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1. 学会名称 

2019 13th IEEE International Conference on ASIC (ASICON 2019) 

 

学会ホームページ 

http://www.asicon.org/ 

 

2. 学会開催期間 

2019 年 10 月 29 日～11 月 1 日 

 

3. 開催地 

Hotel Hilton Chongqing,  

Chongqing, China 

（中国 重慶市 ヒルトンホテル） 

 

4. 発表論文 

B8-4 Chip Test & Reliability (16:45~17:00 Nov.1) 

“Evaluation of Null Method for Operational Amplifier Short-Time Testing” 

Riho Aoki1, Shogo Katayama1, Yuto Sasaki1, Kosuke Machida1, Takayuki Nakatani1, 

Jianlong Wang1, Anna Kuwana1, Kazumi Hatayama1, Haruo Kobayashi1, 

 Keno Sato2, Takashi Ishida2, Toshiyuki Okamoto2, Tamotsu Ichikawa2 

 

(Gunma University1, ROHM Semiconductor2) 

中国 重慶市 

http://www.asicon.org/


5. スケジュール 

10 月 28 日 羽田空港（日本）～上海虹橋国際空港（中国）～重慶江北国際空港（中国） 

10 月 29 日 重慶大学訪問 磁器口古鎮観光 

10 月 30 日 ASICON 2019 開会式 & 発表① 

10 月 31 日 ASICON 2019 発表② 

11 月 1 日  ASICON 2019 発表③ & 閉会式 

11 月 2 日  重慶市視察 

11 月 3 日  重慶江北国際空港（中国）～上海浦東国際空港（中国）～羽田空港（日本） 

 

6. 中国重慶市について 

重慶市は長江上流の四川盆地東部に位置

する大都市で、中国に 4 つある直轄市の中

で最大の面積、人口を誇る。盆地であるた

め夏は酷暑となるそうだが、今回訪問した

のは 10 月下旬から 11 月上旬だったため日

本と変わらず快適に過ごすことができた。

夜間は少し寒かったが上着一枚羽織れば過

ごせる程度だった。近年急激に発展した都

市であるが故に、高層ビルなどが新しく煌

びやかな大都会という印象を受けた。現在

の主力産業が自動車産業であるためか、高

級車が多く走っており日本車も数台確認し

たが、軽自動車はほとんど走っていなかっ

たのが印象的だった。移動手段は主にタク

シー、地下鉄、バスであった。日本ではタ

クシーが高いためあまり利用することはな

いが、中国のタクシーは安いため、市民も

タクシーを利用している人が多いようでた

くさん走っていた。道路は車が多くて非常

に混雑しているため、車線変更の際は無理に割り込まないと入れない様子で、そのため全

体的に運転が荒かったが、それでも事故が起こらなかったので運転技術の高さに感銘を受

けた。車や人の数も東京より多く、世界トップの人口を誇る国というのを改めて実感し

た。また、内陸部であるため日本人も含め外国人があまり進出しておらず、英語はあまり

通じなかった。買い物をする際もお店に英語が話せる人が 1 人いるかいないかくらいであ

ったため、中国語を勉強していくべきだったと痛感した。重慶の名物は火鍋などの辛い食

べ物で、渡航前は食事が不安だったが、辛くないものも用意してもらったので美味しく食

ライトアップされたビルと客船 

重慶名物の火鍋 



べることができた。辛い食べ物も慣れてくると

癖になる美味しさで、辛さを中和する甘いお茶

などもあり辛い食べ物の良さが感じられた。 

2 日目には重慶大学を訪問したが、日本の大

学と比較して圧倒的に広く、公園や競技場など

もあったので驚いた。教授や学生が研究するだ

けの場所ではなく、子どもから高齢者まで幅広

い年代の人たちの憩いの場となっていた。施設

内も新しくて奇麗で、最先端の設備が整ってお

り、大学というよりは大企業に近いと感じた。

高層ビルもあったが、中国の歴史を感じさせる

文化的な建物もあり観光名所のようだった。人

工知能などの研究をしている研究室を見学させ

てもらったが、環境も技術も日本より進んでい

るという印象を受けた。 

 

重慶大学の高層ビル 

重慶大学の研究室の様子 重慶大学内の建物 



重慶大学の後に訪問した磁器口古鎮は、中国

らしい赤を基調とした立派な建物がたくさんあ

り、珍しい食べ物や玩具などを売る店が立ち並

んでいた。坂道の両サイドにお店がたくさんあ

る様子は日本の京都と似ていると感じた。 

6 日目には重慶中国三峡博物館や長江ロープ

ウェーなども見学・観光した。当時使われてい

た道具や紙幣などを鑑賞でき、中国の歴史の流

れなどが学習できた。また、日本との戦争の写

真なども多くあった。ロープウェー観光なども

でき、今まで体験したことのない貴重な経験ができた。 

 

7. ASICON 2019 について 

ASICON 2019 (2019 13th IEEE International Conference on ASIC)は VLSI 回路設計者、

ASIC ユーザー、システムインテグレーター、IC メーカー、プロセス＆デバイスエンジニ

ア、および CAD/CAE ツール開発者がそれぞれの分野で最新の進捗、開発、研究結果を発

表するための国際会議である。主催団体は世界的に電気電子分野で権威のある、米国電気

電子学会「IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)」で、共催は復旦大学と

重慶大学であった。そのため大規模な国際学会となり、アジア諸国を始めアメリカやヨー

ロッパなど、10 か国以上の国から参加者が集まった。今年で 13 回目となる本学会は 10

月 29 日～11 月 1 日の 4 日間にかけて重慶のヒルトンホテルで開催されたが、初日の 29

日はチュートリアルセッションであったため参加しなかった。30 日に開会式が行われ基調

講演、招待講演、口頭発表、ポスター発表が実施された。なお、今年の口頭発表論文の採

択数は 108 件であり、採択率は 34.9％であった。 

磁器口古鎮にて 

重慶中国三峡博物館にて 長江ロープウェー 



 

8. 学会参加報告 

筆者は先の採用題目を 11 月 1 日の最終日

に発表した。発表構成はスライド発表が 12

分、質疑応答が 3 分の計 15 分であった。研

究内容としては Null 法回路を用いたオペア

ンプ試験の評価で、高速かつ高精度な測定に

ついての成果発表を行った。海外での発表は

今回が初めてで、人数も多かったためとても

緊張したが、無事時間内に発表を終えること

ができたので良い経験になった。質疑応答で

は司会者の方から詳しい測定方法について質

問を受けたが、ネイティブの発音とは違った

中国特有の訛りがあったため、聞き取るのに

苦労した。聞き取れた単語をつなぎ合わせて

質問の趣旨を理解し、拙い英語で回答した

が、自分で納得のいく回答ができなかったのが心残りである。今回の学会では英語だけで

なく中国語の重要性を再認識させられたので、言語の学習に励んでいきたいと感じた。他

の学会参加者は招待講演が多かったため大学の教授が多く、レベルの高い研究発表を聞く

ことができ、今後の研究へのモチベーションアップへとつながった。 

 

 

 

 

 

 

開会式会場 および 基調講演会場 会場となったヒルトンホテル 

プログラム中の筆者論文 



 

9. 感想 

今回初めて海外に行き、出発前は分からないことだらけで不安だったが、中国人留学生

の方々に宿泊ホテルの手続きや観光案内、通訳などをしていただいたおかげで、観光や食

事を十分に楽しむことができた。宿泊ホテルは 22 階だったので夜景が奇麗で、部屋は広

くて清潔感があり非常に快適だった。 

中国は日本よりもずっとキャッシュレス化が進んでいて、スマホアプリの WeChat を使

っての支払いが多く、現金が使えないお店もあった。日本では現金しか使えないお店が多

いので意外だった。しかし、何か買い物をする際には留学生の方に通訳してもらったり、

代金を立て替えてもらったりしていただいたので、無事中国の名物を買うことができた。 

今回訪問した重慶は大都市だったので、磁器口古鎮や博物館など様々な観光名所を見学

できた。客船に乗ってライトアップされた建物を見せてもらったり、ロープウェーに乗っ

たりと普段できない貴重な体験ができて、とても楽しい学会となった。 

学会は 3 日間、昼と夜に豪華なビュッフェが出され、10 時と 3 時休憩にもケーキなどが

出されたので、高級な美味しい料理をたくさん食べることができた。ビュッフェの種類が

豊富で、中国名物のラーメンなどの他に、寿司やステーキなど世界各国の料理も楽しむこ

とができた。最終日のバンケットでは生演奏やダンスなどもあって、中国の文化も堪能で

きた。 

 

10. 謝辞 

この度、ASICON2019 に参加させていただきまして初めて海外に行くことができまし

た。今回このような論文発表の機会を用意し、研究から発表までのご指導いただきました

小林春夫先生、研究指導していただきました中谷隆之先生、佐藤賢央様、石田嵩様、岡本

智之様、市川保様、ともに参加させていただきました桑名杏奈先生、中国を案内してくだ

さった留学生の皆さん、学会参加のサポートをしていただいた研究室の諸先輩後輩方に感

謝を申し上げます。 

筆者の発表の様子 国際会議会場にて 



また、電気学会の関係者の皆様より学会参加への多大なるご支援を賜りましたことを深

く感謝申し上げます。 

 

磁器口古鎮の街並み 

古風な建物が立ち並んでいた 

桑名先生の誕生日ケーキ 

おめでとうございます！ 

学会のビュッフェ 

ケーキは種類が豊富で 

フルーツが美味しかった 

学会最終日のバンケット① 

生演奏を聴くことができた 

学会最終日のバンケット② 重慶中国三峡博物館① 



  

重慶中国三峡博物館②（部屋） 重慶中国三峡博物館③（学校） 

重慶中国三峡博物館④（機関車） 重慶中国三峡博物館⑤（当時のお金） 

重慶中国三峡博物館⑥（焼き物） 重慶中国三峡博物館⑦（鉢） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重慶中国三峡博物館⑧（急須） ロープウェー乗車券 

水餃子 

中国では焼き餃子より主流 

蟹、海老、ニラなど色々な味が楽しめた 

上海―羽田間の機内食 

日本行きのためか 

魚料理など和食中心だった 



ASICON 2019 のタイムスケジュール 

 

 


