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2022年3月25日(金)

S会場

開会式・閉会式 | オーナーズ・セッション

オープニング　（岩手県知事・達増 拓也 様か
らご参加の皆様へのメッセージ）

[1SO]

08:50 〜 09:05  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1SO-00]

ウェルカム・メッセージ

達増 拓也様 （岩手県知事）

[1SO-01]

Z1会場（岩手会場）

一般セッション | 一般セッション

アラカルト視聴[1Z11]
08:50 〜 11:00  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z11-00]

ウェルカム・メッセージ[1Z11-01]

講演視聴[1Z11-02]

B会場

一般セッション | 一般セッション

環境／空間・照明・音[1B1]
座長: 柴田 滝也（東京電機大学）
09:10 〜 11:00  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1B1-00]

機能・外観の評価に基づいた製品設計の環境効率

向上手法の研究

*小澤 峰大1、三島 望1 （1. 秋田大学）

[1B1-01]

蒸れ感覚の形成メカニズムの探索

*加藤 一聖1、永島 計1 （1. 早稲田大学）

[1B1-02]

温熱刺激と照明刺激の印象のマッチングによるリ

ラックス誘導に関する研究

*藤原 聖也1、榎戸 菜美1、上前 真弓1、吉田 宏昭1、上

條 正義1 （1. 信州大学）

[1B1-03]

キャンパス内のテント空間が創造性に及ぼす影響

*大塚 栄輔1、破田野 智己1、張 帆1、杉本 匡史1、山﨑

陽一1、長田 典子1 （1. 関西学院大学）

[1B1-04]

SRシステムにおける音の編集が映像の連続性に与

える影響

*加藤 菜鈴奈1、張　ジョ　1 （1. 工学院大学）

[1B1-05]

個別討論・交流・質疑応答[1B1-04]

C会場

一般セッション | 一般セッション

香り・マルチメディア[1C1]
座長：櫻井 将人（静岡理工科大学）
09:10 〜 11:00  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1C1-00]

三人称視点 3DCG アクションゲームにおけるアバ

タをシルエット化する手法と障害物を半透明化す

る手法の比較

*直原 寿々花1、井ノ上 寛人1、鉄谷 信二1 （1. 東京電

機大学）

[1C1-01]

配色情報の色分布による単語間の類似性に関する

一検討

*石橋 賢1 （1. 熊本県立大学）

[1C1-02]

インテリアの色彩(視覚刺激)とアロマの同時提示

による主観評価の分析

*横田 光宏1、高橋 直己1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[1C1-03]

睡眠前のメディア視聴に対するアロマの効果と睡

眠の質の評価

*北向 航1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[1C1-04]

授業動画視聴時のアロマ吸引によるリラックス効

果の観察と評価

*佐保 なつな1、高橋 直己1、加藤 俊一1 （1. 中央大

学）

[1C1-05]

個別討論・交流・質疑応答[1C1-06]

D会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（１）[1D1]
座長：橋田 規子（芝浦工業大学）
09:10 〜 11:00  D会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1D1-00]

カメラワークと被写体の形状変化による感性的効

果の検討

*岡本 理央1、張 ジョ1 （1. 工学院大学）

[1D1-01]

風鈴の音が及ぼす涼しさと心地よさの感性への影

響

*桝本 実1、石光 俊介1 （1. 広島市立大学 ）

[1D1-02]

加速音のエンベロープ特性と主観的アノイアンス

への影響

*谷田部 笙太1、石光 俊介1、藤川 智士2、岩田 陽明
2、松本 貢典2、伊達 佑希2 （1. 広島市立大学、2. マツ

ダ（株））

[1D1-03]

車室内音像仰俯角推定モデルの基礎検討

*阪本 浩二1 （1. 株式会社デンソーテン）

[1D1-04]

音の立ち上がりに着目したオーディオ音質の評価

に関する検討

[1D1-05]
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*亀山 勇希1、石光 俊介1 （1. 広島市立大学大学院）

個別討論・交流・質疑応答[1D1-06]

E会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（２）[1E1]
座長：大場 健太郎（東北大学）
09:10 〜 11:00  E会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1E1-00]

化粧による行動変容の評価を目的とした行動意識

尺度の開発と応用

*渡辺 智子1、岡崎 龍太1、荒川 尚美1 （1. （株）資生堂

　みらい開発研究所）

[1E1-01]

顧客満足度のポートフォリオ分析を応用したデザ

イン評価手法の試み

*伊藤 健世1、井上 勝雄2、池田 敏彰3 （1. オリンパス

（株）、2. 東海大学、3. （株）ホロンクリエイト）

[1E1-02]

multi-sip TDSに後味評価を組み合わせた評価法

のぶどう果汁飲料への展開

*舟橋 龍太郎1、田手 早苗1、瀧本 拓央1、坂本 藍子1

（1. アサヒ飲料株式会社）

[1E1-03]

文章の持つリズムによって構成される文体の魅力

の定量的分析

*戸塚 悠介1、山下 愛博1、菊池 英明2 （1. 早稲田大学大

学院人間科学研究科、2. 早稲田大学人間科学学術院）

[1E1-04]

Well-beingを目指したバイオフィリア空間研究

*徳弘 健郎1、杉本 広樹1、池内 暁紀2、和田 えり子
3、村松 正善2、大音 徳2 （1. 豊田中央研究所、2. トヨ

タ自動車、3. パソナ・パナソニック ビジネスサービ

ス）

[1E1-05]

個別討論・交流・質疑応答[1E1-06]

F会場

一般セッション | 一般セッション

脳科学[1F1]
座長：田村 かおり（福岡工業大学）
09:10 〜 11:00  F会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1F1-00]

共感覚刺激を利用した教育支援のための脳活動共

感覚刺激特性マップの構築

*髙橋 恵斗1、浜田 百合1、栗原 陽介1 （1. 青山学院大

学）

[1F1-01]

音楽の繰り返し鑑賞における「飽き」の観察

*小島 太陽1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[1F1-02]

状態不安にともなう脳活性相互依存ネットワーク[1F1-03]

モデルの構築および STAIスコアの推定

*丸山 昂史1、浜田 百合1、栗原 陽介1 （1. 青山学院大

学）

脳波 BMIによる認知トレーニングシステムの開発

*長谷川 良平1、山本 泰豊1,2、渡邉 真哉1,3、石井 亜紀子
1,3、鶴嶋 英夫1,3 （1. 産業技術総合研究所、2. スタン

フォード大学、3. 筑波大学）

[1F1-04]

個別討論・交流・質疑応答[1F1-05]

B会場

一般セッション | 一般セッション

感性マネジメント（１）[1B2]
座長：江田 哲也（国際医療福祉大学）
15:45 〜 17:15  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1B2-00]

シューティングゲームプレイ時の生理指標の変化

とプレイ前後の主観的評価の変化の分析

*石井 温也1、高橋 直己1、加藤 俊一1、坂本 隆2、平川

新吾3、棚田 結風3、平野 真之3 （1. 中央大学、2. 産業

技術総合研究所、3. バンダイナムコエンターテインメン

ト）

[1B2-01]

中国の中年者における余暇活動と主観的ウェル

ビーイングの関係

*張 哲1、田村 良一2 （1. 九州大学大学院、2. 九州大

学）

[1B2-02]

トロッコ問題に対する倫理的判断に関する認知モ

デルの構築

*桑原 碧1、下田 香織2、松居 辰則3 （1. 早稲田大学人間

科学部、2. 早稲田大学大学院人間科学研究科、3. 早稲

田大学人間科学学術院）

[1B2-03]

Twitterを用いた地域別における 新型コロナ禍に

伴う感情変化の要因分析

*浅田 早太郎1、李 セロン1 （1. 香川大学）

[1B2-04]

個別討論・交流・質疑応答[1B2-05]

C会場

一般セッション | 一般セッション

産業[1C2]
座長：浜田 百合（青山学院大学）
15:45 〜 17:15  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1C2-00]

IT企業に対して情報系専門学校生が持つ印象の予

備調査

*佐藤 将太1、布川 博士2、松村 一矢3 （1. 岩手県立大

学大学院、2. 岩手県立大学、3. 専門学校デジタル

[1C2-01]
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アーツ仙台）

身体感覚（本能）と感性

*福田 収一1 （1. 慶應義塾大学　システムデザインマネ

ジメント研究所）

[1C2-02]

個別討論・交流・質疑応答[1C2-03]

D会場

一般セッション | 一般セッション

情報・ソフトウェア（１）[1D2]
座長：杉本 匡史（関西学院大学）
15:45 〜 17:45  D会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1D2-00]

専門学校と大学に対し高校生がもつ印象

*松村 一矢1、布川 博士2 （1. 専門学校デジタルアーツ

仙台、2. 岩手県立大学）

[1D2-01]

情報検索尺度を用いたコロナ禍における不満の地

域性の検出

*夏見 光太郎1、長谷川 康邦1、鶴飼 颯哉1、大野 友瑛
1、齊藤 史哲1 （1. 千葉工業大学）

[1D2-02]

オンライン授業における学生の表情の検知と授業

理解度の関係

*茅根 紗月1、高橋 直己1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[1D2-03]

大学生がもつ研究への印象

*瀬川 浩生1、佐藤 将太2、松村 一矢3,2、布川 博士1

（1. 岩手県立大学、2. 岩手県立大学大学院、3. 専門学

校デジタルアーツ仙台）

[1D2-04]

クチコミデータに基づいた美容院の初回利用客が

抱く心理的障壁の検出

*三橋 諒大1、戸塚 堅祐1、佐藤 百恵1、浦田 美奈1、齊

藤 史哲1 （1. 千葉工業大学）

[1D2-05]

個別討論・交流・質疑応答[1D2-06]

E会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（３）[1E2]
座長：長谷川 良平（産業技術総合研究所）
15:45 〜 17:45  E会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1E2-00]

在宅リハビリテーション支援のための体幹制御連

節モデルによる FIM値推定手法の提案

*安部 遼太郎1、広田 卓1、浜田 百合1、栗原 陽介1 （1.

青山学院大学）

[1E2-01]

ウルトラディアンリズムのダイナミクスを考慮し

た就寝時無拘束血圧推定法の提案

*合田 隼平1、浜田 百合1、栗原 陽介1 （1. 青山学院大

[1E2-02]

学）

脳血流および心拍数を用いた不快な音環境評価の

可能性の検討

*智田 義隆1、谷下 雅義2、大倉 典子1,3 （1. 中央大学大

学院、2. 中央大学、3. 芝浦工業大学）

[1E2-03]

脳活動の同期に基づく道徳の授業中の学習者の調

和感測定の試み

*下田 香織1、田和辻 可昌2、松居 辰則3 （1. 早稲田大学

人間科学研究科、2. 早稲田大学グローバルエ

デュケーションセンター、3. 早稲田大学人間科学学術

院）

[1E2-04]

慢性閉塞性肺疾患診断のための無拘束呼気流量推

定による Gaensler1秒率推定手法の提案

*江本 光希1、小濱 美咲1、浜田 百合1、栗原 陽介1 （1.

青山学院大学）

[1E2-05]

個別討論・交流・質疑応答[1E2-06]

F会場

一般セッション | 一般セッション

文化・伝統[1F2]
座長：庄司 裕子（中央大学）
15:45 〜 17:45  F会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1F2-00]

エコロジーとヘルシー志向を感じさせる菓子

パッケージデザインの研究

*橋田 規子1、松本 莉奈1 （1. 芝浦工業大学）

[1F2-01]

「かわいいキャラ」における重要属性の評価

*大塚 卓柾1、片山 優1、佐藤 大生1、田子 依美里1、大

塚 嵩柾2、SRIPIAN Peeraya2、LAOHAKANGVALVIT

Tipporn2、菅谷 みどり2 （1. 芝浦工業大学附属中学高

等学校、2. 芝浦工業大学）

[1F2-02]

絵文字で表現される笑顔に関する研究

*上野 舞夕1、高橋 直己2、浜田 百合3、庄司 裕子2 （1.

中央大学大学院、2. 中央大学、3. 青山学院大学）

[1F2-03]

MRグラスによる祭り太鼓の演奏と祭り感

*櫻井 将人1、佐藤 大輔1、柴田 梓之介1 （1. 静岡理工科

大学）

[1F2-04]

現代における身近なアイテムの印象と現実との乖

離

*浅野 晃1、福井 鞠1、浅野（村木） 千恵2 （1. 関西大

学、2. 北海道教育大学）

[1F2-05]

個別討論・交流・質疑応答[1F2-06]

Z1会場（岩手会場）

一般セッション | 一般セッション
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アラカルト視聴[1Z12]
15:45 〜 19:00  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z12-00]

講演視聴[1Z12-01]

講演視聴[1Z12-02]

B会場

一般セッション | 一般セッション

感性マネジメント（２）[1B3]
座長：加藤 健郎（慶應義塾大学）
17:35 〜 19:00  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1B3-00]

飲料選択行動に寄与する味覚経験時の主観的要因

の分析

*西田 尚生1、片平 建史2、山﨑 陽一1、徐 哲3、張

帆1、玉井 雄一郎1、長田 典子1 （1. 関西学院大学、2.

早稲田大学、3. 弘前大学）

[1B3-01]

片頭痛患者及び健常者における快音源聴取時の心

理的変化の比較

*鈴木 陸央1、石川 智治1、石橋 賢2、牧 勝弘3、辰本

宗人4 （1. 宇都宮大学、2. 熊本県立大学、3. 愛知淑徳

大学、4. 獨協医科大学）

[1B3-02]

深層学習を用いた布地画像における粗さ・滑らか

さ評価の推定に関する検討

*五十嵐 聡之1、石川 智治1、前原 崇志1、阿山 みよし1

（1. 宇都宮大学）

[1B3-03]

個別討論・交流・質疑応答[1B3-04]

C会場

一般セッション | 一般セッション

インタラクション（１）[1C3]
座長：林 秀紀（桜美林大学）
17:35 〜 19:00  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1C3-00]

熟達美容師の行為と思考に着目したカウンセリン

グ技能に関する特徴分析とモデル構築

*佐藤 文彦1、金今 直子2、四方 庸子2、松居 辰則3 （1.

早稲田大学人間科学部、2. 早稲田大学大学院人間科学

研究科、3. 早稲田大学人間科学学術院）

[1C3-01]

フォントによる表現の強調が思い出の想起に与え

る影響の調査

*大津 耕陽1、小林 夏1、泉 朋子1 （1. 立命館大学）

[1C3-02]

フリーマーケットアプリ向け出品用画像の撮影補

助アプリの開発

[1C3-03]

*黒澤 勇輝1、張 ジョ1 （1. 工学院大学）

個別討論・交流・質疑応答[1C3-04]

S会場

査読セッション | 査読セッション

脳科学[1S1]
座長：大倉 典子（芝浦工業大学）
09:10 〜 11:00  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1S1-00]

脳血流と心拍による運転者の「わくわく感」と

「不快緊張感」の推定

*田沼 和泰1、平松 昂也1、山本 恒行1 （1. 株式会社東海

理化）

[1S1-01]

脳血流量の時間変動と局在特性を考慮した色彩環

境下の知的作業課題判別

*浜田 百合1、栗原 陽介1 （1. 青山学院大学）

[1S1-02]

顔画像と無意味図形を用いた魅力と時間知覚の関

係性に関する研究

*佐野 貴紀1、高橋 侑里1、梯 絵利奈2、日比野 治雄
1、小山 慎一3 （1. 千葉大学、2. 東京大学、3. 筑波大

学）

[1S1-03]

個別討論・交流・質疑応答[1S1-04]

査読セッション | 査読セッション

機械学習・エージェント[1S2]
座長：柏崎 尚也（東京電機大学）
15:45 〜 17:45  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1S2-00]

リカレントニューラルネットワークを用いた不安

状態判別評価

*山本 祐輔1、田中 さや1、原地 絢斗2、村松 歩1、長原

一3、武村 紀子3、水野（松本） 由子1,2,4、下條 真司4

（1. 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科、2. 兵庫

県立大学大学院情報科学研究科、3. 大阪大学データビリ

ティフロンティア機構、4. 大阪大学サイバーメディアセ

ンター）

[1S2-01]

人間とロボットの集団における適切な距離感を適

応的に維持する距離感規範アウェアなロボット

*布施 陽太郎1、アイエドゥン エマヌエル2、徳丸 正孝2

（1. 関西大学大学院、2. 関西大学）

[1S2-02]

Preference Rules Extraction using Kansei

Retrieval Agents

with Fuzzy Inference

*西村 優花1、竹之内 宏2、徳丸 正孝3 （1. 福岡工業大学

大学院、2. 福岡工業大学、3. 関西大学）

[1S2-03]

個別討論・交流・質疑応答[1S2-04]
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B会場

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション１[1BP]
13:00 〜 14:30  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1BP-00]

眼球上のハイライトに陰影を重畳合成した情動強

調表現法の提案

*中瀬 悠汰1、瀬島 吉裕1 （1. 関西大学）

[1BP-01]

無人店舗における効果的なレイアウトとは？

坂井 結香1、*加賀谷 樹音1、中村 潤1 （1. 中央大学）

[1BP-02]

コロナ禍収束後の日本人海外旅行動機に関する一

考察

*伴 浩美1 （1. 三条市立大学）

[1BP-03]

大学の専門科目授業で使用されたキーワードの形

状と記憶状況との関連　ーデータ前処理の有無で

の比較検討ー

*間山 一枝1、栗島 一博1、ジァン ドゥーソップ1 （1.

九州工業大学大学院　生命体工学研究科）

[1BP-04]

診療放射線技師養成校における教育研修支援シス

テムでの 学習スコアと学力試験の成績との関連

*阿部 弘之1、内田 信二1、ジァン ドゥーソップ1 （1.

九州工業大学大学院）

[1BP-05]

3Dスキャニングとリバースエンジニアリングによ

る木製家具の3DCG作成の事例研究

*山口 穂高1 （1. 岐阜県生活技術研究所）

[1BP-06]

C会場

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション２[1CP]
13:00 〜 14:30  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1CP-00]

アイトラッキングによる読書時のフロー状態の分

析

*清水 稜太1、田中 久弥1 （1. 工学院大学）

[1CP-01]

スキントーンのマスクが顔色知覚に及ぼす影響

*長島 愛1、山南 春奈1、島倉 瞳1、松本 聖子1、森川

和則2 （1. （株）資生堂 みらい開発研究所、2. 大阪大

学）

[1CP-02]

不安を引き起こす不確実さが瞳孔に与える影響

*寺田 哲士1、中内 茂樹1、田村 秀希1、南 哲人1 （1.

豊橋技術科学大学）

[1CP-03]

幼児の片付けを促す要素と行動観察

*花輪 美歩1、吉岡 聖美1 （1. 明星大学）

[1CP-04]

コロナ禍に対応した触覚デバイス “ Link ”

の提案とその評価

*辻井 凜汰1、倉持 卓司1、中島 瑞季1 （1. 東京電機大学

システムデザイン工学部デザイン工学科）

[1CP-05]

視聴覚刺激が与える温熱感覚による体感温度の分

析 -第２報-

*助川 和輝1、柴田 滝也1、林田 和人1 （1. 東京電機大

学）

[1CP-06]

Z2会場 （岩手会場）

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション・セレクション１[1Z2P]
13:00 〜 14:30  Z2会場 （岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z2P-00]

講演視聴[1Z2P-01]

A会場

企画セッション | 企画セッション

「あいまいと感性」[1A1]
座長：張 珏（工学院大学）
09:10 〜 11:00  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1A1-00]

音声による計算問題形式の CAPTCHA認証の提案

*小村 拓未1、張 ジョ1 （1. 工学院大学）

[1A1-01]

ARを用いた術野への応用アプリケーションの開発

*高木 拓真1、永井 健大2、田中 久弥1、張 ジョ1 （1.

工学院大学、2. 東京医科大学）

[1A1-02]

総合討議[1A1-04]

企画セッション | 企画セッション

かわいい人工物研究部会企画セッション[1A2]
座長：大倉 典子（芝浦工業大学）
15:45 〜 17:45  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1A2-00]

第10回かわいい感性デザイン賞

*大倉 典子1 （1. 芝浦工業大学）

[1A2-01]

かわいい・ kawaiiファッションに関する研究

（第15報）

*宮武 恵子1、Sripian Peeraya2、Laohakangvalvit

Tipporn2、大倉 典子2 （1. 共立女子大学、2. 芝浦工業

大学）

[1A2-02]

かわいい・ kawaiiファッションに関する研究

（第16報）

*スリーピァン ピーラヤー1、宮武 恵子2、ラオハカンワ

ンウィット ティポーン1、大倉 典子1 （1. 芝浦工業大

[1A2-03]
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学、2. 共立女子大学）

かわいい声が聴取者にもたらす心理生理的効果の

探求（第２報）

*山下 愛博1、菊池 英明2 （1. 早稲田大学大学院人間科

学研究科、2. 早稲田大学人間科学学術院）

[1A2-04]

S会場

特別講演 | 特別講演

特別講演（１）金菱清先生
「幽霊と感性，広く死生観について」

[1SL1]

司会：実行委員会
11:15 〜 12:15  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1SL1-00]

特別講演: 幽霊と感性，広く死生観について

金菱 清先生 （関西学院大学社会学部 教授）

   11:15 〜    12:15

[1SL1-01]

Z1会場（岩手会場）

特別講演 | 特別講演

特別講演（１）金菱清先生
「幽霊と感性，広く死生観について」

[1Z1L1]

11:15 〜 12:15  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z1L1-00]

特別講演：幽霊と感性，広く死生観について

金菱 清 先生 （関西学院大学社会学部 教授）

   11:15 〜    12:15

[1Z1L1-01]

S会場

特別講演 | 特別講演

特別講演 (２) 池坊由紀先生
「いけばなに息づく感性」

[1SL2]

司会：実行委員会
14:45 〜 15:35  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1SL2-00]

特別講演：いけばなに息づく感性

池坊 由紀 先生 （四代目 池坊専好, 華道家元池坊 次期

家元）

   14:45 〜    15:30

[1SL2-01]

Z1会場（岩手会場）

特別講演 | 特別講演

特別講演（２）池坊由紀先生
「いけばなに息づく感性」

[1Z1L2]

14:45 〜 15:35  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z1L2-00]

特別講演：いけばなに息づく感性

池坊 由紀 先生 （四代目 池坊専好, 華道家元池坊

次期家元）

   14:45 〜    15:35

[1Z1L2-01]

A会場

オーナーズセッション | オーナーズ・セッション

レストランの在庫予測/経営の感性[1AE]
12:30 〜 14:30  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[1AE-00]

総合討議[1AE-01]

Z1会場（岩手会場）

オーナーズセッション | オーナーズ・セッション

レストランの在庫予測/経営の感性[1Z1E]
12:30 〜 14:30  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[1Z1E-00]

総合討議[1Z1E-01]
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C会場

一般セッション | 一般セッション

ファッション[2C1]
座長：上條 正義（信州大学）
09:00 〜 11:00  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2C1-00]

服装におけるきちんと感・こなれ感及び好ましさ

に関する研究

*阿山 みよし1、石川 智治1、佐藤 美恵1、奥田 柴乃
2、柳田 佳子3 （1. 宇都宮大学、2. 同志社女子大学、3.

文化学園大学）

[2C1-01]

ベイジアンネットワークを用いたファッション商

品購入者の感性モデル構築

*野田 佳穗里1、浜田 百合3、高橋 直己2、庄司 裕子2

（1. 中央大学大学院、2. 中央大学、3. 青山学院大学）

[2C1-02]

触覚過敏者における衣服課題と衣料用編物の触覚

評価

*辻 颯月1、野口 陽向1、金 炅屋1、高寺 政行1、神山

英臣2、細川　隼人2、福本　潤2、加藤 路瑛3 （1. 信州

大学、2. 瀧定名古屋株式会社、3. 感覚過敏研究所）

[2C1-03]

アパレルファッション画像における色複雑性の検

討

*湯淺 純有1、朱 春紅1、森川 英明1 （1. 信州大学）

[2C1-04]

被服知識の異なる被験者によるファッションサイ

トの評価比較

*大谷 一真1、石川 智治1、前原 崇志1、柳田 佳子2、阿

山 みよし1 （1. 宇都宮大学、2. 文化学園大学）

[2C1-05]

個別討論・交流・質疑応答[2C1-06]

D会場

一般セッション | 一般セッション

情報・ソフトウェア（２）[2D1]
座長：竹之内 宏（福岡工業大学）
09:00 〜 11:00  D会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2D1-00]

対応分析を用いた繊維研究の動向分析手法の検討

*宮下 和紀1、森川 英明1、朱 春紅1 （1. 信州大学）

[2D1-01]

多変量解析と機械学習を用いたカラーイメージス

ケールの再構成に関する一検討

*鳥取 賢人1、松本 和幸1、吉田 稔1、北 研二1 （1. 徳島

大学）

[2D1-02]

インテリアシーン分類のための特徴量融合

ニューラルネットワーク

*深尾 賢太郎1、大正 歩夢2、槇原 絵里奈1、小野 景子1

[2D1-03]

（1. 同志社大学、2. 同志社大学大学院理工学研究科）

畳み込みニューラルネットワークによる 画像の感

情価と感動度予測における学習画像の影響度調査

*薗部 匡矢1、中山 知美2、槇原 絵里奈1、小野 景子1

（1. 同志社大学、2. 同志社大学理工学研究科）

[2D1-04]

機械学習と伝聞に基づく声質変化を用いた音声再

現手法

*槫松 理樹1 （1. 岩手県立大学）

[2D1-05]

個別討論・交流・質疑応答[2D1-06]

E会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（４）[2E1]
座長：山口 穂高（岐阜県生活技術研究所）
09:00 〜 11:00  E会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2E1-00]

高分解能 MEMS触覚センサを用いた不織布構造体

の「滑らかさ」の定量評価

*井木 祐輔1、久安 悟史1、谷本 圭2、笹山 賢一2、高尾

英邦1 （1. 香川大学、2. ユニ・チャーム株式会社）

[2E1-01]

腕部の着衣におけるフィット感の心理構造とその

要因

*花田 剛1、上前 真弓2、吉田 宏昭2、上條 正義2、河越

恒夫3、佐々木 智美3 （1. 信州大学大学院、2. 信州大

学、3. 岡本株式会社）

[2E1-02]

繊維製品に対するふかふかして心地よい感覚の心

理構成要素に関する研究

*佐藤 千幸1、上前 真弓1、吉田 宏昭1、上條 正義1 （1.

信州大学）

[2E1-03]

綿タオルの吸水感評価法に関する研究

*栗原 裕子1、上前 真弓1、吉田 宏昭1、上條 正義1、坂

本 将之2、平田 凪沙3、川上 正敏3 （1. 信州大学、2.

ホットマン株式会社、3. 株式会社近藤紡績所）

[2E1-04]

住空間画像の感性評価構造に対する性格特性によ

る差異

*田中 貴大1、高橋 直己2、浜田 百合3、庄司 裕子2 （1.

中央大学大学院、2. 中央大学、3. 青山学院大学）

[2E1-05]

個別討論・交流・質疑応答[2E1-06]

F会場

一般セッション | 一般セッション

視覚・機械学習・ロボティクス[2F1]
座長：鈴木 育男（北見工業大学）
09:00 〜 11:00  F会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2F1-00]
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色覚異常者の色同定支援のためのニューラル

ネットワークを用いた色変換手法

*藤村 統真1、篠沢 佳久2 （1. 慶應義塾大学大学院、2.

慶應義塾大学）

[2F1-01]

深層学習を利用した写真間視覚的類似度の予測

*大森 宏1、羽生 和紀2 （1. 東京大学大学院農学生命科

学研究科、2. 日本大学）

[2F1-02]

機械学習による感性評価結果に基づいたデータの

生成とマーケティングへの応用に関する研究

*堀江 志織1、柏﨑 尚也1 （1. 東京電機大学）

[2F1-03]

個性を付加した群ロボットの行動特性に関する研

究

*矢野 正汰1、柏﨑 尚也1 （1. 東京電機大学）

[2F1-04]

個別討論・交流・質疑応答[2F1-05]

Z1会場（岩手会場）

一般セッション | 一般セッション

アラカルト視聴[2Z11]
09:00 〜 11:00  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[2Z11-00]

講演視聴[2Z11-01]

A会場

一般セッション | 一般セッション

インタラクション（２）[2A3]
座長：石橋 賢（熊本県立大学）
14:45 〜 16:15  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2A3-00]

自動車運転者の不安を緩和する頼りがいのある

エージェントとか弱いエージェントの口調の比較

*泉 朋子1、黒田 恵里奈1、北村 尊義2 （1. 立命館大

学、2. 香川大学）

[2A3-01]

努力が価値関数の形状に及ぼす影響

*村上 始1、伊藤 大智2、川杉 桂太3、李 之林4、冨永

登夢5、山本 修平5、倉島 健5、戸田 浩之5、竹村 和久1,3

（1. 早稲田大学 総合研究機構 意思決定研究所、2. 早稲

田大学 文学部、3. 早稲田大学文学学術院、4. 早稲田大

学大学院 文学研究科、5. 日本電信電話株式会社　人間

情報研究所）

[2A3-02]

個別討論・交流・質疑応答[2A3-03]

B会場

一般セッション | 一般セッション

デザイン（１）[2B2]

座長：吉岡 聖美（明星大学）
14:45 〜 16:15  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2B2-00]

感性評価に関連する野菜パッケージのデザイン要

素

*庄野 翔1、石川 智治1、前原 崇志1、阿山 みよし1 （1.

宇都宮大学）

[2B2-01]

都市養蜂はちみつのラベルデザイン及び地域価値

が購買意欲に与える影響

*林 茄慧1、永瀬 彩子2、張 暁帆1、小山 慎一1 （1. 筑波

大学、2. 千葉大学）

[2B2-02]

VR技術を用いた壁紙の色・柄に対する印象評価

*蘇 安傑1、瀋 君怡1、張 曉帆1、小山 慎一1 （1. 筑波大

学）

[2B2-03]

個別討論・交流・質疑応答[2B2-04]

C会場

一般セッション | 一般セッション

視覚・画像[2C2]
座長：加藤 拓巳（埼玉大学）
14:45 〜 16:45  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2C2-00]

大型産業用ドローン近接撮影によるあいまい画

像の解析

*新井 一成1、細川 雅世1、國島 ミカ1 （1. テラスマイ

ル株式会社）

[2C2-01]

バナー広告における単純接触効果に影響する要素

*望月 大輝1、張 ジョ1 （1. 工学院大学）

[2C2-02]

異なる分光分布形状・色度を持つ LED 照明間に

おける色恒常性

*北堂 絢菜1、篠田 博之2 （1. 立命館大学大学院 情報理

工学研究科、2. 立命館大学 情報理工学部）

[2C2-03]

フローリング材を対象とした視覚・触覚による質

感評価

*奥田 紫乃1、前田 佳菜1 （1. 同志社女子大学）

[2C2-04]

眼疲労が明度弁別閾に及ぼす影響

*田中 一生1、入倉 隆2 （1. 芝浦工業大学大学院、2.

芝浦工業大学）

[2C2-05]

個別討論・交流・質疑応答[2C2-06]

D会場

一般セッション | 一般セッション

情報・ソフトウェア（３）[2D2]
座長：槫松 理樹（岩手県立大学）
14:45 〜 16:45  D会場 (Zoom Meeting)
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セッションへの参加方法[2D2-00]

発見や回想の促進を目的とした写真閲覧手法の開

発

*有岡 遼一1、木下 雄一朗1、郷 健太郎1 （1. 山梨大学）

[2D2-01]

勝利欲求の強さと競争的状況での身体運動参加の

関係の分析

*岩田 将昇1、高橋 直己1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[2D2-02]

個人のスケジュール推定に基づいた運動提案手法

の試作と評価

*小野 修吾1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[2D2-03]

単語の係り受け関係に基づく印象評価構造の自動

構築

*大谷 俊太1、橋本 翔2、杉本 匡史1、長田 典子1 （1.

関西学院大学、2. 西南学院大学）

[2D2-04]

個別討論・交流・質疑応答[2D2-05]

E会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（５）[2E2]
座長：阿山 みよし（宇都宮大学）
14:45 〜 16:45  E会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2E2-00]

人の善悪についての先入観の形成と変化の過程の

脳活動計測を通じた観察

*江藤 大貴1、坂本 隆2、牧 敦3、加藤 俊一1 （1. 中央大

学、2. 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、3.

（株）日立製作所　基礎研究センタ）

[2E2-01]

生理心理反応計測による紙糸を用いた肌着の着心

地評価

*唐沢 悠綺1、水橋 秀章2、上前 真弓3、吉田 宏昭3、上

條 正義3 （1. 信州大学大学院、2. 大和紡績株式会

社、3. 信州大学）

[2E2-02]

動画刺激による時間感覚変化に関する大規模調査

と動画の定量的評価への応用

*峯邑 龍1、白岩 知士1、延原 肇1 （1. 筑波大学）

[2E2-03]

唇色の感覚的分類と生理学的考察

*安森 春子1、服部 研人1、五十嵐 崇訓1、小原沢 明彦
1、菊池 麻実子1、永嶋 義直1、大杉 侑子1、田村 英子1

（1. 花王株式会社）

[2E2-04]

寝返り動作時におけるマットレス沈み込み量の計

測と平均形状の算出

*山口 穂高1、藤巻 吾朗1、吉田 宏昭2 （1. 岐阜県生活技

術研究所、2. 信州大学繊維学部）

[2E2-05]

個別討論・交流・質疑応答[2E2-06]

F会場

一般セッション | 一般セッション

計測・評価（６）[2F2]
座長：福本 誠（福岡工業大学）
14:45 〜 16:45  F会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2F2-00]

生体リズム音が運転パフォーマンスに与える影響

*須藤 季砂1、谷田部 笙太1、村尾 天地1、亀山 勇希
1、桝本 実,1、石光 俊介1 （1. 広島市立大学）

[2F2-01]

オクルージョンを伴う多義的アニメーションの運

動知覚に「ヒットストップ」が及ぼす効果の基礎

的検討

*田中 友也1、井ノ上 寛人1、鉄谷 信二1 （1. 東京電機大

学）

[2F2-02]

スマートウェアの開発に向けたリラックス誘導効

果の高い四肢への熱呈示条件の特定

*高橋 朋也1、上前 真弓1、吉田 宏昭1、上條 正義1、鈴

木 素2、松本 正秀3 （1. 信州大学、2. hap株式会社、3.

株式会社三機コンシス）

[2F2-03]

リラックスを促す四肢への温熱呈示方法の検討

*老田 晴輝1、上前 真弓1、吉田 宏昭1、上條 正義1 （1.

信州大学）

[2F2-04]

個別討論・交流・質疑応答[2F2-05]

Z1会場（岩手会場）

一般セッション | 一般セッション

アラカルト視聴[2Z12]
14:45 〜 18:00  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[2Z12-00]

講演視聴[2Z12-01]

講演視聴[2Z12-02]

B会場

一般セッション | 一般セッション

デザイン（２）[2B3]
座長：泉 朋子（立命館大学）
16:30 〜 18:00  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2B3-00]

デザインリサーチの一考察

*井上 勝雄1 （1. 東海大学）

[2B3-01]

利用目的に応じた「入りたい」と感じる飲食店の

外観の要因分析

*寺沢 健太郎1、高橋 直己1、加藤 俊一1 （1. 中央大学）

[2B3-02]

高齢者福祉と病児保育に活用される玩具デザイン[2B3-03]
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の調査

*林 秀紀1 （1. 桜美林大学）

個別討論・交流・質疑応答[2B3-04]

A会場

クロージング・セッション

クロージングセッション[Closing]
座長:荻野 晃大(京都産業大学)
18:15 〜 19:00  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2A-Closing-00]

S会場

査読セッション | 査読セッション

視覚・音[2S1]
座長：井ノ上 寛人（東京電機大学）
09:00 〜 11:00  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2S1-00]

クラッド鋼のダマスカス模様に対する感性品質向

上の検討

*川澄 未来子1、塚田 敏彦2 （1. 名城大学、2. 愛知工業

大学）

[2S1-01]

自動車のエクステリアデザインにおける光の反射

量が購入意向に与える影響

*加藤 拓巳1 （1. 埼玉大学大学院 人文社会科学研究科）

[2S1-02]

吸音材による自動車エンジン音から感じる

“スポーティ感”の感性制御

*村井 研太1、石光 俊介1 （1. 広島市立大学大学院情報

科学研究科）

[2S1-03]

個別討論・交流・質疑応答[2S1-04]

査読セッション | 査読セッション

感性マネージメント[2S2]
座長：李 セロン（香川大学）
14:45 〜 16:45  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2S2-00]

Analysis of the Relationship between Users’

Personalities and Preferences based on

Reviews on Passenger Facilities

*高橋 直己1、眞保 祐樹2、浜田 百合3、庄司 裕子1 （1.

中央大学、2. 中央大学大学院、3. 青山学院大学）

[2S2-01]

動きの「キレ」の印象形成に影響を及ぼす要因の

検討

*松花 和貴1、一川 誠2 （1. 千葉大学大学院人文公共学

府、2. 千葉大学大学院人文科学研究院）

[2S2-02]

食品の潜在的価値に関する研究[2S2-03]

*玉置 麻理1,2、岸 さくら1、桂 優作3、神宮 英夫3 （1.

ハウス食品株式会社、2. 金沢工業大学大学院、3. 金沢

工業大学）

個別討論・交流・質疑応答[2S2-04]

B会場

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション３[2BP]
13:00 〜 14:30  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2BP-00]

L*a*b*表色系を用いた周波数解析によるダイヤモ

ンドの光学シミュレーション動画における美的好

みの評価

*清水 祐希1、加藤 健郎1、深澤 寧司2、井上 愛知2 （1.

慶應義塾大学大学院、2. AGC株式会社）

[2BP-01]

支払決済手段の遷移について

*若山 大樹1、陳 超2 （1. 駒澤大学、2. 駒澤大学大学

院）

[2BP-02]

振動特性やレオロジー特性の知覚により生じる

味覚のクロスモーダル効果に関する検討

*椎谷 友貴1、加藤 健郎2、片島 拓弥3、小田 悠加3 （1.

慶應義塾大学大学院、2. 慶應義塾大学、3. 東京大学）

[2BP-03]

絵画の感性評価へ向けた多次元スペクトル解析

*吉本 純平1、稲垣 照美1、李 艶栄1 （1. 茨城大学）

[2BP-04]

高分解能触覚センサを用いたウレタン樹脂の手触

り感の定量評価

*井木 祐輔1、中島 雄次2、宮澤 篤史2、高尾 英邦1 （1.

香川大学、2. 東ソー株式会社）

[2BP-05]

オブジェクト操作における主体感

*武井 明日美1、今泉 修1 （1. お茶の水女子大学）

[2BP-06]

C会場

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション４[2CP]
13:00 〜 14:30  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2CP-00]

若者における「推し」の意義と心理的効果

*森山 咲希1、吉岡 聖美1 （1. 明星大学）

[2CP-01]

ランニングシューズの官能評価におけるばらつき

を生む要因の検討

*岡本 英也1、古川 大輔1、大林 和香那1、田渕 規之
1、金子 靖仙1 （1. ミズノ株式会社）

[2CP-02]

味わいに影響を与える成分の探索及び違いの見え

る化

[2CP-03]
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*松本 恵子1 （1. 島津製作所　分析計測事業部　LCビジ

ネスユニット）

海外製映画に見られる日本表象について

*百木 千尋1、山田 博之1 （1. 筑波大学 人間総合科学学

術院 人間総合科学研究群 デザイン学学位プログラム博

士前期課程）

[2CP-04]

海辺の景観画像による視覚刺激が脳前頭前野活動

に及ぼす影響

*池井 晴美1、趙 ヒョンジュ1、宮崎 良文1 （1. 千葉大学

環境健康フィールド科学センター）

[2CP-05]

エシカルな暮らしがもたらす幸福感の研究

*宇野 茂利1、吉村 佑歌子1、児嶋 貴美子1、外間 貴美
1、堀毛 一也2 （1. 花王株式会社　研究開発部門　感覚

科学研究所、2. 東洋大学）

[2CP-06]

Z2会場 （岩手会場）

ポスターセッション | 一般セッション

ポスターセッション・セレクション２[2Z2E]
13:00 〜 14:30  Z2会場 （岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[2Z2E-00]

講演視聴[2Z2E-01]

A会場

企画セッション | 企画セッション

ポジティブ・コンピューティング[2A1]
座長：宝珍 輝尚（京都工芸繊維大学）
09:00 〜 11:00  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2A1-00]

体動フィードバックと ASMRによる認知シャッフ

ル睡眠法

*小西 博久1、福本 誠1 （1. 福岡工業大学）

[2A1-01]

脳波を評価値とする対話型 GAによる自然音に合

う楽曲生成

*甘 昊冉1、福本 誠1 （1. 福岡工業大学）

[2A1-02]

ポジティブ・コンピューティングにおける音楽

ジャンルの影響の明確化にむけて

塩中 雄大1、*宝珍 輝尚1 （1. 京都工芸繊維大学）

[2A1-03]

感性空間を利用したマルチメディア・ポジ

ティブ・コンピューティング

*宝珍 輝尚1 （1. 京都工芸繊維大学）

[2A1-04]

B会場

企画セッション | 企画セッション

「空間と感性」[2B1]

座長：根津 知佳子（日本女子大学），松本 金矢（三重大学）
09:00 〜 11:00  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2B1-00]

つなぐ感性を育む動きのワークショップ

*永岡 和香子1、北本 遼太1 （1. 浜松学院大学短期大学

部）

[2B1-01]

探究的な学習が⽣まれる空間

松本 金矢2、*杉澤 学1、守山 紗弥加2 （1. 名古屋学芸大

学、2. 三重大学）

[2B1-02]

”音楽的な空間”と感性

*川見 夕貴1 （1. 目白大学）

[2B1-03]

医療の話し合いにおけるファシリテータと空

間・時間の構造

*吉武 久美子1 （1. 東京女子医科大学）

[2B1-04]

身体知の視点から形成的評価としての自己評価を

問い直す

*須谷 弥生1 （1. 川崎医療福祉大学）

[2B1-05]

パネルディスカッション「空間と感性」　ファシ

リテータ　百武 ひろこ(県立広島大学)

[2B1-06]

A会場

企画セッション | 企画セッション

メンタルモデルの予測[2A2]
座長：山岡 俊樹（京都女子大学）
12:30 〜 14:30  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2A2-00]

メンタルモデルの予測

*山岡 俊樹1 （1. 京都女子大）

[2A2-01]

メンタルモデルを更新する取扱説明書の役割

*清水 義孝1 （1. 株式会社クレステック）

[2A2-02]

メンタルモデルダイアグラムを応用した日常生活

活動分類

*平田 一郎1、福井 航1、福田 純1、後藤 泰徳1 （1. 兵庫

県立工業技術センター）

[2A2-03]

四則演算のメタファを用いたサービスデザインの

現状把握と未来予測

*安井 鯨太1 （1. デザイン人間工学研究会）

[2A2-04]

メンタルモデルにおける先行イメージ構築モデル

に関する研究

*坂口 和敏1 （1. 山口大学）

[2A2-05]

全体討論[2A2-06]

企画セッション | 企画セッション

KEER2022プレセッション[2A4]
座長：山中 敏正（筑波大学），小山 慎一（筑波大学）
16:30 〜 18:00  A会場 (Zoom Meeting)



©日本感性工学会 

 JSKE 第17回日本感性工学会春季大会・ISASE2022

セッションへの参加方法[2A4-00]

企画の趣旨説明：　山中　敏正　(筑波大学デザ

イン学学位プログラム)

[2A4-01]

KEER2022大会長からの welcome message：　L

luí s Marco-Almagro (Universitat Politè cnica

de Catalunya | BarcelonaTech, Spain, European

Kansei Group)

[2A4-02]

ロボットの職業がロボットの顔の人間らしさの判

断に与える影響

*瀋 君怡1、唐 古月1、櫻井 美歩1、小山 慎一1 （1. 筑波

大学 芸術系 ）

[2A4-03]

若年層における一般用医薬品の購買行動に関する

調査

*唐 古月1、常 悦1、泉澤 恵2、小山 慎一1 （1. 筑波大

学、2. 日本大学）

[2A4-04]

話題提供： Matheus Tymburibá Elian，小山　慎

一（筑波大学デザイン学学位プログラム）

[2A4-05]

C会場

企画セッション | 企画セッション

企業の感性工学研究[2C3]
座長:高山 純人(公立大学法人宮城大学)
17:00 〜 18:00  C会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2C3-01]

総合討議[2C3-02]

S会場

特別講演 | 特別講演

特別講演（３）伊藤 信太郎 先生
「感性研究から見た政治」

[2SL1]

司会：実行委員会
11:15 〜 12:15  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2S-1110-00]

特別講演：感性研究から見た政治

伊藤 信太郎 先生 （衆議院議員, 東北福祉大学特任

教授）

   11:15 〜    12:15

[2S-1110-01]

Z1会場（岩手会場）

特別講演 | 特別講演

特別講演（３）伊藤 信太郎 先生
「感性研究から見た政治」

[2Z1L]

11:15 〜 12:15  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[2Z1L-00]

特別講演：感性研究から見た政治

伊藤 信太郎 先生 （衆議院議員, 東北福祉大学特任教

授）

   11:15 〜    12:15

[2Z1L-01]

S会場

オーナーズセッション | オーナーズ・セッション

バーチャル・ツアー[2SE]
12:30 〜 14:30  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2S-1225-00]

総合討議[2S-1225-01]

Z1会場（岩手会場）

オーナーズセッション | オーナーズ・セッション

バーチャル・ツアー[2Z1E]
12:30 〜 14:30  Z1会場（岩手会場） (岩手県立大学)

セッションへの参加方法[2Z1E-00]

講演視聴[2Z1E-01]

S会場

開会式・閉会式

エンディグ・セッション[Ending]
18:15 〜 20:00  S会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[2S-Ending-00]
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A会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Affective Engineering[AM-1A]
座長:荻野 晃大(京都産業大学)
10:20 〜 12:20  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[AM-1A-00]

Neural-Network-Based Account of

Affective Phenomenon Caused by Odd

Number of Acoustic Beats

*Takao Matsumoto1 （1. Tokyo Denki

University）

[AM-1A-01]

Personalized Music Playlist Generation

Method Based on Personal Impression and

Pleasure

*Shunki Morizumi1, Akihiro Ogino2 （1. Graduate

School of Frontier Informatics, Kyoto Sangyo

University, 2. Kyoto Sangyo University）

[AM-1A-02]

Effects of surface textures and shapes on

softness perception of hard materials

*Qingyu SUN1, Junliang Guo2, Shogo Okamoto2

（1. Nagoya University, 2. Tokyo Metropolitan

University）

[AM-1A-03]

Analysis of fuzzy images by close-up

photography of large industrial drones

*Kazunari Arai1, Masayo Hosokawa, Mika

Kunishima （1. TERRACE MILE Inc.）

[AM-1A-04]

Mathematical Modeling of Emotion

Potential and Pleasure Based on the

Dynamics of Free Energy

*Tomohisa Usuda1, Hideyoshi Yanagisawa1 （1.

Department of Mechanical Engineering, The

University of Tokyo）

[AM-1A-05]

The Impact of User Attitudes toward

Software Updates on User Experience

*Tian Wang1, Kazutaka Ueda1 （1. University of

Tokyo）

[AM-1A-06]

B会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Affective Robotics[AM-1B]
座長:田中 久弥(工学院大学)
10:20 〜 12:20  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[AM-1B-00]

Development of a Device that Suppresses[AM-1B-01]

Painful Stimuli Using the Masking Effect of

Phantom Sensation

*Hiroaki Takebe1, Mitsuo Yasushi1, Yuki

Nagatsu1, Hideki Hashimoto1 （1. Chuo

University）

Cooperative movement of an inverted two-

wheeled vehicle with a human using force

control with variable viscosity

*Kota Ito1, Fumiya Itagaki2, Yuki Nagatsu3,

Hideki Hashimoto4 （1. Chuo University, 2. Chuo

University, 3. Chuo University, 4. Chuo

University）

[AM-1B-02]

Basic Research of 50-Selective Steady

State Visual Evoked Potential Brain-

Computer Interface

*Sodai Kondo1, Hisaya Tanaka1 （1. Kogakuin

University）

[AM-1B-03]

Visualization of Spatial Attention on the

BCI Cognitive Test Screen

*Yusuke Minamio1, Hiyasa Tanaka1, Raita

Fukasawa2, Kentaro Hirao2, Akito Tsugawa2,

Soichiro Shimizu2 （1. Kogakuin Univ., 2. Tokyo

Medical Univ.）

[AM-1B-04]

Coherence Analysis of EEG during Motor

Imagery and BCI Manipulation

*Yuta Goto1, Hisaya Tanaka1 （1. Kogakuin

University）

[AM-1B-05]

Emotion-Reacting Wear Based on Facial

Expression Analysis

*Sakiho Kai1, Misako Ando1, Junko Ishiuchi1,

Chiaki Ujihira1, Takao Furukawa1 （1. Kyoritsu

Women's University）

[AM-1B-06]

A会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Affective Science[PM-1A]
座長:張 珏(工学院大学)
13:00 〜 15:00  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[PM-1A-00]

The relationship between preferences in

pink colors and fashion taste

*Tipporn Laohakangvalvit1, Keiko Miyatake2,

Peeraya Sripian1, Michiko Ohkura1 （1. Shibaura

Institute of Technology, 2. Kyoritsu Women's

University）

[PM-1A-01]
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Pedagogy for Advanced Computer-Aided

Fashion Design

*Sena An1, Sakiho Kai1, Chiaki Ujihira1, Takao

Furukawa1 （1. Kyoritsu Women's University）

[PM-1A-02]

Towards Dynamic Formation of Online

Discussion Groups:

Capturing Variations in Group Members’

Interests based on Topics Flow

*Emmanuel Ayedoun1, Marina Goto, Masataka

Tokumaru1 （1. Kansai University）

[PM-1A-03]

Group Discussions: Relationship between

elements of the conversation and the

subjective evaluation of participants

*Asuto Kinoshita1, Jue ZHANG1 （1. Kogakuin

University）

[PM-1A-04]

Influence of the Vection Effect on VR

Motion Sickness

*Ryota Matsumoto1, Jue Zhang1 （1. Kogakuin

University）

[PM-1A-05]

Distinguishing Emotions on the Basis of

Dog Behavior

*Chihiro Koyama1, Jue Zhang1 （1. Kogakuin

University）

[PM-1A-06]

B会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Affective Design &Measurement[PM-1B]
座長:藤森 裕美(東京農業大学)
13:00 〜 15:00  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[PM-1B-00]

Applying Impression Evaluation Method by

Space to Picture Retrieval Based on

Impression

Tran Thi Bich Lien, *Teruhisa Hochin1 （1. Kyoto

Institute of Technology）

[PM-1B-01]

Measurement and Visualization of

Drowsiness for Nonverbal Communication

by Avatars

*Yudai Koshi1 （1. Kogakuin University）

[PM-1B-02]

Emotional Contagion and Mirror System

Activity Measurement for Highly Sensitive

Person Evaluation

*Yuuna Ishikami1 （1. Kogakuin University）

[PM-1B-03]

Research on Latent Value of Food

*Mari Tamaoki1,2, Sakura Kishi1, Yusaku Katsura3,

[PM-1B-04]

Hideo Jingu3 （1. House Foods Corporation, 2.

Kanazawa Institute of Technology Graduate

School of Engineering, 3. Kanazawa Institute of

Technology）

Changes in Food Self-Sufficiency Rate in

Japan from the Perspective of Food

Mileage

*Shino SHIMADA1, Hiromi FUJIMORI1 （1. Tokyo

University of Agriculture, Faculty of

International Agriculture and Food Studies,

Department of Food Environment Economics）

[PM-1B-05]

Food labeling

*Hiromi FUJIMORI1, Akiko KITABATAKE2, Mihoko

SUZUKI3 （1. University of Agriculture,

Department of Food Environment Economics, 2.

Kanagawa Agricultural Technology Center,

Extension and Guidance Division, 3. Kanagawa

Agricultural Technology Center, Planning and

Management Division）

[PM-1B-06]

A会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Affective Design &Computing[PM-2A]
座長:高寺 政行(信州大学)
15:20 〜 17:20  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[PM-2A-00]

Visual-olfactory integration to enrich the

digital experience

*Kazuma Joe Ogasawara1, Tomohisa Usuda1,

Xiaoxiang Wu1, Takehiro Hasegawa1, Masahiro

Hirako1, Shuji Fujita2, Kazuko Yamagishi3,

Kazutaka Ueda1, Hideyoshi Yanagisawa1 （1. The

University of Tokyo, Design Engineering Lab, 2.

Sony Corporation, 3. Sony Group Corporation）

[PM-2A-01]

Modeling emotions with the free-energy

reduction in category recognition: A

hierarchical Bayesian approach for

perception process

*Yubo Feng1, Hideyoshi Yanagisawa1 （1.

University of Tokyo）

[PM-2A-02]

3D Garment Modeling from Garment

Contours for Patternmaking

*KyoungOk Kim1, Takumi Miyaji1, Masayuki

Takatera1 （1. Shinshu Univ.）

[PM-2A-03]

Human Impressions on Imperfect Robots in[PM-2A-04]
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Cooperative Relationship

*Takuto Kawai1, Masataka Tokumaru1, Emmanuel

Ayedoun2 （1. Graduate School of Science and

Engineering, Kansai University, 2. Faculty of

Engineering Science Kansai University）

Optimization of fuzzy rules in sports

highlight extraction method

based on genetic algorithm

*Lingkai WANG1, Emmanuel AYEDOUN2, Hiroshi

TAKENOUCHI3, Masataka TOKUMARU1 （1.

Graduate School of Science and Engineering,

Kansai University, 2. Faculty of Engineering

Science, Kansai University, 3. Faculty of

Information Engineering, Fukuoka Institute of

Technology）

[PM-2A-05]

Music Recommendation System Considering

Musical Score Features using Kansei
Retrieval Agents with Fuzzy Inference

*Hiroshi Takenouchi1, Airi Hattori1, Masataka

Tokumaru2 （1. Fukuoka Institute of Technology,

2. Kansai University）

[PM-2A-06]

B会場

一般セッション | 国際シンポジウム

Cognitive Science &Artificial Intelligence[PM-2B]
座長:橘 完太(工学院大学)
15:20 〜 17:20  B会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[PM-2B-00]

The Effect of Ambiguous Image on Pupil

Response of Sun and Moon Perception

*Novera Istiqomah1,2, Tetsuya Takeshita1, Yuya

Kinzuka1, Tetsuto Minami1, Shigeki Nakauchi1

（1. Toyohashi University of Technology, 2.

Telkom University, Bandung, West Java,

Indonesia）

[PM-2B-01]

Application of Reduced-Region-of-Orbit

(RRO) Feedback Method to a Chaotic

Bipolar-disorder Neural System

*Hirotaka Doho1, Sou Nobukawa2, Haruhiko

Nishimura3, Nobuhiko Wagatsuma4 （1. Kochi

University, 2. Chiba Institute of Technology, 3.

University of Hyogo, 4. Toho University）

[PM-2B-02]

Extraction of Features Important for Facial

Attractiveness Using Gradient-Weighted

Class Activation Mapping and Guided

[PM-2B-03]

Gradient-Weighted Class Activation

Mapping

*Takanori Sano1 （1. Global Research Institute,

Keio University）

Making an English Speech Resemble the

User's Voice Using UTAU and Interactive

Evolutionary Computation

*Taichi Miyamoto1, Haoran Gan2, Makoto

Fukumoto1 （1. Faculty of Information

Engineering, Fukuoka Institute of Technology, 2.

Graduate school of Fukuoka Institute of

Technology）

[PM-2B-04]

Hand Gesture Recognition by Hand

Landmark Classification

*Khawaritzmi Abdallah Ahmad1, Dian Christy

Silpani1, Kaori Yoshida1 （1. Graduate School of

Life Science and Systems Engineering, Kyushu

Institute of Technology）

[PM-2B-05]

Development of Interface for Visualizing

the Center of Gravity of Caregiver's Body

Segment

*Taiga Nihira1, Kanta Tachibana1, Yukie Abe2,

Ayako Ito2, Ai Kawabata2 （1. Kogakuin Univ., 2.

Tokyo Medical Univ.）

[PM-2B-06]

A会場

特別講演 | 国際シンポジウム

Keynote[Special talk]
座長:高寺 政行(信州大学)
09:10 〜 09:50  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[Special talk-00]

Keynote: Generation and

characterization of endoderm-derived

chemosensory cells from non-human

primates

Ken Iwatsuki, Ph.D. （ Faculty of Applied

Bioscience, Tokyo University of

Agriculture）

[Special talk-01]

開会式・閉会式 | 国際シンポジウム

Opening[Opening]
座長:高寺 政行(信州大学)
09:00 〜 09:10  A会場 (Zoom Meeting)

セッションへの参加方法[Opening-00]

ウェルカム・メッセージ[Opening-01]




