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第81回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

平成23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23 年11 月17 日(木) 17:10～18:50 
場所: 雨晴温泉 磯はなび コンベンションホール「立山」 Ａ会場 
 
出席者: 黒田委員長(東京工科大)†、西本委員長(熊本大) †‡、白井副委員長(中央大)†‡、稲沢委員（三菱電機）

‡、柏委員（北見工大）‡、佐藤委員（新潟大）†、鈴木委員（首都大学東京）†、高橋委員（愛知工科大）‡、

出口委員（同志社大）‡、八木谷委員（金沢大）‡、平田幹事（名工大）†、田中雅弘幹事（岐阜大）†、尾崎

幹事補佐（日大）†、藤崎幹事（九大）‡、安藤幹事(電通大)†‡、後藤幹事補佐(防衛大)‡ 
†電気学会、‡電子情報通信学会 

 
議題 
1． 第80回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 
2-1．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 
2-2．電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2013年1月号）について 
3-1．2011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 
3-2．2012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 
4-1．第8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について 
4-2．平成23年度学生優秀発表賞について 
4-3．学生優秀発表賞選定基準の修正について 
5． 2011年光・電波ワークショップ終了報告 
6． 2012年1月光関係合同研究会の開催案内 
7． 日韓合同研究会KJJC-2012の開催案内 
8． 活性化基金の申請企画について 
9-1．2012年度研究会活動計画 
9-2．2012年5月電磁界理論研究会について 
9-3．2012年光・電波ワークショップについて 
9-4．第41回電磁界理論シンポジウムについて 
9-5．2013年光関係合同研究会について 
10．エレクトロニクスソサイエティ関連会議報告 
 
資料 
No.81-1   第80回電磁界理論研究専門委員会議事録 
No.81-2-1  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 
No.81-2-2  電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2013年1月号）について 
No.81-3-1  2011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.81-3-2  2012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.81-4-1  第8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 
No.81-4-2 平成23年度学生優秀発表賞について 
No.81-4-3  選奨規程（見本） 
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No.81-5   2011年光・電波ワークショップ終了報告 
No.81-6   2012年1月光関係合同研究会の開催案内 
No.81-7   日韓合同研究会KJJC-2012の開催案内 
No.81-8   活性化基金の申請企画について 
No.81-9-1  2012年度（平成24年度）研究会活動計画 
No.81-9-2  2012年5月電磁界理論研究会について 
No.81-9-3  2012年光・電波ワークショップについて 
No.81-9-4  2013年第41回電磁界理論シンポジウムについて 
No.81-9-5  2013年光関係合同研究会について 
No.81-10-1 第１回エレソ運営委員会（平成23年6月13日） 
No.81-10-2 第２回エレソ研究技術会議（平成23年7月29日） 
No.81-10-3 第３回エレソ研究技術会議（平成23年10月25日） 
No.81-10-4 第１回英文論文誌C編集委員会（平成23年5月31日） 
No.81-10-5 第２回英文論文誌C編集委員会（平成23年10月12日） 
No.81-10-6 英文論文誌C合同委員会（平成23年10月12日） 
 
 
 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 議事 
 
1．第80回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 

 西本委員長より資料No.81-1に基づき報告がなされ，異議なく了承された．気付いた点がある場合には，幹事

団宛に連絡して頂きたいとの補足説明がなされた． 
 
2-1．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 

 大貫委員に代わり藤崎幹事より資料No.81-2-1に基づき報告がなされた．西本委員長より編集作業は既に終了

している旨の追加説明がなされた．  
 
2-2．電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2013年1月号）について 

 藤崎幹事より資料No.81-2-2に基づき説明がなされた．説明時に Call for Papers は学会のHPおよび学会誌

に掲載済との補足説明がなされた．西本委員長より担当編集員に対する激励があった．  
 
3-1．2011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 

 西本委員長より資料No.81-3-1 に基づき報告がなされた．西本委員長よりシンポジウム講演では活発な質疑が

なされたこと，および協力頂いた先生方に対し感謝・労いの言葉があった． 
 
3-2．2012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 

 安藤幹事より資料No.81-3-2に基づき説明がなされた．安藤幹事より，今年から１種研として発足したEST（エ

レクトロニクスシミュレーション）研究会との分野と重複が問題との点が補足された．西本委員長より EMT と

EST のテーマはかなり重複しているところがあるため，今後は両研究会の住み分けが必要との認識が示された．

また，西本委員長より平田幹事に対して２種研(MST：マイクロ波シミュレータ研究会)当時および１種研(EST)
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立ち上げ時の経緯について尋ねられた．平田幹事より，今後の電子情報通信学会におけるシンポジウム講演では，

EMTとESTの共同提案の可能性もあり得る旨の説明がなされた． 
 
4-1．第8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について 

 安藤幹事より資料No.81-4-1 に基づき報告がなされた．電子情報通信学会の候補者推薦規程に基づいて採点を

行い，推薦順位をつけて EMT の推薦枠２名を推薦している．学生奨励賞候補者の推薦に当たっては，同一所属

に対する制限は特に設けられていない点が確認された． 
 
4-2．平成23年度学生優秀発表賞について 

 後藤幹事補佐より資料No.81-4-2に基づき説明がなされた．また，学生優秀発表賞の選考時期（第一次選考・

第二次選考）は，電気学会の優秀論文発表賞Ａ賞および基礎・材料・共通部門表彰の選考と同時に実施すること

で了承された． 
 
4-3．学生優秀発表賞選定基準の修正について 

 後藤幹事補佐より資料 No.81-4-3 に基づき説明がなされた．電子情報通信学会の学会会計処理説明会(2011 年

10 月 3 日)では，学生優秀発表賞などの選奨を行う際には選奨規程を新たに制定する必要があるとの紹介があっ

た．西本委員長より学会の新法人化（社団法人→一般社団法人）に伴い，現在の選定基準（資料 No.81-4-2）で

は不十分なところがあるため，５月合同委員会までには選奨規程を制定する必要があるとの追加説明がなされた． 
 
5． 2011年光・電波ワークショップ終了報告 

 藤崎幹事より資料No.81-5に基づき報告がなされた．西本委員長より，現地世話人であった柏委員（北見工大）

に対して感謝・労いの言葉が述べられた．発表件数は昨年に比較して増加（40 件→49 件）しており盛況であっ

た旨の追加説明がなされた． 
 
6． 2012年1月光関係合同研究会の開催案内 

 藤崎幹事より資料No.81-6 に基づき説明がなされた．発表件数は昨年に比較して増加（45 件→67 件（その後

１件取下げがあり，66件））していること，プログラムの提出は2011年11月21日(月)の予定で進めているとの

追加説明があった．西本委員長より，藤崎幹事に対して感謝・労いの言葉があった． 
 
7． 日韓合同研究会KJJC-2012の開催案内 

 西本委員長より資料No.81-7に基づき説明がなされた．西本委員長より今回のKJJCは日韓の研究者の交流を

重んじる会議（研究者自身が講演する）としたい－韓国側の考え方－があり，また，日本側 EMT 分野の講演発

表依頼件数が極めて限られているため，白井副委員長との間で相談した後に幹事団に連絡する旨の追加説明があ

った．出席者からCall for Papersの配布方法およびPoster Session枠の追加といった工夫が必要との意見がな

された． 
 
8． 活性化基金の申請企画について 

 安藤幹事より資料No.81-8に基づき研究会活性化費の紹介がなされた．予算は2,000千円（2011年度），申請

締切日は毎年 6 月末と 12 月末の２回となっている．専門委員から良いアイデアを提案して頂ければ有効に活用

したいとの追加説明があった．西本委員長より，本基金は継続的事業には制約事項はあるが，会場費・講師謝礼・

チュートリアルのセッション等については活用できる道があるとの追加説明がなされた． 
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9-1．2012年度研究会活動計画 

 藤崎幹事より資料No.81-9-1に基づき2012年度の活動計画：研究会（４件），ソサイエティ大会・総合大会で

のシンポジウム企画（２件）、および英文論文誌Ｃ特集号（１件）について説明がなされた． 

 

9-2．2012年5月電磁界理論研究会について 

 安藤幹事より資料No.81-9-2に基づき説明がなされた．なお，期日は2012年5月25日(金)，会場は広島市立

大学（広島市）に決定との追加説明がなされた． 
 
9-3．2012年光・電波ワークショップについて 

 藤崎幹事より資料No.81-9-3に基づき説明がなされた． 
 
9-4．第41回電磁界理論シンポジウムについて 

 藤崎幹事より資料No.81-9-4 に基づき候補の説明がなされた．藤崎幹事より３月合同委員会時には会場の提示

を行う予定との追加説明がなされた．西本委員長より ISAP2012（会期：2012年10月29日(月) ～ 2012月11
月2日(金)）との兼ね合いから，開催時期は11月中旬頃を予定との補足説明がなされた． 
 
9-5．2013年光関係合同研究会について 

 藤崎幹事より資料No.81-9-5に基づき説明がなされた． 
 
10．エレクトロニクスソサイエティ関連会議報告 

【第１回エレソ運営委員会（平成23年6月13日）】 

 西本委員長より資料 No.81-10-1 に基づき報告がなされた．特に，電子情報通信学会ソサイエティ大会におい

て企業からの投稿件数が減少傾向にあること，会員数が年々減少していること，および IEICE ES(エレクトロニ

クス ソサイエティ)論文誌の IEEE Xploreへの統合化への動きに関して説明がなされた． 
【第２回エレソ研究技術会議（平成23年7月29日）】 

 安藤幹事より資料No.81-10-2に基づき報告がなされた． 
【第３回エレソ研究技術会議（平成23年10月25日）】 

 安藤幹事より資料No.81-10-3に基づき報告がなされた．来年度，各研専委員会にロードマップの作成依頼があ

ることの紹介がなされた．また，国際会議計画趣意書（KJJC2012(韓国)，ICCE2012(ベトナム)の技術協催）承

認の報告があった．田中委員よりICCE2012(ベトナム)に関する紹介（Call for Paper：http://www.hut-icce.org/）
がなされた． 
【第１回英文論文誌C編集委員会（平成23年5月31日）】 

 安藤幹事より資料No.81-10-4に基づき報告がなされた．安藤幹事より本部論文賞に関する紹介がなされた． 
【第２回英文論文誌C編集委員会（平成23年10月12日）】 

 安藤幹事より資料No.81-10-5に基づき報告がなされた．安藤幹事より英文クオリティチェック，論文採択率，

およびComex（Elexの通信ソサイエティ版のこと）についての紹介があった． 
【英文論文誌C合同委員会（平成23年10月12日）】 

 安藤幹事より資料 No.81-10-6 に基づき報告がなされた．安藤幹事より，投稿論文（著者の１人に会員を含む

必要がある）および Invited paper（非会員のみでも可）ならびに別刷代補助に関する紹介がなされた． 
 
 
 

http://www.hut-icce.org/
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電気学会 電磁界理論技術委員会 議事 
 
1. 平成23 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 

 黒田委員長より資料No.23-ETC2-1に基づき報告がなされ，異議なく了承された． 
 
2. 電気学会A 部門編修委員会報告 

 平田幹事より資料No.23-ETC2-2-1に基づき報告がなされた．平田幹事より第164回基礎・材料・共通部門編

集委員会において，二重投稿に関する議論の報告があった．電気学会の研究会に投稿した原稿は，図であっても，

著作権は全て電気学会に帰属することになるため，電子情報通信学会の英文論文誌Ｃ小特集号に投稿する場合に

は．注意を要するとの説明がなされた． 
 
3. 電気学会A 部門論文誌・特集号提案について 

 平田幹事より資料 No.23-ETC2-2-2 に基づき報告がなされた．特集論文（掲載希望号：平成 25 年 5 月号）に

ついては，英文および和文ともに投稿可能との追加説明がなされた． 
 
4. 電気学会A 部門研究調査運営委員会報告 

 はじめに，黒田委員長より資料No.23-ETC2-3-1に基づき報告がなされた．なお，東日本大震災の影響のため

議事録の作成ができなかったとの追加説明がなされた． 
 また，黒田委員長より資料 No.23-ETC2-3-2 に基づき報告がなされた．また，特記事項：（１）研究会資料ダ

ウンロードの必要性と財源問題，（２）著作権問題が他学会との連携の障害となっていると技術委員会から指摘が

あった，（３）研究会に対する電気学会の制約が多すぎると技術委員会からの指摘があった，および（４）Ａ部門

の収支悪化の要因として，研究会における発表件数の減少が指摘されている，の４点の紹介とともに，これに対

する意見・要望の依頼がなされた． 
特記事項（２）に関して，出席者の間で下記の意見交換がなされた． 
・ 安藤幹事：『研究会に対する電気学会の制約とは，何か．』 
・ 平田幹事：『先に述べた著作権のことである．』 
・ 黒田委員長・平田幹事：『１月および７月研究会におけるEMT関係資料は，電気学会の著作権であることが

明記された上で，電子情報通信学会のアーカイブに掲載されている．』 
・ 平田幹事：『電子情報通信学会側が共催から連載に移行した際，EMT研究会の技報は電気学会で発行のため，

現在，電気学会が著作権を 100% 持っていることになる．』 
・ 田中幹事：『二重投稿と二次利用は，違うのではないか．』 
・ 白井副委員長：『二重投稿と二次利用は，異なります．』 
・ 藤崎幹事：『二重投稿の定義は，同じ論文を他学会に投稿するという意味ではないか．』 
・ 平田幹事：『図が同じでかなりの部分が重なっていましたら，二重投稿とみなされる．』 
・ 藤崎幹事：『大本となる図は同じで，その中身が違う場合，線引きはどのようにするのか．』 
・ 平田幹事：『“著者の良識にまかせる，”というのが結論となる．』 
・ 黒田委員長：『特記事項（２）にあるように，著作権問題が他学会との連携の障害になっているとの指摘があ

る．』 
・ 藤崎幹事：『電気学会と電子情報通信学会の間では，EMTだけが問題なのか．』 
・ 平田幹事：『EMCは，技報を完全に分離している．』 
・ 黒田委員長：『今回は合同委員会の開催時間の都合もあるが，このような問題があるため，今後，改善策や意

見交換等を行う必要がある．』 
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5. 第40 回電磁界理論シンポジウム報告 

 田中幹事より資料No.23-ETC2-4に基づき報告がなされた．今回のシンポジウムは，昨年度に比較して，発表

件数（65件→54件）および宿泊者数（16日：25名(計画：40名)，17日：45名(計画：60名)，18日：44名(計
画：60 名)）が共に減少している．東北・九州地区の参加者が少なかった．白井副委員長よりＡＰ研究会の研究

会と同日開催となっているとの説明がなされた． 
 
6. 電気学会基礎・材料・共通部門活動資金申請報告 
 尾崎幹事補佐より資料No.23-ETC2-5に基づき報告がなされた． 
 
7. シンポジウムにおける特別講演・講師の謝金について【通信学会電磁界理論研究専門委員会との合同議題】 

 黒田委員長より，シンポジウム特別講演における講師謝礼に関して，電気学会側 EMT 平田幹事と電子情報通

信学会側EMT安藤幹事の間で作成した旨の説明がなされた．平田幹事より資料No.23-ETC2-6に基づき説明が

なされ，異議なく了承された．黒田委員長より，今後，シンポジウム講演における講師謝金についてはこの取り

決めにて会計処理を勧めて行く旨の説明があり，異議なく了承された． 
 
8. 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 No.23-ETC2-7 に基づき説明がなされ，異議なく了承された．昨年度との相違点は，『前年

度の電気学会優秀論文発表賞Ａ賞および基礎・材料・共通部門表彰受賞者は，候補者から除外するものとする．』

の説明がなされた．また，次年度の受賞は不可能であるが，次々年度の受賞は可能との補足説明がなされた． 
 
9. その他 

 なし 


