第 157 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録
日時：平成 20 年 9 月 5 日（金） 9:00～10:30，12:00～14:30
場所：阪南大学

８号館３Ｆ

８Ａ会議室

出席者：古橋，石渕，野本，井田，橋山，前田，三好，櫻井，林，吉川

１．前回議事録の確認（資料 157-0）
156 回の議事録が確認された．
２．ＭＬ報告済事項の確認
理事会ＭＬで既に報告されている以下の事項が確認された．
(1)学会事務局委託契約書について（前田）（資料157-1）
前田事業担当理事より，学会事務局の委託契約書の改訂版が報告された．
(2)学会ＨＰの更新について（橋山）
橋山広報担当理事より，学会ＨＰの「学会の沿革」について更新を行ったことが
報告された．
(3)ＮＮやＥＣとの共同企画イベントについて（石渕）
石渕副会長より，進化計算研究会（ＥＣ）の担当者が同志社大学の廣安知之教授
となったことが報告された．
(4)FSS2008での講演無料公開について（林）
林事業担当監事より，FSS2008における特別講演及び一般講演について，一般の
人に無料で公開することが報告された．またその宣伝として，一般新聞紙，地下
鉄広報誌，阪南大学生涯教育講座参加者，松原市政だよりへの案内を予定してい
ることが報告された．講演の際に配布する，入会案内，入会申込書，クレジット
利用申込書をSOFT事務局に協力してもらい作成することが確認された．
(5)IEEE CIS Japan若手賞の申請について（古橋）
古橋会長より，IEEE CIS 日本支部の若手賞の申請が承認されたことが報告され
た．
(6)理事会だよりについて（吉川）（資料157-2）
吉川庶務担当理事より，学会誌８月号掲載予定の「理事会だより」が報告された．
(7)学会誌8月号掲載の総会報告記事について（井田）
井田編集担当理事より，学会誌 8 月号掲載の総会報告記事について報告があった．
(8)新法人法への対応シンポジウムについて（野本）
（資料157-3-1，資料157-3-2）
野本副会長より，平成 20 年 7 月 29 日（火）に開催された新法人法への対応シン
ポジウムについて報告があった．

(9)FSS2008における挨拶文について（古橋）（資料157-4）
古橋会長より，FSS2008 における挨拶文案が報告された．
(10)事業報告・計画WEB入力システムの追加機能について（前田）（資料157-5-1，
資料157-5-2，資料157-5-3）
前田事業担当理事より，事業報告・計画 WEB 入力システムの追加機能に関する
報告があった．資料 157-5-3 の優先順位で追加開発を行うことが報告された．
(11)ツールソフト公開サービスについて（前田，野本）
（資料157-8）
前田事業担当理事より，ツールソフト公開サービスに関して，FSS においてデモ
を行うこと含め，今後の方針が報告された．
(12)サイト会員制度に関するパンフレットについて（三好）
（資料157-13）
三好会計担当理事より，サイト会員制度に関するパンフレットが作成され，FSS
において配布することが報告された．
３．ＭＬ審議済事項の確認
理事会ＭＬで審議され，既に承認されている以下の事項が確認された．
(1)FSS関連業務の業務委託金の報告について（三好）（資料157-6）
三好会計担当理事により，財）ファジィシステム研究所内野英治所長並びに学会
事務局に，委託金決定についての報告を行うことが承認された．また，ファジィ
システムシンポジウム運営支援業務についての注文請書を作成して事務を進め
ることが承認された．出張が発生した場合は，交通費ならびに日当は学会負担と
することも明記するよう改編することが承認された．
(2)若手賞の選考担当について（吉川）
吉川庶務担当理事より，IEEE CIS 日本支部からの若手賞の選考担当について再
審議案が出され，FSS 実行委員会が，IEEE CIS 若手賞と SOFT 奨励賞を併せて候
補を選出し，学会賞選考委員会が IEEE CIS 若手賞，SOFT 奨励賞をそれぞれ選出
することが確認された．授与は次年度の FSS で SOFT 奨励賞と同時に行う．また，
SCIS&ISIS については，受賞者選考・決定・授与を現地実行委員会に全て任せる
ことが承認された．また，審査方法について，本年度は，SOFT 奨励賞と同じ審
査用紙で評価を行うことが確認された．
(3)ＨＰ「学会の沿革」への掲載行事について（橋山，石渕）（資料 157-11）
学会ＨＰに掲載する「学会の沿革」の行事について，以下のように承認された．
FSS，SCIS&ISIS，ISIS，IFSA に関してはすべて掲載する．FUZZ-IEEE，FAN，
AFSS は SOFT が主催・共催した場合，もしくは SOFT 関係者が実行委員会を組
織して日本で開催された場合など，SOFT として強く関った場合に掲載する．そ
の他の会議については，今後は掲載しないが，過去の掲載は残しておく．
(4)20 周年記念「20 年間全論文 DVD」について（橋山）

橋山広報担当理事より，2006 年 2 月号からは J-Stage，それ以前は文献データベ
ース CiNii ですべての論文が掲載されていることが報告された．DVD 化を行うか
どうかは今後検討するが，少なくとも J-Stage，CiNii でのバックナンバーの掲載
情報を通知することが確認された．
(5)研究会・支部での発表会原稿について（橋山）（資料 157-12）
研究会・支部での発表会原稿に対するナンバリングの方法として，以下の案をガ
イドラインとして各支部・研究会にお願い・提示することが承認された．ただし
すべて支部・各研究会の自主性に任せるものとする．研究会の開催情報の提供を
求める案内と併せて橋山広報担当理事が通知する．
支部や研究会の名称（英）を用いて，SOFT-Kansai-08xx, pp. yy-zz（xx は研究会
の回数など）のようにナンバリングのフォーマット案を提示する．研究会等の目
次もしくはプログラム情報を，ページ番号を振った形で提供してもらい，学会Ｈ
Ｐでも保存・公開する．
(6)ファジィ関連製品の事例紹介および表彰について（古橋）
定期的に学会誌で事例紹介を行う対象商品を選出することや，紹介した商品全て
に賞を与えること，また，執筆担当者に当学会の趣旨をすべて理解してもらうこ
とは困難であることが確認された．以降，本件については編集委員会マターとす
ることが確認された．
(7)論文賞及び著述賞について（石渕）
石渕副会長より，SOFT 論文賞及び SOFT 著述賞について提案があり，提案どお
り承認された．
(8)新法人法への対応シンポジウムについて（古橋）
平成 20 年 7 月 29 日（火）開催の新法人法への対応シンポジウムについて，1 学
協会につき 1 名のみ参加可能である連絡があり，野本副会長が参加することが確
認された．
４．FSS 関連業務に関する SOFT 事務局への業務委託について（資料 157-7-1，資料 157-7-2，
資料 157-10-1）
林事業担当監事より，FSS 関連業務の SOFT 事務局への業務委託内容（本年度分）に
ついて報告があった．今年度は，参加費支払いリスト，参加申込リスト，受付・発表リ
ストの作成，司会者リストに基づいた司会者への依頼，35 歳以下の確認作業支援業務を
委託した．FSS の開催後，11 月ごろに役割分担を作成し，次年度以降の作業表を事務局
に作成いただくことが確認された．
５．学会入会キャンペーンについて
古橋会長により，入会キャンペーンの案内文が作成され，7 月に FSS2008 のＨＰで案

内文が掲載された．最終的なキャンペーンによる申込者数については，三好会計担当理
事により，後日メールにて報告されることが確認された．
６．FSS 及び SCIS の収支に関する理事会としての指針について
FSS 実行委員より，収支に関する理事会の指針について質問があった．また，SCIS 実
行委員より，参加費の妥当性について意見が出された．審議を行い，FSS に関しては引
き継ぎ会で指針を述べること，SCIS に関しては事務委託費やホテル開催の場合の必要経
費等を見積りした上で再度検討することが確認された．
７．法人化について（資料 157-3-1，資料 157-3-2）
野本副会長より報告された，新法人法への対応シンポジウムについての報告内容に基
づき，法人化に関する今後の方向性について審議を行った．収益事業や非営利性などに
ついては，専門家の判断が必要であるため，他学会の税務担当者にレクチャーをお願い
するなど，ケーススタディを進めることが承認された．
８．ファジィ学問塾の開催予定と協力要請について（資料 157-9）
本年度のファジィ学問塾の開催内容について最終確認がされた．前田事業担当理事よ
り，東海支部でも積極的に宣伝をするよう要請があった．
９．FSS 奨励賞および IEEE CIS 日本支部若手研究者賞について（資料 157-10-2，資料
157-10-3）
FSS 奨励賞および IEEE CIS 日本支部若手研究者賞の審査方法に関して審議され，２種類
の賞を同じ審査票で審査すること，各発表者に対して 2 名（司会者＋会場から 1 名）の
審査員をつけること，及び審査対象となる「若手」の基準は２つの賞共に「発表時 35 歳
以下」とすることが承認された．
10．学会ＨＰから SC 学域に関するホームページへのリンクについて
橋山広報担当理事より，筑波大学におけるソフトコンピューティング(SC)学域に関す
るＨＰへ，日本知能情報ファジィ学会のＨＰからリンクするよう依頼があったことが報
告された．「その他の関連情報」の項目に含めてリンクを掲載することが承認された．
11．ISIS2009Committee Member について（資料 157-14）
古橋会長より，ISIS2009Committee Member の案が出され，承認された．
12．FAN09 について（資料 157-15-1，資料 157-15-2，資料 157-15-3，資料 157-15-4）
古橋会長より，2009 年 9 月 17 日（木）から 18 日（金）の日程で，SOFT を主催学会
として FAN09（開催地：会津大学）が開催予定であることが報告された．提出された予
算案について審議を行い，承認された．三好会計担当理事より，実行委員長の趙強福先
生に承認の連絡がなされることが確認された．
13．20 周年記念特別企画査読あり論文セッションについて（資料 157-16）

井田編集担当理事より，FSS2010 における 20 周年記念特別企画「査読あり論文セッシ
ョン」について説明があった．論文セッションでの発表は査読プロセスの一部であり，
発表がキャンセルされた場合は受賞，論文掲載共に対象外となることが確認された．
14．次回理事会について
名古屋にて，平成 20 年 11 月 15 日（土）13 時より開催する．また，平成 21 年 1 月
24 日（土）開催予定の理事会は平成 21 年 1 月 31 日（土）に変更する．

