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資料 No. 63-1 
 

第６２回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会・ 
平成１７年度 第１回 電気学会 電磁界理論技術委員会 

合同委員会 議事録 
 
日時：平成 17 年 5 月 27 日 16:00-17:45 
場所：中央大学（後楽園キャンパス）1629 号室  
出席者： 

山崎 委員長（日本大）*，佐藤(亨)委員長（京都大）**，安藤(真)副委員長（東工大）*， 
木下 委員（慶応大）*，黒田 委員（東京工科大）**，佐藤(源) 委員（東北大）**， 
島崎 委員（京都大）**，白井 委員*,**（中央大），田中 委員(岐阜大) *， 
平田 委員（名工大）*,**，平野 委員（東工大）**，平山 委員(北見工大) *, 
廣瀬 委員（東京大）*，横田 委員（宮崎大）*， 
藤崎 幹事（九州大）**,*，安藤(芳)幹事（電通大）**,*， 
石原 幹事（防衛大）*,**，西本 幹事（熊本大）*,**，稲沢 幹事補佐（三菱電機）*， 
オブザーバー参加：２名 

＊：電子情報通信学会，＊＊：電気学会 
 
配付資料：  
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

No.62-1 第 61 回電磁界理論研究専門委員会議事録 
No.62-2 平成 17 年度電磁界理論研究専門委員会構成 
No.62-3 平成 16 年度活動資金会計報告 
No.62-4 平成 17 年度研究会開催計画 
 

電気学会 電磁界理論技術委員会 

No.17-ETC1-0 平成 17 年度第 1 回電磁界理論技術委員会議題 
No.17-ETC1-1 平成 17 年度電磁界理論技術委員会名簿 
No.17-ETC1-2 平成 16 年度第 3 回電磁界理論技術委員会議事録 
No.17-ETC1-3 第 64 回電気学会 A 部門研究調査運営委員会報告 
No.17-ETC1-4 電磁界理論シンポジウム進捗状況 
No.17-ETC1-5 計算電磁気学調査専門委員会活動報告 

 
議事: 

• 委員会に先立ち、安藤副委員長より電波科学ワークショップ(7/15～16)の開催の案内があり、

各委員へ協力の要請があった。 

• 安藤(真)前委員長より挨拶があり、電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会の委員長は安

藤(真)前委員長から山崎委員長に交替、電気学会電磁界理論技術委員会の委員長は早川前委員

長から佐藤(亨)委員長に交替の説明があった。以後、山崎委員長が議事進行を行った。 

1. 第 61 回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 

• 山崎委員長より、資料 No.62-1 に基づいて、前回委員会の議事録の確認があった。 

• ソサイエティ大会(9/16～北大)において電磁界理論研究専門委員会より提案したシンポジウ

ム「幾何光学、高周波電磁界の基礎に関する新しい知見と工学的応用」が行われることが報告

された。 

 

2. 電磁界理論研究専門委員会、電磁界理論技術委員会構成 

• 山崎委員長より、資料 No.62-2 に基づいて、電磁界理論研究専門委員会の新任の幹事・委員と



して、石原幹事、西本幹事、木下委員、平田委員、平山委員の紹介があった。 

• 佐藤(亨)委員長より、資料 No.17-ETC1-1 に基づいて、電磁界理論技術委員会の新任の幹事・

委員として、五十嵐委員、石原委員、黒田委員、下代委員、佐藤(源)委員、島崎委員、白井委

員、西本委員、羽野委員、平田委員、平野委員、藤崎幹事、安藤(芳)幹事の紹介があった。 

• 個人情報保護法の施行にあたり、名簿については取り扱い注意のこと。 

 

3. 活動資金会計報告 

• 稲沢幹事補佐より、資料 No.62-3 に基づいて、平成 16 年度の会計報告があった。 

 

4. 委員会及び研究会開催計画 

• 山崎委員長より、資料 No.62-4 に基づいて、平成 17 年度の研究会の予定が報告された。 

1) 光・電波ワークショップ(7/14～15、長岡技術科学大学)において、電磁界理論研究会は 7

月 14 日 13：30-16：40 に行われる。OPE 研，MW 研，MWP 研との併催であり、今年から AP

研が抜けたことが報告された。 

2) 電気学会 A 部門大会が日本大学駿河台キャンパスにて 8 月 22、23 日に行われる。投稿締

め切りは 5月 31 日で、委員には協力が要請された。 

3) 11 月 16～18 日に電磁界理論シンポジウムを予定。今年は電気学会側が担当(下記項目 7参

照) 

4) 1 月の研究会は光エレ関連と共催を予定している。 

• その他の関連会議について委員より案内があった。 

1) URSI General Assembly が 2005 年 10 月にインドにて開催される。 

2) ISAP2005（in ソウル) 日本から 150 弱の参加、全体で 300 件程度。ISAP2006 は 2006 年

11 月上旬にシンガポールにて行われる。ISAP2007 は 2007 年 8 月 22 日より新潟にて行わ

れる。 

3) PIERS2006 が 2006 年 8 月 2～5日に中央大学にて行われる。 

 

5. 平成 16 年度第 3回電磁界理論技術委員会議事録の確認 

• 佐藤(亨)委員長より、資料 No.17-ETC1-2 に基づいて、前回委員会の議事録の確認があった。 

1) 電磁界理論技術委員会傘下の調査専門委員会の今後の予定について説明があった。また、

電気学会論文誌への特集号提案はこの調査専門委員会を中心に行っていくことを確認し

た。 

2) EMT の論文出版などの定例活動が電子情報通信学会であることから、電気学会での活動は

調査専門委員会などの利点を活用してゆく方針を確認した。 

 

6. 第 64 回電気学会 A部門研究調査運営委員会報告 

• 安藤(芳)幹事より、資料No.17-ETC1-3に基づいて、A部門研究調査運営委員会の報告があった。 

1) 運営委員会で電磁界理論技術委員会の委員交替が承認された。 

2) 電気学会より平成 18 年から部門共通の英文誌が発行され、各号毎に各部門で特集を提案

することが報告された。A 部門では 7 月号が担当となり、電磁界理論技術委員会でも今後

提案をしてゆく必要がある。 

3) A 部門大会(日大)で各技術委員会の中期目標のパネル展示が行われることが報告された。 

4) A 部門大会への積極的な投稿が要請された。 

• 本報告に関し、次のような意見が出された。 

英文特集号について、電磁界理論技術委員会に担当が回ってくるとしても、何年か一回散発的

な、一般的な特集号を組むことになると読者を期待できない。定常的に特集号ができるシステ

ム、あるいは調査専門委員会毎にテーマを絞ったものなどとするよう、提案してゆく必要があ

る。 

 



7. 電磁界理論シンポジウムについて（資料 No.17-ETC1-4） 

• 佐藤(亨)委員長より、電磁界理論シンポジウムの開催場所について提案があり、承認された。

提案内容は下記の通り。 

○2005 年 11 月 16 日(水)～18 日(金)に那須塩原にて。○那須塩原より車で 30 分。送迎バスは

1 日 3 便あるが、開催期間中は増便も可。○少人数での部屋利用も考慮したホテルを選択。○

会場費は宿泊費に乗せる。日帰りの場合は学会の会計より支出する。○国民休暇村もあたった

が 11 月より工事で使用不可。○会議室は 100 名収容と 50 名収容の 2室を確保。 

• 本提案に関し、以下のような議論がなされた。 

○従来より場所は海と山交互の開催という経緯があった。○夜の談話室の用意の必要があるが、

和室なら 10 名程度の談話が可能。○会場費 10 万円くらいは委員会の会計より拠出も可能では

ないか。○会場費の 10 万円拠出は一人一日当たりにすると 300 円程度で、インパクトが少な

い。○今後はシニアの先生に負担にならないような価格設定を考えていく必要がある。○招待

講演候補として、電気学会・通信学会で１名ずつ選出の必要あり。佐藤(源)先生のところに 11

月より滞在する中国の先生など。○市、県などの会議開催援助費を探すできるだけ価格を抑え

る。○ウェブからの宿泊申込との価格に差があると、ウェブから申し込む懸念もある。○近く

の安いホテルに滞在して研究会に参加するケースも考えられる。○学会の会議補助も当たって

みる必要がある。 

 

8. 計算電磁気調査専門委員会 

山崎委員長より、資料 No.17-ETC1-5 に基づいて、計算電磁気学調査専門委員会の活動報告が行わ

れた。本報告に関し、以下のような議論がなされた。 

○計算電磁気学セミナーは電磁界理論シンポジウムの夜に大学院生向けに行えば、多くの参加者が

見込め、且つ定常的に続けられるのではないか。○全国大会の夜なども候補として良いのではない

か。○電気学会の特集号を考えて頂きたい。 

 

9. 英文論文誌特集号報告 

廣瀬委員より、電子情報通信学会英文論文誌特集号(2005 年 12 月発行)の報告があった。主な内容

は以下の通り。 

○投稿は論文 30 件、レター3件。○第一回判定委員会まで終了。○現在までの判定として、電磁界

を含まないシステム寄りの論文については著者差し戻し、数件は Reject、6/27 まで著者の改訂、

7/18 を目途に第 2回査読締め切りの予定。  

 

10. 前回アクションアイテムの確認 

安藤(真)副委員長より、資料 No.62-1 に基づいて、前回アクションアイテムの確認があった 

• 3 月総合大会における委員会の定例化については承認された。 

• 9 月ソサイエティ大会におけるシンポジウム開催について、各委員には協力が要請された。 

• 研究専門委員の若手枠については今後議論を継続する。 

• 委員会執行部の人選・任期などの運営方法について 

安藤(真)副委員長より、委員会執行部の人選・任期などの運営方法の提案があり、承認された。

提案に基づいて当面運営を行うが、問題等があった場合はその都度議論を行う。提案内容は下

記の通り。 

○副委員長は原則承認を経て委員長となる。幹事は先任・後任にする(下表参照)。 

 委員長 副委員長 幹事(先任) 幹事(後任) 幹事補佐 

平成16年 安藤  廣瀬 山崎 稲沢 

平成17年 山崎 安藤 石原 西本 稲沢 

平成18年  Ａ  Ｅ 委員長が指名 

平成19年 Ａ Ｂ Ｅ Ｆ 委員長が指名 



平成20年 Ｂ Ｃ Ｆ Ｇ 委員長が指名 

平成21年 Ｃ Ｄ Ｇ Ｈ 委員長が指名 

○委員長選考は１１月の電磁界理論シンポジウムの委員会にて、副委員長・幹事・幹事補佐の選考

は電磁界理論シンポジウムまたは 3月全国大会の委員会にて、委員は 3月全国大会あるいは５月の

委員会で選考する。○新しく選出される副委員長と後任幹事の選考に力を入れ、委員長と先任幹事

の選考は原則的に承認としてゆく。 

 

11. URSI EMT-S 招致活動について 

• 安藤(真)副委員長より、2010 年 URSI EMT-S の招致活動について、現状と今後の審議事項が報

告された。内容は以下の通り。 

○2010 年の提案であるが、2007 年開催地であるエジプト・アレキサンドリアの状況次第では

2007 年開催となる可能性もある。○各国からの提案締め切りは 6月始め。○日本候補地として

５月２５日までに会場として奈良、広島、神戸が資料（回覧）とともに提案されている。メー

ルで中央大学の提案もあった。○地方公共団体の支援金が増えており、財政に組み込んでゆき

たい。次の新潟開催の ISAP では７００万程度でる可能性もある。○組織としては、電磁界理

論研究専門委員会が主催となり、電気学電磁界理論技術委員会、URSI-B（財政面では基盤がな

い）、AP 研などに協力してもらう。○400 ドル程度の参加費を考えている。 

• 平田委員より、提案候補地の奈良について以下の通り説明があった。 

○他分野の会議で奈良は評判が良かった。○会場は東大寺のすぐ脇にある。○京都に比べ、開

催回数が少なく外国人にとっても新しい経験が魅力になる。○関西国際空港からもリムジンバ

ス一本のアクセス。○ 大 60 万円の支援金がある。○近隣の世話人としては大阪、京都の人

が考えられる。 

• 安藤(真)副委員長より、提案候補地の広島と神戸について以下の通り説明があった。 

広島：○国際会議場は原爆ドームより徒歩の距離、質素だが安価である。○会議室の配置、ま

とまりは良い。○ホテルも比較的安価である。○支援は誘致助成が 大 200 万円、会場助成が

大 100 万円ある。○近隣にご助力頂ける先生方はいる。○８月の広島は式典が多い。 

神戸：○誘致に熱心であった。○ケータリングが安価(他の半額程度)。○会議室は２フロアで

まとまりが良い。 

• これまで敗れてきた経緯や、海外の招致活動の情報を勘案すると、日本への期待が感じられる。

２００６PIESRS 東京や、場合によっては２００７年開催ということも踏まえると、地方で外国

人に人気のある候補地で提案することが考えられる。 

• また、提案内容を踏まえ、以下のような議論が出された。 

○開催は気候を考慮して 5月が有力ではないか。 

 

上記を勘案し、広島、奈良、神戸について詳細の比較を幹事団、提案者で行い、招致案作成を一任

することとした。招致実現、開催へ向けて、委員の協力が要請された。 

 

・ 後に、全員の自己紹介を行った。 



資料 No. 63-2 
 

次回の KJJC-AP/EMC/EMT（日韓合同研究会）について 
 
・8 月に韓国で開催された Business Meeting の議事録（白井先生作成） 

 



 
 
 
 
 
 
 



資料 No. 63-3 
 

平成 18 年度研究会活動計画 
 

研究会開催月日 

月 日 
開催場所 特定テーマ 

本学会の

共催研究

会名 

共催学会

名及び  

研究会名

その他 

4 月 休会     
    

  

5 月 下旬 
東京（場所未

定） 
一般 

  

電気学会

電磁界理

論研究会 

URSI-B 共

催 

6 月 休会     
    

  

7 月 27,  28 北見工業大学 光・電波ワークショップ 
MW 研，

OPE 研 

電気学会

電磁界理

論研究会 

MWP協賛，

URSI-B 共

催 

8 月 休会     
    

  

9 月 休会     
    

  

10 月 中旬 

未定（中国地

区 or 九州地

区） 

電磁界理論シンポジウム（一般） 

  

電気学会

電磁界理

論研究会 

URSI-B 共

催 

11 月 休会     
    

  

12 月 休会     
  

    

1 月 下旬 
関西（場所未

定） 

光集積回路／素子，スイッチング，PLC，ファイバ型

デバイス，導波路解析，フォトニック結晶，及び一般

OPE 研，

LQE 研 

電気学会

電磁界理

論研究会 

PN 併催，

URSI-B 共

催 

2 月 休会     
    

  

3 月 休会     
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2006 年光・電波ワークショップおよび今後の共催について 
 
今年（2005 年）の実施状況 
 期 日： 2005 年 7 月 14 日（木）～15 日（金） 

場 所： 長岡技術科学大学 
テーマ： 一般 
共催等： 共催 電気学会・電子情報通信学会 電磁界理論研究会，URSI-B 小委員会 

併催 電子情報通信学会 光エレクトロニクス研究会(OPE)，マイクロ波研究会(MW) 
協賛 電子情報通信学会 マイクロ波フォトニクス研究会(MWP) 

件 数： 併催と協賛合わせた総件数２６件（うち EMT７件） 
 
2006 年の実施予定（現時点での状況） 
 期 日： 2006 年 7 月 27 日（木）～28 日（金） 
 場 所： 北見工業大学 
共催等： 共催 電気学会・電子情報通信学会 電磁界理論研究会，URSI-B 小委員会 

電子情報通信学会 光エレクトロニクス研究会(OPE)，マイクロ波研究会(MW) 
      協賛 電子情報通信学会 マイクロ波フォトニクス研究会(MWP) ← 予定 

※ 通ソの AP 研と SAT 研は参加しない． 
主 幹： マイクロ波研究会 

 
 

 電子情報通信学会の投稿受付システムを利用（来年 1 月の光関係合同研究会から使用開始） 
 直後に PIERS 2006-Tokyo（8/2-5 中央大）が控えているため，EMT としては発表件数の確保

が可能か？ 難しい場合は単独開催を検討する必要がある． 
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2006 年電子情報通信学会総合大会一般公募シンポジウム課題提案 
 
日時：2006 年 3 月 24 日（金月）～27 日（月） 
開催場所：（国士舘大学世田谷キャンパス（東京都）） 
 
(1)混合境界値問題における電磁界解析手法とその応用 
 Anaysis of electromagnetic fields in mixed boundary value problems and its applications.  
 
(2）エレクトロニクスソサイエティ 
 
(3）電磁界理論研究専門委員会 
 
(4）提案代表者  山崎 恒樹 
   〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14 
  日本大学理工学部 電気工学科 
  TEL:03-3259-0771,FAX:03-3259-0783, E-mail:yamasaki@ele.cst.nihon-u.ac.jp  
 
(5）提案要旨 
    近年、ホトニック結晶，ファイバーグティング，ホ－リ－ファイバーなど不均質媒質と電磁波の

相互作用の研究が盛んに行われている。 近、負媒質，キラル媒質，分散性媒質，導電性媒質，ランダ

ム媒質などより複雑な媒質へ適用できる新しい電磁界解析手法が望まれてきている。 
 本シンポポジウムでは、混合境界値問題における電磁界解析手法とその応用について、次の幅広い分

野から問題提起を行い、解法の提案，解法の適用範囲，解法の精度，解法の高速化・アルゴリズム化 な

どについて多角的に討論を行うことを目的に提案するものである。 
●ホトニック結晶・負媒質・キラル媒質・分散性媒質・導電性媒質・不均質媒質・ランダム媒質・ファ

イバグレーティング。ホ－リ－ファイバ・不均質（金属も含む）グレーティング など 
 
                                          以 上 
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2005 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号の報告 
 
特集テーマ 
 
 
ゲストエディタ 
幹事 
掲載時期 
投稿締切 
論文内訳 

「電磁界理論の進展と無線技術」特集号 
Special Issue on Wireless Technologies and Computational 
Electromagnetics 
安藤 真（東工大） 
廣瀬 明（東大），山崎 恒樹（日大） 
2005 年 12 月 
2005 年 3 月 28 日 
投稿数 33 件(一般論文 30 件，レター3 件) 
採録数 23 件(一般論文 21 件，レター2 件) 

 
 
【参考】過去の電磁界理論研究専門委員会提案による電子情報通信学会英文論文誌特集号 
平成 5 年 10 月号 
平成 6 年 11 月号 
平成 7 年 10 月号 
平成 8 年 10 月号 
平成 9 年 11 月号 
平成 10 年 12 月号 
平成 12 年 5 月号 
平成 12 年 12 月号 
 
平成 13 年 12 月号 
平成 14 年 12 月号 
平成 15 年 12 月号 
平成 16 年 9 月号 

1992 年電磁界理論シンポジウム小特集 
電磁界理論小特集 
電磁界理論小特集 
電磁界理論（基礎と一般）小特集 
電磁界理論（散乱・回折）小特集 
計算電磁気学とその応用小特集 
Recent Developments in Guided-Wave Problems 
Problems of Random Scattering and Electromagnetic Wave 
Sensing 
電磁波センシング・イメージングにおける新しい信号処理技術 
近接場光学とその応用 
電磁界問題の理論/シミュレーション解析技術小特集 
「無線・光通信に関する波動技術」特集号 
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2006 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について 
 

C:エレクトロニクスソサイエティ英文論文誌 小特集企画書 
1. 特集タイトル案 

和文タイトル：電磁界理論の進展とその応用 

英文タイトル：Special Issue on Recent Progress in Electromagnetic Theory and Its Application 
 
2. 特集の企画主旨 

近年、メタマテリアルズ、大規模構造の散乱問題、さらには光通信システムにおける伝搬解析など、

電磁界理論を中心とした応用技術がますます盛んになってきています。電磁界理論研究専門委員会で

は、本年 11 月末に「電磁界理論シンポジウム」を開催して、集中的に研究成果を発表します。この

機会に，電磁界理論の進展とその応用に関する 近の新しい研究成果を総括することを目的として，

これらの会議の主題である，「電磁界理論の進展とその応用」特集号”Special Issue on Recent 
Progress in Electromagnetic Theory and Its Application”（平成 19 年 2 月号）の発行を企画しま

した．また，本特集号では，これらの関連の国際会議（2005 AP-S, ISMOT2005, PIERS2005, URSI-GA2005, 

PIERS2006- Cambridge）等での発表成果を発展させた論文も受付ます． 
 
3.  対象分野 

電磁界理論（基礎理論）／放射・伝搬／電磁現象／散乱・回折／レーダ断面積／アンテナ理論／リモ

ートセンシング／信号処理／数学的解析理論と応用／周期構造／数値解法理論／計算電磁気学／ラ

ンダム媒質・粗面／量子電磁力学／キラル媒質／非線形媒質／メタマテリアル／電磁環境／時間領域

解析／生体への電磁波応用／高周波漸近解法／波動情報処理／逆問題・逆散乱／他系との結合理論と

解析／光・マイクロ波・ミリ波導波路／非線形問題 (電子波・Ｘ線導波路含む) 

 
4. 予定掲載論文件数 

2０件程度 
 
5.  特集発行までのスケジュール 
*スケジュールの詳細は別添の“英文論文誌特集／小特集の企画・編集・作業要領”抜粋を御覧下さい. 

本特集の発行予定月      平成 19 年２月 
論文投稿期日      平成 18 年 4 月 10 日 
学会誌会告への論文募集

案内(Call for Papers)掲載 
     平成 17 年 12 月学会誌 

 
6. 特集編集委員会委員構成 
*特集編集委員会のメンバーリストを添付してください．未定の場合には委員氏名および御所属のみ記述願い

ます 
委員長・副委員長／ゲストエディタ：山崎 恒樹（日大）,安藤 真（東工大） 
幹事：石原 豊彦（防衛大），西本 昌彦（熊本大） 
委員：安藤 芳晃（電通大），稲沢 良夫（三菱電機），後藤 信夫（豊橋技科大），佐藤 亨（京大），

白井 宏（中大），田中 雅弘（岐阜大），陳 強（東北大），辻 幹男（同志社大），廣瀬 明（東大），

藤崎 清孝（九大），堀 俊和(福井大)，横田 光広（宮崎大），李 可人（NICT） 
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ＨＰ維持管理費補助の申請 
 
================================================= 
電子情報通信学会 電磁界理論研究会（ＥＭＴ） 様 
 
ご提案とお見積もりを御案内いたします 
 
・主な作業は下記８ファイル修正 リニューアル作業 
 
 http://www.ieice.org/~emt/jpn/ 内の 
修正） 
   index.html 
   links.html 
   about_emt.html 
   mailing_list.html 
   member_list.html 
   oldinfo.html 
   presen.html 
   schedule.html 
作業） 
・自主管理用 新規ページ追加用のテンプレートを作成 
・古いファイルはそのまま使用いたします 
・掲示板について 
 当社がサーバー内に入れない案件ですのでオリジナルは、ほぼ無理です。 
 有料あるいは無料レンタル掲示板を使用するという方法もあります。 
 ご希望がございましたらご紹介いたします。 
費用）  総額￥１６９，０００（ご呈示のご予算） 
 
作業条件） 
・自主管理しやすいようフレーム使用になる可能性があります。 
・使用出来るページはそのまま流用いたします。 
・画像や文章は既存のものを使用（画像作成は基本的にはいたしません） 
・作業進行はほーむぺーじ工房サーバー上でご確認をお願いいたします。 
・ホームページ完成後に CD-ROM あるいはメール添付書類で納品いたします。 
・ＦＴＰ作業はクライアント様の作業とさせていただきます。 
・PDF、Flash アニメの作成はいたしません。 
・CGI 関連の作業は含みません（当社がサーバーに入れないと無理です。） 
・納期は資料分析+整理+打ち合わせの後 30 日後を予想いたします。 
・作成の難易度および作業量により納期予定日が延びる可能性もあります。 
・その他ＨＰ作成上の問題が起こったときは御相談の上対処いたします。 
以上 よろしくお願いいたします。 
============================================= 
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
■ほーむぺーじ工房■...鈴木良夫  
〒230-0038 横浜市鶴見区栄町 4-46-1 
TEL:080-5170-0365  Fax:045-501-2647 
szk@hope77.com 
http://y7.net/hp 












