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選奨論文・一般論文

講演募集

会期

2017

9.12（火）～14（木）
会場

東京大学
本郷キャンパス

情報処理学会（IPSJ）と電子情報通信学会情報・システムソサイエティ（ISS）並びにヒューマンコミュニケーシ

ョ ン グ ル ー プ（HCG）と は、2002 年 か ら 合 同 で 毎 年 秋 季 に「情 報 科 学 技 術 フ ォ ー ラ ム (FIT：Forum on
Information Technology)」を開催しており、2017 年 9 月に第 16 回目を東京大学本郷キャンパスで開催します。

（東京都文京区本郷7-3-1）

▼

おります。皆様の研究成果発表の場として、論文発表を募集いたしますので奮ってご応募下さい。

講演申込締切
2017年5月15日
（月）15:00

応募日程
登録申込／投稿受付開始 : 2017年4月24日
（月）

トピックス

講演申込締切：2017年5月15日
（月）15:00
最終原稿送信締切：2017年6月29日
（木）15:00

論文誌推薦制度について

※FIT2017 より、査読付き論文は廃止とし、選奨論文制度を取り入れました。
※登録申込と原稿投稿は上記の FIT2017Web ページよりお願いします。

▼

協賛 ： 東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院情報理工学系研究科
東京大学情報基盤センター

選奨論文の中から船井ベストペーパー賞の審査を通して賞選定委員
会により優秀な論文と判断されたものを、FIT プログラム委員会が

募集要項

電子情報通信学会または情報処理学会の論文誌へ推薦します。掲載

論文の種類には選奨論文と一般論文があります。

の採否は、それぞれの学会の論文誌編集委員会が決定しますので、推
薦された論文の論文誌への投稿の際には、投稿先学会の論文誌編集

●選奨論文（4～8ページ程度）

委員会の評価基準を満足しうる、完成度の高い論文に仕上げていた
だくことをお薦めします。

表

彰
船井ベストペーパー賞
賞金20万円 選奨論文の中から3件を選定

※ 4 ページ以上の投稿が必要ですが、
3 ページ目からは追加ページ代（4,000 円／ページ）が発生します。
たとえば 6 ページ投稿の場合、4 ページ分の追加ページ代が発生しますので、講演参加費のほかに
「4,000 円 × 4 ＝16,000 円」の追加費用が必要となります。

Ｆ
Ｉ
Ｔ 論文賞
賞金5万円 選奨論文の中から7件程度を選定

●一般論文（2～8ページ程度）

ヤングリサーチャー賞

研究会取り扱い分野をよくご確認の上、ご自身の論文内容と一致した研究会を、申込者
自身の責任において適切に選択してください。FIT ヤングリサーチャ賞、FIT 奨励賞の対
象となります。

賞金3万円 選奨論文および一般論文の中から選定
Ｆ
Ｉ
Ｔ 奨励賞

▼

一般セッション毎に座長裁量で優秀な発表1件をその場で選定（該当なしもあり）

講演参加費

講演時間20分（発表時間15分，質疑応答5分）

申込方法
登録申込と原稿投稿は、すべて Web（上記の FIT2017Web サイト）を通じて行っていた
だきます。登録申込・原稿投稿要領の詳細は、FIT2017Web サイトをご覧ください。

問合せ先

主

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-5 化学会館4F

情報処理学会（IPSJ）

一般社団法人 情報処理学会 事業部門（FIT2017幹事学会）
TEL（
: 03）3518-8373

FAX（
: 03)3518-8375

E-mail: ﬁt2017@ipsj.or.jp

本誌広告一手取扱い

正会員
学生会員
一般非会員（社会人）
学生非会員

アドコム・メディア株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27
TEL.03-3367-0571 FAX.03-3368-1519

12,000 円（税込）
6,000 円（税込）
24,000 円（税込）
12,000 円（税込）

催

電子情報通信学会

情報・システムソサイエティ
（ISS）
ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）

定価 1730 円（本体 1602 円）

東京都千代田区神田錦町三|一
株式会社 オ ー ム 社

▼

賞状を贈呈

会員外発売所

※ 3 ページ目からは追加ページ代（4,000 円／ページ）が発生します。たとえば 6 ページ投稿の場合、
4 ページ分の追加ページ代が発生しますので、講演参加費のほかに「4,000 円 × 4 ＝16,000 円」の
追加費用が必要となります。

講演時間（選奨論文・一般論文）

※2017年12月31日現在で33歳未満の講演者

東京都荒川区西日暮里五|九|八
印刷所 三 美 印 刷 株 式 会 社

選奨論文（船井ベストペーパー賞、FIT 論文賞への審査を希望する論文）として応募す
る場合は、Web からの講演申込みの際に、
「船井ベストペーパー賞／ FIT 論文賞への審
査希望」欄にチェックを入れてください。FIT 初日の、船井ベストペーパー賞セッション
に組み込まれ、FIT 学術選定委員会担当委員による 1 次審査を行います。1 次審査の結
果は当日の夕方までに大会会場に掲示されます。2 次審査は FIT 終了後実施され、上位
3 名が船井ベストペーパー賞、次点数名が FIT 論文賞の受賞者となります。研究会取り
扱い分野をよくご確認の上、ご自身の論文内容と一致した研究会を、申込者自身の責任
において適切に選択してください。

電 話 東京（〇三）三五一八|八三七四
振替口座 〇〇一五〇|四|八三四八四

本フォーラムは、両学会の大会の流れをくむものですが、従来の大会の形式にとらわれずに、新しい発表形式を
導入し、タイムリーな情報発信、活気ある議論・討論、多彩な企画、他分野研究者との交流，などを実現してきて

東京都千代田区神田駿河台一│五
発行所 一般社団法人 情 報 処 理 学 会
発行人 下 間 芳 樹

FIT2017

東京都千代田区神田駿河台一│五
編集人 塚 本 昌 彦

2017
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