
Call for Papers 
Special Issue on Asian Conference on Information Systems 2014/2015 
 

 IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems (C) is pleased to announce 

the call for papers of special issue on ACIS 2015, scheduled to be published on December 

2016. ACIS is the meeting of researchers, professionals and practitioners to discuss 

various current issues in information systems and related areas with a special focus on 

the current conditions and the future sustainable developments of Asian countries. 

ACIS especially owns distinguished features of (i) Encouraging young researchers and 

students with creative ideas for even ongoing work; (ii) Promoting the novel and 

important fields that have yet well developed in Asia. This special issue calls for 

English/Japanese papers based on studies presented at ACIS 2015 or 2014. Topics 

include, but are not limited to, the following research topics and technologies: 

 

Topics: Artificial Intelligence, Data/Text Mining, Image Processing, Pattern Recognition, 

Information/Cyber Security, Information Retrieval, Intelligent Systems and 

Agents, Natural Language Processing, Ubiquitous Computing, E-health, 

E-education, Enterprise Information Systems, Decision Support Systems, 

Encryption Technologies, Learning-Supported System, Web-based Intelligent 

Applications, Service Science and Management, Service Computing, Human 

Resource Service, Knowledge management, Knowledge representation & 

reasoning, Machine learning, Control Theory, Robotics and Automation 

 

Submission deadline: 29th Feb., 2016 

Follow the guideline of IEEJ Transactions. http://www.iee.jp/?page_id=5975 

 

Submission: Please submit your manuscript in electronic format through the IEEJ Paper 

Management System.  

https://submit.iee.or.jp/main/cgi/sstk-top.cgi (For English submission page, 

please select “English” button at the upper portion of the page.) 

Please select “IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems 

(C)”in “Paper, Technical Note and Letter Submission” and then select 

your submission category (paper, note, or letter). After that, please select 

special issue on ACIS. All copyrights of papers are to be transferred to IEEJ. 

(Depending on the delay of the review process or the number of submissions, 

submitted papers are sometimes treated as non-special issue papers.) 

 

Guest Editor: Prof. Takuya Maekawa 

Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University 

1-5 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871, JAPAN 

E-mail: maekawa@ist.osaka-u.ac.jp 



「国際会議 ACIS 2014/2015」特集 
Asian Conference on Information Systems 2014/2015 

 
 論文誌 C（電子・情報・システム部門誌）では，平成 28 年 12 月号に「国際会議 ACIS 

2014/2015」特集を企画いたします。本国際会議（ACIS 2015）は，情報システム研究に関

わるアジアの研究者が会し，情報システムの現状の課題のみならずアジア諸国の現状，将来

の持続可能な開発に焦点を当てた研究アイディアおよび成果を持ち寄り議論するための研究

集会です。 

アジア諸国はソフトウェア産業の育成に強く注力しており，世界の工場という位置づけに

加えて，新興市場としても，情報システムの大きな展開が予想されています。ACIS では，

情報システムの要素技術やアプリケーションに関する広範囲にわたるテーマをカバーします。 

本特集号では，下記キーワードを一部として，本国際会議もしくは ACIS2014 において発

表された，電子情報システム分野の研究成果を対象とする和文・英文論文の募集を行います。

奮ってご投稿ください。なお，査読の関係や応募件数などの都合で特集号に掲載できない論

文は，一般論文 として取り扱われますので，あらかじめご了解ください。 

 

キーワード：人工知能，データマイニング，テキストマイニング，画像処理，パターン認識，

情報セキュリティ，情報検索，知能システム，自然言語処理，エージェント，

ユビキタスコンピューティング，モバイルコンピューティング，e-ラーニング，

ヘルスケア，企業情報システム，自然言語処理，意思決定支援システム，暗号

化技術，学習支援システム，Web 情報システム，サービスサイエンス，リソー

スマネジメント，知識処理，知識表現，機械学習，制御技術，ロボティクス 

 

投稿締切：  平成 28 年 2 月 29 日（月） 

詳細は電気学会の論文投稿手続きに従って下さい。 

http://www.iee.jp/?page_id=642 から原稿作成の手引きをダウンロードできま

す。 

 

投稿方法：  投稿は電子投稿･査読システムで受け付けます。 

https://submit.iee.or.jp/main/cgi/sstk-top.cgi からご投稿下さい。 

電子投稿・査読システムの「論文・資料・研究開発レターの投稿」画面におい

て「論文誌 C」を選択し，次に原稿種別（論文／資料／研究開発レターのどれ

か）を選択した後，「原稿投稿」画面において「国際会議 ACIS 2014/2015」特

集を選択して下さい。電子メールを用いた投稿，郵送での投稿は受け付けられ

ませんのでご注意下さい。なお，投稿論文の著作権は，電気学会に譲渡してい

ただきます。 

 

ゲストエディタ／問合せ先：前川 卓也 

大阪大学 大学院 情報科学研究科 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-5 

E-mail: maekawa@ist.osaka-u.ac.jp 


