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電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 議事 
 
1．第 77 回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 
 
 後藤幹事補佐より資料に基づき報告がなされ，了承された． 
 
2-1．電子情報通信学会英文論文誌 C 小特集号（2011 年 1 月号）について 
 
 小見山委員長より資料に基づき Paper：6 件，Brief Paper：4 件の採録の報告がなされ，了承され

た．また，編集委員に労いの言葉を述べられた． 
 
2-2．電子情報通信学会英文論文誌 C 小特集号（2012 年 1 月号）について 
 
 大貫幹事より資料に基づき例年と同様に特集号を企画しPaper およびBrief Paper のみ受付る旨の

説明がなされ，了承された．また，現在 Associate Editors の選出を行っており，後日報告する旨の

説明がなされた．小見山委員長より多数の投稿を希望しているとの言葉を述べられた． 
 
3-1．2010 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 
 
 小見山委員長より資料に基づき説明がなされ，了承された．13 件の報告がなされ大変盛況であった

こと，およびオーガナイザを担当された岡山県立大の山北先生に対して労いの言葉を述べられた． 
 
3-2．2011 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 
 
 小見山委員長より資料に基づき，会場：東京都市大学，シンポジウム題目：電磁波散乱に対する解

析的および数値的方法，提案趣旨について説明が行われ，了承された．多数の投稿を希望するととも

に投稿依頼（12 月を予定）の説明が行われた． 
 
4-1．第 7 回エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞候補者の推薦 
 
 小見山委員長より資料に基づき報告がなされ，了承された．採点をして頂いた関係者に対して感謝

の言葉が述べられた．また，2011 年 3 月総合大会では採点等の協力の依頼がなされた． 
 
4-2．平成 22 年度学生優秀発表賞について 
 
 後藤幹事補佐より資料に基づき説明がなされた．平田委員より『対象者・推薦委員の項目において、

「電磁界理論研究会および電磁界理論シンポジウム」は学会側から見た場合には、「電磁界理論研究会」

で統一したほうが良いのでは』との意見がなされた．小見山委員長より『電磁界理論研究会学生優秀

発表賞候補者選定基準に記載されている』の説明がなされた．平田委員より『電気学会側での賞との

兼ね合いで推薦締切日の変更』の意見があった．後日，電気学会側と調整して細部日程を決めること

で合意がなされた． 
 
5．2010 年光・電波ワークショップ終了報告 
 
 大貫幹事より資料に基づき投稿件数 40 件（特別招待講演：小柴先生）の説明が行われ，了承され
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た．現地世話人の北大：山本先生，投稿された発表者，電気学会幹事団に対して感謝の言葉が述べら

れた．また，来年度から MWP および MST が第１種研究会に昇格し５研究会（EMT，MW，OPE，

MWP，MST）によるワークショップになる旨の連絡があった． 
 
6．2011 年 1 月光関係合同研究会の開催案内 
 
 藤崎幹事より資料に基づき説明がなされた．本日（11 月 11 日）現在 EMT より 16 件の発表申込が

あった旨の報告がなされ，了承された．小見山委員長より投稿された方に対し感謝の言葉を述べられ

た． 
 
7-1．平成 23 年度研究会活動計画 
 
 小見山委員長より資料に基づき説明がなされた．なお 5 月研究会の開催場所については今後相談し

て決定すること，および電磁界理論シンポジウムは電気学会側の担当でお願いしたい旨の説明があり，

了承された． 
 
7-2．2011 年光・電波ワークショップについて 
 
 藤崎幹事より資料に基づき説明（日時：2011 年 7 月 21 日(木)～22 日(金)，会場：北見工大，現地

世話人：柏先生）がなされ，了承された． 
 
7-3．2012 年光関係合同研究会について 
 
 藤崎幹事より資料に基づき説明（日時：2012 年 1 月 26 日(木)～27 日(金)，会場：大阪大，現地世

話人：丸田先生，主管：EMT）がなされ，了承された． 
 
8-1．電磁界理論研究専門委員会の次期委員長について 
 
 小見山委員長より次期委員長として現副委員長の西本昌彦先生（熊本大）の推薦が行われ，了承さ

れた．次年度の副委員長および幹事については今後検討し，3 月または 5 月に報告する予定である旨

説明があった． 
 
8-2．電磁界理論研究専門委員会構成 
 
 小見山委員長より資料に基づき説明が行われた．また，小見山委員長，大貫幹事，および 6 年満了

の専門委員は次年度交代との説明が行われ，了承された． 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 議事 
 
1．平成 22 年度第１回電磁界理論技術委員会議事録の承認について 
 
 佐藤幹事補佐より資料に基づき報告がなされ，了承された． 
 
2．平成 22 年度 電磁界理論技術委員会名簿の確認 
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 平田幹事より資料に基づき説明がなされ，了承された． 
 
3．電気学会 A 部門編集委員会報告 
 
・平田幹事より資料に基づき以下の説明が行われた．『No.22-ETC2-3-2，p.11，第 3(2)項：論文冊子

体の廃止に伴う CD の作成』，『No.22-ETC2-3-3，p.13，第 2(2)項：A 部門でニュースレターを発行

（2011 年 5 月から）する．2011 年 6 月号に小林先生が執筆：AP－RASC’10』． 
・田中(雅)先生からの質問『印刷媒体は完全に無くなると理解してよいですか．』 
・平田幹事より『完全に無くなるといったことだと思われます．希望者が多ければ CD を販売するか

どうかの検討を行っています．』の回答が行われた． 
 
4．電気学会 A 部門研究調査運営委員会報告 
 
 小林委員長より資料に基づき説明がなされ，了承された． 
 
5．電気学会優秀論文賞および基礎・境界・材料部門研究会論文賞候補者選定基準について 
 
 平田幹事より資料に基づき説明がなされた．優秀論文発表賞（基礎・材料・共通部表彰）（以下，“部

門賞”と略記する）が新設され，表彰件数は電気学会論文発表賞 A 賞の２倍を上限とする（前年度ま

では発表件数の総数に応じて受賞者人数が割り当てられたが、今年度からは若手の発表件数の総数に

応じて受賞者人数が割り当てられることになった）． 
 
【付１：受賞候補者の条件等】（2010 年 11 月 20 日より施行する）の細部説明 
『若手技術者にふさわしい優秀な論文であることを審査基準とする。同一年度に A 賞を受賞する者、

若しくは前年度に本賞または A 賞を受賞したものは、受賞候補者から除くものとする。』 
・同一年度に A 賞および部門賞の同時受賞はできない． 
・前年度に部門賞を受賞した者は次年度の部門賞を受賞できない． 
（２年連続受賞はできない） 

・前年度に A 賞を受賞した者は次年度の部門賞を受賞できない． 
・前年度に部門賞を受賞した者は次年度 A 賞を受賞することができる． 
 
＜以下，審議内容＞ 
【質問１】西本先生：『部門賞の表彰件数：A 賞の２倍を上限とするとは、電気学会側から割当がくる

のですか．』 
→ 平田幹事『電気学会側から割当が来ます．上限である A 賞の２倍を推薦件数として上申する方

向で考えています．』 
【質問２】小見山委員長：『具体的な選出方法はどのように行うのですか．』 
→ 平田幹事：資料 N0.22-ETC2-5-2 に基づき説明がなされた． 

【質問３】小見山委員長：『賞の優先順位の順番は，①電気学会優秀論文発表賞 A 賞，②部門賞，③

通信学会学生優秀発表賞の順番と認識してよいのですか．』 
→ 平田幹事：審議の対象となります．（以下，審議） 

【質問３】小見山委員長：『②と③の重複受賞は認められるのですか．』 
→ ①と③の重複受賞は認めない． 
→ 本年度：学会が違うので②と③の重複受賞を認める． 
→ 次年度以降：②と③の重複受賞については，今年度の結果を見て必要に応じて見直しを行う． 
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【質問４】後藤幹事補佐：『選考期間は 1 月になりますか．』 
→ 平田幹事：それは分かりません．12 月以降，電気学会側から速やかに選考期間を連絡します． 

【質問５】白井委員：『選考は１回のみで可能ですか．重複している候補者をどのように扱えば良いの

ですか．』 
 → 電気学会側の①と②ならびに通信学会側の③として独立して投票します．最初に A 賞をまず決

めます．それ以降は順位付けして電気学会側の②と通信学会側の③を割り当てていきます． 
 → ③は最低５点以上を必要とします． 
【質問６】田中委員：『現在１次選考は１名の候補者推薦を行っていますが，少なすぎはないでしょう

か．候補者推薦をさらに１名増やす必要はありませんか．』 
 → 受賞者枠に比較して受賞候補者が少なくなる可能性もあるため，１次選考では，２名の候補者を

推薦できるものとします． 
 
【結 論】 
・電気学会側の①と③の第１次候補者選考では、２名の候補者を推薦できる． 
・①と③の重複受賞は認めない． 
・本年度：②と③の重複受賞を認める． 
・次年度以降：『２名の候補者推薦』および『②と③の重複受賞』の２点については，今年度の選

考結果を見て必要に応じて見直しを行うものとする． 
 
6．「2010 年アジア・太平洋電波科学会議(AP-RASC’10)」の開催について(報告) 
 
小林委員長より多くの EMT 関係者の協力に対し感謝の言葉を述べられた．以下，6.1～6.5 について

小林委員長より資料に基づき説明がなされ，了承された． 
 
6.1 開催概要について 
 
資料に基づき説明がなされた． 

 
6.2 論文及び登録の集計結果について 
 
論文件数：566 件，登録者数：605 名，国別の論文数は資料 No.22-ETC2-6-3, p.83 を参照． 

 
6.3 若手研究者学術賞(SPC、YSA)の実施について 
 
・YSA: Young Scientist Award: 事前審査（１次審査）で５名，その後プレゼンテーションでコンテ

ストで評価（２次審査）した．審査委員会で上位３名を決定し，バンクエットで表彰した． 
・SPC: Student Paper Competition: 事前審査のみで 20 名決定した． 
 
6.4 特集号の計画について 
 
・Radio Science の特集号(上限：35件) 論文総数566件中Session chairsの推薦は130件であった．

現在，著者に投稿の意志があるかどうか打診中との報告がなされた． 
・SPC( Student Paper Competition)の最終選考者３名については，URSI Radio Science Bulletin 

(RSB)の 2011 年 3 月号に掲載する予定との報告がなされた． 
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6.5 2013 年の AP-RASC 開催について 
 
・開催地：台湾(台北)に決定した（投票結果 台湾：12 票、中国：5 票）． 
 
7．関連国際会議等の予定 
 
7.1 IGARSS2011 開催に向けての準備状況 
 
佐藤源之委員より資料に基づき説明が行われた．2011 年 7 月 31 日～8 月 5 日の間，仙台にて開催

される．宇宙からのリモートセンシングに加え，電磁界の逆散乱問題等を含めた広い分野も視野に入

れていること，および JAXA および NASA からの協力も考えている旨の説明があった． 
 
7.2 URSI EMTS2013 開催に向けての準備状況 
 
・平田幹事より資料の紹介が行われた．また，関係者に委嘱状を送付した旨の報告があり，了承され

た． 
・安藤真先生より実行委員：24 名、組織委員：21 名(今後、追加予定あり)の報告がなされた．また，

関係者に対し協力の依頼がなされた． 
・小林委員長から追加事項がなされた． 

来年(2011 年)の URSI の総会（イスタンブール）において，2014 年の URSI 総会が決定される予

定である．2010 年 11 月 9 日学術会議 URSI 分科会において，2014 年 URSI 総会の開催地に立候

補することの決定がなされた．今後，立候補の proposal を作成することになるが，協力を頂くこと

がある旨の依頼がなされた． 
 
8．その他 
 
 その他，議題・意見等はなかった． 
 


