
######################################### 
### 2021 年度人工知能学会全国大会発表一覧 ### 
######################################### 
 
##### 2021 年 6 月 8 日(火) ##### 

### A 会場 メイン会場 ### 

[1A1-PS-1] 11:00-12:10 社会と人工知能 
1A1-PS-1-01 社会と人工知能 (野田 五十樹) 
 
### B 会場 KS 会場 ### 

[1B2-KS-11] 13:20-15:00 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 - 
1B2-KS-11-01 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 - 
 
[1B3-KS-1] 15:20-17:00 裁判過程における人工知能による高次推論支援 
1B3-KS-1-01 裁判過程における人工知能による高次推論支援 
 
[1B4-KS-12] 17:20-19:00 言語的配慮（ポライトネス）と対話システム研究 
1B4-KS-12-01 言語的配慮（ポライトネス）と対話システム研究 
 
### C 会場 TS / OS 会場 1 ### 

[1C4-TS-4] 17:20-19:00 思考経験のデザインとラーニングアナリティックス 
1C4-TS-4-01 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) 
 
### D 会場 OS 会場 2 ### 

[1D2-OS-3a] 13:20-15:00 ニュースメディアのデータサイエンス(1/3) (座長：園田 亜斗夢) 
1D2-OS-3a-01 ニュース動画のリニア配信とオンデマンド配信における利用スタイルの分析 (〇高野 雅典, 小川 祐

樹, 高 史明, 森下 壮一郎) 
1D2-OS-3a-02 Twitter における政治的分断：2019 年参議院選挙での事例 (〇神藤 翼, 小川 祐樹, 服部 宏充, 高 史

明, 鳥海 不二夫, 吉田 光男) 
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 (〇石原 祥太郎, 澤 紀彦) 
1D2-OS-3a-04 SNS コメントを用いたニュースメディアバイアスの分析 (〇久田 祥平, 村山 太一, 矢田 竣太郎, 若

宮 翔子, 荒牧 英治) 
1D2-OS-3a-05 自動車産業の崩壊から読み解く AI と社会の関係性 (〇澤 稜介, 木林 威夫) 
 
[1D3-OS-3b] 15:20-17:00 ニュースメディアのデータサイエンス(2/3) (座長：小川 祐樹) 
1D3-OS-3b-01 (OS 招待講演) 日本の政治コミュニケーションに関する論点：社会科学とデータサイエンスの協働のた

めに (〇小林 哲郎) 
1D3-OS-3b-02 ツイートからの論争を招きやすいニュース記事の発見手法 (〇藤兼 由生, 風間 一洋, 吉田 光男, 土

方 嘉徳) 
1D3-OS-3b-03 ニュースサービスにおけるコンテンツの多様性とタイトルに着目したユーザーエンゲージメントの分

析 (〇園田 亜斗夢, 中島 寛人, 鳥海 不二夫) 
1D3-OS-3b-04 テキストマイニングによるコロナ禍の消費者心理・行動の定量化 / J-LIWC, J-MFD, 単語共起ネット

ワークの適用 (〇笹原 和俊, 奥田 慎平, 五十嵐 祐) 
 
[1D4-OS-3c] 17:20-18:20 ニュースメディアのデータサイエンス(3/3) (座長：高野 雅典) 
1D4-OS-3c-01 ユーザのフォロワー構成による投稿の拡散されやすさに関する検証 (〇松野 省吾, セーヨー サンテ

ィ, 榊 剛史, 檜野 安弘) 
1D4-OS-3c-02 BertSum を用いた日本語ニュース記事の抽象型要約手法の検討 (〇石原 慧人, 石原 祥太郎, 白井 穂

乃) 
1D4-OS-3c-03 Twitterにおけるニュースツイートの閲覧と動画視聴の関連性 (〇小川 祐樹, 高野 雅典, 森下 壮一郎, 

高 史明) 
 
### E 会場 OS 会場 3 ### 
[1E2-OS-2] 13:20-14:40 認知バイアス・多重解釈性と AI(1/1) (座長：日髙 昇平) 
1E2-OS-2-01 Numbness錯覚とセルフタッチ錯覚の間に成立するトレードオフ性に関する一考察 (〇佐藤 優太郎, 齋

藤 五大, 小鷹 研理) 
1E2-OS-2-02 人狼でなぜ人は騙されるのか / 認知バイアスからの考察 (〇金泉 則天, 伊藤 毅志) 
1E2-OS-2-03 新型コロナウィルスへの態度から探る信念バイアスの発生メカニズム (〇近藤 大貴) 



1E2-OS-2-04 (OS 招待講演) 人工知能を通して見た錯視 / 深層学習ネットワークによる予測符号化説の研究 (〇渡辺 
英治) 

 
[1E3-OS-8a] 15:20-17:00 未踏データによる AI 社会デザインと倫理的課題(1/2) (座長：早矢仕 晃章) 
1E3-OS-8a-01 MROC を用いたコロナ禍における未踏データ表出化の試み (〇早矢仕 晃章, 永合 由美子, 石川 開, 

伊藤 宏比古, 津田 健一郎, 大澤 幸生) 
1E3-OS-8a-02 人の心と AI の相互作用モデルとその社会実装デザインへの応用 (〇石川 開, 水上 拓哉, 戸田 聡一

郎, 猪口 智広, 前田 春香, 福住 伸一, 佐倉 統, 伊藤 宏比古, 津田 健一郎, 早矢仕 晃章, 永合 由美子, 大澤 
幸生) 

1E3-OS-8a-03 倫理的設計を支援するための草の根 AI ネットワーク (〇関口 海良, 堀 浩一) 
1E3-OS-8a-04 AI サービスに係る「実現すべき価値・目的」と「リスクシナリオ」の類型化 (〇松本 敬史, 江間 有沙) 
1E3-OS-8a-05 合意形成と意思決定の支援を目的とした、トランスサイエンス問題のためのワークショップ手法の開

発 / AHP を応用した個人や集団の主張と価値体系の構造化・可視化・共有・多様性認識 (〇石村 源生) 
 
[1E4-OS-8b] 17:20-19:00 未踏データによる AI 社会デザインと倫理的課題(2/2) (座長：早矢仕 晃章) 
1E4-OS-8b-01 身体表現におけるメンタルと運動学習のデータ知識構造化の試み (〇西村 拓一, 吉田 康行, 押山 千

秋, 伊集院 幸輝, 飯野 なみ, 田脇 裕太, 林 侑輝, 小早川 真衣子) 
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 / AI との連携による知識検索のために (〇押山 

千秋, 西村 拓一) 
1E4-OS-8b-03 楽器演奏場面における指導知識のモデル化の試み (〇三浦 寛也, 飯野 なみ, 浜中 雅俊, 武田 英明, 

西村 拓一) 
1E4-OS-8b-04 パネル討論 
 
### F 会場 GS 会場 1 ### 
[1F2-GS-10a] 13:20-15:00 AI 応用：ネットワーク (座長：植松 幸生) 
1F2-GS-10a-01 相互依存性を考慮した復旧戦略によるネットワークのレジリエンス性向上 (〇渡邊 広基, 大沢 英

一) 
1F2-GS-10a-02 Deepfake を用いた e-KYC に対するなりすまし攻撃と対策の検討 (〇川名 のん, 長沼 健, 吉野 雅之, 

太田原 千秋, 冨樫 由美子, 笹 晋也, 山本 恭平) 
1F2-GS-10a-03 Graph Neural Network による少ないデータで Few-shot learning の実現 (〇小野塚 荘一, 樋口 裕

太) 
1F2-GS-10a-04 BERT を用いたパケットペイロードの特徴抽出 (〇山中 友貴, 山田 真徳, 高橋 知克, 永井 智大) 
1F2-GS-10a-05 ネットワークペイロードを対象とした深層学習異常検知における解釈性向上に関する研究 (〇永井 

智大, 寺本 泰大, 山田 真徳, 山中 友貴, 高橋 知克) 
 
[1F3-GS-10b] 15:20-17:00 AI 応用：経営情報 (座長：松井 孝太) 
1F3-GS-10b-01 AI を用いた健康経営を促す施策の検討 / 従業員のワーク・エンゲイジメント向上を目指して (下川 

詩乃, 〇藤岡 実紀, 一山 了, 高屋 葵, 成清 奈々子) 
1F3-GS-10b-02 上場企業における企業理念と業績要因の関連性の推定 (〇佐藤 慧, 酒井 浩之, 高野 海斗, 井上 大

輔, 藤野 加奈) 
1F3-GS-10b-03 財務指標と社会的知名度に基づいた M&A 評価指標の提案と評価 (〇樋口 旺秀, 大知 正直, 森 純一

郎, 坂田 一郎) 
1F3-GS-10b-04 RM-CVaR ポートフォリオによるキャリー戦略 (〇伊藤 彰朗, 中川 慧) 
1F3-GS-10b-05 決算短信からの業績要因を含む業績予測文の抽出 (〇河村 康平, 高野 海斗, 酒井 浩之) 
 
[1F4-GS-10c] 17:20-19:00 AI 応用：環境モニタリング (座長：藤井 慶輔) 
1F4-GS-10c-01 電流波形に基づくサポートベクターマシンによる地絡様相診断 (〇蟹江 巧樹, 小野田 崇, 西垣 貴央, 

篠田 幸裕, 宮崎 誠, 中原 健志) 
1F4-GS-10c-02 地上画像を用いたドローン河川巡視で不足する空撮画像特徴量補完の可能性検証 (〇高橋 悠太, 藤

井 純一郎, 天方 匡純, 山下 隆義) 
1F4-GS-10c-03 深層学習を活用した河川護岸の経年モニタリング手法の提案 (〇藤井 純一郎, 吉田 龍人, 岡野 将大, 

天方 匡純) 
1F4-GS-10c-04 CNN を利用した突風探知システムの改良 (〇石津 尚喜, 楠 研一, 足立 透, 猪上 華子, 藤原 忠誠, 

新井 健一郎, 鈴木 博人) 
1F4-GS-10c-05 Convolutional LSTM を用いた新幹線軌道狂いの時空間予測 (〇小助川 克也, 森 康久仁, 須鎗 弘樹, 

川本 一彦) 
 
### G 会場 GS 会場 2 ### 
[1G2-GS-2a] 13:20-15:00 機械学習：強化学習 (座長：市川 嘉裕) 



1G2-GS-2a-01 大エントロピー逆強化学習の性能の理論評価 (〇中口 悠輝) 
1G2-GS-2a-02 比較バンディット問題における認知的満足化探索 (〇大用 庫智, 和田 拓真, 神谷 匠, 高橋 達二) 
1G2-GS-2a-03 信頼度を近似推定可能にした認知的満足化方策 (〇南 朱音, 吉井 佑輝, 甲野 佑, 高橋 達二) 
1G2-GS-2a-04 満足化方策における非満足均衡を用いた確率的方策の検証 (〇加藤 暦雄, 甲野 佑, 高橋 達二) 
1G2-GS-2a-05 社会的強化学習における大局基準値共有と GRC の効果 (〇秋庭 拓実, 高橋 達二, 浦上 大輔) 
 
[1G3-GS-2b] 15:20-17:00 機械学習： 適化 (座長：高野 諒) 
1G3-GS-2b-01 Frank-Wolfe アルゴリズムに基づく緩和 適輸送問題のための高速 適化手法の検討 (〇福永 拓海, 

笠井 裕之) 
1G3-GS-2b-02 質量制御 適輸送によるグラフ構造比較手法 (〇方 鐘熙, 黄 健明, 笠井 裕之) 
1G3-GS-2b-03 Attentive Knowledge Tracing における過去データの忘却 適化 (〇関口 昌平, 堤 瑛美子, 植野 真

臣) 
1G3-GS-2b-04 深層生成モデルによる弱パレート解集合の近似 (〇江戸 陽向, 濱田 直希, 福地 一斗, 佐久間 淳, 秋

本 洋平) 
1G3-GS-2b-05 複数の損失関数を用いた深層生成モデルの訓練と制約付きブラックボックス 適化への適用 (〇阪本 

直気, 佐藤 怜, 福地 一斗, 佐久間 淳, 秋本 洋平) 
 
[1G4-GS-2c] 17:20-19:00 機械学習：回帰 (座長：鈴木 雅大) 
1G4-GS-2c-01 マルチスケール k-近傍法における回帰関数および損失関数の検討 (〇操 瑞行, 田中 卓磨, 奥野 彰文, 

下平 英寿) 
1G4-GS-2c-02 一対比較データによる非結合ガウス過程回帰手法の提案 (〇山川 将輝, 鷲尾 隆) 
1G4-GS-2c-03 構造正則化学習と独立性基準を用いたマルチタスク非線形特徴選択法 (〇小山 和輝, 切通 恵介, 大川

内 智海, 泉谷 知範) 
1G4-GS-2c-04 情報量規準の連続 小化による線形回帰の変数選択 (〇広瀬 俊亮, 神津 友武) 
1G4-GS-2c-05 ニュースの見出しを活用した株価予測 (〇竹中 幹, 浦野 昌一) 
 
### H 会場 GS 会場 3 ### 
[1H-LS] 12:20-13:10 株式会社 LegalForce ランチョンセミナー 
1H-LS-01 契約書 x AI ～弁護士・法務を支える自然言語処理システム開発の現場より～ (舟木 類佳) 
 
[1H2-GS-1a] 13:20-15:00 基礎・理論：人の認知・知覚 (座長：小林 一郎) 
1H2-GS-1a-01 客体化学習の検討 / 思考しうる範囲を拡張するために (〇山川 宏) 
1H2-GS-1a-02 割合推定におけるアンカリング効果のベイズ更新モデルを用いた分析と一般化 (〇濱田 智明, 竹川 

高志) 
1H2-GS-1a-03 不定自然変換理論による連想ネットワークの動的変化 (〇横須賀 天臣, 池田 駿介, 布山 美慕, 西郷 

甲矢人, 高橋 達二) 
1H2-GS-1a-04 曖昧性解消における視覚的注意へのトップダウン介入 / Duck-Rabbit illusion の反転現象を例として 

(〇内海 佑麻, 福地 庸介, 木本 充彦, 今井 倫太) 
1H2-GS-1a-05 知能の生物構造による認知バイアス (〇得丸 久文) 
 
[1H3-GS-1b] 15:20-17:00 基礎・理論：モデル化 (座長：戸田 貴久) 
1H3-GS-1b-01 非同期セルオートマトンを利用したリザバーコンピューティングと普遍的臨界性 (〇浦上 大輔, 郡司 

ペギオ幸夫) 
1H3-GS-1b-02 平均場近似に基づく正テンソルの 良ランク１近似 (〇ガラムカリ 和, 杉山 麿人) 
1H3-GS-1b-03 (1+1)-Evolution Strategy の凸二次関数における収束速度の導出 (〇森永 大貴, 福地 一斗, 佐久間 淳, 

秋本 洋平) 
1H3-GS-1b-04 一般化相互割当問題に対するヒューリスティックアルゴリズムの非同期かつ動的なステップサイズ 

(〇雨宮 裕樹, 花田 研太, 杉本 謙二) 
1H3-GS-1b-05 物理現象のエネルギー挙動を離散時間で保証する深層学習シミュレーション (〇松原 崇, 青嶋 雄大, 

石川 歩惟, 谷口 隆晴) 
 
[1H4-GS-1c] 17:20-19:00 基礎・理論：アルゴリズム (座長：荒井 幸代) 
1H4-GS-1c-01 忌避性・再訪性を考慮した自律的ネットワーク探索モデル (〇高島 浩司, 﨑山 朋子) 
1H4-GS-1c-02 不定自然変換理論を用いた強化学習での情報転移 (〇和田 拓真, 高橋 達二) 
1H4-GS-1c-03 解集合プログラミングを用いた多目的車両装備仕様問題の解法 (〇竹内 頼人, 田村 直之, 番原 睦則) 
1H4-GS-1c-04 ネットワーク分割による避難経路の交差を回避した避難所割り当ての 適化 (〇山本 正也, 武藤 敦

子, 森山 甲一, 松井 藤五郎, 犬塚 信博) 
1H4-GS-1c-05 大確率分割の Suffix Array を用いた高速なアルゴリズム (〇梅村 恭司, 小原 佑斗, 吉田 光男) 
 



### I 会場 GS 会場 4 ### 
[1I-LS] 12:20-13:10 エヌビディア合同会社 ランチョンセミナー 
1I-LS-01 NVIDIA 新 GPU とソフトウエアのご紹介 (鈴木 博文) 
 
[1I2-GS-4a] 13:20-15:00 Web インテリジェンス：モデル化 (座長：宮川 大輝) 
1I2-GS-4a-01 半教師あり NMF を用いた専門分野と講義の関係推定 (〇山本 京佳, 山西 良典, 松下 光範) 
1I2-GS-4a-02 Scopus における Sleeping Beauty と Prince の大規模抽出と分野形成に関する研究 (〇三浦 崇寛, 浅谷 

公威, 坂田 一郎) 
1I2-GS-4a-03 飽きを考慮した social welfare の予測 (〇西田 由佳, 金 秀明, 倉島 健, 戸田 浩之) 
1I2-GS-4a-04 評価順バイアスを考慮した一対比較モデル (〇栗本 真太郎, 中山 功太, 藤田 智也, 馬場 雪乃) 
1I2-GS-4a-05 分散表現を用いたリアルタイム学習型セッションベース推薦システム (〇梛木 佑真, 岡本 一志) 
 
[1I3-GS-4b] 15:20-17:00 Web インテリジェンス：コミュニティ (座長：柴田 祐樹) 
1I3-GS-4b-01 CtoC マーケットにおける販売者の活性化分析 (〇二之宮 大聖, 鳥海 不二夫, 西口 真央) 
1I3-GS-4b-02 当事者意識の向上に向けた個人の影響力の可視化に関する一検討 (〇戸田 穂乃香, 藤村 滋, 中平 篤, 

嵯峨田 淳) 
1I3-GS-4b-03 クラウドソーシングにおける協調的な共同作業に対する組織構成システム (〇山本 亮太, 岡本 一志) 
1I3-GS-4b-04 クラウドソーシングによって収集したラベル統合における観測バイアスの除去 (〇植田 涼介, 竹内 孝, 

鹿島 久嗣) 
1I3-GS-4b-05 クラウドソーシングを用いた階層分析による解釈可能な集団意思決定 (〇池﨑 利太, 竹内 孝, 鹿島 

久嗣) 
 
[1I4-GS-4c] 17:20-19:00 Web インテリジェンス：SNS (座長：森 純一郎) 
1I4-GS-4c-01 新型コロナウイルスに伴う Twitter の分析と感染状況との関連性 (〇井原 史渡, 岸本 大輝, 栗原 聡) 
1I4-GS-4c-02 COVID-19 流行下でのプレプリントツイートに関する基礎調査 (〇吉田 光男) 
1I4-GS-4c-03 攻撃的投稿シミュレーションモデルによる SNS 上における誹謗中傷要因の検証 (〇磯谷 光毅, 大沢 

英一) 
1I4-GS-4c-04 ユーザーに着目した SNS 上の攻撃とそのメカニズムに関する分析 (〇瀬川 友香, 浅谷 公威, 坂田 一

郎) 
1I4-GS-4c-05 SNS データを用いたバーチャル YouTuber 探索支援システムの提案 (〇武田 太一, 濱崎 雅弘) 
 
### J 会場 GS 会場 5 ### 
[1J-LS] 12:20-13:10 インテル株式会社 ランチョンセミナー 
1J-LS-01 高速エッジ推論ソリューション OpenVINO™ ツールキット 新アップデート (戸谷 大介) 
 
[1J2-GS-10d] 13:20-15:00 AI 応用：分類と論理 (座長：曽我 真人) 
1J2-GS-10d-01 人狼知能の役職推定における発話パターンを用いたメタ推理の効果 (〇大槻 恭士) 
1J2-GS-10d-02 Mapper ネットワークに基づくバスケットボールプレイヤーの分類 (〇渡邊 駿介, 一ノ瀬 元喜) 
1J2-GS-10d-03 時空間データ予測におけるニューラルネットワークのマルチモーダル化に関する一検討 (〇美嶋 勇

太朗, 和田 真弥) 
1J2-GS-10d-04 形式的誤謬の三角ロジックにおけるモデル化 (〇沖永 友広, 中野 謙, 林 雄介, 平嶋 宗) 
1J2-GS-10d-05 数値同定法とニューラルネットワークを用いた同定法との微生物種分類精度の比較検討 (〇小柳 祐

輔, 富永 桂) 
 
[1J3-GS-10e] 15:20-17:00 AI 応用：ニュースと学術情報 (座長：吉田 光男) 
1J3-GS-10e-01 グラフニューラルネットワークを用いたイベントニュースの国間の波及予測 (〇鈴木 彰人, 辻 晶弘, 

田代 雄介, 須田 真太郎, 鈴木 徳馬) 
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 (〇岸本 大輝, 井原 史

渡, 栗原 聡) 
1J3-GS-10e-03 携帯電話人口統計データと新規陽性者数の相関に着目したCOVID-19の感染リスク地区の抽出 (〇石

田 展雅, 豊田 正史, 梅本 和俊, 商 海川, 是津 耕司) 
1J3-GS-10e-04 分野横断性を考慮した論文の革新性評価指標の提案 (〇三戸 大輝, 浅谷 公威, 坂田 一郎) 
1J3-GS-10e-05 多層 LSTM モデルによるトークンレベルでの PICO 情報抽出 (〇坪田 匡史, 神津 友武) 
 
[1J4-GS-9a] 17:20-19:00 ヒューマンインタフェース：分析・評価 (座長：下川原 英理) 
1J4-GS-9a-01 擬人化エージェントとの同期運動が身体活動の印象に与える影響に関する検討 (〇市川 淳, 喜古 泰

一, 秋吉 政徳) 
1J4-GS-9a-02 擬人化エージェントの自己開示による人の共感の促進 (〇津村 賢宏, 山田 誠二) 
1J4-GS-9a-03 姿勢推定による作業同定ー作業偏差の定量化に向けてー (〇中村 圭佑, 山本 泰生, 西村 雅史, 青木 



崇浩, 塩野 由紀, 中野 貴行, 山本 亮治) 
1J4-GS-9a-04 色、単語、形状の対応関係の分析とデザインにおけるその有用性の検討 (〇福島 誠, 北原 隆幸, 江下 

就介, 福原 寛重) 
1J4-GS-9a-05 項目露出を考慮した整数計画法による等質テスト構成 (〇植野 晶, 渕本 壱真, 植野 真臣) 
 
### K 会場 IND / SS 会場 ### 
[1K-LS] 12:20-13:10 ボストン コンサルティング グループ ランチョンセミナー 
1K-LS-01 AI 技術とデータによる社会変革のインパクト創出を目指した、AI 人材教育と医療データ活用の取り組み 

(泉 晃, 鹿野 英明) 
 
[1K-NS] 19:20-21:00 エヌビディア合同会社 ナイトセミナー 
1K-NS-01 NVIDIA Fireside Chat 
 
[1K2-IND-1] 13:20-15:00 インダストリアル 1（座長：砂川 英一） 
1K2-IND-1-01 中国の社会基盤を支えるエッジ AI 新事例のご紹介 (秋元 一泰) 
1K2-IND-1-02 強化学習を用いた『逆転オセロニア』での対戦環境のバランス設計支援 AI (甲野 佑) 
1K2-IND-1-03 企業における AI 人材の育成方法（実施企業も紹介） (乙川 浩志) 
1K2-IND-1-04 AI 関連技術の研究開発ご紹介 (春木 耕祐) 
1K2-IND-1-05 CPU だけで AI をやり切った 新事例のご紹介 ’21 夏 (大内山 浩) 
 
[1K3-IND-2] 15:20-17:00 インダストリアル 2（座長：吉田 諭史） 
1K3-IND-2-01 NEC の AI 技術による社会ソリューション事業の事例紹介 (酒井 淳嗣) 
1K3-IND-2-02 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータ作成とは (相良 美織) 
1K3-IND-2-03 日本総研 先端技術ラボにおける量子機械学習等の研究・応用事例 (由井 成和, 身野 良寛) 
1K3-IND-2-04 経営と IT、そして AI をデザインする、Future AI (調整中) 
1K3-IND-2-05 パナソニックの AI 活用事例 (河村 岳) 
 
### Z 会場 企業展示会場 ### 
[1Zex2] 13:00-19:30 企業展示 
1Zex2-01 富士通の先端 AI 研究（富士通株式会社） 
1Zex2-02 NEC の研究開発（日本電気株式会社） 
1Zex2-03 東芝グループの AI 関連技術（株式会社 東芝） 
1Zex2-04 パナソニックの AI 活用事例およびインターンシップ制度のご紹介（パナソニック株式会社） 
1Zex2-05 自然言語、画像、社会科学領域における機械学習の研究開発とビジネス応用（Sansan 株式会社） 
1Zex2-06 株式会社 SIGNATE（株式会社 SIGNATE） 
1Zex2-07 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータ作成とは（株式会社バオバブ） 
1Zex2-08 DeNA × AI（株式会社ディー・エヌ・エー） 
1Zex2-10 OKI の AI 技術・事業などの紹介（沖電気工業株式会社） 
1Zex2-11 【学生限定】Yahoo! JAPAN の AI エンジニアとは？（ヤフー株式会社） 
1Zex2-12 株式会社 AVILEN（株式会社 AVILEN） 
1Zex2-13 NTT コミュニケーションズのデータ分析に関する取り組みのご紹介（NTT コミュニケーションズ株式会社） 
1Zex2-14 LegalForce における研究開発の取り組み（株式会社 LegalForce） 
1Zex2-15 調整中（株式会社マクニカ） 
1Zex2-16 金融分野での人工知能開発事例紹介（野村ホールディングス株式会社） 
1Zex2-17 AI への取り組みを加速する HP ワークステーション（株式会社 日本 HP） 
1Zex2-18 機械学習／AI・ディープラーニング向け GPU 搭載システム（ビジュアルテクノロジー株式会社） 
1Zex2-19 リクルートにおける AI 利活用の取り組み（株式会社リクルート） 
1Zex2-20 株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ（株式会社日本総合研究所） 
1Zex2-21 社員教育プログラム 『ARISE university』 のご紹介／ARISE analytics で働くデータサイエンティストと

話してみませんか？座談会（株式会社 ARISE analytics） 
1Zex2-22 中外製薬「創薬と AI」（中外製薬株式会社） 
1Zex2-23 サイバーエージェントの研究開発（株式会社サイバーエージェント） 
1Zex2-24 NTT データ数理システム製品紹介（株式会社 NTT データ数理システム） 
1Zex2-25 電通・電通デジタルの企業・事例紹介（株式会社電通・株式会社電通デジタル） 
1Zex2-26 東京エレクトロンのご紹介（AI 人材採用）（東京エレクトロン株式会社） 
1Zex2-27 DigialBCG のアナリスト組織 BCG GAMMA の取り組み事例紹介（ボストン コンサルティング グループ） 
1Zex2-28 Tobii アイトラッキング（視線計測）のご紹介（トビー・テクノロジー株式会社） 
1Zex2-29 Introduction of AWL, Hiring AI engineers / AWL のご紹介・AI 人材募集 
1Zex2-30 世界 先端 AI システム NVIDIA DGX SYSTEMS（GDEP 日本 GPU コンピューティングパートナーシ



ップ） 
1Zex2-31 調整中（株式会社 AI メディカルサービス） 
1Zex2-32 著者による「自動運転技術入門」等のご紹介（株式会社オーム社） 
1Zex2-33 調整中（インテル株式会社） 
1Zex2-34 機械学習を活用した予測モデルの構築自動化を実現する『KNIME 機械学習自動化パッケージ』（インフォ

コム株式会社） 
 
 
##### 2021 年 6 月 9 日(水) ##### 
### A 会場 メイン会場 ### 
[2A2-PS-2] 11:00-12:10 When AI Meets the Oldest Engineering Discipline 
2A2-PS-2-01 When AI Meets the Oldest Engineering Discipline (Renate Fruchter) 
 
### B 会場 KS 会場 ### 
[2B1-KS-3] 9:00-10:40 量子×AI 〜量子で加速する AI と、AI で加速する量子〜 
2B1-KS-3-01 量子×AI ～量子で加速する AI と、AI で加速する量子～ 
 
[2B3-KS-8a] 13:20-15:00 いよいよ公開が始まった AI 関連標準仕様を理解する(1/2) 
2B3-KS-8a-01 いよいよ公開が始まった AI 関連標準仕様を理解する 
 
[2B4-KS-8b] 15:20-17:00 いよいよ公開が始まった AI 関連標準仕様を理解する(2/2) 
2B4-KS-8b-01 いよいよ公開が始まった AI 関連標準仕様を理解する 
 
### C 会場 TS / OS 会場 1 ### 
[2C1-TS-2] 9:00-10:40 DX の実際 ～DX の正しい理解と普及を目指して～ 
2C1-TS-2-01 DX の実際～DX の正しい理解と普及を目指して (笹嶋 宗彦, 大田 幸正) 
 
[2C3-OS-9a] 13:20-14:20 人工知能におけるプライバシー，公平性，説明責任，透明性への学際的アプローチ(1/2) (座

長：福地 一斗) 
2C3-OS-9a-01 どのような属性の取り扱いが道徳的に悪いか？ / 保険を通じた検討 (〇前田 春香) 
2C3-OS-9a-02 社会厚生関数を用いた公平な因果効果 (〇金城 敬太) 
2C3-OS-9a-03 機械教示と公平性配慮型機械学習を用いた無意識バイアスの矯正 (〇楊 明哲, 荒井 ひろみ, 馬場 雪

乃) 
 
[2C4-OS-9b] 15:20-16:40 人工知能におけるプライバシー，公平性，説明責任，透明性への学際的アプローチ(2/2) (座

長：福地 一斗) 
2C4-OS-9b-01 行政における AI の活用と信頼 (〇工藤 郁子) 
2C4-OS-9b-02 説明可能 AI における対話型の対比的説明についての一検討 / ——説明と因果に関する哲学的観点から

―― (〇濵本 鴻志, 葛谷 潤, 荒井 ひろみ) 
2C4-OS-9b-03 個人データ利活用の類型に応じた社会的受容性の質問紙調査 (〇森下 壮一郎, 高野 雅典, 武田 英明, 

高 史明, 小川 祐樹) 
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 (〇陶山 昂司, 江間 有沙) 
 
### D 会場 OS 会場 2 ### 
[2D1-OS-6] 8:40-10:40 移動系列のデータマイニングと機械学習(1/1) (座長：竹内 孝) 
2D1-OS-6-01 (OS 招待講演) 公共交通オープンデータの現状と可能性 / 社会がデータを使いこなすために何をなすべ

きか (〇伊藤 昌毅) 
2D1-OS-6-02 グラフニューラルネットワークとデータ同化を統合したデータ駆動型避難者分布予測モデルの構築 (〇

高崎 弾, 小川 芳樹, 今泉 允聡, 沖 拓弥, 大山 雄己) 
2D1-OS-6-03 緯度経度情報追加による行動履歴分散表現の高精度化 (〇佐賀 健志, 田中 宏季, 中村 哲) 
2D1-OS-6-04 追跡行動における内部表象を介したターゲット運動の柔軟な予測 (〇筒井 和詩, 藤井 慶輔, 工藤 和

俊, 武田 一哉) 
2D1-OS-6-05 予測に基づく集団行動系列の評価：サッカーのチーム守備への適用 (戸田 康介, 寺西 真聖, 久代 恵介, 

〇藤井 慶輔) 
 
[2D3-OS-7a] 13:20-15:00 広告と AI(1/2) (座長：関 喜史) 
2D3-OS-7a-01 データセットおよび学習済み統計モデルの利用についての法的検討 (〇熊谷 雄介, 板倉 陽一郎, 見

並 良治, 猪谷 誠一, 道本 龍) 
2D3-OS-7a-02 キーワードを考慮した BERT2BERT による広告文生成 (〇黒木 開, 川上 孝介, 岩井 大志, 石塚 湖

太, 中田 和秀) 



2D3-OS-7a-03 ブランドの認知を目的とした TVCM 素材の割当て (〇棚橋 耕太郎, 濱田 賢吾, 梅谷 俊治) 
2D3-OS-7a-04 (OS 招待講演) 自然実験としてのアルゴリズム：広告・推薦産業の現在と未来への応用 (〇成田 悠輔) 
 
[2D4-OS-7b] 15:20-16:40 広告と AI(2/2) (座長：熊谷 雄介) 
2D4-OS-7b-01 Twitter 上における対話生成エンジンを用いたインタラクティブ広告 (〇山本 覚, アグチバヤル アマ

ルサナー) 
2D4-OS-7b-02 広告クリエイティブ評価のための深層確率埋め込みの学習 (〇北田 俊輔, 彌冨 仁, 関 喜史) 
2D4-OS-7b-03 GPT-2 の転移学習によるキーワードを考慮した広告文生成 (大曽根 宏幸, 張 培楠) 
2D4-OS-7b-04 複数キャンペーンのためのマルチタスク Delayed Feedback Model (〇佐竹 哉太, 山田 誠, 安井 翔太, 

鹿島 久嗣) 
 
### E 会場 OS 会場 3 ### 
[2E1-OS-13a] 9:00-10:40 AI と制約プログラミング(1/3) (座長：宋 剛秀) 
2E1-OS-13a-01 解集合プログラミングに基づく系統的探索と確率的局所探索の統合的手法に関する一考察 (〇桑原 

和也, 田村 直之, 番原 睦則) 
2E1-OS-13a-02 フェロモン蓄積を動的に変更する蟻の集団による制約充足アルゴリズム (〇戸谷 太亮, 水野 一徳, 

小池 祥太朗) 
2E1-OS-13a-03 大きな極大マッチングの多項式遅延列挙 (〇栗田 和宏, 小林 靖明, 和佐 州洋) 
2E1-OS-13a-04 ストリームデータから強飽和集合をオンライン抽出するε近似アルゴリズムの高速化 (日向 涼, 〇

岩沼 宏冶, 仁科 拓巳) 
2E1-OS-13a-05 大規模文字列集合データを表現する Sequence BDD の高速な構築手法とその評価 (〇杉野 創, 川原 

純, 湊 真一) 
 
[2E3-OS-13b] 13:20-15:00 AI と制約プログラミング(2/3) (座長：沖本 天太) 
2E3-OS-13b-01 SIR 感染症モデルに対するブール式を用いた有界モデル検査 (〇花田 研太) 
2E3-OS-13b-02 差分制約を含んだ時間オートマトンモデルの LMNtal による状態空間構築 (〇橋本 彩美, 上田 和

紀) 
2E3-OS-13b-03 パラメタ付きモデルの到達可能性解析に基づくハイブリッドシステムモデリングツールの性能評価 

(〇秦 国大, 上田 和紀) 
2E3-OS-13b-04 ポセットアンチマトロイド上の協力ゲームにおける効率的なシャプレイ値計算 (〇波多野 大督) 
2E3-OS-13b-05 ADSAT：敵対者が存在する MaxSAT (〇菅原 知也, 越村 三幸, 横尾 真) 
 
[2E4-OS-13c] 15:20-16:00 AI と制約プログラミング(3/3) (座長：宋 剛秀) 
2E4-OS-13c-01 SQL 型ソルバ CombSQL+による車両割当て問題の記述 (〇井上 和哉, 岸 潤一郎, 酒井 正彦) 
2E4-OS-13c-02 圧縮した SAT 問題における高速な単位伝播手法 (〇早瀬 悠真, 鍋島 英知, 盧 暁南) 
 
### F 会場 GS 会場 1 ### 
[2F1-GS-10f] 9:00-10:40 AI 応用：安全 (座長：清川 裕) 
2F1-GS-10f-01 階層ベイズを用いた欠陥進展下の転がり軸受の余寿命曲線推定 (〇北井 正嗣, 赤松 良信, 藤原 宏樹, 

谷 僚二, 沼尾 正行, 福井 健一) 
2F1-GS-10f-02 実船計測データ及び機械学習を用いた船体構造の応力予測 (〇宮島 秀規, 見良津 黎, 山田 智章, 井

原 渉) 

2F1-GS-10f-03 平均画像に対する VAE 異常検知の適用による道路落下物検出 (〇山本 健生, 橋本 敦史, 岡本 大和) 
2F1-GS-10f-04 深層学習を用いたマンホール鉄蓋種別判定および不良箇所検出にむけた検討 (〇及川 大輝, 勝村 玲

音, 和田 雅樹, 島原 広季, 相原 貴明) 
2F1-GS-10f-05 深層学習ネットワークによるひび割れ検出精度の違い / 土木構造物へ SegNet，U-Net，FusionNet

を適用した場合の比較 (〇天方 匡純, 吉田 龍人, 藤井 純一郎, 高橋 悠太, 大久保 順一) 
 
[2F3-GS-10g] 13:20-15:00 AI 応用：テキスト処理 (座長：成松 宏美) 
2F3-GS-10g-01 レビュー特性を用いたレビュー返信の自動生成 (〇伊草 久峻, 鳥海 不二夫) 
2F3-GS-10g-02 クローズド・エンド型質問文の識別率の日英比較 (〇津田 敦哉, 角田 篤泰) 
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, 〇堤 瑛美子, 宇都 雅輝, 植野 真臣) 
2F3-GS-10g-04 文書の内容と構造が書き手の負担と読み手の効用に与える影響の研究：文書記載支援技術の開発に向

けて (〇香川 璃奈, 松原 正樹, 宮田 玲, 馬場 雪乃, 山肩 洋子) 
2F3-GS-10g-05 英和相互訳学習支援を指向したルールベース翻訳プロセスの外在化による統語規則の違いの顕在化 

(〇藤田 茉佑, Bin Md Takiyudin Muhammad Asyraaf, 林 雄介, 平嶋 宗) 
 
[2F4-GS-10h] 15:20-17:00 AI 応用：経営と経済 (座長：堀井 隆斗) 
2F4-GS-10h-01 Lévy Flight を導入した Binary PSO による物流倉庫の商品配置 適化 (〇渡邉 南美, 伊原 滉也, 佐



久間 拓人, 加藤 昇平) 
2F4-GS-10h-02 大規模 RCT による広告の摩耗効果の理解と 適配信のための因果効果推定 / ABEMA での番組宣伝

データを用いて (〇藤本 凌太朗, 梅田 芳直, 作花 健也, 星野 崇宏) 
2F4-GS-10h-03 価値共有が及ぼす生産性向上への影響 / AI と人との協働の観点から (〇宮尾 怜奈, 上向井 麻希, 貞

廣 瞳奈, 藤原 大樹, 米杉 拓真) 
2F4-GS-10h-04 機械学習を用いたハッシュレートの予測 (〇伊勢田 氷琴) 
2F4-GS-10h-05 因果情報を用いた経済数値予測 (〇和泉 潔, 坂地 泰紀, 佐野 仁美) 
 
### G 会場 GS 会場 2 ### 
[2G1-GS-2d] 9:00-10:40 機械学習：シーケンシャルデータの処理 (座長：林 知樹) 
2G1-GS-2d-01 適輸送の要素グループ化によるシーケンスマッチング手法の検討 (〇堀江 光彦, 笠井 裕之) 
2G1-GS-2d-02 大域的な順序変更に対応するDTWを用いたシーケンスマッチング手法の検討 (〇嘉村 雅志, 笠井 裕

之) 
2G1-GS-2d-03 ダイナミクスの平衡トレリスの推論 (〇岩橋 直人) 
2G1-GS-2d-04 Shapelet の出現順序を用いた時系列データ分類 (〇藤岡 公平, 岡部 正幸) 
2G1-GS-2d-05 推定対象ユーザの少量脳波データによるドメイン適応付き感情推定モデル (〇古川 翔也, 佐久間 拓

人, 加藤 昇平) 
 
[2G3-GS-2e] 13:20-15:00 機械学習：予測 (座長：竹岡 邦紘) 
2G3-GS-2e-01 複数手法を組み合わせた 大電力需要予測における妥当性の検討 (〇佐々木 秀彰, 浦野 昌一) 
2G3-GS-2e-02 ユーザの嗜好とネットワーク構造を考慮した行動分析モデルに関するー考察 (〇宋 林鑫, 齊藤 芙佑, 

山下 遥, 後藤 正幸) 
2G3-GS-2e-03 行列因子分解を使用した個別患者ごとの疾病予測および医療事象の特徴表現抽出 (〇住谷 有規, 松田 

敦義, 荒木 賢二, 中田 和秀) 
2G3-GS-2e-04 MLOps を促進する予測ミス要因の自動特定法 (〇佐久間 啓太, 坂井 智哉, 亀田 義男) 
2G3-GS-2e-05 GPT-2 を用いた人の動作予測 (〇宮澤 和貴, 井上 輝也, 長井 隆行) 
 
[2G4-GS-2f] 15:20-17:00 機械学習：データ分布 (座長：大塚 琢馬) 
2G4-GS-2f-01 データ発生のアンバランスさを考慮したサポートベクターマシン (〇島田 拓哉, 西垣 貴央, 小野田 

崇) 
2G4-GS-2f-02 分散表現を用いたレシピの多様性の分析モデルに関する一考察 (〇山下 皓太郎, 伊藤 史世, 蓮本 恭

輔, 後藤 正幸) 
2G4-GS-2f-03 ラベルなし運用データに対するコンセプトドリフト適応技術に関するサーベイ (〇大川 佳寛, 小林 

健一) 
2G4-GS-2f-04 識別クラスごとに学習した生成モデルに基づく分布外検知に関する一考察 (〇松苗 亮汰, 齊藤 芙佑, 

山下 遥, 後藤 正幸) 
2G4-GS-2f-05 変分自己符号化器による分布外検知のための潜在変数分布 (〇中作 勇介, 松原 崇) 
 
### H 会場 GS 会場 3 ### 
[2H-LS] 12:20-13:10 株式会社マクニカ ランチョンセミナー 
2H-LS-01 暗黙知は本当に引き継げるのか？～脳と AI の融合によるイノベーション～ 
 
[2H1-GS-3a] 9:00-10:40 知識の利用：基礎 (座長：坂本 孝文) 
2H1-GS-3a-01 第 3 回ナレッジグラフ推論チャレンジ 2020 開催報告 / 説明性のある人工知能システムを目指して 

(〇古崎 晃司, 江上 周作, 松下 京群, 鵜飼 孝典, 川村 隆浩) 
2H1-GS-3a-02 合目的的自然物の機能を多元的に解釈する枠組みの提案 (〇田和辻 可昌, 布川 絢子, 山川 宏) 
2H1-GS-3a-03 RDF グラフに対するノード検索のための効率的なインデックス構造 (〇藤原 浩司, 兼岩 憲) 
2H1-GS-3a-04 動的なタスク量推定と負荷分散を備えた FP-growth 法の共有メモリ型並列化 (〇櫻井 健太朗, 亀谷 

由隆) 
2H1-GS-3a-05 学術は「知覚的知識」とどのように付き合っていくべきか / －「幻覚」から始まる議論の行方－ (〇

西村 歩, 新井田 統) 
 
[2H3-GS-3b] 13:20-15:00 知識の利用：社会応用 (座長：服部 宏充) 
2H3-GS-3b-01 加速度データを用いた動作タイミングに着目した演武競技の評価 (〇山中 祥平, 島 孔介, 武藤 敦子, 

森山 甲一, 松井 藤五郎, 犬塚 信博) 
2H3-GS-3b-02 走方向転換動作における選手の認知プロセスに関する考察 (〇山田 雅敏, 大畑 昌己, 栫井 大輔) 
2H3-GS-3b-03 機械学習と地理空間情報を活用した周辺の過去の賃料情報を用いたアパート賃料推定 (〇鶴田 大, 豊

島 裕樹) 
2H3-GS-3b-04 アルミニウムの圧延プロセスにおける慢性不良発生要因の解析 / ベイジアンネットワークによる不



良発生要因のモデル化 (〇森口 隆弘, 浅田 勝義, 大町 奈央子, 本村 陽一) 
2H3-GS-3b-05 長期リターンに対し UMAP を用いた投資信託クラスタリング (〇籔内 陽斗, 松井 藤五郎, 武藤 敦

子, 森山 甲一, 犬塚 信博) 
 
[2H4-GS-3c] 15:20-17:00 知識の利用：社会システム (座長：長野 伸一) 
2H4-GS-3c-01 点検サービスにおける熟練者知識の構造化 (〇伊集院 幸輝, 小早川 真衣子, 鎌田 政智, 石井 翔太, 

西村 拓一) 
2H4-GS-3c-02 経験情報に基づいた行動可否ネットワークの生成 (〇加藤 慶彦, 吉田 直人, 小山 宗三, 栗原 聡) 
2H4-GS-3c-03 社会ネットワークの社会的属性を特徴づける構造的属性に関する研究 (〇細木 聡, 犬塚 信博, 武藤 

敦子, 森山 甲一) 
2H4-GS-3c-04 会議ネットワークにおける中心性の分析による活躍評価要因の推定 (〇水野 裕太, 武藤 敦子, 森山 

甲一, 松井 藤五郎, 犬塚 信博) 
2H4-GS-3c-05 コロナウイルス・ショックにおける社会関係資本の価値 (〇真鍋 友則, 中川 慧) 
 
### I 会場 GS 会場 4 ### 
[2I-LS] 12:20-13:10 インテル株式会社 ランチョンセミナー 
2I-LS-01 AI Everywhere ～インテル AI 新動向と製品のご紹介～ (大内山 浩) 
 
[2I1-GS-5a] 9:00-10:40 エージェント：ゲーム理論 (座長：上田 俊) 
2I1-GS-5a-01 共感を考慮した依頼モデル (〇永井 明日美, 竹川 高志) 
2I1-GS-5a-02 ほぼ公的観測下の繰り返し囚人のジレンマにおける協力のダイナミクス (〇五十嵐 瞭平, 西野上 和真, 

岩崎 敦) 
2I1-GS-5a-03 見間違えのある繰り返し囚人のジレンマにおける Q 学習に関する研究 (〇坂本 充生, 岩崎 敦) 
2I1-GS-5a-04 反実仮想後悔 小化によるアメリカンフットボールにおけるオフェンス戦略の均衡推定 (〇島野 雄貴, 

岩崎 敦, 大河原 一憲) 
2I1-GS-5a-05 SNS における記事紹介による活性化法の提案 (〇臼井 佑太郎, 鳥海 不二夫, 菅原 俊治) 
 
[2I3-GS-5b] 13:20-15:00 エージェント：マルチエージェントシミュレーション (座長：福田 直樹) 
2I3-GS-5b-01 実データとシミュレーションを用いた MaaS の導入効果の評価 (〇西田 遼, 金森 亮, 野田 五十樹) 
2I3-GS-5b-02 大規模イベントにおける歩行者シミュレーションの Fidelity 適化 (〇加藤 優作, 重中 秀介, 西田 

遼, 大西 正輝) 
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 (〇竹内 孝, 西田 遼, 鹿島 久嗣, 大西 正輝) 
2I3-GS-5b-04 電力市場マルチエージェントシミュレーションと工場電力消費モデルによる DR 効果分析 (〇若杉 亮, 

和泉 潔, 平野 正徳) 
2I3-GS-5b-05 被災者の減少を考慮した避難所割当問題 (〇清水 仁, 諏訪 博彦, 安本 慶一) 
 
[2I4-GS-5c] 15:20-17:00 エージェント：基礎 (座長：大滝 啓介) 
2I4-GS-5c-01 能力差のあるマルチエージェント環境下における協調行動と通信を創発する分散強化学習 (〇兵藤 佑

輝, 奥原 俊, 伊藤 孝行, 佐久間 拓人, 加藤 昇平) 
2I4-GS-5c-02 RoCoCo を用いた人間と機械の身体的協力行動の数理分析 (〇高津 芳希, 今木 理英, 岩橋 直人) 
2I4-GS-5c-03 動的で複雑な環境におけるエージェントの行動生成 (〇下川 大樹, 吉田 直人, 栗原 聡) 
2I4-GS-5c-04 距離情報に基づく観測と位置推定のための複数移動センサによる観測タスクへの非集型制約 適化の

適用の一検討 (〇松井 俊浩) 
2I4-GS-5c-05 エージェントの同化と対比による社会的比較の効果の検証 (〇大石 真史, 大澤 博隆) 
 
### J 会場 GS 会場 5 ### 
[2J-LS] 12:20-13:10 株式会社日本 HP ランチョンセミナー 
2J-LS-01 セミナータイトル(株式会社日本 HP) 
 
[2J1-GS-8a] 9:00-10:40 ロボットと実世界：人との協同 (座長：谷口 彰) 
2J1-GS-8a-01 VQ-VAE と GPT-2 による予測制御を用いたロボットのリアルタイム動作模倣 (〇川崎 光一朗, 宮澤 

和貴, 堀井 隆斗, 長井 隆行) 
2J1-GS-8a-02 エージェントとのすれ違い行動実験による人の戦略の推定 (〇宮本 賢良, 渡邊 紀文, 武藤 佳恭) 
2J1-GS-8a-03 生活支援ロボットによる物体配置タスクにおける Transformer PonNet に基づく危険性予測および可

視化 (〇植田 有咲, Aly Magassouba, 平川 翼, 山下 隆義, 藤吉 弘亘, 杉浦 孔明) 
2J1-GS-8a-04 仮想空間内での多視点観測による物体の 6 次元姿勢推定 (〇原田 悠斗, 長井 隆行, 堀井 隆斗, 青木 

達哉) 
2J1-GS-8a-05 他者の内部状態を考慮した行動選択ネットワーク (〇田嶋 沙和子, 小山 宗三, 栗原 聡) 
 



[2J3-GS-8b] 13:20-15:00 ロボットと実世界：要素技術 (座長：内部 英治) 
2J3-GS-8b-01 畳み込み変分オートエンコーダとガウス過程に基づく動画像の分節化 (〇長野 匡隼, 中村 友昭, 長井 

隆行, 持橋 大地, 小林 一郎, 高野 渉) 
2J3-GS-8b-02 多重分節構造を有する時系列データの教師なし分節化 (〇平川 拓実, 長野 匡隼, 中村 友昭) 
2J3-GS-8b-03 Interactive Instruction Following のための Neuro-Symbolic 手法による多様な物体と言語指示への頑

健性の向上 (〇篠田 一聡, 竹澤 祐貴, 鈴木 雅大, 岩澤 有祐, 松尾 豊) 
2J3-GS-8b-04 音韻情報と物体情報の共起性を活用した教師なし音素・単語発見手法 (〇谷口 彰, 村上 太亮, 谷口 忠

大) 
2J3-GS-8b-05 離散時間ラグランジュ力学のニューラルネットワークによるモデル化 (〇青嶋 雄大, 松原 崇, 谷口 

隆晴) 
 
[2J4-GS-8c] 15:20-17:00 ロボットと実世界：学習 (座長：谷口 忠大) 
2J4-GS-8c-01 Instruction Following における構成的タスク表現の獲得 (〇竹澤 祐貴, 篠田 一聡, 鈴木 雅大, 岩澤 

有祐, 松尾 豊) 
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 (〇内部 英治) 
2J4-GS-8c-03 共同注意を用いた複数物体環境下におけるロボットの語意学習 (〇西村 卓真, 長野 匡隼, 中村 友昭) 
2J4-GS-8c-04 Head-to-Head 型のマルチエージェントマルチモーダルカテゴリ形成による記号創発システムの表現 

(〇古川 和磨, 谷口 彰, 萩原 良信, 谷口 忠大) 
2J4-GS-8c-05 スキルに基づく探索方策による世界モデルの学習 (〇近藤 生也, 岩澤 有祐, 松尾 豊) 
 
### K 会場 IND / SS 会場 ### 
[2K-LS] 12:20-13:10 株式会社電通・株式会社電通デジタル ランチョンセミナー 
2K-LS-01 AI×クリエーティブの可能性(株式会社電通・株式会社電通デジタル) 
 
[2K3-IND-3] 13:20-15:00 インダストリアル 3（座長：笹嶋 宗彦） 
2K3-IND-3-01 自然言語処理技術を活用した契約業務支援システムの構築 (真鍋 陽俊) 
2K3-IND-3-02 位置情報データ×AI を活用したマーケティングの取り組み (鴨居 啓人) 
2K3-IND-3-03 行動変容の評価に向けた接触頻度の分析モデル構築とその可視化の取り組み (足立 侑駿) 
2K3-IND-3-04 社会やビジネスの変革を加速する次世代 AI 技術 (高木 拓也) 
2K3-IND-3-05 LINE における人工知能分野の取り組みのご紹介 (戸上 真人 ) 
 
[2K4-IND-4] 15:20-17:00 インダストリアル 4（座長：原田 智広） 
2K4-IND-4-01 エス・エム・エスにおける AI 技術活用事例 (調整中) 
2K4-IND-4-02 金融ビジネスにおける AI／アナリティクス活用事例の紹介 (伊藤 健) 
2K4-IND-4-03 広告効果予測ツール「Odd-AI」を用いた新たな広告テキスト制作フロー (小倉 慶己) 
2K4-IND-4-04 自然言語処理を用いたビジネス文書解析 (調整中) 
2K4-IND-4-05 機械学習を応用した異常検知分析ツール AD Analytics の紹介 (多田 将志) 
2K4-IND-4-06 サイバーエージェントにおける AI 研究と活用 (調整中) 
2K4-IND-4-07 Alternative Intelligence - AI から学ぶ新しい表現とデザインの可能性 (田中 直基, 徳井 直生) 
2K4-IND-4-08 リアル空間のメディア化～AI カメラが変えるサイネージの未来～ (土田 安紘) 
 
### X 会場 ポスター会場１### 
[2Xin5] 17:20-19:00 インタラクティブ 1 
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 (〇玉木 

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) 
2Xin5-02 医療リアルワールドデータを用いた副甲状腺機能低下症患者における活性型ビタミン D 製剤投与の予後予

測 (〇岩井 俊樹, 勝俣 京子, 杉谷 康雄) 
2Xin5-03 グラフ埋め込みを用いた COVID-19 肺炎患者に対する治療薬の分析 (〇岡田 法大, 杉谷 康雄) 
2Xin5-04 機械学習による血液検査データを用いた COVID-19 PCR 陽性予測 (〇白石 哲也) 
2Xin5-05 深層学習モデルを用いた患者状態の時系列モニタリング (〇塚田 啓介, 杉谷 康雄) 
2Xin5-06 X 線検査画像に対する曖昧な見え方のサンプルを含む画像分類 (〇北井 康久, 千吉良 好紀, 齋藤 輝昭, 栗

田 尚樹, 石橋 雄一, 鎌倉 稔成) 
2Xin5-07 相互アテンションニューラルネットワークによる糖タンパク質と薬剤のインタラクション解析 (〇新川 栄

二, 永塚 光一, 村田 祐樹, 小野 多美子, 細田 正恵, 木下 聖子, 渥美 雅保) 
2Xin5-08 機械学習プラットフォームである DataRobot を用いた臨床研究結果の 適な論文投稿先予測モデルの生成 

(〇手塚 有佳里, 橋詰 薫, 坂井 貞興) 
2Xin5-09 科学研究のインパクト予測に向けた学術文献情報から抽出した分散表現による特定可能性分析 (〇大知 正

直, 城 真範, 森 純一郎, 坂田 一郎) 
2Xin5-10 QA システムを利用した学会発表のためのチャットシステム (〇大東 虎之介, 吉田 光男, 梅村 恭司) 



2Xin5-11 レポートの書き方指導のための学生レポート論理構造推測システムの構築 (〇柳瀬 翔, 野口 靖浩, 小暮 
悟, 山下 浩一, 小西 達裕) 

2Xin5-12 教育用配信システムにおけるスクリーンコンテンツ符号化ツール選択手法に関する研究 (〇田中 就一郎) 
2Xin5-13 仮想世界での体験を伴わせた単語学習支援環境の構築 (〇木許 滉祐, 曽我 真人) 
2Xin5-14 関係抽出を利用した推論補助ツールの開発 (〇佐藤 美沙, 大瀧 洋子, 十河 泰弘, 柳井 孝介) 
2Xin5-15 材料論文における電池材料の特性値グラフのアノテーションと分類 (〇飯沼 直己, 國吉 房貴, 小澤 順, 

三輪 誠) 
2Xin5-16 無機材料科学分野における合成手順が記載された文献からの目的材料名称の抽出 (〇牧野 晃平, 國吉 房貴, 

小澤 順, 三輪 誠) 
2Xin5-17 機械学習を用いた走査型透過電子顕微鏡の収差計測 (〇植松 文徳, 森下 茂幸, 中道 智寛, 相原 啓人, 佐

川 隆亮) 
2Xin5-18 仮想プラネタリウム上で音を活用した星の情報を提示するシステムの構築と検証 (〇中島 彬, 曽我 真人) 
2Xin5-19 衛星画像から得られた植生指標の季節変動のモデリングによる局所的変動検知の試み (〇棚瀬 旺和, 本田 

理恵) 
2Xin5-20 ユーザ嗜好を考慮した制御可能なコンテンツメタデータ生成モデル (〇吉田 将大, 長谷川 佳乃, 舘野 啓) 
2Xin5-21 強化学習による少数異常を利用した特徴選択 (〇打越 元信, 市川 幸史, 青野 有華, 浦田 隆史) 
2Xin5-22 Contextual Attention を用いたスペクトログラムの復元 (〇羽原 俊輔, 黒澤 義明, 目良 和也, 竹澤 寿幸) 
 
### Y 会場 ポスター会場２### 
[2Yin5] 17:20-19:00 インタラクティブ 2 
2Yin5-01 用例ベースチャットボットの運用自動化に向けた回答紐付け支援システム (〇戸田 隆道, 友松 祐太, 杉山 

雅和) 
2Yin5-02 雑談対話システムにおける特定の質問を行うための発話生成 (〇堀内 颯太, 東中 竜一郎) 
2Yin5-03 エンティティの類似度を考慮したデータ拡張による質問カテゴリ推定 (〇欅 惇志, 太刀岡 勇気) 
2Yin5-04 日本語音声認識誤り訂正のための擬似誤りデータ作成と評価 (〇杉山 雅和, 吉村 綾馬, 友松 祐太, 小町 

守) 
2Yin5-05 マルチストリーム 3 次元畳み込みネットワークによる外観・動作・音声情報を統合した映像質問応答 (〇宮

西 大樹, 川鍋 一晃) 
2Yin5-06 個人間の感情理解の揺れを考慮した感情分析に向けた試み (〇丹羽 彩奈, 松田 寛) 
2Yin5-07 事前学習言語モデルを用いたアスペクトベースセンチメント分析ニューラルネットワーク / 複数アスペク

トカテゴリ極性とターゲットフレーズの推定 (〇三浦 義栄, Appiah Etwi, 渥美 雅保) 
2Yin5-08 ニュース記事のタイトルと文の系列に対する感情分析 (〇高津 弘明, 安藤 涼太, 松山 洋一, 小林 哲則) 
2Yin5-09 歩行ロボットのためのカリキュラム強化学習における地形パラメータ化 (〇佐々木 汐, 岡本 航昇, 大里 

虹平, 川本 一彦) 
2Yin5-10 深層強化学習モデルの内部挙動の言語化による制御手法構築へ向けて  (〇圓田  彩乃 , 小林  一郎 , 

Kanashiro Pereira Lis) 
2Yin5-11 セマンティックセグメンテーションに基づく空間カテゴリと案内標識の認識による大域的自己位置推定 

(〇劉 志和, 村田 祐樹, 渥美 雅保) 
2Yin5-12 機械学習を応用した水中深度推定に関する研究 (〇萬谷 恒太) 
2Yin5-13 形状およびテクスチャ特徴の再構成に基づく人物再同定 (〇村田 祐樹, 渥美 雅保) 
2Yin5-14 深層学習を用いたあおり運転認識システム (〇新屋 勝啓, 中村 泰行, 山岡 成光, 西 和彦) 
2Yin5-15 車両追跡における深層学習の応用 (〇大久保 順一, 小篠 耕平, 岡野 将大, 菅原 宏明) 
2Yin5-16 物体検出を用いた交通量の自動計測に向けたモデルの比較 (〇岡野 将大, 大久保 順一, 小篠 耕平, 菅原 

宏明, 藤井 純一郎) 
2Yin5-17 パノラマ映像における GAN を用いた雨除去に関する研究 (〇澤田 卓弥, 片山 貴文, 宋 天, 島本 隆) 
2Yin5-18 中赤外ハイパースペクトラルイメージングと機械学習による筆記具インクの識別 (〇菅原 滋) 
2Yin5-19 位相限定相関法による位置検出の精度評価における機械学習の応用 (〇小此木 慎哉, 富山 眞之介, 山本 

将志, 北川 純, 北岡 風太, 張 劬) 
2Yin5-20 イラスト認識のための画像タイプ分類 (〇旭 峻佑, 成松 宏美, 大和 淳司, 平 博順) 
2Yin5-21 JetsonXavier を用いた水中画像補正に関する研究 (〇田村 佑馬, 片山 貴文, 宋 天, 島本 隆) 
2Yin5-22 特性を顕在化する言語の意味を反映した画像生成 (〇渡邊 清子, カナシロ ペレイラ リズ, 小林 一郎) 
 
### Z 会場 企業展示会場 ### 
[2Zex1] 9:00-19:30 企業展示 
2Zex1-01 富士通の先端 AI 研究（富士通株式会社） 
2Zex1-02 NEC の研究開発（日本電気株式会社） 
2Zex1-03 東芝グループの AI 関連技術（株式会社 東芝） 
2Zex1-04 パナソニックの AI 活用事例およびインターンシップ制度のご紹介（パナソニック株式会社） 
2Zex1-05 自然言語、画像、社会科学領域における機械学習の研究開発とビジネス応用（Sansan 株式会社） 



2Zex1-06 株式会社 SIGNATE（株式会社 SIGNATE） 
2Zex1-07 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータ作成とは（株式会社バオバブ） 
2Zex1-08 DeNA × AI（株式会社ディー・エヌ・エー） 
2Zex1-10 OKI の AI 技術・事業などの紹介（沖電気工業株式会社） 
2Zex1-11 【学生限定】Yahoo! JAPAN の AI エンジニアとは？（ヤフー株式会社） 
2Zex1-12 株式会社 AVILEN（株式会社 AVILEN） 
2Zex1-13 NTT コミュニケーションズのデータ分析に関する取り組みのご紹介（NTT コミュニケーションズ株式会社） 
2Zex1-14 LegalForce における研究開発の取り組み（株式会社 LegalForce） 
2Zex1-15 調整中（株式会社マクニカ） 
2Zex1-16 金融分野での人工知能開発事例紹介（野村ホールディングス株式会社） 
2Zex1-17 AI への取り組みを加速する HP ワークステーション（株式会社 日本 HP） 
2Zex1-18 機械学習／AI・ディープラーニング向け GPU 搭載システム（ビジュアルテクノロジー株式会社） 
2Zex1-19 リクルートにおける AI 利活用の取り組み（株式会社リクルート） 
2Zex1-20 株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ（株式会社日本総合研究所） 
2Zex1-21 社員教育プログラム 『ARISE university』 のご紹介／ARISE analytics で働くデータサイエンティストと

話してみませんか？座談会（株式会社 ARISE analytics） 
2Zex1-22 中外製薬「創薬と AI」（中外製薬株式会社） 
2Zex1-23 サイバーエージェントの研究開発（株式会社サイバーエージェント） 
2Zex1-24 NTT データ数理システム製品紹介（株式会社 NTT データ数理システム） 
2Zex1-25 電通・電通デジタルの企業・事例紹介（株式会社電通・株式会社電通デジタル） 
2Zex1-26 東京エレクトロンのご紹介（AI 人材採用）（東京エレクトロン株式会社） 
2Zex1-27 DigialBCG のアナリスト組織 BCG GAMMA の取り組み事例紹介（ボストン コンサルティング グループ） 
2Zex1-28 Tobii アイトラッキング（視線計測）のご紹介（トビー・テクノロジー株式会社） 
2Zex1-29 Introduction of AWL, Hiring AI engineers / AWL のご紹介・AI 人材募集（AWL 株式会社） 
2Zex1-30 世界 先端 AI システム NVIDIA DGX SYSTEMS（GDEP 日本 GPU コンピューティングパートナーシ

ップ） 
2Zex1-31 調整中（株式会社 AI メディカルサービス） 
2Zex1-32 著者による「自動運転技術入門」等のご紹介（株式会社オーム社） 
2Zex1-33 調整中（インテル株式会社） 
2Zex1-34 機械学習を活用した予測モデルの構築自動化を実現する『KNIME 機械学習自動化パッケージ』（インフォ

コム株式会社） 
 
 
##### 2021 年 6 月 10 日(木) ##### 
### A 会場 メイン会場 ### 
[3A3-PS-3] 13:50-15:00 データから見る 新型コロナ禍の社会 
3A3-PS-3-01 データから見る 新型コロナ禍の社会 (鳥海 不二夫) 
 
[3A5-PS-5] 17:20-19:00 参加者交流会 
3A5-PS-5-01 参加者交流会 
 
### B 会場 KS 会場 ### 
[3B1-KS-9] 9:00-10:40 住宅ストックの価値向上に AI はどう役立つか？ 
3B1-KS-9-01 住宅ストックの価値向上に AI はどう役立つか？ 
 
[3B2-KS-7] 11:00-12:40 AI マップβ3.0 に向けて 
3B2-KS-7-01 AI マップβ3.0 に向けて 
 
[3B4-KS-4] 15:20-17:00 人工知能と数学-数学の強み- 
3B4-KS-4-01 人工知能と数学-数学の強み- 
 
### C 会場 TS / OS 会場 1 
[3C1-TS-6] 9:00-10:40 ロボティクスと人工知能～知能システム学的視点～ 
3C1-TS-6-01 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, 原田 研介, 石黒 浩, 細田 耕) 
 
[3C2-TS-5] 11:00-12:40 農業と AI 〜農業研究の面白さと難しさ〜 
3C2-TS-5-01 農業と AI 〜農業研究の面白さと難しさ〜 (小林 一樹, 武田 英明, 竹崎 あかね, 朱 成敏) 
 
[3C4-TS-3] 15:20-17:00 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～ 
3C4-TS-3-01 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, 吉田 光男) 
 
### D 会場 OS 会場 2 ### 
[3D1-OS-12a] 9:00-10:20 創作者と人工知能が創る創作の未来(1/3) (座長：上野 未貴) 
3D1-OS-12a-01 熱力学的遺伝アルゴリズムおよび Bi-LSTM + VSE に基づくコーディネートスケジュールの 適化 

(〇林 美衣, 森 直樹) 
3D1-OS-12a-02 没入感に着目したクエストシナリオ・音響効果・キャラクターを総合的に自動生成するゲームシステ

ムの構築 (〇大場 有紗, 大田 翔貴, 天野 太一, 山本 聖也, 元満 丈寛, 高橋 利孔, 西谷 秀市, 北清 敦也, 齋藤 
慎悟, 村井 大輝, 青山 美月, 荻野 永和, 森本 大翔, 小原 大地, 福元 隆希, 村井 源, 迎山 和司, 田柳 恵美子, 
平田 圭二, 角 薫) 

3D1-OS-12a-03 星図データに基づく星座画像の生成と星座識別手法の提案 (〇灘本 紗也佳, 森 直樹, 岡田 真) 
3D1-OS-12a-04 深層学習を用いた手書き文字のフォーマルとカジュアルの書き分け支援システムの構築 (〇突廻 恵

太, 上野 未貴) 
 
[3D2-OS-12b] 11:00-12:40 創作者と人工知能が創る創作の未来(2/3) (座長：森 直樹) 
3D2-OS-12b-01 少年漫画の登場人物の人数と役割の計量的分析 (〇斉藤 勇璃, 村井 源) 
3D2-OS-12b-02 TDGA AutoAugment を用いた漫画データセットにおけるデータ拡張手法の提案 (〇吉田 航, 寺内 

光, 森 直樹, 岡田 真) 
3D2-OS-12b-03 自由配置型アトラス畳み込みに基づくセマンティックセグメンテーション手法の提案 (〇岡本 竜馬, 

寺内 光, 森 直樹, 岡田 真) 
3D2-OS-12b-04 写真画像のコンテスト情報に基づく自動用紙推定システムの構築 (〇平井 喜一, 上野 未貴) 
3D2-OS-12b-05 写真作品の称賛点解析を目的とした写真創作支援システムの構築 (〇青木 俊憲, 上野 未貴) 
 
[3D4-OS-12c] 15:20-17:00 創作者と人工知能が創る創作の未来(3/3) (座長：上野 未貴) 
3D4-OS-12c-01 物語展開の基本パターンへの分解と再構成に基づく物語構造の自動生成手法の提案 (〇村井 源) 
3D4-OS-12c-02 星新一のショートショートにおけるオチを含むプロットの自動生成 (〇豊澤 修平, 村井 源) 
3D4-OS-12c-03 潜在変数付き階層型エンコーダ・デコーダモデルに基づく物語の補完的生成手法の提案 (〇飯倉 陸, 

岡田 真, 森 直樹) 
3D4-OS-12c-04 総合討論 
 
### E 会場 OS 会場 3 ### 
[3E1-OS-5a] 9:00-10:40 グループインタラクションと AI(1/2) (座長：岡田 将吾) 
3E1-OS-5a-01 統一プロトコルによるグループディスカッションにおけるマルチモーダルデータ収集 (〇酒井 元気, 

大村 廉, 岡田 将吾, 酒造 正樹, 諏訪 博彦, 瀬川 典久, 藤波 香織, 村尾 和哉, 湯浅 将英) 
3E1-OS-5a-02 (OS 招待講演) 課題構造と関係性が議論の主観的効果に及ぼす影響 (〇中野 美香) 
3E1-OS-5a-03 学生グループディスカッションにおける助言チャート作成の試み (〇湯浅 将英) 
3E1-OS-5a-04 センサデータによるグループディスカッション中の感情状態の識別 (〇高木 章裕, 酒造 正樹, 酒井 

元気) 
 
[3E2-OS-5b] 11:00-12:40 グループインタラクションと AI(2/2) (座長：岡田 将吾) 
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 (〇上野 諒祐, 坂戸 達陽, 中野 有紀子) 
3E2-OS-5b-02 グループディスカッションにおける説得力の推定 (〇伊藤 温志, 坂戸 達陽, 中野 有紀子) 
3E2-OS-5b-03 親密化に伴うグループインタラクションの変化 (〇森 大河, 伝 康晴) 
3E2-OS-5b-04 組み込みシステムとカメラを用いた COVID-19 のための身体的距離モニタリングシステムの提案 (橘 

優理子, 竹内 佑太朗, 〇瀬川 典久) 
3E2-OS-5b-05 笑顔に基づいた心理状態推定のための表情変化認識 / グループインタラクション評価への可能性につ

いて (〇近藤 一晃, 中村 大地, 中村 裕一, 佐藤 真一) 
 
### F 会場 GS 会場 1 ### 
[3F1-GS-10i] 9:00-10:40 AI 応用：医療情報 (座長：石畠 正和) 
3F1-GS-10i-01 医療画像の semantic segmentation における active learning 時の不確実性サンプリング基準の検討 

(〇仁宮 洸太, 篠原 宏樹, 小寺 聡, 勝然 進, 中本 光彦, 東邦 康智, 藤生 克仁, 赤澤 宏, 小室 一成) 
3F1-GS-10i-02 心エコーの小規模データセットを用いた深層学習による心疾患診断手法の提案 (〇中本 光彦, 勝然 

進, 小寺 聡, 篠原 宏樹, 仁宮 洸太, 東邦 康智, 藤生 克仁, 赤澤 宏, 小室 一成) 
3F1-GS-10i-03 血液検査データ分析のための欠損値補完法 (〇鬼塚 青杜, 松井 藤五郎) 
3F1-GS-10i-04 血液検査データ分析における重要検査項目の判定 (〇吉田 拓倫, 松井 藤五郎) 
3F1-GS-10i-05 VRP への深層強化学習の適用と問題の拡張 (〇延原 玄弥, 藤井 秀樹, 内田 英明, 吉村 忍) 
 
[3F2-GS-10j] 11:00-12:40 AI 応用：QoL (座長：水本 智也) 



3F2-GS-10j-01 絵本に関する発達項目の発達順序性: 1996 年・2020 年の比較分析 (〇笠松 美歩, 宇津呂 武仁, 齋藤 
有, 石川 由美子) 

3F2-GS-10j-02 変分敵対的ドメインニューラルネットワークによる個人差を考慮した睡眠評価 (〇石丸 竣哉, 沼尾 
正行, 福井 健一) 

3F2-GS-10j-03 機械学習による脳波指標と心拍変動指標を特徴量とした感情推定モデルの構築 (〇鈴木 圭, 松原 良
太, 菅谷 みどり) 

3F2-GS-10j-04 Uplift modeling を用いたウェアラブルデバイスの装着効果の推定 (〇北野 道春, 田中 貴) 
3F2-GS-10j-05 ウェアラブルデータと機械学習を用いた回復期リハビリ病棟脳卒中患者の機能指標(FIM)予測 (〇小

笠原 隆行, 田中 健太郎, 向野 雅彦, 大高 洋平, 山口 真澄, 才藤 栄一, 塚田 信吾) 
 
[3F4-GS-10k] 15:20-17:00 AI 応用：行動分析 (座長：西村 光平) 

3F4-GS-10k-01 複数の深層学習モデルを用いた店頭掲示物に対するユーザ行動の分析システム (〇西川 由理, 小澤 
順) 

3F4-GS-10k-02 複数擬人化エージェントの推薦によるオンラインイベントでの実証実験と利用者の行動分析 / リア

ルとネットを繋ぐインタラクティブサービスによる価値向上への試み (〇山下 和也, 古田 真理, 井上 恵, 髙岡 
昂太, 篠田 浩一, 本村 陽一) 

3F4-GS-10k-03 スマートフォンアプリの起動ログデータについての分析手法の検討 (〇和田 伸一郎, 川畑 泰子) 
3F4-GS-10k-04 行動経済学における嗜好バイアスの発現についての機械学習による解析 (〇岡林 輝, 蔭山 智) 
3F4-GS-10k-05 クレーン操作作業における危険行動検出の検討 (〇寺田 卓馬, 井上 祐貴, 仁藤 拓実, 永吉 洋登) 
 
### G 会場 GS 会場 2 ### 
[3G1-GS-2g] 9:00-10:40 機械学習：分類 (座長：松井 孝太) 
3G1-GS-2g-01 ノードのマルチラベル分類を可能にする Self-Attention Network の拡張モデル (〇飯塚 玲夫, 川上 

達也, 楊 添翔, 後藤 正幸) 
3G1-GS-2g-02 マルチラベル分類における Deep Neural Network の共有構造の構築法に関する一考察 (〇石倉 滉大, 

北里 礼, 雲居 玄道, 後藤 正幸) 
3G1-GS-2g-03 マルチスケール k-近傍法による画像の Extreme Multi-Label 分類 (〇田中 卓磨, 奥野 彰文, 下平 

英寿) 
3G1-GS-2g-04 クラス事前確率を用いたラベル無しデータからの分類器学習の性能解析 (〇松本 瑞季, 鷲尾 隆) 
3G1-GS-2g-05 アンサンブル学習の予測性を保持する単一決定木構築アルゴリズム (〇良川 太河, 山極 綾子, 楊 添

翔, 後藤 正幸) 
 
[3G2-GS-2h] 11:00-12:40 機械学習：推論 (座長：黒木 隆之) 
3G2-GS-2h-01 バイアス考慮型分類器の安定性に関する予備調査 (〇神嶌 敏弘, 赤穂 昭太郎, 馬場 雪乃, 鹿島 久

嗣) 
3G2-GS-2h-02 学習係数による物理モデルの有効自由度評価 (〇本武 陽一, 永田 賢二) 
3G2-GS-2h-03 多数の介入候補の下での意思決定のための因果効果評価 (〇谷本 啓, 坂井 智哉, 竹之内 高志, 鹿島 

久嗣) 
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 (〇坪井 

優樹, 阪井 優太, 鈴木 佐俊, 後藤 正幸) 
3G2-GS-2h-05 個別介入効果を評価する商品推薦モデルに関する考察 (〇今福 太一, 川上 達也, 楊 添翔, 後藤 正

幸) 
 
[3G4-GS-2i] 15:20-17:00 機械学習：応用 (座長：欅 惇志) 
3G4-GS-2i-01 ランダムカットフォレスト法を用いたライトカーブの突発現象検知 (〇鈴木 健太, 山本 泰生) 
3G4-GS-2i-02 オブジェクト自動生成による魚用インスタンスセグメンテーションのデータ拡張手法 (〇田中 基貴, 

近藤 和真, 増田 花乃, 長谷川 達人) 
3G4-GS-2i-03 出品履歴データを学習した Robust Variational Autoencoder の潜在表現による店舗分析 (〇大久保 亮

吾, 上原 諒介, 雲居 玄道, 後藤 正幸, 吉開 朋弘) 
3G4-GS-2i-04 Sequential Variational Autoencoder を用いた Angry Birds のステージ生成 (〇田邊 拓実, 福地 一斗, 

佐久間 淳, 秋本 洋平) 
3G4-GS-2i-05 大規模苗字データを用いた民族の分類とその応用 (〇全 珠美, 水野 貴之) 
 
### H 会場 GS 会場 3 ### 
[3H1-GS-3d] 9:00-10:40 知識の利用：オントロジー (座長：大向 一輝) 
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 (〇山

縣 友紀, 櫛田 達屋, 大浪 修一, 桝屋 啓志) 
3H1-GS-3d-02 行動と空間の状態に着目した COVID-19 感染リスクオントロジーの提案 (〇江上 周作, 大向 一輝, 

山本 泰智, 神崎 正英, 野本 昌子, 坂根 昌一, 伊藤 真和吏, 網 淳子, 奥村 貴史) 



3H1-GS-3d-03 セマンティック Web 技術を用いた、バイオリソースカタログシステムの運用の実際 (〇臼田 大輝, 櫛
田 達矢, 小林 紀郎, 桝屋 啓志) 

3H1-GS-3d-04 生活エピソードオントロジー構築に向けて / ICF の「活動と参加」からのアプローチ (〇西村 悟史, 
福田 賢一郎) 

3H1-GS-3d-05 ウシ用飼料オントロジーの開発と利用 (〇朱 成敏, 武田 英明, 竹崎 あかね, 杉野 利久) 
 
[3H2-GS-9b] 11:00-12:40 ヒューマンインタフェース：ユーザ支援 (座長：田和辻 可昌) 
3H2-GS-9b-01 英語学習をさりげなく促進する英語読解支援アプリケーションの提案 (〇長尾 正太郎, 大角 耕介, 

渡邊 正人, 菅原 俊, 金岡 利知) 
3H2-GS-9b-02 深度カメラによる三次元姿勢推定を用いたポーズ変更が可能な人体画スケッチ学習支援システムの構

築 (〇西田 曉人, 曽我 真人) 
3H2-GS-9b-03 機械学習を用いた読唇技術の手法に関する研究 (〇山口 翔大, 下川原（佐藤） 英理, 松藤 彰宏, 山口 

亨) 
3H2-GS-9b-04 FAST: スマートデバイス用の高速なアノテーションツール (〇川本 峻頌, 澤井 悠, 張 培楠, 脇本 宏

平) 
3H2-GS-9b-05 AR 技術を用いた小型マルチコプターの操縦スキル学習支援システムの提案と構築 (〇藤井 政宗, 曽

我 真人) 
 
[3H4-GS-11a] 15:20-16:40 AI と社会：ナッジ (座長：平嶋 宗) 
3H4-GS-11a-01 フィルターバブルを回避するナッジの考案 (〇今田 隆人, 瓜生 紗希, 甲斐田 裕清, 北村 花梨, 中

川 聖加) 
3H4-GS-11a-02 ファクトチェックアラートの有効性の検証 / AI 時代における誤情報拡散防止の取り組み (竹田 悠人, 

滝口 桐矢, 西谷 陽佳, 前田 ひなた, 〇森川 裕介) 
3H4-GS-11a-03 AI ヘルスケアサービスを用いた早期検診を促すナッジの検討 (〇水谷 宏太, 田村 くるみ, 小西 桃

香, 中山 隼佑, 得重 侑弥) 
3H4-GS-11a-04 大学生のサービスギャップ解消へのアプローチ / AI を用いたメンタルヘルスケア (野間 碧, 〇萬田 

将大, 黒島 大夢, 佐野 実沙) 
 
### I 会場 GS 会場 4 ### 
[3I1-GS-5d] 9:00-10:40 エージェント：社会問題解決 (座長：竹内 孝) 
3I1-GS-5d-01 ACO アルゴリズムによる交通情報補間システムの提案 (〇須賀 聖, 林 健, 井原 史渡, 山田 悠司, 藤

森 立, 栗原 聡) 
3I1-GS-5d-02 期待効用に基づく EV ドライバの充電予約行動のモデル化 (〇美野輪 眞大, 藤井 秀樹, 内田 英明, 吉

村 忍) 
3I1-GS-5d-03 グリッド上の公害財配置のためのメカニズムデザイン (〇小副川 貢司, 東藤 大樹, 横尾 真) 
3I1-GS-5d-04 人の行動モデルと感染ネットワーク構造に基づく感染拡散分析 (〇栗原 聡, 井原 史渡, 岸本 大輝, 

吉田 直人) 
3I1-GS-5d-05 エージェントの機能視界が群衆避難に与える影響 (〇鶴島 彰) 
 
[3I2-GS-5e] 11:00-12:40 エージェント：応用 (座長：松島 裕康) 
3I2-GS-5e-01 MCS-AI 動的連携モデルがゲームデザインに与える影響の比較検証実験 (〇三宅 陽一郎, 鳥海 不二夫) 
3I2-GS-5e-02 セマンティックスコア法を用いたマルチエージェントシステムによるゲームシナリオの生成 (〇山崎 

陽斗, 大沢 英一) 
3I2-GS-5e-03 強化学習を用いた缶蹴りエージェントによる協調行動の獲得 (〇高田 亮介, 坂本 孝丈, 竹内 勇剛) 
3I2-GS-5e-04 新しい株式投資戦略は既存の戦略からリターンを奪うのか?-人工市場によるシミュレーション分析 (〇

水田 孝信) 
3I2-GS-5e-05 公平性と効率性を考慮したタクシー配車アルゴリズムの提案 (〇太田 真人, 櫻井 裕子, 野田 五十樹) 
 
[3I4-GS-7a] 15:20-17:00 画像音声メディア処理：基礎 (座長：岡部 浩司) 
3I4-GS-7a-01 畳込み行列の安定ランクを用いた深層学習モデル構造探索 (〇町田 兼梧, 宇都 有昭, 篠田 浩一, 鈴木 

大慈) 
3I4-GS-7a-02 物体検出におけるエッジ環境での推論高速化と精度向上 (〇小西 祥之, 国宗 大介, 西田 芳隆) 
3I4-GS-7a-03 Adversarial Example Attack に対する平滑化フィルタベース Denoising 技術の提案 (〇太田原 千秋, 

吉野 雅之, 長沼 健, 冨樫 由美子, 笹 晋也, 川名 のん, 山本 恭平) 
3I4-GS-7a-04 幾何学的構造を考慮した深層学習による 3 次元点群生成 (〇木村 匠, 松原 崇, 上原 邦昭) 
3I4-GS-7a-05 深層教師なし学習ネットワークを用いた単一画像の超解像 (〇山脇 一浩, 韓 先花) 
 
### J 会場 GS 会場 5 ### 
[3J1-GS-6a] 9:00-10:40 言語メディア処理：基礎 (座長：西田 光甫) 



3J1-GS-6a-01 特殊詐欺の実音声を用いた被疑者の発話情報の調査と分析 (〇辻 健一郎, 御手洗 彰, 棟方 渚) 
3J1-GS-6a-02 自然言語処理における常識推論の精度向上要因に関する一考察 / 近のベンチマーク・タスクにおけ

る言語的要因をつうじて (〇太田 博三) 
3J1-GS-6a-03 状況のリスク比分析 / 分散表現に基づく状況の包括的分析 (〇尾崎 正明, 内山 瑛美子, 西田 佳史) 
3J1-GS-6a-04 テキスト分類学習における文節入れ替えによるデータ水増し手法 (〇有田 朗人, 駒井 雅之, 佐藤 大

輔, 丸古 凌介, 大木 環美, 野村 雄司, 田邉 豊, 平 博順) 
3J1-GS-6a-05 グラフによるテキスト表現の機械読解における適用性評価 (〇小坂 直輝, 小林 哲則, 林 良彦) 
 
[3J2-GS-6b] 11:00-12:40 言語メディア処理：対話 (座長：宇田川 拓真) 
3J2-GS-6b-01 ロボットのタスク遂行における Attention 型 Seq2Seq を用いた命令理解 (〇鶴江 匠, 崔 龍雲) 
3J2-GS-6b-02 対話システムの先読み能力実現に向けた未来の展開まで生成する学習戦略の提案と分析 (〇岸波 洋介, 

赤間 怜奈, 佐藤 志貴, 鈴木 潤, 徳久 良子, 乾 健太郎) 
3J2-GS-6b-03 確率モデルによる曖昧な言語命令の理解 (〇本間 大貴, 青木 達哉, 堀井 隆斗, 長井 隆行) 
3J2-GS-6b-04 ユーザの求める説明をする対話型 FAQ システム (〇本田 裕, 竹内 誉羽, 中野 幹生) 
3J2-GS-6b-05 コミュニティQAサイト上の質問回答事例に対するノウハウ読解 (〇李 廷軒, 白 書霆, 鈴木 勢至, 宇

津呂 武仁, 河田 容英) 
 
[3J4-GS-6c] 15:20-17:00 言語メディア処理：言語モデル (座長：人見 雄太) 
3J4-GS-6c-01 BERT における Weight と Activation の 3 値化の検討 (〇加来 宗一郎, 西田 京介, 吉田 仙) 
3J4-GS-6c-02 BERT による引用要否判定とエラー分析 (〇堂坂 浩二, 成松 宏美, 小山 康平, 東中 竜一郎, 南 泰浩, 

田盛 大悟, 平 博順) 
3J4-GS-6c-03 BERT を用いた日本語係り受け解析の精度向上要因の分析 (〇宇田川 忠朋, 久保 大亮, 松崎 拓也) 
3J4-GS-6c-04 X as a Service の開発および運用に向けた深層学習による自然言語処理の検討 (〇後藤 成晶, 土屋 英

滋, 水野 祥宏) 
3J4-GS-6c-05 数理 適ソルバを用いたテキスト判別モデルの検証 (〇友成 光, 西野 正彬, 山本 章博) 
 
### K 会場 IND / SS 会場 ### 
[3K1-IND-5] 9:20-10:20 インダストリアル 5（座長：原田 智広） 
3K1-IND-5-02 ニーズ別ソリューションのご紹介 (新井 信勝) 
3K1-IND-5-03 コンペティションによる AI 開発の可能性 (戸澗 幸大) 
3K1-IND-5-04 調整中 (伊加田 恵志) 
 
[3K2-SS-1] 11:00-12:40 学生企画 
3K2-SS-1-01 観点に基づく研究のデザイン～主観から客観へ～ (柏原 昭博, 大澤 博隆) 
 
### Z 会場 企業展示会場 ### 
[3Zex1] 9:00-17:00 企業展示 
3Zex1-01 富士通の先端 AI 研究（富士通株式会社） 
3Zex1-02 NEC の研究開発（日本電気株式会社） 
3Zex1-03 東芝グループの AI 関連技術（株式会社 東芝） 
3Zex1-04 パナソニックの AI 活用事例およびインターンシップ制度のご紹介（パナソニック株式会社） 
3Zex1-05 自然言語、画像、社会科学領域における機械学習の研究開発とビジネス応用（Sansan 株式会社） 
3Zex1-06 株式会社 SIGNATE（株式会社 SIGNATE） 
3Zex1-07 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータ作成とは（株式会社バオバブ） 
3Zex1-08 DeNA × AI（株式会社ディー・エヌ・エー） 
3Zex1-10 OKI の AI 技術・事業などの紹介（沖電気工業株式会社） 
3Zex1-11 【学生限定】Yahoo! JAPAN の AI エンジニアとは？（ヤフー株式会社） 
3Zex1-12 株式会社 AVILEN（株式会社 AVILEN） 
3Zex1-13 NTT コミュニケーションズのデータ分析に関する取り組みのご紹介（NTT コミュニケーションズ株式会社） 
3Zex1-14 LegalForce における研究開発の取り組み（株式会社 LegalForce） 
3Zex1-15 調整中（株式会社マクニカ） 
3Zex1-16 金融分野での人工知能開発事例紹介（野村ホールディングス株式会社） 
3Zex1-17 AI への取り組みを加速する HP ワークステーション（株式会社 日本 HP） 
3Zex1-18 機械学習／AI・ディープラーニング向け GPU 搭載システム（ビジュアルテクノロジー株式会社） 
3Zex1-19 リクルートにおける AI 利活用の取り組み（株式会社リクルート） 
3Zex1-20 株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ（株式会社日本総合研究所） 
3Zex1-21 社員教育プログラム 『ARISE university』 のご紹介／ARISE analytics で働くデータサイエンティストと話

してみませんか？座談会（株式会社 ARISE analytics） 
3Zex1-22 中外製薬「創薬と AI」（中外製薬株式会社） 



3Zex1-23 サイバーエージェントの研究開発（株式会社サイバーエージェント） 
3Zex1-24 NTT データ数理システム製品紹介（株式会社 NTT データ数理システム） 
3Zex1-25 電通・電通デジタルの企業・事例紹介（株式会社電通・株式会社電通デジタル） 
3Zex1-26 東京エレクトロンのご紹介（AI 人材採用）（東京エレクトロン株式会社） 
3Zex1-27 DigialBCG のアナリスト組織 BCG GAMMA の取り組み事例紹介（ボストン コンサルティング グループ） 
3Zex1-28 Tobii アイトラッキング（視線計測）のご紹介（トビー・テクノロジー株式会社） 
3Zex1-29 Introduction of AWL, Hiring AI engineers / AWL のご紹介・AI 人材募集（AWL 株式会社） 
3Zex1-30 世界 先端 AI システム NVIDIA DGX SYSTEMS（GDEP 日本 GPU コンピューティングパートナーシ

ップ） 
3Zex1-31 調整中（株式会社 AI メディカルサービス） 
3Zex1-32 著者による「自動運転技術入門」等のご紹介（株式会社オーム社） 
3Zex1-33 調整中（インテル株式会社） 
3Zex1-34 機械学習を活用した予測モデルの構築自動化を実現する『KNIME 機械学習自動化パッケージ』（インフォ

コム株式会社） 
 
 
##### 2021 年 6 月 11 日(金) ##### 
### A 会場 メイン会場 ### 
[4A5-PS-4] 17:20-18:00 クロージング 
4A5-PS-4-01 クロージング 
 
### B 会場 KS 会場 ### 
[4B1-KS-2] 9:00-10:40 共生インタラクションと IoT が拓く Society5.0 
4B1-KS-2-01 共生インタラクションと IoT が拓く Society5.0 
 
[4B2-KS-10] 11:00-12:40 忘却する Web にむけた学際的アプローチ ー個人・社会・技術が調和する未来へむけてー 
4B2-KS-10-01 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― 
 
[4B3-KS-5] 13:40-15:20 社会感情的インタラクションの測定、訓練、療育方法 
4B3-KS-5-01 社会感情的インタラクションの測定、訓練、療育方法 
 
[4B4-KS-6] 15:40-17:20 人工知能学会 タウンホールミーティング 
4B4-KS-6-01 人工知能学会 タウンホールミーティング 
 
### C 会場 TS / OS 会場 1 ### 
[4C2-TS-1] 11:00-12:40 コンテンツ指向と AI 
4C2-TS-1-01 コンテンツ指向と AI (井手 一郎, 清田 陽司, 山西 良典) 
 
[4C3-OS-1a] 13:40-15:00 データサイエンスの普及と自動化(1/2) (座長：砂山 渡) 
4C3-OS-1a-01 オンラインチャットにおける誹謗中傷コメントの発信を未然に防止する機能 (〇伊藤 誠基, 砂山 渡) 
4C3-OS-1a-02 ツイート中の感情表現単語の使用割合に基づく性格推定支援 (〇工藤 裕登, 砂山 渡) 
4C3-OS-1a-03 GDM に基づくインタラクティブトピックモデリングにおけるモデル変更操作の検証 (〇小林 賢治, 

柴田 祐樹, 高間 康史) 
4C3-OS-1a-04 HMM を利用した深層学習ネットワークからの分類パターンの解釈支援システム (〇安藤 雅行, 砂山 

渡, 畑中 裕司) 
 
[4C4-OS-1b] 15:40-17:00 データサイエンスの普及と自動化(2/2) (座長：砂山 渡) 
4C4-OS-1b-01 オンライン・オフライン混合の PBL 演習を軸とする実践的データサイエンス人材育成の試み / 学部

低学年向け PBL 演習から得られた知見 (〇笹嶋 宗彦, 石橋 健, 山本 岳洋, 加藤 直樹, 丸橋 弘明) 
4C4-OS-1b-02 テキスト分析手順の習得に向けた音声ナビゲーション (〇佐藤 允哉, 砂山 渡) 
4C4-OS-1b-03 距離学習を導入した深層学習ネットワークによる肝硬変状態分類の検討 (〇中井 克啓, 韓 先花) 
4C4-OS-1b-04 総合討論 
 
### D 会場 OS 会場 2 ### 
[4D2-OS-4a] 11:00-12:40 Affective Computing(1/3) (座長：熊野 史朗) 
4D2-OS-4a-01 (OS 招待講演) 感情的な機械のその先にある不安 (〇江間 有沙) 
4D2-OS-4a-02 生体計測指標とロジスティック回帰による個人差を考慮したヒューマンエラーの予測手法の提案 (齋

藤 勇斗, 松原 良太, 〇Bin Mohd Anuardi Muhammad Nur Adilin, 菅谷 みどり) 
4D2-OS-4a-03 複数の画像ドメインにおける顔表情特徴量を用いた画像の好み推定 (〇佐藤 好幸, 洞口 勇太, Vanel 

Lorraine, 塩入 諭) 



4D2-OS-4a-04 深層学習を用いた個人の情動認知のモデル化 (〇熊野 史朗, 松藤 彰宏, 周 岩) 
 
[4D3-OS-4b] 13:40-15:20 Affective Computing(2/3) (座長：寺田 和憲) 
4D3-OS-4b-01 End-to-End Deep Learning for pNN50 Estimation Using a Spatiotemporal Representation (〇

Sayyedjavad Ziaratnia, Peeraya Sripian, Kazuo Ohzeki, Midori Sugaya) 
4D3-OS-4b-02 生体信号を用いたマルチモーダル概念形成 (〇大森 一祥, 宮澤 和貴, 青木 達哉, 堀井 隆斗, 長井 

隆行) 
4D3-OS-4b-03 予測的符号化を用いた内受容感覚・外受容感覚・固有感覚の統合モデル (〇平井 優芽, 堀井 隆斗, 長

井 隆行) 
4D3-OS-4b-04 モダリティ融合に基づく認識・単一化タスクによる感情の超球表現 (〇原田 誠一, 佐久間 拓人, 加藤 

昇平) 
4D3-OS-4b-05 個人差を考慮した感情推定に向けたアンサンブルモデル構築手法の提案 (〇松藤 彰宏, 笠野 恵莉奈, 

下川原(佐藤) 英理, 山口 亨) 
 
[4D4-OS-4c] 15:40-16:20 Affective Computing(3/3) (座長：鈴木 健嗣) 
4D4-OS-4c-01 仮想エージェントとの認知再構成法における自動思考の同定 (〇設樂 一碩, 田中 宏季, 足立 浩祥, 

金山 大祐, 阪上 由香子, 工藤 喬, 中村 哲) 
4D4-OS-4c-02 人の感情を反映したマルチモーダル対話システムモデルの提案 (〇覚井 悠生, 蛭田 興明, 須賀 聖, 

川野 陽慈, 高屋 英知, 加藤 慶彦, 栗原 聡) 
 
### E 会場 OS 会場 3 ### 
[4E1-OS-11a] 9:00-10:40 人間と共生する対話知能(1/4) (座長：吉川 雄一郎) 
4E1-OS-11a-01 対話制御の方策再利用における行動関連確率の利用 (Nguyen Tung, 〇吉野 幸一郎, Sakti Sakriani, 

中村 哲) 
4E1-OS-11a-02 強化学習を用いたモジュール連動に基づくタスク指向型対話システムの検討 (〇大橋 厚元, 東中 竜

一郎) 
4E1-OS-11a-03 Transformer encoder-decoder モデルベース雑談対話システムの学習方法に対する主観評価の変動分

析 (〇杉山 弘晃, 成松 宏美, 水上 雅博, 有本 庸浩, 千葉 祐弥, 目黒 豊美, 中嶋 秀治) 
4E1-OS-11a-04 日常対話のユーザ情報取得におけるエラーリカバリ手法の検討 (〇大平 義輝, 内田 貴久, 港 隆史, 

石黒 浩) 
4E1-OS-11a-05 対話履歴と言語・音響特徴を用いた相槌生成タイミングの予測 (〇室町 俊貴, 狩野 芳伸) 
 
[4E2-OS-11b] 11:00-12:20 人間と共生する対話知能(2/4) (座長：東中 竜一郎) 
4E2-OS-11b-01 (OS 招待講演) 対話における他者認知とインタラクションモデル (〇竹内 勇剛) 
4E2-OS-11b-02 雑談対話システムにおけるユーザの許容範囲を考慮した多様な同調応答の検討 (〇菊池 浩史, 楊 潔, 

菊池 英明) 
4E2-OS-11b-03 ノンバーバルな話者感情表出を考慮した統計的対話システム (〇目良 和也, 石田 真佑奈, 羽原 俊

輔, 黒澤 義明, 竹澤 寿幸) 
4E2-OS-11b-04 性格情報を反映した発話文生成 (〇山下 紗苗, 奥村 紀之) 
 
[4E3-OS-11c] 13:40-15:20 人間と共生する対話知能(3/4) (座長：新保 史生) 
4E3-OS-11c-01 (OS 招待講演) 日常環境で人と対話するアンドロイドの研究開発 (〇港 隆史) 
4E3-OS-11c-02 精神科医療におけるロボットと患者様の共生 (〇熊﨑 博一, 吉川 雄一郎, 松本 吉央) 
4E3-OS-11c-03 ソーシャルワーカーの非言語行動スキルの対話ロボットへの実装に向けた検討 / 笑いに伴われる振

る舞いに着目して (〇森木 海翔, 楊 潔, 菊池 浩史, 菊池 英明) 
4E3-OS-11c-04 運転支援エージェントは明示的に指示を出すべきか？ / -ポライトネス戦略に着目した受容性のビデ

オベース評価- (〇宮本 友樹, 片上 大輔, 田中 貴紘, 金森 等, 吉原 佑器, 藤掛 和広) 
4E3-OS-11c-05 人とロボット間の対話の主観的な質の評価値学習に向けた対話行動データセットのカバー率の評価

尺度 (〇水地 良明, 岩見 幸一, 稲邑 哲也) 
 
[4E4-OS-11d] 15:40-16:40 人間と共生する対話知能(4/4) (座長：新保 史生) 
4E4-OS-11d-01 商品主体推薦：ユーザが選んだ商品による他商品の推薦システム (〇原 拓也, 馬場 惇, 岩本 拓也) 
4E4-OS-11d-02 ベッドサイド見守り声掛けロボットのシナリオベース対話への応答と対話継続時間 (〇熊谷 和実, 

徳永 清輝, 三宅 徳久, 田村 和弘, 平良 弘之, 大武 美保子) 
4E4-OS-11d-03 パネル討論 
 
### F 会場 GS 会場 1 ### 
[4F1-GS-10l] 9:00-10:40 AI 応用：製品の品質 (座長：植野 研) 
4F1-GS-10l-01 決定木を用いた適応型テストの多階層木圧縮による生成時間削減 (〇赤坂 尚紀, 渕本 壱真, 植野 真



臣) 
4F1-GS-10l-02 ファジィ関係マップによるごみ焼却発電施設の燃焼安定度の解析 (〇伊瀬 顕史, 馬野 元秀, 小東 清

孝, 川端 馨) 
4F1-GS-10l-03 ケミカルトナー品質予測への転移学習の応用 (〇小林 翔太, 宮川 将士, 武政 奨, 高橋 直希, 渡邉 

好夫, 加納 学) 
4F1-GS-10l-04 正常多様性を考慮した外観検査自動化のための異常検知手法 (〇中井 淳一, 浅野 憲司) 

4F1-GS-10l-05 強化学習を用いた AMD 振動制御システムの開発（その２ 建物の風揺れ制御への展開） (〇青山 優
也, 中塚 光一, 鈴木 貴博, 吉岡 琢, 椎橋 徹夫, 中野 達之) 

 
[4F2-GS-10m] 11:00-12:40 AI 応用：移動と交通 (座長：幸島 匡宏) 
4F2-GS-10m-01 マルチモーダル深層学習による子供歩行者頭部傷害予測 (〇國富 将平, 髙山 晋一) 
4F2-GS-10m-02 車両種別を考慮したマルチエージェント動的信号機制御システムの提案と実装 (〇林 健, 井原 史

渡, 山田 悠司, 藤森 立, 須賀 聖, 栗原 聡) 
4F2-GS-10m-03 歩行者溜まりの情報を考慮した交通信号スプリット制御システムの提案 (〇山田 悠司, 井原 史渡, 

林 健, 藤森 立, 須賀 聖, 栗原 聡) 
4F2-GS-10m-04 大規模群集イベントにおける安全性と効率性の評価 (〇重中 秀介, 鷹見 竣希, 大西 正輝) 
4F2-GS-10m-05 瀬戸内圏域の海上タクシーを対象とした配船システムに関する研究 (〇武上 里咲, 村上 幸一, 大西 

哲, 黒川 紫温, 徳永 秀和) 
 
[4F3-GS-10n] 13:40-15:00 AI 応用：建設・不動産 (座長：中山 心太) 
4F3-GS-10n-01 建設業界における AI 開発時のモデル実行環境の開発 (〇長谷川 裕員, 辻 正邦) 
4F3-GS-10n-02 外観画像による戸建住宅の建物構造自動分類 (〇井上 雅史, 森谷 悠樹) 
4F3-GS-10n-03 不動産取引データベースの網羅性向上を目的とした不動産募集広告情報のレコード同定 (馬場 弘樹, 

関口 知子, 〇清田 陽司, 清水 千弘) 
4F3-GS-10n-04 不動産間取り図の魅力度データを使った「住み心地」とグラフ構造の分析 (〇楢原 太郎, 汪 雪婷, 山

崎 俊彦) 
 
[4F4-GS-10o] 15:40-17:20 AI 応用：マテリアル情報 (座長：清原 慎) 
4F4-GS-10o-01 エポキシ樹脂中のボイド放電劣化における機械学習に基づく劣化度推定の検討 (〇大木 伊織, 西垣 

貴央, 小野田 崇, 大竹 泰智, 梅本 貴弘, 菅 健一) 
4F4-GS-10o-02 深層学習を用いた金属薄膜の低サイクル疲労損傷の予測 (〇上山 道明, 清水 一輝, 秋庭 義明) 
4F4-GS-10o-03 固有表現抽出器による無機材料論文に記載された合成材料名と特性値の抽出 (〇國吉 房貴, 小澤 順, 

三輪 誠) 
4F4-GS-10o-04 材料化学における実利用へ向けたグラフ生成アルゴリズムを基礎とする分子生成モデル (〇武田 征

士, 濱 利行, 徐 祥瀚, 岸本 章宏, 中野 大樹, 古郷 誠, 本江 巧, 藤枝 久美子) 
4F4-GS-10o-05 ロボット溶接における不良低減のための新しい要因分析手法の確立 / ベイジアンネットワークを用

いた知見とデータの融合 (〇大町 奈央子, 池田 剛司, 増田 章太, 本村 陽一) 
 
### G 会場 GS 会場 2 ### 
[4G1-GS-2j] 9:00-10:40 機械学習：要素技術 (座長：杉山 麿人) 
4G1-GS-2j-01 合成波の原理を利用した多次元データ次元削減法の提案 (〇蛭田 興明, 高屋 英知, 栗原 聡) 
4G1-GS-2j-02 マルチエージェント強化学習問題への好奇心探索の適用 (〇岩科 亨, 森山 甲一, 松井 藤五郎, 武藤 

敦子, 犬塚 信博) 
4G1-GS-2j-03 コミュニティ集団内での価値基準の相互作用モデル (〇松本 駿, 竹川 高志) 
4G1-GS-2j-04 視線情報の傾向分析による特徴抽出 (〇酒井 泰地, 浦野 昌一) 
4G1-GS-2j-05 フィーチャに基づく深層学習モデル設計方法の提案と評価 (〇太田 龍之介, 青山 幹雄) 
 
[4G2-GS-2k] 11:00-12:40 機械学習：基礎理論 (座長：谷口 忠大) 
4G2-GS-2k-01 Support Vector Machine のカーネルを利用したニューラルネットワークの構築 (〇坂川 翔祐, 森 直

樹) 
4G2-GS-2k-02 ナビゲーション課題における視覚と言語の対応づけのための軌道の大域表現の半教師あり学習 (〇阿

久澤 圭, 岩澤 有祐, 松尾 豊) 
4G2-GS-2k-03 Refined Consistency による知識蒸留を用いた半教師あり学習 (〇村本 佳隆, 岡本 直樹, 平川 翼, 山

下 隆義, 藤吉 弘亘) 
4G2-GS-2k-04 Human-in-the-loopによる設計空間の絞り込み法を導入した知識転移グラフの探索 (〇岩田 幸, 南 蒼

馬, 平川 翼, 山下 隆義, 藤吉 弘亘) 
4G2-GS-2k-05 斉次応答性活性化関数 Yamatani Activation と単一画像超解像への応用 (〇吉村 拓馬) 
 
[4G3-GS-2l] 13:40-15:20 機械学習：学習方略(1/2) (座長：内部 英治) 



4G3-GS-2l-01 TTSP グラフのクラスタリングによる複合的なワイルドカード付き TTSP グラフパターンの進化的獲

得 (〇川﨑 有馬, 宮原 哲浩, 久保山 哲二, 鈴木 祐介, 内田 智之) 
4G3-GS-2l-02 ラベル情報を利用した進化的学習によるワイルドカードを持つ頂点ラベル付きタグ木パターンの獲得 

(横山 駿介, 〇宮原 哲浩, 鈴木 祐介, 内田 智之, 久保山 哲二) 
4G3-GS-2l-03 慎重に学習するオフポリシー・アクター・クリティック法の提案 (〇北村 俊徳, Zhu Lingwei, 松原 祟

充) 
4G3-GS-2l-04 組合せ 適化におけるベイジアン 適化アルゴリズムを組み込んだ遺伝的アルゴリズムの提案 (〇平

沼 智之, 安田 翔也, 藤堂 健世, 谷口 茉帆, 山村 雅幸) 
4G3-GS-2l-05 モーダル反復誤差修正法を用いた関数同定 (〇鈴木 琢也) 
 
[4G4-GS-2m] 15:40-17:20 機械学習：学習方略(2/2) (座長：谷本 啓) 
4G4-GS-2m-01 複雑な環境における階層再帰型状態空間モデルの学習 (〇原田 憲旺, 鈴木 雅大, 松尾 豊) 
4G4-GS-2m-02 Transformer を用いた深層生成モデルによる教師なし物体認識手法の提案 (〇小林 由弥, 鈴木 雅大, 

松尾 豊) 
4G4-GS-2m-03 GAN ベースの 1 クラス分類器に対する敵対的サンプルの有効性について (〇小関 義博) 
4G4-GS-2m-04 敵対的生成ネットワークのためのヤコビ行列に基づく影響推定 (〇寺下 直行, 大橋 洋輝) 
4G4-GS-2m-05 畳み込みを含む活性化関数を用いたドメイン適応手法 (〇大西 凌矢, 吉岡 理文, 井上 勝文) 
 
### H 会場 GS 会場 3 ### 
[4H1-GS-11b] 9:00-10:00 AI と社会：社会的デザイン (座長：市川 淳) 
4H1-GS-11b-01 新しい技術と人間らしい営みとをつなぐ社会的デザインの実践 (〇小早川 真衣子, 須永 剛司, 伊集

院 幸輝, 岩岡 敦, 岡村 綾華, 古立 守, 加藤 あずさ, 西村 拓一) 
4H1-GS-11b-02 社会全体のロボット化とデジタルガバメントの潮流に向けて / 〜COVID19 パンデミック事例から

の考察〜 (〇北野 菜穂) 
4H1-GS-11b-03 個人の重要な意思決定を助ける批判可能なシステムの実現に向けて (〇中尾 悠里) 
 
[4H2-GS-11c] 11:00-12:40 AI と社会：技術の活用 (座長：諏訪 博彦) 
4H2-GS-11c-01 重要状態抽出による自律エージェントの説明性：連続状態空間への拡張 (〇境 辰也, 波田 侑大, 宮

澤 和貴, 堀井 隆斗, 長井 隆行) 
4H2-GS-11c-02 個人の購買行動を支援するパーソナル AI エージェントの試案 (〇吹金原 榛耶, 村瀬 達也, 高橋 達

二, 中川 裕志) 
4H2-GS-11c-03 機械学習システムのセキュリティ・リスクと「障害モード」による分類の有用性 (〇菅 和聖) 
4H2-GS-11c-04 AI 人事採用における納得阻害要因の解明に向けたサーベイ実験 (伊藤 暢, 横井 恵人, 榎 藍香, 山下 

芳樹, 〇浅野 夏美) 
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 (〇水野 貴之, 土井 翔平, 土屋 貴裕, 栗崎 周平) 
 
[4H3-GS-11d] 13:40-15:20 AI と社会：テキスト解析 (座長：乙武 北斗) 
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 

(〇鈴木 かの子, 松井 孝典, 川久保 俊, 増原 直樹, 岩見 麻子, 町村 尚) 
4H3-GS-11d-02 ニューロンを活性化させるテキストに基づくニューラル自然言語処理モデルの解析手法 (〇大葉 大

輔, 吉永 直樹, 豊田 正史) 
4H3-GS-11d-03 世界主要都市が開示する公会計情報の言語的特徴 / 単語およびリーダビリティに関する分析 (〇廣

瀬 喜貴) 
4H3-GS-11d-04 有価証券報告書のテキストマイニングによる柔軟な勤務形態導入企業の分析 (〇城崎 渉吾, 松井 嗣

夢, 金澤 威朋, 伊藤 有由, 坂原 沙月) 
4H3-GS-11d-05 裁判過程におけるベイジアンネットワークを用いた証拠推論 / 児童虐待事例をユースケースとした

事実認定過程支援システムの構想 (〇高岡 昂太, 本村 陽一, 佐藤 健, 西貝 吉晃) 
 
### I 会場 GS 会場 4 ### 
[4I1-GS-7b] 9:00-10:40 画像音声メディア処理：マルチモーダル処理 (座長：石原 賢太) 
4I1-GS-7b-01 マルチモーダル推論のための動画アクションデータセットの構築 (〇横関 茉衣, 村上 夏輝, 鈴木 莉

子, 谷中 瞳, 峯島 宏次, 戸次 大介) 
4I1-GS-7b-02 Multi-modal Few-shot One-class Image Classification の為のメタラーニング手法の提案 (〇大熊 拓

海, 中山 英樹) 
4I1-GS-7b-03 視線データと動画注釈システムを用いた農作業技術継承マニュアル作成手法の提案 (〇平田 結愛, 笠

松 雅史, 村上 幸一, 脇坂 颯) 
4I1-GS-7b-04 Simulation of neuropsychological tests of aphasia (〇Shin Asakawa, Jun Muto) 
4I1-GS-7b-05 画像を通じた同義文の潜在空間における対応関係の学習 (〇孫 延君, 小林 一郎) 



 
[4I2-GS-7c] 11:00-12:40 画像音声メディア処理：音声認識と指示理解 (座長：宮西 大樹) 
4I2-GS-7c-01 StarGAN-VC+ASR：音声認識結果を正則化に活用した教師なし音声変換 (〇阪本 翔紀, 谷口 彰, 谷口 

忠大, 亀岡 弘和) 
4I2-GS-7c-02 StarGAN-VC を用いた話者非依存音響特徴量抽出と二重分節解析への応用 (〇小村 漱一朗, 林 楓, 谷

口 彰, 谷口 忠大, 亀岡 弘和) 
4I2-GS-7c-03 キーワードスポッティング向け Neural ODE を用いたパラメータ削減手法の提案 (〇更田 裕司, 森田 

行則) 
4I2-GS-7c-04 Target-dependent UNITERに基づく対象物体に関する参照表現を含む物体操作指示理解 (〇石川 慎太

朗, 杉浦 孔明) 
4I2-GS-7c-05 ゼロ資源状況におけるサブワード単位の獲得にむけて / グラフニューラルネットワークを用いた手法 

(〇高橋 舜, サクリアニ サクティ, 中村 哲) 
 
[4I3-GS-7d] 13:40-15:20 画像音声メディア処理：画像理解 (座長：吉田 周平) 
4I3-GS-7d-01 イラスト認識精度向上のためのスタイル転移による形状バイアス学習 (〇向後 ジェフリー, 渡邊 敬之, 

大和 淳司, 平 博順, 成松 宏美, 杉山 弘晃) 
4I3-GS-7d-02 画像差分を用いた深層強化学習によるRobotic Image Segmentation Architecture (〇池田 勇輝, 崔 龍

雲) 
4I3-GS-7d-03 セマンティックセグメンテーションにおけるアノテーションコストを考慮した能動学習 (〇鵜尾 厚佑, 

伊藤 寛祥, 松原 正樹, 森嶋 厚行, 馬場 雪乃) 
4I3-GS-7d-04 クラス確率行列の 適化による多クラスセマンティックセグメンテーションの精度向上 (〇加藤 聡太, 

堀田 一弘) 
4I3-GS-7d-05 画像特徴量に基づくデータクレンジングがひび割れセグメンテーションの精度に与える影響の検討 

(〇吉田 龍人, 藤井 純一郎, 大久保 順一, 天方 匡純) 
 
[4I4-GS-7e] 15:40-17:20 画像音声メディア処理：応用 (座長：岩澤 有祐) 
4I4-GS-7e-01 深層学習を用いたフィギュアスケートにおけるステップシークエンスのエレメント認識 (〇岩田 あき

ほ, 川島 寛乃, 河野 慎, 中澤 仁) 
4I4-GS-7e-02 二段階骨格推定を用いたテニスにおけるサーブの落下地点予測 (〇開 航平, 鈴木 雅大, 松尾 豊) 
4I4-GS-7e-03 動画キーフレーム物語生成タスクの提案とデータセットの構築 (〇北山 晃太郎, 鈴木 潤, 清水 伸幸) 
4I4-GS-7e-04 2 段階ディープラーニングによる頭蓋顔面骨特徴点 3 次元座標の自動推定 / 頭蓋顔面骨特徴点の三次元

座標予測 (〇西本 聡) 
4I4-GS-7e-05 映像解析による一連の作業動作の認識 (〇會下 拓実, 寺田 卓馬, 永吉 洋登) 
 
### J 会場 GS 会場 5 ### 
[4J1-GS-6d] 9:00-10:40 言語メディア処理：自然言語処理(1/2) (座長：川野 陽慈) 
4J1-GS-6d-01 Yesod による日本語 CCG パーザ開発環境の構築 (〇石嶋 美咲, 戸次 大介) 
4J1-GS-6d-02 日本語形態素解析器の知識蒸留 (〇田上 青空, 戸次 大介) 
4J1-GS-6d-03 階層的な新規性検知を用いたゼロショットテキスト分類 (〇矢野 太郎, 竹岡 邦紘, 小山田 昌史) 
4J1-GS-6d-04 編集距離に基づくカリキュラム学習を用いたスタイル変換 (〇門谷 宙, 梶原 智之, 荒瀬 由紀, 鬼塚 

真) 
4J1-GS-6d-05 Case Relation Transformer に基づく対象物体及び目標領域の参照表現を含む物体操作指示文生成 (〇

神原 元就, 杉浦 孔明) 
 
[4J2-GS-6e] 11:00-12:40 言語メディア処理：自然言語処理(2/2) (座長：國吉 房貴) 
4J2-GS-6e-01 日英対訳コーパス中の単語の対応関係を用いたデータラベリングに基づく時間表現分類 (〇衣川 和尭, 

伊藤 均, 美野 秀弥, 後藤 功雄, 山田 一郎) 
4J2-GS-6e-02 実テキストにおける数量表現の含意関係認識に向けて (〇小谷野 華那, 鈴木 莉子, 春田 和泉, 谷中 

瞳, 戸次 大介) 
4J2-GS-6e-03 写真描画問題の自動採点手法の検討 (〇田中 健斗, 西村 太一, 白井 圭佑, 亀甲 博貴, 森 信介) 
4J2-GS-6e-04 ニュース解析のための Entity 埋め込み表現 -金融市場でのニュースインパクト予測への応用- (〇須田 

真太郎, 辻 晶弘, 鈴木 彰人, 鈴木 徳馬, 伊藤 諒) 
4J2-GS-6e-05 経済因果チェーンと SSESTM モデルによる決算情報の伝播を活用した投資戦略 (〇指田 晋吾, 中川 

慧) 
 
[4J3-GS-6f] 13:40-15:20 言語メディア処理：データセットとその利用 (座長：亀甲 博貴) 
4J3-GS-6f-01 複単語表現の意味計算を要する文類似度評価データの構築 (〇神戸 隆志, 横井 祥, 吉川 将司, 乾 健

太郎) 
4J3-GS-6f-02 JSICK: 日本語構成的推論・類似度データセットの構築 (〇谷中 瞳, 峯島 宏次) 



4J3-GS-6f-03 ノウハウ読解用コンテキストデータセットの作成および評価 (〇白 書霆, 李 廷軒, 鈴木 勢至, 宇津呂 
武仁, 河田 容英) 

4J3-GS-6f-04 子供向け日本語換言コーパス構築のための文間類似度計算法の評価 (〇西山 朋貴, 安藤 一秋) 
4J3-GS-6f-05 論理推論による症例検索に向けた日本語症例テキストの複合語解析の試案 (〇石田 真捺, 谷中 瞳, 馬

目 華奈, 戸次 大介) 
 
[4J4-GS-6g] 15:40-17:20 言語メディア処理：応用 (座長：欅 惇志) 
4J4-GS-6g-01 テキストマイニングおよび統計分析によるレシピ口コミにおける味覚表現の意図解明に関する一考察 

(〇立花 伸一, 原田 智彦, 津田 和彦) 
4J4-GS-6g-02 テキストマイニングと単語ベクトルを援用した英米文学研究の試み / ハーマン・メルヴィルの『タイ

ピー』を自然言語処理の観点から解釈する (〇金子 淳, 大槻 恭士, 坂口 隆之) 
4J4-GS-6g-03 自動車免許試験問題の含意関係認識を用いた自動解答 (〇田邉 豊, 神代 裕人, 的場 成紀, 菱沼 宏祐, 

小林 一郎, 平 博順) 
4J4-GS-6g-04 敵対的学習により意外性を創出する俳句自動生成方式 (〇信末 竜空, 秋吉 政徳) 
4J4-GS-6g-05 登場人物を考慮したプロット生成システムの提案 (〇日笠 敬大, 川野 陽慈, 栗原 聡) 
 
### Z 会場 企業展示会場 ### 
[4Zex1] 9:00-15:00 企業展示 
4Zex1-01 富士通の先端 AI 研究（富士通株式会社） 
4Zex1-02 NEC の研究開発（日本電気株式会社） 
4Zex1-03 東芝グループの AI 関連技術（株式会社 東芝） 
4Zex1-04 パナソニックの AI 活用事例およびインターンシップ制度のご紹介（パナソニック株式会社） 
4Zex1-05 自然言語、画像、社会科学領域における機械学習の研究開発とビジネス応用（Sansan 株式会社） 
4Zex1-06 株式会社 SIGNATE（株式会社 SIGNATE） 
4Zex1-07 神は細部に宿る-成功するアノテーションデータ作成とは（株式会社バオバブ） 
4Zex1-08 DeNA × AI（株式会社ディー・エヌ・エー） 
4Zex1-10 OKI の AI 技術・事業などの紹介（沖電気工業株式会社） 
4Zex1-11 【学生限定】Yahoo! JAPAN の AI エンジニアとは？（ヤフー株式会社） 
4Zex1-12 株式会社 AVILEN（株式会社 AVILEN） 
4Zex1-13 NTT コミュニケーションズのデータ分析に関する取り組みのご紹介（NTT コミュニケーションズ株式会社） 
4Zex1-14 LegalForce における研究開発の取り組み（株式会社 LegalForce） 
4Zex1-15 調整中（株式会社マクニカ） 
4Zex1-16 金融分野での人工知能開発事例紹介（野村ホールディングス株式会社） 
4Zex1-17 AI への取り組みを加速する HP ワークステーション（株式会社 日本 HP） 
4Zex1-18 機械学習／AI・ディープラーニング向け GPU 搭載システム（ビジュアルテクノロジー株式会社） 
4Zex1-19 リクルートにおける AI 利活用の取り組み（株式会社リクルート） 
4Zex1-20 株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ（株式会社日本総合研究所） 
4Zex1-21 社員教育プログラム 『ARISE university』 のご紹介／ARISE analytics で働くデータサイエンティストと話

してみませんか？座談会（株式会社 ARISE analytics） 
4Zex1-22 中外製薬「創薬と AI」（中外製薬株式会社） 
4Zex1-23 サイバーエージェントの研究開発（株式会社サイバーエージェント） 
4Zex1-24 NTT データ数理システム製品紹介（株式会社 NTT データ数理システム） 
4Zex1-25 電通・電通デジタルの企業・事例紹介（株式会社電通・株式会社電通デジタル） 
4Zex1-26 東京エレクトロンのご紹介（AI 人材採用）（東京エレクトロン株式会社） 
4Zex1-27 DigialBCG のアナリスト組織 BCG GAMMA の取り組み事例紹介（ボストン コンサルティング グループ） 
4Zex1-28 Tobii アイトラッキング（視線計測）のご紹介（トビー・テクノロジー株式会社） 
4Zex1-29 Introduction of AWL, Hiring AI engineers / AWL のご紹介・AI 人材募集（AWL 株式会社） 
4Zex1-30 世界 先端 AI システム NVIDIA DGX SYSTEMS（GDEP 日本 GPU コンピューティングパートナーシ

ップ） 
4Zex1-31 調整中（株式会社 AI メディカルサービス） 
4Zex1-32 著者による「自動運転技術入門」等のご紹介（株式会社オーム社） 
4Zex1-33 調整中（インテル株式会社） 
4Zex1-34 機械学習を活用した予測モデルの構築自動化を実現する『KNIME 機械学習自動化パッケージ』（インフォ

コム株式会社） 

  



################################################### 
### JSAI2021 International Sessions and IEEE CybConf ### 
################################################### 
 
### Tuesday, June 8, 2021 ### 
### Room N (IS room) ### 
12:50 PM - 1:10 PM Room N (IS room) 
[1N1-IS-0] Opening of international sessions 
1N1-IS-0-01 Opening of international sessions and CybConf (Naohiro Matsumura, Tadahiko Murata) 
 
### Room M (CybConf room) ### 
1:20 PM - 3:00 PM Room M (CybConf room) 
[1M2-CC] 13:20-15:00 Synergy among Machine Learning, Computational Optimization, and Human Awareness / 

General Session – A 
1M2-CC-01 Enhancing multi-objective chaotic evolution algorithm using an estimated convergence point (Fengkai 

Guo, Yan Pei) 
1M2-CC-02 Towards Learning Hierarchical Structures with SyncMap (Tham Yik Foong, Danilo Vasconcellos 

Vargas) 
1M2-CC-03 Acquiring Consensus Solutions by Multi-human-agent-based Evolutionary Computation (Hironao 

Sakamoto, Koutaro Nakamoto, Kei Ohnishi) 
 
3:20 PM - 5:00 PM Room M (CybConf room) 
[1M3-CC] 15:20-17:00 Machine Learning Application to Medical Engineering 
1M3-CC-01 Automatic osteomyelitis area estimation in head CT using anomaly detection (Hideaki Hoshino, Kento 

Morita, Daisuke Takeda, Takumi Hasegawa, Tetsushi Wakabayashi) 
1M3-CC-02 Predictors of Intracerebral Hematoma Enlargement Using Brain CT Images in Emergency Medical 

Care (Kazunori Oka, Takumi Hirahara, Yasunobu Nohara Sozo Inoue Koichi Arimura, Koji Iihara, Syoji 
Kobashi ) 

1M3-CC-03 Automatic benign and malignant estimation of bone tumors using deep learning (Kaito Furuo, Kento 
Morita, Tomohito Hagi, Tomoki Nakamura, Tetsushi Wakabayashi) 

1M3-CC-04 Improving Individually Selectness for Immune Cells using GradCAM (Shoya Kusunose, Yuki 
Shinomiya, Takashi Ushiwaka, Nagamasa Maeda, Yukinobu Hoshino) 

 
5:20 PM - 5:00 PM Room M (CybConf room) 
[1M4-CC] Late Breaking Research Session - A 
1M4-CC-01 Prediction of mTSS in Rheumatoid Arthritis of Hand: A Comparison of Approaches Using Machine 

Learning and Deep Learning (Kohei Nakatsu, Kento Morita, Daisuke Fujita, Syoji Kobashi) 
1M4-CC-02 Toward Simulation Analysis of Subsidy Payment Policies Amid COVID-19 Pandemic: Multi-Objective 

Optimization in Agent-Based Simulation (Yusuke Goto, Hisashi Ichikawa, Hiroyuki Morita, Yasuyuki Shirai) 
1M4-CC-03 Estimation of the pelvic fracture degree using 3-D CT images and a 3-D Convolutional Neural Network 

(Naoto Yamamoto, Daisuke Fujita, Rashedur Rahman, Naomi Yagi, Keigo Hayashi, Akihiro Maruo, Hirotsugu 
Muratsu, Shoji Kobashi) 

1M4-CC-04 Development of system to design the patient specific injection template for uterine cancer treatment 
(Mutsumi Yamada, Kento Morita, Ryuichi Yada, Shuhei Sekii, Tetsushi Wakabayashi) 

1M4-CC-05 Can deep-learning predict pediatric brain age from CT images? (Ren Morita, Saya Ando, Daisuke 
Fujita, Manabu Nii, Kumiko Ando, Reiichi Ishikura, Syoji Kobashi) 

 
### Room N (IS room) ### 
1:20 PM - 3:00 PM Room N (IS room) 
[1N2-IS-5a] Human interface, education aid (1/2) (Chair: Toshihiro Hiraoka) 
1N2-IS-5a-01 Generation of Infographics Considering Information Recipients (Shota Miyoshi, 〇Yuji Nozaki, 

Maki Sakamoto) 
1N2-IS-5a-02 Annotation of Knowledge Amount and Learning Level to Web Pages explaining Academic Concepts 

(〇Yuhei Oga, Kosei Soda, Kazuki Tanaka, Takehito Utsuro, Yasuhide Kawada) 
1N2-IS-5a-03 Correlation analysis between the learning concentration estimated by EEG and the body motion 

measured by image sensors (〇Keita SHIMADA, Shinji CHIBA, Yusuke YOKOTA, Yasushi NARUSE, Ikuko 
Eguchi YAIRI) 

1N2-IS-5a-04 Integration and Interaction of Trustworthy AI in a Virtual Coach / An overview of EU-Japan 
collaboration on eldercare (〇Kristiina Jokinen, Keiko Homma, Yoshio Matsumoto, Ken Fukuda) 

1N2-IS-5a-05 Recognising flexible intents and multiple domains in extended human-robot dialogues (〇Graham 
Wilcock) 

 
3:20 PM - 4:20 PM Room N (IS room) 



[1N3-IS-5b] Human interface, education aid (2/2) (Chair: Toshihiro Hiraoka) 
1N3-IS-5b-01 A Prototype System that Transforms Stories in the Level of Conceptual Elements Using a Noun 

Conceptual Dictionary / Based on the Theme of Love and Sex (〇Jumpei Ono, Miku Kawai, Takashi Ogata) 
1N3-IS-5b-02 A Prototyping System that Supplements a Kabuki-dance Simulation System with the Background 

Stories: “Kyōganoko Musume Dōjōji” and the Legend of Dōjōji (〇Miku Kawai, Jumpei Ono, Takashi Ogata) 
1N3-IS-5b-03 A Way-of-Talking Style Modification Assistance System Based on Apparent Personality (〇Nathan 

Boyer, Mitsuhiko Kimoto, Kohei Okuoka, Yuki Abe, Michita Imai) 
 
5:20 PM - 7:00 PM Room N (IS room) 
[1N4-IS-1a] Knowledge engineering (1/3) (Chair: Akinori Abe) 
1N4-IS-1a-01 Data cleansing for development of an oral cancer diagnostic support system (〇Akari Noda, Haruka 

Murakami, Takashi Oya, Yasuharu Yajima, Kenji Mitsudo, Kazuto Hoshi) 
1N4-IS-1a-02 MTabES: Entity Search with Keyword Search, Fuzzy Search, and Entity Popularities (〇Phuc 

Nguyen, Ikuya Yamada, Hideaki Takeda) 
1N4-IS-1a-03 A Computational Framework for Studying the Co-Creative Communication as a Bridge Between 

Individual and Social Creativity (〇Guanhong Li, Xiaoyun Guo, Takashi Hashimoto) 
1N4-IS-1a-04 Semantic and Topic fused Multimodal Transformer (〇Shuhei Tateishi, Sohei Okui, Hirofumi 

Yashima, Makoto Nakatsuji) 
1N4-IS-1a-05 Data-Driven Deep Reinforcement Learning Framework for Large-Scale Service Composition (〇

Yuya Kondo, Ahmed Moustafa) 
 
 
### Wednesday, June 9, 2021 ### 
### Room M (CybConf room) ### 
9:00 AM - 10:40 AM Room M (CybConf room) 
[2M1-CC] 9:00-10:40 Special Session on Computational Awareness / General Session - A 
2M1-CC-01 A CNN Approximation Method Based on Low-bit Quantization and Random Forests (Sho Yatabe, Sora 

Isobe, Yoichi Tomioka, Hiroshi Saito, Yukihide Kohira, Qiangfu Zhao) 
2M1-CC-02 Social Awareness from Analysis of Available Time for Automated External Defibrillators in a City 

(Tadahiko Murata, Atsuki Fukushima, Takuya Harada, Mie Sasaki) 
2M1-CC-03 Stabilization of the Modular Selective Neural Network Model Based on Inter-Class Correlation 

(Chowdhury Md Intisar, Kai Su, Huitao Wang, Qiangfu Zhao) 
2M1-CC-04 Agent-Based Simulation for Avoiding the Congestions of Tourists (Tadahiko Murata, Kohei Totsuka) 
 
1:20 PM - 3:00 PM Room M (CybConf room) 
[2M1-CC] 9:00-10:40 Special Session on Computational Awareness / General Session - A 
2M1-CC-01 A CNN Approximation Method Based on Low-bit Quantization and Random Forests (Sho Yatabe, Sora 

Isobe, Yoichi Tomioka, Hiroshi Saito, Yukihide Kohira, Qiangfu Zhao) 
2M1-CC-02 Social Awareness from Analysis of Available Time for Automated External Defibrillators in a City 

(Tadahiko Murata, Atsuki Fukushima, Takuya Harada, Mie Sasaki) 
2M1-CC-03 Stabilization of the Modular Selective Neural Network Model Based on Inter-Class Correlation 

(Chowdhury Md Intisar, Kai Su, Huitao Wang, Qiangfu Zhao) 
2M1-CC-04 Agent-Based Simulation for Avoiding the Congestions of Tourists (Tadahiko Murata, Kohei Totsuka) 
 
3:20 PM - 5:00 PM Room M (CybConf room) 
[2M4-CC] 15:20-17:20 Late Breaking Research Session - B 
2M4-CC-01 Measurement of Autonomic Nervous System Function during Outdoor Rest: Effect of Membrane 

Structure Sunshade (Emi Yuda, Junichiro Hayano) 
2M4-CC-02 Privacy of Genome in the era of Massive Medical and Health Database (Itaru Kaneko, Emi Yuda) 
2M4-CC-03 Prediction of ESWL Outcome Using Model-Based Recursive Partitioning (Daisuke Fujita, Shimpei 

Yamashita, Ryusuke Deguchi, Syoji Kobashi) 
2M4-CC-04 Generative Adversarial Network driven Synthetic Augmentation of Confocal Immunofluorescence 

Image Segmentation (Daiki Katsuma, Hirhoaru Kawanaka, V.B. Surya Prasath, Bruce J. Aronow) 
2M4-CC-05 Artificial Intelligence Driven Video-based Gait Analysis for Cerebral Palsy - Preliminary Evaluation 

(Shunsuke Okubo, Balaji Iyer, V.B.Surya Prasath, Hiroharu Kawanaka, Bruce J. Aronow) 
2M4-CC-06 A research on Visual Outcome Prediction in Macular Hole Using Optical Coherence Tomography 

Images (Kazuya Imamura, Hiroharu Kawanaka, Yoko Mase, Yoshitsugu Matsui) 
 
### Room N (IS room) ### 
9:00 AM - 10:40 AM Room N (IS room) 
[2N1-IS-2a] Machine learning (1/5) (Chair: Rafal REPKA) 
2N1-IS-2a-01 Multi-CartoonGAN for Conditional Artistic Face Translation (〇Rina Komatsu, Tad Gonsalves) 
2N1-IS-2a-02 RandECG: Data Augmentation for Deep Neural Network based ECG classification (〇Naoki Nonaka, 



Jun Seita) 
2N1-IS-2a-03 STBM+: Advanced Stochastic Trading Behavior Model for Financial Markets based on Residual 

Blocks or Transformers (〇Masanori HIRANO, Kiyoshi Izumi, Hiroki Sakaji) 
2N1-IS-2a-04 Combining News Content with Deep Learning Models for Stock Trend Prediction (〇Jenq-Haur 

Wang, Hsin-Wen Liu) 
2N1-IS-2a-05 Applying Data-Mining Techniques to Analyze Affective Factors about the Enterovirus Epidemic (〇

Jiun-yi Tsai, Jia-Ying Shih) 
 
1:20 PM - 3:00 PM Room N (IS room) 
[2N3-IS-2b] Machine learning (2/5) (Chair: Eri Sato-Shimokawara) 
2N3-IS-2b-01 The identification of molecular networks on therapeutic responsiveness in AI ( 〇 Shihori 

Tanabe,Ryuichi Ono, Horacio Cabral, Sabina Quader, Ed Perkins, Akihiko Hirose, Mitsunobu Kano, Shinpei 
Ijichi, Kohei Kessoku, Hiroshi Yokozaki, Hiroki Sasaki) 

2N3-IS-2b-02 Snowy Night-to-Day Translator and Semantic Segmentation Label Similarity for Snow Hazard 
Indicator (〇Takato Yasuno Yasuno, Hiroaki Sugawara, Junichiro Fujii, Ryuto Yoshida) 

2N3-IS-2b-03 Graph Key Feature Extraction based on Bag of Features Model and Adjacent Point Pattern (〇
Jianming Huang, Zhongxi Fang, Hiroyuki Kasai) 

2N3-IS-2b-04 Survey of the VR environment for deep learning model development (〇Taisei Naraha, Kouta 
Akomoto, Ikuko Eguchi YAIRI) 

2N3-IS-2b-05 Generating Search Text Ads from Keywords and Landing Pages via BERT2BERT (〇Kota Ishizuka, 
Kai Kurogi, Kosuke Kawakami, Daishi Iwai, Kazuhide Nakata) 

 
3:20 PM - 5:00 PM Room N (IS room) 
[2N4-IS-2c] Machine learning (3/5) (Chair: Hiroki Shibata) 
2N4-IS-2c-01 Analyzing implicit intervention of rumination during web browsing (〇Basanta Raj Giri, Junya 

Morita, Thanakit Pitakchokchai) 
2N4-IS-2c-02 Styled Comic Portrait Synthesis Based on GAN (Lieu-Hen Chen, 〇Yen-Chia Chen, Yuh-Ming 

Huang) 
2N4-IS-2c-03 Improving Music Playback Prediction via Singer Popularity and Aspect-based Sentiment Analysis 

from Social Network (〇Chia-Hui Chang, Chen-Yu Chen, Arden Chiou) 
2N4-IS-2c-04 Neural Error Correction for Mobile Keyboard (〇Ting LI, Qiaofei WANG, Xinyang JIANG, Guolin 

CAO, Gang QIAO) 
2N4-IS-2c-05 Performance Evaluation of Japanese BERT Model for Intent Classification Using a Chatbot (〇

Kazunori Yawata, Tamao Suzuki, Keisuke Kiryu, Ken Mohri) 
 
 
### Thursday, June 10, 2021 ### 
### Room M (CybConf room) ### 
9:00 AM - 10:40 AM Room M (CybConf room) 
[3M1-CC] 9:00-10:40 Synergy among Machine Learning, Computational Optimization, and Human Awareness / 

General Session – B 
3M1-CC-01 A Feasibility Study on Hand Gesture Recognition in Natural Conversation (Dian Christy Silpani, 

Keishi Suematsu, Kaori Yoshida) 
3M1-CC-02 Towards Understanding The Space of Unrobust Features of Neural Networks (Liao Bingli, Takahiro 

Kanzaki, Danilo Vasconcellos Vargas) 
3M1-CC-03 A Proposal of Interactive Tabu Search for Creating Beverage by Blending Source Juices (Makoto 

Fukumoto, Gan Haoran, Yoshiko Hanada) 
3M1-CC-04 Evaluation of the Neural-network-based Method to Discover Sets and Representatives of Nonlinearly 

Dependent Variables (Miho Ohsaki, Hayato Sasaki, Naoya Kishimoto, Shigeru Katagiri, Kei Ohnishi, Yakub 
Sebastian, Patrick Then) 

 
11:00 AM - 12:40 PM Room M (CybConf room) 
[3M2-CC] Plenary Talk 
3M2-CC-01 Digital-Twin Fluid Engineering (Shigeru Obayashi) 
 
3:20 PM - 5:00 PM Room M (CybConf room) 
[3M4-CC] 15:20-17:00 Special Session on Computational Awareness / General Session – B, Closing Ceremony 
3M4-CC-01 Stock Prediction Using LightGBM Optimized Based on Cost Awareness (Xiaosong Zhao, Qiangfu Zhao) 
3M4-CC-02 Forecasting Potential Sales of Bread Products at Stores by Network Embedding (Kohei Takahashi, 

Yusuke Goto) 
3M4-CC-03 Estimating the Effect of COVID-19 Contact Tracing Application Using Agent-Based Simulation 

(Tadahiko Murata, Kanta Yamashita) 
3M4-CC-04 Closing Ceremony (Tadahiko Murata, Syoji Kobashi) 



 
### Room N (IS room) ### 
9:00 AM - 10:40 AM Room N (IS room) 
[3N1-IS-2d] Machine learning (4/5) (Chair: Hisashi Kashima) 
3N1-IS-2d-01 Yawning Detection under mask for Driver Monitor (〇Tomoya Matsubara, Ahmed Moustafa) 
3N1-IS-2d-02 Accurate underwater model based dataset and analysis (〇Shunsuke Takao) 
3N1-IS-2d-03 Audio Guide Text Generation of Manual Information for Repairing Precision Equipment (〇Yuriko 

Yamaya, Shintaro Kawamura, Seigo Harashima, Shinya Iguchi) 
3N1-IS-2d-04 MIDI note embedding with fastText model (〇Yingfeng Fu, Yusuke Tanimura, Hidemoto Nakada) 
3N1-IS-2d-05 A Tennis Racket Tip Tracking Method from Sequential Images Using A CNN (〇Taichi Hosoi, 

Hirohisa Hioki) 
 
3:20 PM - 5:00 PM Room N (IS room) 
[3N3-IS-2e] Machine learning (5/5) (Chair: Hisashi Kashima) 
3N3-IS-2e-01 Anomaly Detection of IoT Cyber Attacks in Smart City Using Machine Learning (〇Ginta Hara, 

Ahmed Moustafa) 
3N3-IS-2e-02 Improving Exploration and Convergence Speed with Multi-Actor Control DDPG (〇David John 

Lucien Felices, Mitsuhiko Kimoto, Shoya Matsumori, Michita Imai) 
3N3-IS-2e-03 Motion Classification for Automatic Driving (〇Takuma Hayakawa) 
3N3-IS-2e-04 A study on the effect of regularization for weight imprinting (〇Paulino Cristovao, Hidemoto Nakada, 

Yusuke Tanimura, Hideki Asoh) 
3N3-IS-2e-05 Deep Inverse Reinforcement Learning with Adversarial One-Class Classification ( 〇 Daiko 

Kishikawa, Sachiyo Arai) 
 
 
### Friday, June 11, 2021 ### 
### Room N (IS room) ### 
9:00 AM - 10:40 AM Room N (IS room) 
[4N1-IS-3a] Agents (1/2) (Chair: Takahiro Uchiya) 
4N1-IS-3a-01 An Audio Prediction Model for Agents that Prefer Familiar Music (〇Rui Yoshinaga, Natsuki Oka, 

Kazuaki Tanaka) 
4N1-IS-3a-02 Estimating Children’s Intrinsic Motivation during Class Based on Face Orientation and Gaze 

Information (〇Keisuke Morita, Natsuki Oka, Kazuaki Tanaka, Masahiro Miyata, Takashi Omori) 
4N1-IS-3a-03 Automatic Utterance Selection Based on Prosodic Features of Children’s Vocalizations (〇Yuki Kubo, 

Natsuki Oka, Subaru Hanada, Kazuaki Tanaka, Tomomi Takahashi) 
4N1-IS-3a-04 An Automated Negotiation Agent Based on Shared and Local Issues (〇Ahmed Moustafa, Daiki 

Setoguchi) 
4N1-IS-3a-05 Anti Drug Buddy : A Chatbot for advocating the awareness of Anti-Drug (〇Eric Hsiaokuang Wu, 

Chih-Chieh Yang, Li-Hsien Tang) 
 
11:00 AM - 12:20 PM Room N (IS room) 
[4N2-IS-3b] Agents (2/2) (Chair: Shun Okuhara) 
4N2-IS-3b-01 Verification of Autonomous Drone Control Systemfor Gathering Information in Disaster Areas (〇

Naoto Horie, Sachiyo Arai) 
4N2-IS-3b-02 An Analysis of Long-term Development Process on the Agent System Prototyping Platform MiLog / 

A Report over 20 Years of Its Development (〇Naoki Fukuta) 
4N2-IS-3b-03 Offline Time-Independent Multi-Agent Path Planning (〇Keisuke Okumura, Yasumasa Tamura, 

Xavier Defago) 
4N2-IS-3b-04 Improving Generalization Capability of Traffic Light Control by Introducing Time Series 

Information (〇Yuta Kinouchi, Sachiyo Arai) 
 
1:40 PM - 3:20 PM Room N (IS room) 
[4N3-IS-1b] Knowledge engineering (2/3) (Chair: Takeshi Morita) 
4N3-IS-1b-01 Design and implementation of a SWI-Prolog-based expert system to diagnose anxiety disorder (Che-

Chern Lin, 〇Kairen Chen) 
4N3-IS-1b-02 Effects of Legal Revision in PROLEG (〇Wachara Fungwacharakorn, Kanae Tsushima, Ken Satoh) 
4N3-IS-1b-03 Metagenome analysis of two river microbial flora for modeling river microbial diversity (〇Jin Michel 

Ogawa, Tamao Saito, Ikuko Eguchi YAIRI) 
4N3-IS-1b-04 Network and behavioural patterns of bots during the early COVID-19 infodemic (〇Wentao Xu, 

Kazutoshi Sasahara) 
4N3-IS-1b-05 Machine Reading Comprehension of Stock Price News (〇Seiji Suzuki, Tingxuan Li, Shuting Bai, 

Gakuto Tsutsumi, Takehito Utsuro, Yasuhide Kawada) 



 
3:40 PM - 5:20 PM Room N (IS room) 
[4N4-IS-1c] Knowledge engineering (3/3) (Chair: Rafal REPKA) 
4N4-IS-1c-01 The Best Place in Tokyo for Anything / Classifying Stations by Walkability to Specific Amenities (〇

Aaron Louis Bramson, Megumi Hori) 
4N4-IS-1c-02 A Study on Machine Translation utilizing Similar Translation Retrieval (〇Takuya Tamura, Yizhen 

Wei, Takehito Utsuro, Masaaki Nagata) 
4N4-IS-1c-03 Applying a Long Short-Term Memory Approach to a Chaotic Time Series Problem – A Case Study 

(〇Jui-Yu Wu, You-Ting Chien) 
4N4-IS-1c-04 Learning to Solve Multiple Partial Differential Equations Using Physics-informed Neural Networks 

(〇Pongpisit Thanasutives, Masayuki Numao, Ken-ichi Fukui) 
4N4-IS-1c-05 Connect6 Opening Leveraging AlphaZero and Job-Level Computing (〇Shao-Xiong Zheng, Wei-Yuan 

Hsu, Kuo-Chan Huang, I-Chen Wu) 


