
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●テラヘルツ応用システム研究会

委員長 中舎安宏（富士通研） 副委員長 矢板 信（NTT）・笠松章史（NICT）
日時 平成 28 年 2 月 5 日（金） 10：00～17：00（時間は予定，途中施設見学有り）
会場 理化学研究所和光地区仁科ホール
テーマ「テラヘルツ周波数帯近傍の電磁波・光を用いたバイオ応用と関連技術」
概要
近年の最先端エレクトロニクス技術やフォトニクス技術を駆使した光源・検出技術の進展により，テラヘルツ周波数

領域の研究はイメージングや分光等の基礎研究のみでなく，超高速無線通信，セキュリティ技術，物性，環境，農業，
薬学，医療，バイオ・生命科学分野等への拡がりを見せ，産業応用まで目指した研究が活発化しています．
このような背景の下，テラヘルツ応用システム時限研究専門委員会では今回初めて，テラヘルツ周波数近傍の電磁

波・光を用いたバイオ応用研究に焦点を当てた研究会を計画しております．研究会では特にこれらの分野において第一
線で御活躍されている先生方を招待講演にお招きし，御講演頂く予定です．
更に，バイオ以外の他の応用を見据えた最先端デバイス・システム開発や，萌芽的な研究も含めて，皆様から広く一

般講演を募集致します．皆様奮って御参加下さいますよう御案内申し上げます．（詳細は研究会Web ページのプログ
ラムを参照下さい．）
【招待講演】
川瀬晃道（名大）
小川雄一（京大）
田畑 仁（東大）

【特別講演】
阿部知子（理研）

【施設見学】
仁科加速器研究センター（見学希望先着 25 名まで）

【参加費】（予定，資料集代金含む，支払い方法は申込者に別途連絡）
一般：5,000 円，学生：1,000 円

【参加申込】
1．氏名，2．所属，3．連絡先，4．一般／学生の別，5．見学会参加／不参加，6．懇親会参加／不参加を下記申込先
まで電子メールでお知らせ下さい．なお，定員（50 名を予定）に達した場合，締め切らせて頂く可能性があります．

【申込・問合先】
野竹孝志（理研）
E-mail：notake@riken.jp

◎最新情報を研究会Web ページに掲載致しますので，御参照下さい．
http://www.ieice.org/es/thz/

主催 テラヘルツ応用システム時限研究専門委員会

●第 32 回情報ネットワーク・ネットワークシステム研究ワークショップ
基調テーマ：「IoT/NFV 時代のセキュリティ」

情報ネットワーク研究専門委員会委員長 小林秀承（NTT）
ネットワークシステム研究専門委員会委員長 平松 淳（NTT-AT）
情報ネットワーク研究専門委員会及びネットワークシステム研究専門委員会共催によります，第 32 回情報ネット

ワーク・ネットワークシステム研究ワークショップを下記要領にて開催致します．奮って御参加下さいますようお願い
申し上げます．また，お近くの方々もお誘い頂けますと幸いに存じます．
趣旨
世界的に IoT（Internet of Things），NFV（Network Functions Virtualization）の研究開発が急速に進展する中で，
これらと表裏一体をなすサイバーセキュリティ対策について，重要性の認識が高まってきております．本ワークショッ
プでは，IoT，NFV，サイバーセキュリティの分野において，我が国の第一線で活躍されている方々をお招きし，IoT，
NFV のネットワーク的なセキュリティ，設計開発時のセキュリティ（Security by Design），運用時のセキュリティな
どの相互の関係や連携の現状と今後の課題・展望について，御講演及びパネルディスカッションをして頂きます．



日時 平成 28 年 3 月 3 日（木） 13：00～17：50
◎本ワークショップでは，平成 27 年の「情報ネットワーク研究賞」及び「ネットワークシステム研究賞」の表彰を併
せて行います．また，3 月 3 日午前，3 月 4 日 8：50～16：20 に同じ会場にて，情報ネットワーク研究専門委員会並
びにネットワークシステム研究専門委員会併催の第一種研究会を開催致します．ワークショップと時間を分けており
ますので，両方に参加可能です．是非，本ワークショップと併せて御参加下さい．
会場 宮崎シーガイアコンベンションセンター（宮崎市山崎町浜山．宮崎空港からタクシーで 25 分．http://www.
seagaia.co.jp/index.html TEL〔0985〕21-1111）
基調テーマ：「IoT/NFV時代のセキュリティ」
講演内容：下記の“ワークショッププログラム（予定）”を御覧下さい．（内容，講演順序，時間等については変更する
場合もございます．御了承の程，お願い申し上げます．）
ワークショッププログラム（予定）
以下のプログラムを計画しております．最新の情報はワークショップホームページ（http://www.ieice.org/cs/in/
ws/2016/index.html）で御確認下さい．
3 日午前 第一種研究会
一般発表（ネットワークシステム・情報ネットワーク研究会）
午後 ワークショップ
Ⅰ．運営委員長挨拶 小林秀承（NTT）
Ⅱ．招待講演
･ IoT の進化と社会へのインパクト 徳田英幸（慶大）
･ IoT セキュリティの傾向と対策─組込み機器脆弱性レポートから─
荻野 司（重要生活機器連携セキュリティ協議会）
･ IoT 時代に向けた重要インフラのサイバーセキュリティ確保 後藤厚宏（情報セキュリティ大）
･ IoT のマスターピース超低消費電力無線を用いた物流用スマートパレットの取り組み
清水雅史（ユーピーアール）
･ NFV時代のNWアーキテクチャとセキュリティ 岡崎義勝（NTT）

Ⅲ．パネルディスカッション
モデレータ：小林秀承
パネリスト：岡崎義勝・荻野 司・後藤厚宏・清水雅史・徳田英幸

◎18：30～20：00 懇親会（情報ネットワーク研究賞・ネットワークシステム研究賞表彰式含む）
4 日第一種研究会
一般発表（ネットワークシステム・情報ネットワーク研究会）

参加費（税込）：一般 25,000 円 学生（大学院生含む）10,000 円
･参加費は当日受付にて現金でお支払下さい．
･参加費は，ワークショップ資料代を含みます．
･また，3 月 3 日の懇親会費も参加費に含まれております．
･懇親会に参加されない場合でも，上記参加費となります．御了承の程お願い申し上げます．
･同時開催致します第一種研究会の資料代は，参加費には含まれておりません．
･参加申し込み後のキャンセルにつきましては，キャンセル料をお支払い頂く場合もございます．あらかじめ御承知
おき下さい．

宿泊に関する御案内
宿泊はワークショップ，第一種研究会の会場（シーガイアコンベンションセンター）近くのホテルとして，シェラト

ン・グランデ・オーシャンリゾート及びコテージ・ヒムカをお勧め致します．また，旅行代理店とタイアップしまし
て，航空券と宿泊がセットになっております，お得なパックツアーを企画させて頂きました．詳細は下記HPにて御確
認願います．

http://www.ieice.org/cs/in/ws/2016/index.html
ワークショップ事務局では宿泊手配を申し受けておりませんので御注意下さい．
【ワークショップ参加申し込み方法】
下記ワークショップのHPより申込用紙を取得し，所定事項を御記入の上，下記宛てに FAX，または，E-mail によ

り御送付願います．
http://www.ieice.org/cs/in/ws/2016/index.html

【参加申込先】
児玉武司（富士通研サーバネットワーキングプロジェクト）
〒211-8588 川崎市中原区上小田中 4-1-1
TEL〔044〕754-2177，FAX〔044〕754-2672



E-mail：in-ns-ws32-registration@ml.labs.fujitsu.com
【ワークショップ全般に関する問合先】
ワークショップ全般に関する問合せは，以下にお願いします．なお，参加申込（含：参加費に関するお問合せ）につ

いては，前項の参加申込担当（富士通研究所・児玉）宛てにお願い致します．
濱田貴広（IN研究会幹事）
NTTセキュアプラットフォーム研究所
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-4062，FAX〔0422〕59-5637
E-mail：in_ac-kanji-2007@mail.ieice.org
首藤裕一（IN研究会幹事補佐）
NTTセキュアプラットフォーム研究所
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-4066，FAX〔0422〕59-5637
E-mail：in_ac-kanji-2007@mail.ieice.org

主催 情報ネットワーク研究専門委員会，ネットワークシステム研究専門委員会

●第 3回集積光デバイスと応用技術研究会「集積光デバイス技術の進展と新たな応用展開」

委員長 横井秀樹（芝浦工大） 副委員長 馬場俊彦（横浜国大）
日時 平成 28 年 3 月 3 日（木） 13：20～21：30（受付 13：00～）

4日（金） 9：00～16：30
会場 東レ総合研修センター（三島市末広町 21-9．TEL〔055〕980-0333 http://www.toray.co.jp/network/loc_401.
html）
集積光デバイスと応用技術時限研究専門委員会は，光デバイスの高性能化・高機能化・集積化技術を中心に，特にそ

の応用技術を含めた研究分野に関する情報交換，議論の機会を提供しています．第 3 回は，集積光デバイスの進展と
様々な分野への新たな応用展開に関する魅力的な招待講演，深い議論が可能なランプセッション，次代の産業界を担う
学生との交流を図る学生ポスターセッションを盛り込んだ 1泊 2日の研究会として企画しております．多数の方々の御
参加をお待ちしております．
プログラム（変更になる可能性がある場合がございます．）
3 日
1．委員長開会のあいさつ 横井秀樹（芝浦工大）
2．〔招待講演〕 アレイアンテナ電極電気光学変調器と高密度環境 5 G無線システムへの挑戦

村田博司・井上敏之・塩見英久・岡村康行（阪大）
3．〔招待講演〕 面発光レーザによる高速ビームスイッチングと高解像ビーム掃引 小山二三夫（東工大）
4．〔招待講演〕 パタン化されたフォトニック結晶波長板のデバイス応用

川上彰二郎（仙台応用情報学研究振興財団／フォトニックラティス）
5．〔招待講演〕「光集積回路」の半世紀・半生記・反省期 中島啓幾（早大）
6．学生ポスターセッション
7．ランプセッション：集積光デバイスの進展と今後への期待

小路 元（住友電工）・儲 涛（中国科学院）・中島啓幾（早大）・中野義昭（東大）
4 日
1．〔招待講演〕 フォトニック結晶レーザ 野田 進（京大）
2．〔招待講演〕 ナノレーザバイオセンサ 馬場俊彦（横浜国大）
3．〔招待講演〕 中国における光集積技術の進展状況 儲 涛（中国科学院）
4．〔招待講演〕 集積化シリコン光変調器の動向と展望 小川憲介（フジクラ）
5．〔招待講演〕 太陽系外惑星の直接および間接観測 西川 淳（国立天文台）
6．〔招待講演〕 パルス合成による広帯域コム発生技術とその計測応用

柏木 謙（東京農工大）・黒川隆志（国立天文台／東京農工大）
7．〔招待講演〕 VCSEL アレイを用いた無線給電方式の研究 宮本智之（東工大）
8．〔招待講演〕 GaN-HEMT増幅器の応用展開 渡部慶二・廣瀬達哉・常信和清（富士通研）
9．ポスターセッション優秀賞表彰・閉会あいさつ 馬場俊彦（横浜国大）
参加資格 特に問いません．
参加費 一般宿泊者 18,000 円，一般日帰り者 5,000 円

学生宿泊者 10,000 円，学生日帰り者 1,000 円



参加申込
宿泊での参加者は 2 月 3 日（水）までに，電子メールで幹事・清水（東京農工大）（h-shmz@cc.tuat.ac.jp）宛，氏
名，所属，連絡先をお知らせ下さい．日帰りでの参加者は研究会開催当日，会場にて受け付けます（事前申込不要）．
【講演申込・問合先】 幹事
清水大雅（東京農工大）
TEL & FAX〔042〕388-7996
E-mail：h-shmz@cc.tuat.ac.jp
向原智一（古河電工）
TEL〔0436〕42-1771，FAX〔0436〕42-1775
E-mail：tmuka@yokoken.furukawa.co.jp

◎最新情報は，集積光デバイスと応用技術時限研究専門委員会のホームページを御覧下さい．
~http://www.ieice.org/~ipd/jpn/welcome.html

主催 集積光デバイスと応用技術時限研究専門委員会
協賛 （予定）光エレクトロニクス研究専門委員会，レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会，シリコンフォト

ニクス時限研究専門委員会，IEEE Photonics Society Japan


