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◇ ◇ 講演会・講習会・学術研究集会等 ◇ ◇

信越支部
●講演会
期 日 平成 27 年 9 月 18 日（金） 16：20～17：50
会 場 長岡技術科学大学電気棟 2階・大学院講義室
題 目 最新コア技術と応用製品の電磁両立性（EMC）対応への取り組み
講 師 浜 範夫（セイコーエプソン株式会社）
問合先 信越支部事務局 http://www.ieice.org/shinetsu/
その他 聴講は無料，本会会員以外の方の聴講も歓迎
主 催 電子情報通信学会信越支部

関西支部
●電気三学会関西支部「准員及び学生員のための講演会（前半）」
例年，電気三学会（電気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会）関西支部では，平素は聴講できない他大

学ならびに一般企業の諸先生方の講義を交換講義の形で聴講できるように，定期講演会を開催しています．
平成 27 年度の前半分は，下記により開催しますのでこの機会を活かして自由にご聴講下さるよう，御案内申し上げ

ます．
･ 10 月 6 日（火） 15：00～16：40
テーマ：創ろう世界最先端 IT国家！高専生×次世代Web=∞（仮題）
講 師：福野泰介（(株)jig.jp）
会 場：和歌山工業高等専門学校（大講義室）TEL〔0738〕29-8367
･ 10 月 15 日（木） 14：30～16：10
テーマ：企業における研究開発
講 師：坂本慎介（(株)イシダ）
会 場：舞鶴工業高等専門学校（視聴覚教室）TEL〔0773〕62-8962
･ 10 月 19 日（月） 16：30～18：00
テーマ：可視光レーザーが拓く未来─照明・ディスプレイから第一次産業応用まで─
講 師：山本和久（大阪大学）
会 場：近畿大学（31 号館 803 室）TEL〔06〕4307-3499
･ 11 月 10 日（火） 13：00～14：30
テーマ：新しい時間をつくる
講 師：香取秀俊（東京大学）
会 場：大阪大学（基礎工学部国際棟シグマホール）TEL〔06〕6850-6670
･ 11 月 18 日（水） 13：05～14：35
テーマ：ソフトウェア開発トレンド
講 師：藤原淳子（マイクロソフトディベロップメント(株)）
会 場：神戸市立工業高等専門学校（本部棟ホール）TEL〔078〕795-3250
･ 11 月 19 日（木） 13：00～14：30
テーマ：移動体通信におけるマルチパス伝搬変動─私的研究道程と雑感─
講 師：多賀登喜雄（関西学院大学）
会 場：大阪電気通信大学（寝屋川キャンパス J号館 6階小ホール）TEL〔072〕820-9044
･ 11 月 19 日（木） 16：20～17：50
テーマ：スマートコミュニティの実現と電力系統技術
講 師：石亀篤司（大阪府立大学）
会 場：関西大学（千里山キャンパス第 4学舎 3号館 3201 教室）TEL〔06〕6368-0032
･ 11 月 23 日（金） 16：20～17：50
テーマ：ICT 技術の進歩とグローバル化
講 師：西井龍五（大阪工業大学）
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会 場：立命館大学（びわこ・くさつキャンパスローム記念館 5階大会議室）TEL〔077〕561-5161
･ 12 月 24 日（木） 14：45～16：15
テーマ：家電企業の新規技術に対する取り組み
講 師：中山純一郎（シャープ(株)）
会 場：奈良工業高等専門学校（大視聴覚室）TEL〔0743〕55-6098

●IEICE 関西支部 ICT 基礎講座「機械学習の基礎」
近年の情報通信関連開発では，必要とされる技術の多様化と開発期間の短縮により，若手技術者がOJT を通して基

礎知識や基礎技術を習得することが難しくなっていると指摘されています．また，これまで予想されなかった分野で情
報通信技術が適用されることも増えており，大学・大学院教育で身に付けた技術分野を越えた多彩な技術を修得する必
要性が高まっています．
このような状況を鑑み，電子情報通信学会関西支部では，情報通信に関する様々な技術を集中講義形式で学習できる

講座「IEICE 関西支部 ICT（Information and Communication Technology）基礎講座」を開講しています．本講座は基
礎的な知識や技術に重点を置きながら，基礎から展開して最先端技術へ至るまで講義・実習することを目的としていま
す．各講座の受講者数を 15 名程度の少人数に絞ることで講師との双方向コミュニケーションを可能とし，短期間で先
端技術の基礎を習得することを狙っております．今年度の第 2回の講座として「機械学習の基礎」を下記のとおり開講
致します．昨年度開催致しました同講座は，受講生から大変高い評価を頂いております．皆様の積極的な受講をお待ち
しております．
期 日：平成 27 年 10 月 1 日（木） 9：40～16：50
会 場：中央電気倶楽部 316 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25）

ドージマ地下センター南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側のレンガ造り建物
内 容：ビッグデータの解析ツールである機械学習について，教科書に沿って解説するとともに，最新の話題について

も紹介します．シラバスは下記URLから御覧頂けます．
http://www.ieice.org/kansai/ict/

講 師：池田和司（奈良先端科学技術大学院大学）
受講料：会員 8,000 円，学生 2,000 円，非会員 17,000 円（会員，非会員共に消費税込み）

＊電気，映像情報メディア，照明，情報処理学会会員は電子情報通信学会会員と同じ扱いと致します．
募集人数：5 名以上，最大 15 名程度

（開講 2週間前までに申込人数が 5名に達しない場合，開講しないこともあります）
申込方法：関西電気関連学会事務センターに電子メールで申し込み下さい．
問合先：〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内

関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催：電子情報通信学会関西支部

●電気三学会関西支部専門講習会「スマートグリッドを支える電力システム技術」
電気学会発刊の技術単行本「スマートグリッドを支える電力システム技術」は，スマートグリッド技術を理解するた

めに必要な項目を体系的にとりまとめた解説書です．スマートグリッドの要素技術について，既存技術を説明した上で
高度化された技術の解説がなされていて，分かりやすく体系的に理解できます．また，国内外の情報や実証事業の内容
が数多く盛り込まれているため，幅広い知識を得ることができる十分に読み応えのある内容となっています．学生から
専門技術者まで，スマートグリッドに携わられる方は必読の一冊です．
《目次》第 1章 スマートグリッドの概念／第 2章 電力系統の課題とスマートグリッド導入の目的／第 3章 スマートグ
リッド実現に向けた技術開発と国内外の取組み／第 4章 スマートグリッドに関する標準化の動向／第 5章 スマートグ
リッド実現への課題と今後の展望／コラム／略語集
専門講習会では，上記内容について分かりやすく御紹介頂きます．奮っての御参加をお待ちしています．
期 日：平成 27 年 10 月 21 日（水）14 時 00 分～17 時 00 分
会 場：中央電気倶楽部 513 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25）

URL：http://www.chuodenki-club.or.jp/を御覧下さい．
堂島地下街南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側のレンガ造りの建物

題目と講師：
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（1） 開講の挨拶 電気学会関西支部
（2） スマートグリッド実現に向けた電力系統技術調査専門委員会の活動紹介 林 泰弘（早稲田大学）
（3） スマートグリッドの概念と電力系統を取り巻く課題 児山篤紘（関西電力）
（4） スマートグリッド実現に向けた系統側の取組み 佐藤幸生（中部電力）
（5） スマートグリッド実現に向けた配電・需要家側の取組み 石橋一成（東京電力）
（6） スマートグリッド実現に向けた欧米諸国における取組み 造賀芳文（広島大学）・飯岡大輔（東北大学）
（7） スマートグリッドに関する標準化の動向 林 秀樹（東芝）
（8） 閉講の挨拶 電気学会関西支部
参加費：（テキスト代別）主催学会会員 正員 4,000 円，准員 1,500 円，学生員 無料（会員不課税），会員外

5,100 円，学生 無料（会員外消費税込み）
＊電気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会，照明学会，情報処理学会の会員の方は会員価格で参
加頂けます．

テキスト：電気学会技術報告「スマートグリッドを支える電力システム技術」
（冊子価格：会員 4,579 円，一般 5,724 円（税込）送料が別途必要です）を使用します．希望者には特別価
格（4,100 円（税込））で頒布致します．テキストが必要な方は 10 月 7 日（水）までに事前にお申込みをお
願い致します．はがきは締切日必着でお願いします．Web 申込みではテキストの要否欄に「要」を，はが
き／FAX／E-mail には，「テキスト希望」と書いて下さい．テキストは当日お渡し致します．

定 員：80 名（定員になり次第，締切ります）
申込方法：電気学会関西支部HP（http://www.iee.jp/kansai/）からお申込下さい．はがき，FAXまたは E-mail によ

る申込の場合，講習会題目，開催日，会員種別，氏名，連絡先（会社あるいは学校名，所属，郵便番号，所
在地，電話番号）並びにテキストの要否を，下記の申込先まで御連絡下さい．後日，参加証と請求書をお送
りします．なお，お知らせ頂きました個人情報は，行事を運営する目的以外に使用することはありません．

申込先：〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内 関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催：電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部
共 催：電気学会電力系統技術委員会「スマートグリッド実現に向けた電力系統技術調査専門委員会」

●電気三学会関西支部専門講習会「自動運転技術の最新動向」
近年，自動運転の実用化を見据えた研究開発が活発化しています．自動運転の実現には，センシング技術や運転制御

技術の高度化に加え，V2X，車載プラットホーム技術，更にはドライバー状態の認識技術など幅広い技術の発展が不
可欠であり，各分野の技術とも急速な進展を遂げています．
本講習会では，これら自動運転実現に必要と考えられる幅広い技術領域に関して，最前線で御活躍の専門家の方々に

最新動向と実用化に向けた展望等を御紹介頂きます．
皆様の御参加をお待ち申し上げております．
期 日：平成 27 年 10 月 30 日（金） 9：55～16：45
会 場：中央電気倶楽部 513 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25）

堂島地下街南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側のレンガ造り建物
講演内容：
（1） 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部
（2）「自動運転自動車の開発動向と金沢大学における市街地公道走行実証実験の概要について」

菅沼直樹（金沢大学）
（3）「自動車の走行環境認識技術の課題と解決への試み」 三田誠一（豊田工業大学）
（4）「V2X，IoT，クラウド，人工知能と車の関係」 野辺継男（インテル(株））
（5）「着座センサによるドライバー入眠予兆の検知と眠気推定技術」 金子成彦（東京大学大学院）
（6）「車載用ディープラーニング，自動運転用プラットフォーム」 馬路 徹（NVIDIA）
（7） 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部
聴講料：主催学会会員 正員 10,000 円，准員・学生員 無料

非会員 一般 12,000 円，学生 2,000 円（会員，非会員共に消費税込み）
＊電子情報通信学会，電気学会，映像情報メディア学会，照明学会，情報処理学会の会員の方は会員価格で参
加頂けます．
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定 員：80 名（定員になり次第，締め切らせて頂きます）
申込方法：開催日・会員種別・氏名・連絡先（会社学校名・所属・郵便番号・所在地・電話番号）を電子情報通信学会

関西支部の HP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．なお，はがき，FAX，E-mail でも
受け付けますので下記にお申込み下さい．

申込先：〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内
関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催：電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部

四国支部
●専門講習会「IC物理設計講習会」─加算器を作ってみよう─
期 日 平成 27 年 10 月 24 日（土） 10：00～17：00

平成 27 年 10 月 31 日（土） 10：00～17：00
会 場 高知大学理学部情報科学棟 2F 計算機演習室（朝倉キャンパス）

高知市曙町 2-5-1
問合先 豊永昌彦 toyonaga@is.kochi-u.ac.jp

参加される方は事前連絡をお願い致します．
受講料 (1) 10 月 24 日の初日のみの受講は無料．

(2) 10 月 24 日と 10 月 31 日の 2 日間の受講は，電子情報通信学会会員（入会申込み中含む）及び学生は無
料，非会員は 5,000 円．

定 員 先着 30 名程度
講習内容 ･ 10 月 24 日

1．構造概要（座学）
2．エディターの使い方（cont セルの設計）
3．mos の設計
4．inverter の物理設計と検証
5．NANDの物理設計と検証
･ 10 月 31 日
6．半加算器の物理設計と検証
7．全加算器の物理設計と検証

主 催 電子情報通信学会四国支部

──本会・ソサイエティ・グループ・研究専門委員会等主催・共催──

●HCGシンポジウム 2015─伸縮自在なコミュニケーション─
毎年 12 月の恒例となりました，電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）が主催する
HCGシンポジウム 2015 への投稿の御案内です．2011 年のサンポートホール高松（香川県高松市），2012 年のくまもと
森都心プラザ（熊本県熊本市），2013 年の松山市総合コミュニティセンター（愛媛県松山市），2014 年の山口県下関市
の海峡メッセ下関を経て，2015 年は，富山県富山市の富山国際会議場において開催されます．
会 期 平成 27 年 12 月 16 日（水)～18 日（金）
会 場 富山国際会議場（http://www.ticc.co.jp/）
発表申込締切 平成 27 年 8 月 31 日（月） 24：00 JST
発表原稿締切 平成 27 年 10 月 9 日（金） 24：00 JST
発表申込や最新情報につきましては下記URLを御覧下さい．
http://2015.hcg-symposium.org/
HCG シンポジウムは，HCGに属する各研究会はもとより，その他の研究分野との横断的かつ濃密な交流を促進する
ことを狙いとしています．ヒューマンコミュニケーションに関する各種研究，更に新しい研究領域からの野心的，先進
的な研究発表を歓迎します．全ての口頭発表者がインタラクティブ発表でも同一内容を発表でき，幅広い分野の参加研
究者とのディスカッションを行うことができます．皆様の御投稿，御発表，御参加を心からお待ち申し上げております．
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【発表区分】
･口頭発表
･一般の口頭発表の他にオーガナイズドセッション，萌芽的研究内容も受け付けます．
･インタラクティブ発表で同一内容を発表できます．
･インタラクティブ発表．
･デモまたはポスター形式での発表です．
【対象分野】
･ヒューマンコミュニケーション基礎
･ヒューマン情報処理
･マルチメディア・仮想環境基礎
･福祉情報工学
･発達障害支援
･ヒューマンプローブ
･食メディア
･情報の認知と行動
･ヴァーバル・ノンヴァーバル・コミュニケーション
･その他，ヒューマンコミュニケーションに関する全般，あるいは新領域
本シンポジウムは，研究会に関係なく全ての発表申込を統一枠で取扱い，関連研究を集めてセッションを組むことで

研究会間の交流を目指す形式で実施致します．
【オーガナイズドセッション】
今年も注目すべきトピックの研究発表を集めたオーガナイズドセッションを五つ企画しました．
それぞれのトピックの専門家と議論できる貴重な場です．奮って御投稿下さい．
各オーガナイズドセッションの募集内容や投稿方法の詳細につきましては（http://2015.hcg-symposium.org/os）を
御覧下さい．

オーガナイズドセッションⅠ
タイトル：「G空間×ソーシャル・サイバー・フィジカル」
オーガナイザ：蔵田武志（産総研）
内 容：スマートフォンの普及が進み，スマートグラスやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスも普及の兆し

を見せている．ユーザの状況を把握し，情報支援，コミュニケーション支援などを行うには，「G 空間コン
ピューティング」，具体的には，屋内外測位技術や実空間モデリング技術をはじめ，それらにより得られた時
空間情報の活用手段（例：AR/MR），ジオコミュニケーションサービスなどの充実が求められる．本 OS で
は，技術やコンセプトの提案から，ベンチーマーク，応用，実証にいたるまで包括的に発表を募集し，G空間
コンピューティングとソーシャル・サイバー・フィジカルシステムが交差する研究領域についての議論を深め
ることを目的とする．

オーガナイズドセッションⅡ
タイトル：「旅と場所」
オーガナイザ：伊藤昌毅（東大）・飯塚重善（神奈川大）・薄井智貴（名大）・岩井将行（東京電機大）・金杉 洋（東

大）
内 容：モバイル技術や測位技術の普及で，情報サービスにおいて位置情報の利用が当たり前になっています．ナビ

ゲーションや近隣の施設案内だけにとどまらず，古地図の提供によって場所の時間的な変遷を俯瞰させたり，
位置を利用したゲームによって空間の意味をゲームのルールで置き換え人の行動を変容させるなど，情報提供
によって空間から読み取れる意味を強化，変質させ，人と場所との関係や人の空間行動に影響を与えるサービ
スが実現しはじめています．本セッションは，情報技術の登場以前からの人と空間との関係を連想させる「旅
と場所」と題することで，自然や社会におけるより深い文脈に根ざした，位置情報や空間情報の活用を議論し
ます．本セッションは，情報技術分野だけでなく，交通，GIS，地理，観光などの分野からの投稿を歓迎しま
す．

オーガナイズドセッションⅢ
タイトル：「ソーシャル・イメージング」
オーガナイザ：鈴木健嗣（筑波大）・小森政嗣（阪電通大）
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内 容：複数人による社会的行動や相互作用，及びその背後にある関係性を様々な計測技術を駆使して顕在化し明示す
る新しい技術を「ソーシャル・イメージング」と呼びます．ここでは，人々によるインタラクション場面にお
ける社会的行動や情動状態の計測，表情などの非言語情報の相互作用の解析，及び社会的相互作用の可視化な
どに関わるテーマなど，多様なアプローチによる行動解析や社会的相互作用の顕在化，その利用に関わる研究
を募集します．

オーガナイズドセッションⅣ
タイトル：「コミック工学」
オーガナイザ：松下光範（関西大）
内 容：タブレットやスマートフォン等，ディジタル端末で読むことのできる電子書籍が急速に普及しつつある．とり

わけ，ディジタルコミックはその売上げの 8 割を占める主力コンテンツとなっている．ディジタルコミック
は，従来の紙媒体のコミックと異なり物理的な制約がないため，従来のコミックの枠に捉われない表現や利用
が可能である．しかし現状では，多くの作品は単に紙媒体のコンテンツをスキャナで取り込んでそのままディ
ジタル化した静的なものであり，ディジタルコミックの可能性を十分に生かせる状況にはない．本オーガナイ
ズドセッションは，こうした現状を打破しディジタルコミックの可能性を追求するための技術やアプリケー
ションを集めることで，コミック研究の相互理解と研究促進を狙うものである．

オーガナイズドセッションⅤ
タイトル：「雰囲気工学」
オーガナイザ：湯浅将英（湘南工科大）・片上大輔（東京工芸大）・小林一樹（信州大）・田中貴紘（名大）・大村英史

（東京理科大）
内 容：複数の人同士が交わる場やネットにおける複数人の活動の場である twitter や SNS 等，様々な場で雰囲気は作

り出されます．本 OS では，複数人が創り出す様々な「雰囲気」を統一的に扱い，「雰囲気」を構成する原理
やルールを探ることを目指します．例えば下記に関連しそうな発表を募集し，楽しい雰囲気で議論できればと
思います．

･人同士のコミュニケーションやその親密性
･ネット上の SNS や twitter の雰囲気
･複数人，集団となったときの創発的な雰囲気生成の仕組みの解明
･異文化コミュニケーション
･音楽やBGM，プロジェクションマッピングなどのエンターテイメントと雰囲気
･ディスカッション，コミュニティ形成，ソーシャルデザイン等における雰囲気生成

－－－－－－◇－－－－－－◇－－－－－－◇－－－－－－◇－－－－－－

HCGシンポジウム 2015 では，優れた研究発表を下記のとおり表彰する予定です．
･最優秀インタラクティブ発表賞（一般／学生問わず）
･優秀インタラクティブ発表賞（一般）
･学生優秀インタラクティブ発表賞（学生）
･オーガナイズドセッション賞（一般／学生問わず）

昨年は 117 件の研究発表（口頭発表 102 件，インタラクティブ発表のみ 15 件）が寄せられ，活発な議論が交わされ
ました．また，参加者も 226 名と過去最大規模となり，活気あふれるシンポジウムとなりました．今年も皆様の御投
稿，御発表を心よりお待ち申し上げております．
シンポジウムに引き続いて，電子情報通信学会和文論文誌「基礎・境界：A」においてヒューマンコミュニケーショ

ン特集号が予定されております．シンポジウム発表後にブラッシュアップした研究成果を本特集号に御投稿頂ければ幸
いです．また，シンポジウムでの優秀な論文につきましては，本特集号への推薦論文として推薦致します．

情報保障の御案内：視覚や聴覚等に障がいのある方でも参加・発表できるように情報保障を行います．
詳しくは右記URLを御覧下さい．http://2015.hcg-symposium.org/

主 催 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ
協 賛 ヒューマンインタフェース学会，映像情報メディア学会，計測自動制御学会，情報処理学会，日本バーチャル

リアリティ学会，日本音響学会，日本顔学会．日本認知科学会，日本認知心理学会（依頼中含む）


