
第６６回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会・ 

平成１８年度 第２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１８年１０月２６日（木）１９：３０～２１：００ 

場所：玉造温泉ゆ～ゆ 3 階会議室 

出席者：山崎委員長(日本大)‡†、佐藤(亨)委員長(京都大)†、石原副委員長(防衛大)‡†、 

安藤(真)前委員長(東工大)‡、石川委員(村田製作所)‡、稲沢委員(三菱電機)‡、 

黒田委員(東京工科大)†、下代委員(大阪府立大)†‡ 、後藤委員(豊橋技科大)†‡、 

白井委員(中央大) †‡、田中委員(岐阜大)‡、出口委員(同志社大)‡、 

廣瀬委員(東京大)‡、横田委員(宮崎大)‡、後藤委員(防衛大)†、 

安藤(芳)幹事(電通大)†‡、藤崎幹事(九州大)†‡、阪本新幹事補佐(京都大)†、 

西本幹事(熊本大)‡†、小見山幹事(阪電通大) ‡、大貫幹事補佐(日本大学)‡ 

 オブザーバー参加：３名 

† : 電気学会、‡ : 電子情報通信学会 

配布資料: 

電子情報通信学会 

No.66-1 第 65 回電磁界理論研究専門委員会議事録 

No.66-2 KJJC-AP/EMCJ/EMT2006(日韓合同研究会)終了報告について 

No.66-3-1 電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号(2007 年 2 月)について 

No.66-3-2 電子情報通信学会英文論文誌 C 次回の特集号について 

No.66-4 2007 年度電子情報通信学会総合大会シンポジウムの課題について 

No.66-5 平成 19 年度電磁界理論研究専門委員会運営体制(案)および電磁界理論研究専門委員会委

員推薦について 

No.66-6 2007 年 1 月の光関係合同研究会について 

No.66-7 平成 19 年度光・電波ワークショップについて 

No.66-8 平成 19 年度研究会活動計画について 

No.66-9 エレソ研究技術会議報告について 

 

電気学会 

No.18-ETC2-1 平成 18 年度 第 1 回電磁界理論技術委員会議事録 

No.18-ETC2-2 第 69 回電気学会 A 部門研究調査運営委員会議事録 

No.18-ETC2-3  電気学会 A 部門誌英文論文特集提案 

No.18-ETC2-4  自然電磁気現象解明と電磁界解析調査専門委員会 技術報告案内 

No.18-ETC2-5 幹事補佐の選出について 

 

電磁界理論研究専門委員会関連議事： 

１．前回議事録承認 

山崎委員長より資料 No. 66-1 に基づき前回議事録の確認があり、承認された。 

 

２．KJJC-AP/EMCJ/EMT2006（日韓合同研究会）終了報告について 

山崎委員長より資料 No. 66-2 に基づき KJJC-AP/EMCJ/EMT2006（日韓合同研究会）について

以下の報告があった。 

 2006 年 9 月 23 日（土）、24 日（日）に金沢市厚生年金会館で開催され、参加登録者数は 155

名（韓国：61 名、日本：94 名）、論文発表件数は 110 件（韓国：50 件、日本：60 件）であっ

た。 

 今後の開催については、AP 研、EMCJ 研、EMT 研の合同会議で検討していく。 



 

３．PIERS 2006-Tokyo 終了報告について 

山崎委員長より、PIERS 2006-Tokyo は 2006 年 8 月 2 日（水）～5 日（土）に中央大学後楽園キ

ャンパスで開催され、論文発表件数が 507 件（日本 257 件、海外 250 件）と盛況に終わったことが

報告された。 

 

４．電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号（2007 年 2 月）および次回の英文論文誌 C 特集号について 

山崎委員長と西本幹事より資料 No.66-3-1 に基づき電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号

（2007 年 2 月）について以下の報告があった。 

 投稿件数 23 編（Paper 22 編, Letter 1 編）のうち採録件数は 17 編（Paper 16 編, Letter 

1 編）であった。 

 2007 年 2 月の発行予定で、該当分野の海外キーパーソン 50 名に送付する。 

次回の英文論文誌 C 特集号に関しては、特集編集委員会のメンバーの人選が終了次第、山崎

委員長が改めて報告する。安藤真前委員長より、研究会として特集号の出版物をまとめて注文

してはどうかという提案がなされた。 

 

５．2007 年電子情報通信学会総合大会シンポジウムの課題について 

山崎委員長より資料 No.66-4 に基づき 2007 年電子情報通信学会総合大会シンポジウムの課題

(案)が「有限・無限（周期）構造系の電磁界解析とその応用」となった旨の報告があった。 

 

６．平成１９年度電磁界理論研究専門委員会運営体制（案）および電磁界理論研究専門委員会委員推薦

について 

山崎委員長より資料 No.66-5 に基づき電磁界理論研究専門委員会構成について説明があり、

2001 年委嘱の委員に対して後任の推薦を依頼した。 

 

７．2007 年１月の光関係合同研究会について 

西本幹事より資料 No. 66-6 に基づき 2007 年 1 月 29 日（月）、30 日（火）に大阪大学で開催さ

れる電磁界理論研究会について報告があった。論文投稿には電子情報通信学会の「研究会発表申込

システム」を利用する。 

 

８．平成 18 年度光・電波ワークショップ終了報告と平成 19 年度光・電波ワークショップについて 

西本幹事より、2006 年 7 月 27 日（木）、28 日（金）に北見工大で行われた平成 18 年度光・電

波ワークショップでは電磁界から 8 件の発表があった旨の報告がなされた。また、同幹事より資料

No.66-7 に基づき 2007 年 8 月 2 日（木）、3 日（金）に室蘭工業大学で開催される平成 19 年度

光・電波ワークショップについて説明がなされた。 

 

９．平成 19 年度研究会活動計画について 

山崎委員長より資料 No.66-8 に基づき平成 19 年度研究会活動計画について説明があり、平成

20 年１月を未定とすることで了承された。 

 

１０．エレソ研究技術会議報告について 

山崎委員長より資料No.66-9に基づき2006年度ソサイエティ大会の参加者減少に関する報告が

なされた。研究会をより活性化するための方策として、石川委員、安藤前委員長、廣瀬委員から以

下の提案がなされた。 

 研究の応用面を意識し、企業側からみて新規性がわかるタイトルやテーマが重要である。 

 EMT 研の方向性を明確にし、時代にあった企画を立案する。 

 総合大会、ソサイエティ大会において招待講演を増やす。 

 



１１．その他 

 山崎委員長より電磁界理論研究会学生優秀発表賞に関して、受賞者数は発表者の２割程度とし、

電気学会優秀論文発表賞の受賞者と重複しない旨の提案がなされた。 

 安藤前委員長と黒田委員より、2007 年 8 月に新潟で行われる ISAP2007 の論文投稿の依頼が

なされた。 

 安藤前委員長から 2013 年の URSI-B 誘致に関する依頼がなされ、電磁界理論研究専門委員会

内にワーキンググループを設置することが承認された。 

 通信学会 Fellow の推薦は従来通り研究会専門委員会で行う。 

 

電気学会 電磁界理論技術委員会 議事:  

1. 前回議事録承認 

 佐藤委員長より、資料 No.18-ETC2-1 に基づき前回議事録の確認があった。 

2. 第 69 回電気学会 A 部門研究調査運営委員会報告 

 佐藤委員長より、資料 No.18-ETC2-2 に基づき第 69 回電気学会 A 部門研究調査運営委員会の報

告があった。 

3. 電気学会 A 部門誌英文論文特集提案 

 佐藤委員長より、資料 No.18-ETC2-3 に基づき、電気学会 A 部門より特集号の提案が各技術委員

会に求められていることが報告された。解散した調査専門委員会に企画提案を打診する案が提案さ

れた。 

4. 調査専門委員会報告 

 佐藤委員長より、資料 No.18-ETC2-4 に基づき、自然電磁気現象解明と電磁界解析調査専門委員

会の技術報告発行の報告があった。 

5. 幹事補佐の選出について 

 佐藤委員長より、新幹事補佐として阪本卓也先生(京都大)が推薦され、承認された。 

 

以上  

 


