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●情報の認知と行動研究会ワークショップ 2016

委員長 柏岡秀紀（NICT） 副委員長 川原靖弘（放送大）
期日 平成 28 年 10 月 6 日（木），7 日（金）
会場 紀州南部ロイヤルホテル 1F インペリアルホール（JR 南部駅よりバスで約 10 分．http://www.daiwaresort.jp/
minabe/index.html/）
概要
「Neuroscience×AI」をテーマとし，脳研究と人工知能研究の関り合いについて賛否両論，忌憚なく議論することを
目指したプログラムを予定しております．上田修功氏（NTT）と池谷裕二氏（東大）による招待講演と，篠崎隆志氏
（NICT）によるチュートリアル講演が行われます．
プログラム 最新プログラムは ICB研究会のWeb ページを参照下さい．（※変更の可能性あり）

https://sites.google.com/site/icb2014a/
6 日
1．オープニング 13：05～
2．〔チュートリアル講演〕 Brain AI and Brain Science 篠崎隆志（NICT）
3．〔招待講演〕 Recent Advancement in Machine Learning Research 上田修功（NTT）
4．〔特別講演〕 池谷裕二（東大/NICT）
5．ポスターセッション
◎19：00～21：00 懇親会
6．グループディスカッション
7 日
1．ポスターセッション
2．ディスカッション “Neuroscience×AI”
3．クロージング
【参加費】（予定） 一般 10,000 円程度 学生 5,000 円
【参加申込】 氏名，所属，連絡先，一般／学生の別，送迎バスの要不要，懇親会参加不参加，7 日の昼食（弁当）の要
不要を明記の上，下記まで電子メールでお知らせ下さい．参加費支払方法は申込者に別途連絡します．

【参加申込・問合先】
柏岡秀紀（NICT）
TEL〔080〕9098-3236 E-mail：hideki.kashioka@nict.go.jp

主催 情報の認知と行動時限研究専門委員会

●第 61 回機能集積情報システム研究会

委員長 上浦尚武（兵庫県立大）
日時 平成 28 年 10 月 21 日（金） 13：30～17：00
会場 山形大学工学部百周年記念会館（米沢市城南 4-3-16．http://www2.yz.yamagata-u.ac.jp/access/）
本研究会は，ディペンダブルコンピューティング研究専門委員会の下での第二種研究会として開催します．本研究会

は，平成 3年に設置された「ウェーハスケール集積システム時限研究専門委員会」以降，複数の時限研究専門委員会の
下での研究会を経て現在の研究会に引き継がれました．
近年の LSI 製造技術の進歩により，大規模かつ斬新な情報処理機能をシリコン・ウェーハあるいは大規模 IC チップ

上に集積・実装する情報システム FIIS（Functional Integrated Information System）の構築技術が注目されています．
そこで，本研究会では次に示す幅広い研究分野を対象としています．
まず，IC チップ製造段階では，チップの歩留まり解析，歩留まり向上設計法，レイアウト解析，フォールト・トレ
ラント手法などがあげられます．また，IC チップ上の情報システム構築（SOC : System On Chip）技術としては，IC
内部の欠陥検出法（テスト手法やBIST : Build In Self Test）や誤り訂正・回復技術，故障を許容する高並列プロセッサ
や相互結合網の再構成方式，耐故障再構成可能情報システムの構築技術，動的再構成可能情報システムの構築技術，低
消費電力技術などがあげられます．更には，故障モデルの解析，信頼度解析，性能評価などの理論的解析手法もあげら
れます．
本機能集積情報システム（FIIS）研究会は，上述したような技術を，応用分野の枠を超えた高性能・高信頼性・低消



費電力のマイクロ情報システム実現のための強固な枠組みであると捉えています．本研究会では上記内容を中心として
いますが，それらにとらわれず，各種応用研究を含めた広い研究分野からの研究発表を歓迎致します．
次回の第 61 回機能集積情報システム研究会は，山形大学工学部にて開催致します．皆様奮って御参加下さい．

プログラム
1．テキストデータに対する並列圧縮アルゴリズムの圧縮・伸張回路構成の検討 ○勝 悠貴・金子晴彦（東工大）
2．単フリット・ワームホール混在型ルータにおけるバッファサイズに関する検討

○杉岡純平・三浦康之（湘南工科大）
3．Degradable restructuring of processor arrays by direct spare replacement ○髙浪五男・福士 将（山口大）
4．並列VCの実現に向けたノードの参加予測に基づくジョブスケジューリング法 ○越智 郁・福士 将（山口大）
5．教育用 16 ビット組込みプロセッサにおける高速 10 進乗算除算機能の実装 津田伸生（金沢工大）
6．内臓脂肪が過蓄積した女性に対する自己組織化マップによるデータ分類

○上浦尚武・小橋昌司・新居 学・湯本高行（兵庫県立大）・山本一郎（姫路市医師会）
◎最新の情報はWeb ページ（http://kaneko-www.cs.titech.ac.jp/fiis/）を御覧下さい．
◎研究会終了後に懇親会を予定しております．御参加を希望される方は，下記問合先まで御連絡下さい．
参加資格 特に制限はありません．
参 加 費 1,000 円（会場でお支払い下さい．学生は無料です．）
【問合先】
福士 将（山口大大学院創成科学研究科）
E-mail：mfukushi@yamaguchi-u.ac.jp

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

●アンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ（第 56 回）
「円偏波アンテナの基礎」

実行委員長 高橋応明（千葉大）
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 55 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 56 回ワークショップでは，移動体衛星通信や GPS，RFID などへの応用を念頭に，円偏波の基本的概念や

円偏波アンテナ技術，更にそれらの測定技術の習得を目的とします．
講師 福迫 武（熊本大）
講義内容
(1) 円偏波の基礎
(2) 円偏波アンテナの基本的構成
(3) 円偏波アンテナの実際
(4) 円偏波アンテナの測定
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 11 月 11 日（金） 9：30～17：00
会場 機械振興会館地下 2階 B2-1 会議室（港区芝公園 3-5-8 浜松町駅下車徒歩約 15 分，地下鉄日比谷線：神谷町駅
下車徒歩約 8分，地下鉄都営三田線：御成門駅下車徒歩約 6分，東京タワー北側．http://www.jspmi.or.jp/kaigishi
tsu/access.html）

受講定員 70 名
受講料（テキスト代金を含む，税込）

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

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 9月 1日（木)～10 月 21 日（金）
（先着順です．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．）

〔受講申し込み方法〕
下記のAP研ホームページ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．
AP研ホームページ：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 56 回実行委員会
総務担当幹事 北 直樹（NTT）
E-mail：ap_ac-ws56secretary@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 5回集積光デバイスと応用技術研究会

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 11 月 24 日（木） 13：00～11 月 25 日（金） 16：15（予定）
会場 東北大学片平キャンパスナノ・スピン総合研究棟コンファレンスルーム（仙台市青葉区片平 2-1-1．http://
www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/katahira/areae.html）
テーマ：超高速光マイクロ波デバイスとその応用
概要
光通信における光位相制御技術の進歩により無線技術と融合させた超高速光マイクロ波を用いた応用技術開発が進展

しています．マイクロ波の周波数が GHz であるのに対して，光の周波数は 100～1000 THz と 1 万倍以上高いキャリア
周波数を有することから大変注目されており，そのためのデバイス技術に関する研究開発も盛んです．第 5回集積光デ
バイスと応用技術研究会では，上記の内容に関連する講演をはじめ，集積光デバイス技術とその応用に関する講演会を
開催します．
今回，光エレクトロニクス研究会（OPE），有機エレクトロニクス研究会（OME）及び超高速光エレクトロニクス研

究会（UFO）と連催・共催致します．魅力ある研究会として企画致しますので，多数の方の御参加をお待ちしており
ます．
参加資格 特に問いません．
参加申込 研究会開催当日，会場にて受け付けます（事前申し込み不要）．
参加費（税込）
IPDA/UFO研究会セッション 一般参加者 5,000 円，学生 1,000 円（予稿集代を含む）
OPE/OME研究会セッション 参加費無料（予稿集代は別途必要（年間購読者を除く））

【研究会に関する問合先】（第 5回研究会担当委員）
中村幸治（OKI）
TEL〔027〕360-5618
E-mail：nakamura325@oki.com

【その他の研究会一般に関する問合先】（幹事）
清水大雅（東京農工大）
TEL〔042〕388-7996
E-mail：h-shmz@cc.tuat.ac.jp

連催・共催：光エレクトロニクス研究専門委員会，有機エレクトロニクス研究専門委員会，超高速光エレクトロニクス
時限研究専門委員会，集積光デバイスと応用技術時限研究専門委員会


