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◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 29 回回路とシステムワークショップ

第 29 回回路とシステムワークショップ実行委員長 冨山宏之（立命館大）
第 29 回「回路とシステムワークショップ」を，本年は立夏の北九州で開催致します．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，趙孟佑先生（九工大）に超小型衛星（Lean Satellite）の御講演をお願いしております．ワーク
シップでは，分野間交流が一層活発となるよう，従来の合同セッションのみならず，新しい試みとして，Work in
Progress セッション（ポスター）などの企画も準備しております．

関連分野の最先端の研究成果にいち早く接することのできる機会でもあります．皆様の御参加，心よりお待ち申し上
げます．Web ページ：http://www.ieice.org/ess/kws/
期日 平成 28 年 5 月 12 日（木），13 日（金）
会場 北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野 3-9-30，TEL〔093〕541-5931）
会場受付

5 月 12 日（木） 8：30～，13 日（金）8：30～ 北九州国際会議場 1 階事務室
特別招待講演「超小型衛星（Lean Satellite）─システム工学の新たな展開─」 趙 孟佑（九工大）
招待講演：下記の招待講演などを企画しています．

「車載デバイスの進化の方向性─エネルギー革新と自動運転の視点から─」 石原秀昭（デンソー）
「単一インダクタ多出力 DC-DC Converter の実現」 高井伸和（群馬大）
「画像・映像信号のためのセキュリティ技術」 今泉祥子（千葉大）
「マイクロホンアレーによる音源追尾技術」 陶山健仁（東京電機大）
「相補型原子スイッチを用いた低電力不揮発プログラマブルロジック」 宮村 信（NEC）
「VLSI 配置・配線問題における解の表現と最適化」 中武繁寿（北九州市大）
「大規模グラフ解析と都市 OS の開発：ヒト・モノのモビリティに関する新しい数理モデルとその応用」

藤澤克樹（九大）
「多面体の展開図の列挙について」 堀山貴史（埼玉大）
参加費：早期申込期限（4 月 11 日（月））までに申し込みされた場合，参加費が下記の通り異なります．
4 月 11 日（月）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．

4 月 11 日（月）まで 4 月 12 日（火）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 Web サイトよりお願いします．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 4 月 18 日（月）までに（早期申

込の場合は 4 月 11 日（月）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
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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：

笹岡直人（会計・参加担当幹事）
〒680-8552 鳥取市湖山町南 4-101
鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
TEL & FAX〔0857〕31-5493
E-mail：kws-29regist@mail.ieice.org

アクセス：JR 小倉駅より北へ，徒歩 10 分．（JR 小倉駅北口・ペデストリアンデッキの「動く歩道」を降りた所から
「西日本総合展示場」方向へ右折，そのまま直進して，道路を横断して左折した右手側に「北九州国際会議場」がご
ざいます．）
アクセスの詳細につきましては，下記を御参照下さい．

＊「北九州国際会議場」までの，より詳細な交通アクセス案内ページ http://convention-a.jp/access/
＊「駐車場・駐輪場」の案内ページ http://convention-a.jp/access/parking/
＊隣接する「リーガロイヤルホテル小倉」（懇親会会場）の案内ページ

http://www.westin-awaji.com/guide/access/
会場に関する問合先：

相田 慎（出版・広報・会場担当幹事）
〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
豊橋技術科学大学大学院工学研究科情報・知能工学系
TEL〔0532〕44-6871，FAX〔0532〕44-6873
E-mail：kws-29local@mail.ieice.org

※プログラムやイベント等の詳細及び最新情報は，ワークショップの Web サイトを御覧下さい．
プログラム
5月 12 日
セッションAC1-1 低電圧低消費電力回路（9：10～10：30）部屋：21 会議室
座長：廣瀬哲也（神戸大）
1．FinFET を用いた断熱的論理回路に逆バイアスを加えることによる 4×4 bit 乗算器における消費電力低減効果

大野修平・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
2．断熱回路用レクテナで動作する CMOS 論理回路の信号波形の改善 坂井雅司・関根敏和・高橋康宏（岐阜大）
3．近似的予測戦略に基づく畳み込みニューラルネットワークプロセッサの低電力化

氏家隆之・廣本正之・佐藤高史（京大）
4．MEMS マイクロロボットに実装可能な集積回路による人工ニューラルネットワークの開発

杉田和貴・岩田 蛍・岡根佑樹・高藤美泉・内木場文男・齊藤 健（日大）
セッションAC1-2 ばらつき信頼性考慮シミュレーション（10：40～12：00）部屋：21 会議室
座長：西澤真一（埼玉大）
5．ホワイトボックス AES 暗号回路の実装と回路難読化の評価

松岡俊佑（旭川高専）・藤枝直輝・市川周一（豊橋技科大）
6．信号確率伝播に基づいたプロセッサのための NBTI 起因最大遅延パスの抽出

辺 松・新谷道広・森田俊平・粟野浩光・廣本正之・佐藤高史（京大）
7．代表パス抽出による劣化緩和セル置換箇所の高速な選択手法

森田俊平・辺 松・新谷道広・廣本正之・佐藤高史（京大）
8．65 nm FDSOI プロセスにおけるランダムテレグラフノイズの測定と評価

駒脇拓弥・大島 梓・岸田 亮・小林和淑（京都工繊大）
セッションWIP ポスターセッション（12：00～13：30）部屋：イベントホール
座長：高橋康宏（岐阜大）
9．スマートカード用暗号用論理回路のための断熱的論理回路の電流ばらつき評価

河原純平・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
10．全自動合成による 65 nm CMOS インバータアレイ型アナログコンパレータ

村井祐輔・石井宏幸・中司賢一（九工大）
11．65 nm SOTB プロセスによる断熱的論理回路 CSSAL を用いた応用回路の検証

山本秀朗・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
12．FinFET による断熱的論理回路の出力改善の検討 林 勇輝・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
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13．集中定数回路モデルを用いた無線電力伝送デバイスの最適設計手法
林 康平・岡部謙志・石田 誠・秋田一平（豊橋技科大）

14．DC/DC コンバータの高位抽象モデリングに関する基礎検討
山下寿希也・谷口一徹（立命館大）・松本卓也（神戸大）・福井正博（立命館大）

15．SDR 技術を用いた FTD の新しい計測手法の基礎的検討 小野寺航平・萩野達雄・小室貴紀（神奈川工科大）
16．電力回生を考慮した電子負荷装置の基礎研究 田村智道・小室貴紀（神奈川工科大）
17．13.56 MHz スイッチング動作に向けた SiC MOSFET と JFET の動特性の評価

稲森 奨・古田 潤・小林和淑（京都工繊大）
18．外部雑音を用いない Pre-inverse 型 ANC システムに関する研究

岡野圭佑・皆木亮祐・大槻和志・笹岡直人・伊藤良生（鳥取大）
19．時系列データのリアプノフ指数計算における微小球半径の Grassberger-Procaccia 法による推定

望月彰太・佐々木博弥・鎌田弘之（明大）
20．ノード位置推定を用いた無線 LAN のスループット向上手法に関する研究

庄田駿一・劉 錦・畠中理英・尾上孝雄（阪大）
21．低演算リソース環境に適した月面クレータの高速検出法に関する研究

中浜優佳・岡田怜史・森部美沙子・滝野達也・野村 出・鎌田弘之（明大）
22．繰り返し核ノルム最小化を用いたクリッピングノイズ除去

佐々木亮平・高橋智博（東京理科大）・小西克巳（工学院大）・古川利博（東京理科大）
23．計算と通信を同時に行うハードウェアを生成するメモリアクセス最適化技術

石川大輔・瀬戸謙修（東京都市大）
24．FPGA ベースの組込みシステムを対象とした階層型マルチコア／メニーコアアーキテクチャの設計

武苗棟之・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
25．整数計画法に基づく並列化可能タスクのスケジューリング

島田佳奈・北野将梧・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
26．クアッドコプターによる荷物配送に向けた低消費エネルギー配送経路探索の基礎検討

根來俊輔・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
27．QEMU を用いた IoT シミュレーション・フレームワーク 柴田敦也・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
28．FPGA 上のヘテロジニアス・マルチコア向け OpenCL 環境 高井俊輔・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
29．スマートハウス実現のためのセンシングシステムの設計と試作

本多利成・山元貴普・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
30．クアッドコプターの垂直及び水平飛行における電力消費特性の解析とモデリング

前川児太郎・三戸祐一郎・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
セッションCD1-1 招待講演（離散最適化）（13：15～14：45）部屋：21 会議室
座長：高橋篤司（東工大）
31．〔招待〕 VLSI 配置・配線問題における解の表現と最適化 中武繁寿（北九州市大）
32．〔招待〕 大規模グラフ解析と都市 OS の開発─ヒト・モノのモビリティに関する新しい数理モデルとその応用─

藤澤克樹（九大）
セッションCD1-2 離散システム理論（15：00～16：15）部屋：21 会議室
座長：田岡智志（広島大）
33．フォトカプラに用いられるフォトダイオードアレイのグリッド分割を用いた設計手法

鶴岡秀樹・藤吉邦洋（東京農工大）
34．単色辺からなるグラフのトラックレイアウト 宮内美樹（NTT）
35．多義的クラシファイア集合獲得問題のための整数線形計画モデルを用いたデコーダ設計における多義性の有用性に

ついて 稲元 勉・樋上喜信（愛媛大）
セッションD1-1 招待講演（幾何的な図形の数理）（10：45～11：45）部屋：22 会議室
座長：山中克久（岩手大）
36．〔招待〕 多面体の展開図の列挙について 堀山貴史（埼玉大）
セッションA1-1 招待講演（車載システム）（13：45～14：45）部屋：22 会議室
座長：關根惟敏（静岡大）
37．〔招待〕 車載デバイスの進化の方向性─エネルギー革新と自動運転の視点から─ 石原秀昭（デンソー）
セッションA1-2 招待講演（電源）（15：00～16：00）部屋：22 会議室
座長：原田知親（山形大）
38．〔招待〕 単一インダクタ多出力 DC-DC Converter の実現 高井伸和（群馬大）
セッションB1-1 フィルタ設計（10：45～12：00）部屋：33 会議室
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座長：越田俊介（東北大）
39．探索の多様性を持続する GA による CSD 係数 FIR フィルタ設計 有江勇人・陶山健仁（東京電機大）
40．多様化能力を向上した PSO による IIR フィルタ設計 山本健造・陶山健仁（東京電機大）
41．係数同一制約を用いた安定な IIR フィルタの設計 平川友大・中本昌由・山本 透（広島大）
セッションB1-2 招待講演（複素マイクロホン音響信号処理）（13：50～14：45）部屋：33 会議室
座長：杉浦陽介（埼玉大）
42．〔招待〕 マイクロホンアレーによる音源追尾技術 陶山健仁（東京電機大）
セッションB1-3 招待講演（画像用セキュリティ技術）（15：00～15：55）部屋：33 会議室
座長：白井啓一郎（信州大）
43．〔招待〕 画像・映像信号のためのセキュリティ技術 今泉祥子（千葉大）
セッションSP 特別招待講演（16：30～17：30）部屋：メインホール
44．〔招待〕 超小型衛星（Lean Satellite）─システム工学の新たな展開─ 趙 孟佑（九工大）
表彰式・懇親会（18：00～20：00）会場：リーガロイヤルホテル小倉「エンパイア」
5月 13 日
セッションC2-1 マルチコア・メニーコア設計（9：15～10：30）部屋：21 会議室
座長：高瀬英希（京大）
1．マルチコア・タスクスケジューリング問題に対するモンテカルロ木探索の適用

北野将梧・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
2．GPU 向け OpenCL プログラムのマルチコアプロセッサ上でのスレッド制御方式

北條直久・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
3．並列化可能なリアルタイムタスクのメニーコアへの静的マッピング 徐 亦檸・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
セッションC2-2 招待講演（次世代素子）（10：45～11：45）部屋：21 会議室
座長：小林和淑（京都工繊大）
4．〔招待〕 相補型原子スイッチを用いた低電力不揮発プログラマブルロジック

宮村 信・阪本利司・多田宗弘・杉林直彦（NEC）
セッションC2-3 VLSI 設計技術 1（13：30～14：45）部屋：21 会議室
座長：小平行秀（会津大）
5．半正定値計画緩和に基づく擬似スティッチを用いた TPL のためのレイアウト分割手法

半田昌平・高橋篤司・中田和秀・松井知己（東工大）
6．高速かつ低電力なソフトエラー耐性をもつ Fast-SEH ラッチの設計

田島咲季・史又 華・戸川 望・柳澤政生（早大）
7．スパースモデリングのハードウェア化による高速化 古川拓実・清水尚彦（東海大）
セッションC2-4 VLSI 設計技術 2（15：00～16：15）部屋：21 会議室
座長：高前田伸也（奈良先端大）
8．法 2n-1 上の剰余 CSD 数表現と剰余 SD 数乗算への適用 田中勇樹・中村康資・魏 書剛（群馬大）
9．配列型近似乗算器の設計と解析 山元貴普・谷口一徹・冨山宏之・山下 茂（立命館大）・原 祐子（東工大）
10．並列インデックス生成器のための線形変換回路合成手法に関する一考察 松永裕介（九大）
セッションA2-1 シミュレーション技術（9：15～10：30）部屋：22 会議室
座長：齊藤 健（日大）
11．SPICE を用いたビニールハウスの熱気流シミュレーション手法 中林啓司（奈良市）
12．デスクリプタシステム表現を用いる回路方程式の一定式化 斉藤大輔・関根敏和・高橋康宏（岐阜大）
13．確率的に結合が切り替わる多角形発振器ネットワークの同期現象 上手洋子・西尾芳文（徳島大）
14．整数計画ソルバーを用いた区分的線形抵抗回路の全ての特性曲線を求める簡単な方法

山村清隆・石黒 俊（中大）
セッションA2-2 パワーデバイス（10：45～12：00）部屋：22 会議室
座長：坂井栄治（崇城大）
15．パッケージの熱伝達特性推定に基づく自己発熱考慮パワー MOSFET モデル

大石一輝・新谷道広・廣本正之・佐藤高史（京大）
16．ゲート電圧依存性を考慮した縦型 SiC パワー MOSFET のボディダイオードモデル

周 瑞・新谷道広・廣本正之・佐藤高史（京大）
17．高電圧・大電流領域のスイッチング特性を再現する SiC-FET チップモデル

坂入寛之・柳 達也・大嶽浩隆・黒田尚孝（ローム）・谷川博章（キーサイト・テクノロジー）・中原 健（ローム）
セッションA2-3 アナログ回路設計・シグナルインテグリティ（13：30～14：50）部屋：22 会議室
18．部分最適化によるコンパレータの自動設計
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吉澤 慧・高井伸和・鈴木研人・加藤雅人・関 洋明・大河内一登（群馬大）
19．冪乗で昇降圧できるスイッチトキャパシタ電源

岩永友也・寺田晋也（熊本高専）・江口 啓（福岡工大）・大田一郎（熊本高専）
20．極低入力電圧を昇圧するチャージポンプ回路の設計

辻 佑斗・廣瀬哲也・尾崎年洋・浅野大樹・小國一道・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）
21．25 Gbps/ch リタイマ IC 向けパワー／シグナルインティグリティ設計

古後健治・川本高司・結城文夫・乗松崇泰・高武直弘（日立）
セッションB2-1 画像処理（9：15～10：30）部屋：33 会議室
座長：黒崎正行（九工大）
22．クレータマッチングアルゴリズムの FPGA への実装

岡田怜史・中浜優佳・森部美沙子・野村 出・滝野達也・鎌田弘之（明大）
23．HEVC リアルタイム符号化処理における符号化効率とメモリ帯域のトレードオフを考慮した動き検出

宮島弘大・矢野心慈・藤田 玄（阪電通大）
24．多視点マルチバンド画像からの 3 次元復元と色再現に関する検討

伊藤秀哉・伊藤康一・青木孝文（東北大）・土田 勝（NTT）
セッションB2-2 信号復元・適応信号処理（10：45～12：00）部屋：33 会議室
座長：笹岡直人（鳥取大）
25．PAPR による騒音フレーム検出を用いる突発性騒音抑圧法 濵橋直也・笹岡直人・伊藤良生（鳥取大）
26．パイロットノッチフィルタを用いた Simplified Lattice Algorithm に基づく適応ノッチフィルタの収束の高速化

宗像宏幸・越田俊介・阿部正英・川又政征（東北大）
27．スパース正則化と一般化主成分分析に基づく適応画像修復

高橋智博（東京理科大）・小西克巳（工学院大）・雨車和憲・古川利博（東京理科大）
セッションB2-3 生体信号処理（13：30～14：45）部屋：33 会議室
座長：中本昌由（広島大）
28．固視点と点滅刺激の位置関係と SSVEP の誘発特性 松井勇輝・板井陽俊（中部大）
29．粒子フィルタを用いた光電脈波信号からの運動時心拍数推定手法 藤田雄也・廣本正之・佐藤高史（京大）
30．嗅覚と感性─脳波による感性フラクタル次元解析法について─ 中川匡弘（長岡技科大）
◎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．

●アンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ（第 54 回）「ネットワークアナライザを利用したアンテナ測
定の基礎と応用」

実行委員長 山口 良（ソフトバンク）
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 53 回のワークショップを企画し好評を頂いております．

今回の第 54 回ワークショップでは，ネットワークアナライザを利用したアンテナ測定技術の習得を目的とします．
講師 笹森崇行（秋田県立大）
講義内容
・高周波測定の基礎
・ネットワークアナライザの基礎
・基本アンテナ測定法─入力インピーダンスと放射パターン・利得測定─
・平衡アンテナ測定法─S パラメータ法─

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 6 月 2 日（木） 9：30～17：00
会場 産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11 階会議室（江東区青海 2-3-26，新交通ゆりかもめ「テレコム

センター駅」下車徒歩約 5 分 http://unit.aist.go.jp/waterfront/access/index.html）
受講定員：100 名
受講料（テキスト代金を含みます．税込み）

一般／会員 15,000 円，非会員 25,000 円
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学生／会員 5,000 円，非会員 10,000 円
会員とは，電子情報通信学会または IEEE AP-S の会員を指します．
申し込み受け付け後，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 に相当し，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：4 月 8 日（金)～5 月 9 日（月）

（先着順です．満員になり次第締切ります．期日前の申し込みは無効です．）
受講申込み方法 下記 Web ページよりお申し込み下さい．

http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?ws/ws54
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事務局へ申込受付確認の連絡をお願い致します．

【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 54 回実行委員会
総務担当幹事 有馬卓司（東京農工大）

E-mail：t-arima@cc.tuat.ac.jp
主催 アンテナ・伝播研究専門委員会
協賛 IEEE AP-S Tokyo Chapter

●第 10 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 6 月 3 日（金）
会場 芝浦工業大学豊洲キャンパス（江東区）
テーマ：ネットワークサービスを実現するソフトウェア技術＋一般
概要

NFV/SDN といったネットワーク仮想化技術の進展に伴い，インフラとしてのネットワークの変革が進んでいる．
一方で，IoT/M2M のように，ネットワークの利用者が「ヒト」から「モノ」へシフトしていくことで，トラヒックパ
ターンの変化，トラヒック量の増大（特にアップストリーム），セキュリティ脅威が想定され，今後のネットワーク仮
想化で解決すべき大きな課題となっている．本研究会ではこれらの課題を解決し，トラヒックの変化に対応した柔軟
で，かつセキュアなネットワークを実現するためのソフトウェア技術に関して，以下のようなテーマで研究発表を募
り，幅広く議論を行う．
･トラヒックパターンの変化に対応するためのネットワークソフトウェア技術
･アップストリームのトラヒック増大に対応するスケーラブルなネットワークソフトウェア技術
･ IoT トラヒック等に対応したセキュアなネットワークを実現するためのソフトウェア技術
･その他一般
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
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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 5 月 9 日（月）
ポジションペーパ講演申込 5 月 12 日（木）
研究会参加申込 5 月 12 日（木）
原稿提出 5 月 12 日（木）
参加費振込 5 月 25 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，予め御了承下さい．
【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合せ下さい．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/


