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情報科学技術フォーラム

聴講参加・懇親会・講演論文集事前予約受付中
申込締切：2017 年 7 月10日（月）
FIT2017

船井業績賞受賞記念講演

無

料

公

開

Computer Vision 分野における世界的研究業績と人材育成

池内 克史

東京大学名誉教授／
マイクロソフトリサーチアジア首席研究員

2017年9月13日
（水）14：00〜15：15

市民公開講座
◆聴講無料◆

9月12日
（火） 9:30〜12:00
東大・情報理工研究100連発〜電子情報学専攻編〜
9月12日
（火） 13:00〜15:00
東大・情報理工研究100連発 〜知能機械情報学専攻＋
コンピュータ科学専攻編〜

聴講参加費

（税込, 事前予約は7/10受付分まで）

参加区分
事前予約
正会員
10,000円
一般非会員 20,000円
学生
無料

懇

親

当日
12,000円（プログラム・参加章・DVD付）
24,000円（プログラム・参加章・DVD付）
無 料（プログラム・参加章付）

会

開催日時：9月13日
（水）18：00〜20：00
会
場：医学部研究棟13階レストラン カポ ペリカーノ
参加費（税込）
：一般（正会員・非会員）5,000円
学生 2,000円
一般講演座長
3,000円

会期

2017.9.12Tue-14Thu

会場

東京大学 本郷 キャンパス

問合せ先：一般社団法人 情報処理学会 事業部門［FIT2017 開催幹事学会］
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5 化学会館 4F Tel: 03-3518-8373 Fax: 03-3518-8375
E-mail: ﬁt2017@ipsj.or.jp
主催：一般社団法人 情報処理学会（IPSJ)［FIT2017 開催幹事学会］
一般社団法人 電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ（ISS）／ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）

2017

FIT2017 第 16 回情報科学技術フォーラム
聴講参加・懇親会参加並びに講演論文集 事前予約申込のご案内
FIT2017 Web サイト：http://www.ipsj.or.jp/event/ﬁt/ﬁt2017/

情報処理学会と電子情報通信学会（情報・システムソサイエティ、ヒューマン
コミュニケーショングループ）とは 2002 年から合同で毎年秋季に FIT（Forum on
Information Technology）を開催しており、2017年 9月には第16 回目を東京大学で
開催いたします。
つきましては、聴講参加、懇親会参加並びに講演論文集、DVD-ROM の事前予
約申込の御案内をいたします。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、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、確実にご入手いただくには期限内のお申込みを
お勧めいたします。
会
会
交

期：2017年 9月12日( 火 ) 〜 14日( 木 )
場：東京大学 本郷キャンパス（東京都文京区本郷 7-3-1）
通：本郷三丁目駅（地下鉄丸の内線）徒歩 8 分／（地下鉄大江戸線）徒歩 6 分。
湯島駅又は根津駅（地下鉄千代田線）徒歩 8 分。
東大前駅（地下鉄南北線）徒歩1分。春日駅（地下鉄三田線）徒歩10 分。

［イベント企画］※タイトルや日時は変更の可能性があります
12日 09:30〜12:00 デジタルゲリマンダーの脅威 〜ネットと AI から民主主義
は守れるか〜
09:30〜12:00 ◆聴講無料◆ 東大・情報理工研究 100 連発 〜電子情報
学専攻編〜（市民公開講座）
09:30〜12:00 データ研磨によるビッグデータからの高精度クラスタ発見とその応用
13:00〜15:00 画像・映像のプライバシー・イノベーション検討 WG から
の報告・提言
13:00〜15:00 ◆聴講無料◆ 東大・情報理工研究 100 連発 〜知能機械
情報学専攻＋コンピュータ科学専攻編〜（市民公開講座）
13:00〜15:00 外部コメンテーターによる公開編集委員会 〜会誌のイ
ケてる、
イケてない所をメッタ切り！〜
15:30〜17:30 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 中間報告
15:30〜17:30 オープンデータ活用の最前線−デジタルプラクティスライブ−
15:30〜17:30 働き方改革のプラクティス：Joy, WorkPlace with すいすい読書会

15:30〜17:30
15:30〜17:30
14日 09:30〜12:00
09:30〜12:00
09:30〜12:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00

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 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）または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）の個人会員に限ります。
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（DVD-ROM は付きません）。

■懇親会（予定）参加希望の方は事前予約をお願いします
開催日時：9月13日
（水）18：00 〜 20：00
会
場：医学部研究棟 13 階レストラン カポ ペリカーノ
参加費（税込）
：一般（正会員・非会員） 5,000 円、 学生 2,000 円
一般講演座長 3,000 円

■開催イベント企画［予定］
（詳細は逐次 FIT2017Webサイトに掲載致します）
［招待講演企画・表彰式］
◎船井業績賞受賞記念講演 ◆聴講無料◆
13日 14:00〜15:15 第1イベント会場
（2 号館 213 号講義室）
「Computer Vision 分野における世界的研究業績と人材育成」
池内克史氏（東京大学名誉教授、マイクロソフトリサーチアジア首席研究員）
◎FIT 学術賞表彰式
13日 13:00〜13:50 第1イベント会場（2 号館 213 号講義室）

13日 09:30〜12:00
09:00〜12:00
13:00〜13:50
14:00〜15:15
15:30〜17:30

■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・DVD-ROM 含。
※学生聴講参加はプログラム・参加章。
※会員、
非会員、学生の参加区分の区別は以下の通りです。

安全保障と社会を守るサイバーワールド
デジタルとアナログの融合−ログの先に見える未来−
FIT 学術賞表彰式
船井業績賞受賞記念講演
◆聴講無料◆ IEICE100 周年記念イベント「人工知能は人
間の幸福度を測ることができるか？ 〜主観的 QoL 計測に
おけるパターン認識・メディア理解技術の可能性を探る〜」
食の情報処理 〜これまでの10 年、これからの10 年〜
大学教育とラーニングアナリティクス基盤
◆聴講無料◆ IEICE100 周年記念イベント「IEEE、電子情
報通信学会、情報処理学会の将来を探る」
インターネットは心理学研究にFIT するか？
機械学習と量子物理学の交差点
「ロボットは東大に入れるか」大学入試自動解答の課題と今後
不動産テック 〜不動産×AI が拓く不動産の未来〜
AI TECH TALK 次世代を担う学生へ 〜ビジネス最先端
の企業が語る人工知能関連テクノロジー〜

■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
60,000 円
60,000 円
講演論文集分冊
13,000 円／冊
16,000 円／冊
講演論文集 DVD-ROM
9,000 円
56,000 円
※学生の方は，
会場にてDVD-ROM 学割会場販売価格 4,000 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
※講演論文集の掲載分野（分冊構成）
［予定］
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（著者、所属、キーワード 索引付）
※講演論文集セットまたは分冊の受取方法
事前予約申込フォームの「会場受取り」または「FIT 終了後郵送（10 月上旬）」のいず
れかを選択して下さい。
「会場受取り」にされた方には、申込受付完了メールに引換
券 (PDF) が添付されておりますので、ご来場の際はその引換券をプリントアウトし
てご持参いただき、総受付にお渡し下さい。

■聴講参加・懇親会参加・講演論文集の事前予約申込・送金方法
申込締切：2017年 7月10日（月）
申込方法：FIT2017 Webサイトからお申込み下さい。
送金方法：申込締切後、見積・納品・請求書を電子メールにてお送りします
ので指定の口座へ、ご案内の期日までにお振込をお願い致します。
※聴講参加または懇親会参加申込を頂いた方には、申込受付完了メールに参加章・
DVD-ROM 引換券 (PDF) が添付されておりますので、御来場の際はその引換券をプ
リントアウトして御持参頂き、
総受付にお渡し下さい。

■次年度の FIT2018 開催
2018 年 9月19日（水）〜 21日
（金）
福岡工業大学
（予定）

FIT2017

検索

■問い合わせ（FIT2017 幹事学会）
〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台 1-5

一般社団法人情報処理学会 事業部門

化学会館 4F

Tel. 03-3518-8373

Fax. 03-3518-8375

E-mail: ﬁt2017@ipsj.or.jp

