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第 88 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 3 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26年 3月21日（金）11：00 ～ 12：10 
場所：新潟大学 教育学部 B棟1階106講義室 
 
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），上田委員（京都工繊大），大貫委員（日本大），後藤委員（防衛大），田中委員（岐阜大），

西岡委員（三菱電機），平野委員（東京工大），森本委員（近畿大） 
 
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），鈴木委員（首都大），平野委員（東京工大），山崎委員（日本大），田中

幹事（岐阜大），稲沢幹事（三菱電機） 
 
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 
議題 
1. 第87回電磁界理論研究専門委員会議事録 
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. 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定について 
3-2. 平成26年度（第43回）電磁界理論シンポジウムについて 
4. 平成25年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 
5. 関連会議報告 
6. 国際会議 ICCE2014（技術共催）について 
7. 電磁界理論研究専門委員会次期執行部構成 
8. その他 
 
資料 
No.88-1 第87回電磁界理論研究専門委員会議事録 
No.88-2 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.88-3-1 電磁界理論研究会終了報告と今後の予定について 
No.88-3-2 平成26年度（第43回）電磁界理論シンポジウムについて 
No.88-4 平成25年度電磁界理論研究会学生優秀発表賞受賞者について 
No.88-5-1 2013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 議事録（案） 
No.88-5-2 2013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 議題票 
No.88-6 国際会議 ICCE2014（技術共催）について 
No.88-7 平成26年度電磁界理論研究専門委員会執行部構成 
 



2 

電気学会 電磁界理論技術委員会 
議題 
1. 平成25年度第2回電磁界理論技術委員会議事録の承認について 
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. 電気学会A賞および部門表彰の推薦報告について 
4. 電気規格調査会（電磁気学の専門用語見直し）の依頼について 
5. 電磁界理論技術委員会の次期運営体制について 
6. その他 
 
配布資料 
No.25-ETC3-1 平成25 年度第2 回電磁界理論技術委員会議事録(案) 
No.25-ETC3-2-1 第98 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-ETC3-2-2 第99 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-ETC3-3 電気学会A賞および部門表彰の推薦報告 
No.25-ETC3-4 電気規格調査会からの電気専門(電磁気学)用語標準化について
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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 87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.88-1 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．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.88-2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，編集委員会は平成26年6月14日（土）13：30より中央大学にて開催されることが報告

され，編集委員の方々への参加依頼があった．  
 
3-1．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.88-3-1 に基づき，電磁界理論研究会の平成 25 年度の活動報告および平成 26 年度の活動

計画が報告された．  
 
3-2．平成26年度（第43回）電磁界理論シンポジウムについて 
柴崎幹事より資料 No.88-3-2 に基づき，第 43 回電磁界理論シンポジウムの開催地を草津温泉 ホテル＆スパリ

ゾート 中沢ヴィレッジに，日程を平成 26年11月20日（木）～22日（土）に，それぞれ設定する案が提示され

た．これに対し異議なく了承された． 
 
4．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.88-4に基づき，平成25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，前田 崇秀 氏（中央大学），小濱 臣将 氏（東京工業大学），

野村 知輝 氏（名古屋工業大学），奥田 太郎 氏（日本大学），福田 純子 氏（京都工芸繊維大学）を受賞者とす

ることが報告された．なお，表彰式は前日の平成 26年3月20日に終了し，欠席者への賞状，筒，副賞の送付も

完了したことが報告された．また，表彰式の様子ならびに受賞者の写真を研究会ホームページに掲載することが

報告された．   
 
5．関連会議報告 
 白井委員長より資料 No.88-5-1 に基づき，第 4 回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議の議事内容につ

いて次の通り報告があった． 
(1) 活動功労表彰について，電磁界理論研究会から安藤先生（電通大）を推薦した． 
(2) 平成26年度以降の研専活動費については，1回の申請で5万円振り込まれ，申請は 2回まで（計10万円）と

する．なお，電磁界理論研究専門委員会では次年度（平成 26年度）に研究会資料発行のための予算を申請し，

次々年度（平成27年度）に発行できれば，次々年度の申請は 3回まで（計15万円）となる． 
(3) 他の研究専門委員会が申請している研究会活性化費申請の例として，会員数（特に学生員）増加を目的とし

た学生の発表支援がある．この手法を電磁界理論でも活用していきたい． 
(4) 国際会議 ICCE2014についてこれまでの開催報告がされていないため，田中先生と協力して開催報告を行った．

また，ICCE2014 は通信ソサイエティとエレクトロニクスソサイエティの技術共催となり，IEEE との MoU の

締結がなされる運びとなった（エレクトロニクスソサイエティのサインはソサイエティの会長が行う）． 
 

  小林先生から，2014年9月8日（月）に中央大学後楽園キャンパスにて開催される「2014 URSI 日本電波科学
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会議」の概要が説明され，協力の要請があった．  
 (1) URSI分科会（AからKの10分野）に対応する日本の小委員会から 1名招待講演を，基調講演を 2から3   
  件それぞれ行う． 
 (2) Business Meeting と懇親会を行う． 
 (3) 主催はエレクトロニクスソサイエティとする． 
 
白井委員長より資料 No.87-5-2 に基づき，第 5 回エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議の議事内容につ

いて次の通り報告があった． 
(1) 時限研究専門委員会については 5期15年の委員会があり常設にすべきではとの意見があった． 
(2) 平成26年度研究専門員会委員長就任予定者について（白井委員長は留任）． 
(3) 末松安晴博士日本国際賞受賞記念講演会との協賛． 
(4) 総合大会・ソサイエティ大会における発表枠に関する規定変更の提案が下記の通りあった． 
 『同一大会において，一般講演枠とは別に一般依頼講演を一人の講演者が受けられるように大会規定を変更す

る．つまり，一人の発表者が一般講演と一般依頼講演を同時に行えるようにする．』 
 この提案に対する結論はまだ出されていないため，研究専門委員会の場で報告する． 
 
 白井先生よりURSI National Reportの作成状況が報告された．また，作成に協力いただいた皆様への謝意が述べ

られた． 
 
6．国際会議 ICCE2014（技術共催）について 
 白井委員長より資料No.88-6に基づき，国際会議 ICCE2014（会期：2014年7月30日（水) ～ 8月1日（金），

場所：Da Nang, Vietman）の進捗状況が報告された． 
  
7．電磁界理論研究専門委員会次期執行部構成 
白井委員長より資料No.88-7に基づき，平成26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) 任期（2年）満了により退任する平山幹事の後任として佐藤 亮一 氏（新潟大学）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中嶋幹事補佐の後任として高橋 一徳 氏（東北大学）を推薦する．（高橋氏

より内諾済）． 
(3) 白井委員長，佐藤（源）副委員長，柴崎幹事は留任とする． 
(4) 任期（6年）満了により森本委員ならびに渡辺委員が退任する．後任については，平山 浩一 氏（北見工業大

学，現幹事）および中嶋 徳正 氏（福岡工業大学，現幹事補佐）とする（両名とも内諾済み）．  
 
8．その他 
 なし 

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 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.25-ETC3-1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-ETC3-2-1 に基づいて，第 98 回基礎・材料・共通部門研究調査運営委員会につい

て報告がなされた．主な内容は以下のとおりである． 
(1) 論文誌特集号について下記の意見が挙げられた． 
・ローテーションで強制的に論文を集めるのは本質と異なる． 
・紙媒体の冊子体ではなく電子化されたので特集号の効果が疑問である． 
・研究調査運営委員会と編集委員会のメンバーが相互に意見交換をする場を提供してほしい． 
・インパクトファクターが低いため論文が集まらない． 

(2) 調査委員会・整理員会，共同研究委員会等の設置・解散について 
 ・技術報告書の形態の見直しが必要（調査報告書が提出されていない研究会がある）との意見があった． 
 
黒田委員長より，資料No.25-ETC3-2-2 に基づいて，第 99 回基礎・材料・共通部門研究調査運営委員会につい

て報告がなされた．主な内容は以下のとおりである． 
(1) A部門論文発表賞A賞割り当てについて 
(2) 解散時の技術報告をどういう形態にするかということを幹事団で検討中である．A 部門としては覚書などを

明確化したほうがよいと考え，案を作成中である。 
 
3. 電気学会A 賞および部門表彰の推薦について 
稲沢幹事より，資料 No.25-ETC3-3 に基づいて，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賞は瀧川 道生 氏（三菱電機）を，優秀論文発表賞（基礎・材料・共通部門表彰）は藤田 和広 氏
（富士通）と新納 和樹 氏（京都大学）を，それぞれ推薦することが報告された． 
 
4. 電気規格調査会（電磁気学の専門用語見直し）の依頼について  
黒田委員長より，資料 No.25-ETC3-4 に示す電気用語の見直しの是非が問われた．審議の結果，見直すことで

了承された．  
 
5. 電磁界理論技術委員会の次期運営体制について 
黒田委員長より平成 26年度の運営体制について下記の提案があり，異議なく了承された．  

(1) 任期（3年）満了により退任する黒田委員長の後任として田中 雅宏 氏（岐阜大学）を推薦する（田中氏より

内諾済）． 
(2) 任期（3 年）満了により退任する田中幹事の後任として後藤 啓次 氏（防衛大学校）を推薦する．（後藤氏よ

り内諾済）． 
(3) 稲沢幹事，尾崎幹事補佐は留任とする． 

 
6. その他 
なし 

以 上 


