
2021 年２月研究会・ECOC 報告会 

日時： 2021 年 2 月 18 日(木）-19 日(金) 

会場： オンライン(Zoom) 

 

 

電子情報通信学会 研究会発表申込システム・プログラムへのリンク 

OFT OCS OPE LQE 

2月研 ２月研・ECOC ２月研・ECOC ECOC 

 

 

 

2021 年 2 月 18 日(木） 

Zoom Meeting: [2 月研] 

2 月 18 日(木) 午後  OFT 招待講演 (1) 

座長: 渡邉 俊夫（鹿児島大） 

13:00 - 13:50 

  13:00-13:05 開会挨拶 （ 5分 ） 

(1) 

OFT 
13:05-13:50 

［招待講演］光ファイバを用いた次世代高

速車載通信ネットワーク 
○杉原興浩（宇都宮大） 

  13:50-14:00 休憩 （ 10分 ） 

2 月 18 日(木) 午後  OFT1 

座長: 足立 正二（光ファイバセンシング振興協会） 

14:00 - 15:15 

(2) 

OFT 
14:00-14:25 

カスケード型チャープ長周期光ファイバグ

レーティングを用いたσ型 EDF レーザに

よる温度センシング 

○福嶋匡謙・マヌエル グテレス ソアレス・仲矢光

希・和田 篤・田中 哲（防衛大）・伊藤文彦（島根

大） 

(3) 

OFT 
14:25-14:50 

両端固定支持によるヘテロコア光ファイ

バ式 3軸加速度センサの校正の検討 

○樹山さくら・門倉美幸・山崎大志・西山道子・渡

辺一弘（創価大） 

(4) 

OFT 
14:50-15:15 

マルチモード干渉センサのためのマイク

ロファイバの構造解析 
○安部尚晃・木原 満（阪電通大） 

  15:15-15:25 休憩 （ 10分 ） 

2 月 18 日(木) 午後  OFT2/OCS1/OPE 

座長: 那須 秀行（古河電工） 

15:25 - 16:40 

(5) 

OFT 
15:25-15:50 

テルライト・カルコゲナイドガラスを用いた

ランダム断面構造光ファイバによる赤外

イメージ伝送 

○中谷明日佳・Tong Hoang Tuan・畔柳俊英（豊田

工大）・松本守男・堺 豪一（古河電子）・鈴木健

伸・大石泰丈（豊田工大） 
[変更あり] 

(6) 

OCS 
15:50-16:15 

広帯域 RF位相変調信号生成のための

フォトニックアームストロング法 

○石村昇太・カオ シュンユン・田中和樹・西村公

佐・猪原 涼・釣谷剛宏・鈴木正敏（KDDI総合研究

所） 

(7) 

OPE 
16:15-16:40 

自己相似光導波路アレイにおける光局

在の実現 

○菊地 涼・石川 巧・土師康平・山田博仁・松田

信幸（東北大） 
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Zoom Meeting: [ECOC] 

2 月 18 日(木) 午後  ECOC 報告会   LQE/OPE/OCS 

座長： 庄司 雄哉(東工大) 

16:50 - 18:10 

  16:50-16:55 開会のあいさつ （ 5分 ） 

(1) 16:55-17:20 

［特別招待講演］順バイアス位相シフ

タとパッシブイコライザを用いたシリコ

ン変調器の高速動作と光 DAC送信

器への展開 

○田中信介・蘇武洋平（富士通/光協会） 

(2) 17:20-17:45 
［特別招待講演］Siプラットフォーム上

薄膜 InGaAsP 電界吸収型変調器 

○開 達郎・相原卓磨・前田圭穂・藤井拓郎・土澤 泰

（NTT）・髙畑清人・硴塚孝明（早大）・松尾慎治（NTT） 

(3) 17:45-18:10 

［特別招待講演］自律型 Time Aware 

Shaperを用いたレイヤ 2ネットワーク

による 5G NR フロントホール及び

1,000台 IoT端末の収容 

○柴田直剛（NTT）・Zhu Paikun（光産業創成大）・西村

和人（富士通）・吉田悠来（NICT）・林 和則（阪市大）・

廣田正樹（富士通）・原田臨太朗・本田一暁・金子 慎・

寺田 純（NTT）・北山研一（光産業創成大） 

 

 

 

2021 年 2月 1９日(金） 

Zoom Meeting: [2 月研] 

2 月 19 日(金) 午前  OFT3 

座長: 木原 満（大阪電通大） 

09:00 - 10:15 

(8) 

OFT 
09:00-09:25 

円周上対称配置 3 コア光ファイバのベクトルモード電磁界解

析 
[変更あり] 

○小林豪太・來住直人（電通

大） 

(9) 

OFT 
09:25-09:50 光ファイバを用いたインコヒーレント光信号の検出方式 

○鄭 宇原・來住直人（電通

大） 

(10) 

OFT 
09:50-10:15 

波長変換に対応した光フーリエ変換を用いた歪補償可変遅

延線 

○畑山進丸・來住直人（電通

大） 

  10:15-10:25 休憩 （ 10分 ） 

2 月 19 日(金) 午前  OFT4 

座長: 來住 直人（電通大） 

10:25 - 12:05 

(11) 

OFT 
10:25-10:50 

Theoretical Investigation on the Performance of an 

Amplified-Spontaneous-Emission Feedback Circuit in Optical 

Power Measurement 

○Hiroji Masuda・Biswajit 

Biswas（Shimane Univ.） 

(12) 

OFT 
10:50-11:15 

線形サンプリングを用いた C-band全域での複素変調波形の

超高速測定 

○清水奏吾・門部海斗・伊藤

文彦（島根大） 

(13) 

OFT 
11:15-11:40 

Beyond 5G時代に向けた光アクセス網に関する網構成最適

化 

○大野槙悟・鬼頭千尋・戸毛

邦弘・鉄谷成且・古城祥一

（NTT） 

(14) 

OFT 
11:40-12:05 

将来光アクセス網に向けた遠隔光路切替ノードの提案 
[変更あり] 

○藤本達也・川野友裕・中江

和英・渡辺 汎・片山和典

（NTT） 

  12:05-13:00 昼食 （ 55分 ） 

 



2 月 19 日(金) 午後  OFT 招待講演 (2) 

座長: 古川 靖（横河電機） 

13:00 - 13:45 

(15) 

OFT 
13:00-13:45 

［招待講演］光ファイバシステムによる変

位計測 
○田中洋介（東京農工大） 

  13:45-13:55 休憩 （ 10分 ） 

2 月 19 日(金) 午後  OFT5 

座長: 野呂 亙（昭和電線） 

13:55 - 15:35 

(16) 

OFT 
13:55-14:20 

光周波数多重位相 OTDR を用いた分布

振動計測の架空ケーブルモニタリングへ

の応用検討 

○脇坂佳史・飯田大輔・岡本達也・古敷谷優介・本

田奈月（NTT） 

(17) 

OFT 
14:20-14:45 

アクセス系光線路試験システムの高度

化 
○榎本圭高（NTT） 

(18) 

OFT 
14:45-15:10 

VA法のマルチコアファイバの MFD測定

への適用性 

○中村篤志（NTT）・大橋正治（阪府高専）・古敷谷

優介（NTT） 

(19) 

OFT 
15:10-15:35 

標準外径マルチコアファイバ用光コネク

タのフェルール端面微小変形解析(3) 
○松田健太郎・今泉可津貴・長瀬 亮（千葉工大） 

  15:35-15:45 休憩 （ 10分 ） 

2 月 19 日(金) 午後  OCS2 

座長: 坂本 泰志（NTT） 

15:45 - 17:30 

(20) 

OCS 
15:45-16:10 

マルチコアファイバ接続における回転調

心技術 

○森島 哲・高野純矢・塩崎 学・中西哲也・林 哲

也（住友電工） 

(21) 

OCS 
16:10-16:35 

SI型標準外径マルチコアファイバの多段

接続時における光学特性 

○相馬大樹・別府翔平・高橋英憲（KDDI総合研究

所）・宮川勇一（KDDI）・吉兼 昇・釣谷剛宏（KDDI

総合研究所） 

(22) 

OCS 
16:35-17:00 

フィールド環境で使用可能な融着機によ

るマルチコアファイバの融着検討 

○高橋正典・藤井俊行・杉崎隆一・新子谷悦宏（古

河電工） 

(23) 

OCS 
17:00-17:25 

マルチコアファイバリンクにおける光中継

器の消費電力 
○小野浩孝（湘南工科大）・山田 誠（阪府大） 

  17:25-17:30 閉会挨拶 （ 5分 ） 

 

 

 


