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■論文賞および著述賞の推薦のお願い■
日本知能情報ファジィ学会では，本学会誌に掲載された論文の中から特に優れたものに対して論文賞，本学
会誌を含む各種雑誌の解説記事および一般書籍の中から特に優れたものに対して著述賞の表彰を行っています．
学会賞選考委員会では，論文賞および著述賞に対して会員各位からの推薦を以下の要領で広く募集しています
（自薦も可）．短い推薦期間で恐縮ですが，多数のご推薦をお待ちしております．
なお，学会賞規程は，2014年３月15日に改訂されています．詳細につきましては http://www.j-soft.org/
societyinfo/awardkitei/ をご参照ください．
■論文賞：本学会誌の2013年２月号から2013年12月号に掲載された論文
■著述賞：2012年および2013年に出版された解説記事および書籍
■推薦締切：2014年７月10日（必着）
■送付先：学会賞選考担当宛に電子メール，ファックスまたは郵送
メール：akiyama@kansai-u.ac.jp
ファックス：06−6368−1193
郵送： 〒564−8680
大阪府吹田市山手町３丁目３番35号
日本知能情報ファジィ学会

関西大学環境都市工学部

学会賞選考担当

秋山

孝正

第30回ファジィシステムシンポジウム開催案内
ファジィ理論をはじめとして知能情報システムに関する講演やイベントを多数予定しております．例年の「ポ
スター・デモ セッション」に加えて，今年のFSSは特別企画として「コンペセッション」を企画いたします．た
くさんの方々のご参加をお待ちしております．なお，詳細は大会ウェプページ（http://fss2014.j-soft.org/）に掲
載いたします．
■テーマ：新しいファジィの夜明けは近いぜよ！
■会期：2014年９月１日（月），２日（火），３日（水）
■会場： 高知城ホール

〒780−0850高知県高知市丸ノ内二丁目１番10号

http://www.kochijyohall.jp/

■主催：日本知能情報ファジィ学会（SOFT）
■共催：国際ファジィシステム学会（IFSA）
■後援：高知工科大学
（公財）高知県観光コンベンション協会
■協賛：化学工学会，観光情報学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，社会・経済システム学会，
情報処理学会，人工知能学会，数理社会学会，電気学会，電子情報通信学会，土木学会，日本医療情報学会，
日本応用数理学会，日本オペレーションズ・リサーチ学会，日本顔学会，日本感性工学会，日本機械学会，日
本教育工学会，日本経営工学会，日本経営システム学会，日本計算工学会，日本原子力学会，日本建築学会，
日本行動計量学会，日本神経回路学会，日本心理学会，日本数学会，日本生体医工学会，日本生物工学会，日
本繊維製品消費科学会，日本デザイン学会，日本人間工学会，日本バーチャルリアリティ学会，日本ロボット
学会，バイオメディカル・ファジィ・システム学会，ヒューマンインタフェース学会，ファジィシステム研究
所，進化計算学会
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■プログラム（予定）：
一般セッション，企画セッション（計画型・公募型），ポスター・デモ セッション，コンペセッション，特別
講演，招待講演，特別企画パネル討議，その他
特別講演：市橋

秀友

氏 （大阪経済法科大学）
（９月２日）

タイトル：「ファジィと私
招待講演：森

健志郎

―ファジィモデルからクラスタリング，そして文系私学へ― 」

氏 （高知県立坂本龍馬記念館）
（９月３日）

タイトル：「平成の 幕末 ・今，なぜ龍馬か」
特別企画パネル討論：オーガナイザー 山川

烈

氏 （一般財団法人 ファジィシステム研究所）
（９月３日）

タイトル：「人間と機械が融和するネオファジィの世界」
■懇親会：
９月２日夕刻より懇親会を開催します．会場は，決まり次第，大会ウェブページに掲載します．
■スケジュール：
2014年６月30日（月）：講演原稿送付締切
2014年７月31日（木）：事前参加申込締切
■原稿の投稿について
原稿投稿に投稿システム（http://sns.j-soft.org/portal/）を利用いたします．原則としてPDFによる電子投稿と
いたします．原稿は２ページ以上で最大６ページとします．投稿要領・原稿フォーマットなど詳細につきまし
ては，シンポジウム公式サイト（http://fss2014.j-soft.org/presenter/）をご参照ください．なお，電子投稿が難
しい方は，プログラム委員会（fss2014committee@gmail.com）まで別途ご相談ください．優秀な発表に対して，
日本知能情報ファジィ学会奨励賞，IEEE Computational Intelligence Society Japan Chapter，Young Researcher
Awardなどの表彰を行う予定です．
［ポスター・デモ セッション］
FSS2014では例年通り，ポスターセッションとデモを融合させた「ポスター・デモ セッション」を開催いたし
ます．ファジィシステムやソフトコンピューティングなどの「知的システム」に関する実演デモとポスター形式
の講演を行います．
◆発表方法：
大会期間中は，ご自分のスペースにポスターとデモをご用意いただき，来場者に対して適宜ご説明やデモを
お願いします．
◆優秀発表への表彰：
投票により優れた発表者に，FSS2014実行委員会から「ポスターデモセッション優秀賞」を表彰いたします．
表彰式は９月２日（火）の懇親会の中で行う予定です．
［コンペティション］
FSS2014ではFSS初の試みとして，コンペティションを開催いたします．知的制御技術を搭載したAI化ミニ四
駆同士の競技会を行います．
［注意事項］
・原稿１件あたりのファイルサイズは３MBまでとします．このファイルサイズを超える場合はプログラム委
員会（fss2014committee@gmail.com）まで別途ご相談下さい．
・締切に間に合わなかった原稿は，プログラムに反映されないことがあります．
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・申込のあった発表については，全てプログラム委員会で審査し，プログラム作成時の都合で一部セッション
を移動していただく場合がございますが，あらかじめご了承ください．
・原稿提出時にタイトル，著者，所属が変更された場合は投稿システムで変更手続きをするようお願いいたし
ます．
・FSS2014では予稿集やスケジュール表のチェックは行いませんので，誤記等がありましても保障はいたしか
ねます．必ず各自ご確認していただくようお願いいたします．
［著作権］
本シンポジウムに投稿される原稿の著作権は，最終原稿が投稿された時点で，原則として，日本知能情報ファ
ジィ学会に帰属します．
■講演料
ポスターセッションの有無および原稿のページ数に関係なく，講演１件につき3,000円の負但をお願いいたし
ます．なお，別刷りは発行いたしません．
■参加費・懇親会費：

正会員※

学生会員※

事前参加申込
７月31日（木）まで

特別会員

名誉会員

非会員

学生非会員

懇親会費

懇親会費

（一般）

（学生）

10,000円

4,000円

無料

18,000円

8,000円

5,000円

2,000円

12,000円

6,000円

無料

20,000円

10,000円

6,000円

3,000円

当日参加申込
８月１日（金）以降

※印は協賛学会の会員も含む．
■参加申込について：
A）事前参加申込（７月31日（木）まで）
1）公式サイトでの参加申込
日本知能情報ファジィ学会SNS（シンポジウム公式サイトからのリンクを用意いたします）にて，参加者
ごとに参加申込を行ってください．申込完了後，E−mailにて「参加（講演）申込の受付番号」を送付いたし
ます．
2）参加費，懇親会費などの振込
お支払いには郵便振替だけでなく，Paypal，クレジットカードもご利用いただけます． いずれかの方法
にて，７月31日（木）までにお支払いください．
※ 銀行からの振込は受け付けておりません．
郵便振替にて７月31日（木）までに次の郵便口座にお振込ください．
口座名義：ファジィシステムシンポジウム実行委員会
口座番号：01750−2−51403
振込用紙（払込取扱票）は本号に綴じ込みの用紙をご使用ください．郵便局に備え付けの払込取扱票を使
用する場合は，口座番号， 口座名義に加え，通信欄に申込者に関する情報を必ず記入してください．
複数名での振込も可能です．払込取扱票の通信欄に必ず送金者【全員の氏名】と各申込者の振込額，会員
区分「参加（講演）申込の受付番号」をご記入ください．また，ご講演をされる場合には「投稿論文の受付番
号」も必ずご記入ください．その払込取扱票の受領書は確認の際に必要ですので保管してください．
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B）当日参加申込（８月１日（水）以降）
参加賀，懇親会費等は，シンポジウム会期中に会場受付・にて現金で，お支払いください．郵便振替に
よる振込は受け付けません．なお，懇親会費は人数の都合によりお断りする場合もございますので，あら
かじめご了承ください．
［注意事項］
７月31日（木）までに参加費・懇親会費などの振込がない場合は，すべて当日参加申込の扱いとなります．
■文献公開
登録された講演論文情報は．科学技術振興機構（JST）が提供する「J−STAGE（科学技術情報発信・流通総合シ
ステム）」で公開します．

■大会組織
実行委員長：星野

孝総（高知工科大学）

実行副委員長：工藤
財務委員長：井上

康生（室蘭工業大学）
博行（福井大学）

プログラム委員長：徳丸

正孝（関西大学）

プログラム副委員長：吉田

真一（高知工科大学）

実行委員：関

宏理（関西学院大学）
［広報（web）担当］

姜

銀来（電気通信大学）
［広報（出版）担当］

森友

令子（大阪国際大学）
［ デザイン担当］

円谷

友英（兵庫県立大学）
［ 特別講演担当］

乾口

雅弘（大阪大学）
［ 招待講演担当］

畠山

豊（高知大学）
［ 会場担当］

西野

順二（電気通信大学）
［ 特別企画担当］

山崎

洋一（神奈川工科大学）
［ 企画セッション担当］

岡本

一志（千葉大学）
［ 企画セッション担当］

吉川

歩（甲南大学）
［プログラム担当］

小橋

昌司（兵庫県立大学）
［ プログラム担当］

第37回東海ファジィ研究会（蒲研2014）開催案内
主

催：日本知能情報ファジィ学会東海支部

共

催：日本経営システム学会（ JAMS）中部支部

開催期間：2014 年８月３日（日）〜８月４日（月）
会

場：蒲郡市生命の海科学館

蒲郡情報ネットワークセンター

〒443−0034 蒲郡市港町17−17
Tel ：0533−66−1717，Fax：0533−66−1817
URL：http://www.city.gamagori.lg.jp/site/nrc/
参加費：一般
学生
講

2000円
無料

義：「人類の脅威としてのウイルス病と情報科学・計算化学：エボラ，エイズからデュアルユース問題へ」
（名古屋市立大学

2014/6
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第19回曖昧な気持ちに挑むワークショップ開催案内
このワークショップも回を重ねること19回，第一回が開催された年に生まれた子供が大学生になる事を考え
ると積み重ねた月日の長さを感じます．今年は初めての鹿児島県での開催です． 近隣の方々をはじめ，いまま
で参加いただいたことのない方々にもぜひ興味を持っていただきたいと思います．
本ワークショップでは，研究成果の発表はもちろん，アイデア段階の報告も歓迎しています．みんなに聞い
てもらって，話し合うことで，意義深い結論に結び ついたりするだけでなく，問題解決の糸口が発見された
り，新しいアイデアが芽 生えるかもしれません．また，研究者相互の情報交換や研究活性化の場として，更に
若手研究者養成の場としてご利用いただくことも趣旨の一つです．大学院や 学部の学生のみなさんの積極的な
参加も，心より歓迎いたします．
主催：日本知能情報ファジィ学会 評価問題研究部会
共催：日本知能情報ファジィ学会 九州支部（予定）
日本知能情報ファジィ学会 ヒューマンインタフェース研究部会
協賛：日本知能情報ファジィ学会 ソフトサイエンス研究部会（予定）
会期：2014年10月３日（金）〜４日（土）
開催場所：鹿児島県鹿児島市（詳細は，ワークショップHPに掲載予定）
ワークショップHP：http://www.fz.dis.titech.ac.jp/Eval/HM2014.html
参加費：宿泊費／懇親会費は含みません．
会員 2,500円
一般 3,500円（学生・退職者でない非会員）
学生・退職者 1,000円（会員，非会員を問いません）
（発表登壇者の学生に8,000円を上限に，旅費に応じて補助金を支給する予定です．）
（学生以外の発表登壇者で特に必要と認められる場合も，学生に準じた補助金を支給する予定です．）
学会誌ミニ特集：
知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）上で，ミニ特集「第19回曖昧な気持ちに挑むワークショップ選抜
論文」を企画しています．本ワークショップにおける優秀な発表に対して，実行委員会が学会誌に推薦し，通常
の査読を経てミニ特集として掲載されます．（ご参考：前回ワークショップの選抜論文ミニ特集が 本年８月号
に掲載予定です．）
参加申込／原稿提出方法：近日中にワークショップ HPに掲載します．
問合せ先：福田亮治（大分大学）
rfukuda@oita-u.ac.jp
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日本知能情報ファジィ学会行事カレンダー（Vol.26−No.3：2014年6月）
「照会先」の欄に広報用のＵＲＬが掲載されている行事につきましては，それらのホームページにより詳細情
報をご確認ください．
●：日本知能情報ファジィ学会，支部，研究会の主催行事
行
照
日本人間工学会

事
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

日本人間工学会第55回大会

2014年6月5−6日

神戸国際会議場（兵庫県神戸市）

2014年6月11−13日

広島国際会議場（広島県広島市）

2014年1月22日

2014年7月1−2日

慶應義塾大学（神奈川県横浜市）

2014年5月9日

2014年7月10−11日

建築会館（東京都港区）

2014年3月14日

2014年7月21−22日

工学院大学（東京都新宿区）

2014年3月28日

（学会設立50周年記念大会）
http://jes2014.jp/
日本計算工学会

第19回計算工学講演会

http://www.jsces.org/koenkai/19/index.html
計測自動制御学会

第５回コンピューテーショナル

・インテリジェンス研究会
http://www.sys.appi.keio.ac.jp/ci/ci5.pdf
日本学術会議（幹事学会：日本建築学会）
安全工学シンポジウム2014
http://www.anzen.org/index.html
可視化情報学会

第42回可視化情報シンポジウム

http://www.visualization.jp/event/detail/vsjsymp2014top.html
システム制御情報学会・計測自動制御学会共催
チュートリアル講座2014 −自動車運転支援技術の基

2014年7月22日

常翔学園大阪センター
（大阪府大阪市）

礎から最新動向まで−
http://www.iscie.or.jp/tutorial.html
●日本知能情報ファジィ学会東海支部
第37回東海ファジィ研究会

蒲郡市生命の海科学館 蒲郡情報
2014年8月3−4日

ネットワークセンター

2014年7月18日

（愛知県蒲郡市）

https://sites.google.com/site/tokaifuzzy/
日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2014

2014年8月26−29日

上智大学（東京都千代田区）

2014年2月24日

http://www.jsme.or.jp/conference/dmcconf14/
電気学会

2014年8月26−28日

平成26年電気学会産業応用部門大会（ JIASC2014）

東京電機大学 東京千住キャンパス
（東京都足立区）

2014年5月19日

http://www.gakkai-web.net/gakkai/jiasc/hp14/index.html
日本神経回路学会

第24回全国大会（JNNS2014）

2014年8月27−29日

公立はこだて未来大学
（北海道函館市）

2014年6月13日

http://www.fun.ac.jp/˜jnns2014/index̲j.html
●日本知能情報ファジィ学会

2014年9月1−3日

高知城ホール（高知県高知市）

2014年5月9日

第30回ファジィシステムシンポジウム
http://fss2014.j-soft.org/
電気学会

2014年9月3−6日

平成26年電気学会 電子・情報・システム部門大会

島根大学松江キャンパス
（島根県松江市）

2014年5月15日

http://www2.iee.or.jp/eiss/conf2014/
日本ロボット学会

第32回学術講演会

2014年9月4−6日

九州産業大学（福岡県福岡市）

2014年7月4日

http://rsj2014.rsj-web.org/
日本感性工学会

第16回日本感性工学会大会

2014年9月4−6日

中央大学 後楽園キャンパス
（東京都文京区）

2014年5月6日

http://www.jske.org/taikai/jske16/
ヒューマンインタフェース学会

2014年9月9−12日

京都工芸繊維大学（京都府京都市）

2014年6月9日

ヒューマンインタフェースシンポジウム2014
http://www.his.gr.jp/sympo/his2014.html
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地

申込〆切

先

第57回自動制御連合講演会

2014年11月10−12日

ホテル天坊（群馬県渋川市）

2014年8月11日

http://ftp.sice.or.jp/rengo57/index.html
日本機械学会

2014年12月12−13日

第11回最適化シンポジウム2014（OPTIS2014）

ITビジネスプラザ武蔵
（石川県金沢市）

2014年8月1日

http://www.jsme.or.jp/conference/optis2014/
計測自動制御学会
第15回SICEシステムインテグレーション部門講演会

東京ビッグサイト（東京都江東区）・
2014年12月15−17日

中央大学後楽園キャンパス

2014年8月22日

（東京都文京区）

http://www.si-sice.org/si2014/
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高等教育機関の諸活動と情報技術

ファジィ関連国際会議カレンダー（Vol.26− No.3：2014 年 6 月）
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日

開

催

地

申込〆切

先

可視化情報学会
「第16回流れの可視化に関する国際会議
The 16th International Symposium on Flow Visualization

2014年6月24−28日

沖縄コンベンションセンター
（沖縄県宜野湾市）

2014年1月5日

（ISFV16）」
http://www.isfv.org/
2014 IEEE World Congress on Computational
Intelligence（WCCI）

2013年12月20日

2014年7月6−11日

Beijing, China

2014年8月26−29日

Dortmund, Germany

2014年4月1日

2014年10月5−8日

San Diego, CA, USA

2014年4月7日

http://www.ieee-wcci2014.org
IEEE Conference on Computational Intelligence and
Games（CIG）
http://www.cig2014.de/
IEEE SMC 2014
The 2014 IEEE International Conference on Systems,
Man, and Cybernetics
http://smc2014.org/
IEEE GrC2014実行委員会
第10回グラニューラーコンピューティングに関する

2014年10月22−24日

国際会議（IEEE GrC2014）

登別グランドホテル
（北海道登別市）

2014年6月13日

http://ieee-grc2014.org/
2014 International Symposium on Information Theory
and its Applications（ISITA）

2014年10月26−29日

Melbourne, Australia

2014年4月6日

2014年10月29−31日

東京都

2014年3月24日

2014年11月3−6日

Kuching, Malaysia

2014年5月2日

2014年11月10−13日

Barcelona, Spain

2014年8月8日

http://www.isita2014.org
MDAI2014
The 11th International Conference on Modeling
Decisions for Artificial Intelligence
http://www.mdai.cat/mdai2014
ICONIP2014
The 21st INTERNATIONAL CONFERENCE ON
NEURAL INFORMATION PROCESSING
http://www.iconip2014.org/
SocInfo2014
The International Conference on Social Informatics
http://socinfo2014.org/
JSAI-isAI 2014
JSAI International Symposia on AI

2014年11月23−25日

慶應大学日吉キャンパス
（神奈川県横浜市）

2014年8月

https://www.ai-gakkai.or.jp/isai/
● 日本知能情報ファジィ学会
Joint 7th International Conference on Soft Computing
and Intelligent Systems and 15th International

2014年12月3−6日

北九州国際会議場
（福岡県北九州市）

2014年6月30日

Symposium on Advanced Intelligent Systems
http://www.scis2014.org/
2014 IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence（SSCI）

2014年12月9−12日

Orlando, FL , USA

2014年6月15日

http://www.ieee-ssci.org
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先

2014 IEEE International Conference on Data Mining
（ICDM）

2014年12月14−17日

Shenzhen, China

2014年6月24日

2014年12月15−17日

Los Angeles, CA , USA

2014年3月20日

2014年12月20−21日

Chongqing, China

2014年6月5日

2015年6月30日−7月3日

Gijon, Asturias, Spain

2015年1月16日

http://icdm2014.sfu.ca/home.html
2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and
Control（CDC）
http://control.disp.uniroma2.it/cdc2014/
ITAIC 2014
2014 7th IEEE Joint International Information
Technology and Artificial Intelligence Conference
http://www.itaic.org/
IFSA−EUSFLAT 2015
The 16th World Congress of the International Fuzzy
Systems Association（IFSA）and the 9th Conference
of the European Society for Fuzzy Logic and
Technology（EUSFLAT）
http://www.softcomputing.es/ifsa-eusflat2015/
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