App Store アプリ
のお知らせ
アプリをダウンロードすると iPad，iPhone，
iPod Touch といった iOS 端末から
読むことができます！

DP

会誌「情報処理」

無料

デジタル
プラクティス

アプリのダウンロード
はこちら（無料）

デジタル
会誌「情報処理」プラクティス

情報処理学会

会員募集中！
！
IT に関する最新情報や研究発表の場の提供を
通じて，あなたのお役に立ちます
発表会へ参

加！

研究会がた

くさん♪

自分に合っ
た分野
が見つかり
そう！

詳しくは https://www.ipsj.or.jp/ をご覧ください
お問合せ
一般社団法人 情報処理学会 会員サービス部門
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5 化学会館 4F
Tel.(03)3518-8370 Fax.(03)3518-8375 mem@ipsj.or.jp
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■我ながら視野が狭いと思うが，今回の特集記事はいわゆる
情報処理そのものとは少し違う領域で，内容をどう活用してい
けばよいか考えることが難しかった．

会員の広場

（三木清一）

■各記事が発散した内容だったと感じた．順番にシナリオのあ
るテーマや深堀していくなど，考慮してもらえばもっと読みや
すかった．

（匿名希望）

■良かったと思います．教育という面では，情報教育にて PBL の
今月の会員の広場では，10 月号へのご意見・ご感想を紹介いたします．
まず，巻頭コラム「私と情報処理」については，以下のようなご意見・
ご感想をいただきました．

取り組みを導入すると成果が上がるように思います．（匿名希望）

■巻頭コラムを読んで，今年の科研費のフォーマットが変更さ

象でした．テーマに対してもう少し違う観点からの記事もある

れた背景（の背景）を知り，声をあげることの重要性を再認識

べき．

しました．

■特集の記事がいずれも事例紹介で似たり寄ったりという印
（匿名希望）

（匿名希望）
「1．ワークショップの成り立ちとワークショップの学び」

特別解説「仮想通貨の現状と未来」については，以下のようなご意見・
ご感想をいただきました．

■あまりにも一般的すぎる「そもそも論」であり，
「情報教育」
とのかかわりに何も触れられていないのは残念． （南谷

崇）

■一連の騒動に関する不可解に思っていた点 ( 仕切り屋がいるこ
と ) を取り上げていたことがよかった．
（匿名希望／ジュニア会員）

■「ワークショップ疲れに埋め込まれていること」が特に印象
に残った．自分も含めて実際に「疲れ」を感じているひとも多

■学会誌らしい掘り下げがもっとあってもよかった．
（匿名希望）

いと思うが，そんな人が勇気づけられるような内容だった．
（匿名希望／ジュニア会員）

■仮想通貨を技術・経済的意義両面から理解できてとても興
味深かったです．このような情報処理以外の視角を含めた記事
が読めると嬉しいです．

（梅田博之）

「7．Ruby プログラミング少年団の活動紹介」
■命令ブロックは，私自身行ってみて，親が子供の作業に口出
ししないという点で十分に子供に考えさせる時間を与えること

■最近話題のビットコインについて，よく知らなかったので，

ができる．なぜならば問題が解決できるまで大人でも時間が

このような解説記事はありがたいです．ただ，ビットコインの

過ぎるのを忘れるほど楽しめる教材です．

（横山久美）

細かい仕組みまでは，想像するのが難しく理解できなかったで
す．もう少しビットコインそのものについて，図などを用いて
解説してあるとよいと思いました．

（匿名希望）

解説「エクサスケールに向かう学部スパコン教育の衝撃：中国での
ASC17 からの知見」については，以下のようなご意見・ご感想をいた
だきました．

■経緯，現状，将来予想を捉えることができました．特に，仕

■筆者の観察が簡潔に生き生きと表現され，その驚きと事態の

組みの解説は，システム・運用面などの問題点を掴むことができ

重要性が読者によく伝わってくる．

（南谷 崇）

ました．今後，新聞，テレビニュースの表面的な記事より一歩掘
り下げた視点で考えることができると感じています．（曽田義春）

連載「古機巡礼 / 二進伝心：オーラルヒストリー：嶋 正利氏インタビュー」
については，以下のようなご意見・ご感想をいただきました．

特集「情報教育とワークショップ」については，以下のようなご意見・
ご感想をいただきました．

■ 8080 や Z80 の開発者が日本人だと知りませんでした．勉
強になりました．

（匿名希望）

■ワークショップでは，協働で創造する喜びを体験できるだけ
でなく，プログラミングの面白さを知ることができると思います．
（長山知由理）

■お名前だけは存じているレベルだったが，本記事で具体的
な業績を知ることができた．

（匿名希望）

■ワークショップ形式の IT 教育手法の多様性について非常に

■ 1 つ気になったのですが，嶋先生へのインタビュー日時

参考になりました．

が 2007 年 11 月とあり，ほぼ 10 年前なのですが，なぜ掲載

（牧永あや乃）

まで時間がこんなにかかったのか，大変疑問に思いました．
■ワークショプは多かれ少なかれ本会員が体験している学習，
研修の方法です．個別の現場での実践報告は貴重ですが，今
回のような特集の形で解説される「教育方法論としてのワーク
ショップ」が想定する読者は限定的だと感じました．
（南谷

94

情報処理 Vol.59 No.1 Jan. 2018

崇）

（匿名希望）
会議レポート「DICOMO2017 シンポジウム参加報告」については，以
下のようなご意見・ご感想をいただきました．

■現場の雰囲気はよく分かりましたが，具体的にどのような発

■会員の広場に投稿されていた，
「匿名希望／ジュニア会員」

表がなされたのかは分かりませんでした．CHI 2017 会議レポー

さんからのディジタルデータでもまとめたダウンロード方法を

トのようなスタイルであると研究者としてありがたいです．

提供してほしいという意見に同意します．PDF でも見ることが

（匿名希望）
連載「会誌編集委員会女子部」については，以下のようなご意見・ご感
想をいただきました．

できるが，すべてのファイルをダウンロードするために各ペー
ジに遷移する作業が面倒で，冊子で見ています（それとも情報
処理学会員ならば，Web クローラを作成すべきでしょうか ?）．
（匿名希望）

■会誌編集委員会女子部をもっと前半にもってきてもいいので
はないか．

（匿名希望／ジュニア会員）

会誌の内容や今後取り上げてほしいテーマに関して，以下のようなご意
見やご要望をお寄せいただきました．今後の参考にいたします．

■情報処理の世界で多くの秀才を育てていく議論もあってよさ
そうと思いました．

（匿名希望）

■ソフトウェアの品質，設計，テスト，プロマネ等を，低コス

■今後取り上げてほしいテーマ：小学生でも絵が描けるような

トで実施するための工夫があれば，紹介してほしい．基本的な

プログラミングの紹介など．

ことだが，ファイル名のつけ方，フォルダの構成など，多くの

（鏡

嘉月／ジュニア会員）

人が「適当に対応」しているが，ちょっとした工夫で生産性が
■ IT で社会の仕組みやビジネスがどう変わるか，その先には

大幅に向上するものについても，アイディアを紹介してほしい．

何があるか，ビジネスセンスと技術的先見性を兼ね備えた方の

（匿名希望）

言説を読めればと思います．

（匿名希望）
■マイコンについてもっと知りたい．
（匿名希望／ジュニア会員）

■「センタ」のような長音省略は，やめてほしい．本文はでき
るだけゴシック体でなく明朝体にしてほしい．日本語を「イタ

■より情報処理が多面的に見られるよう，人文系とのかかわり

リック体」にするのはやめてほしい．

が見られるような特集，オリンピック・パラリンピックに関する

（奥村晴彦）

特集を期待しています．

（匿名希望）

■情報オリンピックのメダリストの人にインタビューしてほしい
です．

（匿名希望／ジュニア会員）

■巻頭コラムに，この分野の海外の著名な方からの日本にお
ける IT の状況に対するコメントなどがあると面白いのではない

■今後取り上げてほしいテーマ：ブロックチェーン技術の仮想

か．

（匿名希望）

通貨以外への利用の見込みについて．マイナンバーを運用して
いく国や自治体の管理システムの問題点．
（匿名希望／ジュニア会員）

■今後取り上げてほしいテーマとして，並列分散技術を取り上
げてほしい．

【本欄担当

（澤

佳祐／ジュニア会員）

大岸智彦，北山大輔／会員サービス分野】

これらのコメントは Web 版会員の広場
「読者からの声」
< URL : https://www.ipsj.or.jp/magazine/dokusha.html > にも掲載しています．Web 版では，
紙面の制限などのため掲載できなかったコメントも掲載していますので，ぜひ，こちらもご参照ください．会誌や掲載記事に関するご意見・ご感想
は学会 Web ページでも受け付けております．今後もよりよい会誌を作るため，ぜひ皆様のお声をお寄せください．

皆様にとって会誌をより役立つものとするため，
・記事に対する感想，意見 ・記事テーマの提案 ・会誌または学会に対する全般的な意見，提言
・その他，情報処理技術についての全般的な意見，提言
など自由なご意見，ご感想をお待ちしております．
なお，
「道しるべ」については
<URL：https://www.ipsj.or.jp/magazine/sippitsu/michishirube.html> で

ご意見をお寄せ
ください！

これからのテーマ案を募集しており，いただいたご意見をまとめております．
※ご意見，ご感想を会誌に掲載させていただいた方には薄謝または記念品を進呈いたします．
掲載に際しては，編集の都合上，ご意見に手を加えさせていただくことがありますので，あらかじめご了承ください．
なお，意見の投稿に伴う，住所，氏名，所属などの個人情報については，学会のプライバシーポリシーに準じて取
り扱いいたします． <URL：https://www.ipsj.or.jp/privacypolicy.html>
応募先

〒 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 会誌編集部門 E-mail : editj@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp/magazine/enquete.html

Fax (03) 3518-8375
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IPSJ カレンダー
開催日
12 月 18 日（月）〜
12 月 19 日（火）
12 月 20 日（水）〜
12 月 21 日（木）

名

称

第 162 回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/hpc162.html
第 234 回自然言語処理研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/nl234.html

論文等応募締切日

参加締切日

10 月 17 日（火）

当日のみ

10 月 19 日（木）

当日のみ

12 月 21 日（木）〜 第 119 回音声言語情報処理研究発表会
12 月 22 日（金） https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/slp119.html

10 月 19 日（木）

12 月 22 日（金）〜
12 月 23 日（土）
12 月 22 日（金）〜
12 月 23 日（土）
12 月 26 日（火）

10 月 13 日（金）

2018 年

1 月 15 日（月）〜
1 月 16 日（火）
1 月 18 日（木）〜
1 月 19 日（金）
1 月 18 日（木）〜
1 月 19 日（金）
1 月 18 日（木）〜
1 月 19 日（金）
1 月 18 日（木）〜
1 月 19 日（金）
1 月 19 日（金）〜
1 月 21 日（日）
1 月 22 日（月）〜
1 月 23 日（火）
1 月 26 日（金）〜
1 月 27 日（土）
1 月 27 日（土）〜
1 月 28 日（日）
1 月 28 日（日）〜
1 月 29 日（月）
1 月 29 日（月）〜
1 月 31 日（水）
2月2日(金)
3月1日(木) 〜
3月2日(金)
3 月 5 日（月）〜
3 月 6 日（火）
3 月 9 日（金）〜
3 月 10 日 ( 土）
3 月 13 日（火）〜
3 月 15 日（木）

第 166 回データベースシステム研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/dbs166.html
第 46 回エンタテインメントコンピューティング研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ec46.html
第 7 回災害コミュニケーションシンポジウム
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/spts2017.html
論文誌「エンタテインメントコンピューティング」特集への論文募集
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/18-Q.html
デジタルプラクティス「クラウドソーシング／ヒューマンコンピュ
テーション」特集論文募集
https://www.ipsj.or.jp/dp/cfp/dp0904s.html
論文誌「ゲームプログラミング」特集への論文募集
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/18-W.html
論文誌「セキュリティ人財と技術で目指す信頼できる
社会基盤の実現に向けて」特集への論文募集
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/18-Z.html
論文誌「未来の暮らしを支えるパーベイシブシステムと
高度交通システム」特集への論文募集
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/19-C.html
第 117 回プログラミング研究発表会
https://sigpro.ipsj.or.jp/pro2017-4/
第 210 回コンピュータビジョンとイメージメディア研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/cvim210.html
第 221 回システム・アーキテクチャ・第 182 回システムと
LSI の設計技術合同研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/arc221sldm182.html
ウィンターワークショップ 2018・イン・宮島
http://wws.sigse.jp/2018/
第 173 回マルチメディア通信と分散処理研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/dps173.html
第 59 回プログラミング・シンポジウム
https://www.ipsj.or.jp/prosym/
第 176 回ヒューマンコンピュータインタラクション研究発表会
http://www.sighci.jp/events/sig/176
第 103 回グループウェアとネットワークサービス・
第 21 回コンシューマ・デバイス＆システム・
第 18 回デジタルコンテンツクリエーション合同研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/gn103cds21dcc18.html
第 116 回人文科学とコンピュータ研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ch116.html
第 166 回アルゴリズム研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ch116.html
International Conference on High Performance Computing
in Asia Pacific Region（HPCAsia2018）
http://sighpc.ipsj.or.jp/HPCAsia2018/
ソフトウエアジャパン 2018
https://www.ipsj.or.jp/event/sj/sj2018/index.html
第 211 回コンピュータビジョンとイメージメディア研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/cvim211.html
第 40 回インターネットと運用技術研究発表会
http://www.iot.ipsj.or.jp/
第 53 回バイオ情報学研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/bio53.html
情報処理学会 第 80 回全国大会
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/80/

テム研究開発センター
当日のみ
早稲田大学グリーン・コ
ンピューティング・シス
テム研究開発センター
当日のみ
国立情報学研究所

11 月 13 日（月）

当日のみ

1 月 15 日 ( 月 )
2 月 5 日（月）
2 月 16 日（金）
2 月 26 日（月）
3 月 31 日（土）
11 月 17 日（金）

当日のみ

11 月 7 日 ( 火 )

当日のみ

11 月 20 日 ( 月 )

当日のみ

12 月 4 日 ( 月 )

高知工科大学
永国寺キャンパス
大阪府立大学
慶應義塾大学
日吉キャンパス
宮島コーラルホテル

12 月 4 日 ( 月 )

Web ページ参照

11 月 30 日（木）

当日のみ

11 月 17 日（金）

当日のみ

12 月 4 日（月）

当日のみ

12 月 1 日 ( 金 )

当日のみ

1月5日(金)

1 月 19 日 ( 金 )
当日可
当日のみ
当日のみ

1 月 25 日 ( 木 )

当日のみ

12 月 5 日（火）

2 月 9 日（金）

［トピックス］
10 月 15 日
人材募集情報（Vol.58 No.12）
10 月 15 日
会誌「情報処理」Web カタログ（Vol.58 No.12）
11 月 10 日
論文誌「エンタテインメントコンピューティング」特集 論文募集
11 月 10 日
論文誌「未来の暮らしを支えるパーベイシブシステムと高度交通システム」特集 論文募集
11 月 6 日
デジタルプラクティス「クラウドソーシング／ヒューマンコンピュテーション」特集論文募集
11 月 2 日
2017 年度「優秀教育賞」および「優秀教材賞」推薦のお願い
10 月 20 日
『IT 研究者のひらめき本棚 ビブリオ・トーク：私のオススメ』発刊記念フェア開催中！
10 月 18 日
2018 年度代表会員候補者の募集
10 月 18 日
キャリア研究セッション受付開始（第 80 回全国大会）
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グランフロント大阪
和歌山県立情報交流
センタービッグ・ユー

Web ページ（https://www.ipsj.or.jp/）更新情報
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開催地
くまもと県民交流館
パレア
早稲田大学グリーン・コ
ンピューティング・シス

国民宿舎 桂浜荘
（高知県）
ラフォーレ倶楽部
伊東温泉湯の庭
琉球大学
50 周年記念館
厳原地区公民館
（下対馬開発総合
センター）
函館コミュニティ
プラザ G スクエア
石垣島
大濱信泉記念館
秋葉原 UDX ビル
学術総合センター
一橋記念講堂
立命館大学
びわこ・くさつキャンパス
鬼怒川温泉ホテル
栃木県日光市
北陸先端科学技術
大学院大学
早稲田大学
西早稲田キャンパス

人材募集

（有料会告）

申込方法：任意の用紙に件名，申込者氏名，勤務先，職名，住所，電話番号および請求書に記載する「宛名」，
Web 掲載の有無などを記載し，掲載希望原稿（［募集職種，募集人員，
（所属），専門分野，
（担当科目）
，
応募資格，着任時期，提出書類，応募締切，送付先，照会先］）を添えて下記の申込先へ，E-mail，
Fax または郵送にてお申し込みください．
＊都合により編集させていただく場合がありますので，ご了承ください．
申込期限：毎月 15 日を締切日とし翌月号（15 日発行）に掲載します．
掲載料金：国公私立教育機関，国公立研究機関

税抜 20,000 円（税込 21,600 円）
税抜 30,000 円（税込 32,400 円）

賛助会員以外の企業

税抜 50,000 円（税込 54,000 円）

有 料 会 告

賛助会員（企業）

＊本会誌へ掲載依頼いただいた場合に限り，追加料金 税抜 4,000 円（税込 4,320 円）で同一内容を本
会 Web ページに掲載できます．
申 込 先 ：情報処理学会

会誌編集部門（有料会告係） E-mail: editj@ipsj.or.jp

Fax(03)3518-8375

＊原稿受付の際には必ず原稿受領のお知らせを差し上げています．もし 3 日以内（土日祝日除く）に
返信がない場合は念のため確認のご連絡をください．

＊特に指定がないかぎり履歴書には写真を貼付のこと
■一関工業高等専門学校未来創造工学科情報・ソ
フトウェア系
募集人員 准教授，講師，もしくは助教 1 名
専門分野 ICT 分野（たとえば，データマイニング，IoT，サイバー
セキュリティ，モバイルコンピューティング，Web コンピュー
ティング，クラウド基盤，ヒューマンインタフェース等に関係す
る技術分野）
担当科目 上記専門分野に関係する科目（たとえば，計算機アー
キテクチャ，オペレーティングシステム，ネットワークシステム，
社会実装演習）のうち数科目，情報工学に関する基礎科目および
実験実習，卒業研究・専攻科特別研究
応募資格 （1）博士の学位または技術士の資格を有する方（着任
時までに博士の学位を取得見込みの方を含む），あるいは専門分
野において同等の資格を有する方 （2）高等専門学校における教
育，研究および学生指導に熱意のある方 （3）心身ともに健康で
ある方
採用予定日 2018 年 4 月 1 日
提出書類 （1）履歴書（市販の用紙に本人自筆，資格欄に学位等
を必ず明記，E-mail アドレス付記）（2）研究業績一覧表（著書・
学術論文・口頭発表・特許・社報等を含む．指定様式）（3）特
許等開発実績一覧表（実績がある場合）（4）主要論文別刷 5 編
以内（コピー可）（5）教育経験歴（社内教育等を含む）（6）高
等専門学校における教育・学生指導に対する抱負（1,500 字程度）
（7）推薦書（自薦の場合は，問い合わせ可能な方 2 名の氏名・所属・
連絡先等を明記すること）（8）応募資格（1）を証明するもの
応募締切 2018 年 1 月 31 日（必着）
送 付 先 〒 021-8511 岩手県一関市萩荘字高梨
一関工業高等専門学校 総務課人事給与係
簡易書留で封筒に「未来創造工学科（ICT 分野）教員応募書類在中」
と朱書きのこと ＊応募書類は，原則としてお返しいたしません
照 会 先
【教育・研究に関すること】
未来創造工学科 情報・ソフトウェア系長 千田栄幸
E-mail: j-apply2017@ichinoseki.ac.jp
Tel(0191)24-4751（ダイヤルイン） Fax(0191)24-2146
【その他事務に関すること】
総務課人事給与係 E-mail: s-jinji@ichinoseki.ac.jp
Tel(0191)24-4705（ダイヤルイン） Fax(0191)24-2146

そ の 他 【採用決定方法】（1）書類審査，（2）書類審査合格者
の面接および模擬授業（実施日時は，書類審査合格者に直接お知
らせします）
本校の教育内容につきましては，本校 Web ページ（http://www.
ichinoseki.ac.jp/）をご参照願います
本校では採用に際して男女共同参画を推進しており，業績（教育
業績，研究業績，社会的貢献，人物を含む）の評価において同等
と認められる場合には，女性を優先的に採用します
応募者の個人情報は，一関工業高等専門学校の教員を採用する目
的のために利用するものであり，第三者に提供または公表するこ
とはありません

■トヨタ自動車（株）
募集人員 正社員 数名
専門分野 情報工学または関連分野
応募資格 （1）2018 年 3 月卒業見込みの博士後期課程在学者，も
しくは，博士／修士の学位を持っていること （2）かつ，下記必
要能力について実務（研究）経験・知識があること
• IT 先端技術設計：CPU，OS，ネットワーク分野の先端技術※
の内，1 つ以上の開発経験と 3 分野の基礎知識を有する方
※マルチ／メニ―コアプロセッサ，3D グラフィクス，分散コ
ンピューティング
• 最新技術に精通し，一流アーキテクトと議論しリードできる
こと（C/C++ での開発能力は必須）
仕事内容 車載コネクティッドシステム向けソフトウェアプラッ
トフォームの開発（アーキテクト）
応募締切 2018 年 1 月 31 日
そ の 他 【勤務地】東京都，愛知県 ※静岡県など，国内・海
外の事業所・関連施設への転勤の可能性あり
応募は当社 Web ページ（http://www.toyota-careers.com/）か
ら受け付けます
応募内容の詳細は，当社 Web ページをご覧ください
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情報処理学会 第 80 回全国大会 イベント企画のみの聴講参加は「無料」‼︎
事前予約申込はこちらから⇒ https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/80/

ぜひ皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加ください

第 80 回全国大会 聴講参加・講演論文集・懇親会事前予約の御案内
『みんなの情報処理教育』
有 料 会 告

大 会 会 期：2018 年 3 月 13 日（火）～ 15 日（木）
大 会 会 場：早稲田大学 西早稲田キャンパス（東京都新宿区大久保）
後

援：早稲田大学 理工学術院，全国高等学校情報教育研究会，神奈川県教育委員会

情報処理学会第 80 回全国大会の「大会聴講参加」
「講演論文集」ならびに「懇親会参加」の事前予約申込受付を開始します．
■ 第 1 ～ 5 イベント会場・特別会場において開催される「特別講演／招待講演／イベント企画／各種展示」を聴講・ご覧になる場合
→「大会イベント企画限定聴講参加」
（無料）
■ 上記に加え、
「一般セッション／学生セッション」を聴講する場合
→「大会共通聴講参加」
（有料）
イベント企画のみ聴講希望の方は，大会 Web ページから事前予約申込みをする際，
「大会イベント企画限定聴講参加」にお申込みください．
通常の一般セッション・学生セッションも聴講希望の場合は，
「大会共通聴講参加」にお申込みください（聴講参加費は有料となります）．

事前予約申込受付期間：2017 年 12 月 8 日（金）～ 2018 年 2 月 9 日（金）
招待講演・特別講演企画【聴講参加無料】 ：招待講演 4 件，特別講演 2 件を予定しております．
招待講演 –1

14 日（水）13：20 〜 13：50 第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］
｢ 演目・未定 ｣ Young Ik Eom（President, KIISE）

招待講演 –2

14 日（水）13：50 〜 14：20 第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］
｢ 演目・未定 ｣ Wen Gao（CEO, China Computer Federation）

招待講演 –3

14 日（水）14：20 〜 14：50 第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］
｢ 演目・未定 ｣ 未定（ACM）

招待講演 –4

14 日（水）13：20 〜 13：50 第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］
｢ 演目・未定 ｣ Hironori Kasahara（President, IEEE Computer Society）

特別講演

13 日（火）16：40 〜 17：45 第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］
「小中高で育む情報活用能力（仮）」
15 日（木）15：30 〜 17：30
IPSJ-ONE

第 1 イベント会場［57 号館 201 教室］

イベント企画【聴講参加無料】：各イベント企画では，その分野の最前線で活躍されておられる方をお招きし，講演・パネル討論等の開催
を予定しております．

第 1 イベント会場
57 号館 2F

201 教室

第 2 イベント会場
57 号館 2F

202 教室

第 3 イベント会場
63 号館 2F
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02-02 教室

13 日 9：30 〜 12：00 「幼少期からのプログラミング学習＆教育は必要なのか？どうあるべきか？」
14 日 9：30 〜 12：00 「インターンシップについて本音を語る：大学教員×企業×学生」
14 日 15：30 〜 18：00 「サムライ・ジョッキー : 人工知能で駆け抜けろ−第 6 回 国際 人工知能プログラミング
コンテスト世界決勝戦 SamurAI Coding 2017-18 World Final」
13 日 9：30 〜 12：00 「カリキュラム標準 J17 と情報教育」
13 日 13：20 〜 15：50 「新しい一般情報教育の知識体系」
14 日 9：30 〜 12：00 「実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発」
14 日 15：30 〜 18：00 「高度 IT 技術者「CITP」の活躍」
15 日 9：30 〜 12：00 「工芸から科学へ− CG 技術の新たな挑戦−」
15 日 13：20 〜 15：20 「はじめよう♪ グラフィックレコーディング」
13 日 9：30 〜 12：00
13 日 13：20 〜 15：50
14 日 13：20 〜 18：00
15 日 13：20 〜 15：20
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「論文必勝法」
「〜コンピュータパイオニアが語る〜「私の詩と真実」
」
「情報系エンジニア キャリア研究セッション」
「情報系エンジニア キャリア研究セッション」

13 日
14 日
第 4 イベント会場
56 号館 1F 101 教室

第 5 イベント会場
56 号館 1F 102 教室

14 日
15 日
15 日

13：20 〜 15：50 「アジャイル開発の事例に則した契約の一例提案」
9：30 〜 12：00 文部科学省 大学入学者選抜改革推進委託事業 「情報学的アプローチによる「情報科」
大学入学者選抜における評価手法の研究開発（2）」
15：30 〜 18：00 「会誌『情報処理』公開編集委員会」
9：30 〜 12：00 「ソウル協定と情報専門分野の認定」
13：20 〜 15：20 「サイバー保険の現状と今後の課題」

13 日
13 日
14 日
15 日

9：30 〜 12：00
13：20 〜 15：50
9：30 〜 12：00
13：20 〜 15：20

「2017 年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～」
「現場から見た情報セキュリティの現状と今後 −デジタルプラクティスライブ−」
「計算社会科学の可能性」
「小中高で必修化されたプログラミング教育とは」

有 料 会 告

一般セッション・学生セッション【聴講参加 有料】 ：
約 1,400 件の研究成果発表があります．大会 3 日間でおよそ 30 会場を使用して，190 あまりのセッションが組まれ，活発な発表，議論・討論
が行われます．

懇親会【有料】：
毎回多数の方にご参加をいただき親睦を深めております．
開催日時：2017 年 3 月 13 日（火）18：00 ～ 20：00（予定）
開催会場：早稲田大学西早稲田キャンパス内（予定）

■聴講参加費・講演論文集代・懇親会参加費（税込）
申込種別

予約価格（ 2/9 迄 ）

大会イベント企画限定聴講参加

当

日

無料

無料

大会共通聴講参加（正会員）

3,100 円

4,000 円

大会共通聴講参加（正会員）＊全論文の PDF アクセス権付

8,300 円

9,000 円

大会共通聴講参加（一般非会員）

6,200 円

7,000 円

大会共通聴講参加（学生会員・学生非会員・ジュニア会員）

無料

無料

懇親会参加 一般（正会員・一般非会員）

4,000 円

5,000 円

懇親会参加 学生（学生会員・学生非会員）

2,000 円

3,000 円

懇親会参加 学生（ジュニア会員）

1,000 円

1,000 円

講演論文集分冊（個人・法人問わず）

12,400 円

14,000 円

講演論文集セット ＊ DVD-ROM 1 枚付き（個人・法人問わず）

58,700 円

63,000 円

講演論文集 DVD-ROM（個人）＊全論文の PDF アクセス権付

9,000 円

9,000 円

講演論文集 DVD-ROM（法人）＊全論文の PDF アクセス権付

57,000 円

57,000 円

送料

セットおよび 4 冊以下

−

800 円

5 冊以上

−

1,100 円

DVD-ROM 1 枚につき

−

600 円

■留意事項

※「大会イベント企画限定聴講参加」は，特別講演，招待講演，イベント企画，各種展示のみ聴講参加可能です．一般セッション・学生セッショ
ンの聴講はできませんのでご注意ください．
一般セッション・学生セッションも聴講参加希望の場合には，大会共通聴講参加（有料）のほうにお申込みください．
※「大会共通聴講参加」は，一般セッション・学生セッションを含む大会すべてのセッションの聴講参加が可能です．
※ DVD は学生限定・大会会場限定で学割会場販売（5,000 円）いたします．
※ 講演論文集，DVD-ROM 共に，大会開催前の事前発送は致しておりません．
受取りは当日会場での受取りか大会終了後の郵送となります．
※ 講演論文集または DVD-ROM を郵便で受け取る場合には別途送料がかかります．

※ 講演参加申込の方は聴講参加申込は不要です．聴講参加をお申込みになりますと二重申込となりますのでご注意ください．

■聴講参加および講演論文集の予約申込，詳細は，以下のサイトからお願いいたします．
第 80 回全国大会公式 Web サイト

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

■問合先

〒 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
電話（03）3518-8373

FAX（03）3518-8375

E-mail: ipsjtaikai@ipsj.or.jp
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● 論文誌ジャーナル掲載論文リスト
Vol.58 No.12（Dec. 2017）
【特集：私たちを取り巻く情報の信頼性とライフタイムを意識した
安全な社会基盤の確立に向けて】
■ 特集「私たちを取り巻く情報の信頼性とライフタイムを意識した
安全な社会基盤の確立に向けて」の編集にあたって
角尾幸保
■ 悪性コンテンツの隠蔽方法に着目したマルウェア感染への誘導
用 Web ページ検知システムの提案
荻野貴大 他
■ Android アプリケーションのライブラリからみた脆弱性分析
古川凌也 他
■ 情報セキュリティポリシーにおける例外措置
村崎康博 他
■ 機械学習を用いたソーシャルネットワークと履歴書の照合方式
の提案
橋本英奈 他
■ 共有アカウント利用時における不正行為の誘発要因
■ SNS における情報開示行動に関する要因分析

新原功一 他
小川隆一 他

■ スマートフォンの通信遅延におけるユーザのアウェアネスと
QoE の関係に関する基礎検討
白井丈晴 他
■ 情報セキュリティ不安全行動に対するテレワーク実施者の性向
の分析
畑島 隆 他
■ セキュリティ運用のための経営層向けビジネスリスク評価技術
の開発
杉本暁彦 他
■ インターネットバンキングにおける不正送金被害額の推定
岡林喬久 他
■ 脅威モデリング連携型アタックテストによる車載ネットワーク
脅威分析手法
西尾泰彦 他
■ 順番マルチサインオン方式の提案
岡本 学
【一般論文】
■ An Algorithm for Hinge Vertex Problem on Circular
Trapezoid Graphs †
Hirotoshi Honma 他
■ Allen の時区間関係を条件とする時区間データの効率的な結合
演算
山下夏奈 他
■ 多様なデータサイズ分布を持つ Zipf 分布型処理要求に対する負
荷分散とインメモリデータ・サイズ近似的最小化 山下高生 他
■ 遅延時間制御手法の破棄制御による TCP 公平性の向上 *
花井雅人 他
■ 位置情報 SNS 上の画像 - テキスト間対応を利用したユーザ嗜好
抽出と推薦スポット候補拡張
有山俊一郎 他
■ 自転車競技のヒルクライムにおけるスマートフォンを用いたペ
ダリング支援システムの検討
本田雄亮 他
■ 床指紋 : 床の模様に基づく位置推定 *
藤田 悟 他
■ Accumulator for Monotone Formulas and its Application to
Anonymous Credential System
Sadiah Shahidatul 他
■ マルコフ潜在クラスモデルに基づく EC サイトにおける施策実
施効果分析に関する一考察
松嵜祐樹 他
■ 同一カテゴリ内での二値判別を許容する符号表に基づく ECOC
多値判別法
鈴木玲央奈 他
■ L0 ノルム最小化と多重解像度法を用いた室内向け自律移動車椅
子の開発 *
中沢 実 他
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■ 将棋解説文生成のための解説すべき手順の予測
亀甲博貴 他
■ セグメント構造を持つバイリンガルトピックモデル
田村晃裕 他
  *：推薦論文 Recommended Paper
†：テクニカルノート Technical Note

● 論文誌トランザクション掲載論文リスト
（Dec. 2017）
【論文誌 プログラミング Vol.10 No.6】
■ Identification and Elimination of the Overhead of Accelerate
with a Super-Resolution Application
Izumi Asakura 他
■ Safe Low-level Code Generation in Coq using
Monomorphization and Monadification
Akira Tanaka 他

【論文誌 数理モデル化と応用 Vol.10 No.3】
■ 非線形半正定値計画問題の異なる定式化と複数アルゴリズムに
よる数値的比較
加藤拓海 他
■ 直列待ち行列モデルによる産業廃棄物管理型最終処分場におけ
る搬入車両の輻輳解析
吉成 昇 他
■ 決定木を用いた基礎的有機化合物の発火点決定ルール抽出
林 亮子
■ Randomized Kernel Mean Networks for Bag-of-Words Data
Yuya Yoshikawa 他

【論文誌 データベース Vol.10 No.4】
■ メニーコアプロセッサを用いた構造的類似度に基づくグラフク
ラスタリングの高速化
高橋知克 他
■ 非負値行列分解を用いた時系列リンク予測
中嶋篤宏 他
■ 大規模グラフに対する ObjectRank の高速な近似 Top-k 検索
佐藤朋紀  他
■ GPS データの複数属性を用いた LSTM ネットワークによる移
動状態のモデル化と推定
城内光平 他
■ 多次元関係モデルによる利用者の情報行動に関する予測
梅原頌平 他
■ 映像とセンサ信号を用いたドライブレコーダデータからのヒヤ
リハット検出手法
山本修平 他
■ 暗号化データベースシステムにおけるクエリベースのデータ販
売スキーム
秋山賢人 他
■ 制限付き識別ランダムウォークによるグラフベースのラベル
拡張
木村正成 他

https://www.ipsj.or.jp/dp/cfp/dp0904s.html

情報処理学会デジタルプラクティス

特集号論文募集
「クラウドソーシング／ヒューマンコンピュテーション」
〔投稿締切〕2018 年 2 月 5 日（月）17：00
本特集では、クラウドソーシングやヒューマンコンピュテーションの活用に関して、著者自身によるプラクティスに基づいた論文を募集します。
「インターネットを通じて不特定多数の人に仕事を依頼すること、もしくはその仕組み」を意味するクラウドソーシングの考え方は 2000 年
代初頭に提唱され、以降、Amazon Mechanical Turk などのプラットフォームの出現によってさまざまな分野での利用が拡大しました。依
頼者にとっては必要に応じた労働力調達の手段として、働き手にとっては場所や時間にとらわれない新しい働き方として注目され、現在で
は労働力市場の一つの形として定着してきています。さらには近年、Uber に代表されるシェアリングエコノミーが注目されていますが、
これらは物理的な世界におけるクラウドソーシングの一種と考えることもでき、今後もその流れは一層広まっていくと思われます。
一方、上記の流れと並行して、人工知能分野においては、コンピュータには困難であるが人間には比較的容易な課題を、後者の助けを借り
て実施するというアプローチとしてヒューマンコンピュテーションの考え方が提唱され、
盛んに研究が行われています。ヒューマンコンピュ
テーションの実施プラットフォームとしてクラウドソーシングプラットフォームが利用され、その発展を支えています。
このように密接なかかわりをもって発展してきた両者ですが、たとえば理論的な研究結果がクラウドソーシングのビジネスにおいて差別化
要素として機能しているかというと、必ずしもそうとはいえません。一方で、産業界にもさまざまな先進的試みやビジネスモデルがありま
すが、これらが学術界で広く知られているともいえません。
そこで、本特集では、さまざまなビジネス／アプリケーションに活用が広がっているクラウドソーシングやヒューマンコンピュテーション
の実践事例を募集します。
実践事例から、その効果を高めたり、その活用を拡げたりするのに有用な知見の共有を目指します。
トピックとして、たとえば：
・クラウドソーシングプラットフォームの開発、運営事例
・クラウドソーシングを利用したビジネスの実施事例
・クラウドソーシングを利用したデータ収集事例
・研究開発（学習用データ作成、評価作業等）におけるクラウドソーシングの活用事例
・システム開発、デザイン分野等での実践事例
・データ分析コンペティションの実践事例
・教育への活用事例
・物理的なクラウドソーシングの実践事例
などを含みます。
多くの皆様からの投稿をお待ちしております。

※投稿要領：Web サイトをご覧ください→ https://www.ipsj.or.jp/dp/cfp/dp0904s.html （応募資格は問いません）
※掲 載 号：2018 年 10 月号（Vol.9 No.4）
※特集エディタ：鹿島久嗣（京都大学）
，福島俊一（科学技術振興機構）
※特集号編集委員：編集委員長：吉野松樹（日立）
編集委員

：荒木拓也（日本電気）
，飯村結香子（NTT）
，位野木万里（工学院大学）
，今原修一郎（東芝）
，

大嶋嘉人（NTT）
，鬼塚

真（大阪大学）
，上條浩一（日本 IBM）
，北村操代（三菱電機）
，齋藤正史（金沢工業大学）
，

澤谷由里子（東京工科大学）
，澤邉知子（日本大学）
，柴崎辰彦（富士通）
，新田

清（ヤフー）
，

濱崎雅弘（産業技術総合研究所）
，平井千秋（日立製作所）
，平林元明（日立製作所）
，福島俊一（科学技術振興機構）
，
藤瀬哲朗（三菱総研）
，藤原陽子（レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ）
，細野
茂木

繁（日本電気）
，

強（科学技術振興機構）
，アドバイザ：喜連川優（国立情報学研究所・東京大学）
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おふぃすらん
あけましておめでとうございます．皆様ご家族お揃いで，良

増強しました．2 万人の会員 DB をもっともっと企業や関連団
体に活用してもらうように，活性化していきたいと思います．

いお正月をお迎えのこととお喜び申し上げます．

学会活動のコアとなる研究会や論文，学会誌などの技術創造

昨年 7 月に事務局長を拝命しもう早や半年になりますが，
日々学会業務の奥深さを感じているところであります．会員増

活動は本当に純粋で高度で誇りの持てる内容だとこの半年で再

が新会長の最優先課題の 1 つということで，私は企業出身でも

認識しました．この学術力を全国大会や FIT などの参加者増，

あるので，まずは年々減り続けている企業会員への周知を最初

連続セミナーやソフトウエアジャパンの集客増，CITP 活動，

の活動として検討してきました．初動策として，①情報 IT 関

標準規格化活動の企業周知度向上にどう繋げていくかを継続的

連団体との相互賛助会員化を実行し，昨年より 30 口以上増加

に考えていきたいと思っています．

しました．関連団体とのテーマ連携も進めていきたいと思いま

今年は，長年の懸案であった新会員システムのサービスイン

す．②また SNS を活用した情報発信の事務局組織化を行いま

により，マイページ復活と会員への付加価値サービスの向上を

した．本部，イベント，研究会など複数のページがあり日々計

図ることが重要なミッションになります．また昨年着手した国

画発信を実施中で，まずはそれぞれを浸透拡大させていきたい

際学会連携の推進とその先にあるグローバル化戦略の立案も大

と思いますが，リーチ数増加策など打つ手はまだまだあります．

きな課題です．役員の方々のご指導ご協力を得て事務局業務を

③展示博覧会の無料出展の機会も 2 回いただき，委員会メンバ

楽しく遂行していきたいと思いますので，よろしくお願いいた

の方々にもご協力を得てセミナを企画したり出展ブースを出し

します．
（木下泰三／事務局長）

ましたが，集客力のある展示企画策も進めていきます．④企業
向け媒体広告やイベント時のスポンサ獲得のための契約会社を

各

賞

表

彰（概要）

詳細は Web サイト（https://www.ipsj.or.jp/award/sho_index.html）をご覧ください

2017 年度ソフトウエアジャパンアワードの表彰

下記 2 君に決定されました．

本会では 2004 年度から毎年産業界向けのイベントとして「ソフ

において，表彰状および賞金が授与される予定です．

受賞者には，本会表彰規程により，ソフトウエアジャパン 2018

トウエアジャパン」を開催しており，同イベントにおいて，日本

○「史上初めて人間の名人に勝利した将棋ソフト Ponanza の開発」

発の世界に誇るソフトウエアの研究者，開発者，技術者で，情報

山本一成君

技術分野において特に産業界への功労がありその業績が顕著であ

○「ビッグデータ分析における分散処理ミドルウェア群の開発」

ると共に，今後の産業界への活躍が期待できる方へ「ソフトウエ

古橋貞之君

アジャパンアワード」を贈呈しております．

ソフトウエアジャパン 2018 は以下で開催予定．

本年度の受賞者は，技術応用運営委員会，IT フォーラム推進委

・会議名称：ソフトウエアジャパン 2018

員会，当該ソフトウエアジャパンプログラム委員会，ソフトウエ

「IT が変える社会・生活・仕事」

アジャパン実行委員会の各委員および情報処理学会フェロー，各
研究会主査から推薦された候補者のうち，表彰規程およびソフト

・開催日時：2018 年 2 月 2 日（金）9：30 〜 18：05

ウエアジャパンアワード選定手続きに基づき，選定委員会におい

・開催会場：学術総合センター ・一橋記念講堂

て厳正な審査を行い，理事会承認（2017 年 9 月 29 日付）を得て，

・https://www.ipsj.or.jp/event/sj/sj2018/

訂 正
本誌 58 巻 12 号（2017 年 12 月号）のぺた語義「実践的情報教育の教育効果をはかる」に一部誤りがありました．お詫びして訂正いたします．
P.1126

右段 15 行目

（誤）p < 0.1
（正）p < .01
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］

〔11〕本号で最も良かった記事は何ですか？ 上記〔10〕の設問の記事番号から１つだけ選び（例：10-8 の記事の場合は「8」と記入），その理由をご回答く
ださい．上記に掲載されていない記事の場合はタイトルを直接ご記入ください．
〔11-1〕良かった記事… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11-1-［
］
〔11-2〕この記事に対する貴方の立場：a）専門家 b）非専門家… ……………………………………………………………………………………… 11-2-［
］
〔11-3〕選んだ理由（下記から，いくつでも選択可）
………………………………………………………………………………………………… 11-3-［
］
a) 技術・研究動向がよく分かった b）知的興味をかきたてられた c) 新たな知識を得ることができた d) 内容が平易で理解しやすかった
e) その他（具体的に下記にご記入ください）

104

情報処理 Vol.59 No.1 Jan. 2018

〔12〕本号で最も良くなかった記事は何ですか？ 上記〔10〕の設問の記事番号から１つだけ選び（例：10-8 の記事の場合は「8」と記入），その理由をご回
答ください．上記に掲載されていない記事の場合はタイトルを直接ご記入ください．
〔12-1〕良くなかった記事… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12-1-［
］
〔12-2〕この記事に対する貴方の立場：a）専門家 b）非専門家… ……………………………………………………………………………………… 12-2-［
］
〔12-3〕選んだ理由（下記から，いくつでも選択可）
………………………………………………………………………………………………… 12-3-［
］
a) 記事の内容に誤りがあった b) ありきたりの内容だった c) 記事が難しすぎた d) 何を言いたいのか分からなかった e）宣伝の意図が強すぎる
f) テーマに興味が持てなかった g）その他（下記に具体的にご記入ください）

〔13〕今月の特集に対する貴方の立場を教えてください．
〔13-1〕私たちの未来：a）専門家 b）非専門家… ………………………………………………………………………………………………………… 13-1-［
〔13-2〕脳情報科学が拓く AI と ICT：a）専門家 b）非専門家… ………………………………………………………………………………………… 13-2-［

］
］

〔14〕設問〔10〕で読んでいないと答えた記事について，その理由を教えてください．

〔15〕会誌に対するご意見やご感想，著者への質問，巻頭コラムに登場してほしい人物，今後取り上げてほしいテーマなどありましたらご記入ください．
（スペースが足りない場合はお手数ですが別紙を追加してください）

2018 年度会誌「情報処理」および「デジタルプラクティス」モニタ募集のお知らせ
会誌編集委員会
デジタルプラクティス編集委員会
会誌「情報処理」および「デジタルプラクティス」をより良くするために編集委員一同努力を続けておりますが，会員の方々の評価や希望をうかがい，今後の改
善に役立てるために，モニタ制度を設けております．関心のある方はぜひふるってご応募ください．
応募の資格

本会員で，モニタの役割を積極的に果たしていただける方．

モニタの役割

「情報処理」巻末の所定用紙または学会 Web ページ（https://www.ipsj.or.jp/magazine/enquete.html）から，毎月アンケートに回答する．
◇記事に対する評価

◇記事に対する感想

◇意見

◇記事テーマの提案

◇そのほか全般的な意見・提案など

注）記事をすべて読むといったことは必ずしも必要ではありません．自分の立場や問題意識，得意とする分野などを基準とした「独断と
偏見による」自由な意見を期待します．
期

間

対 象 号
  
謝

礼

原則として 1 年間（2018 年 4 月〜 2019 年 3 月）．＊最長 3 年までとします．
会誌「情報処理」59 巻 5 号〜 60 巻 4 号，および年に 4 回 Web ページ（https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/（PDF 版）
）
（https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/index.html（HTML
  
版）
）にて公開される「デジタルプラクティス」
（電子版のみ）
．
貴重なご意見をいただいた方には薄謝または記念品を贈呈します．

募集人員

特に定めませんが，応募者数によっては当委員会で調整させていただくことがあります．

応募締切

2018 年 2 月 27 日（火）必着

そ  の  他

ジュニア会員で，会誌（冊子体）の送付を希望される方には，モニタ期間中会誌を送付いたします（先着 50 名）．

＊ Web ページ（https://www.ipsj.or.jp/magazine/topics/2018monitor.html）でお申し込みください．
希望する場合は，申込書の要望欄に＜会誌送付希望＞とお書きください．
照会先

情報処理学会

会誌編集部門（モニタ係）
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■ 編集室 ■
ベンチャー立ち上げのため東京に引っ越し４年が経ち，少

だろうという状態で反省しきりです．割と余裕があると思って

しは活動範囲を広げたいと思っていたところ，編集長よりご

いた時期だったのですが，急な仕事に忙殺され，編集作業も

指名をいただき 5 月より編集委員となりました．そして初めて

大幅に遅れてしまい，執筆者や事務局の方には本当にご迷惑

の担当が今号の「私たちの未来」です．私は若いころに週刊

をおかけしました．このように計画性のない私の未来はどうな

誌などの編集経験があるのですが，学会誌に携わるのは初め

るのか予測がつきませんが，特集の「私たちの未来」はバラ

てでした．自分が仕事をするのはもっと先だとのんきに構えて

エティに富む分野のそれぞれ代表する方々に夢のある未来を

編集会議に参加していたところ，こんなにも早く担当させてい

描いていただけたと思います．

ただくことになりました．新年号なので夢を与える楽しいエッ
セイ集にというのが編集委員会からのご指示でした．勝手が

皆さまよいお年をお迎えください．よい初夢そして素晴らし
い未来をお祈りしております．
（中田眞城子／本小特集エディタ）

分からず，人選はほぼ編集委員の皆さんに助けていただき，
原稿集めは事務局にしていただきと，私は一体何をやったの

脳情報科学と情報処理という特集企画にゲストエディタとし

理技術と電池技術で完全自動運転車を作ると，ほとんど走ら

て参画できたことは大変ありがたかった．AI が深層学習 1 本

なくなってしまう，という試算もある．なぜなら，情報処理に

では今後の AI の発展には心もとない，と思っていたところで

エネルギーを食われてしまうからである．この観点からも，脳

ある．この特集では，
「現在の深層学習」
の原点に脳科学があり，

情報科学との連携は重要である．脳は，20 数ワットで，高度

将来の「新しい学習法」にも，脳情報科学の先端的知見が貢

な判断を絶え間なく行っている．
根本的に異なる原理の情報処理機構が脳内にあるに違い

献する可能性の一端を示すことができたと思う．
情報処理の「量」的な発展は，通常はポジティブに受けと
られるが，
「エネルギー」の問題を避けて通ることはできない．

ない．機会があれば，このあたりに触れた企画も考えてみた
いものである．
（田口隆久／本特集エディタ）

自動運転車の話題は新聞雑誌に登場するが，現在の情報処

次号（2 月号）予定目次

編集の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください．

「小特集」スマホプログラミング

iOS/Swift プログラミング入門／ Android プログラミング入門／ Unity 入門─ 5 分で作れるドミノ倒し─

「小特集」進化し続けるコンピュータ将棋

コンピュータ将棋の現在の動向／コンピュータ将棋の最新技術動向／プロ棋士から見たコンピュータ将棋の活用／ゲーム研究の展望
解説：街の安心安全を支援する映像監視技術………………………………………………………………………………西辻 崇 他
映像データベースのコアである類似索引技術とその新しい応用…………………………………………………西村祥治 他
『ソフトウェア開発委託契約で今何が問題か？」〜アジャイル型開発の事例に則した契約モデルの提言に向けて〜…… 市毛由美子
教育コーナー：ぺた語義
連 載：IT 日和／会誌編集委員会女子部／ビブリオ・トーク
コラム：巻頭コラム／シニアコラム：IT 好き放題
学会活動報告：IoT 社会の憂い─全国大会対談報告─
会議レポート：ACM SIGIR 2017 開催報告／第 10 回 Web とデータベースに関するフォーラム（WebDB Forum 2017）開催報告
─超スマート社会のエンジンをデザインする #webdbf2017 ─／組込みシステムシンポジウム 2017（ESS2017）会議報告

複写される方へ
本会は下記協会に複写に関する権利委託をしていますので，本誌に掲載された著作物を複写
したい方は，同協会より許諾を受けて複写してください．ただし，
（社）日本複写権センター（同
協会より権利を再委託）と包括複写許諾契約を締結されている企業の社員による社内利用目的
の複写はその必要はありません（社外頒布用の複写は許諾が必要です）．
権利委託先：一般社団法人学術著作権協会
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル
E-mail : info@jaacc.jp Tel (03)3475-5618 Fax (03)3475-5619
なお，著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は，学術著作権協会では扱っていません
ので，本会へご連絡ください．
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掲載広告カタログ・資料請求用紙
広告のお申込み
■広告料金表
掲載場所

4色
330,000 円

表2

（税込 356,400 円）

275,000 円

表3

（税込 297,000 円）

385,000 円

表4

300,000 円

（税込 324,000 円）

265,000 円

表 3 対向

─

目次前

─

差込
差込

毎当月 15 日

申込締切

前月 10 日

─

原稿締切

前月 20 日

155,000 円

広告原稿

完全版下データ

原稿寸法

1頁

天地 250mm ×左右 180mm

1/2 頁

天地 120mm ×左右 180mm

135,000 円
80,000 円

雑誌寸法

（税込 86,400 円）

148,000 円

天地 280mm ×左右 210mm

（税込 159,840 円）

■問合せ・お申込み先

（税込 159,840 円）

〒 169-0073  東京都新宿区百人町 2-21-27

148,000 円

350,000 円（税込 378,000 円）

1 枚）

裁

発 行 日

350,000 円（税込 378,000 円）

1 枚）

同封
（A4 変形判

A4 変形判

アドコム・メディア（株）（Tel/Fax/E-mail は下に記載）

275,000 円（税込 297,000 円）

1 枚）

（A4 変形判 70.5kg ～ 86.5kg

─

（税込 145,800 円）

前付最終

（A4 変形判 70.5kg 未満

20,000 部

（税込 270,000 円）

─

一般社団法人 情報処理学会

体

（税込 167,400 円）

前付 1/2 頁

行

発行部数

（税込 286,200 円）

250,000 円

前付 1 頁

発

─

─

（税込 415,800 円）

表 2 対向

■「情報処理」

1色

＊原稿制作が必要な場合には別途実費申し受けます．
＊同封のサイズ・割引の詳細についてはお問合せください．

掲載広告の資料請求
掲載広告の詳しい資料をご希望の方は，ご希望の会社名にチェック ☑ を入れ，送付希望先をご記入の上，Fax にて（ま
たは E-mail にて必要事項を記入の上）アドコム・メディア（株）宛にご請求ください．
■「情報処理」 59 巻 1 号

掲載広告（五十音順）

□インタフェース… ……………………………… 表 2

□三菱電機……………………………………… 表 3

□産業技術大学院大学………………………… 表 2 対向下
□ブイツーソリューション………………………… 表 2 対向上

□ すべての会社を希望

■資料送付先
フ リ ガ ナ

お 名 前
勤 務 先
所 在 地

所属部署
（〒
TEL（

-

）
）

-

FAX（

）

-

ご専門の分野

お問合せ・お申込み・資料請求は
広告総代理店

Tel.03-3367-0571

アドコム・メディア（株）

Fax.03-3368-1519

E-mail: sales@adcom-media.co.jp
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賛助会員のご紹介
本会をご支援いただいております賛助会員をご紹介いたします．

Web サイト（https://www.ipsj.or.jp/annai/aboutipsj/sanjo.html）
「賛助会員一覧」のページからも
各社へリンクサービスを行っておりますので，ぜひご覧ください．

照会先

情報処理学会

会員サービス部門

E-mail: mem@ipsj.or.jp Tel.(03)3518-8370

●●● 賛助会員（20 〜 50 口）

（株）日立製作所

富士通（株）

賛助会員のご紹介

三菱電機（株）

日本電気（株）

（株）サイバーエージェント

日本アイ・ビー・エム（株）

●●● 賛助会員（10 〜 19 口）

（株）リクルートホールディングス

日本電信電話（株）

グーグル（株）

（株）NTT ドコモ

（株）東芝

日本マイクロソフト（株）

●●● 賛助会員（3 〜 9 口）

NTT データ（株）

（一社）情報通信技術委員会

グリー（株）

楽天（株）

情報サービス産業協会

4色印刷用
C 100%
M 55%
K 35%

トレンドマイクロ（株）

NTT コムウェア（株）

三美印刷（株）

ソニー（株）

（株）フォーラムエイト

（株）レコチョク

NTT テクノクロス（株）

（株）セプテーニ

（株）うえじま企画

沖電気工業（株）

チームラボ（株）

パナソニック（株）

（一財）インターネット協会

●●● 賛助会員（2 口）

108

（株）KDDI 研究所

NEC ソリューション
イノベータ（株）

NTT アドバンステクノロジ（株）

日本放送協会
放送技術研究所

（株）日立システムズ

インテル（株）
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三協印刷（株）

鉄道情報システム（株） （株）ナレッジクリエーション
テクノロジー

●● 賛助会員名簿
システム・オートメーション
（株）
（株）ジャステック
（株）
ジャパンテクニカルソフトウェア
（一社）情報サービス産業協会
（独）情報処理推進機構
（一社）情報通信技術委員会
新世代Ｍ２Ｍコンソーシアム
新日鉄住金ソリューションズ
（株）
（株）スタートトゥディ
住友電気工業
（株）
（学）聖学院
セイコーエプソン
（株）
（株）セガゲームス
（株）セカンドセレクション
セコム
（株）
ソニー（株）
（株）ソフトウェアコントロール
（一財）
ソフトウェア情報センターソ
フトウェア特許情報センター
ソフトバンク
（株）
【た行】
チームラボ
（株）
（株）中電シーティーアイ
（一社）中部産業連盟
中部電力
（株）
通研電気工業
（株）
デジタルプロセス
（株）
鉄道情報システム
（株）
（公財）鉄道総合技術研究所
（公財）電気通信普及財団
（一社）電子情報技術産業協会
（株）電盛社
（株）デンソー
（株）デンソー ITソリューションズ
（株）デンソーアイティーラボラトリ
（株）デンソークリエイト
（一財）電力中央研究所
東海ソフト
（株）
東海旅客鉄道
（株）
東京電力ホールディングス
（株）
（株）東芝
東芝インフォメーションシステムズ
（株）
東芝システムテクノロジー（株）
東芝情報システム
（株）
東芝デジタルソリューションズ
（株）
東芝マイクロエレクトロニクス
（株）
東芝メディカルシステムズ
（株）
（株）東和システム
トーヨー企画
（株）
特許庁
（株）トヨタコミュニケーションシス
テム
トヨタ自動車
（株）
（株）豊田中央研究所
（株）トヨタデジタルクルーズ
トレンドマイクロ
（株）
（株）ドワンゴ

【な行】
（株）ナレッジクリエーションテクノ
ロジー
（株）ニコンシステム
日鉄日立システムエンジニアリング
（株）
日本アルゴリズム
（株）
日本電気
（株）
（株）日本電気特許技術情報セン
ター
日本アイ・ビー・エム
（株）
（公社）日本化学会
日本銀行
国立研究開発法人 日本原子力研
究開発機構
日本システム開発
（株）
日本証券テクノロジー（株）
（一財）
日本情報経済社会推進協会
（一社）
日本情報システム・ユーザー
協会
日本信号
（株）
日本電子計算
（株）
日本電信電話
（株）
（一財）日本品質保証機構
日本放送協会 放送技術研究所
日本マイクロソフト
（株）
日本無線
（株）
日本ユニシス
（株）
（株）野村総合研究所

賛助会員のご紹介

アビームシステムズ
（株）
（株）アピリッツ
（株）AndTech
（株）アルファシステムズ
（株）ATJC
（株）いい生活
（株）ATR-Trek
池上通信機
（株）
（株）CIJ
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）
（株）CIJネクスト
（一財）インターネット協会
（株）DMM.com Labo
（株）インテック
（株）DTS インサイト
インテル
（株）
（株）FKAIR
インフォサイエンス
（株）
freee（株）
（株）ヴァル研究所
（株）FRONTEO
ヴィスコ・テクノロジーズ
（株）
GMO ペパボ
（株）
（株）うえじま企画
（株）HBA
（株）エィ・ダブリュ・ソフトウェア
JRC エンジニアリング
（株）
（株）エイチーム
（株）ＪＲ東日本情報システム
（株）駅探
（株）JTBコーポレートセールス
（株）エクサ
法人営業川崎支店
エクセルソフト
（株）
（株）K＆Ｓ
（株）エスケーエレクトロニクス
（株）KDDI 研究所
エヌ・ディー・アール
（株）
MHIエアロスペースシステムズ
（株） エヌビディア合同会社
NECソリューションイノベータ
（株） （株）エルザジャパン
技術統括部
オークマ
（株）
NECソリューションイノベータ
（株） （株）大塚商会
パブリック事業本部
（株）オーム社
NECフィールディング
（株）
沖電気工業
（株）
NTT アドバンステクノロジ
（株）
（株）小野仁
NTTコミュニケーションズ
（株）
オムロン
（株）
NTTコムウェア
（株）
（株）NTT データ
【か行】
（株）NTT データ・アイ
（株）NTT データ関西
国立研究開発法人 科学技術振興
（株）NTT データ九州
機構
（株）NTT データ数理システム
（公財）画像情報教育振興協会
（株）NTT データ東海
（学）片柳学園日本工学院八王子
（株）NTT データ東北
専門学校
NTT テクノクロス
（株）
関西テレビソフトウェア
（株）
（株）NTTドコモ
（一財）機械振興協会
（株）OKIソフトウェア
キヤノン ITソリューションズ
（株）
（株）PFU
共立出版
（株）
SCSK（株）
（株）近代科学社
TDCソフト
（株）
グーグル
（株）
TIS（株）
（株）クライム
（株）UNCOVER TRUTH
グリー（株）
（株）U-NEXT
（株）グリッド
YKK（株）
（株）ぐるなび
（株）コア 中四国カンパニー
【あ行】
（株）構造計画研究所
国立国会図書館
アイアンドエルソフトウェア
（株）
コニカミノルタ
（株）
（株）アイヴィス
（株）アイ・エス・ビー
【さ行】
（株）アイ・エル・シー
アイシン・エィ・ダブリュ（株）
（株）サイバーエージェント
アイシン精機
（株）
サインポスト
（株）
（株）アイズファクトリー
サクサ
（株）
（株）アイレップ
サクシード
（株）
アシアル
（株）
三協印刷
（株）
（株）アドバンス トラフィック シス
三美印刷
（株）
テムズ
三友工業
（株）
（株）アドバンスト・メディア
（株）シーエーシー
【A 〜 Z】

【は行】
パーソルキャリア
（株）
（株）ハイエレコン
パイオニア
（株）
（有）バクサリー
パナソニック
（株）
パナソニック
（株）エコソリューショ
ンズ社
バルテス
（株）
（株）バンダイナムコオンライン
（株）ビービット
（株）ビズリーチ
（株）日立公共システム
（株）日立国際電気
（株）日立産業制御ソリューション
ズ
（株）日立システムズ
（株）日立製作所
（株）日立製作所 中国支社
（株）日立ソリューションズ
（株）日立ソリューションズ・クリエ
イト
（株）日立ソリューションズ西日本
（株）日立ソリューションズ東日本
（株）日立テクニカルコミュニケー
ションズ
（株）ビッグツリーテクノロジー＆コ
ンサルティング
（株）ファースト
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（株）ブイキューブ
フェアリーデバイセズ
（株）
（株）フォーカスシステムズ
（株）フォーラムエイト
富士通
（株）
（株）富士通アドバンストエンジニ
アリング
（株）富士通エフサス
（株）富士通九州システムズ
（株）富士通ソーシアルサイエンス
ラボラトリ
富士フイルム
（株）
フューチャーアーキテクト
（株）
古野電気
（株）
（株）プロトコーポレーション
（株）ベストティーチャー
北陸コンピュータ・サービス
（株）
（株）堀場製作所
（株）本田技術研究所 R&D セン
ター X

【ま行】

賛助会員のご紹介

マツダ
（株）
三井情報
（株）
（株）ミックナイン
（株）ミツトヨ
（株）三菱ＵＦＪトラスト投資工学
研究所
三菱 UFJモルガン・スタンレー証
券
（株）
三菱スペース・ソフトウエア
（株）
三菱電機
（株）
三菱電機インフォメーションシステ
ムズ
（株）
三菱電機インフォメーションネット
ワーク
（株）
三菱電機コントロールソフトウェ
ア
（株）
三菱電機メカトロニクスソフトウエ
ア
（株）
（株）三菱東京 UFJ 銀行
三菱プレシジョン
（株）
武蔵野美術大学

▪▪

（株）メイテツコム
モバイルコンピューティング推進コ
ンソーシアム
（MCPC）

＜入会予定＞
アイホン
（株）
（株）セプテーニ

【や行】
ヤフー（株）Yahoo! JAPAN 研究
所
ヤマハ
（株）
【ら行】
楽天
（株）
リードエグジビションジャパン
（株）
（株）リクルートホールディングス
（株）リコー
（株）リナックス総合研究所
（株）両備システムズ
（株）リンクレア
（株）レコチョク

協力協定学会との正会員会費相互割引について

注）一般社団法人・一般財団法人・公益

社団法人・公益財団法人はそれぞれ（一
社）
・
（一財）
・
（公社）
・
（公財）と省略した．

▪▪

各学協会との協定により，正会員会費が割引になります．ぜひ，ご活用ください．
本会 Web ページ（https://www.ipsj.or.jp/member/kyoryoku.html）にも掲載しております．
●協力協定学会名・相互割引率（正会員会費が割引対象）
IEEE
（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）
10％
IEEE-CS （IEEE Computer Society）
10％
ACM
（Association for Computing Machinery）
20％
CSI
（Computer Society of India）
20％
※協力協定学会の会員費割引については，海外関連団体（https://www.ipsj.or.jp/annai/kanrenlink/os_relation.html）を
ご参照いただき，直接お問い合わせください．
●本会への申請方法
会費割引を希望する正会員は，次のフォームから申請してください．8 月以降の申請は次年度会費を割引します．
正会員会費割引申請フォーム（https://www.ipsj.or.jp/02moshikomi/mem/m-seikaiin-kaihiwaribiki.html）
初めて申請する方は上記協力協定各学会正会員の会員証コピーを Fax 等で送ってください．割引適用は 1 学会分といたします．
※これから入会を希望する方も同様に申請できます．個人会員の入会方法（https://www.ipsj.or.jp/nyukai_kojin.html）から，
入会申込書【正会員】をご確認ください．
■照会先：会員サービス部門

110

情報処理 Vol.59 No.1 Jan. 2018

E-mail:mem@ipsj.or.jp
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