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平成 25 年度事業報告 
１．概況 

前年度に引き続き、本会の「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改善を並行して進めた。 
ここ数年続いている会員数の減少傾向の中で「持続可能な学会運営」を推進するため、会員サ

ービス維持・向上を考慮しつつ、財務体質改善に取り組んだ。具体的には、平成 23 年度財務タ

スクフォース答申に基づく施策として、平成 26 年 1 月号からの会誌会告ページの廃止（電子化）

と、平成 26 年 4 月からの冊子体論文誌廃止を実行に移すことを決定した。また、今年度も財務

タスクフォースを組織し、個々の事業運営の更なる経費節減や増収策の検討・提言を行うととも

に、各種会議の経費節減にも取り組んだ。 
一方、会員サービス維持向上、国際活動の強化に向けた横断検索システム（I-Scover）のサー

ビスを開始し、普及促進活動も併せて進めた。並行して、会員管理システム刷新開発、会誌電子

版サービスの開始、各種コンテンツの電子化など、将来に向けた学会の各種システムへの投資を

進めた。また、学会の発展に不可欠の国際活動を活性化するため、海外セクションを国際セクシ

ョンと名称を改めるとともに、国内支部との連携を目指した活動を開始した。 
 

２．本部事業 

（１）各種会議 
平成 25 年 5 月 25 日の定時社員総会において、井上会長、酒井次期会長を代表理事とする平

成 25 年度役員体制を発足させた。 
理事会 9 回開催をはじめ、理事会傘下の各種委員会等を開催し、学会の円滑な運営を行った。

また、学会財務健全化を目指した財務タスクフォース、今後の学会の発展を目指した学会のあ

り方タスクフォースなどを理事会直下に立ち上げて課題検討を進めた。 
（２）出版 

本会の「実施事業」の柱である会誌発行事業については、12 冊、合計 343,800 部（月平均

28,650 部）を平成 25 年度に発行配布した。会員サービス向上の一環として、会誌オンライン

ジャーナルによる電子版サービスを平成 26 年 1 月 6 日に開始した。 
（３）選奨 

第 75 回功績賞を 5 名に、第 51 回業績賞を 6 件 13 名に贈呈することを決定した。 
第 70 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 7 回喜安善市賞をその中の最も優秀

と認めた 1 編に贈呈することを決定した。 
第 76 回学術奨励賞を 67 名（基礎・境界ソサイエティ 8 名、通信ソサイエティ 38 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 14 名、情報・システムソサイエティ 7 名）に対し贈呈した。 
（４）会員に関する事項 

定款に基づいて、名誉員に 5 名を推薦した。各ソサイエティからの推薦に基づき、フェロー

称号を 37 名に、シニア会員称号を 95 名に贈呈した。 
個人会員数については、平成 25 年度末で 31,164 名となり、前年度末から 1,203 名（うち名

誉員 2 名、正員 675 名、学生員 526 名）の減少となった。会員の減少傾向は続いており厳し
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い状況であるが、メールでの働きかけや各種入会勧誘施策など、減少傾向の歯止めに努めた。 
（５）教育関連活動 

生涯教育委員会による先端オープン講座の開催、アクレディテーション委員会を通じた

JABEE への協力、CPD 委員会による関連学会との協力、小中高生科学教室委員会の下での子

供の科学教室イベント（参加者 124 名）の開催など、教育活動協議会傘下の各委員会で教育

関連活動を展開した。 
（６）国際活動 

国際学会としての意識を学会内でも高めるため、海外セクションから国際セクションに名称

を改めた。特に、アジア地域、欧州地域の全 11 セクションの活性化、会員数の増大を目指し、

横断検索システム I-Scover の認知度向上・利用啓発活動を推進した。2014 年総合大会におい

ては、各国際セクション代表者の講演セッションに加え、国内支部長も参加する All Sections 
Meeting をスタートさせた。 

（７）情報発信 
技術ロードマップの外部への発信、ホームページのリニューアル、CEATEC JAPAN 2013

と連携したシンポジウム開催などを通じて、電子情報通信分野の魅力向上と学会への理解の浸

透を図った。 
平成 24 年度に開発した横断検索システム I-Scover 第 1 期システムによるサービスを平成 25

年 4 月 3 日にスタートさせた。普及促進のために国際セクションを通じた活動だけでなく、メ

タデータ活用法のコンテスト“I-Scover チャレンジ 2013”を開催して、海外を含めた認知度向

上に努めた。その結果、この 1 年で利用アクセス数は順調に伸びてきている。 
（８）規格調査会 

規格調査会活動として、委員会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 77 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 235 件であった。 
（９）その他 

・男女共同参画に関しては、2014 年総合大会で企画セッションを実施した。 
・創立 100 周年記念事業実行委員会傘下のコンテンツ WG メンバーを決定して体制を整えた。 
・電気系関連 5 学会による「電気・情報関連学会連絡協議会」活動では、年 2 回の定例会を継

続し、各学会の課題や取組みに関する情報交換・情報共有を行った。 
・関連学術団体等との協力・連携活動として、234 件の協賛・後援等を行った。 
・最高裁の専門委員制度に関して引き続き協力し、専門委員を 17 名推薦した。 
・会員サービスを支える情報システムに関して、会員管理システム刷新開発を進めた。更に学

会システムの可用性向上策、災害時復旧対策も行った。 
 

３．ソサイエティ事業 

平成 25 年度も、各ソサイエティごとに特色のある企画等を実施し、会員の研究成果の発表と

議論の場を提供する事業を中心に活動した。また、ソサイエティ連絡会を 4 回開催し、各ソサイ

エティ等の連携を図った。 
○ 基礎・境界ソサイエティでは、平成 25 年度は、サブソサイエティ体制の在り方や発展を考慮

した施策に重点を置く活動をした。和文及び英文論文誌、英文電子ジャーナル NOLTA を含む

三つの論文誌を発行するとともに、和文論文誌と英文論文誌を統合して査読や編集を行うエデ

ィタ制の試行を進めた。学会の国際化と会員増強を目指して、海外会員向けの活動も継続した。
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また、ソサイエティロゴも策定した。 
○ 通信ソサイエティでは、会計指針に沿って明朗な運営を行うとともに、執行委員会、会員事

業企画・運営会議、編集会議、研専運営会議、各特別委員、それぞれにおいてソサイエティの

活性化、会員サービス向上のための施策を進めてきた。I-Scover 第 1 期システム開発の仕上げ

として 1.1 期開発を担い運用にも協力した。財務課題、体制問題などについて、課題検討 WG
などで議論・検討を進めた。 

○ エレクトロニクスソサイエティでは、運営・執行委員会の下、企画会議、編集出版会議、研

究技術会議の 3 会議体制で、学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

具体化を進めた。会員サービス向上施策を推進するとともに、運営の効率化に対してはエレソ

財務タスクフォースを中心に現状分析とアクションの基本方針の提案をした。更に、将来のエ

レソの体質強化に向けての WG を発足させ、議論を開始した。 
○ 情報・システムソサイエティでは、情報処理関係研究の日本での中心活動母体となるよう、

①会員サービスの向上、②研専・論文誌・ソサイエティ誌の活性化、③資料のアーカイブ・リ

ポジトリの整備、に重点を置いて活動を展開した。FIT2013（情報科学技術フォーラム）を共

同開催する一方、FIT 予稿の大会アーカイブス搭載作業を実施し、I-Scover からの検索を可能

にした。また、ISS 論文賞に、新たに「システム開発論文」という論文種別を加えた。 
○ ヒューマンコミュニケーショングループでは、HCG シンポジウム 2013 を開催し、206 名の

参加と 108 件の発表があった。また、HCG ホームページの全面的リニューアルを行い、英語

化も実施して、HCG ニューズレターを新しいホームページ上にも掲載するようにした。 
 
（１） 大会 

・ソサイエティ大会を平成 25 年 9 月 17 日(火)～20 日(金)に福岡工業大学で開催した。参加者

3,067 名、公募講演数は 1,709 件であった。 
・総合大会を平成 26 年 3 月 18 日(火)～21 日(金)に新潟大学で開催した。参加者 4,777 名、公

募講演数 2,586 件であった。 
・FIT2013(第 12 回情報科学技術フォーラム)を情報・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及び情報処理学会が合同して、平成 25 年 9 月 4 日(水)～6 日(金)
に鳥取大学で開催した。参加者 1,301 名、講演数は 675 件であった。 

（２） 国際会議 
 国内会場で 11 件、国外会場で 3 件の国際会議を開催した。 

（３） 論文誌等出版 
・和・英論文誌は、各ソサイエティ別にそれぞれ 4 種類をオンラインジャーナルで公開し、オ

プションとして冊子体を発行・配布した。 
 和文誌：掲載総ページ数： 6,440 ページ、冊子体発行部数：30,600 部 
 英文誌：掲載総ページ数：10,385 ページ、冊子体発行部数：26,500 部 

・ソサイエティの電子ジャーナルとして、NOLTA（基礎・境界ソサイエティ）、ComEX（通

信ソサイエティ）、ELEX（エレクトロニクスソサイエティ）を発行した。 
・各ソサイエティ及びグループから、それぞれニューズレターやソサイエティ誌が出された。 

（４） 選奨 
・基礎・境界ソサイエティ：特別功労賞 1 名、功労賞 8 名、貢献賞 31 名、Fundamentals Review 
ベストオーサー賞 1 名 
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・通信ソサイエティ：ソサイエティ論文賞 11 編 
・エレクトロニクスソサイエティ：ソサイエティ賞 3 件、ELEX Best Paper Award 1 件、エ

レクトロニクスソサイエティ学生奨励賞 12 名、 
・情報・システムソサイエティ：ソサイエティ論文賞 1 編、功労賞 20 名、優秀ポスター賞 5
名、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 2 編、FIT ヤングリサーチャ

ー賞 8 名 
・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、インタラ

クティブ賞 17 件 
（５） 研究会 

 各ソサイエティ、グループで開催された第一種研究会の開催数と発表件数は下記のとおり。

（ただし共催、連催等の場合は、それぞれで重複集計。） 
・基礎・境界ソサイエティ 104 回 2,009 件 
・通信ソサイエティ 140 回 2,870 件 
・エレクトロニクスソサイエティ 108 回 2,266 件 
・情報・システムソサイエティ 135 回 2,682 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  20 回 529 件 

（６） 論文等データベース 
会誌、和文論文誌、技術研究報告、総合大会発表論文、ソサイエティ大会発表論文等につ

いて、国立情報学研究所(NII)並びに科学技術振興機構(JST)のデータベース作成に協力した。 
（７）会員数（平成 25 年度末） 

・基礎・境界ソサイエティ 5,976 名 
・通信ソサイエティ 11,401 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 6,266 名 
・情報・システムソサイエティ 11,128 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  898 名 

 

４．支部事業 

国内 10 支部（北海道、東北、東京、信越、東海、北陸、関西、中国、四国、九州）は、各地域

に密接した活動として、支部連合大会、各種講演会、シンポジウム、各種見学会、学生向けイベ

ント、学生奨励賞の授与、小中高生向けの科学教室等を展開した。一方、支部会議等を通じて、

費用対効果を考慮した資源集中の運営や地域活動の更なる活性化について、支部間で情報を共有

した。また、国際セクションとの連携に向け、今回スタートした All Sections Meeting には、国

内支部長も参加することとした。 
各支部の活動概要は以下のとおり。 

（１）北海道支部 
○一般事業：講演会 4 件、支部連合大会、専門講習会等主催。セミナー共同主催、イベント後

援等。 
○教育事業：大学と学生向けイベントを共同主催。応用物理学会、北海道ロボット教育推進会

と小学生向けイベントを共同主催。北海道総合通信局の小学生向けイベントを後援。 
○学生会事業：講演会 5 回、見学会 1 回、学生会研究発表会 1 回主催。学生ブランチ活動実施。 
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○選奨：学生員奨励賞 14 名、学生会インターネットシンポジウム発表賞 2 名、若手研究者表

彰制度表彰 10 名 
（２）東北支部 

○一般事業：学術講演会 16 件、地区講演会 2 件、特別講演会 2 件等主催。支部連合大会、学

術公開講演会の共同主催。見学会、専門講習会の主催。他共催・協賛事業 5 件。 
○教育事業：小中高生向けの科学教室等 5 回実施。 
○学生ブランチ活動：東北大学、仙台高専に学生ブランチを設置し、講演会等実施。 
○選奨：学生優秀論文賞 1 名、学生ブランチ活動奨励賞 2 名、優秀学生表彰 20 名。 

（３）東京支部 
○一般事業：講演会 4 回、シンポジウム 3 回、地域イベント 4 回、見学会 6 回等主催。共催、

協賛、後援等 6 件。 
○教育事業：子供科学教室 1 回、連携・共同主催の教育イベント実施。 
○学生会事業：講演会 2 回、見学会 2 回実施。学生会報の発行・配布・Web 公開。学生員の卒

業研究論文及び修士論文の紹介、研究発表会開催。8 校の学生ブランチの講演会

等実施。東京支部学生功労賞の新設と、学生会運営委員会委員の委嘱状、活動証

明書の発行の実施。 
○選奨：学生奨励賞 17 名、学生功労賞 5 名 

（４）信越支部 
○一般事業：支部大会 1 回、講演会 5 回、専門講習会 1 回開催。 
○学生会事業：研究発表会 2 回開催。 
○選奨：学生奨励賞 16 名、ベストプラクティス賞 3 研究室 

（５）東海支部 
○一般事業：講演会 4 回、見学会 1 回主催。支部連合大会開催。小中高校生向け理科教育講座

1 回、専門講習会 1 回開催。 
○学生会事業：講演会 6 回、学生研究発表会 3 回、卒業研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生研究奨励賞 12 名、卒業研究発表会表彰 8 名 

（６）北陸支部 
○一般事業：講演会 7 回、支部連合大会、専門講習会 1 回開催。 
○学生会事業：講演会 6 回、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 29 名、優秀学生賞 12 名 

（７）関西支部 
○一般事業：講演会 1 回、見学会 1 回、講習会 6 回開催。 
○教育事業：講演会 2 回、共同主催の教育イベント 2 件実施。 
○学生会事業：講演会 2 回、見学会 1 回、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生奨励賞 7 名、優秀論文賞 5 名、学生功労賞 17 名 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 4 回主催。支部連合大会、講演会 7 回、見学会 1 回、専門講習会 2 回等共

同主催。電気記念日行事への参加、シンポジウム等への協賛 6 回。 
○学生会事業：講演会、見学会 6 回。学生ケータイあわーど 2013 のイベント実施。 
○選奨：連合大会奨励賞 23 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）59 校 95 名、学生功労

賞 10 名 
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（９）四国支部 
○一般事業：講演会 9 回開催。 
○学生会事業：講演会 5 回開催。支部連合大会における学生員交流会実施。 
○選奨：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 48 名 

（10）九州支部 
○一般事業：講演会 12 回主催、講演会/シンポジウム 15 件協賛・後援。支部連合大会、専門講

習会 1 回、ワークショップ 1 回開催。 
○教育事業：子供の科学教室、ものづくり教室、わくわく実験講座等開催。 
○学生会事業：講演会、国際ポスターセッション、学生ブランチ交流会等の実施。 
○選奨：連合大会講演奨励賞 8 名、学生会講演奨励賞 16 名、沖縄学術講演奨励賞 1 名、成績

優秀賞（学生）59 名、学術奨励賞 27 名 

５．選挙 

 平成 26 年 2 月 7 日～3 月 10 日に、Web 投票により平成 26 年度役員候補者及び代議員の選挙

を実施し、平成 26 年度代議員として 107 名が選ばれた。 
 

以上 
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平成 25 年度事業報告（詳細編） 
 
Ⅰ．本 部 事 業 
 
１．会議に関する事項（定款 第 4、6、9 章） 
 
１．１ 平成 25 年定時社員総会 

平成 25 年 5 月 25 日（土）午後 2 時から機械振興会館において平成 25 年定時社員総会を開

催した。代議員総数 111 名に対し、出席代議員数 93 名（委任状を含む）で、定款第 19 条に

定める代議員総数の過半数に達した。吉田会長を議長として下記議案を付議して、審議事項は

いずれも原案どおり可決承認された。 
・平成 24 年度事業報告 
・平成 24 年度決算書 
・監査報告 
・平成 25 年度事業計画 
・平成 25 年度収支予算 
・新理事・監事の選任 

 
１．２ 理事会 

年度内に 9 回の理事会を開催した。 
 
１．３ 理事会傘下の委員会等の開催状況 

・支部会議：2 回 
・企画室：7 回 
・倫理委員会：メール審議 1 回 
・教育活動協議会：1 回 
・アクレディテーション委員会：4 回 
・生涯教育委員会：4 回 
・ＣＰＤ委員会：6 回 
・国際委員会：3 回、メール審議 8 回 
・国際セクション代表者会議：1 回（All Sections Meeting の形態で実施） 
・会員増強委員会：3 回 
・選奨委員会：メール審議 2 回 
・シニア会員審査委員会：メール審議 1 回 
・フェローノミネーション委員会：1 回 
・功績賞・業績賞委員会：2 回 
・論文賞・学術奨励賞委員会：メール審議 3 回 
・著作権管理委員会：3 回、メール審議 10 回 
・大会委員会：2 回、メール審議 2 回 
・編集顧問会：1 回 
・編集連絡会：5 回 
・会誌編集員会：8 回 
・ニュース委員会：12 回 
・広告委員会：1 回 
・出版委員会：2 回 
・ハンドブック／知識ベース委員会幹事会：2 回 
・広報委員会・CEATEC 連携小委員会：2 回、メール審議 1 回 
・規格調査会委員会議：4 回 
・男女共同参画委員会：メール審議 1 回 
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・Web ページ企画・運営委員会：3 回 
・ロードマップ委員会：1 回、メール審議 1 回 
・100 周年記念事業実行委員会：1 回 
・I-Scover プロジェクト：3 回 
・ソサイエティ連絡会：4 回 
 

１．４ その他の会議等 
・財務タスクフォース：平成 25 年 7 月から平成 26 年 3 月まで、4 回開催 
・学会のあり方タスクフォース：平成 26 年 3 月からスタート 
・名誉員及び元会長を囲む会：平成 25 年 10 月 24 日、機械振興会館 B2 ホールにて開催 

 
 
２．出版に関する事項 
 
２．１ 会誌の発行状況（定款 第 4 条 イ号） 

全会員に共通の場として重要なメディアである会誌は、平成 25 年 4 月から 26 年 3 月まで

12 冊、合計 343,800 部（月平均 28,650 部）を発行配布した。 
電子化並びに会員サービスの一環として、平成 26 年 1 月号から従来の紙媒体での発行とと

もに、論文誌と同様の形態による会誌オンラインジャーナルを開始した。オンライン版は平

成 22 年 1 月号まで遡って閲覧可能とし、I-Scover 検索対象となるようにメタデータ整備を

行った。また、更なる電子化の検討として、スマートフォンやタブレットでも会誌が閲覧で

きるようなプッシュ型の電子的配信システムの検討も開始した。 
会告は既にホームページで閲覧できるように進めており、経費削減の一助として平成 26

年 1 月号から一部の記事を除き会誌掲載を廃止した。 
平成 25 年度の会誌記事の内容・件数及びページ数は次のとおりである。 
 
種 類      E 件数 ページ数 A種 類      E 件数 ページ数 

講    演 1 
 
 
 

7 オ ピ ニ オ ン 2 7 
4 月小特集（像ﾒﾃﾞｨｱ評価 7 42 ニュース解説 13 25 
学の手ほどきと最新動向） 総 合 報 告 0 0 
5 月特集 

15 80 
ソサイエティのページ 3 7 

(M2M サービスを支える EIC 記事 2 5 
情報通信技術） 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
6 月小特集（ﾏｲｸﾛ波・光ﾃﾞﾊﾞ 

7 32 
規格調査会報告  

0 
 
 
 

 
0 
 
 
 

ｲｽ分野におけるｼﾐﾕﾚｰｼｮﾝ 男女共同参画のページ 
技術の進展） 国 際 企 画 ﾀｽｸﾌｫｰｽ  
8 月小特集（サービス産業活性 9 44 学 生 会 報 告 2 16 
化のための測る化の新展開） 支 部 だ よ り 0 0 
9 月小特集（計算限界の解明へ 

5 17 
生 涯 教 育 0 0 

の多面的アプローチ―PvsNP 予 定 目 次 11 0 
に向けた最前線―） 学会ニュース 1 1 
9 月小特集（医用電気機器 10 37 慶    賀 3 3 
実用化への最前線） 追  悼  抄 3 3 
10 月特別小特集 

10 33 
国 際 会 議 25 9 

(東北から明るい未来を創 図 書 紹 介 16 8 
る ICT 技術)（東北支部） 国内文献目次 7 9 
11 月特集（携帯電話の 10 69 

図書寄贈一覧 
聞く・聞かせる技術) 本 会 だ よ り 6 
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 12 月小特集（SDN が創る 7 30 編 集 室 12 9 
未来のネットワーク) 役 員 等 口 絵  8 
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1 月特別小特集 
10 53 

総 会 ・ 選 奨  92 
（超成熟社会、発展のため フェロー口絵  2 
の科学と社会システム) 会 誌 総 目 次  9 
2 月小特集（光通信ｲﾝﾌﾗの飛躍的 7 30 学 会 編 集 室  8 
な高度化に向けた技術開発の動向） 会    報  0 
3 月小特集 

11 63 
IEICE Global Plaza（6 月号以降）    

 
10 22 

（酸化物エレクトロニクス 会  告（1 月号以降） 3 29 
の進展と将来展望） 計  1,034 
   巻 頭 言  12 
解    説 26 165 目 次  36 
講    座 0 0 IEICE Global Plaza（5 月号まで）  4 
寄    書 2 11 会  告（12 月号まで）  462 
回    想 1 4 論 文 誌 目 次  116 
学生／教養のページ 7 26 合 計  1,664 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）105.5 ページ 

 
２．２ 広告賞（定款 第 4 条 イ号） 

平成 25 年広告賞として下記の 2 点を選定した。 
【カラー広告部門】アンリツ株式会社 

「ステージには、この小ささが必要だった。」（2 月号） 
【一色刷り広告部門】富士通株式会社 

「未来を、もう一度。」（12 月号） 
 

２．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
（第 8 次）ハンドブック／知識ベース委員会において、編ごとに完成したコンテンツを知識

ベース会員限定 β 版へアップロードし、その後 3 か月を経過したコンテンツについて順次一

般公開を行った。 
また、「現代電子情報通信選書『知識の森』シリーズ」（オーム社委託出版）については、

知識ベースの原稿を素材としつつ、必要であれば新規執筆も含めて再編集を行うことで Web
公開されている内容との差別化を図る方針の下、新刊 2 点 2,400 部を発行した。 
新刊書は次のとおりである。 

新 刊 書 名 発行年月日 ページ数 部数 
将来ネットワーク技術 －次世代から新世代へ－ H25.9.25 270 1,200部 
ネットワークセキュリティ H26.3.20 256 1,200部 

 
２．４ 単行本（定款 第 4 条 ト号） 

新刊 4 点 3,100 部，重版 1 点 300 部を発行した。 
新刊書は次のとおりである。 

新  刊  書  名 判型 発行年月日 ページ数 部数 

新版 ULSIデバイス・プロセス技術 A5 H25.5.20 368 1,000 

非線形システムが社会を動かす B5 H25.8.25 184 1,000 

話し言葉対話の計算モデル A5 H26.2.15 224 600 

ナノインプリント技術 A5 H26.3.20 276 500 
また、会員増強策の一環として、新規入会者及びその推薦者に対し、図書割引購入キャンペ

ーンを行った。 
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２．５ 教科書「電子情報通信学会大学シリーズ」（全 59 巻）（定款 第 4 条 ト号） 
重版 3 点を発行した。（コロナ社委託出版）（昭和 55 年 8 月第 1 回配本以降既刊書目 52 点） 

 
２．６ 教科書「電子情報通信レクチャーシリーズ」（全 64 巻）（定款 第 4 条 ト号） 

大学院及び学部の学生を対象とし、併せて一般勉学者の参考に供するための新シリーズの

教科書として新刊 4 点、重版 5 点を発行した。（コロナ社委託出版） 
新刊書は次のとおりである。 

新  刊  書  名 発行年月日 ページ数 部数 
電子デバイス H25.5.10 198 1,000 

電子物性工学 H25.12.15 160 1,000 

コンピュータの基礎 H26.2.28 158 1,000 

電子情報通信と産業 H26.3.20 272 1,000 
（平成 14 年 3 月第 1 回配本以降通算 30 点） 

 
３．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

今年度の各選奨は所定の手続きによって選考が進められ、次のとおり各受賞者を決定した。 
 

３．１ 功績賞（第 75 回） 
安藤  真（東工大） 
齊藤 忠夫（トヨタ IT 開発センター） 
土井美和子（東芝） 
西尾章治郎（阪大） 
安田  浩（東京電機大） 

以上 5 名 
 
３．２ 業績賞（第 51 回） 

 選奨規程第 9 条イ号によるもの                   （業績名五十音順） 
業    績 貢 献 者（所 属） 

アドホックネットワーク・無線メッシュネットワー

ク技術の先導的研究開発 間瀬 憲一（新潟大） 

暗号解読の世界記録を達成し、次世代暗号の安全性

を確立する先駆的研究 

高木  剛（九大） 
下山 武司（富士通研） 
篠原 直行（NICT） 

移動通信における信号処理アンテナの先駆的研究 小川 恭孝（北大） 

以上 3 件 
選奨規程第 9 条ロ号によるもの                   （業績名五十音順） 

業    績 貢 献 者（所 属） 

100G デジタルコヒーレント光伝送方式の実用化 
富澤 将人（NTT） 
尾中  寛（富士通） 
菊池 和朗（東大） 

スーパーコンピュータ「京」の研究開発 
庄司 文由（理研） 
草野 義博（富士通） 
横川三津夫（神戸大） 

マルチポートアンプの発明とマルチビーム移動体衛

星通信実用化への貢献 
江上俊一郎（元静岡大） 
川合  誠（立命館大） 

以上 3 件 
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３．３ 論文賞（第 70 回） 
（分冊別掲載年月順・敬称略） 

Ａ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Secret Sharing Schemes Based on Linear Codes Can Be Precisely 
Characerized by the Relative Generalized Hamming Weight 
栗原 淳（KDDI 研）、植松 友彦、松本 隆太郎（東工大） 
平成 24 年 11 月号（EA） 

Ａ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

A 128-bit Chip Identification Generating Scheme Exploiting Load 
Transistors' Variation in SRAM Bitcells 
奥村 俊介、吉本 秀輔、川口 博、吉本 雅彦（神戸大） 
平成 24 年 12 月号（EA） 

Ａ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Image Recovery by Decomposition with Component-Wise Regularization 
小野 峻佑、山田 功、山岡 克式（東工大）、宮田 高道（千葉工大） 
平成 24 年 12 月号（EA） 

Ｂ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

ウェーブレット解析に基づく伝搬損推定モデルの精度評価法 
今井 哲朗（NTT ドコモ） 
平成 24 年 10 月号（B） 

Ｂ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Bitwise Operation-Based In-Network Processing for Loss Tomography 
松田 崇弘、滝根 哲哉（阪大） 
平成 25 年 2 月号（EB） 

Ｂ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Path Loss Model with Low Antenna Height for Microwave Bands in 
Residential Areas 
佐々木 元晴、山田 渉、北 直樹、杉山 隆利（NTT）  
平成 25 年 7 月号（EB） 

Ｃ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

MgO:LiNbO3周期分極反転構造電気光学ブラッグ偏向型一次元空間光変調

器 
井上 敏之、栖原 敏明（阪大） 
平成 25 年 4 月号（C） 

Ｃ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

磁気共鳴型無線電力伝送に対する高速人体数値ドシメトリ解析 
土田 昌吾、ラークソ イルッカ、平田 晃正（名工大） 
平成 25 年 6 月号（C） 

Ｃ 

論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

対表面照射型比感度 12.7 倍 1670万枚/秒 31万画素裏面照射型超高速度 CCD
撮像素子 
新井 俊希、米内 淳、林田 哲哉、大竹 浩（NHK）、 
バン クイク ハリー（テレダイン・ダルサ）、江藤 剛治（立命館大） 
平成 25 年 7 月号（C） 

Ｄ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Machine Learning in Computer-Aided Diagnosis of the Thorax and Colon 
in CT: A Survey 
鈴木 賢治（The University of Chicago）   
平成 25 年 4 月号（ED） 

Ｄ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

マルチコア CPU 環境における低レイテンシデータストリーム処理 
上田 高徳、秋岡 明香、山名 早人（早大）  
平成 25 年 5 月号（D）  

Ｄ 
 

論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

スペクトル理論のパターンマッチングへの応用とその性能評価 
上瀧 剛、内村 圭一（熊本大） 
平成 25 年 8 月号（D） 

（（A）、（B）、（C）、（D）：和文論文誌、（EA）、（EB）、(EC)、(ED)：英文論文誌、所属:掲載時の所属） 
以上 12 編 
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３．４ 喜安善市賞（第 7 回） 
 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Secret Sharing Schemes Based on Linear Codes Can Be Precisely Characerized 
by the Relative Generalized Hamming Weight 
栗原 淳（KDDI 研）、植松 友彦、松本 隆太郎（東工大） 
平成 24 年 11 月号（EA） 

以上 1 編 
３．５ 学術奨励賞（第 76 回） 

基礎・境界ソサイエティ：8 名 (五十音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演番

号 
兼本 大輔 山梨大 マルチビット量子化器が有するゲインを活用

したデルタシグマ変調器の提案 
ｿｻｲｴﾃｨ A-1-8 

栗原 拓哉 日本工大 ネットワーク構造を持つ PSO による非線形

BSS 
ｿｻｲｴﾃｨ A-2-1 

小林 栄太 NEC 多重ウェーブレット変換による小規模デノイ

ズ回路の設計手法 
総合 A-3-3 

澤田 めぐみ 三菱電機 観測データ欠落時における経路予測方式の評

価 
ｿｻｲｴﾃｨ A-12-6 

柴田 誠也 NEC 量子化誤差拡散を考慮したHEVCイントラCU
サイズ高速決定手法 

総合 A-20-3 

日山 文 関西大 携帯端末による印刷画像からの情報検出にお

ける歪み補正法の改良 
ｿｻｲｴﾃｨ A-20-5 

松原 崇 阪大 非同期セルオートマトンによる神経細胞応答

特性の再現 
総合 A-2-2 

八巻 俊輔 東北大 方向統計学に基づく実信号の位相限定相関関

数の統計的解析 
総合 A-4-23 

    方向統計学に基づく位相限定相関関数の評価

指標 
ｿｻｲｴﾃｨ A-4-28 

 
通信ソサイエティ：38 名 

  
受賞者 

所属 

(発表時) 
講演題目 大会別 

講演番

号 
Filippos 
Balasis 

早大 Offline Impairment-Aware RWA and 
Regenerator Placement in Optical Networks 
with Mixed Line Rates 

総合 BS-1-47 

    Traffic Grooming in Wavelength Switched 
Optical Networks with Mixed Line Rates 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-7-34 

Guoxiu 
Huang 

阪大 Phase-mismatching FWM method for the 
measurement of SSMF's chromatic 
dispersion and nonlinear coefficients 

ｿｻｲｴﾃｨ B-13-39 

Yanyan Ma NTT ドコ

モ 
System Throughput Evaluations for 
MU-MIMO Using LTE Codebook with 
Different Types of MMSE Receiver 

総合 B-5-55 

    System Throughput Evaluations of 
MU-MIMO Using 4-Tx Enhanced Codebook 
Considering MMSE Receiver Types in 
LTE-Advanced Downlink 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-64 
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石井 健二 三菱電機 IFDMA 技術を用いた PON システム上り方向

の低消費電力送信器の試作 
ｿｻｲｴﾃｨ B-10-64 

大石 将之 KDDI 研 ファブリ・ペロー・レーザの相互注入同期を利

用した光回線断検出法 
総合 B-10-65 

    ミリ波帯 RoF による 2 x 3 素子アレーアンテナ

の 2 次元ビーム制御 
ｿｻｲｴﾃｨ B-10-78 

太田 真衣 電通大 周波数共用型コグニティブ無線における自律

分散的なチャネルリストを用いた制御チャネ

ル選択への影響評価 

総合 B-17-35 

小倉 一峰 NEC 大規模 DTN 環境下における階層化ルーティン

グ方式 
総合 B-6-118 

堅岡 良知 新潟大 Very Large MIMO の干渉数に対する制御方法

の基礎検討 
総合 B-1-221 

    Zero Forcing を用いた Very Large MIMO の
干渉除去に関する基礎検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-199 

川嶋 喜美子 NTT 他覚的疲労感評価法における実験日影響の除

去 
総合 B-11-16 

    評価者の視機能に基づいた 3D 映像主観評価結

果の分析 
ｿｻｲｴﾃｨ B-11-19 

川本 雄一 東北大 衛星センサネットワークにおけるリアルタイ

ムデータ収集のための回線割り当て方式 
ｿｻｲｴﾃｨ B-3-20 

岸川 博紀 NTT フレキシブルグリッドネットワークにおける

光チャネルモニタの提案 
総合 B-10-78 

    光学補償とデジタル補償の連携による SPM 及

び XPM 補償の実験検証 
ｿｻｲｴﾃｨ B-10-49 

北村 匡彦 NTT LDPC 復号計算時間のモデル化手法の提案 ｿｻｲｴﾃｨ B-8-8 

木下 峻一 東北大 クライアント証明書を利用した耐災害性・耐障

害性を有する無線 LAN ローミングシステム 
総合 B-16-9 

栗山 侑 三菱電機 フェーズドアレーアンテナへの固定位相シフ

トを用いた量子化励振ベクトル合成法の適用 
総合 B-1-242 

    アナログ・ディジタル融合アダプティブアレー

におけるアナログ段干渉抑圧性能の改善 
ｿｻｲｴﾃｨ B-1-213 

黒木 圭介 KDDI 研 OpenFlow Controller における 1:1 冗長化手法

の検討 
総合 B-7-81 

    複数エリア構成を想定したOpenFlowコントロ

ーラの高信頼化 
ｿｻｲｴﾃｨ B-7-37 

後藤 崇行 KDDI 研 Android 端末向け通信品質測定自動化システム

の開発 
総合 B-11-4 

    基地局の輻輳情報に基づく Web トラヒック先

読み制御方式の検討 
ｿｻｲｴﾃｨ B-11-14 

齊藤 浩太郎 NTT 固形状の屈折率整合剤を適用した外被把持型

メカニカルスプライスの接続損失特性 
総合 B-13-1 

    外被把持型メカニカルスプライスを用いたケ

ーブル接続における MPI 特性 
ｿｻｲｴﾃｨ B-13-24 

坂本 泰志 NTT 光 MIMO システムにおけるモード合分波器特

性が復元精度に与える影響 
総合 B-10-19 

佐野 洋介 NTT ドコ

モ 
LTE-Advanced 下りリンクにおけるセル間逐

次干渉キャンセラに関する検討 
ｿｻｲｴﾃｨ B-5-62 
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須﨑 皓平 NTT 複数キャリアを用いた ESV 用分散アレーアン

テナの位相補償量算出に関する一検討 
総合 B-3-2 

    3 アンテナ固定局分散アレーアンテナ試作装置

の実験検証 
ｿｻｲｴﾃｨ B-3-12 

鈴木 晴香 三菱電機 測定情報の揺らぎを考慮した屋内基地局のセ

ルサイズ決定方法 
総合 B-5-193 

    基地局無線リソース使用率を考慮した屋内基

地局のセルサイズ制御方式の検討 
ｿｻｲｴﾃｨ B-5-101 

須藤 克弥 東北大 広域分散ストレージシステムにおける効率的

データ転送方式 
ｿｻｲｴﾃｨ B-3-19 

武田 大樹 NTT ドコ

モ 
垂直面角度広がりを考慮した垂直分割型

MIMO アンテナの室内実験評価 
ｿｻｲｴﾃｨ B-5-67 

田村 欣章 住友電工 長距離大容量伝送に適した極低損失純シリカ

コアファイバ 
ｿｻｲｴﾃｨ B-10-1 

東坂 悠司 東芝 M2M向け 3GPP LTEリソース割り当て方法の

検討 
総合 B-5-36 

中西 孝行 三菱電機 時間変調アレーアンテナにおける不要高調波

抑圧励振分布切換アルゴリズムの実験検証 
総合 B-1-213 

西村 康孝 KDDI 研 音を利用した家電利用状態推定方式の一検討 総合 B-19-31 
    音を利用した家電利用状態推定方式の基礎評

価 
ｿｻｲｴﾃｨ B-18-20 

額田 一利 NTT ドコ

モ 
災害対策と商用電力削減を両立するグリーン

基地局運用最適化の一手法 
ｿｻｲｴﾃｨ B-9-13 

服部 恭太 NTT 光 L2 スイッチネットワークにおけるマルチリ

ング対応型のタイムスロット同期方式の検討 
総合 B-12-10 

    光 L2 スイッチネットワークにおける時刻配信

型タイムスロット同期方式のタイムスロット

制御精度の評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-12-10 

稗圃 泰彦 KDDI 研 無線システム間負荷平準化のための端末遷移

確率導出法 
ｿｻｲｴﾃｨ B-15-3 

福園 隼人 NTT Massive MU-MIMO システムにおける

Implicit Beamformig に関する検討(その 2) 
総合 B-5-216 

    インプリシットフィードバックを用いた下り

マルチユーザ MIMO-OFDM システムのための

高精度重み付け合成校正法 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-1-9 

松嶋 徹 京大 差動伝送線路の屈曲部におけるコモンモード

発生抑制手法 
総合 B-4-41 

萬代 浩平 日立 直接受信光 QAM 伝送におけるバランス型受信

器のアンバランス検出 
ｿｻｲｴﾃｨ B-10-71 

三宅 裕士 東北大 準天頂衛星ロケーション・ショートメッセージ

通信システム用 SS-CDMA の瞬時収容数に関

する検討 

総合 B-3-9 

    QZSSショートメッセージ SS-CDMA通信にお

ける周波数偏差の影響 
ｿｻｲｴﾃｨ B-3-2 

村山 大輔 NTT 接続距離差の大きい ONU の一括収容のための

Discovery 手法 
総合 B-8-75 

    多分岐 EPON のための低遅延 Discovery 手法 ｿｻｲｴﾃｨ B-8-53 
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横山 良晃 三菱電機 形状を考慮した複数センサネットワーク間の

航跡相関アルゴリズム 
総合 B-2-3 

    形状と速度を考慮した複数センサネットワー

ク間の航跡相関アルゴリズム 
ｿｻｲｴﾃｨ B-2-31 

吉村 仁美 三菱電機 大規模光伝送網におけるレストレーションの

高速化に関する一検討 
ｿｻｲｴﾃｨ B-12-2 

渡辺 俊貴 東北大 無線端末過密環境において優先度制御を実現

するアクセス制御システム 
総合 B-16-10 

 
エレクトロニクスソサイエティ：14 名   

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演番

号 
池内 克之 東芝 フィードフォワード制御による電力増幅器の

位相歪み低減手法 
総合 C-12-24 

嘉藤 勝也 三菱電機 ゲート接地容量を分散配置した高出力 CMOS
カスコードトランジスタ 

総合 C-2-43 

    800MHz 帯 W‐CDMA 端末向け出力モード切

替 HBT 電力増幅器 
ｿｻｲｴﾃｨ C-2-25 

高武 直弘 阪大 60GHz 帯空間多重信号分離のための分極反転

構造アンテナ電極電気光学変調器 
総合 C-14-5 

    ミリ波帯無線信号のための薄板LiNbO3装荷構

造アンテナ電極電気光学変調器 
ｿｻｲｴﾃｨ C-14-2 

小坂 尚希 三菱電機 抵抗つき 2 倍波処理回路をつけた L 帯高効率

GaN 増幅器 
ｿｻｲｴﾃｨ C-2-31 

小濱 臣将 東工大 Local-MoM の 3 次元散乱問題への適用につい

ての基礎検討 
ｿｻｲｴﾃｨ C-1-6 

近藤 智史 東工大 ミリ波帯 LC 型電圧制御発振器のレイアウトに

おける寄生インダクタ成分の影響についての

検討 

総合 C-12-64 

    ミリ波帯における注入同期を用いた I/Q ミスマ

ッチ補償手法 
ｿｻｲｴﾃｨ C-12-20 

榊 裕翔 鹿児島大 FSK 変調信号入力時の整流器動作の解析 総合 C-2-3 

鹿間 光太 NTT マルチコアファイバ用光コネクタの PC 接続端

面の設計と作製 
ｿｻｲｴﾃｨ C-3-81 

堤 卓也 NTT サブミリ波帯 InP-IC 向けウェハレベル裏面プ

ロセス 
ｿｻｲｴﾃｨ C-10-5 

中島 光雅 NTT フィジカルエージングによる MEMS ミラーの

角度変動とその抑制 
ｿｻｲｴﾃｨ C-5-7 

永山 務 山口大 変換電磁気学のための 2 次元分布定数異方性媒

質 
ｿｻｲｴﾃｨ C-2-83 

広瀬 遥 東北大 散乱行列を用いたサブ波長共鳴格子の解析 総合 C-3-74 

    共鳴導波型光ファイバの導波機構の解析 ｿｻｲｴﾃｨ C-3-39 

廣部 正和 三菱電機 受信帯域雑音抑圧回路を用いた W-CDMA 携帯

端末用電力増幅器 
ｿｻｲｴﾃｨ C-2-26 

和田 平 東北大 電流モード DAC を用いた負荷抵抗内蔵 5GHz
帯 CMOS ダイレクトディジタル RF 変調器 

総合 C-2-21 
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    電流モード DAC を用いた 2GHz 帯ダイレクト

ディジタル RF 変調器のオーバーサンプリング

特性 

ｿｻｲｴﾃｨ C-2-14 

情報・システムソサイエティ：7 名 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演番

号 
浅井 康博 名大 監視カメラによる人物画像からの手荷物認識

に関する検討 
総合 D-12-19 

馬越 健治 NTT データ駆動型 BMI のための類似検索技術に関

する一検討 
総合 D-4-6 

河村 圭 KDDI 研 単一ループ構成による HEVC スケーラブル拡

張方式の一検討 
総合 D-11-48 

小矢 英毅 NTT 誤制御を防止するユーザインタフェース制御

方法の検討 
総合 D-8-7 

田仲 理恵 NEC 交通統計データに基づくユーザタイプのモデ

リング手法 
総合 D-9-17 

谷繁 龍之介 名大 歩行者の見つけやすさ推定の個人適応に関す

る予備的検討 
総合 D-12-75 

槇 俊孝 福岡工大 カテゴリ階層型検索インタフェースの評価法

の検討 
総合 D-9-43 

 
 
４．会員に関する事項（定款 第 3 章） 
 
４．１ 名誉員の推薦 

定款の定めにより下記の 5 名を名誉員に推薦した。 
河内 正夫（NEL） 
小柴 正則（北大） 
小林 欣吾（電通大） 
村上 篤道（三菱電機） 
吉田  進（京大） 

 
４．２ フェロー称号の贈呈 

〔基礎･境界ソサイエティ：7 名〕 
贈呈者氏名 貢 献 内 容 
浅井 秀樹 高速伝送設計における回路・電磁界シミュレーション技術 
植松 友彦 情報理論における符号構成に関する先駆的研究 
金井  浩 医用超音波の循環器系疾患診断応用における先駆的研究 
黒澤  馨 現代暗号理論の幅広い分野における先駆的研究 
趙  晋輝 楕円・超楕円暗号理論と色彩情報処理の先駆的研究 
松嶋 敏泰 情報理論とその知識情報処理への応用に関する先駆的研究 
若林 一敏 システム LSI 上流自動設計・検証システムの先駆的研究と実用化 

 
〔通信ソサイエティ：13 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
石田  修 高速イーサネット光転送技術の研究開発と標準化 
宇野 浩司 アクセス網の光伝送方式とその管理技術の研究開発実用化 
大木 英司 パケットスイッチング高速化技術とパス計算技術の研究 
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大越 春喜 高出力・広帯域 Er ドープ光ファイバ増幅器の技術開発 
尾上 誠蔵 第３世代から第４世代携帯電話システムの研究開発と国際標準化 
門脇 直人 高速衛星通信網におけるネットワーク構成技術の研究開発 
神野 正彦 波長多重光ネットワークの広波長帯域化と高利用効率化の研究 
田中  茂 光ファイバケーブルの量産化・高信頼化・敷設法に関する研究開発 
西川 訓利 自動車用電子装置およびアンテナに関する研究開発と実用化 
長谷川 亨 広域網 TCP 通信の高速・高品質化に関する研究開発と実用化 
宮保 憲治 ＡＴＭノード実用化と QoS 保証型ノードアーキテクチャの研究 
村瀬  淳 W-CDMA による IMT-2000 システムの開発と端末実用化                       
山里 敬也 ITS 可視光通信の研究および通信ソサイエティ振興 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：6 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
礒田 陽次 衛星通信およびレーダ用アンテナ給電回路の研究開発と実用化 
小野田光宣 高分子エレクトロニクスにおける界面現象の解明とその制御 
黒田 忠広 VLSI 回路の低電力高速化に関する先駆的研究開発 
髙橋  浩 アレイ導波路回折格子型光フィルタの先駆的研究と実用化 
中山 純一 不規則系の電磁波散乱理論 
最上  徹 微細 CMOS デバイスの高性能化技術開発と実用化 

 
〔情報･システムソサイエティ：11 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
岩崎 一彦 コンピュータシステムのディペンダビリティ設計に関する研究 
栄藤  稔 パターン認識・メディア処理技術のモバイル環境での実用化 
酒井 正彦 項書換え計算の解析技術とその応用に関する研究 
滝嶋 康弘 モバイル環境における効率的ビデオ符号化伝送技術の先駆的研究 
長谷川純一 医用画像認識と多次元画像エキスパートシステムの先駆的研究 
前田 英作 統計的パターン認識技術とその産業応用に関する研究 
松本 健一 ソフトウェアの定量的評価技術に関する先駆的研究と実用化 
米田 友洋 非同期式システムの設計および形式的検証手法に関する先駆的研究 
和田 幸一 分散情報学における分散並列アルゴリズムに関する研究 
渡辺 澄夫 情報学習理論における代数幾何学的方法の創出 
渡邊 敏明 ＭＰＥＧ標準向け動画像圧縮技術とその応用に関する先駆的研究 

 
４．３ シニア会員称号の贈呈 

〔基礎･境界ソサイエティ：22 名〕 
井坂 元彦  上田 哲史  尾知  博 木村 誠聡 桑門 秀典 
高坂 拓司  児玉 親亮  近藤  淳 坂主 圭史 笹岡 直人 
笹野  博  神野 健哉  筒井  弘 林 良太郎 藤井 雅弘 
穗刈 治英  松下 達之  松本隆太郎 三宅 秀享 山田 晃久 
山村 清隆  弓削 哲史    
 
〔通信ソサイエティ：35 名〕 
朝枝  仁  五百旗頭健吾  石上  忍 伊藤  新 小笠原 守 
小川 将克  鬼沢  武  川又  憲 北  直樹 栗本  崇 
源田 浩一  阪田  徹  佐々木一正 笹森 文仁 眞田 幸俊 
芝  宏礼  清水  聡  杉崎 隆一 鈴木 義規 瀬尾 和之 
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関屋 大雄  高野  誠  田島 章雄 田中 良紀 陳   強 
辻  宏之  林   等  藤野 義之 星田 剛司 前原 文明 
松村  一  水落 隆司  山田  誠 山本 正明 渡辺 聡一 
 
〔エレクトロニクスソサイエティ：11 名〕 
五十嵐万壽和  岡田  顕  菊池  宏 竹ノ内弘和 田村 安彦 
原田 直樹  藤田 孝之  森村 浩季 山内 経則 山中 一典 
吉増 敏彦     
 
〔情報･システムソサイエティ：27 名〕 
潮田  明  宇津呂武仁  小佐野市男 梶原 誠司 栗山  繁 
鯉渕 道紘  酒井  宏  阪口  豊 嶋田 和孝 嶌田  聡 
菅谷 至寛  竹内 孔一  谷口 秀夫 名古屋 彰 西崎 博光 
塙   大  坂東 幸浩  藤田 昌彦 堀内 隆彦 松田 一朗 
三上  弾  三木 良雄  緑川 博子 嶺  竜治 峯松 信明 
村井 康二  諸岡 健一 
 
 

４．４ 会員の現況 
平成 19 年度から実施している、（1）年会費の前納制、（2）銀行（ゆうちょ銀行含む）で

の自動引落を利用した場合の年会費の 5％割引の会員の便宜と引落精度を上げるため、引落
回数を 2 回とした。会員数の減少に対する新しい取組みとして、11 月末の次年度会費請求時
に、宛名当たらずで、返戻された会員に対して、新住所等の情報依頼を電子メールで行い、
会員資格喪失会員の軽減に務めた。そのため、平成 25 年度末の会員数の減少は平成 24 年度
との前年度末と 1,000 名以下の差となった。 

 
また、継続的取組みとして、（1）IEEE との相互入会者会費割引制度（2）大会等で非会員

発表者の救済措置そして、正員入会時の過去の発表による割引制度を設けた。（3）各学生員
に対して学生員から正員への移行時の 2 年間年会費減額サービスの周知、（4）会費滞納会員
に対して継続的な会費請求の実施、（5）外国籍を有し、かつ海外に在住する正員／学生員の
年会費について、シスターソサイエティ協定等に基づく割引の適用を行った。 

 
（1）会員数は次のとおりである。 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：（  ）内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

会員種別 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 
90 [45] 27,281 [749] 

(25,095) 
4,995 

(4,583) 
1 

（1） 
286 161 32,814 [794] 

( 30,216) 
平成25年度末 

会員数 
88 [46] 26,606 [774] 

(24,719) 
4,469 

(4,070) 
1 

（1） 
268 143 31,575 [820] 

( 29,289) 

前年度末との差 -2[1] -675 [25] 
( -376) 

-526 
( -513) 

0 
（0） 

-18 -18 -1,239[26] 
( -927) 

（注）名誉員の前田光治は平成 25 年 6 月 26 日に、岡村總吾は 10 月 26 日に、進士昌明は 
11 月 13 日に、尾関雅則は平成 26 年 1 月 1 日に逝去した。 

 
（2）各支部における年度末会員数は次のとおりである。 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：（  ）内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

会員種別 
支 部 

名誉員 正員 学生員 准員 特殊員 維持員 合計 

北 海 道 0 456 [14] 
(421) 

125 
(117) 

0 4 4 589 [14] 
(546) 
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東  北 10[3] 
 

821 [44] 
(782) 

144 
(139) 

0 14 0 989 [47] 
(945) 

東  京 60 [32] 
 

14,736 [485] 
(14,098) 

1,475 
(1,380) 

1 
 

155 97  16,524 [517] 
(15,791) 

信  越 1 [1] 
 

421 [6] 
(396) 

135 
(122) 

0 8 3 568 [7] 
(530) 

東  海 5[4] 
 

 1,578 [44] 
(1,510) 

358 
(330) 

0 24 12 1,977 [48] 
(1,881) 

北  陸 0 460 [7] 
(438) 

127 
(117) 

0 5 1     593 [7] 
(561) 

関  西 9[5] 
 

3,174 [116] 
(3,007) 

508 
(473) 

0 
 

30 18 3,739[121] 
(3,537) 

中  国  0 838 [16] 
(776) 

204 
(185) 

0 10 2 1,054 [16] 
(973) 

四  国 1 [1] 
 

418 [6] 
(366) 

144 
(135) 

0 4 1 568 [7] 
(507) 

九  州 0 
 

1,259 [28] 
(1,145) 

410 
(381) 

0 14 5 1,688[28] 
(1,545) 

海外在住 2 128 [4] 
(118) 

1 
(1) 

0 0 0 131[4] 
(121) 

Overseas 0 2,317 [4] 
(1,662) 

838 
(690) 

0 
 

0 0 3,155 [4] 
(2,352) 

合  計 88 [46] 26,606 [774] 
(24,719) 

4,469 
(4,070) 

1 
(1) 

268 
 

143 
 

 31,575[820] 
(29,289) 

 
 
４．５ 学生事業に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 
（1）会誌「学生会報告」欄の掲載記事 

各支部学生会の活動状況等を会誌「学生会報告」欄に掲載した。 
・平成 25 年 7 月号：平成 24 年度各支部学生会事業報告 
・平成 26 年 2 月号：各支部・学生ブランチ学生員の感想 

（2）学生員の入会勧誘 
各支部に入会勧誘のために PR 用資料として、「ポスター」と宣伝を兼ねた「学生用入

会案内」をそれぞれ配布した。 
各支部において学生員勧誘、学生ブランチ設置校募集が行われた。 

（3）学生へ情報小冊子の配布 
学生への情報小冊子「学生の皆さんへ」を 5,000 部作成し、年 2 回学生員及び各支部へ

配布した。特に卒業（修了）予定の学生に対して会員資格手続きの早期連絡、正員に昇格

する際の会費減額、会費未納者への支払勧奨を 1 月から毎月行い、会員継続を要請した。 
（4）学生ブランチについて 

ホームページ「学生のひろば」に学生ブランチ設置校の活動紹介記事及び設置申込みか

ら報告書作成までの資料、流れを掲載し、学生ブランチ設置校の拡大を図った。 
支部活動として実施するため、設置校の申請、報告を各所属支部を通じて受け付けた。 

 
 
５．教育活動に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 
 

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平成 25 年度も教育関連活動を展開した。 
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５．１ 先端オープン講座に関する事項 
受講者の負担軽減と広い選択幅の提供、タイムリーな受講の促進を狙いとし、5回コースと2

日間の短期集中コースを主体とする編成で春季講座のみで開催した。昨年度Aコース情報通信

ネットワーク技術は、受講者の負担軽減の観点から集中的な実施に改めたが（全10講義のまま

10日間から5日間へ変更）、特に問題は見られなかったため今年度も継続した。また、昨年度

に引き続き、CPD（技術者の継続的な教育・能力開発）と連携して、定期大会におけるチュー

トリアルとして本講座の一部を講演した。今年度は、A、Aaコースの特別講義「情報通信ネッ

トワークにおける新世代技術の動向」（講師 NEC岩田淳氏）を総合大会の企画セッション

として実施した。同講義は、会員増強委員会の進めるオンラインチュートリアルの実現に協力

するため、ビデオ撮影しコンテンツ提供を行った。 
〔春季講座〕実施コース 

Cs、Cp、Dコースは短期集中講座として2日間、A、Fコースは5日間、AaコースはAコース

の後半3日間により実施。 
A（全10講義、5日間）情報通信ネットワーク技術 
Aa（全6講義、3日間）インターネット、モバイル、NGNにおける情報通信技術 
Cs（全4講義、2日間）実例で学ぶソフトウェア開発 
Cp（全5講義、2日間）実例で学ぶプロジェクトマネジメント 
D（全4講義、2日間）情報通信プロトコル技術 
F（全5講義、5日間）情報通信セキュリティ技術 
 

５．２ 技術者教育認定活動（日本技術者教育認定機構：JABEE の一員としての活動） 
JABEE の学部認定審査については、平成 25 年度も定常的な活動を行った。JABEE 本体

へ委員を派遣して JABEE の運営に協力するとともに、学部プログラムの審査を電気学会、

情報処理学会と連携して実施した。 
 
５．３ 技術者の継続的な教育・能力開発 

CPD（Continuing Professional Development）委員会は、本会の技術者教育への取組み

を、JABEE 活動と CPD 活動を車の両輪として形成する、との位置付けから設置され、日本

工学会下の CPD 協議会と連携して活動を進めている。25 年度も 24 年度に引き続いて、電気

学会、情報処理学会と密に連携して、「電気電子・情報系 CPD 協議会」として協議を進めた。

なお、昨年度から 2 年間、協議会の幹事学会（3 学会輪番）として務めている。 
CPD 委員会としては、今期は、真に CPD を利用してキャリア開発に役立てて頂くため

「CPD の将来構想を踏まえた CPD の進め方」について様々な点から議論した。 
本会の技術分野を CPD 支援の観点から見やすく表現した CPD 技術マップを数回にわたり

推敲し完成させた。実社会のシステムに対応した構成を特徴としており、今後はこれを CPD
プログラム開発の基準の一つとして用いていく。CPD 記録の簡易化に向けて二次元バーコー

ドを利用する方法の提案がなされ、具体化を検討している。また期中から新委員が参加し、

CPD プログラムのオープン化など活発な提案がなされた。現在、規約の改定も含め「CPD
の進め方」の具体化を進めている。 
日本工学会 CPD 協議会に対しては、CPD ポータルシステム、ECE（Engineering Capacity 

Enhancement）プログラム、CPD プログラムなどを中心に、学協会間の横断的な活動を進

めた。先行している土木学会、化学工学会やこれから CPD を学会として立ち上げる日本原子

力学会などとも連携・協力して進めた。 
 
５．４ 小中高校生を対象とした科学教室 

小中高校生を対象とした科学教室は、子供の科学離れを防ぐための活動の一環として平成 8
年度から実施してきた。平成 25 年度も会員及び大学、関連企業の協力の下に、各支部と連携
して実施した。開催回数は 3 回、参加者合計は 124 名であった。 

また、本活動を支えている「子供の科学教室基金」を長期的、健全に維持するため、平成
14 年度から募金活動を開始し、平成 25 年度（平成 26 年 3 月末現在）は、179 件（個人 177
件、維持員等 1 社、団体 1）、約 121 万円の協力を得て有効に利用させて頂いている。 
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平成 25 年度の活動状況について以下に示す。 
題  目  ・  講  師 開催年月 参加数 

科学教室：大阪大学基礎工学部ｼｽﾃﾑ科学科電子ｼｽﾃﾑ学ｺｰｽ一日体験入学（豊

中市） 
テ ー マ：システム工学とは 
講    師：石黒 浩（阪大） 

H25.7.31 62名 

科学教室：長崎県五島市立 福江中学校 
テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 
講    師：伊藤良生・笹岡直人（鳥取大）、尾知 博・黒崎正行（九工大） 

尾上孝雄（阪大）、田中義人（長崎総合科学大） 

H25.9.21 44名 

科学教室：NTT 武蔵野研究開発センタ 
テ ー マ：最先端の通信技術を見てみよう！ 
講  師：池田博昌（東京情報大）、石井六哉（横浜国大） 

H25.12.26 18名 

計 3 回 124 名 
 
 
６． 国際活動に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 
６．１ 国際セクションの活動 
 
（1）各セクションにおける講演会等の実施件数 

セクション 件数 セクション 件数 
バンコク 0 上海 0 
北京 2 シンガポール 1 
韓国（Communication） 0 台北 0 
韓国（Electronics） 1 

 
 

ヨーロッパ 2 
韓国（Information） 0 インドネシア 1 
ベトナム 1 合計 8 件 

 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

・2013 IEICE Information and Communication Technology Forum (2013 IEICE 
ICTF) 2013.5.29-31 Sarajevo 

・ The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and 
Verification (ICDV2013) 2013.11.15-16 Vietnam 

 
６．２ 国際委員会活動 

・国際委員会は国際セクション代表者 11 名が各セクションにて講演会・国際会議等を企画・

実施することに協力するとともに、本会活動の周知・宣伝に努めた。 
・2014 年総合大会において、国際委員会企画「最近のアジア諸国等の情報通信事情と研究

動向」と題して、国際セクション代表者が講演を行った。 
・会誌の定例記事として、英文による Global Plaza を継続掲載し、外国人会員等への情報

発信を行った。 
 

６．３ All Sections Meeting 
これまでの海外セクション代表者会議を改め、全理事・全国内支部長・国際セクション代

表者・国際委員会委員・国際企画 TF メンバーが出席する会議として All Sections Meeting
を総合大会期間中(新潟大学)の 3 月 20 日（木）に開催し、意見交換を行った。 
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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、平成 24 年度に各ソサイエティ及び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第一版を作成し、2013 年 3 月の総合大会にてその

概要を公表した。その後、各種意見を取りまとめ、会誌及び学会ホームページに公開すると

ともに、外部に情報発信した。 
 
７．２ ホームページのリニューアル 

Webページ企画・運営委員会では、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向けた

情報発信力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ため、既存コンテン

ツの見直しを含め、日本語ホームページに関してはリニューアルしたデザインに移行し、英

文ホームページについてもリニューアルの検討を開始した。 
 
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、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、広報委員会傘下の CEATEC 連携

小委員会を主管として引き続き開催した。 
 
７．４ 横断検索システム I-Scover サービス（定款 第 4 条 ハ号、ヘ号） 

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)については、平成 25年 2月に立ち上げた理事会直轄の I-Scoverプロジェクトの下、

平成 24 年度に開発した第 1 期システムについて、平成 25 年 4 月 3 日にサービス提供を開始

した。 
運用開始後の普及促進のため、メタデータの活用アイデアのコンテスト“I-Scover チャレン

ジ 2013”を開催し、17 件の応募を得た。一方で、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、既存アーカイブを含めたメタデータを推

進した。これらの活動のうち海外情報発信の強化に関する部分の活動には、日本学術振興機

構の補助金を得て推進した。 
更なるシステムの利便性を向上して普及を図るために、第 2 期システムの開発に向けた検

討を進め、一部（中核システム）に関する RFP を出した。 
 
 
８．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 
 

委員会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 77 回開催した。国際標準化に関して取り扱った

IEC 文書は 235 件であった。 
委員会名 委員長名 委 員 数 開 催 数 

規格調査会委員会議 
 三木 哲也 18 4 

専門委員会名 専門委員長名 専門(委) 小(委) 専門(委) 小(委) 
１ 電気・電子技術分野のメタデータライブラリ 堀内  一 0 20 0 6 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 古神 義則 11 59 4 10 
3 周波数制御・選択・検出デバイス 山口 正恆 32 32 3 7 
4 光ファイバ 大橋 正治 52 60 4 9 
5 電子実装技術 神戸 尚志 10 21 0 4 
6 無線通信送信装置 小川 博世 19 23 1 7 
7 電子通信用語 吉村 久秉 24 0 0 0 
8 電子通信記号 ― 14 0 0 0 

16 



9 複雑システムの安全検討委員会 鈴木 喜久 12 0 6 0 
10 光アクセス検討委員会 浅香 航太 2 15 8 0 
11 国際標準化教育検討委員会 松本 充司 16 0 8 0 

合    計 
192 230 34 43 

440 81 
 
 
９．その他の事項 
 
９．１ 男女共同参画に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

電子情報通信工学分野において男女がともに、研究・開発・教育等の仕事や勉学、及び

学会活動に、十分な力を発揮して快適に参画するための活動を推進した。 
平成 25 年度は、9 月のソサイエティ大会と 3 月の総合大会で託児室の開設を行い、参加者

の便宜を図った。利用者はそれぞれ 1 名、2 名であった。3 月の総合大会においては、大会

委員会企画「ICT 技術が拓く未来〜女性研究者の視点から〜PART2」を実施した。 
 
９．２ 創立 100 周年記念事業（定款 第 4 条） 

平成 29 年に迎える本会 100 周年の記念事業に関して、100 周年記念実行委員会を開催

し、今後の体制等の具体的な検討を行った。なお、検討期間を要する 100 周年記念出版に

関しては先行して 100 年コンテンツ WG を設置した。 
 
９．３ 他学会との連携に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 

電気系関連 5 学会とは平成 16 年にスタートした「電気・情報関連学会連絡協議会」を発

足させ、協力してきている。平成 24 年度からは、主として新法人への移行後の学会運営を

重要共通課題と位置付けて、平成 25 年度も会員数の減少傾向への対処策としての学会魅力

向上策、刊行物の電子化などの情報発信の強化策、各学会における財務基盤への取組み等

に関する情報交換・情報共有を行った。 
 
９．４ 関連学術団体との連携に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

平成 25 年度は、下記のほかに 232 件の協賛・後援等を行った。 
・第 7 回情報学シンポジウム「MOOC の拡大：教育の変容を促す大きな流れ」 
（平成 26 年 2 月 26 日 日本学術会議情報学委員会後援） 
・MELT up フォーラム「日本の情報通信産業の盛衰から再生へ」 
（平成 26 年 3 月 4 日、5 日 中央大学研究開発機構協賛） 

 
９．５ 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引き続き協力し、専門委員 
を 17 名推薦した。 

 
９．６ 会員サービスを支える情報システムについて 

会員管理システム刷新開発については、平成 26 年 3 月に竣工した。また、平成 25 年度 
の仕様変更（論文冊子体廃止）に伴い、バッチ処理等の改修を行った。 
可用性については、本会サーバ室システムの機器を二重化し、信頼性を向上した。論文

データに関する DR 対策については、平成 26 年 3 月に運用を開始した。 
会誌オンラインジャーナルについては、平成 26 年 1 月 6 日に提供開始し、現在、運用中

である。 
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Ⅱ．ソサイエティ事業 
 
平成 25 年度も、各ソサイエティごとに特色のある企画等を実施し、会員の研究成果の発表と議論の

場を提供する事業を中心に活動した。また、ソサイエティ連絡会を 4 回開催し、各ソサイエティ等の連

携を図った。 
 

◎ 基礎・境界ソサイエティ 
 
基礎・境界ソサイエティは、本会関連の多くの研究分野を対象とし、その中でも基礎領域や境界領

域での研究活動を支援し、新領域の創造と開拓を積極的に推進するという重要な役割を担っている。

本ソサイエティは、この役割を意識したソサイエティ活動を基本路線として進めるとともに、平成 25
年度は、ソサイエティ・サブソサイエティ体制の在り方や発展を考慮した施策に重点を置く活動をし

た。 
 
(1) ソサイエティ・サブソサイエティ体制の検討 

基礎・境界ソサイエティには、システムと信号処理、情報通信基礎、音響・超音波、非線形理論と

その応用、情報理論とその応用の五つのサブソサイエティがある。これらのサブソサイエティは、本

来、将来的にソサイエティ化することを目的として設立されたものである。以前から、非線形理論と

その応用サブソサイエティのソサイエティ化が議論されてきたが、本年度は、学会全体の組織体制を

も考慮したより良いソサイエティ・サブソサイエティ体制について検討を行うため、ソサイエティ・

サブソサイエティ体制検討 WG を編成し集中的に議論を行った。この際、非線形理論とその応用サブ

ソサイエティのソサイエティ化をモデルケースとすることとし、サブソサイエティがソサイエティに

移行する際の問題点を洗い出した。その結果、複数のソサイエティが共同で運営するソサイエティ連

合の形態が、現状では現実的な運営体制であるとの結論を得た。そのため、まずは基礎・境界ソサイ

エティと非線形理論とその応用ソサイエティが共存する基礎・境界ソサイエティ連合の具体的な構成

案を理事会に提案した。一方、サブソサイエティのソサイエティ化に関して、長年改訂が行われてい

ないソサイエティ規程の改訂についても検討し、この改定案についても理事会に報告した。これらの

動きを受け、理事会においても検討が行われ、非線形理論とその応用サブソサイエティのソサイエテ

ィ化を優先して進めることになった。そこで、この移行の実務的な準備を進めるとともに、引き続き

ソサイエティ・サブソサイエティ体制検討 WG において、将来の組織体制について検討を進めること

とした。 
 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) 研究専門委員会の活動 

平成 25 年度において、本ソサイエティには、17 の第一種研究会と四つの時限研究会がある。そのう

ち、11 の研究会が研究領域の近い複数の研究会から成るサブソサイエティという研究コミュニティを

形成し、現在五つのサブソサイエティが存在する。平成 25 年度には、新たにバイオメトリクス時限研

究専門委員会及び高信頼制御通信時限研究専門委員会の第一種研究会への昇格が承認された。更に、

複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会は来年度から第一種研究会になるための最終

申請を行っている。第一種研究会については、年に 5～6 回程度の研究会を開催しているところが多い。

また、研究専門委員会の活動を活発化させる活性化資金として、平成 25 年度は非線形問題研究会の海

外開催、複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会による国際会議の立ち上げ、非線形

問題研究会の優秀論文賞の創設、高信頼制御通信時限研究専門委員会の CD-ROM 作成に対する経費補

助を承認した。 
 
(2-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 平成 25年度は、ソサイエティ特別企画セッション 1件、パネルセッション 3件、 チュートリアルセ

ッション 5 件、依頼シンポジウム 6 件、シンポジウムセッション 9 件を企画した。各研究専門委員会

が、大会での企画や講演会等の立案を主体に行うことで、会員のニーズに対応したサービスの充実と

向上を維持している。また、平成25年度は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて、平成24年度

FR 誌賞を受賞された湊真一先生（北海道大学・教授）による「BDD/ZDD を基盤とする離散構造処理
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系の最近の展開」という題目の特別講演が行われた。注目を集めている最先端の研究内容を基礎から丁

寧に御解説頂いた。 
 
(3) 編集活動 
(3-1) 論文誌の編集活動 

平成 25 年度は，和文及び英文論文誌，英文電子ジャーナル NOLTA を含む三つの論文誌それぞれに

おいて、先見かつ魅力的な特集号企画をそれぞれ 5、9、4 回実施することで、これら論文誌の内容の

充実を図った。特に、和文論文誌については、特集号企画が減少傾向にあるため、学生論文特集号を

新設した。また、本ソサイエティでは、分野ごとにエディタを置き、その下で和文論文誌と英文論文

誌を統合して査読や編集を行うエディタ制の試行を平成 23年度10月から試行し、論文誌の望ましい編

集体制を検討してきた。その結果、平成 26 年 5 月から本格的にエディタ制を実施することになった。 
 
(3-2)機関誌の編集活動 

本ソサイエティでは、機関誌 Fundamentals Review（FR 誌）を年 4 回発刊している。FR 誌では、

本ソサイエティで扱う多様な研究分野の最新技術動向を分かりやすく解説した一般向け論説や、技術

開発の中核を担った研究開発者本人の論説等を掲載することで、ほかの研究分野への理解を深めるだ

けでなく、研究領域の融合や発展に寄与する役割を担っている。平成 25 年度は、20 本の解説記事、4
本の特別寄稿及び1本のレビュー論文を掲載した。更に、本ソサイティに関係する国内及び国際会議の

案内や報告、研究専門委員会の紹介、本ソサイエティに関するニュース等の記事を掲載し、読者の興

味を引くようなタイムリーな企画を取り入れるなど、機関誌の充実により一層努めている。 
 
(4) 海外会員へのサービス向上 
(4-1）研究会の国際化 

本会の特徴の一つである研究会の良さを海外、特にアジア地区にアピールすることと、海外会員の

獲得や海外からの投稿を勧誘するため、非線形問題研究会を香港・Hong Kong City University で開催

した。香港の学生からの発表もあり、また懇親会でも交友を深めることができた。来年度は政情が許

せばタイで実施する予定である。更に、複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会では、

韓国の研究者と共同で国際会議 Korea-Japan Joint Workshop on Complex Communication Sciences
を沖縄で開催し、大成功を収めた。そのため、この国際会議は今後定例会議化する方針となり、次回

は韓国で開催する予定である。これらの事例を参考に、今後も特にアジアを中心に活動範囲を広げて

いく予定であるが、そのための資金調達や規程等の整備が必要である。 
 
(4-2) 海外会員向け事業及びサービスの実施 

本ソサイエティの海外会員向けサービスとして、「海外における IEICE ジャーナル論文の書き方セ

ミナー」という事業を、平成 23 年 8 月に初めてタイのバンコクで実施し、その後も平成 24 年 2 月には

フィリピンのマニラで、11 月にフィリピンのセブ島で、更に 12 月にベトナムのハノイにおいてと継続

的に実施している。本年度も、9 月にタイのコンケン大学と KMUTNB の 2 か所で、更には、1 月にフ

ィリピンのUniversity of the Philippines Dilimanにて開催した。また、海外会員や日本在住の留学

生を主な対象として、論文特集号や国際会議開催案内などの情報を、毎月 15 日に本ソサイエティのメ

ーリングリストを利用した「ESS-ENCE」により配信している。今後も、これらの活動を通じて海外会

員の増加につながるような効果的な施策を引き続き検討する。 
 
(5) ソサイエティ活動への支援 
(5-1) 運営委員会に関わる業務の効率化とそのサポート 
運営委員会に関わる業務や事業を円滑に進めることは、本ソサイエティの活動に対する運営委員の

能動的な参加を促すことにつながると考えられる。本ソサイエティでは、(i) 遠隔会議システムの本格

運用、(ii) 旅費補助申請の活用と促進(年 5 回の応募実施)、(iii) 資料データベース化の推進などにより、

業務効率化をサポートする体制を整えている。 
 
(5-2)規程及び申し合わせの整備及び改訂 
 理事会の調達手続きに対応するため、調達運用規程を策定し、ソサイエティ内での予算執行・決済

権限の委譲等について定めた。更に、より円滑な活動を支援するため、編集会議選奨規程、フェロー
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推薦委員及びフェロー候補者選出規程、メーリングリストに関する申し合わせ、功績賞委員会・業績

賞委員会の委員候補の選出方法の申し合わせを改正した。 
 
(5-3)100 年コンテンツ WG 対応チームの設置 
 創立 100 周年記念事業実行委員会の 100 年コンテンツ WG での作業に対応するため、対応チームを

結成した。チームは、各サブソサイエティから 2 名ずつ推薦された委員 10 名と庶務幹事を中心とする

こととした。また、これらの委員のうち、2名の代表委員が創立 100周年記念事業実行委員会のWGに

出席することとした。 
 
(6)ソサイエティロゴ 

昨年度から継続して検討していたソサイエティのロゴについては、商標登録が完了し本格的な使用

が始まった。そのため、ソサイエティロゴの使用ガイドラインを作成して Web に掲載するとともに、

ソサイティ内での告知をとおして周知を行い、ソサイティロゴの活用を促進した。これまでに 13 件の

使用申請が行われている。 
 
(7) IEICE Knowledge Discovery (I-Scover)と技術研究報告の電子化、IEICE Proceedings Series への

対応 
平成 25 年 4 月に論文横断検索システム(IEICE Knowledge Discovery、通称 I-Scover) Ver. 1.0 が公

開され、本格運用に入った。本ソサイエティにおいては、I-Scover 本格運用に貢献するためのデータ

の整備や提供を行った。まず、「エンサイクロペディア電子情報通信ハンドブック」に掲載されている

キーワードのうち、本ソサイエティに割り当てられた 362 件について、関連する研究専門委員会にて、

キーワードデータの更新作業を行った。また、I-Scover の周知・普及を図るため、I-Scover PR 先研究

会リストを作成し、11 月のバイオメトリクス時限研専のシンポジウムを皮切りに、研究専門委員会等

での I-Scover の説明を開始した。技術研究報告のオンライン化（電子版の公開）に関しては、新たに技

報オンラインサービス検討 WG を立ち上げ、導入形態や会計負担、広報戦略等に関する検討を行った。

特に導入形態については、クーポン制を導入することとし、その詳細を決定した。更にこれを基に、

平成 19 年 4 月以降に発行された本ソサイエティ内の全ての技報について、平成 26 年 4 月から平成 27
年 3 月までトライアル運用を行い、平成 27 年 4 月からの本格運用の準備をすることとした。更に、今

後整備が進む予定である IEICE Proceedings Series に対して、2012 年及び 2013 年開催の NOLTA シ

ンポジウムの Proceedings データを提供し、IEICE Proceedings Series の Volume 1 及び 2 として掲載

した。 
 

◎ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは，会計指針に沿って明朗な運営を行うとともに，執行委員会，会員事業企画・

運営会議，ソサイエティ編集会議，研専運営会議，各特別委員，それぞれにおいてソサイエティの活性

化，会員サービス向上のための施策を進めてきた．平成 25 年度は，通信ソサイエティの基幹分野を担

う 19 の常設研究専門委員会と新規分野を担う 9 の時限研究専門委員会が活発な研究会活動を行うとと

もに, 財務体質の改善に関して活発な議論が交わされた．特に，早急に検討すべきと考える「通ソ組織

構成（サブソサイエティ制に関する検討も含む）」及び「研究会と技報のあり方」の二つを集中的に検

討し，課題解決案を提言として取りまとめた．課題解決には今後，通信ソサイエティにおいて具体的な

アクションプランを策定・実行していくが，通信ソサイエティだけでは解決できない課題については電

子情報通信学会本部・他ソサイエティへ展開し，提言していくことの重要性を確認した．また, 通信ソ

サイエティが責任を持って第 1 期システム開発を行った「IEICE Knowledge Discovery（略称：

I-Scover）」について，I-Scover キーワード整備への積極的な協力を行うとともに、継続開発に関しても

活発な議論を行った． 
 
(1) 財務管理 
 通信ソサイエティの主な事業の収入については，総合・ソサイエティ大会／ComEX が収入増，年会

費／論文誌／研究会／国際会議で収入減となる見込みである． 
事業ごとの収支については，会告費の圧縮など支出削減の効果が見られた論文誌／総合・ソサイエテ

ィ大会で増益が見込まれる．研究会については，若干の減益傾向にあるものの，財務状況は堅調である．
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通信ソサイエティ全体の収支は，今年度から運用が開始された本会横断検索システム（I-Scover）の減

価償却費・保守費や管理費等の支出増加により，前年度に比べ 2,500 万円程度悪化する見通しである． 

通ソ活性化活動準備金については，研究専門委員会から提案された通ソ研専活性化企画（2 件）に対す

る予算執行がなされた． 
 前年度から通信ソサイエティのみならず本会全体の財務状況が悪化していることを受け，理事会直轄

の財務タスクフォースが設置され，学会・ソサイエティ・グループ横断で財務状況の確認と課題の共有

化，並びに財務体質の改善に向けた議論を行った．これと並行して，通信ソサイエティ内でも財務体質

の改善に関して活発な議論が交わされ，事業構造を再構築する取組みがなされた． 
 
(2) 横断検索システム（I-Scover）の継続開発 
 通信ソサイエティ主導で開発が始まった横断検索システム（I-Scover）の第 1 期システムは， 2013
年 4 月 3 日から運用を開始した．I-Scover の管理に関しては，2012 年 12 月 17 日理事会決定に従い，

通ソから学会本部の I-Scover プロジェクトの管轄に移った．I-Scover プロジェクトとは，通ソ DAN WG
主査で本会会長の井上友二氏がリーダーの理事会直轄の会議体で，通ソからは 2 名のメンバーが参加し

ている．うち 1 名を通ソ執行委員会メンバーである I-Scover 特別委員とし，通ソ執行委員会とのリエゾ

ンの体制を構築した．また，通ソ内に執行委員会，編集会議，研専運営会議の委員・幹事等で，I-Scover
と関わりが深い者に対する情報共有を実施するための，I-Scover 連絡会というメーリングリストを設置

した． 
2013 年度の I-Scover プロジェクトの主な活動は，第 1 期システムの運用管理，一部の機能拡張など

を施した第 1.1 期システムの調達，本格的に機能拡張を施す第 2 期システムの調達準備，JSPS 科研費

を利用したキーワードメタデータ整備，I-Scover の普及推進活動などである．I-Scover プロジェクトに

対する通ソの貢献としては，（1）研専運営会議からの全面的な協力によるキーワードメタデータ整備の

ための技術キーワードの解説文の執筆，（2）第 2 期システムの意見募集に対する回答，（3）普及推進活

動の一環として実施した I-Scover チャレンジ 2013 に対する募集要項の配布などが挙げられる． 
なお，第 2 期システムの調達活動の一環として 2013 年度末に第 2 期システムの中核システムの RFP

を実施した．その後，第 2 期システムの周辺システムの調達を経て，2015 年 10 月を第 2 期システムの

リリース目標スケジュールとしている． 
 
(3) 通信ソサイエティ課題検討 WG 

電子情報通信学会にソサイエティ制が導入され1995年に通信ソサイエティが発足してから約20年が

経過し，その間に生じてきている，様々な周囲の状況変化，及びソサイエティで顕在化した問題への対

応が必要となってきている．昨年度「これからのソサイエティを考える WG」を設置し，通信ソサイエ

ティにおける課題と今後のソサイエティに向けた基本的な考え方に関する報告書をまとめた．それを受

けて今年度は，報告書において指摘された課題のうち，特に早急に検討すべきと考える「通ソ組織構成

（サブソサイエティ制に関する検討も含む）」及び「研究会と技報のあり方」の二つを集中的に検討し，

課題解決案を提言として取りまとめた．課題解決には今後，通信ソサイエティにおいて具体的なアクシ

ョンプランを策定・実行すること，通信ソサイエティだけでは解決できない課題については電子情報通

信学会本部・他ソサイエティへ展開し，提言していくことが必要である．  
 
(4) 研究専門委員会 

(4-1) 研究専門委員会の変更 
通信ソサイエティの基幹分野を担う 19 の常設研究専門委員会と新規分野を担う 9 の時限研究専門

委員会が活発な研究会活動を行った．平成 25 年度の活動から次の変更が行われた． 
 アドホックネットワーク研究専門委員会とユビキタス・センサネットワーク研究専門委員会が統

合し，知的環境とセンサネットワーク研究専門委員会として発足した． 
 短距離無線通信時限研究専門委員会が常設研究専門委員会（短距離無線通信研究専門委員会）に

移行した． 
 モバイルマルチメディア通信研究専門委員会が，モバイルネットワークとアプリケーション研究

専門委員会に名称を変更した． 
 平成 24 年度で活動を終了したネットワークソフトウェア時限研究専門委員会は，ネットワーク

システム研究専門委員会の第二種研究会として新たに活動を開始した． 
また，平成 26 年度は，以下の研究専門委員会の移行・変更等により，常設研究専門委員会は 21，
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時限研究専門委員会は 7 となる． 
 無線電力伝送時限研究専門委員会が常設研究専門委員会に移行する． 
 医療情報通信技術時限研究専門委員会が，ヘルスケア・医療情報通信技術研究専門委員会に名称

を変更し，常設研究専門委員会となる． 
 ソフトウェア無線研究専門委員会がスマート無線研究専門委員会に名称を変更する． 
 
(4-2) 活性化資金を活用した研究会活動 
研究会活動の活性化と会員サービスの向上を大いに図るため，平成 23 年度の審議において利用範

囲を広げた研専運営活性化資金により，シンポジウム（ASN 研専），招待講演アーカイブ貸出（IN 研

専），招待講演（ICM 研専, CBE 時限研専），ワークショップパネル討論（EMCJ 研専）の 5 件の企

画に支援を行い，実施した．また新たに本会支部が開設されたベトナムにおける最先端技術の啓発活

動（AP 研専）と，Web 上のコミュニティサイトを機転とした光応用電磁界計測技術の啓発活動（PEM
時限研専）については，通ソ全体に展開できる学会活動活性化施策として，通ソ独立採算活性化活動

準備金からの支援を受けて実施した． 
 
(4-3) 研究会開催実績 
第一種研究会 141 回（講演数合計 2,870 件）を実施した．また，50 回の第二種研究会を実施した． 
(4-3-1) 第二種研究会のうち 1 件のワークショップを海外で実施（AP 研専: ベトナム・ハノイ）し，

海外への技術普及・啓蒙を図った．また，2 件の国際シンポジウムを開催（ICM 研専: 広島，及

び EXAT 研専: 札幌）を開催し，海外研究者との議論・交流を深めた． 
(4-3-2) 2013 年 CEATEC 連携企画において，ASN 研専による「知的環境が実現する社会生活基盤 
～医療，健康，スポーツとビッグデータ～」，及び ICT-SG 時限研専による「次世代 ICT スマート

グリッドによる持続可能社会の実現に向けて－スマートグリッドの観点からみたネットワークの

理想と現実－」というテーマの第二種研究会を実施し，CEATEC 参加者の呼び込みによるアウト

リーチ活動を実施した． 
 
(4-4) 大会活動実績 

2013 年ソサイエティ大会（福岡工大）では一般セッション 23 分野／公募シンポジウム 7 課題合わ

せて講演数 1,107 件と企画セッション 18 課題 94 件，2014 年総合大会（新潟大）では一般セッショ

ン 23 分野／公募シンポジウム 8 課題合わせて講演数 1,422 件と企画セッション 17 課題 96 件を実施

した．また，研究会広報のためのパンフレット配布，通ソ Welcome Party，研究会表彰式，IEICE-CS 
GLOBAL NEWSLETTER での大会英語セッション紹介記事など特色のある取組みにより，大会を活

性化するとともに研究会のアピールを実施した． 
 
(4-5) 財務タスクフォース（財務 TF）への研専に関わる財務改善提案 
ソサイエティ及び学会全体の収益改善を目標とした財務改善に関し，主に研専に関わる事項につき，

調査・議論を実施．下記施策の実施を通信ソサイエティとして本部財務 TF に対し提言した．（1）技

報別刷りの購入義務の廃止と技報掲載費の導入，（2）技報別刷り紙冊子の原則廃止，（3）招待講演等，

特別な場合に限り認められる技報掲載費免除制度の導入．本提案は次年度の本部 TF において議論が

引き継がれる． 
 
(4-6) I-Scover キーワード整備への協力 
文献検索システム I-Scover におけるメタデータ整備の一環として，I-Scover プロジェクトよりキー

ワードメタデータの作成依頼があった．通信ソサイエティでは，研究専門委員会が各専門分野の用語

並びに用語解説を執筆．2013 年 6 月から 9 月にかけて合計 514 語（うち 5 語は他ソサイエティの用

語と併記）の用語解説を執筆した．更に用語解説は JSPS 科研費の予算を利用して I-Scover プロジェ

クトにおいて英訳され，2013 年 12 月から 2014 年 2 月にかけて研専担当者によるチェックを経て英

文の解説文も作成された．完成した用語解説は今後 I-Scover 上で公開される予定である． 
 
(4-7) 技報オンラインシステムの基礎・境界ソサイエティへの展開 
技報オンラインシステムは通信ソサイエティにおいて 2007 年から開発・運用されてきた．2012 年

情報・システムソサイエティ（ISS）からの利用要望を受け 2013 年 4 月から 1 年の試行後，2014 年
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4 月から本運用を開始している．2013 年，今回新たに基礎・境界ソサイエティ（ESS）からの利用要

望を受け，2014 年 4 月から 2015 年 3 月までトライアル運用を行い，2015 年 4 月から本格運用の開

始を予定している．基礎・境界ソサイエティは基本的には通信ソサイエティ，情報・システムソサイ

エティと同様な利用形態を予定している．年間予約購読者のダウンロード数についてのみ，通信ソサ

イエティ，情報・システムソサイエティでは発表件数の 2 倍としているが，基礎・境界ソサイエティ

は 3 倍での運用を予定している（なお，技報オンラインシステムは開発元である通信ソサイエティの

所有となっているが，運用については，学会本部管理の発表申込システム，電子投稿システムの運用

と合わせて委託しており，各ソサイエティ・グルーブで負担している）． 
 (4-8) APCC2015 国内委員会への委員輩出 
通信ソサイエティは国際会議 Asia-Pacific Confernece on Communications（APCC）を，アジア

太平洋地域での通信関係の国際会議，日中韓の国際協力のプラットフォームとして位置付け，継続的

に協力していく方針を昨年度取り決めた．それに基づき APCC2015 国内委員会へ APCC に関連する

第一種研究会から委員輩出を行った．これにより，APCC2015 の日本に招致に向け，通信ソサイエテ

ィとして継続的な関与ができる体制構築に寄与した． 
 
(5) 国際会議 

平成 25 年度において，通信ソサイエティ主催 3 件，研究専門委員会の共同主催 2 件の国際会議を開

催した．その他通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）として 8 件の国際会議を協催，5 件の国際

会議に対し協賛，1 件の国際会議に対して後援を行った．この結果，通信ソサイエティが関与した国際

会議は 19 件であり，昨年（20 件）並みであった．また平成 26 年度については平成 25 年度末の時点で

17 件の関与が予定されている．なお，電子情報通信学会へ著作権が譲渡されない場合において，I-Scover
へ掲載するための MoU のひな形規定等については継続課題である． 
 
(6) 本部論文賞候補，及び，通信ソサイエティ論文賞 

2012 年 10 月から 2013 年 9 月発行の和英論文誌に掲載された論文の中から，本部論文賞候補 3 編を

選定した．これら 3 編の中で最も支持を集めた論文を喜安善市賞候補とした．また，通信ソサイエティ

論文賞として，同期間に和英論文誌，和文マガジン及び ComEX に掲載された論文の中から，優秀論文

賞 3 編，チュートリアル論文賞 1 編，Best Paper Award 3 編，Best Tutorial Award 2 編，和文マガジ

ン論文賞 1 編，ComEX Best Letter Award 1 編の計 11 編を選定した．これら 11 編に対して，2014 年

5 月の執行委員会にて表彰式が行われる． 
 
(7) 国際活動（シスターソサイエティ協定について） 
現在，通信ソサイエティでは五つの海外の通信関連学会とシスターソサイエティ（SS）協定を締結し

ており，お互いの海外会員増強を目的とした海外でのプロモーション活動や会費相互減免制度などにお
いて協力を実施している．このうちドイツVDE/ITG，米国 IEEE ComSoc, 韓国KIEESとの協定が2013
年末で満了となる．ドイツ VDE/ITG については，2005 年以来 SS 協定を維持しているが，今回 SS 協
定を更新し 2017 年末まで延伸した．協定の締結は 2013 年 5 月に契約書を郵送することで行った．米
国 IEEE ComSoc については，2010 年以来 SS 協定を結んでいるが，今回 SS 協定を更新し 2017 年末
まで延伸した．SS 協定締結は，2013 年 12 月に米国アトランタで開催された IEEE GLOBECOM2013
に併せて開催される ComSoc の定期役員会（BoG：Board of Governors meeting）において，通信ソサ
イエティ・笹瀬会長及び IEEE ComSoc・Vijay Bhargava 会長により調印した．Main (Cooperation) 
Agreement，Publications Side Agreement，Membership Side Agreement の三つの更新協定書につい
て，署名・締結を完了した．調印式と併せて，IEEE ComSoc 幹部役員諸氏（約 25 名）に対して笹瀬
会長から通ソの概要と活動状況を紹介するプレゼンテーションを行って頂き，IEEE ComSoc 幹部役員
諸氏に通ソの組織や国際化に向けた活動等への理解を深めて頂いた．韓国 KIEES については，既に SS
協定更新の承認を執行委員会にて頂いており，事務手続きについては引き続き調整中である．2014 年
については，中国 CIC とのシスターソサイエティ協定が年末に満了となるため，協定の更新について対
応する予定である． 
 
(8) 英文ニュースレター(IEICE-CS GLOBAL NEWSLETTER) 
英文ニュースレターは，通信ソサイエティの海外会員及び外国人会員とほかの会員との間の情報共有，

通信ソサイエティの国際化を目的として，通ソ会員へ年に 4 回配布しているものである．今年度は， 
I-Scover に関する特集記事のほか，会長メッセージ・フェローや外国人研究者（含留学生）からの寄稿・
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研究室便り・研究専門委員会の活動報告・通ソが関与する国際会議の予定表や開催報告・論文誌特集号

カレンダーなど約 50 件の記事及び国際会議の CFP を掲載した．また，裏表紙に，ソサイエティ／総合

大会の開催案内・I-SCover の周知・英文論文誌のポジションペーパ募集告知の掲載を行い，より情報性

を持たせた． 
 
(9) ホームページ・会員サービス 

通信ソサイエティ関連情報によりアクセスしやすくなるように，通信ソサイエティ Web トップペー

ジのリニューアルを行った．更に，通信ソサイエティ紹介資料「Status Report on IEICE 
Communications Society (IEICE-CS)」のホームページでの公開，会員の皆様から通信ソサイエティへ

の御意見や御提案を頂くための，御意見・御提案コーナーの開設を行った．CS アーカイブスサービス

では，昨年度の総合大会における講演論文集と通信ソサイエティ企画セッションの講演資料の一部を閲

覧できるサービスを実施した．また，本会の個人会員を対象とした，過去の大会講演論文集を閲覧・検

索できる「大会アーカイブスサービス」の開始に伴い，今年度 9 月のソサイエティ大会以降は，通信ソ

サイエティ企画セッションの講演資料の一部を閲覧できるサービスに変更した．これらの資料はそれぞ

れ 6 月上旬，11 月下旬に公開した．来年度も同様のサービスを継続予定である． 
 
(10) 通信ソサイエティ特別講演及び表彰式 
ソサイエティ大会期間中の 9 月 18 日に，特別講演及び表彰式を開催した．ソサイエティ功労顕彰状

（17 名），活動功労賞（108 名）の贈呈式を行うとともに，会長企画特別講演として，KDDI 財団理事
長の伊藤泰彦様による「途上国支援から学ぶ通信ビジネス」の招待講演を実施し，盛況に催すことがで
きた． 
 
(11) 通信ソサイエティ Welcome Party 
ソサイエティ会員，主に通信ソサイエティの学生・若手研究者を対象として，気軽に歓談する場を提

供する目的で，総合大会初日（3 月 18 日）に第 6 回通信ソサイエティ Welcome Party を開催した．昨

年度から開催時期を総合大会の時期に変更した．パーティは二部構成とし，第一部では，通信ソサイエ

ティ会長挨拶，通信ソサイエティの研専運営会議議長，研究専門委員会から活動内容や研究分野を紹介，

及び，第二部のポスタセッション参加企業・機関から，学生の皆さんに向けてのメッセージを一言ずつ

頂いた．第二部は企業・研究機関と通信ソサイエティの各研究専門委員会，計 34 件によるポスタセッ

ションとし，活動内容を紹介した．参加者数は学生 71 名（昨年 66 名），社会人 130 名（昨年 131 名），

合計 201 名（昨年 197 名）であった．今後，総合大会での開催を継続し，学生・企業からのフィードバ

ックを通して若手の学会活動参加推進のための施策を検討していく予定である． 
 

(12) 規程類の改定について 
活動功労賞に自分自身を推薦するのではないならば推薦者も候補となれるよう，「通信ソサイエティ

活動功労賞規程」及び「活動功労者選定手続」を 9 月に改定した．ソサイエティ会長が最終責任を持つ
通信ソサイエティの予算執行並びに契約の予算執行判断と契約判断をソサイエティ編集会議，研専運営
会議及び会員事業企画・運営会議の各会議に割り当てられた予算については各会議体の長に委譲する，
「通信ソサイエティ予算執行ならびに契約手続きに関する権限委譲ガイドライン」を 9 月に制定し 11
月に契約手続きの委譲を明確にするよう改定した．現在，映像アーカイブサービスを作成・提供する場
合の映像資料化における注意点について議論を行っており，平成 26 年度早期の制定を目指している． 
 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
 

2013(平成 25)年度は、エレクトロニクスに関する材料、部品、デバイス、サブシステムの研究領域に

おいて、産官学連携促進、科学技術の進歩への貢献や、会員（研究者）の満足度向上を目的とし、全体

を統括する運営・執行委員会の下、「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た。主要課題として、会

員の増強と運営の更なる効率化が挙げられる。会員増強対策としては、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を推進

した。また、運営の効率化に対しては、中長期的な財務体質改善に向け、エレソ財務タスクフォースを

中心に現状分析とアクションの基本方針の提案をした。更には、上記課題を含め、将来のエレソの体質
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強化に向けての議論体として「将来のエレソを考えるワーキンググループ」を発足し、時代に合わせた

エレソの在り方と具体策についての議論を開始した。以下、本年度のソサイエティの主な活動を三つの

会議ごとに記す。 
 

(1) 企画会議 
(1-1) 予算：エレソ会員数の減少による収入の減少、及び、エレソ活性化を目的とした直轄事業費支出

の増加に伴い、2010 年度から実質的な赤字に転落していることが、昨年度のエレソ財務タスクフォー

ス（TF）における財務状況分析で判明した。これを受け、今年度のエレソ財務 TF では、財務削減目標

を設定し、本目標に向けた直轄事業費の緊縮施策、及び、予算の精度向上施策を検討/立案した。更に、

編集出版会議及び研究技術会議・研究専門委員会の協力の下、これらの施策を実行に移した。その結果、

2014 年度予算を実質黒字ベースで立てることができた。来年度以降も 2014 年度予算の実行ベースでの

黒字化と 2015 年以降の安定的黒字化に向け、財務改善方策の検討を継続する予定である。 
 
(1-2) 顕彰：学生会員活性化を目的としたエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞は 2013 年総合大会

及び 2013 年ソサイエティ大会において選考を実施し、計 12 名の表彰を行った。また、例年どおり、平

成 25 年度（第 17 回）エレクトロニクスソサイエティ賞の選考を実施し、3 分野において表彰を行う予

定である。更に、2014 年度エレソフェロー推薦候補者、及び、2014 年度シニア会員候補者の選定作業

を実施している。なお、シニア会員については、2011 年度から申請者が減少しており、今後、シニア

会員の増強施策を検討/実施する。 
 
(1-3) 広報：エレソ会員向けビデオコンテンツの拡充のため、2013 年総合大会エレソプレナリーセッシ

ョンでの特別講演 2 件、2013 年ソサイエティ大会エレソプレナリーセッションでの特別講演 2 件、及

び、エレソ材料・デバイスサマーミーティング特別講演 1 件の配信を実施した。エレソ Newsletter に

ついては、エレソ Newsletter 改革を昨年度に引き続きタスクフォース体制で活動し、各賞受賞者、技

術解説の寄稿など、記事内容の充実を行った。また、ソサイエティ誌を電子化する学会本部決定（平成

26 年度～）を踏まえ、Newsletter の電子化に関する議論を行い、2014 年度以降の発行を電子化するこ

と、及び、電子化時の発行形態に関する基本方針を決定した。更に、減少傾向が続くエレソ会員につい

ては、昨年度に引き続き、タスクフォース体制で対策を検討した。今年度は、昨年度提唱した「本会会

員数が多い大学の卒業成績優秀者に対する表彰制度」に関し、来年度からの実施に向けた規程等の整備

を実施した。  
 
(2) 編集出版会議 
編集出版会議では、会員である読者、投稿者にとっての論文誌とはどうあるべきかを考えつつ、投稿

論文数の増加、投稿論文の効率的な査読による出版化等の課題を検討し以下のような点を実施してきた。 
 
(2-1) エレソ活性化予算として、掲載料の各種減額・免除、IEICE Electronics Express （ELEX）宣伝

パンフレットの作成などを提案し、実行した。 
 
(2-2) 和文誌は、投稿を促すための宣伝活動として、研究会及び大会での和文誌 C の案内資料配付や予

稿 DVD への案内資料同封を行った。新たに、研究会発表者で電子メール配信を許容する方にダイレク

トメールを送付して和文誌への投稿を促す施策を開始した。また、著名研究者による招待論文、解説記

事の掲載を継続して進め、論文誌の魅力増大を図った。更に論文誌の魅力を増す施策として、2013 年 1
月号掲載論文より随時公開を開始し、投稿から掲載までの期間短縮を図った。4 月より招待論文、解説

論文の無償ダウンロードサービスを導入した。論文閲覧者数の増減及び論文投稿数の増減等を確認し効

果について議論する予定である。 
 
(2-3) 英文誌は、引き続き投稿 Web サイトで ELEX への投稿促進と Brief Paper の投稿促進を行い、投

稿件数の増加を図っている。また、魅力ある論文誌とするために、次年度の特集号計画を立案し、ほぼ

毎月号に特集記事を掲載することとした。更に、インパクトファクター向上に向けた施策に関して議論

を継続中である。 
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(2-4) ELEX については、平成 24 年 4 月から開始した随時発行により投稿から出版までの期間が短縮さ

れた。また、ComEX 創刊に併せて、平成 24 年 6 月から投稿分野及び投稿料の改訂を行ったが、投稿

件数は堅調に推移している。更に、論文の早期公開を平成 25 年 4 月掲載分から開始した。早期公開に

伴う編集校正作業の見直し、DOI の形式、J-STAGE への掲載のタイミング、早期版・最終版の論文管

理方法の詰め等の準備を進めた。投稿者、閲覧者がアクセスしやすくなるように、ELEX ホームページ

のトップページを平成 25 年 4 月に刷新した。 
 
(3) 研究技術会議 
(3-1) 15 の研究専門委員会と 7 の時限研究専門委員会、5 の国際会議国内委員会がエレクトロニクスソ

サイエティの根幹として活発な研究活動を行った。 
 
(3-2) 国際会議については、主催・共同主催 7 件及び協催・協賛・後援案件 13 件を開催した(2013 年 4
月～2014 年 3 月)。また、国際会議支援補助金として 3 件を承認し、国際活動を支援した。 
 
(3-3) 2013 (平成 25)年ソサイエティ大会（福岡工大）では一般講演 387 件に加えて、シンポジウム講演

20 件、ソサイエティ特別企画 1 セッション、チュートリアル 2 セッション、依頼シンポジウム 2 セッ

ションを実施した。ソサイエティ特別企画における特別講演では、「光・電波シミュレーション技術の

最近の動向と今後の展望について」及び「生体シミュレーション技術の応用と今後の展望について」と

題して、光・電波シミュレーション技術では、最近の応用例の紹介を含め、動向と今後の展望、生体シ

ミュレーション技術では、生体の電磁界シミュレーション技術の発展を振り返るとともに、その有用性

と課題について講演を頂いた。 
2014(平成 26)年総合大会（新潟大）では一般講演 440 件に加えて、シンポジウム講演 39 件（うち 19

件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共催企画）、ソサイエティ特別企画 1 セッシ

ョン、チュートリアル 3 セッション、依頼シンポジウム 5 セッション（うち 1 件は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催企画）を実施した。中でも依頼シンポジウムの一つである

「Thailand-Japan MicroWave（TJMW）2013 優秀発表賞特別セッション」では、TJMW で優秀な発

表を行った学生 4 名（最優秀発表賞）の依頼講演（うちタイ学生 2 名）があり、海外との学術交流が

有意義に行われ、友好関係、グローバル化が活性化された。ソサイエティ特別企画における特別講演で

は、「パワー素子応用のための GaN 系電子デバイス技術の現状と可能性」及び「シリコン CMOS との

融合集積を目指した III-V 族光電子デバイスの現状と展望」と題して、GaN 系電子デバイスでは、パ

ワーデバイスのエネルギー利用における現状の紹介とその課題点と将来の可能性、III-V 族光電子デバ

イスでは、歴史的な現状、将来を概観し、同様の異種基板集積技術によって作製されるシリコン基板上

III-V 族半導体 MOS などの現状について講演を頂いた。また、ソサイエティ大会で 3 件、総合大会 7
件の研専企画に対して、講師謝礼等による支援を行った。 
 
(3-4) 研究会活性化費を活用し、学生・若手研究者に対する研究の促進や学会活動の活性化を図った。

立案、実施した企画は、国際セッション IS-EMD(会場費用、EMD)、非会員を含む学生・若手研究者を

対象とした CEATEC 期間のシンポジウム (講師謝礼ほか、EID)、学生マイクロ波回路設計試作コンテ

スト(表彰費用、MW)、マイクロ波学生研究発表会(表彰費用ほか、MW)、非会員を含む学生・若手研究

者を対象とした第一種研究会(表彰費用ほか、ICD)、バイオエレクトロニクス研究討論会(講師謝礼ほか、

OME)、優秀論文発表賞(表彰費用、EST)、学生講演セッション(表彰費用ほか、IPDA)、光エレクトロ

ニクスチュートリアル・学生ポスターコンペティション(会場費ほか、OPE)、時限研究専門委員会自主

研究会(講師謝礼ほか、NNN)、学生コンテスト受賞者特別講演(講師謝礼ほか、MW)、ワークショップ

「酸化物材料、その他多彩なデバイス応用」(予稿集印刷費補助、ED)、有機エレクトロニクスの基礎と

先端研究若手セミナー(講師謝礼ほか、OME)であった。このうち、EMD、EID 及び NNN の企画は、

非会員向け企画としての申請であった。特に IS-EMD（International Session on Electro-Mechanical 
Devices）は、研究会を国際ワークショップとして中国で開催した。参加者は中国 97、日本 18、タイ 1、
英国 2 であり、研究技術会議のグローバル化活動を推進した。 
 
(3-5) リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を平成 25 年 7 月 10 日に行った。研究専門委

員会運営に関わる幹事、幹事補佐（常設研専幹事 16 名、時限研専幹事 1 名）及び運営委員（12 名）に

参加してもらい、各会議から研究専門委員会に関する主要な伝達事項の説明及び質疑を行い、研専運営
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に関する手続き、情報等に関する理解を深めた。 
 
(3-6) 技報アーカイブについては、未着手であった 1968 年から 1992 年分の技報についてアーカイブ化

を実施した。これにより、2013 年度上半期に、これまでのアップロード分と合わせて、1955 年から 2009
年分までの技報の利用が可能となり、ソサイエティ会員に利用案内した。 
 
会員数やソサイティの財務状況の改善に貢献するためにも、2013（平成 25）年度は、前年度の活動に

おける費用対効果をより詳細に検証するとともに、魅力ある学会を目指して、様々な課題に取り組むこ

とで、会員の満足度向上、企業会員の増強、ひいては我が国のエレクトロニクス分野の研究開発促進を

目指し、一歩一歩着実に改革を進める予定である。 
 
◎ 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、コンピュータによる情報処理・システムを中

心とし、それに付随する通信・人間とを融合した学術分野に関する専門家集団である。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

ことである。平成 25 年度は、情報処理関係の研究における日本での中心活動母体となるよう、①会員

サービスの向上、②研専・論文誌・ソサイエティ誌の活性化、③資料のアーカイブ・リポジトリの整備、

に重点を置き、具体的には以下の活動を展開した。主要な活動を以下に示す。 
 
(1) FIT2013（情報科学技術フォーラム） 
ソサイエティ大会（ISS/HCG）と情報処理学会(IPSJ)の秋の全国大会を統合した FIT2013 を、平成

25 年 9 月 4 日～6 日の 3 日間、鳥取大学で開催した。発表件数は、査読付き論文が 75 件、一般論文が

600 件の計 675 件（昨年度 582 件）であり、参加者数は 1,301 人（昨年度 1,452 人）であった。前年か

ら発表件数が微増、参加者数が微減となった。なお、参加者減については、台風直撃の悪天候がある程

度影響したのではないかと思われる。また、船井業績賞(1 件)、船井ベストペーパー(3 編)、FIT 論文賞

(2 編)、FIT ヤングリサーチャー賞(10 名)、FIT 奨励賞(101 名)を選定・表彰した。FIT2014 は、筑波大

学で平成 26 年 9 月 3 日～5 日に開催予定である。 
 

(2) 2014 年総合大会 
新潟大学で平成26年3月18日～21日に開催された2014年総合大会では、403件の発表(前年比89%)が

行われたのに加え、ソサイエティ特別企画として学生ポスターセッションを3日間にわたり実施した。

本セッションは2005年の創設以来、盛況であり、本年は227件(前年比95%)の発表があった。期間中に

優秀ポスター賞を選定し、5名を表彰した。このほか、「クラウドネットワークロボットとしての自動運

転支援―どこまで支援するのか?自動化と支援の狭間―」の特別企画1件、「社会課題を解決するための

パターン認識・メディア理解技術の進展」の依頼シンポジウム1件の企画セッションが開催された。平

成25年度における本ソサイエティの学術奨励賞受賞者7名への授賞式が3月19日に行われた。 
 
(3) イノベーション創出に係る活動 
企業向け活動の一環として CEATEC JAPAN 2013 との連携開催に、本ソサイエティからはパターン

認識・メディア理解、人工知能と知識処理の 2 研究専門委員会が参加し、平成 25 年 10 月 3 日～4 日に

研究会を開催した。 
 

(4) 国際化に係る活動 
パターン認識国際連盟(IAPR: International Association for Pattern Recognition)への加盟を継続し、

平成 25 年度は 580 名の登録であった。 
 
(5) 研究会活動 
平成 25 年度は、23 の研究専門委員会と、6 の時限研究専門委員会により活発な活動を行った。第一

種研究会開催総数は 135 回（前年比 102%）、発表総件数は 2,682 件（前年比 105%）であった。なお、

平成 25 年度末で、身体性情報学時限研究専門委員会は活動を終了する。研究専門委員会の活性化に向

けて、研究専門委員会の分野・委員会数等について、現状の問題点の洗い出し及び今後の在り方につい

 27 



て引き続き検討する。 
 

(6) 選奨に関する活動 
本ソサイエティでは、ソサイエティの独自性向上と活性化のための施策として、サーベイ論文、先見

論文、連作論文を選定対象とするソサイエティ論文賞を設定している。また、ソサイエティ活動につい

て顕著な貢献があった会員を選奨する活動功労賞も設定し、平成 21 年度から従来の活動功労賞を「活

動功労賞」と「査読功労賞」に発展的に分割し、貢献のあった会員を選奨している。平成 25 年度はソ

サイエティ論文賞 1 編、活動功労賞 10 名、査読功労賞 10 名を選定し、平成 25 年 6 月 12 日の ISS 新

旧交代合同拡大運営委員会開催後に機械振興会館において授賞式を行った。 
 

(7) 論文誌 
平成 25 年度に英文論文誌に掲載された論文総数は 349 編（前年比 98%）、和文論文誌に掲載された

論文総数は 311 編（前年比 138%）であり、件数は増加傾向である。 
  
(8) 和文誌の活性化 

会員サービスの向上施策として、採録決定直後の掲載開始とする早期公開を決定し、その準備を進め

た。投稿件数増加の促進策として、システム開発論文特集を企画し、100 件の投稿を得た。また、昨年

度に続き学生論文特集を企画し、50 件の投稿を得た。過去 2 回の学生論文特集に比べ同特集への投稿

件数が減少したが、これは半年ずらして企画したシステム開発論文特集が影響していると分析している。

来年度も継続して学生論文特集を企画進行中であり、次回は従来どおりの投稿件数に復活すると見込ん

でいる。 
  
(9) 英文誌の活性化 

昨年度に引き続き、試験的に特集号のオープン化を継続中である。今後はダウンロード数の推移など

を見て、オープン化の効果を検証する予定である。ソサイエティが発行費用を負担することで、クオリ

ティの高いサーベイ論文の投稿を促す。また、招待サーベイ論文の施策も継続して取り組んでいる。 
 
(10) ソサイエティ論文賞に「システム開発論文」の論文種別を新設 

ISS 論文賞において、従来の「サーベイ論文」「先見論文」「連作論文」に加えて、「システム開発論

文」という論文種別を新たに設けた。 
 
(11) 論文の早期公開への取組み 

ISS会員に実施したアンケート(2012/3)における強い要望に応える形で、ISSの和英論文誌に関して、

早期公開(採録判定直後の公開)できるよう調整を行い、システムの改修を進めているところである。和

文論文誌については2014年4月受付分から、英文論文誌については2014年5月受付分から早期公開を実

施する予定である。 
 

(12) ソサイエティ誌 
ソサイエティ誌は、5 回/年の発行を実施した。 

2012年度から開始した研究会インタビューを今年度も継続した。また、2014年2月発行号から裏表紙を

表紙と同様イラストにし、目玉記事のタイトルを掲載することで、より注目されるよう工夫した。ソサ

イエティ誌(2014年2月発行)「研究専門委員会の活性化に向けて」記事において研究会間の関係を表す

相関グラフを掲載している。なお、ソサイエティ誌は1996年度～2003年度と2011年度以降について、

全てWWWにて公開している。

http://www.ieice.org/iss/jpn/Publications/society_mag/back_number.html 
 
(13) 技報の電子化・リポジトリ化について 

2007 年度以降今後も含み全ての技報は、通ソ作成の技報オンラインサービスにて電子化・オンライ

ン閲覧サービスが提供される。平成 25 年度はトライアルサービス中であり、来年度から正式運用に入

る。また、1993〜2006 年の技報は NII の CiNii により閲覧サービス提供中である。1992 年以前の技報

については、今年度と来年度に分けて、全ての電子化(PDF 化)を行う予定である。これにより紙媒体の

劣化の問題は解決される。 
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(14) FIT 予稿の電子化・リポジトリ化について 
初回から平成 25 年度開催分まで全ての予稿を大会アーカイブスに搭載する作業を実施し、引き続き

I-Scoverからも検索可能となった。今後の開催分についても同様に提供する予定であり、FITコンテン

ツを大会アーカイブスに搭載するための経費は ISS として負担する。 
 
◎ ヒューマンコミュニケーショングループ 

 
HCGは平成7年度に発足し今年度で設立19年目を迎えた。設立以来、人とコミュニケーション、情報

メディアとコンテンツ、そして福祉と支援、という「人を中心として様々な境界領域の研究」を学際的

に幅広く取り上げている。そのため、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

系をとることにより、機動性のある分野横断的な活動を基礎的課題から最新のホットな話題に至るまで

柔軟にかつ精力的に展開してきている。HCGの今年度の主な活動を以下に示す。 
 
(1)研究会活動 
平成25年度は、四つの常設研究専門委員会（第一種研究会）、四つの時限研究専門委員会（第二種研

究会）、及び、四つの時限研究専門委員会（第三種研究会）という体制により活発な活動を展開した。

なお、第三種研究会のCML（未来世代から見たコミュニケーション科学の魅力と学習意欲向上）研究専

門委員会が本年度で活動を終了する。また、第二種研究会のAMST（先端医科学技術）研究専門委員会

と第三種研究会のEHI（人間とICT倫理）研究専門委員会が統合し、次年度から健康・生活情報科学時限

研究専門委員会（第二種研究会）として活動を開始する。 
 
(2)HCGシンポジウムの開催 

HCGシンポジウム2013を12月18日(水)～20日(金)に松山市総合コミュニティセンターにて開催した。

発表件数 108 件（口頭発表 49 件、オーガナイズドセッション27件、インタラクティブ発表 32 件）

及び参加者数 206 名であった。一昨年度（発表63件、参加者数127名），昨年度（発表97件、参加者

数191名）に比べ、発表件数及び参加者数ともに増加し過去最大の規模となり、HCGの中核となるシン

ポジウムとして定着したと言える。本年度の新しい試みとして、3件のオーガナイズドセッション（コ

ミック工学、ユーザセンタードデザインとデザイン思考、空気メディアの現状と展望）を企画し、多く

の聴衆を集め盛況であった。シンポジウムの規模が大きくなってきたことから、今後は運営・実施体制

を強化し、継続して円滑に実施できる体制作りを進めることを検討している。 
 
(3)総合大会活動 
総合大会では、工学分野に限らず周辺分野との横断的な研究交流を目指し、CML（未来世代から見た

コミュニケーション科学の魅力と学習意欲向上）研究専門委員会からは小中高の教諭を交えた企画「楽

しい学び実現？―コミュニケーションの基本の理解の上に―」、そしてHIP（ヒューマン情報処理研究

専門委員会）研究専門委員会からは心理学者を含む企画「「空間感性」を拡張する人間情報処理研究の

最先端」に関するイベントを提案し開催した。 
 
(4)論文誌での活動 
和文論文誌Dにて、「ヒューマンコミュニケーション～価値ある生活環境構築のための情報技術～」

特集号を企画し（44件の投稿）、平成26年1月号として発行した。現在、和文論文誌Aにて「ヒューマ

ンコミュニケーション～人々の生活を幸せで豊かにしていくICTとコミュニケーション～」特集号を企

画し、平成27年1月の発行を目指して準備を進めている。 
 
(5)表彰活動 
平成25年度ヒューマンコミュニケーション(HC)賞の選定を行い、326件の研究会発表から5件が選考

され、HCGシンポジウム期間中に表彰式を行った。本賞は、第一種研究会の発表から50件に1件を目安

に、各研究会で組織したHC賞審査委員会において選考されている。また、HCGシンポジム2013の発表

の中から、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5件、学生優秀インタラク

ティブ発表賞6件、オーガナイズドセッション賞5件を選出し、表彰した。 
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(6)広報活動 
HCGホームページを全面的にリニューアルし、新しいページを平成25年6月に公開した。更に整備が

遅れていた英語化を進め、ホームページの英語版を平成26年2月に公開した。また、昨年度までメーリ

ングリストのみへ配信していたHCGニューズレターを、新しいホームページ上にも掲載するようにした。

あわせて、従来の紙媒体の編集スキームを継承したニューズレター作成に対して、Webベースの投稿シ

ステムを導入し効率化を図るとともに、発表募集などタイムリーな情報提供を迅速にホームページ上に

掲載できる仕組みを整備した。更に、研究会活動をより積極的に広報していくために、活動報告をホー

ムページ上に定期的に掲載するスキームについて検討を進めている。 
 
(7)情報保障活動 

HCGとして本会自体が社会へ発信するメッセージの一つとして、情報保障の取組みと普及活動を積極

的に行っている。今年度も研究会、専門委員会、HCGシンポジウム等で、情報保障の取組みを行った。 
 
 
１． 大会に関する事項(定款 第 4 条 ロ号) 
 
１．１ ソサイエティ大会 

下記の期日･会場において基礎・境界、通信、エレクトロニクスの 3 ソサイエティが合同して開催

した。 
 

期 日 平成 25 年 9 月 17 日(火)～20 日(金) 
会 場 福岡工業大学(福岡市) 
参加者 3,067 名 
懇親会 大学内 Ｂ棟 1階 レストラン(ＯＡＳＩＳ) 参加者 144 名 
 

（a） 企画講演セッション数 

企画種別 大会委員会 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

大会委員会 
セッション 3 ― ― ― 3 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企画 
セッション ― 1 2 1 4 

パネル 
セッション ― ※2 ※6 0 7 

チュートリアル 
セッション ― 2 4 2 8 

依頼シンポジウ

ム ― 3 §6 §2 10 

合計 
(共催を含む) 3 ※8 ※§18 §5 32 

※ 基礎・境界と通信の共催企画 1 件を含む。 

§ 通信とエレクトロニクスの共催企画 1 件を含む。 

 
（b） 公募講演件数 

 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

一般ｾｯｼｮﾝ 165 982 387 1,534 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 30 125 20 175 

合計 195 1,107 407 1,709 
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１．２ 総合大会 
下記の期日･会場において 4 ソサイエティ(ヒューマンコミュニケーショングループは基礎・境界

ソサイエティに含まれる)が合同して開催した。 
 
期 日 平成 26 年 3 月 18 日(火)～21 日(金) 
会 場 新潟大学(新潟市) 
参加者 4,777 名 
懇親会 チサンホテル  参加者 183 名 
 

(a) 企画セッション数 

企画種別 大会委員

会 
ソサイエティ 合計 

(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報･ｼｽﾃﾑ 
大会委員会 
セッション 7 ― ― ― ― 7 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企

画セッション ― 1 3 1 2 7 

パネル 
セッション ― 0 3 0 0 3 

チュートリア

ルセッション ― 3 2 3 0 8 

依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
セッション ― †4 ※9 ※5 1 17 

合計 
(共催を含む) 7 †8 ※17 ※9 3 42 

 † ヒューマンコミュニケーショングループの企画 1 件を含む。 
    ※ 通信とエレクトロニクスの共催企画 2 件を含む。 

 

(b) 公募セッション講演数 

 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報･ｼｽﾃﾑ 

一般ｾｯｼｮﾝ ※273 1,285 440 382 2,380 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ §36 §#137 #39 21 206 

合計 ※309 §1,422 §479 403 2,586 
※ ヒューマンコミュニケーショングループの講演 70 件を含む。 

§ 基礎・境界と通信の共催企画 8 件を含む。 

＃ 通信とエレクトロニクスの共催企画 19件を含む。 

 

１．３ FIT2013(第 12 回情報科学技術フォーラム) 
下記の期日･会場において情報・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

プ及び情報処理学会が合同して開催した。 
 

期 日 平成 25 年 9 月 4 日(水)～6 日(金) 
会 場 鳥取大学・鳥取キャンパス (鳥取市) 
参加者 1,301 名 
懇親会 ホテルニューオータニ鳥取  参加者 150 名 

イベント企画 
研究会提案企画 11 課題 
委員会提案企画 2 課題 
現地提案企画 1 課題 

査読付き論文講演 75 講演 
一般講演 600 講演 
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２．国際会議に関する事項(定款 第 4 条 ロ号、へ号) 
 

次のとおり開催した。 
会   議   名 開催年月日 参加者数 論文数 場  所  

URSI Commission B 2013 International 
Symposium on Electromagnetic Theory 
(EMTS2013) 

2013.5.20 ～

24 358 290 広島 ES 

18th OptoElectronics and 
Communications Conference / 
International Conference on Photonics 
in Switching2013 (OECC/PS2013) 
 
The Pacific Rim Conference on Lasers 
and Electro-Optics2013(CLEO Pacific 
Rim2013) 

2013.6.30 ～

7.4 
1,469 
※1 

1,207 
※1 京都 CS 

ES 

第 18 回光エレクトロニクス・光通信国際

会議のワークショップ（OECC2013 
Workshop） 

2013.6.30 70 7 京都 CS 

2013 Topical Workshop on 
Heterostructure Microelectronics 
(TWHM2013) 

2013.9.2～5 113 65 函館 ES 

2013 International Symposium on 
Nonlinear Theory and its Applications.
（NOLTA 2013） 

2013.9.8～11 179 164 U.S.A ESS 

The Sixth International Workshop on 
Image Media Quality and its 
Applications (IMQA2013) 

2013.9.12 ～

13 107 35 東京 ESS 

Asia-Pacific Conference on Synthetic 
Aperture 
Radar(APSAR)2013(APSAR2013) 

2013.9.23 ～

27 231 169 つくば ES 

アジア・太平洋 ネットワーク運用と管

理シンポジウム 2013（APNOMS 2013） 
2013.9.25 ～
9.27 207 85 広島 CS 

2013 Ineternational Workshop on 
Smart Info-Media Systems in Asia 
(SISA2013) 

2012.9.30 ～

10.2 128 77 名古屋 ESS 

2nd Korea-Japan Workshop on 
Complex Communication Science 
(KJCSS2013)  

2013.10.17～
19 32 24 沖縄 ESS 

光通信インフラの飛躍的な高度化に関す

る国際シンポジウム（EXAT 2013） 2013.11.7 87 22 札幌 CS 

Integreted Circuits,Design,and 
Verification 2013(ICDV2013) 

2013.11.15～
16 61 55 ベトナム ES 

ESS 
The 8th International Workshop on 
Security（IWSEC 2013） 

2013.11.18～
20 87 39 沖縄 ESS 

Thailand Japan MicroWave 
2013(TJMW2013) 2013.12.2～4 137 82 タイ(バン

コク) ES 

※1  CLEO Pacific Rim 2013 と OECC/PS2013 については同時開催（GLOBAL NEWSLETTER 
への報告も併せて 1 件）となっていたため，参加者数及び論文数については合計値を記載した． 

 
 
３．出版に関する事項(定款 第 4 条 イ号) 
 
３．１ 和文論文誌の発行状況 

各ソサイエティ別(A･B･C･D)に 4 種類をオンラインジャーナルで公開し、オプションとして冊子

体を次のとおり発行・配布した。 
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掲載総ページ数は 6,440 ページである。 

分 冊 論  文 レター その他 計 特集回数 

発行部数

(冊子体) 
分 類 件  数 件  数          件  数 

回 部   ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

A 
77 26          103 

5 7,500 768 111 147 1,026 

B 
125 16          141 

9 7,800 1,233 92 125 1,450 

C 
67 15          82 

3 6,800 546 56 126 728 

D 
260 51          311 

10 8,500 2,804 188 2 01 3,193 

計 

529 108          637 
27 30,600 5,351 447 599 6,397 

 
３．２ 英文論文誌の発行状況 

各ソサイエティ別(A・B・C・D)に 4 種類をオンラインジャーナルで公開し、オプションとして冊

子体を次のとおり発行・配布した。 
掲載総ページ数は 10,385 ページである。 

分 冊 論  文 レター その他 計 特集回数 

発行部数

(冊子体) 

分 類 件  数 件  数          件  数 

回 部   ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

A 
257 134          391 

12 6,200 2,319 552 125 2,996 

B 
307 8          315 

8 7,200 2,884 34 139 3,057 

C 
156 38          194 

10 7,100 1,197 131 122 1,450 

D 
219 130          349 

7 6,000 2,156 538 188 2,882 

計 

939 310          1,249 
37 26,500 8,556 1,255 574 10,385 

 
３．３ 電子ジャーナル 

(1)基礎・境界ソサイエティ 
基礎・境界ソサイエティでは、ペーパーレス英文論文誌「Nonlinear Theory and Its 

Applications, IEICE(略称 NOLTA)」(年 4 回発行)に 35 件(うち 巻頭言 4 件)、472 ページ(う
ち巻頭言 5 ページ)を掲載した。 

(2)通信ソサイエティ 
通信ソサイエティでは、ペーパーレス英文論文誌「IEICE Communications Express(略称

ComEX)」(随時発行)に 87件(うち 巻頭言 1件)、530ページ(うち 巻頭言 2ページ)を掲載した。 
(3)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では、ペーパーレス研究速報英文論文誌「IEICE Electronics 
Express(略称 ELEX)」(随時発行)に 278 件(うち 巻頭言 1 件)、2,139 ページ(うち 巻頭言 3 ペ

ージ)を掲載した。 
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３．４ ニューズレター、ソサイエティ誌の発行状況 
 各ソサイエティ及びグループでは活動の一環としてニューズレター、ソサイエティ誌を下記のと

おり発行した。 
(1) 基礎・境界ソサイエティ  ソサイエティ誌(Fundamentals Review)   4 回  386 ページ 
(2) 通信ソサイエティ     マガジン誌(通信ソサイエティマガジン) 4 回  336 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  164 ページ 
(3) エレクトロニクスソサイエティ  ニューズレター  4 回  152 ページ 
(4) 情報・システムソサイエティ  ニューズレター  5 回  112 ページ 
(5) ヒューマンコミュニケーショングループ ニューズレター(電子的) 3 回  19 ページ 

 
４．選奨に関する事項(定款 第 4 条 ホ号、へ号) 

所定の手続きによって選考が進められ、次のとおり各受賞者を決定した。 
 

４．１ 基礎・境界ソサイエティ 
(1)特別功労賞 

業     績 貢 献 者 

基礎・境界ソサイエティの国際化への顕著な貢献 宮永 喜一 

以上 1 名 

(2)功労賞 
業     績 貢 献 者 

イメージ・メディア・クオリティ研究専門委員会の設立に対する貢献 会津 昌夫 
信号処理分野におけるソサイエティの国際化に対する貢献 酒井 英昭 
信号処理分野におけるソサイエティの国際化に対する貢献 西谷 隆夫 
ソサイエティ国際化に対する海外会員としての貢献 Kosin Chamnongthai 
2013 年暗号と情報セキュリティシンポジウム実行委員長としての貢献 渡辺  創 
ASP-DAC2013 を通した基礎・境界ソサエティ活動の向上・活性化への貢献 木村 晋二 
NOLTA2012 への General Co-Chair としての貢献 池口  徹 
ISITA2012 の運営に対する貢献 藤原  融 

以上 8 名 

(3)貢献賞 
(3.1) ソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 

基礎・境界ソサイエティ庶務幹事としての貢献 斎藤 秀俊 
基礎・境界ソサイエティ会計幹事としての貢献 野上 保之 
基礎・境界ソサイエティ大会担当幹事としての貢献 三宅 茂樹 
基礎・境界ソサイエティ事業担当幹事としての貢献 有村 光晴 
基礎・境界ソサイエティ英文論文誌編集幹事としての貢献 中谷 祐介 
基礎・境界ソサイエティにおけるソサイエティ誌担当幹事としての貢献 高島 康裕 
基礎・境界ソサイエティ電子広報担当幹事としての貢献 小嶋 徹也 

以上 7 名 

(3.2) サブソサイエティ運営 
業     績 貢 献 者 

情報理論とその応用サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 和田山 正 
システムと信号処理サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 前田 義信 
非線形理論とその応用サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 関屋 大雄 

以上 3 名 
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(3.3) 研究専門委員会運営 
業     績 貢 献 者 

回路とシステム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 高藤 大介 
ワイドバンドシステム研究専門委員会幹事としての貢献 小野 文枝 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 三浦  光 

安全・安心な生活のための情報通信ネットワーク第 3 種研究会と安全・安心な生活

のための情報通信システム時限研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 中野 敬介 

システム数理と応用研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 中村 正樹 
高信頼制御通信時限研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 阪口  啓 
信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 大谷  猛 
非線形問題研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 高坂 拓司 
スマートインフォメディアシステム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 吉澤 真吾 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 大谷  真 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 古賀 弘樹 
情報セキュリティ研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 四方 順司 
VLSI 設計技術研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 竹中  崇 

以上 13 名 

(3.4) 国際会議及びその他の事業 
業     績 貢 献 者 

IWSEC2012 開催及び暗号と情報セキュリティ特集号編集における貢献 松本  勉 
以上 1 名 

(3.5) 国際会議 
業     績 貢 献 者 

ASP-DAC2013 実行委員会の運営に対する貢献 瀬戸 謙修 
以上 1 名 

(3.6) 国内会議 
業     績 貢 献 者 

SITA2012 の運営に対する貢献 竹内 純一 
以上 1 名 

(3.7) その他の事業 
業     績 貢 献 者 

スマート通信・マルチメディアシステム小特集号(2012)編集幹事としての貢献 笹岡 直人 
イメージ・メディア・クオリティ研究専門委員会幹事補佐としての貢献 杉本  修 
2012 年情報理論とその応用特集号の編集に対する貢献 岩田 賢一 
暗号と情報セキュリティ特集号編集幹事としての貢献 河内 亮周 
回路とシステムワークショップの活性化 田中  聡 

以上 5 名 

(4)Fundamentals Review ベストオーサー賞 
論     説 著 者 

BDD/ZDDを基盤とする離散構造と演算処理系の最近の展開 湊  真一 

                                            以上 1 名 
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４．２ 通信ソサイエティ 
 (1)ソサイエティ論文賞 

論  文  名 著 者 名 

【優秀論文賞】 

ポスト壁キャビティ付誘電体スラブを装荷した定在波型導波管シリ

ーズスロットアレーアンテナ 

山口 聡(三菱電機) 

高橋 徹(三菱電機) 

荒巻洋二(三菱電機) 

大塚昌孝(三菱電機) 

小西善彦(三菱電機) 

澤谷邦男(東北大) 

超低消費電力化データ駆動ネットワーキングシステムとその評価 

西川博昭(筑波大) 

青木一浩(情報基盤研究

所) 

三宮秀次(筑波大) 

宮城 桂(高知工科大) 

岩田 誠(高知工科大) 

宇津圭祐(東海大) 

石井啓之(東海大) 

UHF 帯パッシブタグ及びアクティブタグ通信端末を用いた簡易屋内

測位システム開発と評価 

山本正明(日立) 

阿部貴善(日立東日本ｿﾘｭｰ 

ｼｮﾝｽﾞ) 

古川直広(日立) 

山添孝徳(日立) 

【チュートリアル論文賞】 

小形ノーマルモードヘリカルアンテナの設計法と性能 

山田吉英(防衛大) 

道下尚文(防衛大) 

【Best Paper Award】 

MAC Protocol for Energy Efficiency and Service Differentiation 

with High Goodput in Wireless Sensor Networks 

SangKwon MOON(KAIST) 

Jong-Woon YOO(KAIST) 

Jaesub KIM(KAIST) 

Kyu-Ho PARK(KAIST) 

Performance Evaluation of Joint MLD with Channel Coding 

Information for Control Signals Using Cyclic Shift CDMA and Block 

Spread CDMA 

Teruo KAWAMURA(NTT 

DOCOMO) 

Ryota TAKAHASHI(Tokyo 

City Univ.) 

Hideyuki NUMATA(Tokyo 

City Univ.) 

Nobuhiko MIKI(NTT 

DOCOMO) 

Mamoru SAWAHASHI(Tokyo 

City Univ.) 

Miniaturization of Parallel-Plate Lens Antenna for Evaluation 

of Wave Absorber Placed on Ceiling of ETC Gate 

Takenori 

YASUZUMI(Aoyama Gakuin 

Univ.)  

Nayuta KAMIYA(Aoyama 

Gakuin Univ.)  

Ryosuke SUGA(Aoyama 

Gakuin Univ.)  

Osamu HASHIMOTO(Aoyama 

Gakuin Univ.)  

Yukinori MATSUSHITA 

(Nippon Expressway 

Research Inst.) 

Yasuyuki MATSUDA 

(Nippon Expressway 

Research Inst.) 
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【Best Tutorial Paper Award】 

A User's Guide to Compressed Sensing for Communications Systems 

Kazunori HAYASHI(Kyoto 

Univ.)  

Masaaki NAGAHARA(Kyoto 

Univ.)  

Toshiyuki TANAKA(Kyoto 

Univ.)  

A Survey of the Research on Future Internet and Network 

Architectures 

Toru HASEGAWA(KDDI R&D  

Labs.) 

【ComEX Best Letter Award】 

Simple analytical method for wireless distributed networks 

considering contending and hidden nodes 

Hiraku Okada(Nagoya 

Univ.) 

Kenichi Mase(Niigata 

Univ.) 

【マガジン論文賞】 

生態観測へのセンサネットワーク技術の応用 

山本 寛(長岡技科大) 

山本麻希(長岡技科大) 

山崎克之(長岡技科大) 

                                                             以上 11 編 

 

４．３ エレクトロニクスソサイエティ 
 (1)ソサイエティ賞 

分   野 業     績 貢 献 者 

第1分野 ナノスケール MOSFET のキャリア輸送に関する先駆的研究 内田 建(慶大) 

第2分野 ベクトル光変調技術に関する先駆的研究 川西 哲也 (NICT) 
第3分野 液晶を用いたフレキシブルディスプレイに関する先駆的研究 藤掛 英夫 (東北大) 

以上 3 件 

 (2)レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

(該当なし)  
  

(3)ELEX Best Paper Award 
論  文  名 著 者 名 

A Proper Security Analysis Method for CMOS Cryptographic 
Circuits 

Yoshio Takahashi  
(NTT DATA) 

Tsutomu Matsumoto 
  (Yokohama National 
   Univ.) 

以上 1 件 

(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

(該当なし)  
 

(5)エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞 
分    野 講 演 者 

電磁波・マイクロ波 

南  昂孝(豊橋技科大) 

石坂 雄平(北大)  

折井  瑛彦(広島大) 

神谷那由他(青学大) 

化合物半導体・光エレクトロニクス 

広瀬  遥(東北大) 

竹内 尚輝(横浜国大) 

財津  優(東大) 

萩原 智哉(山梨大) 
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シリコン・エレクトロニクス一般 

熊谷 圭太(電通大) 

池田  翔(東工大) 

岡澤 貴之(豊橋技科大) 

村上 雄紀(九大) 

以上 12 名 

４．４ 情報・システムソサイエティ 
 (1)ソサイエティ論文賞 

論  文  名 著 者 名 

【サーベイ論文】 

Computational Models of Human Visual Attention and Their 

Implementations: A Survey 

Akisato KIMURA 

Ryo YONETANI 

Takatsugu HIRAYAMA 
以上 1 編 

 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 

パターン認識・メディア理解研究専門委員会副委員長としての貢献 栄藤 稔(NTTドコモ) 

パターン認識・メディア理解研究専門委員会幹事及び ISS技術会議幹

事としての貢献 
北原 格(筑波大) 

ソフトウェアインタプライズモデリング研究専門委員会幹事としての貢献 黒瀬 晋(NEC) 

ISS和文論文誌編集委員長としての貢献 杉本 晃宏(NII) 

ISS英文論文誌編集委員としての貢献 杉山 賢二(成蹊大) 

ISS英文論文誌編集委員としての貢献 中村 篤祥(北海道大) 

マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会

副委員長としての貢献 
西村 明(東京情報大) 

ソサイエティ誌編集幹事としての貢献 門田 啓(NEC) 

ISS和文論文誌編集副委員長としての貢献 山田 武士(NTT) 

ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究専門委員会委

員長及び副委員長としての貢献 
力宗 幸男(兵庫県立大) 

以上 10 名 

  (2-2)査読功労賞 

業     績 貢 献 者 

論文誌査読委員としての貢献 伊藤 康一(東北大) 

論文誌査読委員としての貢献 井手 一郎(名大) 

論文誌査読委員としての貢献 河田 佳樹(徳島大) 

論文誌査読委員としての貢献 山田 武士(NTT) 

論文誌査読委員としての貢献 尺長 健(岡山大) 

論文誌査読委員としての貢献 深山 正幸(金沢大) 

論文誌査読委員としての貢献 西山 正志(東芝) 

論文誌査読委員としての貢献 仙田 修司(NEC) 

論文誌査読委員としての貢献 中村 篤祥(北大) 

論文誌査読委員としての貢献 北本 朝展(NII) 

以上 10 名 
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 (3)優秀ポスター賞 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

廣兼優里 横浜国大 土屋大樹 横浜国大 

入江大輔 千葉大 齋藤陽介 筑波大 

槇 俊孝 福岡工大               以上 5 名 

 
 
４．５ ＦＩＴの各賞 

(情報・システムソサイエティ及び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 
との合同) 

 
 (1)船井業績賞 

業     績 受 賞 者 

Rubyの開発とその国際的な普及展開に対する貢献 
まつもと ゆきひろ  

(Ruby アソシエーション) 

以上 1 件 

 (2)船井ベストペーパー賞 
論  文  名 受 賞 者 

知名度の地理的広がりを考慮した実世界スポットの地域局所性推定 

田中 陽子(NTT) 
数原 良彦(NTT) 
佐藤 吉秀(NTT) 
戸田 浩之(NTT) 
鷲崎 誠司(NTT) 

奏者の意図したテンポ変動の推定に基づく演奏録音の自動伸縮修正

法 
小泉 悠馬(法政大) 
伊藤 克亘(法政大) 

回転運動する聴覚刺激が回転ベクション感覚に及ぼす影響 

崔 正烈(東北大) 
柳生 寛幸(東北大) 
坂本 修一(東北大) 
岩谷 幸雄(東北学院大) 
鈴木 陽一(東北大) 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 

HPC クラウドにおける仮想計算機の割込み通知機構の改良 

本庄 賢光(広島市大/イン

ターネットイニシアティ

ブ) 
窪田 昌史(広島市大) 
北村 俊明(広島市大) 

地域制約の元での戦略的操作不可能なマッチングメカニズム 

橋本 直幸(九大) 
上田 俊(九大) 
岩崎 敦(九大) 
安田 洋祐(政策研究大) 
横尾 真(九大) 

以上 2 編 
(4)FIT ヤングリサーチャー賞 

氏 名 所属(発表時) 論  文  名 

池田 和史 KDDI 研 Twitter 解析による通信品質低下傾向の早期検出手法の提案 

大井 悠介 北大 プレゼン環境における聴衆の身体動作に基づくコメント投

稿システム 
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大久保 諒 神戸大 マルウェアの部分コードによる類似度判定と機能推定 

大貫 智洋 三菱電機 制御ソフトウェアの仕様整合性検証手法の検討と評価 

岡田 将吾 東工大 車載センサログの時系列データマイニングに基づく運転挙

動の分析 

辻 聡美 日立 ビジネス顕微鏡ディスプレイ：オフィスでのコミュニケーシ

ョンを促進する行動ログ表示アプリケーションの開発 

中原 啓貴 鹿児島大 ポリフェーズ・フィルタ・バンクを用いた基数 2FFT に関し

て:電波望遠鏡用分光器への適用 

宮部 真衣 東大 折り返し翻訳は本当に役に立たないのか？～人間の観点か

らみた折り返し翻訳の妥当性評価～ 
以上 8 名 

 
４．６ ヒューマンコミュニケーショングループ 
 (1)ヒューマンコミュニケーション賞 

研究会名 業     績 受 賞 者 

HCS 
離れた家族をつなぐコミュニケーションの事例研究―

電話チャンネルを用いた 5 年間の記録― 
HCS2012-91 

 
山口 真澄(NTT) 
 

HCS 
“あくび伝染”時に関する認知的・情動的共感機能の

時間的遷移 
HCS2013-7 

久保 賢太(JST) 
岡ノ谷一夫(東大/JST) 
川合 伸幸(名大/JST) 

HIP 
食器の材質・質感における感覚間統合が味覚評価に及

ぼす影響 
HIP2013-33 

田中 観自(東大) 
陳  娜 (東大) 
坂井 信之(東北大) 
渡邊 克巳(東大) 

MVE 
雑音抑圧法を用いたステレオ型自動カラオケアプリの

開発 
MVE2013-5 

武田  駿(諏訪東京理科大) 
名取 隆廣(東京理科大) 
田邉  造(諏訪東京理科大) 
古川 利博(東京理科大) 

WIT 
高齢者に適した番組音調整装置の開発―家庭内で聞き

とりやすい受信機を目指して― 
WIT2013-19 

小森 智康(NHKエンジニアリ

ングシステム) 
今井  篤(NHK) 
清山 信正(NHK) 
田高 礼子(NHK) 
都木  徹(NHKエンジニアリ

ングシステム) 
及川 靖広(早大) 

以上 5 件 
 (2)インタラクティブ賞 

業     績 受 賞 者 

【最優秀インタラクティブ発表賞】(C-3-3) 
マンガ没入型エンタテイメントシステムの可能性 

小出雄空明(神奈川工科大)   
國富 彦岐(神奈川工科大) 
藤村  航(神奈川工科大) 
奈良 優斗(神奈川工科大) 
白井 暁彦(神奈川工科大) 

【最優秀インタラクティブ発表賞】(A-9-3) 
継時的に提示される振動刺激の個数把握に関する基礎検討 

飯田 直己(東工大) 
渡邊 淳司(NTT/東工大) 

【優秀インタラクティブ発表賞】(C-2-1) 
瞳孔径計測に基づいた視覚的注意位置の推定及び視線移動位置

の予測 

金子 寛彦(東工大) 
藤井 芳孝(東工大) 
阪本 清美(パナソニック) 
坂下 誠司(パナソニック) 
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【優秀インタラクティブ発表賞】B-3-1) 
ユーザインタビューに基づく遠隔絵本読み聞かせサービスの検

討 

中茂 睦裕(NTT) 
濱口 菜々(NTT) 
渡邊 大喜(NTT) 
中谷 桃子(NTT) 
片桐有理佳(NTT) 

【優秀インタラクティブ発表賞】(C-7-2) 
上肢能動運動が視覚における時間知覚に与える影響 

横坂 拓巳(NTT) 
黒木  忍(NTT) 
渡邊 淳司(NTT) 
西田 眞也(NTT) 

【優秀インタラクティブ発表賞】(C-5-1) 
Kinect を用いた指文字練習システムにおける識別処理とユーザ

インタフェースの改良 

田中 陽土(筑波技大) 
高林 大輔(筑波大) 
近藤 真暉(筑波技大) 
加藤 伸子(筑波技大) 
福井 和広(筑波大) 
岡崎 彰夫(筑波技大) 

【優秀インタラクティブ発表賞】(I-2-9) 
スマートフォン・タブレット端末を用いた失語症者向け訓練・支

援機器の開発 

黒岩 眞吾(千葉大) 
有馬 志保(千葉大) 
堀内 保雄(千葉大) 
鈴木 弘二(エスコアール) 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】(I-1-9) 
気持ちを伝える手紙形式のガイドマップの提案―静岡県伊東市

を事例として― 

中野えみり(慶大) 
小川 克彦(慶大) 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】(I-1-10) 
犬目線による街の紹介ビデオの提案と評価 

太田 千尋(慶大) 
小川 克彦(慶大) 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】(B-2-2) 
体験情報を外在化するための協創環境のデザイン―高齢者の土

産話を対象として― 

月川香奈子(関西大) 
白水菜々重(関西大) 
松下 光範(関西大) 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】(Ⅰ-2-8) 
探索目標の視覚特徴分布を考慮した誘目度推定モデル 

大平 隼也(名大) 
平山 高嗣(名大) 
榎堀  優(名大) 
間瀬 健二(名大) 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】(A-9-4) 
微粒子の薄層に対する粗さの触知覚 

坪井 広樹(東工大) 
井上  誠(筑波大) 
黒木  忍(NTT) 
望山  洋(筑波大) 
渡邊 淳司(NTT/東工大) 

【オーガナイズドセッション賞】(C-3-3) 
マンガ没入型エンタテイメントシステムの可能性 

小出雄空明(神奈川工科大)   
國富 彦岐(神奈川工科大) 
藤村  航(神奈川工科大) 
奈良 優斗(神奈川工科大) 
白井 暁彦(神奈川工科大) 

【オーガナイズドセッション賞】(C-3-5) 
レビュー文に基づくコミック類似度判定手法の検討 

山下  諒(関西大) 
松下 光範(関西大) 

【オーガナイズドセッション賞】(B-2-2) 
体験情報を外在化するための協創環境のデザイン―高齢者の土

産話を対象として― 

月川香奈子(関西大) 
白水菜々重(関西大) 
松下 光範(関西大) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-3-2) 
空気砲を活用した「インタラクティブお参りシステム」 

山本 修平(九大) 
上岡 玲子(九大) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-3-6) 
パーソナル空間における香りの時空間制御 

金  東煜(NICT) 
安藤 広志(NICT) 

以上 17 件 
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５．研究会等に関する事項(定款 第 4 条 ロ号､ハ号) 
 
５．１ 基礎･境界ソサイエティ 

研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 104 回 
また、第二種研究会、第三種研究会を開催した。 

 
第一種研究会活動状況   
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
回路とシステム 
情報理論 
信頼性 
超音波 
応用音響 
非線形問題 
VLSI 設計技術 
情報セキュリティ 
信号処理 
ワイドバンドシステム 
システム数理と応用 
思考と言語 
技術と社会・倫理 
安全性 
ITS 
ｽﾏｰﾄｲﾝﾌｫﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 
ｲﾒｰｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸｵﾘﾃｨ 

山路 隆文 
竹内 純一 
木村  光宏 
梅村晋一郎 
岩谷 幸雄 
池口    徹 
池田    誠 
田中  俊昭 
澤田   宏 
佐々木重信 
中村  祐一 
阪井 和男 
中西 通雄 
平尾  裕司 
上條  俊介 
尾上 孝雄 
山田  光穗 

 ５ 
     ６ 
     ８ 
   １１ 
    ９ 
     ８ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
     ５ 
     ４ 
     ５ 
     ５ 
     ６ 
     ６ 
   ４ 
   ５ 

１４６ 
    ９８ 
     ９２ 
   １１２ 
   １２９ 
   １９３ 
   １８３ 
   １４９ 
   １７９ 
    ８７ 
   １０９ 
     ７１ 
    １４４ 
    ３９ 
  １１９ 
   ７５ 
   ８４ 

合計 １０４ ２,００９ 
 
５．２ 通信ソサイエティ 

研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 140 回 
また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
アンテナ・伝播 
宇宙・航行ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
衛星通信 
環境電磁工学 
ネットワークシステム 
情報ネットワーク 
通信方式 
電子通信ｴﾈﾙｷﾞｰ技術 
光通信システム 
無線通信システム 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸｵﾘﾃｨ 
フォトニックネットワーク 
光ファイバ応用技術 
情報通信ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ 
ソフトウェア無線 
知的環境とｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ 
短距離無線通信 

新井  宏之 
齋藤  宏文 
上羽  正純 
多氣  昌生 
漆谷 重雄 
浅見  徹 
葉玉 寿弥 
庄山 正仁 
水落  隆司 
府川 和彦 
高橋   玲 
坂野  寿和 
冨田  茂 
高野  誠 
井上  真杉 
石橋  圭介 
阪口   啓 
大槻 知明 
加藤 修三 

   １２ 
   １０ 
     ５ 
   １１ 
   １０ 
   １０ 
     ７ 
     ６ 
     ８ 
   １０ 
     ６ 
     ５ 
     ６ 
     ５ 
   ６ 
   ８ 
   ５ 
   ４ 
   ６ 

   ２１７ 
   １４４ 
    ７２ 
   １４９ 
   ２７９ 
   ２１０ 
   １６０ 
     ７１ 
   １２７ 
   ３９７ 
   １０９ 
  １１６ 
    ８１ 
   １０６ 
   １４８ 
  １２３ 
   １２２ 
  １７９ 
   ６０ 

合計 １４０ ２,８７０ 
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５．３ エレクトロニクスソサイエティ 
研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 108 回 
また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
機構デバイス 
磁気記録・情報ｽﾄﾚｰｼﾞ 
超伝導エレクトロニクス 
電子ディスプレイ 
電子デバイス 
電子部品・材料 
電磁界理論 
シリコン材料・デバイス 
マイクロ波 
集積回路 
有機エレクトロニクス 
光エレクトロニクス 
ﾚｰｻﾞ・量子ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
ﾏｲｸﾛ波・ﾐﾘ波ﾌｫﾄﾆｸｽ 

長谷川 誠 
杉田 龍二 
円福 敬二 
木村   睦 
原    直紀 
高野   泰 
白井   宏 
奈良 安雄 
黒木  太司 
山村   毅 
加藤  景三 
山田  博仁 
松尾  慎治 
柴田 随道 
岩月  勝美 

    １０ 
     ７ 
     ４ 
    ６ 
    ８ 
    ９ 
     ４ 
   １０ 
   １０ 
    ７ 
    ９ 
    ９ 
     ７ 
   ４ 
   ４ 

   １７１ 
    ５８ 
     ５８ 
    ７６ 
   １５４ 
  １６３ 
   １６２ 
   １７８ 
   ２３４ 
   １５２ 
   １１０ 
   ２６１ 
   ２０３ 
  １５９ 
  １２７ 

合計 １０８ ２,２６６ 
 
５．４ 情報・システムソサイエティ 

研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 135 回 
また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
ME とﾊﾞｲｵｻｲﾊﾞﾈﾃｨｯｸｽ 
ﾗ ｲ ﾌ ｲ ﾝ ﾃ ﾘ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｽと ｵﾌ ｨ ｽ情報ｼｽﾃﾑ 
画像工学 
言語理解とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
コンピュータシステム 
コンピュテーション 
人工知能と知識処理 
ソフトウェアサイエンス 
データ工学 
ﾊﾟﾀｰﾝ認識・ﾒﾃﾞｨｱ理解 
ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 
ﾆｭｰﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 
知能ソフトウェア工学 
音声 
教育工学 
医用画像 
ｿﾌﾄｳｪｱｲﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ 
ﾘｺﾝﾌｨｷﾞｬﾗﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 
情報通信ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨ 
情報論的学習理論と機械学習 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ情報ﾊｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ 
ｸﾗｳﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ 
ｻｰﾋﾞｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 

中尾 光之 
若原 俊彦 
藤井  俊彰 
山本 和英 
吉永   努 
今井 桂子  
松原  繁夫 
中島  震 
木俵   豊 
鷲見  和彦 
梶原 誠司 
古川  徹生 
松浦佐江子 
川端    豪 
赤倉  貴子 
清水  昭伸 
野地   保 
弘中  哲夫 
菊池  浩明 
上田 修功 
越前   功 
萩田  紀博 
村上 陽平 

      ９ 
     ６ 
    ９ 
     ４ 
     ７ 
    ７ 
     ５ 
     ５ 
     ３ 
    ８ 
     ８ 
     ７ 
     ６ 
    ８ 
     ８ 
     ５ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 

 ４ 
 ６ 
 ４ 
 ４ 

   １５１ 
   １００ 
   ２４２ 
    ６２ 
   １６０ 
    ８８ 
    ５１ 
    １０９ 
    ７１ 
   ２５３ 
   １５６ 
   １６５ 
    １０２ 
   １２７ 
   １３５ 
   １２７ 
   ２６ 
   ９０ 
  １２４ 
   ９６ 
  １４５ 
   ７７ 
   ２５ 

合計 １３５ ２,６８２ 
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５．５ ヒューマンコミュニケーショングループ 
研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 20 回 
また、第二種研究会及び第三種研究会を開催した。 

 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 
ヒューマン情報処理 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・仮想環境基礎 
福祉情報工学 

渡辺 昌洋 
金子 寛彦 
柳田 康幸 
井野  秀一 

     ５ 
     ５ 
     ５ 
     ５ 

    １４７ 
   １２１ 
   １６９ 
   ９２ 

合計 ２０ ５２９ 
 
 
 
６．データベースに関する事項(定款 第 4 条 へ号) 

国立情報学研究所(NII)並びに、科学技術振興機構(JST)のデータベース作成に次のとおり協

力した。 
CiNii(NII)：発行から 2 年後に全文を公開 

会誌、和文論文誌、技術研究報告、総合大会発表論文、ソサイエティ大会発表論文 
J-DreamⅡ(JST)：抄録のみ公開 

会誌、和文論文誌、技術研究報告、総合大会発表論文、ソサイエティ大会発表論文 
 
 

７．ソサイエティ及びグループ会員に関する事項(定款 第 3 章) 
各ソサイエティ及びグループにおける会員数は次のとおりである。 
 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：(  )内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

 ESS CS ES ISS HCG 合 計 

平成24年度末登録数 6,259[131] 
(5,801) 

11,809[276] 
(10,866) 

6,537[155] 
(6,066) 

11,516[232] 
(10,661) 

905 
(884) 

37,026[794] 
(34,278) 

平成25年度末登録数 
5,976[138] 
(5,630) 

11,401[284] 
(10,530) 

6,266[158] 
(5,878) 

11,128[240] 
(10,334) 

898 
(885) 

35,669[820] 
(33,257) 

前年度との差  -283 [7] 
(-171) 

-408 [8] 
(-336) 

-271 [3] 
(-188) 

-388[8] 
(-327) 

-7 
(1) 

-1,357[26] 
(-1,021) 

(注) 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 
 
１． 北海道支部 

 
平成 25 年度は、支部連合大会、各種講演会（学生向けを含む）、学生会見学会等の毎年実施してい

て効果的な事業、学生会発表研究会（インターネットシンポジウム）の開催など当支部独自の事業を継

続して行い、最大限の会員サービスに努めた。 
1-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿って以下のとおり実施した。 
1-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号）  

ア． 講演会：4 件の講演会が開催（主催、共催、協賛）され、合計 4 名の講師による講演が実

施された（参加者数計 263 名）。 
イ．支部連合大会：電気関係学会で組織された連合大会を 1 回開催した（一般講演数 199 件、

特別講演 1 件、参加者数 308 名）。 
ウ．専門講習会：7 名の講師を招へいし、電気通信に関する最近の研究開発について、産業界

及び大学、それぞれの立場からの動向を紹介する講習会を開催した。（参加者数 38 名）。 
エ．北海道総合通信局が企画した ICT 普及・研究開発推進セミナーを共同主催した。 
オ．北海道総合通信局が企画した（スタートアップ イニシアティブ in Hokkaido 

-ICT ベンチャーの起業を支援 -） を後援した。 
1-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ホ号） 

・道内大学が企画した工学系学生向けイベント（ロボットトライアスロン）を共同主催した 
（競技参加者数：39 チーム 116 名）。 

・応用物理学会が企画した小中高生向けイベント（リフレッシュ理科教室）を共同主催した 
（競技参加者数：64 名）。 

・北海道ロボット教育推進会が企画した小学生向けイベント（WRO-World Robot Olympiad- 
札幌大会）を共同主催した。 

・北海道総合通信局が企画した小学生向けイベント（親子で学ぶ航空無線教室）を後援した。 
1-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

ア． 講演会：本支部学生会の主催するもの 5 回（参加者数計 256 名） 
イ． 見学会：本支部学生会の主催するもの 1 回（参加者数 33 名） 
ウ． 学生会研究発表会：インターネット上で論文発表を行うインターネットシンポジ

ウムを 1 回（発表件数 24 件） 
エ． 北海道大学学生ブランチ活動として、会議 2 回、講演会 1 回（参加者数計 20 名） 

1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
1-2-1 平成 25 年度北海道支部学生員奨励賞 

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に対して授与し

た。 
（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 

石坂 文哉 北大 MOVPE 選択成長による GaP 系ナノワイヤ成長に関する研究 
Study on the growth of GaP-based nanowires by selective-area MOVPE 

植松 卓威 北大 
モード多重伝送のためのモード合分波器に関する研究 
A Study on Mode Multiplexer and Demultiplexer for Mode-Division Multiplexed 
Transmission 

笠原 基幹 北大 
モード多重伝送に向けた数モードファイバの構造最適化に関する研究 
A Study on Structural Optimization of Few-Mode Fibers for Mode-Division 
Multiplexed Transmission 

木村 圭吾 北大 動的非負値テンソル因子化法を用いたテンソル・ストリーム解析 

多田 宗広 北大 コンピュータグラフィックスにおける陰影表現のインタラクティブな編集システム 
An Interactive Editing System for Shading Effects in Computer Graphics 

煮雪 亮 北大 ZnO ナノ粒子フィルムのランダムレーザ発振モード制御に関する研究  
Study on Random Lasing Mode Control of a Zinc Oxide Nanoparticle Film 

三改木 裕矢 北大 
画像データベースの差異に注目した検索結果の提示に関する研究 
A Study on Visualization of Image Search Results Based on Differences of Image 
Databases 
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山本 航平 北大 点拡がり関数を用いた拡散媒質内の吸光像改善に関する基礎的検討 

吉田 壮 北大 
放送映像の構造に注目した高精度なシーン分割に関する研究 
A Study on Accurate Scene Segmentation Based on Structures of Broadcast 
Videos 

高橋 孝国 北見工大 0.5 V以下の電源電圧で動作するCMOS演算増幅器用入力段の研究 
後藤 裕之 室蘭工大 楕円ホールコア円形ホールホーリーファイバを用いた偏波分離素子に関する研究 
大吉孝明 室蘭工大 手書き図形認識法FSCIにおける幾何曲線間の連結性に関する研究 
張 沢君 室蘭工大 楕円ホールコア円形ホールホーリーファイバを用いた偏波分離素子に関する研究 
古木 翔大 北海道工大 仮想物理空間上におけるクモ型ロボットの自律的行動獲得 

 
1-2-2 平成 25 年度北海道支部学生会インターネットシンポジウム発表賞 

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に対して授与した。 
（敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
中田 智哉 北海道工大 タブレット端末を用いた英語の初等教育支援用教材の開発 

三原 基 旭川高専 近接到来波の推定精度改善手法に関する研究 
 
1-2-3 若手研究者表彰制度表彰者 

電気・情報関係学会北海道支部連合大会において優秀な発表を行った学生に対して授与した。 
（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
日高勇気 北大 On-Off法とレベルセット法の併用による IPMモータのトポロジー最適化 

松崎達也 北大 円筒形回転子を備えた 3軸能動制御型磁気軸受の試作機による特性試験 

川又一貴 北見工大 風力発電を有する電力系統の周波数偏差の期待値の一計算法 

岡崎佑亮 苫小牧高専 放電パラメータ測定(76) -C2H6の電子移動速度測定- 

米澤聡 北大 什器を備えたオフィス環境における 5GHz帯無線 LANの屋内伝搬 

三原基 旭川高専 2次元 MUSIC法における近接波推定精度改善に関する一検討 

内海吉貴 北大 
マイクロ波帯スイッチングモード増幅器のドレイン効率に対する 3 次高調波依存性の

推定 

白幡陽 北大 細胞膜張力制御のための微小培養容器の開発 

廣川真梨子 北大 重み付きロバスト PCAを用いた動画像フレーム補間の高精度化に関する検討 

吉川貴紀 室蘭工大 VRインタフェースとしての Wiiリモコンの活用 

 
２． 東北支部 

 
一般事業では、東北地区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、見学会等を実施した。教育事業は、

地域社会貢献と教育を目的とし、小中高生向けの科学教室を実施した。また、選奨規定に基づき学生に

対する各種表彰事業を行った。 
2-1 事業 

2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．学術講演会：東北地区の各大学における講演会を 16 件開催した。 
イ．地区講演会：東北地区の各高専における講演会を 2 件開催した。 
ウ．特別講演会：外国人を招へいしての講演会を 2 件開催した。 
エ．学術公開講演会：電気学会東北支部と共催した講演会を 1 件開催した。 
オ．見学会：学生向け見学会として、NTT 東日本-山形を訪問して実施した。 
カ．専門講習会：「最新の組込システム技術と人材育成について」をテーマとして、いわき明星

大にて 2 名の講師による講習会を開催した。 
キ．電気関係学会東北支部連合大会：電気関係 7 学会の東北支部及び IEEE 仙台セクションと

の共同主催により、会津大学を会場として開催した（発表件数 293 件、参加者数 600 名）。 
ク．その他事業：ほかの組織との共催・協賛による事業を 5 件開催した。 

2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生向け事業：小中高生向けの科学教室等の事業を 5 回実施した。 

2-1-3 学生ブランチ活動（定款第 4 条ロ号、ヘ号） 
東北大学及び仙台高専に学生ブランチを設置し、講演会・企業懇談会等の活動を実施した。 

 46 



2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
2-2-1 学生優秀論文賞 

電気関係学会東北支部連合大会における発表論文の中から、優秀な論文発表を選定し、下記の

1 名を表彰した。 
（敬称略） 

授賞者氏名 所 属 講演題目 
高橋雄太 岩手大学 可変トランスミットアレーを用いたＭＩＭＯチャネル容量改善法の実験的評価 

 
2-2-2 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を選定し、東北大学学生ブランチ、仙台

高専学生ブランチからそれぞれ 1 名ずつ表彰した。 
(五十音順、敬称略） 

授賞者氏名 所 属 
小田川祐太 仙台高専学生ブランチ 
天間克宏 東北大学学生ブランチ 

 
2-2-3 優秀学生表彰 

東北支部所属の各学校の学生を対象に成績上位者等を選定し、下記の 20 名を表彰した。                           
(五十音順、敬称略） 

授賞者氏名 所 属 授賞者氏名 所 属 
五十嵐 礼 福島工業高等専門学校 JANG HAN 東北大学 
石井 知貴 岩手大学 杉澤誠 東北工業大学 
石井 和也 日本大学 須藤 匠 秋田県立大学 
稲場 友未香 いわき明星大学 髙橋 優元 仙台高等専門学校(名取) 
川村 和也 岩手県立大学 高橋大介 八戸工業大学 
菊池 敬済 一関工業高等専門学校 村上 和輝 会津大学 
昆 真央 東北学院大学 山内 涼 鶴岡工業高等専門学校 
榊 飛翔 八戸工業高等専門学校 山田 嘉代子 秋田大学 
佐々木愛季 仙台高等専門学校(広瀬) 渡邊眞之 弘前大学 
佐藤 友哉 東北大学 渡辺晃輔 山形大学 

 
３． 東京支部 

 
平成 25 年度は、東京支部らしい活動の在り方を継続的に議論し、ソサイエティと異なる立場で会員

に訴求することが重要との観点から、対象者と目的を明確にし、特に地域、学生を意識した企画・実施

強化することを活動方針とした。 
3-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は、年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
3-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

対象者と目的を明確にした取組みとして、①先達の知恵を若手に伝える企画、②教育事業への

貢献、③知恵を持つ先達と若手の出会いの場を継続的に提供した。また、総務省関東総合通信

局及び CEATEC との連携を推進した。 
講演会（4 回、参加者 346 名）、シンポジウム（3 回、参加者 201 名）、地域イベント（後援イ

ベント除く）（4 回）、見学会（6 回、参加者 175 名）を開催し大変盛況であった。 
また、共催、協賛、後援等による事業への協力等（6 件）を実施した。 

3-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
科学の面白さ、不思議さを体験してもらうことで子供たちに科学へ興味を持って頂くことを目

的とした子供科学教室（1 回 参加者約 600 名）を実施した。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の公募を行い、4 件を採択し実施した。 
3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

・講演会（2 回 参加者 46 名）、見学会（2 回 参加者 44 名）は参加者の知識の向上に役立ち

大変有意義であった。 
・当支部学生会活動に参加してもらうため学生会報(500 部発行)を発行し、PR 活動の一環とし

て配布するとともに Web 公開した。 
・学生員の卒業研究論文及び修士論文の紹介、また最近行っている研究の紹介のための研究発
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表会を 3 月 1 日に開催し、193 件の発表があった。 
・学生ブランチの 8 校が講演会等を実施した。 
・学生会活動のモチベーションアップを目的に「東京支部学生功労賞」を新設し、また、学生

会運営委員会委員の委嘱状、活動証明書の発行を実施した。 
3-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

3-2-1 平成 25 年度東京支部学生奨励賞 
東京支部学生会研究発表会選奨方針に基づき、下記の 17 名を選定し、平成 26 年 3 月 1 日に

贈呈した。 
                  （五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

浅見 篤 
 

群馬高専 長澤 徹 青学大 

石島 璃沙 日本女子大 中島 祥平 東京理科大 

大泉 裕磨 東京電機大 二瓶 茂樹 茨城大 

開沼 拓巳 芝浦工大 野田 昂志 東京理科大 

齋藤 智之 防衛大 馬目 慎太郎 首都大東京 

椎木 悠介 東京電機大 丸山 航平 東京電機大 

清水 麻里 日本女子大 三浦 巧磨 東京電機大 

鈴木 健太 千葉大 港 健亮 青学大 

竹澤 一真 芝浦工大   

 
3-2-2 平成 25 年度東京支部学生功労賞 

東京支部学生功労賞選考方針に基づき、下記の 5 名を選定し、平成 26 年 3 月 1 日に贈呈した。 
（五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

石田 祐大 東京工科大 鈴木 智史 東海大 

坂元 麻衣子 日本女子大 和田 生久真 日本大 

松本 恵一 上智大   

 
４． 信越支部 
 

平成 25 年度は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、支援した。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

を進めた。 
4-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・支部大会（1 回、発表件数 228 件）を行った。支部からの参加者を中心に、電子情報通信に関す

る情報交換及び議論の場として役立った。 
・講演会（長野地区 1 回、新潟地区 4 回）を行った。電子情報通信に関する先端的な知識の向上に

役立った。 
・専門講習会（1 回）を行った。支部からの参加者を中心に、電子情報通信に関する先端的な技術

の修得に役立った。 
4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

・研究発表会：本支部の主催するもの 2 回（信州大、新潟大）を行った。企業、地域との交流の促

進、学生自身の電子情報通信技術に対する意識の向上に役立った。 
4-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

信越支部内における顕著な功績を称え表彰した。 
4-2-1 平成 25 年度信越支部学生奨励賞 

選奨規程に基づき下記の 16 名を選定し贈呈した。 
        （順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
高橋 慶 新潟大 テプリッツ性を利用したKPNLMSアルゴリズムの計算量削減に関する一検討 
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牛木 敬太 新潟大 固有ベクトルによるMIMOセンサの屋内侵入検出特性 
荻原 さなえ 新潟大 災害弱者を考慮した避難行動シミュレーションの検討 
井出 和人 信州大 活性安全自由選択ネットの被覆マークグラフへの分割及び活性化マーキング導出法 
保科 亮太 信州大 ファイバースコープ取得画像のノイズ除去におけるファイバー位置推定方法の改良 
小池 渉 信州大 RC-OFDMシステムにおける理論解析に基づいた適応制御 
長谷川 拓海 長岡技科大 安定性変換法に基づくカオス制御法の制御パラメータの推定法 

山口 直也 長岡技科大 触媒反応生成高エネルギーH2Oを用いてa面サファイア基板上にエピタキシャル成長

させたZnO膜の結晶構造 
戸嶋 龍哉 長岡技科大 １クリック検索のためのスニペット類似度に基づくクエリ分類システム 
工藤 覚 新潟工科大 BDF発電システムにおけるICT活用 

武田 駿 諏訪東京理科

大 
TI社製TMS320C6713DSKとマイコンで作製したリアルタイム型雑音抑圧機器の実装

評価 

鈴木 雄己 諏訪東京理科

大 カルマンフィルタを用いた高精度なMC-CDMAチャネル推定法 

中澤 拓史 長岡高専 拡張現実感を用いた電磁気学の授業支援アプリケーション開発 
品田 貴裕 長岡高専 片側短絡プリントアンテナの短絡ピンによるインピーダンスマッチング法 
小山 卓耶 長野高専 濃淡画像におけるインパルス性雑音の除去に関する研究 
牧 俊樹 長野高専 特定小電力用スパイラル形平面アンテナに関する研究 

 
4-2-2 平成 25 年度信越支部ベストプラクティス賞 

選奨規程に基づき下記の研究室を選定し贈呈した。 
順位 所   属 
１位 新潟大学工学部情報工学科 空間信号処理・センサ研究室 (西森健太郎研究室) 
２位 新潟大学工学部情報工学科 波動情報研究室 （山田寛喜研究室） 
３位 信州大学工学部電気電子工学科 次世代情報処理技術研究室 （田中清研究室） 

 
５．東海支部 

 
平成 25 年度に行った事業を下記に示す。年間の取組みを通し、学生向け事業への注力の必要性を特

に感じた。今年度は、具体的改善には至っていないが、来年度に向け、学生ブランチ代表者へ意見・要

望の聞き取りを行った。第一段階とし、活動以外の負担を軽減すべく、提出書類フォーマットの改善を

行った。 
5-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
5-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

講演会（4 回 参加者合計 167 名）、見学会（1 回 参加者 14 名）、小中高校生向け理科教育

講座（1 回 2 会場 参加者合計 153 名）、専門講習会（1 回 参加者 61 名）を開催し盛況で

あった。 
5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 

講演会（6 回 参加者合計 255 名）、学生研究発表会（3 回開催 参加者合計 327 名）、卒業研

究発表会（1 回 発表者 77 名）は学生の知識向上、学会活動の宣伝、他校学生間交流に役立

ち有意義であった。 
5-1-3 その他（定款 第 4 条 ロ号） 

電気関係学会東海支部連合大会（1 回 参加者 985 名）を 8 学会（情報処理学会東海支部が主

担当）で共同開催し、盛況であった。 
5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

5-2-1 平成 25 年度 東海支部学生研究奨励賞 
学生研究奨励賞選奨規程に基づき下記の 12 名を選定し、平成 25 年 6 月 11 日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 研究テーマ 

前田 慶博 名古屋工業大学 嗅覚・力覚・聴覚・視覚を用いた分散仮想環境における臨場感のユーザ体感品質

評価に関する研究 
井上 良太 名古屋工業大学 既存の Web ページに対する協調編集機構の付加に関する研究 
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須崎 修平 名古屋大学 無線ネットワークにおける圧縮センシングの適用に関する研究 
伊藤 宏幸 静岡大学 動的再構成を活用した単一命令プロセッサの研究 
原 圭佑 名古屋工業大学 経時的に変化する効用に基づくエージェント間交渉の仲介メカニズムの提案 
佐藤 聖也 中部大学 多層パーセプトロンにおける特異領域の固有ベクトルを利用した探索法の研究 
楠本 博則 名古屋大学 MIMO を適用した無線メッシュネットワークに関する研究 
京 拓磨 名古屋工業大学 誤り訂正符号化技術を用いた光衛星通信の高効率化に関する研究 
斎藤 正孝 中京大学 照明変動にロバストな高速画像照合 
余座 貴志 静岡大学 光再構成型ゲートアレイの再構成速度調整手法 
黄 平国 名古屋工業大学 力覚を用いた協調作業における QoS 制御に関する研究 
中林 智之 三重大学 低電力と高性能を両立するプロセッサの研究開発 

  
5-2-2 平成 25 年度 卒業研究発表会表彰 

卒業研究発表会規定に基づき下記の 8 名を選定し、平成 26 年 3 月 10 日に表彰した。 
（順不同、敬称略） 

  氏 名 所 属 発表題目 

口
頭
発
表 

最優秀賞 小倉 貴志 名古屋大学 ロバスト制御系と最適制御系におよぼす無線通信路誤りの影響 

優秀賞 

寺田 智貴 三重大学 古文書文字解析のための類似文字検索手法の高精度化 

後藤 裕樹 名古屋大学 光通信イメージセンサを用いた車車間可視光通信への光 OFDM 方

式の適用 

西野 咲子 愛知県立大

学 
路面標示維持に向けた車載カメラと CAN データログを用いた大規

模路面画像合成 
山口 岳人 近畿高専 個人の色覚特性を補う色変換手法の提案 

 
 

ポ
ス
タ

ー
発
表 

最優秀賞 加藤 亮 名古屋大学 潜在的ディリクレ配分法に基づく文書への自動タグ付与に関する研

究 

優秀賞 
冨田 昌吾 
山下 雄也 鈴鹿高専 固相拡散源で形成した拡散層を有する太陽電池の作製と評価 

 瀬尾 真人 静岡大学 差分光再構成型ゲートアレイの放射線耐性向上手法 

 
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、講演会、専門講習会等を開催した。

また、支部選奨規定に基づき、学生に対する表彰を行った。 
6-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
6-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・講演会（7 回） 
・電気関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
・専門講習会（1 回） 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（6 回） 
・学生による研究発表会（1 回） 

6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
6-2-1 平成 25 年度学生優秀論文発表賞 

電気関係学会北陸支部連合大会における学生の発表を対象として、支部学生優秀論文発表賞規

定に基づき審査を行い、下記の 29 名を受賞者として選定した。平成 26 年 1 月に賞状と副賞を

贈呈した。 
（順不同、敬称略） 

 氏 名 所 属 発表題目 
井上 健太 金沢工大 スタブ装荷型 180°マイクロ波ディジタル移相器の設計 
木村 洋介 金沢大 FMCW センシングシステムによる微小変位測定の検討 
嶋 啓佑 金沢大 スペクトログラムの時間変化を利用した衛星観測電磁波動の自動識別に関する研究 
刑部 僚一 金沢大 CMOS-APD の青色波長帯における高感度・高速動作 
国松 亜蘭 金沢大 電子透かし画像検索におけるLBPヒストグラムを用いた輝度変換攻撃画像検出とその改善 
稲野 宏樹 金沢大 奥行き情報を考慮したレベルセット法による動オブジェクト抽出の精度改善 
中村 裕樹 金沢大 鍵の部分的な漏洩を考慮した RSA ベース鍵共有方式 
山本 貴大 富山県立大 センサ付ベッドにおける姿勢識別手法の検討 
杉本 大樹 富山県立大 瞬目群発と単独瞬目の閉眼時間特徴を用いたリアルタイム居眠り検出法の性能評価 
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中山 拓巳 富山県立大 小型無線センサによる運転時のアクセル・ブレーキ位置検出方法の検討 
尾田 邦彦 富山県立大 150MHz 帯ウェアラブルアンテナ放射特性への人体の影響 
岩田 健志 富山県立大 リハビリ治療効果可視化による患者の精神的ケアに関する検討 
吉田 大樹 富山県立大 加速度センサを用いた筆記動作と非筆記動作の識別 
塩月 寿 富山県立大 フットレスト荷重を考慮した車椅子上における胴体状態の識別に関する研究 
刀祢 翔平 富山県立大 運転技能評価のためのブレーキ準備動作分析手法の検討 
山下 勝樹 富山県立大 時間負荷を伴う作業課題における焦り感や苛立ち感と瞳孔径変動との関係解析 
今枝 駿 富山高専 Xtion を用いた 3D 顔認証システムの基礎的検討 
間宮 拓朗 福井大 複数アンテナの位置指紋を用いた物体位置推定 
寺井 理可 福井大 1 次元 2 状態 3 近傍セルオートマトンの音データ記述性能評価 
中永 悠紀子 福井大 負荷変調を用いたプライマリ受信局検出法の検討 
久世 竜司 福井大 斜入射を考慮した二層パッチ型 AMC の等価回路表示 
冨田 大詞 福井大 複数サイクル記憶を有する CNN モデルの遅延制御における遅れ時間依存性 
杉本 義喜 福井大 三角形状給電部を有する広帯域直交方形板状モノポールアンテナ 

波多野 寛人 福井大 階層的な重なりを有するサイクル記憶を埋め込まれたカオスニューラルネットワークのカ

オス的遍歴現象 
高瀬 卓也 福井大 ガウス型波束が DTM 型ポテンシャルに入射した場合の build-up 特性 
浦山 康洋 福井大 最短経路表を利用した仮想網のトポロジ高速再設計法 
渡邉 敏弘 福井大 金属線付き中継コイルによる無線電力伝送の磁場漏洩低減 
山本 拓郎 福井大 複数台端末での安定したデータ転送を実現する DTN 技術の実装 
大和 良介  北陸先端大 物理マシン温度を考慮したクラウドの仮想マシン割り当て方式 

 
6-2-2 平成 25 年度優秀学生賞 

支部優秀学生賞選奨規定に基づき審査を行い、下記の 12 名を受賞者として選定した。平成 26
年 2 月に賞状と副賞を贈呈した。 

 （順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 氏 名 所 属 

北 昂之 石川高専 小野寺 大輝 富山高専 
橋本 昌明 金沢工大 大村 匠 福井高専 
池田 聖 金沢高専 土谷 紗里衣 福井工大 
佐々木 仁 金沢大 下條 直哉 福井大 
大坪 由香利 富山県立大 久世 竜司 福井大 
三野 哲志 富山大 Qian Shen 北陸先端大 

 
 
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）を拠点とす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した。特に、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
った工夫を行った。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った。 
7-1． 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
7-1-1．一般事業（定款第 4 条ロ号）： 

ア．講演会：1 回（当初計画 2 回）、参加者 74 名、農業へのＩＣＴ（情報通信技術）活用の可
能性に関する貴重な講演が行われた。年度当初の計画では 2 回実施する予定であったが、
企画を担当する企業からの支部運営委員の減少に伴い、開催回数を 1 回に変更した。前年
度は 2 回の講演会を行い合計参加者が 63 名であったのに対して、今年度は 74 名であり
16%増の参加者を達成した。 

イ．見学会：1 回（当初計画 1 回）、参加者 19 名、大阪ガス ガス科学館と、堺港発電所ＰＲ
館、堺太陽光発電所、堺港発電所（火力）を見学した。 

ウ．講習会： 5 回（当初計画 5 回）、参加者 66 名(4 回の合計)、ＯＦＤＭ通信（13 名）、画像
処理（18 名）、機械学習（29 名）、暗号技術(6 名) に関する少人数制の講習会を実施した。
また，Ｍ２Ｍを支える技術と近未来展望に関する講習会（32 名）を実施した。 

7-1-2．教育事業（定款第 4 条ロ、ヘ号）： 
ア．講演会 2 回（当初計画 1 回）、参加者 23 名、科学の面白さ，不思議さを体験してもらう

ことで中高生に科学へ興味を持って頂くことを目的として、コンピュータ内部（10 名）、
ロボット制御（13 名）に関する中高生向けの講演会を大阪府立大学高専にて実施した。 

イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催の教育イベントの公募を行
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い、舞鶴高専提案「小・中学生のためのものづくり出前授業」と奈良高専「楽しく学ぶプ
ログラミング」提案を採択し実施した。年度当初の計画では 4 回実施する予定であったが、
応募件数が少なかったため 2 件のみの実施となった。 

7-1-3．学生会事業（定款第 4 条ロ、ヘ号）： 
ア．講演会：2 回（当初計画 2 回）、参加者 47 名(2 回の合計)、次世代放送サービス「マルチ

スクリーン型放送」、若手企業技術者に関する講演が行われた。 
イ．見学会：1 回（当初計画 1 回）、参加者 24 名、讀賣テレビ放送株式会社への見学会を実施

した。 
ウ．学生研究発表会：1 回（当初計画 1 回）平成 26 年 2 月 28 日に開催し、73 件の発表、121

名の参加があり、大変盛況であった。 
7-2．選奨に関する事項（定款第 4 条ホ号） 

7-2-1．平成 25 年度関西支部学生奨励賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 7名を選定し、平成 26年 2月 28 日に贈呈した。 

（五十音順、敬称略）       
氏 名 所 属 講演題目 
木村 裕輝 大阪府立大学 光ファイバヒューズ形成時の光散乱特性 
小南 貴基 兵庫県立大学 無線 LAN 端末個体差の影響を低減する位置推定手法に関する検討 
千田 孝祐 大阪府立大学 1.7μm帯 ASE 光源を用いた分子系の有機溶媒濃度測定への適用 
福田 彩乃 近畿大学 ベクトル集中度フィルタによる胃ひだ抽出と健康胃判別 
正木 博善 近畿大学 補聴器への搭載を想定した画像処理手法による音源方向推定 
山 稔 近畿大学 Web カメラを用いた VDT 作業時間の自動測定システム 
渡邊 大悟 近畿大学 光位置センサを用いた放射線治療装置の衝突検知シミュレータの精度評価 

 
7-2-2．平成 25 年度関西支部優秀論文賞 

関西支部優秀論文発表賞規定に基づき下記の 5名を選定し、平成 26年 4月 18 日に贈呈した。 
（五十音順、敬称略）       

氏 名 所 属 講演題目 
江川 暢洋 関西大学 マルコフチャネルの能動騒音制御に関する統計力学的解析 
酒谷 章宏 大阪大学 アダプティブセンシングを用いた雷放電放射源の位置標定方法の開発 
佐藤 大介 香川大学 LED とフォトダイオードのみで構成された新型オペアンプの開発 
竹中 紘規 大阪電通大学 スマートフォンにおける表示領域を考慮した文字入力手法の開発と評価 
渡瀬 篤 大阪府立大学 2 モード光ファイバのモード励振比測定法の提案 

 
7-2-3．平成 25 年度関西支部学生功労賞 

関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の17名を選定し、平成26年2月28日に贈呈した。 
（五十音順、敬称略）       

氏 名 所 属 功績 

稲森 佑崇 大阪電気通信大学 関西支部学生会に属する学生会員のうち、学生会幹事とし

て、支部の活動活性化に多大な貢献をなした功労者 
上村 恭平 大阪府立大学工業高等専門学校 同上 
大谷 隼 近畿大学 同上 
大橋 正治 立命館大学 同上 
木下 貴博 大阪府立大学 同上 
倶羅 真也 大阪府立大学工業高等専門学校 同上 
佐々木 慧 同志社大学 同上 
高井 昭人 同志社大学 同上 
中島 宣雄 兵庫県立大学 同上 
中野 剛司 大阪工業大学 同上 
西本 圭介 大阪府立大学 同上 
橋本 雄偉 大阪市立大学 同上 
久野 大介 大阪大学 同上 
堀 遼平 立命館大学 同上 
松崎 頼人 関西大学 同上 
森岡 康真 大阪市立大学 同上 
吉岡 啓 関西大学 同上 
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８．中国支部 
 

平成 25 年度の一般事業では、中国地区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、

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、見学会等を実施した。学生会事

業では、企業と連携して学生による、学生ケータイあわーどを中心に活動した。また、選奨に関する

事項に基づき学生に対する各種表彰事業を行った。 
8-1 事業概要 

8-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
・講演会 11 回(主催 4 回 共同主催 7 回）、見学会 1 回(共同主催 1 回)、専門講習会 2 回（共同主催

2 回) 
・平成 25 年度(第 64 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会（開催日：平成 25 年 10 月 19 日、 

   開催校：岡山大学、幹事学会：電気学会中国支部、参加者：491 名、一般公演：296 件) 
・電気記念日行事に参加 （開催日：平成 26 年 3 月 25 日）、シンポジウム等への協賛（6 回）     

8-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
  ・学生向け講演会、見学会 6 回(主催 6 回）、学生会自主活動の活性化と支部との連携強化（学生会

活動）    
Ⅰ．学生ケータイあわーど 2013（応募数：総数 131 件、アイデア部門 124 件、作品部門 7 件） 
Ⅱ．電子情報通信学会中国支部ホームページの維持、管理（年間 100 件対応） 

8-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
8-2-1 連合大会奨励賞表彰（中国支部における連合大会奨励賞の選奨規程平成 22 年 3 月 15 日制定） 

電気・情報関連学会中国支部連合大会論文発表者より、下表に示す 23 名を選出した。 
（五十音順） 

氏 名 学 校 名 題      目 

1 Shahidatul 
Sadiah 岡山大学 An Extension of Age Range Proof in Anonymous Credential System 

Using Monotone Formula 
2 粟屋 翔太朗 徳山工業高等専門学校 WEB ベース協調作曲支援システムにおける楽譜データの同期方法の検討 

3 泉倉 大地 岡山大学 JavaScalarにおけるキャッシュシミュレーション並列実行機構の実現と評

価 
4 入江 洋規 広島大学 最大極半径制約と重み関数を考慮した低域通過微分器の設計 

5 上田 千晶 山口大学 ベクトルメディアン法による色選択に基づいたモノクロ画像の着色法 

6 上野 将太 岡山県立大学 高性能・低消費電力化を目的としたマルチセンサノードの構成法 

7 大西 健太 島根大学 遠隔励起 L 帯 EDFA の全光型利得一定制御法における利得制御精度特性 

8 大平 康旦 山口大学 等利得合成を用いた光 ZCZ-CDMA 方式の伝送実験 

9 岡部 裕介 岡山大学 SISO-OSD における候補符号語の生成方法の改良 
10 岡本 智奈美 岡山理科大学 最大クリーク問題に対する k-opt 局所探索法の枝刈りの検討 

11 川口 大貴 広島工業大学 Twitter 利用者の動的定量化手法の Bot フィルタリングへの応用 

12 喜多 雅英 近畿大学 高分子材料を用いた電源ケーブルでの雑音対策による音響システムの音質

改善効果 
13 児玉 涼 山口大学 ウェーブレット変換を用いた電子透かしの IHC による評価 
14 坂出 一樹 津山工業高等専門学校 水田除草ロボットにおける画像処理を用いた移動軌跡の取得 

15 諏訪下 敦規 岡山県立大学 無線 LAN における標準方式混在時のフレーム衝突低減方式 

16 塔 娜 岡山大学 グラフ理論を用いた Java エレメント補充問題生成アルゴリズムの提案 

17 寺田 貴俊 岡山県立大学 n-TSP のための ACO 解法の提案 
18 中 鷹良 広島市立大学 心電図同期心臓 CT 画像における壁厚計測のための対応点追跡の評価 
19 永井 翔太郎 山口大学 マッシュルームメタ表面の異常吸収特性に関する一検討 

20 永山 務 山口大学 変換電磁気学に基づく 2 次元共振器の共振モード制御について 
21 平田 展裕 山口大学 ソーラス符号を用いた電子透かしの IHC に基づく評価 

22 三島 翼 広島大学 大腸 NBI 拡大内視鏡画像診断支援のための特徴量抽出部の開発 

23 山本 隆博 山口大学 クリッピングを考慮したスペクトル拡散型電子透かしの IHCに準拠する評

価 
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8-2-2 平成 24 年度電気・情報関連学科優秀卒業生表彰（高校・高専・短大） 
連合大会事業の一環として下表に示す中国地区の 59 校 95 名を表彰（幹事学会：電子情報通信学

会中国支部）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-2-3 学生功労賞の表彰（学生功労賞の選奨規程平成 22 年 5 月 28 日制定） 
    （敬称略） 

№ 氏名 学校名 所 属（受賞時） 
1 高橋 幸司 広島市立大学 大学院 情報科学研究科 情報工学専攻 
2 藤田 慎二郎 広島大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 
3 長尾 栄作 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

4 土肥 慎介 山口大学 大学院 理工学研究科 
5 末澤 佑規 鳥取大学 大学院 工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 
6 戸谷 悦士 広島工業大学 大学院 工学系研究科 電気電子工学専攻 

7 田中 宏幸 島根大学 総合理工学部 電子制御システム工学科  
8 岡田 崇慶 岡山大学 大学院 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻 
9 渡辺 恵太 福山大学 大学院 工学研究科 

10 藤川 哲志 岡山県立大学 大学院 機械情報システム工学専攻 

 
 
９．四国支部 

 
平成 25 年度は、四国支部において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、メンバーへのサービス充実を目的に種々なイベントの企画・運営に取り組んだ。 
9-1 事業概要 

平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
9-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・講演会（9 回）を開催した。話題の分野に取り組んでいる講師を招き、参加者は新しい分
野の知識・情報を得る機会となった。 

9-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
・講演会（5 回）を開催した。様々な分野の講師を招き、参加者は幅広く技術情報・知識を
得ることができた。 

・平成 25 年度電気関係学会四国支部連合大会（平成 25 年 9 月 21 日開催）の会場において、
学生員交流会を企画し、開催した。四国内の各機関に所属する学生員が集まり、活発に意
見を交わす機会となった。 

9-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
9-2-1 平成 25 年度 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 

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選奨規程に基づき下記の 48 名を
選定し、各機関の卒業式・修了式において贈呈した。 

            （機関別、敬称略） 
番号 氏名 学校名 番号 氏名 学校名 

1 大濵 伸之 愛媛大学 25 堀 章人 徳島文理大学 
2 赤松 良彦 愛媛大学 26 河野 勝也 高知工科大学 
3 越智 雅人 愛媛大学 27 赤澤 将太 高知工科大学 
4 舟木 類佳 愛媛大学 28 西面 尚彰 高知工科大学 
5 川又 達也 愛媛大学 29 川村 高之 高知工科大学 
6 本田 美里 愛媛大学 30 葉久 広美 四国大学 
7 堀江 由香 愛媛大学 31 富田 翔晴 阿南工業高等専門学校 
8 森本 裕介 高知大学 32 采 誠一郎 阿南工業高等専門学校 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 11 校 17 名 

岡山県 14 校 20 名 

島根県 6 校 13 名 

鳥取県 5 校 9 名 

山口県 14 校 17 名 

高 専 中国地区 8 校 18 名 

短 大 中国地区 1 校  1 名 

合 計  59 校 95 名 
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9 西前 光 高知大学 33 市瀬 祐季奈 阿南工業高等専門学校 
10 西尾 卓二 徳島大学 34 坂本 優太 高知工業高等専門学校 
11 近藤 詠二 徳島大学 35 吉田 有佑 高知工業高等専門学校 
12 小原 基季 徳島大学 36 成澤 淳 新居浜工業高等専門学校 
13 米田 和也 徳島大学 37 松木 純也 新居浜工業高等専門学校 
14 藤岡 沙織 徳島大学 38 庄司 和広 新居浜工業高等専門学校 
15 横山 裕太 徳島大学 39 大北 昂斗 香川高等専門学校 
16 森澤 友也 徳島大学 40 清水 新 香川高等専門学校 
17 瀬戸浦 健仁 徳島大学 41 六車 健宏 香川高等専門学校 
18 梶原 靖崇 香川大学 42 福家 卓也 香川高等専門学校 
19 若狭 亮司 香川大学 43 日野 泰義 香川高等専門学校 
20 堀田 博也 香川大学 44 真鍋 征也 香川高等専門学校 
21 齋藤 拓也 香川大学 45 大西 智佳 香川高等専門学校 
22 李 茂璕 香川大学 46 小野 利憲 香川高等専門学校 
23 山田 修平 徳島文理大学 47 宮原 一博 弓削商船高等専門学校 
24 堤 祐希 徳島文理大学 48 山岡 智実 弓削商船高等専門学校 

 
１０．九州支部 

 
平成 25 年度は、既存の事業のほか、新たな事業を企画し、支部活動を促進していった。 

10-1 事業概要 
平成 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 

10-1-1 一般事業（定款第 4 条ロ号） 
ア． 講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 11 回を開催したほか、協賛・後援の講演会、シ

ンポジウムを 15 件行った。 
イ． 専門講習会：九大にて「テラヘルツ技術の現在、過去、そして未来～基礎科学から産

業応用まで～」という演題にて 3 名の専門家をお招きし御講演頂いた。参加者は 28 名

と盛況であった。 
ウ． ワークショップ：アンテナ・伝播研究会と共催にて、アンテナ・伝搬における設計・

解析手法ワークショップ｢やさしいマルチユーザ MIMO｣を開催し、企業、大学関係者

など参加者 33 名と大変盛況であった。参加者にも好評を得て継続を望む声を頂いてい

る。 
エ． 電気関係学会九州支部連合大会：熊本大学にて 2 日間にわたり開催された。参加者は

講演数 553 件、招待講演 1 件、特別講演１件、聴講者 391 名を数え大変盛況であった。 
10-1-2 教育事業（定款第 4 条ロ、ヘ号） 

ア． 子供の科学教室：九工大にて「ものづくり体験－センサーを用いた電子工作教室」を

テーマに、講演と電子工作、電子実験、デモ見学を行い、15 名の親子に参加頂き大変

好評を得た。 
イ． ものづくり教室：有明高専と共催にて「楽しいロボットプログラミング－ライントレ

ーサーを操ろう－」をテーマに開催。36 名の小中学生と保護者に参加頂き大変好評を

得た。また開催について地元新聞２紙にも掲載された。 
ウ． わくわく実験講座：熊本高専と共催にて、科学技術に触れる機会の少ない郡部地域の

小中学生の科学技術に対する興味関心を喚起することを目的として「おもしろサイエン

スわくわく実験講座 in 天草御所浦」をテーマに、プログラミング入門や電子工作、電

子実験など 15 のテーマを実施、53 名の小中学生と保護者に参加頂き大変好評を得た。 
10-1-3 学生会事業（定款第 4 条ロ、ホ、ヘ号） 

ア． 学生会講演会：学生員で組織された学生実行委員会を中心に、熊本大にて講演会を開催

し、151 件の講演が行われ、高専生から院生まで幅広い学生が多数参加し、大変盛況で

あった。 
イ． 国際ポスターセッション：活動の国際化を目指し、学生会講演会にて英語によるポスタ

ーセッションを企画、3 件の発表が行われた。 
ウ． 学生ブランチ交流会：学生会講演会の会場にて、各学生ブランチ代表者が参加者に向け

て活動報告のポスターセッションを行い、学会活動についての周知を図った。また、学

生ブランチ委員会を開催し、各ブランチ同士の情報交換及び交流を図り大いに有意義で

あった。 
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エ． 学生ブランチ：8 ブランチが活動し、各自講演会や交流会などの活動を行った。 
10-2 選奨に関する事項（定款第 4 条ホ号） 

10-2-1 平成 25 年度 連合大会講演奨励賞 
｢電気関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞｣表彰規程に基づき下記 8 名を選定し、平

成 26 年 1 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

表彰者名 所   属 演  題 

酒井 貴弘 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 

ピッチ軌跡の非線形フィルタリングによる歌唱音声か

らの音高成分と歌唱特徴成分の分離手法 

森川 晃大 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 

カオス理論に基づいた後処理による非周期 2 値乱数

系列の自己相関特性 

平野 和弘 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 車載カメラで撮影した文字における超解像処理 

王 宏航 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 

画像検索に位相限定相関法を用いる際の特徴量の

検討 

高原 英実 早稲田大学大学院情報生産システム研 
究科システム LSI 専攻 

無線センサネットワークにおける電波強度を用いた

EA-MPR プロトコルの改善 

土井 悠也 九州工業大学大学院情報工学府 
情報科学専攻 部分グラフクラスに対する最大 d クラン問題 

春山 沙和 宮崎大学大学院工学研究科 
電気電子工学専攻 

フォールデッドカスコードオペアンプのためのレプリカ

バイアス回路の提案とバイアス電流依存についての

検討 

比嘉 将太 琉球大学大学院 理工学研究科 
電気電子工学専攻 

再予測再計画を利用したスマートコミュニティーの最

適運用 
 
10-2-2 平成 25 年度 学生会講演奨励賞 

学生会表彰規程に基づき下記 16 名を選定し、平成 26 年 1 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

表彰者名 所   属 演  題 

槇  俊孝 福岡工業大学大学院工学研究科 
情報通信工学専攻  

シソーラスの自動構築による発想支援アーキテクチャ

構成法の研究 

松本 大佑 九州工業大学大学院情報工学府 
情報システム専攻 

バッテリー残量を考慮した離散点連結センサカバー構

築アルゴリズム 

森田 翔大 有明工業高等専門学校電気工学科 微小位相差計測回路に用いる電流バッファ回路の検

討 

蘆塚 信博 佐賀大学理工学部 電気電子工学科 マイクロストリップ線路における遠端クロストーク低減技

術 －パッチキャパシタ付加－ 

石橋  眞 佐賀大学理工学部 電気電子工学科 電気機器教育・学習支援のための Web 計測・制御シ

ステム 

久米 剛志 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 

出力電圧安定化のためのゲイン切替機能を用いたデ

ィジタル制御方式 DC-DC コンバータ 

飯田 裕介 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 非等方 LBP による煙検出手法について 

大石 拓矢 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 電磁波を利用したフレッシュコンクリートの成分量評価 

田中 雄喜 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 コンクリート壁中の空洞探査 

德竹 剛志 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 

The Diagnosis of the Concrete Structure by 
using Electromagnetic Waves 

児玉 純 東海大学産業工学部 
電子知能システム工学科 スイッチトカレントを用いた可変分周器 

田邊  良 宮崎大学大学院工学研究科 
電気電子工学専攻 

容量アレイ型 D/A 変換器のレイアウト設計に関する一

考察 

内間 大輔 沖縄工業高等専門学校 
専攻科 創造システム工学専攻 色素を組み込んだ pn 接合太陽電池の特性評価 

有田  渉 琉球大学大学院理工学研究科 
電気電子工学専攻 

ESPAR アンテナを用いたダイバーシチ受信における

干渉の影響 
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表彰者名 所   属 演  題 

深見 佳祐 琉球大学工学部 電気電子工学科 衛星通信に向けた OFDM/FM 方式におけるクリッピ

ングの影響 

槇  俊孝 福岡工業大学大学院工学研究科 
情報通信工学専攻  

シソーラスの自動構築による発想支援アーキテクチャ

構成法の研究 
 
10-2-3 平成 25 年度 沖縄学術講演奨励賞 

学生会表彰規程に基づき下記の 1 名を選定し、平成 26 年 1 月付けにて表彰した。 
（敬称略） 

表彰者名 所   属 演  題 

呉屋 航 
琉球大学大学院理工学研究科 

電気電子工学専攻 

電解析出 Ge への光照射による SAW の伝搬周波数変

動 

  
10-2-4 平成 25 年度 成績優秀賞 

学生会表彰規程に基づき下記の 59 名を選定し、平成 26 年 3 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

表彰者 所属 表彰者 所属 表彰者 所属 

松川 奈津稀 久留米工業大学 金丸 尚裕 
鹿児島大学 

實井 勇太 北九州市立大学 

波多 智文  
宮崎大学 

猿渡 真太郎 荒牧 真悟 西日本工業大学 

湯淺 健太 服部 雅生 
崇城大学 

大原 昂己 佐世保工業高等専門学校 

加藤 僚 
近畿大学 

松田 純平 西村 珠美 有明工業高等専門学校 

鵜殿 有紗 小松 礼奈 

大分大学 

江口 幸司 久留米工業高等専門学校 

島田 健人 
九州工業大学 

北野 大 平野 真男 
大分工業高等専門学校 

田中 大輔  田中 慎太郎 豊饒 映美 

中島 健太 

九州工業大学 

中道 仁斗 第一工業大学 満留 将人 都城工業高等専門学校 

松尾 拓哉 一瀬 晃弘  
長崎総合科学大学 

酒井 美彩都 

熊本高等専門学校 

田代  晃司 米山 真司  渡辺 龍二 

田原 卓弥  
九州産業大学 

大石 将仁 
長崎大学 

山田 理園 

川原 瞭 富永 雄太 松元  勇磨  

山本 洸  九州大学 矢野 裕士 日本文理大学 農頭  一馬 

沖野 弘基 

九州大学 

河野 裕太 

福岡工業大学 

阪元 亘 

鹿児島工業高等専門学校 苑田 尭久 山口優美 土器薗 駿士 

山口 裕貴 日野 隆浩 西元 稜太 

高田 直樹 東海大学 串﨑 将麻 荘山 杏 
北九州工業高等専門学校 

大田 美由紀 熊本大学 池原 寛介 福岡大学 酒井 文也 

佐藤 未波 
佐賀大学 

高江洲 克斗 
琉球大学 

照屋  未来  沖縄工業高等専門学校 

藤木 沙衣 徳森  海斗 
 

 
10-2-5．平成 25 年度 学術奨励賞 

学生会表彰規程に基づき下記の 27 名を選定し、平成 26 年 3 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

表彰者 所属 表彰者 所属 表彰者 所属 

高原 英美 早稲田大学 三隅 政人 東海大学 山本 武志 琉球大学 

長友 誠 宮崎大学 西谷 祐樹 熊本大学 佐当 百合野  北九州市立大学 

十川 勇人 近畿大学 松永 樹 佐賀大学 松尾俊基 佐世保工業高等専門学校 

森邊 真行 
九州工業大学 

岩﨑 健児 鹿児島大学 渡辺 信幸 有明工業高等専門学校 

阿比留 卓也 西村 将利 大分大学 松下 達也 大分工業高等専門学校 

吉武 伸泰 
九州産業大学 

津田 治輝 長崎総合科学大学 仲本 祥子 沖縄工業高等専門学校 

平梅 智亮 元村 正志 長崎大学 莟 邦寛 熊本高等専門学校 

李 少龍 
九州大学 

重冨圭亮 福岡工業大学 伴 裕輝 鹿児島工業高等専門学校 

藤﨑 顕彰 大山 修毅 福岡大学 松本 拓也 北九州工業高等専門学校 

 
 

以上 
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Ⅳ．平成 25 年度役員及び代議員の構成 
平成 25 年度役員                            29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 井上 友二   
 次期会長 酒井 善則   
 副会長（在京） 秋葉 重幸 安藤  真 
 副会長（地方） 佐藤 健一 安達 文幸 
 総務理事 森川 博之 土井美和子 
 会計理事 守倉 正博 荒木 純道 
 編集理事 山中 直明 宮本  裕 
 企画理事 村瀬  淳 浅井光太郎 
 調査理事 佐古 和恵 長谷山美紀 
 編集長（理事） 坂庭 好一   
 企画室長（理事） 村上 篤道   
 規格調査会委員長（理事） 三木 哲也   
 ESS 会長（理事） 引原 隆士   
 CS 会長（理事） 笹瀬  巌   
 ES 会長（理事） 榎木 孝知   
 ISS 会長（理事） 村瀬  洋   
 ESS 次期会長（理事） 藤原  融   
 CS 次期会長（理事） 三宅  功   
 ES 次期会長（理事） 中野 義昭   
 ISS 次期会長（理事） 安浦 寛人   
 監 事 吉野 秀明 桑原 秀夫 

 
平成 25年度代議員                               111名 

秋葉 重幸 岡本 好弘 小林 岳彦 杉村 立夫 羽深 龍二 村瀬  淳 

安達 文幸 小川 恭孝 小山二三夫 鈴木  敬 林  敏弘 村瀬  洋 

阿部  亨 尾辻 泰一 齋藤 孝之 鈴木  博 原島  博 持田 侑宏 

荒川  薫 片山 正昭 斎藤 秀俊 高嶋 寛人 檜枝 護重 元木 光雄 

荒川 賢一 金子 峰雄 斎藤  洋 高橋  明 引原 隆士 本島 邦明 

荒木 純道 亀井 利久 酒井 善則 高藤 大介 深山 幸穂 森川 博之 

荒木壮一郎 亀田 能成 坂庭 好一 田中 良明 間瀬 憲一 守倉 正博 

石田  亨 亀山 充隆 佐古 和恵 津田 俊隆 松井 俊浩 安田  浩 

井上 友二 北山 研一 佐々木 繁 直井 美貴 松岡 剛志 山中 直明 

今井  浩 喜連川 優 佐々木宣介 中沢 正隆 松崎 秀昭 山本 博資 

岩田  淳 木戸出正継 笹瀬  巌 中嶋 信生 松嶋 敏泰 山本  幹 

上村  明 貴家 仁志 笹森 文仁 並木 淳治 松永真由美 横矢 直和 

梅比良正弘 黒岩 眞吾 佐藤 健一 南保 英孝 丸山 武男 吉川 大弘 

榎木 孝知 桑原 秀夫 沢田  進 新村 正明 三木 哲也 吉田  進 

江村 克己 胡  振程 澤田  寛 西原 明法 三宅  功 吉野 秀明 

大石 進一 木暮 賢司 塩見 英久 西村 寿彦 宮永 喜一 和田 安弘 

大石 昌之 小柴 正則 白木 善尚 萩田 紀博 武川 直樹  

大柴小枝子 古津 年章 新熊 亮一 萩本 和男 村上 篤道  

太田 直久 小西 善彦 菅谷 保之 長谷川隆三 村上 泰司  

 
58 

 



Ⅴ．平成 26 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 平成 26 年度役員候補者（規則第 5 章）及び代議員（定款第 5 条 3 項及び 6 項）の選挙は、平

成 26 年 2 月 7 日～3 月 10 日に Web による投票で実施した。 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 
平成26年度代議員                                107名 

秋葉 重幸 太田 直久 斎藤  洋 高瀬 治彦 長谷山美紀 持田 侑宏 

ｱｷﾞﾚ ﾃﾞｭﾗﾝ 
ｴﾙﾅﾝ ｴﾄﾞﾜﾙﾄﾞ 

太田 龍揮 坂井 修一 田口 光雄 日景  隆 本島 邦明 

奥田 允紀 酒井 善則 但馬 康宏  引原 隆士 森川 博之 

浅井光太郎 加屋野博幸 坂上 岩太 田中 良明 平松  淳 守倉 正博 

浅野 敏郎 北道 淳司  坂庭 好一 玉本 英夫 藤田 輝雄 森迫 昭光 

安達 文幸 北山 研一 佐古 和恵 津田 邦男 藤原  融 安浦 寛人 

荒川  薫 喜連川 優 佐々木 繁 土井美和子 堀尾 喜彦 安田 秀希 

荒木 純道 木戸出正継 笹瀬  巌 中嶋 信生 前原 文明 安田  浩 

荒木壮一郎 貴家 仁志 佐藤 健一 中野 義昭 間瀬 憲一 山口 一章 

安藤  真 黒岩 眞吾 真田 博文 中村 裕一 松井  猛  山中 直明 

石田  亨 桑原 秀夫 澤田  寛 西新 幹彦 三木 哲也 山本 博資 

伊藤 嘉浩 河野 隆二 三瓶 政一 西原 明法 峯  恒憲 山本  幹 

井上 友二 小枝 明広 椎屋 和久 西山 大樹 宮尾 秀俊 吉田  進 

茨木  久 小林 岳彦 鹿間 敏弘 野口 啓介 三宅  功 吉野 秀明 

衣斐 信介 小林 英雄 重田 和弘 萩田 紀博 宮本  裕 吉本 直人 

今井  浩 小山二三夫 白木 善尚  萩本 和男 村上 篤道 萬  伸一 

榎木 孝知 近藤 正章 杉本 晃宏 橋場 寛之  村瀬  淳 脇迫  仁 

江村 克己 斎藤 利通 宋   天 長谷川 浩 村瀬  洋 渡辺 泰久 
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	(5) ソサイエティ活動への支援
	(5-1) 運営委員会に関わる業務の効率化とそのサポート
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	６．北陸支部
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