待講演4件） 
・トップカンファレンス紹介セッション 
・参加登録者数   888名 
・スポンサー  11社（ゴールドスポンサー9社，シルバースポンサー2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４開催にあたり，対話システム評価作業費用について補助を行っ

た．第12回対話システムシンポジウムにおいて，コンペティションの評価上位チームによるライブイベン

トを実施した． 
 
・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する運営費（アルバイト費用）に対して支出

した． 
 
・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

での公開ならびに2022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． 
 
⑥ 論文公開サイトのAI書庫からJ-Stageへの移行 

 
論文公開サイトとしてこれまで利用してきたAI書庫（国立情報学研究所が提供）がサービス停止となること

にともない，AI書庫に格納してきた全過去論文をJ-Stageに移行した．また，2021年4月以降に発行され

た全論文はJ-Stageにのみに掲載している．AI書庫のサービスは，2022年3月末で終了した． 
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(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65件，後援19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)「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） 

(02)「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） 

(03)「World Conference of Computers in Education 2022 (WCCE2022)」International Federation for 
Information Processing（2022.8.21～24） 

(04)「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） 
(05)「システム制御情報学会・計測自動制御学会 チュートリアル講座2021『制御システムセキュリティとプラ

イバシー』」システム制御情報学会・計測自動制御学会（2021.7.21） 
(06)「2020 International Symposium on Flexible Automation (ISFA2020)」システム制御情報学会（2022.7.3

～7） 
(07)「21-4 講演会 第31回設計工学・システム部門講演会」日本機械学会（2021.9.15～17） 
(08)「第39回日本ロボット学会学術講演会」日本ロボット学会（2021.9.8～11） 
(09)「情報処理学会連続セミナー2021『ニューノーマル時代に向けた情報技術の潮流』」情報処理学会

（2021.6.2以降，全12回開催） 
(10)「第134回ロボット工学セミナー『ロボットのための画像処理技術』」日本ロボット工学会（2021.5.18） 
(11)「第18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（2021.6.17～18） 
(12)「第7回先端メカトロニクス国際会議 The 7th International Conference on Advanced Mechatronics

（ICAM2021）」日本機械学会（2021.7.1～2） 
(13)日本神経回路学会第31回全国大会（JNNS2021）日本神経回路学会（2021.9.21～23） 
(14)「第23回日本感性工学会大会」日本感性工学会（2021.9.2～4） 
(15)「スケジューリング・シンポジウム 2021」スケジューリング学会（2021.9.24～9.25） 
(16)「第28回ディスプレイ国際ワークショップ The 28th International Display Workshops (IDW '21)」映像情

報メディア学会（2021.12.1～3） 
(17)「第135回ロボット工学セミナー『スポーツとロボット技術』」日本ロボット学会（2021.7.2） 
(18)「第39回日本ロボット学会学術講演会」日本ロボット学会（2021.9.8～11） 
(19)「第22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（2021.12.15～17） 
(20)「第64回自動制御連合講演会」システム制御情報学会，計測自動制御学会，日本機械学会，化学工学会，精

密工学会，電気学会，日本航空宇宙学会（2021.11.13～14） 
(21)「ヒューマンインタフェースシンポジウム2021」ヒューマンインタフェース学会（2021.9.15～17） 
(22)「インタラクション2022」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，グループウェ

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（2022.2.28～3.2） 
(23)「Dynamics and Design Conference 2021 (D&D2021)」日本機械学会 機械力学・計測制御部門

（2021.9.13～17） 
(24)「計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会2021（SSI2021）」計測自動制御学会（2021.11.20～

22） 
(25)「教育システム情報学会第46回全国大会」教育システム情報学会（2021.9.1～3） 
(26)「第136回ロボット工学セミナー『組立動作の自動制御技術』」日本ロボット学会（2021.9.1） 
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(27)「第19回 ITSシンポジウム2021」ITS Japan（2021.12.9～10） 
(28) 「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～』2021」

計測自動制御学会（2021.9.28～29） 
(29)「第34回自律分散システム・シンポジウム」計測自動制御学会（2022.1.21～22） 
(30)「The 35th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied 

Intelligence Systems (IEA/AIE 2022)」International Society of Applied Intelligence（2022.7.19～22） 
(31)「トロンプロジェクトシンポジウム『2021 TRON Symposium (TRONSHOW)』」トロンフォーラム

（2021.12.8～10） 
(32)「第24回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS2021)」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（2021.11.10～13） 
(33)「ものづくりにおける最新のDX・DT（デジタルトランスフォーメーション・デジタルツイン）～溶接・接

合技術への展開～」日本溶接協会 溶接・接合プロセス研究委員会（2021.11.12） 
(34)「IDRユーザフォーラム2021」国立情報学研究所（2021.11.22） 
(35)「第137回ロボット工学セミナー『サービスロボットと安全性』」日本ロボット学会（2021.10.20） 
(36)「第138回ロボット工学セミナー『インフラ維持管理とロボット技術』」日本ロボット学会（2021.11.12） 
(37)「経営情報学会2021年全国研究発表大会」経営情報学会（2021.11.13～14） 
(38)「第20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 Social Interaction 

and Intelligent Communication 共同研究講座，AIチャレンジ研究会，他（2021.11.27） 
(39)「システム制御情報学会セミナー2021『AIの活用による産業の未来展望』」システム制御情報学会

（2021.11.30） 
(40)「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～』2021」計

測自動制御学会（2021.12.22） 
(41)「スマートライフ2022年大会」モバイル学会（2022.3.11～12） 
(42)「第19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（2021.12.9～10） 
(43)「学術フォーラム『ELSIを踏まえた自動運転の社会実装－自動運転の社会実装と次世代モビリティによる社

会デザイン－』」日本学術会議（2021.12.13） 
(44)「ロボティクス・メカトロニクス講演会2022 ROBOMECH 2022 in Sapporo」日本機械学会（2022.6.1～

4） 
(45)「進化計算シンポジウム2021」進化計算学会（2021.12.25～26) 
(46)「HAIシンポジウム2022」HAIシンポジウム2022運営委員会（2022.3.2～3） 
(47)「生産システム部門研究講演会2022」日本機械学会（2022.3.7～8） 
(48)「“くるまからモビリティへ”の技術展」自動車技術会（2022.2.14～18） 
(49)「第139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（2022.1.29～30） 
(50)「第49回知能システムシンポジウム」計測自動制御学会（2022.3.14～15） 
(51)「SSII2022（第28回画像センシングシンポジウム）」画像センシング技術研究協会（2022.6.8～10） 
(52)「日本人間工学会第63回大会」日本人間工学会（2022.7.30～31） 
(53)「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2022」自動車技術会（2022.5.25～27，2022.6.29～7/1） 
(54)「3次元画像コンファレンス2022」3次元画像コンファレンス2022実行委員会（2022.7.15～16） 
(55)「第27回バイオメカニズム・シンポジウム」バイオメカニズム学会（2022.8.30～9.1） 
(56)「第43回バイオメカニズム学術講演会」バイオメカニズム学会（2022.11.26～11.27） 
(57)「第25回画像の認識理解シンポジウム（MIRU2022）」電子情報通信学会 パターン認識・メディア理解研

究会（PRMU）（2022.7.25～28） 
(58)「第9回化学工学ビジョンシンポジウム SV-1『化学工学の未来ビジョンを考えよう』」戦略企画会議，

VISION2023レビュー委員会，CSR委員会（2022.3.16） 
(59)「第20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（2022.6.3～4） 
(60)「持続可能な発展のための国際基礎科学年（IYBSSD2022）」日本学術会議（2022.1.1～2022.12.31） 
(61)「第40回日本ロボット学会学術講演会」日本ロボット学会（2022.9.5～9） 
(62)「第10回ロボット大賞」経済産業省，日本機械工業連合，総務省，文部科学省，厚生労働省，農林水産省，

国土交通省（募集期間：2022.4.11～6.3，表彰式：2022.10.19） 
(63)「ラーニングイノベーショングランプリ2022（LIGP2022）」マイクロラーニングコンソーシアム（mLC）
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（募集期間：2022.3.16～5.16，表彰式：2022.7.13） 
(64)「連続セミナー2022『その先へ 情報技術が貢献できること』」情報処理学会（2022.6月～12月にかけて全

12回） 
(65)「第38回ファジィ システム シンポジウム（FSS2022）」日本知能情報ファジィ学会（2022.9.14～16） 
  
③ 後援「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 
(01)「『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） 
(02)「産学連携シンポジウム AIMaP共催、オープンハウス連携イベント「データサイエンスが描き出す『モノ

づくり』の未来シナリオ」情報・システム研究機構 統計数理研究所（2021.6.17） 
(03)「第30回JTF翻訳祭2021」日本翻訳連盟（2021.10.6～10.20） 
(04)「MEMRISYS 2021 国際会議」MEMRISYS 2021 国際会議組織委員会（2021.11.1～4） 
(05)「HONGO AI 2021」HONGO AI，日本経済新聞社（エントリー告知開始2021年6月中旬，最終選考会

2021.11.29） 
(06)「第6回 IoTセキュリティフォーラム2021 オンライン」横浜国立大学先端科学高等研究院（2021.9.1～2） 
(07)「とめ研究所若手研究賞論文」（株）とめ研究所（募集期間：2021.10.25～2022.2.8） 
(08)「情報セキュリティ理解のための先端暗号技術入門」神奈川県立産業技術総合研究所（2021.11.25，29，

30） 
(09)「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（2021.12.1，2，8，9） 
(10)「第5 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

（2021.10.18～ 2022.2.15） 
(11)「ロボカップジュニア・ジャパンオープン2022けいはんな」ロボカップジュニア・ジャパン（2022.4.22～

24） 
(12)「特別展『きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ？』」日本科学未来館，朝日新聞社，テレビ朝日

（2022.3.18～8.31） 
(13)「研究開発人材のための読解力向上・説明力開発」神奈川県立産業技術総合研究所（2022.2.9～10） 
(14)「第13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

（2022.2.22） 
(15)「第6回 AI・人工知能 EXPO 春」リードエグジビションジャパン株式会社（2022.5.11～13） 
(16)「第3回 AI・人工知能 EXPO 秋」リードエグジビションジャパン株式会社（2022.10.26～28） 
(17)「第5回自動翻訳シンポジウム」総務省，グローバルコミュニケーション開発推進協議会，国立研究開発法

人情報通信研究機構（NICT）（2022.3.11） 
(18)「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

（2022.3.8） 
(19)「10年後の未来に向けた情報技術への期待～次世代のトリックスターを探して～」科学技術振興機構

（2022.4.25） 
  
③  協力「イベント名称」主催者名（開催日：年．月．日） 
(01) 「第9回星新一賞」日本経済新聞 
(02) 「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」ロボカップ日本委員会（2021.11.25～29） 
  
(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：三宅 陽一郎（スクウェア・エニックス），ジャプカ・ラファウ（北海道大学），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） 
全国大会で企画セッションを実施，AI ELSI賞の選定，等 
 

 
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：福井 健一 委員長（大阪大学），淺原 彰規 副委員長 
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メーリングリストの配信審議，取材・執筆依頼の対応，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：牧田 光晴 委員長（LINE） 
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） 
SC42 国内委員会（情報処理学会情報規格調査会SC42 専門員会 人工知能）にリエゾンとして参加（毎月開

催。人工知能学会からの情報発信、SC42 から人工知能学会への協力要請対応。 ISO/IEC JTC 1/SC42 
のオブザーバ参加（AI 関する標準化活動の状況を把握）。学会員への情報提供JSAI2021 全国大会での

企画 
 

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TF：松尾 豊（東京大学），大向 一輝（東京大学） 
谷口 恭弘（本田技術研究所），森川 幸冶（Connect），市瀬 龍太郎（NII），戸上 真人（AMAZON），吉

岡 健（富士フイルム），堤 富士夫（電力中央研究所），植野 研（東芝） 
AIマップβ2.0の英語版を作成し学会Webサイトに掲載・パンフレット発行，全国大会での企画セッション

やSIAI2021でチュートリアルを実施， 
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II 処務の概要 
 
(1) 役員などに関する事項                               

2021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 北海道大学  

次期会長 非常勤 津本 周作 2020.06.22 総括 なし 島根大学 1年 

副会長 非常勤 市瀨(市瀬) 龍太郎 2020.06.22 学会賞選定 なし 国立情報学研究所  

理 事 非常勤 森田 千絵 2020.06.22 全国大会 なし 東芝  

理 事 非常勤 淺原 彰規 2020.06.22 広報 なし 日立製作所  

理 事 非常勤 荒井 幸代 2020.06.22 全国大会 なし 千葉大学  

理 事 非常勤 大熊 智子 2020.06.22 企画 なし 富士フイルム  

理 事 非常勤 大向 一輝 2020.06.22 戦略 なし 東京大学  

理 事 非常勤 上(片上) 大輔 2020.06.22 企画 なし 東京工芸大学  

理 事 非常勤 清田 陽司 2020.06.22 編集 なし LIFULL  

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 指田 直毅 2020.06.22 財務 なし 富士通  

理 事 非常勤 佐藤 佳州 2020.06.22 総務 なし パナソニック  

理 事 非常勤 篠原 靖志 2020.06.22 産業界 なし 電力中央研究所  

理 事 非常勤 ジェプカ ラファウ 2020.06.22 倫理 なし 北海道大学  

理 事 非常勤 砂山 渡 2020.06.22 研究会 なし 滋賀県立大学  

理 事 非常勤 髙間 康史 2020.06.22 国際 なし 東京都立大学  

理 事 非常勤 立花 隆輝 2020.06.22 財務 なし 日本 IBM  

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 野村 俊之 2020.06.22 全国大会 なし NEC  

理 事 非常勤 服部 宏充 2020.06.22 研究会 なし 立命館大学  

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 牧田 光晴 2020.06.22 標準化 なし LINE  

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 山田 健太郎 2020.06.22 産業界 なし 本田技術研究所  

監 事 非常勤 竹内 広宜 2020.06.22 監査 なし 武蔵大学  

監 事 非常勤 折原 良平 2020.06.22 監査 なし キオクシア  

（理事は五十音順，敬称略） 
 
(2) 職員に関する事項  

2021年度末現在 

職    名 勤 務 氏     名 採用年月日 担当業務 備   考 

21



事務局長 常 勤 住田 一男 2016/07/01 総    括  

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36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36回定時社員総会  

2021年6月21日  

議 長：浦本 直彦 会長 

出席者：110名(現地出席6名，オン

ライン出席58名，書面投票46名)  

総会成立定足数：61名 

1. 2020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. 2020年度決算書・監査報告書承認の件 

4. 2021年度事業計画書承認の件 

5. 2021年度収支予算書承認の件 

6. 2021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367回理事会以前の理事会構成（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 
 
第368回理事会以降の理事会構成（理事30名，監事2名，顧問4名） 
留任理事：野田 五十樹，市瀬 龍太郎，片上 大輔，清田 陽司，古崎 晃司，篠原 靖志，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 
新任理事：津本 周作，森田 千絵，淺原 彰規，荒井 幸代，大熊 智子，大向 一輝，指田 直毅，佐藤 佳州，ジェ

プカ ラファウ，砂山 渡，髙間 康史，野村 俊之，服部 宏充，牧田 光晴，山田 健太郎 
留任監事：竹内 広宜  新任監事：折原 良平 
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366回理事会  

2021年4月19日 

議 長：野田五十樹会長 

出席理事：29名 

（定足数：16名） 

 

 

1. 総務：第365回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人71名と法人5社の入会審議 

3. 編集：会誌・論文誌編集状況 

4. 編集：論文賞2件と論文特別賞1件の審議 

5. 研究会：研究会運営委員会報告 

6. 研究会：研究会優秀賞15件の審議 

7. 戦略(産業界)：SIAI2021進捗状況報告 

8. 企画(セミナー)：第79回セミナー結果報告 

9. 財務：2021年度予算審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

賛成多数で承認 
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10. 広報：活動報告 

11. 総務：2021年度代議員選挙報告 

12. 選挙：役員選挙結果について 

13. 現場イノベーション賞2件，功績賞2名，フェロー1名，功

労賞2名の認定審議 

14. 高齢者雇用安定法改訂に伴う正職員就業規則改訂審議 

15. 2020年度事業報告書案報告 

16. 総務：協賛8件，協力1件の受諾審議 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

第367回理事会  

2021年5月18日 

議 長：野田五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：16名） 

 

 

1. 総務：第366回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人114名と法人7社の入会審議 

3. 編集：会誌・論文誌編集状況 

4. 編集：2021年度編集委員審議 

5. 編集：J-Stage会誌記事販売方法審議 

6. 戦略(次世代・国際)：NGC誌のJSAI論文誌化審議 

7. 全国大会：2021大会準備状況 

8. 倫理：全国大会の投稿規程に対する検討結果報告 

9. 研究会：合同研究会2021準備状況 

10. 企画(国際化)：isAI2021 WS応募結果報告 

11. 広報：活動報告 

12. 総務：協賛4件，後援2件の受諾審議 

13. 会誌販売オーム社契約改訂審議 

14. 功労賞1名からの辞退について審議 

15. 監査報告 

16. 第36回定時社員総会資料 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

第368回理事会 

2021年6月21日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：27名 

（定足数：16名） 

現地出席4名，遠隔出席23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. 2021年度役員構成案について 

 

 

 

 

賛成多数で承認 

第369回理事会 

2021年7月21日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：28名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第367回ならびに第368回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人114名と法人5社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2021準備状況報告 

5. 研究会：AI書庫→J-Stage移行状況報告 

6. 全国大会：2021大会表彰選考結果審議 

7. 全国大会：2021大会Springer選定結果報告 

8. 全国大会：2021大会アンケート結果報告 

9. 全国大会：2020大会収支決算報告 

10. 全国大会：2022大会会誌会告案報告 

11. 戦略(産業界)：SIAI2021企画・予算・体制審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 
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12. 戦略(産業界)：名古屋市連携協定案審議 

13. 企画(セミナー)：企画案進捗報告 

14. 企画(セミナー)：2021年度委員会体制審議 

15. 広報：活動報告 

16. 総務：協賛8件，後援2件，協力1件の受諾審議 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

第370回理事会 

2021年9月21日 

議 長：野田 五十樹 会

長 

出席理事：30名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第369回理事会議事録確認 

2. 総務：新規入会申込：個人59名の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2021準備状況報告 

5. 研究会：AI書庫→J-Stage移行状況報告 

6. 研究会：第二種研究会レターでの学会ロゴ使用審議 

7. 全国大会：2022大会委員審議 

8. 全国大会：2021大会国際セッションNGC選定結果報告 

9. 戦略(産業界)：SIAI2021準備状況報告 

10. 企画(国際)：isAI2021準備状況報告 

11. 企画(国際)：isAI2021予算案修正審議 

12. 企画(セミナー)：企画案進捗状況報告 

13. 広報：活動報告 

14. 総務：2022年度役員候補者推薦委員会設置審議 

15. 総務：協賛11件，後援2件の受諾審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

第371回理事会 

2021年10月22日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：29名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第370回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人23名の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2021準備状況報告 

5. 全国大会：2022大会準備状況報告 

6. 全国大会：2023大会開催地審議 

7. 戦略(産業界)：SIAI2021準備状況報告 

8. 企画(国際)：isAI2021準備状況報告 

9. 財務：2021年予算執行状況報告 

10. 総務：2022年度役員候補者推薦依頼 

11. 総務：協賛4件の受諾審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

第372回理事会 

2021年11月25日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：27名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第371回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人30名と法人2社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 全国大会：2022大会OS応募結果等進捗状況報告 

5. 全国大会：2022大会現地委員追加審議 

6. 戦略(産業界)：SIAI2021準備状況報告 

7. 戦略(産業界)：SIAI2021実行委員交代審議 

8. 企画(国際)：isAI2021開催報告 

9. 企画(セミナー)：第81回，82回セミナー開催報告 

10. 企画(セミナー)：NeurIPS2021レポータ選定結果審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

賛成多数で承認 
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11. 広報：活動報告 

12. 総務：学会賞選定委員会設置審議 

13. 総務：日本工学会監事立候補依頼の受諾審議 

14. 総務：協賛8件，後援3件の受諾審議 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

第373回理事会 

2021年12月22日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第372回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人20名と法人2社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2021実施報告 

5. 戦略(産業界)：SIAI2021実施報告 

6. 企画(国際)：isAI2022準備状況報告 

7. 倫理：AI ELSI賞選定結果審議 

8. 総務：2021年度永年会員申請審議 

9. 総務：2022年度実施計画策定依頼 

10. 総務：協賛2件，後援2件の受諾審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

第374回理事会 

2022年1月19日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：27名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第373回理事会議事録確認 

2. 新規入会申込：個人14名の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 研究会：合同研究会2021報告 

5. 研究会：合同研究会2022計画報告 

6. 企画(セミナー)：第83回人工知能セミナー内容審議 

7. 財務：予算小委員会設置審議 

8. 総務：2022 年度役員選挙候補者審議 

9. 総務：協賛1件の受諾審議 

後援1件の受諾審議 

10. 総務：2022年度実施計画案審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

反対多数で否決 

賛成多数で承認 

第375回理事会 

2022年2月22日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第374回理事会議事録承認 

2. 新規入会申込：個人18名と法人8社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 全国大会：開催形式コロナ対応判断基準審議 

5. 研究会：各研究会2022年度計画案（第一種：審議，第二種

報告） 

6. 企画(セミナー)：第83回人工知能セミナー開催予定報告 

7. 財務：予算小委員会報告 

8. 広報：活動報告 

9. 総務：協賛7件・後援3件・協力1件の受諾審議 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

 

報告 

報告 

報告 

協賛1件以外は

賛成多数で承認 

第376回理事会 

2022年3月18日 

議 長：野田 五十樹会長 

出席理事：28名 

（定足数：16名） 

1. 総務：第375回理事会議事録審議 

2. 新規入会申込：個人93名と法人1社の入会審議 

3. 編集：編集状況報告 

4. 企画(セミナー)：第83回人工知能セミナー開催報告 

5. 企画(国際)： isAI2022準備状況報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 

報告 

報告 
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6. 財務：2022年度予算案審議 

7. 広報：活動報告 

8. 総務：2022 年度役員選挙結果審議 

9. 総務：協賛5件・後援1件受諾審議 

10. 研究会：第一種研究会次年度体制追加審議 

11. 戦略(産業界)：SIAI2022企画案報告 

賛成多数で承認 

報告 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

賛成多数で承認 

報告 
 
 
③ 学会賞選考委員会 
 
・2021度業績賞・功労賞選定委員会 
 委員長：市瀬 龍太郎  幹事：春木 耕祐  副幹事： 佐藤 佳州 
委 員：津本 周作，森田 千絵，淺原 彰規，片上 大輔，清田 陽司，古崎 晃司，指田 直毅，篠原 靖志，髙間 

康史，立花 隆輝，野村 俊之，服部 宏充，濱崎 雅弘，福井 健一，牧田 光晴，松村 真宏，山田 健太

郎，折原 良平 
 

 開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

2022年3月18日 

議 長：森川 幸治 委員長 

出席者：21名（遠隔21名） 

業績賞（被推薦者1名）の選定 業績賞授賞者1名を

選定 

 
・2021年度現場イノベーション賞選定委員会 
 委員長：市瀬 龍太郎  幹事：春木 耕祐  副幹事： 佐藤 佳州 
委 員：淺原 彰規，清田 陽司，指田 直毅，篠原 靖志，立花 隆輝，野村 俊之，牧田 光晴，山田 健太郎 

 
開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

2022年3月18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7件） 

 

金賞受賞者１件 

銀賞受賞者2件 

を選定 
 
・2022年度役員候補者推薦委員会 
 委員長：野田 五十樹 
委 員：市瀬 龍太郎，森田 千絵，春木 耕祐，津本 周作，淺原 彰規，荒井 幸代，大向 一輝，大熊 智子，片

上 大輔，清田 陽司，古崎 晃司，指田 直毅，佐藤 佳州，篠原 靖志，ジェプカ ラファウ，砂山 渡，高

間 康史，立花 隆輝，戸田 浩之，野村 俊之，服部 宏充，濱崎 雅弘，福井 健一，牧田 光晴，松尾 豊，

松村 真宏，三宅 陽一郎，矢田 勝俊，山田 健太郎 
 

 
開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の結果 

2021年11月25日 

議 長：野田 五十樹 委員長 

出席者：26名 

1. 会長候補者：1名 

2. 副会長候補者：1名 

3. 監事候補者：2名 

信任 

信任 

優先付け 

2021年12月22日 

議 長：野田 五十樹 委員長 

出席者：26名 

1. 候補者選任方法 

2. 企業理事候補者：6名 

3. アカデミア理事候補者：15名 

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． 
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 ・編集委員会： 

  清田 陽司 委員長（留任），鳥海 不二夫 副委員長（留任） 
 
・研究会運営委員会： 

  斎藤來村 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 ⇒ 古崎 晃司 委員長

（研究会運営），濱崎 雅弘 委員長（合同研究会），服部 宏充 副委員長（研究会運営），砂山 渡 副委

員長（合同研究会）, 

  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，合同研究会の計画など 
 
 ・企画委員会：  

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） ⇒ 片上 大輔 委員長（セミナー），矢田勝俊 委員長（国際化），大熊 智子（セミ

ナー），髙間 康史（国際化） 

  議事事項：セミナー・AIツール入門の企画・実施，isAI2021開催計画など 
 
 ・全国大会委員会： 

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 ⇒ 森田 千絵 大会委員長，戸田 浩之 実行委員長，松村 真宏 プログ

ラム委員長，野村 俊之 副実行委員長，荒井 幸代 副プログラム委員長 

  議事事項：全国大会の企画・運営など 
 
 ・広報委員会：  

  大谷 紀子 委員長，福井 健一 副委員長 ⇒ 福井 健一 委員長，淺原 彰規 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（留任） 
 
・財務委員会：  

  青島 武伸 委員長，立花 隆輝 副委員長 ⇒立花 隆輝 委員長，指田 直毅 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）：  

  園田 俊浩 副委員長，春木 耕祐 副委員長 ⇒春木 耕祐 委員長，佐藤 佳州 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），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，三宅 陽一郎，ジェプカ 

ラファウ 

  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 ⇒ 牧田 光晴 委員長 

  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 
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・戦略－対外連携委員会： 

 吉岡 健 委員長，篠原 靖志 副委員長，鯨井 俊宏 副委員長 ⇒ 篠原 靖志 委員長，山田 健太郎 副委員長，

牧田 光晴 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，松尾 豊 副委員長 ⇒ 松尾 豊 委員長，大向 一輝 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，AIマップ，NGCと本会論文誌の統合 

 

(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 

   
 
 
(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 

2022年3月31日 
前 年 度 末 

2021年3月31日 
増減数 摘 要 

正 会 員 4,690 4,840 150減  

学生会員 679 708 29減  

名誉会員 10 10 －  

賛助会員(口数) 299(340) 295(340) 4増(－)  

特殊購読会員 67 67 －  

個人会員合計 5,369 5,548 179減  
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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 133 49 182

学生会員 76 17 93

賛助会員 0 2 2

特殊購読会員 2 0 2

合　計 211 68 279

除名処分について

定款第9条に基づき，2021年度末で279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
2022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   251,616,172  226,027,072  25,589,100

未収会費   3,615,000  3,469,000  146,000

未収金   1,402,956  2,208,845 △ 805,889

前払金  20,918,590  7,030,701  13,887,889

会費未納除却引当金 △ 2,765,000 △ 2,500,000 △ 265,000

流動資産合計   274,787,718  236,235,618  38,552,100

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   4,177,942  4,177,898   44

国際活動積立金   9,490,932  9,680,857 △ 189,925

活性化積立金   1,458,138  1,538,126 △ 79,988

特定資産合計  15,127,012   15,396,881 △ 269,869

(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  55,468,596   55,738,465 △ 269,869

資産合計   330,256,314  291,974,083  38,282,231

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金   6,795,632  7,603,228 △ 807,596

前受金   2,461,500  1,664,271 797,229

前受会費  40,732,313   43,134,000 △ 2,401,687

職員に対する社会保険料等   526,651  524,016  2,635

誤入金・過入金等   249,280  249,280  0

未払法人税等  70,000   70,000  0

未払消費税等   1,162,200  1,263,100 △ 100,900

流動負債合計  51,997,576   54,507,895 △ 2,510,319

負債合計  51,997,576   54,507,895 △ 2,510,319

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   278,258,738  237,466,188    40,792,550

（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）    15,127,012( )     15,396,881( ) △ 269,869( )

正味財産合計   278,258,738  237,466,188  40,792,550

負債及び正味財産合計   330,256,314  291,974,083  38,282,231

-

第３号議案
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正味財産増減計算書
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 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             2,964[ ]             2,972[ ] △   8[ ]

基本財産受取利息   2,964    2,972 △   8

特定資産運用益               148[ ]               204[ ] △    56[ ]

特定資産受取利息   148    204 △    56

受取入会金           961,000[ ]         1,063,000[ ] △ 102,000[ ]

受取正会員入会   748,000  858,000 △ 110,000

受取学生会員入会金   213,000    205,000 8,000

受取会費        77,759,000[ ]        79,118,666[ ] △ 1,359,666[ ]

正会員受取会費  46,710,000   47,850,000 △ 1,140,000

学生会員受取会費   2,884,000    2,912,000 △ 28,000

賛助会員受取会費  27,040,000   27,226,666 △ 186,666

特殊購読会員受取年会費   960,000    1,005,000 △ 45,000

永年会員受取年会費   165,000    125,000 40,000

事業収益        46,336,787[ ]        52,155,018[ ] △ 5,818,231[ ]

論文掲載・会誌別刷料   9,310,250    7,019,250 2,291,000

会誌印税   1,551,453    0 1,551,453

事典印税   277,547    0  277,547

デジタル事典印税    0   64,781 △ 64,781

全国大会収入  29,564,427   39,043,900 △ 9,479,473

国際ＷＳ収入   216,000    278,000 △ 62,000

研究会登録料他   1,641,000    1,836,500 △ 195,500

セミナー参加料   790,000    0 790,000

会誌等頒布代   1,876,760    2,515,500 △ 638,740

出版物印税   113,350   15,087 98,263

前期損益修正    0 △ 50,000 50,000

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   996,000    1,432,000 △ 436,000

受取寄付金           102,592[ ]                 0[ ]   102,592[ ]

受取寄付金   102,592    0 102,592

雑収益         7,489,936[ ]         7,859,174[ ] △ 369,238[ ]

会誌広告料   5,824,600  7,597,845 △ 1,773,245

受取利息   1,635    1,510  125

コピーライト   344,456    162,797  181,659

就職情報料   1,259,345    0   1,259,345

郵送料他    19,000   30,870 △ 11,870

その他    40,900   66,152 △ 25,252

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

経常収益計   135,152,427  143,538,034 △ 8,385,607

(2) 経常費用

事業費    64,490,597[ ]     70,214,506[ ] △ 5,723,909[ ]

会誌印刷費  16,415,513   17,194,370 △ 778,857
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正味財産増減計算書
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 当年度 前年度 増 減

論文掲載・会誌別刷印刷費   272,800   94,600  178,200

会誌郵送費等発行諸経費   7,572,695  7,723,523 △ 150,828

論文査読経費   802,092  675,227 126,865

全国大会開催費  14,552,079   23,961,289 △ 9,409,210

国際ＷＳ開催費   289,567  183,039 106,528

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   922,082  1,140,416 △ 218,334

セミナー開催費   709,121  513,762 195,359

研究会開催費   2,003,397  1,771,621 231,776

広報活動費   2,951,015  2,852,761 98,254

倫理委員会活動費   180,225  159,109 21,116

表彰費   335,861  157,776 178,085

活性化活動費用  0   55,685 △ 55,685

ＡＩマップ作成費用   786,274  660,100 126,174

給料・手当  12,878,296  9,328,314   3,549,982

法定福利費   1,488,580  1,310,814  177,766

国際活動費用  0  164,000 △ 164,000

消費税   2,261,000  2,198,100 62,900

法人税  70,000   70,000  0

管理費    24,451,280[ ]     24,150,292[ ]    300,988[ ]

家賃   2,222,352  2,407,548 △ 185,196

共益費   193,248  193,248  0

光熱費   165,827  139,984   25,843

リース料・保守・修理費   790,812  435,020  355,792

消耗什器備品費  0  154,132 △ 154,132

会議費   197,426  0 197,426

総会費用   132,938  200,290 △ 67,352

旅費交通費  14,098  5,544 8,554

通信費   1,771,215  2,311,235 △ 540,020

印刷費   1,635,497  1,765,715 △ 130,218

消耗品費   296,401  539,228 △ 242,827

給料・手当   7,818,038  7,775,168 42,870

支払報酬料  59,950   63,800 △ 3,850

法定福利費   1,247,778  1,098,774 149,004

資料購入費  53,900   58,800 △ 4,900

諸会費   111,180   98,788 12,392

ＯＡ維持費   311,008  610,526 △ 299,518

福利厚生費   3,652  0 3,652

会費引落経費   148,005  150,810 △ 2,805

支払手数料   1,330,814  147,434   1,183,380

雑費  60,811   71,902 △ 11,091

外為手数料  66,500   31,000 35,500

公認会計士費用   550,000  550,000  0

会員管理委託費用   5,258,880  5,330,416 △ 71,536
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正味財産増減計算書
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 当年度 前年度 増 減

租税公課  10,950   10,930   20

会費等未納除却費用     5,418,000[ ]    8,525,000[ ] △ 3,107,000[ ]

会費未納除却支出   2,653,000  6,025,000 △ 3,372,000

会費未納除却引当金繰入   2,765,000  2,500,000 265,000

経常費用計  94,359,877  102,889,798 △ 8,529,921

評価損益等調整前当期経常増減額  40,792,550   40,648,236  144,314

評価損益等計  0  0  0

当期経常増減額  40,792,550   40,648,236  144,314

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  40,792,550   40,648,236  144,314

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

一般正味財産期末残高   278,258,738  237,466,188  40,792,550

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   278,258,738  237,466,188  40,792,550
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予算対比正味財産増減計算書
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 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[ ]             2,964[ ]                 0[ ]

基本財産受取利息   2,964    2,964    0

特定資産運用益               300[ ]               148[ ]               152[ ]

特定資産受取利息   300    148    152

受取入会金         1,400,000[ ]           961,000[ ]           439,000[ ]

受取正会員入会   1,200,000  748,000  452,000

受取学生会員入会金   200,000    213,000 △ 13,000

受取会費        78,630,000[ ]        77,759,000[ ]   871,000[ ]

正会員受取会費  46,500,000   46,710,000 △ 210,000

学生会員受取会費   3,120,000    2,884,000 236,000

賛助会員受取会費  28,000,000   27,040,000 960,000

特殊購読会員受取年会費   870,000    960,000 △ 90,000

永年会員受取年会費   140,000    165,000 △ 25,000

事業収益        41,175,500[ ]        46,336,787[ ] △ 5,161,287[ ]

論文掲載・会誌別刷料   6,000,000    9,310,250 △ 3,310,250

会誌印税    0    1,551,453 △ 1,551,453

事典印税   200,000    277,547 △ 77,547

全国大会収入  24,220,000   29,564,427 △ 5,344,427

国際ＷＳ収入   942,500    216,000 726,500

研究会登録料他   1,698,000    1,641,000   57,000

セミナー参加料   1,250,000    790,000  460,000

会誌等頒布代   2,300,000    1,876,760  423,240

出版物印税   100,000    113,350 △ 13,350

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   4,465,000    996,000   3,469,000

受取寄付金                 0[ ]           102,592[ ] △ 102,592[ ]

受取寄付金  0    102,592 △ 102,592

雑収益         8,715,400[ ]         7,489,936[ ]   1,225,464[ ]

会誌広告料   6,000,000  5,824,600  175,400

受取利息   400    1,635 △ 1,235

コピーライト   125,000    344,456 △ 219,456

会誌カタログ同封   1,000,000    0 1,000,000

就職情報料   1,500,000  1,259,345  240,655

郵送料他    20,000   19,000  1,000

その他    70,000   40,900   29,100

会費未納除却引当金戻し入れ額                 0[ ]         2,500,000[ ] △ 2,500,000[ ]

経常収益計   129,924,164  135,152,427 △ 5,228,263

(2) 経常費用

事業費    82,809,543[ ]     64,490,597[ ]    18,318,946[ ]

会誌印刷費  18,000,000   16,415,513   1,584,487

論文掲載・会誌別刷印刷費   200,000  272,800 △ 72,800
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予算対比正味財産増減計算書
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 決算額 差 異

会誌郵送費等発行諸経費   9,072,000  7,572,695   1,499,305

論文査読経費   870,000  802,092   67,908

全国大会開催費  22,116,040   14,552,079   7,563,961

国際ＷＳ開催費   1,441,000  289,567   1,151,433

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   4,416,380  922,082   3,494,298

セミナー開催費   900,000  709,121  190,879

研究会開催費   2,728,720  2,003,397  725,323

広報活動費   2,881,078  2,951,015 △ 69,937

倫理委員会活動費   820,000  180,225 639,775

表彰費   200,000  335,861 △ 135,861

活性化活動費用   550,000  0 550,000

ＡＩマップ作成費用   550,000  786,274 △ 236,274

給料・手当  13,567,984   12,878,296 689,688

法定福利費   1,826,341  1,488,580 337,761

国際活動費用   800,000  0 800,000

消費税   1,800,000  2,261,000 △ 461,000

法人税  70,000   70,000  0

管理費    26,714,230[ ]     24,451,280[ ]     2,262,950[ ]

家賃   2,222,352  2,222,352  0

共益費   193,248  193,248  0

光熱費   165,000  165,827 △   827

リース料・保守・修理費   689,544  790,812 △ 101,268

消耗什器備品費   100,000  0 100,000

会議費   581,000  197,426 383,574

総会費用   321,000  132,938 188,062

旅費交通費  60,000   14,098 45,902

通信費   2,398,400  1,771,215 627,185

印刷費   1,885,000  1,635,497 249,503

消耗品費   583,000  296,401 286,599

給料・手当   7,895,312  7,818,038 77,274

支払報酬料  57,000   59,950 △ 2,950

法定福利費   1,572,989  1,247,778 325,211

資料購入費  68,800   53,900 14,900

諸会費  90,000  111,180 △ 21,180

ＯＡ維持費   200,000  311,008 △ 111,008

福利厚生費  20,000  3,652 16,348

会費引落経費   170,000  148,005 21,995

支払手数料   1,230,000  1,330,814 △ 100,814

雑費   101,785   60,811 40,974

外為手数料  30,000   66,500 △ 36,500

公認会計士費用   550,000  550,000  0

退職給付費用   640,800  0  640,800

会員管理委託費用   4,889,000  5,258,880 △ 369,880
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予算対比正味財産増減計算書
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 決算額 差 異

租税公課  0   10,950 △ 10,950

会費等未納除却費用     2,500,000[ ]    5,418,000[ ] △ 2,918,000[ ]

会費未納除却支出   2,500,000  2,653,000 △ 153,000

会費未納除却引当金繰入  0  2,765,000 △ 2,765,000

経常費用計   112,023,773   94,359,877  17,663,896

評価損益等調整前当期経常増減額  17,900,391   40,792,550 △ 22,892,159

評価損益等計  0  0  0

当期経常増減額  17,900,391   40,792,550 △ 22,892,159

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  17,900,391   40,792,550 △ 22,892,159

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

一般正味財産期末残高   159,513,706  278,258,738 △ 118,745,032

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   159,513,706  278,258,738 △ 118,745,032
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収支計算書
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 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[ ]             2,964[ ]                 0[ ]

基本財産利息収入   2,964    2,964    0

特定資産運用収入               300[ ]               148[ ]               152[ ]

特定資産利息収入   300    148    152

入会金収入         1,400,000[ ]           961,000[ ]           439,000[ ]

正会員入会金収入   1,200,000  748,000  452,000

学生会員入会金収入   200,000    213,000 △ 13,000

会費収入        78,630,000[ ]        77,759,000[ ]   871,000[ ]

正会員年会費収入  46,500,000   46,698,000 △ 198,000

学生会員年会費収入   3,120,000    2,896,000 224,000

賛助会員年会費収入  28,000,000   27,040,000 960,000

特殊購読会員年会費収入   870,000    960,000 △ 90,000

永年会員年会費収入   140,000    165,000 △ 25,000

事業収入        41,175,500[ ]        46,336,787[ ] △ 5,161,287[ ]

論文掲載・会誌別刷料   6,000,000    9,310,250 △ 3,310,250

会誌印税    0    1,551,453 △ 1,551,453

事典印税   200,000    277,547 △ 77,547

全国大会収入  24,220,000   29,564,427 △ 5,344,427

国際ＷＳ収入   942,500    216,000 726,500

研究会登録料他   1,698,000    1,641,000   57,000

セミナー参加費   1,250,000    790,000  460,000

会誌等頒布代   2,300,000    1,876,760  423,240

出版物印税   100,000    113,350 △ 13,350

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   4,465,000    996,000   3,469,000

寄付金収入                 0[ ]           102,592[ ] △ 102,592[ ]

寄付金収入  0    102,592 △ 102,592

雑収入         8,715,400[ ]         7,489,936[ ]   1,225,464[ ]

会誌カタログ同封   1,000,000    0 1,000,000

就職情報料   1,500,000  1,259,345  240,655

会誌広告料   6,000,000  5,824,600  175,400

受取利息収入   400    1,635 △ 1,235

コピーライト   125,000    344,456 △ 219,456

郵送料他    20,000   19,000 1,000

その他    70,000   40,900 29,100

事業活動収入計   129,924,164  132,652,427 △ 2,728,263

２．事業活動支出

事業費支出    82,809,543[ ]     64,523,268[ ]    18,286,275[ ]

会誌印刷費支出  18,000,000   16,415,513   1,584,487

論文掲載・会誌別刷印刷費支出   200,000  272,800 △ 72,800

会誌郵送費等発行諸経費支出   9,072,000  7,572,695   1,499,305

会誌論文査読支出   870,000  802,092   67,908
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収支計算書
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 決算額 差 異

全国大会開催費支出  22,116,040   14,552,079   7,563,961

国際ＷＳ開催費支出   1,441,000  289,567   1,151,433

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   4,416,380  922,082   3,494,298

給料・手当支出  13,567,984   12,878,296  689,688

法定福利費支出   1,826,341  1,488,580  337,761

セミナー開催費支出   900,000  709,121  190,879

研究会開催費支出   2,728,720  2,003,397  725,323

広報活動費支出   2,881,078  2,951,015 △ 69,937

倫理委員会活動支出   820,000  180,225 639,775

ＡＩマップ作成支出   550,000  786,274 △ 236,274

表彰費支出   200,000  335,861 △ 135,861

活性化活動支出   550,000   12 549,988

記念事業活動費支出  0   44 △    44

国際活動費支出   800,000   32,615  767,385

消費税支出   1,800,000  2,261,000 △ 461,000

法人税支出  70,000   70,000  0

管理費支出    26,714,230[ ]     24,449,740[ ]     2,264,490[ ]

家賃支出   2,222,352  2,222,352  0

共益費支出   193,248  193,248  0

光熱費支出   165,000  165,827 △   827

リース・保守・修理支出   689,544  790,812 △ 101,268

消耗什器備品費支出   100,000  0 100,000

会議費支出   581,000  197,426 383,574

総会費用支出   321,000  132,938 188,062

旅費交通費支出  60,000   14,098 45,902

通信費支出   2,398,400  1,771,215 627,185

印刷費支出   1,885,000  1,635,497 249,503

消耗品支出   583,000  296,401 286,599

給料・手当支出   7,895,312  7,818,038 77,274

支払報酬料  57,000   59,950 △ 2,950

法定福利費支出   1,572,989  1,247,778 325,211

資料購入費支出  68,800   53,900 14,900

諸会費支出  90,000  111,180 △ 21,180

ＯＡ維持費支出   200,000  311,008 △ 111,008

福利厚生費支出  20,000  3,652 16,348

会費引落経費支出   170,000  148,005 21,995

支払手数料支出   1,230,000  1,329,274 △ 99,274

租税公課  0   10,950 △ 10,950

雑費支出   101,785   60,811 40,974

外為手数料支出  30,000   66,500 △ 36,500

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  5,258,880 △ 369,880
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収支計算書
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 決算額 差 異

会費等未納除却支出     2,500,000[ ]    2,653,000[ ] △ 153,000[ ]

会費未納除却支出   2,500,000  2,653,000 △ 153,000

事業活動支出計   112,023,773   91,626,008  20,397,765

事業活動収支差額  17,900,391   41,026,419 △ 23,126,028

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[ ]    301,000[ ]     1,049,000[ ]

国際活動積立金取崩収入   800,000  301,000  499,000

活性化積立金取崩収入   550,000  0  550,000

投資活動収入計   1,350,000  301,000   1,049,000

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  301,000  408,200

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  18,609,591   41,327,419 △ 22,717,828

前期繰越収支差額  96,134,862  184,227,723 △ 88,092,861

次期繰越収支差額   114,744,453  225,555,142 △ 110,810,689
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財産目録
2022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  242,296

預金 普通預金   174,723,221

みずほ飯田橋会長口  46,789,919

座

みずほ飯田橋事務局  14,718,614

長口座

みずほ飯田橋会長口  63,459,905

座

三菱UFJ神楽坂  48,563,759

三井住友銀行飯田橋   1,191,024

支店

定期預金   2,259,388

三菱東京UFJ神楽坂   2,259,388

総合貯金  16,510,668

振替貯金  52,413,599

会長口座  52,413,599

預け金   5,467,000

会費預け金   5,467,000

未収会費   3,615,000

正会員入会金   58,000

学生会員入会金   27,000

正会員年会費   2,705,000

学生会員年会費  460,000

賛助会員年会費  320,000

特殊購読会員年会   45,000

費

未収金   1,402,956

会誌広告料  753,500

研究会登録料   80,000

研究会別刷料    6,000

研究会当日資料収   92,000

入

会誌など頒布代  291,456

会誌掲載料  180,000

前払金  20,918,590

全国大会開催費  20,247,865

  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 △ 2,765,000

流動資産合計   274,787,718

(固定資産)
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財産目録
2022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

基本財産

定期預金  35,000,000

みずほ飯田橋  35,000,000

特定資産

記念事業積立金   4,177,942

三菱東京UFJ神楽   3,151,014

坂普通預金

三菱東京UFJ神楽   1,026,928

坂定期

国際活動積立金   9,490,932

みずほ飯田橋普通   2,211,190

三菱東京UFJ神楽   1,000,000

坂定期

三井住友飯田橋普   2,688,680

通

三菱東京UFJ神楽   3,591,062

坂普通

活性化積立金   1,458,138

三菱東京UFJ神楽   1,458,138

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  55,468,596

資産合計   330,256,314

(流動負債)

未払金   6,795,632

会誌印刷費   2,826,728

会誌郵送費等発行  318,637

諸経費

会誌発行諸経費   44,000

研究会開催費  492,365

広報活動費  454,119

通信・郵送費  503,404

印刷費  265,969

消耗品費  107,230

給料・手当  468,460

会員管理委託費   1,314,720

前受金   2,461,500

研究会登録料  156,000

全国大会参加費（   1,290,000
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財産目録
2022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

会員）

全国大会参加費（  112,000

非会員）

全国大会その他  900,000

郵送料他    3,500

前受会費  40,732,313

正会員入会金  108,000

学生会員入会金   59,000

正会員年会費  20,916,313

学生会員年会費   1,084,000

賛助会員年会費  17,920,000

特殊購読年会費  585,000

永年会員年会費   60,000

職員に対する社会保  526,651

険料等

社会保険料   53,261

所得税  180,590

住民税  292,800

誤入金・過入金等  249,280

未払法人税等   70,000

未払消費税等   1,162,200

流動負債合計  51,997,576

負債合計  51,997,576

正味財産   278,258,738

43



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 4,177,898 44 0 4,177,942

国    際    活     動     積    立    金 9,680,857 112,615 302,540 9,490,932

活     性 化 積      立     金 1,538,126 12 80,000 1,458,138

特定資産合計 15,396,881 112,671 382,540 15,127,012

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 4,177,942 (0) (4,177,942) (0)

  国    際    活     動     積    立    金 9,490,932 (0) (9,490,932) (0)

  活     性 化 積 立     金 1,458,138 (0) (1,458,138) (0)

　小  計 15,127,012 (0) (15,127,012) (0)

　合  計 50,127,012 (0) (50,127,012) (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 4,177,898 44 0 4,177,942

  国    際    活     動     積    立    金 9,680,857 112,615 302,540 9,490,932

  活     性 化 積 立     金 1,538,126 12 80,000 1,458,138

　小 計 15,396,881 112,671 382,540 15,127,012

　合 計 50,396,881 112,671 382,540 50,127,012

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年度監査報告

一般社団法人人工知能学会

会長　野　田　五　十樹殿

私たち監事は,当学会の2021年4月l日から2022牢3月31日までの2021年度の理

事の職務の執行について監査を行いましたので,一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律99条第1項(○○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条において準用する

同法第99条第1項)及び一般社団法人及び〇・般財団法人に関する法律施行規則第36条及

び第45条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用す

る同規則第36条及び第45条)の規定に基づき本監査報告書を作成し,以下のとおり報告

いたします.

1　監査の方法及びその内容

私たち監事ば理事及び使用人等と意思疎通を図り,情報の収集及び監査の環境の整備

に努めるとともに,理事会その他重要な会議に出席し,理事等からその職務の執行につい

て報告を受け,重要な決裁書類等を閲覧し,当学会の主たる事務所において業務及び財産

の状況を調査しました.

以上の方法によって,当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細番を監査しました.

さらに,会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い,当該年度に係る計算薔類及びそ

の附属明細書並びに財産目録について監査しました.

2　監査の結果

(l)専業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は,法令及び定款に従い,当学会の状況を正しく示

しているものと認めます.

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません.

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産日録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は,当学会の財産及び損益の状況を全

て重要な点において適正に表示しているものと認めます.

2022年5月12日(木)

監事竹中　五五㊥

監事折脅良干　㊥
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2022 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）

第 36 回全国大会 JSAI2022 は，2022 年 6 月 14 日(火)～6 月 17 日(金)の 4 日間，京都国際会館なら

びにオンライン形式で開催する．第 14 回国際シンポジウム JSAI-isAI2022 は，2022 年 6 月 12 日(日)
～14 日(火)の 3 日間，全国大会と併催する．第 12 回合同研究会 2022 は，2021 年 11 月後半に慶應義

塾大学矢上キャンパスならびにオンライン形式で開催する．第 3 回インダストリアル AI シンポジウム

SIAI2022 は，2022 年 12 月に東京都内で開催する．セミナーは 4 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（IJCAI2022，NeurIPS2022）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．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．

3. 研究の奨励及び研究業績の表彰（定款 4 条 3 号）

本年度は功績賞，功労賞，フェロー認定，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 2022 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 36 回全国大会 JSAI2022

以下の通り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の開催を予定している．

・日 時：2022 年 6 月 14 日(火)～17 日(金)

・場 所：京都国際会館＋オンラインのハイブリッド形式

・組 織：大会委員長 森田 千絵（東芝）

大会副委員長（実行委員長） 戸田 浩之（NTT） 
大会副委員長（プログラム委員長） 松村 真宏（大阪大学）

実行副委員長 野村 俊之（NEC） 
プログラム副委員長 荒井 幸代（千葉大学）

プログラム委員長補佐 古川 忠延 (富士通) 

委員：伊藤 孝行，奥原 俊，Rafik Hadfi，蟻坂 竜大，Donghui Lin，笹嶋 宗彦，

砂川 英一，田島 友祐，清川 裕，光田 航，秋元 康佑，中口 悠輝，堀井 隆
斗，西林 孝，竹内 孝，欅 惇志，佐村 俊和，相田 紗織，柿崎 和也，林 佑
樹，山田 雅敏，坂本 孝丈，落合 純一，江原 遥，宮西 大樹，谷津 元樹，

大歳 達也，馬緤 美穂，太田 光一，阪田 隆司，黄 勇太，吉川 友也，櫻井

祐子，東本 崇仁，平 博順，鈴木 雅大，上田 俊，布施 陽太郎，峯岸 朋弥，

第４号議案
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高間 康史，片上 大輔，打矢 隆弘，阿部 明典，矢田 勝俊，Rafal Rzepka，
平岡 敏洋，鹿島 久嗣，何 宜欣，陳 履恒 

 
 ・基調講演：「未来の知能とバイアス」 山川 宏（全脳ｱｰｷﾃｸﾁｬｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ） 
 
 ・招待講演：「コロナと群集マネジメント ～人流研究の最前線～」 

西成 活裕（東京大学） 
 
 ・招待講演：「数理モデルを利用した新型コロナウイルス感染症伝播動態の分析」 

 西浦 博（京都大学） 
 
 ・特別講演：「Artificial Intelligence: some likely developments and ethical challenges」 

 Luciano Floridi（ﾎﾞﾛｰﾆｬ大／ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大） 
 
 ・チュートリアル（5 件） 
 「『富岳』における世界最大規模のディープラーニングへの挑戦」 田渕 晶大（富士通） 
 「全ては１量子ビットから始まる：量子×AI による量子アドバンテージ時代の幕開け」 

 Rudy Raymond（日本 IBM） 
 「自然言語処理と Vision-and-Language」 西田 京介（NTT） 
 「機械学習と公平性」 神嶌 敏弘（産総研） 
 「AI 哲学マップ－人工知能と哲学の対話から新しい研究地図を作る－」 

清田 陽司（LIFULL)，三宅 陽一郎（スクウェア・エニックス） 
 
 
 ・企画セッション（16 件） 
 「Infodiment：人・AI 共生社会実現に向けた「情報」の新定義」 

  オーガナイザ：栗原 聡（慶応義塾大学），笹原 和俊（東京工業大学）， 
大澤 博隆（慶応義塾大学），稲見 昌彦（東京大学），松村 直宏（大阪大学）  

 「倫理委員会企画『AI によるクリエイティビティと著作権』」 
オーガナイザ：武田 英明（NII），江間 有沙（NII）  

 「AI・シミュレーション融合研究の展望と戦略」 
オーガナイザ：福島 俊一（JST），吉田 准一（NEDO）  

 「生物多様性ビッグデータに基づいた生態系デジタルツイン構築に向けて」 
オーガナイザ：久保田 康裕（琉球大学），塩野 貴之（琉球大学）， 

五十里 翔吾（大阪大学），竹内 彰一（千葉工業大学）， 
新保 仁（千葉工業大学），吉川 友也（千葉工業大学）， 

重藤 優太郎（千葉工業大学）  
 「マルチエージェントシステムとは何か－AI と社会の関係－」 

オーガナイザ：服部 宏充（立命館大学），櫻井 祐子（産総研／九州大学）  
 「人工知能技術による精神疾患自動診断への挑戦」 

オーガナイザ：佐藤 真一（NII），山崎 俊彦（東京大学）  
 「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（北海道大学），市瀬 龍太郎（東京工業大学）， 
津本 周作（島根大学），森田 千絵（東芝）  

 「（仮）AI 関連標準仕様を理解する」 
オーガナイザ：杉村 領一（産総研），牧田 光晴（LINE）  

 「『住みたい街ランキング』を再考する」 
オーガナイザ：清田 陽司（LIFULL），山崎 俊彦（東京大学）， 

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

 「SF とともに拓く知能化社会: 未来社会におけるフィクションの役割」 
オーガナイザ：大澤 博隆（筑波大学），西中 美和（香川大学）， 
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宮本 道人（筑波大学），長谷 敏司（日本 SF 作家クラブ）  
 「コモンセンス AI を基軸とするケア情報学の社会実装」 

オーガナイザ：桐山 伸也（静岡大学），沢井 佳子（チャイルドラボ）  
 「人を孤独から救う AI」 

オーガナイザ：田中 文英（筑波大学），檜山 敦（東京大学）  
 「推しキャラをパーソナルナビゲーターにした高齢者見守りサポートと若者の恋愛相談」 

オーガナイザ：川向正明，石鍋大輔（京都芸術大学）  
 「“１億総 AI 人材時代へ” 、チーム JAPAN がやるべきこと」 

オーガナイザ：岡田 隆太朗，大谷 光，高野 洋輔（日本ディープラーニング協会）  
 「デジタル－人間融合による精神の超高精細ケア：多種・大量・精密データ戦略の構築」 

オーガナイザ：伊藤 正哉（国立精神・神経医療研究センター）， 
西村 拓一（産総所），中島 俊（国立精神・神経医療研究センター）， 

竹林 由武（福島県立医科大学），古徳 純一（帝京大学），村中 誠司（大阪大学）， 
樫原 潤（東洋大学），国里 愛彦（専修大学），菅原 大地（筑波大学）  

 「AI マップのいま・これから」 
オーガナイザ：大向 一輝（東京大学），植野 研（東芝） 

  
 ・学生企画「第３次 AI ブームにおける『人工知能』の捉え方を見直す」 
  岡 瑞起(筑波大学)，大澤 正彦（日本大学） 
 
 ・インダストリアルセッション 27 社（ロング 20 社，ショート 7 社，      

5 セッション） 
・ランチョンセミナー 7 社（8 枠） 
・企業展示 61 ブース 
・スポンサー（プラチナ 40 社，ゴールド 25 社，シルバー12 社） 
・メディア協賛 3 社 

 
   ・発表予定件数合計                          736 件 

   国際セッション        40 件（9 セッション） 

   一般セッション       362 件（76 セッション） 

   オーガナイズドセッション     221 件（51 セッション） 

   インタラクティブ      113 件（2 セッション） 

 
 
 ② 2023 年度ならびに 2024 年度全国大会に向けた準備 
 

2023 年度全国大会： 

体制：栗原 聡 大会委員長（慶応義塾大学），野村 俊之 実行委員長（NEC）， 

荒井 幸代 プログラム委員長（千葉大学） 

2023 年 6 月 6 日(火)～9 日(金)，熊本城ホールならびに熊本市市民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． 
 

2024 年全国大会： 

体制：次期実行委員長（新任担当理事），次期プログラム委員長（新任担当理事） 

2024 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 14回国際シンポジウム（JSAI International Symposia on AI, JSAI-isAI 2022） 
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・日 時：2022 年 6 月 12 日(日)～14 日(火)（全国大会の会場で実施・併催する） 
 

・場 所：京都国際会館＋オンラインのハイブリッド形式 
 

・組 織：企画委員会（国際化）：髙間 康史 委員長（東京都立大学），矢田 勝俊 副委員長（関

西大学） 
 

・構 成：2 ワークショップ構成 
 

WS1: Sixteenth International Workshop on Juris Juris-informatics (JURISIN2022)  
      Expected number of papers: 20 
      Expected number of attendees: 70 

WS2: Sixth International Workshop on Scientific Document Analysis (SCIDOCA2022) 
      Expected number of papers: 20 
      Expected number of attendees: 50 

   
④ セミナー・入門講座の開催 

 
 企画委員会（セミナー）：大熊 智子 副委員長（富士フイルム），副委員長（新任担当理事） 

   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），戸上 真人（AMAZON） 
  

(1) 第 84 回人工知能セミナー 
期 日：2022 年 5 月 
テーマ：企業研究所紹介 
場 所：オンライン 

 
(2) 第 85 回人工知能セミナー 

期 日：2022 年 7 月 
テーマ：kaggle 入門 
場 所：オンライン 

 
(3) 第 86 回人工知能セミナー 

期 日：2022 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 

 
 (4) 第 87 回人工知能セミナー 

期 日：2023 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 

   
⑤ AI インダストリアルシンポジウム（SIAI2022）の開催 

 
戦略委員会（産業界） 
山田 健太郎 委員長（本田技術研究所），副委員長（次期担当理事） 
会期：2022 年 11 月 
会場：未定 
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：鳥海 不二夫（東京大学），副編集委員長（学会誌）：三宅 陽一郎（スクウェア・エ
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ニックス），副編集委員長（論文誌）：大澤 博隆（慶應義塾大学）  
シニア委員・正規委員・学生委員：調整中 

 

発行年月日 備     考 

2022 年 5 月 1 日 
Vol. 37，No. 3 

発行部数： 6,500 
ページ数： 150 

巻頭言：矢田勝俊理事，特集：スマートファクトリーと AI，特集：論文誌の

これからを考える，レクチャーシリーズ：AI 哲学マップ（8），アーティクル

：表紙解説 

2022 年 7 月 1 日 
Vol. 37，No. 4 

発行部数： 6,500 
ページ数： 150 

巻頭言：津本周作新会長，鳥海不二夫新編集委員長，特集：スマートシティと

AI の新展開，特集：意思決定のための機械学習，レクチャーシリーズ：AI 哲
学マップ（9），アーティクル：表紙解説 

2022 年 9 月 1 日 
Vol. 37，No. 5 

発行部数： 6,500 
ページ数： 150 

巻頭言：未定，特集：データエコシステム（仮），特集：研究会優秀賞受賞論

文紹介，レクチャーシリーズ：AI 哲学マップ（10），アーティクル：表紙解

説 

2022 年 11 月 1 日 
Vol. 37，No. 6 

発行部数： 6,500 
ページ数： 170 

巻頭言：未定，特集：開かれた知能／周辺から考える／身体・環境・ズレ（仮） 
特集：JSAI2022 全国大会特集，レクチャーシリーズ：AI 哲学マップ（11），

アーティクル：表紙解説 

2023 年 1 月 1 日 
Vol. 38，No. 1 

発行部数： 6,500 
ページ数： 150 

巻頭言：未定，特集：博士論文特集，特集：未定，レクチャーシリーズ：未定 
アーティクル：表紙解説 

2023 年 3 月 1 日 
Vol. 38，No. 2 

発行部数： 6,500 
ページ数： 150 

巻頭言：未定，特集：博士論文特集，特集：未定，レクチャーシリーズ：未定 
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：鳥海 不二夫 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 37 第 6 号に掲載 
   
② 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 委員（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) 2022 年度功績賞・功労賞・フェロー認定（第 38 回定時社員総会で表彰の予定：2023 年 6 月） 

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

：森田千絵 副会長）の審査を経て，第 388 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 

(2) 2022 年度現場イノベーション賞（第 38 回定時社員総会で表彰の予定：2023 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：森

田千絵 副会長）の審査を経て，第 388 回理事会で受賞者を選定する予定． 
 

(3) 2022 年度論文賞（第 38 回定時社員総会で表彰の予定：2023 年 6 月） 
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学会規程に基づき，論文誌第 37 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：鳥海不二夫 編集委員長）の審査を経て，第 388 回理事会

で受賞者を選定する予定． 
 

(4) 2022 年度研究会優秀賞（第 38 定時社員総会で表彰の予定：2023 年 6 月） 

学会規程に基づき，2022 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：服部宏充 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) 2022 年度全国大会優秀賞（人工知能学会誌 Vol. 37, No. 6 で表彰：2022 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 2022 年 6 月 14 日から 6 月 17 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：松村真宏 プログラム委員長）による審査を経て，理事会で

受賞者を選定する予定． 
   

 (4) 研究および調査の実施（定款 4 条 4 号） 
 

① 第 1 種研究会（研究会運営委員会：服部 宏充 委員長，砂山 渡 副委員長，新任担当理事） 
 
(1) 人工知能基本問題研究会（略称 SIG-FPAI） 

主査：石畠 正和（NTT），主幹事：杉山 麿人（国立情報学研究所） 
幹事：選任中 
第 121 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 122 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：未定 
第 123 回 3 月 テーマ「未定」 担当：未定 

 
(2) 知識ベースシステム研究会（略称 SIG-KBS） 

主査：山本 泰生（山梨大学），主幹事：伏見 卓恭（東京工科大学） 
幹事：大城 絢子（沖縄国際大学），尾崎 知伸（日本大学），木村 昌弘（龍谷大学） 
第 126 回  8 月 テーマ「未定」 担当：大城 
第 127 回 11 月 合同研究会 2022           担当：伏見，木村 
第 128 回  3 月 社会システムと情報技術研究ウィーク 担当：尾崎，山本 

 
(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：田頭 未希（東海大学） 
幹事：稲葉 通将（電気通信大学），黒嶋 智美（玉川大学），熊野 史朗（NTT）， 
  坂井田 瑠衣（公立はこだて未来大） 
第 95 回  9 月 テーマ「未定」，場所：未定 担当：熊野 
第 96 回 12 月 第 13 回対話シンポジウム，場所：未定 担当：未定 
第 97 回  3 月 テーマ「未定」，場所：未定 担当：未定 

 
(4) 先進的学習科学と工学研究会（略称 SIG-ALST） 

主査：小西 達裕（静岡大学），主幹事：小暮 悟（静岡大学） 
幹事：山元 翔（近畿大学） 
第 95 回  7 月 テーマ「未定」 担当：未定 
第 96 回 11 月 合同研究会 2022 担当：未定 
第 97 回  3 月 合宿研究会を予定 担当：未定 
10 月～11 月 第 33 回教育・学習支援システム若手の会 担当；未定 
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②  第 2 種研究会（服部 宏充 委員長，砂山 渡 副委員長，新任担当理事） 
 
(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 60 回  5 月 テーマ「未定」 担当：光永，植村 
第 61 回 11 月 テーマ「未定」 担当：鈴木，中臺，千場 
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 69 回  7 月 テーマ「未定」 担当：未定 
第 70 回 11 月 テーマ「未定」 担当：未定 
第 71 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 4 回  7 月 テーマ「未定」，オンライン 担当：未定 
第 5 回 11 月 合同研究会 2022 担当：未定 
第 6 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 37 回  5 or 7 月 テーマ「未定」，都内またはオンライン 担当：未定 
第 38 回  10 月上旬 テーマ「未定」，都内 担当：未定 
第 39 回  2～3 月初旬 テーマ「未定」，場所未定 担当：未定 

 
(5) ナチュラルコンピューテイング研究会（略称 SIG-NAC） 

主査：今井克暢（広島大学），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），Marcin Schroeder（国際教養大学）， 
  萩谷 昌己（東京大学） 
第 37 回  11 月 合同研究会 2022   担当：未定 

 
(6) 社会における AI 研究会（略称 SIG-SAI） 

主査：小柴 等（科学技術・学術政策研究所），主幹事： 小川 祐樹（立命館大学） 
幹事：岩田 員典（愛知大学），櫻井 瑛一（産業技術総合研究所），諏訪 博彦（奈良先端科学

技術大学院大学），中島 智晴（大阪府立大学），林 久志（産業技術大学院大学） 
第 44 回 11 月 合同研究会 2022 担当：櫻井 
第 45 回 12 月 「RoboCup シミュレーションリーグ秋キャンプ」 

  担当：岩田 
第 46 回  3 月 「WSSIT2022 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：水田 孝信（ｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ），主幹事： 坂地 泰紀（東京大学） 
幹事：落合 友四郎（大妻女子大学），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），水門 善之（野村証券, 東京大学） 
第 29 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 
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夏 2022 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 44 回  7 月 他研究会との共催 or 連続開催の可能性検討 担当：稗方 
第 45 回  11 月 合同研究会 2021 担当：古川 
第 46 回  3 月 他研究会との共催 or 連続開催の可能性検討 担当：稗方 

 
(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：櫨山 淳雄（東京学芸大学） 
幹事：山本 修一郎（名古屋大学），岡本 青史（富士通研究所），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），神

戸 雅一（NTT データ） 
第 31 回  9 月 知識流通ネットワークモデルおよび一般 担当：未定 
第 32 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：森田 武史（青山学院大学），副主査： 鵜飼孝典（富士通研究所） 
幹事：砂川 英一（東芝） 
第 57 回  7 月 テーマ「未定」，オンライン 担当：森田，砂川 
第 58 回 11 月 合同研究会 2021 担当：鵜飼，新幹事 
第 59 回  3 月 会場：テーマ「未定」，合宿形式を予定 担当：砂川，新幹事 
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），清水 仁

（NTT） 
第 22 回 11 月 合同研究会 2022，慶大矢上キャンパス 担当：服部 
第 23 回  3 月 「社会システムと情報技術研究ウィーク」 担当：鳥海 

 
(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（芝浦工業大学），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 21 回  10 月 テーマ「未定」 担当：高橋，倉橋 
第 22 回  3 月 テーマ「未定」 担当：倉橋，後藤，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 4 回  7 月 テーマ「未定」 担当：岡 
第 5 回 11 月 合同研究会 2022 担当：岡 
第 6 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 13 回   6～7 月 テーマ「未定」，東京 担当：未定 
第 14 回  11 月 合同研究会 2022 担当：未定 
第 14 回  3 月 テーマ「未定」，東京または地方開催 担当：未定 
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(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 29 回 11 月 合同研究会 2022 担当：未定 
第 30 回  3 月 テーマ「未定」 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：藤田 桂英（東京農工大学），堀田 竜士（富士ゼロックス），三井 実（富士フイルム），

小野地 光弘（名古屋工業大学） 
第 9 回   7 月 テーマ「これからの教育と共創知および一般」，岩手県遠野市（ハイブリッド） 
  担当：白松 
第 10 回  11 月 テーマ「未定」，未定 担当：未定 

 
(17) 汎用人工知能研究会（略称 SIG-AGI） 

主査：市瀬 龍太郎（東京工業大学），主幹事： 山川 宏（全脳ｱｰｷﾃｸﾁｬ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ） 
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 21 回  7 月 テーマ「未定」 担当：ラファウ 
第 22 回 11 月 テーマ「未定」，合同研究会 2022  担当：山川 
第 23 回   3 月 テーマ「未定」 担当：荒川 
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） 
国際ワークショップの企画 
第 7 回 11 月 テーマ「未定」，合同研究会 2022 担当：未定 

 
(19) 安全性とセキュリティ研究会（SIG-SEC） 

主査：櫻井 幸一（九州大学），主幹事：大塚 玲（情報セキュリティ大学院大学） 
幹事：菅和 聖（日本銀行金融研究所），榊 剛史（株式会社ホットリンク），櫻井 祐子（名古

屋工業大学），高 橋健一（鳥取大学），溝口 誠一郎（DNV ビジネス・アシュアランス

・ジャパン），宮地 充子（大阪大学） 
第 1 回 10 月 情報処理学会 CSS 併設ワークショップ 担当：櫻井 
第 2 回 11 月 合同研究会 2022 SIG セッション 担当：未定 
第 3 回  1 月 電子情報通信学会 SCIS2023 共催 担当：未定 

  
③ 合同研究会 2022（研究会運営委員会：砂山 渡 委員長，服部 宏充 副委員長，新任担当理事） 

 
・体制： 
実行委員：参加研究会の主査・主幹事 

 
・日 時：2022 年 11 月後半 

 
・場 所：慶應義塾大学矢上キャンパスならびにオンラインのハイブリッド形式 

 
・参加予定研究会：約 15 研究会（23 研究会中） 

 
④ 特別支援 

・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 
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(5) 関連学術団体との連絡および協力（定款 4 条 5 号） 
 
昨年度に引き続き，他学会との協調（共催，協賛，後援）により学会活動の活性化，多様化を推進

する．  
  

(6) その他，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：服部 宏充（立命館大学），中川 浩志（理化学研究所），鳥海 不二夫（東京大学），浅川 直

輝（日経 BP），藤井 大洋（SF 小説家），三宅 陽一郎（スクウェア・エニックス），ジェ

プカ・ラファウ（北海道大学） 
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．全国大会で企画セッションを実施，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：淺原 彰規 委員長（日立製作所），副委員長（新任担当理事） 
メーリングリストの配信審議，取材・執筆依頼の対応，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：牧田 光晴 委員長（LINE） 
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．全国大会で企画セッションを実施

し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：大向 一輝 委員長（東京大学） 
メンバー：森川 幸治（Connect），市瀬 龍太郎（東京工業大学），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（北海道大学），津本 周作（島根大学） 
ウェブ公開のためのマイクロコンテンツ化，全国大会の論⽂情報・著者情報とのリンク，人工知能

学大事典との連携を検討する．普及活動については教育利用，産業応用をテーマとして、AI マ
ップを用いたワークショップの開催や各種メディアを通じた情報発信を進める．全国大会で企画

セッションを実施，AI マップ活用ワークショップを開催する． 
   

(7) 会議などに関する事項 
 

① 総 会 
 
2022 年度第 37 回定時社員総会を 

2022 年 6 月 22 日（水）産業技術総合研究所内の会議室にて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 2021 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 2021 年度決算書・監事報告書承認の件 

第 4 号議案 2022 年度事業計画書承認の件 

第 5 号議案 2022 年度収支予算書承認の件 

第 6 号議案 2022 年度役員選任の件 
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② 理事会 
 

    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（功績賞・功労賞・フェロー選定，現場イノベーション賞選定），国際標準化委員会，

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) 2022 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)
2022年 4月 1日から2023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         1,000,000[ ]         1,400,000[ ] △ 400,000[ ]

正会員入会金収入 800,000 1,200,000 △ 400,000

学生会員入会金収入 200,000 200,000 0

会費収入        77,635,000[ ]        78,630,000[ ] △ 995,000[ ]

正会員年会費収入 46,000,000 46,500,000 △ 500,000

学生会員年会費収入 2,600,000 3,120,000 △ 520,000

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 165,000 140,000 25,000

事業収入        74,850,000[ ]        41,175,500[ ] 33,674,500[ ]

論文掲載・会誌別刷料 6,500,000 6,000,000 500,000

会誌印税 400,000 0 400,000

事典印税 200,000 200,000 0

全国大会収入 59,850,000 24,220,000 35,630,000

国際ＷＳ収入 560,000 942,500 △ 382,500

研究会登録料他 2,260,000 1,698,000 562,000

セミナー参加費 600,000 1,250,000 △ 650,000

会誌等頒布代 1,820,000 2,300,000 △ 480,000

出版物印税 100,000 100,000 0

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2,560,000 4,465,000 △ 1,905,000

雑収入         7,061,000[ ]         8,715,400[ ] △ 1,654,400[ ]

会誌カタログ同封 1,000,000 1,000,000 0

就職情報料 0 1,500,000 △ 1,500,000

会誌広告料 5,700,000 6,000,000 △ 300,000

受取利息収入 1,000 400 600

コピーライト 300,000 125,000 175,000

郵送料他 20,000 20,000 0

その他 40,000 70,000 △ 30,000

事業活動収入計 160,549,264 129,924,164 30,625,100

２．事業活動支出

事業費支出       117,901,365[ ] 82,809,543[ ] 35,091,822[ ]

会誌印刷費支出 17,600,000 18,000,000 △ 400,000

論文掲載・会誌別刷印刷費支出 200,000 200,000 0

会誌執筆謝礼支出 240,000 0 240,000

会誌郵送費等発行諸経費支出 6,652,000 9,072,000 △ 2,420,000

会誌論文査読支出 650,000 870,000 △ 220,000

全国大会開催費支出 63,158,427 22,116,040 41,042,387

第５号議案
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収支予算書(収支)
2022年 4月 1日から2023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

国際ＷＳ開催費支出 2,621,500 1,441,000 1,180,500

AIｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2,550,000 4,416,380 △ 1,866,380

給料・手当支出 11,979,940 13,567,984 △ 1,588,044

法定福利費支出 1,155,493 1,826,341 △ 670,848

セミナー開催費支出 721,000 900,000 △ 179,000

研究会開催費支出 2,577,220 2,728,720 △ 151,500

広報活動費支出 2,479,785 2,881,078 △ 401,293

倫理委員会活動支出 596,000 820,000 △ 224,000

ＡＩマップ作成支出 1,300,000 550,000 750,000

表彰費支出 200,000 200,000 0

活性化活動支出 550,000 550,000 0

国際活動費支出 800,000 800,000 0

消費税支出 1,800,000 1,800,000 0

法人税支出 70,000 70,000 0

管理費支出 24,504,678[ ] 26,714,230[ ] △ 2,209,552[ ]

家賃支出 2,407,548 2,222,352 185,196

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 689,544 689,544 0

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 331,000 321,000 10,000

旅費交通費支出 60,000 60,000 0

通信費支出 2,419,520 2,398,400 21,120

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 6,277,620 7,895,312 △ 1,617,692

支払報酬料 167,000 57,000 110,000

法定福利費支出 895,613 1,572,989 △ 677,376

資料購入費支出 68,800 68,800 0

諸会費支出 90,000 90,000 0

ＯＡ維持費支出 400,000 200,000 200,000

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 1,330,000 1,230,000 100,000

雑費支出 101,785 101,785 0

外為手数料支出 30,000 30,000 0

公認会計士費用支出 550,000 550,000 0

退職金支出 0 640,800 △ 640,800

会費未納除却引当金支出 100,000 0 100,000

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)
2022年 4月 1日から2023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 144,906,043 112,023,773 32,882,270

事業活動収支差額 15,643,221 17,900,391 △ 2,257,170

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[ ] 1,350,000[ ]                 0[ ]

国際活動積立金取崩収入 800,000 800,000 0

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 1,350,000 0

２．投資活動支出

特定資産取得支出 645,000[ ] 640,800[ ] 4,200[ ]

退職金引当金取得支出 645,000 640,800 4,200

投資活動支出計 645,000 640,800 4,200

投資活動収支差額 705,000 709,200 △ 4,200

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 16,348,221 18,609,591 △ 2,261,370

前期繰越収支差額 114,744,453 96,134,862 18,609,591

次期繰越収支差額 131,092,674 114,744,453 16,348,221
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2022 年度新任役員候補者 

全員：非常勤

役職名 氏  名 所    属

会 長 津本 周作 島根大学

副会長 栗原 聡 慶應義塾大学

理 事 和泉 潔 東京大学

理 事 岩田 具治 日本電信電話（株）

理 事 上田 晴康 富士通ゼネラル

理 事 太田 唯子 富士通（株）

理 事 大原 剛三 青山学院大学

理 事 立堀 道昭 日本アイ・ビー・エム（株）

理 事 鳥海 不二夫 東京大学

理 事 沼尾 正行 大阪大学

理 事 東中 竜一郎 名古屋大学

理 事 坊農 真弓 国立情報学研究所

理 事 村田 博士 （一財）電力中央研究所

理 事 本村 陽一 産業技術総合研究所

理 事 山内 康晋 （株）東芝

監 事 森川 幸治 （株）LIFESCAPES 

（理事は五十音順，敬称略）

2022 年度留任役員 

全員：非常勤

役職名 氏  名 所    属

副会長 森田 千絵 （株）東芝

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 ホールディングス（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 髙間 康史 東京都立大学

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 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）

第６号議案
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2021 年度末退任役員 

全員：非常勤

役職名 氏  名 所    属

会 長 野田 五十樹 北海道大学

次期会長 津本 周作 島根大学

副会長 市瀬 龍太郎 東京工業大学

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

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）
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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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