
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 29 回光通信システムシンポジウム「未来を創る情報技術と光通信」

実行委員長 福知 清（NEC）
実行副委員長 平野 章（NTT）
光通信システム研究会（OCS）では，毎年 12 月に第二種研究会として光通信システムシンポジウムを企画していま
す．本年も 12 月 17 日（木），18 日（金）の両日，第 29 回光通信システムシンポジウムを開催致します．
概要
光通信技術が支えるグローバルな情報通信ネットワークを基盤に様々なサービス・アプリケーションが展開され，多

くの人々がスマートデバイスを手に取る時代が到来しております．第 29 回光通信システムシンポジウムでは，IoT や
第 4次産業革命など更なる変革が叫ばれる社会動向の中で，将来の新しいサービス・アプリケーションを担う「未来を
創る情報技術」に幅広く接し，同分野をリードするエキスパートの方々と，これら情報技術に対して光通信システムが
どのような役割を担えるかを議論します．基調講演には，超高速ロボット技術・センサ技術等の情報技術分野において
第一線で御活躍されている東京大学の石川正俊教授をお招きし，加えて，関連するワークショップや招待講演，ランプ
セッションを企画しています．更に将来の担い手となる若手研究者によるポスターセッション，光通信用部品・計測機
器等の光通信関連製品の展示会，及び委託研究等の最新研究成果を紹介する展示会も併設して開催致します．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 12 月 17 日（木） 12：30～22：00

18 日（金） 9：20～16：25
会場 東レ総合研修センター（三島市末広町 21-9，JR 線三島駅より徒歩 12 分，タクシー 2分．http://www.toray.co.
jp/network/loc_401.html）

［参加費，懇親会，宿泊］
参加費：会員 8,000 円，非会員 11,000 円，学生 1,000 円
懇親会：初日（17 日）夕刻に開催

［参加申込方法］
・光通信システム研究会（OCS）のWeb ページにて受け付けます．

http://www.ieice.org/cs/ocs/jpn/
・会場，宿泊室の収容人員に限りがございます．御希望に添えない場合もあることをあらかじめ御了承下さい．
・お申込みの際に連絡頂いた情報は，OCS 研究会にて管理し，光通信システムシンポジウムの運営，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
＊変更の可能性有り．最新プログラムは，OCS 研究会のWeb ページを参照下さい．

http://www.ieice.org/cs/ocs/jpn/
17 日 12：30～22：00（受付は 11：00 より開始予定）
1．開会の辞
2．基調講演「高速画像処理が拓く新しい知能システムの世界」 石川正俊（東大）
3．2015 年 OCS 表彰式
昨年 9月～今年 8月の光通信システム研究会で発表された論文から，特に優れた論文と若手講演者に対し，それぞれ

論文賞と奨励賞を授与します．
4．ポスターセッション
今回もポスターセッションを実施します．公募形式で原則 33 歳未満の方を対象とします（学術的内容に限ります）．

※前後半に分けて 2部構成にて行います．
5．ワークショップ 1（講演順は変更の可能性があります）「将来を変える新しい情報処理技術」

座長 平野 章（NTT）
(1) 「ポストムーア時代に向けた高性能計算の展開─次世代光技術への期待─」 松岡 聡（東工大）
(2) 「レーザー・OPOネットワークを用いた組合せ最適化マシン」 宇都宮聖子（NII）
(3) 「脳情報の可視化と制御による活力溢れる生活の実現（仮）」 山川義徳（内閣府）
(4) 「ロボットは東大に入れるか」 松崎拓也（名大）

◎18：20～19：50 に懇親会を行います．
6．ランプセッション「コモディティ化ってなに？」
近年，多くの分野において製品の汎用化スピードが著しく，差別化が困難となるコモディティ化が進んでいます．光



通信分野では，新たな価値が付加された製品開発・研究の競争が活発である一方，最新の通信システムで使用されるよ
うな装置や部品であっても，すぐにコモディティ化の流れが起こってしまうようなケースも見受けられます．コモディ
ティ化は，ベンダにとっては過当競争や商権消失の脅威である一方，市場の拡大やサービスの充実に貢献するという側
面もあります．そこで今回のランプセッションでは，コモディティ化の対応例を話題提供頂き，参加者の皆様と，光通
信におけるコモディティ化のメリット・デメリット，対策等を議論します．
オーガナイザ 五十嵐浩司（阪大）
18 日 9：20～16：25（受付は 8：30 より開始予定）
7．招待講演
(1) 座長 西山伸彦（東工大）
「2020 年に向けた移動通信の進化」 藤岡雅宣（エリクソン・ジャパン）
(2) IEEE Photonics Society JC 主催 座長 未定
「フォトニック結晶デバイスの通信／医療応用」 馬場俊彦（横浜国大）
(3) IEEE Communications Society JC 主催 座長 田上 敦（KDDI 研）
「5G時代に向けた移動体通信ネットワークの展望」 松永 彰（KDDI）
(4) 座長 西山伸彦（東工大）
「NHKにおける多視点・立体映像技術の研究開発」 三科智之（NHK）
8．ワークショップ 2
「将来の大容量光通信技術─400G の先へ─」 座長 植之原裕行（東工大）
(1) 「次世代陸上系大容量光伝送システム（仮）」 星田剛司（富士通研）
(2) 「海底ケーブル光通信技術─既設システムの大容量化事業と技術の展望─」 清水克宏（三菱電機）
(3) 「低消費電力・超高速の小型チップサイズ光トランシーバ“光 I/Oコア”の開発」 清水克宏（三菱電機）
(4) 「光伝送技術関連（仮）」 廣岡俊彦（東北大）

9．閉会の辞
［展示会］例年同様，講演会場前ロビーにて展示会を実施します．
12 月 17 日（木） 11：30～12：30，13：55～15：25

18 日（金） 8：30～9：20，10：40～11：00，12：20～13：40
【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）
〒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
協賛 IEEE Communications Society Japan Chapter，IEEE Photonics Society Japan Chapter，超高速フォトニック

ネットワーク開発推進協議会（PIF），フォトニックネットワーク研究専門委員会（PN），光通信インフラの飛
躍的な高度化に関する時限研究専門委員会（EXAT）

●第 29 回多値論理とその応用研究会

座長 井口 幸洋（明大）
日時 平成 28 年 1 月 9 日（土） 14：00～17：55

10 日（日） 9：30～12：15
会場 東北大学電気通信研究所本館 6F大会議室（仙台市青葉区片平 2-1-1．http://www.riec.tohoku.ac.jp/access/）
講演プログラム
9日
1．インデックス生成関数の高速な線形分解について（仮）

○永山 忍（広島市大）・笹尾 勤（明大）・Jon T. Butler（NPS）
2．並列インデックス生成器における線形関数の構成方法 ○円谷 篤・笹尾 勤・井口幸洋（明大）
3．Nested RNS を適用した電波望遠鏡用デジタル分光器用FFTについて

○中原啓貴（愛媛大）・笹尾 勤（明大）・中西裕之（鹿児島大）・岩井一正（NICT）



4．冗長表現に基づく高効率ガロア体算術演算回路の設計
○上野 嶺・本間尚文・菅原幸弘（東北大）・野上保之（岡山大）・青木孝文（東北大）

5．ファジィ情報のエントロピーについて（仮） ○荒木智行・大橋由侑・鈴木 貴・前田俊二（広島工大）
6．Effect 代数における連言演算と含意演算の導入について（仮）

宮島洋文（鹿児島大）・○河口万由香（北大）・近藤通朗（東京電機大）
7．〔招待講演〕 新しい概念のVLSI コンピューティングとその応用を目指して（仮） 亀山充隆（東北大）
10 日
1．初等部における漢字学習支援システムの構築 ○白井浩介・中西敏樹・村上龍一・村中徳明（関西大）
2．ニューラルネットワークを用いた文字評価手法 ○中西敏樹・白井浩介・村上龍一・村中徳明（関西大）
3．ニューラルネットを用いたA/D変換器 ○和保孝夫・石田宇一（上智大）
4．リカレントニューラルネットワークを用いた高性能誤り訂正符号技術

○菅谷直登・夏井雅典・羽生貴弘（東北大）
5．MTJ ベース不揮発FPGAの自動設計環境 ○田畑佑樹・鈴木大輔・羽生貴弘（東北大）
6．Clocked-CMOS 構造不揮発ロジックに基づく高性能 Logic Element 回路の設計

○鈴木大輔・田畑佑樹・羽生貴弘（東北大）
参加資格 特になし
参 加 費 無料
参加申込 当日会場で受付
【会場連絡先】
羽生貴弘・鬼沢直哉（東北大通研）
E-mail：takahiro.hanyu.c4@tohoku.ac.jp，nonizawa@m.tohoku.ac.jp

◎多値論理研究会のホームページ：http://mvl.jpn.org/
主催 ディペンダブルコンピューティング研究専門委員会
共催 多値論理研究会

●アンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ（第 52 回）「平面アレーアンテナの設計」

実行委員長 広川二郎（東工大）
アンテナ・伝播研究専門委員会では，関連する研究専門委員会と連携して，1994 年度から第二種研究会として「ア
ンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ」を開催して参りました．これは，アンテナ・伝搬研究者や技術
者を主たる対象に，設計・解析力の向上を図ることを目的とするもので，これまでにモーメント法及び FDTD法によ
るアンテナ解析，アレーアンテナの適応信号処理及び高分解能到来波推定法，移動通信における多重波伝搬理論，アン
テナ測定法，人体ファントムとアンテナ評価技術，アレーアンテナ設計の基礎，無線タグ用アンテナ設計，メタマテリ
アルの基礎などをテーマに，これまで 51 回のワークショップを企画し好評を頂いております．
今回，第 52 回のワークショップとして，好評でありました第 49 回ワークショップ「平面アレーアンテナの設計」と
同じ内容のワークショップを開催します．本講義では，平面アレーアンテナとして最も広く用いられているパッチア
レーアンテナを主題材として取り上げ，素子アンテナの設計法やアレーの構成法，所望の励振分布を実現する給電回路
の設計法を解説することで，平面アレーアンテナの設計法の習得を目的とします．
講師 木村雄一（埼玉大）
講義内容
(1) アレーアンテナの基礎知識
(2) 平面アレーアンテナの構成と設計法
(3) パッチアレーアンテナの設計例
(4) 導波管スロットアレーアンテナの設計例
上記の講習内容は，若干変更することもございますので御了承下さい．なお，テキストは受講者に約 3週間前に配布

され，予習して頂くことを前提としています．
日時 平成 28 年 1 月 13 日（水） 9：30～17：00
会場 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター（港区芝浦 3-3-6）
受講定員 65 名
受講料（テキスト代金を含む）
一般／会員 15,000 円，非会員 25,000 円
学生／会員 5,000 円，非会員 10,000 円
申し込み受付け後，事務局から受講受付番号と受講料振り込み案内をお送りしますので，それに従って受講料をお支

払い下さい．会員価格での受講を希望される方は，受講申込書に会員番号の記載が必要になりますので，御注意下さ



い．学会への入会手続き中の方は，学会へ提出した入会申込書のコピー等，入会を確認できる資料の提出をお願いしま
す．会員／非会員の受講料の差額は，一般の方については電子情報通信学会年会費のほぼ 3/4，学生の方については年
会費を上まわっております．非会員の方には，この機会に，電子情報通信学会への入会をお勧め致します．入会に関す
る情報は下記のURLを御参照下さい．
電子情報通信学会入会案内：http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html

【受講申込み期間】 10 月 13 日（火)～12 月 15 日（火）
（先着順：満員になり次第締め切ります．期日前の申し込みは無効です．）
【受講申込み方法】 下記URL からお申し込み下さい．なお，受講申込後 1週間以内に事務局からの回答がない場合に
は，総務担当幹事へ申込受付確認の連絡をお願い致します．

http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/
【問合先】 アンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ第 52 回実行委員会
総務担当幹事 道下尚文（防衛大）
E-mail：ap_ac-ws52secretary@mail.ieice.org

主催 アンテナ・伝播研究専門委員会
協賛 IEEE AP-S Tokyo Chapter

●第 9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 28 年 1 月 21 日（木），22 日（金）
会場 博多バスターミナル貸ホール（福岡市）
テーマ：ネットワークのソフトウェア化を推進するソフトウェア技術＋一般（NS研究会と併催）
概要
SDN（Software Defined Network）に代表されるネットワークのソフトウェア化に伴って，今後，ネットワークの構

築・運用・保守に際して，ソフトウェアライフサイクルの各段階における様々なソフトウェア技術の応用が期待できま
す．例えば，SDN ではソフトウェアによってネットワーク（ハードウェア）の動作を規定できますが，このことは，
実際にネットワークを構築するプロジェクトタスクのうちのかなりの工数を占めているネットワークの動作検証に対し
て，ソフトウェア検証技術を利用できる可能性を示唆しています．
本研究会では，ネットワークのソフトウェア化を真に具現化するためのソフトウェア技術について論議し，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：12 月 17 日（木）
一般講演原稿提出：12 月 24 日（木）
ポジションペーパ申込み：12 月 24 日（木）
研究会参加申込み：12 月 24 日（木）



参加費振り込み：1 月 13 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
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/


