
◇ ◇ 講演会・講習会・学術研究集会等 ◇ ◇

関西支部
●電気三学会関西支部講演会「スマートな都市の実現に向けた情報通信技術」
都市化に伴う様々な社会課題を解決し持続的な経済成長を実現する手段として，IoT（Internet of Things）・ビッグ
データ・AI（人工知能）等の新たな ICT（情報通信技術）が注目されています．ICT は，エネルギー分野，交通シス
テムや防災・減災等の社会インフラ，更には地域活性化や地方創生といったまちづくりにおいても適用が期待されてい
ます．本講演会では，スマートな都市を実現する鍵となる ICTの最新技術やトピックスを中心に御講演頂きます．
まず，IoT で扱う各種センサ等のビッグデータ処理に不可欠な時空間データ処理技術に関して，研究開発事例や時空

間データの活用に向けた取り組みを御紹介頂きます．次に，世界的に技術開発が活発化している自動運転を支える技術
として，人間と機械が協調して運転する協調型運転支援システムに関して御紹介頂きます．更に，地域エネルギーマネ
ジメント技術に関して，国内のスマートコミュニティの現状紹介とともに，けいはんな地域の実証事例を御紹介頂きま
す．
基盤技術から実証事例まで，スマートシティの実現に向けた技術動向を幅広く知って頂く良い機会となることを期待

しております．多くの皆様の御参加をお待ち申し上げております．
日 時 平成 29 年 10 月 13 日（金） 14 時 00 分～17 時 00 分
会 場 中央電気倶楽部 513 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25 堂島地下センター南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，

左側のレンガ造り建物）
講師・題目
(1) 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部
(2) IoT 社会における時空間データの活用に向けた取り組み 冨田仁志（日立）
(3) 高度自動運転時代の協調型運転支援システム 和田隆広（立命館大）
(4) スマートコミュニティ実現に向けた地域エネルギーマネジメント技術 坂上聡子（三菱電機）
(5) 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部

聴講料 主催学会会員（正員・准員・学生員）：無料
非会員：一般 6,000 円，学生 1,000 円（消費税込み）
（電気学会，映像情報メディア学会，照明学会，情報処理学会の会員の方は会員価格で参加頂けます）

定 員 80 名（定員になり次第，締め切らせて頂きます）
申込方法 電子情報通信学会関西支部の HP（http://www.ieice.org/kansai）からお申込み下さい．なお，はがき，

FAX，E-mail でも受け付けますので，講演会題目，開催日，会員種別，会員の方は会員番号，氏名，連絡
先（会社，学校名，所属，郵便番号，所在地，電話番号）を下記の申込先まで御連絡下さい．

申込先 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内
関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催 電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部

●電気三学会関西支部専門講習会「高周波技術の応用展開と技術動向」
高周波技術は 5G等の次世代移動体通信を下支えする技術として期待されるとともに，利用される周波数もマイクロ

波帯，ミリ波帯へと広がりを見せています．また，医療，化学，エネルギー伝送等，様々な分野においても高周波技術
の活用検討が進められており，実用化事例も増えてきています．更には，高周波のフロンティア領域としてテラヘルツ
帯の利用開拓のための技術開発及び応用提案が活発になってきています．
本講習会では，高周波技術のこれら種々の分野への応用展開に焦点を当て，各分野の最前線で御活躍の方々を講師に

お招きし，最新技術動向と応用事例，今後の展望等を詳細に御紹介頂きます．皆様の御参加をお待ち申し上げておりま
す．
日 時 平成 29 年 10 月 27 日（金） 9時 55 分～17 時 05 分
会 場 中央電気倶楽部 513 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25 堂島地下街南詰を右側に上がり，右へ約 50 m，左側の

レンガ造り建物）
講演内容
(1) 開講の挨拶 電子情報通信学会関西支部



(2) マイクロ波化学プロセスによる新規物質創成とプラント動向 塚原保徳（阪大・マイクロ波化学）
(3) マイクロ波無線電力伝送の研究開発状況 篠原真毅（京大）
(4) 高周波帯を用いる 5Gの概要とドコモの取り組み 須山 聡（NTTドコモ）
(5) マイクロ波エネルギーを利用した治療機器の開発とその特性評価 齊藤一幸（千葉大）
(6) テラヘルツ波の非破壊検査応用 川瀬晃道（名大）
(7) 閉講の挨拶 電子情報通信学会関西支部

聴講料 主催学会会員（正員，准員，学生員）：無料
非会員：一般 12,000 円，学生 2,000 円（消費税込み）
（電気学会，映像情報メディア学会，照明学会，情報処理学会の会員の方は会員価格で参加頂けます．）

定 員 80 名（定員になり次第，締め切らせて頂きます）
申込方法 開催日・会員種別（会員の方は会員番号）・氏名・連絡先（会社学校名・所属・郵便番号・所在地・電話番

号）を電子情報通信学会関西支部の HP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．葉書，
FAX，E-mail でも受付けますので下記にお申込み下さい．

申込先 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内
関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催 電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部

●IEICE 関西支部 ICT 基礎講座「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
近年の情報通信関連開発では，必要とされる技術の多様化と開発期間の短縮により，若手技術者がOJT を通して基

礎知識や基礎技術を習得することが難しくなっていると指摘されています．また，これまで予想されなかった分野で情
報通信技術が適用されることも増えており，大学・大学院教育で身に付けた技術分野を越えた多彩な技術を修得する必
要性が高まっています．
このような状況を鑑み，電子情報通信学会関西支部では，情報通信に関する様々な技術を集中講義形式で学習できる

講座「IEICE 関西支部 ICT（Information and Communication Technology）基礎講座」を開講しています．本講座は基
礎的な知識や技術に重点を置きながら，基礎から展開して最先端技術へ至るまで講義・実習することを目的としていま
す．各講座の受講者数を 15 名程度の少人数に絞ることで講師との双方向コミュニケーションを可能とし，短期間で先
端技術の基礎を習得することを狙っております．今年度の第 3回の講座として「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」
を下記のとおり開講致します．皆様の積極的な受講をお待ちしております．
日 時 平成 29 年 11 月 16 日（木） 9：40～16：50
会 場 中央電気倶楽部 316 号室（大阪市北区堂島浜 2-1-25，ドージマ地下センター南詰を右側に上がり，右へ約

50 m，左側のレンガ造り建物）
内 容 サイバー攻撃に関する話題が絶え間なく聞こえてきます．IoT（Internet of Things）やインダストリー 4.0 な

どの文脈においては，セキュリティを専門とする技術者だけで被害を未然に防いだり，最小化できなくなって
きており，多方面の分野の技術者にセキュリティの考え方が求められてきています．本講義では，まず情報セ
キュリティの基本的な考え方を示し，データを保護するための暗号技術に関する初歩的な数学的知識と公開鍵
暗号・電子署名を手で計算をしながら理解します．そして，暗号技術以外の各種のセキュリティ対策を概観
し，脅威分析とセキュリティ対策選定の演習をすることでセキュリティ設計の基本を学びます．シラバスは下
記URLから御覧頂けます．
http://www.ieice.org/kansai/ict/

講 師 白石善明（神戸大）
受講料 会員：8,000 円，学生：2,000 円，非会員：17,000 円（会員・非会員共に消費税込み）

（電気学会，映像情報メディア学会，照明学会，情報処理学会会員は会員価格で参加頂けます．）
募集人数 5 名以上，最大 15 名程度（開講 2 週間前までに申込み人数が 5 名に達しない場合，開講しないこともあり

ます）
申込方法 参加希望者は，電子情報通信学会関西支部のHP（http://www.ieice.org/kansai/）からお申込み下さい．

なお，E-mail でも受け付けますので，下記にお申込み下さい．
問合先 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内

関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp



主 催 電子情報通信学会関西支部

●電気三学会関西支部一般見学会「情報通信研究機構 未来 ICT 研究所」
近年，情報通信ネットワークの複雑化や流通する情報量の爆発的な増加に伴い，消費電力量の増大や帯域の逼迫，サ

イバー犯罪の増加や通信ケーブルに必要な希少資源の供給不安など多くの課題が顕在化しています．今回の見学会では
情報通信研究機構 未来 ICT 研究所（神戸）を訪問し，こういった課題を解決するための革新的な研究開発（ナノ
ICT，超高周波 ICT，バイオ ICT 技術）の数々を見学することで，情報化社会の今後の展開を知って頂きたいと考え
ております．この機会に奮って御参加下さい．
日 時 平成 29 年 11 月 22 日（水） 13：30～16：30 頃（約 3時間）
見学先 情報通信研究機構 未来 ICT研究所（神戸市）

http://www.nict.go.jp/advanced_ict/index.html
集合時間 13 時 30 分（時間厳守，晴雨不問）
集合場所 情報通信研究機構 未来 ICT研究所第 1研究棟 1階ロビー（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡 588-2）

http://www.nict. go.jp/advanced_ict/access.html
公共交通機関を御利用の場合
･ JR 大久保駅（在来線）から神姫バス「上新地」下車，徒歩 10 分
･ JR 西明石駅（在来線・新幹線）からタクシー（約 20 分）

行 程 13：30 現地集合
13：30～16：30 情報通信研究機構 未来 ICT研究所
16：30 頃 現地解散

参加人数 40 名（申込先着順，定員になり次第締め切らせて頂きます．非会員も参加可能）
参加費 無料（但し，集合場所までの往復の交通費は各自負担となります）
申込方法 参加希望者は，電子情報通信学会関西支部の HP（http://www.ieice.org/kansai/）から，お申込み下さい．

なお，E-mail，FAX，ハガキでも受け付けますので，氏名・年齢・所属・住所・電話番号・E-mail アドレ
スを御記入の上，下記までお申込み下さい．

申込締切 平成 29 年 11 月 15 日（水）
申込先 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部内

関西電気関連学会事務センター
TEL〔06〕6341-2529，FAX〔06〕6341-2534 denki4g@ares.eonet.ne.jp

主 催 電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会各関西支部

●電気三学会関西支部「准員及び学生員のための講演会（前半）」
例年，電気三学会（電気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会）関西支部では，平素は聴講できない他大

学並びに一般企業の諸先生方の講義を交換講義の形で聴講できるように，定期講演会を開催しています．平成 29 年度
の前半分は，下記により開催しますのでこの機会を活かして自由に御聴講下さるよう，御案内申し上げます．
･ 10 月 20 日（金） 13：00～14：30
テーマ：ナノスケールデバイスに現れる量子効果
講 師：石橋幸治（理研）
会 場：大阪大学（基礎工学部国際棟シグマホール）TEL〔06〕6850-6670
･ 10 月 23 日（月） 16：45～18：15
テーマ：新幹線と電力供給システム
講 師：川原啓治（JR西日本）
会 場：近畿大学（19-2 教室）TEL〔06〕4307-3499
･ 11 月 7 日（火） 15：00～16：30
テーマ：MVNOの概要とさらなる拡大に向けた戦略
講 師：上田晃穂（ケイ・オプティコム）
会 場：大阪府立大学工業高等専門学校（図書館視聴覚大ホール）TEL〔072〕820-8549
･ 11 月 13 日（月） 16：20～17：50
テーマ：安全快適な交通社会の実現に向けたインフラ技術の開発
講 師：鷲見公一（住友電工システムソリューション）



会 場：立命館大学（びわこ・くさつキャンパスコラーニングハウス 1-C303 講義室）TEL〔077〕561-2814
･ 11 月 16 日（木） 13：00～15：00
テーマ：ニューダイヤモンドの創製と実用化開発─工業用合成ダイヤモンドの新展開─
講 師：角谷 均（住友電工）
会 場：兵庫県立大学（姫路工学キャンパスA棟 101 室）TEL〔079〕267-4860
･ 11 月 16 日（木） 16：20～17：50
テーマ：人工知能時代を牽引する機械学習技術
講 師：上田修功（理研）
会 場：関西大学（千里山キャンパス第 4学舎 4号館 4001 教室）TEL〔06〕6368-1121（Ext. 5781）
･ 11 月 20 日（月） 14：40～16：10
テーマ：新しい光技術で拓く未来─ナノ光デバイスから深紫外 LED開発─
講 師：井上振一郎（NICT）
会 場：明石工業高等専門学校（合併教室）TEL〔078〕946-6124
･ 11 月 21 日（火） 13：00～15：00
テーマ：生体認証の基礎
講 師：松下雅仁（三菱電機）
会 場：大阪産業大学（9303 教室）TEL〔072〕875-3001（内線 4011）
･ 11 月 28 日（火） 12：50～14：20
テーマ：ヒューマンセンシング─人にやさしいロボットをめざして─
講 師：大須賀美恵子（阪工大）
会 場：京都工芸繊維大学（3号館 3階 0311 講義室）TEL〔075〕724-7398
･ 12 月 6 日（水） 11：00～12：30
テーマ：ビニールハウス内環境の適応モデル予測温度制御
講 師：伊藤和寿（芝浦工大）
会 場：大阪工業大学（OITホール）TEL〔06〕6954-4886

──本会・ソサイエティ・グループ・研究専門委員会等主催・共催──

●2017 年度（第 32 回）画像符号化シンポジウム（PCSJ2017）
2017 年度（第 22 回）映像メディア処理シンポジウム（IMPS2017）
画像符号化シンポジウム（PCSJ）と映像メディア処理シンポジウム（IMPS）は，昨年度に引き続き修善寺の美しい

自然の中にある施設にて，以下のように開催することとなりました．また，シンポジウムでの発表を中心に，和文論文
誌D・英文論文誌EDにおいて「画像符号化・映像メディア処理」特集号を計画しておりますので，是非御投稿，御参
加頂きたく御案内申し上げます．
日 時 平成 29 年 11 月 20 日（月)～22 日（水）
会 場 ラフォーレ修善寺（静岡県伊豆市大平 1529）TEL〔0558〕72-3311
交 通 伊豆箱根鉄道修善寺駅から車で 20 分（会場，宿泊の詳細は，下記Web サイトを御参照下さい）
講演内容
(1) 画像符号化シンポジウム

符号化基礎，標準方式関連技術，動き推定／動き補償，予測／直交変換／フィルタ，量子化／エントロピー符
号化，領域分割／特徴抽出，3D 画像符号化，符号化制御／符号量制御，伝送路（ネット・モバイル等）対
応／実装技術，画質評価，その他（新しい符号化等）

(2) 映像メディア処理シンポジウム
映像処理基礎，色彩／分光／色空間，画像認識／解析，画像復元／超解像／高精細（4K/8K）画像，3D 画像
技術／処理，撮像処理／表示処理，映像生成／CGM，HCI／拡張現実／人工現実，電子透かし／情報付加，
映像処理応用／実装技術，その他（DB，センサ，ITS 等）

(3) 特別講演，パネル討論等
申込締切 講演を申し込まれる場合 9月 15 日（金）

割引料金で聴講参加される場合 10 月 29 日（日）



原稿締切 10 月上旬
問合先 NTTメディアインテリジェンス研究所 PCSJ/IMPS 事務局

E-mail：pcsjimps-secretariat@lab.ntt.co.jp
なお，詳細な開催案内，申込方法などに関する情報を以下のWeb サイトで提供しております．
http://www.pcsj-imps.org/

主 催 電子情報通信学会画像工学研究専門委員会
共 催（依頼中） 電子情報通信学会信号処理研究専門委員会・映像情報メディア学会メディア工学研究委員会・情報

処理学会オーディオビジュアル複合情報処理研究会
協 賛（依頼中） 画像電子学会


