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C000019 2023年3月6日 09:00 09:20 A 嗜好飲料飲用時の感情を評価する新たな手法の検討 髙橋 怜 浦元 朋子 笹島 祐子 柘植 祐公子熊王 俊男 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000045 2023年3月6日 09:20 09:40 A 画像を用いたRTDコーヒーの風味と飲用シーンの評価 －写真と絵画の比較－ 細川 陽子 後藤 幸生 佐野 昇 星野 邦秀 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000056 2023年3月6日 09:40 10:00 A ヨーグルトがもたらす「爽やかさ」についての探索的研究 岩城 達也 高井 めぐみ 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000067 2023年3月6日 10:00 10:20 A 食物選択動機とヨーグルト喫食の関連性検討 崎山 加奈子 橋本 佳穂理 大島 悟 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000022 2023年3月6日 10:40 11:00 A 服の生地の風合いの表現手段に関する研究 ネット通販の商品ページに着目して 石上 耕大 岡田 絵梨奈 田村 良一 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000062 2023年3月6日 11:00 11:20 A 機能付与加工された布地が心身に与える影響 阿部 菜月 唐沢 悠崎 吉田 宏昭 上條 正義 鈴木 素 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000071 2023年3月6日 11:20 11:40 A 個人に適合した硬さのベッドマットレス選定方法に関する研究 有賀 宏行 吉田 宏昭 上條 正義 関口 正二 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000080 2023年3月6日 11:40 12:00 A スマートテキスタイルを用いた上肢と下肢への熱呈示によるリラックス誘導効果 Vo Thi Minh Thu 吉田 宏昭 上條 正義 松本 正秀 鈴木 素 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000137 2023年3月6日 16:00 16:20 A 生活費の支出状況と金銭不安 吉澤 彰真 久徳 康史 新岡 陽光 高橋 直己 庄司 裕子 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000078 2023年3月6日 16:20 16:40 A 食の豊かなコミュニケーションを支援するための教師なし学習に基づく 表現検索エンジンの提案 HAO YIYANG 延原 肇 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000162 2023年3月6日 16:40 17:00 A コロナ渦における計画的な窓開け換気行動を促すシステムの開発 環境計測デバイスを用いた室内環境指標および窓開度の実測 武田 朋也 山本 高広 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000175 2023年3月6日 17:00 17:20 A 乳がん術後患者のブラジャー選択支援のための基礎研究 日本人女性の乳房部の３次元形状特性 土肥 麻佐子 石垣 理子 角田 千枝 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000182 2023年3月6日 17:20 17:40 A 照明とアロマによる衣服のイメージ変化の分析 霜崎 大河 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 生活と環境(衣食住等）等に関する分野

C000014 2023年3月6日 09:00 09:20 B 東西南北が商品・サービスの魅力に与える影響 原産国の四方位への拡張 加藤 拓巳 感性商品・デザイン等に関する分野

C000074 2023年3月6日 09:20 09:40 B 鳥の顔の印象分析とその結果を活かしたキャラクターの制作 小林 夕紗 橋田 規子 感性商品・デザイン等に関する分野

C000111 2023年3月6日 09:40 10:00 B リビングに゙゙馴染むコミュニケーションロホットの゙ 外観の研究 芭蕉宮 遥佳 橋田 規子 感性商品・デザイン等に関する分野

C000099 2023年3月6日 10:00 10:20 B タスク分析とチェックリストによるスマートスピーカーのユーザビリティ評価 西川 祐生 土井 俊央 感性商品・デザイン等に関する分野

C000101 2023年3月6日 10:40 11:00 B 高齢者の健康促進のために活用される玩具の調査分析 林 秀紀 感性商品・デザイン等に関する分野

C000157 2023年3月6日 11:00 11:20 B スマートフォンケースの視覚・視触覚間印象差による予想価格変化率の階層モデリング 山本 悠 飛谷 謙介 山﨑 陽一 長田 典子 感性商品・デザイン等に関する分野

C000123 2023年3月6日 11:20 11:40 B Tシャツに対する印象とデザイン要素の関係についての日中比較 朱 怡霏 髙橋 直己 浜田 百合 庄司 裕子 感性商品・デザイン等に関する分野

C000028 2023年3月6日 11:40 12:00 B 福祉商品における色と質感の変化による“カワイイ”印象評価 吉田 雅 張 ジョ 感性商品・デザイン等に関する分野

C000154 2023年3月6日 16:00 16:20 B アバタのかわいい動きに関する印象評価 川北 輝 西村 拓一 感性商品・デザイン等に関する分野

C000163 2023年3月6日 16:20 16:40 B リホンのたれの太さと長さ、形状が及ぼす印象の変化 中村 廉 市原 太一 菊川 祥永 山本 涼夏 森岡 茉子 森 優希 福島 百葉 石橋 賢 感性商品・デザイン等に関する分野

C000168 2023年3月6日 16:40 17:00 B ライトノベルの年代変遷に関する統計的分析 長谷川 祥 山田 真司 感性商品・デザイン等に関する分野

C000169 2023年3月6日 17:00 17:20 B 舞台照明によるライブステージの印象変化 西田 吉希 山田 真司 感性商品・デザイン等に関する分野

C000170 2023年3月6日 17:20 17:40 B 隣接する2色を最も調和させる面積比の研究 千葉 匡人 山田 真司 感性商品・デザイン等に関する分野

C000013 2023年3月6日 09:00 09:20 C ハグシーン閲覧により誘起される心理的体験の多階層・多次元構造 小倉 夢花 岡本 正吾 小菅 有嬉 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000060 2023年3月6日 09:20 09:40 C 電子レンジのしくみの理解度と説明深度の錯覚の関係について 山本 彩智 土井 俊央 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000046 2023年3月6日 09:40 10:00 C クライアントのストレスとカウンセリング場面のマルチモーダル感情推定の関連性 遠隔勤務者のストレス自動検出に向けて 松本 和幸 木内 敬太 康 シン 西村 良太 篠山 学 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000032 2023年3月6日 10:00 10:20 C VRアバターの呼吸動作がユーザの感じ方に与える影響 緒方 駿冶 張 ジョ 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000097 2023年3月6日 10:40 11:00 C 幾何学的形態測定法と深層学習手法の統合による顔魅力特徴の探求 佐野 貴紀 川畑 秀明 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000149 2023年3月6日 11:00 11:20 C 白目の色が顔印象に及ぼす影響についての検討 渡辺 直樹 西野 顕 沖山 夏子 永井 岳大 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000134 2023年3月6日 11:20 11:40 C 顔画像の魅力評定に及ぼす解像度の影響 大石 貴矢 岡部 伊織 濵中 祥弘 楊 暁光 水越 興治 川畑 秀明 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000173 2023年3月6日 11:40 12:00 C 聴覚刺激が心理状態を介してスキンケア製品の触感に与える影響 池島 俊季 大久保 堅三郎 大石 貴矢 水越 興治 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000024 2023年3月6日 16:00 16:20 C 言語刺激における言語レベル－反応モデルの構築およびNIRSによる脳血流量データからのTOEIC得点の推定手法 長尾 泰典 長谷川 孝太郎 浜田 百合 栗原 陽介 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000063 2023年3月6日 16:20 16:40 C 深部体温および発汗量に基づく体温調節機能を考慮した排尿時刻予測手法の提案 八木 匠 塩田 崇真 浜田 百合 栗原 陽介 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000086 2023年3月6日 16:40 17:00 C 魚眼画像変換のための等距離変換アルゴリズム 三次元複素射影空間（CP3）の活用 西本 博之 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000095 2023年3月6日 17:00 17:20 C 高難度ゲームでの悔しい感情がゲームプレイ中の生体信号に与える影響 齊藤 翼 坂本 隆 中田 亨 加藤 俊一 高橋 直己 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000171 2023年3月6日 17:20 17:40 C 運動への関心に合わせた運動系ゲームの推薦による運動機会の拡大と効果の評価 薄 武琉 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000116 2023年3月6日 09:00 09:20 D Noisy Color Phenomenonの生起メカニズムに関する定量的心理モデルの構築 正方形カラーパッチを刺激とした印象評価実験の分析 松田 創 緒方 思源 松居 辰則 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000138 2023年3月6日 09:20 09:40 D フリマアプリの価格決定におけるアンカリング効果に関する研究 菅原 優樹 久徳 康史 新岡 陽光 高橋 直己 庄司 裕子 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000131 2023年3月6日 09:40 10:00 D サプライズを用いた参照価格の推定 新保 慧太 高 正月 村上 始 川杉 桂太 李 之林 竹村 和久 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000081 2023年3月6日 10:00 10:20 D サプライズを用いた流行過程の説明 高 正月 新保 慧太 村上 始 川杉 桂太 竹村 和久 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000184 2023年3月6日 10:40 11:00 D 説明可能AIを用いた「かわいい」に関する概念獲得と汎化の可視化の試み 馬 世昂 松居 辰則 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000166 2023年3月6日 11:00 11:20 D 倫理観が作用する意思決定における認知モデルの構築 倫理課題に関する一般化モデルの構築 桑原 碧 松居 辰則 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000136 2023年3月6日 11:20 11:40 D 手話ソングを用いた認知トレーニングシステムの開発 －標的選択課題としての行動学的特性－ 長谷川 良平 米田 英正 岩月 克之 大山 慎太郎佐伯 将臣 山本 美知郎平田 仁 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000118 2023年3月6日 11:40 12:00 D 機械動作が人の情動に及ぼす影響 スターリングエンジン機構観察時の脳波分析 北原 立朗 佐藤 智明 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000036 2023年3月6日 09:00 09:20 E ARを利用した術野への応用アプリケーションの開発 石川 冬澄 永井 健太 田中 久弥 張 ジョ 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000053 2023年3月6日 09:20 09:40 E ラフ集合を用いた TF-IDF 併記決定ルール群表記法の提案と個人投資家の属性データに対する分析 中村 鴻成 原田 利宣 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000082 2023年3月6日 09:40 10:00 E Real-ESRGANの改良モデルを用いた低解像度画像の顔認証に関する研究 カ カセイ 豊島 依槻 多田 真悠 岡田 吉史 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野
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C000083 2023年3月6日 10:00 10:20 E Convolutional Autoencoderを用いた心電図のビート画像による心筋梗塞の識別及び梗塞部位の特定 蠣崎 龍也 内山 竜之介 富岡 碩人 石丸 桃子 岡田 吉史 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000085 2023年3月6日 10:40 11:00 E ALBERTを用いた対話における感情生起要因の自動推定 本田 将太郎 鈴木 智大 内山 竜之介 岡田 吉史 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000084 2023年3月6日 11:00 11:20 E 3D-Convolutional Neural Networkに基づくうつ病識別に関する研究 堀口 凌 石丸 桃子 岡田 吉史 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000087 2023年3月6日 11:20 11:40 E 3D-CNNとLSTMを用いた嘘の自動識別に関する研究 佐藤 良樹 豊島 依槻 岡田 吉史 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000102 2023年3月6日 11:40 12:00 E 輝度ベクトルの吸光スペクトル拡張関数空間への変換による ハイパースペクトル画像の推定 関 康太郎 佐藤 遼史 浜田 百合 栗原 陽介 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000075 2023年3月6日 09:00 09:20 F IT 企業に対して大学生の持つ印象 中国人学生と日本人学生の違い 基礎的検討(2) 劉 子恩 布川 博士 感性事業・企業経営・産業などに関する分野

C000018 2023年3月6日 09:20 09:40 F 中年女性の頬の皮膚における粘弾性と加齢の関係 大野 秀夫 西村 直記 菅屋 潤壹 岩瀬 敏 西村 るみ子 杉山 理 新分野

C000030 2023年3月6日 09:40 10:00 F 肥満傾向・やせ傾向小学生の生活習慣の特徴分析 橋弥 あかね 平井 美幸 西村 治彦 新分野

C000066 2023年3月6日 10:00 10:20 F 身体感覚とEmotion 福田 収一 新分野

C000023 2023年3月6日 10:40 11:00 F Temporal Dominance of Sensations タスクの階層的クラスタリング分析 夏目 滉大 岡本 正吾 永野 光 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000025 2023年3月6日 11:00 11:20 F 外耳道脳波計とフィットネストラッカーを用いたストレスモニタリング アフィカ アディラ 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000070 2023年3月6日 11:20 11:40 F 音楽・振動・照明刺激を用いた多感覚刺激呈示によるリラックス亢進効果 榎戸 菜美 白石 友佳 吉田 宏昭 上條 正義 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000072 2023年3月6日 11:40 12:00 F アクティブ制御によるバーチャルサラウンドの生成と聴感評価 北岡 萌々花 石光 俊介 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000012 2023年3月6日 15:00 15:20 D 仮想立体裁断による襟の型紙製作 平川 央真 堀場 洋輔 乾 滋 企画　感性ファッション工学

C000068 2023年3月6日 15:20 15:40 D 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 －ファッション関心度の異なるグループ間比較－ 阿山 みよし 石川 智治 佐藤 美恵 奥田 柴乃 柳田 佳子 企画　感性ファッション工学

C000091 2023年3月6日 15:40 16:00 D アパレル着装シミュレーションと実物の印象評価における生地質感の影響 石田 英衣 金 炅屋 高寺 政行 企画　感性ファッション工学

C000092 2023年3月6日 16:00 16:20 D 触覚過敏者が着用可能なニット生地の力学特性 辻 颯月 金 炅屋 高寺 政行 神山　 英臣 細川 隼人 福本　 潤 加藤 路瑛  企画　感性ファッション工学

C000114 2023年3月6日 16:20 17:00 D サステイナブルファッションをライフサイクル思考から 天沢 逸里 企画　感性ファッション工学

C000148 2023年3月6日 17:00 17:20 D 機能性・審美性被服設計のための教育モデル 安 星奈 石内 順子 氏平 千暁 甲斐 咲帆 三浦 爾子 古川 貴雄 企画　感性ファッション工学

C000179 2023年3月6日 17:20 17:40 D 仮想立体裁断のための型紙作製システムの開発 依田 幸憲 召田 優子 乾 滋 堀場 洋輔 企画　感性ファッション工学

C000180 2023年3月6日 17:40 18:00 D 実際に布を扱った際の人差し指の動作の特徴と傾向 関口 日向 召田 優子 乾 滋 堀場 洋輔 企画　感性ファッション工学

C000129 2023年3月6日 09:00 09:25 S 爪に含まれる性ホルモンの定量分析 ー中長期的な体内環境の評価指標としてー 永井 寛子 佐藤 花純 野村 収作 査読セッション

C000121 2023年3月6日 09:25 09:50 S A Preliminary Study on Psychophysiological Effect of Heartrate Feedback Musical Experience Yi XING Yuto KAWAUCHI E.A. Chayani DILRUKSHI Yuta Nishiyama 野村 収作 査読セッション

C000043 2023年3月6日 09:50 10:15 S ちらつきストレス軽減を目的とした高周波刺激SSVEP-BCI 近藤 蒼大 田中 久弥 査読セッション

C000031 2023年3月6日 10:30 10:55 S 「かわいい」と思う感情の対象の変遷と原因系 古語辞典・国語辞典の用例の分析 宇治川 正人 査読セッション

C000039 2023年3月6日 10:55 11:20 S コミュニケーションロホットの着衣色による感情表出手法の提案 辰己 晶洋 大久保 雅史 査読セッション

C000040 2023年3月6日 11:20 11:45 S 絵本の対話型生成支援システム 小柳 壮摩 萩原 将文 査読セッション

C000041 2023年3月6日 16:00 16:25 S 知覚実験を用いたスポーツタイプ・モーターサイクルの 感性デザインプロセス 田中 薫子 山田 真司 査読セッション

C000042 2023年3月6日 16:25 16:50 S 災害時の危険判断に避難指示文による同調バイアスが及ぼす影響 池田 朋矢 一川 誠 査読セッション

C000132 2023年3月6日 16:50 17:15 S 人間が植物に身体所有感を感じる疑似体験手法の開発と評価 三上 拓哉 藤木 淳 査読セッション

C000044 2023年3月6日 14:20 15:45 A 深層ニューラルネットワークを用いた広告動画の評価値分布予測 高橋 陽香 左達 秀敏 中村 純二 近添 淳一 ポスター

C000065 2023年3月6日 14:20 15:45 A 衣料用柔軟剤の使い分け行動による洗濯体験の研究 半構造化面接法を活用した質的調査 斎藤 快 大木 亨 浅野 昭祐 ポスター

C000090 2023年3月6日 14:20 15:45 A クッション製品の三次元変形の可視化 視覚情報による触感の伝達を目指して 藤巻 吾朗 山口 穂高 ポスター

C000106 2023年3月6日 14:20 15:45 A 「リプレイ回数が最も多い部分」に注目したYouTube動画の分類 －K-POP動画を事例に－ 神野 かこ 星野 雄介 ポスター

C000110 2023年3月6日 14:20 15:45 A 商店前における情報変更時の来店者の行動分析 中村 安達 林田 和人 柴田 滝也 ポスター

C000094 2023年3月6日 14:20 15:45 B 高齢ドライバの運転モニタリングにおけるサンプリング期間の影響 山岸 未沙子 ポスター

C000120 2023年3月6日 14:20 15:45 B 化粧品容器の表面物理特性が容器触感印象に及ぼす影響 坂口 歳斗 荒井 観 荒川 尚美 鑓水 清隆 高原 さくら 中村 健二 遠藤 瑞紀 田川 大輔 ポスター

C000143 2023年3月6日 14:20 15:45 B 口コミによる子ども向け携帯ゲームの評価 伴 浩美 ポスター

C000128 2023年3月6日 14:20 15:45 B 病院理学療法士のわくわく経験の抽出：予備的研究 武田 裕吾 仲山 勉 古川 勉寛 ポスター

C000183 2023年3月6日 14:20 15:45 B ダンスの゙審美的評価に及ぼず 鑑賞者の熟達性の影響 身体的再現可能性の認知とダンズ評価の関係に着目して 三好 香次 川畑 秀明 ポスター

C000015 2023年3月6日 15:00 15:50 F 汎用システムデザインプロセス 山岡 俊樹 オーナーズ　システム再考

C000054 2023年3月6日 15:50 16:20 F 汎用システムデザインプロセスによる製品開発 平田 一郎 オーナーズ　システム再考

C000016 2023年3月6日 16:20 16:50 F システム思考に基づく体験価値起点のUXデザインプロセスの考察 土井 俊央 オーナーズ　システム再考

C000057 2023年3月6日 16:50 17:10 F データビジュアライゼーションの視点によるデザインプロセスの考察 安井 鯨太 オーナーズ　システム再考

C000055 2023年3月6日 17:10 17:40 F ビジュアル表現を活用した善に基づくシステムアーキテクティング 坂口 和敏 オーナーズ　システム再考
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C000133 2023年3月7日 10:00 10:20 A 味覚の印象表現に適した文字フォントの日中比較 野間 朝子 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 感性商品・デザイン等に関する分野

C000113 2023年3月7日 10:20 10:40 A 絵文字から受け取る笑顔の強さの印象に関する年齢層による違いの研究 上野 舞夕 高橋 直己 浜田 百合 庄司 裕子 感性商品・デザイン等に関する分野

C000159 2023年3月7日 10:40 11:00 A デザイン思考における着想力の強化を目指したアイデアスケッチによる演習の影響 櫻井 将人 定國 伸吾 松田 崇 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000165 2023年3月7日 11:00 11:20 A 意見の一致度の可視化がグループディスカッションに与える影響について 上田 耕作 坂本 隆 中田 亨 高橋 直己 加藤 俊一 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000145 2023年3月7日 11:20 11:40 A アバターの外見的特徴が対話相手の印象に与える影響 富田 尋也 加藤 俊一 高橋 直己 坂本 隆 中田 亨 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000139 2023年3月7日 16:00 16:20 A 相手や状況に応じたテキストチャットメッセージの特徴に関する研究 伊藤 鉄平 高橋 直己 庄司 裕子 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000147 2023年3月7日 16:20 16:40 A Covid-19流行時における大学声明の探索的調査 リスクコミュニケーションの観点を基に 松村 一矢 布川 博士 瀬川 浩生 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000177 2023年3月7日 16:40 17:00 A 大学における遠隔授業移行時に学生が持った印象の考察(2) －現在の印象－ 木村 有良 布川 博士 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000064 2023年3月7日 17:00 17:20 A 「ありがとう」を伝える自動車用照明の発光条件 萩原 樹 吉田 宏昭 上條 正義 藤井 穂菜美 コミュニケーション・合意形成・教育などの感性の形成に関する分野

C000152 2023年3月7日 09:00 09:20 B 生理指標によるVRコンテンツ視聴時の「わくわく感」の計測の試み 柳 知沙都 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000035 2023年3月7日 09:20 09:40 B VR空間上での環境変化が集中力に与える影響 松隈 未佳 張 ジョ 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000038 2023年3月7日 09:40 10:00 B VR空間内の上昇と下降の速度が浮遊感に与える影響 片山 航太 張 ジョ 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000098 2023年3月7日 10:00 10:20 B 感情が記憶に与える影響の一般化の可能性に関する検討 新田 真隆 田村 良一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000135 2023年3月7日 10:40 11:00 B 多重解像度解析を用いた特性不安の周波数特性抽出によるSTAIスコアの推定 押久保 昂矢 長谷川 孝太郎 浜田 百合 栗原 陽介 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000146 2023年3月7日 11:00 11:20 B 独立－相互作用脳活性度反応モデルによる色彩環境下での知的作業判別手法の提案 小山 芽梨乃 浜田 百合 栗原 陽介 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000144 2023年3月7日 11:20 11:40 B 評価グリッド法によるサステナビリティ感と高級感の構成要素の比較 都賀 美有紀 杉本 匡史 山﨑 陽一 破田野智己 長田 典子 福田 浩明 高田 耕二 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000158 2023年3月7日 11:40 12:00 B 対話を用いた美術鑑賞がウェルビーイングや感情に与える効果の予備的研究：対話鑑賞がもたらす効用測定のプロトコル化を目指して 川畑 秀明 稲庭 彩和子 駒米 愛子 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000073 2023年3月7日 16:00 16:20 B プローブ刺激法を用いた走行音に対する注意容量の推定 亀山 勇希 石光 俊介 古高 啓介 藤井 泰人 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000156 2023年3月7日 16:20 16:40 B 学習への態度分類に合わせた動機付け強化方法とその効果の分析 桑原 直輝 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000160 2023年3月7日 16:40 17:00 B 睡眠に関する利得・損失メッセージが睡眠への関心の強化に与える効果の検証 南部 碧衣 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 加藤 俊一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000161 2023年3月7日 17:00 17:20 B 接客態度の丁寧さに対する顧客の主観評価と脳活動の分析 朱 思禹 鎌田 浩毅 高橋 直己 中田 亨 坂本 隆 牧 敦 加藤 俊一 心理・生理・行動・脳科学・認知等に関する分野

C000117 2023年3月7日 09:20 09:40 C インパクト時におけるラインスキャン撮像モデルの構築および線形基底展開法によるゴルフホール初期状態推定手法 八幡 和磨 浜田 百合 栗原 陽介 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000108 2023年3月7日 09:40 10:00 C ドローンの飛行操作体験を通したユーザの潜在的意識変容に関する調査とそれに基づく利用促進への接近 澤山 瑠那 延原 肇 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000126 2023年3月7日 10:00 10:20 C 印象に基づいた自動配色生成システム 細田 颯 木下 雄一朗 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000127 2023年3月7日 10:40 11:00 C ランプシェード作成支援を目的とした印象評価モデルの構築 小林 聡輝 木下 雄一朗 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000172 2023年3月7日 11:00 11:20 C セレンディピティ性を考慮した特徴的なカスタマーレビュー抽出手法について 鈴木 優耀 齊藤 史哲 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000174 2023年3月7日 11:20 11:40 C UGVロホットの形状は安心感に影響するのか？ UGVロホットの斜め形状の効果に関する研究 コスタダ ヴィトー 益子 宗 小山 慎一 山中 敏正 数理・情報科学・システム・ソフトウェア・ロホット等に関する分野

C000100 2023年3月7日 15:40 16:00 C 画像と音を利用したポジティブ・コンピューティング 中村 駿也 宝珍 輝尚 企画　ウェルビーイングと感性

C000109 2023年3月7日 16:00 16:20 C 沈黙を考慮して会合における参加者の気分を上げる音楽プレイリストの設計法 荻野 晃大 企画　ウェルビーイングと感性

C000119 2023年3月7日 16:20 16:40 C ASMR音生成を行う対話型遺伝的アルゴリズムにおける音源数調整 福本 誠 南 震 企画　ウェルビーイングと感性

C000181 2023年3月7日 16:40 17:00 C 音高習得における基準音の影響の調査 岩田 力樹 福本 誠 企画　ウェルビーイングと感性

C000051 2023年3月7日 09:00 09:20 D 恐怖・感動・笑い刺激による皮膚コンダクタンス応答ダイナミックパラメータの違い 小菅 有嬉 牧岡 立樹 岡本 正吾 多良 氣 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000037 2023年3月7日 09:20 09:40 D 恐怖感が味覚感受性に及ぼす影響 吉村 海斗 張 ジョ 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000033 2023年3月7日 09:40 10:00 D 異なる壁素材の触覚が VR 空間における歩行に与える影響 林 蘭欣 張 ジョ 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000034 2023年3月7日 10:00 10:20 D 音の不協和度による「やわらかい」の印象評価 兼俊 晶帆 張 ジョ 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000076 2023年3月7日 10:40 11:00 D 中年者のAIスピーカーの技術受容モデルに関する研究 中国におけるスマートホームの普及に向けて 景 雲 田村 良一 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000093 2023年3月7日 11:00 11:20 D 料理における感性の研究 上大澤 和樹 布川 博士 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000112 2023年3月7日 11:20 11:40 D 空気流によるタオル触感の提示技術に関する基礎的検討 福田 蓮 田中 宥幸 三井 実 石川 智治 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000115 2023年3月7日 11:40 12:00 D 周期的振動を用いた布地触感呈示技術の基礎的検討 杉本 鉄馬 三井 実 石川 智治 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000125 2023年3月7日 16:00 16:20 D サッカーのゴールシーンに対する印象評価モデルの構築 上野 星南 木下 雄一朗 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000140 2023年3月7日 16:20 16:40 D テーマの異なるエッセイに使用されているレトリックの分類と計量分析 根本 さくら 村井 源 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000141 2023年3月7日 16:40 17:00 D CGM制作直後の行動選択が自己評価変容に及ぼす影響の解明 イラスト制作・自己評価計測調査から 佐部利 修士 延原 肇 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000142 2023年3月7日 17:00 17:20 D 居心地の総合評価に関する実験研究 香りがソロワークブースの居心地に与える影響 木村 美羽 香川 治美 田村 かおり 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000150 2023年3月7日 17:20 17:40 D 感情認識のための音楽聴取時の脳波データベースの構築 宮田 悠斗 崔 瑾 朱 宇軒 小澤 賢司 孔  万增 感性に係る計測・評価技術に関する分野

C000088 2023年3月7日 09:20 09:40 E かわいい・kawaiiファッションに関する研究（第20報） ラグジュアリー・ブランドにみるかわいいデザイン 宮武 恵子 スリーピアン ピーラヤー ティポーン ラオハカンワンウィット 大倉 典子 企画　かわいい人工物研究

C000096 2023年3月7日 09:40 10:00 E かわいい・kawaiiファッションに関する研究（第21報） ーラグジュアリー・ブランドのかわいいファッション分析ー スリーピァン ピーラヤー 宮武 恵子 ラオハカンワンウィット ティポーン 大倉 典子 企画　かわいい人工物研究

C000107 2023年3月7日 10:00 10:20 E かわいい・kawaiiファッションに関する研究（第22報） Laohakangvalvit Tipporn Sripian Peeraya 宮武 恵子 大倉 典子 企画　かわいい人工物研究

C000026 2023年3月7日 15:20 15:40 E ホディ（人台）とデザイナーの感性 平野 大 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000089 2023年3月7日 15:40 16:00 E ファッションクリエイティブとテクノロジーの研究 バーチャルヒューマン「imma」を事例として 宮武 恵子 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000153 2023年3月7日 16:00 16:20 E ファッションイメージ感性軸における２つの対比 -服飾学生のワードローブ分析から- 松岡 依里子 オーナーズ　感性知識マネジメント
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C000167 2023年3月7日 16:20 16:40 E 企業の感性マネジメントにおける企業性格表現に関する提案 企業の強みと弱みの評価ツールとして 柏崎 尚也 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000176 2023年3月7日 16:40 17:00 E 『江戸と上方』の装いにおけるファッション美学的考察 川中 美津子 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000178 2023年3月7日 17:00 17:20 E ラグジュアリーファッションの人材とエコシステム 鶴 鉄雄 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000185 2023年3月7日 17:20 17:40 E 江戸と上方の服装における社会経済的背景の予備的考察 川中 薫 オーナーズ　感性知識マネジメント

C000104 2023年3月7日 09:40 10:00 F 患者のための話合いと看護職の役割 合意形成の観点から 吉武 久美子 企画　ことばと感性

C000122 2023年3月7日 10:00 10:20 F 曖昧な情報を捉えるための感性を育む教材の開発Ⅱ 守山 紗弥加 松本 金矢 企画　ことばと感性

C000124 2023年3月7日 10:20 10:40 F 大学教育におけるSDGsを用いた対話の意義と方法に関する検討 地球課題を自分事にする授業実践事例を基に 前川 智美 企画　ことばと感性

C000151 2023年3月7日 10:40 11:00 F デザイン協業においてデザイナーが求める情報とは 広島広域都市圏のデザイナーへのインタビューから 百武 ひろ子 企画　ことばと感性

C000164 2023年3月7日 11:00 11:20 F 一人称研究を用いた「学習としての評価」の研究 －1年間のフランス語学習の分析を踏まえて－ 須谷 弥生 企画　ことばと感性

C000017 2023年3月7日 14:20 15:45 A 3Dスキャナを用いた木製家具のVR展示に関する事例研究 山口 穂高 ポスター

C000020 2023年3月7日 14:20 15:45 A 毛髪の状態が人物の印象に与える影響 松村 和音 猪子 和也 加賀美 真弓 桜井 哲人 ポスター

C000021 2023年3月7日 14:20 15:45 A 肌モデルを用いた付着力・摩擦力とハリ感の関係についての検討 井岡 達也 三譯 秀樹 中武 良一 ポスター

C000027 2023年3月7日 14:20 15:45 A 入浴中の身体的アプローチを取り入れたレジリエンスを促進するセルフケアの検討 中野 詩織 左達 秀敏 中村 純二 平野 真理 ポスター

C000047 2023年3月7日 14:20 15:45 A 市田柿の販売促進を目的としたパッケージデザインの提案 色彩とフォントに着目した印象評価に基づいて 安藤 香夏 吉岡 聖美 ポスター

C000048 2023年3月7日 14:20 15:45 B 不登校生徒を支援するアプリケーション考案のための調査 山﨑 栞奈 吉岡 聖美 ポスター

C000049 2023年3月7日 14:20 15:45 B 共感コミュニケーションが引き起こす貧困への負のイメージと行動 吉見 奈那子 ポスター

C000077 2023年3月7日 14:20 15:45 B 食品の好みや印象を反映する事象関連電位の探索 西村 太貴 田代 要 田村 かおり ポスター

C000103 2023年3月7日 14:20 15:45 B 本人の顔立ちを活かしたメイクアップの「私らしさ」の測定 長島 愛 松本 聖子 川端ダ キース 李 小敏 ポスター

C000105 2023年3月7日 14:20 15:45 B ライブ配信市場における応援の傾向と獲得方法 -33個のイベント結果から- 笹原 功大 後藤 弘樹 星野 雄介 ポスター

C000029 2023年3月7日 09:00 09:25 S 口腔内への温度提示と食品の温度による食体験と味覚の調査 上堀 まい 伊藤 弘大 藤田 和之 伊藤 雄一 査読セッション

C000050 2023年3月7日 09:25 09:50 S 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による食形態や食意識の変化 佐藤 みずほ 水山 元 小川　 雅俊 松本 和宏 曾根 弘光 査読セッション

C000058 2023年3月7日 09:50 10:15 S 日本人消費者の大豆肉に関わる喫食動機の探索 滝 匠生 齋藤 成美 半田 透 南 裕子 檀 一平太 久徳 康史 査読セッション

C000052 2023年3月7日 10:30 10:55 S Breakthrough time depends on letter type and upright orientation a pilot study using continuous flash suppression マーティンセン マイケル誠  金塚 裕也 佐藤 文昭 南 哲人 中内 茂樹 査読セッション

C000059 2023年3月7日 10:55 11:20 S 外部知識によりパーソナライズされた対話システム 佐藤 耕大 萩原 将文 査読セッション

C000069 2023年3月7日 11:20 11:45 S スクラッチを用いた認知機能評価システムの開発とその検証 － トレイルメイキングテストのデジタル化と拡張によって － 越後谷 芽以 長谷川 良平 査読セッション

C000079 2023年3月7日 16:00 16:25 S テレ保育ロホットへの幼児のソーシャルタッチ分析と脳活動評価による接触情報の提示方法の検討 ソーシャルタッチを伝達する接触情報伝達技術の実現に向けて 阿部 香澄 粕谷 美里 樋口 由樹 住岡 英信 塩見 昌裕 長井 隆行 査読セッション

C000130 2023年3月7日 16:25 16:50 S 船の魅力向上を目的としたエンジンサウンドとモータサウンドの比較 近藤 孝 加藤 拓巳 査読セッション

C000061 2023年3月7日 16:50 17:15 S 船外機音質向上のための指標研究 村松 秀太 小橋 保方 直江 学 査読セッション
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