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情報学とそれに基づく技術開発の目覚ましい進展は、これまでに
学術・産業・社会・文化的に新たな価値を生み続けてきましたが、今後も
未来社会を創造する中心的技術として、その重要性がより一層高まって
います。既に情報学・情報技術は、あらゆる学術分野の進展や、産業・
経済の持続発展、物理空間・情報空間が融合した社会基盤の高度化、
健康で文化的な生活の質の向上等において、本質的な役割を果たして
います。そのため、情報学における独創的な研究開発を推進して、人類が

ACT-Iでの研究開発を2016年度より開始した1期生加速フェーズ
研究者12名、および2018年度より開始した３期生研究者29名の合計
41名が、2020年3月末に研究期間を終えました。この『ACT-I先端研究
フォーラム～「情報と未来」研究者講演会～』では、オーラルセッションと
インタラクティブセッションにて研究成果を発表いたします。

現在および未来において直面する問題を解決しつつ新たな価値を創造する
ことは、人類の未来を切り拓き、人類が持続発展していく上で不可欠です。
そこでACT-I「情報と未来」領域では、若手研究者が個を確立し、自由な
発想で主導権を握りながら挑戦的な研究開発を推進する支援をすると
ともに、将来の連携の土台となる人的交流の機会を提供してきました。
それにより、ひときわ輝き存在感のある研究者がより一層増え、ひいては
より良い未来社会が切り拓かれることを目指しています。特に、情報学に
関わる幅広い専門分野においていかに多様で独創的な研究開発を推進
するかが重要だと考え、研究領域全体として、未来を開拓し、新たな
価値を創造するための多種多様な研究構想を採択してきました。
この成果発表会では、2016年度より研究開始した1期生加速フェーズ
研究者、および2018年度より研究開始した３期生研究者が研究成果
を披露します。彼らはそれぞれの研究開発期間において、学術・産業・
社会・文化的に新たな価値を生み出し、未来を切り拓く気概を持って、
今解決すべき問題、あるいは、未来に起こりうる問題の解決に向け
て切磋琢磨してきました。その最新の研究成果をどうぞお楽しみ
ください。

　未来館ホールで実施するオーラルセッションでは、1期生加速フェーズ
研究者が2グループ、3期生研究者が3グループに分かれ、順にステージ
に登壇してショートプレゼンテーションを行います。また各研究者は、木星
ルーム、土星ルーム、天王星ルームで実施するインタラクティブセッションに
移り、研究者各自がポスター発表や研究デモンストレーションを行います。
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プログラム

ACT-I 先端研究フォーラム ～「情報と未来」研究者講演会～　　02

受付開始 7 階ロビー

オープニング
・オープニングムービー上映　・司会挨拶　・ACT-I「情報と未来」研究総括　挨拶

未来館ホール

オーラルセッション　第１部
ステージでショートプレゼンテーションを行います。　　　発表順は 3ページ参照

未来館ホール

インタラクティブセッション
41名の研究者がポスター展示やデモンストレーションを行います。

木星・土星・天王星ルーム

休憩（15:50 ～ 16:00）

オーラルセッション　第２部
ステージでショートプレゼンテーションを行います。　　　発表順は 3ページ参照

未来館ホール

インタラクティブセッション
41名の研究者がポスター展示やデモンストレーションを行います。

木星・土星・天王星ルーム

ご挨拶（ 2日目の予告） 未来館ホール

9:30 受付開始 7 階ロビー

10:00 ご挨拶 未来館ホール

10:10 オーラルセッション　第3 部
ステージでショートプレゼンテーションを行います。　　　発表順は 4ページ参照

未来館ホール

11:10 インタラクティブセッション
41名の研究者がポスター展示やデモンストレーションを行います。

木星・土星・天王星ルーム

休憩（12:10 ～ 13:30）

13:30 オーラルセッション　第4部
ステージでショートプレゼンテーションを行います。　　　発表順は 4～5ページ参照

未来館ホール

14:30 インタラクティブセッション
41名の研究者がポスター展示やデモンストレーションを行います。

木星・土星・天王星ルーム

休憩（15:30 ～ 15:40）

15:40 オーラルセッション　第5部
ステージでショートプレゼンテーションを行います。　　　発表順は 5ページ参照

未来館ホール

16:40 インタラクティブセッション
41名の研究者がポスター展示やデモンストレーションを行います。

木星・土星・天王星ルーム

17:40 クロージング
・ACT-I「情報と未来」研究総括　挨拶　・クロージングムービー上映　

未来館ホール

18:00 終了

13:00

13:30

14:50

13:40

16:00

17:10

18:10

場所2020年5月15日（金）・・・・・1日目

9:30

10:00

10:10

11:10

13:30

14:30

15:40

16:40

17:40

18:00

場所2020年5月16日（土）・・・・・2日目
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発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 15 日（金）第１部 　　（13:40 ～ 14:50） 研究者サイト

₁
ものづくりの手間　引き受けます

〈研究課題〉型による成形のためのコネクタ形状を考慮したボリューム分割

中島　一崇 東京大学
大学院情報理工学系研究科　大学院生（博士課程） https://n-taka.info/intro/

2
IoT のための小型省エネ CPU

〈研究課題〉大量ストリームデータのリアルタイム処理に向けた柔軟なアーキテクチャ探索と設計環境構築

原　祐子 東京工業大学
工学院情報通信系　准教授 http://www.cad.ict.e.titech.ac.jp/

3
なんでもみえる三次元ロボットビジョン

〈研究課題〉プロジェクタ・カメラ間の輝度伝達行列の推定に基づく三次元計測法

千葉　直也 東北大学
大学院情報科学研究科　大学院生（博士課程） https://sites.google.com/view/n-chiba-

4
新しい機械学習のアルゴリズム

〈研究課題〉非線形非負行列分解を用いたディープニューラルネットワーク計算手法の開発

今倉　暁 筑波大学
システム情報系　准教授 http://www.cs.tsukuba.ac.jp/~imakura/

5
細胞たちのホームムービー撮影係

〈研究課題〉生体ライブイメージングにおける最適なデータ取得のための技術革新

曽我部　舞奈 京都大学
ウイルス・再生医科学研究所　特定研究員

6
データを圧縮、高速計算

〈研究課題〉圧縮線形代数：データ圧縮による省メモリ高速大規模行列演算

松井　勇佑 東京大学
生産技術研究所　助教 http://yusukematsui.me/index_jp.html

発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 15 日（金）第 2 部 　　（16:00 ～ 17:10） 研究者サイト

7
細かな手の形を認識して UI に

〈研究課題〉パーソナルインタラクションスペースの実現に向けた操作体系の構築

久保　勇貴 日本電信電話株式会社
NTTサービスエボリューション研究所　社員 https://researchmap.jp/yuki_kubo/

8
ねぇ AI、この言葉の意味、わかる？

〈研究課題〉パラフレーズ現象の解明のための言語資源構築とパラフレーズアラインメント技術の確立

荒瀬　由紀 大阪大学
大学院情報科学研究科　准教授 http://www-bigdata.ist.osaka-u.ac.jp/professor/

　　　arase/arase_jp.html
https://nlp-arase.github.io/index.html

9
映像の半自動デジタルリマスター

〈研究課題〉多層ニューラルネットワークモデルを用いた大規模学習による歴史的映像コンテンツの自動修復手法の開発

飯塚　里志 筑波大学
システム情報系情報工学域　助教 http://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/

10
画像認識のための Few-Shot 学習

〈研究課題〉マルチメディアデータから新しい概念を発見する高階モデル学習

井上　中順 東京工業大学
情報理工学院　助教 http://mmai.tech/

11
材料情報学による CO2 吸収液設計

〈研究課題〉CO2フリー社会実現のための物理化学と情報科学の融合

黒木　菜保子 中央大学
理工学研究所　専任研究員 https://sites.google.com/site/kurokinahoko/

　　　　home

12
神経データから脳の回路図を描く

〈研究課題〉時系列データの自動解析技術の実現

小林　亮太 情報・システム研究機構
国立情報学研究所　助教 http://research.nii.ac.jp/~r-koba/index.html

https://researchmap.jp/
　　　　read0145571/?lang=japanese

1期生加速フェーズ研究者：12名

※所属・役職は 2019年度時点の情報です。
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発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 16 日（土）第 3 部 　　（10:10 ～ 11:10） 研究者サイト

₁
最先端の方法で、樹木を測定

〈研究課題〉機械学習や3次元点群処理技術が切り拓く植物計測の技術革新

板倉　健太 東京大学
大学院農学生命科学研究科生物・環境工学専攻　大学院生（博士課程）

2
アプリから専用プロセッサを生成

〈研究課題〉柔軟性と電力効率に優れた次世代専用プロセッサ設計手法の開発

谷本　輝夫 九州大学
情報基盤研究開発センター　助教 http://ri2t.kyushu-u.ac.jp/~tteruo/

3
ヒトが発する電気を解き明かす

〈研究課題〉生体信号の確率的生成モデルと推論ニューラルネット

早志　英朗 九州大学
大学院システム情報科学研究院　助教 http://human.ait.kyushu-u.ac.jp/~hayashi/

　　　index.html

4
信頼できるシミュレーションを目指して

〈研究課題〉連続型数理モデル構築のための確率的アルゴリズムの整備

宮武　勇登 大阪大学
サイバーメディアセンター　准教授 https://yutomiyatake.github.io/

5
気になる研究者の成果を徹底検索！

〈研究課題〉学術データの自動集約による研究者プロファイリング

桂井　麻里衣 同志社大学
理工学部　助教 https://researchmap.jp/katsurai/

6
いい感じになるネットワーク

〈研究課題〉適応的に再構成する通信ネットワーク

中山　悠 東京農工大学
工学研究院　先端情報科学部門　准教授 https://yunakayama.neko9.org/

https://web.tuat.ac.jp/~yu-nakayama/

7
ロボットが触って物体を認識

〈研究課題〉分布型触覚センサとCNNの多指ハンドでのタスク実現

船橋　賢 早稲田大学
大学院創造理工学研究科　大学院生（博士課程） https://sites.google.com/site/

　　　　bashifunabashi/english

8
グラフの列挙で難しい問題を解く

〈研究課題〉大規模グラフのための二部決定図に関する研究

佐々木　勇和 大阪大学
大学院情報科学研究科　助教 http://www-bigdata.ist.osaka-u.ac.jp/professor/

　　　sasaki/

9
仮想世界で得た推論能力を、現実世界で活かす

〈研究課題〉仮想世界のデータを用いたドメイン適応による実世界質問応答の高度化

宮西　大樹 株式会社国際電気通信基礎技術研究所
脳情報通信総合研究所　専任研究員 http://miyatai.org/

10
99% の損失から情報を復元

〈研究課題〉高階埋め込みテンソルモデリングの研究

横田　達也 名古屋工業大学
大学院工学研究科　助教 https://sites.google.com/site/yokotatsuya/

https://researchmap.jp/yokotatsuya/

発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 16 日（土）第 4 部 　　（13:30 ～ 14:30） 研究者サイト

11
省エネ計算で AI をより身近に

〈研究課題〉省電力なメモリアクセスを実現するDNNモデル学習

植吉　晃大 北海道大学
大学院情報科学研究院　大学院生（博士課程） https://researchmap.jp/kod_u/

　　　　?lang=japanese

12
最強の解読法で作る安全な暗号技術

〈研究課題〉大規模並列計算に適した高速な格子基底簡約アルゴリズムの開発

照屋　唯紀 産業技術総合研究所
サイバーフィジカルセキュリティ研究センター　研究員 https://researchmap.jp/tadanori_teruya/

　　　 ?lang=english

13
動作意図予測に基づくアシスト

〈研究課題〉人の動作技量を再現する外骨格ロボット制御

古川　淳一朗 株式会社国際電気通信基礎技術研究所
脳情報研究所ブレインロボットインタフェース研究室　専任研究員 https://researchmap.jp/jun_furukawa/

14
様々な評価方法に適応する機械学習

〈研究課題〉弱い教師データに基づく低分散なリスク推定方法の開発

包　含 東京大学
大学院情報理工学系研究科　大学院生（博士課程） https://hermite.jp/

15
あなた専用の速習ロードマップ！

〈研究課題〉意味空間上の広がりに基づく効率的な語彙学習支援システム

江原　遥 静岡理工科大学　情報学部コンピュータシステム学科　講師
産業技術総合研究所　人工知能研究センター　協力研究員 http://yoehara.com/

https://researchmap.jp/yo_ehara/

3期生研究者：29名
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発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 16 日（土）第 4 部 　　（13:30 ～ 14:30） 研究者サイト

16
無線 LAN 通信を使って「見る」

〈研究課題〉無線通信を用いた車両・自転車・歩行者検出技術

石田　繁巳 九州大学
大学院システム情報科学研究院　助教 https://www.f.ait.kyushu-u.ac.jp/~ishida/

17
昆虫脳を模倣する計算機を目指す

〈研究課題〉昆虫の嗅覚神経系を模倣したシリコン神経ネットワーク

名波　拓哉 東京大学
生産技術研究所　特任研究員 https://researchmap.jp/nnm/

18
センサ情報から人の未知行動を推定

〈研究課題〉行動認識におけるZero-shot 学習法の提案

松木　萌 九州工業大学
大学院工学府 工学専攻　大学院生（博士課程） https://sozolab.jp/users/226-

19
組合せ爆発処理班出動！

〈研究課題〉決定グラフを用いた組合せ最適化問題に対する統一的解法の研究

石畠　正和 日本電信電話株式会社
コミュニケーション科学基礎研究所　研究主任 https://sites.google.com/site/

　　　　masakazuishihata/home
https://researchmap.jp/masakazu_ishihata/

発表順 発表研究者紹介　　オーラルセッション　5 月 16 日（土）第 5 部 　　（15:40 ～ 16:40） 研究者サイト

20
好みに合わせたテキスト生成

〈研究課題〉語彙制限に基づくパーソナライズされたテキスト生成

梶原　智之 大阪大学
データビリティフロンティア機構　特任助教 https://sites.google.com/site/moguranosenshi/

21
多項式で探す、ベストな選択肢

〈研究課題〉重みつき組合せ最適化と多項式行列理論のインタラクション

大城　泰平 東京大学
大学院情報理工学系研究科　大学院生（博士課程） https://www.opt.mist.i.u-tokyo.ac.jp/~oki/ja/

22
材料開発を加速する自動データ解析

〈研究課題〉物質の結晶構造を高速に予測するデータ解析技術の開発

鈴木　雄太 総合研究大学院大学
高エネルギー加速器科学研究科　物質構造科学専攻　大学院生（博士課程） https://resnant.github.io

https://researchmap.jp/y_suz/

23
ロバストな人工知能を進化

〈研究課題〉頑強なハイブリッド深層学習モデルの自動探索システム

ヴァルガス ダニロ 九州大学
大学院システム情報科学研究院　助教 http://danilovargas.org

24
半導体の設計データセキュリティ

〈研究課題〉デジタル回路設計における耐ハードウェアトロイ設計仕様の研究開発

大屋　優 早稲田大学
大学院基幹理工学研究科　大学院生（博士課程） https://researchmap.jp/link_signature/

25
都市や空間の変化を捉える

〈研究課題〉時空間超解像のための時空間畳み込み技術の研究

竹内　孝 日本電信電話株式会社
コミュニケーション科学基礎研究所　研究員 https://researchmap.jp/koh.t/

26
自分を知り相手を理解する IoT 技術

〈研究課題〉人と環境に自己適応する柔軟性を備えたコンテキスト認識メカニズムの創出

中村　優吾 奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科　大学院生（博士課程） https://yugontech.info/

https://researchmap.jp/yugontech/

27
データを近似し出し入れを高速化

〈研究課題〉次世代メモリデバイスによるアプリケーションの自動高速化

穐山　空道 東京大学
大学院情報理工学系研究科　助教 http://soramichi.jp/index_j.html

28
「治る」インタフェース
〈研究課題〉印刷できる生体模倣型ソフトロボットシステムの構築

鳴海　紘也 東京大学
大学院情報理工学系研究科　大学院生（博士課程） https://narumi.me/

29
わずかな情報で最適な意思決定

〈研究課題〉部分的フィードバックに基づくオンライン凸最適化

伊藤　伸志 東京大学
大学院情報理工学系研究科　大学院生（博士課程） https://jpn.nec.com/rd/people/shinji_ito.html

https://researchmap.jp/shinji_ito/
　　　　?lang=english

3期生研究者：29名（続き）

※所属・役職は 2019年度時点の情報です。
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