
◇ ◇ 講演会・講習会・学術研究集会等 ◇ ◇

信越支部
●電子情報通信学会 100 周年記念事業信越支部主催フォーラム
日 時 平成 29 年 9 月 8 日（金） 10：15～17：20
会 場 新潟大学附属図書館 1Fライブラリーホール（新潟市）
タイトル 【IoT，ビックデータ，AI の現状とその次の未来─地域でどのような産業が興るのか─】
お申込み，アクセスは信越支部HP（https://www.ieice.org/shinetsu/）にて御確認下さい．
趣 旨 蒸気機関の利用を第一次産業革命，電気エネルギーを用いた大量生産の導入を第二次産業革命，コンピュー

ター・エレクトロニクスを使ったオートメーションの導入を第三次産業革命として，情報技術と現実世界の融
合による新しい生産システムは第四次産業革命と称されている．これは丁度，産業のロボット化で，いわゆ
る，“考える工場（スマート工場）”の実現と言える．一方，人類の歴史において，狩猟社会，農耕社会，工業
社会，情報社会に続く，五番目の社会改革を目指すという意味が込められている日本の目標である超スマート
社会「ソサエティ 5.0」は“社会のロボット化”で，社会全体に渡る最先端の方向となっている．上記の二つ
の歴史の考え方の内容はいずれも，ICT（情報通信技術）を最大限に活用し，サイバー空間とフィジカル空間
とを融合させようというもので，その中心技術は，IoT（モノのインターネット），ビッグデータ，AI（人工
知能），である．一方で，世界的規模の ICTはグローバル社会を誘導し，その弊害として格差社会をもたらし
ている面もある．その対応策は様々あるであろうが，ICT を活用した地域での農業をはじめ産業の振興は必
要不可欠である．そのため ICT を活用した産業のあり方とその振興について現在特に注目されているところ
である．そこで，IoT，ビッグデータ，AI による様々な分野での加速度的進歩も考慮しつつ，IoT，ビッグ
データ，AI の現状とその次の未来を眺めつつ，地域でどのような産業が興るのか，あるいは興すことが大切
なのかを論ずる．

プログラム
･来賓挨拶（12：40～13：20） 新潟県知事 米山隆一

新潟市長 篠田 昭
･基調講演（13：20～15：00）
(1) インダストリー 4.0 は農業のため 二宮正士（東大特任教授，農業情報学会会長）
(2) デジタルが社会・経済・産業・地方を変える─IoT，ビッグデータ，AI の未来予想図─

森川博之（東大教授，電子情報通信学会副会長）
･講 演（15：10～16：10）
(1) IoT の活用と地域産業・人材育成 不破 泰（信州大教授）
(2) スマートセンシング技術と感性計測 中川匡弘（長岡技科大教授）
(3) データの活用と地域産業 山崎達也（新潟大教授）
･パネルディスカッション（16：20～17：20）
ICTと地域産業の未来
･二宮正士（東大特任教授）
･森川博之（東大教授）
･不破 泰（信州大教授）
･中川匡弘（長岡技科大教授）
･山崎達也（新潟大教授）
･御手洗大祐（rakumo 社長）
･吉田柳太郎（SCSK R & Dセンター技術開発部上級研究員）
･竹内一樹（NTTドコモ新潟支店長）
･コーディネータ：仙石正和（事業創造大学院大学長）

･プレフォーラム（10：15～11：45）
(1) 電子情報通信学会の歴史と紹介
(2) 電子情報通信学会に入会して得たもの
(3) 特別講演（10：45～11：45）

未来に向けたイノベーションとオープンサイエンス─研究思考の大切さ─



仙石正和（電子情報通信学会名誉員・フェロー，事業創造大学院大学学長）
問合先 sibu29jimu@shinetsu.ieice.org
主 催 電子情報通信学会信越支部

関西支部
●IEICE 関西支部 ICT 基礎講座「画像処理講座」
近年の情報通信関連開発では，必要とされる技術の多様化と開発期間の短縮により，若手技術者がOJT を通して基
礎知識や基礎技術を習得することが難しくなっていると指摘されています．また，これまで予想されなかった分野で情
報通信技術が適用されることも増えており，大学・大学院教育で身に付けた技術分野を越えた多彩な技術を修得する必
要性が高まっています．
このような状況を鑑み，電子情報通信学会関西支部では，情報通信に関する様々な技術を集中講義形式で学習できる
講座「IEICE 関西支部 ICT（Information and Communication Technology）基礎講座」を開講しています．
本講座は基礎的な知識や技術に重点を置きながら，基礎から展開して最先端技術へ至るまで講義・実習することを目

的としています．各講座の受講者数を 15 名程度の少人数に絞ることで講師との双方向コミュニケーションを可能とし，
短期間で先端技術の基礎を習得することを狙っております．今年度の第 2回の講座として「画像処理講座」を下記のと
おり開講致します．幸いなことに，これまで開催された講座は，受講生から大変高い評価を頂いております．皆様の積
極的な受講をお待ちしております．
日 時 平成 29 年 8 月 29 日（火），30 日（水） 9：40～16：50
会 場 中央電気倶楽部 316 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25，ドージマ地下センター南詰を右側に上がり，右へ約

50 m，左側のレンガ造り建物）
内 容 本講座では，画像処理プログラミングの基本，及びオープンソースの画像処理ライブラリである OpenCV の

導入から基礎について，2 日間にわたり解説します．本講義では受講者の方自身のノート PCに OpenCVをイ
ンストールし，実際にノート PCにて実習に取り組んで頂くことを予定しています．
シラバスは下記URLから御覧頂けます．
http://www.ieice.org/kansai/ict/

講 師 大倉史生（阪大），田中賢一郎（奈良先端大）
受講料 会員：10,000 円，学生：3,000 円，非会員：19,000 円（会員，非会員共に消費税込み）

（電気，映像情報メディア，照明，情報処理学会会員は電子情報通信学会会員と同じ扱いと致します．）
募集人数 5名以上，最大 15 名程度

（開講 2週間前までに申込み人数が 5名に達しない場合，開講しないこともあります）
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 でも受け付けますので，下記にお申込み下さい．
問合先 〒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 電子情報通信学会関西支部

●電子情報通信学会 創立 100 周年記念行事「記念講演会及びプログラミング講座」
電子情報通信学会は，2017 年 5 月に創立 100 周年を迎えることとなりました．これを記念して，関西支部では，関

西にゆかりの技術成果を振り返りながら，今後の情報通信技術を展望する講演会を開催するとともに，将来を担う中高
生に向けてプログラミング講座を併催致します．奮って御参加下さい．

〈記念講演会〉
日 時 平成 29 年 9 月 16 日（土） 13 時 30 分～16 時 20 分

（開場・受付開始 13：00）
会 場 中央電気倶楽部 5階大ホール（大阪市北区堂島浜 2丁目 1番 25 号） http://www.chuodenki-club.or.jp/

堂島地下街南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側のレンガ造りの建物
講演会次第
13：30～13：35 開会の挨拶 電子情報通信学会関西支部支部長 原 晋介
13：35～13：45 100 年のあゆみ 電子情報通信学会関西支部支部長 原 晋介



13：45～14：55 「関西が生んだイノベーション」 兵庫県立大学教授 白川 功先生
（休 憩）

15：10～16：10 「ウェアラブルシステムの実利用から見えてきた研究課題」 神戸大学准教授 寺田 努先生
16：15 閉 会
16：30 より，中央電気倶楽部内で懇親会を行う予定です．こちらも是非御参加下さい．

参加費 聴講無料（懇親会は会費 3,000 円） ※会員以外の方も参加可能です．
定 員 150 名（定員になり次第，締め切らせて頂きます）
申込方法 電子情報通信学会関西支部 HP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．E-mail でも受付し

ますので，所属，氏名，連絡先，懇親会への出欠を記入して denki4g@ares.eonet.ne.jp までお申込下さい．
お申込みを受付しましたら返信メールをお送り致します．当日は，そちらを印刷してお持ち頂くようお願い致
します．受付にて回収致します．
懇親会参加申込みの方は，当日講演会受付で会費を現金で徴収します．その際に名札をお渡ししますので，懇
親会会場にはその名札を付けてお越し下さい．

問合先 〒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
＊参加者多数の時は先着順となります．また，本講演会申込みによって得た個人情報は厳重に管理するととも
に，本記念行事以外の目的では使用致しません．

主 催 一般社団法人 電子情報通信学会関西支部
共 催 一般社団法人 中央電気倶楽部

〈プログラミング講座〉
「オープンソースハードウェアを用いたプログラミング入門」─センサーや電子部品を操ろう─
現在，身の回りにある機器はいろいろなセンサーや電子部品から作られています．本講座ではこれらのセンサーや電

子部品を自分たちで制御して扱えるようにいろいろなサンプルを参考にしつつ，プログラミングを学んでもらいます．
ロボットの製作にも使用されているマイコンボード（Arduino 互換機）を用いてオリジナルの電子機器を作れるように
なってみませんか？
日 時 平成 29 年 9 月 16 日（土） 第 1回 10 時 00 分～12 時 00 分

第 2回 14 時 00 分～16 時 00 分
会 場 中央電気倶楽部 215 号会議室（大阪市北区堂島浜 2-1-25） http://www.chuodenki-club.or.jp/

堂島地下街南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側のレンガ造り建物の 2階へお越し下さい
対象者 中学生・高校生（キーボードやマウスが扱えれば，プログラミング初心者でも問題ありません）
参加費 無料
定 員 各回 15 名（定員になり次第，締め切らせて頂きます）
内 容 （1回目） （2回目）

9：30～10：00 13：30～14：00 受付
10：00～10：20 14：00～14：20 講演「講座の全体説明とプログラミングについての説明」
10：20～11：10 14：20～15：10 実習Ⅰ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅰ」
11：10～12：00 15：10～16：00 実習Ⅱ「センサーを用いたプログラミング実習Ⅱ」

申込方法 電子情報通信学会関西支部 HP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．E-mail でも受付し
ますので，所属，氏名，連絡先，希望の回を記入して denki4g@ares.eonet.ne.jp までお申込み下さい．
お申込みを受領しましたら，参加番号を記載したメールをお送り致します．当日はそのメールを印刷してお持
ち頂くようお願い致します．受付にて回収致します．

問合先 〒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
＊参加者多数の時は先着順となります．また，本講座申込みによって得た個人情報は厳重に管理するととも
に，本記念行事以外の目的では使用致しません．

主 催 一般社団法人 電子情報通信学会関西支部，神戸市立工業高等専門学校
共 催 一般社団法人 中央電気倶楽部


