★通信方式研究会（CS）
専門委員長 笹瀬 巌 副委員長 前田 洋一
幹事 朝永 博・深田 陽一
日時 平成１６年３月１５日（月） ９：３０～１７：００
平成１６年３月１６日（火） ９：００～１６：３０
会場 広島大学
議題 ネットワークプロセッサ、通信のための信号処理、一般

一般講演
招待講演

発表20分、質疑10分
発表50分、質疑10分
特別講演

3月15日
開始
終了
9:30 - 10:00
10:00 -

10:30

会場A： 動き推定、画像圧縮
1 ブロックマッチングにおけるブロック分割と統合を含む動き推定法
○日野雅俊・浜田望（慶大）
2 直交射影アルゴリズムを用いた3次元座標復元誤差に関する一考察
○川上亮(千葉工大)・福本昌弘（高知工科大）・太田博（科捜研）・久保田一（千葉工大）
3 サブバンド符号化と線形予測を用いた可逆画像圧縮
○初田貴弘・大石邦夫（東京工科大学大学院）

10:30 -

11:00

11:00 -

11:15 休憩

11:15 -

11:45

会場A： 電子透かし・画像復元
4 雑音マスキング効果を用いた電子透かし
○大江孝輔・棟安実治（関西大）

11:45 -

12:15

5 ファジィクラスタリングを用いた適応型荷重平均値フィルタの改善

12:15 -

12:45

○今井雄大・棟安実治(関西大)・小田哲也・雛元孝夫（広島大)
6 信号依存性雑音を伴う画像の復元に関する一考察
○田島弘明・金子順哉・永山岳大・天野正章（明治大）

会場B： 遺伝アルゴリズム、フィルタ
7 遺伝的アルゴリズムによる複数の定数乗算回路のハードウェア設計
○込宮英幸・佐々木孝雄・豊嶋久道（神奈川大）
8 タブーサーチによるFIRディジタルフィルタの係数乗算ブロック最適化
○松本有弘・佐々木孝雄・豊嶋久道（神奈川大）
9 ハッシュ型オートマトンによる文字列検索の並列化手法
○榑林 亮介・片山 勝・山中 直明・塩本 公平 （NTT未来ねっと研）
休憩

12:45 -

13:45 休憩

13:45 -

14:15

会場A： フィルタ等
13 Lagrangeの未定乗数法による緩和を用いたIIRディジタルフィルタの有限語長設計
○中本昌由・雛元孝夫(広島大)

14:15 -

14:45

14 A Study on the Pole Assignment for the Three-Dimensional Systems (Ⅰ)

14:45 -

15:15

15:15 -

15:45

15:45 -

16:00 休憩

16:00 -

17:00

会場B： テーブル検索・ネットワークプロセサ
10 ネットワークプロセッサにおけるテーブル検索時間の考察
○平野幸男・東方敦司・伊藤修治（三菱電機）
ヘッダラーニングキャッシュとキャッシュミスハンドラを利用したネットワークプロセッサ高速化
11
方式の提案と評価
○奥野通貴（日立中研）・西 宏章（慶大）
12 ネットワークプロセッサを用いたIPv6 over IPv4トンネル機能の評価
○日高 稔・高瀬誠由・奥 智行（日立）
会場B： 無線
18 カルマンフィルタによる通信路推定値を用いた時空間ブロック符号
○ティオ コクアンドニー・大野修一・雛元孝夫(広島大学)
アンテナ間の相関が低い判定帰還型OFDMアダプティブアレーアンテナにおける補間を用いた
19
ウェイト決定法
○平本知宏・笹瀬 巌（慶大）
20 誤り検出符号を用いたMIMO-OFDMシステムの検討
○井上 学・エスマイルザデ リアズ・中川正雄（慶大）
21 無線通信システムのレイテンシー削減とその品質劣化抑制に関する一検討
○本庄 勝（KDDI 研）・山里敬也（名大）・和田忠浩（静岡大）・岡田 啓・片山正昭（名大）・小
川 明（名城大）

川上 篤（金沢工大）
15 雑音を伴う多重結合マルコフ信号の状態推定アプローチによる分離について
○金子順哉・田島弘明・永山岳大・天野正章（明治大）
16 0.9V動作CMOSバイカッドフィルタの一構成
○黒瀬大介・上野武司・伊藤類・板倉哲朗（東芝）

3月16日
開始
終了
9:00 9:30
9:30 -

10:00

10:00 -

10:30

10:30 -

10:45 休憩

10:45 -

11:15

11:15 -

11:45

11:45 -

12:15

12:15 -

13:15 休憩

13:15 -

14:15

14:15 -

14:30 休憩

14:30 -

15:00

15:00 -

15:30

15:30 -

16:00

16:00 -

16:30

会場A： 「招待講演」
17 ユビキタスネットワークと無線タグ技術
梅比良 正弘(ＮＴＴ未来ねっと研)

会場A： フィルタ、スペクトル解析
22 スペクトル構造に基づいた自動採譜のための演奏楽器推定法の検討
○松尾剛・山口満・田所嘉昭（豊橋技科大）
23 くし形フィルタによる和音楽音の分離と各音の再生に関する検討
○浅野貴嗣・山口満・田所嘉昭（豊橋技術科学大学）
周波数領域ALEを用いた音声雑音除去システム ー各周波数帯における相関分離パラメータ
24
の設定に関する検討ー
○浅倉健徳・中西 功・伊藤良生・副井 裕（鳥取大）

会場B： 無線
28 MIMO-OFDM 伝送システムにおけるアレー合成形 MAP 受信方式
○山田洋治郎・府川和彦・鈴木 博・須山 聡（東工大）
29 移動通信用OFDM伝送における周波数オフセット送信ダイバーシチ方式
○バラガン ペレス フェリペ デ ヘスス・須山 聡・府川和彦・鈴木 博（東工大）
30 複数ロボット環境におけるサブキャリア選択法を用いたリアルタイム無線通信の検討
神蔵敦吏・中川正雄（慶大）
休憩

会場A： 遺伝アルゴリズム、フィルタ
25 遺伝的操作を用いた並列Ant System の改良
○久保田 雄亮・渡辺 郁（阪電通大)
26 オブザーバに基づく分母分離形2次元適応フィルタの一設計法
雛元 孝夫・○橋口 勝利(広島大)
27 全域通過フィルタを用いた単一正弦波検出適応IIR有理数比デシメーションフィルタ
○加藤昌樹・高橋宣明（東海大学）

会場B： トラヒック
31 B-PONシステムにおけるトラフィック特性の検討
○藤原和雄・岩田敏行（ＮＴＴ AS研）
32 低遅延を実現する内部速度可変型容量制御方式
○岡島常夫（明治大）
33 トラヒック監視・障害対応ツールの開発
○福田正巳（九電）・木戸憲明・尾家祐二（九工大）

会場A：フェロー講演
34 ディジタル信号処理研究会はどうして出来たのか
○石井六哉(横浜国大)
会場A：ノッチフィルタ
35 サンプリング制御に基づくノッチフィルタを用いた多周波推定法の検討
○田中伸和（豊技大）・野口健太郎（豊技大）・田所嘉昭（豊技大）
36 On the Performance Analysis of Adaptive IIR Notch Filters: PSD-Based Approach
ムヴマ アロイス（広島大）・西村正太郎（島根大）・雛元孝夫（広島大）
37 極位置の制御による多重適応ノッチフィルタの収束速度の改善に関する検討
○松浦一友（鳥取大学）・衣笠保智（松江高専）・伊藤良生（鳥取大学）・小林正樹（中部大学）・
副井裕（鳥取大学）
38 房単位で編集可能なレイヤモデルによるヘアデザインシステム
○加藤絢子・古川 利博（東京理科大）・森島繁生（ 成蹊大）

◎ホームページ(http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/)にて，研究会の
予定・プログラム・ワークショップなど様々な情報の提供を行
っております．また，掲載記事の御希望，御意見などありまし
たら h_tomonaga@jp.fujitsu.com までお願い致します．
【CS発表申込・問合せ先】
朝永 博（富士通研究所）
TEL:(044)754-2637、FAX:(044)754-2786
E-mail:h_tomonaga@jp.fujitsu.com
深田 陽一（NTT未来ねっと研究所）
TEL:(046)859-2047、FAX:(046)859-3351
E-mail:fukada.youichi@lab.ntt.co.jp

会場B： ＰＯＮ、光通信
39 Pervasive Visible Light Positioning System using White LED Lighting
○堀川修平・春山真一郎・中川正雄（慶大）
40 屈折率分布型漏洩プラスチック光ファイバーを用いた列車通信システムに関する一検討
○菅原靖夫・志村彰洋・春山真一郎・中川正雄（慶大）
41 G-PONシステムの伝送距離拡大法
○澁谷知範・平地信博・鈴木謙一（NTT）
42 マルチレートＧ－ＰＯＮシステムを実現する光モジュール構成法の検討
○平地信博・澁谷知範・吉原慎一・鈴木謙一・斉藤幸一（ＮＴＴ）

