検 索

連続セミナー 2022

zoom
開催

その先へ 情報技術が貢献できること
2020 年、2021 年と新型コロナウィルスの影響下にあった私たちは、今まさに待ったなしの大きな変革の中にあります。
大きく変容した社会の課題解決や将来の社会基盤の形成を支援する役割が情報技術にはあります。ニューノーマルと呼ばれるポストコロナ
社会で、すぐそこにある未来へ向けて AI、仮想現実、ロボットなどの情報技術を活用しサステイナブルな未来に進むことが求められています。
このような状況を受け、2022 年の連続セミナーは、企業の戦略担当者、技術系人材、研究者、起業家の方々が新たなビジネスや研究課題を
切り拓きいち早く未来に向けた情報技術を活用していただくための礎となるよう企画しました。
昨年のスタイルであるオンライン開催、2-3 時間のセミナー、見逃し配信の提供、という利点をより充実させ、より多くの方にフレキシブ
ルに参加いただけるように企図しました。
2022 年のセミナーを通じ、情報技術のニューノーマル社会への貢献と動向を俯瞰しつつ、AI、ロボティクス、仮想現実、SDG など今後活用
が期待される技術を取り上げ、その現状や展開、また適用について第一線の研究者・実務者に語っていただきます。

6/22

6/29

午後

石川 冬樹（国立情報学研究所）

7/19

コーディネータ：

午後

コーディネータ：

コーディネータ：

藤原 幸一（名古屋大学）

11/22

伊藤 昌毅（東京大学）

コーディネータ：

高前田 伸也（東京大学）

11/10

午後

午後
IT とデータセンターのカーボン
ニュートラル 入門
鎌田 真由美（情報処理学会理事／

コーディネータ：

Baro Hyun（Founder/CEO of LunaTone Inc.）

コーディネータ：

12/6

午後

日本マイクロソフト株式会社）

12/13

午後

「富岳」が切り開く計算科学

XR の全貌：メタバースから
人間拡張まで
清川 清（奈良先端科学技術大学院大学）

コーディネータ：

コーディネータ：

午後

多様性と環境変化に寄り添う
信頼される分散機械学習基盤の
ための要素技術とその応用

ゲーム・e スポーツ・メタバース：
デジタルコンテンツビジネスの進化
と教育機関の関わり方について

生体信号処理と AI で作るプロ
グラム医療機器
コーディネータ：

9/26

午後

10/20

午後

成田 悠輔（イェール大学／
半熟仮想株式会社 )

新しい情報通信インフラが実現
する行動変容とモビリティ

栗原 聡（慶應義塾大学 )

10/13

コーディネータ：

石川 冬樹（国立情報学研究所）

9/2

あるべき世界を見る・デザインするための
社会シミュレーションへの期待
〜 COVID-19 AI・シミュレーションプロ
ジェクトを通して〜

午後

機械学習・因果関係・反実仮想

機械学習工学の進展：品質のマ
ネジメント・規格・契約

機械学習工学の進展：開発・運
用の技術
コーディネータ：

7/8

午後

午後

「富岳」とスパコン技術の展望
コーディネータ：

佐藤 三久（理化学研究所）

佐藤 三久（理化学研究所）

（消費税込）* 配布資料含

参加費
正会員

一般非会員

12 枚

6枚

2枚

85,800 円

49,500 円

18,700 円

➡46,200 円お得！！

➡16,500 円お得！！

➡3,300 円お得！！

(1 枚あたり 7,150 円 )

(1 枚あたり 8,250 円 )

(1 枚あたり 1,650 円 )

117,000 円
➡63,000 円お得！！

67,500 円

25,500 円

➡22,500 円お得！！

➡4,500 円お得！！

(1 枚あたり 9,750 円 ) (1 枚あたり 11,250 円 )

学

生

1枚

17,160 円
➡9,240 円お得！！

11,000 円

12,000 円

15,000 円

16,000 円

9,900 円

3,740 円
➡660 円お得！！

一般社団法人情報処理学会

×

になりました

2,200 円

3,000 円

おトク！
興味がある回を絞って
6枚or2枚or 1枚から
の参加もO.K.

(1 枚あたり 1,870 円 )

所属の方。

全体スポンサー

＊スポンサー募集＊

問合せ先

各回 2 時間
全 12 回開催

＊ 正会員の参加費適用は、情報処理（個人・賛助会員）、電子情報、電気、照明、映像情報の各学会個人会員 および協賛企業

連続セミナー 2022
ではスポンサーを募集しております。

参加はチケット制！！
12枚一括購入が断然

(1 枚あたり 12,750 円 )

➡3,300 円お得！！

(1 枚あたり 1,430 円 ) (1 枚あたり 1,650 円 )

当日申込

セミナースポンサー ( 各回 )

費用：220,000 円（税込）

費用：33,000 円（税込）

特典 1：聴講無料招待券（1 口につき 12 枚）
特典 2：Web ページへのロゴの表示（サイズ大）、御社 Web
ページへのリンク
特典 3：セミナー開始前と休憩中に貴社ビデオ (5 分以内 ) の投影

特典 1：聴講無料招待券（1 口につき 1 枚）
特典 2：Web ページへのロゴの表示（サイズ小）、御社 Web
ページへのリンク
特典 3：セミナー開始前と休憩中に貴社ビデオ (5 分以内 ) の投影

事業部門

event@ipsj.or.jp

Tel.03-3518-8373

https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2022/

協賛：モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、一般社団法人情報通信技術委員会、一般社団法人電子情報通信学会、一般社団法人人工知能学会、一般社団法人情報サービス産業協会、
一般財団法人インターネット協会、一般社団法人照明学会、一般社団法人電気学会

