
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 31 回光通信システムシンポジウム「変革が進む ICT 基盤における光通信の成長戦略」

実行委員長 森田逸郎（KDDI 総合研究所）
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 19 日（火），20 日（水）の両日，第 31 回光通信システムシンポジウムを開催致します．
【概要】
光通信の分野では，これまで日本は世界を技術的にリードし，グローバルビジネスでも一定の成功を収めています．
一方で，光通信分野においてもコモディティ化が進んできており，国際競争に勝ち残っていくためには，戦略立案が非
常に重要となってきています．本シンポジウムでは，技術とビジネスの両面における成長戦略について幅広く議論し，
日本の光通信関連産業の今後の方向性を展望します．初日の基調講演には，根来龍之氏（早大ビジネススクール教授／
早大 IT 戦略研究所所長）をお迎えし，光通信業界に限らず広い視点で競争戦略について御講演頂きます．加えて，光
通信及び関連分野で活躍される講師をお招きして，特別講演，招待講演，ワークショップ，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．関係者多数の御参加をお待ち
しております．
日時 平成 29 年 12 月 19 日（火） 12：30～21：35（受付は 11：00 より開始予定）

20 日（水） 9：10～16：55（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/head/hea_004.html
［参加費，懇親会，宿泊］

参加費：会員 8,000 円，非会員 11,000 円，学生無料
宿泊費：15,000 円（1泊 2日，懇親会費込，2 日目の朝昼食付）
懇親会：19 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/
･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/
19 日
1．開会の辞
2．〔基調講演〕 IoT時代の競争戦略 根来龍之（早大ビジネススクール）
3．2017 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
公募形式で原則 33 歳未満の方を対象としたポスターセッションを実施します．
※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
「ICT社会におけるビジネス戦略～もうかる光通信を目指して～」
(1) 知的財産戦略関連（仮） 玉井克哉（東大）
(2) 光通信のシステム垂直統合・ディスアグリゲーション（仮） 菅谷 靖（富士通）
(3) 日本DRAM敗戦─イノベーションのジレンマ─ 湯之上 隆（微細加工研）

◎18：05～19：35 に懇親会を行います．
6．ランプセッション「AI でなにが変わる？ 情報通信でなにができる？」
特定の分野では人工知能（AI）が人知を凌駕する時代が既に到来し，そのような分野は今後ますます拡大を続ける

ことが予想されます．将来，AI が創り出す情報通信網とはどのようなものになるでしょうか？ 光通信技術とその関
連分野に対してAI が与えるインパクトの検討状況を手がかりに，未来社会における情報通信の有り様を一緒に考えて



みませんか．
オーガナイザ 丸田章博（阪大）
20 日
1．招待講演
(1) マルチコアファイバ関連（仮）（IEEE Photonics Society JC 主催） 齊藤晋聖（北大）
(2) OIF における光モジュール標準化動向（仮） 洲崎哲行（NEC）
(3) 光技術・通信技術の LiDARへの応用展開 阿部義徳（パイオニア）
(4) 第 5世代移動通信システム実現に向けた研究開発（仮） 奥村幸彦（NTTドコモ）

2．〔特別講演〕 光基幹網の立ち上げに学ぶ；OCS の歩みと共に 萩本和男（NEL）
3．ワークショップ 2
「光通信の最新技術と成長戦略（仮）」
(1) 光通信向け符号・整形・変調技術─情報理論へのいざない─（仮） 吉田 剛（三菱電機）
(2) 空間分割多重技術の実用化展望─新たな光ファイバ標準の実現に向けて─ 中島和秀（NTT）
(3) SDNソフトウェアスイッチによる仮想ネットワークの動向（仮） 島野勝弘（NTT）
(4) シリコンフォトニクス関連（仮） 池田和浩（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 19 日（火） 11：30～12：30，14：00～15：40

20 日（水） 8：20～9：10，10：30～10：50，12：10～13：30
【講演内容等に関する問合先】
木坂由明（NTT未来ねっと研）
〒239-0847 横須賀市光の丘 1-1
TEL〔046〕859-3036，FAX〔046〕859-5541
E-mail：ocs-contact@mail.ieice.org

【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-contact@mail.ieice.org

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，光通信インフラの飛

躍的な高度化に関する特別研究専門委員会

●第 31 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 30 年 1 月 6 日（土） 12：30～18：00

7 日（日） 9：00～12：30
会場 明治大学生田キャンパス（川崎市多摩区東三田 1-1-1．http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/
access.html）
講演プログラム（暫定版）：題目や講演順序の変更があるかもしれません
6 日
1．3 値化ディープニューラルネットワークの性能評価に関して（仮） ○米川晴義・佐藤真平・中原啓貴（東工大）
2．多ビットと 2値化ディープニューラルネットワークの枝刈りの比較に関して（仮）

○藤井智也・佐藤真平・中原啓貴（東工大）
3．ディープニューロファジィの性能評価に関して ○下田将之・佐藤真平・中原啓貴（東工大）
4．ニューラルネットワークにヒントを得た Δ∑変調器の構成法 和保孝夫（上智大）
5．論理関数のアフィン同値関係の高速判定法 笹尾 勤・○松浦 丘・井口幸洋（明大）
6．PLC の高速化について(3)─論理デバイスへの値の割当と分枝によるスキャンタイムの削減─

○梶夢 敏・堀口雄輝・井口幸洋（明大）
7．An exact method to Enumerate Decomposition Charts for Index Generation Functions

○Jon T. Butler（Naval Postgraduate School）・Tsutomu Sasao（Meiji Univ.）
8．不揮発FPGAを用いた脳型情報処理アクセラレータの構成 ○鈴木大輔・羽生貴弘（東北大）



9．脳型計算に基づく非シグネチャ型不正侵入検出手法 ○須田拓樹・夏井雅典・羽生貴弘（東北大）
10．温度バラつき耐性を持つ 3端子MTJ ベース真性乱数生成器の構成

○向田渉吾・鬼沢直哉・羽生貴弘（東北大）
11．視覚的注意計算モデルに基づく高効率な物体認識プロセッサの構成に関する一考察

○西野海斗・鬼沢直哉・松宮一道・塩入 諭・羽生貴弘（東北大）
12．多値信号の波形等化に関する検討─振幅領域と時間領域─

○見友啓記・佐藤菜月・豊田耕平・弓仲康史（群馬大）
7 日
1．自己組織化マップによる女性受診者に対する特定健康診査値予測（仮）

○上浦尚武・湯本高明・礒川悌次郎（兵庫県立大）
2．会話の可視化によるコミュニケーション支援システム（仮） ○中西敏樹・白井浩介・村中徳明（関西大）
3．途中式の正誤判定を用いた数学学習支援システムの構築（仮）

白井浩介・中西敏樹・○田中優作・村中徳明（関西大）
4．視覚障碍者のボール投げデータ取得システムと物理学習への応用（仮）

○永登健太・鈴木 貴・荒木智行（広島工大）
5．安全制御のためのファジィ多段階認証（仮） ○兼見柊哉・宮本康太郎・荒木智行・前田俊二（広島工大）
6．複素ファジィ整としての量子整数について ○荒木智行・金光智幹・鈴木 貴・前田俊二（広島工大）
7．パスカルの三角形と離散パスカル変換の性質について 河口万由香（北大）
8．購買履歴データの匿名加工とその評価 菊池浩明（明大）
参加資格 特になし
参加申込 当日会場で受付
【会場連絡先】
井口幸洋・笹尾 勤（明大理工学部）
E-mail：iguchi@cs.meiji.ac.jp，sasao@cs.meiji.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/）




