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本論文誌再編集号のご利用にあたって （※重要なお知らせ） 

 本再編集号は，2009年に発行された電子情報通信学会論文誌VOL.J92-Bの中から，アンテナ・伝

搬分野の論文等を再編集してまとめたものです．掲載された論文等を引用する場合は，必ず原著

の最初のページのフッタに記載された論文ID(雑誌名，巻番号，ページ番号)をご利用下さい．便

宜上，本再編集号にもページ番号を付与していますが，このページ番号はご利用頂けません． 
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2009 年アンテナ・伝搬再編集号編集委員会 
 

委員長  伊 藤  公 一  
 
 
アンテナ・伝播研究専門委員会では，当該分野研

究者の研究活動活性化の一環として，既刊本会論文

誌をアンテナ・伝搬の観点で再編集した 2009 年ア

ンテナ・伝搬再編集号を企画し創刊に至った． 
本再編集号は，2009 年に発行された本会論文誌

VOL.J92-B のうち，アンテナ・伝搬分野の論文等を

掲載し冊子化したものである．対象とした論文等は

一般号の「アンテナ・伝搬」に関連した論文・レタ

ー，および「シミュレーション・解析手法とアンテ

ナ伝搬技術論文特集」号の論文・レター・関連記事

である．結果として，論文 39 編，レター10 編，特

集号関連記事 6 編を掲載した．なお，再編集に際し

て再査読や原稿の修正は一切行っていない． 
学会活動における出版関連のトレンドは，電子化

に大きく舵が切られていることは周知の事実であ

る．本企画は，一見するとこの時代の流れに逆行す

る様に映るかも知れないが，敢えて紙に拘り冊子化

とすることにした．検索に関して電子化の利便性は

高いが，特に再編集号では一覧性やパラパラと読ん

でみるという長年培われてきた紙媒体の冊子体の

利便性もまた捨て難いと考えたためである．  
本再編集号は，本会著作権規程に則った著作権利

用（許諾番号：09RB0082）に該当する．本巻頭言

を除く全ての記事の原本は既刊の各号である．この

ため，本再編集号に掲載された論文等を引用される

際は原著の論文 ID をご利用頂きたい． 
今回は，トライアルという位置づけで最新巻の

2009年を再編集の対象としたが，可能であれば2010
年以降あるいはバックナンバーに関しても企画し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ていきたい．本企画を継続することにより，保存版

としての価値も見出すことができるものと考えら

れる．なお，和文論文誌版と並行して英文論文誌版

再編集号も同様に企画している．併せてご利用頂き，

研究活動のお役に立てば幸いである． 
本企画は，通信ソサイエティ研専運営会議活性化

資金の財務支援により実施された．関係各位のご理

解とご協力に深く謝意を表する．また，本企画の実

現に向けて，和文論文誌 B 編集委員会，英文論文誌

B 編集委員会，通信ソサイエティ編集会議，通信ソ

サイエティ執行委員会，編集連絡会，著作権管理委

員会，本会事務局等の多くの方々に多大なるご尽力

を頂いた．ここに改めて，感謝の意を表する．最後

に，本再編集号への掲載を許諾頂いた著者をはじめ，

本編集委員会編集委員，前述の特集号編集委員会，

アンテナ・伝播研究専門委員会の関係各位に重ねて

御礼申し上げる． 
 
いとう   こういち 

伊藤 公一（正員：フェロー）昭49 千葉大・工・電子卒．

昭51 同大大学院修士課程了．同年東工大・工・助手．昭54 千葉

大・工・助手，平元同助教授，平9 同教授，平15 同大フロンティ

アメディカル工学研究開発センター教授，平18 同大・工・教授，

平19 同大・院・教授となり，現在に至る．平21 より同大フロン

ティアメディカル工学研究開発センター長併任．主として，がん

治療用マイクロ波アンテナ等の医療応用，移動通信用小形アンテ

ナ，人体通信，ファントムを用いた人体と電磁波との相互影響評

価の研究に従事．工博．著書「Handbook of Microstrip Antennas」（UK，

共著），「Antennas and Propagation for Body-Centric Wireless 
Communications」（Artech House，共著）など．現在，アンテナ・

伝播研究専門委員会委員長，IEEE T-AP編集委員，Distinguished 
Lecturer．IEEE Fellow，AAAS，映像情報メディア学会，日本ハイ

パーサーミア学会，日本シミュレーション学会等各会員． 
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