
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●アシュアランスシステム研究会

委員長 角田良明（広島市大）
期日 平成 29 年 9 月 22 日（金）
会場 KDDI 飯田橋オフィス GAT ビル 27E 会議室
講演申込締切 9 月 6 日（水）
注：会場の入構手続きが必要なため，参加のみ予定の方も講演申込締切までに下記問合先に御連絡下さい．
講演申込方法

氏名，所属，講演題目，概要（数行），連絡先（住所，TEL，FAX，E-mail）を E-mail で下記問合先，申込先にお
送り下さい．追って必要事項をお知らせします．

本研究会は，以下に示すような経緯と目的からディペンダブルコンピューティング研究専門委員会の下に第二種研究
会として開催しています．本研究会は新しい技術であるアシュアランスシステムの今後の発展に寄与することを目的と
します．多くの方々の御参加をお願い致します．
研究会の内容

近年，ネットワークの発展に伴い，自律したシステムが接続されるようになっています．これらシステムは異種の
ニーズを持つだけでなく，頻繁にニーズが変化します．このようなニーズの異種性と状況変動に対する適応性を満た
し，異種システムを共存させる技術を「アシュアランスシステム技術」と呼びます．1996 年には，日米欧の関係者を
中心とし，IEEE にて High Assurance System Engineering 国際会議が設立されました．国内では，1998 年以降フォー
ルトトレラントシステム研究会（現ディペンダブルコンピューティング研究会）にて「アシュアランスシステム」が特
集され，大学や企業からニーズ，問題点，解決策，実用例などについて多数発表されました．

このような経緯から，アシュアランスシステムに関する先進的な議論と提案の場として 2000 年にアシュアランスシ
ステム研究会を発足致しました．また，2002 年から毎年，Assurance in Distributed Systems and Networks 国際会議が
開催されています．そのため，ネットワーク分野へのアシュアランスシステム技術の応用についての研究も進んできま
した．

本研究会では，制御／情報系システムから，大規模広域システム，超分散システムまで，システム技術，ネットワー
ク技術，デバイス技術，応用について，設計技術，実装技術，評価技術，先進的な応用事例など幅広くアシュアランス
システムに関する諸問題を研究対象項目とします．
【問合先・申込先】

幹事 河野英太郎（広島市大）
E-mail：kouno@hiroshima-cu.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

●第 4回コミュニケーションクオリティ（CQ）基礎講座ワークショップ

実行委員長 眞田幸俊（慶大）
テーマ 「ワイヤレス環境におけるコミュニケーションクオリティ part 3」

近年，スマートフォン等の無線デバイスの高速化に加え，IoT（Internet of Things）を代表とする新たな無線デバイ
スの登場により，多種多様な無線通信インフラが誕生し続けております．これらのサービス価値を決定づける「通信品
質」は重要な課題であり，今後は，無線アクセスからネットワークまでのトータル通信品質の向上・評価技術の創出が
期待されております．

第 4 回コミュニケーションクオリティ（CQ）基礎講座ワークショップでは，「将来無線に向けた信号処理の応用」及
び「ネットワーク仮想化」に関する特別招待講演を開催することで，将来無線サービスにおけるトータル通信品質の重
要性を実感して頂きます．更に，基礎的な無線通信技術に関するチュートリアル講演を実施することで，無線分野の研
究に必要となる知識と技術を深める場を提供します．加えて，大学や企業間の情報共有と連携の加速化を図るため，若
手の研究者，学生によるポスターセッションを同時に実施します．
期日 平成 29 年 10 月 16 日（月），17 日（火）



会場 九州大学西新プラザ（福岡空港・博多駅から地下鉄西新駅下車徒歩約 10 分．http://nishijinplaza.kyushu-u.ac.
jp/）

【プログラム】
以下のセッションを計画しています．なお，スケジュール等は変更になる場合があります．最新情報はワークショッ

プ HP（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/cqws_4/index.html）にて御確認下さい．また，特別招待講演及び
チュートリアル講演のインターネットライブ配信（YouTube）も予定しております．
＜スケジュール＞
10 月 16 日（月） 13：00～17：30

オープニング
特別招待講演セッション(1)
チュートリアル講演セッション(1)
ポスターセッション(1)

10 月 17 日（火） 10：00～15：15
ポスターセッション(2)
チュートリアル講演セッション(2)
特別招待講演セッション(2)
ポスター賞授賞式・クロージング

＜セッション＞
◎特別招待講演セッション
・In network deep learning for mobile network 中尾彰宏（東大）
・確率・信念伝搬法などの繰り返し多数信号検出 大鐘武雄（北大）
◎チュートリアル講演セッション
・通信技術者のためのレーダの基礎 高橋 徹（三菱電機）
・Massive Connect IoT 時代における多元接続の基礎と応用 亀田 卓（東北大）
◎ポスターセッション
・10 月 16 日（月）及び 10 月 17 日（火）に開催予定
【参加申込】
・ワークショップへの参加を御希望される方は，ワークショップホームページ（http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_

event/cqws_4/index.html）よりお申し込み下さい．参加申し込み方法及び参加費支払い方法の詳細も掲載されてお
ります．
・参加申込締切 10 月 3 日（火）
・参加費（予稿集込）
（通常） （年間登録割引適用後）
一般（会 員）：12,000 円 一般（会 員）： 8,000 円
一般（非会員）：24,000 円 一般（非会員）：20,000 円
学生（会 員）： 6,000 円 学生（会 員）： 4,000 円
学生（非会員）：12,000 円 学生（非会員）：10,000 円

・CQ 研究会など，技報完全電子化を実施している研究会（通信ソサイエティ）に年間登録された方は参加費の割引を
予定しています．

※年間登録は以下のページよりお申し込み下さい．
https://www.ieice.org/ken/user/index.php?cmd=buy_coupon&gds_type=YEAR

※ CQ 研究会年間登録費
一般会員 6,480 円（税込）
学生会員 無料
一般・学生非会員 9,720 円（税込）

（注）会員とは，電子情報通信学会の会員を指します．
【ポスターセッションについて】
・テーマ 5G 移動体通信，無線 LAN，M2M・センサネットワーク，VANET，モバイルアプリケーションとサービ

ス，QoE，SDN（Software-Defined Networking），映像／音声サービスの品質，ネットワークの品質・QoS 制御，
次世代／新世代ネットワークアーキテクチャ，及びそれらの品質と省電力化など，コミュニケーションクオリティ研



究会に関するテーマ全般から，学生，若手研究者を対象にポスター発表を募集します（英語によるポスター発表も歓
迎します）．

・発表概要資料とポスターの著作権は著者に帰属します．
・申し込み方法 ワークショップホームページ http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/cq_event/cqws_4/index.html の発
表申し込みサイトよりお申し込み下さい．
発表申込締切 9 月 19 日（火）
・ポスター発表者には以下の 2 点の準備が求められます．
(1) 発表概要：電子情報通信学会の研究会原稿の様式に従い，発表概要（氏名，所属，連絡先を含めて 1 ページ以

内）を PDF ファイルで御提出下さい．研究会原稿の様式については，電子情報通信学会 HP より http://www.
ieice.org/jpn/kenkyuukai/shorui.html を御参照下さい．

(2) ポスター：ポスター 1 件に対して，ポスター掲示用のパネルを 1 枚御用意します．パネルのサイズは
210 cm×90 cm（A0 サイズ相当）を目安にして下さい．

・ポスター賞について ポスターセッションにおいて発表されたポスターの中からポスター賞を選定し，その発表者を
表彰致します．選定される技術報告の発表者は講演日時点で 33 歳以下とします．選奨規程，選奨の種類等の詳細に
ついては http://www.ieice.org/cs/cq/jpn/award/qosws-award.html を御参照下さい．

【問合先】
星野正幸（ルネサスエレクトロニクス）・村上友規（NTT）

E-mail：cq_ac-qos-ws@mail.ieice.org
主催 コミュニケーションクオリティ研究専門委員会コミュニケーションクオリティ（CQ）基礎講座ワークショップ
実行委員会（第二種研究会）

●第 14 回ネットワークソフトウェア研究会

委員長 末田欣子（NTT）
研究会の内容

ネットワークシステム研専配下の第二種研究会であり，ネットワークの変革がソフトウェア技術にもたらすインパク
トや，ソフトウェアの技術革新がネットワークサービスに及ぼす変革に対して問題意識を持ち，ネットワークソフト
ウェア技術に対する要求条件や実現技術について議論をします．本研究会では，企業・大学における研究・教育上の課
題のみならず，製品開発や保守運用上の課題など，研究から実用化までを通した幅広い課題を対象として解決法を探り
ます．
期日 平成 29 年 10 月 19 日（木），20 日（金）
会場 大分県別府市

19 日 別府国際コンベンションセンター B-ConPlaza 小会議室 2/3
20 日 別府市男女共同参画センターあす・べっぷ 研修室

詳細は下記 NWS 研究会の HP を御確認下さい．
http://www.ieice.org/cs/ns/nws/14/announce/

テーマ 新たなネットワークソフトウェア開発手法＋一般
概要

ユーザニーズに即したソフトウェアを，開発上のリスク管理を行い高い生産性で開発することが求められている分野
では，アジャイル開発，テスト駆動開発といった，従来のウォーターフォールモデルベースの手法ではない，開発手法
が導入されつつあります．本研究会では，これらを含む新たなソフトウェア開発手法を，ネットワークソフトウェア開
発に適用するにあたっての課題提起から適用例まで，幅広く研究課題や研究アプローチに関する発表を募り，議論を行
います．
【本研究会の特徴】

参加者の産学のバランスがよく，更に時間にとらわれず活発に議論する風土がありますので，発表者は様々な角度か
ら多数のフィードバックを得ることができます．また，他研究会には例を見ない独特の発表形式を採用しておりますの
で，発表者は目的に応じた議論を自由に展開することができます．これにより，検討結果の発表だけでなく検討経過や
問題提起等についても発表・議論して頂けます．

また，本研究会では議論を促進することを目的としてディスカッション賞を設けています．有意義なディスカッショ
ンを頂きました参加者が受賞対象となります．是非活発な議論をお願い致します．



【発表形式】 下記 2 種類の発表形式からお選び下さい．
・一般講演：掘り下げた議論を御希望の方向け

1 件あたり標準で 50 分．発表者からのプレゼンテーションは 20～25 分以内とし，残りの時間を質疑応答に割り当て
ることで，深く掘り下げた議論や多様な視点からの広範なフィードバック獲得が可能となります．
・ポジションペーパ：構想段階等にて意見を収集したい方向け

1 件あたり約 5～15 分程度で，一般講演するほどの内容ではないが，是非意見交換をしたい内容などについて，発表
者の目的に応じた自由な形式で議論して頂けます．

【各種締切】
一般講演申込み 9 月 21 日（木）
ポジションペーパ講演申込み 9 月 28 日（木）
研究会参加申込み 9 月 28 日（木）
原稿提出 9 月 28 日（木）
参加費振り込み 10 月 12 日（木）

【参加費（予定）】
一般 7,000 円 学生 3,000 円

【講演・参加申込方法・原稿提出方法】
下記ウェブページを参照下さい．

http://www.ieice.org/cs/ns/nws/14/announce/
【講演・参加申込先・原稿提出先】

小俣真吾（NTT）
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11
TEL〔0422〕59-7837
E-mail：ns-nws-secretariat@mail.ieice.org

【研究会全般に関する問合先】
四七秀貴（NTT）

TEL〔0422〕59-6072
主催 ネットワークシステム研究専門委員会ネットワークソフトウェア研究会運営委員会

~◎http://www.ieice.org/~nws/

●第 30 回情報伝送と信号処理ワークショップ

実行委員長 上田裕巳（東京工科大）
テーマ 「明日の情報通信技術を創造する～被災地に集い考える」

情報伝送と信号処理ワークショップ（CSWS）は今回で 30 周年になります．毎回，時宜を得た講演が行われ，活発
で有益な議論が交わされ，大変盛況でありますことは，諸先輩方の御尽力のおかげと敬意を表する次第です．今回は，
久々に北海道の地を離れ，雄大で自然に囲まれた阿蘇の麓における開催の運びとなりました．

メインテーマに「明日の情報通信技術を創造する～被災地に集い考える」を掲げ，下に示しますプログラムのよう
に，熊本地震にかかわる御講演を含めまして，現在盛んに研究が行われている情報通信技術や人工知能技術の分野を率
いる一線の専門家から御講演を頂きます．更には，光通信技術の第一人者であり，CSWS の創設にかかわり，第 1 回
の実行委員長をつとめられた三木哲也先生をお迎えし，御講演を頂きます．併催の通信方式研究会とともに，多数の皆
様の御参加をお待ちしております．
期日 平成 29 年 11 月 15 日（水)～17 日（金）
会場 阿蘇プラザホテル（阿蘇市内牧温泉 1287 http://www.asoplaza.co.jp/ TEL〔0967〕32-0711）
テーマ「明日の情報通信技術を創造する～被災地に集い考える」

以下のセッションを計画しています．なお，スケジュール等は変更になる場合があります．最新情報は学会ホーム
ページ（http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/csws/）にて御確認下さい．
15 日（13：00～17：30）
オープニング 上田裕巳（東京工科大）
第 1セッション
1．〔招待講演〕 5G ブロードバンド通信の実現に向けた分散 MIMO 信号伝送技術 安達文幸（東北大）



2．〔招待講演〕 画像処理を用いた熊本城の石垣照合システム 上瀧 剛（熊本大）
3．〔招待講演〕 熊本地震への対応について 宮本 正（熊本県危機管理防災課）
4．〔招待講演〕 創造的復興の具体的な姿─被災地の阿蘇から世界に発信─ 大津愛梨（NPO 田舎のヒロインズ）
5．〔招待講演〕 熊日の科学報道～熊本地震から 鹿本成人（熊日新聞）
◎夕食・懇親会（19：00～21：00）
16 日（9：00～12：00）CS研究会 第一部
第 2セッション（13：00～17：30）
1．〔招待講演〕 情報伝送の時代的考察と今後の研究開発 三木哲也（電通大）
2．〔招待講演〕 新たな価値を生む「攻めの防災」に向けた連携拠点の構築を目指して 中村一樹（防災科研）
3．〔招待講演〕 災害時の情報伝達の取り組み 熊谷 博（NICT）
4．〔招待講演〕 ロボットが自然環境の中を自在にしなやかに闊歩するには？ 大須賀公一（阪大）
5．〔フェロー講演〕 トランスポートネットワーク技術の研究開発 坪井利憲（東京工科大）
◎夕食（19：00～）
◎講師を囲んで（20：00～）
17 日（9：00～12：00）CS研究会 第二部
【参加申込】
参加申込締切 10 月 12 日（木）
参加費（予稿集込）学会員 38,000 円，非会員 43,000 円，学生 28,000 円，招待講演者 35,000 円
宿泊費：20,000 円（2 泊／全参加者共通），追加予稿集：4,000 円
＊参加費，宿泊費につきましては，振込のみのお支払いとなります．
参加申込手続き

学会ホームページ（http://www.ieice.org/cs/cs/jpn/csws/）の CS ワークショップ参加申し込みフォームにてお申
し込み下さい．宿泊，及び航空券手配につきましても CSWS パックを御用意しておりますので，同フォームよりお申
し込み下さい．会場案内等の詳細は上記学会ホームページを御覧下さい．
・参加費の銀行振込先は下記のとおりです．
振込先：みずほ銀行（銀行コード：0001）

横須賀支店（店番号：390） 口座番号：2054773
CSWS 実行委員会

（シーエスダブルエスジツコウイインカイ）
なお，振込通知（金額内訳を明記）を下記まで E-mail，FAX 等で行って下さい．

会計幹事 原 一貴
FAX〔0422〕59-5651
E-mail：hara.kazutaka@lab.ntt.co.jp

【問合先】
松永統行

E-mail：m-matsunaga@bx.jp.nec.com
主催 通信方式研究専門委員会

情報伝送と信号処理ワークショップ実行委員会


