
 
 

第６２回 電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会・ 
平成１７年度 第１回 電気学会 電磁界理論技術委員会 

合同委員会 議事録 
 
日時：平成 17年 5月 27日 16:00-17:45 
場所：中央大学（後楽園キャンパス）1629号室  
出席者： 
山崎 委員長（日本大）*，佐藤(亨)委員長（京都大）**，安藤(真)副委員長（東工大）*， 
木下 委員（慶応大）*，黒田 委員（東京工科大）**，佐藤(源) 委員（東北大）**， 
島崎 委員（京都大）**，白井 委員*,**（中央大），田中 委員(岐阜大) *， 
平田 委員（名工大）*,**，平野 委員（東工大）**，平山 委員(北見工大) *, 
廣瀬 委員（東京大）*，横田 委員（宮崎大）*， 
藤崎 幹事（九州大）**,*，安藤(芳)幹事（電通大）**,*， 
石原 幹事（防衛大）*,**，西本 幹事（熊本大）*,**，稲沢 幹事補佐（三菱電機）*， 
オブザーバー参加：２名 

＊：電子情報通信学会，＊＊：電気学会 
 
配付資料：  
電子情報通信学会 電磁界理論研究専門委員会 

No.62-1 第 61回電磁界理論研究専門委員会議事録 
No.62-2 平成 17年度電磁界理論研究専門委員会構成 
No.62-3 平成 16年度活動資金会計報告 
No.62-4 平成 17年度研究会開催計画 
 
電気学会 電磁界理論技術委員会 

No.17-ETC1-0 平成 17年度第 1回電磁界理論技術委員会議題 
No.17-ETC1-1 平成 17年度電磁界理論技術委員会名簿 
No.17-ETC1-2 平成 16年度第 3回電磁界理論技術委員会議事録 
No.17-ETC1-3 第 64回電気学会 A部門研究調査運営委員会報告 
No.17-ETC1-4 電磁界理論シンポジウム進捗状況 
No.17-ETC1-5 計算電磁気学調査専門委員会活動報告 

 
議事: 

• 委員会に先立ち、安藤副委員長より電波科学ワークショップ(7/15～16)の開催の

案内があり、各委員へ協力の要請があった。 

• 安藤(真)前委員長より挨拶があり、電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会

の委員長は安藤(真)前委員長から山崎委員長に交替、電気学会電磁界理論技術委

員会の委員長は早川前委員長から佐藤(亨)委員長に交替の説明があった。以後、

山崎委員長が議事進行を行った。 

1. 第 61 回電磁界理論研究専門委員会議事録の確認 
• 山崎委員長より、資料 No.62-1 に基づいて、前回委員会の議事録の確認があった。 

• ソサイエティ大会(9/16～北大)において電磁界理論研究専門委員会より提案した

シンポジウム「幾何光学、高周波電磁界の基礎に関する新しい知見と工学的応用」

が行われることが報告された。 

 



2. 電磁界理論研究専門委員会、電磁界理論技術委員会構成 
• 山崎委員長より、資料 No.62-2 に基づいて、電磁界理論研究専門委員会の新任の

幹事・委員として、石原幹事、西本幹事、木下委員、平田委員、平山委員の紹介

があった。 

• 佐藤(亨)委員長より、資料 No.17-ETC1-1 に基づいて、電磁界理論技術委員会の新

任の幹事・委員として、五十嵐委員、石原委員、黒田委員、下代委員、佐藤(源)

委員、島崎委員、白井委員、西本委員、羽野委員、平田委員、平野委員、藤崎幹

事、安藤(芳)幹事の紹介があった。 

• 個人情報保護法の施行にあたり、名簿については取り扱い注意のこと。 

 

3. 活動資金会計報告 
• 稲沢幹事補佐より、資料 No.62-3 に基づいて、平成 16 年度の会計報告があった。 

 

4. 委員会及び研究会開催計画 
• 山崎委員長より、資料 No.62-4 に基づいて、平成 17 年度の研究会の予定が報告さ

れた。 

1) 光・電波ワークショップ(7/14～15、長岡技術科学大学)において、電磁界理
論研究会は 7 月 14 日 13：30-16：40 に行われる。OPE 研，MW 研，MWP 研との

併催であり、今年から AP 研が抜けたことが報告された。 

2) 電気学会 A部門大会が日本大学駿河台キャンパスにて 8月 22、23 日に行われ
る。投稿締め切りは 5月 31 日で、委員には協力が要請された。 

3) 11月16～18日に電磁界理論シンポジウムを予定。今年は電気学会側が担当(下
記項目 7参照) 

4) 1 月の研究会は光エレ関連と共催を予定している。 
• その他の関連会議について委員より案内があった。 

1) URSI General Assembly が 2005 年 10 月にインドにて開催される。 
2) ISAP2005（in ソウル) 日本から 150 弱の参加、全体で 300 件程度。ISAP2006
は 2006 年 11 月上旬にシンガポールにて行われる。ISAP2007 は 2007 年 8 月

22 日より新潟にて行われる。 

3) PIERS2006 が 2006 年 8 月 2～5日に中央大学にて行われる。 
 

5. 平成 16 年度第 3回電磁界理論技術委員会議事録の確認 
• 佐藤(亨)委員長より、資料 No.17-ETC1-2 に基づいて、前回委員会の議事録の確認

があった。 

1) 電磁界理論技術委員会傘下の調査専門委員会の今後の予定について説明があ
った。また、電気学会論文誌への特集号提案はこの調査専門委員会を中心に

行っていくことを確認した。 

2) EMT の論文出版などの定例活動が電子情報通信学会であることから、電気学会
での活動は調査専門委員会などの利点を活用してゆく方針を確認した。 

 

6. 第 64 回電気学会 A部門研究調査運営委員会報告 
• 安藤(芳)幹事より、資料 No.17-ETC1-3 に基づいて、A 部門研究調査運営委員会の

報告があった。 

1) 運営委員会で電磁界理論技術委員会の委員交替が承認された。 
2) 電気学会より平成 18 年から部門共通の英文誌が発行され、各号毎に各部門で
特集を提案することが報告された。A部門では 7月号が担当となり、電磁界理

論技術委員会でも今後提案をしてゆく必要がある。 



3) A 部門大会(日大)で各技術委員会の中期目標のパネル展示が行われることが
報告された。 

4) A 部門大会への積極的な投稿が要請された。 
• 本報告に関し、次のような意見が出された。 

英文特集号について、電磁界理論技術委員会に担当が回ってくるとしても、何年

か一回散発的な、一般的な特集号を組むことになると読者を期待できない。定常

的に特集号ができるシステム、あるいは調査専門委員会毎にテーマを絞ったもの

などとするよう、提案してゆく必要がある。 

 

7. 電磁界理論シンポジウムについて（資料 No.17-ETC1-4） 
• 佐藤(亨)委員長より、電磁界理論シンポジウムの開催場所について提案があり、

承認された。提案内容は下記の通り。 

○2005 年 11 月 16 日(水)～18 日(金)に那須塩原にて。○那須塩原より車で 30 分。

送迎バスは 1 日 3 便あるが、開催期間中は増便も可。○少人数での部屋利用も考

慮したホテルを選択。○会場費は宿泊費に乗せる。日帰りの場合は学会の会計よ

り支出する。○国民休暇村もあたったが 11 月より工事で使用不可。○会議室は 100

名収容と 50 名収容の 2室を確保。 

• 本提案に関し、以下のような議論がなされた。 

○従来より場所は海と山交互の開催という経緯があった。○夜の談話室の用意の

必要があるが、和室なら 10 名程度の談話が可能。○会場費 10 万円くらいは委員

会の会計より拠出も可能ではないか。○会場費の 10 万円拠出は一人一日当たりに

すると 300 円程度で、インパクトが少ない。○今後はシニアの先生に負担になら

ないような価格設定を考えていく必要がある。○招待講演候補として、電気学会・

通信学会で１名ずつ選出の必要あり。佐藤(源)先生のところに 11 月より滞在する

中国の先生など。○市、県などの会議開催援助費を探すできるだけ価格を抑える。

○ウェブからの宿泊申込との価格に差があると、ウェブから申し込む懸念もある。

○近くの安いホテルに滞在して研究会に参加するケースも考えられる。○学会の

会議補助も当たってみる必要がある。 

 

8. 計算電磁気調査専門委員会 
山崎委員長より、資料 No.17-ETC1-5 に基づいて、計算電磁気学調査専門委員会の活動

報告が行われた。本報告に関し、以下のような議論がなされた。 

○計算電磁気学セミナーは電磁界理論シンポジウムの夜に大学院生向けに行えば、多

くの参加者が見込め、且つ定常的に続けられるのではないか。○全国大会の夜なども

候補として良いのではないか。○電気学会の特集号を考えて頂きたい。 

 

9. 英文論文誌特集号報告 
廣瀬委員より、電子情報通信学会英文論文誌特集号(2005年12月発行)の報告があった。

主な内容は以下の通り。 

○投稿は論文 30 件、レター3 件。○第一回判定委員会まで終了。○現在までの判定と

して、電磁界を含まないシステム寄りの論文については著者差し戻し、数件は Reject、

6/27 まで著者の改訂、7/18 を目途に第 2回査読締め切りの予定。  

 

10. 前回アクションアイテムの確認 
安藤(真)副委員長より、資料 No.62-1 に基づいて、前回アクションアイテムの確認が

あった 

• 3 月総合大会における委員会の定例化については承認された。 



• 9 月ソサイエティ大会におけるシンポジウム開催について、各委員には協力が要請

された。 

• 研究専門委員の若手枠については今後議論を継続する。 

• 委員会執行部の人選・任期などの運営方法について 

安藤(真)副委員長より、委員会執行部の人選・任期などの運営方法の提案があり、

承認された。提案に基づいて当面運営を行うが、問題等があった場合はその都度

議論を行う。提案内容は下記の通り。 

○副委員長は原則承認を経て委員長となる。幹事は先任・後任にする(下表参照)。 

 委員長 副委員長 幹事(先任) 幹事(後任) 幹事補佐 

平成16年 安藤  廣瀬 山崎 稲沢 

平成17年 山崎 安藤 石原 西本 稲沢 

平成18年  Ａ  Ｅ 委員長が指名 

平成19年 Ａ Ｂ Ｅ Ｆ 委員長が指名 

平成20年 Ｂ Ｃ Ｆ Ｇ 委員長が指名 

平成21年 Ｃ Ｄ Ｇ Ｈ 委員長が指名 

○委員長選考は１１月の電磁界理論シンポジウムの委員会にて、副委員長・幹事・幹

事補佐の選考は電磁界理論シンポジウムまたは 3 月全国大会の委員会にて、委員は 3

月全国大会あるいは５月の委員会で選考する。○新しく選出される副委員長と後任幹

事の選考に力を入れ、委員長と先任幹事の選考は原則的に承認としてゆく。 

 

11. URSI EMT-S 招致活動について 
• 安藤(真)副委員長より、2010 年 URSI EMT-S の招致活動について、現状と今後の審

議事項が報告された。内容は以下の通り。 

○2010 年の提案であるが、2007 年開催地であるエジプト・アレキサンドリアの状

況次第では 2007 年開催となる可能性もある。○各国からの提案締め切りは 6月始

め。○日本候補地として５月２５日までに会場として奈良、広島、神戸が資料（回

覧）とともに提案されている。メールで中央大学の提案もあった。○地方公共団

体の支援金が増えており、財政に組み込んでゆきたい。次の新潟開催の ISAP では

７００万程度でる可能性もある。○組織としては、電磁界理論研究専門委員会が

主催となり、電気学電磁界理論技術委員会、URSI-B（財政面では基盤がない）、AP

研などに協力してもらう。○400 ドル程度の参加費を考えている。 

• 平田委員より、提案候補地の奈良について以下の通り説明があった。 

○他分野の会議で奈良は評判が良かった。○会場は東大寺のすぐ脇にある。○京

都に比べ、開催回数が少なく外国人にとっても新しい経験が魅力になる。○関西

国際空港からもリムジンバス一本のアクセス。○最大 60 万円の支援金がある。○

近隣の世話人としては大阪、京都の人が考えられる。 

• 安藤(真)副委員長より、提案候補地の広島と神戸について以下の通り説明があっ

た。 

広島：○国際会議場は原爆ドームより徒歩の距離、質素だが安価である。○会議

室の配置、まとまりは良い。○ホテルも比較的安価である。○支援は誘致助成が

最大 200 万円、会場助成が最大 100 万円ある。○近隣にご助力頂ける先生方はい

る。○８月の広島は式典が多い。 

神戸：○誘致に熱心であった。○ケータリングが安価(他の半額程度)。○会議室

は２フロアでまとまりが良い。 

• これまで敗れてきた経緯や、海外の招致活動の情報を勘案すると、日本への期待

が感じられる。２００６PIESRS 東京や、場合によっては２００７年開催というこ



とも踏まえると、地方で外国人に人気のある候補地で提案することが考えられる。 

• また、提案内容を踏まえ、以下のような議論が出された。 

○開催は気候を考慮して 5月が有力ではないか。 

 

上記を勘案し、広島、奈良、神戸について詳細の比較を幹事団、提案者で行い、招致

案作成を一任することとした。招致実現、開催へ向けて、委員の協力が要請された。 

 

・最後に、全員の自己紹介を行った。 

 


