
2019年4月RCS研究会
@登別グランドホテルにご参加の皆様へ

RCS研専



期間中のスケジュール

4/18(木)
9:00～ 研究会受付開始
9:30～12:10 研究会：一般講演
12:10～13:10 昼食
13:10～14:10 研究会：招待講演
14:10～16:50 研究会：特集セッション
16:50～18:00 休憩
18:00～19:30 夕食（事前申込者のみ）
19:30～20:30 ナイトセッション
20:30～22:00 懇親会

最新の研究会プログラムはこちら
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4/19(金)
9:00～ 研究会受付開始
9:30～12:35 研究会：一般講演

研究会終了

P.3参照

P.4参照

新千歳空港⇔登別グランドホテルのアクセス
については P.5 を参照ください

会場の登別グランドホテルWEBサイトはこちら

昼食マップを P.9 に掲載しています

https://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=621ea55d8f0080792a66a140a9ea052da4442e4006c59044f0fdfede5251b4e1&tgid=IEICE-RCS&lang=
https://www.nobogura.co.jp/


各会場案内
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研究会会場： 2階「ラーチ」
夕食会場： 2階「舞扇(まいおうぎ)の間」

2階フロア図

3階フロア図

ナイトセッション・懇親会会場：
3階「紅葉(もみじ)の間」

研究会会場

夕食会場

ナイトセッション・懇親会会場



1日目4/18(木) 夕食について
1日目18時より，事前申込されたご参加者にて会食いたします．当日の
申込は受け付けておりませんので，予めご了承ください．お料理代5400円
とお飲み物代を頂戴いたします（会場ホテルにお支払いいただきます）．お
飲物代は，ご参加者数で頭割りした金額をご負担いただく予定です．

1. 弊研究会取りまとめにて会場ホテルに宿泊申込された方：
お送りいただいた申込フォーム記載のとおり，夕食がセットとなります．
宿泊代に加えて，夕食代をチェックアウト時にお支払いいただきます．
領収書の形態はお申込いただいたとおりです．

2. 個別に宿泊申込された方・会場ホテル以外に宿泊の方：
会食参加ご希望の方は，お手数ですが★4/12(金)まで★に以
下の情報を添えてRCS研幹事補佐 西本 hn@m.ieice.org まで
ご連絡ください．
・ご芳名
・ご所属
・ご連絡先 (メールアドレス)
・4/18(木)ご宿泊の宿名
・領収書宛名
なお，ホテル側の精算手続きの関係で，会食ご希望の方はナイト
セッション・懇親会にもご参加いただきます．（ナイトセッション・懇親
会の途中で個別にお支払いいただきます）
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mailto:hn@m.ieice.org


1日目4/18(木) ナイトセッション・懇親会について

• 1日目19:30より，ナイトセッションを開催いたします．
座長を福岡大 太郎丸先生，当日午後の依頼講演者
5名をパネリストに迎え，ご参加者の皆様と次世代の交
通・輸送システムとそれを根幹から支える無線通信につい
て議論します．（P.7～8参照）

• ナイトセッション後は，引き続き同宴会場で懇親会を開
催いたします．

• ナイトセッション・懇親会の参加費は1,000円～1,500
円程度を予定しております．当日の申込も受け付けます
ので是非ご参加ください．
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新千歳空港⇔登別グランドホテルのアクセス
• 新千歳空港登別温泉

空港からバスを利用するのが便利ですが，昼～夕方のみの運行となります．他の時間帯
はJRと路線バスをご利用ください．
• バス①：
高速登別温泉エアポート号（新千歳空港⇔登別温泉） 1日3便
空港発12:10～登別温泉着13:15，空港発13:15～登別温泉着14:20，
空港発14:45～登別温泉着15:50
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/bus/timebusd/

• バス②：
室蘭行き「はやぶさ号」に乗り，途中「登別東インター前」停留所で登別温泉行シャトル
バス（1日3便）に乗換 (新千歳空港発車時刻 13:50，15:20，16:40)
http://noboribetsu-spa.jp/wp-
content/uploads/2019/04/e361bbb0b6516766dd0768520f1fc466.pdf

• JR＋路線バス：
新千歳空港→(JR特急※ 約3分)→南千歳駅→(JR特急 約40分)→登別駅→(バス
約16分)→登別温泉
※新千歳空港南千歳駅(快速エアポート) 約15分間隔で運行

• 登別温泉新千歳空港
登別温泉から空港までのシャトルバスは午前のみの運行となります．研究会2日目終了後
に空港まで向かう場合は，路線バスとJRをご利用ください (次ページにバス時刻表とJR時
刻表を掲載しています)
• 路線バス＋JR：
登別温泉→(バス 約16分)→JR登別駅→(JR特急 約40分)→南千歳駅→(JR特
急※ 約3分)→新千歳空港
※南千歳駅新千歳空港(快速エアポート) 約15分間隔で運行

5【ご注意】 最新の運行情報は各交通機関等にお問い合わせください

http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/bus/timebusd/
http://noboribetsu-spa.jp/wp-content/uploads/2019/04/e361bbb0b6516766dd0768520f1fc466.pdf


帰り用 バス時刻表 / JR時刻表
• バス時刻表 (登別温泉  登別駅前 [平日])

• JR時刻表 (登別駅  南千歳駅 特急) 
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’19/4/8(月)調べ

登別温泉  登別駅前 (～14時台)
12:50発  13:02着 ■
12:55発  13:13着 ○
13:20発  13:32着 □
13:35発  13:47着 ◇
13:51発  14:03着 ●
14:05発  14:17着 □
14:19発  14:37着 ○
14:55発  15:07着 □

登別温泉  登別駅前 (15時台～)
15:20発  15:32着 ●
15:50発  16:08着 ○
16:20発  16:32着 □
16:40発  16:52着 □
17:05発  17:23着 ○
17:40発  17:52着 □
18:02発  18:14着 ■
18:05発  18:17着 □

□ 室蘭フェリーターミナル行
○ 登別駅前方面
● 苫小牧市立病院前行
■ 資料館前行
◇ 若山営業所前行

道南バスWEBサイトはこちら

登別駅  南千歳駅 特急 (～18時台)
登別13:26発  南千歳14:09着(スーパー北斗9号)
登別14:15発  南千歳14:59着(すずらん7号)
登別14:50発  南千歳15:30着(スーパー北斗11号)
登別16:28発  南千歳17:07着(スーパー北斗13号)
登別16:53発  南千歳17:37着(すずらん9号)
登別17:29発  南千歳18:11着(スーパー北斗15号)
登別18:39発  南千歳19:22着(すずらん11号)

□ 室蘭フェリーターミナル行
○ 登別駅前方面
● 苫小牧市立病院前行
■ 資料館前行
◇ 若山営業所前行

道南バスWEBサイトはこちら

JR北海道WEBサイトはこちら

【ご注意】 最新の運行情報は各交通機関等にお問い合わせください

http://www.donanbus.co.jp/
http://www.donanbus.co.jp/
https://jrhokkaidonorikae.com/vtime/vtime.php?s=150&d=20190419


【ご参考】 4月RCS研究会のご案内

■開催期間： 4月18日(木)，19日(金)
■会場： 登別グランドホテル
■講演申込締切： 締切済
■テーマ： 鉄道，車車間・路車間通信，無線アクセス技術，一般
■招待講演： 董 冕雄 (トウ メンユウ) 先生(室蘭工業大)

「AIR: Agile, Intelligent and Reliable 
Information Service for Next Generation 
Disaster Response」

■依頼講演・ナイトセッション：
「無線通信が支える次世代交通・輸送システム」
・石原 進 先生(静岡大)
・眞下 大輔 様(日立)
・岩澤 永照 様(鉄道総研)
・森 崇 様(JR西日本)
・川本 雄一 先生(東北大)
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https://www.nobogura.co.jp/


【ご参考】 4月RCS研究会 特集セッション

■趣旨
少子高齢化による人手不足、都市部への人口集中に伴う混雑、大気汚染やエネルギー消
費などの直面する課題に対し、自動車の自動運転や鉄道の自動運行システムの検討・実
証が世界中で盛んに行われている。また、山間部等の過疎地域における輸送を解決する手
段としてドローンへの期待も高まっている。次世代の交通・輸送には、情報通信を活用した
効率化と安全性の向上に加え、より快適な移動空間を提供することも期待されており、その
実現に向けて無線通信が果たす役割は重要と考えられる。「移動」をテーマとした産業の変
革 (MaaS: Mobility as a Service) が提唱される中、本特集セッションでは、次世代の
交通・輸送システムとそれを根幹から支える無線通信について議論する。
■日程： 2019年4月18日(木) 午後 + ナイトセッション
■依頼講演 5件：
・静岡大 石原先生「突発的障害物回避のための車々間通信による協調型車線変更制御」
・日立 眞下様「セルラ通信品質を考慮した自動運転車遠隔制御方式」
・鉄道総研 岩澤様「100GHz帯ミリ波による対列車通信システムのフィールド試験」
・JR西日本 森様「列車制御における無線技術の活用と今後の展望」
・東北大 川本先生「無人航空機システムにおける周波数利用効率向上のための資源割当制御技術に関する研究動向」
※本セッションのご講演者の方々には、ナイトセッションにもご参加をお願いいたします。

■ナイトセッション： 19:30(予定)～ 座長 福岡大 太郎丸先生

無線通信が支える次世代交通・輸送システム
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昼食マップ
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研究会会場
登別グランドホテル

300m200m

温泉市場

炭火焼&ラーメン
いせくら

ポプラ(滝本イン)

登鬼屋

地獄ラーメン味の大王

PIZZERIA ASTRA

そば処 福庵

2F 食事処 松前

コンビニ
(セイコーマート)

コンビニ
(セブンイレブン)




