
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●第 3回集積光デバイスと応用技術研究会「ハイパワーレーザ」

委員長 馬場俊彦（横浜国大） 副委員長 松尾慎治（NTT）
日時 2018 年 7 月 18 日（水） 13：00～17：50（受付開始 12：20）
会場 東京大学本郷キャンパス（詳細は確定次第，本研究会ホームページに掲載します）

近年，半導体レーザやファイバレーザの高出力化や低コスト化は目覚ましく，kW クラスの高出力を用いて，レーザ
による溶接，切断，微細加工をはじめ，様々な産業応用に革新をもたらしています．またフォトニック結晶など，新た
な半導体構造が登場し，今後，本研究会の主題である光集積との関わりも大きくなりそうです．そこで第 3 回研究会で
は，高出力レーザとその応用の最新動向を特集することとしました．

同テーマを扱う NEDO プロジェクトリーダーの東京大学・小林洋平氏，並びに目覚ましい素子開発を報告するドイ
ツ FBH・Paul Crump 氏による特別講演をはじめ，主要な研究機関と国内メーカーの講演をまとめて聴講することがで
きます．多数の皆様の御参加をお待ちしております．
講演者（講演は英語で行われます）
【特別講演】（講演順）

Yohei Kobayashi（Univ. of Tokyo）／Paul Crump（Ferdinand-Braun-Inst., Germany）
【招待講演】（講演順）

Takashi Kurita（Hamamatsu Photonics）／Tetsuya Yagi（Mitsubishi Electric）／Takunori Taira（Inst. for Molecular
Science）／Yuji Nishikawa（FANUC）／Masayuki Yamaguchi（Fujikura）／Susumu Noda（Kyoto Univ.）

講演プログラム等詳細は本研究会のホームページを御覧下さい．
~http://www.ieice.org/~ipd/jpn/welcome.html

参加費 一般 5,000 円，学生 1,000 円
参加申込 下記の集積光デバイスと応用技術特別研究専門委員会 Web ページから，7 月 13 日（金）までに事前参加登
録をお願い致します．

~http://www.ieice.org/~ipd/jpn/welcome.html
事前参加登録をされない場合は，会場の収容人数の関係で御参加頂けない場合がございます．
【問合先】

荒川太郎（横浜国大）
E-mail：arakawa-taro-vj@ynu.ac.jp

清水大雅（東京農工大）
E-mail：h-shmz@cc.tuat.ac.jp

◎最新情報は，集積光デバイスと応用技術特別研究専門委員会のホームページを御覧下さい．
~http://www.ieice.org/~ipd/jpn/welcome.html

主催 集積光デバイスと応用技術特別研究専門委員会（IPDA）
協賛 レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会（LQE），光エレクトロニクス研究専門委員会（OPE），IEEE

Photonics Society Japan Chapter

●特別ワークショップ＆スーパーコンピュータ「京」見学会（PN第二種研究会）

フォトニックネットワーク（PN）研究会，超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会（PIF）及び健康生き
活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム（RCH）は共催で「特別ワークショップ＆スーパーコンピュータ

「京」見学会」を開催致します．今回の特別ワークショップでは，ルータやスイッチ，パケットオプティカルノード技
術を基礎から把握できるチュートリアル講演を開催するとともに，科学技術振興機構（JST）の「世界に誇る地域発研
究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」に採択されたプログラム「健康生き活き羅針盤リサー
チコンプレックス」による特別講演を開催します．また，理化学研究所計算科学研究機構を訪問し，スーパーコン
ピュータ「京」を見学させて頂きます．

特別ワークショップでは，ネットワーク装置やデータサイエンスについて最先端の研究の話を伺うことができます．



また，スーパーコンピュータ「京」をつぶさに見学できるまたとない機会です．奮って御参加頂けますよう御案内申し
上げます．
日時 2018 年 7 月 25 日（水） 13：00～17：00
会場 理化学研究所融合連携イノベーション推進棟（IIB 棟）8F 講堂（受付 2F エントランス）（神戸市中央区港島南

町 6-7-1（神戸ポートアイランド内）https://rc. riken.jp/contact/）
参加対象 学生を含む一般
参 加 費 電子情報通信学会会員・PIF 会員・RCH 参画機関及び学生は無料

上記以外の一般の方は，5,000 円
（別途有料 チュートリアルテキスト代，意見交換／懇親会参加費）

定員 60 名
参加申込方法 下記 PIF ホームページの「新着情報／お知らせ」または「5．講演会・シンポジウム」のページより事

前登録をお願い致します．http://www.scat.or.jp/photonic/
プログラム
【特別ワークショップ】
◎開会挨拶 PIF 企画部会部会長 山中直明（慶大）
1．〔チュートリアル講演〕 ルータ・スイッチの基礎とパケットオプティカルノードの最新動向（仮）

村中孝行（アラクサラネットワークス）
2．〔特別講演〕 健康関数開発プロジェクト─個別健康最大化を目指して─

水野 敬（健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム）
3．〔特別講演〕 分子・機能・形態統合イメージングを用いた Precision Heath

渡辺恭良（健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム）
◎閉会挨拶 PN 研究会委員長 長谷川 浩（名大）

（休憩，「京」へ移動 15 分）
【見学会】
スーパーコンピュータ「京」見学
概要：速さだけでなく，使いやすさにこだわって作られた「京」の魅力を説明とするとともに，「京」の性能を最大限

引き出すために，様々な工夫が施されている施設を見学する．
（IIB 棟へ移動 15 分）
◎意見交換／懇親会（立食形式，要参加費）
留意事項
(1) 理化学研究所の訪問には，公共機関を御利用下さい．最寄り駅は「医療センター」駅です．
(2) 理化学研究所での写真・ビデオ撮影は禁止となっております．あらかじめ御了承下さい．
【問合先】

PIF 事務局 宇都
TEL〔03〕3351-8155
E-mail：PIF_Photonic@scat.or.jp

当日現地での連絡窓口：PN 研究会 古川 TEL〔080〕2072-6031
主催 フォトニックネットワーク研究専門委員会
共催 超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会；健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

●OCS Summer School 2018
「OCS Summer School 2018─デジコヒによって見えた情報理論・信号処理の世界─」

実行委員長 森田逸郎（KDDI 総合研究所）
光通信システム研究会（OCS）では，毎年 7 月に第二種研究会として OCS Summer School を企画しています．本年

も 7 月 26 日（木），27 日（金）の両日，OCS Summer School 2018 を開催致します．
【概要】

光通信システム研究会では，重要トピックスを徹底的に深堀する研究会“OCS Summer School”を毎年開催してお
ります．

今年はディジタルコヒーレント（デジコヒ）技術の登場によって開けた情報理論・信号処理をテーマに取り上げま



す．今日では欠かすことのできない情報理論の基礎から最新の信号処理技術まで，光通信分野だけでなく，当該技術を
活用している無線通信分野における第一人者もお招きして御講演頂きます．本テーマに馴染みのある方もない方も，
きっと新たな気付きが得られるはずです．

7 月 26 日夕方には，講演者を囲んでのフリーディスカッションタイム with Beer を企画しており，講演内容につい
てより深く議論頂けます．また，展示会や懇親会も企画しておりますので，研究者・業界関係者間のネットワーキング
の場としても御活用頂けます．問を解決し全貌を理解するまたとない機会です．関係者多数の御参加をお待ちしており
ます．
日時 2018 年 7 月 26 日（木） 13：00-18：00

27 日（金） 9：30-16：55
会場 東京工業大学大岡山キャンパス蔵前会館 1 階くらまえホール（目黒区大岡山 2-12-1．東急目黒線／大井町線大

岡山駅正面口の目の前．http://www.somuka. titech.ac.jp/ttf/access/index.html）
【参加費，予稿集，懇親会】

講演会参加費：無料
予稿集：当日販売（価格未定）
懇親会：初日（26 日）終了後（18：15～20：00）を予定．懇親会参加費は未定，当日支払．

【参加申込方法】
･光通信システム研究会（OCS）ホームページにて受け付けます．

~http://www.ieice.org/~ocs/jpn-new/index.php?FrontPage
･お申込の際に連絡頂いた情報は，OCS 研究会にて管理し，研究会の運営，及び，OCS 研究会からの連絡以外の目的
には使用致しません．

プログラム
＊変更の場合有．最新プログラムは，OCS 研究会のホームページを参照下さい．

~http://www.ieice.org/~ocs/jpn-new/index.php?FrontPage
26 日
1．OCS Summer School 2018 開会挨拶
2．基礎編
･シャノン限界
･光通信システム
～展示会～
･非線形シャノン限界
3．フリーディスカッション with Beer
◎18：15～20：00 に懇親会を行います．
27 日
1．将来技術編（前半）
･ディジタルコヒーレント光通信技術
･空間多重伝送技術
2．昼食・展示会
3．将来技術編（後半）
･符号化・復号
･ポスト LDPC 符号
･非線形補償技術
･ニューラルネットを用いた非線形補償
4．閉会挨拶
【展示会】

昨年同様，講演会場後方にて展示会を実施します．
【講演内容等に関する問合先】

木坂由明（NTT 未来ねっと研）
〒239-0847 横須賀市光の丘 1-1

TEL〔046〕859-3036，FAX〔046〕859-5541
E-mail：kisaka.yoshiaki@lab.ntt.co.jp



【参加申込に関する問合先】
高橋正典（古河電工情報通信・エネルギー研）
〒290-8555 市原市八幡海岸通 6

TEL〔0436〕42-1725，FAX〔0436〕42-9340
E-mail：masanori.takahashi@furukawaelectric.com

主催 光通信システム研究専門委員会


