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2018 年度 事業計画 
 

〔概 要〕 
 
＜経緯と理念＞ 

本会は、1911年（明治44年)、当時の逓信省電気試験所に研究会が誕生し、その後、一般からも会員を募

集して研究会を学会組織に改め、1917 年（大正 6 年）5 月 1 日に電信電話学会が創立されたことに始まる。

それ以来、長きにわたって、我が国の電子情報通信分野における基礎理論から応用開発まで幅広い領域の進

展に先導的な立場で多大なる貢献をし、昨年創立100周年を迎えるに至った。 
創立 100 周年にあたっては、本会がコミュニケーションの夢とそれによって実現される豊かな未来社会に

向けて果敢に挑戦し、革新的技術及びイノベーションを継続的に創出する学会として大きく飛躍することを

目指し、以下の方向性で活動することを宣言した。 
 
1．広汎な知が交流する場を作り、新たな学術領域をひらく 
2．社会課題の解決に貢献し、新たな社会のビジョンを作成する 
3．技術倫理の向上に努め、社会に向けて発信する 
 

＜活動の基本方針＞ 

本会の事業は、学会全体事業（以下、共通事業という）、ソサイエティ及びグループ事業、並びに支部事業

の三つに大別されるが、本年度も上記の創立 100 周年宣言の指針に則り、今後の学会のあるべき姿を見通し

つつ、本会の価値を向上させるべく、会員サービスの向上、社会貢献度の向上、また国際的な地位向上による

国内外会員数の増加を目指し、各組織レベルでの事業に取り組んでいく。併せて、移行法人としての一般社団

法人の義務である公益目的支出計画を着実に継続実行するとともに、「持続可能な学会運営」を掲げて事業を

推進する。 
 

＜現状認識と主な施策＞ 

●会員サービス及び運営の質の向上 

会員サービス向上、学会運営体制変更、業務・運用が、効率よく柔軟に対応できる、ICT基盤システム構築

を目指し、2017年度に創立100周年記念事業の一環として、学会の運営制度・仕組みの設計見直し、いわゆ

る”グランドデザイン”を行った。 
今年度は、その”グランドデザイン”に基づいた、必要な会員管理システムの更改、学会の貴重な資産である

各種論文等のコンテンツサービス提供システムの構築等の開発を進める。 
一例として、会員マイページから学会の各種情報システムが利用できるようにし、サービスを向上させる

（運用開始は次年度から）。 
 
●コンテンツの電子化とオープンアクセス化 

論文・学会誌・技術研究報告・ハンドブック等を電子化し利便性の向上を図っている。技術研究報告につい

ては、一部ソサイエティでは今年度より、冊子体のない完全電子化の運用を開始する。同時に、電子媒体を

Web で広く会員外でも見ることできるオープンアクセス化や、さらに誰でも無償で閲覧できる無償オープン

アクセス化の是非の検討を行っている。情報システムソサイエティ英文論文誌については 2017 年 1 月から

先行オープンアクセス化を開始した。無償オープンアクセス化の会員数への影響、財務への影響を逐次計測

し、他のソサイエティでの対応方針を決定していく。 
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●グローバル化 

国内の機関を前提に制度設計されていた論文誌のサイトライセンス契約ができる特殊員を海外の機関にも

拡張するため、グランドデザインの中で海外特殊員にも対応できる制度に見直した。今後、各種刊行物コンテ

ンツを国内と同様にグローバルに提供できる環境を整えていく。 
 
●産業界・他分野から魅力的な学会 

産業界からは異業種どうしの集まる場の提供、将来の技術動向の情報発信、産学官の連携強化、若手研究者

の育成等の期待が寄せられている。また、ICT の関連する産業のすそ野は広がっており、そこで活躍する研

究開発者を学会にとりこめていない。関わっていただいている産業界及び新規の ICT分野の方にとって魅力

的な企画を推進する。 
 
●財務基盤の安定化 

他の学会と同じく会員数の減少傾向が続いており、引き続き会員サービスの向上と魅力ある学会活動の活

性化により、幅広い層からの会員増による収入増に努める。さらに、研究会事業のように 黒字をだしている

事業を強化し、サービス向上に努めながら、安定した収入を確保する。 

 

(注) 下線で、今年度の新規施策を示す。 
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Ⅰ．共 通 事 業 
 

１．出版に関する事項 

 
１．１ 会 誌（定款 第 4 条 イ号） 

会誌は学会のアイデンティティを定める重要な媒体で、最も基本的な会員サービスの一つで

ある。親しみやすく読みやすい会誌であるために誌面レイアウトの改善を継続的に進めるとと

もに、定着している特集の毎号化を更に充実させ、内容的にも読みやすく、かつ数年のスパン

で記事間の重複度を考慮したバランスの良い構成となるよう努め、会員にとってより身近な機

関誌とする。 
また、2013 年度から開始した電子的配信システムについては、iOS/Android の両アプリが完

成してシステムも安定しているため、今年度はプロモーションとコンテンツの充実を推進する。 
（１）年間発行部数は 285,600 部（23,800 部/月）、年間ページ数は本文 1,188 ページ(100 ページ/

月)、広告 64 ページ(5 ページ/月)で計画する。 
（２）特集、小特集、特別小特集は以下に示す内容で発行する。 

  2018 年 4 月小特集   次世代を切り開く情報通信エネルギー技術（仮） 
      5 月特集    働き方改革働き方改革とそれを支える ICT（仮） 
      6 月小特集   テラヘルツデバイスの新潮流（仮） 
      8 月小特集   高臨場感映像・音響が創り出す新たなユーザ体験の評価技術（仮） 

       10 月特別小特集 イノベーションによって，地域でどのような産業が興るのか 
――IoT、ビッグデータ、AI の現状とその次の未来――（仮） 

         小特集   パターン認識の機能拡張に向けたオープンアイデア（仮） 
11 月特集    5G を支えるエレクトロニクスと新たな通信社会への期待（仮） 
12 月小特集   ドローンがもたらす新しい世界（仮） 

2019 年 1 月特別小特集 2 月会誌編集委員会にて第一次目次案提出予定 
2 月小特集   リザーバコンピューティング（仮） 
3 月小特集   4 月会誌編集委員会にて第一次目次案提出予定 
                

 
１．２ 単行本・教科書（定款 第 4 条 ト号） 

単行本の出版活動に関して、引き続き新規企画は委託出版で行うとともに、在庫数の適正化及

び経費節減に努める。重版については 3 点を予定している。 
また、創立 100 周年記念事業の一環として本会 Web において無料公開された「バーチャル図

書館」については、引き続きコンテンツの充実に努める。 
教科書「電子情報通信レクチャーシリーズ」と「大学シリーズ」については、脱稿後速やかに

出版し、適宣重版を行う。 
会誌等での宣伝、大会期間中を利用した販売活動を通じて拡販に努める。 
 

１．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
全電子化しデータベース化した総合版ハンドブック（知識ベース）として、社会一般へ広く普及

するよう更に内容の増大を図り、進展の早い内容については改訂を進める。 
また、知識ベースの内容を素材とした単行本については、必要に応じて新規執筆も含めた再編集

を行う方針の下、多くの読者に受け入れられる書籍を目指し出版する。 
 

２．会議に関する事項 

２．１ 定時社員総会（定款 第 4 章） 
2018 年 6 月 7 日（木）に機械振興会館で開催する。 
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２．２ 理事会（定款 第 6 章） 
年度内に 9 回開催し、学会活動に関する諸事項を審議する。 

 
２．３ 支部会議（定款 第 9 章） 

各支部活動の現況報告のほか、本部・支部間の連絡、要望等について審議、検討する。 
 
２．４ All Sections Meeting（定款 第 9 章） 

各国際セクション活動の現況報告のほか、支部・国際セクション間の連携と要望等について意

見交換や審議、検討する。 
 

３．総合大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

2016 年大会で導入したプログラム委員会、企画 WG の制度を、以下の方針に従って引き続き

定着させると共に、総合大会の更なる活性化を図る。 

・実施校、支部の企画を大会の中心テーマに据えるなど、開催地或の魅力を打ち出す。大会

スローガンを定めるなど、各大会の特色を打ち出す。 

・産学官連携や最新の技術動向を扱うソサイエティ横断的な企画を強化する。 

・若手会員がソサイエティの枠を超えて企画を提案、実施できる体制を整え、新鮮でエネル

ギッシュな企画を強化する。 

・各ソサイエティで実施されてきた魅力的な企画（Poster Session や Welcome Party など）

を、可能な範囲で他のソサイエティに波及させる。 

・大会を、現在の論文発表中心の場から、大学-企業-行政間、企業-学生間 のネットワー

ク構築の場へと進化させる。 

・懇親会の魅力化を図る。 

プレナリの中で実施する表彰等の式典は、表彰等の重みを維持し、会場の聴衆にも受け入れら

れやすくすることを勘案し、できるだけ短時間でスピーディに進行する工夫を行う。また、特別

企画は、参加者の便宜を図るべく、できるだけ部屋を決めてプログラム上も縦に並ぶように工夫

した運営を行う。 

2019 年総合大会は全ソサイエティが合同で下記のとおり開催する。 
期 日 2019 年 3 月 19 日（火）～22 日（金） 
場 所 早稲田大学（東京） 
講演件数は約 3,000 件が見込まれる。 

 

４．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 

主に IEC 文書を主に審議する。また、経済産業省よりの標準化委託事業を受託する予定。 
以下の活動内容を予定している。 

専門委員会数     6 専門委員会 2 検討委員会 
委員会開催数     70 回 
受託標準化事業数    5 件（予定） 

 

５．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

下記の各賞について規程に沿って選定する。 
功績賞     原則として 5 名以内 
業績賞     イ号・ロ号各約 3 件、ハ号原則 1 名 
論文賞     12 編 
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最優秀論文賞  1 編（論文賞中から） 
末松安晴賞   3 名以内 
学術奨励賞   ソサイエティごとに発表件数の 1.5 %以内 
教育優秀賞   3 名以内 
教育功労賞   10 名以内 

 

６．教育に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

 2013 年度まで教育活動協議会傘下の生涯教育委員会、CPD 委員会、小中高生科学教室委員会

で推進していた活動については、2014 年度からサービス委員会の所掌となっており、JABEE
関連活動を推進しているアクレディテーション委員会と共に、引き続き学会の教育、人材育成に

関する活動を推進していく。 
 

６．１ CPD（Continuing Professional Development）関連事項について 

技術者の継続教育である CPD については、本会に於いては会員にとっての有用性訴求、資格

制度等との連動が課題である。2018 年度も他組織（電気・情報系 CPD 協議会、日本工学会 CPD
協議会、大学などの機関）と連携して活動を継続する。魅力ある資格制度については人材育成の

教育プログラムが検討課題であり、これと連動した CPD プログラムの意義向上と会員への訴求

を図る必要がある。CPD ポイント管理システムについては、当学会における利用状況や他学会

との連携の状況を踏まえ、適宜必要な対応をしつつ継続する。 
 

６．２ 学会提供の人材育成について 
生涯教育委員会の活動として 2014 年まで実施していた先端オープン講座については、内容の

見直しのため中断している。2018 年度は、産業界からの要請を踏まえて、プログラムを新規に

立ち上げる可能性について引き続き検討を行う。 
 

６．３ 子供の科学教室について 
社会及び青少年に科学への興味を持たせる啓発活動「子供の科学教室」は、2018 年度も継続

する。「子供の科学教室」を円滑に推進するために、2012 年度から会員からの寄付を募っている

募金活動を継続して行い、寄付金は｢子供の科学教室｣活動に有効活用するとともに活動結果を報

告する。 
 
６．４ 技術者教育認定制度について 

JABEE（日本技術者教育認定機構）の審査・認定は、アクレディテーション委員会が担務し

て継続的に取り組んでいる。2018 年度も JABEE からの委託を受けて電気学会、情報処理学会

と連携して高等教育機関の教育プログラムの審査・認定を推進する。また、JABEE 審査講習会

は、2017 年度より開始した「e-Learning 研修による独習」と審査の要点や最新情報の説明の組

み合わせにより行う。 
 

７．国際セクションに関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 2018 年度は九つの地域の国際セクション代表者 12 名で、当該セクションにおいて講演会、

国際会議等を企画・実施する。2017 年度に引き続き本会活動の周知・宣伝に努めて会員増強と

国際セクションの増大とともに、活動をより定着するための体制作りを推進する。 
 

８．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

８．１ ホームページの積極的な活用 
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2012 年度に和文ページリニューアル、2014 年度に英文ページのリニューアル、2016 年度に

和文トップページのリニューアル等を実施し、2017 年度はトップぺージでのバナー広告掲載を

開始した。これらの取り組みを更に発展させ、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向

け、時代に即した広報戦略を強化する。特に並行して進める 会員マイページの大幅な改善 によ

り、国内･海外会員へのサービスの充実を図っていく。 
 

８．２ CEATEC JAPANとの連携 

電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、2010 年度から国際的展示会 CEATEC 
JAPAN との連携活動を実施してきた。これまでは会員増強策を狙いとして取り組んできたが、

本会活動を広く非会員にも知ってもらえる 広報的な機会として位置づけを再整理し、2018 年度

も継続する。 
 

９．会員に関する事項（定款 第 3 章） 

(1) 会員サービスの電子化を更に進める。 
(2) Web システムの再構築に連動し、マイページの本人経歴（役職・受賞履歴等）と更なる機能

の充実を図り、会員サービスを向上させる。 
(3) 会費の前納実施による会員の定着を更に促進する。 
(4) 維持員の論文誌オンライン利用による特殊員への加入促進。また、特殊員加入者のダウンロ

ード数による利用規模を継続的に見直す。 
(5) 国際セクション代表者と連携し、アジア地域での本会活動の周知・宣伝を更に推進する。 
(7) 学生ブランチ設置校の数を各支部で拡大し、学生員活動の活性化と充実を図る。 
(8) 連絡先不明者の追跡調査／会費納入促進継続連絡／銀行・郵便自動引落しの促進等により除

籍者の減少を図り、会員数の維持に努める。 
(9) 会員の特典、制度の充実に努め、会員の便宜を図る。会員証の提示機会を増加させ、会員意

識の向上を図る。 
 
2017 年度末の会員数並びに 2018 年度末の会員数推定値を以下に示す。（ ）内、海外会員 
 

名誉員・正員 学生員 特殊員 維持員 合  計 

2017 年度末会員数 24,211 
（2,154） 

4,457 
（1,036） 291 122 29,081 

（3,190） 

2018 年度末会員数(推定値) 23,400 
（2,200） 

4,500 
（1,050） 290 120 28,310 

（3,250） 
 

１０．創立 100 周年記念事業に関する事項（定款 第 4 条 チ号） 

世の中の技術革新及びわが国の Society5.0 の実現を目指す流れに対応した本会の活動範囲の

拡大に伴い、産学官の連携、人材育成プラットフォームの充実や新会員獲得施策の促進に向けた、

学会運営や会員管理の効率化、情報共有のための電子媒体の一層の活用が必要となっている。そ

こで、前期から超スマート社会（Society5.0）を目指した活動範囲の拡大及びサービス基盤の向

上を掲げて、創立 100 周年記念事業の一つとして取り掛かった。 
特に、会員や産業界への貢献、学会運営の安定化に向けては、本会が世界に誇れる論文等の著

作物コンテンツを有効に生かしたサービスが求められている。その実現に向け、本会のアクティ

ビティを社会の誰でもが活用可能とし、革新的技術及び破壊的イノベーションを創出可能とする

情報流通基盤を構築し、会員サービスの向上を図ることとした。具体的には、会員サービス改善、

学会運営体制変更への柔軟な対応、業務改善・効率化等の実現を目指して、持続的な学会運営を
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支える基盤であるシステム改善に反映すべく、2017 年度に運営制度・仕組みの見直し（グラン

ドデザイン）を行った。2018 年度はその実現のため、会員管理システムの更改、コンテンツサ

ービス提供システムの構築等の開発を進める。 
 

１１．学会活性化の事項 

１１．１ 会員増強等について 
会員増強に向けて、各ソサイエティ、グループ、支部等と連携して、会員サービスの向上策に

引き続き努めるとともに、2018 年度は、前期から取り組んでいるグランドデザインによる各種

制度や運用の見直し、会員管理システムの利便性を主眼とした再構築と関連システムとの連携強

化によるよび会員サービス向上等を具体的に実現。 
 

１１．２ 他学会との連携・協力について（定款 第 4 条 ヘ号） 
電気学会、情報処理学会、映像情報メディア学会、照明学会とは、2003 年に「電気・情報関

連学会連絡協議会」を発足させ、共通の問題に対して協力して取組みを進めてきた。他学会への

各種行事に会員扱いで参加を認め合い、これまで共通のホームページを立ち上げて各学会のホー

ムページとリンクを張り、年 2 回の定例会議で情報交換を継続するなど連携を進めてきた。2018
年度も引き続き、7 月と 1 月に定例会議を開催し、連携施策について継続的に取り組む。また、

日本工学会活動への協力など、上記以外の学協会ともに積極的に連携した活動を推進する。 
 

１１．３ 他分野の取込みについて 
創立 100 周年における協賛委員会委員及び協賛募金賛同各社から異業種どうしの集まる場の

提供、将来の技術動向の情報発信、産学官の連携強化、若手研究者の育成等の期待が寄せられて

いる。また、ICT の関連する産業のすそ野は広がっており、そこで活躍する研究開発者を学会

にとりこめていない。関わっていただいている 産業界及び新規の ICT 分野の方にとって魅力的

な企画を推進する。 
 

１２．その他の事項 

 
１２．１ 男女共同参画について（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

2003 年 7 月に発足した「男女共同参画委員会」は、女性会員が積極的に学会活動に参加でき

るようにするための活動を行ってきた。2018 年度についても、大会等のイベント会場での託児

施設の設置、ホームページ等での情報発信、男女共同参画学協会連絡会や内閣府の男女共同参画

活動等の対応を引き続き実施する。 
 
１２．２ 最高裁判所への協力（定款 第 4 条 ヘ号） 

2004 年度に最高裁が新たに採用した専門委員制度に関して、2018 年度も専門委員を推薦し派

遣することに、引き続き積極的に協力する。 
 

１２．３ 産官学連携の推進（定款 第 4 条 ヘ号） 
これまで 2 年にわたり、科学技術振興機構からの要請による各種シンポジウムへの本会から

の専門家の推薦依頼に応えてきている。これらの成果は、将来の国の科学技術施策への反映も想

定されるものであり、今後も引き続き同様の要請には積極的に応えていく。 
また、引き続いて大会企画セッション等の機会を活用して学会の価値をアピールするとともに、

今後とも継続的に産官学民の連携を強化していく。また、学会としての提言を適宜発信していく。 
 

(注) 下線で、今年度の新規施策を示す。 
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Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業 
 

＜ソサイエティ及びグループ事業概要＞ 

 

◎ 基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 

 

○ 基礎・境界ソサイエティ 

総論 
基礎・境界ソサイエティは、本会の全研究分野に対する基礎領域及び境界領域における研究活動を支

援するとともに、新領域の創造を推進するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、こ

の役割を常に深く意識しソサイエティ活動を進めている。2018年度は下記に重点を置いて活動を展

開する。 
（１）サブソサイエティの活性化及びソサイエティ化の準備 
基礎・境界ソサイエティは、非常に広範囲な分野の研究専門委員会から構成されているが、分野の近

い複数の研究専門委員会が協力して自主的な活動が行える組織としてサブソサイエティを設置して

いる。電子情報通信学会のソサイエティ化以来、これらのサブソサイエティは独立したソサイエティ

として発展し、基礎・境界分野だけでなく本会全体の活性化に寄与することが期待されてきた。各サ

ブソサイエティの発展、新しく加わったサブソサイエティの貢献を学会の一層の展開につなげるため

引き続き、以下の点を実施する。(a) 2015年度から開始したNOLTAソサイエティ（NLS）とのソ

サイエティ共同運営の整備を続け、共同運営の枠組みの中でどのような活動を行い、何を求めていく

かという目標を明確にし、会員増強や会員へのサービス充実などに結びつける。(b) ソサイエティ

及びサブソサイエティの活性化を推進する。特に、NOLTAソサイエティをはじめ他のソサイエティ

と連携して、大きく発展した研究専門委員会のサブソサエティ化などのサブソサイエティ再編成に関

連した議論を継続する。(c) 和英論文誌が対象分野毎に分野編集幹事（Area Editor）を置くEditor
制へと移行したことをベースにして、各サブソサイエティが独立して論文誌を発行できる体制へとつ

なげ、各サブソサイエティのソサイエティ化に進める要件を満たす環境を整える。その一環として、

サブソサイエティに関連した掲載論文をまとめ直したバーチャルな論文誌の電子発刊を続ける。 
（２）グローバル化と国外会員へのサービスの充実 
国外会員へのサービスを一層向上させるために、国外会員のニーズを的確に把握すると共に、毎月の

メールによる情報発信や、国外におけるジャーナル論文の書き方講習会を継続的に実施する。また、

2014年度から始めた国外におけるIEICE-ESS 論文編集・査読活動紹介講習会も継続し、IEICE-ESS
主催による論文誌の投稿・掲載・編集・出版に関する企画を通して関連情報の提供を進め、国外査読

員の拡充や国外編集委員の獲得など、論文誌の編集にかかわるグローバル化も実施する。同時に、

ESSの国外セクションやシスターソサイエティとの国際会議共催など共同企画の実施や、国外の学会

との連携企画などを更に進める。また、研究専門委員会の国外実施を奨励する。更に、学会で検討さ

れているI-Scoverの動きに協調し、和英論文誌に加えて、サブソサイエティが主催する国際シンポジ

ウム論文の公開化を進める。 
（３）論文誌・機関誌の充実 
基礎・境界ソサイエティでは、和英論文誌に加え、2014年10月よりNOLTAソサイエティとの共同機

関誌としてFundamentals Reviewを発行している。和英論文誌では、研究論文を発表する会員の立

場と、論文を参考に、その活用を試みる会員の双方の観点から見て有用性の高い論文誌となるため、

更なる質と発信力の向上を図る。そのため、例えば基礎・境界分野における今後の論文誌の在り方や

編集体制について検討を行うと同時に、論文誌のオープンアクセス化等についての検討を開始し、電

子化後の論文誌の発信力強化の試みを行う。並行して、Fundamentals Reviewについては、2つのソ

サイエティが共同で、関係するすべての会員に対し有益で価値のある共同機関誌とは何かを検討し、

更なる内容の充実を図る。 
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（４）技報電子化トライアルの実施 
基礎・境界ソサイエティとしても、技報の電子化に向けた準備を開始する。2018年度は、複数の研

究専門委員会からトライアルを開始し、年度内にはすべての研究専門委員会でトライアルを1回は実

施することを目標とする。そして、2019年度に技報の完全電子化を行うことを目指して、研究会の

参加費、掲載料、技報アーカイブなどについての詳細な検討を行う。 
（５）ソサイエティ運営の効率化 
基礎・境界ソサイエティでは、様々な議題に対する意思決定を運営委員会にて行うが、その運営委員

会はソサイエティ委員と選任された20名程度のソサイエティ代表委員よりなる。代表委員制度の主

たる目的は、基礎・境界ソサイエティを構成する多くの研究専門委員会からの意見を意思決定に反映

させることであるが、研究専門委員会の数も多いため、運営委員会の規模は極めて大きなものとなり、

一方でソサイエティ代表委員による投票などによる意志決定を必要とするような場面はここ数年の

間にはない。そのようなことから、ソサイエティ運営の効率化を図るため、ソサイエティ代表委員制

度を廃止し、新たな意思決定方法の検討を進める。 
（６）サブソサイエティ，研究専門委員会活動の活性化 
上記（５）のように、ソサイエティ運営とその意思決定プロセスの効率化を図る一方で、サブソサイ

エティ・研究専門委員会の活動をより活性化させ、上記（４）の技報電子化などのアクションに対し

て迅速な対応がとれるようにサブソ研専会議（仮の名称）の設立を検討する。 
（７） その他の活動 
 2012年度から実施している基礎・境界ソサイエティの活動に貢献した人々の新しい表彰制度を円

滑に継続する。また、運営委員会業務を円滑に進めるために、本ソサイエティでは、学会共通会議の

遠隔会議化に先立ちTV会議システムの導入を実施してきた。一方で実質的な参加を補助する旅費補

助申請の促進、及び資料データベース化の推進なども進めている。 
 

○ NOLTA ソサイエティ 

総論 
2013 年 10 月に発足した NOLTA ソサイエティは、非線形系や複雑系の基礎理論とそれらの応用、

さらには実在する非線形システム・複雑システムの解析、制御に至るまで、本会の全ソサイエティに

関連する広範な分野の研究活動を支援するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、こ

の役割を常に深く意識し、新しいソサイエティとしてのユニークな活動を進めている。2018 年度は

下記に重点を置いて活動を展開する。 
（１）NOLTA ソサイティの国内外からの認知度の向上 
NOLTA ソサイエティは、2014 年 10 月にソサイエティ化した。これまでの活動により、対外的に独

立した組織として認知されるようになった。そこで、ソサイティとしての活動を一層進展させる 2018
年度は、国内外からの認知度の更なる向上に努める。そのためにまず、ソサイティのホームページ

(HP)をさらに充実させる。NOLTA ソサイエティの HP は 2015 年にすでに公開しているが、世界的

にもユニークな非線形分野の研究ソサイティであることから、特に国外における認知度のさらなる向

上を図る必要がある。そのため、英語版のみ公開した HP を国際的に通用する媒体とし、NOLTA ソ

サイティが主催する会議、論文誌などの種々の情報を国外へと発信することで、NOLTA ソサイエテ

ィと国内外の研究者を結ぶゲートウェイとする。 
これに加え、以下に述べる NOLTA 誌の更なる充実や、NOLTA シンポジウムや NOLTA 独自のソサ

イエティ大会の開催、研専研究会の国外での開催などを通じて、NOLTA ソサイエティの存在を対外

的にアピールし、非線形分野での国内外における地位を確立する。 
（２）Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (NOLTA 誌)の充実 
本ソサイエティの基幹論文誌である NOLTA 誌は、2010 年 10 月に季刊誌として刊行され、これま

でに世界中から多くの優秀な論文が掲載されている。編集委員の半数以上が外国人である利点を最大

限に活用して、紙面の充実とサーキュレーションの向上をはかってきた。その結果 2016 年度には、

Emerging SCI (ESCI)を取得するに至った。2018 年度は、NOLTA, IEICE の参照をさらに上げるべ
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く努力をし、1、2 年後に予定されるコア SCI 昇格への足固めを進める。さらに、2018 年度は Scopus
などへの登録を推進し、NOLTA ソサイエティが擁する広範な学問分野における世界的なジャーナル

となることを目指す。  
（３）国外への積極的な展開と国外会員の獲得 
1990年からの開催実績を誇る International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications 
(NOLTA シンポシム)では、これまで、若手、特に学生が国際的に活躍できるようになるための育成

に注力してきた。その結果、数多くの若手研究者が世界に進出するためのきっかけとなり、現在では、

若手研究者が自立して、NOLTA シンポジウムの企画・運営を舵取りするまでに成長した。さらに、

NOLTA シンポジウムを通じて、外国の研究者との深い友好・協力関係を確立することにも成功し、

NOLTA ソサエティの国際化への道を切り開いてきた。これらの実績を基に、NOLTA ソサイティの

運営を担うさらに次の世代の若手研究者を育成すると共に、国外で NOLTA ソサイエティの存在をア

ピールする。また、IEICE Proceedings Archive、IEICE Proceedings Series、 NOLTA ソサイエテ

ィの HP などにおいて NOLTA シンポジウムの論文集データを、過去分を含め提供しているが、2018
年度もこれを継続し、更なるオープンアクセス化を推進する。2016 年度の NOLTA ソサイエティ大

会において、韓国マルチメディア学会との MOU を締結するに至った。今後も韓国マルチメディア学

会との交流を促進させ、日韓合同ワークショップを開催する。また、韓国マルチメディア学会の発行

する論文誌において特集号の編集協力を行う。これらの活動を通じ、韓国マルチメディア学会の CCS
関連メンバーと NOLTA ソサイエティ CCS 研究専門委員会委員が学術交流をさらに深め、より強固

なネットワークを形成する。今後はこれを基盤に、中国、台湾、香港、シンガポールなどのアジアへ

のネットワーク展開を図る。 
（４） NOLTA ソサイエティ大会の活性化 
 NOLTA ソサイティには、NLP とCCS の 2 つの研究専門委員会が所属する。この体制を基礎とし、

ソサイエティ全体の活動を総括して、NOLTA ソサイエティがカバーする学問分野の更なる発展・充

実をはかるため、NOLTA ソサイエティ独自のソサイエティ大会を開催する。2016 年度では、一般

講演をポスターセッション形式で開催し、参加者間の研究交流の活性化を図り、奨励賞を制定した。

2017 年度では、NLP、CCS の奨励賞受賞者の特別講演を企画し、若手研究者の活性化を促す。2018
年度には、ソサイエティに所属していない研究者のソサイエティ大会や NLP 及び CCS 研究会への

参加を積極的に呼び込むとともに，NLS と CCS の間での研究者間の一層の促進を図る。 
（５）技報電子化トライアルの実施 
2018 年度は技報の電子化に向けた準備を開始する。年度内にはすべての研究専門委員会でトライア

ルを実施することを目標とする。そして、2019 年度に技報の完全電子化を行うことを目指して、研

究会の参加費、掲載料、技報アーカイブなどについての詳細な検討を行う。 
（６）NOLTA ソサイエティ、ロゴマークの活用 
 組織のロゴマークは、そのイメージを一目で周囲に認知させる役割を担うだけでなく、その組織の

存在意義、理念などを表す重要なものである。 NOLTA ソサイエティでは、上述の NOLTA 誌の発

行、NOLTA シンポジウムの開催、NOLTA ソサイエティ大会の開催など、種々の活動を展開してい

る。これらの活動により、論文、会議録などが、電子媒体(PDF、CD-ROM、DVD、USB メモリ)
などを用いて配布され、また 、NOLTA ソサイエティの HP を通じて公開されることになる。2016
年度は、NOLTA ソサイエティのロゴマークを制定し、運用がはじまった。2017 年度はロゴを積極

的に活用することにより、NOLTA ソサイエティのさらなる国内外での認知度アップを図る。2018
年度は NOLTA, IEICE でのロゴマークの積極的な活用を図る。 
（７）その他 
NOLTA ソサイエティは、基礎・境界(ESS)ソサイエティと協調して共同運営を行うが、この共同運

営に必要な環境の整備を実施する。例えば、会員数の把握、財務整理、規程の整備等を ESS と協力

して実施し、共同運営の運用を昨年度に引き続いて改善すると共に、学会組織の理想的な運用形態を

追求する。 
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◎ 通信ソサイエティ 

 

１．これまでの経緯と 2018 年度の基本方針 
通信ソサイエティは、有線・光・無線通信技術、ネットワーク技術、移動通信技術、関連するシス

テム、プロトコル、ソフトウェア、デバイス技術などを核とした研究課題に取り組み、情報通信基盤

を構築する技術の研究開発の促進・普及に貢献している。また、情報通信に関する学術と技術の発展、

産業界・国際標準化への寄与を通じて、安心安全な低炭素社会実現など、我が国が直面する多くの課

題の解決に向けて積極的に取り組んでいる。 
具体的な活動として、これまで他ソサイエティに先駆けて独立採算制の本格運用、通信ソサイエテ

ィマガジン創刊、技報・大会コンテンツのオンライン化、オンラインレター誌 IEICE 
Communications Express (略称 ComEX)の創刊、横断検索システム IEICE Knowledge Discovery
（略称：I-Scover）の先導的開発、ソサイエティ大会での若手研究者をターゲットとした Welcome 
Party の主催等、さまざまな方策によって会員サービス向上を図ってきた。さらに、第一種研究会の

運用改革を目指し、完全電子化研究会の制度設計とシステム整備を進め、研究会への参加費制・年間

登録制の導入や技報アーカイブサービスの開始による財務改善効果も見積もり、2017 年 4 月から全

研専の第一種研究会にて技報完全電子化での運営を開始した。また、論文誌のインパクトファクター

向上（前年度比 0.4 増）、各国際会議の主催・協催、海外学会との協定更新等、グローバルな研究活

動の活性化に向けての取り組みを実施した。 
2018 年度は、会員サービス・学会のさらなる価値向上と財務状況の改善を図るために、連携領域

の拡大（産業界へのアピール、他の研究開発分野との連携、国内外の他学会との連携等）を強化し、

また、技報完全電子化に伴う収支構造の変化を分析し今後の改善点を明確にする。通信ソサイエティ

会員に対してタイムリーな情報交換の場を提供するとともに、学会活動の魅力度向上や研究活動の活

性化に努める。研究会活動は、通信ソサイエティ事業の発展の基盤となることから、社会や産業界が

必要とする新たな課題への取り組みも強化する。技報完全電子化に関しては、収支構造の変化だけで

はなく、技報アーカイブの利用状況の変化を分析し、学術コンテンツとしての更なる価値の向上を目

指すとともに、他ソサイエティの取り組みにもフィードバックしていく。 
２．研究活動 
研究会活動は、電子情報通信学会における技術研究活動の柱の一つであると共に、ソサイエティの

活動資金の源泉としても大変重要である。通信ソサイエティでは、研究会活動のさらなる活性化と財

務体質改善の両方の側面から、研究会運営の大胆な改革を他ソサイエティに先駆けて進めてきた。具

体的には、第一種研究会への参加費制・年間登録制の導入と技術研究報告（技報）の完全電子化（冊

子体廃止）を柱とする新しい研究会運営の導入を進めてきた。2015 年度に基本方針、新制度導入ロ

ードマップ、新制度規程を策定し、平成 2016 年度には 8 研専によるトライアル（参加費制／年間登

録制の導入、研究会会場での冊子体技報の配布なし）を行った。2017 年度からは通信ソサイエティ

に属するすべての第一種研究会でこの運営を適用し、参加者への浸透、財務状況が想定通り順調に推

移した。そこで 2018 年度からは、技報は冊子体を廃止し電子版のみでの発行とし、電子版技報はオ

ンラインサービスである「通ソ技報アーカイブ」から提供する。これによって新制度の導入はすべて

完了し、研究会の財務体質改善が大きく進むことになる。 
さらに、研究会の活性化、特に外部への情報発信力強化のため、複数研専共催のワークショップ等

を「通信ソサイエティ主催」とすることができる制度を 2017 年度に策定した。2018 年度は本制度

を活用したワークショップ等を開催する予定である。 
３．出版活動 

2017 年度は、和文論文誌、英文論文誌、ComEX、和文マガジンについて、これまで通り適切な

編集・発行を行った。2016 年に剽窃論文の未然の発見およびチェック作業負担の軽減を目的とし剽

窃チェックシステムを試験導入し、運用方法の検討と効果測定を実施したが、チェックに要する作業

負荷が軽減され、スピーディな割り当て作業が可能となることが明らかになったことから、2017 年

度以降も剽窃チェックシステムを利用し編集作業の効率化と品質の向上に取り組むこととした。さら
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に、英文論文誌についてはインパクトファクター向上を緊急の課題とし、論文の引用数増を目指す施

策を継続的に実施してきたが、2017 年度のインパクトファクターは 0.87 となった。また、予算削減

の取り組みとして、2018 年 1 月号掲載の論文から論文別刷りと廃止することを決定した。その他、

論文執筆者のインセンティブ向上施策として、マガジン論文賞の他に通信ソサイエティ和文マガジン

に掲載された記事を対象に通信ソサイエティマガジン賞を新設した。 
2018 年度も、適切な編集を継続するとともに、会員サービスの向上、インパクトファクター向上

のための施策を実施する。また、英文論文誌、ComEX については、引き続き引用件数増加の施策を

実施するとともに、IEEE Xplore への論文掲載も視野に入れサーキュレーション向上に関する取り

組みを行う計画である。 
４．会員事業・国際化・財務 

2017 年度は、IEEE ComSoc、韓国 KIEES および中国 CIC とのシスターソサイエティ協定の更

新を実施した。2017 年度の国際会議として、通信ソサイエティが共同主催である EXAT 2017 
(International Symposium on extremely advanced transmission technology)、APNOMS2017 
(Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium)、協催である国際会議 WDN-5G 
ICC2017 (The 10th International Workshop on Evolutional Technologies & Ecosystems for 5G 
and Beyond)、TPoC5G (Technology Trials and Proof-of-Concept Activities for 5G and Beyond）、
LANMAN 2017 (The 23rd IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area 
Networks)、ICUFN 2017 (International Conference on Ubiquitous and Future Networks 2017)、
2017 IEICE ICTF (2017 IEICE Information and Communication Technology Forum)、Photonic 
Networks and Devices /APC 2017 、 Special ECOC 2017 Symposium (Special European 
Conference on Optical Communications 2017 Symposium)、IEEE 5G Summit Tokyo、ICTC2017 
(International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2017)、
ISAP2017 (2017 International Symposium on Antennas and Propagation)、ICRERA2017 
(International Conference on Renewable Energy Research and Applications)、CNSM 2017 (13th 
Int. Conference on Network and Service Management)、 2017 IEEE CAMA (2017 IEEE 
International Conference on Antenna Measurements & Applications)、 APCC2017 (The 23rd 
Asia-Pacific Conference on Communications)、JAC-ECC 2017 (Japan-Africa Conference on 
Electronics、 Communications and Computers 2017)、協賛である国際会議 ICO-24 (The 24th 
Congress of the International Commission for Optics)、EIWAC2017 (The 5th ENRI International 
Workshop on ATM/CNS)等を実施した。 

2018 年度中に予定されている国際会議としては、WDN-5G ICC2018 (The 11th International 
Workshop on Evolutional Technologies & Ecosystems for 5G Phase II)、iWEM2018 (2018 IEEE 
International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition)
等があり、引き続きシスターソサイエティ、並びに電子情報通信学会海外セクションとの連携強化を

軸に、2018 年度以降の国際会議を増加させるように努力する。 
また、2012 年度に一般社団法人としてスタートする際に公益目的支出計画が認可されたが、各ソ

サイエティ、グループの責任分担を内部会計上で明確にするよう、会計上の調整法として、毎年の実

施事業赤字額を分配比率に応じて各ソサイエティ、グループ会計に配賦して、正味財産期末残高を調

整する方法で実施することが決まった。これを受けて、通信ソサイエティに配賦された赤字額を考慮

した財務改善に通信ソサイエティとして取り組んでいるが、2018 年度も継続して取り組んでいく予

定である。技報の完全電子化を 2018 年度から開始することに伴い収益構造が変化する事が想定され

る。また、研究会に関して参加費徴収型の導入を始めている。財務及び学会活動の活性度合いに関し

てタイムリーに測定可能な KPI を検討して、注意深く定点観測を行い、必要に応じて対策を適宜検

討する。 
会員サービス、特に学生会員へのサービス及び増員策の一環として、春の総合大会で行っている

Welcome party を、2018 年度も引き続き実施予定である。Welcome party については、参加者の増

加を図り、より効果的な企画とするため、2017 年度より全ソサイエティ合同での開催とした。今後
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も他ソサイエティと連携し、会員勧誘を積極的に行っていく予定である。また、海外会員も含めた会

員へのサービス向上の一環として、英文情報誌 GLOBAL NEWSLETTER の発行、HP の改善、Social 
Network の活用、オンラインサービス事業の開始、等も継続して行っていく予定である。 
 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 

 

エレクトロニクスソサイエティ（以下、エレソと略す）は、電子情報通信システムを構成するエレ

クトロニクスの材料、部品、デバイス、サブシステムに関する基礎から応用までを研究活動領域とし

ている。この領域における我が国の産官学連携促進や科学技術の進歩への貢献、会員（研究者）の満

足度向上を最終目的とし、「企画会議」、「編集出版会議」、「研究技術会議」の 3 会議体制で、本会全

体及びソサイエティの活性化につながる施策の検討及び具体化を進める。さらに、3 つの領域委員会

（電磁波基盤技術領域委員会、フォトニクス技術領域委員会、回路・デバイス・境界技術領域委員会）

と、それらを「領域連携会議」にて統括する体制に基づき、領域委員会ごとあるいは領域連携会議に

て、領域内連携、領域間連携を進め研究技術活動の更なる活性化につなげる。大会のソサイエティプ

レナリーセッション等、特別講演のビデオ配信、英語版ホームページの拡充、技報のアーカイブ化と

閲覧活性化の推進、研究専門委員会活動や 3 種類の論文誌での量・質的強化等、会員サービス向上

への施策とともに、委員会資料のペーパレス化や DB 化、リーダーズミーティングを始めとした研専

幹事団向け説明会・意見交換会など、実施基盤となるソサイエティ運営を強固にかつ効率的にしてい

く取組みを継続して進める。一方で、本会全体の改革の流れを注視し、エレソとして取り入れるべき

施策については、エレソ在り方 WG で検討する。会員サービスの充実と健全な財務状況の両立を目

指しながら、研究会運営の改革や活性化施策などに関する検討・実施を進めていく。各会議での具体

的施策は以下のとおりである。 
 
企画会議：エレソ全体の財務立案と把握、企画の取りまとめと発信、会員サービスの充実、対外

広報などを担当している。今年度に引き続き次年度も「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業

費」に関する予算を確保し、会員活性化・増加施策の強化を図る。具体的には、エレクトロニクス

ソサイエティ賞の継続、学生会員活性化を目的としてエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞及

び優秀学生修了表彰の運用強化/継続、2014 年度から電子化したエレソ Newsletter の記事内容の更

なる充実、会員向け公開コンテンツ（ソサイエティプレナリーセッションでの特別講演）の配信等

の諸施策について費用対効果を検証しつつ推進する。また、技報アーカイブシステムの運用を継続

する。 
更に、エレソの在り方 WG と連携し、中長期的財政基盤強化に向けた施策を実行していく。具体

的には、2014 年度に設定した“赤字体質脱却に向けた中期的収支数値目標”に関する達成度の検証、

及び、必要に応じた同目標の修正、予算の実行状況と次年度予算案の精査、新たな増収施策につい

ての検討と立案、フィードバックをかけやすい予算/決算審議運用の継続等に注力していく。さらに、

財務の観点から研究会改革及び論文誌オープンアクセス化の議論に参画し、財務健全化を図る。 
 
編集出版会議：出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3 論文誌発行を 担

当している。IEEE の各論文誌が高い評価を得ている現状で、エレソ各論文誌の存在感が一層高まる

よう、次を進める。 
ELEX はオープンアクセスのレター論文誌という特長を堅持し、引き続き速報性の維持・向上に

努めていく。2017 年度からの掲載料値上げによる財務基盤の強化に基づき、さらなる査読・編集プ

ロセスの効率化を進める。編集委員の海外比率を高めるとともに、2016 年から導入した特別編集幹

事制度を今年度も継続し、編集委員のリソースを質の高い査読プロセスに集中することで、国際的な

評価とインパクトファクタ(IF)の向上を目指す。 
英文誌は特集号作戦を維持しながら、ELEX で獲得した世界の研究者からの投稿を促進する。ま

た編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の海外比率を高め、各種国際会議との連携を 強
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める。さらに IF 向上施策の一環として、IEEE Xplorer への掲載、掲載論文の早期公開等について

検討を進める。 
和文誌は日本人会員の母国語による教育・知識普及の効果が高い特長を生かすため、掲載料免除の

招待論文枠を活用し最新技術の解説やチュートリアル的な論文を強化する。また、研究会や大会との

連携を強化し、発表者に投稿勧誘のメールを送付する、あるいは注目を集める技術に関する特集を企

画するなどの施策を継続し、論文投稿数の増加を図る。 
 
研究技術会議：研究専門委員会(研専)の活動活性化策立案、新規研専の設立や時限研専の継続の審

議、研専関係財務の掌握、ソサイエティ大会統括、国際会議運営支援、シスターソサイエティ対応

などを担当している。学会の研究活動の主体を成す研専が一層活発になるよう経費も含めた運営方

法の改善を図るとともに HP 維持管理費の補助や研究会活性化費による支援等を推進する。エレソ

改革の一環として、2016 年度より研究会を関連する技術領域に大別し、3 つの領域委員会に再編成

するとともに、横断的な議論のための連携会議の運用を開始した。これにより、各研専の企画立案

をより活性化すると共に、迅速な意思決定を図る。その一貫として、学会全体の研究会改革にも対

応して新たな運営方法・技術研究報告の電子化への検討も開始している。技術研究報告の電子化に

ついては、5 つの研究専門会専門会でトライアル実施を行った。2018 年度は全ての研究専門委員会

で技報の電子化を実施する予定である。会員にとって魅力ある研究会を目指し、3 つの領域を跨る

研究会の実施や他のソサエティとの共同開催を進める。また、ソサイエティ大会・総合大会の活性

化に向けて、シンポジウムや一般講演での依頼講演などの研専の企画に対する支援や企業会員参加

促進のための各種施策を推進する。更に、国際会議の活性化、著作権及び財務の課題解決のための

支援、国内外の他学会との新たな協力関係の構築にも注力する。また、国際セクションとの共催な

どによりエレソ活動のグローバルな認知を拡大するとともに、国際的な会員増強施策などを検討す

る。 
 

◎ 情報・システムソサイエティ 

 

情報・システムソサイエティ（以下、ISS と略す）は、情報処理技術とコンピュータ・通信・人間

を融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としている。本ソサイエティ

の役割は、会員に研究発表と交流の場を提供することであり、ひいては重要な社会基盤である情報技

術分野の持続的な発展と情報社会での様々な問題解決に貢献することにある。ISS が同研究分野の日

本での中心的活動母体であり続けるために、2018 年度は、論文誌、研究会等の強化に重点を置いて

活動を展開する。 
 
■論文誌 
論文は研究の最終成果であるので、できるだけ多くの研究者が参照できるよう努力を継続する。

2017 年の 1 年間には、英文誌、和文誌とも、934 件と 374 件の論文(レター含む)投稿があり、それ

ぞれ 378 件と 99 件の論文が厳正な査読を経て採択された。 
✔英文論文誌では、2017 年 1 月から他ソサイエティに先がけて、過去の発行論文を含め、J-STAGE
に搭載されている全論文のオープン公開を試行した。英文誌では、オープン公開化に合わせて冊子体

別刷を廃止し、省資源化した。アクセス数は数倍に増加しているが、投稿数増加にはまだ時間がかか

りそうである。オープン公開の効果については、学会全体で情報共有している。また､論文査読の質

向上と海外会員の増加を目的として､海外研究機関に所属する編集委員の大幅な増強を進めている。

さらに、英文論文誌では、2017 年度より、論文誌の価値を高めるために，和文論文誌で論文賞を受

賞した優秀な論文を招待論文として特集している。 
✔和文論文誌では，査読の質向上および査読委員データベースの充実を目指し、編集委員による査読

委員評価を継続すると同時に、編集委員の質の向上を目指し、新任編集委員の初期担当論文全てを委

員会審議案件とする試みを継続する。また、様々な方が投稿しやすい論文誌とするため、研究専門委

員会との連携をさらに進め、特集号の充実を引き続き実施するとともに、読者の興味を惹くよう「解

説論文の招待」を推進する。 
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✔掲載料が未納の場合があるため，掲載料の先払い制を早期に行うことを検討している。 
 
■研究会 

2017 年の一年間で、ISS の研究会では、総計 2,644 件の発表が行われた。研究会活動のさらなる

充実を図るために、研究会技報の完全電子化、参加費・登録費制度の実施、スポンサーシップの促進、

ショートペーパー論文の受け入れ、活性化準備金の活用を進める。 
✔技報の電子化については、2017 年に試行実施、そして 2018 年度から完全電子化する。電子化に

伴い、技報の年間購読費（個人・企業や図書館等を含む）にかえて、2018 年度から研究会への参加

費と、その年間登録制度を導入する。電子化された技報の電子ファイルを研究会の参加に伴ってダウ

ンロード配布する形に変更する。また、企業や図書館等において書籍的意味合いで年間購読していた

需要に対応するために、技報電子ファイルのダウンロードをサイトライセンスやパスワード認証によ

り行う「技報アーカイブ」も導入する。さらに、論文誌のオープンアクセス化に合わせて、技報の一

定期間非公開のサービスとは矛盾しない形で、技報原稿のオープンアクセス化の可能性について検討

を進める。 
✔研究会へのスポンサーシップの在り方について検討する．2017 年度に、一部の研究会において、

スポンサー付きのイベントを開催した。これをケーススタディとして、研究会開催時のスポンサー料

の目安などのガイドラインを策定する。本ガイドラインの策定により、研究会イベントや研究会にお

ける産学連携の活性化が期待できる。 
✔ショートペーパー論文として、2015 年度より、一部の研究会において、Extended Abstract 相当

の原稿だけで発表可能な様式を試行している。本試行は発表件数の増加につながっており、今後も継

続する。 
✔会員の研究発表や技術交流を行う研究会の活性化にむけて、研究会の独自企画の促進するよう活性

化活動準備金を活用する。各研究専門委員会の研究会内の特別企画等のイベント、国際会議の主催・

共催による国際化などの活動をより効果的に行う。 
✔技術の急速な発展に伴い、専門分野間の重なりや距離感も変化しているので、中長期的な研究会の

体制を作るため研究会相互の連携のありかたについて検討する。 
 
■総合大会、FIT 

総合大会、FIT は、広い情報分野の研究者間の意見交換や学生の研究発表の場として有効である。

2017 年の総合大会では、ISS では、406 件の発表があり、FIT では、469 件の発表があった。 
✔FIT については、運営の体制や企画の見直しを進めている。活発な研究会活動との連携を高めるこ

とで、参加者の増加促進を図る。また、情報科学技術フォーラムという名称にふさわしいよう IEICE, 
IPSJ に加えて、情報処理関連の他学会との連携も模索する。 
✔総合大会の ISS 企画である学生ポスターセッションは、毎年 200 件強の発表があり、盛況なため

今後も継続する。さらに，学生の学会への積極的参加を促す目的で、企業研究者と学生の交流の場と

して通信ソサイエティが企画していた「ウェルカムパーティ」が全ソサイエティの連携企画となった。

これに ISS も加わり、特に学生ポスターセッションの活性化にもつなげていく。 
 
■ソサイエティ誌の活性化 
ソサイエティ誌は、ISS の広報の役割を担ってきた。2018 年度は、研究会、国際会議、コンテスト

等のソサイエティ活動の活性化に向けて、運営・参加者側の視点からの情報発信を行う企画や、学会

事務局とソサイエティ会員の円滑な連携を支援する情報発信を検討する。ソサイエティ誌のより現在

に適した形の検討を進める。 
 
■運営について 
運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（会長、次期会長、各副会長、庶務幹事、和

文論文誌・英文論文誌・ソサイエティ誌の各編集委員長）、研究専門委員会委員長を加えた拡大運営

委員会を開催している。2018 年度もこれらの運営のための会合を継続することにより、ここで各活

動に対する議論を行う。電子会議も積極的に活用し、委員が議論に参加しやすい体制を継続する。 
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◎ ヒューマンコミュニケーショングループ 

 

▼技術報告の電子化および参加費制度について 
2018 年度に技術報告（技報）電子化ならびに参加費制度を試行する。試行は 4 つの第 1 種研究会

のうち次の 2 つの研究会で実施する。 
 ・ヒューマンコミュニケーション基礎（HCS）研究会 
 ・ディアエクスペリメエンス・バーチャル環境基礎（MVE）研究会 
試行の結果は HCG 運営委員会などが分析し、2019 年度からすべての第 1 種研究会技報を電子化

することを目指す。 
 

▼2.国際会議に関する事項  
下の 2 つの特別研究専門委員会が国際ワークショップ等を計画している。 
1.料理メディア（CEA）特別研究専門委員会 

IJCAI（8 月、ストックホルム）でのワークショップ 
2.魅力工学（AC）特別研究専門委員会 

ICMR（6 月、横浜）で International Workshop on Attractiveness Computing in Multimedia 
(ACM)を開催予定 

 
▼3.3ニューズレター、ソサイエティ誌  
従来どおり年 3 回発行し、メールで送付する。 
 
▼4.選奨に関する事項  
HC 賞選奨規程に基づき、4 つの第 1 種研究会で発表された研究を対象に 50 件につき 1 件を HC 賞

に選奨していたが、これを改訂し、下のように合計発表件数が 50 件に及ばない場合も含めた件数基

準を定めた。 
0〜24 件: 0 件 
25〜74 件: 1 件 
75〜124 件: 2 件 
125〜174 件: 3 件 
175〜224 件: 4 件   

 

１．ソサイエティ大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

１．１ 2018 年ソサイエティ大会 
基礎・境界、NOLTA、通信、エレクトロニクスのソサイエティが合同で開催する。 

期 日 2018 年 9 月 11 日（火）～14 日（金） 
場 所 金沢大学（金沢市） 
講演件数は約 2,000 件が見込まれる。 
 

１．２ 情報科学技術フォーラム（FIT）2018 
情報・システムソサイエティ、ヒューマンコミュニケーショングループと 
情報処理学会が共催で開催する。 

期 日 2018 年 9 月 19 日（水）～21 日（金） 
場 所 福岡工業大学 （福岡市） 
講演件数は約 600 件が見込まれる。 
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２．国際会議に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

各ソサイエティは、以下に記す主催・共催の国際会議を開催する。 
（1）International Workshop on Attractiveness Computing in Multimedia (ACM) 
   2018 年 6 月，横浜（HCG） 
（2）The 33rd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and  
    Communications (ITC-CSCC 2018) 
   2018 年 7 月 4 日(水)〜7 月 7 日(土)，バンコク, タイ (ESS: 共催) 
（3）International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 
     2018 年 8 月，ストックホルム（HCG） 
（4）2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2018) 

2018 年 8 月 1 日(水)～8 月 4 日(土)，富山市, 富山県 (ES) 
（5）The 13th International Workshop on Security (IWSEC 2018) 

       2018 年 9 月 3 日（月）〜9 月 5 日（水），仙台市，宮城県 (ESS: 共催) 
（6）2018 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications  

       (NOLTA2018) 
       2018 年 9 月 3(月)〜9 月 6 日(木)、タラゴナ、スペイン(ESS・NLS: 主催) 
（7）The 2018 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2018) 

2018 年 9 月 5 日(水)〜9 月 7 日(金), フフホト，内モンゴル, 中国 (ESS: 主催) 
（8）The 9th International Workshop on Image Media Quality and its Applications 

(IMQA 2018) 2018 年 9 月 27 日(木)〜9 月 28 日(金), 神戸，兵庫県(ESS: 主催) 
  （9）The 2018 International Symposium on Information Theory and its Applications 

(ISITA 2018) 
2018 年 10 月 28 日(日)〜10 月 31 日(水), シンガポール，シンガポール(ESS: 主催) 

（10）2018 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2018) 
2018 年 11 月 6 日(火)～11 月 9 日(金)，京都市, 京都府 (ES) 

（11）The 24th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2019) 
2019 年 1 月 21 日(月)〜24 日(木)，東京(ESS: 共催) 
 

３．出版に関する事項 

３．１ 論文誌（定款 第 4 条 イ号） 
和・英論文誌とも各ソサイエティにおいて編集を行い、電子版での公開を行う。 
2018 年度の年間ページ数を表に示す。 

（ア）和文論文誌 

総ページ数 3,292 ページ（論文 289 件、レター75 件） 
（イ）英文論文誌 

総ページ数 9,383 ページ（Paper 859 件、Letter 303 件） 
 

以下、ソサイエティごとの 2018 年度の予定と内訳を表で示す。 
◎ 基礎・境界ソサイエティ 

和文論文誌 417 ページ 
英文論文誌 2,784 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 314 ページ 1,376 ページ 
特集・小特集 103 ページ：2 回 1,408 ページ：11 回 
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◎ 通信ソサイエティ 
和文論文誌 1,036 ページ 
英文論文誌 2,215 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 362 ページ 1,608 ページ 
特集・小特集 674 ページ：8 回 607 ページ：6 回 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
和文論文誌 584 ページ 
英文論文誌 1,621 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 389 ページ 340 ページ 
特集・小特集 195 ページ：3 回 1,281 ページ：12 回 

◎ 情報・システムソサイエティ 
和文論文誌 1,255 ページ 
英文論文誌 2,763 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 480 ページ 1,678 ページ 
特集・小特集 775 ページ：7 回 1,085 ページ：10 回 

 
３．２ 電子ジャーナル（定款 第 4 条 イ号） 

NOLTA ソサイエティでは、英文論文誌「Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (略
称 NOLTA)」を年 4 回発行する。 

通信ソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Communications Express（略称 
ComEX）」を年 12 回発行する。 
エレクトロニクスソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Electronics Express」(略

称 ELEX)を年 24 回発行する。 
 

◎ NOLTA ソサイエティ 
Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 
総ページ数 460 ページ 
論文件数 40 件 

◎ 通信ソサイエティ 
IEICE Communications Express 
総ページ数 476 ページ 
論文件数 85 件 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
IEICE Electronics Express 
総ページ数 3,084 ページ 
論文件数 360 件 

 
３．３ ニューズレター、ソサイエティ誌（定款 第 4 条 イ号） 

各ソサイエティごとに発行し、Web 配信または会誌に同封等して送付する。 
（1）基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティでは、Fundamentals Review （ファン

ダム・レビュー）を年 4 回のペースで発行している。2018 年度も同じペースで刊行を予

定している。また、基礎・境界ソサイエティでは海外会員向けに ESS-ENCE (ESS 
Electronic News Center Express)を毎月発行しており、2018 年度も同じペースで刊行を



 19 

予定している。 
（2）通信ソサイエティでは、「通信ソサイエティマガジン」と、「Global News Letter」の発行

を継続することとし、年 4 回を予定する。 
（3）エレクトロニクスソサイエティでは、Web 配信にて年 4 回を予定する。 
（4）情報・システムソサイエティはニューズレター(4 回／年)及び特別号(1 回／年)を発行し、

会誌に同封して送付する。 
（5）ヒューマンコミュニケーショングループでは、ニューズレター（3 回／年）をメールにて

送付する。 
 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

各賞とも規程に沿って選定する。 
◎ 基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 

特別功労賞                   数名 
功労賞                     数名 
貢献賞                        数十名 
編集活動貢献賞                 数名 
編集活動感謝状                 数十名 
Fundamentals Review ベストオーサー賞     1 件 
NOLTA 論文賞                 1 編 

◎ 通信ソサイエティ 
通信ソサイエティ論文賞             11 編 
通信ソサイエティマガジン賞          1 編 
通信ソサイエティ功労顕彰状           数件 
通信ソサイエティ活動功労賞           数十件 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
エレクトロニクスソサイエティ賞         3 件 
エレクトロニクスレター論文賞          1 編 
ELEX Best Paper Award            3 編以内 
エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞    12 件 
エレクトロニクスソサイエティ招待論文賞    1 編 
エレクトロニクスソサイエティ会長特別表彰   数名 
エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰   数十名 
エレクトロニクスソサイエティ優秀学生修了表彰 10 名 

◎ 情報・システムソサイエティ 
情報・システムソサイエティ活動功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ査読功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ論文賞        1 編 
優秀ポスター賞      ポスター発表件数の 7％程度の受賞者 
編集活動感謝状                数十名 

◎ 情報科学技術フォーラム（FIT）情報・システムソサイエティ／ヒューマン 
コミュニケーショングループ（情報処理学会と共催） 
船井業績賞                  1 件 
船井ベストペーパー賞             3 編 
FIT 論文賞                  7 編程度 
FIT ヤングリサーチャー賞    発表件数の 1.5％以内の受賞者 
FIT 奨励賞                  70 名前後 
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◎ ヒューマンコミュニケーショングループ 
ヒューマンコミュニケーション賞        4 件 
最優秀インタラクティブ発表賞         2 件 
優秀インタラクティブ発表賞          4 件 
学生優秀インタラクティブ発表賞        4 件 
オーガナイズドセッション優秀賞        3 件 
優秀論文発表賞                数件 

 

５．研究会等に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号） 

第一種、第二種、第三種の各研究会は自由度の高い活動が定着しており、30 年度も更に活発

に講演会等を行う。 
（１）第一種研究会は、下記の表に示す 85 の研究専門委員会が担当する研究分野の基礎及び新

分野の開拓を推進する。 
ソサイエティ・グループ 研究専門委員会数 

基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 22 
通信ソサイエティ 21 
エレクトロニクスソサイエティ 15 
情報・システムソサイエティ 23 
ヒューマンコミュニケーショングループ 4 

計 85 
 

第一種研究会の 2018 年度の活動予定を下記の表に示す。 

ソサイエティ・グループ 2018 年度 
開催数 発表件数 

基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 117 2,265 
通信ソサイエティ 149 2,850 
エレクトロニクスソサイエティ 104 1,976 
情報・システムソサイエティ 130 2,504 
ヒューマンコミュニケーショングループ 21  520 

計 521 10,115 
 
（２）第二種・第三種研究会、学術研究集会等は、必要に応じて自由に活動する。 

 

６．ソサイエティとグループ会員に関する事項（定款 第 3 章） 

各ソサイエティとも魅力ある企画で会員増強に努めることとする。 
2017 年度末の各ソサイエティ・グループに登録している会員数の予測と 2018 年度末の会員数

の予測値を表に示す。2017、2018 年度末の会員数については、NOLTA ソサイエティの追加等、

現状を踏まえながら次年度のソサイエティ追加・変更希望を加味し算出した。 
 
 ESS NLS CS ES ISS HCG 計 

2017 年度末登録数 5,221 226 10,270 5,829 10,268 853 32,667 

2018 年度末登録数（推定値） 5,050 250 10,150 5,700 10,100 850 32,100 
※ ESS：基礎・境界ソサイエティ、NLS：NOLTA ソサイエティ、CS：通信ソサイエティ、 

ES：エレクトロニクスソサイエティ、ISS：情報・システムソサイエティ、 
HCG：ヒューマンコミュニケーショングループ 
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Ⅲ．支 部 事 業 
 

各支部において、講演会、講習会、見学会、大会等を支部事情に合わせて次のとおり開催する。 
 

１．北海道支部 
北海道支部では、以下の方針に基づき、事業を実施する。 
◇毎年実施していて効果的な事業 
◇北海道支部ならではの施策 
◇“若者の理科離れ”を防ぐための施策 
◇北海道の特性を生かした個性豊かな地域社会づくりに貢献する ICT 利活用促進施策を共催 

1-1 事業 
1-1-1 一般事業(定款 第 4 条 ロ号) 

ア．講演会：本支部主催のもの 10 回を予定する。 
イ．支部連合大会：電気・情報関係学会で組織された連合大会を 1 回開催する。 
ウ．専門講習会：専門分野に関する講演を行う。 

1-1-2 教育事業(定款 第 4 条 ヘ号) 
道内各地の大学等が企画する小中高生向けイベントを共同主催する。 

1-1-3 学生会事業(定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号) 
ア．講演会：本支部学生会の主催するもの 5 回を予定する。 
イ．見学会：本支部学生会の主催するもの 2 回を予定する。 
ウ．インターネットシンポジウム：インターネット上で論文発表を行う(1 回を予定)。 
エ．北海道大学よりブランチ継続の申請があったので、これを認め講演会等の企画を行っ

てもらう。 
1-2 選奨(定款 第 4 条 ホ号) 

ア．支部内の優秀な学生を推薦してもらい、学生奨励賞等を授与する(10 名程度)。 
イ．インターネットシンポジウムで発表した学生の中から優秀なものに対してインターネット

シンポジウム優秀発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 
ウ．電気・情報関係学会北海道支部連合大会で発表した主催学会学生員の中から優秀なもの 10

名程度に対して優秀論文発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 
 
２．東北支部 
東北支部では、次の通り事業実施を予定する。 

2-1 事業 
2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号、チ号） 

ア．講演会、講習会および見学会等を実施する。 
イ．小中高生等を対象とした学問や技術の奨励および普及のための活動を行う。 
ウ．他の電気関係学会と合同で支部大会を実施する。 
エ．その他、支部事業の活性化に必要な活動を行う。 

2-1-2 学生主体の事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号、チ号） 
ア．東北大学に学生ブランチを設置し、活動を行う。 
イ．東北地域内外における学生の相互交流のための活動を行う。 

2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．電気関係学会東北支部連合大会において優秀な一般講演論文を発表した学生に対し「学生

優秀論文賞」を授与する。 
イ．東北地区若手研究者研究発表会において優秀な講演発表を行った学生に対し「学生優秀発

表賞」を授与する。 
ウ．学生ブランチ活動において、自主的かつ積極的な運営によって電子工学及び情報通信の発

展に貢献した学生に対し「学生ブランチ活動奨励賞」を授与する。 
エ．東北支部が所管する大学及び高専等に所属し、電子工学及び情報通信の将来を担いうる優

秀な学生に対し「優秀学生賞」を授与する。 
オ．支部事業に貢献した個人または団体に対して感謝状を贈呈する。 
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３．東京支部 
目的・対象者を明確にし、研究会等ではカバーしにくい内容を積極的に企画し、支部らしさを

前面に出した講演会、シンポジウム、見学会、地域イベント、教育イベント等を実施する。周辺

4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）の活性化や学生会活動の更なる強化を促進するとともに、東京

支部ならではの新たな活動についての検討を進める。 
3-１ 事業 
3-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 3 回を予定する。 
イ．シンポジウム：本支部主催のもの 5 回を予定する。 
ウ．見学会：本支部主催のもの 4 回を予定する。 
エ．地域イベント：周辺 4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）のいずれかで 2 回を予定する。 
オ．その他の活動（共催を含む）：新たな会員サービスを企画・実施する。 

3-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生、教員向けイベントの企画・実施、並びに子供の科学教室の講師派遣などに適宜対

応し、事業として 2 回を予定する。 
また、東京支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催の教育イベントを公募・ 
実施する（7 件）。 

3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
ウ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
エ．学生会報：本支部の主催するもの 1 回を発行する。 
オ．SCI グループ：ホームページ管理、ポスター作成を予定する。 
カ．学生ブランチ：慶大、都立産技高専、千葉大、日本女子大、津田塾大、電通大、日大の

計 7 校に学生ブランチを継続設置し、講演会等の事業を実施する。 
3-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．東京支部学生奨励賞：東京支部学生会研究発表会において講演発表した者のうち、優秀

な発表者を表彰する。 
イ．東京支部学生功労賞：学生員の活動活性化に多大な貢献をなした功労者を表彰する。 

 
４．信越支部 
信越地区の会員への貢献、地域に対する社会的責務としての活動の点で、支部らしさを前面に

出した専門講習会、講演会等を企画、実施、支援する。長野県、新潟県内における学会活動の活

性化や学生会活動の更なる強化を促進するとともに、信越支部ならではの新たな活動についての

検討を進める。 

4-1 事業 

4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 10 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．信越支部大会：平成 30 年 9 月 29 日、新潟大学にて開催予定。 
エ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・検討する。 

4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．新潟大学、信州大学に学生ブランチを継続し、交流会の開催等の活動を行う。 
イ．学生ブランチの新規設置の検討を進める。 

4-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．信越支部大会の発表論文の中から優秀論文を選定（講演件数の 10%以下）し、学生奨励賞

を授与する。 
イ．信越支部内の大学及び高等専門学校の中から学生が数多く発表し、学会の魅力向上や活性

化に努めている研究室を選定し、ベストプラクティス賞を授与する。 
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５．東海支部 
東海支部では、下記の通り事業を実施予定である。 

5-1 事業 
5-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 2 回（最大 4 回）を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．小中高校生向け理科教育講座：本支部共同主催のもの 1 回を予定する。 

5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 4 回（最大 6 回）を予定する。 
イ．研究発表会：本支部共同主催のもの 3 回を予定する。 
ウ．卒業研究発表会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．学生研究奨励賞：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
オ．学生ブランチ：3 大学の運営を予定する。設置大学は、名古屋大学、三重大学、 

名古屋工業大学の予定である。 
5-1-3 その他（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会：本支部共同主催のもの 1 回を予定する。 

5-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．卒業研究発表会において、優秀者を選定し、表彰する（発表件数の 10％以下）。 
イ．学生研究奨励賞において、学生の業績を総合的に判断し、優秀な業績を上げたものに 対

し、学位別で選定を行い、表彰する（選考対象者の 10％以下）。 
ウ．優秀な成績で卒業する高専、大学の学部生を選定（学校組織につき 1 名）し、成績優秀賞

の表彰をする。 
 
６．北陸支部 
北陸地区の会員に対する情報提供、会員相互の情報交流を目指して、講演会を実施する。更に、

学生の活性化を促進するために、学生優秀論文発表賞、優秀学生賞の表彰を実施する。 
6-1 事業 

6-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のものを 5 回予定する。  
イ．電気関係学会北陸支部連合大会：1 回を予定する。 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号，ホ号，ヘ号） 
ア．講演会：本支部主催のものを 5 回を予定する。 
イ．研究発表会：1 回を予定する。 

6-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号，ヘ号） 
電気関係学会北陸支部大会の発表者の中から優秀発表を選定し、学生優秀論文発表賞の表彰を 
行う。また、北陸地区の大学・高専の学生の中から優秀学生を選定し、優秀学生賞を授与する。 
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７．関西支部 
関西（大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県）を拠点としている会員に対する

サービス及び社会的責務として、講演会、見学会、講習会、教育事業等を企画し実施する。講演
会等の開催にあたっては、学会の会員数の維持・増加を目指し、多くの方に参加いただけるテー
マを検討していく。また、学生会活動を通じ、地域学生にとっての学会の価値向上を図る。 
7-1 事業 

7-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．講習会：本支部主催のもの 4 回（うち 3 回は少人数制）を予定する。 

7-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．小中高生、教員向けイベントの企画・実施、ならびに子どもの科学教室、講師派遣など

に適宜対応し、事業として 1 回を予定する。 
イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催、協賛等の教育イベントを

企画・実施する（4 件）。 
7-1-3 連合大会 
電気関係の他学会関西支部との連合大会を 1 回共同主催する。 

7-1-4 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 2 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
ウ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 

7-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
前項記載の学生会研究発表会における発表論文の中から優秀な論文を選定し、奨励賞の表彰を
する。また、前項記載の連合大会における発表論文の中から優秀な論文を選定し、奨励賞、論
文賞の表彰をする。選奨の選考基準は母数の 10%以下とする。 

 
８．中国支部 
8-1 事業 

8-1-1 一般事業（定款 第4条 ロ号） 
(1)講演会：電気学会、映像情報メディア学会、照明学会、計測自動制御学会、情報処理学会、
電気設備学会、日本電気技術者協会等の中国支部及びその他の団体(以下、「関連団体」と
いう)と提携し、年25回程度開催する。その内5回程度は当学会主催で開催する。 

(2)見学会：関連団体と提携し、年1回程度開催する。 
(3)専門講習会：関連団体と提携し、年１回程度開催する。 
(4)シンポジウム：本学会活動に有意義なシンポジウムへ積極的に協賛する。 
(5)電気記念日行事：共催団体の一員として、平成30年3月の記念行事に参加予定。 
(6)電気・情報関連学会中国支部連合大会：開催予定日2018（平成30）年10月20日(土) 
開催校 広島市立大学 幹事学会 電子情報通信学会中国支部 

8-1-2 学生会事業（定款 第4条 ロ号，ホ号，ヘ号） 
(1)学生向け講演会及び見学会：学生員の増強のため、学生会顧問及び各学校等所属の役員と

連携し、講演会・見学会を年6回程度開催(主催)する。 
  (2)学生会自主活動の活性化： 

ア．学生会と支部との連携を図り、学生会自主活動への支援 
    ・学生ケータイあわ～どにおける学生会賞の継続実施 
     昨年度に新設した学生会賞を継続することにより、学生会からの応募を促すと共に会

員数の増加を目指す。 
    ・学生ケータイあわ～ど実行委員の反省会および引継ぎ会を実施  
     実行委員の引継ぎを確実にすることにより，活動の発展を目指す。 
   イ．学生員による支部・支部学生会ホームページの維持管理。 
8-2 選奨（定款 第4条 ホ号、ヘ号） 

(1)連合大会発表論文の中から優秀な論文を選定（講演件数の10％以下）し奨励賞の表彰をする。 
(2)高校、高専、短大の優秀卒業生表彰を関連学会と連携し実施する。 
(3)学生会活動の発展に貢献した学生に学生功労賞の表彰をする。 
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９．四国支部 
電子工学及び情報通信に関する学問・技術及び関連事業の振興、また、地域社会への貢献を目

指して、講演会・専門講習会・学生向け事業等を企画・実施する。 
9-1 事業 

9-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 13 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 2 回を予定する。 

9-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
四国支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、小中高生向けの教育イベント等に協賛す
る。 

9-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 6 回を予定する。  
イ．見学会：本支部主催のもの 3 回を予定する。 
ウ．学生ブランチ：学生ブランチ設置校（愛媛大学、香川大学、徳島大学）において、講演

会の開催や交流会などの活動を行う。 
エ．その他の活動：学生員に向けた新たなサービスを企画・実施する。 

9-1-4 連合大会（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．平成 30 年度電気関係学会四国支部連合大会：電気関係の他学会四国支部と共同主催で１

回開催する。 
9-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

電気学会、情報処理学会と連携し、「電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励
賞」を、四国内の大学・高専における特に優秀な学生に授与する。 

 
１０．九州支部 

九州支部会員及び学生員の学会活動の促進を図るとともに、会員への貢献を進めつつ、本会活
動の周知と入会促進のため、シンポジウム、専門講習会、学生会講演会などの事業を実施する。 

また、本支部の賛助会活動を促進し、産官学との連携及び支部活動の促進を図るべく、新たな
事業を検討していく。 
10-1 事業 

10-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催特別講演会 1 回、主催・共催一般講演会 10 回、協賛・後援講演会

10 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のものを 1 回予定する。 
ウ．ワークショップ：アンテナ・伝播研究会と共催のものを 1 回予定する。 
エ．国際フォーラム：IEEE と共催にて１回を予定する。 
オ．支部連合大会：本支部共催にて 9 月 27 日、28 日に大分大学にて 1 回予定する。 
カ．その他の活動：新たな支部活動を企画・実施する。 

10-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア． 小中高生向け事業：小中高生を対象にした本支部主催の科学教室を 4 回開催する。 

10-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア． 学生会講演会：本支部主催のものを 9 月 26 日に琉球大学にて 1 回予定する。 
イ． 学生ブランチ：琉球大、大分大、宮崎大、福工大、佐賀大、長崎大、福大、熊本大、鹿 

児島大、崇城大、九工大 計 11 校 
ウ． 学生ブランチ交流会：本支部主催のものを 1 回予定する。 

10-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア． 支部連合大会にて優秀論文発表を選定し、連合大会講演奨励賞の表彰をする（8 名以内）。 
イ． 支部連合大会にて協賛企業講演を行った賛助会会員発表者を貢献賞の表彰をする（賞状 

のみ）。 
ウ． 学生会講演会にて、優秀論文発表を選定（講演件数の 10%程度）し、学生会講演奨励賞

の表彰をする。 
エ． 優秀な成績で卒業する学部・学生を選定（学科につき 1 名）し、成績優秀賞の表彰をす 

る。 
オ．優秀な成績で卒業する大学院、高専専攻科を選定（学科につき 1 名）し、学術奨励賞の

表彰をする。 
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	・実施校、支部の企画を大会の中心テーマに据えるなど、開催地或の魅力を打ち出す。大会スローガンを定めるなど、各大会の特色を打ち出す。
	・産学官連携や最新の技術動向を扱うソサイエティ横断的な企画を強化する。
	・若手会員がソサイエティの枠を超えて企画を提案、実施できる体制を整え、新鮮でエネルギッシュな企画を強化する。
	・各ソサイエティで実施されてきた魅力的な企画（Poster SessionやWelcome Partyなど）を、可能な範囲で他のソサイエティに波及させる。
	・大会を、現在の論文発表中心の場から、大学-企業-行政間、企業-学生間　のネットワーク構築の場へと進化させる。
	・懇親会の魅力化を図る。
	４．規格調査会に関する事項（定款　第4条　ニ号）
	主にIEC文書を主に審議する。また、経済産業省よりの標準化委託事業を受託する予定。
	５．選奨に関する事項（定款　第4条　ホ号、ヘ号）
	下記の各賞について規程に沿って選定する。
	2013年度まで教育活動協議会傘下の生涯教育委員会、CPD委員会、小中高生科学教室委員会で推進していた活動については、2014年度からサービス委員会の所掌となっており、JABEE関連活動を推進しているアクレディテーション委員会と共に、引き続き学会の教育、人材育成に関する活動を推進していく。
	技術者の継続教育であるCPDについては、本会に於いては会員にとっての有用性訴求、資格制度等との連動が課題である。2018年度も他組織（電気・情報系CPD協議会、日本工学会CPD協議会、大学などの機関）と連携して活動を継続する。魅力ある資格制度については人材育成の教育プログラムが検討課題であり、これと連動したCPDプログラムの意義向上と会員への訴求を図る必要がある。CPDポイント管理システムについては、当学会における利用状況や他学会との連携の状況を踏まえ、適宜必要な対応をしつつ継続する。
	８．学会からの情報発信に関する事項（定款　第4条　ヘ号）
	８．１　ホームページの積極的な活用
	世の中の技術革新及びわが国のSociety5.0の実現を目指す流れに対応した本会の活動範囲の拡大に伴い、産学官の連携、人材育成プラットフォームの充実や新会員獲得施策の促進に向けた、学会運営や会員管理の効率化、情報共有のための電子媒体の一層の活用が必要となっている。そこで、前期から超スマート社会（Society5.0）を目指した活動範囲の拡大及びサービス基盤の向上を掲げて、創立100周年記念事業の一つとして取り掛かった。

	4 2018年度ソサイエティ事業計画（案）
	Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業
	＜ソサイエティ及びグループ事業概要＞
	U◎　基礎・境界ソサイエティ、NOLTAソサイエティ
	○ 基礎・境界ソサイエティ
	総論
	○ NOLTAソサイエティ
	総論
	2018年度中に予定されている国際会議としては、WDN-5G ICC2018 (The 11th International Workshop on Evolutional Technologies & Ecosystems for 5G Phase II)、iWEM2018 (2018 IEEE International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition)等があり、引き続き...
	U◎　エレクトロニクスソサイエティ
	企画会議：エレソ全体の財務立案と把握、企画の取りまとめと発信、会員サービスの充実、対外広報などを担当している。今年度に引き続き次年度も「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業費」に関する予算を確保し、会員活性化・増加施策の強化を図る。具体的には、エレクトロニクスソサイエティ賞の継続、学生会員活性化を目的としてエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞及び優秀学生修了表彰の運用強化/継続、2014年度から電子化したエレソNewsletterの記事内容の更なる充実、会員向け公開コンテンツ（ソサイエティプレ...
	更に、エレソの在り方WGと連携し、中長期的財政基盤強化に向けた施策を実行していく。具体的には、2014年度に設定した“赤字体質脱却に向けた中期的収支数値目標”に関する達成度の検証、及び、必要に応じた同目標の修正、予算の実行状況と次年度予算案の精査、新たな増収施策についての検討と立案、フィードバックをかけやすい予算/決算審議運用の継続等に注力していく。さらに、財務の観点から研究会改革及び論文誌オープンアクセス化の議論に参画し、財務健全化を図る。
	編集出版会議：出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3論文誌発行を 担当している。IEEEの各論文誌が高い評価を得ている現状で、エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、次を進める。
	ELEXはオープンアクセスのレター論文誌という特長を堅持し、引き続き速報性の維持・向上に努めていく。2017年度からの掲載料値上げによる財務基盤の強化に基づき、さらなる査読・編集プロセスの効率化を進める。編集委員の海外比率を高めるとともに、2016年から導入した特別編集幹事制度を今年度も継続し、編集委員のリソースを質の高い査読プロセスに集中することで、国際的な評価とインパクトファクタ(IF)の向上を目指す。
	英文誌は特集号作戦を維持しながら、ELEXで獲得した世界の研究者からの投稿を促進する。また編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の海外比率を高め、各種国際会議との連携を 強める。さらにIF向上施策の一環として、IEEE Xplorerへの掲載、掲載論文の早期公開等について検討を進める。
	和文誌は日本人会員の母国語による教育・知識普及の効果が高い特長を生かすため、掲載料免除の招待論文枠を活用し最新技術の解説やチュートリアル的な論文を強化する。また、研究会や大会との連携を強化し、発表者に投稿勧誘のメールを送付する、あるいは注目を集める技術に関する特集を企画するなどの施策を継続し、論文投稿数の増加を図る。
	研究技術会議：研究専門委員会(研専)の活動活性化策立案、新規研専の設立や時限研専の継続の審議、研専関係財務の掌握、ソサイエティ大会統括、国際会議運営支援、シスターソサイエティ対応などを担当している。学会の研究活動の主体を成す研専が一層活発になるよう経費も含めた運営方法の改善を図るとともにHP維持管理費の補助や研究会活性化費による支援等を推進する。エレソ改革の一環として、2016年度より研究会を関連する技術領域に大別し、3つの領域委員会に再編成するとともに、横断的な議論のための連携会議の運用を開始し...
	情報・システムソサイエティ（以下、ISSと略す）は、情報処理技術とコンピュータ・通信・人間を融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としている。本ソサイエティの役割は、会員に研究発表と交流の場を提供することであり、ひいては重要な社会基盤である情報技術分野の持続的な発展と情報社会での様々な問題解決に貢献することにある。ISSが同研究分野の日本での中心的活動母体であり続けるために、2018年度は、論文誌、研究会等の強化に重点を置いて活動を展開する。
	■論文誌
	論文は研究の最終成果であるので、できるだけ多くの研究者が参照できるよう努力を継続する。2017年の1年間には、英文誌、和文誌とも、934件と374件の論文(レター含む)投稿があり、それぞれ378件と99件の論文が厳正な査読を経て採択された。
	✔英文論文誌では、2017年1月から他ソサイエティに先がけて、過去の発行論文を含め、J-STAGEに搭載されている全論文のオープン公開を試行した。英文誌では、オープン公開化に合わせて冊子体別刷を廃止し、省資源化した。アクセス数は数倍に増加しているが、投稿数増加にはまだ時間がかかりそうである。オープン公開の効果については、学会全体で情報共有している。また､論文査読の質向上と海外会員の増加を目的として､海外研究機関に所属する編集委員の大幅な増強を進めている。さらに、英文論文誌では、2017年度より、論...
	✔和文論文誌では，査読の質向上および査読委員データベースの充実を目指し、編集委員による査読委員評価を継続すると同時に、編集委員の質の向上を目指し、新任編集委員の初期担当論文全てを委員会審議案件とする試みを継続する。また、様々な方が投稿しやすい論文誌とするため、研究専門委員会との連携をさらに進め、特集号の充実を引き続き実施するとともに、読者の興味を惹くよう「解説論文の招待」を推進する。
	✔掲載料が未納の場合があるため，掲載料の先払い制を早期に行うことを検討している。
	■研究会
	2017年の一年間で、ISSの研究会では、総計2,644件の発表が行われた。研究会活動のさらなる充実を図るために、研究会技報の完全電子化、参加費・登録費制度の実施、スポンサーシップの促進、ショートペーパー論文の受け入れ、活性化準備金の活用を進める。
	✔技報の電子化については、2017 年に試行実施、そして2018年度から完全電子化する。電子化に伴い、技報の年間購読費（個人・企業や図書館等を含む）にかえて、2018年度から研究会への参加費と、その年間登録制度を導入する。電子化された技報の電子ファイルを研究会の参加に伴ってダウンロード配布する形に変更する。また、企業や図書館等において書籍的意味合いで年間購読していた需要に対応するために、技報電子ファイルのダウンロードをサイトライセンスやパスワード認証により行う「技報アーカイブ」も導入する。さらに、...
	✔研究会へのスポンサーシップの在り方について検討する．2017年度に、一部の研究会において、スポンサー付きのイベントを開催した。これをケーススタディとして、研究会開催時のスポンサー料の目安などのガイドラインを策定する。本ガイドラインの策定により、研究会イベントや研究会における産学連携の活性化が期待できる。
	✔ショートペーパー論文として、2015年度より、一部の研究会において、Extended Abstract 相当の原稿だけで発表可能な様式を試行している。本試行は発表件数の増加につながっており、今後も継続する。
	✔会員の研究発表や技術交流を行う研究会の活性化にむけて、研究会の独自企画の促進するよう活性化活動準備金を活用する。各研究専門委員会の研究会内の特別企画等のイベント、国際会議の主催・共催による国際化などの活動をより効果的に行う。
	✔技術の急速な発展に伴い、専門分野間の重なりや距離感も変化しているので、中長期的な研究会の体制を作るため研究会相互の連携のありかたについて検討する。
	■総合大会、FIT
	総合大会、FITは、広い情報分野の研究者間の意見交換や学生の研究発表の場として有効である。2017年の総合大会では、ISSでは、406件の発表があり、FITでは、469件の発表があった。
	✔FITについては、運営の体制や企画の見直しを進めている。活発な研究会活動との連携を高めることで、参加者の増加促進を図る。また、情報科学技術フォーラムという名称にふさわしいようIEICE, IPSJに加えて、情報処理関連の他学会との連携も模索する。
	✔総合大会のISS企画である学生ポスターセッションは、毎年200件強の発表があり、盛況なため今後も継続する。さらに，学生の学会への積極的参加を促す目的で、企業研究者と学生の交流の場として通信ソサイエティが企画していた「ウェルカムパーティ」が全ソサイエティの連携企画となった。これにISSも加わり、特に学生ポスターセッションの活性化にもつなげていく。
	■ソサイエティ誌の活性化
	ソサイエティ誌は、ISSの広報の役割を担ってきた。2018年度は、研究会、国際会議、コンテスト等のソサイエティ活動の活性化に向けて、運営・参加者側の視点からの情報発信を行う企画や、学会事務局とソサイエティ会員の円滑な連携を支援する情報発信を検討する。ソサイエティ誌のより現在に適した形の検討を進める。
	■運営について
	運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（会長、次期会長、各副会長、庶務幹事、和文論文誌・英文論文誌・ソサイエティ誌の各編集委員長）、研究専門委員会委員長を加えた拡大運営委員会を開催している。2018年度もこれらの運営のための会合を継続することにより、ここで各活動に対する議論を行う。電子会議も積極的に活用し、委員が議論に参加しやすい体制を継続する。
	U◎　ヒューマンコミュニケーショングループ
	１．ソサイエティ大会に関する事項（定款　第4条　ロ号）
	２．国際会議に関する事項（定款　第4条　ロ号、ヘ号）
	（1）International Workshop on Attractiveness Computing in Multimedia (ACM)
	2018年6月，横浜（HCG）
	（2）The 33rd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
	Communications (ITC-CSCC 2018)
	2018年7月4日(水)〜7月7日(土)，バンコク, タイ (ESS: 共催)
	（5）The 13th International Workshop on Security (IWSEC 2018)        2018年9月3日（月）〜9月5日（水），仙台市，宮城県 (ESS: 共催)
	（6）2018 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
	(NOLTA2018)
	2018年 9月3(月)〜9月6日(木)、タラゴナ、スペイン(ESS・NLS: 主催)
	（7）The 2018 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2018)
	2018年9月5日(水)〜9月7日(金), フフホト，内モンゴル, 中国 (ESS: 主催)
	（8）The 9th International Workshop on Image Media Quality and its Applications
	(IMQA 2018)　2018年9月27日(木)〜9月28日(金), 神戸，兵庫県(ESS: 主催)
	（9）The 2018 International Symposium on Information Theory and its Applications
	(ISITA 2018)
	2018年10月28日(日)〜10月31日(水), シンガポール，シンガポール(ESS: 主催)
	（11）The 24th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2019)
	2019年1月21日(月)〜24日(木)，東京(ESS: 共催)
	３．出版に関する事項
	2018年度の年間ページ数を表に示す。
	（ア）和文論文誌
	（イ）英文論文誌
	３．２　電子ジャーナル（定款　第4条　イ号）
	NOLTAソサイエティでは、英文論文誌「Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (略称NOLTA)」を年4回発行する。
	エレクトロニクスソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Electronics Express」(略称ELEX)を年24回発行する。
	◎ NOLTAソサイエティ
	Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE
	◎ 通信ソサイエティ
	IEICE Communications Express
	◎ エレクトロニクスソサイエティ
	IEICE Electronics Express
	３．３　ニューズレター、ソサイエティ誌（定款　第4条　イ号）
	５．研究会等に関する事項（定款　第4条　ロ号、ハ号）
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