
◇ ◇ 講演会・講習会・学術研究集会等 ◇ ◇

関西支部
●電気三学会関西支部「准員及び学生員のための講演会（後半）」
例年，電気三学会（電気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会）関西支部では，平素は聴講できない他大

学並びに一般企業の諸先生方の講義を交換講義の形で聴講できるように，定期講演会を開催しています．
平成 28 年度の後半分は，下記により開催しますのでこの機会を活かして自由に御聴講下さるよう，御案内申し上げ
ます．
・10 月 13 日（木） 14：30～16：30
テーマ：企業における画像認識技術開発の取り組み
講 師：渡邊清高（三菱電機）
会 場：舞鶴工業高等専門学校（視聴覚教室）TEL〔0773〕62-8965

・10 月 24 日（月） 16：30～18：00
テーマ：レーザー核融合の現状と将来のエネルギー・食料価格問題
講 師：實野孝久（阪大）
会 場：近畿大学（31 号館 604 教室）TEL〔06〕4307-3499

・10 月 25 日（火） 17：00～18：30 ※開催時刻修正
テーマ：光子を用いた量子情報科学
講 師：竹内繁樹（京大）
会 場：神戸大学（工学部内）TEL〔078〕803-6072

・11 月 1 日（火） 13：10～16：25
テーマ：保護リレーシステム技術（基本と最近の電力システムによる影響）
講 師：竹内雅靖（日新電機）
会 場：同志社大学（京田辺キャンパス知真館 3-115）TEL〔0774〕65-6328

・11 月 8 日（火） 13：00～14：30
テーマ：企業における研究開発─半導体レーザ，ディスプレイ，太陽電池の開発を通して─
講 師：濱田弘喜（阪産大）
会 場：大阪産業大学（総合実験実習棟 3F DT07）TEL〔072〕875-3001
・11 月 30 日（水） 13：05～14：35
テーマ：超電導技術の産業応用
講 師：横山彰一（三菱電機）
会 場：神戸市立工業高等専門学校（本部棟 2階ホール）TEL〔078〕795-3236

・12 月 12 日（月） 14：40～16：10
テーマ：豊かな人間生活を支える IoT時代の組込みシステムの可能性─未来型エンジニアを目指して─
講 師：有本和民（岡山県立大）
会 場：明石工業高等専門学校（階段教室）TEL〔078〕946-6139

・12 月 21 日（水） 11：00～12：30
テーマ：新しい材料が創る未来のディスプレイ～シリコン半導体から酸化物半導体へ～
講 師：浦岡行治（奈良先端大）
会 場：大阪工業大学（学校法人常翔学園OITホール）TEL〔06〕6954-4228

●電気三学会関西支部一般見学会「NECイノベーションワールド（関西）と産業技術総合研究所関西センター」
近年，新たな情報通信技術として，モノの管理や制御をインターネットを介して行う IoT 技術や，クラウド上に多

くの情報（ビックデータ）を収集し AI（人工知能）を活用して情報解析を行う技術などが注目されています．一方，
コンピュータへの不正侵入や情報漏洩などの情報化社会の脅威が増しています．誰もが安心して情報通信サービスを利
用できるようサイバーセキュリティの研究開発が活発に進められています．
今回の見学会では，NEC イノベーションワールド（関西）を訪問し，実用化された，また実用化間近の最新技術

（IoT，画像認識，仮想現実，蓄電システムなど）を実体験して頂くとともに，産業技術総合研究所関西センターを訪
問し，近未来の情報通信技術を活用した最新の研究開発（情報，医療，電池技術など）の取り組みを見学し，情報化社



会の現在の状況と今後の展開を知って頂きたいと考えております．この機会に奮って御参加下さい．
日 時 平成 28 年 11 月 18 日（金） 午前の部 9：45～12：00 頃（約 2時間）

午後の部 14：15～16：30 頃（約 2時間）
見学先 午前の部 NECイノベーションワールド（関西）（大阪府大阪市中央区城見 1-4-24）

午後の部 産業技術総合研究所 関西センター（大阪府池田市緑丘 1-8-31）
集合時間 午前の部 9時 45 分（時間厳守，晴雨不問）

午後の部 14 時 15 分（時間厳守，晴雨不問）
集合場所 午前の部 ツイン 21，1F アトリウム（大阪市中央区城見 2丁目 1-61）

http://www.twin21.jp/contents/access/access02.html
JR 環状線：JR 東西線「京橋駅」より西口改札を出て大阪城京橋プロムナードを通り抜けます．徒歩 5分
京阪本線：「京橋駅」より片町口改札を出て大阪城京橋プロムナードを通り抜けます．徒歩 5分
地下鉄長堀鶴見緑地線：「大阪ビジネスパーク」より改札を出て 4番出口．徒歩 1分

午後の部 産業技術総合研究所関西センター正門（大阪府池田市緑丘 1-8-31）
http://www.aist.go.jp/kansai/ja/access/
阪急宝塚線：「池田駅」より徒歩 10 分

行 程 午前の部 9：45 ツイン 21，1F アトリウム集合
9：45～10：00 徒歩移動（移動時間約 5分）
10：00～12：00 NECイノベーションワールド（関西） http://jpn.nec.com/niw/kansai/
12：00 頃 現地解散

※午前の部の終了後，一旦解散しますので午後の部に参加される方は各自でお集まり下さい．
午後の部 14：15 現地集合

14：30～16：30 産業技術総合研究所関西センター http://www.aist.go.jp/kansai/
16：30 頃 現地解散

参加人数 午前の部，午後の部 各 40 名（申込先着順，定員になり次第締め切らせて頂きます．非会員も参加可能．）
参加費 無料（今年は参加費を徴収してのバスによる会場間の移動と昼食の提供は実施致しません．公共交通機関によ

る見学場所への移動と，昼食喫食などは，参加者各自で実施して下さい．）
申込方法 参加希望者は，電子情報通信学会関西支部の HP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．

なお，E-mail，FAX，はがきでも受け付けますので，氏名・年齢・所属・住所・電話番号・E-mail アドレス
を御記入の上，下記までお申込み下さい．

申込締切 平成 28 年 11 月 14 日（月）
申込先 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内

関西電気関連学会事務センター
TEL〔06）6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催 電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部

──本会・ソサイエティ・グループ・研究専門委員会等主催・共催──

●2016 年度（第 31 回）画像符号化シンポジウム（PCSJ2016）
2016 年度（第 21 回）映像メディア処理シンポジウム（IMPS2016）
画像符号化シンポジウム（PCSJ）と映像メディア処理シンポジウム（IMPS）は，昨年度に引き続き修善寺の美しい

自然の中にある施設にて，以下のように開催することとなりました．また，シンポジウムでの発表を中心に，和文論文
誌D・英文論文誌EDにおいて「画像符号化・映像メディア処理」特集号を計画しておりますので，是非御投稿，御参
加頂きたく御案内申し上げます．
日 時 平成 28 年 11 月 16 日（水)～18 日（金）
会 場 ラフォーレ修善寺（静岡県伊豆市大平 1529）
交 通 伊豆箱根鉄道修善寺駅から車で 20 分
講演内容
（1） 画像符号化シンポジウム

符号化基礎，標準方式関連技術，動き推定／動き補償，予測／直交変換／フィルタ，量子化／エントロピー符



号化，領域分割／特徴抽出，3D 画像符号化，符号化制御／符号量制御，伝送路（ネット・モバイル等）対
応／実装技術，画質評価，その他（新しい符号化等）

（2） 映像メディア処理シンポジウム
映像処理基礎，色彩／分光／色空間，画像認識／解析，画像復元／超解像／高精細（4K/8K）画像，3D 画像
技術／処理，撮像処理／表示処理，CG／映像生成／CGM，HCI／拡張現実／人工現実，電子透かし／情報付
加，映像処理応用／実装技術，その他（DB，センサ，ITS 等）

（3） 特別講演，パネル討論等
申込締切 割引料金で聴講参加される場合 10 月 26 日（水）
原稿締切 10 月上旬（予定）
問合先 NTTメディアインテリジェンス研究所 PCSJ/IMPS 事務局

pcsjimps-secretariat@lab.ntt.co.jp http://www.pcsj-imps.org/archive/2016.html
3 種類の割引を実施致します．「コンボ割」を本年より追加します．
【初めて割】
･対象は教育機関（大学等）からの発表
･「発表が初となる研究室」からの発表者全員（含先生）を無料

【バルク割】
･対象は学生の発表
･同一研究室からの学生の発表 4件につき 1件を無料（4件発表で 3件分の支払い）

【コンボ割】
･対象は全組織．同一筆頭著者による発表が 2件以上の場合に適用可能
･同一筆頭著者御自身が当日発表することを条件に，2 件目以降の発表に関する筆頭著者の講演料を無料

主 催 電子情報通信学会画像工学研究専門委員会
共 催 電子情報通信学会信号処理研究専門委員会・映像情報メディア学会メディア工学研究委員会・情報処理学会

オーディオビジュアル複合情報処理研究会
協 賛 画像電子学会


