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開催案内

第29回ファジィ システム シンポジウム
−ファジィ・ルネサンスにむけて−
2013年９月９日（月）〜11日（水）の期間，大阪国際大学枚方キャンパス（大阪府枚方市杉3−50−1）において，日
本知能情報ファジィ学会 第29回ファジィシステムシンポジウムを開催します．今回のテーマは「ファジィ・ル
ネサンスにむけて」です．ファジィ理論を中心に広い意味でのあいまいさを取り扱うアイデンティティに立ち返
り，ソフトコンピューティング研究のさらなる進歩・発展に寄与することを目指します．
今回，この取り組みの中で，ファジィ推論，ラフ集合，ニューラルネット，進化計算，マルチメディア知能，
学習，評価，意思決定，パターン問題，予測問題，マネジメント，経営，OR，人間共生，ロボット，ヒューマ
ンサポート，医療福祉，色彩，建築，土木等の企画セッションを準備し，知的制御，ソフトサイエンス，イン
タラクティブデザイン，クラスタリング等の一般講演も多数予定しています．
特別講演として，経営学分野の特に人的資源管理の第一人者である奥林康司氏（大阪国際大学）に，「組織と職
務内容の設計」をテーマとしてご講演頂きます．また，制御学分野の第一人者である大須賀公一氏（大阪大学）
に，「災害対応ロボティクスの研究スタンス」をテーマとしてご講演頂きます．さらに，フィルム講演として日
本知能情報ファジィ学会初代会長の浅居喜代治氏（故人）の「ファジィ理論の考え方と方法」
「 ファジィ理論の人
間・社会・自然への応用」
（ 放送大学における講義）を上映致します．この他にポスターセッション，デモセッ
ション，懇親会等も予定しています．
なお，参加申込方法や参加費等の詳細は，大会ウェブページ（http://fss2013.j-soft.org/）に掲載しておりま
す．皆様のご参加をお待ち申し上げております．
■主

催：日本知能情報ファジィ学会（SOFT）

■共

催：国際ファジィシステム学会（IFSA）

■協

賛：化学工学会，観光情報学会，経営情報学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，社会・経

済システム学会，情報処理学会，進化計算学会，人工知能学会，数理社会学会，電気学会，電子情報通信学会，
土木学会，日本医療情報学会，日本応用数理学会，日本オペレーションズ・リサーチ学会，日本顔学会，日本
感性工学会，日本機械学会，日本教育工学会，日本経営工学会，日本経営システム学会，日本計算工学会，日
本原子力学会，日本建築学会，日本行動計量学会，日本神経回路学会，日本心理学会，日本数学会，日本生体
医工学会，日本生物工学会，日本繊維製品消費科学会，日本統計学会，日本デザイン学会，日本人間工学会，
日本バーチャルリアリティ学会，日本ロボット学会，バイオメディカル・ファジィ・システム学会，ヒューマ
ンインタフェース学会，プロジェクトマネジメント学会，ファジィシステム研究所ほか
■会

期：2013年９月９日（月）
，10日（火）
，11日（水）

■会

場：大阪国際大学枚方キャンパス
〒573−0192

大阪府枚方市杉3−50−1

http://www.oiu.ac.jp/
JR学研都市線松井山手駅から大阪国際大学までの無料送迎バスを運行します．時刻表などの詳細は，大会ウェ
ブページ（http://fss2013.j-soft.org/）でご確認下さい．
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■プログラム：
一般セッション，企画セッション（計画型・公募型），ポスター・デモセッション（イブニングセッション），
特別講演，招待講演，フィルム講演，ファジィ温故知新，その他．
2013年９月９日（月）特別講演 「組織と職務内容の設計」
奥林 康司氏（大阪国際大学）
2013年９月10日（火）招待講演 「災害対応ロボティクスの研究スタンス」
大須賀 公一氏（大阪大学大学院）
2013年９月10日（火）フィルム講演（1）
「 ファジィ理論の考え方と方法」
2013年９月11日（水）フィルム講演（2）
「 ファジィ理論の人間・社会・自然への応用」
浅居 喜代治氏（日本知能情報ファジィ学会初代会長，故人）
2013年９月11日（水）ファジィ温故知新（先端的ポスターセッション）
2013年９月11日（水）横幹講演
詳細なプログラムは，大会ウェブページ（http://fss2013.j-soft.org/）でご確認下さい．
■懇親会会場：
2013年９月10日（火）19：00〜21：00
ホテル京阪京都

２階

桜の間

http://www.hotelkeihan-kyoto.com/index.php
（大阪国際大学から直Q京都号で約26分：当日は18：00に臨時便を運行します）
■参加費・懇親会費：
会員種別

当日参加申し込み
８月１日（木）以降

参加費（正会員）

※１

参加費（非会員）
参加費（学生会員）

12,000円

※４

20,000円
※２

参加費（学生非会員）

6,000円

※４

10,000円

参加費（特別会員）

6,000円

参加費（名誉会員）

無料

懇親会費（学生以外） ※３

5,000円

懇親会費（学生）

4,000円

※３

※１法人会員，協賛学会員を含みます．
※２協賛学会員，サイト会員を含みます．
※３参加費には含まれていません．
※４FSS2013への参加を機会にSOFTに入会された方は，通常の参加費から1,000円を返金致します
（2013年に入会された方が対象です）．
■当日参加申込（８月１日（木）以降）
参加費，懇親会費等は，シンポジウム会期中に会場受付にて現金でお支払いください．郵便振替による振込
は受け付けません．なお，懇親会費は人数の都合によりお断りする場合もございますので，あらかじめご了承
ください．
■大会組織：
大会委員長：林 勲（関西大学）
実行委員長：古殿 幸雄（大阪国際大学）
プログラム委員長：韓 尚秀（大阪国際大学）
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プログラム副委員長：岡本 容典（大阪国際大学）
財務委員長：堀口 由貴男（京都大学）
実行委員：徳丸 正孝 （関西大学）

［企画セッション・基調講演主担当］

荻野 正樹 （関西大学）

［企画セッション・基調講演副担当］

関 宏理

（関西学院大学）
［ ポスター・デモセッション担当］

下條 善史 （大阪国際大学）
［ 出版担当］
川浦 孝之 （関西医科大学）
［広報（Webページ）担当］
森友 令子 （大阪国際大学）
［ 広報（デザイン）担当］
安高 真一郎（大阪国際大学）
［ 会場担当］
能島 裕介 （大阪府立大学）
［イベント企画担当］
中村 俊輔 （大阪国際大学）
［ 特別講演担当］
■問い合わせ先：
A）シンポジウム全体について
FSS2013 実行委員長：古殿 幸雄（大阪国際大学）
fss2013-exe@t.kyoto-u.ac.jp
B）ファジィ温故知新について
ポスター・デモセッション担当：関 宏理（関西学院大学）
fss2013-poster@t.kyoto-u.ac.jp
C）Webサイトについて
広報（Webページ）担当：川浦 孝之（関西医科大学）
fss2013-web@t.kyoto-u.ac.jp

第18回曖昧な気持ちに挑むワークショップ（福島復興祈念）開催案内
主

催：日本知能情報ファジィ学会 評価問題研究部会

会

期：2013年 10月25日（金）〜 26日（土）

開催地：福島県浜通り地方（詳細は，追ってワークショップHPに掲載）
参加費：会員 2,500円，一般 3,500円，学生・ 退職者 1,000円（会員，非会員不問）
（発表登壇者の学生には8000円を上限に，旅費に応じて補助金を支給する予定．）
（学生以外の発表登壇者で特に必要と認められる場合も，学生に準じた補助金を支給する予定．）
「第18回曖昧な気持ちに挑むワークショップ」は，『福島復興祈念』と銘打って，大きな津波被害を受けた東日本
大震災の被災地域であると同時に，東京電力福島第一原子力発電所事故の被災地域でもある
『福島県浜通り地方』
で開催いたします．
本ワークショップでは，研究成果の発表はもちろん，アイデア段階の報告も歓迎しています．みんなに聞い
てもらって，話し合うことで，意義深い結論に結びついたりするだけでなく，問題解決の糸口が発見されたり，
新しいアイデアが芽生えるかもしれません．また，研究者相互の情報交換や研究活性化の場として，更に若手
研究者養成の場としてご利用いただくことも趣旨の一つです．大学院や学部の学生のみなさんの積極的な参加
も，心より歓迎いたします．
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学会誌ミニ特集：「知能と情報」
（ 日本知能情報ファジィ学会誌）上で，
ミニ特集「第18回曖昧な気持ちに挑むワークショップ選抜論文」を企画しています．
本ワークショップにおける優秀な発表に対して，実行委員会が学会誌に推薦し，通常の査読を
経て特集に掲載されます．
（前回ワークショップ選抜論文が本年10月号に掲載予定．
）
被災地での消費（特に，農産物・海産物）も復興への一助になります．講演の有無にかかわらず，多くの方々の
参加をお待ちしております．
講演・参加申込方法：（追ってワークショップHPに掲載）
ワークショップHP：http://www.fz.dis.titech.ac.jp/Eval/HM2013.html
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日本知能情報ファジィ学会行事カレンダー（Vol.25−No.4：2013年8月）
「照会先」の欄に広報用のＵＲＬが掲載されている行事につきましては，それらのホームページにより詳細情
報をご確認ください．
●：日本知能情報ファジィ学会，支部，研究会の主催行事
行

事

名

開 催 日

開 催 地

申込〆切

照 会 先
日本機械学会
Dynamics and Design Conference 2013

2013年8月26−30日

九州産業大学（福岡市）

2013年2月22日

第13回「運動と振動の制御」シンポジウム
総合テーマ「海を越え、国を超え、世代を超えて！」
http://www.jsme.or.jp/conference/dmcconf13/
電気学会「平成25年電気学会産業応用部門大会」

2013年8月28−30日

山口大学 吉田キャンパス
（山口県山口市）

2013年5月10日

http://www2.iee.or.jp/ver2/ias/info/137.pdf
日本ロボット学会「第31回日本ロボット学会 学術講演会」 2013年9月4−6日

首都大学東京（東京都八王子市）

2013年7月5日

北見工業大学（北海道）

2013年5月15日

http://rsj2013.rsj-web.org/
電気学会

2013年9月4−7日

「平成25年電気学会 電子・情報・システム部門大会」
http://www2.iee.or.jp/eiss/index.php?C%E9%83%A8%E9%96%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A%2F2013
日本感性工学会「第15回日本感性工学大会」

2013年9月5−7日

東京女子大学（東京都）

2013年9月10−13日

早稲田大学（西早稲田キャンパス）

2013年9月27−28日

会津大学（会津若松市）

2013年11月16−17日

新潟大学工学部（新潟市）

2013年5月6日

http://www.jske.org/taikai/jske15/
ヒューマンインタフェース学会
「ヒューマンインタフェースシンポジウム2013」
http://www.his.gr.jp/sympo/his2013.html
可視化情報学会「可視化情報全国講演会（2013会津）」

2013年6月7日

http://web-ext.u-aizu.ac.jp/conference/vis2013/
日本機械学会 第56回自動制御連合講演会
http://www.jsme.or.jp/conference/rengo56/
モバイル学会 シンポジウム「モバイル 14」

2014年3月13日−14日

立命館大学びわこくさつ
キャンパス（滋賀県草津市）

2013年11月30日

http://www.mobilergo.com/siteapps/1022/htdocs/?page̲id=456
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ファジィ関連国際会議カレンダー（Vol.25− No.4：2013 年 8 月）
会
照

議
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

第5回国際デザイン学会連合国際会議（IASDR2013）

2013年8月26−30日

芝浦工業大学豊洲キャンパス
（東京都江東区）

2012年12月31日

http://www.iasdr2013.jp/TOKYO2013IASDRs.pdf
IEEE SMC 2013: 2013 IEEE International Conference
on Systems, Man, and Cybernetics

2013年10月13−16日

Manchester, UK

2013年3月31日

2013年11月20−22日

Barcelona, Spain

2013年5月13日

2013年11月19−21日

Budapest, Hungary

2013年8月12日

2014年3月12−14日

Hong Kong, China

2013年12月8日

2014年4月13日〜16日

仙台国際センター（仙台市）

2013年10月1日

2014年7月6−11日

Beijing, China

2013年12月20日

2014年10月26日−29日

Melbourne, Australia

2014年4月6日

2014年12月9日−12日

Orlando, FL, USA

2014年6月15日

http://www.smc2013.org/
The 10th International Conference on Modeling Decision for Artificial Intelligence
http://www.mdai.cat/mdai2013/index.php
2013 IEEE 14th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics（CINTI）
http://conf.uni-obuda.hu/cinti2013/
IMECS 2014: The International MultiConference of
Engineers and Computer Scientists 2014
http://www.iaeng.org/IMECS2014/index.html
COMPSAFE2014: 第1回安全・安心のための計算理工
学国際会議
http://www.compsafe2014.org/
2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence（WCCI）
http://www.ieee-wcci2014.org
2014 International Symposium on Information Theory
and its Applications（ISITA）
http://www.isita2014.org
2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence（SSCI）
http://www.ieee-ssci.org
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