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第 87 回 電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会 

平成 25 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（案） 

 
 
日時：平成25年 11月14日（木）19：00 ～ 21：40 
場所：星野リゾート青森屋 延暦・和銅・慶雲の間 
 
出席者： 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

白井委員長（中央大），佐藤（源）副委員長（東北大），平山幹事（北見工大），柴崎幹事（首都大），中嶋幹事

補佐（福岡工大），大貫委員（日本大），柏委員（北見工大），後藤委員（防衛大），田中委員（岐阜大），西岡

委員（三菱電機），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），佐藤（源）委員（東北大），佐藤（亮）委員（新潟大），柴崎

委員（首都大），白井委員（中央大），西本委員（熊本大），平田委員（名古屋工大），山崎委員（日本大），田

中幹事（岐阜大），稲沢幹事（三菱電機），尾崎幹事補佐（日本大） 
 
オブザーバ 安藤 真 先生（東京工大） 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 
議題 
1． 第86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（2014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（2015年1月号）について 
3-1．2013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 
3-2．2014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． 第12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 
5． 平成25年度学生優秀発表賞について 
6． 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定 
7． 関連会議(研究技術会議、編集委員会)報告 
8． 協催の国際会議APSAR2013（つくば）の報告 
9.   その他 
 
資料 
No.87-1   第86回電磁界理論研究専門委員会議事録 
No.87-2-1  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 
No.87-2-2  電子情報通信学会英文論文誌C小特集号（2015年1月号）について 
No.87-3-1  2013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.87-3-2  2014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.87-4    第12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 



2 

No.87-5-1  電気学会優秀論文発表賞Ａ賞および基礎・材料・共通部門表彰候補者選定基準 
No.87-5-2  電磁界理論研究会における学生優秀発表賞の選奨規程 
No.87-5-3  電磁界理論研究会学生優秀発表賞候補者の選定基準 
No.87-6   2013～2014（平成25～26）年度電磁界理論研究会活動（報告と計画） 
No.87-7-1  2013（平成25）年度 第1回エレクトロニクスソサイエティ運営委員会 議事次第 
No.87-7-2  2013（平成25）年度 第2回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議 議事録 
No.87-7-3  2013（平成25）年度 第3回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議 議事録 
No.87-8   国際会議APSAR2013（つくば）の報告 
 
 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 
議題 
1. 平成25年度第1回電磁界理論技術委員会議事録の承認 
2. 電気学会 基礎・材料・共通部門研究調査運営委員会報告について 
3. 2013 年(第42 回)電磁界理論シンポジウム報告について 
4. 電気学会基礎・材料・共通部門活動資金申請報告について 
5. 2013年アジア・太平洋電波科学会議(AP-RASC 2013)の開催報告について 
6. URSI Mid-term Meetingの開催計画について 
7. 電磁界理論研究専門委員会と電磁界理論技術委員会の統合化【通信学会側共通議題】 
8. その他 
 
配布資料 
No.25-ETC2-1   平成25 年度第1 回電磁界理論技術委員会議事録(案) 
No.25-ETC2-2-1  第96 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(案) 
No.25-ETC2-2-2  第97 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(案) 
No.25-ETC2-3   2013 年(第42 回)電磁界理論シンポジウム報告 
No.25-ETC2-4   電気学会基礎・材料・共通部門活動資金申請報告 
No.25-ETC2-5-1  2013 年アジア・太平洋電波科学会議(AP-RASC 2013)開催報告 
No.25-ETC2-5-2  Report on the 2013 Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-RASC2013) 
No.25-ETC2-5-3  Guidelines for Preparation of a Proposal to Host the 2016 Asia-Pacific Radio Science Conference 

 (AP-RASC 2016) 
No.25-ETC2-5-4  Proposal for Asia-Pacific Radio Science Conference 2016(AP-RASC2016), Korea 
No.25-ETC2-6-1  URSI Scientific Meetings in the Years in Between the GASS 
No.25-ETC2-6-2  URSI Atlantic Radio Science Conference 
No.25-ETC2-6-3  Preliminary Announcement: 1st URSI Atlantic Radio Science Conference (URSI AT-RASC) 
No.25-ETC2-6-4  URSI Newsletter, Vol.3, No.1 (October 2013) 
No.25-ETC2-7   電磁界理論研究専門委員会と電磁界理論技術委員会の統合化について 
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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86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 

 白井委員長より資料 No.87-1 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

内容を確認してもらっているため，異議なく承認された． 
 
2-1．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.87-2-1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)の投稿数計

16件(Invited Paper：1件，Paper：8件，Brief Paper：7件)のうち，7件(Invited Paper：1件，paper：4件，brief paper：
2件)が採録となった旨の報告がなされた． 

 
2-2．電子情報通信学会英文論文誌 C小特集号(2015年1月号)について 
 平山幹事より資料No.87-2-2に基づき，電子情報通信学会英文論文誌C小特集号(2015年1月発行予定)を計画

中であることが報告された．投稿締切は平成26年4月4日(金)で，委員の方々に投稿依頼があった．また，ゲス

トエディタを白井委員長と佐藤（源）副委員長，編集幹事を平山幹事と柴崎幹事がそれぞれ担当し，編集委員を

12名の専門委員に依頼し，既にご承諾を得ていることが報告された． 
 
3-1．2013年電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウムの終了報告 

 平山幹事より資料 No.87-3-1 に基づき，電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウム講演の終了報告があ

った．全体で6件の講演があり，ご投稿にご協力頂いた先生方にお礼が述べられた． 
 
3-2．2014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 
 平山幹事より資料No.87-3-2 に基づき，電子情報通信学会総合大会（会期：2014 年 3 月 18 日(火)～21 日(金)，
於 新潟大学）のシンポジウム講演の企画について説明がなされた．テーマは「高速・高精度電磁界シミュレー

ションの最近の進展」でエレクトロニクスシミュレーション（EST）研究会と合同で企画しており，関連の研究

をしている委員の先生方に投稿の依頼があった． 
 
4．第12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 
 柴山幹事より資料No.87-4に基づき，2013年電子情報通信学会ソサイエティ大会における学生奨励賞の選考に

ついて説明があり，幹事団で審議した結果，日本大学の奥田 太郎氏を推薦したことが報告された． 
 
5．平成25年度学生優秀発表賞について 

 中嶋幹事補佐より資料No.87-5-1，No.87-5-2，No.87-5-3に基づき，電気学会優秀論文発表賞A賞/基礎・材料・

共通部門表彰候補者選定基準と電磁界理論研究会学生優秀発表賞候補者の選定基準について説明があった．平成

25年度の投票を例年通り行う旨の説明があり，委員の先生方及び座長の先生方に協力依頼がなされた．また，大

学によっては学内表彰の対象となりうる場合もあるため，授賞対象者への事前告知を在学中に必ず行うことが確

認された．これに対して，西本委員より総合大会で授賞式を行えないか検討してはどうかとの意見がなされ，日

程調整を含め前向きに検討してくことになった． 
 

6．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.87-6に基づき，平成25年度と平成26年度の活動計画が次の通り報告された． 
[平成25年度（今後の活動計画）] 
(1)11月14日(木)～16日(土)に第42回電磁界理論シンポジウムを開催し，投稿件数は44件であった． 



4 

(2)2014年1月に同志社大学にて光関係合同研究会(主幹MWP 研)を開催予定である．電磁界理論研究会への投稿

件数は10件であった． 
(3)2014 年 3 月に新潟大学で開催予定の電子情報通信学会総合大会において，シンポジウム講演を企画している．

テーマは先の議題3-2のとおりである． 
[平成26年度（活動計画）] 
(1)5月24日(土)に首都大学東京秋葉原サテライトキャンパスにて電磁界理論研究会を開催予定であることが説明

され，了承された．なお，IEICEの論文特集号編集委員会は6月開催の予定である． 
(2)7月17日～18日に室蘭工業大学において光・電波ワークショップ(主幹：MW研)を計画している． 
(3)9 月 23 日～26 日に開催の電子情報通信学会ソサイエティ大会(於 徳島大学)でシンポジウム講演を企画予定で

ある． 
(4)11月に第43回電磁界理論シンポジウムを開催予定である．会場については山梨・長野・新潟で検討中であり，

3月の合同委員会にて決定する． 
(5)平成27年1月の光関係合同研究会(主幹：EST研)は1月29日～30日に大阪大学にて開催予定である． 
  
2009年度から2013年度までのEMT研の発表件数の推移について説明があった．そして，白井委員長より，今後

とも委員の先生方に協力をお願いしたい旨の依頼がなされた． 
 
7．関連会議(研究技術会議，編集委員会)報告 

 白井委員長より資料 No.87-7-1，No.87-7-2，No.87-7-3 に基づき，研究技術会議および編集委員会の議事内容に

ついて次の通り報告があった． 
(1) 2014 年総合大会エレソ学生奨励賞受賞候補に関連して，今後は受賞候補となる学生員はエレソ会員でなけれ

ばならないため，受賞候補者に対して事前確認が必要となった． 
(2) 信学技報の収入に応じて研専活動費（現在 10万円）が傾斜配分される可能性がある．これに対して白井委員

長よりEMT研は信学技報を発行しておらず，その経緯を考慮するよう主張した． 
(3) 今後国際会議では10%の利益を上げる予算計画を義務付けることを検討する． 
(4) 今後の研専活動費については最初の申請で 5万円とし，使い切ったうえで 5万円を渡すこととなった． 
(5) 今後10万円を超える物品の購入については手続きが煩雑になる． 
(6) 上記項目(2)～(5)については IEICE全体で制度化する． 
(7) EMT研の論文小特集号については 2015年1月発行で了承された．ただし，Special Section が2つになる場合

もある． 
 
以上に対して，佐藤（源）副委員長から上記項目(3)および(5)について，IEEEにも同様のルールが存在するため，

今後 IEEE と共催で国際会議を開催する際にルールや利益の分配について無用な問題や衝突を避けるためにも，

上記項目(3)および(5)について英語で明文化された文書を作成し，IEEE 側との折衝をすべきではとの意見があっ

た．また，対応事例を公開すべきではとの意見があった．これを受けて白井委員長より今後の技術会議にて提言

するとの回答があった． 
 
8．協催の国際会議 APSAR2013(つくば)について 

 佐藤（源）副委員長より資料No.87-8-2に基づき，国際会議APSAR2013(会期：2013年9月23日(月)～27日(金))
をつくば国際会議場で開催したことが報告され，ご協力頂いた先生方にお礼が述べられた．なお，参加22か国，

参加者236名，投稿数233件，発表162件であった． 
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9．その他 

(1) 安藤 真先生よりEMTSの開催報告がなされ，ご協力頂いた先生方にお礼が述べられた．なお，投稿340件（う

ち，日本110件），参加者340名（うち，日本160名）であった． 
 

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25年度第1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.25-ETC2-1に基づいて前回議事録の確認が行われ，異議なく承認された． 
 
2. 電気学会 基礎・材料・共通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.25-ETC2-2-1 と No.25-ETC2-2-2 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． 
(1) 活動資金報告書が10万円を超える場合には12月までに申請することを徹底する． 
(2) 平成26年度から研究会の発表者であっても研究会資料が有料配布となる． 
(3) これまで幹事団に無料で配布している資料を有料にする案が検討されている． 
 
3. 2013 年(第42 回)電磁界理論シンポジウム報告について 

 稲沢幹事より，資料No.25-ETC2-3に基づいて，2013年（第42回）電磁界理論シンポジウムの開催報告がなさ

れ，ご協力頂いた先生方にお礼が述べられた．  
 

4. 電気学会基礎・材料・共通部門活動資金申請報告について 

 尾崎幹事補佐より，資料No.25-ETC2-4に基づいて報告がなされた．  
 

5. 2013年アジア・太平洋電波科学会議(AP-RASC 2013)の開催報告について 

  小林委員より，資料 No.25-ETC2-5-1，No.25-ETC2-5-2，No.25-ETC2-5-3，No.25-ETC2-5-4 に基づいて，台湾で

開催された AP-RASC（2013 年 9 月 3 日～7 日）の概要が報告された．なお，発表論文は 583 件，参加者は 566
名であった． 
 

6. URSI Mid-term Meetingの開催計画について 

 小林委員より，資料No.25-ETC2-6-1，No.25-ETC2-6-2，No.25-ETC2-6-3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． 
(1) URSI Mid-term Meeting（URSI AT-RASCとURSI AP-RASC）開催の経緯． 
(2) AT-RASCとAP-RASCはGeneral Assembly と同じ規模の会議であるがOpen symposium の形態をとる． 
(3) 第1回のAT-RASC は2015年5月18日～25日にカナリア諸島にて開催されることが決定された． 
(4) 次回のAP-RASCは2016年8月22日～26日に韓国で開催されることが決定された． 
 

7. 電磁界理論研究専門委員会と電磁界理論技術委員会の統合化【通信学会側共通議題】 

 黒田電磁界理論技術委員会委員長と白井電磁界理論研究専門員会委員長より，11 月 15 日開催の「電磁界理論

研究会についての懇談会」に先立ち，両委員会の統合化に関する経緯ならびに進捗状況が報告された．主な報告

内容は下記のとおりである． 
[白井電磁界理論研究専門員会委員長からの報告] 

(1) 両委員会の設立の経緯 
 - 1998年までは同一の委員会構成で両学会の研究専門委員会として活動 
 - 1999年以降は別の委員会構成で両学会の研究専門委員会が共同して運営・活動 
(2) 運営状況 
 - 研究会資料は学会事務局の相談で電気学会側で発行 
 - 研究会所属の会員の減少（発表件数の減少，執行部候補者の減少） 
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(3) 国際的な学会関連（国際会議と関連論文誌） 
 - IEEE APS（Trans. APS），URSI-B EMTS（Radio Science），PIERS（JEWA），ISAP，APMC，KJJC，OFSET 等 
(4) 電気学会電磁界理論技術委員会と電子情報通信学会電磁界理論研究専門員会の特徴 
 - 電気学会：A 部門，他の研専委員会との競合が少ない 
 - 電子情報通信学会：エレクトロニクスソサイエティ，他の研専委員会との競合が多い（合同開催が可能） 
(5) 論文誌の投稿 
 - 電気学会A部門論文誌：和英混在のため IFつかず，投稿に関する会員資格なし 
 - 電子情報通信学会B，C論文誌：和文，英文誌が別，投稿に関する会員資格あり，EMT特集号の提案 
(6) 両委員会があることのメリット・デメリット 
 - メリット：活動費，選奨，委員会活動，学会発表・論文投稿機会の拡大 
 - デメリット：合同研究会開催時のトラブル，研究会論文の取り扱い（著作権），若手への負担増 など 
(7) 今後の運営に対する危惧 
 - 研究会所属の会員の減少（発表件数の減少，執行部候補者の減少，研専活動費の減少） 
 - 両学会の制約の板挟み運営 
(8) 将来のあり方に向けた方向性 
 - 最終的にどちらかの学会所属だけにして効率のいい研専運営をしたい 
 

[黒田電磁界理論技術委員会委員長からの報告] 

(1) 電気学会電磁界理論技術委員会と電子情報通信学会電磁界理論研究専門員会の今後のありかたについて 
 ・2012年11月の合同委員会の後，両委員会の執行部が下記の案をまとめた 
   - 電気学会電磁界理論技術委員会を廃止し，電子情報通信学会電磁界理論研究専門員会に一本化する． 
   - 電気学会電磁界理論研究会資料の発行を終了する． 
   - 電子情報通信学会電磁界理論研究会技術報告の発行を開始する． 
(2) 統合へ向けた電気学会側・電子情報通信学会側上部役員との話し合い（黒田委員長，小林前委員長） 
 ・電子情報通信学会事務局 依田氏（2013年7月26日（金）10：00～） 
   - 電子情報通信学会側から委員会の統合ならびに技術報告の発行について了承を得た． 
   - 統合に関連する今後のスケジュールを確認した． 
   - 電子情報通信学会にある78研究会のうち，技術報告を発行していないのは電磁界理論のみであることが

分かった． 
 ・電気学会事務局 山本氏（2013年8月28日（水）16：00～） 
   - 統合について相談し，今後のスケジュールを確認 
 ・電気学会基礎・材料・共通部門研究調査運営委員会 匹田委員長，足立副委員長，松下副委員長，電気学会事

務局 山本氏（2013年10月31日（木）） 
- 統合化について理解を得たが，これまでに技術委員会の統合はあるが廃止はなく前例がない． 
- 電磁界理論技術委員会が取り扱う分野に「電磁界の基礎理論」があるが，これは電気工学の重要な学問

分野である． 
- 電磁界理論技術委員会が電気学会から脱退すると電磁界の基礎理論を取り扱う技術委員会は電気学会に

存在しなくなる．この基礎分野がA部門，結果として電気学会からなくなることは考えられない． 
- 電磁界理論技術委員会の廃止は，A部門だけの問題ではなく，電気学会全体にとって重大な問題である．

A部門研究調査運営委員会としては，簡単に要望に対応できない． 
- 2013年11月14日のA部門役員会の際に，機会があれば，電磁界理論技術委員会からの要望を役員会メ

ンバーに伝える． 
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- 電磁界理論技術委員会の電気学会会員比率と電子情報通信学会会員比率を調査するようにとの要請があ

った． 
(3) 電気学会側会議スケジュール 
・研究調査運営委員会：2013年10月31日（木）13:30～16:00，2014年2月～3月（3月17日以前） 
・役員会：2013年11月14日（木）15:00～17:00，2014年3月17日（月）15:00～17:00 
・研究調査会議：2014年2月4日（火）14:00～17:00，2014年4月15日（火）14:00～17:00 

(4) 電子情報通信学会側スケジュール 
・2014年3月：電子情報通信学会研究技術委員会 
・2014年3月：執行委員会 
・2014年9月：次年度の予算締め切り 
・2015年4月：電子情報通信学会から技報発行 

(5) 現状分析 
・2010年～2013年に開催された電磁界理論研究会のうち，春（5月，6月）の研究会，および秋（11月）の電

磁界理論シンポジウムにおける参加者の学会会員比率は，電気学会会員は平均 43.8%，電子情報通信学会会

員は平均79.1%であった。 
・電気学会会員比率は 43.8%で参加者の半数弱に当たる．この状況下では，A 部門研究調査運営委員会に対し

「電磁界理論技術委員会の廃止，研究会資料の電子情報通信学会への移行」を提案するには，困難を伴うこ

とが予想される．これを承知で提案しても否決される可能性が高いと思われる． 
(6) 今後の展望 
・電磁界理論技術委員会と電磁界理論研究専門委員会が統合し，それに伴い，電磁界理論技術委員会を廃止し，

研究会資料発行を電気学会から電子情報通信学会に移行することは，現状では容易ではない． 
・電気学会電磁界理論研究会資料はこれまで通り発行し，それと独立に電子情報通信学会から電磁界理論研究

会技術研究報告を新たに発行することを検討してはどうか． 
・上記2の実行を前提としたうえで，将来的に電気学会電磁界理論研究会での発表論文が減少し，その存続が

困難となったとき，改めて電磁界理論技術委員会の電気学会からの脱退を電気学会に再提案してはどうか． 
(7) 補足 

 ・小林委員から，電子情報通信学会事務局より提示された技術報告を発行の条件が下記の通り報告された． 
- 年間発表論文数は最低 50 件とする．内訳としては，30 件程度は研究専門委員会単独開催時（例：5 月，

11月）に，20～30件は他研究専門委員会との合同開催時（例：7月，1月）に，それぞれ発表する．  
   - 電気学会電磁界理論技術委員会との「連催」についてはこれまで通り行っても構わない．ただし，電気

学会研究会資料で発表された論文は技術報告での発表論文としてカウントすることを禁止する． 
   - 技術報告の予約部数は最低100部とする． 
 ・小林委員から，電子情報通信学会事務局より示された技術報告を発行する懸念が下記の通り報告された． 

- 同じ内容の論文が異なる 2 つの雑誌（電気学会研究会資料，電子情報通信学会技術報告）で発表される

ことについて今後否定的な見解が示される可能性がある． 
- 電気学会研究会資料と電子情報通信学会技術報告は価格が異なるため，技術報告が売れなくなる可能性

がある（参考：電気学会研究会資料の価格は掲載論文数に比例，電子情報通信学会技術報告は論文数，

開催回数，総ページ数，運搬費等の雑費より算定された全経費を予約者で按分）．ただし，概算ではある

が，現状では電子情報通信学会技術報告は電気学会研究会資料よりも安くなることが期待される． 
 ・平田委員よりEST研での経験から予約部数の関する条件については問題ないことが報告された． 
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以上の内容を受けて，今後の執行部の構成については，3 月の合同委員会までにたたき台を作成し，審議する

ことが了承された． 

 

8. その他 

(1) 黒田委員長より，電気学会から各賞（優秀技術活動賞，特別活動賞など）の推薦のお願いが届いているので

推薦者がいたら11月末日までに連絡してほしい旨の依頼があった． 
(2) 小林委員より細野敏夫先生（日大）のFILT法に関する書籍が出版されたことが報告された． 
 
 

 

以 上 


