
◇ ◇ 第二種研究会開催案内 ◇ ◇

●テラヘルツ応用システム研究会

委員長 鈴木左文（東工大） 副委員長 矢板 信（古河電工）・川野陽一（富士通研）
期日 2019 年 8 月 6 日（火）
会場 大阪大学豊中キャンパス基礎工学国際棟 1階セミナー室
テーマ テラヘルツ・ミリ波一般
概要
未利用周波数帯であるテラヘルツ帯電磁波領域（0.1～100 THz）を積極的に利用し様々な応用技術分野を開拓しよ
うとする研究開発活動が国内外で活発化しています．各種分析・セキュリティ分野で必要不可欠な新しい計測技術とし
ての発展，また，テラヘルツ帯電磁波を用いた無線通信では数十 Gbps を超え 1 Tbps といった超高速無線の実現が期
待されています．また，これら分野の進展について報告，議論することにあわせて，新たに展開されてきた 3次元トモ
グラフィやレーダなどの新たな応用も含めて議論していくことの重要性が高まってきております．そのため，このた
び，関連技術分野の研究者相互の情報交換，議論交流を促進する目的で，招待講演，一般講演等による研究会を開催致
します．
招待講演
「ミリ波・テラヘルツネットワークに向けたフォトニクス技術」 川西哲也（早大）
「共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツレーダー」 アドリアンドブロユ（東工大）
「テラヘルツ連続発振光源のためのメタサーフェス」 鈴木健仁（東京農工大）
「共鳴トンネルダイオードとフォトニック結晶の融合とテラヘルツシステム応用」 冨士田誠之（阪大）
参加費（予定，資料代金含む，支払い方法は申込者に別途連絡）
一般：5,000 円，学生：1,000 円

意見交換会
研究会終了後に大阪駅周辺で意見交換会を実施予定です．（詳細は参加申込者に別途連絡します．）

【問合先】
濱田裕史（NTT）
E-mail：hiroshi.hamada.gs@hco.ntt.co.jp

主催 テラヘルツ応用システム特別研究専門委員会
協賛 電子デバイス研究専門委員会，マイクロ波・ミリ波フォトニクス研究専門委員会，マイクロ波研究専門委員会，
IEEE MTT-S Japan Chapter，テラヘルツシステム応用推進協議会，テラヘルツテクノロジーフォーラム，応用物
理学会；テラヘルツ電磁波研究会，日本分光学会；テラヘルツ分光部会

●第 32 回 回路とシステムワークショップ

第 32 回 回路とシステムワークショップ実行委員長 陶山健仁（東京電機大）
第 32 回「回路とシステムワークショップ」を，東京北千住で開催致します．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行うことを目的としています．特別招待講演では，安田恵一郎様（首都大学東
京）に「メタヒューリスティクスと応用」というタイトルで御講演をお願いしております．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：https://www.ieice.org/ess/kws/
期日 2019 年 8 月 22 日（木），23 日（金）
会場 東京電機大学東京千住キャンパス（足立区千住旭町 5，TEL〔03〕5284-5333）
会場受付 8 月 22 日（木） 8：30～，23 日（金） 8：30～ 東京電機大学東京千住キャンパス 1号館 1階
特別招待講演：「メタヒューリスティクスと応用」 安田恵一郎（首都大東京）



招待講演 下記の招待講演などを企画しています．
「音源分離における ICAと NMFの拡張と融合」 澤田 宏（NTT）
「スーパーコンピュータ「富岳」開発における CPU 論理品質保証」 松井宣幸・國領琢也・関口秀之・千代延昭
宏・山村周史・吉川隆英・渡辺慎吾（富士通）・小松隆央・鈴木信太郎（富士通コンピュータテクノロジーズ）

「自動運転のためのテスト・検証技術の深化～離散から連続への発展と機械学習工学」 石川冬樹（NII）
「産学連携とナノテクプラットフォームで拓く集積化高感度超音波プローブの研究」 三田吉郎（東大）・吉村 武
（阪府大）・水野 隆・鈴木謙次・中山雄太（コニカミノルタ）・遠藤登喜子（名古屋医療センター）

「畳込みニューラルネットワークアクセラレータによるスマートカメラの実現」 中原啓貴（東工大）
「大規模ネットワーク解析のための組合せ最適化アルゴリズム」 垣村尚徳（慶大）
参加費 早期申込期限（7 月 10 日（水））までに申し込みされた場合，参加費が下記の通り異なります．7 月 10 日

（水）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．
7 月 10 日（水）まで 7月 11 日（木）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 7 月 30 日（火）までに（早期申
込の場合は 7月 10 日（水）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：
中村正樹（会計・参加担当幹事）
〒939-0398 射水市黒河 5180
富山県立大学工学部電子・情報工学科
E-mail：kws-32regist@mail.ieice.org

アクセス
JR 常磐線，東京メトロ日比谷線／千代田線，東武スカイツリーライン，つくばエクスプレス：北千住駅東口（電大
口）から徒歩 1分．京成本線：京成関屋駅から徒歩 7分「東京電機大学東京千住キャンパス」までの，より詳細な交通
アクセス案内ページ https://www.dendai.ac.jp/access/tokyo_senju.html
会場に関する問合先：
山岸昌夫（会場担当幹事）
〒152-8552 目黒区大岡山 2-12-1-S3-60
東京工業大学工学院情報通信系



E-mail：kws-32local@mail.ieice.org
プログラム
8月 22 日
セッションB1 生体信号処理（9：40～10：30）部屋：1204 セミナー室
座長：今泉祥子（千葉大）
1．脳波のフラクタル解析に基づいた飲料の感性評価法 中川匡弘（長岡技科大）
2．畳み込みニューラルネットワークを利用した光電容積脈波からの運動時心拍推定手法

中村公暉・廣本正之・佐藤高史（京大）
セッションB2 暗号・画像セキュリティ技術（10：45～12：00）部屋：1204 セミナー室
座長：藤田 玄（阪電通大）
3．隣接画素間の類似性に基づく差分値を用いた可逆情報埋込み法 瀬口陽太・今泉祥子（千葉大）
4．ハーフトーン処理を用いた特色印刷のための可逆情報埋込み法 上田美凪・今泉祥子（千葉大）
5．Rabin 暗号を内包したカオスストリーム暗号に関する研究 佐藤太一・新井貴史・鎌田弘之（明大）
セッションB3 B分科会招待講演（13：45～14：45）部屋：1204 セミナー室
座長：八巻俊輔（東北大）
6．〔招待講演〕音源分離における ICAと NMFの拡張と融合 澤田 宏（NTT）
セッション SP 特別企画（15：15～16：45）部屋：1204＋1205 セミナー室
座長：陶山健仁（東京電機大）
7．〔特別企画〕（科研費等）補助金獲得のための提案書作成セミナー 竹内利一（竹内技術士事務所）
セッション SS特別招待講演（17：00～18：00）部屋：1204＋1205 セミナー室
座長：陶山健仁（東京電機大）
8．〔特別招待講演〕メタヒューリスティクスと応用 安田恵一郎（首都大東京）
セッションD1 アルゴリズム論（9：15～10：30）部屋：1205 セミナー室
座長：山口真悟（山口大）
9．優良解集合探索問題における優越関係に基づくFirefly Algorithm

王 鴻燃・田村健一・土屋淳一・安田恵一郎（首都大東京）
10．行列ベクトル積の並列アルゴリズムの合成 宮坂幸雄・Ruitao Gao・藤田昌宏（東大）
11．解空間の上位構造と拡張的探索機構に基づく組合せ最適化手法

李 絮元・田村健一・土屋淳一・安田恵一郎（首都大東京）
セッションD2 D分科会 招待講演 1（10：45～11：45）部屋：1205 セミナー室
座長：稲元 勉（愛媛大）
12．〔招待講演〕大規模ネットワーク解析のための組合せ最適化アルゴリズム 垣村尚徳（慶大）
セッションC1 C分科会 招待講演 1（14：00～15：00）部屋：1205 セミナー室
13．〔招待講演〕畳込みニューラルネットワークアクセラレータによるスマートカメラの実現 中原啓貴（東工大）
セッションA1 アナログ回路（9：15～10：30）部屋：1206 セミナー室
座長：寺田晋也（熊本高専）
14．多相回路の雑音と占有面積に関する一検討 山路隆文（崇城大）・清水暁生（有明高専）
15．セルフバイアス機構による画素並列A/D変換方式イメージセンサの高感度化とノイズ低減の検討

吉田顕鑑・稲垣雄志・松谷康之（青学大）
16．チョッパ型増幅回路の時分割多入力化の検討 元木真太郎・佐藤隆英・小川覚美（山梨大）
セッションA2 A分科会 招待講演（10：45～12：00）部屋：1206 セミナー室
座長：山根大輔（東工大）
17．〔招待講演〕産学連携とナノテクプラットフォームで拓く集積化高感度超音波プローブの研究 三田吉郎（東
大）・吉村 武（阪府大）・水野 隆・鈴木謙次・中山雄太（コニカミノルタ）・遠藤登喜子（名古屋医療センター）
セッションD3 グラフ・ネットワーク 1（13：45～15：00）部屋：1206 セミナー室
座長：金子美博（岐阜大）
18．伝搬モデルに基づいた情報拡散抑制のための辺中心性の提案 宮下正明・高澤栄一・篠宮紀彦（創価大）
19．ワークフローの部分類似度とその最大値をもつ最大類似部分の抽出

Mohd Anuaruddin Bin Ahmadon・Shingo Yamaguchi（山口大）
20．Witness 複体を用いたパーシステント・ホモロジーによる力学系の遅れ時間の推定におけるサブサンプリングに関



する研究 小山浩弥・鎌田弘之（明大）
8 月 23 日
セッションB4 信号処理と機械学習（9：15～10：30）部屋：1204 セミナー室
オーガナイザー・座長：吉田 嵩（都立産技高専）
1．コージェネレーション設備を対象とする複数センサによる異常検知法 外田 脩（明電舎）
2．Suppressing Racial Bias in Image Recognition via Domain Adaptation

Antonio Tejero-de-Pablos（Univ. of Tokyo）・原田達也（Univ. of Tokyo/RIKEN）
3．A Study for Designing Elderly People Support Robot Yihsin Ho（Takushoku Univ.）
セッションB5 アレイ信号処理 1（10：45～12：00）部屋：1204 セミナー室
オーガナイザー・座長：北原大地（立命館大）
4．分割側帯波の距離焦点形成によるパラメトリックアレースピーカ近傍再生の検討

下方 誠（立命館大）・中山雅人（大阪産業大／立命館大）・西浦敬信（立命館大）
5．パラメトリックアレースピーカにおける復調波の共鳴点制御に適したフェーズドアレー法の検討

佐山史織（立命館大）・中山雅人（大阪産業大／立命館大）・西浦敬信（立命館大）
6．円形マイクロホンアレーによる全方位音源追尾の性能検証 松永 拳・陶山健仁（東京電機大）
セッションB6 アレイ信号処理 2（13：30～14：45）部屋：1204 セミナー室
オーガナイザー・座長：北原大地（立命館大）
7．フェーズドアレイレーダにおける隣接仰角間の類似性を利用した気象パラメータ推定

北原大地・森川侑奈・平林 晃（立命館大）・吉川栄一（JAXA）・菊池博史（電通大）・牛尾知雄（首都大東京）
8．マルチパラメータフェーズドアレイ気象レーダへのMMSEビームフォーミング適用結果

滝澤直也・内田柊平（首都大東京）・吉川栄一（JAXA）・菊池博史（電通大）・妻鹿友昭・牛尾知雄（首都大東京）
9．Comb Imaging on a Phased Array Weather Radar

Eiichi Yoshikawa（JAXA）・Tomoo Ushio（Tokyo Metropolitan Univ.）
セッションB7 フィルタ設計（15：00～16：15）部屋：1204 セミナー室
座長：杉浦陽介（埼玉大）
10．複数集団をもつGAを用いた高次数CSD係数 FIR フィルタの設計 加藤涼太・陶山健仁（東京電機大）
11．停留回避手法のパラメータが IIR フィルタ設計に与える効果 高瀬裕矢・陶山健仁（東京電機大）
12．CSOを用いた継続的な探索による IIR フィルタ設計 張替裕太・陶山健仁（東京電機大）
セッションC2 C分科会 招待講演 2（9：30～10：30）部屋：1205 セミナー室
13．〔招待講演〕スーパーコンピュータ「富岳」開発における CPU論理品質保証 松井宣幸・國領琢也・関口秀之・
千代延昭宏・山村周史・吉川隆英・渡辺慎吾（富士通）・小松隆央・鈴木信太郎（富士通コンピュータテクノロジーズ）
セッションD5 D分科会 招待講演 2（10：45～11：45）部屋：1205 セミナー室
座長：横川智教（岡山県立大）
14．〔招待講演〕自動運転のためのテスト・検証技術の深化～離散から連続への発展と機械学習工学

石川冬樹（NII）
セッションD6 システム理論の新しいアプリケーション（13：30～14：45）部屋：1205 セミナー室
座長：堀山貴史（埼玉大）
15．A spanning sink mobility on mWSN with grid topology Yoshihiro Kaneko（Gifu Univ.）
16．Information vitality を用いた情報拡散モデルの提案 太田裕也・篠宮紀彦（創価大）
17．An analysis on payoff distribution across prosumers in resource sharing model based on a potluck problem

Ryo Hase・Mitsue Imahori・Norihiko Shinomiya（Soka Univ.）
セッションD4 グラフ・ネットワーク 2（9：40～10：30）部屋：1206 セミナー室
座長：篠宮紀彦（創価大）
18．スポーツスケジューリングにおけるブレーク数上限付きのホームアウェイテーブルの列挙

中山浩彰・堀山貴史（埼玉大）
19．画面遷移と参照項目の操作履歴に基づく画面設計個別化手法の提案─電力需要予測システムを対象として─

豊嶋伊知郎（東芝エネルギーシステムズ）・荒田琢也・山口真悟（山口大）
セッションA3 パワーマネジメント（10：45～12：00）部屋：1206 セミナー室
座長：齊藤 健（日大）
20．電力市場における需要家の節電傾向変化を考慮した節電要請手法の提案 田村優人・篠宮紀彦（創価大）



21．変圧比 1付近に特化したスイッチトキャパシタDC-DC降圧コンバータ
寺田晋也（熊本高専）・江口 啓（福岡工大）・大田一郎（熊本高専）

22．極低電圧エネルギーハーベスティングに向けたスイッチトキャパシタ型昇圧コンバータ
西 雅也・中澤勇一郎・松本 香・黒木修隆・沼 昌宏（神戸大）・廣瀬哲也（阪大）

セッションA4 システムと制御（13：30～14：45）部屋：1206 セミナー室
座長：山路隆文（崇城大）
23．カルマンフィルタによる天井クレーンの振れ止め制御 浜本裕貴・中本昌由・山本 透（広島大）
24．電動アシスト自転車への予測先行型制御 石田隆張・五十嵐優人（明星大）
25．独立したニューロ回路の実装により動物に似た歩容を生成する四足歩行ロボットの開発

武井裕樹・森下克幸・田澤 陸・金子美泉・内木場文男・齊藤 健（日大）
セッションC3 回路検証技術（15：00～15：50）部屋：1206 セミナー室
26．アナログ回路のテスト箇所選択のための診断性能指標の比較

蜂屋孝太郎・寺岡 陽（帝京平成大）・黒川 敦（弘前大）
27．畳み込みニューラルネットワークを用いたテストパターンの再生 稲元 勉・樋上喜信（愛媛大）
8 月 22 日
セッションWIP ポスターセッション・昼食（12：15～13：15）部屋：100 周年ホール
1．銅線水冷システムを用いたインバータ効率改善の提案 八亀雅弘・石田隆張（明星大）
2．燃料電池のための高昇圧DC-DCコンバータの検討 今関光美・枡川重男（東京電機大）
3．月面探査機の画像航行のためのCNNを用いた低解像度画像マッチング

三木健生・小松原燿介・津田啓輔・小原静華・鎌田弘之（明大）
4．ブラインド信号分離を用いたエコーキャンセラの構成法 坂井良広・陶山健仁（東京電機大）
5．グループスパース畳み込み型辞書学習によるドップラー信号からの呼吸成分の分離

川野直輝・中静 真（千葉工大）
6．平滑化 L0 ノルムによる正則化を用いた畳み込み型辞書学習 飯塚生吾・中静 真（千葉工大）
7．複素重み付け加算回路による音源分離の性能向上に関する提案 西牧 駿・陶山健仁（東京電機大）
8．VVCにおけるMTT分割モード高速決定アルゴリズム 白 浩辰・荒川 侑（阪電通大）
9．一般室内におけるスピーカ周波数特性の反射音低減の検討 森谷晃行・金田 豊（東京電機大）
10．MUSIC 法における複数音声方向の推定と SBPHP処理の研究 川田希望・金田 豊（東京電機大）
11．局所低ランク化手法の高速化手法による画像修復への応用

至勢智貴（東京理科大）・小西克巳（法政大）・佐々木亮平・古川利博（東京理科大）
12．非対称 16QAMを用いたブラインドチャネル推定法 前田拓史・菅 宣理・古川利博（東京理科大）
13．SVD-free Optimal Point Convergence Algorithm for Robust Principal Component Analysis

山岸昌夫・山田 功（東工大）
14．多チャンネル高速 1 bit 信号を用いた動的局所音場合成システムの構想

黒川翔瑠・津國和泉・池田雄介・小坂直敏（東京電機大）・及川靖広（早大）
15．等価二次点音源による局所領域への直接音伝達関数のモデル化に関する基礎的検討

津國和泉・黒川翔瑠・池田雄介・小坂直敏（東京電機大）
16．フローネット変換を用いたペトリネットの構造的活性・有界性解析手法 張江洋次朗・和﨑克己（信州大）
17．機械学習適用のための Job Shop Scheduling 問題の検討

宮林 優（仙台高専）・丹野航太（東北大）・早川吉弘（仙台高専）
18．マシニングセンターにおけるスケジューリング問題のモデル検証の試み

澤枝良樹・中田康佑・中 大輔・中村正樹・榊原一紀（富山県立大）
◎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．

●第 8回アドバンスドワイヤレスシリーズ
「5GのチャネルモデルとMassive MIMOシステム評価への応用」（第 7回 AWS-7 の再開催）

実行委員長 市坪信一（九工大）
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 7回開催しています．
今回開催するワークショップは，このアドバンスドワイヤレスシリーズの第 8回目として，5G のチャネルモデルと

Massive MIMOシステム評価への応用に関する講義を行うものです．この分野の第一線で活躍する講師が，5G チャネ
ルモデルとMassive MIMOシステム評価への応用の本質を，標準化の動向とともに詳しく解説します．奮って御参加
下さい．なお，本ワークショップは 2018 年 12 月に開催された第 7 回アドバンスドワイヤレスシリーズ「5G のチャネ
ルモデルとMassive MIMOシステム評価への応用」の再開催となります．
講師 北尾光司郎（NTTドコモ），西森健太郎（新潟大）
講義概要
本ワークショップでは，5G（第 5 世代移動通信）システムを支えるチャネルモデルとMassive MIMO評価について
解説する．まず，5G システムの要求条件からアンテナ・伝搬が果たすべき役割を述べ，その中でキーとなる，MIMO
システムを評価可能なチャネルモデルとMassive MIMOの評価手法にフォーカスを当てて解説する．まず，チャネル
モデルの説明では，第 1～第 5 世代のシステム開発に沿ったチャネルモデルの変遷と最新のMIMOシステムを評価可
能なチャネルモデルについて解説を行う．次に，Massive MIMOの特性評価については，5G のチャネルモデルを用い
た評価結果を交えながら 5G チャネルモデルへの理解を深めつつ，理論的な見地から 5G チャネルモデルやMassive
MIMO 技術の有効性を明らかにするとともに，Massive MIMO における実際の制御方法，ハードウェア構成法，実環
境における性能評価結果までを解説する．
講義内容
1．5G システムの概要とアンテナ・伝搬の役割
2．移動通信におけるチャネルモデルの基礎（第 3世代までのチャネルモデル）
3．移動通信におけるMIMOチャネルモデル
4．Massive MIMOの基礎と 5Gチャネルモデルを用いた特性評価
5．Massive MIMOの具体的な実現技術
6．今後の課題と将来展望
上記の講義内容は，若干変更することもございますので御了承下さい．スライド資料は当日配付とさせて頂きます．
日時 2019 年 9 月 9 日（月） 9：30～16：40
会場 尼崎中小企業センター 402 会議室（尼崎市昭和通 2-6-68）

https://www.ama-in.or.jp/guide/rental.html
受講定員 45 名
受講料 会員 20,000 円，非会員 30,000 円
（資料代込，税込み，学生料金は設定しておりません）
受講申込期間 7月 1日（月)～8月 21 日（水）
・満員になり次第締め切ります．なお，手続きの関係で締切を過ぎる可能性のある場合は，下記問合先（総務幹事 武
田）まで御相談下さい．
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 1週間以内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．
http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/

・会員価格での受講を希望される方は，受講申込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等，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：http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html

【問合先】 第 8回アドバンスドワイヤレスシリーズ実行委員会
総務幹事 武田茂樹（茨城大）
E-mail：ap_ac-aws8_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，IEEE AP-S Kansai Chapter



●第 32 回情報伝送と信号処理ワークショップ

実行委員長 寺田 純（NTT）
テーマ 「AI・IoT 時代の情報通信基盤と産業応用」
約 30 年続いた平成から，令和時代の幕開けとなった今年は，情報通信の分野でも，大きな変革の年です．米国や韓

国では，第 5世代移動通信システム（5G）が一部で導入され，わが国でも東京オリンピックが開催される来年には 5G
サービスが開始される予定です．情報通信技術は，新しく生まれる様々な技術との融合によって進化していくととも
に，地域に密着した技術革新もますます活発になってきました．今年で 32 回目となる情報伝送と信号処理ワーク
ショップ（CSWS）は，開催地・霧島のある鹿児島や九州などでの情報通信技術の活用事例や，AI や IoT の専門家の
方々をお招きし，最新技術動向を御紹介頂きます．更に，慶應義塾大学の大槻知明教授のフェロー記念講演も予定して
おります．自然豊かな霧島温泉にて，地元の専門家の方を交えて活発な御議論を頂けましたら幸甚です．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 2019 年 10 月 30 日（水)～11 月 1 日（金）
会場 霧島温泉霧島ホテル（霧島市牧園町高千穂 3948．https://www.kirishima-hotel.jp/ TEL〔0995〕78-2121）
講演 「AI・IoT 時代の情報通信基盤と産業応用」
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．
30 日（13：00～17：00）
オープニング 寺田 純（NTT）
第 1セッション（13：10～17：00）
1．〔招待講演〕離島における情報通信基盤の現状 升屋正人（鹿児島大）
2．〔招待講演〕進化計算を用いた様々なパターン最適化 小野智司（鹿児島大）
3．〔招待講演〕南西諸島域におけるサトウキビ農業の IoT化 藤枝 繁（鹿児島大）
4．〔招待講演〕ドコモの一次産業への取り組み 石原英一（NTTドコモ）
5．〔招待講演〕AI と医用画像診断の現状と将来展望 平井俊範（宮崎大）
◎夕食・懇親会（19：00～21：00）
31 日（9：00～12：00）CS研究会第一部
第 2セッション（13：00～16：00）
1．〔招待講演〕深層学習を用いた画像認識の取り組み 椋木雅之（宮崎大）
2．〔招待講演〕気象レーダによる火山噴火のモニタリング 眞木雅之（鹿児島大）
3．〔招待講演〕5Gのさらなる発展に向けてのドコモの取り組み 須山 聡（NTTドコモ）
4．〔招待講演〕信号処理技術が切り開く次世代自動車技術とその民主化 武田一哉（名大/TierIV）
5．〔フェロー講演〕スマートヘルスケア 大槻知明（慶大）
◎夕食（19：00～）
◎講師を囲んで（20：30)～
11 月 1 日（9：00～11：40）CS研究会第二部
◎テクニカルビジット（12：00～）
【参加申込み】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．
参加申込締切 9月 27 日（金）
参加費（予稿集込）
学会員 40,000 円，非会員 45,000 円，学生 30,000 円，招待講演者 37,000 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通りです．
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 斉藤洋之
FAX〔048〕420-7076
E-mail：saitou738@oki.com

【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


