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◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 7回安全・安心な生活のための情報通信システム（ICSSSL）研究会

委員長 岡田和則（NICT) 副委員長 田村 裕（中大）・中野敬介（新潟大）
私たちの日常生活は，大地震，豪雨，竜巻等の自然災害から，交通事故や誘拐等児童への犯罪まで，様々な脅威にさ

らされています．これらの被害を避ける，軽減する，更には，大規模災害時の復興や地域再生のために，情報通信シス
テムが果たせる役割は大きいと考えられます．当研究会では，真に役立つ情報通信システムの実現のため，これらの情
報通信技術の研究開発だけでなく，災害時に求められる情報の在り方などの社会科学分野などとの学際的な検討を目指
しています．
10 月 1 日（木）・2 日（金）に，本研究会を開催します．安全・安心な生活を送るために必要となるネットワークや

情報伝達にかかる理論から実践，更には，情報処理の観点から災害発生前後で活用できる仕組みに至るまで，幅広く研
究成果の発表が予定されています．それぞれの専門性を「安全・安心な生活の実現」に向け，議論を重ね，総合的に解
決方策を検討します．
また，東日本大震災の時にNTTのネットワークオペレーションセンタでネットワークの管理を指揮されていました
日本電信電話株式会社ネットワークサービスシステム研究所主席研究員高橋禎一様より「大規模災害時におけるネット
ワークオペレーションセンタの役割と課題」と題して特別講演を頂く予定です．
本研究会の後に引き続き，NEXCO 東日本新潟支社が主催する「関越トンネル開通 30 周年記念シンポジウム」が，

同会場（ナスパニューオータニ）にて開催されます．本時限研究専門委員会は，後援として参加しております．参加費
は無料（意見交換会は会費制）ですので，こちらにも，奮って御参加下さいますよう，よろしくお願い致します．2 日
のシンポジウムとその後の意見交換会，3 日（土）の見学会の申し込みについては，http://www.niigata-hatsu.com/
kanetsutunnelsymposium.html からお願い致します．
期日 平成 27 年 10 月 1 日（木），2 日（金），3 日（土）

1日（木） 午後～2日（金）午前：第 7回研究会
2日（金） 午後：関越トンネル開通 30 周年記念シンポジウム
3日（土） 午前：現地見学会（希望者，関越トンネル，谷川岳 PA等）

会場 1 日：NEXCO 新潟支社湯沢管理事務所（南魚沼郡湯沢町大字神立 1159，JR：越後湯沢駅徒歩 20 分，関越自動
車道湯沢 IC側）
2日午前：ナスパニューオータニ（南魚沼郡湯沢町湯沢 2117-9，JR 越後湯沢駅徒歩約 25 分，タクシーまたはシャト
ルバス約 3分，http://www.naspa.co.jp/access/）
プログラム
1日（14：00～16：30）
1．輸送機のエピデミック通信による情報伝達に関する考察

○岩崎正幸・柄沢直之・中野敬介（新潟大）・田村 裕（中大）
2．情報滞留場所の数，位置及び大きさによる情報配信への影響について ○宮北和之・中野敬介（新潟大）
3．パブリックスペースを考慮した情報滞留について

○柏原篤志・松本 峻・田村 裕（中大）・柄沢直之・中野敬介（新潟大）
4．災害輻輳発信可能時間帯規制による一人あたりの発呼間隔への影響

○佐藤大輔（NTT）・高野裕治（同志社大）・須藤竜之介（九大）・持田岳美（NTT）
5．〔特別講演〕 大規模災害時におけるネットワークオペレーションセンタの役割と課題 高橋禎一（NTT）
2 日（10：30-11：45）
1．個人における津波避難経路決定支援ツールのプロトタイプ版 ○関川貴大・井ノ口宗成・田村圭子（新潟大）
2．地図と帳票を連携させた災害対応情報記録ツールの開発 井ノ口宗成（新潟大）
3．関越トンネルの安全・安心を守るトンネル内設備について 未定（NEXCO東日本）
◎御興味のある皆様の御参加をお待ちしております．また，懇親会（参加費 4,000 円程度）も 1日の夕方に企画してお
りますので，奮って御参加下さい．

【参加申込】
氏名，連絡先，懇親会参加の有無を，下記申込先へ 9月 18 日（金）までに，お申し込み下さい．
参加費：一般 2,000 円，学生 1,000 円

【申込先・問合先】
井ノ口宗成（新潟大）
TEL〔025〕262-6115，FAX〔025〕262-7050
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川上 博（NTTドコモ）
TEL〔046〕840-3870，FAX〔046〕840-3781

◎最新情報と過去の研究会プログラムを下記Web ページに掲載致しておりますので御参照下さい．
http://www.ieice.org/ess/icsssl/

主催 安全・安心な生活のための情報通信システム時限研究専門委員会
協賛 IEEE Circuits and Systems Society Japan Chapter

日本シミュレーション学会多次元移動通信網研究専門委員会
後援 NEXCO東日本新潟支社

●第 8回ネットワークソフトウェア研究会

委員長 荻野長生（KDDI 研）
研究会の内容
ネットワークシステム研専配下の第二種研究会であり，ネットワークの変革がソフトウェア技術にもたらすインパク

トや，ソフトウェアの技術革新がネットワークサービスに及ぼす変革に対して問題意識を持ち，ネットワークソフト
ウェア技術に対する要求条件や実現技術について議論をします．本研究会では企業・大学における研究，教育上の課題
のみならず，製品開発や保守運用上の課題など，研究から実用化までを通した幅広い課題を対象として解決法を探りま
す．
期日 平成 27 年 10 月 30 日（金）
会場 工学院大学新宿キャンパス（新宿区）
テーマ：ネットワーク仮想化時代を支えるソフトウェア開発・品質管理手法＋一般
概要
ネットワークの仮想化が進む中，ネットワーク機能のソフトウェア開発においては，ますます多様なサービス要件，

高度な機能要件へ柔軟かつスピーディに対応していくことが求められています．このような状況下，ソフトウェア開発
手法や品質保証の分野での技術革新が重要となってきております．
本研究会では，アジャイル開発，テスト駆動開発といった比較的新しい開発手法の導入やこれまでと異なる開発手法

を取り入れた場合の新しい品質指標や考え方について議論し，新しい研究課題の発掘や進行中の研究の更なる進展を目
指していきます．
本研究会の特徴
参加者の産学のバランスがよく，更に時間にとらわれず活発に議論する風土がありますので，発表者は様々な角度か

ら多数のフィードバックを得ることができます．また，他研究会には例を見ない独特の発表形式を採用しておりますの
で，発表者は目的に応じた議論を自由に展開することができます．これにより，検討結果の発表だけでなく検討経過や
問題提起等についても発表・議論して頂けます．
また，本研究会では，議論を促進することを目的としてディスカッション賞を設けています．有意義なディスカッ
ションを頂きました参加者が受賞対象となります．是非活発な議論をお願い致します．
【発表形式】 下記 2種類の発表形式からお選び下さい．
一般講演：掘り下げた議論を御希望の方向け
1件あたり標準で 50 分．発表者からのプレゼンテーションは 20～25 分以内とし，残りの時間を質疑応答に割り当て
ることで，深く掘り下げた議論や多様な視点からの広範なフィードバック獲得が可能となります．
ポジションペーパ：構想段階等にて意見を収集したい方向け
1件あたり約 5～15 分程度で，一般講演するほどの内容ではないが，是非意見交換をしたい内容などについて，発表

者の目的に応じた自由な形式で議論して頂けます．
【各種締切】
一般講演申込み：10 月 1 日（木）
一般講演原稿提出：10 月 8 日（木）
ポジションペーパ申込み：10 月 8 日（木）
研究会参加申込み：10 月 8 日（木）
参加費振り込み：10 月 21 日（水）
【一般講演の申込と原稿提出】
・申込方法
講演者氏名，共著者名，所属，講演題目，概要（400 字程度），連絡先（住所，E-mail アドレス，電話番号），講演

者の方の参加費種別（一般／学生）を明記の上，期日までに電子メールでお申し込み下さい．講演者の方は参加申込み
もされたものとみなしますので，下記参加申込みに関する注意事項も合わせて御確認下さい．
・原稿提出方法
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PDF ファイルにて，電子メールでお送り下さい．PDF ファイルは全てのフォントを埋め込んで作成して下さい．原
稿の体裁は規定していませんが，PowerPoint などの発表スライドを原稿として提出される場合は，1 ページあたり 1
スライドとなるよう PDF化して下さい．発表スライドで頂きました原稿は，投稿状況に応じて 1ページあたり 2スラ
イドまたは 4スライドの形式で予稿集へ掲載させて頂きますので，あらかじめ御了承下さい．
【ポジションペーパの申込と原稿提出】
申込方法は，上記の一般講演と同様です．原稿は，PDFファイル（A4判 1 枚・様式自由）にて，電子メールでお送

り下さい．
※ポジションペーパの申込・原稿提出は上記期日を過ぎてからも受け付けます．ただし期日以降の申込・原稿提出を御
希望の方は，事前に電子メール等にてお問い合わせ下さい．場合によっては印刷した原稿を持参して頂くこともござ
います．また期日以降の申込では予稿集に氏名・所属が掲載されませんので御注意下さい．

【参加申込】
氏名，所属，連絡先（住所，E-mail アドレス，電話番号），参加費種別（一般／学生）を明記の上，期日までに電子

メールでお申し込み下さい．研究会に参加した方々の議論・意見交換活性化のため，当日紙配布する参加者名簿に氏
名・所属・E-mail アドレスを掲載予定ですが，問題等ございましたら御連絡下さい．
【参加費（予定）と参加費支払方法】
一般 7,000 円 学生 3,000 円
参加費を期日までに下記口座へお振り込み下さい．なお，振込後の参加費の返還には応じかねますので，御了承下さ

い．請求書が必要な場合は，参加申込の際にその旨をお知らせ下さい．
＜振込先口座＞
銀行名：みずほ銀行 支店名：三鷹支店
口座名：ネットワークソフトウェア研究会
口座番号：普通 4298770
【予稿集の事前配布】
講演内容の理解促進及び質疑応答の更なる充実を目的に，希望する参加者の方へ予稿集を事前配布（郵送）します．

事前配布を希望される方は，参加申込の際にその旨をお知らせ下さい．なお，期日までに参加費を振り込むことが事前
配布の条件となりますので，御了承下さい．
【講演・参加申込先・原稿提出先】
北野雄大（NTT）
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-3890
E-mail：ns-nws-secretariat@mail.ieice.org

【研究会全般に関する問合先】
上茶 雄（NTT）
TEL〔0422〕59-6324

主催 ネットワークシステム研究専門委員会ネットワークソフトウェア研究会運営委員会
http://www.ieice.org/~nws/

●第 28 回情報伝送と信号処理ワークショップ

実行委員長 横谷哲也（三菱電機）
テーマ：IoT 時代の情報通信を考える
近年，IoT（Internet of Things）の概念の定着により，通信ネットワークは，トリリオンセンサから 4 K/8 K といっ
た超高精細映像までを収容する「スケールフリー時代」に本格突入したと言えます．言い換えれば，通信ネットワーク
がないと何もできない時代になり，社会全体から通信技術の発展に大きな期待が寄せられていると言えます．このよう
な中，28 回目となる本年のワークシップでは，通信ネットワークを造る側，使う側の両面から有識者をお招きし，現
状の通信ネットワークの期待と課題及び今後の展望，また，それに必要な通信技術のあり方について御指導頂き，ま
た，大いに議論をさせて頂きたいと考えます．開催当日は，北海道は，寒くなる季節を迎えておりますが，雄大な大自
然の中，熱い議論を繰り広げたいと考えます．今後の通信ネットワークを支える若者を含め，多数の御参加をお待ちし
ております．
期日 平成 27 年 11 月 11 日（水)～13 日（金）
会場 層雲峡温泉ホテル大雪（上川郡上川町層雲峡．http://www.hotel-taisetsu.com TEL〔0120〕123-717（TEL
〔01658〕5-3211））
講演 テーマ：IoT 時代の情報通信を考える
以下のセッションを計画しています．なお，スケジュール等は変更になる場合があります．最新情報は学会ホーム
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ページ（http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/csws/）にて御確認下さい．
11 日（15：00～18：15）
オープニング 横谷哲也（三菱電機）
第 1セッション（15：15～18：15）〔座長：梅原大祐（京都工繊大）〕
1．〔招待講演〕 自動運転のための情報処理技術 二宮芳樹（名大）
2．〔招待講演〕 電力のパケット化とルーティング─ハード実現とその数理─ 引原隆士（京大）
3．〔招待講演〕 ビットコインのしくみとマイクロペイメントに向けた優先制御メカニズム 笠原正治（奈良先端大）
夕食・懇親会（19：00～21：00）
12 日（9：00～12：00）CS研究会 第一部
第 2セッション（13：00～18：00）〔座長：上田裕巳（東京工科大）〕
1．〔招待講演〕 ITS を基盤とする情報通信サービスの創生 間瀬憲一（新潟大）
2．〔招待講演〕 IoT 時代の分散コンピューティング─人・モノに応じたサービスコンテンツやアプリの動的分散配備
によるサービス品質向上─ 阿比留健一・小川 淳・上野 仁（富士通研）
〔座長：横谷哲也（三菱電機）〕
3．〔招待講演〕 次世代工場の国際標準化─IEC MSBの活動より─ 堤 和彦（三菱電機）
4．〔招待講演〕 IOT/CPS に関する産業界の取り組みと今後の期待 島田啓一郎（ソニー）
5．〔フェロー講演〕 研究会活動を支援する知的データシステムの構築と未来 辻岡哲夫（阪市大）
講師を囲んで（交流会）（20：30～）
13 日（9：00～12：00） CS研究会第二部
【参加申込】
参加申込締切 10 月 9 日（金）
参加費（予稿集込）
学会員 25,000 円，非会員 30,000 円，学生 10,000 円
宿泊費：16,000 円（2泊／全参加者共通），追加予稿集：4,000 円
＊参加費，宿泊費につきましては，振込のみのお支払いとなります．
参加申込手続き
学会ホームページ（http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/csws/）の CS ワークショップ参加申し込みフォームにてお申
し込み下さい．宿泊，及び航空券手配につきましても CSWS パックを御用意しておりますので，同フォームよりお申
し込み下さい．会場案内等の詳細は上記学会ホームページを御覧下さい．
・参加費の銀行振込先は下記のとおりです．

振込先：みずほ銀行（銀行コード：0001）
横須賀支店（店番号：390） 口座番号：2054773
CSWS実行委員会（シーエスダブルエスジツコウイインカイ）

なお，振込通知（金額内訳を明記）を下記までE-mail，FAX等で行って下さい．
会計幹事 山崎敬広
E-mail：yamazaki.takahiro@lab.ntt.co.jp
FAX〔046〕855-1284

【問合先】
松永統行
E-mail：m-matsunaga@bx.jp.nec.com

主催 情報伝送と信号処理ワークショップ実行委員会
通信方式研究専門委員会


