鉄道における自動運転と AI 利用に関する国際ワークショップ
International Workshop on Automatic Train Operation (ATO) and Artificial
Intelligence (AI) in Guided Transport Systems

■開 催 概 要
1.開催日時： 2020 年 11 月 5 日(木)～6 日（金）
2020 年 11 月 5 日(木)13:45～17:00 A I を重点としたシンポジウム
2020 年 11 月 6 日(金)10:15～18:00 自動運転を重点としたシンポジウム
1.Date and time: Thursday, November 5 - Friday, November 6, 2020
Thursday, November 5, 2020, 1:45 - 5:00 p.m.
Artificial Intelligence (AI) Symposium
Friday, November 6, 2020, 10:15 a.m. - 6:00 p.m.
Automatic Train Operation (ATO) Symposium
2.会場 ZOOM によるオンライン開催
・後日、映像や音声の配信の予定はございません。
・リアルタイムでの聴講のみ可能です。
2.Venue: Online via ZOOM
・There will be no video or audio streaming at a later date.
・Presentations can be listened to or watched in real-time only.
3.使用言語 英語
・講演の使用言語は、原則「英語」となっておりますが、一部日本語の講演になる予定です。詳細
については、プログラムをご確認ください。
・英語の講演については、通訳はありません。ただし、パネルディスカッションの内容の一部は、通
訳されます。
3.Language: English
・The primary language of the symposium will be English. However, some of the
presentations might be in Japanese. Please refer to the program for details.
・It is not possible to provide a translation for the English presentations. However, some of
the panel discussions might be interpreted, if required.

4.参加料 無料
4.Participation fee: Nil
5.参加登録
参加登録は、こちらよりご確認ください。（※参加登録は締め切りました）
参加登録は、「新規利用登録」で個人情報を登録いただきました後に、「参加登録」＝セッション等
の申し込みを行う、2 段階登録システムとなっております。個人情報の登録のみでは参加登録が
完了しないことにご注意ください。
※登録時のパスワードは、大切に保管ください。
5.Registration
・To register, please click here (*Registration is now closed. )
・Registration is a two-step process. In the first step, use the link "New Registration（新規利
用登録）" to enter your personal information and then in the second step, use the link
"Participation Registration（参加登録）" to register for the sessions you intend to attend.
・Please note that both steps are necessary for successful registration. Only registration of
personal information is not enough.
・Kindly keep your password secret.
6.その他
・今回のワークショップはオンライン開催となるため、当方主催の意見交換会（懇談会）の開催予
定はございません。
・登録は申し込み先着順で、定員となり次第、締め切らせていただきます。
最終締め切り： 2020 年 10 月 20 日(火)
・動画の録画・録音は、肖像権、著作権の観点からご遠慮ください。なお、寄付講座内部の、公開
を前提としない活動記録の目的で、事務局にて当日の発表内容を録画いたします。
6.Others
・The workshop will be held online, and we do not have any plan for any social gathering
after the workshop.
・Registration is strictly on a first-come, first-served basis.
・Registration Deadline: Tuesday, October 20, 2020

・Recording of any session is strictly prohibited because of publicity and copyright issues.
The organizers will record all the sessions for internal records only.

■連絡先・問い合わせ窓口/Contact
鉄道における自動運転と AI 利用に関する国際ワークショップ
参加登録受付デスク・開催事務局/Registration Desk, Secretariat of the workshop
担当：津田(TSUDA)
株式会社日本旅行 公務法人営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 UD 神谷町ビル 11 階
NIPPON TRAVEL AGENCY CO., LTD.
Public Sector & Corporate Sales Department
email: mcs_inq10@nta.co.jp
営業時間 平日 09：45～17:45（土・日・祝日は休業)
Office hours 09:45~17:45(Closed on Saturdays, Sundays and Japanese national holidays)

■協賛/Sponsors

国立大学法人東京大学新領域創成科学研究科
GRADUATE SCHOOL OF FRONTIER SCIENCES, The University of Tokyo

株式会社京三製作所

会社概要

KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. company overview

