
【R02/A31】非線形複雑システムの構成論的研究と理論への展開　代表：堀尾喜彦
【R03/B06】制御不要な無線給電システム実現に向けた理論構築とその実装　代表：関屋大雄
【R03/B08】進化計算の機械学習への適用に関する研究　代表：神野健哉

非線形ワークショップ 合同研究会

開催場所 東北大学電気通信研究所　11月4日：通研本館、11月5日、6日：ナノスピン実験施設
宮城県仙台市青葉区片平2-1-1         　　日によって開催場所が違うので注意
https://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/top/access/

番号 発表者 所属 タイトル
13:50 ～ 14:00 堀尾 喜彦 東北大学 開会挨拶

L1 14:00 ～ 14:40 塚田 稔 玉川大学 A Dynamic System Model for Sequence Discrimination by Hebb and Spatiotemporal Learning Rule
L2 14:40 ～ 15:20 田中 康裕 玉川大学 in vivo 脳ダイナミクス研究の現在
L3 15:20 ～ 15:50 奈良 重俊 岡山大学 カオスの複雑な制御への応用及び３輪自走ロボットへの搭載と迷路求解実験　－ カオスを用いた自律性と適応性の実現 －

15:50 ～ 16:00
L4 16:00 ～ 16:30 塚本 陽太 東京理科大学 時空間学習則において時間履歴が学習メカニズムに与える影響
L5 16:30 ～ 17:00 杉崎 えり子 玉川大学 アセチルコリン投与による学習則のスイッチング
L6 17:00 ～ 17:30 毛内 拡 お茶の水女子大学 経頭蓋直流電気刺激が惹起する大脳皮質シナプス可塑性調節のメカニズム

17:30 ～ 17:40
M1 17:40 ～ 19:00

開催期日 2022/11/4-6

基盤研究(A) ブレインモルフィックコンピューティングハードウェア基盤の構築 代表：堀尾喜彦

休憩

時間

東北大学電気通信研究所　共同プロジェクト研究

口頭発表 A

休憩

11月4日(金)　電気通信研究所　本館　6F　大会議室  13:50～17:30

研究打合せ（関係メンバーのみ）



番号 発表者 所属 タイトル
PA 9:30 ～ 9:45

P1 田澤 将大 埼玉大学 Disparity Filterを用いた単語ネットワークの特徴抽出に関する調査
P2 小川 智也 東京工科大学 多様な配送車両を用いた配送計画問題の解法
P3 李 珍咏 東京大学 耳介開放型聴覚ARデバイスと有機非線形電極の自己相似モデル
P4 今井 健太郎 東京電機大学 多層リザーバネットワークの性能評価
P5 岡本 紗季 東京都市大学 画像変換における潜在変数の役割に関する検討
P6 泉 諒音 東京都市大学 Sentence-BARTを用いた画像の擬似的テキスト変換モデルの提案
P7 福家 水月 東京理科大学 感情多義語ネットワークを用いた語族比較
P8 伊藤 大河 東京理科大学 非線形力学系に対する古典的多次元尺度構成法を用いた解析
P9 菊地 優志 東北大学 スピントロニクスデバイスのデバイス温度モデルに関する研究
P10 松崎 友亮 日本工業大学 多目的最適化問題に対する突然変異を変更したMOSHADEの解探索性能の評価

11:25 ～ 12:55

L7 12:55 ～ 13:25 李 珍咏, 伊東 乾 東京大学 芸術表現と脳型演算／STREAM2 について  ・・・「学位展」は如何にして可能か？・・・
L8 13:25 ～ 13:55 朱 聞起 千葉大学 一定電圧・一定電流の切替機能を有するハイブリッドトト型負荷非依存E/EF級インバータト

14:30 ～ 14:45
L9 14:45 ～ 15:15 小林 幹 立正大学 リザバーコンピューティングの力学系解析
L10 15:15 ～ 15:45 加藤 秀行 大分大学 ネットワークモチーフ解析によるスーパーファミリー現象を用いた力学系の解分類法の検討
PB 15:45 ～ 16:00

16:00 ～ 16:15

P11 東 宏錦 大分大学 ニューラル機械翻訳で得られる文脈ベクトルの定性的解析
P12 柴田 憲伸 東京工科大学 多数の小電力発電機を組み込んだマイクログリッドの設計
P13 山田 泰輝 東京大学 スパイク間隔を用いたアトラクタ再構成におけるノイズの影響
P14 高頭 陸 東京都市大学 CNNの構造探索の評価と考察
P15 中里 悠介 東京都市大学 Boidsを用いた群れ生成のシミュレーション
P16 藤澤 稔 東京理科大学 強化学習に基づくBLEアドバタイズの低消費電力化手法
P17 對馬 帆南 東京理科大学 スペクトル距離と古典的多次元尺度構成法を用いたバイクシェアリングシステムデータ解析
P18 辻 孟 東北大学 MATLABによる情報処理容量の実装
P19 織間 健守 東北大学 蝸牛無反射伝送線路モデルの設計手法確立とエッジ向け音声認識システムへの応用
P20 塚本 陽太 東京理科大学 Rich spike patterns from a periodically forced Izhikevich neuron model

11月5日(土)　ナノ・スピン実験施設　6F カンファレンスルーム   9:30～17:55

9:45 ～ 11:25

ポスターセッションAの発表者による1分間ショートプレゼンテーション
時間

ポスターセッション A (20分（説明・質疑・応答) x 5回）

ポスターセッション B (20分（説明・質疑・応答) x 5回）

16:15 ～ 17:55

昼食
口頭発表 B

休憩

ポスターセッションBの発表者による1分間ショートプレゼンテーション
休憩



番号 発表者 所属 タイトル
PC 9:30 ～ 9:45

P21 今井 蓮 中京大学 巡回セールスマン問題に対する遺伝的アルゴリズムの適用
P22 陳 施佳 東京大学 笑う初音ミクの謎　合成音声に情動を付加する
P23 李 珍咏 東京大学 美と脳から考える非線形性  ⇔ 非線形性から考える脳と美　天使展2023へのエスキース
P24 石田 遼河 東京都市大学 色と形状がAEの特徴空間に与える影響の考察
P25 酒井 麻帆 東京都市大学 Sentence-BERTによる文章埋め込み表現の基礎考察
P26 藤田 嗣雲 東京理科大学 大規模UAV支援ネットワークにおける通信効率の向上に関する研究
P27 澤田 和弥 東京理科大学 スパイク列に対する因果性検出
P28 石井 豪 東北大学 リザバー層内ニューロンの特性が時系列予測性能に与える影響の調査
P29 足立 淳 日本工業大学 時間枠制約付き電気自動車配送計画問題に対する確率的な解遷移を用いたカオス探索法に関する一考察

11:25 ～ 12:50

L11 12:50 ～ 13:20 山仲 芳和 宇都宮大学 力学的に更新される粒子群を用いた動的環境下における 複数最適解の同時探索および追跡に向けて
L12 13:20 ～ 13:50 羅 煒森 千葉工業大学 PSOによるニュートン法の電源回路最適化
L13 13:50 ～ 14:20 藤田 実沙 中京大学 カオスニューラルネットワークリザバーによる⼼電時系列予測に関する一考察

14:20 ～ 14:35
L14 14:35 ～ 15:05 黒川 弘章 東京工科大学 多数決を導入したシステム推定
L15 15:05 ～ 15:35 堀尾 喜彦 東北大学 ブレインモルフィックコンピューティングと身体性

15:35 ～ 15:45 神野 健哉 東京都市大学 閉会挨拶

休憩

昼食
口頭発表 C

11月6日(日)　ナノ・スピン実験施設　6F カンファレンスルーム   9:30～15:40
時間

ポスターセッションCの発表者による1分間ショートプレゼンテーション
ポスターセッション C (20分（説明・質疑・応答) x 5回）

9:45 ～ 11:25


	Time Table

