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平成 28 年度事業報告 
 

１．概況 

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、学術の発展、産業の

興隆並びに人材の育成を目指して、各種活動を行った。 
前年度末に立ち上げた論文誌オープンアクセス化検討タスクフォースにおいて、情報・システ

ムソサイエティの英文論文誌の先行オープンアクセス化を決定し、平成 29 年 1 月から J-STAGE
にてスタートさせた。9 月には次期会長を主査とする I-Scover ビジネス化検討タスクフォースを

スタートさせ、学会を取り巻く環境変化、学会財務、会員サービス等の観点から、今後の基本方

針の議論を開始した。前年度設置された財務委員会においては、学会の財務体質強化の一環とし

て、予算と決算の乖離を減らすことを目指して、ソサイエティの協力の下施策を進めた。また、

同じく前年度設置された研究会連絡会では、研究会活動の更なる活性化を目指し、各ソサイエテ

ィからの意見を反映して研究会規程を制定した。 
また、平成 28 年度は、平成 29 年 5 月 1 日に創立 100 周年を迎えるに当たり、記念事業の実施

に向けて関連の各委員会等で鋭意準備を進めた。 

２．共通事業 

（１）各種会議 
平成 28 年 6 月 2 日の定時社員総会において、佐藤会長、篠原次期会長を代表理事とする平

成 28 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。平成 29 年 5 月 1 日に創立 100 周年を迎えるにあたり、創

立 100 周年記念事業実行委員会及びその傘下の各委員会や WG、並びに協賛委員会等が活発に

活動した。また、個別緊急課題に関してはタスクフォースで検討を進めた。 

（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、平成 28 年度は、12 冊、合計 319,400

部（月平均 26,600 部）を発行配布した。会員サービス向上の一環として、スマートフォンや

タブレットでも会誌が閲覧できるプッシュ型配信システムの検討を更に推進し、iOS に加えて

Android アプリを開発した。ハンドブック／知識ベース委員会は、第 9 次委員会において、コ

ンテンツ充実化を進めた。また、単行本重版 1 点、教科書新刊 1 点及び重版 12 点を発行した。 

（３）総合大会 
総合大会を平成 29 年 3 月 22 日(水)～25 日(土)に名城大学で開催した。本年度もプログラム

委員会を組織して企画・準備を行い、大会の活性化、魅力向上を図った。また、今年度から学

生と企業の情報交換の場としてキャリア相談会を実施し、企業会員との連携を強化した。参加

者 4,710 名、公募講演数 2,231 件であり、成功裏に実施できた。 

（４）選奨 
第 78 回功績賞を 5 名に、第 54 回業績賞イ号を 3 件 7 名に、第 54 回業績賞ロ号を 3 件 9 名
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に、今年度創設された第 1 回業績賞ハ号を 1 件 1 名に贈呈することを決定した。 
第 73 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 10 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 3 回末松安晴賞を 2 名に贈呈することを決定した。 
第 79 回学術奨励賞を 66 名（基礎・境界ソサイエティ 11 名、通信ソサイエティ 36 名、エ

レクトロニクスソサイエティ 11 名、情報・システムソサイエティ 8 名）に対し贈呈した。 
今年度創設された教育優秀賞を 3 名に贈呈することを決定し、同じく今年度創設された教育

功労賞を 10 名に贈呈した。 

（５）会員に関する事項 
定款に基づき、名誉員に 8 名を推薦することとした。 
規則に基づき、フェロー称号を 25 名に、シニア会員称号を 107 名に贈呈した。 
会員数（名誉員・正員・学生員、維持員、特殊員）合計については、平成 28 年度末で 29,751

となり、前年度末から 275 の減少（うち個人会員数は、名誉員+4 名、正員－415 名、学生員

+151 名）となった。事務局会員課のきめ細かな個別対応により減少数は抑えられてきている

ものの、正員の減少は続いている。なお、平成 28 年 6 月 2 日の定時社員総会において定款変

更を行い会員種別としての准員を廃止した。 

（６）教育関連活動 
JABEE の学部認定審査については、平成 28 年度も定常的な活動を行った。 
本会、電気学会、情報通信学会からなる電気電子・情報系 CPD 協議会については、情報交

換を中心とした活動を継続するとともに、日本工学会の CPD 協議会・CPD プログラム委員会

に委員を派遣して継続的に参画した。 
子供の科学教室については、イベント 2 回（参加者 97 名）を開催した。 

（７）国際活動 
12 の国際セクションのうち 6 つのセクションで講演会等が実施され、国際委員会による費用

支援を行った。ヨーロッパセクションでは、例年通り、国際会議 ICTF2016（University of 
Patras, Greece / 6 - 8 July, 2016)を開催した。 

（８）情報発信 
CEATEC 2016 と連携して、本会分野の課題を論じる特別シンポジウム、研究発表会等を開

催した。 
横断検索システム (略称 I-Scover)については、機能を向上させた第 2 期システムの運用を

開始した。利用促進のため、総合大会にてコンテスト表彰、関連セッションを開催した。 

（９）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 52 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 210 件であった。 

（10）創立 100 周年記念事業 
創立 100 周年記念事業協賛委員会では、平成 28 年 6 月に第 1 回、9 月に第 2 回、平成 29

年 1 月に第 3 回を開催し、協賛募金が順調に進捗した。 
創立 100 周年記念事業については、創立 100 周年記念事業実行委員会傘下の各委員会や WG

で準備を進めた。100 年史刊行委員会では 100 年史の編集をほぼ完了した。マイルストーン選

定委員会は約 250 件の偉業の選定を進めた。創立 100 周年を記念したロゴとキャッチフレー
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ズを公募して策定し、各ソサイエティでは記念懸賞論文の募集を行い、学会誌では平成 29 年

1 月号に創立 100 年宣言を掲載した。また、平成 29 年 9 月 15 日に明治記念館で実施する記

念式典の準備を進めた。 
 

（11）外部機関との連携等 
他機関・他団体等との連携については、電気・情報関連学会連絡協議会活動を継続した。関

連学術団体等に対して 240 件の協賛・後援等を行った。 

 

３．ソサイエティ及びグループ事業 

平成 28 年度も、各ソサイエティ及びグループごとに、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、特色のある活動を推進した。 
 

○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 27 年度に実質的に開始した NOLTA ソサイエティとの共同運営体制を確立さ

せて、共同事業の立案・実施なども積極的に進めた。 
 

○NOLTA ソサイエティは、今年度も引き続きソサイエティ体制を整備した。広報面では、

Nonlinia を NOLTA ソサイエティのホームページとリンクし、内容を拡充し、ロゴも策定し

た。論文誌の編集体制を充実させて英文誌 NOLTA を 4 回発行した。韓国マルチメディア学会

との Sister Society 関係を締結した。 

○通信ソサイエティでは、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 28 年度は、研専運営会議配下の「新しい研究会運営検討 WG」を中

心に、技術研究報告の完全電子化、研究会の参加費制導入への検討を進めた。また、8 常設研

専において研究会運用のトライアルを実施し、完全電子化および研究会の参加費制の運用を実

証すると同時に、来年度の本格実施に向けての詳細な制度設計を実施した。また、英文論文誌

では新カテゴリ「ポジションペーパー」の本格運用を開始した。 

○ エレクトロニクスソサイエティでは、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、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。平成 28 年度からは研究技術会議に 3 つの領域委員会（電磁波基盤技術

領域委員会、フォトニクス技術領域委員会、回路・デバイス・境界技術領域委員会）を立ち上

げた。各領域内で近接分野間の合同・連携企画の立案や、国際会議への協賛など一部の企画承

認に関する権限を持せた。年度に研究会トライアルを実施すべく、先行する他のソサイエティ

での実績調査を行った。論文誌 OA 化に関しても財務シミュレーションを行った。 

○情報・システムソサイエティは、コンピュータによる情報処理技術、コンピュータ・通信・人

間を融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域として、会員に研究

発表と交流の場を提供し、情報技術分野の発展と問題解決に貢献する役割がある。平成 28 年
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度は、①会員の研究プロセスに応じた研究資料の電子化による公表方法支援策の検討、②社会

的課題に対する情報発信、研専・論文誌・ソサイエティ誌の活性化、③会員サービスの充実、

④ISS の運営体制の強化に重点を置き活動を展開した。論文誌オープンアクセス化検討タスク

フォースでの議論を経て、英文論文誌オープンアクセス化を平成 29 年 1 月より行った。 

○ ヒューマンコミュニケーショングループは、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「人を中心とした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、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。平成 28 年度は、質の高い論文の特集号の編集が恒常的に行える環

境を整えるべく、編集委員会を HCG 内で常設化した。 
 
（１） ソサイエティ大会 

・ソサイエティ大会を平成 28 年 9 月 20 日(火)～23 日(金)に北海道大学で開催した。参加者

2,928 名、公募講演数は 1,609 件であった。 
・FIT2016（第 15 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 28 年 9 月 7 日(水)～9 日(金)
に富山大学で開催した。参加者 1,344 名、講演数は 598 件であった。 

（２） 国際会議 
国内会場で 12 件、国外会場で 2 件の国際会議を開催した。 

（３） 論文誌等出版 
・和・英論文誌 8 誌のオンラインジャーナルを以下のとおり公開した。 

 和文誌：掲載総ページ数： 3,658 ページ（参考：前年 3,541 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 9,340 ページ（参考：前年 9,090 ページ） 

・ソサイエティごとの電子ジャーナルとして、NOLTA（NOLTA ソサイエティ：年 4 回）、ComEX
（通信ソサイエティ：月 1 回）、ELEX（エレクトロニクスソサイエティ：月 2 回）をそれぞ

れ発行した。 
・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 2 名、貢献賞 34 名、Fundamentals Review 

ベストオーサー賞 1 名 
・通信ソサイエティ：ソサイエティ論文賞 10 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、

招待論文賞 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、活動功労賞 9 名、査読功労賞 10

名、優秀ポスター賞 8 名、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 3 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 4 件、HCG

シンポジウム賞 17 件 
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（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／NOLTA ソサイエティ 114 回 2,254 件 
・通信ソサイエティ  149 回 2,817 件 
・エレクトロニクスソサイエティ  114 回 2,055 件 
・情報・システムソサイエティ  132 回 2,666 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ   21 回   495 件 

（６）会員数（平成 27 年度末） 
・基礎・境界ソサイエティ 5,437 名 
・通信ソサイエティ 10,606 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 5,938 名 
・情報・システムソサイエティ 10,520 名 
・NOLTA ソサイエティ              149 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ 861 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、見学会、学生向け・小

中高生向けのイベント、学生会活動、選奨等の事業を展開した。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 8 件を主催・共催・協賛。支部連合大会を共同主催。専門講習会等主催。

専門講習会を主催。セミナーを北海道総合通信局と共同主催。 
○教育事業：応用物理学会企画の小中高生向けイベントの共同主催及び後援。大学が企画し

た工学系学生向けイベントの後援。 
○学生会事業：支部学生会主催講演会 5 回。学生会研究発表会（インターネットシンポジウ

ム）開催、学生ブランチ活動（会議、講演会、連合大会での交流会）実施。 
○選奨：学生奨励賞 12 名、学生会インターネットシンポジウム優秀発表賞 3 名、連合大会

若手優秀論文発表賞 10 名 

（２）東北支部 
○一般事業：講演会 19 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 8 件、見学会 1 件を実施。 
○教育事業：小中高生向け事業 6 件実施。 
○学生ブランチ活動：東北大学に学生ブランチを設置し活動。 
○選奨：学生優秀論文賞 2 名、学生優秀発表賞 3 名、学生ブランチ活動奨励賞 1 名、優秀学

生表彰 24 名。 
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（３）東京支部 
○一般事業：シンポジウム 3 回、見学会 3 回等主催。総務省関東総合通信局及び CEATEC

との連携を推進。 
○教育事業：子供科学教室 2 回実施。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベン

トを公募し 6 件実施。 
○学生会事業：講演会 1 回、見学会 1 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。7 校の学生ブランチによ

る講演会等実施。学生会運営委員会委員の活動証明書の発行の実施。 
○選奨：学生奨励賞 16 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 7 回、専門講習会 2 回開催。 
○学生会事業：研究交流会 2 回開催。 
○選奨：学生奨励賞 14 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、小中高校生向け理科教育講座 1 回、専門講習会 1 回

開催。支部連合大会 1 回共催。 
○学生会事業：講演会 4 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 20 名、卒業研究発表会表彰 9 名 

（６）北陸支部 
○一般事業：講演会 2 回、シンポジウム及び講演会への後援 3 件、支部連合大会 1 回開催。 
○学生会事業：学生向け講演会 5 回（うち 1 回は情報処理学会北陸支部との共催）、学生研

究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 26 名、優秀学生賞 11 名 

（７）関西支部 
○一般事業：講演会 1 回、見学会 1 回、講習会 4 回開催。 
○教育事業：講演会 1 回開催。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベントを公

募し 3 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：学生会奨励賞 5 名、優秀論文発表賞 5 名、学生会功労賞 11 名 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 12 回（うち 5 回主催、7 回共同主催）。講習会共同主催 2 回。支部連合

大会 1 回。電気記念日行事参加。シンポジウム等の協賛 8 回。 
○学生会事業：学生向け講演会、見学会 8 回主催。学生ケータイあわーど 2016 イベント実

施。 
○選奨：連合大会奨励賞 22 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）58 校 98 名、学生功

労賞 10 名、学生ケータイあわ～ど 10 回記念表彰 2 名、特別功労賞 1 名 

（９）四国支部 
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○一般事業：講演会 5 回、専門講習会 2 回、連合大会１回開催。セミナー等後援 4 件。 
○学生会事業：学生向け講演会 3 回開催。連合大会における学生員交流会実施。3 校の学生

ブランチが講演会や見学会等の活動を実施。 
○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 46 名 

（10）九州支部 
○一般事業：特別講演会 1 回、一般講演会 5 回開催。協賛・後援の講演会/シンポジウム 10

件。支部連合大会 1 回、専門講習会 1 回、ワークショップ 1 回開催。国際フォ

ーラム共催 1 回。 
○教育事業：子供の科学教室、ものづくり教室、科学体験プロジェクト等各 1 回開催。 
○学生会事業：学生会講演会、学生ブランチ交流会等の実施。10 ブランチが講演会や交流会

実施。 
○選奨：連合大会講演奨励賞 6 名、学生会講演奨励賞 13 名、連合大会貢献賞 1 名、成績優

秀賞（学生）56 名、九州支部学術奨励賞 28 名 

５．選挙 

平成 29 年 2 月 7 日～3 月 7 日に、Web 投票により平成 29 年度役員候補者及び代議員の選挙

を実施した。平成 29 年度代議員として 105 名が選ばれた。 
 

以上 
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平成 28 年度事業報告（付属明細書） 
 
Ⅰ．共 通 事 業 
 
１．会議に関する事項（定款 第 4、6、9 章） 
 
１．１ 平成 28 年定時社員総会 

 
平成 28 年 6 月 2 日（木）午後 2 時から機械振興会館において平成 28 年定時社員総会を開

催した。代議員総数 107 名に対し、出席代議員数 92 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。小柴会長を議長として以下議案を付議して、審議事項は

いずれも原案どおり可決承認された。 
第 1 号議案  平成 27 年度事業報告 
第 2 号議案  平成 27 年度決算（審議事項）及び監査報告 
第 3 号議案 公益目的支出計画実施報告及び監査報告 
第 4 号議案 平成 28 年度事業計画 
第 5 号議案 平成 28 年度収支予算 
第 6 号議案 定款変更（審議事項） 
第 7 号議案 新理事・監事の選任（審議事項） 
 

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 

 
・企画室：7 回             ・倫理委員会：2 回 
・選奨委員会：2 回、メール審議 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 ・末松安晴賞委員会：1 回 
・フェローノミネーション委員会：1 回   ・シニア会員審査委員会：メール審議 1 回 
・コミュニケーション委員会：1 回     ・ロードマップ委員会：0 回 
・アクレディテーション委員会：4 回    ・男女共同参画委員会：0 回 
・サービス委員会：2 回         ・国際委員会：3 回、メール審議 7 回 
・大会委員会：4 回  ・著作権管理委員会：3 回、メール審議 5 回 
・編集連絡会：4 回  ・会誌編集委員会：6 回 
・出版委員会：2 回、メール審議 1 回  ・教科書委員会：0 回 
・ハンドブック／知識ベース委員会：5 回 ・創立 100 周年記念事業実行委員会：6 回 
・創立 100 周年記念事業協賛委員会：3 回 ・I-Scover プロジェクト：2 回 
・支部会議：2 回  ・ソサイエティ連絡会：4 回 
・財務委員会：3 回  ・研究会連絡会：4 回 
・理事担務検討タスクフォース：1 回  
・論文誌オープンアクセス化検討タスクフォース：4 回 
・I-Scover ビジネス化検討タスクフォース：6 回 
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１．４ その他の会議等 
 
・名誉員・歴代会長を囲む懇談会：平成 28 年 10 月 20 日、機械振興会館 6D-1～2 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 28 年 4 月から 29 年 3 月まで

12 冊、合計 319,400 部（月平均 26,600 部）を発行配布した。 
電子化への対応として、28 年度はスマートフォンやタブレットでも会誌が閲覧できるプッ

シュ型配信システムの検討を更に推進し、iOS に加えて Android アプリを開発した。それぞ

れのアプリにコメント機能、SNS 連携などの機能追加も行った。 
平成 28 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 解    説 23 160 
編集長退任にあたって 0 0 講    座 0 0 
4 月小特集 9 58 寄    書 1 

 
4 

(文化創造学を目指す工学） 回    想 2 8 
5 月特集 
 19 102 

学生／教養のページ 7 27 
（スパースモデリングの発展 
 

 
 

 

オ ピ ニ オ ン 0 0 
――原理から応用まで――） ニュース解説 29 

 
 

51 
 

 
6 月小特集（ビックデータ時代の 

10 47 

総 合 報 告 1 
 

18 
 ロボットの社会的利用 ソサイエティのページ 1 2 

――ロボットは敵ではない， 
 

EIC 記事 1 7 
ロボットとともに能力向上――） 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
7 月小特集 

8 47 
規格調査会報告 0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

（進化する光アクセス技術 男女共同参画のページ 0 0 
と将来展望） 国 際 企 画 ﾀｽｸﾌｫｰｽ  0 0 
8 月小特集 

10 57 

学 生 会 報 告 2 16 
（アンテナ・伝搬の研究開発の 支 部 だ よ り 0 0 
これまでの 50 年とこれからの 

 

生 涯 教 育 0 0 
50 年） 予 定 目 次 12 

 
0 
 9 月小特集 

 8 35 

学会ニュース 0 
 

0 
 （VDEC と LSI 設計研究・教育 慶    賀 4 4 
 ──LSI 設計試作のコモディテ 追  悼  抄 1 1 
 ィ化 20 年の歩みと今後──） 国 際 会 議 21 

 
0 
 10 月特別小特集 

 6 27 図 書 紹 介 14 7 
（地方創生，中国地方を元気に！） 国内文献目次  

 9 11 月特集 14 80 図書寄贈一覧  
（変革を迎える光通信デバイス） 本 会 だ よ り  

 
 

18 
12 月小特集 5 34 編 集 室 12 

 
 

11 
 （完全準同形暗号の研究動向） 役 員 等 口 絵  8 

1 月特別小特集 

5 30 

総 会 ・ 選 奨  99 
(電子情報通信学会の今後 100 

 

フェロー口絵  0 
 年に向けて――未来を開く新し 会 誌 総 目 次  10 

い科学研究への期待と展望――） 学 会 編 集 室  0 
2 月小特集 
 

7 32 会    報  0 
（FPGA を用いた計算処理 創立 100 周年宣言 

 
 1 
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の高速化技術） 会  告 12 122 
3 月小特集 

9 53 
   

（ネットワークセキュリティ    
の最新動向） 計  1,202 
   巻 頭 言  12 
   目 次  36 
   合 計  1,250 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）93 ページ 
 

２．２ 広告賞（定款 第 4 条 イ号） 
 
平成 28 年広告賞として下記の 2 点を選定した。 
【カラー広告部門】株式会社インタフェース 

「設計品質はそのままで超小型産業用パソコンを作りました。Windows
が快適に動作します。SuperCD」（9,10 月号） 

【一色刷り広告部門】サクラテック株式会社 
「24GHz 帯 MIMO レーダプラットフォーム」（8～11 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（原島 博委員長）から引き継いだ（第 9 次）

ハンドブック／知識ベース委員会（古屋一仁委員長）において、知識ベースコンテンツの完

成を目指し検討を行った。掲載可能となったコンテンツは、編ごとに知識ベース会員限定β

版へアップロードし、その後 2 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、公開後一定時間が経過した編に対して改訂の検討を開始した。 
なお、「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、書籍化の検討を行った。 

 
２．４ 単行本（定款 第 4 条 ト号） 

 
重版 1 点 600 部を発行した。 

 
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 6 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 1 点、重版 6 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 
福祉工学の基礎 H28.5.20 236 1,000 

（平成 14 年 3 月第 1 回配本以降通算 34 点） 
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３．総合大会に関する事項(定款 第 4 条 ロ号) 
 
下記の期日･会場において 5 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 29 年 3 月 22 日(水)～25 日(土) 
会 場 名城大学 天白キャンパス(名古屋市) 
参加者 4,710 名 
懇親会 名古屋栄 東急ＲＥＩホテル   参加者 130 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 

 基礎・境界 NOLTA 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 6 ―  ― ― ― 6 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企
画セッション ― ※2 ※2 2 2 2 10 

パネル 
セッション ― 1 0 2 1 1 5 
チュートリア
ルセッション ― 1 0 3 1 0 5 
依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
セッション ― §5 0 ＊†14 §†6 ＊3 28 

合計 
(共催を含む) 6 ※§9 ※§2 ＊†21 §†10 ＊6 54 

※ 基礎・境界と NOLTAの共催企画 1件を含む。 

§ 基礎・境界とエレクトロニクスの共催企画 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。 

＊ 通信と情報・システムの共催企画 2件を含む。 

 

(b) 公募セッション講演数 

 ソサイエティ 合計 

 基礎・境界 NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報･ｼｽﾃﾑ 

一般ｾｯｼｮﾝ ＊286 29 1,064 307 385 2,071 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯ
ｼｮﾝ 24 †9 †88 21 21 163 

合計 ＊310 †38 †1,152 328 406 2,234 
＊ ヒューマンコミュニケーショングループの講演 68件を含む。 

† NOLTAと通信の共催講演 3件を含む。 

 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
 

今年度から、業績賞に教育関連の賞を追加し、また、教育優秀賞、教育功労賞を新設した。

既存の賞を含め各賞に関する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

おり受賞者を決定した。 
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４．１ 功績賞（第 78 回） 
 
荒木 純道（東工大） 
石田  亨（京 大） 
尾上 誠蔵（ＮＴＴドコモ） 
澤谷 邦男（東北大） 
福島 邦彦（ファジィシステム研究所） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 54 回） 
 【選奨規程第 9 条イ号】                  （業績の 50 音順・敬称略） 

業       績 貢  献  者（所 属） 

エラスティック光ネットワーク技術の先駆的研究 神野 正彦（香川大） 

音や映像の変化に対する高度な耐性を備えた高速メディア探索

技術の研究 

柏野 邦夫（ＮＴＴ） 
永野 秀尚（ＮＴＴ） 
黒住 隆行（ＮＴＴ） 

音響信号のブラインド音源分離に関する先駆的研究 
牧野 昭二（筑波大） 
猿渡  洋（東 大） 
澤田  宏（ＮＴＴ） 

【選奨規程第 9 条ロ号】                           （敬称略） 

業       績 貢  献  者（所 属） 

3.5GHz 帯 TD-LTE サービスの実用化 
河原 敏朗（ＮＴＴドコモ） 
渡邊 靖之（ＮＴＴドコモ） 
二方 敏之（ＮＴＴドコモ） 

MPEG-2/H.264/H.265 コーデックの開発と実用化への貢献 
新田 高庸（ＮＥＬ） 
中村  健（ＮＴＴ） 
大西 隆之（ＮＴＴ） 

エネルギー効率の優れた独自スーパーコンピュータの開発 
木村 耕行（ExaScaler） 
鳥居  淳（ExaScaler） 
齊藤 元章（PEZY Computing） 

【選奨規程第 9 条ハ号】                                 （敬称略） 

業       績 貢  献  者（所 属） 

情報通信技術を活用した教育システム多様化への貢献 清水 康敬（東工大） 
 
４．３ 論文賞（第 73 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

著 者 名 
掲載年月 

収束速度の改善を考慮した 2-ホップ平均合意ダイナミックスの検討 
野村 健二、林  直樹、高井 重昌（阪大） 
平成 27 年 10 月号（A） 

A 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Adaptively Attribute-Hiding (Hierarchical) Inner Product Encryption 
岡本 龍明（NTT）、高島 克幸（三菱電機） 
平成 28 年 1 月号（EA） 
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A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

A Convolution Theorem for Multiple-Valued Logic Polynomials of a 
Semigroup Type and Their Fast Multiplication 
松井  一（豊田工大） 
平成 28 年 6 月号（EA） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

小型衛星搭載用の省電力高速送信機の開発 
渡邊 宏弥、深見 友也（東大）、齋藤 宏文、冨木 淳史（JAXA）、小島 要、

新家 隆広、川元 光一（アドニクス）、重田 修、布村 仁志 
平成 28 年 7 月号（B） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Link-Adaptable Vector-Perturbation ZFBF Precoder for Multi-Point 
3D-Beamformers 
藤井 正明（サムスン日本研究所） 
平成 28 年 8 月号（EB） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

ROD-SAN: Energy-efficient and High-response Wireless Sensor and 
Actuator Networks employing Wake-up Receiver 
四方 博之、川本 貴大（関西大）、阿部 憲一、江連裕一郎、伊藤 哲也（NEC
通信システム）、長谷川晃朗（ATR）、池永 全志（九工大） 
平成 28 年 9 月号（EB） 

C 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Model-based compressive sensing applied to landmine detection by GPR 
Riafeni KARLINA、佐藤 源之（東北大） 
平成 28 年 1 月号（EC） 

C 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

非対称縦積み線路を用いた準ミリ波帯バランスミキサ 
山口  陽、加保 貴奈、豊田 一彦、上原 一浩、中川 匡夫（NTT）、荒木 

純道（東工大） 
平成 28 年 5 月号（C） 

C 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

塗布・剥離基板を用いたフレキシブル液晶デバイスの作製 
生内 友輔、石鍋 隆宏、柴田 陽生、藤掛 英夫（東北大） 
平成 28 年 8 月号（C） 

D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

書画の質感再現を目的とした反射率と透過率を同時に再現するレプリカの作成 
浅田 繁伸、久保 尋之、舩冨 卓哉、向川 康博（奈良先端大） 
平成 28 年 8 月号（D） 

D 論 文 名 
 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

Singular-Spectrum Analysis for Digital Audio Watermarking with 
Automatic Parameterization and Parameter Estimation 
Jessada KARNJANA、鵜木 祐史（北陸先端大）、Pakinee AIMMANEE
（Thammasat University）、Chai WUTIWIWATCHAI（National Electronics 
and Computer Technology Center） 
平成 28 年 8 月号（ED） 

D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

画素配列を考慮した Light Field Camera 画像の高解像度化 
内田 雄基、大橋 一輝、高橋 桂太、藤井 俊彰（名大） 
平成 28 年 9 月号（D） 

（（A）、（B）、（C）、（D）：和文論文誌、（EA）、（EB）、(EC)、(ED)：英文論文誌、所属は:掲載時） 
以上 12 編 

 
４．４ 喜安善市賞（第 10 回） 
 

論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Model-based compressive sensing applied to landmine detection by GPR 
Riafeni KARLINA、佐藤 源之（東北大） 
平成 28 年 1 月号（EC） 

以上 1 編 
 
 
 
 



7 

４．５ 末松安晴賞（第 3 回） 
 

カテゴリ 受賞者（所属） 研究・開発の題目 

学術界貢献 
三浦 典之（神戸大） 近接場誘導結合コイルを利用した集積回路の高

機能化研究 

産業界貢献 
岩元 浩太（NEC） 高精度映像識別技術 Video Signature の開発、

標準化、事業化 
以上 2 名 

 
４．６ 学術奨励賞（第 79 回） 

基礎・境界ソサイエティ：11 名 (五十音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
五十嵐 健悟 名大 CT 画像における確率共鳴と付加ノイズの周

波数帯域との関係 

総合 A-16-3 

    CT 画像における信号強度と確率共鳴による

コントラスト改善の関係 

ｿｻｲｴﾃｨ A-16-1 

池田 司 東大 高基数演算器の並列化による楕円曲線上の演

算の高速化の検討 

総合 A-6-8 

    有限体・楕円曲線を用いた暗号向けスケーラ

ブルプロセッサの設計 

ｿｻｲｴﾃｨ A-7-5 

上田 千晶 山口大 高齢者視覚シミュレーションを用いた画像強

調の一提案 

ｿｻｲｴﾃｨ A-15-13 

織間 健守 東京電機大 蝸牛に基づく受動的無反射伝送線路モデル特

性の特徴量の定式化 

ｿｻｲｴﾃｨ N-1-28 

小松 達也 NEC スペクトル分布グループ化による NMF ベー

ス音響イベント検知 

総合 A-8-7 

崎山 亮恵 東京農工大 グラフ不確定性原理を用いた高速なセンサ配

置位置選択法 

ｿｻｲｴﾃｨ A-8-5 

笹原 知博 東京電機大 CSD 係数 FIR フィルタ設計法の探索過程の

検証 

ｿｻｲｴﾃｨ A-8-6 

中村 聡 東京理科大 OFDM伝送における繰り返し復調型 ICI キャ

ンセラ 

総合 A-9-14 

平川 友大 広島大 係数同一制約を用いた FIR フィルタの設計 総合 A-8-12 

宗像 宏幸 東北大 Pilot Notch を用いた Simplified Lattice 
Algorithm に基づく適応ノッチフィルタの収
束の高速化 

総合 A-8-1 

吉田 壮 関西大 Web 映像検索を目的としたリランキングの高

精度化に関する検討 

ｿｻｲｴﾃｨ A-15-5 
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通信ソサイエティ：36 名 

受賞者 
所属 

(発表時) 
講演題目 大会別 

講演 

番号 

Hailan Peng KDDI 研 Performance Evaluation of 
Macro-controlled Beamforming Protocol for 
LTE/WiGig Aggregation in Millimeter-wave 
Heterogeneous Networks 

総合 B-5-42 

Prakash 

Chaki 

NEC Experimental Evaluation of a Virtual 
Overlay Network On Top Of Dynamic 
Topology Reformation in Wi-Fi Peer-to-Peer 
Networks 

総合 BS-3-28 

氏川 裕隆 NTT 光アクセス装置の省電力化に向けた自己診断

機能省略の検討 

総合 B-8-77 

    光アクセス装置の機能制限に伴う特性差の評

価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-8-30 

大石 裕司 日立 2 階層パケット監視方式のレイヤ 2 スイッチ

への試作 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-2-3 

奥山 達樹 NTT ドコモ 5G 低 SHF 帯超高密度分散アンテナシステム
のスループット特性におけるアンテナ配置の
影響 

総合 B-5-18 

    5G 低 SHF 帯超高密度分散アンテナシステム
における無線フレーム構成とチャネル推定の
影響 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-73 

勝田 肇 NTT SIC のための CSI 推定における重み付け合成

法に関する一検討 

総合 B-5-157 

河原 光貴 NTT 任意波長・コア・方路にパス割当可能な SDM
ノードの提案(1)-ノードアーキテクチャの提
案- 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-55 

鬼頭 千尋 NTT 遠端反射ブリルアン利得解析法による分岐下

部損失フィールド測定 

総合 B-13-15 

後町 将人 三菱電機 SAR 画像再生処理における GPU ベース並列

Fast Factorized BackProjection の検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-2-9 

五藤 大介 NTT 複数衛星マルチビームシステムの時間･周波

数非同期 MIMO 復調技術の検証 

総合 B-3-11 

    自律分散帯域制御 FDMA 方式の提案 ｿｻｲｴﾃｨ B-3-10 

権田 智洋 古河電工 125μm 5 コアマルチコアファイバの開発 ｿｻｲｴﾃｨ B-10-1 

笹川 大 岩手大 MIMO レーダを用いた高さと RCS による生

体状態推定 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-135 

眞田 耕輔 三重大 TCP トラフィックフローを考慮した IEEE 
802.11 マルチホップネットワークにおけるス
ループット解析 

ｿｻｲｴﾃｨ B-6-59 

芝原 光樹 NTT マルチステージ型逐次干渉キャンセラによる

スーパーナイキスト伝送の実験実証 

総合 B-10-62 

鈴木 敬之 NEC 端末の電波指標値に基づくLTE基地局負荷推

定方式 

総合 B-15-21 

高橋 大佑 三菱電機 宅内コントローラ連携における家電機器位置

情報管理に関する検討 

総合 B-7-60 
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田行 里衣 NTT 特定経路で発生する劣化影響を考慮した通信

品質推定手法 

ｿｻｲｴﾃｨ B-11-8 

立石 貴一 NTT ドコモ 15 GHz帯 5G無線アクセスの電波暗室におけ

る Massive MIMO を用いたビーム特性評価 

総合 B-5-28 

戸田 和秀 KDDI 研 UF-OFDM の PAPR 特性に関する定量評価 総合 B-5-37 

豊見本 和馬 ソフトバン

ク 

合成開口処理を用いた到来方向推定への窓関

数の導入 

総合 B-1-197 

    28GHz 帯での合成開口処理を用いた屋内伝

搬測定 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-17 

戸村 崇 三菱電機 Ka 帯衛星搭載用マルチビーム形成回路の素

子共有方式の検討 

総合 B-1-76 

    成形ビームアンテナの一次放射器/反射鏡一

体最適設計法の一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-68 

中川 兼治 三菱電機 5G における高 SHF 帯・広帯域 Massive 

MIMO の SU-MIMO 時のアンテナ構成技術 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-82 

中谷 優太 千葉大 生体情報モニタリング用布アンテナ 総合 B-20-2 

中村 祐喜 NTT ドコモ グリーン基地局におけるダブルパワー制御の

フィールド試験評価 

総合 B-9-5 

    グリーン基地局の天気予報連動制御によるパ

ワーシフト効果の向上 

ｿｻｲｴﾃｨ B-9-7 

中村 光貴 NTT 人体密集環境における受信局最寄り人体での

回折を考慮した伝搬損失推定 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-32 

橋本 典征 KDDI 研 Suppressed-Tail DFT-Spread UF-OFDM の

提案と評価 

総合 B-5-36 

福島 浩文 三菱電機 ビーム間の幾何的条件を用いたマルチビーム

配置方式の検討 

総合 B-1-164 

    到来波の相関情報に基づく測角方式選択アル

ゴリズムの開発 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-147 

マイティ ソ

ウラブ 

ソフトバン

ク 

最大ドップラー周波数検出に基づく端末高
速・低速移動判定アルゴリズムの屋外実験評
価 

総合 B-5-51 

    MMSE 規範の事前逐次干渉除去を用いる下
りリンクマルチユーザ MIMO 非線形プリコ
ーディングにおける階層探索に基づく最適摂
動ベクトル検出アルゴリズム 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-43 

松尾 大輔 NEC 位相情報を用いた微小変位検出に基づく複数

物体識別レーダの実測検証 

ｿｻｲｴﾃｨ B-17-13 

南 勇貴 NTT SDN/NFV を用いたアプリケーションカスタ

マイズ基盤の提案 

総合 B-6-72 

山崎 健生 NTT ドコモ モバイルエッジコンピューティングにおける

サーバのユーザ移動追従とサービス停止時間

 

総合 B-15-14 

山本 宏 NTT 帯域の異なる呼が混在する環境での棄却率推

定方式の精度評価 

総合 BS-4-5 
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    Availability Improvement Schemes for 
Multi-carrier Optical Transmission 
Systems 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-5-3 

横田 健治 KDDI 研 コンテンツの先読み配信における暗号化通信

の一検討 

総合 B-7-41 

若山 雄太 KDDI 研 モード交換によるモード間群遅延差の低減手

法 

総合 B-10-30 

渡辺 光 三菱電機 励振位相差切り替え構造装荷 2 次元指向性可

変アレーアンテナ 

総合 B-1-62 

和田 雅樹 NTT 2-LP モード EDF におけるスペクトラルホー

ルバーニングの特性評価 

総合 B-13-19 

 
エレクトロニクスソサイエティ：11 名   

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
牛嶋 優 三菱電機 ダブルリッジ導波管と矩形導波管の接続回路

における低姿勢化に関する検討 

総合 C-2-45 

    Ka帯2周波矩形導波管円偏波発生器の試作評

価 

ｿｻｲｴﾃｨ C-2-73 

大島 直到 東工大 共鳴トンネルダイオードを送受信器に用いた

500 GHz 帯無線通信 

総合 C-14-7 

    共鳴トンネルダイオード発振器を用いた

500GHz 帯偏波多重通信 

ｿｻｲｴﾃｨ C-14-22 

岡田 陽介 兵庫県立大 LC 梯子型回路を用いたウィルキンソン型非

等分配回路の設計 

ｿｻｲｴﾃｨ C-2-60 

尾崎 常祐 NTT デジタルコヒーレント通信用 InP 変調器 ｿｻｲｴﾃｨ C-3-11 

尾野 仁深 三菱電機 受信光制御 BFN におけるマルチビーム分離

の原理実証 

ｿｻｲｴﾃｨ C-14-10 

澤原 裕一 東芝 共振器結合型断熱インターフェイスの低損失

化の検討 

総合 C-2-73 

    共振器結合型断熱インターフェイスの実験的

検討 

ｿｻｲｴﾃｨ C-2-36 

進藤 隆彦 NTT L 帯 SOA 集積 EADFB レーザ（AXEL）の

変調時高出力（9.0 dBm）動作 

ｿｻｲｴﾃｨ C-4-26 

畠山 庸平 東芝 低雑音向け可変抵抗型センサ用読み出し回路

の高利得化の検討 

ｿｻｲｴﾃｨ C-12-15 

村中 勇介 NTT 光ラベル処理器と光スイッチを用いた低消費

電力 100 Gbps 光パケットスイッチング 

ｿｻｲｴﾃｨ C-4-7 

山口 慶太 NTT ホログラムを用いた MxN 空間光スイッチ 総合 C-3-54 

山口 裕太郎 三菱電機 Si 基板中キャリアの温度特性を考慮した

GaN-on-Si のモデリング 

総合 C-10-5 



11 

    Si 基板中 RF リーク電流の温度特性を考慮し

た GaN-on-Si の大信号モデル 

ｿｻｲｴﾃｨ C-10-14 

情報・システムソサイエティ：8 名 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
亀田 裕介 東京理科大 数値的安定性を保証した YUV-D フロー推定

法 

総合 D-11-28 

小林 達也 KDDI 研 バンドル調整に基づくオンライン法線方向推

定 

総合 D-12-52 

小松 美穂 名大 高階調カメラを用いた極端な照明条件下の特

定物体検出に関する検討 

総合 D-12-32 

鈴木 晴佳 NTT 個人が生成するデータの帰属性保証について

の検討 

総合 D-9-18 

服部 亮史 三菱電機 混雑状態解析・可視化に基づくイベントセキ

ュリティシステムの提案 

総合 D-12-41 

本庄 紘士 阪大 概念の抽象度を考慮した時空間及び視覚的特

徴量に基づく画像認識 

総合 D-12-31 

溝口 誠一郎 KDDI 研 マルチドメイン SDN 連携アプリケーション

のセキュリティに関する考察 

総合 D-19-6 

山本 琢麿 東芝 高精度フレーム補間手法 総合 D-11-55 

 
４．７ 教育優秀賞（第 1 回） 
                                               （50 音順・敬称略） 

氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 

金谷 健一（岡山大） 
情報数理分野及び技術英語の優れた教科書の執筆および講演

活動 
西原 明法（東工大） 信号処理分野の国際的人材育成への貢献 
牧野 光則（中央大） 段階別コンピテンシーによる教育の実践・評価 

                                                          計 3 名 
 
４．８ 教育功労賞（第 1 回） 

                                   （50 音順・敬称略） 
氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 

朝香 卓也（首都大） 通信ソサイエティ「論文の書き方講座」講師としての貢献 
池田 和司（奈良先端大） 関西支部 ICT 基礎講座「機械学習の基礎と応用講座」等 

石井  望（新潟大） 
AP 研設計・解析ワークショップでの測定技術の知識向上への

貢献 
伊藤 良生（鳥取大） 地方における若年層に対する情報通信技術教育の推進 

浦西 友樹（阪大） 関西支部 ICT 基礎講座「画像処理講座」  

大平  孝（豊橋技科大） ワイヤレス電力伝送分野の技術者育成に関する貢献 
菊間 信良（名工大） 通信ソサイエティ「論文の書き方講座」講師としての貢献 
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柴田 幸司（八戸工大） MWE における大学展示コンテストの立上げと運営への貢献 
白井  宏（中大） 子供の科学教室の講師及び運営に対する貢献 

山内 潤治（法政大） 
光エレクトロニクス分野研究会への学生参加活性化と研究開

発活動の啓発 
計 10 名 

 
５．会員に関する事項（定款 第 3 章） 
 
５．１ 名誉員の推薦 

 
定款の定めにより下記の 8 名を名誉員に推薦した。 
 
秋葉 重幸（東工大） 
安藤  真（東工大） 
伊藤 精彦（北 大） 
菊池 和朗（大学改革支援・学位授与機構） 
坂庭 好一（東工大） 
田中 良明（早 大） 
西尾章治郎（阪 大） 
間瀬 憲一（新潟大） 
 

５．２ フェロー称号の贈呈 
 
〔基礎･境界ソサイエティ：1 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
山村 清隆 

 

非線形システムの大域的求解法に関する研究 

  
〔通信ソサイエティ：7 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
井家上哲史 スペクトル拡散技術並びに医療情報通信技術研究活動の推進 
眞田 幸俊 コグニティブ無線実現のための受信機信号処理に関する研究 
佐波 孝彦 通信技術研究者育成のための学会編集活動 
髙橋  玲 音声・映像通信における QoE 評価技術の研究開発と国際標準化 
冨田  茂 アクセス線路用光ファイバケーブルの研究開発と国際標準化 
原田 高志 ディジタル回路基板の EMC 設計技術の研究とその実用化 
福知  清 10Tbps 光波長多重伝送技術に関する研究開発と実用化 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：5 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
榎木 孝知 光及び無線通信用化合物半導体超高速集積回路製造技術の研究開発 
柏  達也 電磁界 3 次元時間領域解析手法の基礎と応用に関する研究 
粕川 秋彦 高出力半導体励起レーザ開発と光通信の大容量化 
長瀬  亮 通信用光コネクタ技術の先駆的研究開発と標準化 
山田 博仁 シリコン細線光導波路素子の先駆的研究 
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〔情報･システムソサイエティ：10 名〕 
贈呈者氏名 貢 献 内 容 
相京  隆 集積回路のテスト容易化設計及び故障診断技術の研究開発と実用化 
越前  功 サイバーフィジカル境界のセキュリティ・プライバシー保護の研究 
黄瀬 浩一 大規模・複雑パターン認識技術とその応用に関する研究 
五味 裕章 感覚運動情報処理に関する解析とモデル化に関する研究 
斎藤 英雄 3 次元幾何解析と複合現実感の研究 
酒澤 茂之 超臨場感コンテンツ向け映像解析・制作・配信技術の開発と標準化 
清水 昭伸 医用画像認識と死亡時画像解析に関する先駆的研究 
山田 武士 知識発見のための関係データ解析手法に関する研究開発 
大和 淳司 人物動作認識の研究及びコミュニケーション分析への応用 
吉永  努 相互結合ネットワークとその計算システムに関する研究活動の推進 
任  福継 感情コーパスの構築と感情コンピューティングに関する先駆的研究 
若原 俊彦 オフィス情報通信システムとその応用に関する研究 

 
５．３ シニア会員称号の贈呈 

 
〔基礎･境界ソサイエティ：10 名〕 

Chao ZHANG 伊丹  誠  小川 一人  金子 峰雄  金子 美博  傘   昊 
永長 知孝  西新 幹彦  半谷精一郎  宮崎 祐行 

〔通信ソサイエティ：36 名〕 
秋田 耕司  足立 朋子  安部 淳一  今井 尚樹  岩井 誠人  太田  宏 
岡本 英二  來住 直人  岸山 祥久  小崎 成治  島田 達也  菅原 真司 
竹下 仁士  谷口 友宏  旦代 智哉  寺田  純  豊嶋 守生  中里 秀則 
中島 和秀  鍋谷 寿久  西山 英輔  西山 大樹  布目 敏郎  馬場 健一 
林  孝典  林  哲也  藤井 輝也  三澤  明  牟田  修  森野 博章 
山浦 隆博  山崎 康広  山田 茂樹  山登 庸次  山中 幸雄 
ル・タヤンディエ・ドゥ・ガボリ エマニュエル 

〔エレクトロニクスソサイエティ：24 名〕 
遊部 雅生  荒武  淳  石榑 崇明  植之原裕行  大島  毅  小川 真人 
小野 浩孝  笠原 亮一  小見山 彰  佐々木伸夫  佐藤  優  佐藤 源之 
清水 隆志  鈴木 賢哉  忠永  修  中津原克己  西本 昌彦  沼居 貴陽 
二本 正昭  古田 雅則  丸山 武男  村岡 裕明  八木 英樹  山﨑 恆樹 

〔情報･システムソサイエティ：37 名〕 
赤嶺 政巳  飯田 全広  飯塚 重善  井口 和久  市野 将嗣  井上美智子 
入江 英嗣  入部百合絵  岩田  基  小林 哲則  小林 哲生  近藤 和弘 
齊藤 隆弘  坂本 修一  佐藤 茂雄  篠崎 隆宏  尺長  健  神保 泰彦 
瀬戸 洋一  鷹岡  亮  高嶋 洋一  田中 弘美  中尾 康二  長坂 晃朗 
中野 浩嗣  西  宏章  萩原 将文  長谷川 忍  浜本 隆之  福田  隆 
堀米  明  光原 弘幸  三輪  忍  森本 容介  山口 佳樹  結城  修 
和田 親宗 
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５．４ 会員の現況 
 
平成 28 年 6 月 2 日の定時社員総会において定款を変更し、会員種別から准員を廃止した。

准員として残っていた 1 名の会員については、正員として継続してもらうこととなった。 
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の精度を上げるため、メ
ール等で事前周知を行った。会員数の減少に対する取組みとして、11 月末の次年度会費請求
前に、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 28 年度末の会員数の減少は平成 27 年度
との前年度末と約 275 名の差となった。 

また、継続的取組みとして、（1）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、（2）会費滞納会員に対して継続的な会費請求の実施、（3）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27年度末 

会員数 
90 [51] 25,137 [802] 

(23,776) 
4,366 

(4,095) 
1 

（1） 
304 128 30,026[853] 

( 28,394 ) 

平成28年度末 
会員数 

94 [57] 24,722 [810] 
(23,261) 

4,517 
(4,240) 

0 
 

294 124 29,751[867] 
( 28,013 ) 

前年度末との差 4 [6] -415 [8] 
( -515) 

151 
( 145) 

-1 
（-1） 

-10 -4 -275[16] 
( -381) 

（注）名誉員の平山秀雄は平成 28 年 3 月 30 日、内田禎二は 12 月 10 日、小口文一は平成 29 年

2 月 22 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 特殊員 維持員 合計 

北 海 道 1 [1] 406 [15] 
(391) 

96 
(90) 

5 4 512 [15] 
(491) 

東  北 9 [3] 
 

755[41] 
(737) 

128 
(124) 

15 0 907 [44] 
(879) 

東  京 62 [38] 
 

13,805 [520] 
(13,325) 

1,491 
(1,453) 

162 88  15,608 [545] 
(15,066) 

信  越 1 [1] 
 

392 [7] 
(378) 

100 
(96) 

12 3 508 [8] 
(490) 

東  海 6[4] 
 

 1,470 [47] 
(1,417) 

343 
(325) 

31 11 1,861 [50] 
(1,788) 

北  陸 0 419 [4] 
(405) 

134 
(126) 

5 0     558 [5] 
(536) 

関  西 13[9] 
 

2,900[118] 
(2,788) 

595 
(575) 

29 14 3,551[125] 
(3,415) 

中  国  0 760 [14] 
(719) 

183 
(170) 

9 0 952 [16] 
(898) 

四  国 1 [1] 
 

381 [6] 
(337) 

75 
(71) 

4 1 462 [7] 
(414) 
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九  州 0 
 

1,150[31] 
(1,074) 

343 
(318) 

15 3 1,511[31] 
(1,410) 

海外在住 1  
 

119 [3] 
(107) 

2 
(2) 

7 0 129[3] 
(117) 

Overseas 0 2,165 [4] 
(1,581) 

1,027 
(890) 

0 0 3,192 [4] 
(2,473) 

合  計 94 [57] 24,722[810] 
(23,261) 

4,517 
(4,240) 

294 
 

124 
 

 29,751[867] 
(28,013) 

 
 
５．５ 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 28 年 7 月号：平成 27 年度各支部学生会事業報告 
・平成 29 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 

各支部において学生員勧誘、学生ブランチ設置校募集が行われた。 
＊平成 28 年 2 月から PR 用資料については、ホームページ「学生のひろば」に掲載して、

各支部で利用することとした。 
 
（3）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。 

 
６．教育活動に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

 
教育関連サービス（生涯教育の意味の検討，活性化，内容のアップデート、CPD の啓発・

利活用，電子通信分野へ子供への興味を持たせる教育の検討などを含む）に関しては、サービ

ス委員会の所掌として以下のような活動を行った。 
 
６．１ 先端オープン講座に関する事項 

現状の教育環境も踏まえて見直しを図る必要があるが、平成 28 年度については検討は進ん

でいない。 
 

６．２ 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 28 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。 
 
６．３ 技術者の継続的な教育・能力開発 

CPD 情報の管理については、電気学会・情報通信学会と連携した試行システムから、より

コスト効率のよい ASP 型システムへの切り替えを平成 27 年 10 月に行って平成 28 年度も運

用した。また、本会、電気学会、情報通信学会からなる電気電子・情報系 CPD 協議会につい

ては、情報交換や CPD 制度の有用性訴求に関する連携を中心とした活動を継続した。 
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我が国において CPD プログラムを中心的に行っている日本工学会の CPD 協議会・CPD プ

ログラム委員会に、委員を派遣して継続的に参画した。その中で、本学会及び電気学会が中

心にとなって作成した CPD 簡易登録システムが一定の評価を得られ、関係の深いメンバで検

討を進めることとされた。 

 
６．４ 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、子供の科学に対する関心を醸成するための活動の一環

として平成 8 年度より実施してきた。平成 27 年度も会員及び大学等の協力の下に実施した。
開催回数は 2 回、参加者合計は 97 名であった。 
また、本活動を支えるため、平成 14 年度から募金活動を開始し、平成 28 年度（平成 29 年

3 月末現在）は、155 件（個人 150 件）、約 76 万円の協力を得て有効に活用させて頂いている。 
平成 28 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：鹿児島県和泊町和泊中学校 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界（沖永良部会場） 

講    師：尾上孝雄先生（阪大）、伊藤良先生、笹岡直人先生（鳥取大）、 

尾知博先生、黒崎正行先生（九工大） 

H28.5.21 

 

30名 

科学教室：大阪大学基礎工学部ｼｽﾃﾑ科学科知能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：細田耕先生、乾口雅弘先生（阪大） 

H28.7.29 67名 

                             計 2 回 97 名 
 
７．国際活動に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 
７．１ 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 1 上海 0 
北京 1 シンガポール 1 
韓国（Communication） 0 台北 0 
韓国（Electronics） 0 

 
 

ヨーロッパ 1 
韓国（Information） 0 インドネシア 1 
ベトナム 0 マレーシア 1 

  合計 6 件 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

2016 IEICE Information and Communication Technology Forum (2016 IEICE 
ICTF) 6 - 8 July 2016, University of Patras, Greece  

 
７．２ 国際委員会活動 

 
国際委員会は、国際セクション代表者 12 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。 
電気学会からの要請に応え、平成 29 年 3 月の電気学会全国大会において、国際委員会とし

て委員会幹事の調査理事が参加して本会の国際活動の取り組みを紹介した。 
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８．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
 

８．１ 展示会でのシンポジウム・研究会実施等（定款 第 4 条 ロ号） 
 
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 CEATE JAPAN 2016

と連携して、本会分野の課題を論じる学会主催特別シンポジウム、東京支部主催シンポジウ

ム、研究専門委員会による研究会等を開催した。これらのうち、特別シンポジウムについて

は、サービス委員会傘下の CEATEC 連携小委員会を主管として企画を行い、「次世代交通・

運輸システムを実現する電子情報通信技術」と題して実施し、365 名の参加を得た。 
 
８．２ 総合大会の場の活用 
 

 3 月の名城大学における総合大会では、学生と企業を繋ぐ交流の場を提供する試みとして

「キャリア相談会」を実施した。 
 
８．３ 横断検索システム I-Scover サービス（定款 第 4 条 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、API を初め機能アップした第 2 期システムの運用を平成 29 年 3 月か

ら開始した。普及促進のため、総合大会（名城大学）にて API 利用コンテスト表彰や関連セ

ッションを開催した。 
 
９．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 
 

規格調査会会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 52 回開催した。国際標準化に関して取

り扱った IEC 文書は 210 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 淺谷 耕一 19 4 
専門委員会名 専門委員長名 専門(委) 小(委) 開催数 

１ 電気・電子技術分野のメタデータライブラリ 堀内  一 14 0 5 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 堀部 雅弘 10 38 4 
3 周波数制御・選択・検出デバイス 山口 正恆 23 83 26 
4 光ファイバ 大橋 正治 63 63 4 
5 電子実装技術 神戸 尚志 8 0 4 
6 無線通信送信装置 小川 博世 21 20 1 
7 電子通信用語 吉村 久秉 24 0 0 
8 電子通信記号 ― 14 0 0 
9 複雑システムの安全検討委員会 鈴木 喜久 8 0 6 
10 国際標準化教育検討委員会 中西  浩 16 0 2 

合    計 
201 204 ― 

405 52 
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１０．創立 100周年記念事業に関する事項（定款 第４条 ロ、ホ、へ、ト、チ号） 
 
１０．１ 創立 100 周年記念事業協賛委員会（定款 第４条 へ号） 

 
記念事業の経費の一部について、維持員、特殊員、個人会員、一般法人等、関係各位からの

協賛募金（目標総額 5,000 万円）として賛助を仰ぐこととし、昨年度募金委員会を発足した。

その後、維持員から学会への各種ご意見を頂戴しつつ協賛いただくことを趣旨とすることとし

て、名称を創立 100 周年記念事業協賛委員会と変更して今年度から実質的な活動を開始した。

平成 28 年 6 月に第 1 回、9 月に第 2 回、平成 29 年 1 月に第 3 回を開催し、学会へのご意見の

収集、協賛金申込みが順調に進捗した。 
 
１０．２ 創立 100 周年記念事業実行委員会（定款 第４条 ロ、ホ、へ、ト、チ号） 

 
創立 100 周年記念事業実行委員会の下、以下について取り組んだ。 

（1） 100 年史刊行委員会 
平成 26 年度から企画を開始した 100 年史については、100 年史刊行委員会において本会

の活動の歴史を体系的に取りまとめ、今後に向けた技術トピックス等も盛り込んだ約 400
ページの電子情報通信学会 100 年史として、編集作業を本年度末までにほぼ完了した。 

（2） マイルストーン選定委員会 
本会発足後の 100 年間において、主にその研究領域に関連して創出され、我々の社会や

生活、産業、科学技術の発展に大きな影響を与えた研究開発（学問・技術、製品、サービ

ス、及びこれらに関する新概念の構築や提案等）の偉業を、『電子情報通信学会マイルスト

ーン／IEICE Milestone』として顕彰するため、平成 27 年度にマイルストーン選定委員会

を立ち上げて、本年度には公募も実施して、総計約 250 件の偉業の選定作業を行った。ま

た、年度末には名誉員を囲んでの座談会も開催した。これらの情報を冊子の形で取りまと

める準備を開始した。 
（3） 学会誌記念記事 

平成 29 年 1 月号に、電子情報通信学会創立 100 年宣言を掲載した。 
（4） ソサイエティにおける記念懸賞論文募集 

編集連絡会ではソサイエティ分野ごとに未来を展望した懸賞論文の募集を開始した。各

分野について優秀作品を表彰するとともに、それ以外でもソサイエティごとに記念のイベ

ントを企画・開催することとした。 
（5） 創立 100 周年記念ロゴ及びキャッチフレーズ 

100 周年を記念するイベントや媒体に掲載するため、ロゴとキャッチフレーズを公募して

策定した。これらは、ホームページ、学会誌、大会等の各種イベント、印刷物で活用した。 
（6） ホームページの創立 100 周年記念ページの開設 

 学会ホームページに 100 周年記念のページを設け、関連情報の発信を行った。 
（7） 記念大会準備 

企画 WG では、平成 29 年 9 月のソサイエティ大会を 100 周年記念大会と位置付け、100
周年記念企画の検討を開始した。 

 
１０．３ 記念式典の準備（定款 第４条 ロ、へ号） 

 
ソサイエティ大会期間に合わせて、平成 29 年 9 月 15 日に記念特別講演会などを含む記念式

典を明治記念館で開催するため、準備を進めた。 
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１１．その他の事項 
 
１１．１ 外部機関との連携に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、へ号） 
 
（1）関連他学会との連携 

電気系関連 5 学会とは平成 16 年に「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 28 年度も、各学会の会員数動向、財務問題、情報システムの課題を含

め諸活動状況の報告に加え、会員増強の取り組み、公益目的支出計画の課題、大会活性化

への取り組み等に関して情報交換・情報共有を行った。 
 

（2）関連学術団体との連携 
平成 28 年度は、関連学術団体等に対する協力・連携活動として、240 件の協賛・後援等

を行った。 
電気学会からの要請に応え、平成 29 年 3 月の電気学会全国大会において、調査理事が参

加して本会の国際活動の取り組みを紹介した。（７．２ 国際委員会活動参照） 
 

１１．２ 会員サービスを支える情報システム 
 
会員管理システムは、運用が安定化した。役員選挙の Web 投票システムは、副会長の選

出方法の変更に伴う回収を行った。機能を向上させた I-Scover 第 2 期システムについては、

平成 29 年 3 月に運用を開始した。 
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Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業 
 
平成 28 年度も、各ソサイエティ及びグループ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、NOLTA ソサイエティ 
 

○ 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 27
年度に実質的に開始した NOLTA ソサイエティとの共同運営体制を確立させて、共同事業の立案・実施

なども積極的に進めた。 
 
(1) NOLTA ソサイエティとの共同運営 

平成 26 年 10 月より発足した NOLTA ソサイエティとの共同運営に合わせて、平成 27 年度に設置さ

れた基礎・境界ソサイエティ(ESS)-NOLTA ソサイエティ(NLS)共同幹事会および ESS-NLS 共同運営

委員会によって双方のソサイエティが行う共同事業を審議し、従前の ESS 幹事会および ESS 運営委員

会によって ESS 独自の事業を審議して、ソサイエティ事業を行うという体制を確立し、双方のソサエ

ティの独自性を保全した。また、平成 27 年度に設置された両ソサイエティの事業運営の活性化を図る

ための共同委員会も活動を続けている。 
 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) サブソサイエティ・研究専門委員会の活動 

平成 28 年度において、本ソサイエティには、19 の研究専門委員会と 1 つの時限研究専門委員会が所

属している。そのうち、9 の研究専門委員会（時限研究専門委員会も含む）が、研究領域の近い複数の

研究会から成る 3 つのサブソサイエティという研究コミュニティを形成している。平成 28 年度は、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が新たな研究専門委員会として活動を開

始した他、ハードウェアセキュリティ時限研究会が新たに発足した。 
 NLS の発足は、基礎領域や境界領域における、新研究領域の創出や複合領域の発展などを組織的に支

援し、成長の加速化や事業の効率化を目指すためである。一方で、組織を形骸化せずに発展的に廃止す

ることで新しい活力をもたらすことを目的に情報通信基礎サブソサイエティの廃止を行った。 
 情報通信基礎サブソサイエティは、当初、情報セキュリティ研専(ISEC)、ワイドバンドシステム研専

(WBS)、情報理論研専(IT)の 3 研専からなり、IT 研専が ISEC、WBS 研専の両方と学問領域の上で密

接な関連をもち ISEC と WBS の学問上の橋渡しをしていた。その後、IT 研専が SITA サブソサイエテ

ィを新設し情報通信基礎サブソサイエティから離脱したため、ISEC、 WBS 研専の 2 つの研究会が情

報通信基礎サブソサイエティを構成することとなった。しかしながら、最近では各研究会の発展方向が

異なり、両者とも、サブソサイエティの枠を越えた研究交流が盛んになったことを理由に、本サブソサ

イエティは廃止になった。 
 
(2-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 

平成 28 年 9 月の開催されたソサイエティ大会では、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 2件、依頼シンポジウム 4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

案を主体的に行うことで、会員のニーズに対応したサービスの充実を図っている。また、平成 28 年度

は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて、小林 欣吾先生（電気通信大学名誉教授）により、「干

渉通信路研究の潮流と展望」と題した講演がなされた。小林先生は共著者の韓先生とともに、現在でも

未解決である干渉通信路容量域の決定問題について、81 年に Han-Kobayashi 領域と呼ばれる領域を提

示したことで国際的にも高く評価されており、マルチユーザ通信路符号化問題の面白さや難しさなどを

丁寧にわかりやすくご講演いただいた。 
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平成 29 年 3 月に開催した総合大会では、ソサイエティ特別企画シンポジウム 1 件、パネルセッショ

ン 1件、チュートリアルセッション 1件、依頼シンポジウム 5件を企画した。また基礎境界ソサイエテ

ィ及び NOLTA ソサイエティの企画として、昨年に引き続いて両ソサイエティの合同 Welcome Party
を開催した、この企画では、「2017 年研究開発エクセレントカンパニー」と題し、世界規模で、積極的に研究・

開発を推進している企業の中から、両ソサイエティに関連のある企業 23 社より、会社案内や最近の成果などに

ついて、ショートプレゼンテーションとポスタープレゼンテーションをお願いした。同時に、ソサイエティに関する

平成 29 年度の重要な事業を 7 件取捨選択し、その紹介としてショートプレゼンテーションとポスタープレゼンテ

ーションも行った。大会前にメーリングリスト等を通じて行った参加案内等の効果もあり、昨年度の参加者数の２

倍の約 190 名(うち学生は約 70 名)の参加者を集め大盛況であった。 
 

 (3) 編集活動 
(3-1) 論文誌の編集活動 

平成 28 年度は、和文及び英文論文誌のそれぞれにおいて、先見的かつ魅力的な特集号企画を実施す

ることで、これら論文誌の内容の充実を図った。また、平成 26 年 5 月から本格運用を始めた、論文誌

編集におけるエディタ制（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

読や編集を行う制度）を引き続き実施した。 
 
(3-2) 機関誌の編集活動 

本ソサイエティでは、NOLTA ソサイエティと共同して、機関誌 Fundamentals Review（FR 誌）を

年 4 回発刊している。 
FR 誌は、両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、専門外の研究分野に対す

る会員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。この目的の

達成のため、平成 28 年度は、20 本の解説記事、5 本の特別寄稿を掲載した。更に、本ソサイエティに

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

等の記事を掲載することによって会員相互の情報交換を図ると共に、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、機関誌のより一層の充実に努めている。 
 
(4) 国外会員向け事業及びサービスの実施 
本ソサイエティの国外会員向けサービスとして、「国外における IEICE ジャーナル論文の書き方セ

ミナー」を平成 23 年 8 月より継続的に実施している。本年度は、8 月にタイのタマサート大学シリントー

ン国際工学部において本セミナーを開催し、150 名を超える出席者を得た。また 1 月にはフィリピンの

デラサール大学においても本セミナーを開催し、62 名の出席者を得た。 
また「IEICE-ESS 論文編集・査読活動紹介国際セミナー」も、タイの King Mongkut’s Institute of 

Technology、Ladkrabang (KMITL)において実施した。このセミナーは、国外会員の間での、本会論文誌の

編集・査読業務への参画の要望の高まりを背景に企画されたものであり、参加者は開催校の KMITL の

教員を中心に、アユタヤ大学の教員など計 30 名であった。特に、セミナーの冒頭には開催校の工学部長の

Maleesee 准教授が挨拶に見え、さらにセミナー全体を通じて副工学部長の Chuwong 教授にも参加していただ

いた。また Open Forum では、IEICE の論文誌の内容や編集についての意見交換を行い、大変有意義なセミナ

ーとなった。1 月にはフィリピン大学ディリマン校においても本セミナーを開催し、12 名の出席者を得

た。 
この他にも、国外会員や日本在住の留学生を主な対象として、論文誌特集号や国際会議開催案内な

どの情報をメールマガジン「ESS-ENCE」としてとりまとめ、毎月 15 日に本ソサイエティのメーリン

グリストを通じて配信している。今後も、これらの活動をはじめとして、国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 

運営委員会を始めとするソサイエティ活動に関わる業務を円滑に進めることは、本ソサイエティの活

動への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) 運営委

員会・幹事会における遠隔会議システムの本格運用、(ii) 運営委員会をはじめとする各種会議へのソサ

イエティ旅費補助の活用（年 5 回の応募実施）、(iii) 会議資料のデータベース化の推進、などにより、
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業務効率化をサポートする体制を整えている。  
 
(6) 情報理論とその応用分野の論文へのアクセシビリティの向上、英文論文誌のオープンアクセス化の

検討 
(6-1) 英文論文へのアクセシビリティの向上 

本ソサイエティ英文論文誌には情報理論とその応用に関連する多くの論文が掲載されているが、論文

誌のタイトル（IEICE Transactions on Fundamentals）からは当該分野に関連する論文が掲載されて

いることが分かりにくいという問題が指摘されていた。さらに、それ以外の分野の論文も多数掲載され

ており、当該分野の論文がそれらの論文に埋もれてしまうため、欧米からの論文の投稿ならびに被引用

数が少ないという問題を抱えている。そこで、これらの問題を解決し、国外の情報理論とその応用分野

の研究者への情報提供と論文の引用数や投稿数増加のための施策として、情報理論とその応用分野に関

する論文をまとめたホームページの公開を昨年度から実施している。 
 
(6-2) 平成 27 年度から始まった ESS の英文論文誌のオープンアクセス化についての議論を幹事会及び

運営会議において引き続き行った。本年度はオープンアクセス化に伴う ESS の収支状況の変化等を含

めて、平成 30 年度からオープンアクセス化の実施をより具体的に検討した。オープンアクセス化によ

り、他の海外論文誌が実施しているオープンアクセス化に追従し、掲載論文が幅広く読まれ、よりよく

活用されることを目指しており、結果として、論文の被引用数の増加に結びつくと考えている。今後は、

オープンアクセス化後の投稿論文数の増加に向けての企画等についても検討する予定である。 
 
○ NOLTA ソサイエティ 
 
(1) ソサイエティ運営及び web site の整備 
 今年度も引き続きソサイエティ体制を整備した。また、非線形分野の様々な用語とその内容に関する

種々の情報をインターネットを介して広く社会に活用したもらうため、内閣府/日本学術振興会 FIRST
最先端数理モデルプロジェクトで作成された Nonlinia を NOLTA ソサイエティのホームページとリン

クし、内容を拡充した。具体的には、NOLTA ソサイエティ大会において Nonlinia の使用方法も含めた

周知活動を行い、NOLTA ソサイエティ会員にデータベースの拡充・活用を促した。 
 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) 研究専門委員会の活動 
 今年度の研究会講演数は、非線形問題研究専門委員会(NLP)が 145 件、複雑コミュニケーションサイ

エンス研究専門委員会(CCS)が 52 件であった。特に、6 月は NLP・CCS による共催研究会であり、NLS
の活性化につながる重要な研究会となった。また、NLP と CCS それぞれにおいて研究会発表論文の中

から優秀な発表に対する学術奨励賞受賞者を選定し、NOLTA ソサイエティ大会において計 10 名を表

彰した。 
(2-2) NOLTA2016 
 湯河原において平成 28 年 11 月 27 日～30 日の日程で非線形理論とその応用に関する国際シンポジウ

ム(NOLTA2016)を開催した。208 件の発表があり、参加者は 263 名と盛況であった。今年度の試みと

してナイトセッションを開催し、参加者間の密な交流を促すとともに、非線形理論とその応用に関する

研究への認知度を広めた。 
(2-3) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 2016 年ソサイエティ大会（北海道大）の一般セッション講演数は 34 件、2016 年総合大会（名城大）

では一般セッション講演数 29 件であった。また、総合大会において NOLTA ソサイエティのフェロー

記念講演会 1 件、シンポジウムセッションとして学生・若手研究者特集ポスターセッションを含めた 2
件を企画した。 
(2-4) NOLTA ソサイエティ大会 
 ソサイエティ全体の活動を総括して、NOLTA ソサイエティがカバーする学問分野の更なる発展・充

実をはかるため、NOLTA ソサイエティ独自のソサイエティ大会を開催した。本年度は、招待講演に加

え、ポスターセッション形式の一般講演に対しては原稿査読を行うことで質の向上を促し、奨励者 2 名

を選定した。また、ホームページおよび投稿・査読・奨励賞評価システムを改善した。 
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(3) 編集活動 
(3-1) 論文誌の編集活動 
 英文電子ジャーナル「Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE（略称 NOLTA）」（オープンア

クセス(OA)ジャーナル）を 4 回発行し、46 編の論文、3 編の巻頭言、（総ページ数 597）を掲載し、例

年と同規模の論文出版を行った。それらの発行の中で特集号企画を 3 回実施し、さらに、招待論文を 6
編掲載することによって NOLTA の内容の充実を図った。また、選考基準に従い Best Paper の選考を

進め、一編の論文をを 2015 NOLTA Best Paper として選出し、湯河原で開催された NOLTA シンポジ

ウム にて授賞式を執り行った。一方、編集委員会の体制として、海外の有力研究者に対する招待論文

の企画を念頭に、Editor-in-Chief を Editors-in-Chief として複数人置くこととした。内規に関しても、

査読者は 2 名以上選ぶこととする、利益相反、confident に査読を行う、査読の方針には Reference list
に不足があれば追記する、の文言を加えた。これらは評価シートに反映させることとした。一方、同ジ

ャーナルの魅力向上のため、Web of Science や Scopus などの文献データベースへの収録のための登録

申請中であったが、ESCI への収録が認められた。さらに、読者や著者へのサービス向上のために、

EndNote などの文献管理ツールへのメタデータ提供に関して JST と交渉を進め、現在調整を図ってい

る。 
 (3-2)機関誌の編集活動 
 本年度も、Fundamentals Review（FR）誌を基礎・境界ソサイエティと共同で編集作業を行い、本

ソサイエティ関係の記事を掲載した。 
 
(4) NOLTA ロゴの策定 
 昨年度は、NOLTA ソサイエティの認知度向上を図るため、公募により NOLTA ソサイエティ独自の

ロゴを策定した。本年度は、著作権の移譲に加え ESS 活性化事業を活用した出願・登録商標登録を終

えた。また、NOLTA シンポジウムで配布された電子媒体等にロゴを記載し、NOLTA ソサイエティお

よびロゴの認知度の向上を図った。 
 
(5) 国際活動 (MOU 締結について) 
 CCS研究会と韓国マルチメディア学会の合同による第 2種研究会KJCCSを開催することで学術交流

をさらに深め、より強固なネットワークを形成した。また、NOLTA ソサイエティ大会において、韓国

マルチメディア学会および NOLTA ソサイエティ間の Sister Society 締結調印式を行なった。 
 本ソサイエティは平成 26 年の 10 月 1 日に発足し、昨年度は基礎・境界ソサイエティとの共同運営実

施に注力したが、今年度も引き続きソサイエティ体制を整備した。広報面では、海外の研究者へも情報

を提供できるよう、NOLTA ソサイエティのホームページを英語で作成し、公開した。 
 

◎ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは、学会理事会の指針に沿ってソサイエティ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 28 年度は、通信ソサイエティ

の基幹分野を担う 21 の常設研究専門委員会と新規分野を担う 8 の時限研究専門委員会が活発な研究会

活動を行うと共に、昨年度に引き続き、研専運営会議配下の「新しい研究会運営検討 WG」を中心に、

技術研究報告（技報）の完全電子化、研究会の参加費制導入への検討を進めた。また、8 常設研専にお

いて研究会運用のトライアルを実施し、完全電子化および研究会の参加費制の実現可能であることを確

認すると同時に、来年度での本格実施に向けての詳細な制度設計を実施した。また、英文論文誌では先

進的な研究論文の掲載機会を拡大するための新カテゴリ「ポジションペーパー」の本格運用開始、さら

には「技術研究報告執筆要領」の改訂を実施した。財務的には引き続き減益傾向が続き、会員数の減少

にも歯止めのかかっていない状況であるが、技報完全電子化研究会や技報オンラインのサイトライセン

スの整備等、中期的な収益の予測の検討や、収益向上と中長期的な視点での検討を進めた。 
 
(1) 財務管理 

通信ソサイエティの主な事業の収入は、昨年度と比べ、国際会議／ComEX は収入増、年会費／論文

誌／ComEX／総合大会／ソサイティ大会／研究会／ソサイエティ誌は収入減となる見込みである。支

出については、ソサイエティ大会／国際会議で支出増、論文誌／ComEX／総合大会／研究会／ソサイ
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エティ誌では支出減となる見込みである。 
事業毎の収支については、ComEX／国際会議が増収、論文誌／ソサイエティ大会／総合大会／研究

会／ソサイエティ誌が減収の見込みである。 
昨年度との比較ではなく、今年度の収益に関しては、論文誌と研究会と国際会議が収益の大きな柱で

あり、総合大会とソサイエティ大会も重要な収益で、ソサイエティ誌／I-Scover の支出を補っている。

ComEX は今年度から単年度黒字化の見込みである。一方で、国際会議は、今年度、収益事業に返り咲

いており、年度ごとに収益もキャッシュフローの規模も大きく変動しているが、国内委員会の運営を含

めて全国際会議共にトータルで黒字を見込んでいる。 
年度ごとに変動の大きい国際会議を除くと、通信ソサイエティ全体の支出は、関係各位の努力、媒体

の電子化、会告費の圧縮などの財務施策により、昨年度以上に抑えられたものの、一昨々年度より運用

が始まった電子情報通信学会横断検索システム(I-Scover)の減価償却費・保守費の支出が継続しており、

また、英文論文誌の早期公開・掲載号を遅らせる施策の会誌に伴う一時的な収入減や、技報完全電子化

研究会の一時的な収入減や会費収入の減少により、収益は前年度比で 800 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(8 件)に対

して予算執行がなされた。 
予算編成については、昨年度の財務委員会からの予算目標の提示と選奨費のガイドラインに基づき収

支計画を立てる等の施策を行うと共に、今年度は、技報完全電子化研究会や技報オンラインのサイトラ

イセンスの整備等、中期的な収益の予測の検討や、収益向上と中長期的な視点での検討を進めている。

同時に財務管理の的確性を維持するために、予算と決算の乖離を縮小するべく予算の精査も進めている。

ただし、ソサイエティの財務は厳しい状況にあるため、立て直しをはかるべく、財務体質の改善に向け

た議論や事業構造を再構築する取り組みが継続して必要である。 
 
(2) 技報完全電子化研究会 
技報の電子化は、学会員の利便性向上と通信ソサイエティの収支構造の改革のために重要な課題であ

る。昨年度に引き続き、研専運営会議配下の「新しい研究会運営検討 WG」を中心に、技報完全電子化

研究会の具体化と制度設計を進めた。 
 
(2-1) 新しい研究会運営検討 WG と平成 28 年度電子化のトライアル実施状況 

新しい研究会運営検討 WG を情報交換のハブとして、8 つの研究専門委員会（AP、IA、CQ、ICM、

SR、SRW、CS、PN）が技報完全電子化研究会トライアルを実施した。トライアルでは次のような研

究会運営を実施した。 
 研究会会場で冊子体の配付・販売を行わない。 
 聴講参加を参加費制とし、聴講者は電子版技報をダウンロードできる。 
 発表者には、従来の別刷り購入に代わり、掲載料の支払いをお願いする。 
 研究会年間登録制度を導入し、登録者は、当該年度において、技報を冊子体より低価格でダウンロ

ードでき、登録研究会への参加費は不要となる。 
 学生員は、参加費、研究会年間登録費、共に無料とする。 

トライアル実施期間中の参加者アンケートや研究会幹事との意見交換によって、技報完全電子化研究

会の運営を行うにあたって解決の難しい問題はないことを確認できた。今年度 WG の成果は次のとおり

である。 
 トライアルで得られた運営ノウハウを水平展開した。 
 研究会運営上の課題を抽出するとともに、その改善策を策定し実施した。 
 2017 年度、通ソの全ての研専における技報完全電子化研究会の実施に向けた合意を形成した。 
 2018 年度からの技報冊子体廃止に向けた合意を形成した。 
 冊子体の技報の年間予約に代わる電子版の「技報アーカイブ」サービスを設計しと収支を予測した。  
 
(2-2)技報アーカイブ（技報の年間予約に代わる新サービス）の検討・準備状況 

技報アーカイブの制度設計を進め、サービス化と運用方針を具体化し、研専運営会議での承認を得て、

平成 29 年度からサービスを提供する準備を進めた。具体的には従来の冊子体年間予約の実態と収支予

測シミュレーション結果から、①研究室単位など小規模組織でも予約者がそのまま移行できるアカウン

ト共有型、②企業・大学図書館など大規模組織向けの IP アドレス認証型を選択できるサービスを設計

した。平成 29 年度は技報アーカイブを無料トライアルとして実施し、平成 30 年度以降の冊子体廃止に
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向けたスムーズな移行を準備した。 
 
(2-3)通ソ全研究会による技報電子化研究会 

平成 29 年度から全研専において技報完全電子化研究会を実施することを意思決定した。今年度のト

ライアルの経験を踏まえ、技報ダウンロードサービスを 3 通り（①「技報オンサイトビュー」：研究会

開催に先立ってダウンロードできる、②「技報アーカイブ」：研究会開催後のアーカイブとして利用で

きる、③「技報ペイパービュー」個々の技報をオンデマンドでダウンロードできる）とし、学生への優

遇策や、他学会と連載する際の電子版技報の取扱い等の再整理を行った。また、第一種研究会を外国で

開催する場合に備え、韓国・台湾・シンガポール・マレーシアで開催するケースについて、税務対応に

関する調査を実施した。 
 
(3) 研究専門委員会 
(3-1) 研究専門委員会の変更 
平成 28 年度は、通信ソサイエティの基幹分野を担う 21 の研究専門委員会と新規分野を担う 8 つの時

限研究専門委員会が活発な研究会活動を行った。平成 28 年度で設置期間が満了となる(1)情報ネットワ

ーク科学時限研究専門委員会(NetSci)、(2)情報指向ネットワーク技術時限研究専門委員会(ICN)、(3)ネ
ットワーク仮想化時限研究専門委員会(NV)については、それぞれの研究専門委員会から延長申請があり、

研専運営会議での審議の結果、それぞれ 2 年間の延長が承認された。期間はいずれも平成 29 年 4 月 1
日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日である。 

 
(3-2) 活性化資金関係 

研究会活動の活性化と会員サービスの向上を図るための研専運営活性化資金に対して、下記の 16 件

の企画の応募があり、運営会議での審査を経て支援を実施した。 
1. 年間登録者数増加に向けたローカルウェブ配信システムと研究会統計情報の公開(SR) 
2. 技報完全電子化研究会トライアルにおける Web 配信による研究会活性化(AP) 
3. 技報完全電子化研究会トライアルにおける基礎セミナー開催(CQ) 
4. 若手研究者の国際展開支援(IA) 
5. NW 仮想化研究コミュニティー拡大(NV) 
6. センサアプリケーションアイディアコンテスト優秀作品展示による技術交流(ASN) 
7. 技報電子化トライアルに向けた研究会会場での環境整備(CS) 
8. カンボジアとの国際連携強化に向けたワークショップ開催(ASN) 
9. 医療・ヘルスケア情報通信技術のさらなる普及を目指した薬機法に基づく承認審査に関する討論会

の開催(MICT) 
10. 学生の定着と異分野研究者の参加を促進する電気・電子機器の EMC ワークショップ(EMCJ) 
11. アジア諸国における学生・若手の技術レベル向上のための基礎セミナー開催(AP) 
12. 2016 Asia Wireless Power Transfer Workshop (AWPT2016) の開催（二種研）(WPT) 
13. 無線通信システム研究会二種研基礎技術ワークショップの開催(RCS) 
14. CBE 研究会と CQ 研究会の統合に向けた異種分野間ワークショップの開催(CQ) 
15. 電子化トライアル実施による課題抽出と完全電子化に向けた準備(SRW) 
16. EMC の将来を担う研究者を育成する電気・電子機器の EMC ワークショップ(EMCJ) 

このうち、1.~4.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

動準備金への申請を行い、支援を得た。これらの活動の中で優秀な施策については、実施後に研専運営

会議内での紹介と報告を行い、その効果の確認や施策の水平展開を図っている。 
 
(3-3) 研究会開催トピック 
平成 28 年度は、第一種研究会を 147 回(講演数合計 2817 件)実施した。常設研専、時限研専併せて 68
回の第二種研究会を実施し、技術の普及や新たな技術に対する展開を図っている。また、8 つの研専（AP、
IA、CQ、ICM、SR、SRW、CS、PN）が技報完全電子化研究会トライアルを実施した。 
 
(3-3-1) 第二種研究会 

68 回開催された第二種研究会のうち、6 件を海外で実施し (AP 研専、SR 研専、ASN 研専、WPT 研

専、MICT 研専、NetSci 研専)、常設研専／時限研専ともに海外への技術普及・啓蒙を図った。 
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(3-3-2) 2016 年 CEATEC での連携 
平成 28 年 10 月 4～7 日に開催された CEATEC においては、ICT-SG 研専による「IoT が創り出すシェ

アリングビジネス最先端 - 人の流れ、モノの流れが変わる-」という第二種研究会を実施し、情報通信

関連の最大の展示会の一つである CEATEC への参加者に対するアウトリーチ活動を実施した。 
 
(3-4) 大会活動実績 

平成 28 年ソサイエティ大会（北大）では一般セッション 25 分野／公募シンポジウム 7 課題合わせて

講演数 1014 件と企画セッション 20 課題 109 件、2017 年総合大会（名城大）では一般セッション 25
分野／公募シンポジウム 7 課題合わせて講演数 1152 件と企画セッション 21 課題 115 件を実施した。

萌芽的研究や学生・若手研究者を対象としたポスターセッション、6 研専共催の横断型企画、通ソ

Welcome Party、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

る取り組みにより、大会を活性化するとともに研究会活動の積極的なアピールを実施した。 
 
 (3-5) 研究会連絡会 

ソサイエティ・グループ横断で研究会に関する課題を共有し意見交換することを目的とする研究会連

絡会に通ソからも委員を出し議論を推進した。今年度、本連絡会の 3 つの重点課題（①研究会規程の策

定、②技報電子化の推進、③研究会システムの今後を明らかにすること）に通信ソサイエティとしても

積極的に取り組んだ。①については、研専運営会議において意見集約を実施し研究会規程の策定に寄与

した。②については、技報完全電子化研究会トライアル実績を元に議論を先導した。また、他学会との

連催の際に当学会側の電子版技報に研究会資料を掲載できるよう現行の覚書の改訂を推進した。編集理

事より他学会に対して申し入れを行った結果、情報処理学会・電気学会・映像情報メディア学会・農業

情報学会・バーチャルリアリティ学会・ヒューマンインターフェース学会と改訂した覚書を締結した。

さらに、平成 30 年度からの有料サービス化を目指している技報アーカイブの収支シミュレーションを

他ソサイエティに提供し議論を加速した。また、技報 pdf について、ユーザ利便性を高めるためにセキ

ュリティ設定を解除する方向で合意を形成し理事会承認を得、過去の技報に遡ってセキュリティ設定の

解除を実施した。③については、研究会システムの開発経験を踏まえて意見提起を行った。編集理事が

中心となって検討することとなった。 
 
(4) 出版活動 

本会論文誌に掲載される論文の被引用数を増やすことを目的とし、通ソ研専運営会議の協力により

「技術研究報告執筆要領」の改訂を行い、20 編以上の文献引用を推奨することが明記された。これは、

技報執筆時点でより多くの文献を引用させることで、技報を発展させて論文化する際にも同数以上の文

献引用が期待でき、結果として本会論文の質の向上、被引用数増加およびインパクトファクタ向上に繋

げようとするものである。論文の引用については、通ソ主催の「論文の書き方講座」においても継続的

に啓蒙を行っている。また、インパクトファクタ向上策の一つとして英文論文誌Ｂにおいて 2015 年 10
月より運用が開始された新カテゴリ「ポジションペーパー」に対し、2017 年 3 月 24 日時点において

22 件の投稿があり、そのうち 2 件が採録された。 
 
(5) 本部論文賞候補，および，通信ソサイエティ論文賞 

2015 年 10 月から 2016 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、和文マガジンおよび 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 4 編、Best Tutorial Award 1 編、ComEX Best 
Letter Award 1 編の計 10 編を選定した。なお、和文マガジン論文賞は該当なしとなった。選定された

10 編の著者に対しては、2017 年 5 月の執行委員会にて表彰式が行われる。 
 
 (6) 国際会議 

平成 28 年度において、通信ソサイエティ主催 1 件、共同主催 2 件、研究専門委員会の共同主催 1 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 13 件の国際会議

を協催、3 件の国際会議に対し協賛を行った。この結果、通信ソサイエティが関与した国際会議は 20
件であり、主催・共同主催の国際会議数は昨年度 5 件に対して減少したが、関与国際会議数としては昨

年度 19 件に対し、20 件と増加した。また、平成 29 年度については平成 28 年度末の時点で 16 件の関
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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 の雛形規定等については継続課題である。 
 
(7) 国際活動（シスターソサイエティ協定について） 

通信ソサイエティでは 6 つの海外の通信関係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。今年度、新たに IEEE EMCS と SS 協定を締結し、ドイツ VDE/ITG との SS 協定

更新を行った。IEEE COMSOC と韓国 KIEES について、来年度に向けて SS 協定更新の交渉を進めて

いる。 
 
(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および外国人会員と他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 回発行しているものである。今年度は、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、研究専門委員会の活動報告、通ソが

関与する国際会議の開催報告など約 50 件の記事を掲載した。通ソが関与する国際会議の予定表や CFP、
論文誌特集号のカレンダーを掲載し、裏表紙では、ソサイエティ／総合大会の開催案内、I-Scover の周

知の掲載を行い、国内外の通ソ会員に情報発信した。 
通ソ予算の削減に向けた取り組みの一つとして、冊子媒体の電子化を進め、今年度から国内会員への

冊子配布をやめ、海外会員のみへ冊子を送付する形に変更した。さらに IEICE-CS eNews を用いた

HTML メールによる目次の配信を開始し、オンライン電子ファイルの各ページへのアクセスを容易にし

た。また、内容をより充実したものとするため、和文マガジンから特に海外への発信にふさわしい記事

を選び、その英訳版の掲載を開始した。 
 
(9) ホームページ・会員サービス 

CS アーカイブスサービスでは、2016 年総合大会ならびに 2016 年ソサイエティ大会における通信ソ

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。これらの資料はそれぞ

れ 5 月中旬、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。通信ソサイエティ WEB
サイトでは、数社からバナー広告収入を得た。また、バナー広告主の要請に対応できるように、通信ソ

サイエティ WEB サイトでは、Google Analytics を導入し、PV 数を始め、サイトコンテンツやバナー

広告へのアクセス状況の可視化、およびレポート出力が可能になった。E メールニュースでは、研専企

画や国際会議、出版物目次などを含め、2016 年度は合計 58 件の配信を行った。 
 
(10) 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会員や若手会員の方々が、諸先輩方と自由にコミュ

ニケーションできる場の提供を目的として、総合大会初日（3 月 22 日）に第 9 回通信ソサイエティ

Welcome Party を開催した。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、3 つの研究専門委員会からの活動紹介をいただいた。第二部では企

業・公的機関（19 件）と通信ソサイエティの研究専門委員会（11 件）、計 30 件のパネル展示が行われ、

それぞれの活動内容を紹介した。本年度は、パネル展示参加企業・機関からの 1 分間スピーチを第二部

の中で実施するように変更した。参加者数は学生 62 名（昨年 54 名）、社会人 119 名（昨年 130 名）、

合計 181 名（昨年 184 名）であった。今後も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、学生会員や若手会員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。 
 
(11) 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 21 日に、特別講演および表彰式を開催した。ソサイエティ功労顕彰

状（18 名）、活動功労賞（113 名）の贈呈式を行うとともに、会長企画特別講演として、大阪大学大学

院情報科学研究科、清水浩教授による招待講演「21 世紀の日本社会を支え牽引する博士リーダー人材の

育成」を実施した。 
 
(12) 規程類の改定について 

教育功労賞の創設に伴い、ソサイティでの候補者選出手続きについての規程を定めた。また、シニア
会員の他薦時におけるソサイティでの手続きを定めた。 
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◎ エレクトロニクスソサイエティ 
 

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

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

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

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

サイエティの活性化を目指している。平成 28 年度からは研究技術会議に 3 つの領域委員会（電磁波基

盤技術領域委員会、フォトニクス技術領域委員会、回路・デバイス・境界技術領域委員会）を立ち上げ

た。各領域内で近接分野間の合同・連携企画の立案が行えるようにしたり、国際会議への協賛など一部

の企画承認に関する権限を領域委員会に移譲するなどして、係る手続きの迅速化を図った。領域間の共

同企画や、研専活動の活性化に関する共通の課題は、領域連携会議にて議論した。現在、これら研究技

術会議に係る新体制による、初年度運営について、反省点や課題あるいは効果を発揮した取り組みなど

を整理中であり、分析の上、今後の運営に活かしていく予定である。 
また今年度は、研究会運営の改革に向け、具体的な準備を進めた。来年度に研究会トライアルを実施

すべく、先行する他のソサイエティでの実績調査をおこない、その結果を各研専に周知し、意見収集を

行った。新形式での研究会開催・運営に係る入念な説明を、各研専幹事団に対して行い、5 つの研専で

研究会トライアルの実施計画が立案されている。また、研究会の技報電子化と、現在まで蓄積してきた

エレソ技報アーカイブの存続を整合させる手段についても検討を行い、これを実施した。その他の活性

化策として、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

ジの見直しを行った。また、3 種類の論文誌での量・質的強化等、会員サービス向上のための、取り組

みについても検討を進めた。特に、論文誌 OA 化に関しては、いくつかのシチュエーションに基づいた

財務シミュレーションを行った。エレソ内で進めるその他の施策や財務の状況も合わせて、論文誌 OA
化に関する当面の方針を来年度中に決定する予定である。委員会資料の電子化・DB 化やリーダーズミ

ーティング（研専幹事向けオリエンテーション）等、実施基盤となるソサイエティ運営の強化・効率化

のための特徴的な取組みも継続して進めた。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：例年通りエレソ全体の財務立案と把握、企画の取りまとめと発信、会員サービスの充実、

対外広報などを担当した。 
(1-1) 予算：今年度に引き続き次年度も「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業費」に関する予算

を確保し、会員活性化・増加施策の強化を図った。2016 年度予算案段階では約 340 万円の黒字であり、

2016 年 12 月時点での執行状況は、2015 年度と比較して改善傾向にある。2017 年度については、選奨

費用の見直し、論文誌英文クオリティチェックの廃止、会員向け公開コンテンツ配信に係る費用の見直

しなどを行い、約 400 万円の黒字を見込んだ修正予算案を策定した。引き続き、安定的な黒字化を目

指した財務改善を進める。また、中長期的なエレソにおける各種改革の基礎資料とするため、論文誌

OA 化導入および技報電子化に関する財政上のインパクトを精査した。 
 
(1-2) 顕彰：エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰として 27 名の表彰を行った。エレクトロニ

クスソサエティ優秀学生修了表彰として、6 大学の 9 専攻が選ばれた。例年通り、平成 28 年度（第 20
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。また、

2016 年度エレソフェロー推薦候補者を 5 名、2016 年度シニア会員候補者を 24 名選定した。さらに、

研究技術会議と連携して、2016 年度ソサイエティ大会における若手発表者を対象に、エレソ学生奨励

賞受賞を 6 件選定し、2017 年総合大会にて表彰した。 
 
(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、2016 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、2017 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、

の撮影を実施した。エレソ Newsletter では、今年度からスタートした各領域委員会の活動紹介、各賞

受賞者、技術解説の寄稿などを編集し、記事内容の充実を図った。 
 
(2) 編集出版会議：例年通り出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3 論文誌発

行を担当した。エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、以下の施策を進めた。 
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(2-1) 和文誌：注目研究者による招待論文や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。これは多くを占める本会の日本人会員（特に学生や若手研究者）に対し、母国語による教育・知識

普及、最新技術動向の把握の効果が望めるためである。一方、一般投稿の論文数増大を目的に周知活動

（学位取得を目指す研究者向けに和文誌に投稿するメリットなどを説明）も精力的に行った。また、本

会創立 100 周年事業の一環として、「信学会創立 100 周年記念特集」を企画した。情報・通信の発展の

基礎となった技術の中からエレクトロニクスに関係する 12 件の技術を選定し、その技術の第一人者の

研究者に執筆を依頼して、特集を組んだ（2017 年 10 月号に掲載予定）。 
 
(2-2) 英文誌：昨年までに引き続き投稿 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。英文誌は特集号として進める方針を維持しながら、ELEX で獲得

した世界の研究者からの一般投稿を促進する。また編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の

海外比率を高め、各種国際会議との連携を強める。また、注目される掲載論文の解説記事をニューズレ

ター誌に掲載し、会員の英文誌への関心を高める取り組みを行っている。 
 
(2-3) ELEX：全面オープンアクセスという特長を堅持し、発刊以来、速報性の維持・向上につとめてき

た成果により投稿数は順調に増加してきた。質の高い論文の比率を向上させる方向に、今後の方針を

徐々にシフトすべく、編集体制の強化、著者への論文スコープの周知徹底などを継続して行った。特に、

投稿論文のプレスクリーニング、および編集委員による採否判定基準のばらつき等の抑制を目的に、シ

ニアアドバイザ制度を導入した。本制度については、今年度の実績を精査し効果を確認したので、一部

見直しを行った上で来年度以降も継続させる。加えて、国際基準での評価向上を目指して、第一線の研

究者による論文投稿を促した。 
 

(3) 研究技術会議：研究専門委員会(研専)の活動活性化策立案、新規研専の設立や時限研専の継続の審

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

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

を図るとともに HP 維持管理費の補助や研究会活性化費による支援等を継続した。今年度から、エレソ

改革の一環として、研究会を関連する技術領域に大別し、3 つの領域委員会に再編成した。各研専の企

画立案をより活性化し、領域委員会による迅速な意思決定を狙ったものであるが、その効果・課題につ

いて今年度の実績を精査し、次年度以降の活動に供する予定である。また、ソサイエティ大会・総合大

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

参加促進のための各種施策を継続した。更に、国際会議の活性化、著作権及び財務の課題解決のための

支援、国内外の他学会との新たな協力関係の構築にも取り組んだ。また、国際的な会員増強を目指し、

海外セクションとの共催などのエレソ活動については、その実施内容を周知した。さらに、本会 100
周年事業の一環として、エレソとしての記念シンポジウムを研究技術会議を中心に検討し、2017 年ソ

サイエティ大会にて開催予定である。 
 
(3-1)研究専門委員会等の活動：エレクトロニクスソサイエティの根幹を成す 15 の研究専門委員会と 7
の時限研究専門委員会、6 の国際会議国内委員会が、各研究学術活動の活性化を目指した施策を行った。 
 
(3-2) 国際会議：主催 5 件、協催・協賛・後援案件 6 件の国際会議を開催した(2016 年 4 月～2017 年 3
月)。 
 
(3-3) 2016 (平成 28) 年ソサイエティ大会 (北大) では一般講演 322 件に加えて、シンポジウム講演 23
件、ソサイエティ特別企画 1 セッション、チュートリアル 1 セッション、依頼シンポジウム 6 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、「フレキシブル有機エレクトロニクス

の現状と課題」及び「IoT 時代のフレキシブル/プリンテッドデバイス －その展望と課題－」と題して、

フレキシブル回路の最新動向と期待されるアプリケーションへの展開事例が紹介された。 
 
2017 (平成 29) 年総合大会 (名城大) では一般講演 307 件に加えて、シンポジウム講演 21 件、ソサイ

エティ特別企画 2 セッション、パネル 1 セッション、チュートリアル 1 セッション、依頼シンポジウ

ム 6 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、「新しいモノづくりに向け

たエレクトロニクス」及び「強誘電体の特異物性と強誘電体ゲートデバイスの展望」と題して、IoT の
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展開に必要なセンシングデバイス、通信デバイス、演算用デバイスの最新技術動向と強誘電体を利用し

たメモリデバイスの開発事例が紹介された。 
 
(3-4) リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を 2016 年 7 月 13 日に行った。研究専門委員

会運営に関わる幹事、幹事補佐及び運営委員を対象に、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、研専運営に関する手続き、情報等に関する理解を深めた。 
 
◎ 情報･システムソサイエティ 
 
情報・システムソサイエティ（以下、ISS と略す）は、コンピュータによる情報処理技術、コンピュ

ータ・通信・人間を融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としている。

本ソサイエティの役割は、会員に研究発表と交流の場を提供するとともに、今や重要な社会基盤となっ

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

野の日本での中心的活動母体であり続けるだけでなく、情報社会の健全な発展のために貢献してゆくた

めに、平成 28 年度は、中長期計画に従って、①会員の研究プロセスに応じた研究資料の電子化による

公表方法支援策の検討、②社会的課題に対する情報発信、研専・論文誌・ソサイエティ誌の活性化、③

会員サービスの充実、④ISS の運営体制の強化に重点を置き、以下の活動を展開した。主要な活動を以

下に示す。 
 
(1) FIT2016（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 FIT2016 を、平成

28 年 9 月 7 日～9 日の 3 日間、富山大学で開催した。査読付き論文 96 件：うち採録 41 件（昨年度 132
件：うち採録 68 件）、一般論文が 502 件（昨年度 458 件）投稿され、計 598 件（昨年度 590 件）が発

表された。参加者数は 1,347 名（昨年度 1,206 名）であった。前年から発表件数、参加者数ともに増加

となった。20 件のイベント企画も行われ、ISS の研究専門委員会の企画したイベントが 8 件あった。ま

た、船井業績賞（1 件）、船井ベストペーパー（3 編）、FIT 論文賞（3 編）、FIT ヤングリサーチャー賞

（8 名）、FIT 奨励賞（93 名）を選定・表彰した。FIT2017 は、東京大学で平成 29 年 9 月 12 日～14
日に開催予定である。 
なお、船井ベストペーパー賞選定方法について，従来の査読制度を廃止し，選奨論文を対象にセッシ

ョンを構成し審査することとした．このセッションの座長選出方法(委員会の幹部等、学術的判断だけで

なく，FIT としての理念を理解している方が望ましい)などの未定となっている詳細は FIT2017 実行委

員長，PC 委員長，事務局で検討していく．  
 

(2) 2017 年総合大会 
名城大学で平成29年3月22日～25日に開催された2017年総合大会では、2,234件の発表（前年比

80.7%）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2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226件(前年比88%)の発表があった。

期間中に優秀ポスター賞を選定し、8名を表彰した。この他、「持続可能なスマートモビリティ向け情報

基盤プラットフォーム」の特別企画1件、「ビッグデータ基盤技術の潮流」のパネルセッション1件、「も

っと知りたい！ Deep Learning 〜基礎から活用まで〜」「新たなユーザ価値を提供する次世代映像サ

ービスの実現に向けた課題 〜映像符号化と品質評価の観点から〜」「日欧連携プロジェクトにおける

スマートシティ実現に向けた取り組み」の依頼シンポジウム3件の企画セッションが開催された。平成

28年度における本ソサイエティの学術奨励賞受賞者8名への授賞式が3月24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一昨年、昨年に引き続き CEATEC JAPAN との連携開催に参加し、本ソ

サイエティからは、平成 28 年 10 月 5 日～6 日に、人工知能と知識処理研究専門委員会、コンピュータ

システム研究専門委員会の 2 研究専門委員会が参加し、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 28 年度は 559 名の登録であった。 
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(5) 研究会活動 
平成 28 年度も昨年度と同じく、23 研究専門委員会と、5 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 132 回（前年比 99%）、発表総件数は 2,666 件（前年比 99%）であった。

来年度も 5 時限研究専門委員会全てが継続される予定である。 
また、研究専門委員会の活性化に向けて、本部「研究会連絡会」と連動して、現状の問題点の洗い出

し及び今後のあり方について検討を続けており、研専活動活性化のための活性化資金の運用を技術会議

で行える仕組み等を検討中である。そして、研究専門委員会の活動の見える化のため、過去の研究会開

催件数と投稿件数などの Web 掲載を実施した。 
なお、技術報告書（技報）が既発表とみなされる問題（これが原因で研究会での発表件数が減少して

いる問題）への施策として、技報フォーマットの見直しを実施した。また、2018 年度に予定している

技報の完全電子化の準備段階として、2017 年度から技報電子化トライアルを実施するための検討を行

った。 
 

(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、システム開発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。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 年度からは、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 28 年度はソサイエティ論文賞 1 編、活動功労賞 9 名、査読功労賞 10 名を選定し、平成 28 年 6 月

23 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 
和文論文誌に掲載された論文総数は 131 編（前年比△3.0%%）、平成 28 年度に英文論文誌に掲載され

た論文総数は 367 編（前年比 19.5%）であった。和文に関しては減少傾向が 3 年続いている。英文に関

しても、投稿論文数は大きく変化しない一方、採録論文は減少している。そこで、論文誌オープンアク

セス化検討タスクフォースでの議論に基づき、英文論文誌オープンアクセス化（J-STAGE 公開）を平

成 29 年 1 月より行った。この結果、平成 29 年 1 月の英文論文ダウンロード数は前月比で 2.4 倍、前年

同月比で 3.2 倍となり効果が得られつつある。 
  
(8) 和文誌の活性化 

論文誌の知名度を高めるため、著者が管理するサーバーにて自身の論文 PDF を公開できることを、

編集委員会で編集委員に告知する活動を続けている。ここ数年継続している、新規分野への参入を目指

す研究者を対象とした解説論文であるが、本年度は、組み合わせ理論に関する論文 1 本を掲載した。特

集号については投稿数減少の対策として、編集委員が関係している研究会やメーリングリストでの広報

を行っている。以前からおこなっている、臨時査読委員の査読の質の記録も継続しており、開始時から

の常任査読委員への承諾率は 78.4%と高くなり、経験豊富な査読委員が 58 名も増加した。併せて、質

の高い判定報告書を維持するために幹事団による全数チェックや、編集委員の編集能力向上のために委

員会への出席率改善策などを試みている。 
 

(9) 英文誌の活性化 
英文論文誌 D では、分野の特性上、映像や音声データを実験に用いることが多く，これらを参照する

ことが査読精度の向上につながることから、映像・音声ファイルを査読資料に加えることとし、採録さ

れた場合は，そのデータも学会でオンライン公開するようにした．さらにデータセット論文カテゴリを

新設し、データセット論文カテゴリ用の査読基準を明記するように Procedure and Standards for 
Reviewing Manuscripts for the IEICE Transactions on Information and Systems を更新した。 
 研専からの特集号提案の増加などを目的とした連携強化のため、研専からのリエゾン編集委員を常設

とした。23 の研専中、19 の研専に協力いただけることになった。 
 論文誌オープン化に伴い、海外の読者・投稿が増えることを期待して、編集委員の海外メンバ増強に

も取り組み、H28 年度 4 月時点で 8 人だった海外編集委員を 21 人にまで増員した。 
 
(10) 論文の早期公開への取り組み 

2014年から始まった早期公開制度は、現在も継続している。早期公開版のダウンロード数の遷移は別
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途費用が発生するため、これまで調査はしていないが、英文論文誌のオープン化が実施された現状にお

いて、早期公開版へのアクセスは会員固有のメリットとしても価値があると考えられる。 
 

(11) 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。研究会インタビューの継続、研究会の会議報告等の充

実により、研究会活動の紹介に努めた。更にソサイエティ活動の活性化に繋がるようなソサイエティ外

の活動紹介を 5月号より開始した。ソサイエティ誌は 1996年度〜2003年度と 2011年度以降について、

全て信学会の web ページにてオンライン公開しているが、広くソサイエティの活動を紹介する目的で 8
月号より J-STAGE にてオンライン公開を開始した。それにあわせ、ハイパーリンクの活用などオンラ

インならではの機能の試行を開始した。 
 
(12) 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すべての技報は、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、一昨年度より正式に運用され、今年度も継続運用されている。

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、2014 度から引き続き電子化(PDF 化)を行った。これにより紙媒体の劣化の問題は解

決される。また、通信ソサイエティによる技報の完全電子化・研究会参加費徴収トライアルを参考に、

ISS としても同様のトライアルを 2017 年度から実施していく予定である。 
 

(13) FIT 予稿の電子化・リポジトリ化について 
一昨年度に、初回から平成 25 年度開催分まですべての予稿を大会アーカイブスに搭載する作業を実

施し、I-Scover からも検索可能となった。本年度分も同様にリポジトリ化を実施した。FIT のコンテン

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

 
ヒューマンコミュニケーショングループ（以下HCG）は平成7年度に発足以来、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「人を中心とした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、各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。また、知覚や生理に関連する領域や脳神経科学、社

会心理学や言語学、文化人類学など、一般的な情報通信技術系の分野とは異なる他分野との交流が多い

ことがHCGの最大の特徴となっている。HCGの今年度の主な活動を以下に示す。 
 
(1) 研究会活動 
 平成28年度は、4つの常設研究専門委員会（第一種研究会）、4つの時限研究専門委員会（第二種研究

会）、および、2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。 
 
(2) HCGシンポジウムの開催 
 HCGシンポジウム2016を12月7日(水)～9日(金)に高知市文化プラザかるぽーとにて開催した。発表件

数107件（口頭発表56件、オーガナイズドセッション35件、インタラクティブ発表のみ16件）、招待講

演1件、参加者数 200 名であった。 
 前述した通り、HCGは一般的な情報通信技術系の分野とは異なる他分野との交流が多いため、発表者

も聴講者も「ヒューマンコミュニケーション」という共通のテーマのもとで多様な専門領域の研究者や

学生が一堂に介することができる貴重な機会となっている。現在の電子情報通信学会は会員の減少に伴

う諸問題に直面しているが、適切な規模の発表と議論の場を広く提供することによって、従来スコープ

の外側に置かれていた分野の研究者や学生も提示するテーマ次第では、電子情報通信学会を研究活動の

場の一つとして活用しようとする可能性をHCGシンポジウムは示唆しているのかもしれない。 
 
(3) 総合大会活動 
 総合大会では、HCGからの特別企画として協賛した大会委員会企画として「教育改革を推進するため

の高大接続？」（3月23日13:00〜17:00）を開催した。この問題に対して高い関心をお持ちになってお
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られるHCG顧問の原島博東京大学名誉教授と2名の現役の高校の教諭、教育産業関係者，各学識経験者

をお招きし、高大接続を円滑にかつ効果的に行うための共通認識やスキーム、横たわる諸問題などを多

面的観点から討議された。 
 現在、文部科学省を中心に推し進められているさまざまな情報関連政策（初等・中等教育課程におけ

るプログラミング教育の義務化，数理・データサイエンス教育拠点の確立など）も機能的かつ効果的な

高大接続によってバランス良く体系化されることが予想される。その意味でも、この企画は電子情報通

信学会にとって今後極めて重要な課題を共有する貴重な機会になっただろう。 
 
(4) 論文誌での活動 
 和文論文誌Aにて、「ヒューマンコミュニケーション～ヒト・モノ・コトのつながりをデザインする

コミュニケーション技術～」特集号を企画し、平成29年1月号として発行した。現在、和文論文誌Dに

て「ヒューマンコミュニケーション～伸縮自在のコミュニケーション～」特集号を企画し、平成30年2
月の発行を目指して準備を進めている。また、英文論文誌Dにて「人間の認知と行動」特集号を平成28
年6月号として発行した。 
 
(5) 国際的活動 
 食メディア時限研究専門委員会の企画にて、国際ワークショップCEA 2016 (8th Workshop on 
Multimedia for Cooking and Eating Activities) が開催された。本年は、国際会議IEEE ICME 2016の
中で開催され、今回で8回目の開催となった。 
 
(6) 表彰活動 
 平成28年度ヒューマンコミュニケーション(HC)賞の選定を行い、XXX件の研究会発表からY件が選考

され、HCGシンポジウムにおいて表彰式を行った。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2016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3件、学生優秀インタラク

ティブ発表賞5件、オーガナイズドセッション賞7件が選考され、表彰した。 
 
(7) HCG編集委員会の設置（常設化） 
 HCGでは(4)で述べたように、毎年和文論文誌AとDにおいて「ヒューマンコミュニケーション」特集

号を交互に企画している。従来は各特集号を企画するたびに、特集号の編集委員長を始め編集委員のす

べてをHCG傘下の研究専門委員会から推薦してもらい特集号を発行するための編集委員会を組織して

いた。しかし、年に1回の特集号企画だとはいえ、いずれも「ヒューマンコミュニケーション」を冠す

る特集号である以上は、編集方針に一定の連続性と安定性が暗黙的に求められることは言うまでもない。

ところがこれまでは年度毎に特集号のための編集委員会が組織し直されていたために、これを実現する

ためには多くの労力を要してきた。加えて、ヒューマンコミュニケーション特集号は年間を通した研究

会活動と同様に、一般的な情報通信技術系の分野とは異なる他分野の研究者や学生が、この特集号に投

稿してくることも少なくなく、新規会員の獲得にも一役買っている点も編集委員会の常設化に関係して

いる。従来は当該特集号を担当する編集委員は、各研究専門委員会からの推薦に依存していたたため、

投稿件数や投稿されてきた論文の分野に応じた適切な対応が不十分であった。そのためこの編集委員会

をHCG内で常設化することによって、これらの問題の解決を図ると共に、質の高い特集号の編集が恒常

的に行える環境が整備されることが期待できる。 
 なお本特集号編集委員会はすでに始動しており、(4)で述べた「ヒューマンコミュニケーション～伸縮

自在のコミュニケーション～」特集号から、本格的な編集作業に取り組んでいる。 
 
(8) 情報保障活動 
 HCGでは、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、総合大会等で、情報保障の取組み

を行った。特に、総合大会における情報保障については、大会委員会と福祉情報工学研究専門委員会に

て今後の運用方法について基本方針の合意がなされている。 
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１． ソサイエティ大会に関する事項(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、NOLTA、通信、エレクトロニクスの 4 ソサイエティが合

同して開催した。 
 

期 日 平成 28 年 9 月 20 日(火)～23 日(金) 
会 場 北海道大学 札幌キャンパス(札幌市) 

参加者 2,928 名 
懇親会 さっぽろテレビ塔 参加者 103 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 
 基礎・境界

/NOLTA 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 5 0 7 

チュートリアル 
セッション ― 0 4 1 5 

依頼シンポジウ

ム 1 ♯4 §9 ♯§6 20 

合計 
(共催を含む) 4 ♯7 §20 ♯§8 39 

 
♯基礎・境界とエレクトロニクスの共催企画 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 

 基礎・境界

/NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

一般ｾｯｼｮﾝ 260 926 322 1,508 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 0 §88 §23 111 

合計 260 1,014 345 1,619 
§通信とエレクトロニクスの共催 10 件を含む。 

 
１．２ FIT2016(第 15 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 28 年 9 月 7 日(水)～9 日(金) 
会 場 富山大学・五福キャンパス (富山市) 
参加者 1,344 名 
懇親会 キャンパス内学食  参加者 100 名 
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イベント企画 
研究会提案企画 9 課題 
委員会提案企画 10 課題 
現地提案企画 1 課題 

査読付き論文講演 41 講演 
一般講演 557 講演 

 

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  
第 9 回有機分子エレクトロニクスに関する国際

シンポジウム（ISOME2016） 
2016.5.18～

5.20 117 78 新潟 ES 

高性能スイッチングとルーチングに関する IEEE
国際会議（IEEE HPSR 2016） 

2016.06.14 
～06.17 101 39 横浜 CS 

光エレクトロニクス・光通信国際会議/国際会議フ

ォトニック技術をベースとする光スイッチング

技術（OECC/PS 2016） 

2016.07.03 
～07.07 580 311 新潟 CS/ 

ES 

21th OptoElectronics and Communications 
Conference/ International Conference on 
Photonics in Swiching 2016 (OECC/PS 2016) 

2016.7.3～
7.7 

 
132 77 東京 ES 

2016先端半導体デバイスの基礎と応用に関する

アジア太平洋ワークショップ（AWAD2016） 
2016.7.4 
～7.6 100 129 函館 ES 

International Technical Conference on 
Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2016) 

2016.07.10～
07.13 360 278 沖縄 ESS 

第 26 回アジア・太平洋電波科学会議 
（URSI AP-RASK 2016） 

2016.8.21 
～8.25 700 750 京都 ES 

半導体レーザ国際会議 2016(ISLC2016) 2016.9.12 
～9.15 220 150 神戸 ES 

2016 International Workshop on Smart 
Info-media Systems in Asia(SISA2016) 

2016.9.14～
9.17 102 68 アユタヤ, 

タイ ESS 

アジア・太平洋 ネットワーク運用と管理シンポ

ジウム (APNOMS2016) 
2016.10.5 
～10.7 210 108 金沢 ICM

研專 
2016 年 アンテナ伝搬国際シンポジウム 
(ISAP2016) 

2016.10.24 
～10.28 722 528 沖縄 CS 

International Symposium on Information 
Theory and Its Applications (ISITA 2016) 2016.10.30

～11.02 229 165 
カリフォ

ルニア, 
アメリカ 

ESS 

2016 International Symposium on Nonlinear 
Theory and its Applications.(NOLTA2016) 

2016.11.27 
～11.30 263 208 熱海 NLS 

第 22 回アジア南太平洋設計自動化会議 
(ASP-DAC 2017） 

2017.01.16
～01.19 397 111 幕張メッ

セ ESS 
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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)に電子版を本会サイトにて公開した。 
掲載総ページ数は 3,658 ページである。 

  論  文 レター その他 計 特集回数 

分 冊 件  数 件  数          件  数 

回   ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

ＪA 
42 17          59 

3 408 68 5 481 

ＪB 
99 23          122 

6 1,056 98 8 1,162 

ＪC 
79 23          102 

3 695 75 6 776 

ＪD 
99 32          131 

7 1,096 131 12 1,239 

計 

319 95          414 
19 3,255 372 31 3,658 

※その他：巻頭言、正誤 

    
３．２ 英文論文誌の発行状況 

 
各ソサイエティ別(A･B･C･D)に電子版を本会サイト及び J-STAGE にて公開した。 
掲載総ページ数は 9,340 ページである。 

  論  文 レター その他 計 特集回数 

分 冊 件  数 件  数          件  数 

回   ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

EA 
222 133          355 14 

 2,124 609 18 2,751 

EB 
243 1          244 10 

 2,314 4 11 2,329 

EC 
128 50          178 14 

 1,039 196 21 1,256 

ED 
251 116          367 11 

 2,501 485 18 3,004 

計 

844 300          1,144 49 
 7,978 1,294 68 9,340 

※その他：巻頭言、正誤 

    
３．３ 電子ジャーナルの発行状況 

 
(1)NOLTA ソサイエティ 

NOLTA 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 46 件、597 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)」（月 1 回発行）に 87 件、519 ページを掲載した。 
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(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)」（月 2 回発行）に 309 件、2,589 ページを掲載した。 
 
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/NOLTA ソサイエティ Fundamentals Review 4 回  348 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  212 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  172 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  2 回  64 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  124 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  16 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／NOLTA ソサイエティ 
 
(1)特別功労賞 

業     績 貢 献 者 
NOLTA ソサイエティの設立に関する貢献 堀尾 喜彦 

以上 1 名 
(2)功労賞 

以上 2 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」としての貢献としての貢献 田口  亮 

基礎・境界ソサイエティ「会計幹事」としての貢献 尾上 孝雄 
基礎・境界ソサイエティ「大会担当幹事」としての貢献 池田  誠 
基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」としての貢献幹事」 筒井  弘 
基礎・境界ソサイエティ「和文論文誌編集幹事」としての貢献 國廣  昇 
基礎・境界ソサイエティ「ソサイエティ誌担当幹事」としての貢献 関屋 大雄 
基礎・境界ソサイエティ「電子広報担当幹事」としての貢献 崎山 一男 

以上 7 名 
(3.2) 編集 

業     績 貢 献 者 
ソサイエティ誌編集委員としての貢献 八木 秀樹 

英文論文誌編集委員としての貢献 Himal A. 
Suraweera 

英文論文誌編集委員としての貢献 宮本 俊幸 
以上 3 名 

業     績 貢 献 者 
2016 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 藤崎英一郎 
国際研究会 JKCCS の立ち上げ及び継続的な日韓交流活動によるソサエ

ティ国際化推進に対する貢献 Dong Kyue Kim 
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(3.3) サブソサイエティ，研究専門委員会運営運営 
業     績 貢 献 者 

システムと信号処理サブソサイエティ及び 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 冨山 宏之 

以上 1 名 
(3.4) サブソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 
情報通信基礎サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 小澤 佑介 
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 桑門 秀典 

以上 2 名 
(3.5) 研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 
バイオメトリクス研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 高野 博史 
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 花岡悟一郎 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 日下 卓也 
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 山脇 大造 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 島内 末廣 
技術と社会・倫理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 宮田 純子 
信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 辻川 剛範 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 野村 英之 
ワイドバンドシステム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 松波  勲 
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 田中  豪 

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 川上  博 

高度交通システム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 羽多野裕之 
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 長谷川幹雄 
複雑コミュニケーションサイエンス研究専門委員会の運営及び活動に

対する貢献 荒井伸太郎 

以上 14 名 
(3.6) 国際会議 

業     績 貢 献 者 
SISA2015 の運営に対する貢献 
 

中静  真 
 国際会議 NOLTA2014 の運営及び活動に対する貢献 西尾 芳文 
以上 2 名 

(3.7) 国内会議 
業     績 貢 献 者 

SITA2015 の運営に対する貢献 
 

横平 徳美 
 以上 1 名 

(3.8) その他 
業     績 貢 献 者 

第 28 回回路とシステムワークショップの運営に対する貢献 長谷川幹雄 
2016 年情報セキュリティ特集号編集幹事としての貢献 鈴木幸太郎 
2015 年スマート通信・マルチメディアシステム特集号編集幹事としての

貢献 畠中 理英 

SITA バーチャル論文集の創刊に対する貢献 野村  亮 
以上 4 名 
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 (4)Fundamentals Review ベストオーサー賞 
論     説 著 者 

集束超音波治療 梅村晋一郎 
以上 1 名 

 

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】 
除雪車運行支援のためのタブレットシステムの開発と実証実

験・評価 

久保田祐介（長岡技科大） 
山本 寛（長岡技科大） 
山崎克之（長岡技科大） 

LR-THP に基づく MU-MIMO NLP への実信号空間における

象限検出の適用による最適摂動ベクトルの検出法の提案 
今村和樹（早大） 
高畑文雄（早大） 

ネットワークレオロジー:粘弾性体モデルによるネットワーク

スループットの動特性解析 

吉田裕志（NEC） 
笹島和幸（東工大） 
村瀬 勉（名大） 
里田浩三（NEC） 

【チュートリアル論文賞】 
大容量無線通信の実現に向けた非線形 MU-MIMO の伝送性能

評価 

矢野一人（ATR） 
塚本悟司（ATR） 
薗部聡司（モバイルテクノ） 
侯 亜飛（奈良先端大） 
前田隆宏（ATR） 
伴 弘司（高エネルギー加速器

研究機構） 
宇野雅博（ソニー） 
小林 聖（NTT） 

【Best Paper Award】 
User Equipment Centric Downlink Access in Unlicensed 
Spectrum for Heterogeneous Mobile Network 

Riichi Kudo (NTT) 
B. A. Hirantha Sithira 
Abeysekera (NTT) 
Yusuke Asai (NTT) 
Takeo Ichikawa(NTT) 
Yasushi Takatori (NTT) 
Masato Mizoguchi (NTT) 

BotProfiler: Detecting Malware-infected Hosts by Profiling 
Variability of Malicious Infrastructure 

Daiki Chiba (NTT)  
Takeshi Yagi (NTT) 
Mitsuaki Akiyama (NTT) 
Kazufumi Aoki (NTT) 
Takeo Hariu (NTT) 
Shigeki Goto (Waseda Univ.) 

Contact Duration-aware Epidemic Broadcasting in 
Delay/Disruption-Tolerant Networks 

Kohei Watabe (Nagaoka Univ. 
of Tech.) 
Hiroyuki Ohsaki (Kwansei 
Gakuin Univ.) 

Accelerating the Performance of Software Tunneling using 
a Receive Offload-aware Novel L4 Protocol 

Ryota Kawashima(Nagoya 
Inst. of Tech.) 
Hiroshi Matsuo(Nagoya Inst. 
of Tech.) 

【Best Tutorial Paper Award】 
Massive MIMO Technologies and Challenges towards 5G 

Haralabos Papadopoulos 
(DOCOMO Innovations.) 
Chenwei Wang (DOCOMO 
Innovations) 
Ozgun Bursalioglu (DOCOMO 
Innovations) 
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Xiaolin Hou (DOCOMO 
Beijing Commun.Lab.) 
Yoshihisa Kishiyama (NTT 
DOCOMO) 

【ComEX Best Letter Award】 
A method of controlling the base station correlation for 
MIMO-OTA based on Jakes model 

Kazuhiro Honda (Toyama 
Univ.) 
Kun Li (Toyama Univ.) 

                                                             以上 10 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 薄膜 BOX-SOI(SOTB)超低電力 CMOS 技術とその応用に

関する先駆的研究開発 

土屋 龍太(日立製作所) 

杉井 信之(日立製作所) 

蒲原 史朗（ルネサスエレク

トロニクス） 

第2分野 周期分極反転ニオブ酸リチウム導波路を用いた位相感応

増幅器の先駆的研究 

遊部 雅生（東海大学） 
梅木 毅伺（日本電信電話） 
忠永 修（日本電信電話） 

第3分野 エレクトロニクス実装用電子セラミック材料およびプロ

セスに関する先駆的研究開発 
今中 佳彦（富士通研究所） 

以上 3 件 

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

A 529 GHz dynamic frequency divider in 
130 nm InP HBT process 

Munkyo Seo (Sungkyunkwan University) 
John Hacker (Teledyne Scientific Company) 
Miguel Urteaga (Teledyne Scientific Company) 
Anders Skalare (Jet Propulsion Laboratory) 
Mark Rodwell (University of California) 

以上 1 件 

(3)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

マイクロ波電力増幅器の統一的設計理

論とその応用 

本城 和彦（電気通信大学） 
高山 洋一郎（電気通信大学）  
石川 亮（電気通信大学） 

以上１件 

(4) 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 

加藤 駿祈（埼玉大） 

濱野 竜飛（埼玉大） 

小野 佑樹（静岡大） 

則島 景太 （東北大） 

化合物半導体・光エレクトロニクス分野 
川端 祐斗（東京大） 

平澤 崇佳（東工大） 

光半導体及びフォトニクス分野 
阿部 光平（慶応義塾大） 

大島 直到（東工大） 

シリコン・エレクトロニクス一般分野 
山内 善高（東京大） 

牙 暁瑞（九州大） 

回路およびエレクトロニクス分野 
Korkut K.Tokgoz（東工大） 

草野 穂高（北海道大） 

以上 12 名 
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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 
【先見論文】 
Privacy-Enhancing Queries in Personalized Search with 
Untrusted Service Providers 

Yunsang OH 
youngshick KIM 
Takashi OBI 

以上 1 編 
 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 和田 親宗(九工大) 

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 岡野 浩三(阪大) 

ISS 英文論文誌編集委員、幹事、および委員長としての貢献 大町 真一郎(東北大) 

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 浅井 紀久夫(放送大) 

ソサイエティ誌編集幹事・編集特任幹事・編集委員としての貢献 神原 誠之(奈良先端大) 

コンピュータシステム研究専門委員会幹事補佐・幹事・副委員長とし

ての貢献 入江 英嗣(東大) 

画像工学研究専門委員会幹事、二種研運営委員幹事、ISS 和英論文誌

編集委員としての貢献 内藤 整(KDDI 研) 

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

幹事・副委員長としての貢献 鵜木 祐史(北陸先端大) 

画像工学研究専門委員会幹事、二種研実行委員幹事、和文誌・ソ誌編

集委員としての貢献 久保田 彰(中央大) 

以上 9 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 内海 章(ATR) 
論文誌査読委員としての貢献 岡谷 貴之(東北大) 
論文誌査読委員としての貢献 松田 一朗(東京理科大) 
論文誌査読委員としての貢献 小野口 一則(弘前大) 
論文誌査読委員としての貢献 山内 康一郎(中部大) 
論文誌査読委員としての貢献 山下 隆義(中部大) 
論文誌査読委員としての貢献 阿萬 裕久(愛媛大) 
論文誌査読委員としての貢献 川島 英之(筑波大) 
論文誌査読委員としての貢献 平山 高嗣(名大) 
論文誌査読委員としての貢献 川西 康友(名大) 

以上 10 名 
 (3)優秀ポスター賞 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 
梅澤 友輔 筑波大 岩本 菜摘 日大 
川辺 健太朗 龍谷大 高塚 常司 静岡大 
竹川 周吾 名城大 田所 勇生 川崎医療福祉大 
田中 緑 富山県立大 西原 沙紀 筑波大 

  以上 8 名    
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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 

サウンドメディアコンテンツの開発と普及 伊藤博之(クリプトン・フ

ューチャー・メディア) 

以上 1 件 
 (2)船井ベストペーパー賞 

論  文  名 受 賞 者 

高時間分解能制御に基づく符号化志向型映像生成アルゴリズム 
坂東幸浩(NTT) 
高村誠之(NTT) 
清水 淳(NTT) 

訓点資料を対象とした翻刻支援システムの構築および評価 
田中 勝(和歌山大) 
村川猛彦(和歌山大) 
宇都宮啓吾(大阪大谷大) 

長距離移動マタニティの受療行動支援システム構築に向けた研究 土田 栞(釧路公大) 
皆月昭則(釧路公大) 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 

実行時の動的かつ頻繁なグループ変更に対応可能な MPI 環境下で

のマルチキャスト 
の実装 

長嶺祐輔(福井大) 
福間慎治(福井大) 
森眞一郎(福井大) 

リズムチューナー：アノテーション情報を用いないリアルタイム発

音検出によるリズム練習支援システム 

山田昌尚(釧路高専) 
松尾章弘(釧路高専) 
峯 恭子(大阪大谷大) 
土江田織枝(釧路高専) 

スパース性制約に基づく適応イントラ予測器の最適設計 

佐山雄一(NTT) 
坂東幸浩(NTT) 
高村誠之(NTT) 
清水 淳(NTT) 

以上 3 編 
 
(4)FIT ヤングリサーチャー賞 

氏 名 所属(発表時) 論  文  名 
中野正隆 筑波大 FPGA による TRAX ソルバの実装 

滝川真弘 早大 特定分野を対象とした単語重要度計算手法の提案と Twitter に
おける専門性推定への適応 

佐々木崇元 NTT グラフ信号の局所線形近似によるグラフ形状単純化 
加藤 裕 神戸大 4 出力の畳み込みニューラルネットワークを用いた超解像 
池田正隆 千葉大 指向性ボリュームディスプレイの高解像度化手法の提案 

山内義晴 立命館大 動機づけ要因を考慮したプログラミング初学者に対する教授法

の構成 
渋谷卓磨 釧路公立大 スマートフォンを用いたマタニティ支援システムの開発 
吉岡茉里子 兵庫県立大 まちあるきカウントシステムの開発と実証実験 

以上 8 名 
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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 

Marmoset models of autism did not discriminate 
reciprocal/non-reciprocal interactions between 
third-parties 
HCS2015-83 

Miyuki Yasue（Nagoya Univ.） 
Akiko Nakagami（Nagoya Univ.）
Taku Banno（Nagoya Univ.） 
Keiko Nakagaki（NCNP） 
Noritaka Ichinohe（NCNP）
Nobuyuki Kawai（Nagoya Univ.） 

HIP 
輻輳眼球運動の有無に依存しない物体奥行き運動に対

する脳活動：fMRI 計測による検討 
HIP2015-95 

和田充史（NICT） 
坂野雄一（NICT） 
水科晴樹（徳島大） 
安藤広志（NICT） 

MVE 
電気刺激を用いたバーチャル食感提示手法に関する一

検討 
MVE2015-62 

新島有信（東大） 
小川剛史（東大） 

WIT 
汎用コミュニケーションエイド VCAN/3A のログデー

タを用いた利用者のコミュニケーション能力評価 
WIT2015-82 

笹川佳蓮（新潟大） 
林 豊彦（新潟大） 
棚橋重仁（新潟大） 
入山満恵子（新潟大） 
青木さつき（白根大通病院） 

以上 4 件 
 
 
 (2)HCG シンポジウム賞 

業     績 受 賞 者 
【オーガナイズドセッション】  B-1-6 
配布型 BLE タグを用いた IoT 位置トラッキングシステムの構築 

浦野 健太（名大） 
廣井 慧（名大） 
河口 信夫（名大） 

【オーガナイズドセッション】  C-2-3 
床面プロジェクションを用いた体育館の空間デザイン提案 

髙橋 一誠（筑波大） 
大木 美加（筑波大） 
バティスト ブロー（筑波大） 
北原 格（筑波大） 
鈴木 健嗣（筑波大） 

【オーガナイズドセッション】  C-2-5 
演奏者の重心移動を用いた演奏連携度と演奏に対する評価 

藤原 健（阪経済大） 
伊藤 雄一（阪大） 
續 毅海（阪大） 
高嶋 和毅（東北大） 
尾上 孝雄（阪大） 

【オーガナイズドセッション】  C-3-4 
自己のコミュニケーションの幽体離脱的客観視は道徳判断を変

容させるか？ 

高橋 英之（阪大） 
内田 貴久（阪大） 
伴 碧（同志社大） 
吉川 雄一郎（同志社大） 
石黒 浩（阪大） 

【オーガナイズドセッション】  B-4-5 
視覚的注意に着目した一人称視点映像の釘付け視聴方式の提案 

梅澤 侑生（名大） 
平山 高嗣（名大） 
榎堀 優（名大） 
間瀬 健二（名大） 

【オーガナイズドセッション】  C-5-3 
育児支援のための顔検出を利用した表層情報に基づく雰囲気制

御システム 

武内 一晃（神奈川工大） 
葉山 拓哉（ガスター） 
中村 匡伸（神奈川工大） 
一色 正男（神奈川工大） 
山崎 洋一（神奈川工大） 
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【オーガナイズドセッション】  C-5-4 
あなたの応援でゲームが変化!? − 応援インタラクションを導入

したゲームデザインの試み−  

倉本 駿  （湘南工大） 
加藤 直実 （湘南工大） 
保田 稜太 （湘南工大） 
堀内 魁  （湘南工大） 
梶原 竜也 （湘南工大） 
小城 絢一朗（湘南工大） 
湯浅 将英 （湘南工大） 

【最優秀インタラクティブ発表】  C-1-1 
対面行動を拡張するウェアラブルデバイス：赤外線通信による物

理的対面の計測 

蜂須 拓（筑波大） 
潘 雅冬（筑波大） 
松田 壮一郎（筑波大） 
バティスト ブロー（筑波大） 
鈴木 健嗣（筑波大） 

【最優秀インタラクティブ発表】  B-5-3 
遠隔地間における紙資料受け渡しによる対話相手の存在感の強

化 

大城 健太郎（阪大） 
田中 一晶 （阪大） 
中西 英之 （阪大） 

【優秀インタラクティブ発表】  I-2-7 
クロスコーパスラベリングによる感情空間への感情カテゴリの

マッピング− 音声知覚および音響分析による検討−  

有本 泰子（芝浦工大） 
森 大毅 （宇都宮大） 

【優秀インタラクティブ発表】  C-2-5 
演奏者の重心移動を用いた演奏連携度と演奏に対する評価 

藤原 健 （阪経済大） 
伊藤 雄一（阪大） 
續 毅海 （阪大） 
高嶋 和毅（東北大） 
尾上 孝雄（阪大） 
 

【優秀インタラクティブ発表】  A-2-5 
マルチモーダルモデリングに基づくコミュニケーション能力と

グループディスカッションタスクの関連性分析 

岡田 将吾（東工大） 
大竹 圭彦（東工大） 
中野 有紀子（成蹊大） 
林 佑樹（府大） 
黄 宏軒（立命館大） 
高瀬 裕（成蹊大） 
新田 克己（東工大） 

【学生優秀インタラクティブ発表】  C-4-2 
Twitter と社会的対話ロボットを用いた懇意性存在感を表出する

人工的雰囲気の生成 

古屋敷 さくら（東京工芸大） 
片上 大輔（東京工芸大） 
荒井 良徳（東京工芸大） 

【学生優秀インタラクティブ発表】  B-9-4 
物体を介した温もりの伝達による遠隔存在感の創出 

西村 庄平（阪大） 
中西 英之（阪大） 

【学生優秀インタラクティブ発表】  A-3-3 
手首を温める位置の体の温熱快適感への効果検証 

大島 愛（青学大） 
磯山 直也（青学大） 
ロペズ ギヨーム（青学大） 

【学生優秀インタラクティブ発表】  B-3-2 
ともリビ：高齢者親家族と子家族のための遠隔地間コミュニケー

ションシステム− 2 カ月間のユーザテストによる評価−  

飯島 俊輔（東京電機大） 
武川 直樹（東京電機大） 
酒造 正樹（東京大学） 
小島 卓郎（東京電機大） 

【学生優秀インタラクティブ発表】  B-1-6 
配布型 BLE タグを用いた IoT 位置トラッキングシステムの構築 

浦野 健太（名大） 
廣井 慧（名大） 
河口 信夫（名大） 

 
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／NOLTA 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 ：114 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 
高信頼制御通信 
バイオメトリクス 
複雑ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｲｴﾝｽ 
安全・安心な生活と ICT 

高橋 俊彦 
大橋 正良 
馬渡 宏泰 
遠藤 信行 
水町 光徳 
藤坂 尚登 
竹中  崇 
満保 雅浩 
中静  真 
前原 文明 
山根 智 
鈴木 雅実 
岡田 仁志 
梅崎 重夫 
永長 知孝 
田中 宏和 
堀田 裕弘 
原   晋介 
西垣 正勝 
坪  泰宏 
岡田 和則 

 ５ 
     ６ 
     ８ 
   １０ 
    ７ 
     ８ 
     ５ 
     ６ 
     ５ 
     ５ 
     ４ 
     ５ 
     ５ 
     ６ 
     ５ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 

１４１ 
   １３８ 
     ７２ 
   １２８ 
   １５０ 
   １２９ 
   １４３ 
   １４２ 
   ２０２ 
   １１５ 
    ９８ 
     ７９ 
    １２６ 
    ３７ 
  １４８ 
   ６２ 
   ５７ 
   ７０ 
   ８４ 
   ５１ 
   ８２ 

合計 １１４ ２,２５４ 
 
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 ： 149 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 

長  敬三 
小林 弘一 

  杉山 隆利 
曽根 秀昭 
戸出 英樹 
山岡 克式 
横谷 哲也 
黒川不二雄 
平野  章 
村田 英一 
矢守 恭子 
大木 英司 
重松 昌行 
登内 敏夫 
森野 博章 
吉田 健一 

   １１ 
    ８ 
     ５ 
   １１ 
   １０ 
    ９ 
     ７ 
     ５ 
     ８ 
   １０ 
     ７ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
   ５ 
   ８ 

   ２０９ 
   １３０ 
    ９５ 
   １３３ 
   ２５４ 
   １８６ 
   １０６ 
    １０１ 
    ８４ 
   ３３７ 
   １３４ 
  １１４ 
    ５９ 
    ９１ 
   １１３ 
  １３２ 
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スマート無線 
知的環境とｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ 
短距離無線通信 
ﾍﾙｽｹｱ・医療情報通信技術 
無線電力伝送 

藤井 威生 
東條  弘 
原田 博司 
杉町 勝 
陳   強 

   ５ 
   ５ 
   ６ 
   ５ 
   ７ 

   １０９ 
  １６５ 
  １０５ 
   ７５ 
   ８５ 

合計 １４９ ２,８１７ 
 
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 ： 114 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 

阿部 宜輝 
岡本 好弘 
吉川 信行 
志賀 智一 
前澤 宏一 
野毛   悟 
佐藤 源之 
国清 辰也 
石川 容平 
藤島   実 
松田 直樹 
小川 憲介 
野田 進 
木村 秀明 
門   勇一 

   １０ 
     ６ 
     ５ 
    ７ 
   １０ 
    ９ 
     ４ 
   １１ 
   １０ 
    ６ 
   １１ 
    ９ 
     ７ 
   ５ 
   ４ 

   １１３ 
    ８４ 
     ６４ 
   １０１ 
   １５４ 
  １３４ 
   １３１ 
   １６８ 
   ２２２ 
   １５３ 
   １１４ 
   １８６ 
   １５４ 
  １７３ 
  １０４ 

合計 １１４ ２,０５５ 
 
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 ： 132 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 

福岡 豊 
西   宏之 
高村 誠之 
金山   博 
中島 康彦 
伊藤 大雄 
菅原 俊治 
緒方 和博 
小口 正人 
前田 英作 
井上美智子 
佐藤 茂雄 
金田 重郎 
間野 一則 
松原 行宏 
増谷 佳孝 
宇田川佳久 

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

   １０５ 
   １２７ 
   ２４５ 
    ７２ 
   ２３８ 
    ６９ 
    ４８ 
     ９３ 
    ３１ 
   ２８５ 
   １５６ 
   １２５ 
     ６３ 
   １５２ 
   １４１ 
   １２３ 
   ２２ 
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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 

渡邊   実 
三宅   優 
福水 健次 
伊藤 彰則 
今井 倫太 
白  寅天 

   ４ 
   ４ 

 ４ 
 ６ 
 ４ 
 ４ 

   ８９ 
   ９６ 
  １５６ 
  １２６ 
   ６３ 
   ４１ 

合計 １３２ ２,６６６ 
 
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 ： 21 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 

中野有紀子 
石井 雅博 
亀田 能成 
布川 清彦 

     ５ 
     ５ 
     ５ 
     ６ 

    １３６ 
   １０６ 
   １４２ 
  １１１ 

合計 ２１ ４９５ 
 
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 年後に全文を有料公開 

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 
但し、NII の電子図書館事業（ELS）は平成 29 年 3 月に終了する予定であるため、平成 27
年度からはコンテンツの追加は中止した。また、本会のコンテンツデータは NII-ELS 事業終

了時に引き上げることを決定した。 
J-DreamⅢ(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 NLS HCG 合 計 

平成27年度末

登録数 
5,608[143] 
(5,334) 

10,635[295] 
(10,062) 

6,058[164] 
(5,688) 

10,527[251] 
(10,019) 

55 891 
(883) 

33,774[853] 
(32,041) 

平成28年度末

登録数 
5,437[147] 
(5,150) 

10,606[301] 
(9,958) 

5,938[185] 
(5,583) 

10,520[277] 
(9,905) 

149 
（144） 

861 
(845) 

33,511[910] 
(31,585) 

前年度との差  -171 [4] 
(-184) 

-29 [6] 
(-104) 

-120 [21] 
(-105) 

-7[26] 
(-114) 

94 
（144） 

-30 
(-38) 

-263[57] 
(-456) 

(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 
NLS：NOLTA 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 28 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 28 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：合計 10 名の講師による 8 件の講演会を開催（主催、共同主催）した。 
イ．支部連合大会：電気・情報関係学会で組織された連合大会を 1 回開催した（一般講演数 170
件、特別講演 1 件、参加者数 305 名）。 
ウ．専門講習会：5 名の講師を招へいし、近年の人工知能ブームの中でも多く利用されている知識

情報処理技術に関して、その基礎と応用をテーマとして講習会を開催した（参加者数 79 名）。 
エ．北海道総合通信局が企画した「北海道における ICT 利活用セミナー」を共同主催した。 

1-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ホ号） 
・応用物理学会が企画した主に小中高生を対象としたイベント（「リフレッシュ理科教室」サイエ

ンス・オリエンテーリング in 札幌 2016）を共同主催した（参加者数：201 名）。 
・応用物理学会が企画した小中学生向けイベント（リフレッシュ理科教室～でんきモノづくり講

座・電子工作＆プログラミング講座～）を後援した。 
・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）を後援した（競技参加

者数：29 チーム：89 名）。 
1-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

ア．講演会：本支部学生会主催の 5 件の講演会を開催した。 
イ．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 回開

催した（発表件数 22 件） 
ウ．北海道大学学生ブランチ活動として、会議 3 回、講演会 1 回を開催し、支部連合大会にて IEEE 
Hokkaido University Student Branch とともに学生交流会を企画した（参加者数約 30 名）。 

1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
1-2-1 平成 28 年度北海道支部学生奨励賞 

北海道支部における学生奨励賞の選奨細則に基づき以下の 12 名を選定し，平成 29 年 3 月に賞状

と副賞を贈呈した（順不同、敬称略）。 
氏名 所属 

殷 越 北見工業大学大学院工学研究科生産基盤工学専攻 

井口 亜希人 室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学系専攻 

伊藤 匡志 室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学系専攻 
鐘 正 室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学系専攻 

伊藤 良起 北海道大学工学部情報エレクトロニクス学科 

菅原 拓弥 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻 

丹野 柊平 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻 

萩原 光義 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻 

藤後 廉 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻 

脇田 幸典 北海道大学大学院情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻 

吉田 尚樹 北海道大学大学院情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻 

熊木 逸人 北海道大学大学院情報科学研究科情報理工学専攻 

1-2-2 平成 28 年度北海道支部学生会インターネットシンポジウム優秀発表賞 
インターネットシンポジウム優秀発表賞細則に基づき以下の 3 名を選定し、平成 29 年 3 月に賞状

と副賞を贈呈した（順不同、敬称略） 
氏名 所属 講演題目 

久保 輝起 北見工業大学 電気インピーダンス法を用いたオホーツク産食肉の品質評価 

河井 翔平 室蘭工業大学 線形フィルタを用いたベクトル有限要素ビーム伝搬法の安定化に関する研究 
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森本 佳太 室蘭工業大学 
有限要素法に基づく伝搬演算子法による 3次元光導波路突合せ接続の解析に関する

研究 

1-2-3 平成 28 年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会若手優秀論文発表賞 
平成 28 年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会における若手発表を対象として、若手優秀論

文発表賞選考委員会において選考を行い、以下の 10 名を受賞者として選定、賞状と副賞を贈呈し

た（順不同、敬称略）。 
氏名 所属 講演題目 

石原 賢太 北海道大学 深層学習を用いた胃 X 線画像における Helicobacter pylori 感染識別に関する

初期検討 
金輪 虎次郎 北見工業大学 風力発電機の出力変動平滑化に関する一考察 
河井 翔平 室蘭工業大学 領域分割有限要素ビーム伝搬解析のための境界処理に関する検討 

田中 尚樹 北海道大学 光ファイバセンサを用いた近傍界ばく露時の埋め込み金属プレートによる

SAR 上昇率評価 
綱田 錬 北海道大学 アキシャルギャップモータにおける効率及び加速度性能の改善に関する検討 
長尾 学 北海道科学大学 KINECT を利用した運動機能測定に関する一検討 
中島 良介 室蘭工業大学 スクッテルダイト系熱電材料 EuxCo4Sb12 の高圧合成 

中村 優太 釧路工業高等専門学校 LED 照明による植物育成のための多様な発光パターンを用いた対照実験シス

テムについて 
野澤 仁 北海道大学 単一ホログラムを用いた光位相計測手法に関する検討 
森 永成 北海道大学 雪氷エネルギーを用いた発電システムの評価 

 
２． 東北支部 

年度当初計画に従って以下の通り各事業を実施した。 
2-1 事業 

2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会 19 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 8 件、見学会 1 件を実施した。 

2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生向け事業を 6 件実施した。 

2-1-3 学生会事業（定款第 4 条ロ号、ヘ号） 
東北大学に学生ブランチを設置して活動を実施した。 

2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
2-2-1 学生優秀論文賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 

授賞者氏名 所 属 講演題目 
坂本 和広 東北大学 気泡援用集束超音波治療の安全性向上に関する研究 
菱沼 将太 東北大学 シングルパス SAR 強度画像を用いた 3 次元計測手法に関する検討 

2-2-2 学生優秀発表賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 講演題目 
野田 美春 東北大学 直線加速度運動中における接近および後退音の音像定位弁別限の差異 
林 あかね 東北大学 超音波 in vivo 計測による心筋収縮応答の描出に関する基礎検討 
藤森 慶輝 東北工業大学 バイオリン演奏ロボットの移弦機構の開発と移弦動作の実現検討 

2-2-3 学生ブランチ活動奨励賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 

宮鍋 慶介 東北大学学生ブランチ 

2-2-4 優秀学生賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 授賞者氏名 所 属 

阿部 飛鳥 秋田大学 鈴木 太陽 東北学院大学 
井上 貴明 鶴岡工業高等専門学校 仙波 翔吾 会津大学 
岡 大輝 山形大学 高野 寛己 東北大学 
小野 淳平 岩手県立大学 髙橋 永輝 秋田県立大学 
小野寺 優太 一関工業高等専門学校 張 潮 岩手大学 
川村 武士 東北文化学園大学 土田 大樹 仙台高等専門学校 
木村 光佑 東北大学 桃原 望 福島工業高等専門学校 
工藤 健斗 八戸工業高等専門学校 古見 薫 弘前大学 
斉藤 寛之 東北工業大学 真山 健大 仙台高等専門学校 
齋藤 瑞穂 いわき明星大学 山内 飛輝 日本大学 
佐藤 可奈 秋田工業高等専門学校 若沢 卓道 八戸工業大学 
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３． 東京支部 
平成 28 年度は、目的・対象者を明確にし、研究会等ではカバーしにくい内容を積極的に企画し、

支部らしさを前面に出した講演会、シンポジウム、見学会、地域イベント、教育イベント等を実

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

に、東京支部ならではの新たな活動についての検討を進めることを目標とした。 
3-1 事業概要 

平成 28 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最新の研究開発動向を紹介する企画、②教育事業へ

の貢献、③先達の知恵を若手に伝え，知恵を持つ先達と若手の交流を深める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。 
シンポジウム（3 回、参加者 337 名）、見学会（3 回、参加者 74 名）を開催し大変盛況であった。 

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（2 回 参加者 109 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、6 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（1 回 参加者 23 名）、見学会（1 回 参加者 6 名）は参加者の知識の向上に役立ち大

変有意義であった。 
・当支部学生会活動の PR 活動の一環として、学生会報（550 部発行）を研究発表会会場にて配布

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表

会を 3 月 4 日に開催し、講演論文集を発行・配布するとともに、WEB 公開した。160 件の発表が

あり、学生員の活発な質疑応答が行われた。 
・学生ブランチの 7 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として､学生会運営委員会委員の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 28 年度東京支部学生奨励賞 
東京支部学生会研究発表会奨励賞選奨方針に基づき、下記の 16 名を選定し、平成 29 年 3 月 4 日

に贈呈した。                   （五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 氏 名 所 属 

秋山 祐也 都立産技高専 野尻 昂宏 芝浦工大 
浅野 裕太 茨城大 花見  唯 青学大 
荒川 遥香 東工大 古澤 慎一 芝浦工大 
内海  覚 東京電機大 松本 裕貴 東京理科大 
小宮 健人 明大 皆川 昌樹 防衛大 
杉浦  優 芝浦工大 山本 篤志 茨城大 
杉山 将志 千葉大 山本 健造 東京電機大 
中村 哲也 東京都市大 渡井 公介 東京電機大 

3-2-2 平成 28 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 5 名を選定し、3 月 4 日に贈呈した。 
                （五十音順、敬称略） 

役 職 受賞者 所 属 
学生会委員 荒井 和輝 都立産技高専 
学生会委員 太田 亮祐 神奈川工科大 
学生会委員 北村 拓也 群馬大 
学生会委員 香西  優 千葉工大 
学生会委員 福谷 友宏 横浜国大 
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４．信越支部 
平成 28 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 28 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 165 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 4 回、新潟地区 3 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、昨今話題となっている「人を対象とした

研究倫理」に関して、電子情報通信に関する領域でも無視できない状況になってきていることから多

いに役立った。 
4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

・研究交流会：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 28 年度信越支部学生奨励賞 
選奨規程に基づき下記の 14 名を選定し贈呈した。（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 

岩田 樹 新潟大 屋内ホール環境における 58.5 GHz 帯電波伝搬路測定実験 

鈴木 志明 新潟大 送信ビームフォーミングと NOMA の併用伝送の屋内実環境における性能評価 

馬場 千晴 新潟大 OpenStreetMap データを用いた触地図自動作成システムの開発 − 縮尺に応じた

表示内容変更機能の実装−  

木村 匠 信州大 USRP を用いたダイナミックスペクトラムアクセス型コグニティブ無線機構の実

装検討 

Hajer Mejri 信州大 Development and Evaluation of an Online Assistant for Helping Novice Learners Correct 
Defects in i* Models 

大野 泰嗣 信州大 配水ネットワークに対する多目的ロバスト最適化の検討 

田島 諒一 長岡技科大 触媒反応支援 CVD 法による非極性 ZnO 膜の電気伝導特性 

堀沢 翔太 新潟工科大 組込みシステムの制御対象仮想化と安全性の評価 

桜井 優里 諏訪東京理科大 両面表面を用いた高性能化な地色除去法 

高橋 拓也 諏訪東京理科大 観測信号の相関に基づくフィードバックパス収束速度の改善によるハウリング

抑圧 
桒原 佑斗 長岡高専 トレーサビリティーを目的としたガラスインナーマーキング方法の開発 
綱 玄太 長岡高専 超音波トランスデューサと反射板を用いた微小物体の浮揚高さ特性 
古屋 千佳 長野高専 フルカラー画像における画質の低下を抑えた限定色化に関する研究 
平栗 拓哉 長野高専 無線LAN用マルチバンド平面アンテナに関する研究 

4-2-2 平成 28 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（山田研究室） 
３位 新潟大学工学部情報工学科 スマートライフ研究室（山﨑研究室） 
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５．東海支部 
平成 28 年度に行った事業を下記に示す。総合大会が東海での開催であったことから、総合大会の前

日に、東京支部との合同講演会を名古屋で開催した。関東・関西からの参加者が東海からの参加者を上

回り大変盛況であった。 
 

5-1 事業概要 
平成 28 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 161 名）、見学会（1 回参加者 23 名）、小中高校生向け理科教育講座

（1 回 1 会場 参加者合計 144 名）、専門講習会（1 回参加者 40 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（4 回 参加者合計 414 名）、学生研究発表会（3 回開催 参加者合計 460 名）、卒業研

究発表会（1 回 発表者 74 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・電子・情報関係学会東海支部連合大会（1 回 参加者 945 名）を 8 学会（電気学会東海

支部が主担当）で共同開催した。 
5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

5-2-1 平成 27 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 20 名を選定し、平成 28 年 6 月 15 日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
氏名 

(敬称略) 
所 属 (2016 年 3 月時点) 推薦者 (敬称略) 

研究テーマ ソサイエティ 

三輪 洋祐 名古屋大学 工学部 電気電子情報工学科 片山 正昭 
高信頼無線制御のための通信路誤り訂正符号化に関する研究 B 通信 

赤部 知也 静岡大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 渡邊 実 
放射線でダメージを受けた光再構成型ゲートアレイのリカバリー手法  

木下 雅之 名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 山里 敬也 
イメージセンサを用いた ITS 可視光通信 B 通信 

神津 知之 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 大内 浩司 
光無線通信における二重化 ACO-OFDM に関する研究 A 基礎・境界 

溝口 知彦 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 伊藤 嘉浩 
次世代ネットワークプロトコル IPv6 における QoS および QoE に関する研究 B 通信 

宮川 晴希 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 関川 純哉 
直流高電圧回路内で発生するアーク放電の消弧特性 C エレクトロニクス 

藤田 秀 名古屋工業大学 大学院工学研究科 創成シミュレーション工学専攻 福嶋 慶繁 
乱択アルゴリズムによる高効率なエッジ保持平滑化に関する研究 D 情報・システム 

中村 圭吾 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 平山 裕 
結合共振型無線電力伝送に関する研究 B 通信 

三木 勇磨 岐阜大学 大学院医学系研究科 再生医科学専攻 藤田 広志 
歯科パノラマ X 線写真における上顎洞異常の自動検出システムの開発  

石川 智啓 名古屋大学 大学院情報工学研究科 電子情報システム専攻 長谷川 浩 
Grouped Routing 光ネットワークの高信頼化の研究 B 通信 

高比良 宗一 愛知県立大学 大学院情報科学研究科 情報システム専攻 臼田 毅 
量子-古典ハイブリッド計算による線形方程式の解法に関する研究  

丹羽 真規 名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 佐藤 健一 
大規模光ノード実現のためのノード構成・デバイス設計に関する研究 B 通信 

杉野 恭兵 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 大囿 忠親 
Bluetooth ビーコンに基づくデバイスフリー測位  

和泉 政史 豊橋技術科学大学 大学院電気・電子情報工学専攻 大平 孝 
電波を駆使した自動追尾走行ロボットシステムの研究 B 通信 

中島 啓太 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 岡本 英二 
UWB 信号位置推定を用いた屋内適応照明制御による省電力化手法の研究 B 通信 

高倉 健太郎 名古屋大学 大学院工学研究科 計算理工学専攻 吉川 大弘 
P300 に基づく認知症の早期発見  

佐藤 和輝 名城大学 大学院理工学研究科 情報工学専攻 宇佐見 庄五 
コヒーレント状態信号に対する非破壊的な量子受信機 A 基礎・境界、他 

野原 章弘 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 新谷 虎松 
登山支援、登山計画支援、Linked Open Data、情報抽出、構造化、オントロジー  
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清水 悠斗 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 王 建青 
インプラント UWB 通信の高信頼・高速伝送に関する研究 B 通信 

汪 雪婷  名古屋大学 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 間瀬 健二 
広視域角次世代マルチビュービデオの視聴支援 D 情報・システム 

 
5-2-2 平成 28 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 9 名を選定し、平成 29 年 3 月 3 日に表彰した。 
（順不同、敬称略） 

  発表者 指導教員 所属 発表題目 

口
頭
発
表 

最優秀賞 森川  一穂 戸 田  智 基  名 古 屋 大 学 喉頭摘出者のための歌唱支援を目指した電気音声

変換法 

優秀賞 

伊藤  啓太 岡 本  英 二 名 古 屋工 業 大学 光衛星通信への Polar 符号適用に関する 
検討 

前島  悠斗  片 山  正 昭  名 古 屋 大 学 
無人航空機を用いた災害時臨時通信ネットワーク

における情報伝送遅延時間短縮のための飛行パタ

ーンの検討 

見雪  雄哉  眞 田  耕 輔  三 重 大 学 非飽和および飽和状態における全二重通信 WLAN
における理論解析 

鳥居  耕太  小 栗  宏 次  愛 知 県 立 大 学 自動車の乗り心地評価に向けたシミュレータ走行

時における生体信号多変量解析 

佐藤  陽昇  村 瀬  洋  名 古 屋 大 学 撮影支援に向けた料理写真の魅力度推定手法の改

良 

ポ
ス
タ
ー
発
表 

最優秀賞 丸山  功貴 吉 川  大 弘 名 古 屋 大 学 遺伝的アルゴリズムを用いたSVM入力変数の最適

化に関する検討 

優秀賞 
神谷  裕作  小 栗  宏 次  愛 知 県 立 大 学 運転中の光刺激提示がドライバに与える覚醒効果

の検証 

神野  祐人 宇佐見 庄五 名 城 大 学 シンボルペア通信路における 2 元線形符号のペア

距離に対する考察 
 

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・研究発表会等を開催した。

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 28 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（2 回） 
その他、シンポジウム、講演会への後援を 3 件行った。 

・電気関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
連合大会は福井工大において 9 月 13 日・14 日の二日間にわたって行われ、発表 265 件と盛況であ

った。また、大会内で支部主催の招待講演を実施した。 
6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（5 回、うち 1 回は情報処理学会北陸支部との共催） 
・学生による研究発表会（1 回） 
学生による研究発表会は福井高専において 3 月 4 日に開催され、発表 129 件、参加者 174 名と盛

況であった。 
6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

6-2-1 平成 28 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 26名を受賞者として選定した。平成 29年 2月に賞状と副賞を贈呈した。 
（順不同、敬称略） 

氏名 所属機関 講演題目 
石原 智也 金沢工業大学大学院 マイクロ波可変出力増幅器用電力分配回路 
中本 篤志 金沢大学大学院 FMCW 光センサシステムのための半導体レーザの光周波数掃引の線形化 
山口 航平 金沢大学大学院 光検出器アレイを用いた FMCW 方式物体形状計測に関する研究 
鷲塚 達也 金沢大学大学院 FMCW 光距離センサシステムによる物体形状測定 
青木 康祐 富山県立大学大学院 空中筆記認証における筆記者のモデル化の検討 
安宅 祐香 富山県立大学大学院 光電子の影響を考慮した S-310 型観測ロケット搭載用電場観測アンテナ 
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髙野 梓 富山県立大学大学院 時系列特徴を用いた瞬き動作による個人認証 
田中 緑 富山県立大学大学院 筆記者識別のためのペン把持特徴量の評価 
田開 孝祐 富山県立大学大学院 150MHz 帯小型・軽量電波方向探知機の開発 
服部 史空 富山県立大学大学院 Tb/Eu と Gd を導入した酸化膜を持つシリコン系発光素子の発光特性解析 
森 隆晴 富山県立大学大学院 OTS/CafeOBJ 仕様からのテストケース自動生成の検討 
森田 悠生 富山県立大学大学院 可視光環境に対応した瞳孔径計測のための画像処理法 
吉田 智彦 富山県立大学大学院 カメラ配置を利用したカラー視体積交差法による物体形状復元方法の提案 
陶山 真昌 富山県立大学大学院 随意性瞬目と自発性瞬目を判別するための時系列波形特徴量の解析 
山岸 由佳 福井工業高等専門学校 ADHD の子供のための見守りランドセル開発 
朝比奈 慶享 福井大学 深層学習用ライブラリ Keras を用いた日本語の文節単位による言語モデルの獲得 
岩田 拓也 福井大学 双曲線および楕円を用いた位置推定法 

東 英志 福井大学大学院 二重障壁構造にガウス型波束が共鳴入射した場合の井戸内存在確率の時間変化を

表す式 
小松 哲幸 福井大学大学院 スワイプ操作における無意識的特徴を用いた個人認証 
近藤 友弘 福井大学大学院 ユーザ数を考慮した UAV 巡回路決定方式に対するユーザ移動の影響調査 
髙村 浩也 福井大学大学院 寄生素子を用いた Analog / Digital Hybrid システムの干渉波抑圧特性 
竹本 健二 福井大学大学院 二次元配列平面アレーにおける一方向ヌルを有する差パターン形成手法 

多保田 耕平 福井大学大学院 SFC に対する配置可能種類数とリンク遅延を考慮した動的 VNF 割当スケジュー

リングの提案 
半田 詩郎 福井大学大学院 直交偏波変換フィルタを用いた水平偏波無指向性アンテナ 
細見 昂示 福井大学大学院 つぶやき文の感情解析手法の評価 

道 健太郎 福井大学大学院 サービスファンクションチェイニングの伝送遅延制約と伝送帯域を考慮した最適

VNF 配置に対する経路選択法の効果 
 
6-2-2 平成 28 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 11 名を受賞者として選定した。平成 29 年 2 月に

賞状と副賞を贈呈した。 
（順不同、敬称略） 

所属 氏名 所属 氏名 
石川工業高等専門学校 山岸 徹平 富山大学 橋本 裕太 
金沢工業高等専門学校 吉村 柾輝 福井工業高等専門学校 牛若 光太 
金沢工業大学 大崎 郁弥 福井工業大学 広瀬 太志 
金沢大学 井上 拓海 福井大学大学院 小澤 伸也 
富山県立大学 古川 昌樹 北陸先端科学技術大学院大学 須藤 洸基 
富山高等専門学校 網谷 達輝   

 
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、一般に関心をも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 

7-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．講演会：1 回（計画 1 回）、参加者 48 名、「IoT のさらなる展開に向けた技術 ～あなたの隣

のセキュアでクレバーなシステムを目指して～」というテーマで講演会を実施した。 

イ．見学会：1 回（計画 1 回）、参加者 25 名、「NEC イノベーションワールド(関西)」、「産業

技術総合研究所 関西センター」を見学した。 

ウ．講習会：4 回（計画 4 回）、参加者 67 名（4 回の合計）、「機械学習の基礎と応用（10 名）」、

「画像処理講座（16 名）」、「アルゴリズムから学ぶ暗号技術（7 名）」に関する少人数制の講

習会を実施した。また、「人の内面状態理解のための生体情報センシング最新動向（34 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：1 回（計画 1 回）、参加者 36 名、マイコンボードといろいろなセンサーを組み合わ

せることで体感できる小さなコンピュータを実際に製作し，ハードとソフトに対する興味を

もって頂くことを目的として、「フィジカルコンピューティング-体感できるプログラミング

-」というテーマで中高生向けの講演会を神戸高専にて実施した。 



 55 

イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共催・後援の教育イベントの公募を行い、

舞鶴高専提案「フルカラーLED で七色に光るクリスマスツリーを作ろう！！(21 名)」「音に

反応して走る車を作ろう(40 名)」、奈良高専提案「親子で学ぶプログラミング(32 組 64 名)」

を採択し実施した。 

7-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

ア．講演会：2 回（計画 2 回）、参加者 32 名（2 回の合計）、「画像処理技術とその展開」「若手

企業技術者」に関する講演が行われた。 

イ．見学会：1 回（計画 1 回）、参加者 18 名、「オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセン

タ」の見学会を実施した。 

ウ．研究発表会：1 回（計画 1 回）、平成 29 年 2 月 22 日に開催し、53 件の発表、91 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 6 条ホ号） 

7-2-1．平成 28 年度 関西支部学生会 奨励賞 

関西支部学生会 支部長賞規定に基づき下記の5名を選定し、平成29年2月22日に贈呈した。

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

大上 佳範 立命館大学 キャリア波増幅用パラメトリックスピーカを用いた高音圧オーディオスポットの構築 

多田 圭汰 近畿大学 胸部 X 線 CR 画像を用いたじん肺自動診断支援システムの開発 

宮川 翔太 大阪府立大学 2-LP モード・リングコア EDF の構造パラメータ最適化 

山田 祥允 京都大学 ユーザ行動予測に基づくモバイルトラヒック平準化システム 

羅 揚 大阪府立大学 不均一なオレゴネータモデルにおけるパルス波の安定化制御 

7-2-2．平成 28 年度 関西支部 優秀論文発表賞 

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29年4月14日に贈呈する。

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

堤 康宏 大阪府大 機械式長周期ファイバグレーティングの偏光依存性モデル 

藤原 拓磨 大阪府大 サブアレーを有する Massive MIMO システムにおける平均 SINR の改善法 

堀部 大介 NTT 西日本 自走ロボットによる局舎状況把握・現地作業支援の取組みについて 

宮崎 拓也 神戸大 階層数に制限がある場合の有向グラフの階層化 

望月 香那 神戸大 全接続層の簡略化による CNN ハードウェアの回路規模削減 

7-2-3．平成 28 年度 関西支部学生会 功労賞 

関西支部学生会 支部長賞規定に基づき下記の 11名を選定し、平成 29年 2月 22日に贈呈した。

（敬称略） 

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

をなした功績により表彰するものである。 
望月 健太郎，牧野 仁宣（京都大学），岸田 大輔，三浦 大輝（近畿大学），小林 真，杉原 盛太郎（大阪大学），瀧田 愼，

古本 啓祐，渡辺 優平（神戸大学），中馬 琢真（大阪電気通信大学），小池 裕佑（大阪府立大学） 

 
８．中国支部 

平成 28 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、講習会等を実施した。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～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 12 回(主催 5 回 共同主催 7 回）、講習会 2 回（共同主催 2 回） 
・平成 28 年度(第 67 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会（開催日：平成 28 年 10 月 22 日、 

   開催校：広島大学、幹事学会：電気設備学会中国支部、参加者：409 名、一般講演：214 
件) 

・電気記念日行事に参加 （開催日：平成 28 年 3 月 24 日）、シンポジウム等への協賛（8 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 8 回(主催 8 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～ど 2016（応募数：総数 114 件、アイデア部門 104 件、作品部門 10 件） 
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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 112 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 22 名を選出した。 
（五十音順） 

 氏名 学 校 名 題      目 
1 井内 健人 岡山県立大学 センター試験英語段落タイトル付与問題の解答手法 
2 伊津野 貴大 島根大学 数量化Ⅱ類と STRIM によるアンケートデータ分析 
3 加藤 健祐 山口大学 Kinect を用いた頭部で操作可能な食事支援ロボットに関する研究 

4 木下 智貴 広島市立大学 
隣接した変数を持つ順序グラフパターンに対するマッチングアルゴリズ

ム 

5 國安 哲郎 県立広島大学 
NDN を適用したワイヤレスセンサネットワークにおける効率的なデー

タ配信手法に関する一検討 

6 齊藤 智一 鳥取大学 
気圧センサと DRM 標高データの大域的マップマッチングによる標高推

定手法の開発 
7 坂上 駿仁 徳山工業高等専門学校 教育用計算機の言語処理系の省メモリ化 
8 志賀 大輔 山口大学 分散型 PSO による電気製品スケジューリング 
9 武久 尚矢 近畿大学 リカレンスプロットを用いた歩行信号波形の解析 
10 田村 翼 鳥取大学 倉庫内搬送作業における高速な経路生成アルゴリズムの提案 
11 近森 太洋 岡山大学 可視光通信用 LED の非線形性による伝送特性劣化とその改善手法 

12 早川 達也 広島市立大学 
視力触覚および前庭感の呈示による移動体の高度没入型テレイグジスタ

ンスシステムの提案 
13 福島 悠太 島根大学 欠損値を含む決定表の統計的縮約に関する考察 
14 藤浦 達也 鳥取大学 １つの全天周カメラによる注視点推定 
15 宮地 雄太 川崎医療福祉大学 ビットシリアル型積和演算器を用いた IIR フィルタの実装 
16 宮武 尚之 岡山理科大学 遺伝的アルゴリズムによる容量制約付き p-median 問題に対する解法 
17 宮原 豪希 近畿大学 AR を利用した道路交通標識の意味理解支援システムの試験的評価 

18 村重 哲史 
徳山工業高等 

専門学校 

赤外線画像における Histogram of Oriented Gradient を用いたリアル

タイムハンドジェスチャ認識に関する研究 
19 八杉 奨 岡山県立大学 ハーフモード型左手系フェライト導波管の放射特性に関する一考察 
20 山本 智之 広島市立大学 高度没入型無限歩行システムの提案 

21 李 起春 広島市立大学 
2-限定的木置換文法に対する非終端記号に関する所属性質問を用いた質

問学習 
22 若宮 由衣 川崎医療福祉大学 冠動脈動画像における血管径可視化システムの開発 

8-2-2 平成 28 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 98 名を表彰（幹事学会：電気設備学会中

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 浅井 琢也 島根大学 大学院 総合理工学研究科 

2 大石 順貴 広島大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

3 大田 観 岡山県立大学 大学院 システム工学専攻 

4 奥本 直也 福山大学 大学院 電子・電気工学専攻 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 11 校 19 名 

岡山県 14 校 20 名 

島根県 6 校 13 名 

鳥取県 5 校 10 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 98 名 
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5 小西 裕己 広島市立大学 大学院 情報科学研究科 知能システム研究室 

6 高野 恵輔 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

7 福政 遼二 広島工業大学 大学院 工学系研究科 電気電子工学専攻 

8 牧村 悠司 鳥取大学 大学院 工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 

9 毛利 隆杜 山口大学 大学院 創成科学研究科 

10 矢野 晃啓 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 

8-2-4 学生ケータイあわ～ど 10 回記念表彰 
   学生ケータイあわ～どが 2016 年で 10 回目となった為、 

協賛企業とそれに関連して毎年学生向け講演会を実施していただいた講師 2 名を表彰した。 
《表彰対象者》 
感謝状贈呈・・・株式会社コトブキソリューション 

   功労賞  ・・・株式会社コトブキソリューション 丹田真裕 様 
           株式会社コトブキソリューション 柳澤義彦 様     
8-2-5 特別功労賞の表彰 
   学生ケータイあわ～どの立ち上げから運営に携わってこられた、 

株式会社コトブキソリューション丹田真裕様が平成 28 年 9 月に逝去された。  
これまでの教育に関する活動に対して中国支部から表彰した。 

   《表彰対象者》 
特別功労賞・・・株式会社コトブキソリューション 丹田真裕 様 

 
９．四国支部 

平成 28 年度は、四国における電子・情報・通信工学分野での学術・技術振興に寄与できるよう、講
演会、講習会、連合大会などの事業を実施し、四国内の研究者、技術者、学生へのサービス充実を目指
した。また、他学会との合同の支部連合大会において懇親の場を設け、四国内の研究者、技術者、学生
の懇親、情報交換の場を提供した。 

 
9-1 事業概要 

平成 28 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（5 回）、専門講習会（2 回）では、様々な分野で優れた業績を持つ講師による講
演、講習を実施し、参加者にとっては新たな知識、技術を得る機会となった。 

・平成 28 年度電気関係学会四国支部連合大会（平成 28 年 9 月 17 日）を開催し、他学会も
含め、四国の電気・情報関係の研究者、学生が発表を行い、情報交換・懇親を深める機会
となった（発表件数：283 件、参加者：412 名） 

・セミナー等の後援・協賛（4 件）を行った。 
9-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

・学生向け講演会（3 回）では、様々な分野の講師を招き、参加者は幅広く技術情報や知識
を得た。 

・平成 28 年度電気関係学会四国支部連合大会の会場において、学生員交流会を開催した。
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。 

・学生ブランチとして、3 校が講演会や見学会等の活動を実施した。 
9-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

9-2-1 平成 28 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 46 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） 
No. 大学 学科 氏名 

1 愛媛大学工学部 電気電子工学科 大草 光司 

2 愛媛大学工学部 電気電子工学科 大森 隆弘 

3 愛媛大学工学部 情報工学科 白方 あかり 

4 愛媛大学工学部 情報工学科 渡邊 大貴 

5 愛媛大学大学院 電子情報工学専攻電気電子工学コース 音田 拓哉 

6 愛媛大学大学院 電子情報工学専攻情報工学コース 香川 敬祐 

7 愛媛大学大学院 電子情報工学専攻 ICT スペシャリスト育成コース 廣川 貴大 

8 高知大学理学部 応用理学科 情報科学コース 
OOI CHUN 
WEI 
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9 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科理学専攻 藤原 将人 

10 徳島大学工学部 電気電子工学科 平井 智士 

11 徳島大学工学部 電気電子工学科 長尾 宜晃 

12 徳島大学工学部 知能情報工学科 西村 友基 

13 徳島大学工学部 光応用工学科 日野 公貴 

14 徳島大学大学院 システム創生工学専攻電気電子創生工学コース 大井 康丞 

15 徳島大学大学院 システム創生工学専攻電気電子創生工学コース 北 征也 

16 徳島大学大学院 システム創生工学専攻知能情報システム工学コース 柏田 成 

17 徳島大学大学院 博士前期課程システム創生工学専攻光システム工学コース 尾﨑 亮介 

18 香川大学工学部 電子・情報工学科 石岡 匠也 

19 香川大学工学部 電子・情報工学科 金平 勇作 

20 香川大学工学部 知能機械システム工学科 濵本 晃輝 

21 香川大学大学院 信頼性情報システム工学専攻 高田 良介 

22 香川大学大学院 知能機械システム工学専攻 細野 皐月 

23 徳島文理大学理工学部 電子情報工学科 石川 稜 

24 徳島文理大学大学院 システム制御工学専攻 柳 清太郎 

25 高知工科大学 システム工学群 五百藏 雅幸 

26 高知工科大学 情報学群 甲原 春花 

27 高知工科大学大学院 電子・光システム工学コース 森住 祐紀 

28 高知工科大学大学院 情報システム工学コース 田中 麻実 

29 四国大学経営情報学部 メディア情報学科 小林 加奈 

30 阿南工業高等専門学校 電気電子工学科 坂根 空 

31 阿南工業高等専門学校 制御情報工学科 長町 和弥 

32 阿南工業高等専門学校専攻科 電気・制御システム工学専攻 榎本 雅仁 

33 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 藤田 龍之介 

34 高知工業高等専門学校専攻科 機械・電気工学専攻 石野 達也 

35 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 岸本 紫電 

36 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 宇佐美 健太 

37 新居浜工業高等専門学校専攻科 電子工学専攻 上杉 勇太 

38 香川高等専門学校 電気情報工学科 小西 一馬 

39 香川高等専門学校 機械電子工学科 三宅 真正 

40 香川高等専門学校専攻科 創造工学専攻 松浦 翔太 

41 香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 佐野 裕大 

42 香川高等専門学校 電子システム工学科 松本 友樹 

43 香川高等専門学校 情報工学科 大谷 優果 

44 香川高等専門学校専攻科 電子情報通信工学専攻 春日 貴章 

45 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 谷本 伯斗 

46 弓削商船高等専門学校 情報工学科 
ｶﾙﾋﾞﾝ ｼﾞｬﾆﾄｩ

ﾗ ﾊﾘﾑ 

 
１０．九州支部 

平成 28 年度は、既存の事業の他、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 28 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（新定款第 4 条ロ号） 

ア． 講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 5 回を開催した他、協賛・後援の講演会、シン

ポジウムを 10 件行った。 
イ． 専門講習会：佐賀大学にて「無線電力伝送」という演題にて 4 名の専門家をお招きし

ご講演頂いた。参加者は 48 名と盛況であった。 
ウ． ワークショップ：アンテナ伝搬研究会と共催にて、アンテナ・伝搬における設計・解

析手法ワークショップ(WS55)｢ネットワークアナライザを利用したアンテナ測定の基
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礎と応用｣を福岡工業大学にて開催し、企業、大学関係者など参加者 43 名と盛況であ

った。 
エ． 電気・情報関係学会九州支部連合大会：宮崎大学にて 2 日間に渡り開催された。参加

者は一般講演数 400 件、企業講演 2 件、招待講演 2 件、特別講演 1 件、聴講者 223 名

を数え大変盛況であった。 
オ． 国際フォーラム：IEEE Antennas and Propagation Society, Fukuoka Chapter と共

催にて、「11th Asia-Pacific Engineering Research Forum on Microwaves and 
Electromagnetic Theory (略称：APMET 2016)」を長崎大学にて 2 日間に渡り開催し

た。招待講演からなるプレナリーセッションで、32 名の参加があり好評であった。 
10-1-2 教育事業（新定款第 4 条ロ、ヘ号） 

ア． 子供の科学教室：熊本大にて「フルカラーLED を発光させよう」をテーマに、講演と

電算機演習室の見学、LED の作成を行った。応募数 132 組 161 名に対し、抽選にて小

中学生 27 名と保護者 19 名の親子に参加いただき好評を得た。 
イ． ものづくり教室：有明高専と共催にて「第 11回エレクトロニクス もの（価値）づく

り体験教室 たのしいラジオづくり♪ＦＭたんとを聴いてみよう！」をテーマに開催。

小中学生 39 名と保護者 40 名に参加いただき大変好評を得た。また開催について地元

新聞紙に掲載された。 
ウ． 科学体験プロジェクト：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「おもしろ科学

体験プロジェクト in 阿蘇小国」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。当初 3 月に発生した熊本地震のため、延期を検討したが、

地元から強い要望があり、日程を数日変更して開催。48 名の小中学生と 22 名の保護

者に参加いただき大変好評を得た。 
10-1-3 学生会事業（新定款第 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、宮崎大学にて講演会を開

催し、124 件の講演と 2 件の国際ポスターセッションが行われ、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． 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および交流を図り大いに有意義

であった。 
ウ． 学生ブランチ：10 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 6 条ホ号） 
10-2-1 平成 28 年度 連合大会講演奨励賞 

｢電気・情報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 6 名を選

定し、平成 29 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 

花崎 厚年 
九州大学大学院システム情報科学府情報

知能工学専攻 
複数の魚眼カメラを用いた人物の位置推定 

板平 健吾 
長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 
相関係数を用いた煙の特徴量の検討 

川原 和也 
鹿児島工業高等専門学校専攻科 

機械・電子システム工学専攻 

インクジェット法を用いて作成した有機透明導電膜のイ

ンクと塗布表面の改善 

猿渡 翔一郎 
宮崎大学宮崎大学大学院工学研究科 情

報システム工学専攻 

Web アプリケーションにおける MVC に着目した脆弱性

検査手法の提案 

宮内 亮一 
宮崎大学大学院農学工学総合研究科 物

質・情報工学専攻 

ネステッドチョッパー技術を用いた計装アンプにおける

チョッピングクロック周波数に関する一考察 

梶原 一宏 
長崎総合科学大学工学部工学科 

電気電子工学コース 

ピーク電流を用いたディジタル制御方式 DC-DC コンバ

ータの周波数解析について 
10-2-2 平成 28 年度 貢献賞 

電気・情報関係学会九州支部連合大会における貢献賞の表彰規程に基づき下記 1名を選定し、

平成 29 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 

瀬川 隆央 
アンリツ株式会社 

計測器営業本部 営業推進部 
最新ベクトルネットワークアナライザの技術動向 
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10-2-3 平成 28 年度 学生会講演奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記 13 名を選定し、平成 29 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 

森部 豊 
福岡工業大学情報工学部 

情報工学科 4年 
CRBF と CBP ニューラルネットの性能比較実験 

橋本 和憲 
福岡工業大学情報工学部 

情報システム工学科 4年 
医用画像を用いた生体肩関節の動態解析 

高柳 隼人 
長崎大学大学院工学研究科 

電気電子工学専攻 修士 1年 
偏波合成開口レーダによる 2016 年熊本地震の解析 

廣重 明男 
長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 1年 
2D-FBTS 法による層状媒質の電気定数推定に関する研究 

白川 拓也 
長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 2年 

フィードバックゲイン可変方式DC-DCコンバータの過渡

特性について 

山之内 圭祐 
長崎総合科学大学工学部電気電子工学

科電気電子工学コース 4年 

集積化脳神経プローブ向け CMOS リファレンス回路の一

考察 

古市 顕則 
鹿児島工業高等専門学校 

機械・電子システム工学専攻 2年 
リモートセンシングを用いた地形観測に関する研究 

宮﨑 達 
鹿児島工業高等専門学校 

機械・電子システム工学専攻 2年 
酸化亜鉛を用いたフレキシブルな透明導電膜の作製 

住本 尚史 
熊本大学工学部 

情報電気電子工学科 4年 

ＣＤＭＡ通信における相関受信機出力レベルとハミング

符号を利用した誤り訂正 

藤原 光樹 
熊本高等専門学校情報通信 

エレクトロニクス工学科 5年 

GPS 衛星からの電波を用いた干潟の微地形観測に関する

水面の影響の検討 

樋口 佳奈 
熊本高等専門学校 

電子情報システム工学専攻科 1年 
騒音の同時分布を利用した話者音声の抽出 

石川 達也 
宮崎大学大学院工学研究科 

工学専攻エネルギー系コース 1年 
画像処理による不審者検知に関する研究 

津下 大晃 
宮崎大学大学院工学研究科 

工学専攻エネルギー系コース 1年 
A study of the automatic detection of snatch theft by a 
surveillance camera 

10-2-4 平成 28 年度 成績優秀賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 56 名を選定し、平成 29 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
表彰者 学   校 表彰者 学   校 表彰者 学   校 

大山 湧史 久留米工業大学 松田 拓也 
鹿児島大学 

金城 信秀 
琉球大学 

前田 祐太 
宮崎大学 

熊川 瑛至 大城 海斗 

臼崎 翔太郎 西田 龍義 

崇城大学 

原田 亜紀 北九州市立大学 

西内 俊哲 
近畿大学 

香月 千晶 吉弘 憲大 西日本工業大学 

野口 隆太 桑原 侑里 辻 健太郎 佐世保工業高等専門学校 

中山  佳紀 
九州工業大学 

東條 貴明 

大分大学 

田上 開進 有明工業高等専門学校 

篠崎 尚弥 山根 直大 吉田 涼一朗 久留米工業高等専門学校 

髙宗 ちひろ 

九州工業大学 

花畑 良輔 三奈木 惣太 
大分工業高等専門学校 

三澤 倫子 大平 光太 第一工業大学 荒巻 恵 

永野 航太郎 山之内 圭祐 
長崎総合科学大学 

藤浪 翔 都城工業高等専門学校 

吉富 大佑 
九州産業大学 

瀨戸 郁哉 上野 裕一郎 

熊本高等専門学校   弘中  拓生 釜坂 僚 
長崎大学 

坂本 奨馬 

重冨 孝太 
九州大学 

福本 秀晃 渡邉 大樹 

原田 大輔 野田 龍成 

福岡工業大学 

山崎 翔平 

鹿児島工業高等専門学校 日高 悠輔 東海大学 羽有 圭介 井上 晴海 

竹原 聖翔 熊本大学 加藤 舜規 松倉 直樹 

松尾 健斗 
佐賀大学 

岩橋 拓人 西尾 僚馬 
北九州工業高等専門学校 

田中  雄也 藤﨑 美夏 大森 優雅 

  

  
武藤 彰吾 福岡大学 宮城 和史 沖縄工業高等専門学校 

 
10-2-5 平成 28 年度 学術奨励賞 

学生会表彰規程に基づき下記の 28 名を選定し、平成 29 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
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表彰者 所 属 表彰者 所 属 

劉 時宇 
早稲田大学理工学術院大学院 

情報生産システム研究科 
谷口 弘展 

長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 

真子 翔太 
宮崎大学大学院工学研究科 

電気電子工学専攻 
安部 寛二 

福岡工業大学大学院工学研究科 

電子情報工学専攻 

濱名 幸也 
近畿大学大学院産業理工学研究科産業

理工学専攻 
吉冨 圭史郎 

福岡大学大学院工学研究科 

電子情報工学専攻 

松田 望 
九州工業大学大学院工学府 

電気電子工学専攻 
又吉 秀仁 

琉球大学大学院理工学研究科 

電気電子工学専攻 

小林 直人 
九州工業大学大学院 

情報工学府先端情報工学専攻 
岡部 稜 

北九州市立大学大学院 

国際環境工学研究科情報工学専攻 

飯干 杏美 
九州産業大学大学院 

情報科学研究科情報科学専攻 
駱 義 

西日本工業大学院工学研究科 

産・環境システム専攻 

池田 侑司 
九州産業大学大学院 

工学研究科産業技術デザイン専攻 
三島 聖志 

有明工業高等専門学校専攻科 

生産情報システム工学専攻 

井手 将太 
九州大学大学院システム情報科学府 

情報知能工学専攻 
酒井 大成 

沖縄工業高等専門学校専攻科 

創造システム工学専攻 

木本 圭祐 
熊本大学大学院自然科学研究科 

情報電気電子工学専攻 
草野 欽太 

熊本高等専門学校専攻科 

電子情報システム工学専攻 

高橋 潤 
佐賀大学大学院工学系 

研究科電気電子工学専攻 
青木 祐也 

鹿児島工業高等専門学校専攻科 

電気情報システム工学専攻 

中居 謙太郎 
鹿児島大学大学院理工学研究科 

情報生体システム工学専攻 
竹本 尭令 

大分工業高等専門学校専攻科 

電気電子情報工学専攻 

河野 健人 
崇城大学大学院工学研究科 

応用情報学専攻 
中尾 亮 

佐世保工業高等専門学校専攻科 

複合工学専攻 

久田 雄大 
大分大学大学院工学研究科 

電気電子工学専攻 
高橋 勇人 

北九州工業高等専門学校専攻科 

生産デザイン工学専攻 

内田 康馬 
長崎総合科学大学大学院 

工学研究科電子情報学専攻 
金丸 鈴美 

都城工業高等専門学校専攻科 

機械電気工学専攻 

 
 

以上 
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Ⅳ．平成 28 年度役員及び代議員の構成 
平成 28 年度役員                                29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 佐藤 健一  
 次期会長 篠原 弘道  
 副会長 大石 進一 森川 博之 
 副会長 中沢 正隆 安浦 寛人 
 総務理事 小林 岳彦 辻 ゆかり 
 会計理事 本島 邦明 喜多 泰代 
 編集理事 伊東  匡 高田 潤一 
 企画理事 山尾  泰 杉山 一雄 
 調査理事 永妻 忠夫 石川 悦子 
 編集長（理事） 津田 俊隆  
 企画戦略室長（理事） 江村 克己  
 規格調査会委員長（理事） 淺谷 耕一  
 ESS 会長（理事） 植松 友彦  
 CS 会長（理事） 村田 正幸  
 ES 会長（理事） 大橋 弘美  
 ISS 会長（理事） 坂井 修一  
 ESS 次期会長（理事） 今井  浩  
 CS 次期会長（理事） 守倉 正博  
 ES 次期会長（理事） 植之原裕行  
 ISS 次期会長（理事） 中村 裕一  
 監 事 小川 恭孝 山本 博資 

 
平成28年度代議員                               107名 
相澤 清晴 植松 友彦 鯉渕 道紘 鈴木  博 中野 義昭 村瀬  洋 
秋葉 重幸 梅比良正弘 古神 義則 妹尾尚一郎 中平 勝子 村田 正幸 
浅井光太郎 榎木 孝知 小柴 正則 全  炳東 中村 正樹 本島 邦明 
淺谷 耕一 大石 進一 小林 岳彦 田口  亮 西原 基夫 森 香津夫 
安達 文幸 大高 明浩 小林 弘幸 武井 由智 橋本  修 森井 昌克 
天野 浩文 大槻 知明 坂井 修一 竹内 勇剛 長谷山美紀 森川 博之 
天野 英晴 大橋 弘美 酒井 善則 武田 一哉 秦 正治 守倉 正博 
荒木 純道 大牧 弘幸 坂庭 好一 但馬 康宏 濱本 和彦 安浦 寛人 
安藤  真 岡崎 哲夫 佐古 和恵 田村  裕 引原 隆士 安田 秀希  
池口  徹 小方 禎章 笹瀬  巌 津田 俊隆 藤原  融 保田 佳之 
石坂 圭吾 岡田  啓 佐藤 健一 筒井  弘  松井  猛 山尾  泰 
石田  亨 小川 恭孝 眞田 幸俊 都築 伸二 三木 哲也 山崎 克之 
伊東  匡 川口 雅司 三瓶 政一 津留  正臣 水町 光徳 山名  早人 
稲垣  潤 川西  直 鹿間 敏弘 土井美和子 密山 幸男 山中 直明 
稲積 泰宏  川村龍太郎 渋谷  徹 中里 秀則 美濃 導彦 山之内慎吾 
井上 友二 菊間 信良 清水 明宏 中沢 正隆 宮永 喜一 吉澤  晋 
茨木  久 岸本 文明 白石 善明 中島  誠 宮本  裕 吉野 秀明 
上原 一郎 桑原 秀夫 杉田 泰則 永妻 忠夫 村瀬  淳  
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Ⅴ．平成 29 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 平成 29 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 29 年 2 月 7 日～3 月 7 日に Web による投票で実施した。 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 
平成29年度代議員                               105名 
秋葉 友良 梅比良正弘 黒岩 丈介 新保 一成 中野 義昭 水波  徹 
浅井光太郎 江村 克己 黒田 吉広 杉山 一雄 仲村 泰明 美濃 導彦 
淺谷 耕一 大石 進一 桑原 秀夫 鈴木  博 中村 裕一 宮永 喜一 
安達 文幸 大槻 知明 高坂 拓司 曽根 秀昭 中山 裕之 宮本  裕 
荒木 純道 大橋 弘美 小柴 正則 高田  篤 中山 正敏 村田 正幸 
有吉 正行 大平  孝 小西 善彦 高田 潤一 灘  英輝 本島 邦明 
安藤  真 岡崎 康敬 小林 岳彦 竹内 勇剛 西  正博 森川 博之 
飯島 淳彦 小川 恭孝 斎藤 英雄 多田 哲生 西原 基夫 守倉 正博 
石川 悦子 香山 瑞恵 坂井 修一 谷合 由章 蜷川  繁 安浦 寛人 
石田  亨 川添 雄彦 酒井 善則 谷口倫一郎 橋本  修 保田 佳之 
石原 智宏 川村龍太郎 佐々木宣介 中條 直也 長谷山美紀 山尾  泰 
伊東  匡 菊池 仁 笹瀬  巌 辻 ゆかり 東野 武史 山崎 眞見 
伊藤 良生 喜多 泰代 佐藤 健一 津田 俊隆 枚田 明彦 山本 博資 
井原 雅行 北村 拓也 佐波 孝彦 筒井  弘 平野  学 横内 則之 
茨木  久 木竜  徹 三瓶 政一 常光 康弘 廣岡 俊彦 和田山 正 
今井  浩 久我 守弘 汐崎  充 土井美和子 藤原  融  
植之原裕行 工藤 栄亮 篠原 弘道 中沢 正隆 松村  務  
植松 友彦 蔵田 武志 柴山  純 永妻 忠夫 松本隆太郎  
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	(2) 研究活動とその活性化
	(2-1) サブソサイエティ・研究専門委員会の活動
	平成28年度において、本ソサイエティには、19の研究専門委員会と1つの時限研究専門委員会が所属している。そのうち、9の研究専門委員会（時限研究専門委員会も含む）が、研究領域の近い複数の研究会から成る3つのサブソサイエティという研究コミュニティを形成している。平成28年度は、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が新たな研究専門委員会として活動を開始した他、ハードウェアセキュリティ時限研究会が新たに発足した。
	NLSの発足は、基礎領域や境界領域における、新研究領域の創出や複合領域の発展などを組織的に支援し、成長の加速化や事業の効率化を目指すためである。一方で、組織を形骸化せずに発展的に廃止することで新しい活力をもたらすことを目的に情報通信基礎サブソサイエティの廃止を行った。
	情報通信基礎サブソサイエティは、当初、情報セキュリティ研専(ISEC)、ワイドバンドシステム研専(WBS)、情報理論研専(IT)の3研専からなり、IT研専がISEC、WBS研専の両方と学問領域の上で密接な関連をもちISECとWBSの学問上の橋渡しをしていた。その後、IT研専がSITAサブソサイエティを新設し情報通信基礎サブソサイエティから離脱したため、ISEC、 WBS研専の2つの研究会が情報通信基礎サブソサイエティを構成することとなった。しかしながら、最近では各研究会の発展方向が異なり、両者と...
	(2-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動
	平成28年9月の開催されたソサイエティ大会では、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2件、依頼シンポジウム4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的に行うことで、会員のニーズに対応したサービスの充実を図っている。また、平成28年度は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて、小林 欣吾先生（電気通信大学名誉教授）により、「干渉通信路研究の潮流と展望」と題した講演がなされた。小林先生は共著者の韓先生とともに、現在でも未解決である干渉通信路容量域の決定問題につ...
	平成29年3月に開催した総合大会では、ソサイエティ特別企画シンポジウム1件、パネルセッション1件、チュートリアルセッション1件、依頼シンポジウム5件を企画した。また基礎境界ソサイエティ及びNOLTAソサイエティの企画として、昨年に引き続いて両ソサイエティの合同Welcome Partyを開催した、この企画では、「2017年研究開発エクセレントカンパニー」と題し、世界規模で、積極的に研究・開発を推進している企業の中から、両ソサイエティに関連のある企業23社より、会社案内や最近の成果などについて、ショ...
	(3) 編集活動
	(3-1) 論文誌の編集活動
	平成28年度は、和文及び英文論文誌のそれぞれにおいて、先見的かつ魅力的な特集号企画を実施することで、これら論文誌の内容の充実を図った。また、平成26年5月から本格運用を始めた、論文誌編集におけるエディタ制（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制度）を引き続き実施した。
	(3-2) 機関誌の編集活動
	本ソサイエティでは、NOLTAソサイエティと共同して、機関誌Fundamentals Review（FR誌）を年4回発刊している。
	FR誌は、両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、専門外の研究分野に対する会員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。この目的の達成のため、平成28年度は、20本の解説記事、5本の特別寄稿を掲載した。更に、本ソサイエ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することによって会員相互の情報交換...
	(4) 国外会員向け事業及びサービスの実施
	本ソサイエティの国外会員向けサービスとして、「国外におけるIEICEジャーナル論文の書き方セミナー」を平成23年8月より継続的に実施している。本年度は、8月にタイのタマサート大学シリントーン国際工学部において本セミナーを開催し、150名を超える出席者を得た。また1月にはフィリピンのデラサール大学においても本セミナーを開催し、62名の出席者を得た。
	また「IEICE-ESS論文編集・査読活動紹介国際セミナー」も、タイのKing Mongkut’s Institute of Technology、Ladkrabang (KMITL)において実施した。このセミナーは、国外会員の間での、本会論文誌の編集・査読業務への参画の要望の高まりを背景に企画されたものであり、参加者は開催校のKMITLの教員を中心に、アユタヤ大学の教員など計30名であった。特に、セミナーの冒頭には開催校の工学部長のMaleesee准教授が挨拶に見え、さらにセミナー全体を通じて副...
	この他にも、国外会員や日本在住の留学生を主な対象として、論文誌特集号や国際会議開催案内などの情報をメールマガジン「ESS-ENCE」としてとりまとめ、毎月15日に本ソサイエティのメーリングリストを通じて配信している。今後も、これらの活動をはじめとして、国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
	運営委員会を始めとするソサイエティ活動に関わる業務を円滑に進めることは、本ソサイエティの活動への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) 運営委員会・幹事会における遠隔会議システムの本格運用、(ii) 運営委員会をはじめとする各種会議へのソサイエティ旅費補助の活用（年5回の応募実施）、(iii) 会議資料の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。
	(6) 情報理論とその応用分野の論文へのアクセシビリティの向上、英文論文誌のオープンアクセス化の検討
	(6-1) 英文論文へのアクセシビリティの向上
	本ソサイエティ英文論文誌には情報理論とその応用に関連する多くの論文が掲載されているが、論文誌のタイトル（IEICE Transactions on Fundamentals）からは当該分野に関連する論文が掲載されていることが分かりにくいという問題が指摘されていた。さらに、それ以外の分野の論文も多数掲載されており、当該分野の論文がそれらの論文に埋もれてしまうため、欧米からの論文の投稿ならびに被引用数が少ないという問題を抱えている。そこで、これらの問題を解決し、国外の情報理論とその応用分野の研究者への...
	(6-2) 平成27年度から始まったESSの英文論文誌のオープンアクセス化についての議論を幹事会及び運営会議において引き続き行った。本年度はオープンアクセス化に伴うESSの収支状況の変化等を含めて、平成30年度からオープンアクセス化の実施をより具体的に検討した。オープンアクセス化により、他の海外論文誌が実施しているオープンアクセス化に追従し、掲載論文が幅広く読まれ、よりよく活用されることを目指しており、結果として、論文の被引用数の増加に結びつくと考えている。今後は、オープンアクセス化後の投稿論文数...
	U○　NOLTAソサイエティ
	(1) 企画会議：例年通りエレソ全体の財務立案と把握、企画の取りまとめと発信、会員サービスの充実、対外広報などを担当した。
	(1-1) 予算：今年度に引き続き次年度も「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業費」に関する予算を確保し、会員活性化・増加施策の強化を図った。2016年度予算案段階では約340万円の黒字であり、2016年12月時点での執行状況は、2015年度と比較して改善傾向にある。2017年度については、選奨費用の見直し、論文誌英文クオリティチェックの廃止、会員向け公開コンテンツ配信に係る費用の見直しなどを行い、約400万円の黒字を見込んだ修正予算案を策定した。引き続き、安定的な黒字化を目指した財務改善を進め...
	(1-2) 顕彰：エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰として27名の表彰を行った。エレクトロニクスソサエティ優秀学生修了表彰として、6大学の9専攻が選ばれた。例年通り、平成28年度（第20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。また、2016年度エレソフェロー推薦候補者を5名、2016年度シニア会員候補者を24名選定した。さらに、研究技術会議と連携して、2016年度ソサイエティ大会における若手発表者を対象に、エレソ学生奨励賞受賞を6件選定し、201...
	(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、2016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、2017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、の撮影を実施した。エレソNewsletterでは、今年度からスタートした各領域委員会の活動紹介、各賞受賞者、技術解説の寄稿などを編集し、記事内容の充実を図った。
	(2) 編集出版会議：例年通り出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3論文誌発行を担当した。エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、以下の施策を進めた。
	(2-1) 和文誌：注目研究者による招待論文や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。これは多くを占める本会の日本人会員（特に学生や若手研究者）に対し、母国語による教育・知識普及、最新技術動向の把握の効果が望めるためである。一方、一般投稿の論文数増大を目的に周知活動（学位取得を目指す研究者向けに和文誌に投稿するメリットなどを説明）も精力的に行った。また、本会創立100周年事業の一環として、「信学会創立100周年記念特集」を企画した。情報・通信の発展の基礎となった技術の中からエレクト...
	(2-2) 英文誌：昨年までに引き続き投稿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。英文誌は特集号として進める方針を維持しながら、ELEXで獲得した世界の研究者からの一般投稿を促進する。また編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の海外比率を高め、各種国際会議との連携を強める。また、注目される掲載論文の解説記事をニューズレター誌に掲載し、会員の英文誌への関心を高める取り組みを行っている。
	(2-3) ELEX：全面オープンアクセスという特長を堅持し、発刊以来、速報性の維持・向上につとめてきた成果により投稿数は順調に増加してきた。質の高い論文の比率を向上させる方向に、今後の方針を徐々にシフトすべく、編集体制の強化、著者への論文スコープの周知徹底などを継続して行った。特に、投稿論文のプレスクリーニング、および編集委員による採否判定基準のばらつき等の抑制を目的に、シニアアドバイザ制度を導入した。本制度については、今年度の実績を精査し効果を確認したので、一部見直しを行った上で来年度以降も継...
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