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●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 総研）
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（東大名誉教授）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：初日（20 日）夕刻に開催

［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．開会の辞
2．〔基調講演〕 講演タイトル調整中；光増幅中継システム関連 萩本和男（NTTエレクトロニクス）
3．2016 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「OCS 奨励賞」

「OCS論文賞」として表彰します．
4．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ています（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．
5．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 織田一弘（九州産大）
(1) 光ファイバ関連（仮） 松尾昌一郎（フジクラ）
(2) パッシブデバイス技術（仮） 鈴木扇太（NEL）
(3) アクティブデバイス技術（仮） 魚見和久（オクラロ）

◎17：50-19：20 に懇親会を行います．
6．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」
「知縁」と「地縁」でつながった同好会的なユルイ集まりが「（国内の）学会」であった時代は去り，グローバル化し
たネット社会での激しい競争のもとで，「学会」もその意義が問われつつあります．学会が「知のプラットフォーム」
として，また「共創コミュニティ」として意義を持ち続けるにはどうすればよいかを，参加者の皆様と考えてみたいと



思います．
オーガナイザー 丸田章博（阪大）

21 日
1．招待講演
(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；コヒーレント光通信方式関連 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 佐々木 隆（Innovation Core SEI）
(1) デジタルコヒーレント LSI チップ最新研究開発動向（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 総合研究所）
(4) シリフォト集積デバイス・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）

4．閉会の辞
［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

●第 5回エレクトロニクスシミュレーション講習会
「GPUコンピューティングによる FDTD電磁界解析─CUDAの基礎から FDTD解析の実装まで─」

委員長 木村秀明（NTT）
エレクトロニクスシミュレーション研究会では，以下の講義内容で講習会を開催致します．奮って御参加下さい．

日時 平成 28 年 12 月 22 日（木） 13：00～17：00
会場 首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス（千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 12 階 http://www.
tmu.ac.jp/university/campus_guide/access.html）

講師 大久保 寛（首都大学東京）
タイトル：「GPUコンピューティングによるFDTD電磁界解析─CUDAの基礎からFDTD解析の実装まで─」
概要
GPU コンピューティングに興味はあるが，御自身で取組むまでには至っていないという方向けの実習形式で CUDA
プログラミングを体験して頂くハンズオン講習会です．御自身の研究開発の強力なツールとして，あるいは研究室内
コードや社内コードの CUDA対応に向けての第一歩となると思います．本講習会の受講により，CUDAの基礎を一通
り習得することができ，今お持ちの C言語のコードの CUDA化にも取り組めるようになることを目指します．また応
用問題として，現在，電磁界解析の分野で広く普及している電磁界 FDTD法を取り上げます．実習で使用した CUDA
コードは全てお渡し致しますので，是非御参考にして頂き，これからの CUDA開発への足掛かりとして頂ければと思
います．受講対象者は，電磁気学の基礎知識を有する大学の学部生及び大学院生，電磁界シミュレータを利用する企業
の技術者などを想定しています．
内容：
＜入門実習 1＞



･ CUDAの基本の解説
＜入門実習 2＞
･ CUDAの基本プログラム
･ CPUと GPUで基礎的な問題の計算速度などを比較

＜応用実習 1＞FDTD法による電磁界解析 1
･ FDTD法プログラミングの解説

＜応用実習 2＞FDTD法による電磁界解析 2
･ FDTD法の CUDAプログラミング実習

※受講者はC言語プログラミングの知識があることを前提とします．また実習で使用するノート PCは受講者持参とさ
せて頂きます．事前の環境の設定については研究会ホームページでお知らせ致します．
※※当日使用する計算機の環境などにより，講義内容に若干の変更がある場合がありますので御了承下さい．
受講料 一般非会員 21,000 円，一般会員 16,000 円

学生非会員 11,000 円，学生会員 6,000 円
申込方法：研究会HP：http://www.ieice.org/es/est/を御覧の上，お申込み下さい．
定員（20 名）に達し次第，申込みを締め切らせて頂きます．
【問合先】
鈴木敬久（首都大東京）
TEL〔042〕677-1111（内 4338）
E-mail：y_suzuki@tmu.ac.jp

主催 エレクトロニクスシミュレーション研究専門委員会

●第 30 回多値論理とその応用研究会

座長 淡野公一（宮崎大）
日時 平成 29 年 1 月 7 日（土） 14：00～17：55

8 日（日） 9：30～12：15
会場 石川県文教会館 402 号室（金沢市尾山町 10-5．http://www.bunkyo.or.jp/basic/access.html）
講演プログラム（暫定版）：題目の変更や追加の講演があるかもしれません．
7 日
1．画像処理による電線点検の効率化

○樋口瑞樹（兵庫県立大）・江川正人・谷口和彦（きんでん）・畑 豊（兵庫県立大）
2．不妊治療のための子宮動作解析

○森 健太郎・畑 豊（兵庫県立大）・徳永義光・中島 章（空の森クリニック）
3．確率伝搬法によるMRI タギング画像からのタグ交点トラッキング手法の開発

○湯河 惇（兵庫県立大）・河野 淳（神戸大）・畑 豊（兵庫県立大）
4．冗長表現に基づく耐タンパー性ガロア体算術演算回路の設計に関する検討

○上野 嶺・本間尚文・青木孝文（東北大）
5．ハッシュ表を用いたデータ圧縮の高速化に関する研究 ○北邨友志・笹尾 勤・井口幸洋（明大）
6．特徴空間の分割に k近傍法を導入したランダムフォレストのFPGA実装

神宮司明良・佐藤真平・○中原啓貴（東工大）
7．〔第 30 回記念企画：パネルディスカッション〕 今後 10 年の多値論理の展望について（仮）
8 日
1．束の derivation について ○近藤通朗（東京電機大）・河口万由香（北大）
2．多値分類正解率を用いた数学学習支援システムの構築 ○白井浩介・中西敏樹・村上龍一・村中徳明（関西大）
3．キャラクター描画学習支援システムにおける多段階線画力判定法 ○村上龍一・村中徳明（関西大）
4．超音波計測による卵管閉塞判別に関する一考察

○古川翔一・上浦尚武・畑 豊・石川智基・松林秀彦（兵庫県立大）
5．ニューラルネットワークにヒントを得た多ビットΔΣ変調器 和保孝夫（上智大）
参加資格 特になし
参 加 費 無料
参加申込 当日会場で受付
【会場連絡先】
高木 昇（富山県立大工学部）



E-mail：takagi@pu-toyama.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
共催 多値論理研究会（http://mvl.jpn.org/）

●第 3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 吉野秀明（日本工大）
テーマ 「QoE・ユーザ行動に基づく通信サービスデザイン・制御」
ユーザ体感品質（QoE）の計測・評価技術の進展，並びにソーシャルメディアなどのユーザ行動データの収集・分析

技術の進歩により，「QoE・ユーザ行動のメカニズムに立脚したサービスデザインやサービス制御」が可能な時代が訪
れようとしています．第 3 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では，本分野の新たな研
究の方向性を探求することを目的とし，機械学習等の人工知能（AI）技術の最先端動向，QoE・ユーザ行動分析技術
の商用サービス適用に関する特別招待講演に加え，第一線の研究者による実践的なチュートリアル講演を企画しまし
た．本ワークショップにより，QoE・ユーザ行動分析の最先端の基礎知識と技術の習得が期待できます．更に，CQ 研
究会の更なる発展・活性化を図るため，若手研究者・学生によるポスターセッションを同時に実施しますので，奮って
御投稿下さい．
日時 平成 29 年 1 月 21 日（土） 9：30～17：15
会場 大阪大学中之島センター（https://www.onc.osaka-u.ac.jp/）
【重要日程】
ポスター発表申し込み締切：12 月 8 日（木）
発表概要提出締切：12 月 20 日（火）
参加申し込み締切：平成 29 年 1 月 6 日（金）
【ホームページ】
第 3回 CQ基礎講座ワークショップ http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/cqws_3/index.html
CQ 研究会 http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/index.html

【参加費】
一般会員 12,000 円，一般非会員 15,000 円
学生会員 6,000 円，学生非会員 8,000 円
技報完全電子化トライアルを実施している研究会に年間登録している場合
一般会員 8,000 円 学生会員 4,000 円

【プログラム構成】
◎特別招待講演セッション
･人工知能社会に向けた機械学習研究の新展開（仮題） 上田修功（NTT／理研）
･ニコニコにおけるライブストリーミングへの取り組み（仮題） 谷内崇浩（ドワンゴ）
◎ポスターセッション
◎チュートリアル講演セッション
･時系列ビッグデータのための非線形解析とリアルタイム将来予測（仮題） 松原靖子（熊本大）
･通信行動下のユーザ心理と行動のモデル化（仮題） 新井田 統（KDDI 総合研究所）
◎ポスター賞受賞式
【参加申し込み】
以下の本ワークショップホームページからお申し込み下さい．
http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/cqws_3/index.html

【ポスター発表の募集】
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．発表概要資料とポスターの著作権は著者に帰属します．
発表概要の提出：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ファイルで御提出頂きます．提出方法の詳細は，CQ研Web ページ（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/
index.html）を御参照下さい．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（http://www.ieice.
org/jpn/kenkyuukai/shorui.html）を御参照下さい．
ポスター賞：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 CQ研究専門
委員会第二種研究会選奨規程（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/award/qosws-award.html）を御参照下さい．

【問合先】
津川 翔（筑波大）



E-mail：cq_ac-cqws_3-kanji@mail.ieice.org
主催 第 3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会

コミュニケーションクオリティ研究専門委員会

●第 12 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 29 年 1 月 26 日（木），27 日（金）
会場 鹿児島市町村自治会館（鹿児島市）
テーマ：IoT/Web サービスを支えるソフトウェア技術＋一般
※NS研究会と併催
概要
IoT 技術によるビッグデータの獲得及びAI 技術を応用したビッグデータ解析等に代表されるように，ネットワーク
上に遍在する大量のデータから新たな価値が創造される時代が到来しています．このような新たな価値の創造と提供を
目的として，多様なアプリケーションサービスの連携が想定されますが，これを支えるネットワーク技術・ビッグデー
タ処理技術・セキュリティ技術等の重要性は，今後飛躍的に高まることが予想されます．
本研究会では，将来の IoT/Web サービスを構成する鍵であるネットワーク機能・ビッグデータ処理機能・セキュリ

ティ機能等を実現するソフトウェア技術について，幅広く研究課題や研究アプローチに関する発表を募り，議論を行い
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 12 月 15 日（木）
ポジションペーパ講演申込み 12 月 26 日（月）
研究会参加申込み 12 月 26 日（月）
原稿提出 12 月 26 日（月）
参加費振込み 平成 29 年 1 月 12 日（木）

【参加費（予定）】
一般：7,000 円，学生：3,000 円

【講演・参加申込方法・原稿提出方法】
下記ウェブページを参照下さい．
http://www.ieice.org/cs/ns/nws/12/announce/

【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/


