● 論文誌ジャーナル掲載論文リスト
Vol.60 No.6（June 2019）
【一般論文】
■ HPKI 認証の特長を考慮した在宅医療介護システムにおける患
者情報の開示先制御 *
竹尾 淳 他
■ 多光源レンダリング法のための画像生成の効率を考慮した可視
関数の確率的評価
名畑豪祐 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
（June 2019）
【論文誌 教育とコンピュータ Vol.5 No.2】
■ 個人ライフログを用いた e- コーチング技術
間瀬健二 他
■ 全学的学習支援システムの連携とそれに基づく安否確認システ
ムの開発
中野裕司
■ Student Log Analysis Functions for Web-Based Programming
Education Support Tool pgtracer
Tetsuro Kakeshita 他
■ 大学学部生を対象とするセキュリティ教育におけるサーバ侵入
演習の実践と評価
鈴木大助
■ 小学校におけるプログラミング教育で育てる資質能力表の提案
小島寛義 他
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名 誉 会 員 の 紹 介
第 633 回理事会（2019 年 1 月）の議を経て，下記の方が 2019 年度定時総会（2019 年 6 月 5 日）において名誉会員に推挙されました．
（記載は会員番号順）

富

とみ

田
た

お

君

東京大学理学部物理学科

2015 年 3 月

静岡大学大学院自然科学系教育部情報科学専攻博士課程修了（情報学博士）

1973 年 12 月

富士通株式会社

2008 年 6 月

同社

取締役副社長

2009 年 6 月

同社

代表取締役副社長

2010 年 4 月

株式会社富士通研究所

2014 年 4 月

同社

2016 年 1 月

独立行政法人情報処理推進機構

2010 年〜 2016 年

日本経済団体連合会の産業技術委員会企画部会委員

2011 年〜 2016 年

産業競争力懇談会実行委員会委員

2012 年〜 2016 年

日本学術振興会協力会評議員

2014 年〜 2015 年

日本技術者教育認定機構 (JABEE) 委員

2018 年〜

同

2017 年〜 2019 年

国際情報オリンピック日本大会組織委員会委員

2018 年〜

日本工学会フェロー

2018 年〜

IT コーディネーター協会評議員議長

代表取締役社長

取締役会長
理事長

理事副会長

（2）歴史特別委員会委員（2014 年〜 2015 年）
（3）会長（2015 年度〜 2016 年度）
（4）功績賞（2017 年度）

卒業

入社

（1）2012 年 8 月入会
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夫

1972 年 12 月

本会関係略歴

682

達

たつ

C a r l K . C ha ng

君

Education
1974 		B.S., Mathematics, National Central University
1978 		M.S., Computer Science, Northern Illinois University
1982		Ph.D., Computer Science, Northwestern University
Experience
2002 〜 2013

Professor and Chair, Department of Computer Science, Iowa State
University

2002 〜 present

Director, Software Engineering Laboratory

2004 〜 present

Professor, Human Computer Interaction

2013 〜 present

Professor, Department of Computer Science, Iowa State University

2015

Advisory Professor (Courtesy), Huazhong University of Science and
Technology, China

2016

Chair Professor (Courtesy), National Central University, Taiwan

Services and Leadership Roles in the Professional Societies
2001

Steering Committee Member for the 2001 IEEE Symposium on
Applications and the Internet (SAINT2001), San Diego, California,
January 8‐12, 2001.

2002

Program Chair for SAINT 2002, January 28‐February 1, 2002,
Nara, Japan.

2003

General Chair for SAINT 2003, January 27‐January 31, 2003,
Orlando, Florida.

2004

President, IEEE Computer Society

2006 〜 2015

Chair, Standing Committee, IEEE Signature Conference on
Computers, Software and Applications (COMPSAC)

2017 〜 present

Chair, Steering Committee, IEEE World Congress on Services
(IEEE SERVICES)

Award, Medals, and Honors
1991 〜 1994

Editor-in-Chief Emeritus, IEEE Software

1996

Golden Core Award, IEEE Computer Society

2000

IEEE Third Millennium Medal

2001

Life Fellow, IEEE

2003

Fellow, AAAS

2003

Life Member, European Academy of Sciences

2004

President Emeritus, IEEE Computer Society

2006

Marin Drinov Medal, Bulgarian Academy of Sciences

2006, 2007 and 2009

IBM Faculty Award

2007 〜 2010

Editor-in-Chief Emeritus, IEEE Computer

2010

Certificate of Appreciation, IPSJ

2012

Meritorious Service Award, IEEE Computer Society

2012

IEEE Computer Society Richard E. Merwin Medal

2014

Distinguished Alumnus Award, National Central University in
Taiwan

2014

Overseas Outstanding Contribution Award, China Computer
Federation
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2018 年度功績賞
功績賞は，情報処理に関する学術または関連事業に対し特別の功労があり，その功績が顕著な会員に贈呈されます．
本年度の受賞者は関連規程に基づき，第 634 回理事会（2019 年 3 月）の議を経て，下記の 3 君に決定され 2019 年度定時総会（2019 年 6 月
5 日）において，賞状および賞牌が授与されました．（記載は会員番号順）

小 花
お

ば

な

貞 夫

さ

だ

お

君

本会正会員小花貞夫君（フェロー）は，永年にわたり情報ネットワーク分野の研究に従事され，
その成果が多くの学術論文や国際会議プロシーディングスで掲載されるだけでなく，多くの特
許を出願されるなど研究開発に多くの業績を残されるとともに，関連技術の国際標準化や本会
の運営・発展に大きく貢献されました．
特に研究開発では，インターネットをはじめ膨大なネットワーク資源情報を効率的に蓄積・検
索するデータベース（管理情報ベースやディレクトリ）の実装方式やそれを用いたネットワーク
の管理・運用方式を開発し，商用の太平洋横断光海底ケーブル等の伝送路管理システムに反映・
活用されました．また，モバイル通信に関する研究では，従来ほとんど考慮されなかった物理的
な電波の特性に着目し，信号レベル（物理レイヤ）の制御とアプリケーションレイヤの制御を連
携させるクロスレイヤ制御がシステム性能の向上に重要であることを早くから提唱し，本会のモ
バイル通信やネットワーク分野の研究に大きな影響を与えられました．そのほかにも，高レスポ
ンスマルチホップ自律無線通信システムやコグニティブ無線通信システム等の研究開発においてさまざまな成果を挙げてこられました．
これらの研究業績に対して，2001 年には文部科学大臣賞（研究功績者）
，2008 年に近畿情報通信協議会会長表彰を受賞するなど，
高く評価されています．
また，同君は，本会における情報ネットワーク分野の発展と活動の活性化にも多大に貢献されました．高度交通システム（ITS）
研究会や分散，協調とモバイルシンポジウム（DICOMO）の立ち上げに大きくかかわり，研究会幹事・主査およびシンポジウム実行
委員長・運営委員等を務め，安定した活動基盤を確立されました．また，理事（1999 年度〜 2000 年度）として，本会の運営や後進
の育成に力を注がれました．
さらに，内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）等の ITS や自動運転に係る官民の各種委員会の委員や委員長を務め，
国の政策策定や産業界の発展に貢献されています．
以上のように，同君が情報処理，特に情報ネットワーク分野の業績ならびに本会の活動の発展に尽くされた功績はまことに顕著で
あります．

東 野
ひ が し の

輝 夫

て

る

お

君

本会正会員東野輝夫君（フェロー）は，高度情報化社会を支える情報ネットワークや分散処
理の分野において創造性に富む研究を行い，その基盤技術の確立に大きく貢献されました．近
年では，モバイル・ユビキタスコンピューティングやエッジコンピューティング，サイバーフ
ィジカルシステムなどの分野でも先進的な研究成果を収めています．同君は，都市の人や車の
位置や行動などのモビリティを推定・再現する技術や現実環境におけるモバイルネットワーク
の性能解析を効率良く行うシミュレーション技術を創出し，その成果に基づくモバイルネット
ワークシミュレータ MobiREAL を開発しました．同君はまた，災害時救命救急支援を目指し
た人間情報センシングシステムの研究開発にも精力的に取り組まれ，災害時に傷病者からバイ
タルサインを取得するための電子トリアージ・タグを開発し，無線アドホックネットワークに
より傷病者の位置や病状変化を一括で監視する救命救急医療支援システムを構築されました．
その成果は学術的に高く評価されるとともに，テレビや新聞で多数報道されるなど，社会的な
要請に応える成果としても広く注目を集めました．同君はこれらの優れた研究成果により，本会 50 周年記念論文賞（2010 年）
，本
会論文賞（2014 年，2018 年 )，平成 30 年度文部科学大臣表彰（科学技術賞）
（2018 年）等を受賞されました．
同君は，学術の振興や関連分野の発展，学会活動の活性化に対しても多くの貢献をされています．日本学術会議会員（2014 年〜
2020 年）
，日本学術振興会 学術システム研究センター主任研究員（2013 年〜 2016 年）
，本会においては，マルチメディア通信と分
散処理研究会主査（2002 年〜 2006 年）
，理事（2001 年度〜 2002 年度）
，監事（2009 年度〜 2010 年度）
，副会長（2016 年度〜 2017
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年度）
，関西支部長（2009 年度〜 2010 年度）などを歴任されています．さらに，ICNP2010, P2P 2011, ICDCS2016 など多数の国際
会議の大会委員長やプログラム委員長を務められ，当該学術分野の発展に大きく貢献されました．
以上のように，同君が，情報処理分野ならびに本会の活動の発展に尽くされた功績はまことに顕著であります．

前
ま

え

田

だ

章

あきら

君

本会正会員前田章君は，永年にわたり先端情報処理と制御によるシステム技術分野の研究・
開発および実用化に関して先導的な役割を果たしてこられました．
1981 年日立製作所に入社されて以来，衛星画像処理技術の研究および衛星レーダ画像処理
システムの開発．MRI 画像構成処理技術の研究およびイメージング技術の開発．また人工知
能・データマイニングなど高速データ処理技術の研究開発に取り組み，多くの研究・開発業績
をあげられ，これらの技術分野に多大な貢献をされました．また同社におかれて中央研究所情
報システム研究センタ長，システム開発研究所長，インフラシステム社 CTO，情報・システ
ム社技師長，ICT 事業統括本部技師長などを歴任され，技術戦略の立案と実行，後進の育成
などを行われて当該研究分野の発展と産業貢献に尽力されました．2017 年には科学技術振興
機構に移られ，未来社会創造事業「超スマート社会の実現」領域の運営統括として活躍されて
います．
学協会の活動においては，本会において理事（2005 年度〜 2006 年度），副会長（2015 年度〜 2016 年度）などを務められ，本会
の中長期戦略として 3 つの提言の策定や，27 年間据え置いてきた年会費の改訂実施に尽力されたほか，人工知能学会副会長，計測
自動制御学会会長などを歴任され，情報 ･ 制御系の技術コミュニティの発展と運営に大きく貢献されました．これらの卓越した功
績により，2009 年には人工知能学会功労賞を授与されています．
以上のように，同君が情報システム技術の発展と研究・開発ならびに本会の発展に尽くされた功績は，まことに顕著であります．
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各

賞

表

彰

等（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

Izumi Asakura 君

2018 年度論文賞の表彰

Hidehiko Masuhara 君（正会員）

本賞の選考は，表彰規程および論文賞受賞候補者選定手続に基
づき，論文賞委員会（委員長

Tomoyuki Aotani 君

谷口倫一郎）が，対象論文 577 編 *

につき慎重に審議を行いました．その結果，下記の 7 編が受賞候
補論文として選定され，理事会承認（2019 年 3 月 25 日付，定款
上の理事会決議の省略手続きによる）を得て決定されました．な

【情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ 優秀論文賞】
○「ピクトグラミング―人型ピクトグラムを用いたプログラミン
グ学習環境」

お，本会表彰規程により，2019 年度定時総会（2019 年 6 月）にお

［情報処理学会論文誌教育とコンピュータ Vol.4, No.2, pp.47-61

いて著者に表彰状，賞牌および賞金が授与されました．

（2018）］
伊藤

一成 君（正会員）

* 選考を行ったのは「論文誌ジャーナル」「Journal of Information
Processing」「論文誌

プログラミング」「論文誌

教育とコン

※上記（

）の会員情報は論文掲載時のものです．

ピュータ」の 4 誌です．以下 8 誌については対象論文がそれぞ
れ 50 編に満たないため，論文賞選定は翌年以降に持ち越すこ
ととしました．「論文誌

数理モデル化と応用」「論文誌 データ

ベース」「論文誌 コンピューティングシステム」「論文誌
シューマ・デバイス＆システム」「論文誌

2018 年度業績賞の表彰

コン

デジタルコンテンツ」

「Transactions on Bioinformatics」「Transactions on System LSI
Design Methodology」「Transactions on Computer Vision and
Applications」

本会では，産業界における顕著な業績を顕彰するため，
「業績賞」
を設けております．
本賞は，情報技術に関する新しい発明，新しい機器や方式の開
発・改良，あるいは事業化プロジェクトの推進において，顕著な
業績をあげ，産業分野への貢献が明確になったものを選定し，そ
の貢献者に贈呈するものです．

【情報処理学会論文賞】
○「受信ノード主導型 MAC プロトコルのビーコン削減に基づいた
［情報処理学会論文誌 Vol.59, No.2, pp.473-485（2018）］
横谷

晟人 君（学生会員） 吉廣

卓哉 君（正会員）

○「健常歩行者センサデータを用いたバリア検出の基礎検討」
［情報処理学会論文誌 Vol.59, No.1, pp.22-32（2018）］
宮田

章裕 君（正会員）

荒木

伊織 君（学生会員）

王

統順 君（学生会員） 鈴木

天詩 君（学生会員）

○「異なるモダリティ間の双方向生成のための深層生成モデル」
［情報処理学会論文誌 Vol.59, No.3, pp.859-873（2018）］
鈴木

本年度の受賞者は，表彰規程および業績賞候補者選定手続に基づ
き，浅井副会長を委員長とする選定委員会において厳正な審査を行

長寿命センサネットワーク」

雅大 君（学生会員） 松尾

豊 君（正会員）

○「視覚特性に基づく高効率映像圧縮伝送システム」
［情報処理学会論文誌 Vol.59, No7, pp.1425-1434（2018）］
拓杜 君（正会員）

い，理事会承認（2019 年 3 月 25 日付，定款上の理事会決議の省略
手続きによる）を得て，下記の 3 件の業績の貢献者 15 名に決定さ
れました．
受賞者には，本会表彰規程により，6 月 5 日に開催された 2019
年度定時総会において，表彰状，賞牌および賞金が授与されました．
○「時空間データ横断プロファイリング技術の開発と実用化」
劉

健全 君（正会員）

西村

祥治 君（正会員）

平川

康史 君

荒木

拓也 君（正会員）

董

婷婷 君

○「薄く柔らかい電池交換不要なビーコンの研究開発と実用化」
中本

裕之 君（正会員）

岡田

光弘 君（正会員）

佐藤

稲田

圭介 君

谷田部祐介 君（正会員）

高

虹君

伊藤

浩朗 君

小味

菅田

隆君

弘典 君

佐藤

弘幸 君

馬場

俊二 君

○「機微な情報を安全に利活用できる秘匿検索処理技術の研究開
【Journal of Information Processing Outstanding Paper Award】

発と実用化」

○「Typing Tutor: Individualized Tutoring in Text Entry for

吉野

Older Adults Based on Statistical Input Stumble Detection」

長沼

雅之 君（正会員）
健君

［Journal of Information Processing Vol.26, pp.362-374（2018）］

村瀬

真治 君

佐藤

尚宜 君

佐藤

恵一 君

Toshiyuki Hagiya 君（正会員）
Toshiharu Horiuchi 君
Tomonori Yazaki 君
Tatsuya Kawahara 君

2018 年度情報処理技術研究開発賞の表彰
本会では，国際的に顕著な貢献が認められる企業所属の若手研究

【情報処理学会論文誌 プログラミング 優秀論文賞】
○「Proof of Soundness of Concurrent Separation Logic for
GPGPU in Coq」

者を顕彰するため「情報処理技術研究開発賞」を設けております．
本年度の受賞者は表彰規程および情報処理技術研究開発賞候補
者選定手続に基づき，岡部副会長を委員長とする選定委員会にお

［Journal of Information Processing Vol.24, No.1, pp.132-140

いて厳正な審査を行い，理事会承認（2019 年 1 月 30 日付，定款

（2016），情報処理学会論文誌 プログラミング Vol.8, No.4（2016，

上の理事会決議の省略手続きによる）を得て決定いたしました．

preprint 掲載）］

受賞者は，本会表彰規程により，6 月 5 日に開催された 2019 年
度定時総会において表彰されました．
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○「デジタルプラクティス（編集委員長）への貢献」
○「量子コンピュータのシミュレーションの性能改善」
堀井

洋 君（正会員）

吉野

松樹 君（正会員）

○「技術応用活動（運営委員長）への貢献」
寺中

勝美 君（名誉会員）

○「学会会員管理システム開発への貢献」

2018 年度優秀教育・教材賞の表彰

（株）東京コンピュータシステム 殿

岩嵜

正明 君（正会員）

本会では，情報処理教育に関して優れた教育者ならびに教材開
発者を顕彰するため，優秀教育賞ならびに優秀教材賞を設けてお

2018 年度フェローのご紹介

ります．
本年度の受賞者は，表彰規程および同賞候補者選定手続きに基

2018 年度「情報処理学会フェロー」は，関連規程に基づき，フ

づき，萩谷昌己情報処理教育委員長を委員長とする選定委員会に

ェロー選定委員会において厳正な審査を行い，理事会承認（2019

おいて厳正な審査を行い，理事会承認（2019 年 3 月 25 日付，定款

年 3 月 25 日付，定款上の理事会決議の省略手続きによる）を得て，

上の理事会決議の省略手続きによる）を得て，決定いたしました．

下記の 13 君に決定されました．

受賞者には，本会表彰規程により，6 月 5 日に開催された 2019
年度定時総会において，表彰状および賞金が授与されました．

なお，2018 年度フェローには，2019 年度定時総会フェロー認証
式（2019 年 6 月 5 日）において，認証状が授与されました．
詳細は Web サイト（https://www.ipsj.or.jp/annai/aboutipsj/
fellow/fellow.html）をご覧ください．

【優秀教材賞】
○「人型ピクトグラムを用いたプログラミング学習環境「ピクト
グラミング」の開発」
伊藤

○「空間データベースに関する研究と学会の運営および活性化へ

一成 君（正会員）

の貢献 」
石川

佳治 君（正会員）

○「携帯端末を用いた音声言語処理と顔認証の実用化技術の開発

2018 年度学会活動貢献賞の表彰
本会では，特定分野の運営，または会員サービスの向上への貢
献を顕彰するため，学会活動貢献賞を設けております．
本年度の受賞者は，表彰規程および学会活動貢献賞候補者選定
手続きに基づき，選定委員会において厳正な審査を行い，理事会
承認（2019 年 1 月 30 日付，定款上の理事会決議の省略手続によ
る）を得て，決定いたしました．

と事業化に対する貢献」
奥村

する貢献」
久野

年度定時総会において，表彰状および賞牌が授与されました．

教育・普及に関する貢献 」

NTT ソフトウェアイノベーションセンタ 殿
○「論文誌への査読貢献」
重安

哲也 君（正会員）

今泉

貴史 君（正会員）

る貢献」

金田

重郎 君（正会員）

惇志 君（正会員）

○「デジタルプラクティスへの査読貢献」
堤

智昭 君（正会員）

○「第 80 回全国大会開催への貢献」
山名

早人 君（正会員）

○「第 17 回情報科学技術フォーラム開催への貢献」
山澤

寛 君（正会員）

○「体験メディアの先駆的研究への貢献」
角

康之 君（正会員）

○「マルチメディア・データベースとＳＮＳ分析方式の研究開発

○「学会誌における編集業務への貢献」
欅

邦雄 君（正会員）

○「無線および分散型ネットワーク技術の研究と学会運営に対す
重野

○「学会会員管理システム開発への貢献」

義徳 君（正会員）

○「CG の非写実的表現とコンテンツ制作技術の研究およびその
近藤

受賞者には，本会表彰規程により，6 月 5 日に開催された 2019

明俊 君（正会員）

○「コンピュータビジョンを用いたインタラクションの研究に対

一誠 君（正会員）

および学会活動への貢献」
角谷

和俊 君（正会員）

○「組込みシステムの先駆的研究・開発と産業展開及び人材育成
に対する貢献」
高田

広章 君（正会員）

○「サーバなどシステムプラットフォームの製品開発および学会
運営への貢献」
富田

達夫 君（正会員）

○「創造活動支援研究に対する貢献 」
西本

一志 君（正会員）

○「通信ネットワーク管理システムの研究開発と実用化」
堀内

2018 年度感謝状の贈呈について
本会の運営等への貢献に対する感謝の意を表するため，感謝状
を贈呈しております．
本年度は，規程に基づき，第 635 回理事会承認（2019 年 4 月他）
を得て贈呈が決定し，6 月 5 日に開催された 2019 年度定時総会に

浩規 君（正会員）

○「高度交通システムに関する研究開発および学会運営に対する
貢献 」
屋代

智之 君（正会員）

○「生命情報学および形式言語理論・計算論的学習理論に関する
研究」
横森

貴 君（正会員）

おいて感謝状を贈呈いたしました．
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会員の広場

教育コーナー「ぺた語義」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．

「物事を疑って見ていますか」
■特に若い方にはこの文章をかみしめていただきたいし，子育
て世代にはこうした観点の教育を望みたい．

（伊藤雅樹）

「Exciting Coding! Junior 2018 実施報告」
今月の会員の広場では，4 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「VR，その過去から未来へ」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．

■興味を持てなかった．

（匿名希望）

■時間管理は大切ですね．良い指摘だと思います．（匿名希望）
連載「ビブリオ・トーク：ミンスキー博士の脳の探検」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．

■脳を機能の面で探求するときの観点が示されている本だと思
特集「医療と情報」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．

う．その観点を解釈する仕方の 1 つが書かれていると思う．
（匿名希望）

■生体信号の説明で昔見た『ブレインストーム』という映画を
思い出しました．最近の研究では脳以外に各臓器からのメッ
セージも重要な役割を果たしているといわれているので，発展
の機会はあると思います．

（坂野晃弘）

連載「5 分で分かる !? 有名論文ナナメ読み：Stam,
J. : Stable Fluids」
■競馬をテーマにした題材が面白かった．
（井手広康）
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．

■ CG 表現などを主目的とした場合の流体数値計算についてそ
の手法の一端を垣間見ることができ，大変興味深かったです．

「第 1 部

1．生体情報の応用」

（梅川通久）

■ 306 ページ左段下から 3 行目「診断の精度」と，307 ペー
ジ右段上から 10 行目「計測装置の性能・精度」に同じ「精度」

■問題点とその対策が明記され，また，具体的な効果（実際に

という記述がある．前者は「詳しさ・精密さ」という比喩的な

試された例）が示されていてとても分かりやすかったです．

使い方がされているように思うが，
「診断の精度」に厳密な定
義はあるのか．
「第 1 部

（三木清一）

（牛島和夫）
連載「情報の授業をしよう !：モデル化とシミュレーションの授業をし
よう！」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．

2．医用画像診断の未来」

■タイトルから期待される内容としては，発達障害発症予測に

■具体的，かつ，モデル・問題解決・線形計画法など，次のス

特化しすぎ．もっと広範で一般的な見解を紹介していただきた

テップにつながる話があって教育として好ましいと感じた．

かった．
「第 2 部

（伊藤雅樹）
2．フレイル予防のためのコミュニケーションデザイン」

■フレイル予防のための活動は継続が必須である．活動を習慣

（坂野晃弘）
■直接，授業に使えるような題材を紹介していただき，大変有
益でした．

（森

浩二）

化させるための仕掛けを IT がうまく誘導できるようになれば
よい．

（牛島和夫）

■大学に進学してくる学生が，このような素養を必ず身につけ
ているとすれば，大学教育も随分変わるだろう． （牛島和夫）

「第 2 部

3．オーラルフレイル予防のための口腔トレーニング」

■スカッチュは面白いが高齢者を小ばかにしているようにも感
じました．

（匿名希望）

リレーコラム「
「CG から飛び出した楽しい研究」はどのようにして始まっ
たか」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．

■ほっこりしました．

（匿名希望）

シニアコラム「IT 好き放題：日本人留学生の減少危機と相互啓発：米
国ボストン事情」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．

連載「先生，質問です！」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．

■スーパープログラマの優遇に対する問題と同じように，年功

■シンギュラリティはないという主張は，現在普及している技

序列型の日本企業では，日本人留学生に対して，彼らの支払っ

術の方法論では無理というそれらの技術を採用している人たち

たコストに見合った待遇ができないところに問題があると感じ

の主張であり，技術的に不可能というものとは一線を画してい

ました．

ると認識しています．いずれそういう時代が来たときに，減る

（匿名希望）

仕事と変わる仕事が出てきます．問題は減る分がどのくらいか
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という点だと思います．おそらくほとんどなくなると思います．

■各種の専門用語の英語表記も併記してもらえると勉強になり，

人間が人間のために行う仕事はある種のブランドみたいなもの

英文を読むときにも助かる．

（伊藤雅樹）

■ MaaS の技術動向を取り上げてほしいです．

（髙橋健大）

として残ると思います．そうしたときに，
社会システムも変わっ
ていかないと，収入はどうするのか，社会進出の機会が減って
ボケやすくなるのではないか，などを危惧しています．若い人，
経験の浅い人にはリスクもきちんと教えるべきだと思います．

■今年度も，どうもありがとうございました．

（坂野晃弘）

（真間龍哉／ジュニア会員）

連載漫画「IT 日和」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．

■各種業界の課題と IoT を始めとした最新技術や研究成果を絡

■香水というテーマは挑戦的でよいと思います． （匿名希望）

ので，継続して取り上げていただけると幸甚です．（野口晃司）

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．

■専門外の情報を得る手段として，論文誌よりも有用だと思い

■ 1 年間ありがとうございました．

（外村高章）

めた記事があると，社内での業界動向の勉強会等で使えそうな

ます．その点で，「有名論文ナナメ読み」のコーナーは意義が
あると思います．増やしてもよいかも．ジュニア会員向けのペー
ジは，しばしば，簡単すぎて内容が薄い回があり，ちょっと残

■購読を始めてはや 1 年！

今後とも知的好奇心をくすぐる記

事を，ぜひともお待ちしております．
（山口隼平／ジュニア会員）

念．今回，最高点とした記事「介護・福祉に関する課題と情報
工学の役割」は，内容が興味深かったのとともに，詳しい事
例が書かれていた点と，大きな視点での展望にまで言及されて

■クレジットカードの 3D セキュアなどディジタル決済におけ

おり，とてもバランスが良い記事だと思いました．特集記事は，

る不正利用防止策について取り上げてほしい．

どうしても一部の特定事例の紹介で終わるものが多く，広い視

（角田洋太郎／ジュニア会員）
■すべての論文・解説を通じて図や表が見やすくなっており，
論文・解説の理解を助けてくれた．

座と詳細説明の両立を目指すべきだと考えました．（田中

宏）

■今号も大変興味深い内容でした．（山田俊輔／ジュニア会員）

（牛島和夫）
■最適化に関する記事を読みたい．（冨井陸矢／ジュニア会員）

■アンケート欄［年齢］に「70 代以上」も設けてほしい．
（牛島和夫）
【本欄担当

米谷雄介，大岸智彦／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．今後もより良い会誌を作るため，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
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．

ご意見をお寄せ
ください！

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

名

称

論文等応募締切日

論文誌「ますます拡がる音楽情報処理」特集への論文募集
6 月 28 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/20-F.html
論文誌「ソフトウェア工学」特集への論文募集
8 月 1 日（木）
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/20-H.html
論文誌「情報システム論文」特集への論文募集
8 月 9 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/journal/cfp/20-P.html
6 月 17 日（月）〜 第 123 回数理モデル化と問題解決・
5 月 2 日（木）
6 月 19 日（水）
第 58 回バイオ情報学合同研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/mps123bio58.html
6 月 19 日（水）
東北支部報告会
https://www.ipsj.or.jp/annai/shibu/shibu_tayori2019.html
6 月 21 日（金）
第 51 回組込みシステム研究発表会
5 月 24 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/emb51.html
6 月 21 日（金）〜 第 196 回知能システム研究発表会
4 月 18 日（木）
6 月 22 日（土）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ics196.html
6 月 22 日（土）〜 第 123 回音楽情報科学・第 127 回音声言語情報処理合同研究発表会 4 月 26 日（金）
6 月 23 日（日）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/mus123slp127.html
6 月 26 日（水）
連続セミナー 2019 第 1 回「AI と歩む未来（1）
：自然言語処理の最新動向」
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2019/program01.html
6 月 26 日（水）〜 第 174 回コンピュータグラフィックスと
5 月 29 日（水）
6 月 27 日（木）
ビジュアル情報学研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/cg174.html
7 月 3 日（水）〜 マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2019）シンポジウム 3 月 19 日（火）
7 月 5 日（金）
http://dicomo.org/
7 月 6 日（土）
第 135 回 情報基礎とアクセス技術研究発表会
5 月 25 日（土）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ifat135.html
7 月 12 日（金）〜 第202回ソフトウェア工学研究発表会
5 月 13 日（月）
7 月 14 日（日）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/se202.html
7 月 17 日（水）〜 第 113 回ドキュメントコミュニケーション研究発表会
5 月 17 日（金）
7 月 18 日（木）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/dc113.html
7 月 19 日（金）〜 第 128 回音声言語情報処理研究発表会
5 月 13 日（月）
7 月 20 日（土）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/slp128.html
7 月 19 日（金）〜 第42回ゲーム情報学研究発表会
6 月 5 日（水）
7 月 20 日（土）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/gi42.html
7 月 22 日（月）〜 第184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
5 月 24 日（金）
7 月 23 日（火）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/hci184.html
7 月 23 日（火）〜 第86回コンピュータセキュリティ・
5 月 10 日（金）
7 月 24 日（水）
第34回セキュリティ心理学とトラスト合同研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/csec86spt34.html
7 月 24 日（水）〜 第170回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会（SWoPP2019）5 月 10 日（金）
7 月 26 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/hpc170.html
7 月 24 日（水）〜 第 229 回システム・アーキテクチャ研究発表会（SWoPP2019）
5 月 10 日（金）
7 月 26 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/arc229.html
7 月 24 日（水）〜 第 147 回システムソフトウェアとオペレーティング・システム
5 月 10 日（金）
7 月 26 日（金）
研究発表会（SWoPP2019）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/os147.html
7 月 24 日（水）〜 第 125 回プログラミング研究発表会（SWoPP2019）
5 月 10 日（金）
7 月 26 日（金）
https://sigpro.ipsj.or.jp/pro2019-2/
7 月 29 日（月）
第 124 回数理モデル化と問題解決研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/mps124.html
7 月 29 日（月）〜 第 22 回画像の認識・理解シンポジウム（MIRU2019）
6 月 3 日（月）
8 月 1 日（木）
http://cvim.ipsj.or.jp/MIRU2019/
7 月 30 日（火）
連続セミナー 2019 第 2 回「トラスト時代におけるセキュリティ技術」
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2019/program02.html
第 121 回人文科学とコンピュータ研究発表会
6 月 17 日（月）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ch121.html
8 月 1 日（木）
教員免許更新講習【選択】テキスト型言語による
プログラミングの学ばせ方
https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/KOSHU2019.html
8 月 2 日（金）
教員免許更新講習【選択】高校における情報教育と情報科の現状
https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/KOSHU2019.html
8 月 8 日（木）
教員免許更新講習【選択】プログラミング体験に適した処理系とその特徴
https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/KOSHU2019.html
8 月 17 日（土）〜 情報教育シンポジウム 2019（SSS2019）
5 月 24 日（金）
8 月 19 日（月）
https://ce.eplang.jp/index.php?SSS2019
8 月 22 日（木）〜 2019 年度電気関係学会東北支部連合大会
6 月 17 日（月）
8 月 23 日（金）
http://www.ecei.tohoku.ac.jp/tsjc/
8 月 23 日（金）
第 149 回情報システムと社会環境研究発表会
6 月 24 日（月）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/is149.html
8 月 1 日（木）
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参加締切日

当日のみ

開催地

沖縄科学技術大学院大学
カンファレンスセンター
東北大学

当日のみ
当日のみ
当日のみ
定員になり次第
当日のみ
6 月 4 日（火）
当日のみ
当日のみ
当日のみ
当日可
当日のみ
当日のみ
当日のみ

東海大学
高輪キャンパス
広島経済大学
立町キャンパス
京都大学
理化学研究所／大阪大学
中之島センター／東北大学
電気通信研究所
早稲田大学国際会議場
福島県磐梯熱海温泉
華の湯
東京大学
駒場 I キャンパス
小樽経済センター
筑波大学
計算科学研究センター
風鈴屋
（新潟県月岡温泉）
北海道大学
札幌キャンパス
北海道大学
百年記念会館
高知工科大学
永国寺キャンパス

当日のみ

北見市民会館

当日のみ

北見市民会館

当日のみ

北見市民会館

当日のみ

北見市民会館

定員になり次第

Luxor ''MGM Resorts
International''
（ラスベガス）
グランキューブ大阪
（大阪府立国際会議場）
化学会館／大阪大学
中之島センター／東北大学
電気通信研究所
慶應義塾大学
日吉キャンパス
東京大学駒場キャンパス

定員になり次第

東京大学駒場キャンパス

定員になり次第

大阪大学豊中キャンパス

当日のみ
当日可
定員になり次第
当日のみ

当日可

大阪電気通信大学
秋田大学手形キャンパス

当日のみ

東京電機大学
東京千住キャンパス

開催日

名

称

8 月 23 日（金）〜 第 10 回アクセシビリティ研究発表会
8 月 24 日（土）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/aac10.html
8 月 28 日（水）〜 The 14th International Workshop on Security（IWSEC 2019）
8 月 30 日（金）
https://www.iwsec.org/2019/index.html
DA シンポジウム 2019 ─システムと LSI の設計技術─
http://www.sig-sldm.org/das/
第 92 回モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム・
第 26 回コンシューマ・デバイス＆システム合同研究発表会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/mbl92cds26.html
8 月 29 日（木）〜 ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム 2019（SES2019）
8 月 31 日（土）
http://ses.sigse.jp/2019/
8 月 31 日（土）〜 2019 年度 電気・情報関係学会北陸支部連合大会
9 月 1 日（日）
http://2019.jhes.jp/
9 月 3 日（火）〜 FIT2019 第 18 回情報科学技術フォーラム
9 月 5 日（木）
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2019/
9 月 4 日（水）〜 The 25th International Conference on Collaboration
9 月 6 日（金）
Technologies and Social Computing（CollabTech 2019）
http://www.collabtech.org/
9 月 5 日（木）〜 組込みシステムシンポジウム 2019（ESS2019）
9 月 6 日（金）
http://www.sigemb.jp/ESS/2019/
9 月 9 日（月）〜 令和元年度 電気・電子・情報関係学会 東海支部連合大会
9 月 10 日（火）
http://www2.iee.or.jp/~tokai/rengo-2019/
9 月 19 日（木）〜 第 106 回オーディオビジュアル複合情報処理研究発表会
9 月 20 日（金）
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/avm106.html
9 月 23 日（月）
2019 年度関西支部 支部大会
http://kansai.ipsj.or.jp/sibutaikai_2019/
9 月 26 日（木）
連続セミナー 2019 第 3 回「AI と歩む未来（2）：
画像・映像処理の最前線」
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2019/program03.html
9月27日（金）〜
2019 年度（第 72回）電気・情報関係学会九州支部連合大会
9月28日（土）
http://www.jceee-kyushu.jp/
10 月 25 日（金） 連続セミナー 2019 第 4 回「AI と歩む未来（3）：
画像・映像処理の最前線」
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2019/program04.html
11月4日（月）〜
The 12th International Conference on Mobile Computing
11月6日（水）
and Ubiquitous Networking （ICMU2019）
http://www.icmu.org/icmu2019/
11 月 15 日（金） 連続セミナー 2019 第 5 回「シミュレーションと人工知能」
8 月 28 日（水）〜
8 月 30 日（金）
8 月 29 日（木）〜
8 月 30 日（金）

論文等応募締切日
7 月 3 日（水）

参加締切日
当日のみ

早稲田大学
西早稲田キャンパス
Multi-Purpose Digital Hall,
Ookayama Campus,
Tokyo Institute of
Technology, Tokyo, Japan
山代温泉 ゆのくに天祥

当日のみ

葉山港管理事務所

3 月 15 日（金）

6 月 7 日（金）

工学院大学
新宿キャンパス
石川工業高等専門学校

7 月 18 日（木）

岡山大学 津島キャンパス
4 月 20 日（土）

Kyoto Research Park,
Kyoto, Japan
下呂温泉 水明館

7 月 16 日（火）

大同大学（名古屋市）
当日のみ

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」
大阪大学中之島センター

定員になり次第

化学会館／大阪大学
中之島センター／東北大学
電気通信研究所
九州工業大学
戸畑キャンパス
日本大学理工学部／
大阪大学中之島センター／
東北大学電気通信研究所
Soaltee Hotel,
Kathmandu, Nepal

6 月 14 日（金）

7月9日（火）
定員になり次第
5月24日（金）
定員になり次第

https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2019/program05.html

2020 年
1 月 15 日（水）〜 International Conference on High Performance Computing
1 月 17 日（金）
in Asia Pacific Region（HPCAsia2020）
http://sighpc.ipsj.or.jp/HPCAsia2020/
3 月 9 日（月）〜 インタラクション 2020
3 月 11 日（水）
https://www.interaction-ipsj.org/2020/

開催地

化学会館／大阪大学
中之島センター／東北大学
電気通信研究所
アクロス福岡

10 月 21 日（月）

当日可

学術総合センター内
一橋講堂

Web ページ（https://www.ipsj.or.jp/）更新情報
［トピックス］
5 月 15 日

FIT2019 聴講予約申込のご案内

5 月 15 日

人材募集情報（Vol.60 No.6）

5 月 15 日

2019 年版インターンシップ情報公開しました

5 月 15 日

会誌「情報処理」Web カタログ（Vol.60 No.6）

5 月 10 日

デジタルプラクティス「DX を推進する俊敏なシステム開発・運用─アジャイルにつなぐビジネスと ICT ─」特集論文募集

5月8日

FIT2019 の講演申込を延長しました

4 月 26 日

2019 年度定時総会の開催について

4 月 26 日

日本学術振興会育志賞第 10 回（2019 年度）推薦募集における本会からの推薦について

4 月 24 日

連続セミナー 2019 参加申込受付を開始しました

4 月 22 日

情報処理学会創立記念日に寄せて
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人材募集

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）
，

（有料会告）

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）

有 料 会 告

賛助会員（企業）

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）

＊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

692

■東邦大学理学部情報科学科

■秋田県立大学システム科学技術学部

募集人員 講師または准教授 1 名（常勤，任期なし）
専門分野 ビッグデータに基づく統計解析，機械学習等のデータ
サイエンス分野，およびそれらの応用分野
担当科目 データサイエンス関連専門科目のほか，基礎的な数学，
プログラミング，データベースのうちのいくつか
応募資格 博士の学位を有し，学部および大学院学生の教育・研
究と学科運営に熱心に取り組んでいただける方
着任時期 2020 年 4 月 1 日
応募締切 2019 年 8 月 20 日（必着）
照 会 先 〒 274-8510 千葉県船橋市三山 2-2-1
東邦大学理学部情報科学科 主任 佐藤文明
E-mail: fsato@is.sci.toho-u.ac.jp Tel(047)472-8029
そ の 他 提出書類等の詳細：https://www.toho-u.ac.jp/sci/is/
saiyo/ba3kg5000001ug15.html

募集人員 a. 教授 1 名 b. 助教 1 名（経営システム工学科）
いずれも 5 年の任期付きですが，再任回数制限なしとなっており
ます（定年 67 歳）
専門分野 a. 情報工学，データ工学分野（（学部）シミュレーショ
ン，システム科学技術概論，社会科学データ分析，社会調査法等
の中から担当可能な関連科目，（大学院）経営情報システム特論
の大学院講義等）
b. 機械学習，情報ネットワークもしくはスマート農業分野に興
味を有する研究者．研究内容は下記 Web ページを参照ください
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id
=329
応募資格 博士の学位を有すること．助教は，採用予定日までに
取得見込みも可（詳細は下記募集要項 Web ページを参照ください）
着任時期 2020 年 4 月 1 日
提出書類 履歴書，研究業績書，これまでの研究，教育および社
会活動（地域貢献を含む）の概要等（詳細は下記募集要項 Web ペー
ジを参照ください）
応募締切 2019 年 9 月 30 日（必着）
送 付 先 〒 015-0055 秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口 84-4
秋田県立大学システム科学技術学部本荘キャンパス
教員選考委員長 松本真一
照 会 先 経営システム工学科長 朴 元熙
（ダイヤルイン）
E-mail: w-park@akita-pu.ac.jp Tel(0184)27-2173
そ の 他 募集要項 Web ページ：
a. https://www.akita-pu.ac.jp/about/saiyo/5689
b. https://www.akita-pu.ac.jp/about/saiyo/5691
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FIT2019 第 18 回情報科学技術フォーラム
聴講参加・情報交換会参加並びに講演論文集 事前予約申込の御案内
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2019/

会
会
交

期：2019年9月3日(火) ～ 5日(木)
場：岡山大学 津島キャンパス（岡山県岡山市北区津島中1-1-1）
通：JR岡山駅運動公園口（西口）から22番乗り場「岡山大学・岡
山理科大学口行き」のバスにて「岡大入口」または「岡大西
門」で下車
※お車での御来場は御遠慮下さい。車イス等で駐車場が必要
な場合は事前にお知らせ下さい。

■開催イベント企画 ※タイトル等は変更の可能性があります。
［表彰式・招待講演企画］
◎FIT学術賞表彰式
4日 9:30-10:20 第1イベント会場（金光ホール）
◎特別講演
4日 10:20-10:50 第1イベント会場（金光ホール）
「デジタル社会の広がりによる地方創生（仮）」
平井卓也（国務大臣（IT政策担当））
「岡山におけるデジタル社会の展開（仮）」
松田 久（岡山商工会議所会頭）
◎船井業績賞受賞記念講演
4日 11:00-12:00 第1イベント会場（金光ホール）
「音楽情報処理が切り拓く音楽体験の未来: コンテンツの自動解析
が価値を生む」
後藤真孝 （産業技術総合研究所 首席研究員）
［トップコンファレンスセッション］(新企画)
最近数年間に各分野のトップレベルの国際会議・学術雑誌で発表さ
れた論文の著者に、その内容を紹介して頂く特別なセッションです。
会期を通して、専用の会場で実施します。
優れた研究内容を把握できるとともに、その著者たちとの質疑応答
や情報交換ができる貴重な機会です。ぜひご活用ください。
［イベント企画］
各学会の関係研究会や委員会が、ホットなトピック、分野横断的な
研究テーマ、学生や若手へのメッセージを込めた話題などを中心に、
多くの興味深いイベントを企画中です。以下はそのキーワードの一部
を抜粋したものです。内容や日時は変更される場合がありますので、
最新の情報は Webページでご確認ください。
3日 9:30～12:00
9:30～12:00
13:10～15:10
13:10～15:10
15:30～17:30
4日 13:10～15:10
15:30～17:30
15:30～17:30
15:30～17:30
5日 9:30～12:00
13:10～15:40
13:10～15:40

音波通信技術とその応用
グラフアルゴリズムの新潮流
若手研究者の描く未来予想図
農業とICT
En-PIT
OSSハッキングのための法律相談
量子コンピュータ技術基盤の創出に向けて
自然言語処理と医療
デジタルプラクティス・ライブ
人や物を運ぶICT
ソーシャルビッグデータの処理と応用
情報セキュリティのやり方：実践編

■聴講参加費（税込）
参加区分 事前予約(7/10まで)
当日
会 員
10,000円
12,000円
非会員
20,000円
24,000円
学 生
無料
無料
※会員、非会員の聴講参加費にはプログラム・参加章・電子版講演
論文集（Webからダウンロード）が含まれております。
※学生の聴講参加はプログラム・参加章のみとなっております。
電子版講演論文集（DVD-ROM）が必要な方には学割会場価格4,000
円にて販売致します。
※会員、非会員、学生の参加区分の区別は以下の通りです。
会 員：情報処理学会、電子情報通信学会、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、CCF）の個人会員、
電子情報通信学会の維持員、情報処理学会の賛助会員。
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（電子版講演論文集は付きません）。
■情報交換会
開催日時（予定）： 3日（火）18：30～20：30
会場：岡山後楽園 鶴鳴館
※参加費等はWebサイトをご覧ください。
■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(DVD-ROM
60,000円
60,000円
付)
講演論文集分冊
13,000円／冊
16,000円／冊
講演論文集DVD-ROM
10,000円
56,000円
※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
付き
※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
■聴講参加、講演論文集の申込
申込締切：2019年7月10日（水）
申込方法：FIT2019 Webサイトからお申込み下さい。
※講演論文集はFIT開催中にも会場販売を行いますが、残部のある限
りということになりますので、確実に御入手頂くには期限内のお申込
みをお勧め致します。
■次年度のFIT2020開催
2020年9月1日（火）～3日（木）

北海道大学にて開催予定

■問い合わせ（FIT2019事務局）
〒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：ipsjfit@ipsj.or.jp
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有 料 会 告

電子情報通信学会の情報・システムソサイエティ（ISS）とヒューマ
ンコミュニケーショングループ（HCG）、及び情報処理学会（IPSJ）は、
今年も「第18回 情報科学技術フォーラム(FIT：Forum on Information
Technology)」を開催します。会期と会場は下記の通りです。
つきましては、聴講参加、情報交換会参加並びに講演論文集の事前
予約申込の御案内を致します。皆様、奮ってお申込み下さい。
聴講参加費は、当日参加よりも事前予約の方がお得になっておりま
す。また、講演論文集（冊子、DVD-ROM）は、FIT開催中にも会場販売
を行いますが、残部のある限りということになりますので、確実に御
入手頂くには期限内のお申込みをお勧め致します。

ご意見をお寄せください！
【7 月 10 日頃までにお出しください】

宛

先

一般社団法人  情報処理学会 モニタ係（下記のいずれからも送付できます）
https://www.ipsj.or.jp/magazine/enquete.html Fax(03)3518-8375 E-mail: editj@ipsj.or.jp
（E-mail で送信される場合は，10-1-a のようにコードでお答えください）
※ご意見の投稿に伴う，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．
https://www.ipsj.or.jp/privacypolicy.html
［コード］

〔1〕ご氏名
〔2〕ご所属

Tel.（

）

-

〔3〕E-mail:
〔4〕業種：（a）企業（サービス業）（b）企業（製造業）（c）研究機関 （d）教育機関（小・中・高校・高専・大学・大学院など）
（e）学生 （f）学生（ジュニア会員）（g）その他……………………………………………………………………………………………… 4-［

］

〔5〕職種：（a）研究職 （b）開発・設計 （c）システムエンジニア （d）営業 （e）本社管理業務
（f）会社経営・役員・管理職 （g）教職員（小・中・高校・高専・大学・大学院など）
（h）学生 （i）学生（ジュニア会員）（j）その他… …………………………………………………………………………………………… 5-［

］

〔6〕年齢：（a）10 代 （b）20 代 （c）30 代 （d）40 代 （e）50 代 （f）60 代以上… ……………………………………………………………… 6-［

］

〔7〕性別：（a）男性 （b）女性… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7-［

］

〔8-1〕あなたはモニタですか？：（a）はい （b）いいえ… ………………………………………………………………………………………………… 8-1-［

］

〔8-2〕あなたのご意見は「会員の広場」（会誌および Web）に掲載される場合があります．その場合：
（a）実名可（氏名のみ掲載）（b）匿名希望 （c）掲載を希望しない… ………………………………………………………………………………… 8-2-［

］

〔9〕どちらの媒体で記事をお読みになりましたか？
（a）冊子版 （b）情報学広場（電子図書館）（c）App Store （d）fujisan （e）その他… …………………………………………………………… 9-［

］

〔10〕今月号（2019 年 7 月号）の記事は良かったですか．下記の記事すべてについて評価をご回答ください．
［ a …大変良い b …良い c…普通，どちらとも言えない d …悪い e…読んでいない ］
巻頭コラム：モバイルインターネットの移り変わり…………………………………………………………………………………………………………
巻頭言：より多くの人と社会価値創造に取り組む……………………………………………………………………………………………………………
特別解説：ビッグデータの不正競争防止法による保護………………………………………………………………………………………………………
特集：未来の学びを主導する高専教育
1．世界の KOSEN に向けた高専教育の展望… ………………………………………………………………………………………………………………
2．高専教育の質保証… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3．学外コンテスト参加のための取り組み… …………………………………………………………………………………………………………………
4．エンジニアリング・デザイン教育としての高専ロボコン… ……………………………………………………………………………………………
5．グローバルイノベータ育成… ………………………………………………………………………………………………………………………………
6．長岡技術科学大学における高専連携と情報処理関連教育… ……………………………………………………………………………………………
7．高専と連携した情報系人材育成… …………………………………………………………………………………………………………………………
8．金沢工業高等専門学校での生活… …………………………………………………………………………………………………………………………
9．今こそ，高専の時代… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
解説：高専カンファレンスの十余年を振り返る………………………………………………………………………………………………………………
連載：集まれ ! ジュニア会員 !!… …………………………………………………………………………………………………………………………………
解説：次世代メディアの探求！…………………………………………………………………………………………………………………………………
解説：コミュニティ型の AI 人材育成… …………………………………………………………………………………………………………………………
報告：IPSJ 出前授業体験録…………………………………………………………………………………………………………………………………………
古機巡礼 / 二進伝心：2018 年度情報処理技術遺産および分散コンピュータ博物館認定式… ……………………………………………………………
ぺた語義：あんこはジャムか……………………………………………………………………………………………………………………………………
ぺた語義：中高生ポスターセッションの報告 ―企画と概要─… ……………………………………………………………………………………………
ぺた語義：中高生ポスターセッションの報告 ー意義と効果ー… ……………………………………………………………………………………………
ぺた語義：中高生ポスターセッションの報告 －当日の様子─… ……………………………………………………………………………………………
リレーコラム：ライフログ研究でリア充に !?……………………………………………………………………………………………………………………
情報の授業をしよう !：情報の考えを取り入れた中学数学での授業… ………………………………………………………………………………………
連載漫画：IT 日和…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ビブリオ・トーク：攻殻機動隊…………………………………………………………………………………………………………………………………
5 分で分かる !? 有名論文ナナメ読み：Cyril W. Cleverdon, Jack Mills, E. Michael Keen : Factors Determining the Performance of
Indexing Systems ; Volume 1 : Design… ………………………………………………………………………………………………………………………
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10-1-［
10-2-［
10-3-［

］
］
］

10-4-［
10-5-［
10-6-［
10-7-［
10-8-［
10-9-［
10-10-［
10-11-［
10-12-［
10-13-［
10-14-［
10-15-［
10-16-［
10-17-［
10-18-［
10-19-［
10-20-［
10-21-［
10-22-［
10-23-［
10-24-［
10-25-［
10-26-［

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

10-27-［

］

〔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）

〔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〕未来の学びを主導する高専教育：a）専門家 b）非専門家… …………………………………………………………………………………… 13-1-［

］

〔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）

■ 各種問合せ先 ■
一般社団法人 情報処理学会（本部） ※支部所在地等詳細はリンクされている各支部ページでご参照ください．
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5 化学会館 4F
Fax(03)3518-8375 https://www.ipsj.or.jp/
担

当

E-mail

Tel（ダイヤルイン）

取り扱い内容

■ 会員サービス部門
会

員

mem@ipsj.or.jp

03-3518-8370

入会，会費，変更連絡，退会，在会証明，会員証，会誌配布，会員特典，会費等口座振替，
海外からの送金，賛助会員，電子図書館

■ 会誌編集部門
会誌編集

editj@ipsj.or.jp

著作権

copyright@ipsj.or.jp

デジタルプラクティス

editdp@ipsj.or.jp

図

tosho@ipsj.or.jp

書

会誌「情報処理」の掲載内容，広告掲載，出版，コンピュータ博物館（情報処理技術遺産）
03-3518-8371

転載許可，著作権
デジタルプラクティス（DP）の編集・査読，DP レポート

03-3518-8374

出版物購入

■ 研究部門
論文誌
調査研究／
国際／教育

editt@ipsj.or.jp
sig@ipsj.or.jp

論文誌（ジャーナル／ JIP ／トランザクション）の編集・査読
03-3518-8372

研究会登録，研究発表会，研究グループ，シンポジウム，国際会議，IFIP 委員会，
情報処理教育委員会，アクレディテーション対応

■ 事業部門
事

業

jigyo@ipsj.or.jp

技術応用

event@ipsj.or.jp

認定情報技術者制度

ipsj.citp@ipsj.or.jp

全国大会，FIT，プログラミングコンテスト，プログラミング・シンポジウム，協賛・後援
03-3518-8373

連続セミナ，短期セミナ，IT フォーラム，ソフトウエアジャパン，その他講習会
認定情報技術者制度

■ 管理部門
総務／庶務

soumu@ipsj.or.jp

経

keiri@ipsj.or.jp

理

システム企画

総会・理事会，支部，選挙，総務系選奨，関連団体，アドバイザリーボード
03-3518-8374

出納，送金連絡

sys@ipsj.or.jp

システム企画，セキュリティ，電子化委員会，電子図書館，IPSJ メールニュース

問合せフォーム
https://www.itscj.ipsj.or.jp/contact/
index.html

ISO/IEC JTC 1での情報技術の標準化業務
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館308-3
Tel (03)3431-2808 Fax (03)3431-6493 https://www.itscj.ipsj.or.jp/

■ 情報規格調査会
規格部門
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■ 編集室 ■
高専は重要な意義を持った教育機関だから高専の特集を計画し

大学の立場で考えると，今後工学の基礎を身に着けた学生が大

てはという提案をいただき，今回の特集を組むことになりました．

学に入学してくると，大学教育も変革していかなくてはならないと

いざ特集の内容を考えたとき，記事をお願いしたい高専の先生方

思います．具体的には，技術の進歩に歩調が合った教育を行える

や高専 OB の方々の顔が次々と浮かび，誰に記事をお願いしようか

仕組みを構築していかなくてはならず，熟慮すべき課題だと思って

と思いをめぐらす楽しい時間を持つことができました．

います．

高専の良さは学生が身に着ける技術力の高さだと思います．5 年

特集で，高専教育の意義をお伝えできたかは不安ですが，その

間を一貫して教育できることが最大の強みで，工学の基礎を叩き

一端でも理解いただければ幸いです．原稿をタイムリーに提供くだ

込むことができると考えています．大学で工業高校の学生を受け

さった著者の皆様には心より感謝します．また，編集委員，事務

入れ教育しているとき，同じことを二度教わることは時間で無駄で

局の皆様のご協力により企画を完成させることができました．あり

あり，彼らにより高度な教育ができればと常々思っていました．一

がとうございました．

方，高専からの 3 年次編入組は，大学での基礎教養の期間に専

情報処理の役割は時代とともに大きく変化し，我々の生活にな

門の教育を受けており安心して受け入れができ，卒業研究でも基

くてはならないものになりました．同時に学問の基礎としての意味

礎がしっかりしているので研究が始めやすいと感じていました．現

合いが大きくなってきており，すべての分野で情報処理の知識が

在高専で教鞭をとっていると，工学教育も早い年齢から始めた方

必要となってきていると言っても過言ではないと思います．本企画

が身に着きやすいと感じています．プログラミング教育が小学校で

が未来の教育への道しるべとなればと思います．一読いただけれ

導入されますが，これは工学教育の立場から考えると大きなターニ

ば幸いです．
（袖美樹子／本特集エディタ）

ングポイントなのかもしれないと思います．

次号（8 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．

「特集」グローバルに活躍する

海外への道～オフショア組込ソフトウェアの最前線と日本からの技術導入について～／日本への留学のメリットとその後のキャリア／ゼロ
からの国際会議の立ち上げ─ APRIS の話─／グローバル PBL ─ドローン制御ソフトウェア開発を通して─／グローバル Project-Based
Learning における学生の声／海外インターンシップ体験インタビュー─積極的なコミュニケーションの重要性を学ぶ─

「小特集」ワークライフバランス

ハードワーカーからソフトワーカーへの転換─家族を中心としたしなやかな働き方へ─／単位時間当たりのスキルに着目したワークライフバ
ランス／リモートワークという働き方─ライフからワーク・ワークからライフ─／介護をしながら働く ⾝の丈にあった介護／ワークライフバラ
ンスを議論する前に考えるべきこと─テレワーク研究における実践事例から─／子どもがいるからとあきらめないために─仕事と育児の両
立における現実と期待する未来─／4 歳の子どもを連れて学会に参加してみた
報告：2018 年度論文賞の受賞論文紹介／ 2018 年度業績賞紹介／ 2018 年度マイクロソフト情報学研究賞紹介／ 2018 年度情報処
理技術研究開発賞紹介
教育コーナー：ぺた語義
連 載：IT 日和／ 5 分で分かる !? 有名論文ナナメ読み／集まれ！ジュニア会員 !! ／買い物自慢／情報の授業をしよう ! ／先生，
質問です！／ビブリオ・トーク
コラム：巻頭コラム／リレーコラム
会議レポート：Augmented Human 2019 会議報告
複写される方へ

Notice for Photocopying

一般社団法人情報処理学会では複写複製および転載複製に係る著作権を学術著
作権協会に委託しています．当該利用をご希望の方は，学術著作権協会（https://
www.jaacc.org/）が提供している複製利用許諾システムもしくは転載許諾システム
を通じて申請ください．
尚，本会会員（賛助会員含む）および著者が転載利用の申請をされる場合につい
ては，学術目的利用に限り，無償で転載利用いただくことが可能です．ただし，利
用の際には予め申請いただくようお願い致します．

Information Processing Society of Japan authorized Japan Academic Association For
Copyright Clearance (JAC) to license our reproduction rights and reuse rights of copyrighted
works. If you wish to obtain permissions of these rights in the countries or regions outside
Japan, please refer to the homepage of JAC (http://www.jaacc.org/en/）and confirm
appropriate organizations.
You may reuse a content for non-commercial use for free, however please contact us directly
to obtain the permission for the reuse content in advance.
<All users except those in USA>
Japan Academic Association for Copyright Clearance, Inc. (JAACC)
6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
E-mail : info@jaacc.jp
Phone : 81-3-3475-5618 Fax : 81-3-3475-5619
<Users in USA>
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone : 1-978-750-8400 Fax : 1-978-646-8600

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
また，アメリカ合衆国において本書を複写したい場合は，次の団体に連絡してください．
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone : 1-978-750-8400 Fax : 1-978-646-8600
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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）

265,000 円

表 3 対向

─

目次前

─

差込

─

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

■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）

天地 280mm ×左右 210mm

（税込 159,840 円）

350,000 円（税込 378,000 円）

1 枚）

同封
（A4 変形判

前月 10 日

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）

裁

毎当月 15 日

（税込 145,800 円）

前付最終

（A4 変形判 70.5kg ～ 86.5kg

A4 変形判

（税込 270,000 円）

─

差込

─

（税込 167,400 円）

前付 1/2 頁

（A4 変形判 70.5kg 未満

20,000 部

体

（税込 286,200 円）

250,000 円

前付 1 頁

一般社団法人 情報処理学会

申込締切

300,000 円

（税込 324,000 円）

行

発行部数

─

（税込 415,800 円）

表 2 対向

発

─

発 行 日

385,000 円

表4

■「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」 60 巻 7 号

掲載広告（五十音順）

□インタフェース… ……………………………… 表 2
□オージス総研…………………………………… 表 2 対向
□フォーラムエイト… …………………………… 前付最終

□ 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
情報処理 Vol.60 No.7 July 2019
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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

日本電信電話（株）

グーグル合同会社

（株）NTT ドコモ

日本マイクロソフト（株）

（株）フォーラムエイト

（株）東芝

●●● 賛助会員（3 〜 9 口）

（一社）情報通信技術委員会

（株）NTT データ

グリー（株）

楽天技術研究所

（一財）インターネット協会

4色印刷用
C 100%
M 55%
K 35%

情報サービス産業協会

トレンドマイクロ（株）

沖電気工業（株）

キヤノンマーケティングジャパン（株）

ソニー（株）

チームラボ（株）

NTT コムウェア（株）

コアマイクロシステムズ（株）

（株）テクノプロ
テクノプロ・デザイン社

NTT テクノクロス（株）

（株）うえじま企画

三美印刷（株）

（株）セプテーニ

パナソニック（株）

（株）レコチョク

●●● 賛助会員（2 口）

698

（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）

（一財）日本規格協会

（一財）日本データ
通信協会

日本放送協会
放送技術研究所
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三協印刷（株）

（株）日立システムズ

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

インテル（株）

●● 賛助会員名簿
サクシード
（株）
三協印刷
（株）
サン電子
（株）
三美印刷
（株）
三友工業
（株）
（株）シーエーシー
システム・オートメーション
（株）
（株）ジャステック
（株）ジャストイット
（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）数理計画
（株）スカイディスク
スズキ
（株）
住友化学
（株）
住友電気工業
（株）
（学）聖学院
（株）セガゲームス
（株）セカンドセレクション
セコム
（株）
（株）セプテーニ
（株）ソケッツ
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
特許・情報センター
ソフトバンク
（株）
【た行】
（株）タンタカ
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）
（株）ディー・エヌ・エー
（株）ティーケーラボ
（株）データグリッド
テクノスデータサイエンス・エンジ
ニアリング
（株）
（株）テクノプロ テクノプロ・デザ
イン社
デジタル・アドバタイジング・コン
ソーシアム
（株）
（株）デジタルガレージ
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）
（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）
（株）働楽ホールディングス
（株）東和システム
トーヨー企画
（株）
特許庁
（株）トヨタシステムズ
トヨタ自動車
（株）
（株）豊田中央研究所
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）
（一財）日本データ通信協会
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
（一財）日本規格協会
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）
（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
日本精工
（株）
（NSK）
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
【は行】
パーソルキャリア
（株）
（株）ハイエレコン
（有）バクサリー
パナソニック
（株）
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（株）アドバンス トラフィック シス
テムズ
（株）AndTech
アビームシステムズ
（株）
Arithmer（株）
（株）アピリッツ
（株）ATJC
（株）アルファシステムズ
（株）ATR-Trek
（株）いい生活
（株）CIJ
池上通信機
（株）
（株）CIJネクスト
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）
合同会社 DMM.com
インクリメント・ピー（株）
（株）DTS インサイト
（一財）インターネット協会
freee（株）
（株）インテック
GMO ペパボ
（株）
インテル
（株）
（株）GV
インフォサイエンス
（株）
（株）HBA
（株）ヴァル研究所
JapanTaxi（株）
ヴィスコ・テクノロジーズ
（株）
JRC エンジニアリング
（株）
（株）うえじま企画
（株）ＪＲ東日本情報システム
（株）エィ・ダブリュ・ソフトウェア
（株）JTBコーポレートセールス
（株）駅探
法人営業川崎支店
（株）エクサ
（株）K＆Ｓ
エヌ・ディー・アール
（株）
（株）KDDI 総合研究所
エヌビディア合同会社
MHIエアロスペースシステムズ
（株） （株）エム・オー・シー
NECソリューションイノベータ
（株） （株）エルザジャパン
NEC ネットイノベーション
（株）
オークマ
（株）
NECフィールディング
（株）
（株）大塚商会
NTT アドバンステクノロジ
（株）
（株）オーム社
NTTコミュニケーションズ
（株）
沖電気工業
（株）
NTTコムウェア
（株）
（株）小野仁
（株）NTT データ
オムロン
（株）
（株）NTT データ・アイ
（株）NTT データ関西
【か行】
（株）NTT データ九州
（株）NTT データ数理システム
国立研究開発法人 科学技術振興
（株）NTT データ東北
機構
NTT テクノクロス
（株）
（公財）画像情報教育振興協会
（株）NTTドコモ
（学）片柳学園日本工学院八王子
（株）OKIソフトウェア
専門学校
（株）PFU
（学）河合塾
（株）QUICK
関西テレビソフトウェア
（株）
SCSK（株）
（一財）機械振興協会
TDCソフト
（株）
キヤノン ITソリューションズ
（株）
TIS（株）
キヤノンメディカルシステムズ
（株）
（株）UNCOVER TRUTH
共立出版
（株）
（株）U-NEXT
（株）近代科学社
YKK（株）
グーグル合同会社
（株）クヌギ
【あ行】
グリー（株）
（株）ぐるなび
アイアンドエルソフトウェア
（株）
経済産業省
（株）アイヴィス
（株）コア 中四国カンパニー
アイシン・エィ・ダブリュ（株）
（株）構造計画研究所
アイシン精機
（株）
国立国会図書館
（株）アイズファクトリー
（株）小松製作所
アイホン
（株）
（株）アイレップ
【さ行】
アシアル
（株）
（株）アットウェア
（株）サイバーエージェント
アドソル日進
（株）
（一財）材料科学技術振興財団
（株）アドバンスト・メディア
サクサ
（株）
【A 〜 Z】
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パナソニック
（株）ライフソリュー
ションズ社
バルテス
（株）
（株）ビービット
（株）ビズヒッツ
（株）
日立インフォメーションエンジ
ニアリング
（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）日立社会情報サービス
（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）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
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（株）
古野電気
（株）
（株）プロトコーポレーション
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】
（株）牧野フライス製作所
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 銀行
（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）
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）

【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
（株）リコー
（株）リックテレコム
（株）両備システムズ
（株）リンク
（株）レコチョク

＜入会予定＞
キヤノンマーケティングジャパン
（株）
（株）けいけい
コアマイクロシステムズ
（株）
（株）ソリトンシステムズ

【や行】
ヤフー（株）Yahoo! JAPAN 研究
所
ヤマハ
（株）

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．

協力協定学会との正会員会費相互割引について

▪▪

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，マイページの「登録情報変更」で「会員相互割引」の協定学会名から 1 つ選択し，その会員番号を入力します．
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．
自動継続のため次回からは会員証のコピーは不要です．
※これから入会を希望する方も入会申込 [ 本申請 ] の画面から同様に申請できます．
・マイページはこちら⇒ https://www.ipsj.or.jp/mypage.html
・入会申請はこちら⇒ https://www.ipsj.or.jp/nyukai_kojin.html
■照会先：会員サービス部門
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