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◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 �回超高速光エレクトロニクス研究会

委員長 小川憲介（フジクラ）

日時 平成 27 年 7 月 22 日（水） 9：30〜17：35

会場 東京大学生産技術研究所 An 棟 4 階中セミナー室 1（An401・402）（アクセスマップ http://www.iis.u-tokyo.

ac.jp/access/access.html キャンパスマップ http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/campusmap.html）

テーマ：データコム及び超高速フォトニクスの最新動向

概要

大容量コンテンツの配信やクラウドサービスの浸透により，データセンタをめぐるトラフィックは増大の一途をたど

り，データコムの一層の高速化が求められている．このため，ディジタル信号処理を組み合わせて，偏波多重・多値光

位相変調や高度な光変調フォーマットで送受信を行う光伝送・デバイス技術，及び更なる飛躍をもたらす超高速フォト

ニクス技術に熱い視線が注がれている．本研究会では，データコム及び超高速フォトニクス分野の最新動向について，

第一線の研究者を招き，講演と討論を通じて理解を深める．

講演プログラム

1．〔招待講演〕 Accurate modeling and simulation of high-speed silicon-based optical modulators

C. E. Png（Inst. of High-Performance Computing, Singapore）

2．〔招待講演〕 データコムに向けたデジタルコヒーレント光通信用デバイスの最新技術動向

山中祥吾（PETRA/NTT）

3．〔招待講演〕 Si フォトニクス技術を用いた「光 I/Oコア」の 25 Gbps-300 m MMF伝送実証

岡本大典（PETRA）

4．〔招待講演〕 10G シリコンMZ光変調器とDMT変復調方式を用いた超 100 Gbps/λ伝送実験

甲斐雄高（富士通研）

5．〔招待講演〕 PAM4変調方式を用いた光伝送技術の研究 平井理宇（日立）

午後（�)：�*〜）

6．〔招待講演〕 デジタルコヒレント伝送用小型 InP 変調器 上田悠太（NTT）

7．〔招待講演〕 半導体微小リング共振器装荷マッハ・ツェンダー干渉計光制御デバイス 荒川太郎（横浜国大）

8．〔招待講演〕 半導体マッハツェンダ変調器の非線形性を用いた光周波数コム生成

横田信英・三木貴裕・阿部晃一郎・八坂 洋（東北大）

9．〔招待講演〕 マッハツェンダ変調器型超平坦光コム発生器を用いた超短光パルス発生 諸橋 功（NICT）

10．〔招待講演〕 フォトニック結晶スローライト導波路での光誘起ドップラーシフト

馬場俊彦・近藤圭祐（横浜国大）

11．〔招待講演〕 分散制御シリコン導波路を用いたオンチップスーパーコンティニュウム光発生 石澤 淳（NTT）

12．〔招待講演〕 ウィスパリングギャラリーモード共振器を用いた光カーコム発生 田邉孝純（慶大）

13．〔招待講演〕1.3 μm帯量子ドット多波長同時発振レーザ 安岡奈美（東大）

参加資格 どなたでも参加できます．

参 加 費 一般 2,000円，学生無料

【問合先】

小川憲介（フジクラ）

E-mail：kensuke.ogawa@jp.fujikura.com

TEL〔043〕484-3949

岩本 敏（東大）

E-mail：iwamoto@iis.u-tokyo.ac.jp

TEL〔03〕5452-6291

神田祥宏（OKI）

E-mail：kanda883@oki.com

TEL〔048〕431-5489

主催 超高速光エレクトロニクス時限研究専門委員会



電通会誌7月会告_58_第二種開催.mcd  Page 2 15/06/15 18:06  v5.50

●OCS Summer School =>�*

「OCS Summer School 2015─わかる！ 400G/1T 伝送・光ネットワーク─」

委員長 福知 清（NEC） 副委員長 平野 章（NTT）

光通信システム研究会（OCS）では，7 月 30 日（木），31 日（金）の両日，第二種研究会として OCS Summer

School 2015 を開催致します．

概要

光通信システム研究会（OCS）は，特に重要と考えられるトピックスを選定して徹底的に深掘する研究会を毎年一回

開催し，本分野の技術力底上げと国際競争を勝ち抜くための端緒となる活動を行っています．そこで今年のサマース

クールでは，実用化が期待されている 400G/1T 伝送・光ネットワークについて，第一線で御活躍されている大学の先

生，企業研究者をお招きして，基礎理論，実現技術，最新標準化動向に加え，400G/1Tへの期待や要望について網羅

的に御講演して頂くことに致しました．400G/1T 技術について，どうやって実現するのか？ 標準化のポイントは？

提供されるサービスはどう変化するのか？ など疑問を持たれている方も多いとは思います．本研究会は，このような

疑問を解決し全貌を理解するまたとない機会です．7 月 30 日夕方には冷たいビールを飲みながらの講演者と聴講者と

のフリーディスカッションタイムを企画しております．また，7 月 31 日には聴講者も交えたパネルディスカッション

も予定しており，最先端研究の情報収集だけでなく，研究者・業界関係者間のネットワーキングの場としても有効に御

活用して頂ける内容となっております．関係者多数の御参加をお待ちしております．

日時 平成 27 年 7 月 30 日（木） 9：30〜18：20

31 日（金） 9：30〜16：45

※ 30 日午前は第一種研究会一般講演，31 日 9：30〜10：15 は第一種研究会フェロー記念講演を開催します．

会場 東京工業大学大岡山キャンパス蔵前会館 1 階くらまえホール（目黒区大岡山 2-12-1，東急目黒線／大井町線：

大岡山駅正面口の目の前 http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html）

〔参加費，予稿集，懇親会〕

講演会参加費：無料

予稿集：当日販売（価格未定）

懇親会：初日終了後（7月 30 日 18：30-20：15），懇親会を予定しております．懇親会参加費は未定，当日支払．

〔参加申込方法〕

・光通信システム研究会（OCS）ホームページにて受け付けます．6 月中旬に受付開始予定です．

http://www.ieice.org/˜ocs/jpn-new/index.php?FrontPage

・お申込の際に連絡頂いた情報は，OCS 研究会にて管理し，研究会の運営，及び，OCS 研究会からの連絡以外の目的

には使用致しません．

〔プログラム〕 変更の場合有．最新プログラムは，OCSホームページを参照下さい．

http://www.ieice.org/˜ocs/jpn-new/index.php?FrontPage

30 日 9：30〜18：20

午前（9：30〜11：50） 一般講演（第一種研究会）

午後（13：30〜17：00） OCS Summer School 2015開会挨拶

【基礎編】

・変復調

・光増幅と非線形

展示会（30 分）

・信号処理

・符号化，誤り訂正

フリーディスカッションタイム（with Beer）

懇親会（18：30〜20：15）

31 日 9：30〜16：45

午前（9：30〜10：15）

フェロー記念講演（第一種研究会）水落隆司（三菱電機）

10：30〜12：00

【B>>G/�T への期待・要望】

・サービス

・光ネットワーク

・装置

午後（13：15〜16：40）
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【B>>G/�T 標準化動向】

・Line側インタフェース

・Client側インタフェース

【B>>G/�T 実現技術】

・光デバイス

・信号処理 LSI

・光トランシーバ

パネルディスカッション

閉会挨拶

〔展示会〕 昨年同様，講演会場後方にて展示会を実施します．

〔講演内容等に関する問合先〕

小林孝行（NTTアクセスサービスシステム研究所）

〒239-0847 横須賀市光の丘 1-1

TEL〔046〕859-2292，FAX〔046〕859-5513

E-mail：kobayashi.takayuki@lab.ntt.co.jp

〔参加申込に関する問合先〕

市井健太郎（フジクラ先端技術総合研究所）

〒285-8550 佐倉市六崎 1440

TEL〔043〕484-2197，FAX〔043〕481-1210

E-mail：kentaro.ichii@jp.fujikura.com

主催 光通信システム研究専門委員会

●第 =T 回回路とシステムワークショップ

第 28 回回路とシステムワークショップ実行委員長 長谷川幹雄（東京理科大）

第 28 回「回路とシステムワークショップ」を昨年に続き，真夏の淡路島で開催致します．本ワークショップは，回

路とシステムに関連した分野の研究者や技術者が集い，招待論文や投稿論文を通じて，分野内だけでなく分野間にまた

がる境界領域の課題解決と将来の研究分野の探求を目的としています．特別招待講演では，山本喜久先生（総合科学技

術・イノベーション会議革新的研究開発推進プログラム（ImPACT））に「量子人工脳」というタイトルで御講演をお

願いしております．また，新しい試みとして二つの分科会の合同セッション，更に昨年に引き続き小中学生向けの研究

体験を企画しました．

研究者間の技術交流の場として，また最先端の研究に接する絶好の機会ですので，皆様奮って御参加下さい．

ホームページ：http://www.ieice.org/ess/kws/

期日 平成 27 年 8月 3日（月），4 日（火）

会場 淡路夢舞台国際会議場（淡路市夢舞台 1，TEL〔0799〕74-1020）

会場受付

8月 2日（日） 17：30〜19：00 ウェスティンホテル淡路 2 階ロビー

3日（月） 8：30〜，4 日（火） 8：30〜淡路夢舞台国際会議場 3 階

特別招待講演「量子人工脳」

山本喜久（総合科学技術・イノベーション会議革新的研究開発推進プログラム）

招待講演：下記の招待講演などを企画しています．

「再生核に基づく非線形適応学習」 湯川正裕（慶大）

「インターフェーストラップと移動度変動による，nチャネルMOSFET の 1/fノイズプロセスばらつきモデリング」

青木 均（群馬大）

「ばらつき考慮シミュレーションの最近の動向」 佐藤高史（京大）

「グラフ信号処理：複雑・高次元なデータ処理手法」 田中雄一（東京農工大）

「線形計画緩和を利用した近似アルゴリズム」 福永拓郎（NII）

「多面体を用いた球面上の点配置の解析とその応用」 吉野 隆（東洋大）

「4K/8K映像サービスに向けたH. 265/HEVCエンコーダ」 池田充郎（NTT）

「高信頼性 VLSI システムに向けたディペンダブルメモリ技術」 吉本秀輔（阪大）

「群知能最適化と力学系理論」 神野健哉（日本工大）

「大脳皮質自発ゆらぎの回路構造と非線形ダイナミクス」 寺前順之介（阪大）

「回路の経年劣化を予測する回路信頼性シミュレーション技術の開発とその応用」 石原貴光（東芝）

参加費：早期申込期限（2015 年 7 月 8日（水））までに申し込みされた場合，参加費が下記のとおり異なります．
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7 月 8日（水）までに，システムによる参加申込と振込が完了している場合に早期申込の扱いとします．

7 月 8日（水）まで 7月 9日（木）から開催期間中

会員 20,000円 23,000円

非会員 25,000円 28,000円

学生 10,000円 11,000円

※送金手数料は，各自御負担下さい．

※領収書は開催期間中の受付にてお渡しします．

※参加費には論文集代，懇親会費を含みます．

※同伴者の懇親会費用は，学生 3,000円，一般 6,000円となっています．

※会員とは，電子情報通信学会，電気学会または IEEEの個人会員のことです．

※開催期間中の支払いは現金のみ受け付けます．

参加申込方法：参加申込はワークショップのホームページよりお願いします．会場の受付で参加申込することも可能です．

参加費払込先：ゆうちょ銀行（郵便局）の窓口等に置かれている「払込取扱票」にて 7 月 20 日（月）までに（早期申

込の場合は 7月 8日（水）までに）次の口座にお振込下さい．

口座番号：01320-7-108297

加入者名（漢字）：回路とシステムワークショップ

加入者名（カナ）：カイロトシステムワークショップ

ゆうちょ銀行以外の金融機関（一部を除く）から振込可能です．その場合，下記を指定して下さい．ただし，手数料

はゆうちょ銀行で振り込むより高くなることがあります．また，参加登録番号及び複数の費用をまとめる場合にはその

内訳が確認できるように工夫して下さい．

店名（店番）：一三九（イチサンキュウ）店（139）

預金種目：当座

口座番号：0108297

氏名：カイロトシステムワークショップ

［注意］「払込取扱票」の通信欄または銀行振込時の通信欄には，ワークショップの参加申込システムで発行された参

加登録番号，氏名及び金額を必ず記載して下さい．複数の費用をまとめて払込む場合は，全員の情報を明記し

て下さい．

参加に関する問合先：

大淵武史（参加担当幹事）

〒239-8686 横須賀市走水 1-10-20

防衛大学校

TEL〔046〕841-3810

E-mail：kws-28regist@mail.ieice.org

交通：高速バスを使って，関西空港，伊丹空港から 90〜120 分，新神戸駅から 60 分，三ノ宮駅（神戸）から 45 分かか

ります．新神戸駅発（三ノ宮駅に停車）の高速バスは，1時間に 1，2 本あります．詳細は下記を御参照下さい．

＊淡路夢舞台国際会議場の案内ページ http://www.yumebutai.org/access/access.html

＊隣接するウェスティンホテル淡路の案内ページ（時刻表があります）http://www.westin-awaji.com/guide/access/

宿泊：会場に隣接するウェスティンホテル淡路に特別料金で宿泊できるプランを用意しています．

＊お一人様一泊の料金（朝食付き，税・サービス料込）は以下のとおりです．

利用人数 お一人様の料金

1名利用 1名 13,500円

2名利用 1名 8,640円

3名利用 1名 7,560円（1名はエクストラベット）

＊ご家族の御利用も可能です．

＊開催前日と開催中の 2015 年 8月 2 日（日)〜4 日（火）（チェックイン〜チェックアウト）のみ上記料金で御利用で

きます．

＊お一人の場合でも「2名利用」を選択可能です．この場合，旅行代理店で部屋割をアレンジすることになります（同

じ性別が相部屋になるように）．

＊一部屋 3名利用はグループで申し込まれる場合に限ります．

＊子供料金について

1．お子様がベッドを使用する場合：大人と同額の宿泊料金がかかります．

2．お子様がベッドを使用しない（親が添い寝する）場合

ルームチャージは無料

朝食代：未就学児無料 小学生 1,512円
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※このケースでの朝食代の支払いは，部屋付けもしくはレストランでの支払いで精算することになります．

3．ベビーベッドを使用する場合（お子様が幼児である場合に限定されます）

ベビーベッドは無料，ルームチャージ無料，朝食代無料

※ベビーベッドは台数に限りがあるため，必要な場合はあらかじめ下記担当者に御連絡下さい．

＊取消料 お申込後，参加者の御都合で予約を取り消しされる場合は，1名様につき下記の取消料を頂きます．

宿泊日の 8日前以前 無料

7 日前〜2日前 20%

前日 40%

当日 50%

旅行開始後の取消／無連絡 100%

＊申し込み方法

オンラインシステムで受け付けます．

本ワークショップホームページからアクセスして下さい．

オンサイトでも受付可能ですが，空きがなければ御希望に沿えないことがあります．

＊宿泊申し込み締切日

宿泊申込締切は 7月 13 日（月）となっております．

締切日以降の変更・取消につきましては，メールまたはFAXにて下記株式会社 JTB西日本法人営業中央支店

第 28 回回路とシステムワークショップ係までお申し出下さい．

宿泊に関する問合先：

河辺義信（会場・宿泊担当幹事）

〒470-0392 豊田市八草町八千草 1247

愛知工業大学情報科学部

TEL〔0565〕48-8121，FAX〔0565〕48-0509

E-mail：kws-28local@mail.ieice.org

株式会社 JTB西日本法人営業中央支店「第 28 回回路とシステムワークショップ」係

TEL〔06〕6252-2830，FAX〔06〕6252-2695

E-mail：convention1@west.jtb.jp

営業時間：9：30〜17：30（土・日・祝祭日は休業）

プログラム

T月 )日

セッションAnBd1-1 特別セッション：学習とニューラルネットワーク（9：15〜10：30）部屋：301 室

1．〔招待〕 再生核に基づく非線形適応学習 湯川正裕（慶大）

2．A Comparison between Pruning and Regularization for Feedforward Neural Networks

Zhiqiang Tong・Gouhei Tanaka（Univ. of Tokyo）

セッションAsBaC1-2 特別セッション：ばらつきを考慮したシミュレーション（10：45〜12：15）部屋：301 室

3．〔招待〕 インターフェーストラップと移動度変動による，nチャネルMOSFET の 1/fノイズプロセスばらつきモ

デリング 青木 均（群馬大）

4．〔招待〕 ばらつき考慮シミュレーションの最近の動向 佐藤高史（京大）

セッション BdD1-3 特別セッション：招待講演：離散最適化（13：30〜15：00）部屋：301 室

5．〔招待〕 グラフ信号処理：複雑・高次元なデータ処理手法 田中雄一（東京農工大）

6．〔招待〕 線形計画緩和を利用した近似アルゴリズム 福永拓郎（NII）

セッションD1-4 招待講演（15：15〜16：15）部屋：301 室

座長：山崎達志（摂南大）

7．〔招待〕 多面体を用いた球面上の点配置の解析とその応用 吉野 隆（東洋大）

セッションD1-1 グラフ・ネットワーク 1（9：40〜10：30）部屋：311A 室

座長：中田 充（山口大）

8．A New Algorithm to Solve the Partitioning Problem to Realize Highly Reliable Telecommunications Networks

齊藤貴幸・林 正博（東京都市大）

9．重複度が 1となるタイセットの分布と点素パスの算出について 伊藤隆太・篠宮紀彦（創価大）

セッションD1-2 グラフ・ネットワーク 2（10：45〜11：35）部屋：311A 室

座長：山崎達志（摂南大）

10．Topological Graph Layouts into a Triangular Prism Miki Miyauchi（NTT）

11．サイクル構造に着目したフロー平滑化アルゴリズムの収束速度分析 山田正史・石垣原野・篠宮紀彦（創価大）

セッション Ba1-3 センサ・発振回路（13：30〜14：45）部屋：311A 室
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12．6出力端子MOSFET型電流検出素子の動作評価 原田知親・貝和航陽・山崎義人（山形大）

13．MEMSマイクロロボットの歩行動作を生成するパルス形ハードウェアニューロンモデルの IC設計

石原優毅・杉田和貴・多谷大樹・奥大純・高藤美泉・内木場文男・齊藤 健（日大）

14．高速起動を特徴とするフルオンチップ 32 MHz弛張発振回路

三好太朗・廣瀬哲也・椿 啓志・尾崎年洋・浅野大樹・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）

セッション BaC1-4 特別セッション：低電圧・低電力消費回路（15：00〜16：15）部屋：311A 室

15．Efficient DPA-Resistance Verification of CSSAL AES S-box LSI Implemented using 0.18 um CMOS Technology

Cancio Monteiro（National Univ. of Timor Lorosaʼe）・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）

16．サブスレッショルド断熱的論理回路の消費電力解析 加藤和成・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）

17．サブスレッショルド領域動作を考慮したスタンダードセルのサイジング手法

篠永恭平・廣瀬哲也・雫 譲・松塚 凌・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）

セッション Ba1-1 アンプ（9：15〜10：30）部屋：311B室

18．逐次比較量子化器とリングアンプを用いる ΔΣAD変調器の検討 潘 春暉・傘 昊（東京都市大）

19．適応バイアス技術を用いた超低電力・高速オペアンプの高性能化

坪井惇紀・廣瀬哲也・尾崎年洋・浅野大樹・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）

20．センサAFEアレイに向けたAB級アンプの小面積・低消費電力化設計手法

秋田一平・石田 誠（豊橋技科大）

セッションAn1-2 非線形ダイナミクスと ICT（10：45〜12：00）部屋：311B室

21．LED可視光通信のための単純な Schmitt Trigger回路型確率共鳴受信機の定量的性能解析

荒井伸太郎（香川高専）・山里敬也（名大）・田所幸浩（豊田中研）

22．LTEコアネットワークの仮想化とその性能の最適化

林 航平・安田裕之（東京理科大）・荘司洋三（NICT）・長谷川幹雄（東京理科大）

23．固定小数点演算に伴う効果の非線形関数近似とカオス写像への影響に関する研究

中曽根智文・鶴岡泰明・鎌田弘之（明大）

セッションAn1-3 カオスと分岐（13：30〜14：45）部屋：311B室

24．2 つの符号特性電流源を持つカオス発生回路の現象解析 松岡祐介（米子高専）・田中貴裕（フジキン）

25．拡張 BVP発振器にみられるMMO加算現象 清水邦康（千葉工大）・稲葉直彦・遠藤哲郎（明大）

26．非対称結合を有するカオスニューラルネットワークの不安定準周期解の安定化の回路実験

小川雅弘・堀尾喜彦（東京電機大）・小室元政（帝京科学大）・市瀬夏洋（京大）

セッションAn1-4 特別セッション：非線形最適化とその応用（15：00〜16：15）部屋：311B室

27．〔招待〕 群知能最適化と力学系理論 神野健哉（日本工大）

28．設計変数間の依存関係にロバストな PSO 針谷維佑・神野健哉（日本工大）

29．Maximum-Flow Neural Network のノード電圧グループ分類に基づく画像ノイズ除去手法

佐藤雅俊（首都大東京）・青森 久（中京大）・田中 衞（上智大）

セッションAs1-1 回路解析手法（9：15〜10：30）部屋：405 室

座長：關根惟敏（静岡大）

30．低電力 IoT デバイスを対象としたノイズ低減機能を持つ小型電力解析装置の設計

北山遼育（早大）・竹中 崇（NEC）・柳澤政生・戸川 望（早大）

31．三次元集積回路の伝搬遅延とクロストークノイズのモデリング

新岡七奈子・深瀬政秋・今井 雅・古見 薫・三浦祐輝・黒川 敦（弘前大）

32．平行四辺形 LP テストを用いた非線形回路の全解探索法 石黒 俊・高宮将弘・山村清隆（中大）

セッション Bd1-2 フィルタ設計（10：45〜12：05）部屋：405 室

33．ACOの探索経路モデルを改良したCSD係数 FIR フィルタ設計 笹原知博・陶山健仁（東京電機大）

34．再配置のための群を選択する複数群 PSOを用いた IIR フィルタ設計 會見春奈・陶山健仁（東京電機大）

35．群遅延と最大極半径が指定可能なFIR/IIR フィルタ変換法 平川友大・中本昌由・山本 透（広島大）

36．ガウス雑音に対応したTotal Variation フィルタのFPGA実装

木村誠聡・小林恵太・仲西 篤・辻 裕之（神奈川工科大）

セッションAs1-3 信頼性 1（13：45〜14：45）部屋：405 室

座長：松本高士（東大）

37．〔招待〕 回路の経年劣化を予測する回路信頼性シミュレーション技術の開発とその応用 石原貴光（東芝）

セッション Bd1-4 音声・音響信号処理 1（15：15〜16：15）部屋：405 室

38．振幅スペクトルの相対誤差に基づくインパルス応答の自動切りだし法

中島弘史・坂田直人・加科優希（工学院大）・中臺一博（ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン）

39．観測音声の後続減衰量に基づく残響時間推定 太田陸斗・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）
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40．有機的雑音環境推定を用いた雑音区間が歪まない雑音抑圧 藤枝 大・矢頭 隆（OKI）

セッション SP 特別招待講演（16：30〜17：30）部屋：国際会議場地下 1 階「イベントホール」

座長：長谷川幹雄（東京理科大）

41．〔招待〕 量子人工脳 山本喜久（総合科学技術・イノベーション会議革新的研究開発推進プログラム）

表彰式・懇親会（18：00〜20：00）会場：ウェスティンホテル淡路 1 階「ステラ」

ナイトセッション（20：30〜23：00）会場：国際会議場 2 階「レセプションホール B」

T 月 B 日

セッションC2-1 VLSI設計技術とその応用（9：15〜10：55）部屋：301A 室

1．類似検索を行う Locality-Sensitive Hashing のスケーラブルFPGAアーキテクチャ

定久紀基・山本佳生・浅井哲也・本村真人（北大）

2．SATソルバによるCMOS回路のレイアウト面積最小化手法 増子 駿・小平行秀（会津大）

3．圧縮センシング向けイメージセンサにおける省電力な観測行列生成回路 小西 慧・廣本正之・佐藤高史（京大）

4．ニューラルネットワークハードウェアの低電圧動作時における演算誤り緩和

大荷唯明・廣本正之・佐藤高史（京大）

セッションC2-2 招待講演（11：10〜12：10）部屋：301A 室

5．〔招待〕 4K/8K映像サービスに向けたH. 265/HEVCエンコーダ 池田充郎（NTT）

セッション Ba2-1 電源（9：15〜10：30）部屋：301B室

6．小型センサデバイスに向けた無線給電システムの設計

秋原優樹・廣瀬哲也・田中勇気・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）・橋本昌宜（阪大）

7．高耐圧 CMOSプロセスによる超低電力・適応バイアス型シリーズレギュレータ

佐渡健司・廣瀬哲也・椿 啓志・尾崎年洋・浅野大樹・松本 香・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）

8．スイッチトキャパシタ回路を用いたオンチップ電源回路の高効率化

小島裕太・廣瀬哲也・椿 啓志・尾崎年洋・浅野大樹・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）

セッションAs2-2 信頼性 2（10：45〜11：45）部屋：301B室

座長：古田 潤（京都工繊大）

9．〔招待〕 高信頼性 VLSI システムに向けたディペンダブルメモリ技術 吉本秀輔（阪大）

セッションD2-1 数え上げ・列挙（9：40〜10：30）部屋：311A 室

座長：小中英嗣（名城大）

10．あみだくじの効率的な数え上げ 片町健太郎（岩手県立大）

11．Visualizing Flip Graphs of Triangulations

Masatoshi Murakami・Katsuhisa Yamanaka・Takashi Hirayama・Yasuaki Nishitani（Iwate Univ.）

セッションD2-2 計算量と自動証明（10：45〜11：35）部屋：311A 室

座長：相田 慎（豊橋技科大）

12．可逆回路内の縮退・短絡故障を検出するための最小検査入力集合を求める問題のNP-困難性

高倉 響・山田敏規（埼玉大）

13．数学入試問題に対する定理自動証明の適用の試み 磯部 輝・伊藤暢浩・河辺義信（愛知工大）

セッションAn2-1 非線形ダイナミクスと同期（9：15〜10：30）部屋：311B室

14．非周期的パルス波で駆動される弛張発振器の解析 栗原拓哉・神野健哉（日本工大）

15．伝送線路モデルで結合された二つの発振器で観測される同期現象 上手洋子・西尾芳文（徳島大）

16．環境ノイズ及びカオス振動子を用いた時間同期手法 安田裕之・長谷川幹雄（東京理科大）

セッションAn2-2 特別セッション：生体ネットワークにおける非線形ダイナミクス (10：45〜11：45)部屋：311B室

17．〔招待〕 大脳皮質自発ゆらぎの回路構造と非線形ダイナミクス 寺前順之介（阪大）

18．蝸牛無反射伝送線路モデルのパラメータ値の決定の改良手法

織間健守・堀尾喜彦（東京電機大）・香田 徹（九大）

セッション Bd2-1 音声・音響信号処理 2（9：30〜10：30）部屋：405 室

19．極小オーディオスポット形成における音圧改善に向けたDSB変調型分離放射法

上村亮介・生藤大典・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

20．フレキシブルパラメトリックスピーカによるオーディオスポット形成の評価

小森慎也・生藤大典・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

21．球形パラメトリックスピーカを用いた両耳間音圧差の時間変化に基づく移動音像構築

生藤大典・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信・山下洋一（立命館大）

セッション Bd2-2 2 マイクロホン音響信号処理（10：45〜12：05）部屋：405 室

22．マイクロホンアレーの位相が観測できない条件でのチャネル間の相関係数の推定

宮部滋樹（筑波大）・小野順貴（NII/総研大）・牧野昭二（筑波大）
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23．自動車内環境に有効な 2チャンネル適応ノイズキャンセラ 川村 新（阪大）

24．2 マイクロホンを用いた線形ビームフォーミングによる風雑音の低減

坂田直人・村上哲郎・中島弘史（工学院大）・中臺一博（ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン）

25．音響インテンシティに基づく指向性プローブを用いた 3次元音源方向推定手法の実環境評価

水野智之・若林佑幸・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

セッション Bd2-3 画像・映像信号処理（13：30〜14：50）部屋：405 室

26．HEVCリアルタイム符号化処理におけるメモリ帯域を考慮した動き検出手法

宮島弘大・矢野心慈・藤田 玄（阪電通大）

27．位相限定相関法のためのFPGAアクセラレータのOpenCLベース設計

立見駿介・張山昌論・三浦 衛・伊藤康一・青木孝文（東北大）

28．視聴覚統合による音源数推定を利用した多人数会話の話者ダイアライゼーション

若林佑幸（立命館大）・井上昂治（京大）・中山雅人・西浦敬信・山下洋一（立命館大）

29．長時間位相スペクトルを用いた画像の音声変換 五十嵐 尋・川村 新・飯國洋二（阪大）

セッション Bd2-4 音声・音響信号処理 3（15：00〜16：20）部屋：405 室

30．頭部伝達関数の位相スペクトル補正に基づく前後知覚強調の評価

中橋康太・若林佑幸・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

31．頭部伝達関数の前方定位強調に基づくセミトランスオーラルシステム

吉村 拓・若林佑幸・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

32．ANCと聴覚マスキングを用いた工場騒音の不快感低減の性能評価

伊藤瑠美・大塩祥剛・生藤大典・福森隆寛・中山雅人・西浦敬信（立命館大）

33．呼吸音に基づく無呼吸低呼吸指数予測モデル（DREAM）

加科優希・林 優太・坂田直人・中島弘史（工学院大）・山口泰弘（東大）

◎プログラムは暫定版です．最新情報はホームページを御覧下さい．


