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第82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24年3月22日(木) 17:10～18:40 
場所：岡山大学 津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 4階415室 
 
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）

‡、大久保委員(首都大学東京)‡、大貫委員(日大)‡、柏委員（北見工大）‡、木寺委員(電通大)‡、小林委員(中
央大)†、後藤(信)委員(徳島大)†、佐藤委員(新潟大)†、鈴木委員(首都大学東京)†、平野委員(東京工大)†‡、 
森本委員(大阪大)‡、八木谷委員（金沢大）‡、山崎委員(日大)†、平田幹事（名工大）†、田中幹事(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(啓)幹事補佐(防衛大)‡ 
オブザーバ：西正博先生（広島市立大）、廣瀬明先生（東京大）、廣川二郎先生（東京工大） 

†電気学会、‡電子情報通信学会 
 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 
議題 
1.    第81回電子情報通信学会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（2013年1月号）について 
2-2.  2012年1月光関係合同研究会の終了報告 
2-3.  2012年3月電子情報通信学会総合大会シンポジウム企画について 
3-1.  日韓合同研究会議（KJJC-2012）について 
3-2.  2012年9月電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム企画について 
3-3.  2012（平成24）年度電磁界理論研究会活動計画 
3-4.  2012年 第41回電磁界理論シンポジウムについて 
4-1.  平成23年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 
4-2.  電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規程について 
5.    国際会議の協催について 
6.    2011（平成23）年度第4回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議報告 
7.    2011（平成23）年度第3回エレクトロニクスソサイエティ英文論文誌C編集委員会報告 
8.    電磁界理論研究専門委員会の次期執行部構成 
9.    その他 
 
資料 
82-1    第81回電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会議事録 
82-2-1  電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2013年1月号） 
82-2-2  2012年1月光関係合同研究会の終了報告 
82-2-3  2012年3月電子情報通信学会総合大会シンポジウム講演 
82-3-1  日韓合同研究会議（KJJC-2013）について 
82-3-2  2012年9月電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム企画 
82-3-3  2012（平成24）年度電磁界理論研究会活動計画 
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82-3-4  2012年 第41回電磁界理論シンポジウムについて 
82-4-1  平成23年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者 
82-4-2  電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規程について 
82-4-2a   電磁界理論研究会における学生優秀発表賞の選奨規程 
82-4-2b   電磁界理論研究会学生優秀発表賞候補者の選定基準 
82-5    国際会議の協催について 
82-6    2011（平成23）年度第4回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議報告 
82-7    2011（平成23）年度第3回エレクトロニクスソサイエティ英文論文誌C編集委員会報告 
82-8    電磁界理論研究専門委員会の次期執行部構成 
 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 
議題 
1. 平成23 年度第2 回電磁界理論技術委員会議事録 
2. 電気学会A部門研究調査運営委員会報告 
3. 電気学会基礎・材料・共通部門編集委員会報告 
4. 電気学会論文誌A特集号について 
5. 電気学会A賞および部門表彰の推薦について 
6. 平成24 年電気学会A部門大会におけるテーマ付セッション提案について 
7. 平成23 年度活動補助金会計報告 
8. 調査専門委員会の解散と設置について 
9. その他 
 
配布資料 
No.23-ETC3-1 平成23 年度第2 回電磁界理論技術委員会議事録 
No.23-ETC3-2 第90 回電気学会基礎・材料・共通部門研究調査運営委員会議事録 
No.23-ETC3-3-1 第164 回基礎・材料・共通部門編集委員会議事録 
No.23-ETC3-3-2 第165 回基礎・材料・共通部門編集委員会議事録 
No.23-ETC3-4 「計算電磁気学の進展とその応用」特集 
No.23-ETC3-5 電気学会A 賞および部門表彰の推薦報告 
No.23-ETC3-6 平成24 年電気学会A 部門大会におけるテーマ付セッション 
No.23-ETC3-7 平成23 年度研究会活動補助金会計報告 
No.23-ETC3-8-1 調査専門委員会解散（報告） 
No.23-ETC3-8-2 調査専門委員会設置（審議） 
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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81回電子情報通信学会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.82-1に基づき報告がなされた．事前にメールにて各委員に議事録を配布して内容の確

認を得ている旨の説明がなされ，異議なく了承された． 
 
2-1．電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2013年1月号）について 

 藤崎幹事より資料No.81-2-1 に基づき報告がなされた．論文投稿締切は平成24年3月26日(月)であるが，本

日現在，申込は２件．投稿論文件数を増やすために昨年と同様に，論文投稿締切を約１ヶ月延期し平成 24 年 4
月20日(金)とするとの追加説明がなされ，異議なく了承された．藤崎幹事・西本委員長より、積極的な投稿を希

望する旨の依頼がなされた． 
 
2-2．2012年1月光関係合同研究会の終了報告 

 藤崎幹事より資料No.81-2-2 に基づき以下の報告がなされた．発表件数：64 件（内，招待講演7 件）であり，

投稿件数は昨年に比較して19件の増加であった．また，研究会参加者：延べ175名，懇親会参加者：42名であ

った．光関係合同研究会の今後の予定としては，2013年1月の主幹事はPN（フォトニックネットワーク）研専

であり，EMT研専が主幹事を担当するのは2018年1月の予定である． 
 
2-3．2012年3月電子情報通信学会総合大会シンポジウム企画について 

 西本委員長より資料No.81-2-3に基づき以下の報告がなされた．発表件数は8件であり，新規の研究者による

講演も行われた． 
 
3-1.  日韓合同研究会議（KJJC-2012）について 

 西本委員長より資料No.81-3-1 に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．KJJC は隔年毎に開催さ

れており，今回は韓国（Yonsei University）にて開催（2012年5月18日～19日）である．EMT研専の財務責

任：なし，著作権：投稿者に帰属，である．当初，投稿は招待講演のみを予定していたが，途中からポスターセ

ッションを追加することになった．EMT関連の論文投稿状況は、招待講演：8件，一般講演：4件である． 
 
 
3-2．2012年9月電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム企画について 

 西本委員長より資料No.81-3-2に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．9月シンポジウム講演（富

山大）のテーマは「電磁界解析における解析的手法の最近の展開」であり，積極的な投稿を期待している旨の依

頼がなされた．平田幹事より参考情報として、2012年9月のEST研専シンポジウム講演テーマ：「GP-GPU関

連」，並びに2013年3月のEST研専シンポジウム講演テーマ：「光関係の解析」について紹介された．西本委員

長より，上記EST研専からの参考情報を考慮に入れて2013年3月EMT研専シンポジウム講演テーマを考える

旨の追加説明がなされた． 
 
3-3．2012（平成24）年度電磁界理論研究会活動計画 

 安藤幹事より資料No.81-3-3に基づき下記の報告がなされ，異議なく了承された． 
・5月電磁界理論研究会（広島市立大学）：EMTの単独開催、投稿件数11件，チュートリアル講演を予定 
・7月電波・光ワークショップ（北海道）：主幹事（MWP） 
・1月光関係合同研究会（大阪大学）：主幹事（PN） 
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3-4.  2012年 第41回電磁界理論シンポジウムについて 

 西本委員長より資料No.81-3-4に基づき検討案が提示され，以下の案にて異議なく了承された． 
・期 日：第１候補の2012年11月15日(木)～17日(土) 
・開催地：第２候補の阿蘇（内牧温泉），阿蘇プラザホテル 
・宿泊費等（金額は現在交渉中）：ツイン12,000円，シングル15,000円（１泊２食），3名以上11,000円位， 

昼食650円 
・会議室（金額は現在交渉中）：50,000円を切るくらい 
・5月合同研究会（広島市立大学）時に、詳細な金額等を提示する予定 
 
4-1．平成23年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 

 後藤幹事補佐より資料 No.81-4-1 に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．5 月電磁界理論研究会

（広島市立大学）時にて授賞式を行う．西本委員長より，受賞者を決定したら当該学生の卒業式に間に合うよう

に正式な書面により指導教員を通じてお知らせするため，本委員会では追認という形をとらせて頂くことを了解

されたいとの補足説明がなされた．平田幹事より，電気学会側各賞（Ａ賞および部門賞）受賞者に対する以下の

参考情報があった．電気学会側各賞の選奨規定が簡素化（各賞候補者リストの提出のみで，補欠の提出はなくな

った）されたため，各受受賞者を早期（１月下旬～２月上旬）にEMT研専側に連絡できるようになる． 
 
4-2．電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規程について 

 安藤幹事より資料No.81-4-2 に基づき，学生優秀発表賞の選奨規程について説明がなされた．田中幹事より，

「満 35 歳以下の学生（大学院生を含む）」と「２年連続の受賞はない（＝前年度の受賞者を除く）」の２点につ

いての確認事項があった．「満 35 歳以下の学生（大学院生を含む）」は従来の規程にある「２年連続の受賞はな

い（＝前年度の受賞者を除く）」は，本規程（案）に加筆する．西本委員長より，本件について問い合せがある場

合にはEMT研専幹事団に連絡して頂くこと，および本件については5月合同委員会で正式承認するとの追加説

明がなされた． 
 
5．国際会議の協催について 

 廣瀬先生より資料No.81-5 に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．APSAR は隔年毎にアジア太

平洋地域で開催されており，今回は日本（つくば市）にて開催（2013 年 9 月 23 日～9 月 27 日）である．形態

はエレソ共同主催であり EMT 研専は技術共催である．EMT 研専から申請を行ってもらいたい．白井副委員長

より財務に関する責任分担率と論文の IEEE Xploreへの掲載計画について問い合せがあった．廣瀬先生より財務

責任は IEEE GRSS Japan Chapter：50%，エレソ：50%であり，EMT研専には金銭的な責任は発生しないこ

と，また，論文の IEEE Xploreへの掲載についてはその方向で調整中，との回答があった． 
 
6．2011（平成23）年度第4回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議報告 

 西本委員長より資料 No.81-6 に基づき以下の報告がなされた．報告の要点として，① 企業会員参加促進策，

② エレソ活動功労表彰推薦：大貫進一郎幹事，③ 2011エレソ学生奨励賞選定結果：加藤司 氏（日本大学），④ 
研究会活性化費申請状況：「EMT研究会における若手対象の海外著名研究者招待講演」の招待講演者のイタリア

からの旅費（250,000円）の承認，がなされた．なお，④ については，研究会終了後に当学会の会員増につなが

る evidence付の報告書の提出が求められている． 
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7．2011（平成23）年度第3回エレクトロニクスソサイエティ英文論文誌C編集委員会報告 

 安藤幹事より資料 No.81-7 に基づき以下の報告がなされた．報告の要点として，① 英文クオリティチェック

（QC）経過報告，② 2012 年 4 月より通ソからComEX が出版される．③ELEX は 2012 年 4 月 1 日より，随

時掲載のスタイル，④ 2012年6月1日よりELEXの掲載料改訂，⑤ IEEE Xploreの参画交渉は進まない方向，

がなされた． 
 
8．電磁界理論研究専門委員会の次期執行部構成 

 西本委員長より資料No.81-7に基づき報告がなされ，異議なく了承された． 
 
9．その他 

 なし 
 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 議事 
 
1．平成23 年度第2 回電磁界理論技術委員会議事録 

 黒田委員長より資料No.23-ETC3-1に基づき報告がなされた．事前にメールにて各委員に議事録を配布して内

容の確認を得ている旨の説明がなされ，異議なく了承された．お気づきの点があれば，電気学会 EMT 幹事団に

問い合せされたい． 
 
2．電気学会A 部門研究調査運営委員会報告 

 黒田委員長より資料No.23-ETC3-2に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された． 
（１）第７項 調査専門委員会開催の際の成果報告書について 

調査専門委員会設置趣意書の「報告形態」として記載できるものは，(a)技術報告，(b)技術報告単行本，(c)
学会誌，あるいは部門誌への投稿(特集号)，(d)研究会での発表，(e)全国大会，部門大会シンポジウムでの

発表，がある．(a)と(b)を基本にして，(c),(d),(e)では理由を審議の上承認を得るものとするとの説明がなさ

れた． 
（２）第１６項 電気学会A 部門 英語ホームページについて 

各技術委員会のホームページの英文版も作成して頂きたい旨依頼があった．幹事に作成依頼． 
（３）継続審議事項 
１）研究会資料ダウンロードの必要性と財源問題について 
２）著作権問題が他学会との連携(合同研究会や共同研究会の開催)の障害となっていると技術委員会から指摘

があった．これに関する改善策および意見等． 
 藤崎幹事より上記第（３）２項の参考情報として，本年１月研究会において著作権が電気学会側にあるとのこ

とで，申込後にキャンセルされた例が１件あったとの報告がなされた． 
 
3．電気学会基礎・材料・共通部門編集委員会報告 

 平田幹事より資料No.23-ETC3-3-1および資料No.23-ETC3-3-2に基づき以下の報告がなされた．要点として，

資料No.23-ETC3-3-2の第３項「編修活動資金について」について下記の説明があった． 
・1 部門あたりの使用限度額は1,155,400 円，使用期限は平成25 年3月31日である。 
・資金の使途は具体例として示されており，実質，投稿論文掲載料の補助にしか使用できない。 
以上を受けて審議した結果，若手（A部門優秀発表賞受賞者），もしくは外国人の投稿論文掲載料補助に使用す
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る方向で調整することとした。外国人としては，東南アジアの比較的貧しい国等の補助の他に，IFを高めるた

め，欧米の一流大学・機関の教授クラスも補助の対象にする． 
 
4．電気学会論文誌A特集号について 

 平田幹事より資料No.23-ETC3-4 に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．平成 25 年 5 月号（投

稿締切日：平成24年8月31日(金)）に関連して，資料No.23-ETC3-3-2 の第３項「編修活動資金について」の

補足説明がなされた（上記第3項の議事参照）． 
 
5．電気学会A 賞および部門表彰の推薦について 

 田中幹事より資料No.23-ETC3-5に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された． 
 
6．平成24 年電気学会A 部門大会におけるテーマ付セッション提案について 

 田中幹事より資料No.23-ETC3-6に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された．田中幹事より，調査専

門委員会が中心となり安藤幹事にお願いすることになるとの補足説明がなされた． 
 
7．平成23 年度活動補助金会計報告 

 尾崎幹事補佐より資料No.23-ETC3-7に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承された． 
 
8．調査専門委員会の解散と設置について 

 田中幹事より資料No.23-ETC3-8-1および資料No.23-ETC3-8-2に基づき以下の報告がなされ，異議なく了承

された．「自然災害軽減のための早期警戒システムと電磁界技術」調査専門委員会の解散報告書に対する成果報告

の形態について説明があった．また，新たに「（仮）電磁界を用いた自然災害の予測および監視技術 調査専門委

員会」（委員長：服部克己先生、幹事：未定）の設置提案の概要説明がなされた． 
 
9．その他 

（１）黒田委員長より電気学会電磁界理論技術委員会次期執行部構成（案）が提示された（口頭） 
  ・委員長：黒田道子（留任），幹事：田中雅宏（留任），稲沢良夫（新任），幹事補佐：尾崎良介（留任）， 

編集委員：田中雅宏（新任） 
  ・平成24年度電気学会電磁界理論技術委員会名簿は，5月合同委員会に提示する予定 
（２）小林委員よりURSI関係について下記の情報提供がなされた（口頭） 

 １）2011年8月にイスタンブールで開催された第30回URSI総会について 
  ・役員選挙：安藤真先生が副会長に就任（任期３年） 
  ・2014年URSI総会の開催国：中国（カナダおよび日本は落選） 
 ２）第22期URSI分科会（任期：2011年10月1日～2014年9月30日）について 
  ・URSI組織が大幅に縮小することになった． 
  ・2012年2月20日付で第22期URSI分科会の構成が終了した． 
  ・2012年2月20日付で第22期URSI分科会小委員会（10の小委員会）の設置が承認された． 
  ・今後の手続きとしては，日本学術会議URSI分科会が発足したので，電子通信学会エレソ研究技術会議に

対してURSI国内委員会の継続申請を行うこととなる． 
  ・第22期URSI分科会委員長：小林一哉先生（中央大），幹事：八木谷聡先生（金沢大）が就任予定． 

・ 第22期URSI分科会B小委員会委員長：白井宏先生（中央大）が就任予定． 
以上 


