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●超高速光エレクトロニクス（UFO）研究会第 6回研究会
テーマ：バイオ・通信・計測における超高速光エレクトロニクスの進展

日時 2021 年 2 月 22 日（月） 13：00～17：00
形式 オンライン開催

~参加登録・参加費用：UFO研究会HPを御覧下さい https://www.ieice.org/~femto/
プログラム
13：00～13：05 開会挨拶
13：05～13：40 〔招待講演〕 先端光技術による赤外分光及び顕微鏡 井手口拓郎（東大）
13：40～14：15 〔招待講演〕 超短光パルスの時空間制御による多光子イメージングと光操作 磯部圭佑（理研）
14：15～14：50 〔招待講演〕 Si 集積プラットフォーム上の広帯域光発生 高 磊（産総研）
15：10～15：45 〔招待講演〕 局部発振光を用いないコヒーレント受信方式 松本正行（和歌山大）
15：45～16：20 〔招待講演〕 10 フェムト秒レーザーによる光起電性 DA型高分子及び電子伝達系シトクロム c の光

励起反応初期過程の解明 籔下篤史（台湾国立交通大）
16：20～16：55 〔招待講演〕 SACLAにおけるダイナミクス研究の進展 富樫 格（高輝度光科学研究センター）
16：55～17：00 閉会挨拶
◎最新情報やプログラムは当研究会ホームページを御参照下さい．

~http://www.ieice.org/~femto/
【問合先】
宮地悟代（東京農工大） E-mail：gmiyaji@cc.tuat.ac.jp
小関泰之（東大） E-mail：ozeki@ee.t.u-tokyo.ac.jp
主催 超高速光エレクトロニクス特別研究専門委員会

●光輝会特別研究専門委員会 2020 年度第 2回シンポジウム
テーマ：NEW NORMAL 時代の暗号研究と実用化の現状

日時 2021 年 2 月 22 日（月） 13：30～17：00（研究交流を含む）
会場 Zoomによるオンライン開催
※アクセス方法はお申し込みされた方に別途御案内致します．

【申込方法】 下記のメールアドレスに申し込みをお願いします．
（所属，氏名，メールアドレスをお知らせ下さい）
E-mail：singakusjkokikai@gmail.com

シンポジウム内容
･ 13：30～13：35 開会（主催者挨拶） 委員長：春日正男（作新学院大）
･ 13：35～14：15〔基調講演〕 NEW NORMAL時代に要請される暗号技術
辻井重男（中大／セキュア IoTプラットフォーム協議会）

･ 14：15～14：50〔特別講演〕 情報セキュリティの国際標準化活動状況 宮地充子（阪大／北陸先端大）
･ 15：00～15：30〔招待講演〕 暗号技術を仕事とすること 松崎なつめ（長崎県立大）
･ 15：30～16：00〔招待講演〕 日米がデュアルユースに向かう高速・量子ストリーム暗号（Y-00）の実用化状況─ス
マートシティの基幹情報ネットワークへの活用事例─ 廣田 修（中大／玉川大名誉教授）・加藤研太郎（玉川
大）

･ 16：00～16：30〔招待講演〕 ゼロトラスト・ネットワークにおける鍵共有システムの提案と社会生活へのインパク
ト 佐々木浩二（アドイン研究所）

･ 16：30～16：50 ネットによる研究交流
･ 16：50～17：00 閉会（主催者挨拶） 副委員長：村上和人（愛知県立大）
◎講演題目などは変更になる場合が御座います．
定員：100 名（先着順で定員になり次第締切）
申込締切 2 月 15 日（月）
参加費：無料 ※非会員の方も無料で御参加頂けます．
【問合先】



中央大学研究開発機構辻井重男研究室
E-mail：k.dohgam@tamacc.chuo-u.ac.jp

主催 光輝会特別研究専門委員会
共催 セキュア IoTプラットフォーム協議会シニア・女性光輝会

●アドバンスドワイヤレスシリーズ（第 10 回）
テーマ：電波伝搬分野への機械学習の応用─今すぐ始めるディープラーニングを用いた伝搬推定─

実行委員長 今井哲朗（東京電機大）
アンテナ・伝播研究専門委員会では，第二種研究会「アンテナ・伝搬における設計・解析手法ワークショップ」を
1994 年度から開催しています．このワークショップシリーズは，アンテナ・電波伝搬分野の研究及び開発の裾野を広
げるために企業の若手研究者，技術者，学生の専門能力を向上させることを目的としており，アンテナ・電波伝搬の設
計・解析を行うための基礎的・普遍的なテーマを選定して実施しています．このワークショップシリーズはこれまで
64 回の開催実績を有しており，受講して頂いた方からは講義内容に高い評価を頂いています．
この従来のワークショップに加えて，2013 年からは，タイムリーな最新トピックを取り上げ，より先端的な内容の

講義を実施することを目的とした新たな形態のワークショップ「アドバンスドワイヤレスシリーズ」を開始し，これま
で 9回開催しています．
アンテナ・電波伝搬において様々な研究開発分野が存在しますが，課題の難易度の高さにより，解決が難しいものが

少なからず存在します．今回開催するワークショップは，アドバンスドワイヤレスシリーズの第 10 回目として，その
ような課題の解決ツールの一つとなり得る機械学習について，この分野の第一線で活躍する講師が詳しく解説します．
本AWSの受講により，様々な分野で機械学習を有効活用する糸口を提供することを目的とします．奮って御参加下さ
い．
講師 中林寛暁（千葉工大）
講義内容
(1) 電波伝搬モデルの概要と機械学習
・伝搬モデルの概要，役割，例，最適化・課題
・電波伝搬と機械学習の関係
・アンテナ分野，レーダ分野への応用例
(2) 機械学習の基礎
・機械学習とは
・教師あり学習・教師なし学習
・教師あり学習の原理とアルゴリズム
・全結合ニューラルネットワーク，確率的勾配降下法，誤差逆伝播法
・深層学習とその問題点
・畳み込みニューラルネットワーク（CNN）
(3) TensorFlow と機械学習の実装
・Python，Anaconda，TensorFlow とは
・TensorFlow の基礎的な文法
・ニューラルネットワーク入門（全結合ニューラルネットワークの実装）
・可視化ツールTensorBoard
・ニューラルネットワークの改良（畳み込みニューラルネットワークの実装）
(4) 電波伝搬分野への応用の準備
・全結合ニューラルネットワークの準備
・伝搬損失推定モデルの概要
・伝搬損失の測定手法，レイトレーシング
・重回帰分析
・伝搬損失データの取得
・建物データの取得
(5) 電波伝搬分野への応用の事例
・伝搬路の考察
・入力パラメータの取得，分析例
・パラメータ・ランキング
・重回帰分析による推定結果
・推定方法



・ソースコードの例
・ハイパーパラメータの調整・設定
・推定結果
(6) 今後の課題と将来展望
・伝搬損失推定への応用の課題
・伝搬損失推定の現状
・おわりに
・参考文献のまとめ
・付録 Anaconda のインストール
上記の講習内容は，若干変更することも御座いますので御了承下さい．なお，スライド資料は受講者に約 1週間前に

配布されます．
日時 2021 年 2 月 24 日（水） 9：30～17：00
会場 オンライン（GoToMeeting を利用する予定）
受講定員 100 名
受講料 会員 20,000 円，非会員 30,000 円
（カラー版スライドハンドアウト資料代込，税込）
※学生料金は設定しておりません．
※会員とは電子情報通信学会会員及び IEEE AP-S 会員を指します．
申し込み受付け後，事務局から受講受付番号と受講料振り込み案内をお送りしますので，それに従って受講料をお支
払い下さい．会員価格での受講を希望される方は，受講申込書に会員番号の記載が必要になりますので，御注意下さ
い．学会への入会手続き中の方は，学会へ提出した入会申込書のコピーなど，入会を確認できる資料の提出をお願いし
ます．入会に関する情報は下記のURLを御参照下さい．
電子情報通信学会入会案内：https://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html
受講申込後のキャンセルはできません．

【受講申込方法】下記 URL からお申し込み下さい．なお受講申込後に事務局からの回答がない場合には，総務担当幹
事へ申込受付確認の連絡をお願い致します．
https://www.ieice.org/cs/ap/workshops/aws/aws10/

【問合先】
アドバンスドワイヤレスシリーズ第 10 回実行委員会
総務担当幹事 吉敷由起子（構造計画研）
E-mail：ap_ac-aws10_secretary@mail.ieice.org

主催 アンテナ・伝播研究専門委員会
協賛 IEEE AP-S Tokyo Chapter

●第 37 回ネットワークシステム・情報ネットワーク研究ワークショップ
基調テーマ：ニューノーマルから始まるBeyond 5G への進化

ネットワークシステム研究専門委員会委員長 中尾彰宏（東大）
情報ネットワーク研究専門委員会委員長 石田賢治（広島市大）
ネットワークシステム研究専門委員会及び情報ネットワーク研究専門委員会によります，第 37 回ネットワークシス

テム・情報ネットワーク研究ワークショップを下記要領にて開催致します．奮って御参加下さいますようお願い申し上
げます．また，お近くの方々もお誘い頂けますと幸いに存じます．
趣旨
世界を一瞬で機能停止に陥れた新型コロナウィルス感染症（COVID-19）をきっかけに，あらゆる社会活動は情報通

信を利用して遠隔で実施されることが新常態となりつつあります．その結果，情報通信の果たす役割が今後の社会にお
いてより重要になることが再認識されつつあります．
物理空間では，個人情報を保護しながらリアルタイムで大量のデータを収集・解析して利活用し，適切な人口密度を

保持しながらの社会活動の継続，また，情報通信により実現可能な仮想空間を駆使して遠隔での社会活動の継続が必要
となっています．
情報通信ネットワークにおいては，5G による超低遅延，大量デバイス接続，高速・大容量などに代表されるアクセ

スの抜本的な変革や，ネットワークの仮想化・ソフトウェア化，AI や機械学習のネットワークへの適用など，様々な
観点で日々進化を続けている中で，既に，更なる発展に向けたBeyond 5G への期待が高まっています．
これらの社会環境を踏まえ，今回のワークショップでは，ニューノーマルから始まる Beyond 5G への期待，在り方
について，各界で情報通信の進展をけん引されている方々をお招きし，最先端の研究，実用課題，政策の観点から御講



演を頂きます．
日時 2021 年 3 月 4 日（木） 13：20～17：30
（＊）本ワークショップでは，2020 年の「ネットワークシステム研究賞」「情報ネットワーク研究賞」「ネットワークシ
ステム研究専門委員会活動功労賞」「情報ネットワーク研究専門委員会活動功労賞」の表彰を併せて行います．
また，3 月 4 日午前，3 月 5 日 9：10～16：10 にて，ネットワークシステム研究専門委員会並びに情報ネットワーク
研究専門委員会併催の第一種研究会を開催致します．ワークショップと時間を分けておりますので，両方に御参加可能
です．是非，本ワークショップとあわせて御参加下さい．
会場 新型ウィルスの状況を鑑み「オンライン」で開催致します．
内容
基調テーマ：ニューノーマルから始まるBeyond 5G への進化
講演内容：下記の“ワークショッププログラム（予定）”を御覧下さい．
（内容，講演順序，時間などについては変更する場合も御座います．御了承の程，お願い申し上げます）
第 37 回ネットワークシステム・情報ネットワーク研究ワークショッププログラム（予定）
以下のプログラムを計画しております．最新の情報はワークショップWeb ページ（https://www.ieice.org/cs/ns/
ws2021/）で御確認下さい．
4 日午前 （9：10～12：00）第一種研究会
一般発表（情報ネットワーク・ネットワークシステム研究会）
4 日午後 （13：20～16：20）（ワークショップ）
Ⅰ．運営委員長挨拶 中尾彰宏（東大）
Ⅱ．招待講演
・〔招待講演 1〕 五神 真（東大）
・〔招待講演 2〕 谷脇康彦（総務省）
・〔招待講演 3〕 徳田英幸（NICT）
・〔招待講演 4〕 川添雄彦（NTT）
Ⅲ．パネルディスカッション（16：30～17：30）
・モデレータ：中尾彰宏（東大）
・パネリスト：五神 真・谷脇康彦・徳田英幸・川添雄彦
表彰式等（17：40～18：40）
ネットワークシステム研究賞・情報ネットワーク研究賞，ネットワークシステム研究専門委員会活動功労賞・情報
ネットワーク研究専門委員会活動功労賞 表彰式
（※変更の可能性あり）
5 日 （9：10～16：10）（第一種研究会）
一般発表（情報ネットワーク・ネットワークシステム研究会）
参加費：一般 10,000 円（税込） 学生（大学院生含む）3,000 円（税込）
・参加費の支払い方法については，銀行振込のみの対応となります．参加申し込み後の指示に従い，参加費のお振込み
をお願い致します．
・同時開催致します第一種研究会の参加費は，この参加費には含まれておりません．
・参加申し込み後のキャンセルにつきましては，キャンセル料をお支払い頂く場合も御座います．あらかじめ御承知お
き下さい．

【ワークショップ参加申込方法】
ワークショップへの参加は，「Web フォームによる申し込み」，または，「申込用紙による申し込み」のいずれかの方

法でお申し込み下さい．
○Web フォームによる申し込み
下記のWeb フォームより，所定事項を御記入の上，お申し込み下さい．
https://forms.gle/ViV9Zdz8k4PxqyLW8

○申込用紙による申し込み
下記ワークショップのWeb ページより申込用紙を取得し，所定事項を御記入の上，下記宛てに E-mail により御送

付願います．
https://www.ieice.org/cs/ns/ws2021/

【参加申込先】
井上昴輝（富士通研トラステッドデータ基盤プロジェクト）
〒211-8588 川崎市中原区上小田中 4-1-1
TEL〔044〕754-2847
E-mail：ns-in-ws37-registration@ml.labs.fujitsu.com



【ワークショップ全般に関する問合先】
ワークショップ全般に関しますお問い合わせは，以下にお願いします．なお，参加申込（含：参加費に関するお問合

せ）については，前項の参加申込担当（富士通研・井上）宛てにお願い致します．
ネットワークシステム研究会幹事：
水野志郎（NTTネットワークサービスシステム研究所）
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-6965，FAX〔0422〕59-5653
E-mail：ns-secretariat@mail.ieice.org
ネットワークシステム研究会幹事補佐：
河野伸也（NTTネットワークサービスシステム研究所）
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-3143，FAX〔0422〕59-5653
E-mail：ns-secretariat@mail.ieice.org

主催 ネットワークシステム研究専門委員会，情報ネットワーク研究専門委員会


