
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●ECOC報告会

概要
例年，LQE，OPE，及び OCS の 3 研専合同で 10 月に九州地区で第一種研究会を開催しその中で ECOC 報告会を実
施しております．今年は，研究会活性化トライアルの一環で，ECOC 報告会を別日程とし，11 月に機械振興会館にて
第二種研究会で開催します．通常の報告に加え，ECOC での優れた発表をされた方を特別に招待し御講演頂く予定で
す．
学生の皆様をはじめ，より多くの皆様に御参加頂けるよう，参加費は無料です．また，事前の登録も不要で，どなた

でも自由に参加頂けます．皆様の奮っての御参加をお待ちしております．※予稿集の配布はありません．
日時 平成 28 年 11 月 18 日（金） 13：25～17：15
会場 機械振興会館 6階 66 号室
参加費 無料

~URL : http://www.ieice.org/~lqe/jpn/201611tokyo/index.html
プログラム：上記URLからも御確認頂けます．変更点が生じた際は，上記URLより御案内致します．
1．ECOC2016 報告─基幹伝送関連─ 小山智史（富士通研）
2．ECOC2016 報告─光ネットワーク関連─ 瀧田 裕（富士通研）
3．ECOC2016 報告─光アクセス関連─ 鈴木巨生（三菱電機）
4．ECOC2016 報告─光ファイバ関連─ 杉崎隆一・今村勝徳・高坂繁弘（古河電工）
5．ECOC2016 報告─パッシブデバイス関連─ 坂巻陽平（NTT）
6．ECOC2016 報告─アクティブデバイス関連─ 藤方潤一（PETRA）
7．特別招待講演（OCS）講演者内諾済み
8．特別招待講演（OPE）講演者内諾済み
【問合先】
LQE幹事 藤原直樹
E-mail：fujiwara.naoki@lab.ntt.co.jp

主催 レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会，光エレクトロニクス研究専門委員会，光通信システム研究専門
委員会

●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） 13：00～19：00

25 日（金） 9：30～16：15（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 100～1,000 THz と 1 万倍以上高いキャリ
ヤ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．
プログラム予定
24 日 第一部
・〔特別講演〕 光電波融合システムと集積デバイス技術 川西哲也（早大）
・〔招待講演〕 ファイバー無線を用いたミリ波レーダーシステム 米本成人（電子航法研）
・〔招待講演〕 光制御型フェーズドアレーアンテナによるビーム制御 安藤俊行（三菱電機）



OPE/OME研究会講演（15：00～17：30）
フリーディスカッション
25 日 第二部
・〔招待講演〕 光ミリ波変換デバイス 梅沢俊匡（NICT）
・〔招待講演〕 コヒーレント干渉ミリ波を用いたスペクトラムアナライザ 野田華子（アンリツ）
・〔招待講演〕 光ビート法による高周波発生における光パルス圧縮を用いた出力の増大

戸田裕之・森本裕喜・山口剛史（同志社大）
・〔招待講演〕 マイクロ波フォトニクスの電波天文への応用 木内 等（国立天文台）
UFO研究会講演（13：30～16：10）
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

共催・併催 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

●第 36 回ポリマー光部品（POC）研究会

日時 平成 28 年 11 月 30 日（水） 13：00～17：35（12：30～13：00 受付）
会場 産業技術総合研究所関西センタ（池田市緑丘 1-8-31．阪急宝塚線：池田駅下車徒歩約 10 分）
テーマ：高齢化社会に必要となる『レーザと医療・診断・分析』“光の特性を使い切れ！”
研究者人口が増加しているバイオや医療分野ではレーザやテラヘルツ光源などの“光”が大きな役割を担っておりま

す．今回，光を利用した治療・診断・分析に関わる研究の特集企画を行いました．波動光学や幾何光学を屈指したシス
テムは，今まで不可能だったことを可能にし，多くの情報量を得ることができます．更に光を使った治療では非侵襲な
ものが多く，操作では機械的ではなしえなかった微小な領域まで守備範囲となっています．
これらで活躍する 5人の研究者に御講演頂き，特に研究課題の克服に関する経験談についてもお話しして頂けるよう

お願いしております．たくさんの方々の御参加と，御活発な交流をお待ちしております．奮って御参加下さい．
プログラム （注：内容・順番等は変更される場合があります．）
1．レーザーを用いた最先端医療（仮） 間 久直（阪大）
2．レーザー光ピンセットによる細胞操作 細川千絵（産総研）
3．電気光学結晶KTNを用いた光制御デバイスの医療分野への応用 藤浦和夫（NTT-AT）
4．光コヒーレンストモグラフィーによる人体の観察─散乱から血流・偏光まで 安野嘉晃（筑波大）
5．ラマン散乱による細胞分析イメージング 安藤 潤・藤田克昌（阪大）
参加費：当日会場でお支払い下さい．なお，つり銭のないよう御準備下さい．今回は多数の関連研究者の参加をお待ち
しておりますので，通常より参加費を大幅に下げており，学生会員は無料となっております．
正員 1,000 円 非会員 3,000 円 学生会員無料 学生非会員 1,000 円
◎研究会後，同会場内にて会費 2,000 円程度の懇親会を予定しております．
参加申込：事前にメールでお申し込み下さい．（なお，当日の受付も可能ですが事前にメールにて御連絡下さい．）
氏名・所属・メールアドレス・会員種別（会員・非会員・学生会員を明記）・懇親会の参加有無を下記問合先へお知
らせ下さい．
【問合先】 幹事
望月博孝（産総研）
TEL〔029〕861-5034，E-mail：h-mochizuki@aist.go.jp

主催 ポリマー光部品時限研究専門委員会
協賛 エレクトロニクス実装学会；光回路実装技術委員会，レーザー学会関西支部



●第 30 回光通信システムシンポジウム「光通信の足跡，そして未来へ」

実行委員長 平野 章（NTT） 実行副委員長 森田逸郎（KDDI 研）
光通信システム研究会（OCS）では，毎年 12 月に第二種研究会として光通信システムシンポジウムを企画していま
す．本年も 12 月 20 日（火），21 日（水）の両日，第 30 回光通信システムシンポジウムを開催致します．
概要
近年，多種多様なサービスやアプリケーションが開発され，特にモバイルトラヒックの伸びはとどまることを知りま

せん．今回 30 回の節目を迎える本シンポジウムでは，それらを根幹で支える光通信技術の過去を振り返りつつ，未来
には光通信の役割がどうあるべきかを探ります．初日の基調講演には，萩本和男氏（NTT エレクトロニクス）を迎
え，現在の光通信システムの根幹技術である光増幅中継システムを中心に，光通信の歴史を振り返って頂きます．2 日
目には，特別招待講演として，菊池和朗氏（東京大学名誉教授）を迎え，伝送性能の飛躍的向上を実現させたディジタ
ルコヒーレント技術を中心にお話し頂きます．加えて，光通信における要素技術や応用領域で活躍される講師をお招き
して，ワークショップや招待講演，ランプセッションを企画しています．更に将来の担い手となる若手研究者によるポ
スターセッション，光通信用部品・計測機器等の光通信関連製品の展示会，及び委託研究等の最新研究成果を紹介する
展示会も併設して開催致します．関係者の多数の御参加をお待ちしております．
日時 平成 28 年 12 月 20 日（火） 12：30～21：30（受付は 11：00 より開始予定）

21 日（水） 9：10～16：35（受付は 8：20 より開始予定）
会場 東レ総合研修センター（三島市末広町 21-9，JR 線：三島駅より徒歩 12 分，タクシー 2分．http://www.toray.
co.jp/network/loc_401.html）

［参加費，懇親会，宿泊］
参加費：会員 6,000 円，非会員 9,000 円，学生無料
懇親会：20 日夕刻に開催
※宿泊については，OCS 研究会のWeb ページにて最新の情報を御確認下さい．

［参加申込方法］
･光通信システム研究会（OCS）のWeb ページにて受け付けます．http://www.ieice.org/cs/ocs/jpn/
･会場，宿泊室の収容人員に限りがございます．御希望に添えない場合もあることをあらかじめ御了承下さい．
･お申込の際に連絡頂いた情報は，OCS 研究会にて管理し，光通信システムシンポジウムの運営，及び，OCS 研究会
からの連絡以外の目的には使用致しません．

［プログラム］
＊変更の可能性あり．最新プログラムは，OCS 研究会のWeb ページを参照下さい．
http://www.ieice.org/cs/ocs/jpn/

20 日
1．〔基調講演〕 講演タイトル調整中 萩本和男（NTTエレクトロニクス）
2．2016 年 OCS 表彰式
昨年 9月～今年 8月の光通信システム研究会に投稿・発表された講演のうち，特に優秀なものを「論文賞」「奨励賞」
として表彰します．
3．ポスターセッション
今回もポスターセッションを実施します．公募形式で原則 33 歳未満の方を対象とします（学術的内容に限ります）．
※前後半に分けて 2部構成にて行います．

4．ワークショップ 1
「光通信を支えるファイバ・デバイス技術」 座長 未定

（1）光ファイバ技術（仮） 松尾昌一郎（フジクラ）
（2）パッシブ光デバイス技術（仮） 鈴木扇太（NEL）
（3）アクティブ光デバイス技術（仮） 魚見和久（オクラロ）
◎17：50～19：20 に懇親会を行います．
5．ランプセッション
「これからの学会の役割について考えよう」 オーガナイザー 丸田章博（阪大）
21 日
1．招待講演 座長 未定
（1）THz 通信技術の現状と展開（仮）（IEEE Photonics Society JC 主催） 永妻忠夫（阪大）
（2）光通信技術を利用したOCTへの展開（仮） 鄭 昌鎬（Santec）
（3）車載用ギガビット光通信技術（仮） 芹澤直嗣（矢崎総業）
2．〔特別招待講演〕 講演タイトル調整中 菊池和朗（東大名誉教授）



3．ワークショップ 2
「光通信技術の最前線」 座長 未定

（1）デジタルコヒーレント LSI チップの最新研究開発動向（仮） 尾中 寛（富士通）
（2）PON/アクセス技術の最新研究開発動向（仮） 可児淳一（NTT）
（3）空間多重伝送技術関連（仮） 釣谷剛宏（KDDI 研）
（4）ダイナミック光ネットワーキング技術関連（仮） 並木 周（産総研）
［展示会］ 例年同様，講演会場前ロビーにて展示会を実施します．
展示時間（予定）
12 月 20 日（火） 11：30～12：30，14：00～15：40

21 日（水） 8：20～ 9：10，11：10～11：30，12：30～13：50
［講演内容等に関する問合先］
小林孝行（NTT未来ねっと研究所）
〒239-0847 横須賀市光の丘 1-1
TEL〔046〕859-4373，FAX〔046〕859-5541
E-mail：kobayashi.takayuki@lab.ntt.co.jp

［参加申込に関する問合先］
山本義典（住友電工）
〒244-8588 横浜市栄区田谷町 1
TEL〔045〕853-7172，FAX〔045〕851-1565
E-mail：ocs@info.sei.co.jp

主催 光通信システム研究専門委員会
協賛 IEEE Photonics Society Japan Chapter，超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会，フォトニックネット

ワーク研究専門委員会，光通信インフラの飛躍的な高度化に関する時限研究専門委員会


