
第６７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３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１９年３月２０日（火）１６：２０～１７：４０ 

場所：名城大学 天白キャンパス（名古屋市）共通講義棟北 N322 講義室 

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)‡†、 

橋本元委員長(阪電通大)‡、石川委員(村田製作所)‡、稲沢委員(三菱電機)‡、 

木下委員(慶應義塾大)‡、後藤(信)委員(豊橋技科大)†‡、後藤(啓)委員(防衛大)†、 

田中委員(岐阜大)‡、陳委員（東北大）‡、出口委員(同志社大)‡、平田委員(名工大)†‡、 

平野委員(東工大)†、丸田委員(大阪大)‡、横田委員(宮崎大)‡、 

安藤(芳)幹事(電通大)†‡、藤崎幹事(九州大)†‡、阪本幹事補佐(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)‡、 

 オブザーバー参加：２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.67-1 第６６回電磁界理論研究専門委員会議事録 

No.67-2-1 平成 18 年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞の集計結果 

No.67-2-2 電磁界理論研究会「学生優秀発表賞」候補者選定基準 

No.67-3 2007 年光関係合同研究会の終了報告及び 2008 年光関係合同研究会の日程について 

No.67-4 2007 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について 

No.67-5 2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウムの課題について 

No.67-6 2007 年光・電波ワークショップについて 

No.67-7-1 国際会議（PIERS2006-Tokyo）開催結果報告 

No.67-7-2    国際会議（KJJC2006-AP/EMCJ/EMT）開催結果報告 

 

電気学会 

No.18-ETC3-1 平成 18 年度 第 2 回電磁界理論技術委員会議事録 

No.18-ETC3-2 第 70 回電気学会Ａ部門研究調査運営委員会議事録 

No.18-ETC3-3 第 71 回電気学会Ａ部門研究調査運営委員会議事録 

No.18-ETC3-4 平成 19 年度電気学会東京支部連合研究会開催ご協力のお願い 

No.18-ETC3-5 平成 18 年度 研究会活動補助金 会計報告 

 

電磁界理論研究専門委員会関連議事： 

 

１．前回議事録承認（資料 No.67-1） 

２．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 

３．平成 18 年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞について（資料 67-2-1, 67-2-2） 

４．2007 年光関係合同研究会の終了報告と 2008 年光関係合同研究会の日程について（資料 67-3） 

５．2007 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について（資料 No.67-4） 

６．2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウムの課題について（資料 No. 67-5） 

７．2007 年光・電波ワークショップについて（資料 No. 67-6） 

８．国際会議終了報告(PIERS2006-Tokyo,KJJC2006-AP/EMCJ/EMT) (資料 No. 67-7-1, 67-7-2） 

９．その他 



 

電子情報通信学会 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. 67-1 に基づき前回議事録の確認があり、承認された。 

 

２．平成 18 年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞について 

山崎委員長より、資料 67-2-1 と 67-2-2 に基づき電磁界理論研究会学生優秀発表賞の規定について

以下の報告があった。 

 受賞数は、発表総数の約 2 割程度とする。 

 同年度の電気学会論文発表賞の受賞者は除く。 

 受賞者上位 3 名に対して国際会議 PIERS の渡航援助を行う。 

 平成 18 年度受賞者の表彰は平成 19 年 5 月の研究会で行う。 

 

３．2007 年光関係合同研究会の終了報告と 2008 年光関係合同研究会の日程について 

西本幹事より、資料 67-3 に基づき以下の報告があった。 

 2007 年光関係合同研究会は平成 19 年 1 月 29 日（月）、30 日（火）に大阪大学コンベンション

センターで開催された。発表件数は 34 件で、EMT からは 8 件、招待講演が 3 件であった。学

生の懇親会費は LQE からの提案により無料とした。 

 2008 年の光関係合同研究会は、EMT が主幹となり、平成 20 年 1 月 28 日（月）、29 日（火）

に開催する（会場未定）。 

 

４．2007 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について 

西本幹事より、資料 No.67-4 に基づき、論文投稿の締切が平成 19 年 3 月 26 日（月）であること

の確認と論文投稿の依頼がなされた。 

 

５．2007 年電子情報通信学会ソサイエティ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.67-5 に基づき、2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジ

ウムの課題（案）を「光・マイクロ波回路の最適化設計と関連技術」とする旨の説明がなされた。 

 

６．2007 年光・電波ワークショップについて 

山崎委員長と西本幹事より、資料 No.67-6 に基づき、2007 年光・電波ワークショップは EMT

主幹で 2007 年 8 月 2 日（木）、3 日（金）に室蘭工業大学で開催する旨の説明がなされた。申込締

切は 2007 年 5 月 18 日（金）で、論文投稿には通信学会の Web システムを利用する。 

 

７．PIERS2006-Tokyo と KJJC2006-AP/EMCJ/EMT の終了報告 

山崎委員長より、資料 67-7-1 と 67-7-2 に基づき、国際会議 PIERS2006-Tokyo と KJJC2006-AP/ 

EMCJ/EMT の開催結果報告がなされた。 

 

８．その他 

 山崎委員長の任期満了に伴い、石原副委員長が次期委員長となることが承認された。 

 西本幹事は任期満了後に専門委員となることが承認された。 

 後藤委員の任期満了に伴い、愛知工科大の高橋先生が専門委員となることが承認された。 

 次期副委員長、幹事、幹事補佐に関しては 5 月の合同委員会で報告する。 

 平田委員から顧問制度設立の提案があった。 

 次回の合同委員会は平成 19 年 5 月 26 日（土）に防衛大学校で開催する。 

 

 



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-ETC3-1 に基づき前回議事録の確認があった。 

2. 関連会議報告 

 佐藤委員長より、資料 No.18-ETC3-2 に基づき、第 70 回及び第 71 回電気学会 A 部門研究調査運

営委員会の報告があった。主な報告事項として、 

(ア) 平成 18 年度の A 部門大会では日韓のジョイントセッションが行われた、 

(イ) 参加費を徴収できる講演会である基礎・材料フォーラムの設置が検討されている。設置の主な

目的は技術報告の売り上げ増である。 

(ウ) 優秀論文発表賞が決定し、電磁界理論研究会割り当て分は、 

阪本卓也（京都大）、司城徹（東工大）、安藤芳晃（電通大） 

の３名となった。 

(エ) 平成 19 年度のＡ部門大会は大阪大学にて行われる。 

3. 電磁界理論シンポジウムについて 

 佐藤委員長より、平成 19 年度の第 36 回電磁界理論シンポジウムの一案が提案された。提案内容

は下記の通り： 

① 日程：９月２７日（木）～２９（土） 

② 会場：京都大学吉田キャンパス工学部３号館 

③ 講義室（１４５名）、講義室（４５名）、セミナー室（４５名）を確保 

④ 発表申し込み締め切り：7/17(木)あたり 

⑤ 宿泊：京都市内のホテルを紹介。各自で手配 

⑥ 懇親会：京都大学生協 

⑦ 若手の懇親の部屋：吉田周辺の安い飲み屋 

以上の案に対して、下記のような議論がなされた。 

⑧ ７月には ISAP、８月に PIERS、９月にはソサイエティ大会、また直近には九州支部大会が

あり、スケジュールがたいへん厳しい。 

⑨ 宿は京大会館もあるが、全員の宿泊は不可能であり、また料金も安くはない。 

⑩ 桂キャンパスは、連日開催するには不便である。 

⑪ １１月頃の開催だと、観光シーズンなので、宿泊などが高い、また講義室で行うことがで

きず会議室の料金もかかってしまう。 

⑫ 候補地として奈良も挙げられるが、観光シーズンの状況は京都と同様。 

⑬ ここ数年はホテルでの開催であり、宿泊や会議場の料金が高くなっている。 

⑭ 日程、場所、料金のどれを重視するのか、プライオリティを付ける必要がある。 

最終的に、日程を重視することとし、９月の京都開催でなく、１０月～１１月ごろの開催を検討す

るということにまとまった。その際にアクセスの便不便は問わないが、候補として今まであまり行

われていない四国などが挙げられた。また、投稿が減っているので、電磁界理論シンポジウムを盛

り上げる必要がある、という認識に一致した。 

4. その他 

① 研究会に電気学会の調査専門委員会を協賛の形として加えることの提案があった。調査専

門委員会の協賛は業績として重視されていないことが確認された。 

② まだ技術報告を提出していない調査専門委員会には、早急に提出するよう要請された。 

③ 電気学会の部門誌において、各調査専門委員会から論文誌特集号を１回ずつ企画するよう

協力が要請された。 

 

以上 


