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●第 2回コミュニケーションクオリティ（CQ）基礎講座ワークショップ

実行委員長 眞田幸俊（慶大）
テーマ「ワイヤレス環境におけるコミュニケーションクオリティ part 2」

コミュニケーションクオリティ（CQ）研究会では，サービス品質（QoS），ユーザ体感品質（QoE），QoS/QoE の評
価／計測手法，QoS/QoE に基づくネットワーク制御等，広く「通信品質」に関連する研究分野の活発な議論を続けて
おります．これらの中でも「無線通信品質」は，これまでの無線通信デバイスだけでなく，IoT（Internet of Things）
や M2M（Machine to Machine）などに代表される新たな無線通信デバイスの登場によって，ますます注目度が上がっ
ており，CQ 研究会においても発表件数が増加しているトピックとなります．

2015 年 10 月には，「無線品質分野の確立」と「より深い情報共有と連携」を目的として，CQ 基礎講座ワークショッ
プ─ワイヤレス環境におけるコミュニケーションクオリティ─を開催致しました．第 5 世代移動通信（5G）並びにス
マート無線通信システムに関する特別招待講演に加え，QoE の評価・計測技術並びに MIMO 伝送と無線 LAN 環境に
おける通信効率をテーマとしたチュートリアル講演を実施し，100 名以上の方に御参加頂きました．好評を博した本
ワークショップを今年度も開催し，更なる無線品質分野の発展を目指します．

今回のワークショップは長野市を会場とし，IoT による価値の創造，並びにアダプティブアンテナをテーマとした特
別招待講演を企画致しました．アンテナに始まる無線通信技術の基礎から，その技術を土台とした IoT が社会に与え
る影響までを紐解いていきます．また，通信のための共有メディアアクセス制御（MAC）と確率推論に関するチュー
トリアル講演を企画しており，通信品質の評価に必要な情報理論的評価手法とメディアアクセス制御技術の理解を深め
ます．これらの企画により，無線・有線を問わず通信品質の学術的観点から基礎知識と技術の習得が期待できます．加
えて昨年と同様に，大学や企業における情報共有と連携の加速化を図るため，若手の研究者，学生によるポスターセッ
ションを同時に実施します．
期日 平成 28 年 10 月 6 日（木)，7 日（金）
会場 JA 長野県ビル（JR 長野駅から徒歩 10 分．http://www.naganoken-jabill.co.jp/）
プログラム

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．最新情報はワークショッ
プホームページ（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/index.html）にて御確認下さい．また，特別招待講演及
びチュートリアル講演のインターネットライブ配信（YouTube）も予定しております．

〈スケジュール〉
10 月 6 日（木） 10：00～17：00
・オープニング
・特別招待講演セッション
・チュートリアル講演セッション
・ポスターセッション
10 月 7 日（金） 9：00～10：40
・チュートリアル講演セッション
・ポスター賞授賞式・クロージング

〈セッション〉
◎特別招待講演セッション
・デジタルの威力：IoT による価値創造 森川博之（東大）
・MIMO 伝送の中で生き続けるアダプティブアンテナ技術 菊間信良（名工大）

◎チュートリアル講演セッション
・共有メディアアクセス制御とその性能解析手法 梅原大祐（京都工繊大）
・通信のための確率推論の基礎 林 和則（京大）

◎ポスターセッション
・10 月 6 日（木）に開催予定

【参加申し込み】
・ワークショップへの参加を御希望される方は，ワークショップホームページ（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/

cq_event/index.html）の申し込みページ（https://docs.google.com/forms/d/1ZwsuzKuStLnjF9hX56eosErVegs
XkSDu_2dbghW_POM/viewform?usp=send_form）よりお申し込み下さい．参加申し込み方法及び参加費支払い
方法の詳細も掲載されております．



・参加申込締切 9 月 23 日（金）
・参加費（予稿集込）

（通常） （電子化トライアル割引適用後）
一般（会員） ：15,000 円 一般（会員） ：10,000 円
一般（非会員）：30,000 円 一般（非会員）：25,000 円
学生（会員） ： 8,000 円 学生（会員） ： 5,000 円
学生（非会員）：15,000 円 学生（非会員）：12,000 円

・CQ 研究会など，技報完全電子化トライアル参加研究会に年間登録された方は参加費を割引致します．
※年間登録は以下のページよりお申し込み下さい．

https://www.ieice.org/ken/user/index.php?cmd=buy_coupon&gds_type=YEAR
※ CQ 研究会年間登録費

一般会員 6,480 円（税込） 学生会員 無料 一般・学生非会員 9,720 円（税込）
（注）会員とは，電子情報通信学会の会員を指します．

※インターネットライブ配信（YouTube）希望者については，電子化トライアル割引は適用致しません．
【ポスターセッションについて】
・テーマ 5G 移動体通信，無線 LAN，M2M・センサネットワーク，VANET，モバイルアプリケーションとサービ

ス，QoE，SDN（Software-Defined Networking），映像／音声サービスの品質，ネットワークの品質・QoS 制御，
次世代／新世代ネットワークアーキテクチャ，及びそれらの品質と省電力化など，コミュニケーションクオリティ研
究会に関するテーマ全般から，学生，若手研究者を対象にポスター発表を募集します（英語によるポスター発表も歓
迎します）．

・発表概要資料とポスターの著作権は著者に帰属します．
・申し込み方法 ワークショップホームページ（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/index.html）の発表申し

込みサイト（https://www.ieice.org/ken/form/index.php? tgs_regid=4626237bfe5c187b82aec2af9130325630c6922ad
989df058dfd21eb196787c3&tgid=IEICE-CQ）よりお申し込み下さい．

発表申込締切 9 月 2 日（金）
・ポスター発表者には以下の 2 点の準備が求められます．
(1) 発表概要：電子情報通信学会の研究会原稿の様式に従い，発表概要（氏名，所属，連絡先を含めて 1 ページ以

内）を PDF ファイルで御提出下さい．研究会原稿の様式については，電子情報通信学会ホームページより
http://www.ieice.org/jpn/kenkyuukai/shorui.html を御参照下さい．

(2) ポスター：ポスター 1 件に対して，ポスター掲示用のパネルを 1 枚御用意します．パネルのサイズは
210 cm×90 cm（A0 サイズ相当）を目安にして下さい．

・ポスター賞について ポスターセッションにおいて発表されたポスターの中からポスター賞を選定し，その発表者を
表彰致します．選定される技術報告の発表者は講演日時点で 33 歳以下とします．選奨規程，選奨の種類等の詳細に
ついては http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/award/qosws-award.html を御参照下さい．

【問合先】
亀田 卓（東北大）

E-mail：cq_ac-qos-ws@mail.ieice.org
主催 コミュニケーションクオリティ（CQ）基礎講座ワークショップ実行委員会（第二種研究会）

コミュニケーションクオリティ研究専門委員会

●第 11 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 10 月 20 日（木），21 日（金）
会場 大阪大学中之島センター（大阪市）
テーマ：ネットワークの変革とソフトウェア技術の活用＋一般
※ IN 研究会と併催
概要



近年，NFV/SDN に代表されるネットワーク仮想化技術の進展，IoT/M2M に見られるネットワーク利用者の「ヒ
ト」から「モノ」へのシフト，更に OSS の普及というように，ネットワークを取り巻く状況が大きく変化してきてい
ます．こうした変化により，多種多様なトラヒック流入への柔軟な対応，迅速なネットワークサービスの実現などを目
的として，ネットワークの構築・運用管理，及びサービス開発へのソフトウェア技術の活用が期待されています．

本研究会では，ネットワーク構成技術，ネットワーク利用形態等の変革に対応して，ネットワークを支えるソフト
ウェア技術，ネットワークを利用したサービスを提供するソフトウェア技術について議論し，新しい研究課題の発掘や
進行中の研究の更なる深掘り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 9 月 23 日（金）
ポジションペーパ講演申込み 9 月 29 日（木）
研究会参加申込み 9 月 29 日（木）
原稿提出 9 月 29 日（木）
参加費振り込み 10 月 13 日（木）

【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〉

みずほ銀行 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】

伊集院 明（NTT コムエンジニアリング）
〒100-0004 千代田区大手町 2-3-4
TEL〔050〕3811-7014
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 29 回情報伝送と信号処理ワークショップ

実行委員長 辻岡哲夫（阪市大）
テーマ「スマート ICT 社会の実現を目指して」

近年，スマート ICT 社会の実現のため，これまでのヒトによる利用を中心としたインターネット技術，無線・有線
技術に加え，モノのインターネットである IoT（Internet of Things）とその応用技術が注目を集めています．このよう
な中，第 29 回を迎える本年のワークショップでは，スマート ICT 社会に適した情報通信技術とその標準化動向，セン
シングと自動制御による利便性向上や品質向上への取り組み，新しい流通や学習のための技術といった幅広い分野で御
活躍中の有識者の方々をお招きし，最新動向の御紹介と御指導を頂きます．北海道新幹線の開通により訪れやすくなっ
た函館の会場におきまして，雄大な自然の中，活発な御議論を頂ければと考えます．今回も通信方式研究会（CS 研究
会）との合同開催になります．現在そして今後の情報通信ネットワークを支える若手研究者をはじめ，多数の皆様の御
参加をお待ちしております．
期日 平成 28 年 11 月 9 日（水)～11 日（金）
会場 KKR はこだて（函館市湯川町 2-8-14．http://www.kkrhakodate.com/ TEL〔0138〕57-8484）
宿泊 平成館海羊亭（会場より徒歩 6 分）（函館市湯川町 1-3-8．http://www.kaiyo-tei.com/ TEL〔0138〕59-2555）
講演：テーマ「スマート ICT 社会の実現を目指して」

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
ページ（http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/csws/）にて御確認下さい．
9 日（13：00～17：30）
オープニング 辻岡哲夫（阪市大）
第 1 セッション〔座長：辻岡哲夫（阪市大）〕
1．〔招待講演〕 The challenges toward a smart and connected world 竹井 淳（インテル）
2．〔招待講演〕 コネクテッドカーによる超スマート社会サービスの考察─ITS 通信分野の標準化動向と課題─

千村保文（OKI）
3．〔招待講演〕 センサを用いた行動認識と情報に基づく行動変容 荒川 豊（奈良先端大）

〔座長：中里秀則（早大）〕
4．〔招待講演〕 IoT 技術で切り開く攻めの農業 袖美樹子（金沢工大）
5．〔フェロー講演〕 研究と実用化 上田裕巳（東京工科大）
夕食（平成館海羊亭）
講師を囲んで（交流会：KKR はこだて）（20：00～）
10 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：横谷哲也（金沢工大）〕
1．〔招待講演〕 5G モバイルネットワークにおけるスライス技術 中尾彰宏（東大）
2．〔招待講演〕 無人航空機の産業応用と徳島県での取り組み 三輪昌史（徳島大）
3．〔招待講演〕 IoT エリアネットワークの標準化動向 丹 康雄（北陸先端大）

〔座長：山崎俊彦（東大）〕
4．〔招待講演〕 インターネット学習で人類を変革する─スクーの取り組み─（仮題） 鈴木顕照（スクー）
5．〔招待講演〕 2020 年に向けた電気通信標準化の最新動向 前田洋一（TTC）



夕食・懇親会（平成館海羊亭）（19：00～21：00）
11 日（9：00～12：00）CS研究会第二部
テクニカルビジット（12：40～）
【参加申込】

参加申込締切 10 月 7 日（金）
参加費（予稿集込）

学会員 30,000 円，非会員 35,000 円，学生 20,000 円，招待講演者 25,000 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
FAX〔046〕859-3351
E-mail：yamazaki.takahiro@lab.ntt.co.jp

【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

●シンポジウム「テラヘルツ科学の最先端 III」

日本分光学会テラヘルツ分光部会，応用物理学会テラヘルツ電磁波技術研究会，テラヘルツテクノロジーフォーラ
ム，電子情報通信学会テラヘルツ応用システム時限研究専門委員会，福井大学遠赤外領域開発研究センターの共催によ
り，11 月 23 日（水)～25 日（金）にかけて，シンポジウム「テラヘルツ科学の最先端 III」を開催します．奮って御参
加頂きますようお願い申し上げます．
概要

近年発展の著しいテラヘルツ分光及びその周辺技術に関して，異なる分野の研究者間の交流の場を提供し，分野の境
界を越えた新しい研究が生まれることを目的として開催します．本シンポジウムでは，テラヘルツ分光を中心として，
イメージング応用，センシング技術，物質科学，光源技術，テラヘルツ通信技術，システム化技術など広い分野の研究
を対象とし，分野横断的な議論から将来のテラヘルツ科学の基礎が生まれることを期待しております．更に，多変量解
析法や量子化学計算などの理論的スペクトル解析方法，材料化学・生命科学・医薬品分析・医療診断などへの応用やマ
イクロ波分光と赤外分光をつなぐブロードバンド分光としての発展の可能性を含め議論します．シンポジウムは，招待
講演と一般講演（ポスター発表）で構成されます．講演では特に優れた発表を選出し，「最優秀発表賞」及び「学生ポ
スター賞」の表彰を行います．
期日 平成 28 年 11 月 23 日（水)～25 日（金）

（23 日は夕方 16 時からの受付のみ，25 日は 16 時に終了予定）
会場 三国観光ホテル（福井県 http://www.mikuni-hotel.com/）
締切等

7 月 1 日：発表申し込み開始，参加登録開始
9 月 23 日：発表申し込み締め切り
10 月 23 日：事前参加登録締め切り
10 月 30 日：事前参加登録参加費振込締め切り
11 月 23 日：16 時～当日受付開始
参加費

事前申し込み 当日申し込み
非会員 14,000 円 17,000 円



会員 10,000 円 12,000 円
学生（非会員） 7,000 円 10,000 円
学生（会員） 5,000 円 7,000 円

~ホームページ：http://science.shinshu-u.ac.jp/~thz/event2016/event2016.html
◎宿泊など詳細については，ホームページを御覧下さい．
共催 テラヘルツ応用システム時限研究専門委員会，日本分光学会；テラヘルツ分光部会，応用物理学会；テラヘルツ

電磁波技術研究会，テラヘルツテクノロジーフォーラム，福井大学遠赤外領域開発研究センター


