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■第29回 評価問題研究会（Radko MESIAR先生 講演会）■
標記の研究会を開催いたします．今回は，ファジィ理論，非加法的測度と積分，Aggregation Operator 等の
分野で世界的に活躍されているスロバキア工科大学の Radko MESIAR 教授にご講演いただきます．
主

催 ：日本知能情報ファジィ学会 評価問題研究部会

共

催 ：日本知能情報ファジィ学会 関東支部
東邦大学

情報数理セミナー

協

賛 ：日本知能情報ファジィ学会 ソフトサイエンス研究部会

日

時 ：2014年９月15日（月・祝）14時〜16時頃

会

場 ：東京工業大学 田町キャンパス内
キャンパスイノベーションセンター東京２階 多目的室１
ＪＲ山手線・京浜東北線
都営三田線・浅草線

田町駅（徒歩１分）

三田駅（徒歩５分）

http://www.cictokyo.jp/access.html
１階受付での入館手続き等は不要です．直接会場にお越しください．
講

師 ：Radko MESIAR 先生（スロバキア工科大学 教授）

講演題目 ：Integration based on decomposition
言

語 ：英語（通訳はありません）

参 加 費 ：無料
参加資格 ：なし（どなたでも自由にご参加いただけます）
参加申込 ：不要（当日直接会場にお越し下さい）
問合せ先 ：（会場以外全般）担当幹事

成川康男（桐朋学園）

narukawa@d4.dion.ne.jp
（会場）担当幹事

室伏俊明（東京工業大学）

murofusi@dis.titech.ac.jp
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第30回ファジィシステムシンポジウム開催案内
ファジィ理論をはじめとして知能情報システムに関する講演やイベントを多数予定しております．例年の「ポ
スター・デモ セッション」に加えて，今年のFSSは特別企画として「コンペセッション」を企画いたします．た
くさんの方々のご参加をお待ちしております．なお，詳細は大会ウェプページ（http://fss2014.j-soft.org/）に掲
載いたします．
■テーマ：新しいファジィの夜明けは近いぜよ！
■会期：2014年９月１日（月），２日（火），３日（水）
■会場：高知城ホール

〒780−0850高知県高知市丸ノ内二丁目１番10号

http://www.kochijyohall.jp/

■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）
■後援：高知工科大学
（公財）高知県観光コンベンション協会
■協賛：化学工学会，観光情報学会，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，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，ファジィシステム研究
所，進化計算学会，TBWA＼HAKUHODO＼QUANTUM，株式会社アールティ
■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，コンペセッション（ミニ
四駆AI大会），特別講演，招待講演，特別企画パネル討論，その他
特別講演：市橋

秀友

氏（大阪経済法科大学）
（ ９月２日）

タイトル：「ファジィと私
招待講演：森

健志郎

―ファジィモデルからクラスタリング、そして文系私学へ― 」

氏（高知県立坂本龍馬記念館）
（９月３日）

タイトル：「平成の 幕末 ・今、なぜ龍馬か」
特別企画パネル討論：オーガナイザー 山川

烈

氏（一般財団法人 ファジィシステム研究所）
（ ９月３日）

タイトル：「人間と機械が融和するネオファジィの世界」
詳細なプログラムは，大会ホームページ（http://fss2014.j-soft.org/）でご確認ください．
■懇親会：
９月２日（火）19：00−21：00，高知城ホール４階にて開催します．
■発表と表彰について
［一般セッション・企画セッション］
◆発表方法：
一般セッション及び企画セッションの発表時間は質疑応答含めて１件20分です．概ね講演15分，質疑５分程
度となるようご準備ください．PCは準備しておりませんので各自ご持参下さい．
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◆表彰制度：
SOFT（日本知能情報ファジィ学会）の奨励賞，IEEE CIS日本支部若手研究者賞
FSS2014では，講演申込締切日で35 歳以下の若手研究者に対して優れた発表を選出し，SOFT（日本知能情報
ファジィ学会）の奨励賞とIEEE CIS日本支部若手研究者賞の候補者を決定いたします．このため，これらの
賞の候補となる対象者の方（講演申込締切日で35 歳以下の方）は， そのセッションの司会者に，自分が対象
者である旨をお伝えください．
IEEE CIS 日本支部若手研究者賞
本シンポジウムで発表した若手研究者を対象にIEEE Computational Intelligence Society（CIS）日本支部若
手研究者賞／Young Researcher Awardを選出し表彰します．対象は，講演申込締切日で35 歳以下の方です．
なお，受賞にあたっては，IEEEの会員（学生員含む）であるか，会員登録手続きを完了することが必要ですの
でご了承ください．
［ポスター・デモ セッション］
FSS2014では例年通り，ポスターセッションとデモを融合させた「ポスター・デモ セッション」を開催いたし
ます．ファジィシステムやソフトコンピューティングなどの「知的システム」に関する実演デモとポスター形式
の講演を行います．
◆発表方法：
大会期間中は，ご自分のスペースにポスターとデモをご用意いただき，来場者に対して適宜ご説明やデモを
お願いします．
◆表彰制度：
投票により優れた発表者に，FSS2014実行委員会から「ポスターデモセッション優秀賞」を表彰いたします．
表彰式は９月２日（火）の懇親会の中で行う予定です．
※詳細は，大会ホームページ（http://fss2014.j-soft.org/session/poster/forparticipants.html）をご参照くださ
い．
［コンペセッション：ミニ四駆AI大会について］
FSS2014ではFSS初の試みとして，コンペセッションを開催いたします．知的制御技術を搭載した AI化ミニ
四駆同士の競技会を行います．実行委員会にメールでコンペセッション希望を知らせてください．
窓口 E−mail：fss2014aicar@fs.se.uec.ac.jp
［著者名］と［連絡先］を窓口 E−mail にお送りください．
関係する技術について発表する場合は，投稿した論文の［論文番号］も窓口 E−mail に明記してください．
※ミニ四駆は株式会社タミヤの登録商標です．
■参加費・懇親会費：
正会員※
事前参加申込
７月31日（木）まで
当日参加申込
８月１日（金）以降

学生会員※
特別会員

名誉会員

非会員

学生非会員

懇親会費

懇親会費

（一般）

（学生）

10,000円

4,000円

無料

18,000円

8,000円

5,000円

2,000円

12,000円

6,000円

無料

20,000円

10,000円

6,000円

3,000円

※印は協賛学会の会員も含む．
■当日参加申込（８月１日（金）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、懇親会当日参加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．
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■大会組織
実行委員長：星野

孝総（高知工科大学）

実行副委員長：工藤
財務委員長：井上

康生（室蘭工業大学）
博行（福井大学）

プログラム委員長：徳丸
プログラム副委員長：吉田

正孝（関西大学）
真一（高知工科大学）

実行委員：関

宏理（関西学院大学）
［ 広報（web）担当］

姜

銀来（電気通信大学）
［広報（出版）担当］

2014/8

森友

令子（大阪国際大学）
［ デザイン担当］

円谷

友英（兵庫県立大学）
［ 特別講演担当］

乾口

雅弘（大阪大学）
［ 招待講演担当］

畠山

豊（高知大学）
［ 会場担当］

西野

順二（電気通信大学）
［ 特別企画担当］

山崎

洋一（神奈川工科大学）
［ 企画セッション担当］

岡本

一志（千葉大学）
［ 企画セッション担当］

吉川

歩（甲南大学）
［プログラム担当］

小橋

昌司（兵庫県立大学）
［ プログラム担当］
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日本知能情報ファジィ学会行事カレンダー（Vol.26−No.4：2014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
照

事
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

●日本知能情報ファジィ学会東海支部
第37回東海ファジィ研究会

蒲郡市生命の海科学館 蒲郡情報
2014年8月3−4日

ネットワークセンター

2014年7月18日

（愛知県蒲郡市）

https://sites.google.com/site/tokaifuzzy/
日本機械学会
2014年度 計算力学技術者（CAE技術者）資格認定事業

2014年8月上旬，
2014年9月23日，
2014年12月20日

http://www.jsme.or.jp/cee/cmnintei.htm
日本機械学会

2014年8月26−29日

上智大学（東京都千代田区）

2014年2月24日

Dynamics and Design Conference 2014
http://www.jsme.or.jp/conference/dmcconf14/
電気学会

2014年8月26−28日

平成26年電気学会産業応用部門大会（JIASC2014）

東京電機大学 東京千住キャンパス
（東京都足立区）

2014年5月19日

http://www.gakkai-web.net/gakkai/jiasc/hp14/index.html
日本神経回路学会

2014年8月27−29日

第24回全国大会（JNNS2014）

公立はこだて未来大学
（北海道函館市）

2014年6月13日

http://www.fun.ac.jp/˜jnns2014/index̲j.html
日本知能情報ファジィ学会
●第30回ファジィシステムシンポジウム

2014年9月1−3日

高知城ホール（高知県高知市）

2014年5月9日

http://fss2014.j-soft.org/
電気学会

2014年9月3−6日

平成26年電気学会 電子・情報・システム部門大会

島根大学松江キャンパス
（島根県松江市）

2014年5月15日

http://www2.iee.or.jp/eiss/conf2014/
日本ロボット学会

2014年9月4−6日

九州産業大学（福岡県福岡市）

2014年7月4日

第32回学術講演会
http://rsj2014.rsj-web.org/
日本感性工学会

2014年9月4−6日

第16回日本感性工学会大会

中央大学後楽園キャンパス
（東京都文京区）

2014年5月6日

http://www.jske.org/taikai/jske16/
ヒューマンインタフェース学会

2014年9月9−12日

ヒューマンインタフェースシンポジウム2014

京都工芸繊維大学
（京都府京都市）

2014年6月9日

http://www.his.gr.jp/sympo/his2014.html
日本機械学会
第24回インテリジェント・システム・シンポジウム

2014年9月18−19日

北見工業大学（北海道北見市）

2014年7月7日

2014年10月18−19日

愛知工業大学（名古屋市）

2014年8月18日

（FAN2014）
http://www.cs.kitami-it.ac.jp/FAN2014/
日本経営システム学会
第53回（2014年秋季）全国研究発表大会
http://www.jams-web.jp/information/2014autumn.html
IEEE GrC2014実行委員会
第10回グラニューラーコンピューティングに関する

2014年10月22−24日

登別グランドホテル
（北海道登別市）

2014年6月13日

国際会議（IEEE GrC2014）
http://ieee-grc2014.org/
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行
照

事
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

IEEE GrC2014実行委員会
第10回グラニューラーコンピューティングに関する

2014年10月22−24日

登別グランドホテル
（北海道登別市）

2014年6月13日

国際会議（IEEE GrC2014）
http://ieee-grc2014.org/
計測自動制御学会

2014年11月10−12日

ホテル天坊（群馬県渋川市）

2014年8月11日

第57回自動制御連合講演会
http://ftp.sice.or.jp/rengo57/index.html
計測自動制御学会

2014年11月21−23日

システム・情報部門学術講演会2014（SSI2014）

岡山大学津島キャンパス
（岡山県岡山市）

2014年8月31日

http://www.sice.or.jp/SSI2014/
日本機械学会

2014年12月12−13日

第11回最適化シンポジウム2014（OPTIS2014）

ITビジネスプラザ武蔵
（石川県金沢市）

2014年8月1日

http://www.jsme.or.jp/conference/optis2014/
計測自動制御学会
第15回SICEシステムインテグレーション部門講演会

東京ビッグサイト（東京都江東区）
2014年12月15−17日

中央大学後楽園キャンパス

2014年8月22日

（東京都文京区）

http://www.si-sice.org/si2014/
モバイル学会

2015年3月12−13日

シンポジウム「モバイル 15」

名古屋大学東山キャンパス
（愛知県名古屋市）

2014年10月31日

http://www.mobilergo.com/siteapps/1022/htdocs/?page̲id=617
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ファジィ関連国際会議カレンダー（Vol.26− No.4：2014 年 8 月）
会
照

議
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

IEEE Conference on Computational Intelligence and
Games（CIG）

2014年8月26−29日

Dortmund, Germany

2014年4月1日

2014年10月5−8日

San Diego, CA, USA

2014年4月7日

2014年10月26−29日

Melbourne, Australia

2014年4月6日

2014年10月29−31日

東京都

2014年3月24日

2014年11月3−6日

Kuching, Malaysia

2014年5月2日

2014年11月10−13日

Barcelona, Spain

2014年8月8日

http://www.cig2014.de/
IEEE SMC 2014
The 2014 IEEE International Conference on Systems,
Man, and Cybernetics
http://smc2014.org/
2014 International Symposium on Information Theory
and its Applications（ISITA）
http://www.isita2014.org
MDAI2014
The 11th International Conference on Modeling
Decisions for Artificial Intelligence
http://www.mdai.cat/mdai2014
ICONIP2014
The 21st INTERNATIONAL CONFERENCE ON
NEURAL INFORMATION PROCESSING
http://www.iconip2014.org/
SocInfo2014
The International Conference on Social Informatics
http://socinfo2014.org/
JSAI−isAI 2014
JSAI International Symposia on AI

2014年11月23−25日

慶應大学日吉キャンパス
（神奈川県横浜市）

2014年8月

https://www.ai-gakkai.or.jp/isai/
日本知能情報ファジィ学会
● Joint 7th International Conference on Soft Computing
and Intelligent Systems and 15th International

2014年12月3−6日

北九州国際会議場
（福岡県北九州市）

2014年7月21日

Symposium on Advanced Intelligent Systems
http://www.scis2014.org/
2014 IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence（SSCI）

2014年12月9−12日

Orlando, FL, USA

2014年6月15日

2014年12月14−17日

Shenzhen, China

2014年6月24日

2014年12月15−17日

Los Angeles, CA, USA

2014年3月20日

2014年12月20−21日

Chongqing, China

2014年6月5日

http://www.ieee-ssci.org
2014 IEEE International Conference on Data Mining
（ICDM）
http://icdm2014.sfu.ca/home.html
2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and
Control（CDC）
http://control.disp.uniroma2.it/cdc2014/
ITAIC 2014
2014 7th IEEE Joint International Information
Technology and Artificial Intelligence Conference
http://www.itaic.org/
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会
照

議
会

名

開

催

日

開

催

地

申込〆切

先

IFSA−EUSFLAT 2015
The 16th World Congress of the International Fuzzy
Systems Association（IFSA）and the 9th Conference

2015年6月30日−7月3日

Gijon, Asturias, Spain

2015年1月16日

of the European Society for Fuzzy Logic and
Technology （EUSFLAT）
http://www.softcomputing.es/ifsa-eusflat2015/
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