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平成 25 年度 事業計画 

＜概要＞ 
 本会は、明治44年 (1911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、研究会を学会組織に改め、大正 6 年 (1917 年)に電信電話学会が創立されたことに始まり、それ以来、

約100年の長きにわたって、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行ってきた。平成 25 年度は、新法人に移行後 2 年目の事業年度で

あり、引き続き、一昨年度制定した「理念」の下、電子情報通信及び関連する分野の国際学会として、学術

の発展、産業の興隆、人材の育成並びに社会との連携を促進することにより、健全なコミュニケーション社

会の形成と豊かな地球環境の維持向上に貢献する活動を続ける。このような基本方針の下、学会を取り巻く

環境変化に効率的に対応できるよう、組織や運営に関する抜本的な改革を並行して進める。 
 本会の事業は、組織面から本部事業、ソサイエティ及びグループ事業、支部事業の三つに分けられる。 
 
＜活動の基本方針と共通課題＞ 
 一般社団法人移行後2年目の年度として、法人法、新定款、新規則に従った運営を定着させる。 
 一方、本会設立の目的及び事業等は新定款においても不変であり、新法人移行後も会員サービス等、本会

の価値を向上させる施策を継続実施する。すなわち、平成 24 年度に引き続き、本会の活動を、①「研究発

表」、②「教育」、③「標準化を含む中堅技術者向け事業」の三つの軸で推進する。ここ数年続いている会員

数の減少傾向の中で、特に企業所属会員の減少率が高いこと、必然的に会費の減収傾向を大前提とした運営

が必要であることを共通課題と認識し、昨年度来実施している「持続可能な学会運営」の具体的検討を推進

し、実施可能な施策から試行を含め実施する。 
 
（財政基盤確立） 「持続可能な学会運営」の基本は、個々の事業の収益と費用が合理的にバランスすること

であり、独立採算、受益者負担等の施策を合理的に適用する。具体的には、会誌の発行に代表される全

会員を対象とした事業は、主に会費でその費用を負担し、論文誌発行、大会、研究会開催等に代表さ

れるソサイエティ事業は、受益者負担を基本として収支バランスに配慮した運営とし、内部組織としての

ソサイエティ単位で独立採算を目指す運営を継続実施する。更に、個々の事業についても、会費収入を含

めた独立採算化（広義の受益者負担）の運営として見直し、会員サービスを低下させずに経費を削減する

等、会費減収傾向に対処可能な学会運営を目指す。一例として、大会予稿集はDVD版をオリジナルとし、

冊子体はオプションとしてその作成コストを購入会員等に負担頂く受益者負担の考えを反映する。 
（横断検索システムの構築） 会誌、論文誌、技報・大会・国際会議予稿集をはじめとする学会コンテンツの

アーカイブ化を推進するととともに、既存アーカイブのメタデータを統合化し、知的横断検索を可能とす

る“IEICE Knowledge Discovery” (略称 I-Scover)の構築を推進しつつ試行運用と普及推進を開始する。

本会コンテンツ以外にも適用範囲を拡大し学術オープンデータとしての価値を高めるとともに、多言語コ

ンテンツも視野に入れ、国際化に資する活動として展開する。 
（会員増強） 会員数の減少課題に対処するため、多様な会員層に対する会員メリットの再検討、学会として

の魅力作りに組織的に取り組む。同時に学会を取り巻く環境変化に対応した会員制度を検討する。 
（広報活動） 電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、平成22年度から試行してきた国際的展

示会での本会研究会等の開催については、広報委員会を主幹とし、恒常的に開催する。また、学会活動の

周知、学会からの情報発信及び本会ホームページのリニューアルなど、広報活動を強化する。 
（グローバル化への取組み） 活動の盛んな海外セクションを特別セクションとして、事業計画、活動費等、

例外的扱いを検討し、試行することにより、海外セクション活動の活性化を加速する。並行して、各セク

ションの活性化、参加地域数の増大を図る。また、国際委員会の下に設置したタスクフォースの活動を基

に、アジア地域を中心とした本会活動のグローバル化を継続、推進する。個人会員の約 10％まで増加し

た海外会員に対するサービス向上策を検討、具体化する。 
（Webシステムの改善） 本会のWeb基盤システム、会員管理システム、投稿論文管理システムなど、Web

システムの改善を継続実施する。これまでに構築した認証基盤、会員情報連携基盤及び会員管理システム

の刷新に続き、研究会、大会関連システムの利便性向上等、更なる会員サービス向上を目指す。 
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（ロードマップ） ソサイエティ／グループの協力を得て作成した2050年に至るロードマップについて、外

部への意見照会を行いつつ、そのブラッシュアップを図る。また、作成したロードマップの今後の展開に

ついて検討を進めるほか、本会Webページ等を通じた情報発信を行う。 
 
＜本部事業＞ 
（○は平成25年度新規、あるいは大きな変更を含むもの、・は平成25年度も継続して取り組むものを示す） 
以下に平成25年度の主な事業計画を示す。 
 

（１） 会員増強、会員サービスの向上に関して 
○ 会員増強に向けて、海外会員を含めた会員サービスの向上策の継続的検討を行う。特に、若手正員の

活性化施策を検討、実施する。非会員学生の大会参加費の大幅値下げに伴う学生員数の変化、正員と

しての定着率の把握、非会員学生の卒業後の入会促進施策の効果測定を行い、更なる会員サービスの

検討に資する。 
・ CEATEC JAPAN 2013連携開催として、本会分野の課題を論じる特別シンポジウム、研究発表会等

を企画し、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化施策として恒常的に開催する。 
 ○ Webシステムの改善実施の一環として、論文投稿システムに適用した会員情報連携機能を研究会、大

会受付システムにも適用し、投稿者等の会員向けサービスを更に向上させる。 
 ○ 選奨活動の一環として導入したシニア会員制度の定着に伴い、シニア会員をフェロー選出の母体とす

る決定をしたことを受け、本件に関する広報等、シニア会員制度の更なる活性化を検討する。 
○ 海外会員及び外国人会員に対するサービスとして「IEICE Global Plaza」のメールマガジン配信及

び会誌掲載を更に充実させるとともに、海外セクションが企画、実施する講演会等の開催を活性化す

ることによって、更なるサービスの向上を図る。 
○ 会誌編集の改善を更に進め、より身近な機関誌とすると同時に、既に実施した「会告」のWeb掲載 
  を発展させ、Web掲載を前提とした「会告」として掲載内容、編集構造を見直す。 
・ 第8次総合版ハンドブック（知識ベース）の作成を進め、Webによる一般公開を充実させると同時に、 
  編ごとに購読ニーズを確認し、一部を単行本として出版する。 
○ 魅力的な新刊書の企画を実施すると同時に委託出版形態の適用により、ニーズに見合った出版とする。 
  また、電子出版事業の検討を再開する。 
・ 大会等のイベント会場に託児施設を設け女性が参加しやすい環境作りを継続実施する。 
・ 個人情報保護並びにセキュリティの確保に努める。 

 
（２）教育面での活動 

｢教育活動協議会｣の下で、｢生涯教育委員会｣、｢アクレディテーション委員会（Accreditation Policy 
Council）｣、｢CPD（Continuing Professional Development）委員会｣、｢小中高生科学教室委員会｣

活動を推進する。 
（生涯教育委員会） 先端オープン講座は、企業の開発者のニーズに応える開催形態として短期集中コース

(2日)及び午前、午後の終日講座等を開催する。また、Webによる講座の検討を加速する。 
（アクレディテーション委員会） JABEE（Japan Accreditation Board for Engineering Education）は

定着した活動として、電気学会、情報処理学会と協力して3学会で平成25年度も審査を実施する。 
（CPD委員会） CPD活動は技術者資格の確立に向けた具体的な活動を行う。平成25年度は、会員メリ

ットの観点からの有効な施策について継続検討する。 
（小中高生科学教室委員会） 青少年の科学離れに対処するための「子供の科学教室」活動を平成25年度

も継続的に推進する。本活動については支部との連携を更に発展させ、地域に根差した活動を目指す。 
 
（３）その他の活動に関して 
 ・ 「電気・情報関連学会連絡協議会」において、共通課題に対して継続して取り組む。毎年 7 月と 1 月

に実施する電気・情報系5学会連携の会で協力施策について継続的に取り組む。 
 ・ 最高裁判所に推薦、派遣している「専門委員」について、引き続き、積極的に協力する。 
○ 平成29年に迎える100周年記念事業に関して、設置した実行委員会を中心に検討を具体化する。 
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Ⅰ．本 部 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、

既に定着した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見て記

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。 
（１） 本 文 

平成 25 年度の年間ページ数並びに発行部数と平成 24 年度の実績との比較を表に示す。 
 平成 25 年度 平成 24 年度 
年間ページ数（目次、巻頭言を含む） 1,148 ページ 1,134 ページ 
年間発行部数 361,200 部 358,100 部 

特集、小特集、特別小特集は以下に示す内容で発行する。 

25 年  4 月小特集    像メディア評価学の手ほどきと最新動向 

5 月特集     M2M 時代のサービスとそれを支える情報通信技術 
6 月小特集    エレクトロニクス分野におけるシミュレーション技術の進展 
8 月小特集    サービス産業活性化のための測る化・見える化 

―現場起点の技術と認知科学との融合― 
9 月小特集    医用電気機器実用化への最前線 
    小特集    計算限界の解明への多面的アプローチ 

――P vs NP に向けた最前線―― 
10 月特別小特集  東北から明るい未来を創る ICT 技術 
11 月特集     携帯電話の聞く・聞かせる技術 
12 月小特集     SDN が創る未来のネットワーク 

26 年  1 月特別小特集   超成熟社会，発展のための科学と社会システム 
2 月小特集    光通信インフラの飛躍的な高度化にむけた技術開発の動向 
3 月小特集    4 月会誌編集委員会で第一次目次案提出予定 

（２）会 告  642 ページ 
会員に諸行事を有効に伝えるとともにオンライン化を視野に入れた試行の検討

を行う。 
ほかに国際委員会に設置された国際企画タスクフォースの企画・編集による

IEICE Global Plaza 26 ページを計画する。 
（３）広 告  144 ページ 

有効な活用法を開拓し、広告収入の安定と増大を目指す。 
 
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は新規企画を行い、売上げ増大を図る。また、在庫数の適正化を図

り経費節減に努めるとともに、委託出版等の持続的な出版事業の在り方について検討を行う。単

行本の発行予定は新刊が 2 点、重版が 3 点を予定している。 
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。 
会誌等での宣伝等を通じて拡販に努める。 
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１．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
次期総合版ハンドブックを全電子化しデータベース化したハンドブック（知識ベース）として社

会一般へ広く普及するよう内容の増大を図る。 
また、知識ベースの内容を素材とした単行本発行については、必要ならば新規執筆も含めた再編

集を行う方針で多くの読者に受け入れられるような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） 

平成 25 年 5 月 25 日（土）に機械振興会館で開催する。 
 
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 海外セクション代表者会議（定款 第 9 章） 

総合大会の中で開催し、各海外セクション活動の現況報告のほか、本部・海外セクション間の

連携と要望等について意見交換や審議、検討する。 
 

３．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 3 検討委員会 
委員会開催数     80 回 
受託標準化事業数    3 件（予定） 

 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

平成 25 年度は、下記の各賞については規程に沿って選定することとする。 
功績賞        原則として 5 名以内 
業績賞        イ号、ロ号 各約 3 件 
論文賞        12 編 
喜安善市賞       1 編（論文賞中から） 
学術奨励賞      ソサイエティごとに発表件数の 1.5 %以内 

 
なお、新しい賞を含めて今後の選奨の在り方について選奨委員会で検討を行い実施する。 
 

５．教育に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

 平成 18 年度に発足した生涯教育委員会、アクレディテーション委員会、CPD 委員会、小中

高生科学教室委員会で構成する教育活動協議会を中心に活動する。平成 25 年度も更に充実した

活動を展開する。 
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５．１ 生涯教育委員会について 
「先端オープン講座」は、受講者数の減少化対策及び、企業のニーズに応えるため、開講形態

を、主に演習を含む短期集中コースとして実施する。企業における新入社員教育への活用策とし

ての講座の紹介、他学会や関連資格試験受験者への講座の紹介及び協賛学会会員の受講料割引特

典など、効果の見られる対策を継続実施するとともに、講義内容・実施方法等の見直し、及び新

たな講座の開拓も継続的に検討していく。平成 24 年度同様開講回数は、春季講座、年 1 回の開

講として集中開講する。 
 
５．２ 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・認定は軌道に乗り、定常化してきた。本会はア

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。平成 25 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、従来どおり 3 学会の共同主催とするが、JABEE の定

着に伴う受講者の減少に対応し、3 学会で年 2 回の開催とし、本会は春の講習会を主幹する。 
アクレディテーション委員会とは独立して、平成 18 年度に立ち上げた、「技術者教育と優良実

践研究会」は、教育プログラムに携わる教員の FD（Faculty Development)の場を設け、平成

19 年度から活動を開始し、平成 25 年度は更に活動を強化する。 
 

５．３ CPD 委員会について  
平成 24 年度に引き続き、CPD ポイント登録制度及び学会認定技術者資格について検討を進め

る。同時に、他組織～電気電子・情報系 CPD 協議会、日本工学会・CPD 協議会、大学などの

機関～と密に連携して、CPD の有用性を確認しつつ、適宜必要な施策を立案し活動を進める。

また、学会内での啓発活動も引き続き継続的に行っていく。 
 

５．４ 小中高生の科学教室について 
社会及び青少年に科学に興味を持たせる啓発活動「子供の科学教室」は、｢小中高生科学教室

委員会｣において、支部との連携を拡大しながら活動する。「子供の科学教室」を円滑に推進する

ために、平成 14 年度から会員からの寄付を募っている募金活動は、平成 25 年度も継続して行

う。寄付金は｢子供の科学教室｣活動に有効活用する。 
 

６．海外セクション代表者制度に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 平成 25 年度は八つの地域の海外セクション代表者 11 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。平成 24 年度に引き続き本会活動の周知・宣伝に努めて会員増強

と海外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。 
 2013 IEICE Information and Communication Technology Forum (IEICE CFT2013) 

2013 年 5 月 29～31 日、Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 
 

７．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 
 ７．１ ロードマップについて 
   ロードマップ委員会では昨年度 4 ソサイエティ・1 グループの協力を得て 2050 年に至る本会

所掌技術分野のロードマップの素案を作成し、3 月の総合大会にてその概要を公表した。 
今年度は外部からの意見照会を行いつつ、そのブラッシュアップを図る。また、作成したロー

ドマップの今後の展開について検討を進めるほか、本会 Web ページ等を通じた情報発信を行う。 
  ・本会分野の技術ロードマップ（専門／非専門家向け、等）のブラッシュアップを行う。 

  ・本会Webで公開するとともに、機会を捉えて分野ごとの講演、討論等を実施。 

  ・本会分野の技術者に情報提供（広報のコンテンツ）。 
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 ７．２ ホームページのリニューアル 

本会ホームページ(トップページ)をリニューアルする。ホームページの和文並びに英文ページ

を更に充実させ、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向けた広報戦略を強化するとと

もに国内･海外会員へのサービスの充実を図る。 
  ・改組したWebページ企画・運営委員会は、将来、Webページ編集委員会（仮称）とする方向

で、当面、会誌編集委員会等と連携した検討推進。 

  ・まず、トップページのデザインの刷新、2階層以下の階層構造の検討、コンテンツの現行化。 

  ・並行して、トップページ掲載内容の責任委員会の明確化、ガイドライン等の整備。 

  

 ７．３ 国際的展示会でのシンポジウム・研究会の恒常実施体制、等 

電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、平成 22 年度から試行してきた国際的展

示会での本会分野の課題を論じる特別シンポジウム、研究発表会等の開催については、広報委員

会を主幹とし、恒常的に開催する。 
また、CEATEC JAPAN 2013、MWE2013 等、平成 25 年度も各展示会にブースを設け、本

会活動の周知・宣伝と併せて会員募集活動を推進する。 
 
 ７．４ 横断検索システム“IEICE Knowledge Discovery”の構築（定款 第 4 条 ハ号、ヘ号） 

会誌、論文誌、技報・大会・国際会議予稿集をはじめとする学会コンテンツのアーカイブ化を

推進するととともに、既存アーカイブのメタデータを統合化し、知的横断検索を可能とする横断

検索システム“IEICE Knowledge Discovery” (略称 I-Scover)の構築を推進する。平成 25 年 2
月に立ち上げた理事会直轄の I-Scover プロジェクトにより、学会全体として、第 1 期システム

の試行運用と第 2 期システムの構築、利用普及活動を開始する。 
本会コンテンツ以外にも適用範囲を拡大し学術オープンデータとしての価値を高めるととも

に、多言語コンテンツも視野に入れ、国際化に資する活動として展開する。 
 
８．その他の事項  
８．１ 会員増強について 

会員増強に向けて会員サービスの向上策の継続的検討を行う。特に、若手正員の活性化施策を

検討、実施する。非会員学生の大会参加費の大幅値下げに伴う学生員数の変化、正員としての定

着率の把握、非会員学生の卒業後の入会促進施策の効果測定を行い、更なる会員サービスの検討

に資する。 
 

８．２ 100 周年記念事業 
  平成 29 年に迎える 100 周年記念事業に関して、設置した実行委員会を中心に検討を具体化す

る。検討期間を要する 100 周年記念出版に関する WG については、先行して、具体的活動を加

速する。 
 

８．３ 他学会との連携について（定款 第 4 条 ヘ号） 

  平成 15 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、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るなど進めてきた。平成 25 年度も 7 月と 1 月に定

例会議を開催し、電気・情報系 5 学会の連携施策について継続的に取り組む。 
 

８．４ 男女共同参画について（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 
平成 15 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
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きるようにするための活動を行ってきたが、平成 25 年度は、男性、女性共に、有意義な学会参

加が行えるような企画を行う。今年は特に、男女共同参画学協会連絡会が行う大規模アンケート

の本会分の解析、会誌での男女共同参画に関する記事の連載、大会での企画のほか、中高生の電

子情報通信工学分野への進学支援や学生の企業見学などを企画する。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等を引き続き実施する。 
 

８．５ 最高裁判所への協力（定款 第 4 条 ヘ号） 

平成 16 年度に最高裁が新たに採用した専門委員制度に関して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。 
 

９．会員に関する事項（定款 第 3 章） 

(1)新会員管理システムの導入により、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（役職履歴、受講履歴、CPD ポイン 
トの自動記録など）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)特殊員のオンラインジャーナル化を促進することにより、会費とシステムの実施・効果を継 
続的に検証する。また、冊子体論文誌の減少を図る。 

(5)海外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。 
(6)学生員の入会勧誘を促進するために、学生向け情報小冊子の発行、及びポスター、学生用入 
会案内を作成し、各支部及び学生に配布する。 

(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。 
(10)東日本大震災で被災された会員からの申請による会費免除を継続する。 
 
平成 24 年度末の会員数並びに平成 25 年度末の会員数予測値を以下に示す 
 名誉員 

・正員 学生員 准員 特殊員 維持員 合  計 

平成 24 年度末会員数 27,371 4,995 1 286 161 32,814 

平成 25 年度末会員数(推定値) 27,040 5,000 1 290 169 32,500 
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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 

 

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。平成 25 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

め以下の点を実施する。(a)平成 23 年度に設置したサブソサイエティのソサイエティ化検討のための

ワーキンググループによる答申を受け、具体的な実施のための計画を検討する。(b)和英論文誌は、

平成 23 年 10 月から全分野を統括して査読・編集作業を行う Editor 制を試行し、平成 24 年度から

本格的な実施に移した。これを更に各サブソサイエティが独立して論文誌の発行へとつなげ、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、各分野の掲載

論文をまとめ直したバーチャルな論文誌の電子発刊を検討する。(c) サブソサイエティ再編成に関連

したソサイエティ規程の改正の提案に向けて検討を行う。 
（２）国際化と海外会員へのサービスの充実 
現在、基礎・境界ソサイエティでは海外会員の比率が 10%を超えており、また英文論文誌の海外

からの投稿数が約 60%に達している。これら海外会員へのサービスを一層向上させるために、現在

実施している毎月のメールによる情報発信や、海外における英文論文誌の書き方講習会を、平成 25
年度継続的に実施するとともに、ESS の海外セクションの設置、海外の学会と、論文誌の割引を含

めたシスターソサイエティの締結などを更に進める。また、本ソサイエティまたはサブソサイエティ

や研究専門委員会の海外実施を奨励し、技報のオンライン公開について、基礎・境界ソサイエティと

して判断をまとめる。更に、学会で検討されている I-Scover の動きに協調し、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、和英論文誌及び NOLTA 英文論文誌に加えて機関誌として

Fundamentals Review を発行している。和英論文誌では、上記(1)-(b)の Editor 制の試行を経て、和

英論文誌の編集体制の一部を統一した。これら論文誌と機関誌のレベルの向上を図るとともに、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更に検討を行うと同時に、電子化後

の論文誌の在り方の変化を受けた発信力強化の試みを行う。 
（４） その他の活動 

 平成 24 年度から実施した、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、本部会議の遠隔

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(1)旅費補

助申請の促進、及び(2)資料データベース化の推進、などを進めてきた。基礎・境界ソサイエティの

運営の一部国際化も視野に入れて、遠隔の会員の各種委員会への参画を更に奨励し、基礎・境界ソサ

イエティの運営の活性化と国際化につなげると同時に、業務効率化を行う。 
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◎ 通信ソサイエティ 

 

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

の構築に貢献している。主な活動としては、情報通信分野の研究者・技術者が成果発表・討論・最新

技術開発動向の把握・交流を活発に行うことができる場の提供、次世代を担うグローバルに活躍でき

る人材の育成とそれを円滑に推進するための教育体系の整備・拡充、通信技術の標準化などがある。

また、情報通信は社会と密接な関わりを持つことから、情報通信に関する学問と技術の発展、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に向けて積極的に取り組んでいる。 
通信ソサイエティは平成 18 年度から他ソサイエティに先駆けて独立採算制の本格運用を開始した。

平成 19 年度には通信ソサイエティマガジンを創刊、平成 20 年度には技報・大会コンテンツのオン

ライン化トライアル、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

等の会員サービス向上を図った。平成 21 年度には講演論文集を Web 上で閲覧・検索できる CS アー

カイブスの運用を開始した。平成 22 年度には技報オンライン化の実運用をスタートさせた。平成 23
年度には、オンラインレター誌 IEICE Communications Express (略称 ComEX)の創刊準備を行い、

また、高度な文献蓄積・検索システムを学会自ら構築する検討を開始した。平成 24 年度には、横断

検索システム IEICE Knowledge Discovery（略称：I-Scover）の第 1 期システム構築を通信ソサイ

エティが主体となり行った。I-Scover は IEEE Xplore 相当の基本的な機能に加え、検索システムの

新しい潮流となりつつある Linked Data 化により、知的処理が可能な先端システムを目指すもので

ある。また、6 月にレター誌 ComEX を創刊、10 月に韓国 KICS とのシスターソサイエティ協定更

新を行った。 

平成 25 年度には、I-Scover の第１期システムの実運用・検証を開始し、コンテンツの拡充を目指

す。また、知的処理が可能な先端検索システムの利便性・優位性を目指し、第 2 期システム構築に

対する具体的な検討を行う。通信ソサイエティは、他ソサイエティの賛同・協力を得て第 1 期シス

テムを構築したが、電子ジャーナル・検索システムの整備・拡充は、学術団体として活動の根幹であ

り、その成否は電子情報通信学会の将来を左右する。よって、会誌、論文誌、国際会議プロシーディ

ング、研究会報告、大会講演論文など電子情報通信学会が著作権を有するコンテンツはもちろんのこ

と、賛助会員企業が刊行している技術誌、大学紀要なども、オンラインコンテンツとして、I-Scover
で検索対象にできるようコンテンツ拡充に対する検討を行う。なお、CS アーカイブス（通ソによる

大会講演論文閲覧サービス）で管理されている講演論文集に関しては、I-Scover 第１期システムで検

索可能とするため、認証基盤システムや CS アーカイブスなどの既存システム側に改修を行っている。 
また、平成 24 年度に創刊したレター誌 ComEX では、既存の英文論文誌のレターと ELEX の通信

分野を吸収するだけでなく、新しい需要を開拓し、出版業界において高い評価を受けることを目指す。

このほか、海外会員の増加、大会における英語セッションの拡大、通信ソサイエティ主催の国際会議

の増加などの方策を施し、グローバル化を更に推し進める。 
近年の景気低迷による企業の研究開発費の縮小、それに伴う研究従事者の減少などを要因としたソ

サイエティ会員の減少、分野によっては関連産業・研究課題の停滞感から他の場への流失が見られる。

更に、少子化・理系離れにより工学を志す学生の確保が難しくなっている実情もある。技術立国とし

ての未来の構築に通信ソサイエティが果たす役割は大きく、情報通信分野の再活性化が必須の課題と

なっている。また、ソサイエティ制が発足して 10 数年が経過し、ソサイエティの在り方も再検討の

時期に来ている。ソサイエティ執行委員会、研専運営会議、編集会議等でソサイエティ活性化に向け

た施策実施と人材登用を積極的に推進するとともに、会員が求めるサービスや要望に対して、迅速か

つ柔軟に対応できるよう、魅力あるサービスの拡充を行い、会員増強を目指す。平成 25 年度中に予

定されている国際会議としては、通信ソサイエティと韓国 KICS、KNOM との共同主催である国際

会議 APNOMS2013（2013 アジア・太平洋ネットワーク運用と管理シンポジウム）、通信ソサイエテ

ィとエレクトロニクスソサイエティとの共同主催である国際会議 OECC/PS2013（第 18 回光エレク

トロニクス・光通信国際会議／フォトニックをベースとするスイッチング国際会議）、CLEO Pacific 
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Rim（2013 レーザ・エレクトロオプティクスに関する環太平洋会議）、協催の国際会議

IEICE-ICTF2013（2013 IEICE 情報通信技術フォーラム）、ISAP2013（2013 アンテナ伝搬国際会

議）、EMTS2013（国際電波科学連合 B 分科会 2013 電磁界理論国際会議）、協賛の国際会議

EDAPS2013（先端実装システムの電気設計に関する IEEE 国際シンポジウム）などがあり、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、平成 26 年

度以降の国際会議を増加させるように努力する。 
 
 

◎ 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新施策の検討及び具体化を進めてきた。一層の活性化のため

には会員増強が重要なことから、会員サービス向上につながる具体的対策として、大会のソサイエテ

ィプレナリーセッションや研究会における特別講演のビデオ配信拡充、技報アーカイブ化、ソサイエ

ティ HP の充実、プレナリーセッションプログラムの拡充、研究専門委員会活動の強化、位置付けの

明確化による論文誌の質の向上などを行っている。また、その実施基盤となるソサイエティ運営を強

固かつ柔軟にするために、執行委員会資料 DB 化やリーダーズミーティング（研専幹事向けオリエン

テーション）などを継続している。今年度は、昨年度の状況をフィードバックして、継続して上記施

策に取り組むとともに、会員サービス向上のための情報発信や、企業会員参加促進のための様々な新

施策の立案実行を進め、その効果と課題を常にチェックしながら、最終目的実現に向けて迅速かつ的

確に対応していく。具体的な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。昨年度に引き続き今年度も「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て、エレソ独自の会員活性化施策の一層の拡充を図る。具体

的には、平成 19 年度に創設したエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞などの学生会員活

動支援の継続、平成 20 年 9 月から配信開始した会員向け公開コンテンツ（ソサイエティプレ

ナリーセッションやエレソ材料・デバイスサマーミーティングの特別講演等）の充実、平成

23 年度から開始した Newsletter 改革、国際化対応に向けたエレソ HP 英語維持管理版拡充な

どの施策を実施する。これら施策とともに、エレソ財務強化と会員増強を、エレソ Newsletter 
TF・エレソコンテンツ TF・エレソ財務 TF・エレソ会員増強 TF の各 TF 会議を通して推進

する。 
・ 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、論文誌発行など

を担当している。昨年度に引き続き今年度も電子メールによる勧誘など各論文誌の宣伝広報施

策を進める。ELEX については、論文誌の質の向上と迅速な論文掲載の両立を図るために、

新たな査読ルールの適用や論文の随時公開などの取組みを進めてきた。質の高い論文投稿促進

のために Call for paper やパンフレットを作成し、海外主要国際会議等での論文投稿の呼びか

けを継続して実施する。英文論文誌については、活性化のため特集号の強化策として、引き続

き招待論文の掲載別刷代一部免除を行い、投稿を促進する。また、Call for paper やパンフレ

ットを作成し海外主要国際会議等での論文投稿の呼びかけを積極的に行い、一般論文投稿件数

の増加を図っていく。和文論文誌では、投稿数の漸減が課題であるが、質の高い魅力ある論文

誌を目指して、特集号招待論文の掲載別刷代一部免除施策を続けるとともに、研究専門委員会

推薦論文の掲載別刷代一部半額免除、総合大会・ソサイエティ大会との連携による投稿勧誘等

の施策を引き続き行い、また、投稿論文の随時公開を実施して一般論文投稿件数増加に資する。 
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・ 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、技

報のアーカイブ化などの施策を推進する。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、海外セクションとの共

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。 
 
以上の施策を推進し、論文誌・研究会・大会・国際会議等のソサイエティ活動の充実を図り、会員

一人一人がアクティブに学会活動に参画して、様々な場面でエレソ会員であることに魅力を感じられ

るような体制作りに取り組んでゆきたい。 
 

◎ 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、コンピュータによる情報処理技術、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とともに、社会と技術分野の持

続的な発展に貢献することにある。技術分野に重なりのある関係学会とも連携した研究集会を企画・

運営している。ISS が同研究分野の日本での中心的活動母体となるように、平成 25 年度は、中長期

計画を明確にした上で、下記に重点を置いて活動を展開する。 
（１）研究会活動の活性化と、情報共有の方策の検討 

研究専門委員会や研究会はソサイエティ活動の中核を担っている。会員の研究発表や技術交流を行

う研究会の活性化は極めて重要である。各研究専門委員会の国際会議の主催・共催などによる国際化

も大切である。これらの活動をより効果的に行うためには、研究究専門委員会、技術会議、運営幹事

団との連携を深め、相互に支援できる体制が必要である。一方で、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。そこで、平成 25 年度は、研究会活動の更なる活性化と、研

究究専門委員会の新設や統廃合なども含めた中長期的な研究会の体制を作るために、ISS 内での相互

の情報交流の促進、各研究会活動の見える化、及び研究会間での情報共有が可能な方策を検討する。 
（２）ソサイエティ誌の充実 
ソサイエティ誌は平成 8 年度創刊以来、ソサイエティの活動と技術分野の動向を会員に提供する

ことを使命としてきた。平成 24 年度に行ったアンケート調査結果を参考にしつつ、今後は、ソサイ

エティ誌を ISS 独自の情報発信の手段として積極的に活用していく。特に ISS の各専門分野を横断

的に活性化するコンテンツの充実や、研究者の独自活動を紹介するコンテンツの充実を図る。ソサイ

エティ誌の電子化による提供の可能性も検討する。 
（３）論文誌の質を向上させる仕組みの検討 
情報・シムテム研究における日本での中心的活動母体となるためには、中長期的視点に立って、段

階的に論文誌の質を向上させる仕組み作りが不可欠である。(a)英文論文誌については、平成 23 年度

から検討ワーキングを立ち上げ、インパクトファクター向上策、電子ジャーナルの可能性などについ

て検討をしている。平成 25 年度は、特集号の電子公開のトライアルとその効果の評価、特集号やサ

ーベイ論文を充実させるための研究会との連携について検討する。(b)和文論文誌については、平成

25 年度は、学生論文特集号やシステム開発論文の継続を行うとともに、サーベイ論文や解説論文の

充実や、新たに論文の査読方法の改善についても検討を開始する。 
（４）会員サービス充実と会員数増加施策 
会員サービスの充実と会員数増加施策を中長期的な視点から実行する。平成 24 年度から着手して
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いる日本語・英語ホームページ更改を継続することにより、研究会の活動の一般会員への情報発信や、

グローバルな会員への情報発信を強化し、会員サービス・会員数増強につなげる。これは Web 企画

小委員会と連携して実施する。ホームページ作成の外注や、その更新体制も検討する。 
（５）技報電子化の推進と大会原稿電子化の検討 

研究会活動の見える化を促進するために、継続的に検討している技報の電子化を早期に実現する。

平成 25 年度は電子化のトライアル運用を開始しアンケート調査などを行う。大会論文の電子化につ

いて検討を開始する。財政面を考慮しつつ論文の横断検索システムである I-Scover との連携を深め

ていくことで、会員からの ISS の技報、大会論文、論文誌の論文等へのアクセスについて一層の便

宜を図る。 
（６）ISS の運営体制の強化 

平成 23 年度から、運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（現在の参加者は、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）を

定期的に開催することにより、ISS の運営の強化を図っている。平成 25 年度も運営幹事会を継続す

ることにより、ここで各活動に対するグローバルな議論や、その費用対効果などの検討を行う。今後

は、電子会議を積極的に活用するなどにより、各委員が議論に参加しやすい体制を強化する。 
 

◎ 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グループ（HCG）では、現在の情報通信社会の先にある、「人間」

を中心に据えた情報通信システムの在り方を考えるべく、人間とコミュニケーション、情報メディア

とコンテンツ、福祉や心理、医療、教育などの「人間が中心となる様々な領域の研究」を、基礎的な

課題から最新のホットな話題に至るまで幅広く取り上げている。ソサイエティとは異なり、比較的小

規模なグループという組織体系をとることによって運営に機動性を持たせ、柔軟で分野横断的な活動

を精力的に展開してきている。特に、平成21年度からは、HCGシンポジウムを研究会横断型で企画

し、研究会の連携を深める活動が定着しつつある。またHCGとして長年取り組んできた、障害のあ

る人も積極的に学会へ参加するための「情報保障」への取組みも引き続き行っている。 
平成25年度は、これらの成果や経過を踏まえ、以下の活動を計画する。 

（１）電子情報通信学会の中においてHCGのユニークな活動と存在価値を理解してもらえるような

取組みを積極的に行っていく。具体的には、総合大会やFITにおける特別企画を提案してグループの

研究分野のアピールに努め、和文論文誌、英文論文誌での特集企画の提案などを組織的に行って研究

成果を可視化する。また、ソサイエティとの新たな連携活動について検討する。 
（２）他分野の学会などとの連携をこれまで以上に広げ、新規分野の開拓に努める。具体的には、こ

れまでにつながりのなかった分野の学会と共同の研究会の開催を推し進めるとともに、新たな学際領

域の開拓に向けた時限研究会の新設を進める。更に、国際的な学会との連携も検討する。 
（３）グループ内の研究会の更なる活性化と研究会間の連携を一層深める。具体的には、グループ全

体の活動として定着しつつあるHCGシンポジウムの更なる活性化のための改善、各研究会の活動形

態の改善、Webの充実を図る。 
（４）これまでに行ってきた情報保障の取組みと普及活動を引き続き積極的に行う。具体的には、研

究会、HCGシンポジウムなどでの実践、HCGのWebを通じてのアピールなどHCGの取組みの見える

化を促進する。 
（５）HCGの将来像を長期的な視点に立って検討するため、ロードマップを作成する。また、今年

度はＨＣＧが扱う幅広い分野からの論文に対する査読基準の検討を行う。 
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１．大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

１．１ 2013 年ソサイエティ大会 
基礎・境界、通信、エレクトロニクスの 3 ソサイエティ合同で開催する。 

期 日 平成 25 年 9 月 17 日（火）～20 日（金） 
場 所 福岡工業大学（福岡市） 
講演件数は約 2,000 件が見込まれる。 
 

１．２ 2014 年総合大会 
4 ソサイエティ合同で開催する。 
期 日 平成 26 年 3 月 18 日（火）～21 日（金） 
場 所 新潟大学 五十嵐キャンパス（新潟市） 
講演件数は約 3,000 件が見込まれる。 

 
１．３ 情報科学技術フォーラム（FIT）2013 

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 平成 25 年 9 月 4 日（水）～6 日（金） 
場 所 鳥取大学（鳥取市） 
講演件数は約 750 件が見込まれる。 
 

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）URSI Commission B 2013 International Symposium on Electromagnetic Theory

（EMTS2013） 
2013 年 5 月 20 日～5 月 24 日, 広島国際会議場, 広島市(ES) 

（2）The Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics2013(CLEO Pacific Rim2013) 
2013 年 6 月 30 日～7 月 4 日, 京都国際会議場，京都市(ES) 

（3）18th OptoElectronics and Communications Conference / International Conference on 
Photonics in Switching2013（OECC/PS2013） 
2013 年 6 月 30 日～7 月 4 日，京都国際会議場，京都市（ES/CS 共同主催） 

（4）2013 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications（NOLTA2013） 
2013 年 9 月 8 日(日)～9 月 12 日(木)，ニューメキシコ州サンタフェ (ESS) 

（5）The 6th International Workshop on Image Media Quality and its Applications 
（IMQA2013） 
2013 年 9 月 12 日(木)～9 月 13 日(金)，東京都 (ESS) 

（6）Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar(APSAR2013) 
  2013 年 9 月 23 日～9 月 27 日，つくば国際会議場，つくば市（ES） 
（7）Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS2013) 

2013 年 9 月 25 日(水)～9 月 27 日(金), 広島国際会議場, 広島市 (CS) 
（8）2013 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia（SISA2013） 

2013 年 9 月 30 日(月)～10 月 2 日(水)，名古屋市 (ESS) 
（9）8th International Workshop on Security (IWSEC 2013) 

2013 年 11 月 18 日(月)～11 月 20 日(水)，沖縄 (ESS) 
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３．出版に関する事項 

３．１ 論文誌（定款 第 4 条 イ号） 
和・英論文誌ともそれぞれ、各ソサイエティにおいて編集を行い、電子版での公開及び冊子

体の発行を行う。なお、公開システムの改修を行う。 
平成 25 年度の年間ページ数並びに発行部数を表に示す。 

 

（ア）和文論文誌 

 平成 25 年度 

総ページ数 7,140 ページ 
（論文 587 件、レター122 件） 

年間発行部数 30,000 部 
（イ）英文論文誌 

 平成 25 年度 

総ページ数 11,080 ページ 
（Paper 1,054 件、Letter 244 件） 

年間発行部数 26,400 部 
 

以下、ソサイエティごとの平成 25 年度の予定と内訳を表で示す。 
 
◎ 基礎・境界ソサイエティ 

 平成 25 年度 
和文論文誌 1,150 ページ 
英文論文誌 3,300 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 381 ページ 1,276 ページ 
特集・小特集 636 ページ：5 回 1,884 ページ：10 回 
その他（総目次など） 133 ページ 140 ページ 

◎ 通信ソサイエティ 
 平成 25 年度 

和文論文誌 1,840 ページ 
英文論文誌 2,960 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 630 ページ 1,802 ページ 
特集・小特集 1,070 ページ：8 回 1,005 ページ：8 回 
その他（総目次など） 140 ページ 153 ページ 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
 平成 25 年度 

和文論文誌 710 ページ 
英文論文誌 1,820 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 258 ページ 528 ページ 
特集・小特集 353 ページ：3 回 1,177 ページ：9 回 
その他（総目次など）  99 ページ 115 ページ 
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◎ 情報・システムソサイエティ 
 平成 25 年度 

和文論文誌 3,440 ページ 
英文論文誌 3,000 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 1,034 ページ 1,864 ページ 
特集・小特集 2,225 ページ：9 回 961 ページ：7 回 
その他（総目次など） 181 ページ 175 ページ 

 
３．２ 電子ジャーナル（定款 第 4 条 イ号） 

基礎・境界ソサイエティでは、ペーパーレス Web 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、ELEX、NOLTA に続く電子ジャーナル「IEICE Communications 
Express（略称 ComEX）」を平成 24 年 6 月に創刊した。 ComEX は、Editorial Committee
として、Editor-in-Chief のほか、Editor、 Associate Editors、 Advisory Members を選任し、

通信分野の工学を中心に基礎、光、ネットワーク、無線、無線システム、マルチメディアシステ

ムなどの学際的雑誌として世界に類を見ない国際レター誌を目指している。随時発行とし、年間

70 件の掲載を目指している。 
エレクトロニクスソサイエティでは、ペーパーレス研究速報英文論文誌「IEICE Electronics 

Express」(略称 ELEX)を随時発行しているが、平成 25 年 4 月から早期公開（編集前の採録原

稿を公開）を開始する。 
 

◎ 基礎・境界ソサイエティ 
Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 

 平成 25 年度 
総ページ数 690 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 50 件 

 
◎ 通信ソサイエティ 

IEICE Communications Express 
 平成 25 年度 

総ページ数 406 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 70 件 

 
◎ エレクトロニクスソサイエティ 

IEICE Electronics Express 
 平成 25 年度 

総ページ数 1,790 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 260 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。平成 25 年度も同じペースで刊行を予定している。 
（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。 
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（3）エレクトロニクスソサイエティ（4 回／年）、情報・システムソサイエティ(5 回／年)はニ

ューズレターを発行し、会誌に同封して送付する。 
（4）ヒューマンコミュニケーショングループ（2 回／年）では、ニューズレターをメールにて

送付する。 
 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

各賞とも規程どおりに選定することとする。 
◎ 基礎・境界ソサイエティ 

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           1 編 
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 

◎ 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 

◎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 
FIT ヤングリサーチャー賞    発表件数の 1.5％以内の受賞者 

◎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     5 件 
最優秀インタラクティブ発表賞      1 件 
優秀インタラクティブ発表賞       2 件 
学生優秀インタラクティブ発表賞     2 件 
学生インタラクティブ発表奨励賞     4 件 
学生口頭発表賞             2 件 
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５．研究会活動に関する事項（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、25 年度も更に活発

に講演会、サマーミーティング等を行う。 
 

（１）第一種研究会は、下記の表に示す 78 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 17 

通信ソサイエティ 19 

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 78 
 
 

第一種研究会の平成 25 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 平成 25 年度 
開催数 発表件数 

基礎・境界ソサイエティ 104 1,708 

通信ソサイエティ 138 2,714 

エレクトロニクスソサイエティ 108 2,080 

情報・システムソサイエティ 136 2,375 

ヒューマンコミュニケーショングループ 20  453 

計 506 9,330 
 

（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。 
平成 24 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と平成 25 年度末の会員数の

予測値を表に示す。24、25 年度末の会員数については、和・英論文誌が冊子体からオンライン

版へ移行、会費の前納制への移行実施等、変動する要因も多いが、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 CS ES ISS HCG 計 

24 年度末登録数 6,259 11,809 6,537 11,516 905 37,026 

25 年度末登録数（推定値） 6,100 11,800 6,400 11,400 900 36,600 
※ ESS：基礎・境界ソサイエティ、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、下記の考え方に基づいて、来年度の事業計画を立てることとする。 
◇毎年実施していて効果的な事業を継続する。 

・支部連合大会 ・各種講演会（学生向けを含む） ・学生会見学会 
◇北海道支部ならではの施策を実施する。 

・インターネットシンポジウム ・参加型の専門講習会 
◇最近、問題となっている“若者の理科離れ”を防ぐための施策を実施する。 

・リフレッシュ理科教室 ・ロボット・トライアスロン ・その他様々な理科実験等 
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．見学会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
エ．専門講習会：講演と実習を伴う講習会を学生向けに行う。  

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（2件を予定）。  

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．学生ブランチ活動（北海道大学）：北海道大学から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．支部内の各大学から学生員を推薦してもらい，その中から優秀なもの（学生会員数の 10％
以下）に対して学生奨励賞を授与する。 

イ．インターネットシンポジウムで発表した学生員の中から優秀なもの（講演件数の 10％以

下）に対して優秀発表賞を授与する。 
 

２．東 北 支 部 
一般事業では、東北地方における電子情報通信関連分野及び学会の活性化を目指し、本支部管

轄の会員及び関連する地域の学生、学校、企業を対象とした各種講演会、見学会等を実施する。

また、教育事業として、地域社会貢献と教育を目的とし、小中高生向けイベントの企画・実施、

並びに子どもの科学教室、講師派遣などを予定する。 
2-1 事業 
2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．学術講演会：各大学における講演会を 18 回開催する。 
イ．地区講演会：各高専における講演会を 6 回開催する。 
ウ．特別講演会：外国人を招へいしての講演会を 4 回開催する。 
エ．学術公開講演会：電気学会東北支部と共催とする講演会を 1 回開催する。 
オ．先端技術シンポジウム：専門技術の普及を目的とし，先端技術に関するテーマについて 
  複数の講師による講演を 2 回開催する。 
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カ．見学会：学生向けの見学会を 1 回開催する。 
キ．支部連合大会：電気関係 7 学会の東北支部及び IEEE 仙台セクションが主催となり開催

する。 
ク．その他事業：学生会講演会、講習会、及び他の組織との共催・協賛で行うイベント等を

4 回，JASA（組込みシステム技術協会）東北支部との連携イベント 2 回を開催する。 
2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ヘ号） 
小中高生向け事業：小中高生向けイベントの企画・実施、並びに子供の科学教室、講師派遣

などに適宜対応し、事業として 8 回開催する。 
2-1-3 学生ブランチ活動（定款 第 4 条 ロ、ヘ号） 
東北大学、仙台高専に学生ブランチを設置し、講演会の開催等の活動を行う。 

2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．優秀学生論文賞：支部連合大会における発表論文の中から優秀論文を選定（エントリー

件数の 10％以下）し、表彰する。 
イ．学生ブランチ活動奨励賞：学生ブランチ活動の中心となり活性化に貢献した学生（各学

生ブランチ構成員の 10％以下）を選定し、表彰する。 
ウ．優秀学生表彰：本支部所属の各学校の学生を対象に、成績上位者を選定（前年度末時点

の本支部管轄の学生員数の 10％以下）し、表彰する。 
 

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 5 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 3 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 5 回を予定する。 
オ．その他の活動：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 4 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企画・ 
実施する（4 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 2 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 2 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．学生ブランチ：慶大、千葉工大、千葉大、津田塾大、電通大、都立高専、日大、日本女

子大の計 8 校に学生ブランチを設置し、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） 
学生会研究発表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、東京支部

学生奨励賞の表彰をする。 
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４．信 越 支 部 
 シニアを含めたメンバーへの貢献、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 12 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．その他の活動：新たな会員サービスを企画・実施する。 

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設置し、研究発表会の開催等の活動を行う。 

4-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
 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

の表彰をする。 
 信越支部内の大学及び高等専門学校の中から学生員が数多く発表し、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の表彰をする。 
 

５．東 海 支 部 
前年度取組み実績を基に、東海地区会員への有益性を念頭に、講演会･見学会･専門講習会等を

企画･実施する。 
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 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 2 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 6 回（最大 10 回）を予定する。 
イ．研究発表会：本支部共同主催のもの 2 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：4 大学の運営を予定する。設置大学は、名古屋大学、豊橋技術科学大学、 

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（発表件数の 10％以下）、表彰する。 
イ．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 

（申請者の 10％以下）、学生研究奨励賞の表彰をする。 
 

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，見学会を実施す

る。更に，学生の活性化を促進するために，論文賞，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：各校主催のもの 12 回（各校 1 回、予備 1 回）を予定する。 
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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．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：本支部の主催するもの 12 回を予定する（11 校分＋予備 1 回）。 
イ．研究発表会：本支部の主催するもの 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，学生優秀発表論文賞の表彰

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，優秀学生表彰を授

与する。 
 

７．関 西 支 部 
関西（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）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。 
学会が地域にとってより身近なものとなるよう、支部らしさを前面に出す、一般に関心を持たれ

るトピックを選ぶといった工夫を行う。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 2 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 5 回（うち 4 回は少人数制）を予定する。 

7-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ、ヘ号） 
ア．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、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 
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） 
ア．講演会：他の団体と提携し、年25回程度開催する。うち5回程度は本支部主催。 
イ．見学会：他の団体と提携し、年1回程度開催する。 

  ウ．専門講習会：他の団体と提携し、年1回程度開催する。 
エ．シンポジウム：本会活動に有意義なシンポジウムへ積極的に協賛する。 
オ．電気記念日行事：共催団体の一員として、平成26(2014)年3月の記念行事に参加する。 
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  カ．電気・情報関連学会中国支部連合大会：平成25(2013)年10月19日(土)に、岡山大学にお

いて開催する。幹事学会は、電気学会中国支部。 
8-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

  ア．学生向け講演会及び見学会：講演会・見学会を年6回程度開催(主催)する。 
  イ．学生会自主活動の活性化。 
    (i)学生会と支部との連携を図り、学生会自主活動への支援（学生ケータイあわーど等）。 
    (ii)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。 

 

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に寄与できるよう、メンバーへ

サービスを充実させる。また、地域社会への貢献を考えた講演会、シンポジウム、見学会、地域

イベント等を企画、実施する。更に、学生会活動の活性化を促進するとともに、四国支部の特徴

を示せる活動について検討を進める。 
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 20 回を予定する。 
イ．シンポジウム：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 2 回を予定する。 
エ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・実施する。 

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 10 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．展示会：本支部主催のもの 3 回を予定する。 
エ．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）においては講演

会の開催や交流会などの活動を行う。 
オ．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。 

9-2 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」を設け、四国内の大学・高専における特に優秀な学生を表彰する。本賞は昭和 59 年に

制定され、現在まで継続している。 
 

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、当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：本支部主催の特別講演会 1 回、主催・共催一般講演会 10 回、協賛・後援講演会
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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．支部連合大会：本支部共催にて 9 月に熊本にて 1 回予定する。 
オ．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 2 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 1 回予定する。 
イ． 学生見学会：本支部主催のものを 2 回予定する。 
ウ． 学生ブランチ：琉球大、大分大、宮崎大、福岡工大、佐賀大、長崎大、福岡大、熊本大 

計 8 校 
エ． 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 
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． 電気学会九州支部沖縄支所講演会にて優秀な論文発表を選定（講演件数の 10%程度）し、

沖縄学術講演奨励賞の表彰をする（賞状＋副賞）。 
オ． 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。 
カ． 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。 
以上 
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