
会　長 阪本　捷房 （東　大）

副会長 （在　京） 米澤　　滋 （電電公社） 岩片　秀雄 （早　大）

（地　方） 前田　憲一 （京　大） 青柳　健次 （阪　大）

監　事 関　　壮夫 （通　研）

庶　務 辻　　僲二 （電電公社） 城見多津一 （ＮＨＫ）

幹　事

会　計 生田　　滋 （富士通信機製造） 勝田日出夫 （電電公社）

幹　事

編　集 大島信太郎 （ＫＤＤ） 西巻　正郎 （東工大）

幹　事 深海　　規 （通　研） 見目　正道 （日　電）

瀧　　保夫 （東　大） 矢崎　銀作 （通　研）

（在　 京） 伊藤　　毅 （早　大） 尾佐竹　徇 （東　大）

沢崎　憲一 （東　芝） 二条　弼基 （電波研）

原島　　治 （日　電） 井上　俊雄 （電電公社）

緒方　研二 （電電公社） 小林　夏雄 （通　研）

染谷　　勲 （通　研） 宮地　杭一 （ＮＨＫ）

（地　 方） 伊藤　　誠 （九　大） 大高庄右衛門 （山形大）

真野　国夫 （東北大） 31.5 渡　　輝雄 （北陸通信局）

松本　　正 （北　大） 近藤　精一 （名古屋中央放送局）

生田　　努 （中国通信局） 31.7 須永　浩夫 （新日本放送）

岡本　真一 （近畿通信局） 秋永　良一 （九州通信局）

高島　義雄 （大阪中央放送局） 石田　光夫 （信州大）

（会長指名） 川上　寿一 （国　鉄） 鈴木　二郎 （古河電工）

太原　彦一 （中国電波監理局） 西松　武一 （警察庁）

三木　正一 （日　立） 岡田　成敏 （沖電気）

熊谷　俊郎 （愛媛大） 志田林太郎 （電波監理局）

博田　五六 （電通大） 古山　千城 （住友電工）

北海道 小田　荘六 （北海道警察通信部） 東　北 小池勇二郎 （東北大）

東　京 新堀　正義 （ＫＤＤ） 信　越 船津　重正 （信越通信局）

北　陸 森　　光三 （富山大） 東　海 小野　恒造 （東海通信局）

関　西 高島　義雄 （大阪中央放送局） 中　国 河喜多能一 （広島大）

四　国 岩田　敏男 （四国通信局） 九　州 宮田　秀介 （九州電力）

技術委員 石川　武二 （通　研）

会会長

規格調査 山本　　勇 （明　大）

会委員長

編集長 嶋津保次郎 （日　電）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和31年～32年（通常総会　31.5.12）



会　長 加藤　信義 （京　大）

副会長 （在　京） 岩片　秀雄 （早　大） 岡田　　實 （通　研）

（地　方） 青柳　健次 （阪　大） 小池勇二郎 （東北大）

監　事 岡村　　進 （通　研）

庶　務 城見多津一 （ＮＨＫ） 牧野　康夫 （電電公社）

幹　事

会　計 勝田日出夫 （電電公社） 沼倉　忠男 （電電公社）

幹　事

編　集 見目　正道 （日　電） 瀧　　保夫 （東　大）

幹　事 矢崎　銀作 （通　研） 小口　文一 （通　研）

平山　　博 （早　大） 柳井　久義 （東　大）

（在　 京） 井上　俊雄 （電電公社） 緒方　研二 （電電公社）

小林　夏雄 （通　研） 染谷　　勲 （通　研）

宮地　杭一 （ＮＨＫ） 生田　　滋 （富士通信機製造）

大島信太郎 （ＫＤＤ） 副島　義雄 （東　芝）

西巻　正郎 （東工大） 深海　　規 （通　研）

（地　 方） 秋永　良一 （九州通信局） 生田　　努 （中国通信局）

石田　光夫 （信州大） 岡本　真一 （近畿通信局）

高島　義雄 （大阪中央放送局） 荒木　義之 （北海道通信局）

板倉　清保 （阪　大） 落合　宜之 （名　大）

誉田　敏雄 （熊本大） 和田　正信 （東北大）

（会長指名） 岡田　成敏 （沖電気） 熊谷　俊郎 （愛媛大）

志田林太郎 （電波監理局） 博田　五六 （電通大）

古山　千城 （住友電工） 木村　六郎 （関東管区警察局）

杉山　智也 （古河電工） 田中　信義 （金沢大）

辻　　僲二 （電電公社） 来　　豊平 （国　鉄）

北海道 伊藤　　誠 （北海道通信局） 東　北 菊池　喜充 （東北大）

東　京 甘利　省吾 （電波研） 信　越 佐々木儀信 （信越電波監理局）

北　陸 守部　政喜 （北陸電波監理局） 東　海 森原　圭二 （中部日本放送）

関　西 菅田　栄治 （阪　大） 中　国 太原　彦一 （中国電波監理局）

四　国 清水　修蔵 （松山中央放送局） 九　州 野田健三郎 （九　大）

32.8 西村　　栄 （松山中央放送局）

技術委員 石川　武二 （通　研）

会会長

規格調査 山本　　勇 （明　大）

会委員長 32.6 丹羽保次郎 （東京電機大）

編集長 嶋津保次郎 （日　電）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和32年～33年（通常総会　32.5.11）



会　長 石川　武二 （電電公社）

副会長 （在　京） 岡田　　實 （東　大） 関　　英男 （岩崎通信機）

（地　方） 小池勇二郎 （東北大） 井上文左衛門 （住友電工）

理　事 関　　壮夫 （通　研） 黒川　廣二 （電電公社）

監　事 岡村　　進 （通　研） 島　　茂雄 （ＮＨＫ）

庶　務 牧野　康夫 （電電公社） 渥美　　玄 （電電公社）

幹　事 33.7 田島　一郎 （安立電気）

会　計 沼倉　忠男 （電電公社） 飯田　穣治 （電電公社）

幹　事 34.2 杉山　智也 （古河電工）

小口　文一 （通　研） 平山　　博 （早　大）

編　集 33.8 三木　七郎 （ＮＨＫ） 大友　和蔵 （通　研）

幹　事 柳井　久義 （東　大） 安田　一次 （ＮＨＫ）

蠣崎　賢治 （東　芝）

調　査 中村　幸雄 （通　研） 岡村　總吾 （東　大）

幹　事

（在　 京） 生田　　滋 （富士通信機製造） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

副島　義雄 （東　芝） 西巻　正郎 （東工大）

深海　　規 （通　研） 岡部豊比古 （東　芝）

勝田日出夫 （電電公社） 城見多津一 （ＮＨＫ）

二条　弼基 （電波監理局） 矢崎　銀作 （通　研）

（地　 方） 板倉　清保 （阪　大） 荒木　義之 （北海道通信局）

落合　宣之 （名　大） 34.2 牧本　利夫 （阪　大）

和田　正信 （東北大） 誉田　敏雄 （熊本大）

阿部　　満 （九州通信局） 阿部　　功 （信越通信局）

河辺　眷逸 （広島中央放送局） 今川　貞郎 （近畿通信局）

福島　弘毅 （東北大）

（会長指名） 木村　六郎 （警察庁） 杉山　智也 （古河電工）

田中　信義 （金沢大） 辻　　僲二 （電電公社）

来　　豊平 （国　鉄） 大谷　泰之 （京　大）

大森　忠夫 （日　立） 熊谷　俊郎 （愛媛大）

出川雄二郎 （日　電） 正木　知己 （沖電気）

北海道 松本　　正 （北　大） 東　北 船津　重正 （東北通信局）

東　京 高木　　昇 （東大生研） 信　越 青木　幹三 （富士通信機製造）

北　陸 渡　　輝雄 （北陸通信局） 東　海 平山　　温 （東海通信局）

34.3 沼田七次郎 （工事協会） 関　西 辻　　吉正 （住友電工）

中　国 真田　安夫 （中国電力） 四　国 深野　　稔 （四国電波監理局）

九　州 守部　政喜 （九州電波監理局）

技術委員 石川　武二 （電電公社）

会会長 33.7 森田　　清 （東工大）

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 嶋津保次郎 （日　電）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和33年～34年（通常総会　33.5.31）



会　長 永井　健三 （東北大）

副会長 （在　京） 関　　英男 （岩崎通信機） 高木　　昇 （東大生研）

（地　方） 井上文左衛門 （住友電工） 松本　秋男 （北　大）

理　事 黒川　廣二 （電電公社） 新川　　浩 （ＫＤＤ）

監　事 島　　茂雄 （ＮＨＫ） 岡部豊比古 （東　芝）

庶　務 渥美　　玄 （電電公社） 妻藤　達夫 （電電公社）

幹　事

会　計 飯田　穣治 （電電公社） 林　　　実 （ＮＨＫ）

幹　事 34.7 田島　一郎 （安立電気）

大友　和蔵 （通　研） 蠣崎　賢治 （東　芝）

編　集 安田　一次 （ＮＨＫ） 伊藤　義一 （通　研）

幹　事 宇都宮敏男 （東　大） 河津　祐元 （通　研）

34.6 副島　光積 （早　大）

調　査 岡村　總吾 （東　大） 新堀　達也 （通　研）

幹　事

（在　 京） 勝田日出夫 （電電公社） 岡部豊比古 （東　芝）

城見多津一 （ＮＨＫ） 34.5 瀧　　保夫 （東　大）

矢崎　銀作 （通　研） 二条　弼基 （電波監理局）

見目　正道 （日　電） 川上　正光 （東工大）

中村　幸雄 （通　研） 近藤　精一 （ＮＨＫ）

柳井　久義 （東　大）

（地　 方） 阿部　　功 （信越通信局） 阿部　　満 （九州通信局）

今川　貞郎 （近畿通信局） 河辺　眷逸 （広島中央放送局）

福島　弘毅 （東北大） 小沢　保知 （北　大）

大野　克郎 （九　大） 太原　彦一 （ラジオ中国）

真野　国夫 （東北大） 三戸　左内 （阪市大）

（会長指名） 大谷　泰之 （京　大） 大森　忠夫 （日　立）

熊谷　俊郎 （愛媛大） 出川雄二郎 （日　電）

正木　知己 （沖電気） 杉山　智也 （古河電工）

橋本　一郎 （北陸通信局） 田島　一郎 （安立電気）

吉村　克彦 （東海通信局） 34.7 来　　豊平 （国　鉄）

平山　　博 （早　大）

北海道 杉山　達郎 （北海道放送） 東　北 福島　弘毅 （東北大）

東　京 小島　　哲 （電電公社） 信　越 白川寿美男 （信州大）

北　陸 山内　清彦 （福井大） 東　海 吉村　克彦 （東海通信局）

関　西 斎藤亥三雄 （同志社大） 中　国 森　　元和 （中国通信局）

四　国 日野　憲一 （四国通信局） 九　州 福永　健男 （熊本大）

技術委員 森田　　清 （東工大）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 嶋津保次郎 （日　電）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和34年～35年（通常総会　34.5.16）



会　長 米澤　　滋 （電電公社）

副会長 （在　京） 高木　　昇 （東大生研） 三熊　文雄 （ＮＨＫ）

（地　方） 松本　秋男 （北　大） 内田　英成 （東北大）

理　事 新川　　浩 （ＫＤＤ） 野村　達治 （ＮＨＫ）

監　事 岡部豊比古 （東　芝） 染谷　　勲 （通　研）

庶　務 妻藤　達夫 （電電公社） 柳井　久義 （東　大）

幹　事

会　計 林　　　実 （ＮＨＫ） 柿田　　潔 （電電公社）

幹　事 36.2 志村　静一 （ＫＤＤ）

編　集 伊藤　義一 （通　研） 河津　祐元 （通　研）

幹　事 副島　光積 （早　大） 小西　一郎 （電電公社）

末武　国弘 （東工大） 関口　良雅 （通　研）

調　査 新堀　達也 （通　研） 宇都宮敏男 （東　大）

幹　事

（在　 京） 川上　正光 （東工大） 見目　正道 （日　電）

近藤　精一 （ＮＨＫ） 中村　幸雄 （通　研）

渥美　　玄 （大興電機） 柳井　久義 （東　大）

蠣崎　賢治 （東　芝） 35.5 平山　　博 （早　大）

大友　和蔵 （通　研） 古橋　好夫 （ＫＤＤ）

田中　末雄 （早　大）

（地　 方） 小沢　保知 （北　大） 真野　国夫 （東北大）

大野　克郎 （九　大） 35.5 吉村　克彦 （東海通信局）

太原　彦一 （ラジオ中国） 川原田　安夫 （四国通信局）

三戸　左内 （阪市大） 36.1 杉山　達郎 （北海道放送）

秋永　良一 （九州通信局） 森　　元和 （中国通信局）

北原　安定 （近畿通信局） 36.1 谷口　久夫 （広島中央放送局）

清野　　武 （京　大）

（会長指名） 杉山　智也 （古河電工） 平山　　博 （早　大）

橋本　一郎 （東海通信局） 35.5 新　太一郎 （富士通信機製造）

来　　豊平 （国　鉄） 吉村　克彦 （東海通信局）

木村　瑞雄 （信州大） 35.5 杉　　正男 （住友電工）

田島　一郎 （安立電気） 市川　真人 （名　大）

野島　正義 （電波監理局） 小池勇二郎 （東北大）

北海道 佐野　正世 （北海道通信局） 東　北 落合　岩男 （東北通信局）

東　京 岩片　秀雄 （早　大） 36.1 石田　　弥 （東北通信建設）

信　越 石田　　正 （信越電波監理局） 北　陸 倉地　重雄 （北陸電波監理局）

35.12 中西　光二 （信越電波監理局） 東　海 篠原　卯吉 （名　大）

関　西 佐々木卓夫 （近畿通信局） 中　国 森　　元和 （中国通信局）

四　国 吉田　　博 （松山中央放送局） 九　州 藤島　克己 （熊本中央放送局）

技術委員 森田　　清 （東工大）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 嶋津保次郎 （日　電）

35.8 高木　　昇 （東大生研）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和35年～36年（通常総会　35.5.14）



会　長 広田　友義 （早　大）

副会長 （在　京） 三熊　文雄 （ＮＨＫ） 小島　　哲 （通　研）

（地　方） 内田　英成 （東北大） 木村　六郎 （読売テレビ放送）

理　事 野村　達治 （ＮＨＫ） 二条　弼基 （電波監理局）

監　事 染谷　　勲 （通　研） 青野雄一郎 （電波研）

庶　務 柳井　久義 （東　大） 田中浩太郎 （電電公社）

幹　事 37.1 横井　大六 （電電公社）

会　計 柿田　　潔 （電電公社） 香西　　寛 （早　大）

幹　事

小西　一郎 （電電公社） 末武　国弘 （東工大）

編　集 36.9 山本　周三 （電電公社） 36.9 永利　　康 （東　芝）

幹　事 関口　良雅 （通　研） 相田　　実 （通　研）

猪瀬　　博 （東　大） 駒井　又二 （ＮＨＫ）

調　査 宇都宮敏男 （東　大） 岡登　博美 （電波監理局）

幹　事 36.12 山本　　孝 （電電公社）

（在　 京） 渥美　　玄 （電電公社） 大友　和蔵 （通　研）

蠣崎　賢治 （東　芝） 田中　末雄 （早　大）

古橋　好夫 （ＫＤＤ） 伊藤　義一 （通　研）

副島　光積 （早　大） 河津　祐元 （東　大）

安田　一次 （ＮＨＫ） 37.4 小口　文一 （通　研）

武田　行松 （日　電）

（地　 方） 秋永　良一 （九州通信局） 北原　安定 （近畿通信局）

杉山　達郎 （北海道放送） 清野　　武 （京　大）

谷口　久夫 （広島中央放送局） 今村　徳輔 （九州通信局）

宇田川銈久 （名　大） 37.1 佐藤利三郎 （東北大）

黒部　貞一 （北　大） 喜連川　隆 （三菱電機）

坂井　利之 （京　大）

（会長指名） 市川　真人 （名　大） 木村　瑞雄 （信州大）

小池勇二郎 （東北大） 田島　一郎 （安立電気）

野島　正義 （電波監理局） 京藤　睦重 （金沢大）

黒部　久雄 （四国電波監理局） 妻藤　達夫 （関東通信局）

新堀　達也 （通　研） 福井　　一 （警察庁）

北海道 滝川　　猛 （札幌中央放送局） 東　北 真野　国夫 （東北大）

36.9 石田　　正 （北海道電波監理局） 東　京 岡田　　實 （東大宇航研）

信　越 長井政次郎 （信越通信局） 北　陸 京藤　睦重 （金沢大）

東　海 橋本　一郎 （東海通信局） 関　西 笠原　芳郎 （阪　大）

中　国 谷口　久夫 （広島中央放送局） 四　国 黒部　久雄 （四国電波監理局）

36.7 玉川四良平 （広島中央放送局） 九　州 森　　延光 （九　大）

技術委員 森田　　清 （東工大）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 高木　　昇 （東大生研）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和36年～37年（通常総会　36.5.13）



会　長 尾見半左右 （富士通信機製造）

副会長 （在　京） 小島　　哲 （通　研） 岡部豊比古 （東　芝）

（地　方） 木村　六郎 （読売テレビ放送） 菅田　栄治 （阪　大）

理　事 二条　弼基 （電波監理局） 岡村　總吾 （東　大）

監　事 青野雄一郎 （電波研） 中村　幸雄 （通　研）

庶　務 横井　大六 （電電公社） 瀧　　保夫 （東　大）

幹　事

会　計 香西　　寛 （早　大） 阿部善右衛門 （日　立）

幹　事

相田　　実 （通　研） 猪瀬　　博 （東　大）

編　集 駒井　又二 （ＮＨＫ） 安達　芳夫 （東大生研）

幹　事 37.8 吉田信一郎 （東　芝） 遠藤　一郎 （通　研）

榎本　　肇 （ＫＤＤ）

調　査 山本　　孝 （電電公社） 蠣崎　賢治 （東　芝）

幹　事

（在　 京） 伊藤　義一 （通　研） 小口　文一 （通　研）

副島　光積 （早　大） 武田　行松 （日　電）

安田　一次 （ＮＨＫ） 宇都宮敏男 （東　大）

上田　弘之 （電波研） 鈴木　桂二 （ＮＨＫ）

染谷　　勲 （通　研） 柳井　久義 （東　大）

（地　 方） 宇田川銈久 （名　大） 喜連川　隆 （三菱電機）

黒部　貞一 （北　大） 佐藤利三郎 （東北大）

坂井　利之 （京　大） 石黒　美種 （徳島大）

大泉　充郎 （東北大） 福永　健男 （熊本大）

宮脇　一男 （阪　大） 37.10 野村　治雄 （北海道通信局）

山本　賢三 （名　大）

（会長指名） 京藤　睦重 （金沢大） 黒部　久雄 （四国電波監理局）

妻藤　達夫 （関東通信局） 新堀　達也 （通　研）

福井　　一 （警察庁） 青井　三郎 （沖電気）

斎藤　　晃 （藤倉電線） 博田　五六 （電通大）

福与　人八 （東工大） 三宅　康友 （日　大）

北海道 宮崎　政義 （北海道通信局） 東　北 石田　　弥 （東北通信建設）

37.12 野村　治雄 （北海道通信局） 東　京 岡村　　進 （日　電）

信　越 青木　幹三 （富士通信機製造） 北　陸 井上　　浩 （富山大）

37.9 石田　光夫 （信州大） 東　海 金原　　淳 （名　大）

関　西 三砂　延治 （大日日本電線） 中　国 玉川四良平 （広島中央放送局）

四　国 山本　幹次 （四国通信局） 37.8 河喜多能一 （広島大）

38.1 大橋　一郎 （四国通信局） 九　州 久保田啓二 （熊本中央放送局）

技術委員 森田　　清 （沖電気）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 高木　　昇 （東大生研）

38.5 小島　　哲 （通　研）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和37年～38年（通常総会　37.5.19）



会　長 高木　　昇 （東大生研）

副会長 （在　京） 岡部豊比古 （東　芝） 清宮　　博 （富士通信機製造）

（地　方） 菅田　栄治 （阪　大） 喜田村善一 （阪　大）

理　事 岡村　總吾 （東　大） 緒方　研二 （電電公社）

監　事 中村　幸雄 （通　研） 相浦　正信 （東　芝）

庶　務 瀧　　保夫 （東　大） 伊藤　義一 （通　研）

幹　事

会　計 阿部善右衛門 （日　立） 末武　国弘 （東工大）

幹　事

安達　芳夫 （東大生研） 榎本　　肇 （ＫＤＤ）

編　集 38.9 田宮　　潤 （東大宇航研） 飯島　泰蔵 （電　　試）

幹　事 遠藤　一郎 （通　研） 広田憲一郎 （電電公社）

岸　　源也 （東工大） 39.1 尾上　守夫 （東大生研）

調　査 蠣崎　賢治 （東　芝） 相田　　実 （通　研）

幹　事

（在　 京） 宇都宮敏男 （東　大） 上田　弘之 （電波研）

鈴木　桂二 （ＮＨＫ） 染谷　　勲 （通　研）

柳井　久義 （東　大） 伊藤　　毅 （早　大）

大島信太郎 （ＫＤＤ） 柿田　　潔 （電電公社）

駒井　又二 （ＮＨＫ） 高橋　秀俊 （東　大）

（地　 方） 石黒　美種 （徳島大） 大泉　充郎 （東北大）

宮脇　一男 （阪　大） 野村　治雄 （北海道通信局）

池上　淳一 （京　大） 38.6 所　　　猛 （札幌テレビ放送）

山本　賢三 （名　大） 喜安　善市 （東北大）

大野　克郎 （九　大） 虫明　康人 （東北大）

二条　弼基 （松下電器）

（会長指名） 青井　三郎 （沖電気） 斎藤　　晃 （藤倉電線）

博田　五六 （電通大） 福与　人八 （東工大）

三宅　康友 （日　大） 大内　淳義 （日　電）

斎数賢次郎 （国　鉄） 杉　　正男 （住友電工）

戸谷　徳潤 （警察庁） 鳴海　武雄 （古河電工）

北海道 仲丸　由正 （北　大） 東　北 真野　国夫 （東北大）

東　京 新川　　浩 （ＫＤＤ） 信　越 沼倉　忠男 （信越通信局）

北　陸 道正　喜一 （北陸電波監理局） 東　海 船津　重正 （東海通信局）

関　西 仲上　　稔 （神戸大） 中　国 河喜多能一 （広島大）

四　国 日比　　保 （松山中央放送局） 九　州 藤田　重明 （福岡大）

38.9 佐藤　良弥 （松山中央放送局）

技術委員 森田　　清 （沖電気）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 小島　　哲 （富士通信機製造）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和38年～39年（通常総会　38.5.18）



会　長 小林　宏治 （日　電）

副会長 （在　京） 清宮　　博 （富士通信機製造） 新川　　浩 （ＫＤＤ）

（地　方） 喜田村善一 （阪　大） 米山　正雄 （九　大）

理　事 緒方　研二 （電電公社） 染谷　　勲 （通　研）

監　事 相浦　正信 （東　芝） 新堀　達也 （電電公社）

庶　務 伊藤　義一 （通　研） 平山　　博 （早　大）

幹　事

会　計 末武　国弘 （東工大） 遠藤　一郎 （通　研）

幹　事

飯島　泰蔵 （電　　試） 尾上　守夫 （東大生研）

編　集 岸　　源也 （東工大） 大内　淳義 （日　電）

幹　事 39.7 中原　裕一 （東　芝） 星子　幸男 （通　研）

関口　利男 （東工大）

調　査 相田　　実 （通　研） 榎本　　肇 （ＫＤＤ）

幹　事

（在　 京） 伊藤　　毅 （早　大） 植村　三良 （ソニー）

柿田　　潔 （電電公社） 駒井　又二 （ＮＨＫ）

高橋　秀俊 （東　大） 新　太一郎 （黒沢通工）

大島信太郎 （ＫＤＤ） 川上　正光 （東工大）

瀧　　保夫 （東　大） 中村　幸雄 （通　研）

（地　 方） 池上　淳一 （京　大） 大野　克郎 （九　大）

喜安　善市 （東北大） 黒部　貞一 （北　大）

虫明　康人 （東北大） 39.7 大脇　健一 （神戸工業）

大泉　充郎 （東北大） 北原　安定 （九州通信局）

二条　弼基 （松下電器） 40.1 池谷　和夫 （名　大）

宇田川銈久 （名　大） 牧本　利夫 （阪　大）

（会長指名） 杉　　正男 （住友電工） 斎数賢次郎 （国　鉄）

戸谷　徳潤 （警察庁） 39.7 篠原　　泰 （国　鉄）

阿部善右衛門 （日　立） 鳴海　武雄 （古河電工）

河野　哲夫 （電波研） 蠣崎　賢治 （東　芝）

正木　知己 （沖電気） 河野　政治 （東京電機大）

三砂　延治 （大日日本電線）

北海道 小沢　保知 （北　大） 東　北 初見　辰二 （東北通信局）

東　京 黒川　廣二 （電電公社） 信　越 岡登　博美 （信越電波監理局）

北　陸 原田　安雄 （北陸通信局） 39.10 大塚　次郎 （信越電波監理局）

東　海 山本　賢三 （名　大） 関　西 津村　　隆 （三菱電機）

中　国 肥後　大介 （中国通信局） 四　国 中村　誠司 （四国電波監理局）

九　州 北原　安定 （九州通信局）

技術委員 森田　　清 （沖電気）

会会長 39.9 高木　　昇 （東大宇航研）

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 小島　　哲 （富士通信機製造）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和39年～40年（通常総会　39.5.9）



会　長 熊谷　三郎 （阪　大）

副会長 （在　京） 新川　　浩 （ＫＤＤ） 岡村　　進 （日　電）

（地　方） 米山　正雄 （九　大） 笠原　芳郎 （阪　大）

理　事 染谷　　勲 （通　研） 尾佐竹　徇 （東　大）

監　事 新堀　達也 （電電公社） 小口　文一 （通　研）

庶　務 平山　　博 （早　大） 清水　通隆 （電電公社）

幹　事

会　計 遠藤　一郎 （通　研） 関口　良雅 （通　研）

幹　事

大内　淳義 （日　電） 関口　利男 （東工大）

編　集 星子　幸男 （通　研） 貝塚　　博 （電電公社）

幹　事 高原　　靖 （通　研） 丹羽　　登 （東大宇航研）

調　査 榎本　　肇 （ＫＤＤ） 岩井　文彦 （電電公社）

幹　事

（在　 京） 新　太一郎 （黒沢通工） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

川上　正光 （東工大） 瀧　　保夫 （東　大）

中村　幸雄 （通　研） 相田　　実 （通　研）

宇都宮敏男 （東　大） 緒方　研二 （電電公社）

大河内正陽 （神奈川大） 斎藤　成文 （東大生研）

（地　 方） 池谷　和夫 （名　大） 宇田川銈久 （名　大）

大泉　充郎 （東北大） 40.5 堀井　　隆 （静岡大）

牧本　利夫 （阪　大） 大脇　健一 （神戸工業）

尾崎　　弘 （阪　大） 赤尾　保男 （名　大）

木村　六郎 （読売テレビ放送） 上領　香三 （東北大）

武藤　時雄 （静岡大）

（会長指名） 蠣崎　賢治 （東　芝） 河野　哲夫 （電波研）

河野　政治 （東京電機大） 正木　知己 （沖電気）

三砂　延治 （大日日本電線） 生田　　滋 （富士通）

喜連川　隆 （三菱電機） 河野　士修 （古河電工）

近藤　厚実 （日　立） 林　　　実 （ＮＨＫ）

北海道 道正　喜一 （北海道電波監理局） 東　北 菊池　喜充 （東北大）

東　京 岡部豊比古 （東　芝） 信　越 石田　光夫 （信州大）

北　陸 石川　晃夫 （北陸電波監理局） 東　海 井上　俊雄 （東海通信局）

40.9 水口　堯夫 （北陸電波監理局） 40.10 三宅　正男 （東海通信局）

関　西 清野　　武 （京　大） 中　国 肥後　大介 （中国通信局）

四　国 小松　　功 （四国通信局） 40.9 浦川　親直 （中国通信局）

41.4 石河　陽二 （四国通信局） 九　州 許斐　　貢 （九工大）

技術委員 高木　　昇 （東大宇航研）

会会長

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長

編集長 小島　　哲 （富士通）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和40年～41年（通常総会　40.5.15）


