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第 85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 3回 電磁界理論技術委員会 

合同委員会 議事録（案） 

 
日時：平成 25年 3月 20日（水）15：30 ～ 16：45 
場所：岐阜大学 工学部F棟 3階 F309室 
 
出席者： 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

西本委員長（熊本大），白井副委員長（中央大），平山幹事（北見工大），中嶋幹事補佐（福岡工大），大貫委

員（日本大），田中委員（岐阜大），西岡委員（三菱電機），平野委員（東京工大），廣瀬委員（東大），藤崎

委員（九州大），森本委員（近畿大），八木谷委員（金沢大），渡辺委員（福岡工大） 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 

黒田委員長（東京工科大），小林委員（中央大），後藤委員（徳島大），佐藤（源）委員（東北大），佐藤（亮）

委員（新潟大），白井委員（中央大），鈴木委員（首都大），西本委員（熊本大），平田委員（名古屋工大），

平野委員（東京工大），田中幹事（岐阜大），稲沢幹事（三菱電機），尾崎幹事補佐（日本大） 
 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 
議題 
1. 第 84回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 
2. 電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2014年1月号）について 
3. 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定について 
4-1. 平成 24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定について 
5. 関連会議報告 
6. 電磁界理論研究専門委員会次期執行部構成 
7. その他 
 
配布資料 
85-1. 第 84回電磁界理論研究専門委員会議事録（確認済） 
85-2. 電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2014年 1月号）について 
85-3. 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定について 
85-4-1. 平成 24年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 
85-4-2. 電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規定について 
85-5-1. 2012年度第 4回，第 5回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議報告 
85-5-2. 2012年度第 3回英文論文誌C編集委員会 
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電気学会 電磁界理論技術委員会 
議題 
1. 平成 24 年度第 2 回電磁界理論技術委員会議事録の承認 
2. 電気学会A 部門研究調査運営委員会報告について 
3. 電気学会基礎・材料・共通部門編集委員会報告について 
4. 電気学会A 賞および部門表彰の推薦について 
5. 平成 25 年 6 月電磁界理論研究会開催計画について 
6. 第 42 回電磁界理論シンポジウムについて 
7. 電気学会論文誌A 特集号について 
8. アンテナ・伝搬におけるGTD 解析手法に関するWS の協賛について 
9. 研究会受付等のアルバイト代について 
10. 日本学術会議第22 期「学術大型研究計画」への対応について 
11. その他 
 
配布資料 
No.24-ETC3-1 平成 24 年度第 2 回電磁界理論技術委員会議事録（案） 
No.24-ETC3-2 第 94 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.24-ETC3-3 第 170 回電気学会基礎・材料・共通部門編集委員会議事録 
No.24-ETC3-4 電気学会A 賞および部門表彰の推薦報告 
No.24-ETC3-5 平成 25 年6 月電磁界理論研究会開催計画 
No.24-ETC3-6 平成 25 年度（第 42 回）電磁界理論シンポジウムについて 
No.24-ETC3-7 アンテナ・伝搬におけるGTD 解析手法のWS 協賛について 
No.24-ETC3-8-1 日本学術会議第 22 期「学術大型研究計画」について 
No.24-ETC3-8-2 第 22 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン「学術大型研究計画」

の公募について 
No.24-ETC3-8-3 学術研究領域（コード表） 
No.24-ETC3-8-4 科学者委員会学術の大型研究計画検討分科会マスタープラン2014FAQ 
No.24-ETC3-8-5 学術大型研究計画応募フォーム 
No.24-ETC3-8-6 報告「第22 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策定の方針」 
No.24-ETC3-8-7 日本学術会議科学者委員会学術の大型研究計画検討分科会名簿 
No.24-ETC3-8-8 日本学術会議電気電子工学委員会名簿（2012 年 10 月 15 日現在） 
No.24-ETC3-8-9 日本学術会議電気電子工学委員会URSI 分科会名簿（2012 年11 月 2 日現在） 
No.24-ETC3-8-10 日本学術会議会員・連携会員一覧 
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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 84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.85-1に基づき，議事録の確認があった．事前に各委員にメールにて議事録を送付し

て内容を確認していただいたため，異議なく承認された． 
 
2. 電子情報通信学会英文論文誌C 小特集号（2014年 1 月号）について 
 平山幹事より資料No.85-2に基づき，電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2014年 1月発行）の概略，

編集委員の構成，主要スケジュールについて説明された．投稿締め切りは平成 25 年 4 月 5 日（金）で，委員

の方々に投稿依頼があった．また，招待論文については例年通り電磁界理論シンポジウムで特別講演をされた

田中 嘉津夫 氏（岐阜大学）に執筆を依頼し，承諾をいただいた．なお，招待論文については電磁界理論シン

ポジウムでの特別講演とは関係なく自由に企画することができることから，今後の企画について各委員で検討

していただきたい旨の依頼があった． 
 
3. 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定について 
 平山幹事より資料No.85-3に基づき，電磁界理論研究会の平成 24年度の活動報告および平成 25年度の活動

計画が報告された．この中で，平成 25 年 6 月研究会と 7 月研究会の発表申し込み締め切りが，それぞれ平成

25年 4月 8日（月）と同年 4月 22日（月）と互いに近い日程となっているため，申し込みの際は注意してい

ただきたいとの報告がなされた． 
 
4-1. 平成 24年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 
 中嶋幹事補佐より資料 No.85-4-1 に基づき，平成 24 年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選考について

説明があり，採点結果に基づいて幹事団で審議した結果，Nguyen Tien Dong氏（岐阜大学），加藤 司 氏（日

本大学），大泉 卓也 氏（名古屋工業大学），中武 義将 氏（福岡工業大学）を受賞者とすることが報告された． 
なお，表彰式は平成 25年6月開催の電磁界理論研究会終了後に行う． 
西本委員長より表彰式終了後に開催される懇親会について受賞者の参加費を無料（委員会で負担）にしては

どうかとの提案があり，異議なく了承された． 
 
4-2. 電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規定について 
 西本委員長より資料No.85-4-2 に基づき，電磁界理論研究会学生優秀発表賞の選奨規定の追加項目（過去の

委員会で了承済み）について説明がなされた．  
 
5. 関連会議報告 
 西本委員長より資料 No.85-5-1 に基づき，2012 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に

ついて報告がなされた．主な内容は以下の通りである． 
（１） エレソ財務体質（赤字）改善のため，その他事業費の 5%削減を検討．財政健全化に協力を要請された． 
（２） 海外セクションとして，ベトナムセクションが設立基準を満たしたので成立が承認された． 
（３） 学会全体のロードマップとして 2月末に第一版が確定した． 
（４） エレソ活動功労表彰に関して電磁界理論研究専門委員会より前幹事の藤崎 清孝 氏（九州大学）を推
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薦した． 
（５） ソサイエティ大会エレソ学生奨励賞選定の結果，電磁波・マイクロ波分野から竹内 嵩 氏（日本大学）

が受賞した． 
（６） 電磁界理論研究専門委員会が技術共催している国際会議：APSAR2013において，IEEE GRSS-JC と

エレクトロニクスソサイエティの間の責任分担率を50%：50%としてきた．しかし，IEEE GRSS-JC
の準備金が円高で目減りしたため，分担率を 40%：60%に変更された． 

 
西本委員長より資料 No.85-5-1 に基づき，2012 年度第 5 回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議に

ついて報告がなされた．主な内容は以下の通りである． 
（１） エレソ予算が赤字 2000万円と厳しい状況にあるため，補助金の効率的な運用と節約に協力を要請さ

れた． 
（２） 研究会開催時に事故が発生し，230 万円相当のスクリーンが破損した．弁済費用が高額であるため，

今回は当該研究専門委員会とエレクトロニクスソサイエティで折半することとなった．今後同様の事

例が生じた場合は研究専門委員会の責任で弁済することが基本方針となるため，物品破損等起こさな

いよう用心していただきたい旨の依頼がなされた． 
（３） 学会全体のロードマップ（2月末に第一版が確定）を総合大会期間中の 3月 20日（水）14：00～16：

00にパネルセッションとして公開された． 
（４） I-Scover（IEICE Knowledge Discovery：IEICE論文関連コンテンツの検索システム）のメタデータ

の充実が図られたことから，大会の論文だけでなく抄録も著作権譲渡の対象へ見直すことが報告され

た． 
 

大貫委員より資料No.85-5-2に基づき，2012年度英文論文誌C委員会（第 3回）について報告がなされた．

主な内容は以下の通りである． 
（１）『議題 3. 英文クオリティチェック経過報告』に関して，電磁界理論研究専門委員会で企画した英文論

文誌C小特集号もクオリティチェックの対象であることが報告された． 
（２）『議題 6. 盗用事例』に関して，英文論文誌Cにおいて海外論文からの盗用の事例が報告された． 
（３）『議題 8. 特集招待論文掲載別刷代の補助申請』に関して，残額が十分あるため積極的に利用するよう

依頼された． 
 

 以上の報告に対して，特集招待論文掲載別刷代の補助に十分な残額があるのであれば，そちらを赤字解消の

ために補填してはどうかという意見があった． 
 
6. 電磁界理論研究専門委員会次期執行部構成 
 西本委員長より委員長の任期（2 年）満了による退任と次期委員長として現副委員長である白井 宏 氏（中

央大学）の着任が報告された（前回の委員会にて了承済）．引き続き，白井次期委員長より来年度の執行部体制

について下記の提案があり，異議なく了承された． 
（１） 次期副委員長として佐藤 源之 氏（東北大学）を推薦する（佐藤氏より内諾済）． 
（２） 任期（2年）満了により退任する安藤幹事の後任として柴崎 年彦 氏（都立産業技術専門学校）を推薦
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する（柴崎氏より内諾済） 
（３） 平山幹事，中嶋幹事補佐については留任させる． 
（４） 専門委員については任期（6年）満了により高橋委員が退任する．後任については次回委員会までに推

薦者を決定する． 
 
7. その他 
 なし 
 
 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 議事 
1. 平成 24 年度第 2 回電磁界理論技術委員会議事録の承認 
 黒田委員長より資料No.24-ETC-3-1に基づいて議事録の確認があった．事前に各委員にメールにて議事録を

送付して内容を確認していただいたため，異議なく承認された．また，黒田委員長より「議事 4. 電気学会論

文誌A特集号報告」において，議事録上では「投稿件数（招待論文2件，一般論文 5件，研究開発レター1件）」

と記されていたが，最終的に招待論文 2件，一般論文 5 件が採録され，特集号が 2013 年 5月に発行されるこ

とが報告された． 
 
2. 電気学会A 部門研究調査運営委員会報告について 
 黒田委員長より資料No.24-ETC-3-2に基づいて，関連する内容の項目について報告がなされた．主な内容は

以下のとおりである． 
（１）優秀論文発表賞A賞受賞者選定における採点表をA部門で統一する件については，各委員会間で意見の

調整が行われている． 
（２）論文特集号における問題点および問い合わせが電磁界理論をはじめ各委員会より提起され，編集委員会

に問い合わせる． 
（３）会議における資料を今後マイページで事前に確認できるようになる． 
 
3. 電気学会基礎・材料・共通部門編集委員会報告について 
 田中幹事より資料No.24-ETC-3-3に基づいて，関連する内容の項目について報告がなされた．主な内容は以

下のとおりである． 
（１）議題 2（２）において記した論文特集号における問題点に関して，論文委員会への申し合わせと要望が

なされた． 
（２）論文委員会への申し合わせと要望の詳細について資料に沿って説明がなされた． 
（３）論文特集号（計算電磁気学の進展とその応用；2013 年 5 月発行予定）において企画した招待論文 2 件

について部門編集規定細目第 6条に従い，招待論文として扱うことが確認された．ただし，通常の査読

を実施するよう指示された． 
   これに対して，黒田委員長より確認までの工程について補足説明があった． 
（４）部門編集規定細目に「解説論文」の規定を第7条として追加することが報告された． 
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（５）全技術委員会に対して次の特集号を企画するよう指示された． 
   これに対して，以下の意見があった． 
   ・黒田委員長より発行時期の質問があったが，田中委員より特に時期は指示されていないとの回答があ

った． 
   ・小林委員より特集号の発行にはローテーションがあり，それに合わせると次回特集号の発行時期が決

まるのではとの質問があったが，田中委員よりローテーションに関しては委員会では話題に上がらず，

特集号が組まれていない時期が長いため特集号を企画するよう指示された旨の回答があった． 
   ・小林委員の前述の質問に関連し，平田委員より規定上ローテーションは1年半であり，電磁界理論技

術委員会はこれを 2倍とした 3年である．これに従うと企画は 1年後に提案すれば十分であるとの補

足説明があった． 
   ・白井委員より特集号に関する一連の問題を勘案すると，特集号がきちんと発行されるか不安であると

の意見があった． 
   ・黒田委員長より他技術委員会を含めた今後の特集号のスケジュールに関する質問があり，田中委員よ

り平成 25年 7月号以降は平成 25年 10月号，平成 26年 3月号，平成 26年 4月号，平成 27年 2月

号を除くすべての月において特集号が組まれていないとの報告があった． 
 
4. 電気学会A 賞および部門表彰の推薦について 
黒田委員長より資料No.24-ETC-3-4に基づき，電気学会優秀論文発表賞A賞および優秀論文発表賞（基礎・

材料・共通部門表彰）の推薦について説明がなされた．採点結果に基づいて幹事団で審議した結果，電気学会

優秀論文発表賞A賞は森本 健志 氏（近畿大学）を，優秀論文発表賞（基礎・材料・共通部門表彰）は尾崎 亮
介 氏（日本大学）と岸本 誠也 氏（日本大学）を，それぞれ推薦することが報告された． 
 
5. 平成 25 年 6 月電磁界理論研究会開催計画について 
尾崎幹事補佐より資料No.24-ETC-3-5に基づき，平成25年 6月に日本大学駿河台校舎にて開催する電磁界

理論研究会，合同委員会および編集委員会に関する主要日程について説明がなされた． 
 
6. 第 42 回電磁界理論シンポジウムについて 
稲沢幹事より資料No.24-ETC-3-6に基づき，平成 25年度(第 42回)電磁界理論シンポジウムの開催計画につ

いて，以下の日程案にて開催する予定であることが提案された． 
・開催地：星野リゾート 青森屋（青森県三沢市） 
・日程：平成 25年 11月 14日（木）～ 16日（土） 
・宿泊費等：¥9,700（1泊2食付），¥7,800（朝食のみ）；例年より低価格である． 
これに対し異議なく了承された． 

 
7. 電気学会論文誌A 特集号について 
 議題 2および議題 3にて議論済みのため割愛した． 
 
8. アンテナ・伝搬におけるGTD 解析手法に関するWS の協賛について 
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稲沢幹事より資料No.24-ETC-3-7に基づき，平成 25年 6 月 17日（月）開催の『アンテナ・伝搬における

設計・解析ワークショップ（第 46回）「究めるGTD」（講師：白井 宏 氏（中央大学））』（電子情報通信学会 ア
ンテナ・伝搬研究専門委員会主催）に関して電気学会 電磁界理論技術委員会および電子情報通信学会 電磁界

理論専門委員会が協賛となったことが報告された．また，講義の内容が電磁界理論と深く関係することから積

極的な参加をお願いしたい旨の依頼がなされた． 
 
9. 研究会受付等のアルバイト代について 
 田中幹事より研究会受付等のアルバイト代について，現状は半日・終日開催に関係なく一人日当 5000 円を

支給してきた．しかし，7 月および 1 月の合同研究会において他の研究会から支出されるアルバイト代が一人

日当約 8000 円であった．また，電気学会事務局に他の研究会におけるアルバイト代を問い合わせたところ，

平均で一人日当6000円から9000円程度であった．このように，現状のアルバイト代が他に比べ安いことから，

終日開催では一人日当 8000円，半日開催では一人日当 4000円にする案が提示された．これに対し異議なく了

承された．ただし，終日と半日の判定があいまいであり今後の議論で決定することとした． 
 
10. 日本学術会議第 22 期「学術大型研究計画」への対応について 
 小林委員より資料No.24-ETC-3-8-1および資料No.24-ETC-3-8-2に基づき日本学術会議第 22期「学術大型

研究計画」の概要および公募要項について説明がなされた．現時点の情報として，URSI分科会の中でC，D，

G，K の小委員会が申請を検討し，特に G 小委員会については申請の可能性が極めて高いことが報告された．

また，申請にあたっては非常に大きな研究組織を構成し，推薦者の選定に工夫が必要であることが補足として

説明された． 
 以上に対して，黒田委員長より西本委員長と相談の結果，今回の申請は非常に困難であり見送ることが示さ

れた．ただし，次回（6 年後）にも同様の公募が公示されることが期待されるため，将来に向けて研究シーズ

を増やしていくとの認識が示された． 
 
11. その他 
なし 


