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●第 30 回 回路とシステムワークショップ

第 30 回 回路とシステムワークショップ実行委員長 越田俊介（東北大）
第 30 回「回路とシステムワークショップ」を，本年も立夏の北九州で開催致します．本ワークショップは，回路と

システムに関連した分野の研究者や技術者が集い，招待論文や投稿論文を通じて，分野内だけでなく分野間にまたがる
境界領域の課題解決と将来の研究分野の探求を目的としています．
特別招待講演では，回路とシステムワークショップの運営において長年にわたり御尽力頂いております田岡智志先生

（広島大）に，本ワークショップの歴史を振り返り，ワークショップの運営やその支援システムの開発，そして起業に
至る経緯などについて御講演を頂きます．ワークショップでは，分野間交流が一層活発となるよう，従来の合同セッ
ションのみならず，Work in Progress セッション（ポスター）などの企画も準備しております．
関連分野の最先端の研究成果にいち早く接することのできる機会でもあります．皆様の御参加，心よりお待ち申し上

げます． Web ページ：http://www.ieice.org/ess/kws/
期日 平成 29 年 5 月 11 日（木），12 日（金）
会場 北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野 3-9-30，TEL〔093〕541-5931）
会場受付 5 月 11 日（木）8：30～，12 日（金）8：30～ 北九州国際会議場 1階事務室
特別招待講演：「回路とシステムワークショップと歩んだ変遷─ワークショップ運営，その支援システムの開発，そし
て起業─」 田岡智志（広島大）

招待講演：下記の招待講演などを企画しています．
「低係数感度フィルタ構造の解析的合成法」 八巻俊輔（東北大）
「回路シミュレーションによる電力変換回路の熱・電気連成解析を目指して─自己発熱を考慮したパワーMOSFET の
モデリング─」 佐藤高史・大石一輝・新谷道広・廣本正之（京大）

「サービスロボットのためのソフトコンピューティングと hw/sw複合体」 田向 権（九工大）
「ストカスティック演算に基づく省エネルギー脳型 LSI 実現の展望」 鬼沢直哉・松宮一道・羽生貴弘（東北大）
「交通分野における最適化技術の活用」 外崎幸徳（東芝）
「ストリームデータ圧縮とその応用」 坂本比呂志（九工大）
「高位合成の近年の研究動向─デバイス技術とアプリケーション多様化─」 原 祐子（東工大）
参加費：早期申込期限（4月 11 日（火））までに申し込みされた場合，参加費が下記のとおり異なります．
4 月 11 日（火）までに，システムによる参加申込と振込が完了している場合に早期申込の扱いとします．

4 月 11 日（火）まで 4月 12 日（水）から開催期間中
会員 20,000 円 23,000 円
非会員 25,000 円 28,000 円
学生 10,000 円 11,000 円

※送金手数料は，各自御負担下さい．
※領収書は開催期間中の受付にてお渡しします．
※参加費には論文集代，懇親会費を含みます．
※同伴者の懇親会費用は，学生 3,000 円，一般 6,000 円となっています．
※会員とは，電子情報通信学会，電気学会，または IEEEの個人会員のことです．
※開催期間中の支払いは，現金のみ受け付けます．
参加申込方法：参加申込はワークショップのWeb サイトよりお願いします．会場の受付で参加申込することも可能で
す．

参加費払込先：ゆうちょ銀行（郵便局）の窓口等に置かれている「払込取扱票」にて 4 月 21 日（金）までに（早期申
込の場合は 4月 11 日（火）までに）次の口座にお振込下さい．
口座番号：01320-7-108297
加入者名（漢字)：回路とシステムワークショップ
加入者名（カナ)：カイロトシステムワークショップ

ゆうちょ銀行以外の金融機関（一部を除く）から振込可能です．その場合，下記を指定して下さい．ただし，手数料
はゆうちょ銀行で振り込むより高くなることがあります．また，参加登録番号及び複数の費用をまとめる場合には
その内訳が確認できるように工夫して下さい．
店名（店番）：一三九（イチサンキュウ）店（139）
預金種目：当座



口座番号：0108297
氏名：カイロトシステムワークショップ

［注意］「払込取扱票」の通信欄または銀行振込時の通信欄には，ワークショップの参加申込システムで発行された参加
登録番号，氏名及び金額を必ず記載して下さい．複数の費用をまとめて払込む場合は，全員の情報を明記して下さ
い．

参加に関する問合先：
筒井 弘（会計・参加担当幹事）
〒060-0814 札幌市北区北 14 条西 9丁目
北海道大学情報科学研究科
TEL & FAX〔011〕706-6490
E-mail：kws-30regist@mail.ieice.org

アクセス：JR 小倉駅より北へ，徒歩 10 分．（JR 小倉駅北口・ペデストリアンデッキの「動く歩道」を降りた所から
「西日本総合展示場」方向へ右折，そのまま直進して，道路を横断して左折した右手側に「北九州国際会議場」が
ございます．）
アクセスの詳細につきましては，下記を御参照下さい．
＊「北九州国際会議場」までの，より詳細な交通アクセス案内ページ http://convention-a.jp/access/
＊「駐車場・駐輪場」の案内ページ http://convention-a.jp/access/parking/
＊隣接する「リーガロイヤルホテル小倉」（懇親会会場）の案内ページ

http://www.rihga.co.jp/kokura/access/index.html
会場に関する問合先：
關根惟敏（会場担当幹事）
〒432-8561 浜松市中区城北 3-5-1
静岡大学工学部機械工学科
TEL〔053〕478-1236
E-mail：kws-30local@mail.ieice.org

プログラム
5月 11 日
セッションC1-1 概算演算・低消費電力（9：15～10：30） 部屋：21 会議室
座長：佐藤真平（東工大）
1．自己動力型スイッチング磁気変圧回路を用いたエネルギーハーベスティングシステム

川合洋平・戸川 望・柳澤政生・史又 華（早大）
2．最大エラー距離に基づくGeAr 回路の最適化 早水 謙・戸川 望・柳澤政生・史又 華（早大）
3．改良型配列型近似乗算器の設計と解析

山元貴普・谷口一徹・冨山宏之・山下 茂（立命館大）・原 祐子（東工大）
セッションC1-2 招待講演（10：45～11：30） 部屋：21 会議室
座長：峯岸孝行（三菱電機）
4．〔招待〕 高位合成の近年の研究動向─デバイス技術とアプリケーション多様化─ 原 祐子（東工大）
セッション WIP ポスターセッション（12：00～13：00） 部屋：イベントホール
座長：山中克久（岩手大）
5．ボルテラフィルタを利用したカオスストリーム暗号に関する研究

嘉瀬悠太・中村健志・深貝圭祐・佐々木博弥・望月彰太・岡田怜史・鎌田弘之（明大）
6．運動想起時の運動野の脳波の非線形解析

中村健志・嘉瀬悠太・深貝圭祐・佐々木博弥・望月彰太・鎌田弘之（明大）
7．Haar-like 特徴を利用した画像の平均輝度に依存しない物体検出について

岡田怜史・上原あかり・村中祐紀・鎌田弘之（明大）
8．An Empirical Study on Window Sizes in NLM-based Image Denoising

Xiangbo Kong・谷口一徹・冨山宏之（Ritsumeikan Univ.）
9．ストカスティック演算に基づくFIR フィルタの振幅特性測定

鎌田裕成・越田俊介・鬼沢直哉・阿部正英・羽生貴弘・川又政征（東北大）
10．特異値推定に基づくシングルフレーム超解像

相吉澤孟・高橋智博（東京理科大）・小西克巳（工学院大）・雨車和憲・佐々木亮平・古川利博（東京理科大）
11．非線形な構造を持つ行列完成問題の特異値推定に基づく解法

佐々木亮平（東京理科大）・小西克巳（工学院大）・高橋智博・古川利博（東京理科大）
12．SSVEP 誘発を許容する視覚刺激の提示条件 松井勇輝・松井真秋・板井陽俊（中部大）



13．注意に起因する視覚誘発脳波と周辺状況の変化への応答 松井真秋・板井陽俊（中部大）
14．半精度浮動小数点数を用いたディープラーニングに関する研究 上原あかり・岡田怜史・鎌田弘之（明大）
15．LSARと AIC を用いた足音開始時刻検出法の改善 塩田陽也・板井陽俊（中部大）
16．変分法を用いた透過マップ推定によるヘイズ除去における環境光推定の一検討

杉山健太・今川隆司・筒井 弘・宮永喜一（北大）
17．FPGA向け 32 コアアーキテクチャの設計 白國誠也・武苗棟之・谷口一徹・冨山宏之（立命館大）
18．高位合成を使った軽量ブロック暗号の実装性能評価 岡部 忠（都立産技研究センター）
19．頂点の持つ可変量均等化を利用した中心性の実験的分析 高澤栄一・濱田賢人・篠宮紀彦（創価大）
20．メモリアクセスパターンを考慮した遅延評価による ZDD構築の高速化

熊澤輝顕・高前田伸也・池辺将之・浅井哲也・本村真人（北大）
セッションAB1-1 アナログフィルタとデジタルフィルタ（13：15～14：45） 部屋：21 会議室
座長：陶山健仁（東京電機大）・中本昌由（広島大）
21．L_1 正則化と Lagrange の未定乗数法に基づくスパースFIR フィルタの最適化

船井慎二・中本昌由（広島大）・小西克己（工学院大）
22．正規直交はしご形構造をもつ全域通過非整数遅延ディジタルフィルタの実現

越田俊介・阿部正英・川又政征（東北大）
23．直線位相最大平たんFIR ディジタル n階微分器の一設計法

吉田 嵩・國井良介（東京理科大）・中本昌由（広島大）・相川直幸（東京理科大）
24．〔招待〕 低係数感度フィルタ構造の解析的合成法 八巻俊輔（東北大）
セッションA1-3 熱解析（15：00～16：15） 部屋：21 会議室
座長：高橋康宏（岐阜大）
25．[招待〕 回路シミュレーションによる電力変換回路の熱・電気連成解析を目指して─自己発熱を考慮したパワー

MOSFETのモデリング─ 佐藤高史・大石一輝・新谷道広・廣本正之（京大）
26．特性測定に基づくパワーデバイスの自己発熱モデルを利用した電力変換回路の電気・熱連成解析

大石一輝・新谷道広・廣本正之・佐藤高史（京大）
セッションA1-1 断熱的論理（9：15～10：30） 部屋：22 会議室
座長：和泉慎太郎（神戸大）
27．断熱的論理を用いた S-Box 回路の電流，エネルギー変動評価 河原純平・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
28．FinFETによるダイオード接続断熱的論理回路の消費エネルギーの検討

林 勇輝・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
29．65 nmSOTBを用いた断熱的論理回路群による S-BOX回路の検証 山本秀朗・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
セッションA1-2 アナログ・ディジタル回路（10：45～12：00） 部屋：22 会議室
座長：山口 基（ルネサスシステムデザイン）
30．FinFET 4T-SRAMの SNMと読込，書込評価 分元涼太・高橋康宏・関根敏和（岐阜大）
31．リングオシレータ位相によるカウンタ同期手法を用いた低消費電力時間ディジタル変換回路

岡澤貴之・秋田一平（豊橋技科大）
32．Lf〈sub〉s〈/sub〉積を用いた集積化マルチフェーズコンバータの小面積設計法

佐藤隆英・小高 晃・小川覚美（山梨大）
セッションB1-1 非線形解析と信号処理（15：00～16：20） 部屋：22 会議室
座長：吉田 嵩（東京理科大）
33．個体再配置領域拡大による IIR フィルタ設計性能の改善 崎田拓臣・會見春奈・陶山健仁（東京電機大）
34．非零桁数制限によるCSD係数 FIR フィルタ設計の性能検証 中島直樹・笹原知博・陶山健仁（東京電機大）
35．潮位データを用いた非線形解析及び非線形予測

深貝圭祐・中村健志・嘉瀬悠太・佐々木博弥・望月彰太・鎌田弘之（明大）
36．脳波のフラクタル解析を用いた多機能電話の操作性評価 中川匡弘（長岡技科大）
セッションD1-1 グラフ・ネットワーク 1（11：10～12：00） 部屋：33 会議室
座長：山内由紀子（九大）
37．On the Number of Edge-Constrained Triangulations without the General Position Assumption

山中克久・村上雅俊・平山貴司・西谷泰昭（岩手大）
38．Edge Load Factor Balancing 問題のNP困難性の研究 春日 輝・山田正史・篠宮紀彦（創価大）
セッションD1-2 招待講演 1（13：30～14：30） 部屋：33 会議室
座長：中田 充（山口大）
39．〔招待〕 交通分野における最適化技術の活用 外崎幸徳（東芝）
セッションD1-3 招待講演 2（15：00～16：00） 部屋：33 会議室



座長：田中勇樹（群馬大）
40．〔招待〕 ストリームデータ圧縮とその応用 坂本比呂志（九工大）
セッション SP 特別招待講演（16：30～17：30） 部屋：メインホール
座長：越田俊介（東北大）
41．〔招待〕 回路とシステムワークショップと歩んだ変遷─ワークショップ運営，その支援システムの
開発，そして起業─ 田岡智志（広島大）
表彰式・懇親会（18：00～20：00）会場：リーガロイヤルホテル小倉「エンパイア」
5 月 12 日
セッションC2-1 配線・レイアウト（9：15～10：30） 部屋：21 会議室
座長：高島康裕（北九州市大）
1．目標端子対接続の実現を目指す集合対間配線アルゴリズム 赤木佳乃・佐藤真平・高橋篤司（東工大）
2．HyPAR : Hybrid Planar Adaptive Routing Algorithm for 3D NoCs

Jindun Dai・Xin Jiang・Hongyi Huang・Lian Zeng・Takahiro Watanabe（Waseda Univ.）
3．側壁ダブルパターニングを前提とした 2層配線手法 田村昇也・藤吉邦洋（東京農工大）
セッションBC2-1 人工知能の応用と実現技術（10：45～12：05） 部屋：21 会議室
座長：杉浦陽介（埼玉大）・市原英行（広島市立大）
4．〔招待〕 サービスロボットのためのソフトコンピューティングと hw/sw複合体 田向 権（九工大）
5．〔招待〕 ストカスティック演算に基づく省エネルギー脳型 LSI 実現の展望

鬼沢直哉・松宮一道・羽生貴弘（東北大）
セッションC2-2 信頼性設計（13：30～14：45） 部屋：21 会議室
座長：古田 潤（京都工繊大）
6．トランジスタ劣化の永続・回復可能成分を考慮したしきい値電圧変動の時間依存モデル

忻 瑞徳・森田俊平・新谷道広・廣本正之・佐藤高史（京大）
7．C-element を用いたソフトエラー耐性をもつ SHCラッチの設計

田島咲季・戸川 望・柳澤政生・史又 華（早大）
8．内部ノードを利用したソフトエラー検出ラッチの設計 中垣直道・戸川 望・柳澤政生・史又 華（早大）
セッションA2-1 回路と数値解析 1（9：15～10：30） 部屋：22 会議室
座長：山根大輔（東工大）
9．Verilog-A を用いたランダムテレグラフノイズ発生用モジュールを適用したリングオシレータ回路における過渡解
析 駒脇拓弥・籔内美智太郎・岸田 亮・古田 潤・小林和淑（京都工繊大）

10．回路のステップ応答に基づく入出力応答の直接推定 松下優斗・関根敏和・高橋康宏（岐阜大）
11．測定ポート数と被測定回路のポート数が異なる間接 Sパラメータ推定におけるTパラメータの自由度

小島侑也・関根敏和・高橋康宏（岐阜大）
セッションA2-2 回路と数値解析 2（10：45～12：00） 部屋：22 会議室
座長：秋田一平（豊橋技科大）
12．整数計画ソルバーを用いた区分的線形抵抗回路の完全解析 高原弘樹・渡辺涼太・山村清隆（中大）
13．PWMパルス列を含むバースト波形を生成可能なパルス形ハードウェアニューラルネットワーク

阿部水樹・高藤美泉・齊藤 健・内木場文男（日大）
14．HEVCにおける機械学習を利用した Intra/Inter CU サイズ決定の高速化

蔡 豐宇・古田 渓・藤田 玄（阪電通大）
セッションB2-1 画像・音声信号処理（13：30～14：50） 部屋：22 会議室
座長：高橋智博（東京理科大）
15．人間の周辺視野特性を補完する車両検出方法 豊田計時・佐藤陽悦（一関高専）
16．カラリゼーション符号化のためのグラフ信号処理を用いた色指定情報の圧縮

雨車和憲・高橋智博（東京理科大）・小西克巳（工学院大）・古川利博（東京理科大）
17．三角関数の近似による複数音源追尾 大宮健太・陶山健仁（東京電機大）
18．音源分離の後処理のための目的音強調 篠原尚希・陶山健仁（東京電機大）
セッションD2-1 グラフ・ネットワーク 2（9：40～10：30） 部屋：33 会議室
座長：山中克久（岩手大）
19．2 部グラフの細分のスタックキューミックスレイアウト 宮内美樹（NTT）
20．3-uniform chain 上のトークン整列問題について 菊地洋右・益江大地・箭内風海（津山高専）
セッションD2-2 離散システム理論（10：45～11：35） 部屋：33 会議室
座長：山口真之介（九工大）
21．組合せ回路用テストパターン生成への計算機代数システムの利用に関する一試行



稲元 勉・遠藤慶一・樋上喜信・小林真也（愛媛大）
22．二つのシナリオで定義されるコレオグラフィの実現可能性の検討 木下聖基・宮本俊幸（阪大）
◎プログラムは暫定版です．最新情報はホームページを御覧下さい．


