IPSJ カレンダー
行事名

開催日

第 46 回プログラミング研究発表会
2003/10/14（火）〜 2003/10/15（水）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/PRO46.html
組込みソフトウェアシンポジウム 2003
2003/10/16（木）〜 2003/10/17（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/S-ESS03.html
第 96 回ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表会
2003/10/16（木）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/HPC96.html
第 71 回コンピュータと教育研究発表会
2003/10/17（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CE71.html
第 48 回音声言語情報処理研究発表会
2003/10/17（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/SLP48.html
北海道支部「平成 15 年度電気関係学会北海道支部連合大会」
2003/10/18（土）〜 2003/10/19（日）
開催案内
http://www.hokkaido.ieice.org/shibukai/
第 10 回 MPS シンポジウム
2003/10/23（木）〜 2003/10/24（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/S-MPS2003.html
第 111 回システム LSI 設計技術研究発表会
2003/10/23（木）〜 2003/10/24（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/SLDM111.html
第 49 回グループウェアとネットワークサービス研究発表会
2003/10/23（木）〜 2003/10/24（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/GN49.html
第 60 回人文科学とコンピュータ研究発表会
2003/10/24（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CH60.html
北陸支部研究講演会開催案内
2003/10/24（金）
「モバイルメタデータベースシステム−産学連係への道−」
（照会先：北陸支部事務局 higuchi@pear.fuis.fukui-u.ac.jp）
東海支部「ソフトウェアテストの体系と実践
2003/10/27（月）
〜基礎を踏まえた品質保証〜」講演会開催案内
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/tokahome.html
コンピュータセキュリティシンポジウム 2003（CSS2003）
2003/10/29（水）〜 2003/10/31（金）
http://css2003.is.env.kitakyu-u.ac.jp/
関西支部平成 15 年度支部大会参加募集
2003/10/31（金）
http://ks.kiis.or.jp/~ipsj-kansai/H15shibutaikaironbunbosyu.htm
東海支部協賛市民セミナー
2003/11/6（木）
「ユビキタス，そして電子ペーパー」開催案内
http://www.iee.or.jp/shibu/tokai/index.html
第 141 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
2003/11/6（木）〜 2003/11/7（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CVIM141.htm
第 158 回自然言語処理研究発表会
2003/11/6（木）〜 2003/11/7（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/NL158.htm
第 92 回アルゴリズム研究発表会
2003/11/7（金）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/AL92.html
第 106 回ヒューマンインタフェース・第 52 回音楽情報科学
2003/11/7（金）〜 2003/11/8（土）
合同研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/HI106MUS52.html
第 8 回ゲームプログラミングワークショップ
2003/11/7（金）〜 2003/11/9（日）
http://www.tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp/sig-gi/
第 73 回情報学基礎研究発表会
2003/11/13（木）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/FI73.html
東海支部「先端技術フォーラム 2003 名古屋」開催案内
2003/11/13（木）〜 2003/11/14（金）
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/tokahome.html
第 27 回モバイルコンピューティングとユビキタス通信・
2003/11/13（木）〜 2003/11/14（金）
第 15 回高度交通システム 合同研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/MBL27ITS15.html
International Symposium on Ubiquitous Computing Systems（UCS 2003） 2003/11/17（月）
http://www.mkg.sfc.keio.ac.jp/UBI/ucs2003/UCS2003-plan.htm
第 2 回ユビキタスコンピューティングシステム研究発表会
2003/11/18（火）〜 2003/11/19（水）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/UBI2.html
第 86 回情報システムと社会環境研究発表会
2003/11/19（水）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/IS86.html
デジタル・ドキュメント・シンポジウム 2003
2003/11/25（火）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/S-DD2003.html
第 113 回グラフィクスと CAD 研究発表会
2003/11/25（火）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CG113.html
東海支部主催講演会「Web サービスソフトウェア技術とその応用動向」
2003/11/25（火）
開催案内（申込締切：2003 年 11 月 18 日，照会先：東海支部）
http://www.ipsj.or.jp/sibu/tokai/tokahome.html
連続セミナー 2003（第 5 回）セキュアネット
2003/11/26（水）
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/seminar/seminar.html
第 21 回電子化知的財産・社会基盤研究発表会
2003/11/29（土）
http://sda.k.tsukuba-tech.ac.jp/sig-eip/
コンピュータシステム・シンポジウム
2003/12/11（木）〜 2003/12/12（金）
http://www.ipsj.or.jp/sig/os/cs2003/
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会場
岩手県立大学
機械振興会館
日本原子力研究所
長野大学
早稲田大学
北海学園大学工学部
同志社大学京田辺校地
山形大学
徳島大学工学部
大谷大学（京都市）
福井大学地域共同研究センター
刈谷市産業振興センター
（愛知県）
北九州国際会議場
大阪国際会議場
東桜会館（名古屋市）
東京大学生産技術研究所
通信総合研究所 けいはんな
情報通信融合研究センター
岐阜大学
北陸先端科学技術大学院大学
知識科学研究科
箱根仙石原
筑波大学春日キャンパス
名古屋市工業研究所
秋田大学手形キャンパス
京都リサーチパーク
京都リサーチパーク
情報処理学会会議室（芝浦）
学術総合センター 2 階
中会議室
日本 SGI 東京本社
NTT データ東海
（名古屋市）
工学院大学
お茶の水女子大学理学部
つくば国際会議場

行事名
連続セミナー 2003（第 6 回）グリッドコンピューティング
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/seminar/seminar.html
第 132 回データベースシステム・第 7 回放送コンピューティング
研究グループ 合同研究発表会
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/DBS132BCCgr7.html
第 66 回全国大会
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/taikai/66taikai.html

開催日

会場
工学院大学

2003/12/15（月）
2004/1/15（木）〜 2003/1/16（木）
2004/3/9（火）〜 2004/3/11（木）

行事名
論文誌「システム LSI の設計技術と設計自動化」特集論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/toukou/tokushuu/sldm.html
第 23 回コンピュータセキュリティ研究発表会（2003/12/19 開催）
発表論文募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CSEC23.html
分散システム／インターネット運用技術シンポジウム 2004
（2004/1/22-23 開催）論文募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/S-DSM2004.html
第 159 回自然言語処理研究発表会（2004/1/13-14 開催）論文募集
http://nlp-www.jaist.ac.jp:8000/SIGNL/NL159cfp.html
平成 15 年度情報処理学会フェロー候補者推薦募集
http://www.ipsj.or.jp/gaiyo/fellow2003.htm
第 50 回グループウェアとネットワークサービス・第 22 回電子化
知的財産・社会基盤 合同研究発表会（2004/1/15-16 開催）発表論文募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/GN50EIP22.html
第 10 回高品質インターネット研究発表会（2004/1/28 開催）発表論文募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/QAI10.html
第 61 回人文科学とコンピュータ研究発表会（2004/1/23 開催）
発表論文募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/kaikoku/CH61.html
会誌「情報処理」45 巻表紙デザイン募集
http://www.ipsj.or.jp/katsudou/mag/topic/design-boshu.html
論文誌「プライバシを保護するコンピュータセキュリティ技術」
特集論文投稿
http://www.ipsj.or.jp/toukou/tokushuu/csec.html

論文応募締切日

白浜
慶應義塾大学
（湘南藤沢キャンパス）

会場

2003/10/15（水）
2003/10/17（金）

情報処理学会会議室（芝浦）

2003/10/20（月）

麗澤大学広池学園記念講堂

2003/10/31（金）

東京大学附属図書館

2003/11/7（金）
2003/11/10（月）

情報処理学会会議室（芝浦）

2003/11/11（火）


東京ファッションタウンビル

2003/11/14（金）

山口大学（山口市）

2003/11/28（金）
2003/11/28（金）

Web ページ（http://www.ipsj.or.jp/）更新情報 − What's New より−
■ 2003 年 9 月 17 日
・論文誌（ジャーナル）の Vol.44 No.9 を登録いたしました．
■ 2003 年 9 月 12 日
・科学技術系専門職の男女共同参画実態調査（アンケート）のお願い
■ 2003 年 9 月 10 日
・会誌「情報処理」45 巻表紙デザイン募集
■ 2003 年 9 月 1 日
・論文誌（ジャーナル）の「論文査読状況」を更新いたしました．
・会告目次を更新しました
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