
◇ ◇ 第二種研究会発表募集案内 ◇ ◇

●革新的無線通信技術に関する横断型研究会
（MIKA2019 : Multiple Innovative Kenkyu-kai Association for Wireless Communications 2019）

実行委員長 菊間信良（名工大）
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普

及が始まっております．更に，多種多様なサービスやアプリケーションも誕生しており，このような多様化する無線ト
ラヒックを安定的に収容するためには，無線アクセスからネットワークまでを総合的に捉えた無線システムの創出が必
要とされております．

MIKA 2019 では，このような背景と MIKA2018（9 月 26 日～28 日開催）の経験を踏まえ，更なる革新的な無線通信
技術の創出を促すべく，通ソに属する複数の研究会に加え，他ソサイエティ（基礎・境界ソサイエティ，NOLTA ソサ
イエティなど）との連携を更に強化できる場を横断型研究会として提供します．本会議で議論するテーマとして，無線
技術に加え，無線に付随する有線ネットワーク技術や数理分野なども含めた 10 年先の将来技術を設定し，異分野の研
究者同士で無線を共通点とした活発な議論ができる場を目指します．

第一回目となる MIKA2018 で好評を博した，招待講演・チュートリアル講演・ポスター発表を中心とし，
MIKA2019 では更に，テーマを絞った企画セッションやオーラルセッションも企画しております．是非奮って，御参
加，並びに御発表頂きますよう，お願い申し上げます．

なお，現地参加が困難な方々に対しては，招待講演とチュートリアル講演のインターネットライブ配信（YouTube）
を予定しております．
期日 2019 年 10 月 2 日（水)～4 日（金）
会場 北海道大学フロンティア応用科学研究棟（札幌市北区北 8 条西 5 丁目）
プログラム

以下のセッションを計画しています．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．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 MIKA ホーム
ページ（http://mika-wc.org/）にて御確認下さい．

〈スケジュール〉
10 月 2 日（水） 14：00～17：00

チュートリアル講演，企業セミナー，スポンサー展示，レセプション
10 月 3 日（木） 9：30～17：30

オープニング，基調講演，特別招待講演，ポスターセッション，オーラルセッション，チュートリアル講演，企業セ
ミナー，スポンサー展示，懇親会

10 月 4 日（金） 10：00～17：30
特別招待講演，ポスターセッション，オーラルセッション，チュートリアル講演，企業セミナー，スポンサー展示，
クロージング・表彰式

〈講演者（予定）〉
◎基調講演
・菊間信良（名工大，MIKA2019 実行委員長）

◎特別招待講演
・辻 ゆかり（NTT アドバンステクノロジ）
・大槻知明（慶大）

◎チュートリアル講演
・和田山 正（名工大）
・小川恭孝（北大）
・朔 啓太（九大）

【発表申込】
・テーマ：無線分野を中心とする電子情報通信学会の対象とするテーマ全般．
・発表形式：ポスター
・申込方法：MIKA ホームページ（http://mika-wc.org/）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 8 月 9 日（金）
発表概要提出締切 9 月 18 日（金）

・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，電子情報通信学会ホームページより http://www.
ieice.org/jpn/kenkyuukai/shorui.html を御参照下さい．発表概要資料の著作権は著者に帰属します．
・ポスター賞 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．選奨規程，選奨の種類等の詳細については MIKA ホームページ（http://mika-wc.org/）を御参照下さい．
【参加申込】
・参加を御希望される方は，MIKA ホームページ（http://mika-wc.org/）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．
・第一回早期参加登録締切 8 月 9 日（金）
・第二回早期参加登録締切 8 月 30 日（金）
・参加登録最終締切 9 月 18 日（水）
・参加費（予稿集込，懇親会費込み）

一般（第一回早期参加登録）：32,000 円（通常），25,000 円（年間登録割引適用後）
一般（第二回早期参加登録）：33,000 円（通常），26,000 円（年間登録割引適用後）
一般（8 月 31 日以降の申込）：37,000 円（通常），30,000 円（年間登録割引適用後）
一般（ライブ配信のみ参加）：15,000 円
学生：15,000 円
・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

【問合先】 MIKA2019 幹事
津川 翔（筑波大）・木村共孝（同志社大）・齋藤 健太郎（東工大）・平栗健史（日本工大）

E-mail：mika2019-kanji@mika-wc.org
主催 革新的無線通信技術に関する横断型研究会（MIKA）実行委員会
協賛 通信ソサイエティ：アンテナ・伝播研究専門委員会／宇宙・航行エレクトロニクス研究専門委員会／コミュニ

ケーションクオリティ研究専門委員会／スマート無線研究専門委員会／短距離無線通信研究専門委員会／通信方式
研究専門委員会／ネットワークシステム研究専門委員会／ヘルスケア・医療情報通信技術研究専門委員会／無線通
信システム研究専門委員会／無線電力伝送研究専門委員会（五十音順）
基礎・境界ソサイエティ：高信頼性制御通信研究専門委員会／情報理論とその応用サブソサイエティ（五十音順）
NOLTA ソサイエティ：複雑コミュニケーションサイエンス研究専門委員会

●第 70 回機能集積情報システム研究会

委員長 金子晴彦（東工大） 副委員長 市原英行（広島市大）
本研究会は，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での第二種研究会として開催します．本研究会

は，平成 3 年に設置された「ウェーハスケール集積システム時限研究専門委員会」以降，複数の時限研究専門委員会の
下での研究会を経て現在の研究会に引き継がれました．

近年の LSI 製造技術の進歩により，大規模かつ斬新な情報処理機能を，シリコン・ウェーハや VLSI，3D IC
（three-dimensional integrated circuit）上に集積・実装する情報システム FIIS（Functional Integrated Information
System）の構築技術が注目されています．本研究会では，次に示す FIIS 構築に関する幅広い研究分野を対象としてい
ます．
・情報システム設計に関する技術：誤り訂正・回復技術，SoC（System-on-Chip）や NoC（Network-on-Chip）など

の耐故障・再構成可能システムの構築技術，低消費電力技術，機械学習を用いた情報システム設計法，近似・確率計
算を用いたシステム設計法

・LSI 製造に関する技術：LSI 故障・欠陥検出法（テスト手法，テスト容易化設計法），チップの歩留まり解析，歩留
まり向上設計法，レイアウト設計・解析手法，故障モデルの解析，信頼度解析，性能評価などの理論的解析手法
本機能集積情報システム（FIIS）研究会は，上述したような技術を，応用分野の枠を超えた高性能・高信頼・低消費

電力な機能集積情報システム実現のための強固な枠組みであると捉えています．本研究会では上記内容を中心としてい
ますが，それらにとらわれず，各種応用研究を含めた広い研究分野からの研究発表を歓迎致します．

次回の第 70 回機能集積情報システム研究会では下記要領で一般発表を募集致しますので，多数の申し込みをお待ち
しております．
期日 2019 年 10 月 11 日（金） 13：00～（予定）
会場 東京工業大学大岡山キャンパス
一般申込締切：8 月 9 日（金）

発表を希望される方は，論文題目，著者，所属，連絡先，発表予定者を下記幹事までお知らせ下さい．



【申込・問合先】
難波一輝（千葉大大学院工学研究院）

E-mail：namba@ieee.org
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 20 回ネットワークソフトウェア研究会

委員長 伊藤 篤（宇都宮大）
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 2019 年 10 月 24 日（木），25 日（金）
会場 明星大学日野キャンパス（予定）
テーマ：5G 時代を支える無線技術，ネットワークソフトウェア技術＋一般
概要

大容量，多端末接続，低遅延を特徴とする第 5 世代移動通信システム（5G）の導入を控え，ビジネス的にも社会的
にも関連するネットワーク技術の発展に大きな期待が膨らんでいます．今後，様々な無線デバイスを搭載した多様な端
末がネットワークに接続されることにより，ネットワークは更に高度かつ多様なサービスを提供することが求められて
います．本研究会では，無線技術の発展や，それに伴う多種多様な大量のデータを処理するためのネットワーク技術に
ついて，幅広く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．
◎募集案内：http://www.ieice.org/cs/ns/nws/20/announce/
【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 件あたり標準で 20 分．発表者からのプレゼンテーションは 5～10 分以内とし，残りの時間を質疑応答に割り当て
ます．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：9 月 25 日（水）
ポジションペーパ講演申込：9 月 25 日（水）
研究会参加申込：9 月 25 日（水）
原稿提出：10 月 11 日（金）
参加費振込み：10 月 17 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 Web ページを参照下さい．

http://www.ieice.org/cs/ns/nws/20/announce/
【講演・参加申込先・原稿提出先】

郡川智洋（NTT）
〒180-8585 武蔵野市緑町 3-9-11

TEL〔0422〕59-6314
E-mail：ns-nws-secretariat@mail.ieice.org



【研究会全般に関する問合先】
吉村康彦（NTT）

TEL〔0422〕59-3449
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 41 回量子情報技術研究会（QIT41）

委員長 平野琢也（学習院大）
研究会の内容

情報科学と量子力学を融合させた新しい分野，量子情報科学に関する研究会です．情報を担う物理系の量子力学的側
面を積極的に活かした新しい情報処理原理の研究とそこから開かれる新しい学問体系の構築及び新しい情報技術パラダ
イムの創生を目指して，情報科学，物理学，光エレクトロニクスを含む理学，工学，数理科学に携わる研究者間に自由
な討論の場を提供し，この研究分野の発展を図ることを目的としています．

第 41 回研究会を下記のように開催致します．現在この分野で活躍する研究者は勿論，自分の研究資産が何らかの形
で使えそうだと予感している研究者・技術者など，広く関連する分野の研究者・技術者からの発表を募集致します．聴
講のみの参加も歓迎致しますので，奮ってお申し込み下さい．
期日 2019 年 11 月 18 日（月），19 日（火）
会場 学習院大学百周年記念会館（豊島区目白 1-5-1）
発表募集分野（申し込み状況によっては査読の可能性あり）

量子情報，量子計算，量子暗号など広く量子情報技術に関わる理論的研究，実験的研究，計算機科学的研究，数学的
研究，及び，その他関連分野．学生発表賞あり．
定員 180 名
参加費（懇親会は別途）

事前振込み 一般 4,000 円，学生 3,000 円
当日会場払い 一般 5,000 円，学生 4,000 円

研究会参加申込要領
参加申込は下記 Web にて受付けます：https://www.ieice.org/es/qit/

講演（口頭，ポスター）の申込，予稿集原稿 PDF の提出は，電子情報通信学会の Web システムを使用する予定．
口頭講演申込締切 10 月 4 日（金）
ポスター講演申込締切 10 月 18 日（金）
予稿原稿提出締切 10 月 18 日（金）
参加事前登録締切 11 月 1 日（金）
【問合先】

田崎晴明（学習院大）・衞藤雄二郎（産総研）・柴田康介（学習院大）・並木 亮（学習院大）
E-mail：qit41@qo.phys.gakushuin.ac.jp

主催 量子情報技術特別研究専門委員会
共催 応用物理学会；量子エレクトロニクス研究会


