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FIT2015 第 14 回情報科学技術フォーラム開催の御案内

FIT2015Webサイト：http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2015/

主 催：情報処理学会，電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ／ヒューマンコミュニケーショングループ
共 催：国立大学法人 愛媛大学
協 賛：公益財団法人 松山観光コンベンション協会，一般社団法人 愛媛県観光物産協会（予定）

電子情報通信学会（情報・システムソサイエティ，ヒューマンコミュ
ニケーショングループ）と情報処理学会とは 2002 年から合同で毎年秋
季に FIT（Forum on Information Technology）を開催しており，2015
年 9 月には第 14 回目を愛媛大学で開催致します．皆様，奮って御参加
下さい．
会 期：2015 年 9 月 15 日（火)～17 日（木）
会 場：愛媛大学 城北キャンパス（松山市文京町 3番）
交 通：松山空港から伊予鉄バスで JR松山駅，松山市駅で下車．

JR 松山駅から伊予鉄道市内電車「赤十字病院前」下車．
または伊予鉄バス東西線「愛媛大学前」下車．
松山市駅から伊予鉄道市内電車「赤十字病院前」下車．

総合受付：校友会館 1 F
受付時間：8：30-16：30（17 日のみ 15：00 まで）

■聴講参加費（税込）
参加区分 参加費
会 員 12,000 円（プログラム・参加章・DVD-ROM）
非会員 24,000 円（プログラム・参加章・DVD-ROM）
学 生 無料 （プログラム・参加章）

※会員，非会員，学生の参加区分の区別は以下のとおりです．
会 員：電子情報通信学会，情報処理学会，電気学会，照明学会，

映像情報メディア学会及び電子情報通信学会と協定を締結
した海外の学会（IEIE，APSIPA，ECIT，IEEE/ComSoc，
KICS，VDE/ITG，KIEES，CIC，IEEE/PHO，IEEE/MTT-
S，IEEE/CS，KIISE）または情報処理学会と協定を締結し
た海外の学会（ACM，IEEE，IEEE/CS，KIISE，CSI）の
個人会員に限ります．

非会員：上記の学会会員以外で学生以外の方．
学 生：会員／非会員を問わず無料(DVD-ROMは付きません)．

社会人学生の方も，学生証を総合受付で呈示頂ければ無料
です．

■開催イベント企画［予定］
今回の FIT では以下の講演会，パネル討論等のイベント開催を予定

しております．（詳細は逐次FIT2015 Web サイトに掲載致します）
◆船井業績賞受賞記念講演
16 日 14：00-15：15 第 1 イベント会場（講義棟 1Fグリーンホール）
William James Dally
Professor（Research）of EE and CS, Stanford University
Chief Scientist and Senior Vice President of Research, NVIDIA
Corporation

◆FIT 学術賞表彰式
16 日 13：00-13：50 第 1 イベント会場（講義棟 1Fグリーンホール）

◆イベント企画 ◎は聴講無料
第 1イベント会場（講義棟 1F グリーンホール）
15 日 13：00-15：00 IT によって教育はどのように変わるか？

15：30-17：30 学術研究におけるビッグデータの安全な活用はどこまで
可能か？：日本の研究力の飛躍的向上に向けて

16 日 13：00-13：50 FIT 学術賞表彰式
14：00-15：15 ◎船井業績賞受賞記念講演
15：30-17：30 災害コミュニケーションとその課題

17 日 09：30-12：00 医療用ソフトウェアの最新動向：高信頼設計，法規制，
及び，ビジネス展開

13：00-16：00 第 6 回 相磯秀夫杯 デザインコンテスト The 1st RE-
CONF/CPSY/ARC/GI Trax デザインコンペティション
本選

第 2イベント会場（講義棟 1F 講 11）
15 日 09：30-12：00 シンギュラリティ問題が社会に与える影響

13：00-15：00 ◎地域を活かす，地域で活きる ICT
15：30-17：30 地方における実践的人材育成

16 日 09：30-12：00 新世代XXX乗っ取り作戦
15：30-17：30 今日からあなたもビッグデータ活用者─ビッグオープン

データ，クラウドサービスの波に乗れ─
17 日 09：30-12：00 第 6 回 相磯秀夫杯 デザインコンテスト The 1st RE-

CONF/CPSY/ARC/GI Trax デザインコンペティション
予選

第 3イベント会場（講義棟 2F 講 21）
15 日 09：30-12：00 スマートデバイスやクラウドを用いた教育・学習インフ

ラとその活用技術
13：00-15：00 サイバーワールドの 10 年─これまでと今後の展望─

16 日 09：30-12：00 人工知能のため標準問題としてのゲーム研究
15：30-17：30 オノマトペ利活用技術の最前線

17 日 09：30-12：00 ビッグデータ解析のための機械学習技術
■懇親会
開催日時：9 月 16 日（水）18：30～20：30（予定）
会 場：リジェール松山（松山市駅より徒歩 5分）
参加費（税込）：社会人 5,000 円，学生 2,000 円

一般講演座長または査読者 3,000 円

■冊子講演論文集・DVD-ROM販売価格（税込）
申込種別 個人購入価格 法人購入価格

講演論文集セット 60,000 円 60,000 円
講演論文集分冊 13,000 円 16,000 円
講演論文集DVD-ROM 9,000 円 56,000 円
※会場販売は残部のある限りとなりますので，あらかじめ御了承下さ
い

※講演論文集セットは冊子講演論文集全分冊（カバー付き），DVD-
ROM

※分冊は第 1～4分冊の予定
※DVD-ROMはプログラム（講演者索引付き）及び全講演論文収録
※学生の方は，会場にてDVD-ROM学割会場販売価格 4,000 円

■講演論文集の掲載分野（予定分冊構成）
第1分冊：モデル・アルゴリズム・プログラミング，ソフトウェア，

ハードウェア・アーキテクチャ
第2分冊：データベース，自然言語・音声・音楽，人工知能・ゲー

ム，生体情報科学
第3分冊：画像認識・メディア理解，グラフィクス・画像，ヒューマ

ンコミュニケーション＆インタラクション，教育工学・福
祉工学・マルチメディア応用

第4分冊：ネットワーク・セキュリティ，ユビキタス・モバイルコン
ピューティング，教育・人文科学，情報システム

DVD-ROM：上記全論文とプログラムを収録
（著者，所属，キーワードによる索引付き）

※FIT 査読付き論文の採択論文は各投稿分野の論文集分冊へそれぞれ
収録されます．

■問合せ（FIT2015 幹事学会）
〒101-0062 千代田区神田駿河台 1-5 化学会館 4F
一般社団法人情報処理学会 事業部門
TEL〔03〕3518-8373，FAX〔03〕3518-8375
E-mail：jigyo@ipsj.or.jp

■次年度の FIT2016 開催
2016 年 9 月 7 日～9日（予定） 富山大学にて開催予定


