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第 83回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

平成 24年度 第１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5月25日(金) 17:00～18:15 
場所：広島市立大学 講堂小ホール 
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)†‡、大貫委員(日大)‡、 
柏委員（北見工大）‡、小林委員(中央大)†、佐藤(亮)委員(新潟大)†、平田委員（名工大）†、山崎委員(日大)
†、横田委員(宮崎大)‡、渡辺委員(福岡工大)‡、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：平山浩一先生(北見工大)、中嶋徳正先生(福岡工大) 

†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82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.    平成23年度研究専門委員会活動費等収支決算報告 
3-1.  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 
3-2.  日韓合同研究会議（KJJC-2012）の終了報告 
3-3.  2012年5月電磁界理論研究会の終了報告 
4-1.  2012（平成24）年度電磁界理論研究専門委員会活動計画 
4-2.  第41回電磁界理論シンポジウムについて 
5.    電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規程について 
6.    平成24年度電磁界理論研究専門委員会構成 
7.    その他 
 
資料 
83-1    第82回電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会議事録 
83-2    平成23年度研究専門委員会活動費等収支決算報告 
83-3-1  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 
83-3-2  日韓合同研究会議（KJJC-2013）の終了報告 
83-3-3  2012年5月電磁界理論研究会の終了報告 
83-4-1  2012（平成24）年度電磁界理論研究専門委員会活動計画 
83-4-2  第41回電磁界理論シンポジウムについて 
82-5    電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規程について 
82-6    平成24年度電磁界理論研究専門委員会構成 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 
議題 
1. 平成23 年度第3回電磁界理論技術委員会議事録の承認 
2. 平成24年度 電磁界理論技術委員会名簿の確認 
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3. 電気学会A部門研究調査運営委員会報告 
4. 電気学会A部門編修委員会報告 
5. 日本学術会議URSI分科会及び電子情報通信学会URSI日本国内委員会の立上げについて 
6. その他 
 
配布資料 
No.24-ETC1-1 平成23 年度第3 回電磁界理論技術委員会議事録 
No.24-ETC1-2 平成24年度電磁界理論技術委員会名簿【当日配布】 
No.24-ETC1-3 第91 回電気学会A部門研究調査運営委員会議事録 
No.24-ETC1-4 第168 回電気学会A部門編集委員会議事録(案) 
No.24-ETC1-5-1日本学術会議第22期URSI分科会：設置提案書及び名簿 
No.24-ETC1-5-2日本学術会議第22期URSI分科会：小委員会設置提案書 
No.24-ETC1-5-3日本学術会議第22期URSI分科会：小委員会構成 
No.24-ETC1-6電子情報通信学会URSI日本国内委員会：設置提案書及び名簿 
 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 議事 

 
1．第82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.83-1に対して，事前に各委員に議事録を送付して内容を確認頂いているとの報告が

あった．内容に対して、加筆・修正等の有無について委員に確認後，異議なく承認された． 
 
2．平成23年度研究専門委員会活動費等収支決算報告 

 後藤幹事補佐より，資料No.83-2に基づき報告がなされた． 
 
3-1．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.83-3-1 に基づき，電子情報通信学会英文論文誌C 小特集号（2013 年 1 月発行）の投

稿状況について報告がなされた．当初の締切り(2012 年 3 月 26 日)よりも約 1カ月延長(2012 年 4 月 20 日)した

ところ，合計20件(paper：10件，brief paper：10件)の投稿があった旨，報告された．また，6月16日に開催

される編集委員会で第1回目の採録の判定を行う予定である事が報告された． 
 
3-2．日韓合同研究会議（KJJC2012）の終了報告 

 西本委員長より，資料 No.83-3-2 と追加資料「KJJC Business Meeting の内容について」に基づき，Yonsei 
Universityにて開催されたKJJC2012（2012 年5月18日～19 日）の終了報告がなされた．会議では，プレナ

リー2件，オーラル48件，ポスター17件の発表があったと報告された． また，2日目のBusiness Meetingに

て韓国側と今後のKJJCについて打合せが行われ(EMT研から西本委員長と白井副委員長が出席)，次回は日本開

催(2015年開催予定，主幹はEMC)となる旨の説明がなされた． 
 
3-3．2012年5月電磁界理論研究会の終了報告 
 安藤幹事より，資料No.83-3-3に基づき，2012年5月25日（金）に広島市立大学講堂小ホールにて開催され

た電磁界理論研究会について報告がなされた．発表件数は 11 件であった事，また若手対象のチュートリアル講

演としてProf. Giuliano Manara先生に講演を頂いた事が報告された．更に，会場を使用するにあたっては、西
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正博先生(広島市立大学)にご尽力頂いた事が報告され，お礼が述べられた． 
 
4-1．2012（平成24）年度電磁界理論研究専門委員会活動計画 

 安藤幹事より，資料No.83-4-1に基づき，平成24年度の活動計画として次の通り報告及び依頼がなされた． 
(1)7 月 26 日(木)～27 日(金)に北海道大学にて光・電波ワークショップ(主幹MWP 研)が開催される．EMT 研か

らは8件の投稿があった． 
(2)9 月 11 日(火)～14 日(金)に開催される電子情報通信学会ソサイエティ大会(富山大学)期間中に，シンポジウム

セッション「電磁界解析における解析的手法の最近の進展」を企画している．投稿締切りは 7 月 4 日(水)にな

っているので，委員の皆様に積極的な投稿をお願いしたい． 
(3)11月15日(木)～17日(土)に第41回電磁界理論シンポジウムの開催を予定している．詳細については、次の議

題として西本委員長より報告される． 
(4)1月には大阪大学コンベンションセンターで光関係合同研究会(主幹PN研)を開催予定である． 
(5)2013 年 3 月に岐阜大学にて開催予定の電子情報通信学会総合大会期間中にシンポジウムセッションを企画す

る予定である． 
 
4-2．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.83-4-2 に基づき，第 41 回電磁界理論シンポジウムの開催計画について以下の通り

報告された． 
・期 日：2012年11月15日(木)～17日(土) 
・開催地：内牧温泉(熊本県阿蘇)，阿蘇プラザホテル 
・アクセス：JR阿蘇駅より車で10分(列車到着に合わせて送迎あり) 
・宿泊費等：1室3名以上11,000円台，ツイン12,000円，シングル15,000円（１泊２食）（交渉中）， 

昼食600円/食（丼物）， 
懇親会費：飲み放題付により，宿泊費と別に3,000円プラスになる予定． 

・会議室：80,000円(2会場2日半)（交渉中） 
・講演申込：9月頃を予定している． 
 
5．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.83-5に基づき，学生優秀発表賞の選奨規程と選定基準について説明がなされた．前回

の委員会にてご指摘を受けた「受賞回数に制限はない．ただし，２年連続の受賞は認めない」の条件を，第四条

3項に追加した事が報告され，承認された． 
 
6．平成24年度電磁界理論研究専門委員会構成 

 西本委員長より，資料No.83-6に基づき，電磁界理論研究専門委員会の委員構成について報告された． 
 
7．その他 

 白井副委員長より，5 月の研究会においてエレクトロニクスソサイエティ活性化基金を利用させていただいた

ことに関連して，まだ学生員でない学生に対して，通信学会エレソの学生員となって頂くよう声かけいただきた

いと，委員の皆様に協力依頼がなされた． 
 

以 上 
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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3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.24-ETC1-1に基づいて確認が行われ，異議なく承認された． 
 
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.24-ETC1-3に基づいて以下の事項について報告がなされた． 
(1)秋田大学にて行われる電気学会A 部門大会（2012 年 9 月 20 日(木)～9 月 21 日(金)）のテーマ付きセッション

を提案した事に対して，早乙女副委員長よりお礼が述べられた事が報告された． 
(2)電気学会活動資金報告書に対して，承認された事が報告された． 
(3)以下4項目の継続審議事項について報告がなされた． 

(3-1)電気学会研究会資料ダウンロードの必要性と財源問題 
(3-2)電気学会と他学会に関する著作権についての制約について 
(3-3)研究会技報に対する電気学会の制約について 
(3-4)A部門収支悪化の原因として研究会発表件数が減少している件について 
これに対して平田委員より以下の補足説明がなされた． 
・編集委員会でも二重投稿についての議論があり，通信学会側の技報ではピアレビューされていないと明記され

ているので二重投稿扱いにはならないが，電気学会側の場合には，電気学会の規定では図表を電気学会以外にど

のような形でも再利用する事が許可されていないという問題があると補足説明がなされた． 黒田委員長より今後

も継続して審議していくことが報告され，他にご意見がある場合には黒田委員長まで連絡して頂く事となった． 
 
3. 第168回電気学会A部門編集委員会議事録(案)について 

 田中幹事より，資料No.24-ETC1-4に基づいて以下2点について報告がなされた． 
(1)著作権問題として，二重投稿問題が議論されていた論文（別の学会誌に投稿された図が電気学会論文誌に投稿

された為）が取り下げになったと報告がなされた． 
(2)電気学会125年史のスケジュールが遅れるとの報告がなされた． 
これに対して，前任の平田委員より 125年史に関して以下の通り補足説明がなされた． 
電磁界理論の総論を大阪電気通信大学の橋本先生に，計算電磁気学の分野を日本大学の山﨑先生に，地震電磁気

学の分野を千葉大学の服部先生に執筆依頼の推薦をさせて頂いた報告がなされた． 
 

4. 平成24年度 電磁界理論技術委員会名簿について 

 黒田委員長より資料No.24-ETC1-2に基づいて平田幹事の後任に稲沢良夫様(三菱電機)を，平田編集委員(名工

大)の後任として田中雅弘幹事(岐阜大学)へお願いし，幹事を退任された平田委員に第1号委員に入って頂くとの

報告がなされた． 

 

5. 日本学術会議第 22期URSI分科会及び電子情報通信学会 URSI日本国内委員会の立上げについて 

小林委員より日本学術会議第22期URSI分科会と電子情報通信学会URSI日本国内委員会の立上げに関するそ

の後について以下の通り報告がなされた．前委員会で第 22 期URSI分科会の立上げ(委員会の組織構成)について

2月20日付けで終了した事を口頭にて報告したとの説明がなされ，まだ委員長と幹事の選出が残されており，正

式な選出が5月29日付けで完了すると説明がなされた． 

(1)資料 No.24-ETC1-5-1 に基づき，日本学術会議第 22 期 URSI 分科会の設置提案書とURSI 分科会の構成につい

て報告がなされた． 
(2)資料No.24-ETC1-5-2に基づき，URSI分科会の小委員会(A~K分科会)の設置提案書の紹介がなされた． 
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(3)資料No.24-ETC1-5-3に基づき，URSI分科会の小委員会の構成について説明がなされた． 
特に，EMT 研究会に関係深い B 分科会について，委員長に白井宏先生(中央大)，幹事に廣川二郎先生(東工大)
が予定されているとの報告がなされた． 

(4)資料No.24-ETC1-6に基づき，URSI分科会構成に伴い電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ会長宛

にURSI日本国内委員会立上げについて継続申請をお願いするとの説明がなされた．また，URSI分科会とURSI
日本国内委員会は同じメンバーから構成される組織であるとの補足説明がなされた．EMTS2013はURSI日本国

内委員会の共同主催となっているとの補足説明がなされた． 

白井副委員長より URSI-B が研究会などの協賛や後援等になることは不可能であることが指摘されており，

EMTS2013 を行う場合には主催可能かどうか質問がなされた．これに対して小林委員より以下の回答と説明がな

された． 

(1)B小委員会は主催する事はできないとの回答がなされたが，電子情報通信学会URSI国内委員会B小委員会と

記載することは可能であるとの説明がなされた． 

(2)EMTS開催に関して，URSI分科会(日本学術会議の全ての委員会組織)は主催する事が出来ないとの回答がなさ

れた．また，URSI分科会B小委員会も主催する事は出来ないとの説明がなされた． 

但し，電子情報通信学会の組織(URSI日本国内委員会)は主催する事が可能であることが補足説明された． 

(3)URSI分科会とURSI日本国内委員会の略称は同じ(JNC-URSI)である事が説明された． 
 
6. その他 

 平田委員より電気学会A部門特集号論文(H.25年5月号)を企画している事が説明された．また，黒田委員長よ

り，招待論文を高野忠先生(日本大)と小林一哉先生(中央大)に依頼してご快諾を頂いた事が報告された．投稿締

切が平成24年8月31日であるので，委員の皆様へ投稿依頼がなされた． 

 

以 上 

 


