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第 18 回 SICE システムインテグレーション部門講演会（SI2017）におけるオーガナイズ

ドセッション（OS）の企画を募集いたします。 
 
SI2017 は、仙台国際センターにて下記の日時にて開催致します。 
 
会期：2017 年 12 月 20 日（水）～22 日（金）[3 日間] 
会場：仙台国際センター 
URL：http://www.si-sice.org/si2017/ 
 
SI2017 のテーマは、”新しい研究交流の場の提供によるシステムインテグレーションの深

化”です。生産性向上、医療・福祉、防災・減災などシステムインテグレーション技術を求

める社会背景や毎回魅力的な OS をご提案頂く皆様のおかげで、近年は 16 パラレルセッシ

ョン、参加者は 1200 名を超えるまでになりました。一方、パラレルセッションの数が多く

聞きたいセッションが聞けない、分野の細分化が進み全体を俯瞰できない、などの弊害も見

られるようになってきました。 
そこで、SI2017 では従来の OS 企画を中心とした本講演会の特色を活かしながら、色々

な分野の人々が集まりインタラクティブな議論をする新しい講演形態を試行致します。こ

れにより、分野間の交流を促進し、システムインテグレーションの新分野創出の契機となる

ことをねらいます。 
 

是非、貴殿のご協力を賜りたく、ここにオーガナイズドセッション（OS）のご企画をお

願いする次第です。なお、例年通り、OS をご企画いただい皆様におかれましては、SI2017
プログラム委員会委員としてご就任頂きたいと存じます。 
 
何卒よろしくお願い申し上げます。 



---------講演形態が変わります！！-------- 
SI2017 では、OS 間の交流を活性化し SI 部門のさらなる発展を図るべく、下記の様な新し

い講演形態を試行致します。 
 
キーノート講演（15 分）、スポットライト講演（3 分）、インタラクティブセッション（45

分）よりスロットを構成します。一般講演者はスポットライト講演とインタラクティブセッ

ションにて発表を行います。キーノート講演者もご希望の方はインタラクティブセッショ

ンにて発表できます。なお、1 スロットあたりの講演形態は以下の通りです。 
・キーノート講演ありの場合： 

キーノート講演（1 件）＋スポットライト講演（10 件分）＋インタラクティブセッション 
・キーノート講演なしの場合 
スポットライト講演（15 件分）＋インタラクティブセッション 

 
プログラムのイメージは添付ファイルをご覧ください。スポットライト講演を各会議室

で行った後、展示ホールにてインタラクティブセッションを行います。黄色のスロットがイ

ンタラクティブセッションを行っている間に、緑色のスロットはスポットライト講演を行

います。複数のセッションに渡る OS を企画する際はご注意ください。 
 
（注 1）各 OS 原則 1 件のキーノート講演を企画できます。2 件以上のキーノート講演を企

画したい場合、一般講演をさらに 10 件集めて下さい。 
（注 2）一般講演が 10 件に満たない OS も提案できます。その場合、他の OS と同じスロ

ットに割り当てられる場合があります。 
 
--------オーガナイズドセッションのご登録方法--------- 
OS のご提案は講演 HP を通じてお願いしております。以下の「セッション登録・編集」HP
より、OS のエントリーをお願い致します。 
 
http://divconf.sice-si.org/session_management/ 
 

昨年度までの投稿システムは東海大学の稲垣先生の多大なご尽力によって運用されてきま

した。本年度から稲垣先生のご負担を軽減するために、新システムを稼働させております。

稲垣先生のご協力も得ながら、できるだけ同様のシステムを構築中ですが、昨年と比べると

皆様のお手を煩わせることも出てくるかと思います。細かい点に関しましては何卒ご容赦

いただければと思いますが、来年度以降の改善に向けて、大きな問題等がありましたら、ぜ

ひ、ご指摘いただければと思います。 

 



--------PC 委員会委員の役割と今後のスケジュール概要--------- 
基本的にはメールベースで作業をお願いしていきます。ただし、9 月中旬に開催予定のプロ

グラム委員会（プログラム編成会議）の際には、実際にお集まりいただくことになります。 
下記にありますように、今年は第 35 回日本ロボット学会学術講演会＠東洋大学の会期中を

予定しております。 
（旅費は支給出来ませんので、その点につきましては予め御了承願います。） 
 
※以下が、PC 委員（オーガナイザ）の仕事の流れです。 
 ■でタイトルが書かれている部分が PC 委員の皆様に作業をお願いする部分、 
 □の部分は主な行事・締切を示しています。 
 
■オーガナイズドセッション（OS）の企画・提案 
 業務内容：OS の名称、オーガナイザ等の情報を Web から入力いただきます。 
 時期：6 月 7 日～7 月 14 日(金) 
 
■キーノート講演の企画・ネゴシエーション 
 業務内容：OS 毎にキーノート講演を企画頂ければ幸いです。各 OS 原則 1 件のキーノー

ト講演を企画できます。2 つ以上のキーノート講演を企画したい場合、一般講

演をさらに 10 件集めて下さい。 
      講演申込開始時期までに適任者を選任いただき、講演の依頼等を事前に 
      行って頂けますようお願いします。 
      （キーノート講演の申込は一般講演と同様に行って頂きます。） 
 
□講演申込：8 月上旬頃～8 月 21 日（月） 締切 
 
■ご担当 OS に関する開催要望の回答 
 業務内容：講演申込の状況を踏まえ、以下の１）、２）について Web にてご回答下さい。 
    １）発表 OS の指定なく申し込まれた講演（一般発表）について、ご担当の OS へ 

の取り込みを希望する講演の指定（希望がある場合のみ） 
    ２）ご担当 OS の開催スロット数や開催日等のご要望 
      ただし、必ずしもご希望に沿えるとは限りません。 
 時期：9 月上旬（講演申込締切後～プログラム委員会開催前まで） 
 
■プログラム委員会の開催 
 業務内容：各 OS および一般セッションについて、そのスロットの割り振りを中心に合議

し、スケジュールを決定します。また、OS への取り込み希望があった一般発表について、



どの OS に取り込むかを決定する作業も行います。各 OS、少なくとも 1 名の出席をお願い

いたします。 
 日程：9 月 13 日（水）の昼休みに開催予定 
 場所：東洋大学（第 35 回日本ロボット学会学術講演会会場） 
     http://rsj2017.rsj-web.org/ 
 
■講演の詳細スケジュールに関する確認 
 業務内容：プログラム委員会で決定した内容（スケジュール、講演数）に基づき、作成さ

れた詳細スケジュールについて、ご担当 OS の内容をご確認いただきます。 
 
 
□原稿投稿：9 月 25 日（月） 締切 
 
 
以上です。ご協力の程、お願い申し上げます。 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
公益社団法人 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門 
 SI2017 プログラム委員会 
 E-mail : si2017pc@si-sice.org 
  U R L  : http://www.si-sice.org/si2017/ 
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展⽰ホール
(Interactive Session)

A室
(Spotlight Session)

B室
(Spotlight Session)

C室
(Spotlight Session)

D室
(Spotlight Session)

E室

触覚(1) (Keynote+10件) ⾃動化(1) (15件) ⽣活⽀援(1) (15件) レスキュー(1) (15件)
9:00 〜 9:45 オープンフォーラムなど

9:45 〜 10:00 休憩
触覚(1)，⾃動化(1)，⽣活⽀援(1) ロボティクス (Keynote+6件) メカトロニクス (12件) VR (13件) RTシステム(1) (12件)

10:00 〜 10:45 レスキュー(1)

10:45 〜 11:00 休憩
ロボティクス，メカトロニクス，

11:00 〜 11:45 VR，RTシステム

11:45 〜 12:45 昼⾷

触覚(2) (Keynote+10件) ⾃動化(2) (Keynote+10件） ⽣活⽀援(2) (5件) レスキュー(2) (15件)
12:45 〜 13:30 ⾃動運転 (10件)

13:30 〜 13:45 休憩
触覚(2)，⾃動化(2)，⽣活⽀援(2)， 移動ロボット(1) (15件) ⽔中システム (15件) バイオ(1) (Keynote+10件) RTシステム(2) (Keynote+10件）

13:45 〜 14:30 ⾃動運転，レスキュー(2)

14:30 〜 14:45 休憩
移動ロボット(1)，⽔中システム， 触覚(3) (11件) ソフトマテリアル (10件) 安全システム (15件) レスキュー(3) (5件)

14:45 〜 15:30 バイオ(1)，RTシステム(2) システムデザイン (10件)

15:30 〜 16:00 休憩

触覚(3)，ソフトマテリアル， 移動ロボット(2) (8件) FAシステム (15件) バイオ(2) (10件) ホームロボット (13件)
16:00 〜 16:45 安全システム，レスキュー(3)， セル⽣産 (7件)

システムデザイン
16:45 〜 17:00 休憩

移動ロボット(2)，セル⽣産，
17:00 〜 17:45 FAシステム，バイオ(2)，

ホームロボット

講演プログラムイメージ

時間



	

■	SI2017 の会場プラン 
 

 
• 展⽰ホール周辺の会議室でスポットライトセッション（3 分間の⼝頭発表，45 分）を⾏い、

その後、展⽰ホールに移動してインタラクティブセッション（45 分間のポスター発表）を
⾏います。 

• スポットライトセッションとインタラクティブセッションはオーバーラップしているので、
展⽰ホールには常に参加者がいます。 

• 展⽰ホールには受付や休憩スペースを設けます。 
• 「Future Convenience Store Contest」が併催されます。 

 
※展⽰ホールの配置は構想中のもので、今後変更される可能性があります。現状のイメージ

としてご参考下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
仙台国際センターは 2015
年 12 ⽉に開業した地下鉄
東⻄線・国際センター駅に
直結しており，仙台駅から
約 10 分で到着します 
（地下鉄は 10 分間隔程度
で運⾏しています） 


