
 

第６９回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会・ 

平成１９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１９年１０月１８日（木）１９：００～２０：４０ 

場 所：ホテル奥道後（愛媛県松山市 奥道後温泉）錦晴の間 

出席者：石原委員長(防衛大)‡†、佐藤(亨)委員長(京都大)†、田中(充)副委員長(大分大) ‡、 

安藤(真)元委員長(東工大) ‡、山崎前委員長(日本大) ‡†、稲沢委員(三菱電機)‡、 

後藤(信)委員(徳島大) †、白井委員(中央大) ‡†、高橋委員(愛知工科大) ‡、 

田中(嘉)元委員長(岐阜大)‡、出口委員(同志社大)‡、西本委員(熊本大)‡†、 

平田委員(名工大) ‡†、 

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

小見山幹事(阪電通大)‡、田中(雅)幹事(岐阜大)‡、大貫幹事補佐(日本大)‡ 

† : 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.69-1   第６８回電磁界理論研究専門委員会議事録 

No.69-2   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.69-3   2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム終了報告 

No.69-4   2008 年電子情報通信学会総合大会シンポジウム講演の企画について 

No.69-5   2007 年光・電波ワークショップ終了報告 

No.69-6   2008 年光・電波ワークショップについて 

No.69-7   2008 年 1 月の電磁界理論研究会開催案内 

No.69-8-1  平成１９年度学生優秀発表賞について 

No.69-8-2  電磁界理論研究会「学生優秀発表賞」候補者選定基準 

No.69-8-3  電気学会優秀論文発表賞候補者選定基準 

No.69-8-4  エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞の創設 

No.69-9   電磁界理論の進展とその応用小特集号(英文論文誌 C)論文募集 

No.69-10  平成２０年度研究会活動計画について 

No.69-11  平成１９年度電磁界理論研究専門委員会構成 

No.69-12   第７期第２回マイクロ波シミュレータ研究専門委員会報告 

 

電気学会 

No.19-ETC2-1 平成 19 年度 第 1 回電磁界理論技術委員会議事録 

No.19-ETC2-2 第 73 回電気学会 A 部門研究調査運営委員会議事録 

No.19-ETC2-3 平成 19 年度電磁界理論技術委員会活動報告 

No.19-ETC2-4 平成 19 年度電磁界理論シンポジウム報告 

 

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 

前回議事録（資料 No. 69-1）については各自ご確認いただき、修正点等については石原委員

長にご連絡をいただくことで承認された。 



２． 2007 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について 

西本委員より、資料 No.69-2 に基づき以下の報告があった。 

 投稿論文は 11 件であり、採録 7 件、不採録 3 件、取り下げ 1 件であった。 

 平成 20 年１月の発行予定であり、論文誌は海外のキーパーソン 50 名に送付される。 

また、安藤(真)元委員長より、ゲストエディタ、編集委員にも論文誌を配布する旨の提案が

なされ、西本委員に通信学会に確認していただくことになった。 

３． 2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム終了報告 

山崎前委員長より、資料 No.69-3 に基づき、2007 年 9 月 14 日に鳥取大学鳥取キャンパスで

行われたシンポジウム「光・マイクロ波回路の最適化設計と関連技術」では 5 件の発表があ

り、無事終了した旨の報告があった。 

４． 2008 年電子情報通信学会総合大会シンポジウム講演の企画について 

田中(充)副委員長より、資料 No.69-4 に基づき以下の報告があった。 

 総合大会は 2008 年 3 月 18 日(火)～21 日(金)に北九州学術研究都市で開催される。 

 シンポジウムの題名は「電磁波を用いた可視化技術の現状と今後の展開」である。 

５． 平成１９年度の光・電波ワークショップ終了報告 

西本委員より、資料 No.69-5 に基づき、2007 年 8 月 2 日、3 日に室蘭工業大学で開催され

た光・電波ワークショップでは、2 件の招待講演を含む 39 件の講演と URSI-C の公開研究会

が同時に開催され、無事終了した旨の報告があった。 

６． 平成２０年度の光電波ワークショップについて 

田中(雅)幹事より、資料 No.69-6 に基づき、平成 20 年度の光・電波ワークショップは 2008

年 7 月 24 日、25 日に千歳アルカディアで、マイクロ波研究会、光エレクトロニクス研究会、

URSI-B 小委員会との共催、マイクロ波フォトニックス研究会との協賛で開催予定である旨

の報告があった。 

７． 平成１９年度光関係合同研究会について 

小見山幹事より資料 No.69-7 に基づき、2008 年 1 月 28 日、29 日に、大阪電気通信大学で

合同研究会が開催される旨の報告があった。申込締切日は 11 月 9 日（金）であり、論文の投

稿依頼もなされた。 

８． 平成１９年度学生優秀発表賞について 

田中(充)副委員長より、資料 No.69-8-1～3 に基づき、学生優秀発表賞の選考基準、対象者、

推薦委員、選考方法について説明があった。社会人ドクターも発表賞の対象者となることが

了承され、申込時に該当者として登録していただくこととなった。また、石原委員長より、

資料 No.69-8-4 に基づき、エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞創設の経緯、選定対象

者、選定方法、採点者、採点基準等について説明があった。 

９． 2008 年度電子情報通信学会英文論文誌 C 特集号について 

小見山幹事より、資料 No.69-9 に基づき、特集号の発行予定は平成 21 年 1 月、論文投稿の

締切は平成 20 年 3 月 26 日（水）である旨の報告と論文投稿の依頼がなされた。 

１０．平成２０年度研究会活動計画について 

石原委員長より、資料 No.69-10 に基づき、平成 20 年度の研究会、電磁界理論シンポジウ

ム、通信学会におけるシンポジウム、英文論文特集号の計画案について説明があった。 

１１．平成２０年度電磁界理論研究専門委員会運営体制について 

石原委員長より、資料 No.69-11 に基づき、平成 20 年度の専門委員会構成案について説明

があり、2002 年に委嘱された委員の方に対して後任委員の推薦が依頼された。また、安藤(真)

元委員長より、企業の方や、卒業された留学生の方などを専門委員として国際化を図る旨の

提案がなされた。 

１２．第７期第２回マイクロ波シミュレータ研究専門委員会報告について 

平田委員より、資料 No.69-12 に基づき、研究専門委員会の趣旨が教育向けのシミュレータ

プラットフォームの開発へとシフトしている旨の報告があった。 

 



１３．その他 

今後の研究会やシンポジウム、シンポジウムのスタイル、会場及び会場費、若手のサポー

トなどに関する提案がなされ、今後継続的に審議することとなった。 

 

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(亨)委員長より、資料 No.19-ETC2-1 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(亨)委員長より、資料 No.19-ETC2-2 に基づき、第 73 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．平成 19 年度電磁界理論技術委員会活動報告 

 佐藤(亨)委員長より、資料 No.19-ETC2-3 に基づき、平成 19 年度の電磁界理論技術員会の現在ま

での活動と今後の予定が説明された。資料では 8/2-3 に開催された光・電波ワークショップが抜け

ていたので、追加修正をする。 

４．電磁界理論シンポジウムについて 

 佐藤(亨)委員長より、資料 No.19-ETC2-4 に基づき、平成 19 年度の第 36 回電磁界理論シンポジ

ウムについての概略の報告と、今後の開催の際の会場選定について、会場費の点から問題提起があ

った。以上の問題について、下記のような議論がなされた。 

○従来の通りの方が、他の参加者とゆっくり話ができて良い。○従来の形は学生を連れてくると旅

費がだいぶかかる。○エレソから会場費が１日３万円まで補助されるので利用すべきである。○旅

館は従来型とし、別のところに会場を用意すれば選択肢も多く、安くなるのではないか。○研専活

性化の制度を利用するのはどうか。○将来、若手セッションなどを組むのであれば、従来の形が適

している。○もう一度原点に返り、質素な研究会を目指すべきである。○最近は国民休暇村で行っ

ても１日１万円くらいかかってしまう。 

 

以上 


