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App Store

Fujisan
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情報処理学会

Information Processing Society of Japan

「情報処理」
「情報処理 特集別刷」

amazonでご購入いただけます !
情報処理学会では、会誌「情報処理」
「特集別刷」をオンライン通販サイト amazon でも販売しています。ぜひご利用ください。

「情報処理」特集別刷 ▶
会誌「情報処理」の特集記事のみを抜き出した別刷（冊
子）です。興味のある分野について手軽に読むこと
ができます。※取扱いは 56 巻 10 号分までになります。
◆ 価格 720 円（税込）

◀「情報処理」（毎月15 日発行）
各分野のトップレベルの方々が、最新技術を分かりやす
く解説しています。著名人による巻頭コラム、特集、解説、
報告、連載、コラムなど。
◆ 価格 1,730 円（税込）（55 巻 5 号より）
※ 55 巻 4 号までは価格 1,728 円（税込）になります。

会誌編集部門 E-mail: editj@ipsj.or.jp
Tel.(03)3518-8371 Fax.(03)3518-8375

ご注文は

⇒ http://www.amazon.co.jp/
〔表 2 対向〕

11/30 ㊍
情報処理学会短期集中セミナー

プライバシーフレンドリーな
社会に向けて
IT を活用したサービスを提供しようと思っても、「プライバシーが」という一言で断念してしまった経験は

ありませんか？ 本セミナーでは、プライバシーの概念に正面から向き合い、具体的に何が問題とされてい

るのか、どのような手段を採用すればユーザにプライバシーフレンドリーなサービスが提供できるのかにつ
いて議論を深めます。

01

AI、データエコシステム、プライバシーの交差点 …クロサカタツヤ（慶應義塾大学）

02

プライバシーの尊重と個人データ保護の微妙な関係 …崎村夏彦（野村総合研究所）

03

若い世代とプライバシー …折田明子（関東学院大学）

04

広告・マーケティング業界でのプライバシーとの付き合い方 …伊藤直之（インテージ）

05

プライバシー保護再考：パラドクスを超えて …村田潔（明治大学）

日時 : 2017 年 11 月 30 日（木）13:30 ～ 17:30（受付開始：13:00～）
会場 : 化学会館 7 階 ホール
主催：一般社団法人情報処理学会
協賛（予定）：一般社団法人電気学会、一般社団法人電子情報通信学会、一般社団法人照明学会、
一般社団法人映像情報メディア学会
後援：特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
参加費（税込）：正会員 10,000 円

非会員 12,000 円

学生 5,000 円

※協賛団体の個人会員は正会員価格でお申し込みいただけます。
https://www.ipsj.or.jp/event/s-seminar/2017/PrivacyFriendly/

〔前付最終〕

照会先：一般社団法人情報処理学会

事業部門 event@ipsj.or.jp

〔目次前〕

×

情報処理学会 第 80 回全国大会

講演募集

みんなの
情報処理教育

情 報 処 理 学 会で は 、 第 8 0 回 全 国 大 会 の 一 般セッション・学 生セッションの 講 演申込 受 付をい たしま
す。毎回1,200件を超える発表申込をいただき活発な議論、意見交換、交流が行われております。
皆様の研究成果発表の場として、ぜひとも奮ってお申込ください。

開催日
会

2018

15Thu

3.13Tue

場 早稲田大学

西早稲田キャンパス

（東京都新宿区大久保）

講 演 申 込 登 録 締 切

講 演 原 稿 送 信 締 切

2017.12.5（Tue） 2018.1.12（Fri）
15：00 まで

募

集

分

野

１．
コンピュータシステム
２．
ソフトウェア科学・工学
３．データとウェブ

４．人工知能と認知科学
５．ネットワーク

７．インタフェース
８．
コンピュータと人間社会

６．セキュリティ

当会会員の全国大会での発表を対象に、優秀な論文、発表に対し賞の贈呈をしています。

表 彰
制 度

大会
優秀賞

詳細・お申し込みはこちら ▶▶▶

特に優秀な論文の登壇発
表者10名以内。

学部生または学部在学から卒業後
10年までの新進の科学者または技
術者で、大会優秀賞の対象とならな
かった論文の登壇発表者10名以内。

大会
奨励賞

資

格

講演申込種別

一般セッション

不問

学生セッション

高専・大学学部・修士（博士前期課程）在学者

論文ページ数・講演時間

一般セッション
学生セッション
（1件の申込につき）

講演申込種別

講演時間

論文ページ数

一般セッション

一般セッション ２０分

２ページ

学生セッション １５分

２ページ

講演論文集 (希望者のみ)

会員種別

正

会

学生セッションで発表された中から、
優秀な発表各2名以内。大会のロー
カルアワードとして授与（該当なしの
場合もあり）
。

情報処理学会

全国大会

問 合 せ 先

講演参加費・講演論文集代（税込）

講演申込種別

学生
奨励賞

https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/80/

講 演 申 込 資 格

学生セッション

15：00 まで

費

用

員

１０，
３００円

学 生 会 員

６，
２００円

一般非会員

２５，
８００円

学生非会員

１５，
５００円

全会員種別

８，
３００円

ジュニア会員の講演参加費用は無料です。

〒101-0062 東京都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 ： ipsjtaikai@ipsj.or.jp
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ITが変える
社会・生活・仕事
開催：2018年2月2日
（金）
会場：学術総合センター・一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

在し、多くの場面でサポートする未来を見据え、ビッグデータ、IoT、AI がどのように変遷してい

くかを見ていきます。そして、社会にインパクトを与える取り組みや実用化に向けた課題について
議論していきます。

メインセッション
（午後） ［13:00-］

基調講演

高齢化、人手不足とソフトウェア産業の貢献
桑津 浩太郎（（株）野村総合研究所 未来創発センター 研究理事）

招待講演(1)

農業データ連携基盤「WAGRI」～産学連携によるデータ活用型農業の推進～
神成 淳司（慶應義塾大学環境情報学部准教授/内閣官房副政府CIO/情報通信技術（IT）総合戦略室長代理）

招待講演(2)

完全自動運転とAI
加藤 真平（東京大学大学院情報理工学系研究科准教授/名古屋大学未来社会想像機構客員准教授/
（株）ティアフォー取締役兼CTO）

招待講演(4)

Beneﬁcialな汎用人工知能を目指すための全脳アーキテクチャ
山川 宏（（株）ドワンゴ ドワンゴ人工知能研究所）

I Tフォーラムセッション（ 午 前 ）
［ 無 料 ］ ［ 9:30-12:00］
◇サービスサイエンスフォーラム◇コンタクトセンターフォーラム◇ビッグデータ活用実務
フォーラム◇CITPフォーラム◇ユニバーサルデザイン協創フォーラム 他

参加費

情報処理学会正会員・賛助会員
協賛団体の正会員・賛助法人会員
上記以外の一般参加者
学生一律（社会人学生は対象外）
ジュニア会員

10,000 円（11,000 円） ※カッコ内は当日価格
12,000 円（13,000 円）
15,000 円（16,000 円）
1,000 円
無料（懇親会費のみ 1,000 円）

協賛：（予定）一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会、一般社団法人照明学会、情報計算化学生物学会、一般社団法人電子情報通信学会、
一般社団法人電子情報技術産業協会、国立研究開発法人情報通信研究機構、一般社団法人電気学会、公益社団法人日本技術士会、

一般社団法人情報サービス産業協会、一般社団法人日本統計学会、日本計量生物学会、応用統計学会、国立情報学研究所、

一般社団法人人工知能学会、先端 IT 活用推進コンソーシアム、一般社団法人映像情報メディア学会、一般社団法人日本ソフトウェア科学会、

一般社団法人データサイエンティスト協会、日本計算機統計学会、特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会

後援：
（予定）文部科学省、経済産業省、総務省、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人科学技術振興機構

会員外発売所

主催：一般社団法人 情報処理学会

東京都荒川区西日暮里五|九|八
印刷所 三 美 印 刷 株 式 会 社

社会が求めるサービスロボット技術
招待講演(3)
淺間 一（東京大学大学院工学系研究科教授）

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

「IT が変える社会・生活・仕事」をメインテーマに、私達をとりまく環境として IT が当たり前に存

〒101
-0062

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 木 下 泰 三

東京都千代田区神田錦町三|一
株式会社 オ ー ム 社

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

2017 年 11 月 10 日印刷
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