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18:00 田村 佑 
鈴木 咲衣
南出 靖彦

定理証明支援系Leanによる結び目とJones多項式の形式化

17:20 黄 河 鈴木 咲衣 双曲結び目補空間の理想四面体分割

17:40 今里 優樹 鈴木 咲衣 sl(N)ウェイトシステムを用いた四色問題へのアプローチ

16:30 槇 望 渡邊 澄夫
真の分布が特異点近傍にある際の学習係数に与える事前分布の
影響

16:55 杉崎 聡平 西畑 伸也 流体方程式の球対称な定常解の漸近安定性について

15:50 小林 文太朗 渡邊 澄夫
ディリクレ分布を事前分布とする混合ポアソン分布のベイズ汎化
損失の漸近挙動

16:10 広瀬 青 渡邊 澄夫
一般の積和多項式におけるブローアップアルゴリズムと実対数閾
値

15:05 中嶋 健仁 金森 敬文
クラスタリングに基づくラベル分布補正を用いた教師なしドメイ
ン適応

15:25 笠原 直樹 金森 敬文 決定木モデルにおける敵対的ロバスト性の改善

14:25 青木 渉 金森 敬文 変分ベイズを用いた敵対的表現学習

14:45 山口 翔太 金森 敬文 相互推薦におけるバイアスのないランキング学習

13:40 竹村 航 山下 真
Sample Average Approximation法を用いた確率制約条件付き手術
スケジュール最適化

14:00 山川 智也 山下 真
構造的制約を持つ最適化問題に対するmajorization-
minimization手法の構築

13:00 浅野 有紀 山下 真
物流倉庫における注文割り当てと経路計画に対する多段階最適化
手法の構築

13:20 石川 雄大 山下 真 ピボット規則に着目したcriss-cross methodの改良手法の構築

11:10 高井 遥 澄田 範奈
複数選択可能な再利用可能資源に対するオンラインアソートメン
ト

11:30 西村 康一 澄田 範奈 可分財と不可分財が混合した資源におけるナッシュ社会厚生

10:25 遠藤 康矢 中野 張 Schrödinger-Föllmer拡散を用いたモンテカルロ法

10:45 仲佐 和泰 中野 張 粒子フィルタによるCOVID-19感染モデルのパラメータ推定

9:40 小野寺 大毅 三好 直人
複数の情報ソースをもつブロッキングサーバにおける Age of
Information の同時分布解析

10:00 阿部 寛人 三好 直人 忍耐時間付き確率的マッチングモデルの解析

9:00 難波 拓真 三好 直人
確率過程に関係した3つの重要な点の証明と考察―コルモゴロフ
の拡張定理などに関連して―

9:20 高祖 俊也 三好 直人 D2D 上りミリ波セルラネットワークの干渉マネージメント
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17:40 濱田 花風 田中 圭介 カメレオンハッシュの安全性に関する考察

18:00 山室 宏貴 田中 圭介
Forward Secure Message Franking with Updatable Reporting
Tags

16:50 西村 祐輝 鹿島 亮 2次元 Hybrid Logic のタブロー計算の完全性と停止性

17:20 岩田 一郎 田中 圭介
Analysis of (U,U+V)-code Problems with Gramians over
Binary and Ternary Fields

16:10 神野 善太郎 鹿島 亮 代数的ラムダ計算の合流性

16:30 朝倉 ひかる 鹿島 亮 時相論理の完全性について

15:25 丸山 翼 遠藤 敏夫 機械学習を用いた音声言語処理に向けたデータ拡張手法の研究

15:50 藤本 誠 鹿島 亮 型付ラムダ計算の強正規性について

14:35
Ivanov Ivan

Radanov
遠藤 敏夫

Optimizations and Transformations of Parallel Code via
High Level Intermediate Representation

15:00 細木 隆豊 遠藤 敏夫
深層学習におけるハイブリッドパイプライン並列による高速化手
法の提案と学習精度の評価

13:50 CHEN XUEYI 脇田 建
A Visual Exploratory System for Data Facts in Data-driven
Articles and Its Use in Business Reports

14:10 牧 修平 脇田 建 参議院調査会議事録での話題の内容分析支援

12:10 高橋 修祐 増原 英彦 実行履歴を用いた差分実行型ライブプログラミング環境の実現

13:30 太田 彩 脇田 建
研究発表コンテンツ内の意味的対応関係を活用した研究理解の
支援

11:25 池守 和槻 増原 英彦
エフェクトインスタンス付き代数的エフェクトとプロンプトタグ
付き制御演算子の表現力の等価性

11:50 古殿 直也 増原 英彦 プログラム差分実行方式の形式化

10:40 五十嵐 彩夏 南出 靖彦 HTML5字句解析仕様に対する自動的な形式表現への変換

11:00 高山 柊
南出 靖彦
首藤 一幸

Bitcoinスマート・コントラクトの詳細なモデル化

10:00 川村 瑠 南出 靖彦
拡張正規表現マッチングの保守的計算量解析における後方参照の
解析精度向上

10:20 釜野 雅基 南出 靖彦 合成可能なストリーミングリスト変換器のParikh拡張

9:15 永里 和哉
高邉 賢史
首藤 一幸

遷移確率を調整したランダムウォークに基づくハイパーグラフ
埋め込み

9:35 森脇 泰介
金森 敬文
首藤 一幸

Gossip Distillation: 学習データもモデルも送受信しない非集
中分散学習
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