
会　長 山口　開生 （ＮＴＴ）

副会長 （在　京） 榎本　　肇 （富士通） 飯島　泰蔵 （東京工科大）

（地　方） 熊谷　信昭 （阪　大） 鈴木　道雄 （北　大）

61.10 藤澤　俊男 （阪　大）

理　事 岩崎　昇三 （ＮＴＴ） 堀内　和夫 （早　大）

監　事 内田　禎二 （日　電） 五嶋　一彦 （ＮＴＴ通研）

庶　務 金子　尚志 （日　電） 安田　靖彦 （東大生研）

幹　事

会　計 武田　康嗣 （日　立） 進士　昌明 （ＮＴＴ通研）

幹　事

石川　　宏 （ＮＴＴ） 尾関　和彦 （ＮＨＫ）

編　集 斉藤　忠夫 （東　大） 横山　光雄 （電波研）

幹　事 石黒　辰雄 （日　電） 市川　　熹 （日　立）

江川　哲明 （ＮＴＴ通研） 大附　辰夫 （早　大）

調　査 高橋　　徹 （ＮＴＴ） 後藤　尚久 （東工大）

幹　事

（在　 京） 大越　孝敬 （東　大） 川島　将男 （富士通）

小林　　登 （ＮＴＴ） 塚田　啓一 （武蔵野通研）

永田　　穣 （日　立） 甘利　俊一 （東　大）

岩橋　栄治 （シャープ） 小山　正樹 （ＮＴＴ）

田子島一郎 （ＮＨＫ） 富永　英義 （早　大）

（地　 方） 市川　忠男 （広島大） 笠原　正雄 （阪　大）

武部　　幹 （金沢大） 野口　正一 （東北大）

宮崎　保光 （豊橋技科大） 有本　　卓 （阪　大）

稲垣　康善 （名　大） 楠　　菊信 （豊橋技科大）

佐々木昭夫 （京　大） 田崎　三郎 （愛媛大）

（会長指名） 阿部　武雄 （新潟大） 古賀　利郎 （九　大）

佐々木　正 （シャープ） 中原　恒雄 （住友電工）

若井　　登 （電波研）

61.7 塚本　賢一 （電波研） 相田　貞蔵 （熊本大）

児玉　勝彦 （国　鉄） 鶴島　稔夫 （電総研）

野坂　邦史 （ＫＤＤ） 森　　真作 （慶　大）

北海道 村田　忠明 （ＮＴＴ） 東　北 桜木　俊彦 （ＮＴＴ）

61.7 岩崎　匡利 （ＮＴＴ） 61.7 寺西　　昇 （ＮＴＴ）

東　京 城水元次郎 （ＮＴＴ） 信　越 飯村　　治 （ＮＴＴ）

北　陸 松本　　忠 （福井大） 東　海 秋丸　春夫 （豊橋技科大）

関　西 林　　宏三 （シャープ） 中　国 足立　邦彦 （ＮＴＴ）

四　国 沢　新之輔 （愛媛大） 九　州 福光於菟三 （九　大）

研組委 池上　文夫 （京　大）

員会長

規格調 柳井　久義 （芝浦工大）

査会長

編集長 宇都宮敏男 （東京理科大）

ESG: 藤澤　俊男 （阪　大）

C G: 辻井　重男 （東工大）

E G: 菅野　卓雄 （東　大）

ISG: 相磯　秀夫 （慶　大）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和61年～62年（通常総会　61.5.17）



会　長 西澤　潤一 （東北大）

副会長 （在　京） 飯島　泰蔵 （東京工科大） 中込　雪男 （ＫＤＤ）

（地　方） 藤澤　俊男 （阪　大） 青木　和男 （九　大）

理　事 安田　靖彦 （東大生研） 辻井　重男 （東工大）

(総務)

理　事 進士　昌明 （ＮＴＴ通研） 内藤　喜之 （東工大）

(会計)

理　事 市川　　熹 （日　立） 大附　辰夫 （早　大）

(編集) 江川　哲明 （ＮＴＴ通研） 石黒　辰雄 （日　電）

理　事 末松　安晴 （東工大） 石野　福彌 （ＮＴＴ通研）

(企画)

理　事 後藤　尚久 （東工大） 千葉　正人 （ＮＴＴ）

(調査)

監　事 五嶋　一彦 （ＮＴＴ通研） 永田　　穣 （日　立）

（在　 京） 甘利　俊一 （東　大） 岩橋　栄治 （シャープ）

小山　正樹 （ＮＴＴ） 田子島一郎 （ＮＨＫ）

富永　英義 （早　大） 尾関　和彦 （ＮＨＫ）

大越　孝敬 （東　大） 金子　尚志 （日　電）

木村　達也 （ＮＴＴ通研） 宮津　純一郎 （ＮＴＴ）

（地　 方） 有本　　卓 （阪　大） 稲垣　康善 （名　大）

楠　　菊信 （豊橋技科大） 佐々木昭夫 （京　大）

田崎　三郎 （愛媛大） 伊藤　精彦 （北　大）

奥村　善久 （金沢工大） 杉江　　昇 （名　大）

寺田　浩詔 （阪　大） 吉田　典可 （広島大）

（会長指名） 相田　貞蔵 （熊本大） 児玉　勝彦 （ＪＲ東日本）

鶴島　稔夫 （電総研） 野坂　邦史 （ＫＤＤ）

森　　真作 （慶　大） 菅居　紳至 （アンリツ）

丹野　頼元 （信州大） 都築　泰雄 （横浜国大）

村田　　浩 （古河電工） 望月　　仁 （電通大）

石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 大森　　喬 （松下通信工業）

岡　　久雄 （三菱電機） 川西　健次 （日　大）

下村　尚久 （東　芝） 関川　瑞生 （富士通研）

武部　　幹 （金沢大） 塚本　賢一 （電波研）

中原　恒雄 （住友電工） 仲矢　茂長 （沖電気）

北海道 伊藤　精彦 （北　大） 東　北 斎藤　伸自 （東北大）

東　京 植之原道行 （日　電） 信　越 阿部　武雄 （新潟大）

北　陸 武内　宏充 （ＮＴＴ） 東　海 市川　量也 （ＮＴＴ）

関　西 中西　義郎 （阪　大） 中　国 中前栄八郎 （広島大）

四　国 貝淵　俊二 （ＮＴＴ） 九　州 仙波　健道 （ＮＨＫ）

研組委 池上　文夫 （京　大）

員会長

規格調 柳井　久義 （芝浦工大）

査会長

編集長 宇都宮敏男 （東京理科大）

ESG: 古賀　利郎 （九　大） E G: 古川静二郎 （東工大）

C G: 秋山　　稔 （東　大） ISG: 戸田　　巌 （ＮＴＴ通研）
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支
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昭和62年～63年（通常総会　62.5.16）



会　長 前田　光治 （ＮＴＴ）

副会長 （在　京） 中込　雪男 （ＫＤＤ） 永井　　淳 （東　芝）

（地　方） 青木　和男 （九　大） 岩崎　俊一 （東北大）

理　事 辻井　重男 （東工大） 青木　利晴 （ＮＴＴ）

(総務)

理　事 内藤　喜之 （東工大） 秋山　　稔 （東　大）

(会計)

理　事 江川　哲明 （ＮＴＴ） 石黒　辰雄 （日　電）

(編集) 持田　侑宏 （富士通） 村岡　洋一 （早　大）

理　事 石野　福彌 （ＮＴＴ） 富永　英義 （早　大）

(企画)

理　事 千葉　正人 （ＮＴＴ） 安達　三郎 （東北大）

(調査)

監　事 永田　　穣 （日　立） 柳沢　　健 （東工大）

（在　 京） 尾関　和彦 （ＮＨＫ） 大越　孝敬 （東　大）

金子　尚志 （日　電） 木村　達也 （ＮＴＴ）

宮津純一郎 （ＮＴＴ） 綾木　和雄 （日　電）

池田　博昌 （ＮＴＴ） 岩垂　好裕 （日　電）

大瀧　泰郎 （通信政策局） 後藤　尚久 （東工大）

（地　 方） 伊藤　精彦 （北　大） 奥村　善久 （金沢工大）

杉江　　昇 （名　大） 寺田　浩詔 （阪　大）

吉田　典可 （広島大） 板倉　文忠 （名　大）

牛島　和夫 （九　大） 大西　良一 （三菱電機）

大見　忠弘 （東北大） 長尾　　真 （京　大）

（会長指名） 石沢　禎弘 （ＮＡＳＤＡ） 大森　　喬 （松下通信工業）

岡　　久雄 （三菱電機） 川西　健次 （日　大）

下村　尚久 （東　芝） 関川　瑞生 （富士通研）

武部　　幹 （金沢大） 塚本　賢一 （通信総研）

中原　恒雄 （住友電工） 63.7 鈴木　誠史 （通信総研）

仲矢　茂長 （沖電気） 池田　哲夫 （名工大）

岡本　充夫 （近畿大） 柏木　　寛 （電総研）

児玉　勝彦 （ＪＲ東日本） 田中　重信 （藤倉電線）

高橋　進一 （慶　大） 辻野次郎丸 （神奈川大）

丸林　　元 （長岡技科大） 御子柴晃一 （日立電線）

渡辺　正信 （日本無線）

北海道 岩崎　匡利 （ＮＴＴ） 東　北 栩木　浩司 （ＮＴＴ）

1.4 森下　俊三 （ＮＴＴ） 1.3 梅　　良之 （ＮＴＴ）

東　京 岩崎　昇三 （ＮＴＴ） 信　州 丹野　頼元 （信州大）

北　陸 鈴木　正國 （金沢大） 東　海 赤崎　　勇 （名　大）

関　西 宮本　　一 （関西電力） 中　国 北村　　隆 （ＮＴＴ）

四　国 石井　利信 （ＮＨＫ） 九　州 原田　耕介 （九　大）

越智　　哲 （ＮＨＫ）

研委長 池上　文夫 （京　大）

規格長 柳井　久義 （芝浦工大）

編集長 宇都宮敏男 （東京理科大）

ESG: 岩垂　好裕 日　電 C G: 寺田　浩詔 阪　大

E G: 大越　孝敬 東　大 ISG: 長尾　　真 京　大

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和63年～平成元年（通常総会　63.5.21）


