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「学生員として学会活動に積極的に参加している」皆さん，「先生・先輩に勧められ

て電子情報通信学会に入会したものの, いまだに学会の良さや特典がよくわからな

い」皆さん，「論文を発表するために学会に入ったけれども，卒業すると必要なくな

るので退会したい」と思っている皆さん，それから,「まだ，電子情報通信学会に入

会していない」という学生の皆さんに対して，学会の会員（学生員，正員）である

ことの魅力とすばらしい学術環境・伝統を、もっと知ってもらい，学会を通じてい

つまでも仲間でいて欲しいという思いから，この本冊子をつくりました． 

『学生員の特典』として、学生員が、卒業後、正員になるときに経済的負担を感

じないよう，２年間は年会費を半額にしています．もちろん、学生（院生を含む）

の皆さんは，入会金は不要，年会費は正会員の 1/3 以下，入会月により当該年度の

会費を割り引く，論文誌・講演論文集を廉価で購入，講演会・見学会など学生会活

動へ無料で参加できる, などの特典もあります．本冊子を読んでいただくことによ

って，様々な特典を知ってもらうだけでなく，学会に入会していると自分のために

なるということを、感じていただければ幸いです． 

 この冊子のなかで、多数の学生会員が, 我々の学会に対して，生涯を通しての『電

子情報通信分野の新しい知識を平易に習得できる場』，『自己研鑽の場』，『自分を試

してみる場・その練習の場』，さらに、『新たな友人・仲間づくりの場』であること

等，その意義を語ってくれています． 

皆さんの「自己実現」へのお手伝いのため，今後とも電子情報通信学会は様々な

企画にチャレンジしていきます．また，皆さんからの御要望も待っています． 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．学   会   紹   介 

 

 

  当学会は大正６年（１９１７年）５月に「電信電話学会」として発足した時に始まりまし

た．学問・技術・産業の進歩は著しく，その間に於ける当学会の果たしてきた先導的

役割は真に大きなものがあったと言えます．相続く技術革新の中で，当学会も時代を

先取りした進化を着実に遂げて参りました．昭和１２年（１９３７年）には「電気通信学

会」と改名し，戦後の半導体エレクトロニクスの登場を迎え，昭和４２年(１９６７年)には

「電子通信学会」と改称し，昭和６２年(１９８７年)には既に学会活動の重要分野を占

めていた「情報」を名称に組み入れ「電子情報通信学会」と改称しました．また，研究

専門分野ごとにそれぞれ特徴ある独自の企画等で活発な学会活動をしたいという気

運が高まり，平成７年４月からソサイエティ制を導入し，現在，四つのソサイエティ（基

礎・境界／通信／エレクトロニクス／情報・システム）と一つのグループ（ヒューマンコミ

ュニケーション）を発足させております． 

  当学会の会員は電子・情報・通信の研究技術者達によって構成されており，昭和４

０年代に急速に発展したエレクトロニクス，さらには近年のコンピュータと電気通信の

融合を目指した情報通信に関する研究活動の活発化を反映して，会員数も約 3.5 万

人を擁し，工学関係の学会としては，我が国有数の大規模学会となっております． 

 

学会の会員になりますと，次のような特典が与えられます． 

 

（１）毎月学会誌が配布され、論文誌（和文・英文）オンライン版が閲覧できます． 

  学会誌は，各分野から選出の委員約５０名で構成された会誌編集委員会において

編集され，第一線で活躍されている研究者・技術者らによって平易な記述で執筆さ

れています．また，論文誌は会員から投稿された論文を，各専門分野のエキスパート

約１，１００名の査読委員が査読し，この結果に基づき論文誌編集委員会が審議し，

採録として決定された論文が掲載されています．この論文誌は，諸外国の研究者の

論文にも数多く引用されている権威あるものです． 

 

（1）－１    学 会 誌 

  学会誌には，新しい技術情報，最近のトッピクス，将来動向，総合的プロジェクト，

注目すべき話題の特集など多岐にわたり種々の記事が掲載されています． 

特に学生員に対して，『学生/教養のページ』欄を設け，新技術の紹介や学生員へ



の有益な記事を最も平易に原理的に記述したもの，及び技術史，技術論，用語，規

格等を平易に解説しており，知識の向上を図れるよう編集されています． 

 

（１）－２    和文論文誌，英文論文誌 

和文論文誌・英文論文誌には，会員からの投稿による『論文』，『レター』と，論文誌

編集委員会から執筆を依頼する『招待論文』，『解説論文』が掲載され，また特集号

の企画も編集されています． 

論文は投稿者自身の研究・開発・検討等をまとめた報告であり，新規性，有効性，

信頼性に優れているものです．また，レターは“研究速報”，“紙上討論”，“問題提

起”に分類され掲載されています． 

和文論文誌・英文論文誌に学生員として研究成果を投稿することをお勧め致します． 

なお、英文論文誌については、従来の IEICE Transactions のほか、ペーパーレス

速報誌の IEICE Electronics Express （略称 ELEX）が月 2 回発行、Nonlinear Theory 

and Its Application （略称 NOLTA）が季刊発行、IEICE Communications Express 

（略称 ComEX）が随時発行されています。 

 

（２）研究会，大会などにおいて論文の発表および聴講ができます． 

  当学会には，学問分野別の活動組織として，基礎・境界／通信／エレクトロニクス

／情報・システムの四つのソサイエティとヒューマンコミュニケーショングループがあり，

活発な活動を行っています．活動の一つに研究会があり，それぞれ毎月研究会，ワ

ークショップ，勉強会，フレッシュマンセッション等を開催し，熱心な質疑応答を行い

会員の研究活動の推進に役立っております． 

  これらの研究会は，本会の会員であれば自由に発表・聴講・討論に参加することが

できます． 

  また，春と秋に大会を開催しており，会員が日頃の研究活動成果を大会の会場で

発表し，質疑応答など直接意見の交換ができます． 

 

（３）各支部が主催するシンポジウム，講習会，講演会，見学会などに無料または低

料金で参加できます． 

  現在，全国に１０支部が有り，それぞれの地域の実情に応じた活動（シンポジウム，

講習会，講演会，見学会等）を行っております．これらの会は学生相互の交流や，就

職・卒業研究・レポート等に役に立ちます． 

 

（４）各種割引が受けられます． 

（４）－１   単行本、ハンドブックなどの本会発行図書を会員特価で購入できます． 

 当学会では，最新の技術を解説した単行本，専門分野別に編集した大学シリーズ

および各種ハンドブックを発行しております．会員になりますと単行本を 2 割引で購入

できます．特に，単行本の「学術論文の書き方・発表の仕方」は有用です．出版物を

紹介した図書目録も発行(無料)しておりますのでご必要の方はお申し出下さい．  



単行本の御注文（http://www.ieice.org/jpn/books/bookorder.html） 

（４）－２   ホテル，レンタカー，旅行等の優待割引制度があります． 

 当学会では，毎年発行している会員証を利用してホテル，レンタカー，旅行等の優

待割引も受けられます．詳細は下記 URL をご参照下さい． 

（http://www.ieice.org/jpn/service/advantages.html） 

（５）学生会活動に参加できます． 

  『学生会』は，本学会の支部（１０支部）ごとに学生員の内から委員長・副委員長・委

員が任命されている組織で，自主企画による各種の“学生会活動”（研究発表，学術

講習会，講演会，見学会，親睦会等の開催）を行っています（詳細は各支部学生会

の活動をご覧下さい． 

（http://www.ieice.org/jpn/gakuseikai.html） 

『学生会』活動に必要な経費は，学会から支出されます．なお，各支部に『学生会

顧問』の先生がいて，『学生会』の活動を指導・支援しております． 

また，各支部の『学生会』活動については，支部所在地にお問合せ下さい． 

（http://www.ieice.org/jpn/about/syozai.html） 

  学会の活動は学問・技術の同好の人達が相集い，それぞれ所属組織の束縛を離

れて個人個人が機会均等に参画し，何物にも束縛されない自由闊達な討議と研究

活動を展開し，学問・技術の進歩と産業の発展に寄与することを目的としております．

当学会の活動を中心として我が国の電子情報通信技術は大きく発展と飛躍をしてき

ており，若い学生諸君の入会で更なる発展が起こることを期待する次第です． 

下記一覧は，平成 27 年 3 月末現在の大学別学生員数です． 

順位 大学名 学生員数 順位 大学名 学生員数 

1 大阪大学 99 11 東京大学 64 

2 早稲田大学 93 12 岡山大学 63 

3 電気通信大学 91 13 立命館大学 61 

4 東京工業大学 88 14 名古屋大学 60 

5 法政大学 78 15 慶應義塾大学 59 

6 名古屋工業大学 74 16 東京理科大学 57 

7 横浜国立大学 73 17 東京電機大学 55 

7 北海道大学 73 18 東北大学 54 

9 京都大学 70 19 千葉大学 51 

10 芝浦工業大学 66 20 九州工業大学 49 

学生員総数 4,255 名 



３．学 生 員 の 特 典
特典多し，君もすぐに学生員になろう！！ 

（１）学生員から正員に昇格時の会費を全員 2 年間半額 
学生員の方が卒業等で学生員から正員に移行される場合，学部卒業，修士課程

修了，博士課程 前期修了 の方を対象に，基本会費を２年間に限り，正員会費

（13,000 円）の半額の 6,500 円と致します．（事務局で対応） 

（2）本会発行図書を会員特価で購入

本会発行の書籍を，原則定価の２割引で購入できます．また，各種ハンドブッ

クは会員特価があります．

（3）大会講演論文集のＤＶＤが学生員特別割引価格

学生員は，聴講参加費が無料となります。別途、大会論文集（ＤＶＤ版）が学

生員特別割引価格で購入できます．

（4）友人を入会に誘うには，大会時が有利

非会員の学生は，大会会場で学生員入会手続きをすれば（３）の学生員割引が

適用できます．

（5）会員メール転送サービス
  本会ドメイン名のメールアドレス（@m.ieice.org）を取得されますとメール転送サ

ービスが利用できます．詳細は，http://www.ieice.org/jpn/service/mailad-j.html をご

参照下さい．

（6）会費のお支払い方法

銀行/郵便局の口座からの会費の自動引落しを選ばれますと，基本会費から，5％

割引になる特典がございます。手続きの詳細は， 

http://www.ieice.org/jpn/service/kaihishiharai/koza.html をご参照下さい．

（毎年 10月 1日締切） 

（7）ホテル，レンタカー，旅行などの割引

詳細はhttp://www.ieice.org/jpn/service/advantages.htmlをご参照下さい． 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

問合先  〒105－0011  東京都港区芝公園３－５－８  機械振興会館内 
一般社団法人電子情報通信学会  会員サービス部  会員課

   E-mail：kaiin@ieice.org  Tel（03）3433－6691    FAX（03）3433－6659 
月～金（土日祝日は除く）9：00～17：30 

http://www.ieice.org/jpn/service/kaihishiharai/koza.html
http://www.ieice.org/jpn/service/advantages.html
mailto:kaiin@ieice.org


４．卒 業 さ れ る 学 生 さ ん へ 
 

      （１）上級課程へ進学される場合は， 

              引き続き学生員としての継続ができます．(要申請) 

      （２）学生の時に会員になれば， 

              卒業しても２年間の会費は正員の半額になります． 

      （３）入会されますと会員の資格は自動継続されます 

 

（１）上級課程へ進学される場合は，引き続き学生員としての継続ができます． 

 上級課程へ進学し在学される場合は，本人のお申し出により正員（13,000円）でなく，引き

続き学生員 （ 4,500 円 ）で継続するこ とができますので ，  学生員申請用紙

（http://www.ieice.org/jpn/service/shikakuhenkou.html）に記入し，２月２０日（毎年）までに

ご連絡下さい． 

 

（２）正員入会時の割引 入会後 2 年間会費半額 

本会主催の大会、研究会、支部大会等で発表した学生が卒業等の後 2 年以内に本会に

入会する場合には，会費を入会後 2年間に限り，年会費の半額といたします(博士課程修了 

の者は除く)。 （http://www.ieice.org/jpn/nyukai/guideline.html） 

 

（３）学生の時に会員になれば，卒業しても２年間の会費は正員の半額になります． 

学生員の方が卒業等で学生員から正員に昇格される場合に，会費を卒業後２年間に限り，

正員会費 13,000 円を半額の 6,500 円と致します（博士後期課程修了の方は除く ）ので，学

生の時に会員になられることを薦めます． 

 また,今後就職等で住所が変更される場合は会員としての権利継続のためにも，必ずご連

絡下さい．（http://www.ieice.org/jpn/service/todokede/main.html） 

 

（４）一度入会されますと会員の資格は継続されますので，退会される場合は会費を完納の

上，退会届のフォームに記入し、会員課までご連絡下さい． 

http://www.ieice.org/jpn/service/taikaitodoke.html 

 

【登録情報の確認・ご変更はマイページをご利用下さい】 

ご自分の登録情報を、マイページで確認することができます。また、送付先住所、学生員

申請、オンラインジャーナル登録情報の変更、退会届、等変更可能な項目の内容変更がで

きます。ぜひご利用下さい． 

 http://www.ieice.org/jpn/service/member/mypage.html 

 

連絡・問合先  〒105－0011  東京都港区芝公園３－５－８  機械振興会館内 
              一般社団法人電子情報通信学会  会員サービス部  会員課 
  E-mail：kaiin@ieice.org  Tel（03）3433－6691    FAX（03）3433－6659 

月～金（土日祝日は除く）9：00～17：30 

http://www.ieice.org/jpn/service/shikakuhenkou.html
http://www.ieice.org/jpn/nyukai/guideline.html
http://www.ieice.org/jpn/service/taikaitodoke.html
mailto:kaiin@ieice.org


 
【お知らせ】 
 
● 「本会ネットワークサービスのシングルサインオン（ＳＳＯ）！」  
いままで別々のＩＤとパスワードで提供しておりました会員の皆様のマイページ、Transactions 

Online、メール転送サービスの登録・変更や論文誌への投稿等各種サービスは、H23 年 5 月 24

日からシングルサインオン（ＳＳＯ）による認証に切り替わりました。 

なお、シングルサインオン（ＳＳＯ）認証になりますと、会員の皆様がマイページでご利用頂いて

いるＩＤ、パスワードに統一されております。 

詳細はこちら：http://www.ieice.org/jpn/service/member/mypage.html 
 

（お願い） 各支部からのご案内や、和・英論文誌の目次をメール配信しております

（和・英論文誌は毎月配信）ので、メールアドレス等、登録内容にご変更がございま

したら、できるだけお早目に、ご変更のお手続きをお願い致します。 

 
 
 
 
【各支部に含まれる都道府県名一覧】 
 

支部名 都道府県名 
北海道 北海道 
東北 青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県、山形県 

東京 茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 
栃木県、山梨県 

信越 長野県、新潟県 
東海 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 
北陸 石川県、富山県、福井県 
関西 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県 
中国 岡山県、島根県、鳥取県、広島県、山口県 
四国 愛媛県、香川県、高知県、徳島県 

九州 大分県、沖縄県、熊本県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、 
福岡県、宮崎県 

 
 
 
【問合先】 
 〒105－0011  東京都港区芝公園３－５－８  機械振興会館内 
              一般社団法人電子情報通信学会  会員サービス部  会員課 
  E-mail  kaiin@ieice.org   TEL（03）3433－6691    FAX（03）3433－6659 
月～金（土日祝日を除く）9：00～17：30 
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