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2018 年度事業報告 
 

１．概況 
創立 100 周年にあたり、本会がコミュニケーションの夢とそれによって実現される豊かな未来

社会に向けて挑戦し、革新的技術及びイノベーションを継続的に創出する学会として大きく飛躍

することを目指し、以下の基本姿勢で活動を進めた。 
1.広汎な知が交流する場を作り、新たな学術領域をひらく 
2.社会課題の解決に貢献し、新たな社会のビジョンを作成する 
3.技術倫理の向上に努め、社会に向けて発信する 
本会の事業は、学会全体事業（以下、共通事業という）、ソサイエティ及びグループ事業、支

部事業の三つに大別されるが、以下のような取り組みを行った。 

（１）会員サービスの向上 
2017年にグランドデザイン検討WGにおいて、シンプル化を念頭に置き、会員サービス向上、

学会コンテンツ活用、事務局業務効率化等を実現する学会の情報システム見直しのグランドデ

ザインを進めた。2018年度は、この検討結果ベースに新会員管理システムの開発を進め、2019
年2月より運用を開始した。 

（２）学会コンテンツの活用 
学会の学術成果である20万件を超える各種刊行物、コンテンツを機関や団体に十分活用頂く

ため、会員種別「特殊員」を「購読会員」と変更した。会誌、論文誌をはじめとする学会刊行

物の電子版購読サービスへの展開が図れるよう、各種電子化コンテンツ活用システムを構築、

会誌、論文誌、国際会議論文、技術研究報告、大会発表論文等のコンテンツサービス展開方法

の検討を進めた。 

（３）論文誌オープンアクセス化 
英文論文誌のオープンアクセスについては、オープンアクセスオプション（オープンかクロ

ーズかは著者が選択）とすることが決定され、オープンの場合は追加料金を課する運用を開始

した。今後、追加料金の適正化と完全オープン化の検討を継続する。 

（４）技術研究報告の完全電子化サービス 
すでに技術研究報告の電子化は完了しているが、通信ソサイエティと情報・システムソサイ

エティでは2018年度から冊子体での発行を無くして完全電子化によるサービスに移行した。

また、他のソサイエティも2019年度までに完全電子化に移行を行う目途を得た。 

（５）府省との対話と他学会との連携 
ICT分野では従来の範囲を超えた他分野との連携が重要となってきており、府省や他学会と

の連携活動を推進した。支部における総務省地方総合通信局との意見交換会、応用物理学会、

土木学会、情報処理学会、日本機械学会とのシンポジウム、共同セッションの企画等を実施し

た。電気学会については強い連携を目指し意見交換を開始した。 

２．共通事業 
（１）各種会議 

2018 年 6 月 7 日の定時社員総会において、安藤会長、中沢次期会長を代表理事とする 2018
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、
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学会の円滑な運営を行った。 

（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、2018 年度は、合計 278,800 部

（月平均 23,200 部）を発行配布した。読みやすく、親しみやすい会誌を目指して、企画を

行い、特集・小特集の毎号化を実施した。 
2010 年 2 月のβ版公開、2011 年 3 月の一般公開から時間が経過したため、2018 年度をも

って知識ベース 1.0 の編集を完了した。本会ホームページに開設された「バーチャル図書館」

について、次の収録コンテンツとして「実用通信工学叢書」シリーズのアーカイブ化への取組

みを開始した。出版事業として単行本重版 2 点、教科書シリーズとして、重版 4 点を発行した。 

（３）総合大会 
総合大会を 2019 年 3 月 19 日(火)～22 日(金)に早稲田大学で開催した。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、前年度に引き

続き、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た。今大会では、懇親会と全

ソサイエティ合同による Welcome Party を合同で開催し、企業会員との連携を強化した。参

加者 4,770 名、公募講演数 1,968 件であり、成功裏に実施できた。 

（４）選奨 
第 80 回功績賞を 5 名に、第 56 回業績賞イ号を 3 件 5 名に、第 56 回業績賞ロ号を 3 件 6 名

に贈呈することを決定した。 
第 75 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 1 回最優秀論文賞をその中の最も

優秀と認めた 1 編に贈呈することを決定した。 
第 5 回末松安晴賞を 2 名に贈呈することを決定した。 
第 81 回学術奨励賞を 50 名（基礎・境界ソサイエティ 7 名、通信ソサイエティ 28 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 10 名、情報・システムソサイエティ 5 名）に対し贈呈した。 
第 3 回教育優秀賞を 2 名に贈呈することを決定し、第 2 回教育功労賞を 9 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 4 名を推薦することとした。 
規則に基づき、フェロー称号を 31 名に、シニア会員称号を 55 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、2018 年度末で 25,976

となり、前年度末から 3,105 の減少（うち個人会員数は、名誉員+1 名、正員－2,400 名、学生

員-693 名）となった。これは会員数の減少とともに 2017 年度まで会員数に計上していた会費

未納者を 2018 年度末から会員資格喪失対象者としたことによる減少も含まれる。 

（６）教育関連活動 
JABEE の学部認定審査については、2018 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、日本工学会の CPD 協議会・CPD プログラム委員会には委員を派遣して継続的

に参画した。 
小中高校生を対象とした科学教室は、2018 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 5 回、参加者合計は 231 名であった。 

（７）国際活動 
12 の国際セクションのうち 1 つのセクションで講演会が実施され、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 ICTF2018（11 -13 July 2018, 
Graz University of Technology, Austria)を開催した。また、2019 年総合大会において企画セ
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ッション「グローバル人材の発掘と活用」をテーマとして、企業、大学関係者による 2 件の講

演と国際セクション代表者等とのパネル討論を行った。引き続き All Sections Meeting を開催

し、意見交換・交流を行った。なお、海外会員は 2018 年度末 2,191 名と、全会員の 1 割以上

を占めている。 

（８）情報発信 
CEATEC 2018 と連携して、本会分野の課題を論じる特別シンポジウム、東京支部シンポジ

ウム、研究発表会を開催した。 

（９）規格調査会 
規格調査会活動として、委員会議を 3 回、専門委員会及び小委員会を 45 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 175 件であった。 

（10）創立 100 周年記念事業 
長年にわたる維持員としての本会事業運営への御貢献が顕著な各企業・団体に対し、感謝の

意を表し、今後とも本会の発展を支えて頂くべく、篠原会長及び笹瀬創立 100 周年記念事業

実行委員会委員長名で感謝状を贈呈した。 

（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 282 件の協賛・後援等を行った。総務省国際戦略局と本会役員 6 名に

よる第 10 回意見交換会を開催し情報交換した。MCPC との相互協力関係として、相互の会員

に活動を周知するため、HP 上のバナー交換を行った。また、学会システムの中核である会員

管理システムの更改を 2019 年 1 月末に行い、2 月より新システムの運用を開始した。コンテ

ンツ活用のためのシステムも年度内に総合試験を完了し、2019 年度よりサービス提供を開始

する。 

３．ソサイエティ及びグループ事業 
（１）ソサイエティ及びグループ事業 

2018 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。 
 
①基礎・境界ソサイエティ（ESS）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、2018 年度は、グローバル化への継続したアクション、技報電子化に向

けたトライアル実施と各種サービス開始の準備、NOLTA ソサイエティとの共同運営体制の確

立、一方でサブソ・研専会議の設立などソサイエティ運営の効率化の検討を進めた。 
 

②通信ソサイエティでは、2018 年度は、研究会活動、大会活動、出版活動等、活動全体におい

て大きな変化の年となった。研究会活動では、2018 年 4 月より、財務状況改善と魅力度向上

を目指した「技報アーカイブ」提供による技報完全電子化を開始した。また、分野横断型研究

の活性化を目指し、複数研専、他ソサイエティの協賛による研究会を実施した。大会活動では、

従来の枠を超える企画セッションを実施した。また、通信ソサイエティの Welcome Party を、

昨年度の他ソサイエティとの合同から、2018 年度は信学会懇親会との合同へと発展させた。出

版活動では、英文論文誌のインパクトファクタが 2018 年度時点で 1.09 にまで上昇した。国際

連携では、韓国 KICS とのシスターソサイエティ協定の更新、また、協催・協賛の国際会議を
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開催した。 

③エレクトロニクスソサイエティ（ES）では、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 年度から研究技術会議に立

ち上げた 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）において、国際会議の協賛企画に関する承認権限の委譲など

手続きの迅速化に加えて、各領域内で近接分野間の合同・連携企画が実施されている。さらに、

領域間の共同企画や、研究専門委員会(研専)活動の活性化に関する共通の課題は、領域連携会

議にて議論を進めている。 

④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、研究会，論文誌，総合大会の事業を展開し，会員

および ISSのコミュニティに研究発表と交流の場を提供し，活動を促進することにある． 2018
年度は、①第一種研究会技術報告（技報）の完全電子化、即ち紙媒体から電子媒体への完全な

移行の実施、②FIT2018、2019 年総合大会の開催、③英文誌ではオープンアクセス化（J-STAGE
公開）、和文誌では投稿数の確保の対策として、継続的な特集号の企画、④ソサイエティ活動

の活性化を目的として、ソサイエティ誌を 5 回/年の発行を実施、⑥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の選奨、等の活動を展開した。 

⑤NOLTA ソサイエティ（NLS）では、英語での発信を基本としており、昨年度は規程の英語

化などに取り組んだ。また、これまで、ソサイエティの次年度次期会長の選挙による選出は実

施できていなかったが、今年度は活性化事業による財政的な支援によって、次年度次期会長の

選挙による選出を実施することができた。 
 

⑥ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）は，人間中心の新しいヒューマン･コミュ

ニケーションエンジニアリングに関する学際的研究の推進を目的として 1995 年度に発足し，

様々な研究領域を取り込みながら学際的研究を推進している．工学研究者だけでなく，人文科

学，社会科学系の研究者も多く参加しており，様々な観点から自由で開かれた議論を行う場を

提供している．長年の活動により，関連分野の発表の場として認識されており，他分野の研究

者にとっての電子情報通信学会の入り口的役割を果たしている．2018 年度は，各研究会や HCG
シンポジウム，国際会議の開催や論文誌での特集号の企画を通じて，学際研究の発表・議論の

場を提供すると共に，学際研究を推進人材の育成を支援するための活動を行った． 
 

（２） ソサイエティ大会 
・ソサイエティ大会を 2018 年 9 月 11 日(火)～14 日(金)に金沢大学で開催した。参加者 2,731
名、公募講演数は 1,414 件であった。 

・FIT2018（第 17 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、2018 年 9 月 19 日(水)～21 日(金)
に福岡工業大学で開催した。参加者 1,069 名、講演件数は 508 件であった。 

（３） 国際会議 
国内会場で 3 件、国外会場で 3 件の国際会議を開催した。 
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（４） 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： 3,115 ページ（参考：前年 3,219 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 8,785 ページ（参考：前年 9,747 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。 

（５） 選奨 
・基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ：功労賞 2 名、貢献賞 40 名、Fundamentals 

Review ベストオーサー賞 1 編 
・通信ソサイエティ：ソサイエティ論文賞 11 編、マガジン賞 1 編 
・エレクトロニクスソサイエティ：ソサイエティ賞 3 件、レター論文賞 1 件、ELEX Best Paper 

Award 3 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 5 名、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 8 編、

FIT ヤングリサーチャー賞 6 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 6 件、HCG

シンポジウム賞 20 件 

（６） 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 117 回 2,494 件 
・通信ソサイエティ  149 回 2,833 件 
・エレクトロニクスソサイエティ  102 回 1,774 件 
・情報・システムソサイエティ  129 回 2,580 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  22 回   480 件 

（７）会員数（2018 年度末） 
・基礎・境界ソサイエティ 4,627 名 
・通信ソサイエティ 9,065 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 5,082 名 
・情報・システムソサイエティ 9,177 名 
・NOLTA ソサイエティ             236 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ 803 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 12 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
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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

た小中学生向けイベントの後援 1 件、工学系学生向けイベントの後援 1 件。 
○学生会事業：支部学生会主催講演会 4 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 13 名、学生会インターネットシンポジウム優秀発表賞 2 名、連合大会

若手優秀論文発表賞 11 名 

（２）東北支部 
○一般事業：講演会 16 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 8 件。 
○教育事業：小中高生向け事業 6 件実施。 
○学生ブランチ活動：東北大学学生ブランチ活動。 
○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 22 名。 

（３）東京支部 
○一般事業：講演会 2 回、シンポジウム 3 回、見学会 1 回等主催、地域イベント 1 回。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 1 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 7 件実施。 
○学生会事業：講演会 1 回、見学会 2 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 13 名、学生功労賞 6 名。 

（４）信越支部 
○一般事業：支部大会 1 回、講演会 8 回、専門講習会 1 回開催。 
○学生会事業：研究交流会 2 回開催。 
○選奨：学生奨励賞 13 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 2 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 2 回

開催。 
○学生会事業：講演会 4 回、学生研究発表会 4 回、卒業研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生研究奨励賞 18 名、卒業研究発表会表彰 8 名、学業成績優秀賞 18 名。 

（６）北陸支部 
○一般事業：講演会 5 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。 
○学生会事業：学生向け講演会 3 回、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 17 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 5 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 2 件実施。 
○学生会事業：講演会 1 回、見学会 0 回（台風のため中止）、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生会奨励賞 7 名、優秀論文発表賞 6 名、学生会功労賞 21 名 
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（８）中国支部 
○一般事業：講演会 10 回（うち 1 回主催、9 回共同主催）、講習会 3 回（共同主催 3 回）、見

学会 1 回、専門講習会 0 回、シンポジウム等の協賛 10 回、電気記念日行事共

催、支部連合大会 1 回。 
○学生会事業：学生向け講演会及び見学会 6 回（主催 4 回）。フレッシュＩＴあわーど 2018

イベント。 
○選奨：連合大会奨励賞 21 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）57 校 92 名、学生功

労賞 10 名 

（９）四国支部 
○一般事業：講演会 9 回、専門講習会 2 回、連合大会１回開催。セミナー等後援 1 件。 
○学生会事業：学生向け講演会 6 回開催。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 6 回開催。協賛・後援の講演会/シンポジウム 12

件。専門講習会 1 回、ワークショップ 1 回開催、支部連合大会 1 回、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。11 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 8 名、貢献賞 1 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 25 名 

５．選挙 
2019 年 2 月 5 日～3 月 5 日に、Web 投票により 2019 年度役員候補者及び代議員の選挙を実

施した。2019 年度代議員として 108 名が選ばれた。 
 

以上 
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2018 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 2018 年定時社員総会 

 
2018 年 6 月 7 日（木）午後 2 時から機械振興会館において 2018 年定時社員総会を開催し

た。代議員総数 109 名に対し、出席代議員数 82 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。篠原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  2017 年度事業報告 
第 2 号議案  2017 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 2018 年度事業計画 
第 5 号議案 2018 年度収支予算 
第 6 号議案 定款変更について 

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 

 
・企画戦略室：7 回             ・倫理委員会：0 回 
・選奨委員会：2 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 
・教育賞委員会：2 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：2 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：3 回 
・男女共同参画委員会：0 回         ・サービス委員会：6 回 
・アドホック会合：6 回           ・国際委員会：3 回、メール審議 1 回 
・大会委員会：4 回             ・著作権管理委員会：3 回メール審議 1 回 
・編集連絡会：4 回             ・会誌編集委員会：6 回 
・出版委員会：0 回、メール審議 2 回     ・教科書委員会：0 回 
・ハンドブック／知識ベース委員会：4 回   ・支部会議：2 回 
・ソサイエティ連絡会：1 回         ・財務委員会：4 回 
・研究会連絡会：4 回            ・規格調査会委員会：3 回 

 
１．４ その他の会議等 

 
・名誉員・歴代会長を囲む懇談会：2018 年 10 月 18 日、機械振興会館 6D-1～2 にて開催 
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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、2018 年 4 月から 2019 年 3 月まで

12 冊、合計 278,800 部（月平均 23,200 部）を発行配布した。 
読みやすく、親しみやすい会誌を目指して企画を行い、特集・小特集の毎号化を実施した。 
電子化への対応としては、会誌アプリに研究会開催スケジュールを配信する機能を追加す

る検討を行った。アプリは安定しており、毎月順調に会誌記事を配信した。 
2018 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       件数 ページ数 種 類       件数 ページ数 
講    演 1 

 
 
 

11 3 月小特集   
編集長退任にあたって 1 3 （創造性・芸術性における 10 58 
4 月小特集   AI の可能性）   
（次世代を切り開く情報通信 10 43 解    説 27 159 
エネルギー技術） 

  
講    座 1 6 

5 月特集   寄    書 0 0 
（働き方改革とそれを支える ICT） 20 105 回    想 0 0 
6 月小特集   学生／教養のページ 2 8 
（テラヘルツデバイスの新潮流） 6 34 オピニオン 1 3 
8 月小特集 

 

  ニュース解説 27 47 
（高臨場感映像・音響が創り出す 11 67 総 合 報 告 0 0 
新たなユーザ体験の評価技術）   ソサイエティのページ 2 5 
9 月小特集   EIC 記事 3 8 
（音声言語理解のこれまでとこれから） 8 40 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
10 月特別小特集 

 

  学生会報告 2 17 
（イノベーションによる，地域の活性化 7 29 支部だより 0 0 
に向けて──IoT，ビッグデータ，AIの   予 定 目 次 12 0 
現状とその次の未来の視点から，信越   学会ニュース 0 0 
地区を例にとって──）   慶    賀 1 1 
10 月小特集   追  悼  抄 4 4 
（パターン認識・メディア理解 4 21 国 際 会 議 17 6 
の機能拡張に向けた Open Idea）   図 書 紹 介 10 5 
11 月特集   国内文献目次  5 
（間もなく離陸する 5G──新たな 17 102 図書寄贈一覧  
通信社会は何が変わるのか？──）   本会だより  18 
12 月小特集   編 集 室 12 12 
（ドローンがもたらす新しい世界） 10 46 役員等口絵  8 
1 月特別小特集   総会・選奨  107 

 （新しい時代の知的財産戦略を 9 40 フェロー口絵  2 
考える）   会誌総目次  11 
1 月小特集   学会編集室  0 
(触力覚通信の歩みと高品質化） 7 33 会    報  0 
2 月小特集   会    告 12 88 
(リザバーコンピューティング） 8 43 計  1,210 
2 月小特集   巻 頭 言  12 
（グローバル科学社会シリーズ 5 15 目 次  36 
──英国編──）   合 計  1,258 
＊その他：広告（カラー、前付等）79 ページ 
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２．２ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
 

2010 年 2 月のβ版公開、2011 年 3 月の一般公開から時間が経過したため、2018 年度をも

って知識ベース 1.0 の編集を完了した。アクセス件数（累計）は、4,875,740 件で広く利用さ

れている。 
なお、掲載コンテンツは以下のとおり 
編数：94 件 
掲載件数（総 PDF 数）：565 件 
 

２．３ 単行本（定款 第 4 条 ト号） 
 
創立 100 周年記念事業の一環として本会ホームページに開設された「バーチャル図書館」

について、次の収録コンテンツとして「実用通信工学叢書」シリーズのアーカイブ化への取

組みを開始した。 
 
２．４ 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 2 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） 

 
２．５ 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教科書シリー

ズとして重版 4 点を発行した。（コロナ社委託出版） 
（2002 年 3 月第 1 回配本以降通算 35 点） 

 
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 2019 年 3 月 19 日(火)～22 日(金) 
会 場 早稲田大学 西早稲田キャンパス(東京) 
参加者 4,770 名 
懇親会・Welcome Party 早稲田大学 ﾛｰﾑｽｸｴｱ（63 号館ｶﾌｪﾃﾘｱ） 参加者 329 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 7 ― ― ― ― ― 7 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企

画セッション ― 2 1 1 3 1 8 

パネル 
セッション ― 1 1 3 0 0 5 

チュートリア

ルセッション ― 2 0 1 1 1 5 

依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
セッション ― 7 0 ※13 ※7 0 27 
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合計 
(共催を含む) 7 12 2 ※18 ※11 2 52 

※ 通信とエレクトロニクスの共催企画 1 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 248 44 889 285 350 1,816 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯ

ｼｮﾝ ‡8 
 

‡8 108 18 10 152 

合計 ‡256 ‡52 997 303 360 1,968 
‡ 基礎・境界と NOLTA の共催企画 8 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。 
 

４．１ 功績賞（第 80 回） 
 
大石 進一（早大） 
喜連川 優（NII） 
三村 髙志（富士通研） 
宮本  裕（NTT） 
守倉 正博（京大） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 56 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） 

CMOS ミリ波無線機の先導的研究開発 松澤  昭（東工大） 

岡田 健一（東工大） 

垂直共振器型面発光レーザの実用化への貢献および機能構造集積化

の研究開発 
小山二三夫（東工大） 

量子アルゴリズムに関する先駆的研究 谷 誠一郎（NTT） 
高橋 康博（NTT） 

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

業       績 貢  献  者（所 属） 

高機能電波吸収体の研究開発と実用化 橋本  修（青学大） 

地雷検知センサ ALIS の開発と人道的地雷除去活動 佐藤 源之（東北大） 
高橋 一徳（応用地質） 
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低歪雑音抑圧・消去技術の開発と実用化 
杉山 昭彦（ヤフー） 
加藤 正徳（NEC） 
佐藤  幹（デンソー） 

【選奨規程第 9 条ハ号】                                  

推薦なし 

 
４．３ 論文賞（第 75 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

 
著 者 名 
掲載年月 

On the Design Rationale of Simon Block Cipher: Integral Attacks and 
Impossible Differential Attacks against Simon Variants 
近藤 倖大（名大）、佐々木 悠、藤堂 洋介（NTT）、岩田  哲（名大） 
2018 年 1 月号（EA） 

A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Hierarchical Control of Concurrent Discrete Event Systems with Linear 
Temporal Logic Specifications 
榊原 愛海、潮  俊光（阪大） 
2018 年 2 月号（EA） 

A 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

Attribute-Based Encryption for Range Attributes 
ATTRAPADUNG Nuttapong、花岡悟一郎（産総研）、小川 一人、 
大竹  剛（NHK）、渡辺  創、山田 翔太（産総研） 
2018 年 9 月号（EA） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

屋外イベントなどを想定した人群観測システムの開発と実証実験・評価 
新井 敬太（長岡技科大）、山本  寛（立命館大）、 
山崎 克之（長岡技科大） 
2018 年 2 月号（B） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

Separating Predictable and Unpredictable Flows via Dynamic Flow Mining 
for Effective Traffic Engineering 
高橋 洋介（NTT コミュニケーションズ）、石橋 圭介、辻野 雅之（NTT）、
上山 憲昭（福岡大）、塩本 公平（東京都市大）、大歳 達也、大下 裕一、 
村田 正幸（阪大） 
2018 年 2 月号（EB） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

A Novel Low-Overhead Channel Sounding Protocol for Downlink Multi-
User MIMO in IEEE 802.11ax WLAN 
鍋谷 寿久、Narendar MADHAVAN、森  浩樹、青木 亜秀（東芝） 
2018 年 3 月号（EB） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Demultiplexing Method of Variable Capacity Optical OFDM Signal Using 
Time Lens-Based Optical Fourier Transform 
瀧口 浩一、中川 高晃、三輪 貴明（立命館大） 
2018 年 2 月号（EC） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

ビーム伝搬解析と随伴変数法による感度解析を用いた非線形光学デバイスのト

ポロジー最適設計に関する検討 
森  洸遥, 辻  寧英（室蘭工大） 
2018 年 5 月号（C） 

C 論 文 名 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

32-Gbit/s CMOS Receivers in 300-GHz Band 
原  紳介（NICT）、片山 光亮、高野 恭弥、Ruibing DONG（広島大）、 
渡邊 一世、関根 徳彦、笠松 章史（NICT）、吉田  毅、天川 修平、 
藤島  実（広島大） 
2018 年 7 月号（EC） 

D 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

高階エネルギー最小化による医用画像セグメンテーション 
北村 嘉郎（富士フイルム）、石川  博（早大） 
2018 年 1 月号（D） 
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D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

An Efficient Algorithm for Location-Aware Query Autocompletion 
Sheng HU、Chuan XIAO、石川 佳治（名大） 
2018 年 1 月号（ED） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

複数人による双方向の対面行動を計量する頭部装着型デバイス 
蜂須  拓、Yadong PAN、松田壮一郎、Baptiste BOURREAU、 
鈴木 健嗣（筑波大） 
2018 年 2 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 最優秀論文賞（第 1 回） 

（敬称略） 
論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

A Novel Low-Overhead Channel Sounding Protocol for Downlink Multi-User 
MIMO in IEEE 802.11ax WLAN 
鍋谷 寿久、Narendar MADHAVAN、森  浩樹、青木 亜秀（東芝） 
2018 年 3 月号（EB） 

以上 1 編 
 
４．５ 末松安晴賞（第 5 回） 

（敬称略） 
カテゴリ 受賞者（所属） 研究・開発の題目 

学術界貢献 杉浦 慎哉 次世代ワイヤレス通信ネットワークのためのディ

ジタル信号処理・符号技術に関する研究開発 

産業界貢献 ウメシュ アニール 携帯電話システムのネットワークアーキテクチャ

及び無線インタフェースプロトコルの標準化 
以上 2 名 

４．６ 学術奨励賞（第 81 回） 
基礎・境界ソサイエティ：7 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
栗田 いずみ 東京理科大 有色ノイズによるカオス写像の共通ノイズ同

期現象に関する一検討 
ソサイ

エティ 
N-1-18 

坂口 聡範 阪大 完全 k 部グラフで表されるマルチエージェン

トシステムの静的ピニング合意制御 
総合 A-10-8 

テキ 博偉 阪府大 拡散誘導不安定性を持つ 2 個のリング型ネッ

トワーク上の反応拡散系の安定領域 
総合 NS-1-3 

羽田野 凌太 電通大 AES暗号への故障差分攻撃のモデル化と攻撃

回数の評価 
ソサイ

エティ 
A-7-3 

日高 直樹 阪大 公平性を考慮した最適化問題の交互方向乗数

法を用いた分散最適化 
ソサイ

エティ 
A-10-14 

藤田 実沙 東京理科大 K 番目の最短経路を使用したグラフ的シュタ

イナー木構築法 
総合 N-1-20 

松永 美樹 広島大 2 マイクロホンを用いた音響信号処理に基づ

くクレーン振れ角検出器 
総合 A-8-2 

通信ソサイエティ：28 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
石村 昇太 KDDI 総合

研究所 
ストークスベクトル受信器向けブラインド偏

波追従アルゴリズム 
総合 B-10-38 

内野 大地 三菱電機 ビームによる分離を考慮した移動通信の

DRX 動作 
総合 B-5-111 
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大野 槙悟 NTT 強結合型マルチコアファイバの空間モード分

散分布測定法における測定精度向上に関する

検討 

総合 B-13-19 

    強結合型マルチコアファイバの空間モード分

散分布測定法における測定距離拡大に関する

検討 

ソサイ

エティ 
B-13-14 

大見 峻太郎 東京農工大 2 次元平面波展開に基づく単一面 FIAFTA を

用いた近傍界遠方界変換 
ソサイ

エティ 
B-1-165 

小俣 澄夏 工学院大 帯域分解合成伝送におけるクリッピング&フ

ィルタリングを用いた PAPR 低減法の検討 
ソサイ

エティ 
B-3-25 

管 貴志 東北大 注入同期法を用いた 12 bit/s/Hz, 58.2 Tbit/s, 
256 QAM-160 km C バンド WDM 伝送 

ソサイ

エティ 
B-10-36 

久野 伸晃 NTT 深層学習を用いた複数の遮蔽物を考慮した伝

搬損失特性の推定法 
総合 B-1-29 

    畳み込みニューラルネットワークを用いた複

数の遮蔽物を考慮した伝搬損失特性推定法 
ソサイ

エティ 
B-1-29 

熊谷 慎也 富士通 5G 超高密度分散アンテナシステムにおける

屋内送信点配置に関する検討 
ソサイ

エティ 
B-5-11 

小西 響介 三菱電機 人感センサの時系列データによる複数歩行者

の軌跡推定 
ソサイ

エティ 
B-18-3 

椎名 亮太 NTT 安定的な無線環境を実現する光/RF ハイブリ

ッド・ワイヤレスシステム 
ソサイ

エティ 
B-8-2 

設樂 勇 日本工大 ドローンの直線中継伝送におけるアクセス制

御方式の一検討 
ソサイ

エティ 
B-11-2 

新保 薫子 早大 高いシステム容量とユーザ間の公平性の双方

を実現する MU-MIMO THP とスケジューリ

ングの連携法に関する検討 

総合 B-5-42 

末延 博 三菱電機 小規模群目標のレーダ断面積解析に関する一

検討 
総合 B-1-61 

    小規模群目標のレーダ断面積解析における素

子間結合の評価 
ソサイ

エティ 
B-1-76 

鈴木 晃人 NTT 大量トラヒック発生に関する外部情報を活用

した経路制御の評価 
総合 B-7-22 

    強化学習を適用した NFV 統合制御手法の適

用性評価 
ソサイ

エティ 
B-7-12 

竹下 絵莉奈 NTT EVPN Multihoming における PE 間故障時の

BUM トラヒック損失を低減する DF 再選出

方式の提案 

総合 B-8-3 

    VPN 基盤における監視リソースを低減する 
End-to-End 監視設計方法の提案 

ソサイ

エティ 
B-8-17 

田中 健 neko 9 
Laboratori
es 

ミリ波帯広帯域シングルキャリア伝送におけ

るアレーアンテナの合成利得劣化評価 
ソサイ

エティ 
B-5-23 

田谷 昭仁 京大 深層強化学習を用いた車両移動によるミリ波

路車間通信のカバレッジ拡大 
総合 B-18-37 

    交差点での車車間イメージセンサデータ共有

のためのミリ波通信スケジューリング 
ソサイ

エティ 
B-15-3 

長縄 潤一 電子航法研 TDOA を用いた ADS-B 成りすまし検出の理

論的検討 
ソサイ

エティ 
B-2-24 

中野 亮 日立 遠隔設備監視向け無線ネットワーク管理ツー

ルの開発 
総合 B-18-44 

中平 俊朗 NTT 戦略管理アーキテクチャ（WiSMA）における

802.11ax 対応マルチ RF 制御法 
総合 B-5-135 
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    無線リソース最適化のための戦略管理アーキ

テクチャ（WiSMA）におけるマルチインタフ

ェース制御による空間リソース最適化法 

ソサイ

エティ 
B-5-96 

平田 綾也 東北大 単一チャネル 10.2 Tbit/s-300 km 光ナイキス

トパルス伝送 
ソサイ

エティ 
B-10-39 

福嶋 崇嗣 防衛大 0 次共振器で構成したチョーク付き同軸給電

モノポールアンテナ 
ソサイ

エティ 
B-1-46 

増田 陽 NTT 直交振幅符号化 PAM 方式の適用による帯域

制限耐力の向上 
総合 B-10-11 

    非線形 MLSE の適用による 90Gbaud PAM4
及び 4λ LAN-WDM と 4 コアファイバ SDM
を用いた 2.88Tb/s O 帯伝送の実現 

ソサイ

エティ 
B-10-41 

松下 竜真 三菱電機 低遅延通信フローの経路選択問題へのSAT技

術の応用 
総合 B-6-20 

松本 恵一 NEC 異種励起光源可変共有方式による光増幅器の

低消費電力動作に関する実験検証 
総合 B-10-20 

宮武 遼 NTT LPWA におけるサイトサーベイ効率化を目指

した測定エリア削減アルゴリズムの検討 
ソサイ

エティ 
B-17-19 

宮本 達史 KDDI 総合

研究所 
DNN を適用した NFV 障害業務プロセス管理

モデルの提案 
総合 B-14-4 

    DNN を適用した NFV 障害業務プロセス管理

モデルの提案 
ソサイ

エティ 
B-7-13 

山浦 真悟 三菱電機 折り返し線を設けた鉄塔アンテナのスケール

モデル測定 
総合 B-1-86 

    キャビティを装荷した楕円型偏心スパイラル

アンテナに関する一検討 
ソサイ

エティ 
B-1-58 

エレクトロニクスソサイエティ：10 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
青山 裕之 三菱電機 バイアス回路向け高周波吸収フィルタの試作

評価結果 
総合 C-2-65 

    結合線路を用いた高耐電力な電力合成回路に

関する検討 
ソサイ

エティ 
C-2-36 

居城 俊和 フォトニッ

クラティス 
自己クローニングフォトニック結晶を用いた

薄型偏波分離素子の開発―作製と評価― 
ソサイ

エティ 
C-3-11 

大田 智也 富士通 低演算量マルチバンド共通フィードバック歪

補償方式の実験的検討 
総合 C-2-5 

神岡 純 三菱電機 小型 2倍波抑圧回路を有する高効率X帯 26W 
GaN MMIC HPA 

ソサイ

エティ 
C-2-12 

熊原 宏征 呉高専 実大地上に設置した 1MHz 帯 EWE アンテナ

の特性 
総合 C-2-92 

    AM ラジオ波を利用した含水土壌からの反射

波計測 
ソサイ

エティ 
C-2-73 

呉 迪 日大 複素周波数領域有限差分法による金属球の電

磁波散乱解析 
総合 C-15-18 

    有限差分法による金属球の電磁波散乱応答解

析 ―三次元複素周波数領域有限差分法― 
ソサイ

エティ 
C-15-7 

富山 陽介 東芝 双方向選択的発振器を用いたディープラーニ

ング向け積和演算回路 
ソサイ

エティ 
C-12-3 

長岡 一起 名大 単一磁束量子回路によるビット並列演算マイク

ロプロセッサに向けたデータパスの高速動作 
総合 C-8-9 

    単一磁束量子回路に基づくビット並列演算ゲ

ートレベルパイプライン乗算器の試作と評価 
ソサイ

エティ 
C-8-4 
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濱田 裕史 NTT 300 GHz 帯スペクトラム計測応用に向けた

150 GHz 帯 InP-HEMT 電力増幅器 
総合 C-2-18 

    80 nm InP-HEMT テクノロジを用いた 300 
GHz帯多値変調トランシーバ用高アイソレー

ションミキサ 

ソサイ

エティ 
C-2-2 

山本 航 三菱電機 5G における高 SHF 帯・広帯域 Massive 
MIMO 向け 28GHz 帯 4 チャネル内蔵送受信

RF コアチップ 

総合 C-2-3 

情報・システムソサイエティ：5 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
伊藤 大貴 名大 レイヤ型ディスプレイを介してフォーカルス

タックから復元される多視点画像の高品質化

に関する検討 

総合 D-11-26 

植松 沙樹子 京大 少数データに対する深層学習の汎化性能と解

釈性の向上 
総合 D-9-5 

栗田 啓大 東大 言語・非言語情報を用いた婚活サイト上のチ

ャットの結果予測 
総合 D-12-26 

田中 大揮 東大 同時最適化による誤ラベルを含むデータでの

CNN 学習 
総合 D-12-30 

平原 秀一 東大 OR-AND-XOR 回路に対する回路最小化問題

の NP 完全性 
総合 DS-1-8 

 
４．７ 教育優秀賞（第 3 回） 
                                               （50 音順・敬称略） 

氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 
植村 俊亮（奈良先端大） データ工学教育の普及と発展に対する貢献 
宮保 憲治（東京電機大） 大学院講義と研究推進を連携させた工学教育の実践 

                                                          計 2 名 
 
４．８ 教育功労賞（第 3 回） 

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

荒井 滋久（東工大） レーザ・量子エレクトロニクス研究会活動を通じた若手研究者教

育への貢献 
大倉 史生（阪大） 関西支部 ICT 基礎講座「画像処理講座」への貢献 
長名 保範（琉球大） 対戦形ゲーム開発コンテストの企画・運営によるディジタル回路

設計教育の普及 
河合  正（兵庫県立大） 日泰マイクロ波研究会における若手研究者育成企画への貢献 
木村 秀明（NTT） 電子情報通信に関する科学教室実施による啓発活動と人材育成 
長  敬三（千葉工大） アンテナ伝搬基礎講座のアンテナ分野講師としての貢献 
長谷川 剛（阪大） ネットワークシステム研究会「シミュレーションスクール」講師と

しての貢献 
藤野 義之（東洋大） ワークショップにおける無線電力伝送技術の教育活動 
渡辺 牧雄 JABEE 活動を通じた国際的に通用する技術者育成への貢献 

計 9 名 
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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 4 名を名誉員に推薦した。 

石田  亨（早大） 
佐藤 健一（産総研） 
土井美和子（NICT） 
西関 隆夫（東北大） 

 
５．２ フェロー称号の贈呈 

 
〔基礎･境界ソサイエティ：5 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
澤田  宏 音響信号のブラインド音源分離に関する研究 
田村  裕 グラフ・ネットワーク理論を基礎とした情報通信技術の研究 
池口  徹 非線形力学系理論に基づく複雑システム解析技法の先駆的研究 
棟安 実治 多次元・非線形適応信号処理と画像への応用に関する先駆的研究 
森井 昌克 有限体理論・代数的符号理論・共通鍵暗号解析の研究 

 
〔通信ソサイエティ：10 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
笠原 正治 情報システムの性能評価モデリングに関する応用確率論的研究 
桐葉 佳明 ネットワークアーキテクチャと運用技術の研究開発及び学会活動 
黒川不二雄 電子情報通信用スイッチング電源の制御技術に関する研究 
源田 浩一 高速パケットスイッチシステム及びネットワーク最適化技術の研究 
阪口  啓 ミリ波を活用するヘテロジニアスセルラネットワークに関する研究 
鈴木 利則 移動通信方式の周波数利用効率向上を実現する干渉抑圧技術の研究 
平野  章 高速光リンクシステム伝送特性設計法の研究と実用化 
平松  淳 神経回路網による適応トラヒック制御と大容量光交換機の技術開発 
藤井 威生 コグニティブ無線における無線環境認識及び周波数共用の研究 
山田 寛喜 アンテナ及びリモートセンシングへのアレー信号処理手法の応用 

 
〔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 
平田 晃正 人体マルチフィジクスと生理応答の統合計算法と応用に関する研究 
鈴木 康之 ヘテロ接合化合物半導体デバイスと高速集積回路に関する研究開発 
小川 憲介 大容量伝送に向けた高速・低電圧シリコン光変調器の研究開発 
佐藤 源之 電磁波応用工学、特に減災・人道的活動への社会実装の推進 
加藤 景三 有機薄膜電子材料の評価とデバイス・センサ応用に関する研究 

 
〔情報･システムソサイエティ：11 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
赤倉 貴子  高度 e ラーニング／e テスティング実現のための先駆的研究 
井上美智子 LSI のディペンダビリティと分散アルゴリズムの研究 
内田 誠一 画像および時系列パターンの認識・解析技術の開発と多分野応用 
柏野 邦夫 音、画像、動画像に対する高速かつ頑健な探索技術の研究開発 
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加藤 直樹 実践的な組合せ最適化アルゴリズムと計算幾何学の理論研究の深化 
工藤 峰一 パターン認識における識別子の構成と特徴選択に関する基礎研究 
久野 義徳 視覚情報処理を用いた人間と機械のインタラクションに関する研究 
神保 泰彦 先駆的な脳神経信号計測技術開発と生体情報処理の研究 
廣瀬  明 複素振幅を扱うニューラルネットワークの研究 
藤井 俊彰 3 次元映像処理と 3 次元映像システムに関する先駆的研究 
山名 早人 Web 解析研究と学会論文誌編集活動 

 
５．３ シニア会員称号の贈呈 

 
〔基礎･境界／NOLTA ソサイエティ：7 名〕 
田所 幸浩  青森  久  峯岸 孝行  國廣  昇  木村 昌臣 
宮内 美樹  中口 俊哉 
 

〔通信ソサイエティ：25 名〕 
植松 芳彦  会田 雅樹  中川 潤一  太田  能  伊藤 文彦 
深沢  徹  足立 正二  吉澤 信幸  千本 倖生  山本 哲矢 
増野  淳  大石 晴夫  中川  学  府川 和彦  池田 大造 
石橋 功至  高橋 英士  服部 雅晴  星野 正幸  山本 俊明 
森田 基樹  山下 陽一  梅林 健太  須山  聡  中尾 彰宏 
 

〔エレクトロニクスソサイエティ：7 名〕 
滝波 浩二  近藤 正彦  荒川 太郎  妹尾 和則  神徳 正樹 
堤  恒次  尾辻 泰一 
 

〔情報･システムソサイエティ：16 名〕 
温  暁青  山本修一郎  岩野 公司  舩冨 卓哉  佐藤 康夫 
中川  章  木俵  豊  陶山 史朗  長嶋 祐二  清木  康 
鹿喰 善明  直井  聡  井口  寧  大沼  亮  高藤 大介 
亀田 裕介 

 
５．４ 会員の現況 

 
2017 年の創立 100 周年を節目に，会員サービス向上と業務改善を目指して，会員管理シ

ステムの刷新を行い，2019 年 2 月から新しくなった会員マイページは各種書類のダウンロ

ード機能（会員証，在会証明書，会費等の請求書，領収書等）の他，多彩な機能（WEB 決済

情報管理機能，入金履歴一覧等）を追加した。 
2017 年度までは会費未納者についても会員として計上していたが，2018 年度より会費未

納者は計上せず，年度末で会員資格喪失とした。このため，メール等で事前周知を行ったが，

2018 年度末の会員数の減少は 2017 年度との前年度末と 3,105 名の差となった。 
なお，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。 
また，特殊員については，2019 年 4 月から購読会員に名称を変更する。 
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（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 

※2018 年度末からは当年度会費未納者を除いた年度末会員数を対象とした 
会員種別 名誉員 正員 学生員 特殊員 維持員 合 計 

2017年度末 
会員数 

96 [64] 24,115 [821] 
(22,481) 

4,457 
(4,141) 

291 122 29,081[885] 
( 27,126) 

2018年度末 
会員数 

97 [68] 21,715 [800] 
 

3,764 
 

276 124 25,976[868] 
 

前年度末との差 1 [4] -2,400[-21] 
( -766) 

 -693 
(-377) 

-15  2 -3,105[-17] 
( -1,150) 

（注）名誉員の池上文夫先生は 4 月 22 日、西澤潤一先生は 10 月 21 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。 

年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
 

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 2 [2] 378 [13] 84 4 4 472[15] 

東  北 10 [5]   705[44] 120 13 1 849[49] 

東  京 65 [45]  12,354 [511] 1,396 152 86  14,053 [556] 

信  越 1 [1] 365[7] 95 11 4 476 [8] 

東  海 5[4]  1,333 [45] 258 31 11 1,638 [49] 

北  陸 0 386 [4] 117 5 0      508 [4] 

関  西 12[10] 2,619[116] 431 28 14 3,104[126] 

中  国  0 688 [18] 171 10 0 869 [18] 

四  国 1 [1] 324 [7] 77 4 1 407 [8] 

九  州 0 1,027[26] 270 13 3 1,313[26] 

海外在住 1 87 [5] 3 5 0 96[5] 

Overseas 0 1,449 [4] 742 0 0 2,191 [4] 

合  計 97 [68] 21,715[800] 3,764 276 
 

124  25,976[868] 

 
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。 
・2018 年 7 月号：2017 年度各支部学生会事業報告 
・2019 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。 
＊2016 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。 
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（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，電子情報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 学会主催の技術講座に関する事項 
 

現状の生涯教育環境を踏まえて見直しを図る必要があるが、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、2018 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・情報処理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 2015 年 10 月に行って以来，2018 年度も

運用した。また，本会，電気学会，情報処理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行うこととし

ているが，2018 年度は特段の活動はなかった。 
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。 
 

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 1996 年度より実施してきた。2018 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 5 回、参加者合計は 231 名であった。 

また、本活動を支えるため、2002 年度から募金活動を開始し、2018 年度（2019 年 3 月末
現在）は、17 件（個人 17 件）、約 17 万円の協力を得て有効に活用させて頂いている。 
2018 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：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：原田研介先生（阪大） 

2018.8.3 70名 

千葉工業大学・電子情報通信学会の科学教室 

テーマ：Scratchを利用してプログラミングを学ぼう 

講 師：中川泰宏先生（千葉工大） 

2018.8.4 55名 

科学教室：埼玉大学工学部（さいたま市） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界（埼玉大学会場） 

講    師：木村雄一先生、斉藤作義先生（埼玉大） 

2018.8.6 41名 
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千葉工業大学・電子情報通信学会の科学教室 

テーマ：～情報とメディア～「音で確かめる情報伝送のしくみ」 

講 師：中川泰宏先生（千葉工大） 

2018.8.21 12名 

科学教室：石垣市立大浜中学校 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界（石垣会場） 

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） 

2019.2.2 
 

53名 

                          計 5 回 231 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 0 上海 0 
北京 0 シンガポール 0 
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 0 
ベトナム 0 マレーシア 0 

  合計 1 件 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

2018 IEICE Information and Communication Technology Forum (2018 IEICE ICTF) 
11 -13 July 2018, Graz University of Technology, Austria, Graz  

 
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。 
 

７．３ All Sections Meeting 
 
会長・副会長・国際セクション代表者・国際委員会委員が出席する会議として All Sections 

Meeting を、また大会企画セッションとして、企業、大学関係者の講演と国際セクション代

表者等とのパネル討論を総合大会期間中(早稲田大学)の 3 月 20 日（水）に開催し、意見交換・

交流を行った。 
 

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 2018

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、「データサイエ

ンスと５Ｇネットワークが産む未来」と題して実施し、544 名の参加を得た。 
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８．２ 総合大会の場の活用 
 

 2019 年 3 月の早稲田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。 
 
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 3 回，専門委員会及び小委員会を 45 回開催した。国際標準化に関して取

り扱った IEC 文書は 175 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 20 3 

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 村山  廣 16 0 4 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 堀部 雅弘 10 38 7 
3 周波数制御・選択・検出デバイス 作田 幸憲  23 83 7 
4 光ファイバ 大橋 正治 42 63 8 
5 電子実装技術 神戸 尚志 16 0 4 
6 無線通信送信装置 小川 博世 21 20 5 
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 10 0 6 
10 国際標準化教育検討委員会 中西  浩 17 0 4 

合    計 
193 204 ― 

397 45 
 
 
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） 

 
長年にわたる維持員としての本会事業運営への御貢献が顕著な各企業・団体に対し、感謝

の意を表し、今後とも本会の発展を支えて頂くべく、篠原会長及び笹瀬創立 100 周年記念事

業実行委員会委員長名で感謝状を贈呈した。 
 
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・情報系関連 5 学会とは 2004 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。2018 年度も、年 2 回の定例会議を開催し、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 
2018 年度は、関連学術団体等に対する協力・連携活動として、282 件の協賛・後援等を

行った。 
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（3）総務省との意見交換会 

総務省国際戦略局幹部と会長を初めとする本会役員6名との第10回意見交換会を開催し、

国の技術政策と学会の役割等について情報交換を行った。 

（4）モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)との相互協力 

MCPC との相互協力関係として、相互の会員に活動を周知するため、HP 上のバナー交換

を行った。 
 

１１．２ 会員サービスを支える情報システム 
 
創立 100 周年記念事業の一環として実施したグランドデザインを反映して、新たな会員

サービス充実、業務効率化、コンテンツ活用等を目指した学会の情報システムの開発を進

めた。学会システムの中核である会員管理システムの更改を 2019 年 1 月末に行い、2 月よ

り新システムの運用を開始した。コンテンツ活用のためのシステムも年度内に総合試験を

完了し、2019 年度よりサービス提供を開始する。 
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Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業 
 
１．ソサイエティ及びグループ事業概要 

2018 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 1 回開催し、各ソサイエ

ティ等の連携を図った。 
 

１．１ 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、2018 年

度は、グローバル化への継続したアクション、技報電子化に向けたトライアル実施と各種サービス開始

の準備、NOLTA ソサイエティとの共同運営体制の確立、一方でサブソ・研専会議の設立などソサイエ

ティ運営の効率化の検討を進めた。 
 
(1) 研究活動とその活性化 
基礎・境界ソサイエティは、非常に広範囲な分野の研究専門委員会から構成されており、分野の近い

複数の研究専門委員会が協力して自主的な活動が行える組織としてサブソサイエティを設置している。

2018 年度も引き続き、各サブソサイエティの発展、貢献を学会の一層の展開につなげるため、以下を

実施してきた。(a) 2015 年度から開始した NOLTA ソサイエティ（NLS）とのソサイエティ共同運営を

円滑に進めるため、各種規定の整理を進めた。(b) 大きく発展した研究専門委員会のサブソサエティ化

などのサブソサイエティ再編成に関連した議論を継続して行うと共に、2018 年度はシニア研究者の活

性化を目的として、特別研究専門委員会（光輝会）が設立された。(c) 各サブソサイエティが独立して

論文誌を発行できる体制へとつなげ、各サブソサイエティのソサイエティ化に進める要件を満たす環境

を整えるための一環として、サブソサイエティに関連した掲載論文をまとめ直したバーチャルな論文誌

の電子発刊を続けた。 
 
(2) グローバル化と国外会員へのサービスの充実 

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 2011 年 8 月より継続的に実施して、2018 年 12 月時点で、4 か国で合計 19 回開催しており、

延べ参加者人数は 1,650 名を超え、ESS を代表する事業となっている。タイでは、Chulalongkorn Univ.、
KMITL、KMUTT、Mahanakorn Univ. Tech、KMUTNB、Koan Kaen Univ.、SIIT, Thammasat 
University, 泰日工業大学等での開催実績をもっている。 
本年度は、18 回目を迎える ICT 関連分野の環太平洋地域の代表的な国際会議となった International 

Symposium on Communications and Information Technologies（ISCIT）におけるチュートリアルセ

ッションとして開催した。同会議の Honorary Co-Chairs を務める Prof. Kosin Chamnongthai からの

依頼を受けての開催である。同氏は IEICE 主催の国際会議や英文論文誌の特集号編集において多くの

貢献をされてきている。これまでと同様に、海外からの論文投稿の増加と海外会員の増強を目的とし、

さらに、通常 3 時間程度の時間を要するセミナーを 2 時間に短縮したバージョンで開催することで、セ

ミナーの多様性を図り、多様なニーズに応えることを可能とするための試みであった。2018 年 9 月 26
日に、国際会議 ISCIT2018 におけるチュートリアルセッション“How to Write Good Quality Papers”
として開催した。国際会議の参加者を中心にバンコクおよびその近郊の大学からの若手教員の参加も

合わせ、50 名を超える参加者となり、会場には立ち見も出た。また、会場が満員であったため資料の

みを持ち帰った方々も多数いた。なお、IEICE・ESS を冠としたチュートリアルを開催することで、

IEICE の知名度の向上が図られたものと考える。 
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。 
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(3) 論文誌・機関誌の充実 
基礎・境界ソサイエティでは、論文誌・機関誌の充実に向けて、以下を継続的に実施してきている。

(a) 2014 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を引き続き実施した。(b) SITA
ソサイエティのバーチャルジャーナルの発刊を継続した。(c) 2014 年 10 月より NOLTA ソサイエティ

との共同機関誌として Fundamentals Review（FR 誌）を年 4 回発行した。2018 年度は、2 本のレビ

ュー論文、20 本の解説論文を掲載した。優れた論説（特別寄稿、技術の原点、レビュー論文及び解説論

文）に対して「FR 誌ベストオーサー賞」の贈呈も継続して行った。また 2018 年度は、ESS と NOLTA
の共同編集がわかるように、表紙に ESS と NOLTA ソサイエティ名とロゴを記入した。 
 このように、基礎・境界分野における論文誌・機関誌の在り方や編集体制について検討を行いながら、

更なる質と会員への発信力の向上を図った。 
 
(4) 技報電子化トライアルの実施 
基礎・境界ソサイエティとして、2018年度は技報電子化トライアルを実施した。研究会の発表参加費・

参加費を設定し、複数の研究専門委員会から電子化研究会のトライアルを開始、平成31年度に技報の完

全電子化を行う準備を進めた。2019年3月1日よりその年間登録の受付を開始し、ESS・NOLTAのすべ

ての研究会を網羅する全研究会パック価格も設定した。またこれに合わせて、2018年度中からPPVサー

ビスも開始した。一方で、2019年度は、冊子体技報を引き続き準備することとし、冊子体年間購読予約

者には技報アーカイブサービスのトライアルを実施することとなっている。 
 
(5) ソサイエティ運営の効率化 
基礎・境界ソサイエティには、2018 年度において 20 の研究専門委員会が所属しており、2019 年度

には 1 つの特別研究専門委員会（光輝会）が加わる。様々な議題に対する意思決定を運営委員会にて行

ってきたが、その規模は年々大きくなってきており、ソサイエティ運営・NOLTA との共同運営の効率

化を図るために以下を実施した。まず、2017 年度から検討してきたこととして、ソサイエティ代表委

員制度を廃止した。その一方で、サブソサイエティ・研究専門委員会の活動をより活性化させ、様々な

アクションに対して迅速な対応・意思決定がとれるように、サブソ・研専会議を設立し、NOLTA との

共同運営も踏まえての規定類の整備を進めた。 
 
(6) その他の活動 

その他の活動として、まず 2018 年 9 月に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、チュートリアルセッション 2件、依頼シンポジウム 5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。2018 年度は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて佐久間淳先生（筑波大学）が

「個人ゲノムデータの利用とプライバシー保護」と題して、守谷健弘先生（NTT）が「音声音響符号化

技術の進展」と題して特別講演がなされた。佐久間先生・守谷先生はそれぞれ、平成 28 年度・平成 29
年度の FR 誌ベストオーサー賞を受賞されている。佐久間先生には、ゲノムデータの利用とプライバシ

ー情報の保護について、情報セキュリティという観点と AI 活用を交えて講演をいただいた。守谷先生

には、これまでに研究開発に携わってこられた音声信号を中心とする音響符号化・圧縮技術について、

その技術発展の歴史も踏まえて講演いただいた。 
2019 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 2 件、チュートリアルセ

ッション 2 件、依頼シンポジウム 7 件を企画した。中でも、2019 年度より活動を始める特別研究専門

委員会「光輝会」が「高齢者の活躍ー光輝会の活動に向けて」と題して、まだ研究専門委員会「技術と

社会・倫理研専」は「科学技術者コミュニティと軍事研究：軍民両用技術と科学技術の価値」と題して

シンポジウムを開催するなど、基礎・境界ソサイエティとして幅広い活動を推進した。 
 

１．２ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは、2018 年度は、研究会活動、大会活動、出版活動等、活動全体において大き

な変化の年となった。研究会活動では、2018 年 4 月より、財務状況改善と魅力度向上を目指した「技

報アーカイブ」提供による技報完全電子化を開始した。技報アーカイブライセンス費、年間登録費、参

加費等による全体収入はほぼ見込み通りであり、良好なスタートを切ることができた。また、分野横断

型研究の活性化を目指し、通信ソサイエティの 10 研専、基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエ
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ティの協賛による研究会（MIKA2018）を 2018 年 9 月に実施した。大会活動では、ソサイエティ大会

と総合大会において、例年通り多数の若手研究者や学生の発表があり、また、従来の枠を超える企画セ

ッション、例えば機械学会と連携したセッション「5G・IoT 時代のキカイ」など、を実施した。また、

通信ソサイエティの Welcome Party を、昨年度の他ソサイエティとの合同から、2018 年度は信学会懇

親会との合同へと発展させ、約 400 名の参加者数を得た。出版活動では、英文論文誌のインパクトファ

クタが徐々に向上しており、2018 年度時点で 1.09 にまで上昇した。国際連携では、韓国 KICS とのシ

スターソサイエティ協定の更新を 2018 年 10 月に行い、また、協催・協賛の国際会議を 20 件開催した。

財務状況に関しては、I-Scover の廃止に伴う活動活性化費用の増強を目論んだが、学会全体の新システ

ムの開発費増加を考慮し、引き続き緊縮を実施している。 
 
(1) 財務管理 

通信ソサイエティの 2018 年度の収入、支出は両者とも 2017 年度に比べ減少の見込みである。収入

減となっている主な事業は、研究会および論文誌、支出減となっている主な事業は、電子情報通信学会

横断検索システム（I-Scover）、研究会、論文誌である。全体の収益は、昨年度の 7206 万円の赤字から

1645 万円の黒字に転換した。2017 年度に I-Scover が廃止され、I-Scover の減価償却費（2017 年度に

8016 万円を計上）がなくなったことが最大の要因である。その他、論文誌、研究会が大きな収益の柱

である。 
論文誌は 3118 万円の収益を上げているが、掲載ページ数が漸減しているため、収入、支出とも下が

ってきている。研究会活動においては、技報完全電子化・参加費型研究会を全面開始し、図書館、大学、

企業への技報ライセンス契約形態を、サイトライセンス、グループライセンスへ変更し、研究会への年

間登録の推進などを行った。この結果、研究会活動の収入は 1200 万円減になったが、技報完全電子化

による印刷代、配送料等の費用削減効果が大きく 1400 万円の支出減になり、収益は 200 万円の増加に

なった。2018 年度から開始した技報電子化、参加型研究会は設計通りに機能していると考えられるが、

今後、施策の総合評価を行い、財務に与える影響を明確化するとともに、中期的な収益を基に予測検討、

実績確認を実施すること、それらデータを基に収益向上と中長期的な視点での検討を進めていく。 
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。昨年度は I-Scover 減価償却のため、通ソ活性化活動準備金を縮小して活動したが、

今年度は例年通りの予算を立てて、活性化活動を実施した。 
2019 年度の予算編成については、財務委員会から、実施事業調整費を予算策定段階で見込むこと、

黒字予算を立てること、選奨費ガイドラインを遵守するよう指摘があり、これらの指摘に沿った予算を

策定した。これまで決算時に見込んでいた実施事業調整を予算策定時に組み込んだうえで黒字予算化す

るため、2019 年度予算については、通ソ活性化活動準備金を例年の 400 万円から 85 万円まで削減し、

黒字予算とした。また、選奨費ガイドラインについては、通ソガイドラインの下限 250 万円、上限 320
万円に収まるように選奨費の見直しを図っている。しかし、国際会議選奨費など年度により費用が変動

することも考えるため、通ソとしてあるべき選奨費を検討していく。 
2017 年度の I-Scover 廃止など、通ソの財務状況は改善しているが、予算への実施事業調整費の組み

込みにより、2019 年度予算は通ソ活動活性化資金への予算を抑えることになった。これまでの財務体

質の改善に向けた議論から、新たな会員の取り込みや事業構造の再構築など、取り組むべき課題が抽出

されており、それらの対策への取り組みのためにも活動活性化のための予算を確保することが重要にな

ってきている。そのためにも、予算精度を上げることで、新たな会員獲得や事業の集中拡大を目指した

対策・施策を計画し、予算を割り当てていく必要がある。予実管理と年度期間中の弾力的な予算の組み

換えを限られた人的リソースで行う方法などを継続して検討していく。 
 
(2) 技報完全電子化 
(2-1) 技報アーカイブ  

本年度より、過去の技報を電子的に閲覧できる「技報アーカイブ(通ソ)」サービスの運用を開始した。

昨年度実施した「技報アーカイブ（通ソ）」の無料トライアルなどのサービス周知策により、これまで

の冊子体予約者の約 8 割に契約いただけており、冊子体印刷廃止による支出減と合わせ、収支を改善す

るものとなっている。本年度は、既存の技報予約管理システムと「技報アーカイブ」システムの連携を

容易にするインターフェースの開発や、本年度初めて必要となる利用継続作業の自動化ツールなど、今

後の継続的かつ更なる収支改善に寄与する運用効率化施策を実施した。 
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(2-2) 参加費・年間登録費見直し  
 2016 年度の技報価格見合いで 2017 年度に決定し 2 年間維持してきた年間登録費について、技報アー

カイブ等の新サービスの収入が見えてきたことを受けて見直しを行い、2019 年度からの改訂価格を決

定した。今後、研究会活性化を図りつつ収入確保を目指した運営を行っていく観点で、昨年度実績等も

考慮し、3 つの研究会の価格を改定することとした。併せて、年間登録費の割引オプションについて検

討し、現在財務シミュレーション等により、具体化を進めている。参加費については現状の価格を維持

する。 
 
(2-3) 研専横断型研究会 

複数研専が共同開催する分野横断型の研究会を推進・支援するため、通信ソサイエティでは、該当す

る第二種研究会を「通信ソサイエティ主催」とできる制度を 2017 年 5 月より運用している。これによ

り、関連する技術を俯瞰的に議論する場や、様々な産業分野への応用を議論する場をソサイエティとし

て提供し、活性化につなげている。2018 年度は、本制度を適用した研究会が 2 件開催された。なかで

も、12 研専が組織した MIKA が企画し 3 日間にわたり開催した革新的無線通信技術に関する横断型研

究会（MIKA2018）では 227 名の参加があるなど、多数の参加者があり、活発な議論が行われた。 
 
(3) 研究専門委員会 
(3-1) 研究専門委員会の変更 

2018 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 6 つの特別

研究専門委員会が活発な研究会活動を行った。知的環境とセンサネットワーク研究専門委員会（ASN 研

専）とモバイルネットワークとアプリケーション研究専門委員会（MoNA 研専）については，2018 年

度で活動を終了する。新たにセンサネットワークとモバイルインテリジェンス研究専門委員会（SeMI
研専）の設立申請があり、研専運営会議での審議の結果、承認された。また、2018 年度で設置期間が

満了となる (1) ネットワーク仮想化特別研究専門委員会 (NV 特別研専) 、(2) 情報指向ネットワーク

技術(ICN 特別研専)については、それぞれの特別研究専門委員会からの延長申請、およびデジタルサー

ビスプラットフォーム技術特別研究専門委員会（DPF 特別研専）の設立申請があり、研専運営会議での

審議の結果、承認された。期間はいずれも 2019 年 4 月 1 日～2021 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 12 件

の企画の応募につき研専運営会議での審査を経て実施した。 
 
1． 無線電力伝送 走行中給電コンテスト (WPT 研専) 
2． 国際技術交流の面的展開に向けたベトナムでのワークショップ開催（ASN 研専) 
3． 無線通信システム研究会３０周年記念シンポジウム (RCS 研専) 
4． MIKA2018：2018 年度革新的無線通信技術に関する横断型研究会（MIKA) 
5． 電子化以前の大会講演論文集のアーカイブ化企画２０１８ (AP 研専) 
6． 無線通信システム研究会 基礎ワークショップ(第 5 回)の開催（RCS 研専) 
7． MIKA2019 に向けた分野横断型技術交流会 (MIKA) 
8． 若手研究者・学生向け交流会（CS 研専) 
9． 分散型社会の可能性―ヘルスケア・医療分野でのアプローチから見えてきた課題―（MICT 研

専) 
10．国際会議への学生派遣調査（MoNA 研専) 
11．OFT20 周年記念シンポジュウム開催（OFT 研専) 
12．実測データに基づく電波伝搬モデリングコンペティション（AP 研専) 
 
このうち、1～7 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

活動準備金へ申請し支援を得た。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) 研究会開催実績 

2018 年度は、第一種研究会を 148 回（講演数合計 2,833 件）実施した。研専、特別研専併せて 70 回
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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た。なお、第一種研究会は全て

技報電子化研究会にて開催した。70 回の第二種研究会のうち、4 回を外国で実施し (AP 研専、SR 研専、

ASN 研専)、研究会活動のグローバル化を進めた。(2-3)に示した通り 2 回の第二種研究会は「通信ソサ

イエティ主催」の研専横断型研究会として実施した。 
 
(3-4) 大会活動実績 

2018 年ソサイエティ大会（金沢大学）では一般セッション 21 分野／公募シンポジウム 8 課題合わせ

て講演数 887 件と企画セッション 17 課題 94 件、2019 年総合大会（早稲田大学）では一般セッション

21 分野／公募シンポジウム 7 課題合わせて講演数 997 件と企画セッション 18 課題 110 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、基礎・境界、NOLTA、通信、エレ

クトロニクス、情報・システムソサイエティ共催の横断型企画、機械学会との横断型企画、コンペティ

ション、全ソサイエティ合同での Welcome Party、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     
 研究会連絡会は、研究会に関する課題についてソサイエティ・グループ横断で情報共有し意見交換す

る場であり、通信ソサイエティからも参画した。特に、技報電子化を柱とする研究会運営改革について

は通信ソサイエティが先導して、制度設計や運用ノウハウ、契約状況や参加者数の推移等を他ソサイエ

ティ・グループに展開し、電子情報通信学会全体の技報電子化を加速した。更に、研究会システムの機

能のうち技報アーカイブを提供する機能を学会共通システムへ移行することを提案し決定された。研究

会システムの今後のあり方について、基本的考え方と方向性を示し、システム維持管理体制の強化・将

来のソフトウェアの更改計画の策定などに関する課題を共有し、今後ソサイエティ・グループ横断で検

討を進めていくための礎を築いた。 
 
(4) 出版活動 

英文論文誌のインパクトファクタ（2017 年分）が 1.09 に増加し、電子情報通信学会が発行する論文

誌で初めてインパクトファクタが 1.0 を超えることとなった。これまで、インパクトファクタ向上を目

的に、新カテゴリ「ポジションペーパー」の創設や、文献引用数の増加に向けた「技術研究報告原稿執

筆要項」の改定などの各種施策を行っており、編集委員・査読委員の多大な貢献に加えて、各種施策の

効果が現れた結果であるといえる。また、ComEX のさらなる周知と投稿数増加を目的として、「2019
年総合大会と連動した小特集」を企画した。本小特集は通信ソサイエティの全技術分野を対象としてお

り、2019 年総合大会では、各研専の協力のもとで積極的な広報活動を実施した。2009 年 3 月から総合

大会／ソサイエティ大会で継続的に開催している「論文の書き方講座」は、毎回聴講者から好評を博し

ており、通信ソサイエティだけでなく他ソサイエティからも参加して頂いている。講座内容は全ソサイ

エティの会員に有益なものとなっているが、これまでの広報活動は通信ソサイエティメーリングリスト

および和文マガジンでの情報提供に留まっていた。そこで、本講座を他ソサイエティに対しても周知す

ることを目的として、会誌 2019 年 3 月号の「ソサイエティのページ」に「論文の書き方講座の御案内」

を掲載した。 
 
(5) 本部論文賞候補，および，通信ソサイエティ論文賞 

2017 年 10 月から 2018 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最優秀論文賞候補とした。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 2 編、チュートリアル論文賞 2 編、Best Paper Award 2 編、Best Tutorial Award 3 編、ComEX 
Best Letter Award 1 編、和文マガジン論文賞 1 編の計 11 編を選定した。また、通信ソサイエティマ

ガジン賞を 1 編選定した。選定された 12 編の著者に対しては、2019 年 5 月の執行委員会にて表彰が行

われる。 
 
(6) 国際会議 

平成 30 年度において、通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）として 18 件の国際会議を協催、

2 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、

昨年度比横ばいとなった。主催・共同主催の国際会議数は一昨年度 3 件、昨年度 2 件に対して、今年度
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は 0 件であり減少傾向にみえるが、来年度の主催・共同主催として 4 件の計画が進んでおり、複数年度

で見た場合は、横ばいの傾向と言える。国際活動資金の活用実績は 30.4 万円、余剰金は 49.6 万円であ

る。今年度新たに開始した国際会議の開催準備費用補助を目的とした資金貸与制度については、活用実

績無しであった。 
 国際会議コンテンツのアーカイブ化に向けた活動が開始された。ソサイエティ／グループからあがっ

てきた国際会議の取り扱い事例を集め，課題を整理し，国際会議コンテンツのあるべき姿を明らかにす

るためにサービス委員会のもとに設定された国際会議コンテンツ運用 WG で議論が進んでいる。具体的

には，ガイドラインにしたがった運用方法の検討，IEEE との包括的な議論，MOU の作成，ガイドラ

インの見直し，メタデータ付与コストの検討，などを行う予定である。今年度はトライアルとして、APCC
の過去コンテンツのメタデータ作成を行った。さらに、主催・共同主催、技術協催で参画する国際会議

コンテンツのアーカイブ化を目的に、国際会議の開催規程、審議フローの改定準備中である。なお、平

成 31 年度については平成 30 年度末の時点で 15 件の関与が予定されている。 
 
 (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 団体（IEEE ComSoc（米国）、IEEE EMCS（米国）、KICS（韓国）、KIEES 
（韓国）、VDE/ITG（ドイツ）、CIC（中国））とのシスターソサイエティ協定を締結している。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。2018 年度は KICS とのシスターソサイエティ協定の更新を行い、KICS 主催の国際会議

である iCTC2018（2018 年 10 月済州島）にて調印式を行った。2019 年度は KIEES ならびに、IEEE 
EMCS との契約更新を、2020 年度は CIC との契約更新を実施する予定である。また、締結済のシスタ

ーソサイエティ協定を有効活用し、通信ソサイエティの論文誌や研究会・国際会議等の活動について海

外へのプロモーション活動による会員獲得活動を強化していく。 
 
(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、和文マガジンから海外発信に相応しい

記事の英訳版、通信ソサイエティや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 60 件（約 120 ページ）の記事を掲載した。また、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と CFP を掲載し、裏表紙は、ソサイエティ／総合大会の開催案内を行い、国

内外の通ソ会員に情報発信した。昨年に引き続き、電子媒体での発行（海外会員のみ冊子を送付）、

IEICE-CS eNews を用いた HTML メールによる目次の配信を実施した。今後、掲載した記事ごとのア

クセス数分析や、電子情報通信学会の海外活動拠点として現在 12 あるセクションから現地での活動状

況を寄稿いただくなど、より充実した誌面を提供できるよう様々な施策を試みる予定である。 
 
(9) ホームページ・会員サービス 

ホームページについては、海外シスタソサイエティサイトへのリンク切れやフッターの表記に誤りが

あったものを更新した。CS アーカイブスサービスでは、2018 年総合大会ならびに 2018 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。

一方、2019 年総合大会からは個人用 DVD-ROM 講演集が廃止になったため、これまで個人用に郵送さ

れていた DVD-ROM に同封されていた CS アーカイブ用のパスワードの配布も廃止となり、総合大会

ホームページからの会員 ID による認証となった。今後、システムが変わったことによる利用者数の増

減などを調査して行く予定である。また、昨年度より導入した Google Analytics を用いたホームページ

のアクセス数の分析は継続的に実施している。今年度については通ソ全体のページでおよそ 25 万件の

PV 数（昨年度は 29 万件）を確認している。今後は、ホームページが会員にとってより良いサービスを

提供するために、ホームページの刷新を含めて、サービス向上を検討する予定である。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、2018 年度は合計 60 件（昨年度は 57 件）の配

信を行った。 
 
(10) Welcome Party 
 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、
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総合大会初日（3 月 19 日）に全ソサイエティ合同で Welcome Party を開催した。通ソとしては、今回

で 11 回目となる。今回は、より多くの学生に参加していただくため、情報・システムソサイエティと

協力して、ISS 特別企画「学生ポスターセッション」と会場を隣接させたのに加え、今まで別々に開催

していた懇親会と Welcome Party を「懇親会・Welcome Party」と一体化することで、様々な方が気軽

に参加できる形態で開催した。「懇親会・Welcome Party」では、電子情報通信学会会長をはじめ、早

稲田大学基幹理工学部長、大会実行委員会委員長、プログラム委員会委員長が開会の挨拶を行った。ま

た、企業・公的機関（21 社）と、研究専門委員会（通信 7 件、基礎・境界／NOLTA 1 件、エレクトロ

ニクス 1 件、情報・システム 1 件）、ソサイエティ紹介（通信 2 件、基礎・境界／NOLTA 2 件、エレ

クトロニクス 1 件）、サービス委員会 1 件、および東京支部学生会 1 件を含む、合計 38 件のパネル展

示が行われた。更に、各ソサイエティ・研専からの紹介スピーチのほか、初めての企画として、東京支

部学生会から活動内容のプレゼンテーションが行われた。電子情報通信学会次期会長が閉会の辞を行い、

盛況のうちに無事終了となった。参加者数は学生が約 120 名（昨年 89 名）、社会人が約 260 名（昨年

207 名）、合計が約 400 名（昨年 296 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や実施状況の分析を通して、サービス向上を目指して、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 12 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（17 名）、活動功労賞（117 名）の贈呈式を行うとともに、会長企画特別講演として、NTT データ先

端技術株式会社相談役・最高技術顧問の三宅功様による招待講演「シンギュラリティと AI」を実施した。 
 
(12) 規程類の改定について 
 規程類の改定はなし。 
 

１．３ 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（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 年度から研究技術会議に立ち上げた 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）にお

いて、国際会議の協賛企画に関する承認権限の委譲など手続きの迅速化に加えて、各領域内で近接分野

間の合同・連携企画が実施されている。さらに、領域間の共同企画や、研究専門委員会(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を進めている。これら研究技術会議に係る課題ある

いは効果を発揮した取り組みなどについては、適宜、領域連携会議等を通して今後の運営に活かしてい

く予定である。 
また、今年度は、後述の通り、2017 年度に 5 つの研専においてトライアル実施した技報電子化研究

会を全研専に展開した。すなわち、研究会の発表参加・聴講参加の申込み受付と参加者への技報の配布

をすべて電子化するとともに、聴講参加の年間登録・技報ペイパービューのサービスを開始した。研究

会運営の改革に向け、一部の研究会にて技報電子化トライアルを実施し、アンケートや課題抽出を行い、

その結果をもとに、今後の技報の電子化や研究会参加費の在り方等について研究技術会議および研専を

中心に議論を進め、研究会運営改革を本格実施していく方向性を決定した。 
また、3 種類の論文誌での量・質的強化等の会員サービス向上のための取り組みについても引続き検

討を進めている。論文誌のオープンアクセス化については、前年度検討した財務シミュレーション及び

ELEX 誌以外の論文誌のオープンアクセス化は行わず、特集企画や国際化、早期公開施策等を通して論

文誌の更なる活性化を推進している。 
その他の活性化策として、ソサイエティ大会のソサイエティプレナリーセッションで「エレクトロニ

クス技術が拓く ICT 社会 40 年の歩みと今後の展望」と題して特別講演会を開催し、3 名の著名な研

究者の講演会を行った。総合大会のソサイエティプレナリーセッションでは、特許技術動向と知的財産

戦略に関する特別講演会を開催した。また、昨年度に引続き、学生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指して、総合大会にて全ソサイエティ共催の Welcome 
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Party を開催した。特に今回は、懇親会と一体化して開催したことにより 400 名を超える参加者があっ

た。エレソ独自の取り組みとしては、この Welcome Party の直前に総合大会プレナリーセッションを

設定し、より多くの会員参加となるよう相乗効果を期待したプログラム構成をとった。 
さらに、昨年度の引続き、全ソサイエティ共催特別シンポジウム「100 年後の電子情報通信技術」を

開催し、各ソサエティの技術領域から 2 名ずつ推薦していただき、合計 8 名の第一線で活躍している研

究者に講演をいただいた。 
また、継続的な取り組みとして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・効率化も進めた。 
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。2018 年度予算案段階(実施事業調整前)では約 900
万円の黒字であり、2018 年 12 月時点での執行状況は、2017 年度と比較して改善傾向にある。2019
年度については、国際会議の収益増などにより、実施事業調整後においても約 170 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。 
 
(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 38 名の表彰を行った。エレクトロニ

クスソサイエティ優秀学生修了表彰として、7 大学 8 専攻が選ばれた。例年通り、平成 30 年度（第 22
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、

2018 年度エレソフェロー推薦候補者を 5 名、2017 年度シニア会員候補者を 7 名選定した。さらに、研

究技術会議と連携して、2018 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、2019 年総合大会にて表彰した。ソサイエティの活性化の一環として学生からの論

文投稿を促す目的で、表彰式では各人の写真、受賞論文名を記載したスライドを準備し受賞者紹介を行

うと同時にソサイエティの HP にも受賞者の紹介を行った。 
 
(1-3) 広報：エレソ Newsletter は年 4 回発行した。各号において、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。ソサイエティ広報ツールとしてエレソ

紹介パンフレット及びちらし和英版を作成した。 
 
(1-3) 広報：エレソ Newsletter は年 4 回発行した。各号において、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。海外会員増強策として英語版の Flyer
を作成した。 

 
(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：総合大会、ソサエティ大会で発表のあった注目研究をピックアップし、招待論文の依頼・

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、母国語による効率的な教育・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。また、論文誌活性化の一環として、「次世代モビイティ機器を実現するヘテロインテグレーシ

ョン技術」、「エレクトロニクス分野におけるシミュレーション技術の進展」、大学発マイクロ波論文」

の特集を企画した。それぞれの分野の第一人者の研究者に執筆を依頼して、特集を組み、それぞれ、

J101-C 巻 2 号、5 号、12 号に掲載した。 
 
(2-2) 英文誌：投稿件数の増加を図るために引き続き投稿 Web サイトで投稿促進を行う一方、論文誌と

しての注目度も高くなる各国際会議と連携しての特集号を中核におく方針を維持しながら編集活動を

進めてきた。論文誌の価値向上施策としては、インパクトファクタ向上に向けて検討してきた早期公開

を 2019 年 1 月投稿（一般投稿）受付から開始すると共に、2019 年 1 月掲載論文からオープンアクセス

オプションの希望を受け付けている。また、軍事的内容が含まれる論文の取り扱いについて明示するた
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めに投稿のしおりの改訂を実施した。 
 
(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・掲載数共に高い水準を維持している。今年度は、質の高い論文の比率を向上さ

せ論文誌のインパクトファクタをより高めるため、編集体制の強化、論文スコープの整理・著者への周

知徹底などを実施した。特に、投稿論文の投稿時点でのフィルタリングや採否判定基準のばらつき抑制、

編集業務に関するアドバイザリングのために導入した特別編集幹事制度を、今年度も継続的に運用した。

本制度については、効果がより高まっていることを確認できたため、委員を増員した上で来年度以降も

継続させる。また、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すとともに

海外から編集委員を積極的に採用した。更には、インパクトファクタや論文単価向上、投稿数増加を狙

い、論文フォーマットの大幅な変更を実施した。本施策に対する効果や影響に関しては、継続的にモニ

タリングを実施していく予定である。 
 

(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、新規研専の設立や特別研専の継続の審

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。2016 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再編成した 3 つの領域委員会等を通じて、

各研専の企画立案をより活性化し、国際会議の協賛手続きの簡素化等意思決定の迅速化を進めてきた。

これらの取り組みは定着化してきているが、今後も更なる活性化や効率化に向けて課題等の抽出を行い、

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、2019 年総合大会では、各ソサイエテ

ィが合同開催した Welcome Party にてエレソ研究会の紹介を実施した。ソサイエティを跨がるイベン

トとして活性化の一助としたい。 
2018 年度は、昨年度に 5 つの研専においてトライアル実施した技報電子化研究会を全研専に展開し

た。具体的には、研究会の発表参加・聴講参加の申込み受付と参加者への技報の配布をすべて電子化す

るとともに、聴講参加の年間登録・技報ペイパービューのサービスを開始した。技報年間予約の制度は

継続し、契約者向けの冊子は 2018 年度も残したが、この冊子についても 2019 年度までで全廃し、2020
年度からは、先行する通ソ・ISS を除く他ソサイエティと足並みをそろえ、有料の新技報アーカイブサ

ービスを開始することと決定した。同時に、技報年間予約契約者であって新技報アーカイブサービスの

想定顧客である図書館などに対するアンケート調査を行い、サービス変更に伴う財務インパクトが十分

に小さいことを予測した。さらに、スムーズなサービス変更を目的として、これらの想定顧客に対して

新技報アーカイブサービスの無料トライアルを提供するとともに、大会・研究会での同サービスの宣伝

活動を行った。 
 
(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
の特別研究専門委員会、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：協催・協賛・後援案件 15 件の国際会議を開催した(2018 年 4 月～2019 年 3 月)。 
 
(3-3) 2018 年（平成 30 年）ソサイエティ大会（金沢大学 角間キャンパス）では一般講演 304 件（前

年比約 38%増加）に加えて、シンポジウム講演 8 件、ソサイエティ特別企画 1 セッション、依頼シン

ポジウム 4 セッションを実施した。エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションとして「エ

レクトロニクス技術が拓く ICT 社会 40 年の歩みと今後の展望」を特別企画し、3 つの特別講演を開催

した。世界を代表する化合物半導体デバイスの研究者の講演で、現在の ICT 社会に不可欠となってい

るデバイスの発明、開発とそれらを通して得た貴重な体験談について話していただき、分野が異なる研

究者、技術者、学生諸君にとっても興味深い内容のシンポジウムとなった。 
2019 年(平成 31 年) 総合大会 (早稲田大学) では一般講演とシンポジウム講演に加えて、ソサイエテ

ィ特別企画 3 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。
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エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションでは、ソサイエティ活動功労賞の贈呈の後、今

後、ソサイエティを担っていく学生奨励賞の表彰式を実施した。また、特別企画の一般公開シンポジウ

ム「CK-2 21 世紀社会における日本のエレクトロニクスを支える博士人材育成」を日本学術会議・電

気電子工学委員会のデバイス・電子機器工学分科会との共催で開催した。博士人材の育成は我が国の将

来にとって極めて重要であり、本シンポジウムでは、産学連携による新しい博士人材育成に関して議論

した。マイクロ波研専は「CK-3 Thailand-Japan Microwave (TJMW) 2018 優秀発表賞・特別セッシ

ョン」を継続して開催しており、海外会員の開拓やアジアを中心にした国際交流の活性化に向けて注目

されるセッションとなった。 
 

(3-4)リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を 2018 年 7 月 11 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。 
 
１．４ 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、研究会，論文誌，総合大会の事業を展開し，会員および ISS のコミュニティ

に研究発表と交流の場を提供し，活動を促進することにある．以下，主要な 3 つの事業とソサエティ誌、

選奨等の付随する事業についてまとめる． 
 
(1) 研究会 

 2018 年度は、23 の研究専門委員会と、4 つの特別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 129 回（前年比 99%）、発表総件数は 2580 件（前年比 100.3%）であった。 
ISS の各研究専門委員会では、活動の更なる活性化を図るため、2018 年度も各種の施策を実施した。

まず、2018 年度から、第一種研究会技術報告（技報）の完全電子化、即ち紙媒体から電子媒体への完

全な移行を実施した。これに伴って第一種研究会は参加費有料の会合に性格を変えたが、概ね円滑に実

施された。 
次に、本部「研究会連絡会」と連動し、第一種研究会において外部資金を受け入れる際のガイドライ

ンを整備して、資金受入の運用を開始した。2018 年度には計 3 件の資金受入を承認・実施した。更に、

研究会の参加者拡大と参加者の利便性向上のため、ISS 内の 2 研究会(共催)と FIT との併催（同会場・

会期内での開催）を 2018 年度より初めて試行した。これらの施策は概ね所期の効果をあげており、今

後も吟味・改良を加えつつ継続予定である。 
 
(2) 大会・FIT 
(2-1) FIT2018（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 FIT2018 を、2018
年 9 月 19 日～21 日の 3 日間、福岡工業大学で開催し、選奨論文 69 件、一般論文 403 件、既発表紹介

論文 36 件の計 508 件（昨年度 469 件）が発表された。参加者数は 1,069 名（昨年度 1,505 名）であっ

た。前年から発表件数は増加したものの、参加者数は減少した。船井業績賞（1 件）、船井ベストペーパ

ー（3 編）、FIT 論文賞（8 編）、FIT ヤングリサーチャー賞（6 名）、FIT 奨励賞（65 名）を選定・表彰

した。FIT2019 は、岡山大学で 2019 年 9 月 3 日～5 日に開催予定である。 
 
(2-2) 2019 年総合大会 

早稲田大学で 2019 年 3 月 19 日～22 日に開催された 2019 年総合大会では、1,968 件（ISS から 360
件）の発表（前年比 103%）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 199 件(前年比

93%)の発表があった。期間中に優秀ポスター賞を選定し、5 名を表彰した。この他、「パターン認識・

メディア理解技術の他分野への応用 ～AI の社会活用に向けて～」のチュートリアルセッション 1 件、

「「COMP 学生シンポジウム」のシンポジウムセッション 1 件が開催された。2018 年度における本ソ

サイエティの学術奨励賞受賞者 5 名への授賞式が 3 月 21 日に行われた。次回は、広島大学で 2020 年 3
月 17 日～20 日に開催予定である。 
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(3) 論文誌（和文論文誌・英文論文誌） 

2018 年に和文の投稿論文総数は一般 111，特集 63（前年一般 127，特集 247）であり，掲載論文数

は一般 46，特集 108（前年一般 65，特集 34）であった。英文の投稿論文数は一般 450，特集 118（前

年一般 430，特集 275）で，掲載論文数は一般 266，特集 115（前年一般 248，特集 130）であった。 
 英文誌ではオープンアクセス化（J-STAGE 公開）を 2017 年 1 月より行っている。J-STAGE のアク

セス数は，英文誌 A~C を大きく上回っており，大きな効果が認められる。論文投稿数への効果につい

ては今後の動向を見て判断することとなるが，Web of Science の IF では，0.411（2016）から 0.5（2017）
と向上した。OA であるが，通信学会全体としては，hybrid 方式（OA 化する場合は著者が別途 OA の

ための費用を払う）での運用が始まった。ISS の J-STAGE での無償公開は 2019 年末までは継続され，

その後は要審議となっている。ISS としては，学会全体の OA 化に向けた活動を今後も続けている予

定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(3-1) 和文誌 

投稿数の確保の対策として、継続的な特集号の企画を行っており、2018 年度は 7 件の特集号を発行

した。投稿数が多い特集号は、2018 年 6 月号の「学びの変化と新しい教育・学習支援技術特集」（投稿

数 45 件、掲載数 20 件）、2019 年 3 月号の「学生論文特集」（投稿数 32 件、掲載数 9 件）などであっ

た。また、編集委員が関係している研究会やメーリングリストで、投稿の呼びかけなどの広報を行って

いる。臨時査読委員の査読の質の記録と、査読の質が高い委員を常任査読委員として推薦するプロセス

も継続して実施しており、開始時から常任査読委員が 99 名増加した。併せて、判定報告書の質を維持

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の委員会への出席率改善策な

どを実施しており、異議申し立ての減少や委員会への出席率の向上が見られた。2019 年 7 月号より、

掲載料前払い制に移行するため、投稿のしおりの改訂と特集号の発行スケジュールの見直しなどを実施

した。 
 
(3-2) 英文誌 

論文誌の価値を高めるために、2016 年，2017 年度に和文論文誌で論文賞を受賞した優秀な論文を集

めて招待論文とする小特集号の編集作業を 2019 年 4 月の発行を目指して進めている。2017 年から論文

誌オープン化を実施したが、学会全体の方針により 2020 年からはオープンアクセスオプションに統一

される可能性が高い中、2020 年もオープン化を続けるために、様々な方面から働き掛けを続けている。

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引き続き取り組んでいる。

掲載料が未納となる場合があるため、掲載料の先払い制を 2018 年度採録分から開始した。さらに，あ

る研究者あるいは研究グループの長期に渡る研究や，それに関連する研究をまとめた論文で、過去に

様々な国際会議や論文誌で発表された研究活動全体を俯瞰し，一貫した論理の下に体系的に記述した論

文のための新しいカテゴリ（従来，Research Overview として検討されていたも）を、現在の SURVEY 
PAPER の一分野として実現する取り組みをを続けている。また，従来の「編集幹事」の名称をその役

割の重要性に鑑み「編集副委員長」に変更した。その他、投稿管理システムの特集号の機能を活用し、
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仮想的な特集号を作ることによって、今まで不文律で投稿できなかった編集副委員長が投稿できるよう

にした。 
 
(4) その他 （ソサイエティ誌、選奨） 
(4-1) ソサイエティ誌 

本年度もソサイエティ誌は、5 回/年の発行を実施し、研究会活動を紹介するためのインタビュー記事、

研究会の会議報告等などの掲載を継続した。さらに、ソサイエティ活動の活性化を目的として、研究会、

国際会議、コンテスト等の幅広い活動内容の情報発信を積極的に研究会に呼びかけることで、多彩な記

事が掲載され、ソサイエティ会員の情報共有、円滑な連携を支援した。 
 
(4-2) 選奨 

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、2009 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た。2017
年度ソサイエティ論文賞 1 編、2018 年度活動功労賞 9 名ならびに査読功労賞 10 名を選定し、2018 年

6 月の 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。 
 

１．５ 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。NOLTA ソサイエティ（NLS）では、英語での発信

を基本としており、昨年度は規程の英語化などに取り組んだ。また、これまで、ソサイエティの次年度

次期会長の選挙による選出は実施できていなかったが、今年度は活性化事業による財政的な支援によっ

て、次年度次期会長の選挙による選出を実施することができた。来年度以降も NLS の次年度次期会長

の選挙による選出を続けていく予定である。 
 
(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 137 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 56 件であった。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 6 名(NLP4 名、

CCS2 名)を表彰した。 
 
(2-2) NOLTA2018 
 スペイン・タラゴナにおいて 2018 年 9 月 2 日～6 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(International Symposium on Nonliear Theory and Its Applications:NOLTA2017)を開催

した。招待講演2件を含む計 119件の発表があり、参加者は 18カ国、208名と盛況であった。NOLTA2018
の開催中、海外の主要研究者とミーティングを持ち、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) JKCCS2019 
 韓国・平昌において 2019 年 1 月 6 日～9 日の日程で第 7 回複雑コミュニケーションサイエンス研究

会日韓合同ワークショップ（JKCCS2019）The 7th Japan-Korea Joint Workshop on Complex 
Communication Sciences を開催した。本会は、昨年度 NOLTA Society と Sister Society の締結を行っ

た韓国マルチメディアソサイエティ（Korea Multimedia Society:KMMS）と CCS 研専、および通信ソ

サイエティネットワーク科学研専の合同開催であり、招待講演 3 件、一般講演 16 件、およびポスター

講演 44 件の発表があった。本会を通じ、KMS との交流をさらに深めることができた。 
 
(2-4) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 2018 年ソサイエティ大会（金沢大学）の一般セッション講演数は 26 件であった。また、ソサイエテ

ィ大会では ESS と合同でソサイエティ表彰贈呈式を開催し、同時に特別講演 2 件の講演があった。2019
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年総合大会（早稲田大学）の一般セッション講演数は 46 件であった。また、総合大会において、NLS
からフェロー記念講演会、CCS 研専からソサイエティ企画、NLP 研専からシンポジウムセッションを

それぞれ企画した。 
 
(2-5) 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ている。2018 年度は、京都に

おいて 2018 年 6 月 9 日に開催した。ポスターセッション形式の一般講演 40 件の発表があった。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ている。また、一般講演の中から奨励者 3 名を選

出した。さらに、2018 年度の試みとして、NOLTA, IEICE Best Paper Award 記念講演を企画した。

これにより、講演者、聴講者ともに若手研究者への励みになったとともに、NLS の若手奨励に対する姿

勢を明確にできたと考える。さらに、参加種別にあらたに「NLS 会員」を設定し、会員増強にも努めた。 
 
(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、37 編の論文、4 編の巻頭言、（総ページ数 428）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 4 回実施し、さらに、招待論文を 8
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 2017 NOLTA Best Paper として選出し、スペイン・タラゴナで開催された

NOLTA2018にて授賞式を執り行った。NOLTAはWeb of ScienceのEmerging Sources Citation Index 
(ESCI) ジャーナルとしてリストアップされており、引き続きよりメジャーな Citation Index が付与さ

れることを目指している。また、昨今海外の有力ジャーナルでも活用されている ORCID を NOLTA に

おいても導入した。 
 
(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。ESS と調整の上、規程を整備し FR 誌が ESS と共同で発行する

機関紙でことであることを明確にした。 
 
(3-3)編集規程の整理 
 これまで未整備であった NOLTA ソサイエティの編集規程を制定した。 
 
(4) NOLTA ロゴの使用 
 NOLTA ソサイエティのロゴについて、昨年度、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。NLS 大会、NOLTA シンポジウム、JKCCS 等で積極的にロゴを記載し、

NOLTA ソサイエティおよびロゴの認知度の向上を図った。 
 

１．６ 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（HCG）は，人間中心の新しいヒューマン･コミュニケー

ションエンジニアリングに関する学際的研究の推進を目的として 1995 年度に発足し，様々な研究領

域を取り込みながら学際的研究を推進している．工学研究者だけでなく，人文科学，社会科学系の研

究者も多く参加しており，様々な観点から自由で開かれた議論を行う場を提供している．長年の活動

により，関連分野の発表の場として認識されており，他分野の研究者にとっての電子情報通信学会の

入り口的役割を果たしている． 
2018 年度は，各研究会や HCG シンポジウム，国際会議の開催や論文誌での特集号の企画を通じて，

学際研究の発表・議論の場を提供すると共に，学際研究を推進人材の育成を支援するための活動を行

った．以下，2018 年度の主な活動概要を示す． 
 
（1）研究会活動 

2018 年度は，計 327 名の委員（顧問，アドバイザ等を含む）により，4 つの研究専門委員会（156
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名），及び 5 つの特別研究専門委員会（134 名），2 つの第三種研究会運営委員会（37 名）での活動

が行われた．また，2019 年度より新たに一つの特別研究専門委員会を設置することを決定した．大

会関係では，FIT にて関連するセッション（ヒューマン情報処理，福祉情報工学）の企画，および総

合大会にて 4 つのセッションを企画した． 
新たな領域の開拓に向けて，コミック工学特別研究専門委員会の設立に向けた検討を行い，来年度

からの活動開始を決定した． 
 
（2）HCG シンポジウム 

前身である HCG 大会から数えて 24 回目，2004 年の HCG シンポジウムへの改称から 15 回目とな

る，HCG シンポジウム 2018 を 2018 年 12 月 12 日から 14 日まで，伊勢市シンフォニアテクノロジ

ー響で開催した．このシンポジウムは HCG の全ての研究専門委員会，特別研究専門委員会，運営委

員会が合同で開催し，プログラムも研専単位ではなくテーマ毎に分けて構成して，研専の枠を越えた

議論を行っている． 
今年度の参加者数は 251 名で過去最高となった．また研究発表件数は 122 件で，このうち 103 件

の講演者がデモ展示可能な対話型セッション「インタラクティブセッション」で発表を行った．なお，

このうち 76 件が本シンポジウムの大きな特徴となっている，口頭発表とインタラクティブセッショ

ンの両方で発表する講演形式を選択している．今回のシンポジウムでは学際研究を推進する人材の育

成を支援する活動の一環として，昨年度に引き続きチュートリアル講演を企画した． 
タイトル：「心理学における新しい統計学との付き合い方」 
講師： 小杉考司氏（専修大学） 
概要： 近年，心理学分野において統計的仮説検定の考え方についての問題点が指摘され，「p

値」の取り扱いを巡っての議論などが起こっている．こうした流れは人を対象として扱

う工学分野でも今後起こってくると想定されるため，本公演ではこれらの問題を整理す

るとともに，代案の一つとして紹介されるベイズ統計学の利点と本質を，専門家の講師

に解説していただいた． 
2019 年度の HCG シンポジウム 2019 は，12 月 11 日から 3 日間，広島県情報プラザ（広島市）で

開催する予定である． 
 
（3）国際学会活動 

食メディア特別研究専門委員会の企画として「Workshop on Multimedia for Cooking and Eating 
Activities (CEA2018)」を，また魅力工学研究専門委員会の企画として「International Workshop on 
Attractiveness Computing in Multimedia (ACM2018)」をそれぞれ開催した．参加者数等の実績に

ついては「２．国際会議に関する事項」に記した． 
 
（4）編集活動 

和文論文誌 A 分冊の特集号「ヒューマンコミュニケーション論文特集〜ヒューマンコミュニケーシ

ョンと価値創造〜」を 2019 年 2 月号として，10 件の論文と 3 件のレターを掲載して発行した．また

和文論文誌 D 分冊の特集号「ヒューマンコミュニケーション 〜加速するヒューマンコミュニケーシ

ョン〜」を 2020 年 2 月号として発行する予定で企画し，論文募集を開始した． 
 
（5）表彰活動 

平成 30 年度ヒューマンコミュニケーション賞（HC 賞）の選定を行い，299 件の研究会発表から 6
件が選考され，HCG シンポジウム 2018 会場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 25 件につき 1 件，以降 50 件ごとに 1 件を基準とし，各研究会で組織した HC 賞審査委員会にお

いて選考した．また HCG シンポジム 2018 の発表の中から最優秀インタラクティブ発表賞 3 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，特集テーマセッション賞 9
件を選考し，表彰した．各賞の詳細は「４．選奨に関する事項」に記した． 

 
（6）グループ運営 

ヒューマンコミュニケーション基礎（HCS）研究会とメディアエクスペリエンス・バーチャル環境

基礎（MVE）研究会の 2 つの第一種研究会で技術研究報告電子化（技報電子化）／参加費制度の試

行（トライアル）を実施した．開始していた 2 つ研究専門委員会での知見をまとめ，他分野の研究者
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が多く集う組織における本制度の導入に向けてグループ全体で共有し，2019 年度からは残る 2 つの

研究専門委員会でも技報電子化の正式運用を開始するための検討を進めた．2019 年度に，同時に全

ての研専で技報アーカイブなどのサービスも開始する予定で検討を行った． 
 
（7）その他の活動 

HCG は障がいのある人達のための研究や，障がいのある研究者が自由に参加できる研究会の会場

整備を積極的に推進している．たとえば研究会やシンポジウムの会場がバリアフリーの基準を満たす

ことや，ろう者のための手話同時通訳の配置を原則としている．その費用の予算計上については，こ

れまで HCG での情報保障活動については HCG に配分された予算の中で行ってきた．また，大会や

他の研究会においては，必要に応じて研専の予算の中で実施してきた．しかし障がいのある研究者の

学会参加は学会全体での課題として捉えるべき案件であるため，学会全体での障害保証活動を考慮し

た予算計上について理事会での議論を提案した．議論の結果，予算については引き続き各組織の予算

の中で実施することとして，学会全体で共通した事業としては扱わないこととなった．参考情報とし

て，これまでの HCG での運用ノウハウを集めた福祉情報工学（WIT）研究会のウェブサイトを紹介

し，他組織での運営に活かすこととなった． 
 
 
２．ソサイエティ大会に関する事項(定款 第 4 条 ロ号) 
 
２．１ 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 2018 年 9 月 11 日(火)～14 日(金) 
会 場 金沢大学 角間キャンパス(金沢) 

参加者 2,731 名 
懇親会 金沢城内 五十軒長屋 参加者 108 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 4 ―  ― ― 4 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企

画 
セッション 

― ‡1 ‡1 3 1 6 

パネル 
セッション ― 0 0 2 0 2 

チュートリアル 
セッション ― 2 0 2 0 4 

依頼シンポジ

ウム ― 5 0 10 4 19 

合計 
(共催を含む) 4 ‡8 ‡1 17 5 35 

‡基礎・境界と NOLTA 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 
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一般ｾｯｼｮﾝ 189 26 793 304 1,312 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 0 0 94 8 102 

合計 189 26 887 312 1,414 
 

 
１．２ FIT2018(第 17 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 2018 年 9 月 18 日(水)～21 日(金) 
会 場 福岡工業大学 (福岡市) 
参加者 1,069 名 
懇親会 キャンパス内レストラン OASIS  参加者 55 名 
 

イベント企画 
研究会提案企画 7 課題 
委員会提案企画 2 課題 
現地提案企画 1 課題 

講演件数 508 講演 
 

３．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  
10th International Symposium on Organic 

Molecular Electronics (ISOME2018) 
2018.5.31～

6. 2 130 108 鳥栖 ES 

マルチメディア絵画解析及びマルチメディアに

おける魅力工学に関する国際合同ワークショッ

プ（MMart-ACM2018） 
※ACM ICMR2018 併設 

2018. 6.11 25 7 横浜 
（日本） HCG 

2018 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals 
and Applications of Advanced Semiconductor 
Devices (AWAD 2018) 

2018.7.2～
7. 4 172 116 北九州 ES 

The 33rd International Technical Conference 
on Circuits/Systems,Computers and 
Communications(ITC-CSCC 2018) 

2018. 7.4 
～7.5 264 239 バンコク 

（タイ） ESS 

第 10 回調理・摂食活動のためのマルチメディア

に関する国際ワークショップ（CEA2018）及び 
第 5 会マルチメディア支援栄養管理に関する国

際ワークショップ（MADiMa2018）（合同開催） 
※IJCAI-ECAI2018 併設 

2018. 7.15 33 28 

ストック

ホルム 
（スウェ

ーデン） 

HCG 

Progress In Electromagnetics Research 
Symposium (PIERS) 2018 

2018.8. 1 
～ 8.4 1358 1504 富山 ES 

The 13th International Workshop on Security 
(IWSEC2018) 

2018.9.3 
～9.5 91 20 仙台 ESS 

2018 The International Symposium on 
Information Theory and Its Applications 

(ISITA2018) 

2018.10.28 
～10.31 236 144 シンガポ

ール ESS 

The Asia-Pacific Microwave Conference 
(APMC2018) 

2018.11.6 ～ 
11.9 982 585 京都 ES 

2018 International Workshop on Smart 
Info-Media Systems in Asia (SISA2018) 

2018.12.13 
～12.14 33 25 厚木 ESS 
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４．出版に関する事項(定款 第 4 条 イ号) 
 
４．１ 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 3,115 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 
34 11          45 

2 350 45 3 398 

JB 
99 15          114 

7 1,063 61 12 1,136 

JC 
46 10          56 

3 388 31 4 423 

JD 
95 19          114 

6 1,061 85 12 1,158 

計 

274 55          329 
18 2,862 222 31 3,115 

※その他：巻頭言、正誤 

    
４．２ 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 8,785 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 
192 123          315 

12 1,851 560 13 2,424 

EB 
223 0          223 

6 2,202 0 8 2,210 

EC 
107 46          153 

12 816 191 16 1,023 

ED 
256 108          364 

10 2,651 459 18 3,128 

計 

778 277          1,055 
40 7,520 1,210 55 8,785 

※その他：巻頭言、正誤 

    
４．３ 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 37 件、483 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 70 件、421 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 291 件、2,520 ページを掲載した。 
 
４．４ 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  320 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  322 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  196 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  4 回  111 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  108 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（Web） 3 回  20 ページ 
 

５．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。 

 

５．１ 基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ 
 
(1)功労賞 

以上 2 名 
(2)貢献賞 
(2.1) 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 國廣  昇 

基礎・境界ソサイエティ「大会担当幹事」としての貢献 山下  茂 
基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」としての貢献 定兼 邦彦 
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 密山 幸男 
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 八木 秀樹 
基礎・境界ソサイエティ「電子広報担当幹事」としての貢献 堀山 貴史 

以上 6 名 
(2.2) 編集 

業     績 貢 献 者 
論文誌編集委員としての貢献 今泉 祥子 
論文誌編集委員としての貢献 川村  新 
論文誌編集委員としての貢献 八巻 俊輔 
論文誌編集委員としての貢献 岩本  貢 
論文誌編集委員としての貢献 馬  子驥 
論文誌編集委員としての貢献 鍋谷 寿久 
論文誌編集委員としての貢献 三柴  数 
論文誌編集委員としての貢献 重井 徳貴 
論文誌編集委員としての貢献 橘  拓至 
ソサイエティ誌編集委員としての貢献 高田 直幸 
ソサイエティ誌編集委員としての貢献 栗林  稔 

以上 11 名 

業     績 貢 献 者 
2018 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 角尾 幸保 
安全・安心な生活と ICT 研究専門委員会の設立に対する貢献 岡田 和則 
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(2.3) サブソサイエティ運営 
業     績 貢 献 者 

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 岩田 賢一 
以上 1 名 

(2.4) 研究専門委員会運営 
業     績 貢 献 者 

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 能田 康義 
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 山口  基 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 長谷川英之 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 渡邉 貫治 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 葛岡 成晃 
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 水木 敬明 
高信頼制御通信研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 小林 孝一 
信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 宮田 高道 
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 辻  裕之 

安全・安心な生活と ICT 研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 佐藤 翔輔 
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 永山  忍 
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 大木 哲史 
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 大野 光平 

以上 13 名 
(2.5) 会議運営 

業     績 貢 献 者 
IWSEC2017 の運営に対する貢献 小川 一人 
SISA2017 の運営に対する貢献 末竹 規哲 
SITA2017 の運営に対する貢献 佐々木重信 
第 32 回信号処理シンポジウムの運営に対する貢献 西山  清 
第 31 回回路とシステムワークショップの運営に対する貢献 山口 真悟 

以上 5 名 
(2.6)  

業     績 貢 献 者 
2018 年情報セキュリティ特集号編集幹事としての貢献 高島 克幸 

以上 1 名 
 

(2.7) ソサイエティ運営、会議運営 
業     績 貢 献 者 

基礎・境界ソサイエティ「会計幹事」としての貢献並びに 
バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム 2017 の運営に対する貢献 高橋 健太 

以上 1 名 
 (3)Fundamentals Review ベストオーサー賞 

論     説 著 者 

音声音響符号化技術の進展 −線形予測分析の貢献 

守谷 健弘 
鎌本  優 
原田  登 
杉浦 亮介 

以上 1 編 
 

５．２ 通信ソサイエティ 
  
(1)ソサイエティ論文賞 

論  文  名 著 者 名 
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【優秀論文賞】 
フェーズドアレーアンテナを用いて変調処理を行う送信シ
ステムにおける変調方式の検討 

後藤  準（三菱電機） 
紀平一成（三菱電機） 
高橋  徹（三菱電機） 
大塚昌孝（三菱電機） 
宮下裕章（三菱電機） 

モービルマッピングシステムを用いた架空線路構造物点検
支援システムの設計と評価 

榎本圭高（NTT） 
岩堂哲也（NTT） 
後藤  隆（NTT） 
和氣正樹（NTT） 
倉嶋利雄（NTT-AT） 
梶原佳幸（NTT） 

【チュートリアル論文賞】 
5G 研究のための IoT トラヒックモデル 

新熊亮一（京大） 
岩井孝法（NEC） 
里田浩三（NEC） 

偏波合成開口レーダデータの散乱モデル電力分解について 
山口芳雄（新潟大） 
グラブ シング（インド工科大） 
山田寛喜（新潟大） 

【Best Paper Award】 
An Iterative Cancellation Technique for Adjacent Channel 
Interference Induced by Amplifier Nonlinearity in 60GHz 
Band Wireless Communication Systems 

Noboru OSAWA (Osaka Univ.) 
Shinsuke IBI (Osaka Univ.) 
Seiichi SAMPEI (Osaka Univ.) 

Routing-Based Mobility Architecture for Future 5G 
Cellular Networks 

Yo NISHIYAMA(Osaka 
Univ.) 
Masanori ISHINO(Osaka 
Univ.) 
Yuki KOIZUMI(Osaka 
Univ.) 
Toru HASEGAWA (Osaka 
Univ.) 
Kohei SUGIYAMA 
(KDDI Research, Inc.) 
Atsushi TAGAMI  
(KDDI Research, Inc.) 

【Best Tutorial Paper Award】 
Multi-dimensional Radio Channel Measurement, Analysis 
and Modelling for High Frequency Bands 

Minseok KIM (Niigata Univ.) 
Jun-ichi TAKADA 
(Tokyo Inst. Tech.) 
Kentaro SAITO 
(Tokyo Inst. Tech.) 

Network Function Virtualization: A Survey 

Malathi VEERARAGHAVAN 
(Univ. Virginia) 
Takehiro SATO (Keio Univ.) 
Molly BUCHANAN(Univ. 
Virginia) 
Reza RAHIMI (Univ. Virginia) 
Satoru OKAMOTO (Keio Univ.) 
Naoaki YAMANAKA (Keio 
Univ.) 

Mobile Edge Computing Empowers Internet of Things 

Nirwan ANSARI (New Jersey 
Inst. Tech.) 
Xiang SUN (New Jersey Inst. 
Tech.) 

【ComEX Best Letter Award】 
Feasibility evaluations of three-dimensional-printed 
high-gain reflectarray antenna for W-band applications 

Shunichi FUTATSUMORI 
(Electron. Navigation Res.Inst.) 
Kazuyuki MORIOKA 
(Electron. Navigation Res.Inst.) 
Akiko KOHMURA 
(Electron. Navigation Res.Inst.) 
Nobuhiro SAKAMOTO 
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(Electron. Navigation Res.Inst.) 
Tomio SOGA 
(Electron. Navigation Res.Inst.) 
Naruto YONEMOTO 
(Electron. Navigation Res.Inst.) 

【マガジン論文賞】 
時空間データ解析技術とその集団最適誘導への応用 上田修功（NTT） 

                                                              以上 11 編 
(2)マガジン賞 

記  事  名 著 者 名 

アメリカのハイテク産業の荒波にもまれた 17 年 鈴木 浩(Broadcom) 

     以上 1 編 

５．３ 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 高効率電磁界解析技術 LOD-FDTD 法の先駆的研究 柴山 純（法政大学） 

第2分野 フォトニック結晶レーザとシリコン基板上メンブレンレ

ーザに関する先駆的研究 
松尾 慎治（ＮＴＴ） 

第3分野 CMOSイメージセンサのバイオ医療応用に関する先駆的

研究 
太田 淳（奈良先端科学技

術大学院大学) 

以上 3 件 

(2) レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

波長可変レーザの 400GHz(3.2nm)幅高速高安定波長切替 
木村 凌河（九州大学） 
久保木 猛（九州大学） 
加藤 和利（九州大学) 

以上 1 件 

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

K-band 100.8 mW beamforming 
SOC with 249.8 ± 22.8 pico-second 
group-delay in 0.13 µm CMOS 

Ming-Ming Zhang(Tianjin University) 
Hsien-Shun Wu(Tianjin University) 
Ching-Kuang Tzuang (Tianjin University) 

Design of broadband inverse 
class-F power amplifier based on 
resistive-reactive series of inverse 
continuous modes 

Min Zhang(University of Electronic Science and 
Technology of China) 
Zongxi Tang(University of Electronic Science and 
Technology of China) 
Weimin Shi(University of Electronic Science and 
Technology of China) 
Xin Cao(University of Electronic Science and 
Technology of China) 

A low power, VLSI object 
recognition processor using Sparse 
FIND feature for 60 fps HDTV 
resolution video 

Go Matsukawa(Kobe University) 
Taisuke Kodama(Kobe University) 
Yuri Nishizumi(Kobe University) 
Koichi Kajihara (Kobe University) 
Chikako Nakanishi (Osaka Institute of Technology) 
Shintaro Izumi (Kobe University) 
Hiroshi Kawaguchi (Kobe University)  
Toshio Goto (Toyota Motor Corporation) 
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Takeo Kato (Toyota Central R&D Labs., Inc.) 
Masahiko Yoshimoto (Kobe University) 

以上 3 件 

(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

GaInAsP 半導体ナノレーザのバイオセンシング応用 

馬場 俊彦（横浜国立大学） 
羽中田 庄司（横浜国立大学） 
渡邊 敬介（横浜国立大学） 
渡部 工（横浜国立大学） 
阿部 紘士（横浜国立大学） 
高橋 大地（横浜国立大学） 
岸 洋次（横浜国立大学） 
酒本 真衣（横浜国立大学） 

以上 1 件 

(5) エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞 
分    野 講 演 者 

電磁波理論およびマイクロ波分野 

田中 和幸（日本大学） 

長谷川 一馬（名古屋工業大学） 

田部井 俊樹（埼玉大学） 

Elton Nascimento Lima（佐賀大学） 

光半導体及びフォトニクス分野 

佐藤 孝憲（北海道大学） 

石田 耕大（電気通信大学） 

白田 幹（北海道大学） 

古林 大地（兵庫県立大学） 

回路およびエレクトロニクス分野 

荒木 美佳（横浜国立大学） 

Zheng Sun（東京工業大学） 

石川 洋介（東京工業大学） 

浅井 聡（静岡大学） 

以上 12 名 

５．４ 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 
【連作論文】  
1.Investigation of Combining Various Major Language Model 
Technologies including Data Expansion and Adaptation 

Ryo MASUMURA 
Taichi ASAMI 
Takanobu OBA 
Hirokazu MASATAKI 
Sumitaka SAKAUCHI 
Akinori ITO 

2.N-gram Approximation of Latent Words Language Models for 
Domain Robust Automatic Speech Recognition 

Ryo MASUMURA 
Taichi ASAMI 
Takanobu OBA 
Hirokazu MASATAKI 
Sumitaka SAKAUCHI 
Satoshi TAKAHASHI 

3.Domain Adaptation Based on Mixture of Latent Words 
Language Models for Automatic Speech Recognition 

Ryo MASUMURA 
Taichi ASAMI 
Takanobu OBA 
Hirokazu MASATAKI 
Sumitaka SAKAUCHI 
Akinori ITO 

以上 1 編 
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 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 
人工知能と知識処理研究専門委員会幹事，副委員長，委員長および和

文論文誌編集委員としての貢献 栗原 聡(電通大) 

情報通信システムセキュリティ研究専門委員会副委員長・幹事・幹事

補佐としての貢献 植田 武(三菱電機) 

パターン認識・メディア理解研究専門委員会、総合大会、FIT、MIRU
への貢献 仙田 修司(NEC) 

画像工学研究専門委員会幹事、二種研実行委員会幹事・委員としての

貢献 坂東 幸浩(NTT) 

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

副委員長等としての貢献 日置 尋久(京大) 

ISS 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 篠崎 隆宏(東工大) 

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 光原 弘幸(徳島大) 
ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 市瀬 龍太郎(NII) 
ISS 英文論文誌編集委員，幹事としての貢献 横田 隆史(宇都宮大) 

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 伊藤 貴之(お茶の水女子

大) 
論文誌査読委員としての貢献 植芝 俊夫(産総研) 
論文誌査読委員としての貢献 奥 健太(龍谷大) 
論文誌査読委員としての貢献 加藤 丈和(京大) 
論文誌査読委員としての貢献 斉藤 文彦(岐阜大) 
論文誌査読委員としての貢献 辛 星漢(産総研) 
論文誌査読委員としての貢献 角 保志(産総研) 
論文誌査読委員としての貢献 田中 正行(東工大) 
論文誌査読委員としての貢献 堀田 一弘(名城大) 
論文誌査読委員としての貢献 柳井 啓司(電通大) 

以上 10 名 
 (3)優秀ポスター賞 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 
陳 家偉 東大 橋田修一 広島市立大 
鳥巣寿明 同志社大 堀 恵大 立命館大 
長沼大樹 東工大   

以上 5 名 
 

５．５ 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 

データマイニング・知識発見分野における先駆的・世界的研究業績と

人材育成 

Jiawei Han (イリノイ大

学アーバナ・シャンペーン

校) 
以上 1 件 
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 (2)船井ベストペーパー賞 
論  文  名 受 賞 者 

省レジスタアーキテクチャ向けソフトウェアパイプライニングの評

価 

千葉修一（富士通） 
青木正樹（富士通） 
鎌塚 俊（富士通） 
松井雅人（メトロ） 
八代 尚（理研） 

エージェントのタイプに基づく確率的提携構造形成問題 

沖本天太（神戸大） 
上田 俊（佐賀大） 
平山勝敏（神戸大） 
藤本真育（神戸大） 
豊島大弥（佐賀大） 

機械学習技術による創作物の知的財産評価のための情報理論測度に

ついて 金子 格（東京工芸大） 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 

サンプリングと二部決定図を用いたネットワーク信頼性の近似計算 
佐々木勇和（阪大） 
鬼塚 真（阪大） 
藤原靖宏（阪大/NTT） 

健康診断予測における経年予測の解釈性を考慮した予測モデルの構

築 

谷口 敦（NEC ソリューシ

ョンイノベータ） 
玉野浩嗣（NEC ソリューシ

ョンイノベータ/NEC） 

視覚的質問応答のための敵対的学習を用いた多種質問解答の生成 

築山将央（東大） 
伊神大貴（東大） 
入江 豪（NTT） 
相澤清晴（東大） 

情報理論に基づいた高信頼かつ高効率なハンドサインの設計 高橋時生（早大） 
内田真人（早大） 

顔文字を対象とする印象と感情の相互変換手法の提案 ～読み手が

感じる「印象」と読み手が推測する書き手の「感情」を対象として

～ 

熊本忠彦（千葉工大） 

分散アンテナを用いたアクセスポイントによる無線 LAN 端末位置

推定方式 

細田真道（NTT） 
坂本 寛（NTT） 
村上友規（NTT） 
花籠 靖（NTT） 
梅内 誠（NTT） 
毛利 忠（NTT） 
小川智明（NTT） 
宮本 勝（NTT） 

犯罪発生履歴データの機械学習による時空間カーネル密度推定型犯

罪予測の最適化 

中川淳子（NEC） 
小西勇介（NEC） 
宮野博義（NEC） 

危機対応のための情報共有システムにおける GIS 機能の有効活用 

橋本順子（NTT） 
小山 晃（NTT） 
小阪尚子（NTT） 
倉 恒子（NTT） 
岸 晃司（NTT） 

以上 8 編 
(4)FIT ヤングリサーチャー賞 

氏 名 所属(発表時) 論  文  名 
佐々木耀一 NEC 充足可能性問題への変換を用いた重み付き仮説推論の高速化 
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中川舜太 神戸大 モデル化した攻撃活動のグラフ表現による分析の検討 
八木武尊 東理大 並列処理を用いた対話的多倍長演算環境 MuPAT の高速化 

伊藤栄俊 名工大 Piepple: 拡張現実技術に基づく実世界描画オブジェクトの切り抜

き機構とその応用 
若松浩平 千葉大 深層学習モデルにおける特徴選択層の実装 

細江麻梨子 岐阜県警 Encoder-Decoder モデルによるオフライン筆跡からの動的特徴の

推定 
以上 6 名 

 
５．６ 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 
ラグビー高校日本代表チームにおける集団語と選手の

言語化に関する研究 
HCS2017-64 

山田 雅敏（常葉大） 
里 大輔（SATO SPEED） 
竹内 勇剛（静岡大） 

HCS 
"OK, Google!" の言語学 ― 言語使用の三層モデルか

らみたウェイクワードの特殊性 ― 
HCS2018-68 

納谷 亮平（関東学院大） 
石田 崇（筑波大） 

HIP 
視覚刺激の輝度変化と瞳孔変動の対応に基づいた視線

による情報入力手法 
HIP2017-80 

武藤 ゆみ子（東工大） 
三好 秀佳（東工大） 
金子 寛彦（東工大） 

MVE 
可視光通信プロジェクタの高画質化・高効率化を実現

する符号化方式 
MVE2017-62 

荒見 篤郎（東大） 
平木 剛史（東大） 
福嶋 政期（JST） 
苗村 健（東大） 

WIT 
視覚障がい教育の授業応用を目指した遠隔力覚誘導提

示システムの開発と評価 
WIT2017-41 

坂井 忠裕（NHK エンジニアリ

ングシステム） 
坂尻 正次（筑波技大） 
半田 拓也（NHK） 
清水 俊宏（NHK） 
大西 淳児（筑波技大） 
緒方 昭広（筑波技大） 

WIT 
PC ノートテイカーによる誤入力文章の自動修正シス

テム 
WIT2017-73 

平井 康義（北大） 
伊藤 敏彦（北大） 

以上 6 件 
 (2)HCG シンポジウム賞 

業     績 受 賞 者 
【最優秀インタラクティブ発表賞】 
ポスターセッションにおける聴講者の行動分析— 立ち去りたい

のに立ち去れない人の支援に向けて（A-1-5） 

徳永 弘子（東京電機大） 
武川 直樹（東京電機大） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 
複数時系列データの立体的可聴化ディスプレイ（C-4-4） 

倉友 乃康（筑波大） 
善甫 啓一（筑波大） 
水谷 孝一（筑波大） 
若槻 尚斗（筑波大） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 
音声歪みを利用した個人認証システムの識別可能領域の探索

（I-3-14） 

川村 尭之（筑波大） 
善甫 啓一（筑波大） 
鈴木 俊夫（流経大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 
音と色における雰囲気の定量的変換の試み（B-2-6） 

大村 英史（東京理科大） 
湯浅 将英（湘南工科大） 
中川 隆（名古屋市大） 
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【優秀インタラクティブ発表賞】 
床面プロジェクションに伴う動的な環境変化に対応する人物追

跡技術（A-4-3） 

秋月 秀一（慶大） 
大木 美加（筑波大） 
バティスト ブロー（筑波大） 
鈴木 健嗣（筑波大） 
青木 義満（慶大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 
グループ競争が LINE BOT を利用して記録した食品摂取多様性

に及ぼす影響（A-7-3） 

遠峰 結衣（慶大/TMIG） 
杉浦 裕太（慶大） 
清野 諭（TMIG） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
高齢者・認知症者とのコミュニケーショントラブル解決を学ぶた

めのエージェントシステムの提案（B-2-2） 

渡邊 一矢（湘南工科大） 
冨樫 瑛（湘南工科大） 
飯村 稔真（湘南工科大） 
鯨 流聖（湘南工科大） 
小城 絢一朗（湘南工科大） 
湯浅 将英（湘南工科大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
フットボールスプリントにおいて音声コミュニケーションが及

ぼす身体負荷の影響（I-1-4） 

内田 郁真（筑波大） 
スコット アトム（筑波大） 
吉澤 貴拓（筑波大） 
佐藤 拓弥（筑波大） 
善甫 啓一（筑波大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
赤外線センサネットワークを実現する頭部方向推定ヘルメット

（C-3-1） 

内田 光（筑波大） 
荒井 大河（筑波大） 
須田 雄士（筑波大） 
善甫 啓一（筑波大） 
水谷 孝一（筑波大） 
若槻 尚斗（筑波大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
災害発生時における被害状況把握を目的とした情報共有システ

ムの基礎検討（B-6-2） 

安尾 萌（関西大） 
北村 茂生（関西大） 
松下 光範（関西大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
アンカリング効果における個人差の影響（B-7-1） 
 

小沢 勲男（工学院大） 
矢崎 敬人（工学院大） 
竹川 高志（工学院大） 

【特集テーマセッション賞】 
胸部装着型 IMU を用いた PDR システムの開発 —  IPIN2018 の

コンペティション参加を通じて（C-2-4） 

内山 英昭（九大） 
ル チュアンファ（九大） 
トマ ディエゴ（九大） 
島田 敬士（九大） 
谷口 倫一郎（九大） 

【特集テーマセッション賞】 
機械学習を用いた患者の待ち時間長期化に対する分析（C-3-3） 

福井 豊明（岐阜大） 
田村 哲嗣（岐阜大） 
速水 悟（岐阜大） 
一宮 尚志（岐阜大） 
紀ノ定 保臣（岐阜大） 
蔵田 武志（筑波大/産総研） 

【特集テーマセッション賞】 
認知症ケア高度化に向けた多重思考モデルを用いた協調的コー

チング支援環境の構築（A-3-5） 

石川 翔吾（静岡大） 
松井 佑樹（静岡大） 
小俣 敦士（静岡大） 
香山 壮太（郡山市医療介護病院） 
中野目あゆみ（郡山市医療介護病院） 
宗形 初枝（郡山市医療介護病院） 
坂根 裕（エクサウィザーズ） 
本田 美和子（東京医療センター） 

【特集テーマセッション賞】 
床面プロジェクションに伴う動的な環境変化に対応する人物追

跡技術（A-4-3） 

秋月 秀一（慶大） 
大木 美加（筑波大） 
バティスト ブロー（筑波大） 
鈴木 健嗣（筑波大） 
青木 義満（慶大） 
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【特集テーマセッション賞】 
不安状態尺度得点と視覚認知課題成績に及ぼす他者観察の効果

（C-4-2） 

金谷 英俊（立命館大） 
永井 聖剛（立命館大） 

【特集テーマセッション賞】 
漫画をシナリオに変換する手法の一検討（B-4-1） 

迎山 和司（公立はこだて未来大） 

【特集テーマセッション賞】 
漫画の立体表示を目標としたコマ画像の奥行推定（B-5-3） 

前田 裕介（阪府大） 
岩田 基（阪府大） 
黄瀬 浩一（阪府大） 

【特集テーマセッション賞】 
音声コマンドの誤認識時の雰囲気を向上させる複数人格エージ

ェント（B-2-4） 

本戸 丈裕（信州大） 
長沼 一平（信州大） 
小林 一樹（信州大） 

【特集テーマセッション賞】 
話者継続・交替時の視線行動と対話行為に基づく共感スキルの推

定（B-3-4） 

石井 亮（NTT） 
大塚 和弘（NTT） 
熊野 史朗（NTT） 
東中 竜一郎（NTT） 
富田 準二（NTT） 

以上 20 件 
 
６．研究会等に関する事項(定款 第 4 条 ロ号､ハ号) 
 
６．１ 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 ：117 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 
ハードウェアセキュリティ 

岡崎 秀晃 
村松 純 

弓削 哲史 
竹内 真一 
島内 末廣 
高橋 規一 
峯岸 孝行 
藤岡 淳 
村松 正吾 
岡田 実 

名嘉村 盛和 
佐野 洋 

森住 哲也 
木村 昌臣 
横田 孝義 
仲地 孝之 
杉山 賢二 
林 和則 

鷲見 和彦 
長谷川 幹雄 
中野 敬介 
松本 勉 

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

１６３ 
   １２９ 
     ５７ 
   １１９ 
   １７４ 
   １３８ 
   １５７ 
   １６０ 
   １６９ 
   １２９ 
    １０３ 
     ７１ 
   １６１ 
   ３７ 

１５０ 
   ６９ 
   ７５ 
  １１３ 
   ７４ 
   ５７ 
   ５９ 
  １３０ 

合計 １１７ ２,４９４ 
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６．２ 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 
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 

広川 二郎 
福島 荘之介 

   辻 宏之 
和田 修己 
岡﨑 義勝 
岸田 卓治 
中里 秀則 
馬場崎 忠利 
森田 逸郎 
大槻 知明 
林 孝典 
長谷川 浩 
伊藤 文彦 
吉原 貴仁 
新熊 亮一 
飯田 勝吉 
梅林 健太 
岡田  啓 
中川 匡夫 
原 晋介 
高橋 応明 

   １２ 
    ８ 
     ５ 
   １０ 
   １０ 
    ９ 
     ７ 
     ６ 
     ８ 
   １０ 
     ７ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
   ６ 
   ７ 
   ５ 
   ５ 
   ５ 
   ５ 
   ７ 

   １９６ 
   １３１ 
    ９５ 
   １２１ 
   ２９９ 
   １６７ 
   １３０ 
     ７７ 
   １０１ 
   ３３９ 
   １１７ 
  １０１ 
    ９２ 
    ８６ 
   １３５ 
  １１３ 
   １４０ 
  １４２ 
   ７１ 
   ７４ 
  １０６ 

合計 １４９ ２,８３３ 
 
６．３ 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 ： 102 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 

和田 真一 
松沼 悟 

明連 広昭 
小南 裕子 
津田 邦男 
廣瀬 文彦 
廣瀬  明 
品田 高宏 
村口 正弘 
日高 秀人 
森  竜雄 
佐藤 功紀 
浜本 貴一 
平田 晃正 
川西 哲也 

    ９ 
     ５ 
     ４ 
    ６ 
    ７ 
    ９ 
     ４ 
    ９ 
   １０ 
    ６ 
    ７ 
    ８ 
     ９ 
   ５ 
   ４ 

    ７５ 
    ５５ 
     ３４ 
    ７８ 
    ９４ 
  １３１ 
   １３７ 
   １１５ 
   １８５ 
   １３３ 
    ７４ 
   ２１６ 
   ２０６ 
  １３６ 
  １０５ 

合計 １０２ １,７７４ 
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６．４ 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 ： 129 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 
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 

京相 雅樹 
山田 智広 
浜本 隆之 
榊 剛史 

中野 浩嗣 
藤戸 敏弘 
峯   恒憲 
中田 明夫 
灘本 明代 
佐藤 真一 
福本 聡 
平田 豊 

粂野 文洋 
山下 洋一 
宮寺 庸造 
森 健策 
荻野 正 

本村 真人 
白石 善明 
鹿島 久嗣 
岩村 惠市 
小野 哲雄 
中村 匡秀 

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

 ４ 
 ６ 
 ４ 
 ４ 

   １１７ 
   １０７ 
   ２２６ 
    ７３ 
   １８７ 
    ６１ 
    ７０ 
     ９９ 
    ５４ 
   １９９ 
   １５９ 
   １２０ 
     ８２ 
   １４４ 
   １１５ 
   １２０ 
   ２８ 
   ７２ 
  １２７ 
  １５７ 
  １５９ 
   ６２ 
   ４２ 

合計 １２９ ２,５８０ 
 
６．５ 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 ： 22 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 
ﾒﾃﾞｨｱｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ・ﾊﾞｰﾁｬﾙ環境基礎 
福祉情報工学 

松田 昌史 
蒲池 みゆき 
間瀬 健二 
和田 親宗 

     ５ 
     ６ 
     ５ 
     ６ 

    １０６ 
   １１５ 
   １４８ 
  １１１ 

合計 ２２ ４８０ 
 

 
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 
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 

※2018 年度末からは当年度会費未納者を除いた年度末会員数を対象とした 
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 ESS CS ES ISS NLS HCG 合 計 

2017年度末 
登録数 

5,221[145] 
(4,922) 

10,270[303] 
(9,576) 

5,829[172] 
(5,405) 

10,268[265] 
(9,611) 

226 
（214） 

853 
(827) 

32,667[885] 
(30,555) 

2018年度末 
登録数 

 
4,627[142] 

 
9,065[296] 

 
5,082[170] 

 
9,177[260] 

 
236 

 
803 

 
28,990[868] 

前年度との差  -594 [-3] 
(-295) 

-1,205 [-7] 
(-511) 

-747 [-2] 
(-323) 

-1,091[-5] 
(-434) 

10 
（22） 

-50 
(-24) 

-3,677[-17] 
(-1,565) 

(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 

2018 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 
2018 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 17 名の講師による 12 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 150 件、

特別講演 1 件、参加者数 251 名）。 
ウ．専門講習会：5 名の講師を招へいし、次世代 ICT 技術と将来展望をテーマとして講習会を開催

した（参加者数 52 名）。 
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 2018）を共同主催した（参加者数：199 名）。 

・北海道科学大学が企画した小学 5 年生～中学 2 年生対象の公開講座（科学の仕事を学ぶ講座 in
旭川）を後援した（参加者 6 名 同伴保護者 3 名）。 

・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：36 チーム、109 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 4 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 24 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。 
1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 

1-2-1 2018 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 13 名を選定(推薦 5 名、公募 8 名)し，
2019 年 3 月に賞状と副賞を贈呈した（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 
足立 亮介 北海道大学 大学院情報科学研究科 システム情報科学専攻 博士後期課程 3 年 

伊藤 良起 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 修士課程 2 年 
齋藤 剣聖 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 修士課程 2 年 

澤田 祐甫 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 修士課程 2 年 

豊田 陽 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 修士課程 2 年 

植村 圭佑 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 修士課程 2 年 

開発 拓也 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 博士前期課程 2 年 

森 洸遥 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 博士前期課程 2 年 

森本 佳太 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 博士前期課程 2 年 

大沼 凌 北見工業大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 修士課程 2 年 

徳光 聖茄 千歳科学技術大学 大学院光科学研究科 修士課程 2 年 
下川原 綾汰 苫小牧工業高等専門学校 専攻科 電子・生産システム工学専攻 2 年 
内田 恭貴 小樽商科大学 商学部 社会情報学科 4 年 

1-2-2 2018 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 2 名を選定し、2019 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 
深川 恵輔 釧路公立大学 ワイヤレス機能を用いた CPR 可視化学習システムの開発 

森 洸遥 室蘭工業大学 
ビーム伝搬法を用いた導波路型非線形光学デバイスの汎用的なトポロジー最適設

計に関する研究 
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1-2-3 2018 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 
2018 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 11 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 
弦間 奨 北海道大学 地下鉄トンネルにおける変状評価支援のための類似点検データ検索の初期検討 

菅 結実花 北見工業大学 「ユキノシタ野菜」の栽培環境調査 

矢口 龍太 北海道電力 ICT 技術を活用した低廉監視システムの実用化検討 

福山 裕幸 北海道大学 自然特徴点を用いた AR 紙相撲システム 

関口 徹也 北海道大学 大規模 FDTD 解析を用いた航空機外における WAIC 周波数帯伝搬特性推定 
野村 早希 北海道大学 誘電体基板上に配置された広帯域ループアンテナ 
黒川 大智 はこだて未来大学 ホッケ道北系群資源の管理を支援するアプリケーションの開発 

津田 倖司 室蘭工業大学 
弱電離気体プラズマの解析(CXLIX) 水上パルス放電により生成される活性窒素

種の可視化と挙動観測 

田上諒 北海学園大学 
単語の分散表現に基づくEarth Mover’s Distanceを用いたコンパラブルコーパス

からの対訳文の自動抽出 
前田 智弘 北海道大学 波面の重ね合わせを利用した高精度かつ低損失なモード変換 

森本 佳太 室蘭工業大学 
伝搬演算子法とビーム伝搬法を用いた誘電体導波路とプラズモニック導波路の

突合せ接続の解析 

 
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 16 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 8 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、表彰規程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 
上田 大 東北大学 3D-CNN を用いた脳 MRI 画像からの年齢推定手法に関する検討 
笹川 大 岩手大学 MIMO アレーを用いた生体状態推定法と精度評価 

2-2-2 学生優秀発表賞について、表彰規程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 
狩野 孝介 東北工業大学 マルチセンシング情報を用いる機械学習屋内位置推定法 
煤賀 司 秋田工業高等専

門学校 
ミリ波ホーンアンテナ用誘電体レンズのトポロジー最適化 

中山 碧惟 東北大学 超音波を用いた音速分布推定における散乱体の条件に関する基礎的検討 
2-2-3 学生ブランチ活動奨励賞について、表彰規程に基づいて次の通り表彰した（敬称略）。 

授賞者氏名 所 属 

古谷 透音 東北大学学生ブランチ 

2-2-4 優秀学生賞について、表彰規程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 

安達 司 東北学院大学 小助川 克也 福島工業高等専門学校 
石鉢 哲 八戸工業大学 齋藤 光 鶴岡工業高等専門学校 
一條 裕貴 仙台高等専門学校  三戸 雄太 いわき明星大学 
稲葉 光太郎 弘前大学 関口 昌幸 秋田県立大学 
岩舘 武寛 仙台高等専門学校  関村 匠斗 岩手県立大学 
岩本 拡仁 秋田工業高等専門学校 銭谷 英李 東北工業大学 
尾崎 大地 八戸工業高等専門学校 曽貝 彗斗 山形大学 
小野 智弘 日本大学 髙鼻 郷 一関工業高等専門学校 
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小原 優 東北大学 塚原 健生 東北大学 
片山 裕介 東北文化学園大学  成毛 一史 岩手大学 
河藤 隼人 会津大学 牧 智帆 秋田大学 

 
3．東京支部 

2018 年度は、支部会員サービスの継続的な実施を中心に運営を行い、同時に中期的なあるべき姿の
訴求として、質・量の更なる改善のための準備活動をスタートさせることを目標とした。重点課題を支
部イベントの再構築とし、特に①未来を背負う若手の参加促進、②漸減傾向にある支部イベントの量
的強化、③複雑系の時代にあった新たな企画の模索の 3 点を中心に取り組むこととした。 
3-1 事業概要 

2018 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。 
年度を通じて、講演会（2 回、参加者 96 名）、シンポジウム（3 回、参加者 280 名）、見学会
（1 回、参加者 26 名）、地域イベント【茨城】（1 回）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（1 回）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、7 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 31 名）、見学会（2 回 参加者 23 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（400 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 2 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。133
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 2018 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 13 名を選定し、2019 年 3 月 2
日に贈呈した。               （五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

有馬蒼一郎 防衛大 剱持遼太郎 東京電機大 
安藤 雄喜 日大 近藤 雪絵 青学大 
井田 匠海 東京都市大 篠原 峻輝 東京電機大 
大塚 陽平 茨城大 高橋 玄記 日大 
長田 元気 日大 田渕 雅陽 芝浦工大 
加瀨 敬祐 早大 松永  拳 東京電機大 
倉鹿野直輝 山梨大   

3-2-2 2018 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 6 名を選定し、3 月 2 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 伊熊真太郎 千葉大 
学生会委員 大西  輝 横浜国大 
学生会委員 奥田 和也 防衛大 
学生会委員 中野 隼輔 都立産技高専 
学生会委員 橋本  大 東京都市大 
学生会委員 平本 和己 東海大 
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４．信越支部 
2018 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 

2018 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 183 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。 

・講演会を 8 回（新潟地区 4 回、長野地区 4 回）開催（主催、共同開催）した。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、「IoT 入門：Arduino と Firebase で
つくる計測ステーション」と題した講義と演習を行った。数種類のセンサーと Arduino で温度を
計測し、その計測データをリアルタイムにクラウドサービスの Firebase に保存し、可視化をす
るプログラムを作成することができた。参加者には非常に良い経験になった。 

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 2018 年度信越支部学生奨励賞 
選奨規程に基づき下記の 13 名を選定し贈呈した。（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
安川 悟 新潟大 通信路の時空間特徴量を用いた WiFi 測位システムの検討 
小川 翔太 新潟大 Robust ICA を用いたマルチビーム Massive MIMO のビットレート評価 
中山 周明 新潟大 Web 広告ビッグデータを用いたレコメンドシステムの考案 
安達 雄大 長岡技術科学大 Ir 触媒表面で励起した NO ガスによる ZnO 膜への窒素ドーピング 
三好 竜司 信州大 並列処理に向けた検索可能暗号の改良 

吉田 祥 信州大 
声楽を専門とする初学者の周波数成分に基づく音響特徴量の経年変化に関する

考察 
村山 瑠花 新潟工科大 容量性結合に基づく非接触心電信号測定システムの改良 
岡本 泰秀 公立諏訪東京理科大 騒音環境下における SVM 型リアルタイム音判定アルゴリズム 
小林 芽 公立諏訪東京理科大 雑音抑圧を用いた時間周波数解析による細胞の変化判定 
増田 拓人 長岡高専 楽音を用いた耳音響認証の一検討 
丸田 裕輝 長岡高専 時間階調法を活用した知覚画質向上 
越村 勇介 長野高専 GPUを用いた並列処理による高速なインパルス性雑音の除去に関する研究 
山極 大葵 長野高専 GHz帯における誘電損失を含む差動線路のFDTD解析に関する研究 

4-2-2 2018 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 スマートライフ研究室（山﨑研究室） 
3 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） 

 
５．東海支部 

2018 年度は、昨今企業で注目されている、データサイエンティストや IoT をテーマにした専門講習
会を、2 回開催し盛況な会となった。 
5-1 事業概要 

2018 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（2 回参加者合計 65 名）、見学会（1 回参加者 10 名）、小中高校生向け理科教育講座（1
回 1 会場 参加者合計 130 名）、専門講習会（2 回参加者 76 名）を開催し盛況であった。 
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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 245 名）、学生研究発表会（4 件）、卒業研究発表会（1 回発表者 77 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 512 名）を 8 学会（電子情報通信学
会東海支部が主担当）で共同開催した。台風 21 号の影響で 2 日目が中止となった。 

5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
5-2-1 2017 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 18 名を選定し、2018 年 6 月 18 日に表彰した。 
（順不同、敬称略） 

氏名 
(敬称略) 

所 属 (2018 年 3 月時点) 推薦者 (敬称略) 
研究テーマ ソサイエティ 

佐々木 大寛 
名古屋工業大学 工学部 電気情報工学科 福嶋 慶繁 
方向性アップサンプリングと詳細強調の同時処理、方向性 Cubic 補間の高速化 

 
河村 慎二 

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 津邑 公暁 
ガベージコレクションのハードウェアアクセラレーション 

 
茅野 敬介 

名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 長谷川 浩 
コア・メトロを統合したネットワーク設計に関する研究 B 通信 

岩田 夏織 
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 
SDN を利用したトランスポート層のマルチパス化方式の提案 B 通信 

橋本 涼太 
名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 佐藤 健一 
大規模光ノード構成法の研究 B 通信 

山田 あゆみ 
藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 保健学専攻 寺本 篤司 
頭部 CT 画像を用いた頭蓋骨線状骨折の自動検出手法の開発 

 

小松 和暉 
豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学専攻 上原 秀幸 
帯域内全二重通信のための周波数領域非線形ディジタル自己干渉キャンセラ B 通信 

小林 真佐大 
豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻 渡辺 一帆 
ディリクレ過程平均法の情報論的解釈と最小化尺度の一般化 D 情報・システム 

森 友哉 
愛知県立大学 大学院情報科学研究科 情報システム専攻 奥田 隆史 
多段型待ち行列モデルによるフォグクラウドコンピューティングシステムのモデル化

とその設計に関する研究 
 

榛葉 大樹 
静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 渡邊 実 
高速動的再構成型デバイス向け Mono Instruction Set Computer 
アーキテクチャの研究 

C エレクトロニク

ス 

田崎 広人 
豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻 秋葉 友良 
音声・言語特徴の相補的利用による自然発話クエリからの音声内容検索の研究 

 
北川 博規 

名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 岡本 英二 
5G 下りリンク非直交多元接続手法の性能改善 

 
広瀬 香澄 

岐阜大学 大学院医学系研究科 再生医科学専攻 原 武史 
核医学画像における時間放射能曲線の定量解析と脳血流推定  

平井 健士 
名古屋大学 大学院情報科学研究科 情報システム学専攻 村瀬 勉 
V2X(Vehicle-to-Everytrhing)通信を用いた衝突警告アプリケーションの通信性能改善

に関する研究 
B 通信 

大岩 大夢 
中部大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 岩堀 祐之 
動画像中の物体追跡とその応用 D 情報・システム 

沢田 慶 
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 南角 吉彦 
統計的アプローチに基づく音声・画像処理 D 情報・システム 

野崎 佑典 
名城大学 大学院理工学研究科 電気電子・情報・材料工学専攻 吉川 雅弥 
IoT 機器向け暗号回路に対するサイドチャネル攻撃とその対策に関する研究  

河村 直輝 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 本谷 秀堅 
射影最適化による医用画像再構成の高度化  

5-2-2 2018 年度 卒業研究発表会 
卒業研究発表会規程に基づき下記の 8 名を選定した。 
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（順不同、敬称略） 
 発表者 指導教員 所属 発表題目 

 

最優秀賞 
榊原 大貴 河中 治樹 愛知県立大学 

車両位置推定のためのカラーマーカーによる移動走査

コード 

 

 

 

 

 

 

優秀賞 

国保 泰久 山田 宗男 名城大学 
生体磁気刺激によるドライバ覚醒効果の持続時間に関

する検証 

禿 優希 吉川 隆 近畿大学高専 フライコイル型スコープ WPTの可能性について 

西堀 翔真 村瀬 勉 名古屋大学 
超大量ナノスケール端末からの微量データ転送のため

の MACプロトコル 

魚住 春日 寺本 篤司 藤田医科大学 深層学習を用いた小児胸部 X線画像の肺領域抽出 

橋本 貴大 河中 治樹 愛知県立大学 車載カメラ映像を用いた停止線剥離率推定 

宇田 伊吹 藤井 勝之 南山大学 
2.4GHz帯を用いた人体近傍における二次元通信シート

の電磁界分布評価 

片山 洋平 若林 哲史 三重大学 NICU内における新生児の睡眠・覚醒状態の分類 

 5-2-3 2018 年度 学業成績優秀賞 
    学業成績優秀賞の規程に基づき下記 18 名を 3 月付で表彰した。 

（順不同、敬称略） 
 学校 所属 氏名 

愛知県立大学 情報科学科 大島 あみ 

愛知工業大学 電気学科 吉田 光 

愛知工業大学 情報科学科 森 優稀 

岐阜大学 電気電子・情報工学科電気電子コース 坂野 友一 

岐阜大学 電気電子・情報工学科情報コース 山田 凌大 

近大高専 総合システム工学科情報コミュニケーションコース 鈴木 麻耶 

近大高専 総合システム工学科電気電子コース 加藤 優太 

近大高専 専攻科 生産システム工学専攻 山本 大輔 

静岡大学 電気電子工学科 國枝 滉 

豊田高専 情報工学科 小久保 柚真 

豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学科 牧 唯人 
名古屋工業大学 情報工学科 鈴木 祥太 
名古屋工業大学 電気・機械工学科電気電子分野 田中 翔大 
名古屋大学 電気電子情報工学科電気電子工学コース 木村 圭佑 
三重大学 電気電子工学科 遊免 陽介 
名城大学 電気電子工学科 柴垣 敬太 
名城大学 情報工学科 髙木 周平 
名城大学 メカトロニクス工学科 鈴木 康平 

 
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、支部選奨規程に基づき、学生に対する表彰を行った。 

6-1 事業概要 
2018 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（5 回） 
その他、シンポジウム、講演会等の共催、協賛、後援を 3 件行った。 

・電気関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
連合大会は北陸先端科学技術大学院大学において 9 月 8 日，9 日に開催された。また、大会内で本
支部が担当する招待講演（1 回）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（3 回） 
・学生による研究発表会（1 回） 
学生による研究発表会は富山工業高等専門学校において 3 月 2 日に開催された。 

6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
6-2-1 2018 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程に
基づき審査を行い、下記の 17 名を受賞者として選定した。2018 年 2 月に賞状と副賞を贈呈した。 

（順不同、敬称略） 
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氏名 所属 Title 
徳永 祐也 金沢大学 ASIC 技術を用いた波形捕捉受信器（WFC）の環境耐性改善 
冨田 匠 富山県立大学 複数の元素を導入した希土類 MOS 型発光素子の特性解析 

中田 有哉 富山県立大学 
自然体験型環境教育のための超音波を用いた時分割方式による頭部方向測定

システムの開発 
黒田 雄太 富山県立大学 デュアルプロジェクタ型裸眼立体ディスプレイのための映像最適化手法 
近江 亮祐 富山県立大学 時系列対応 ICP を用いた空中署名認証 
東 周輝 富山県立大学 代数仕様言語を用いた時間制約を持つビジネスプロセスの仕様記述 
花房 大佑 福井工業大学 空中手書き文字入力システムを用いたコミュニケーションツールの作成 

戸松 友里 福井大学 
Word2vec に表出する日本語小説の特徴解析 -コーパスの構成法による違い

に着目して- 
間宮 拓朗 福井大学 干渉を考慮した MIMO コグニティブ無線 
遠藤 丞 福井大学 OFD M 信号のガードインターバルを利用する到来方向推定法 

Huaxin Zheng 福井大学 Time Series Analysis of Swipe Data Based on CNN 
森本 和明 福井大学 市街地偏波 MIMO 伝送における中継伝送によるチャネル容量の改善効果 
岡田 直人 福井大学 CNN における画像によって獲得されるフィルタ 
戸田 皓 福井大学 インタラクション効果を有するシミュレーションシステムの開発 

三国出 彩乃 福井大学 素子指向性による円形アレーのサイド・バックローブ低減 
西出 和生 福井大学 タップ付遅延線型アレーアンテナによる広角干渉波抑圧 

岩田 拓也 北陸先端科学技術大学院大学 
FDTD 法に基づくリアルタイム音響レンダリングの境界領域での計算の高速

化 
6-2-2 2018 年度優秀学生賞 
支部優秀学生賞選奨規程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。2018 年 2 月
に賞状と副賞を贈呈した。 

（順不同、敬称略） 
学校 所属 氏名 

石川工業高等専門学校 電気工学科 太田 敦史 

国際高等専門学校 グローバル情報工学科 嶌田 皓太 

金沢工業大学 工学部 電子情報通信工学科 福田 隆人 

金沢大学 理工学域 電子情報学類 上田 貴哉 

富山高等専門学校 電子情報工学科 髙橋 亜香音 

富山県立大学 工学部 電子・情報工学科 井本 安里紗 

富山大学 工学部 電気電子システム工学科 角崎 雄太 

福井工業高等専門学校 電子情報工学科 松村 大輝 

福井工業大学 工学部 電気電子工学科 乘京 晋吾 

福井大学大学院 工学研究科 総合創成工学専攻 間宮 拓朗 

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 李 思侠 

 
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）を拠点としている会員に対するサービ

スおよ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。 
講演会等の開催にあたっては、学会の会員数の維持・増加を目指し、多くの方に参加いただけるテ

ーマを選定した。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 50 名、「サイバーセキュリティ技術とセキュリティ人材

育成の最新動向」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 18 名、「（株）エネゲート 千里丘事業所」を見学した。 
ウ．講習会：5 回（計画 4 回）、参加者 105 名（5 回の合計）、画像処理（10 名）、機械学習（15

名）、暗号技術（16 名）に関する少人数制の講習会を実施した。また、宇宙航空分野の最新エ
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レクトロニクス技術とビジネス動向に関する講習会（19 名）を実施すると共に、社会人が参加

しやすいように 18 時から開始されるイブニングセミナーを「AI クラウドプラットフォームの

動向・使い方・事例」というテーマで開催した（45 名）。 
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 29 名、科学の面白さ、不思議さを体験してもらうことで

中高生に科学へ興味をもって頂くことを目的として、「IchigoJam コンピュータでロボットカー

を動かそう」というテーマで 2 日間、小中高生向けの講演会を明石高専にて実施した。 
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「クリスマシーズンにぴったり！キュートなイルミネションオブジェの製作」、奈

良高専提案「ビジュアルプログラミングでプログラミングを学ぼう(初級、中級)」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：1 回（計画 2 回）、参加者 11 名、「若手企業技術者」に関する講演が行われた。 
イ．見学会：0 回（計画 1 回）、「西日本旅客鉄道株式会社 大阪総合指令所」を企画したものの、

台風 21 号の影響のため中止となった。 
ウ．研究発表会：1 回（計画 1 回）、2019 年 3 月 1 日に開催し、62 件の発表があり、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） 

7-2-1．2018 年度関西支部学生会支部長賞奨励賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 7 名を選定し、2019 年 3 月 1 日に贈呈した。 

（敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

井上 森平 奈良工専 蟻の自己組織化行動にならった群ロボットによるクラスター形成に関する実機検証 

佐山 史織 立命館大 パラメトリックアレースピーカを用いたフェーズドアレー制御に基づく共鳴点制御 

山村 真由子 大阪工大 制約伝播に基づくシフトスケジューリング 

鈴木 大夢 立命館大 22.2 ch.サラウンド音響を用いた音像位置情報の付与に基づく移動音像の再現 

佐藤 雄 大阪府大 空間変調を導入した光無線通信システムの基礎検討 

今岡 一章 奈良先端大 GNSS 天頂全遅延による降雨予測における観測点位置の離隔が及ぼす影響 
鈴木 裕太 大阪府大 光 IP ネットワークベース型温度センシングシステムに適した LPFG の作製パラメータの検討 

7-2-2．2018 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 6 名を選定し、2019 年 4 月 19 日に贈呈する。 

（敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

磯部 佑真 大阪工大 時間インターリーブADCを用いたデジタルRF受信機におけるデシメーションフィルタの設計 
兼本 樹 神戸大 線形順序付け問題に対する焼きなまし法の近傍選択法 

後安 謙吾 近畿大 MR 環境を用いたネットワーク演習システムにおける実務環境保存機能と実務環境構築機能の

開発 
中原 圭祐 大阪大 フォトニック結晶導波路からの光取り出しの効率化 
藤田 圭知 龍谷大 人工誘導体を用いた薄型 RCA の開発 
吉田 幸史 兵庫県大 釣り糸人工筋肉における銀ペーストを用いた電気駆動 

7-2-3．2018 年度関西支部学生会支部長賞功労賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 21 名を選定し、2019 年 3 月 1 日に贈呈した。 
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。 
（敬称略） 

松下 敬昭（近畿大学）、上田 一貴、宮本 敬信、吉川 裕耀（奈良先端科学技術大学院大学）、 
大浦 紀頼、吉田 一登（大阪工業大学）、今井 翔吾、田附 大貴、森岡 佳紀、紀平 将史、 
山内 あさひ（大阪大学）、西村 優、山田 修稔（大阪電気通信大学）、前田 晃博、 
宮川 翔太（大阪府立大学）、大石 健太郎、田村 和仙（京都大学）、乾 智裕、永井 達也、 
船引 悠生（神戸大学）、内堀 佑希（大阪市立大学） 
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８．中国支部 
2018 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、フレッシュＩＴあわ～ど（旧学生ケータイあわ～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実施した。 
地域活性化・創生事業として電気・情報関連学会中国支部連合大会において「企業展示」を実施し

た。 
8-1 事業概要 

8-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
(1)講演会 10 回(主催 1 回 共同主催 9 回）、講習会 3 回（共同主催 3 回） 
(2)見学会 1 回（共同主催 1 回） 
(3)専門講習会 0回 
(4)シンポジウム等への協賛（10 回） 
(5)企業展示 出展企業 5 社 
(6)電気記念日行事に共催 

開催日：2019 年 3 月 25 日（月） 
(7)2018 年度(第 69 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 
開催日：2018 年 10 月 20 日（土） 
開催校：広島市立大学 
幹事学会：電子情報通信学会中国支部 
参加者：422 名、一般講演：249 件 
特別講演 講演者：株式会社ディスコ 営業技術部 前田 展秀様 

内容：『高度な Kiru・Kezuru・Migaku 技術で遠い科学を身近な快適に』 
8-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

  ・学生向け講演会及び見学会 6 回(主催 4 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）    

   ※講演会及び見学会の計画のうち 2 回は「西日本豪雨」の影響により中止 
Ⅰ．フレッシュＩＴあわ～ど 2018（応募数：総数 71 件、アイデア部門 67 件、作品部門 4 件） 
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 198 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 2015 年 12 月 11 日改正） 

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 21 名を選出した。 
（五十音順） 

No 氏  名 学 校 名 題      目 
1 井原 みのり 広島市立大学 大きなコヒーレンスを持つ観測によるスパース推定の性能評価 
2 今井田 晃介 岡山大学 仮想網マッピングシステムの機能拡張―仮想リンク単位での経路選択の実現― 
3 植田 祥明 山口大学 等色相平面における画素分布を考慮した S 字変換によるコントラスト強調法 
4 宇都宮 大地 岡山大学 マルチモード干渉光ファイバセンサを用いた透析液濃度の微小変化測定 
5 畝田 知典 広島市立大学 多重圧縮された順序木構造データに対する頻出パス枚挙アルゴリズム 

6 Yuan Wang 広島大学 Drastic Fluctuation Prediction of the Number of Comments on Social Media by 
Feature Comments 

7 笠原 崇志 岡山大学 小型化した 2.45GHz 帯 RF-DC 変換回路の周波数特性 

8 川邊 大貴 津山工業高等 
専門学校 カーネル法を用いた成長型ニューラルガスの開発 

9 高橋 幸雄 近畿大学 マイクロ分光器を用いた血中ヘモグロビン濃度変動の非接触計測技術 
10 武井 豪介 岡山県立大学 Attentive Reader を用いたセンター試験英語文章題の解答手法 
11 谷田 翔吾 岡山大学 非同期式 AES 回路の CPA 耐性 

12 寺本 圭吾 広島市立大学 マルチポート・マルチバンクメモリを用いた大規模グラフ解析の並列アクセスによ

る最適化 
13 中田 有哉 県立広島大学 トラフィックの削減を目的とした NDN におけるコンテンツマイグレーション手法 
14 橋田 修一 広島市立大学 クラスタリングに基づく符号化手法を用いた CNN による時系列データの分類 
15 深町 侑加 広島市立大学 簡易脳波計を用いた注意状態評価システムの開発 
16 福原 涼 広島大学 医療応用のための人体プロジェクションマッピングシステム 
17 松永 美樹 広島大学 メジアンフィルタを用いた音響ソフトセンサによるクレーン振れ角計測 
18 松林 幹大 広島工業大学 ごみ焼却炉における数理モデルを用いた位相遅れの測定 
19 松本 育磨 川崎医療 相補制御に基づく休止相を隠蔽可能な非同期式直列乗算器 
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福祉大学 
20 三宅 雄介 広島市立大学 容量制約付き p-メディアン問題に対する修正アルゴリズムの検討 
21 三宅 孝史 岡山理科大学 VR 空間における聴覚フィードバックを援用した運動制御の初期検討 
22 村上 哉太 山口大学 変形擬直交 M 系列対の符号発生器の試作 
23 森山 大樹 山口大学 周辺領域の輝度比を考慮した鏡面反射光の擬似的検出に基づく光源色推定法 
24 山本 大貴 広島市立大学 追加コスト関数を用いた形状間の対応付けの拡張 

8-2-2 2018 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 57 校 92 名を表彰（幹事学会：電子情報通信学
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 2010 年 5 月 28 日制定）    （敬称略） 

№ 氏名 学校名 所 属（受賞時） 

1 大段 由貴子 広島大学 大学院 情報工学専攻 

2 長谷 弘美 広島市立大学 大学院 情報科学研究科 医用情報科学専攻 

3 森田 創士 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

4 長谷川 誠 島根大学 大学院 自然科学研究科 知能情報デザインコース 

5 小川 智哉 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 

6 浜  信彦 福山大学 工学研究科 情報処理工学専攻 

7 田中 寬彬 山口大学 大学院 創成科学研究科 

8 中島 浩輔 鳥取大学 大学院 持続性社会創生科学研究科 工学専攻 

9 西宮  司 広島工業大学 工学部 電子情報工学科 

10 毛利 将也 岡山県立大学 大学院  情報系工学研究科 システム工学専攻 

 
９．四国支部 

2018 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、学会との合同の支部連合大会においては懇親の場を設け、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 
2018 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（9 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。 

・2018 年度電気関係学会四国支部連合大会（2018 年 9 月 22 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：246 件、参加者：403 名） 

・セミナー等の後援・協賛（1 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（6 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。 

・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 2018 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） 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 12 校 18 名 
岡山県 12 校 18 名 
島根県 5 校 12 名 
鳥取県 5 校 9 名 
山口県 14 校 16 名 

高 専 中国地区 8 校 18 名 
短 大 中国地区 1 校  1 名 
合 計  57 校 92 名 
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No 学校名 所属学科・専攻名 氏名 

1 愛媛大学工学部 電気電子工学科 武田 和也 

2 愛媛大学工学部 電気電子工学科 松河 佑 

3 愛媛大学工学部 情報工学科 児玉 光平 

4 愛媛大学工学部 情報工学科 中澤 智英 

5 愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻電気電子工学コース 山本 直也 

6 愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻情報工学コース 佐伯 昌造 

7 愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻 ICTスペシャリスト育成コース 田中 祐生 

8 高知大学理学部 応用理学科 情報科学コース 河邉 倫 

9 高知大学大学院  総合人間自然科学研究科理学専攻 三戸 理誠 

10 徳島大学工学部 電気電子工学科 生藤 慎也 

11 徳島大学工学部 電気電子工学科 豊永 眞央 

12 徳島大学工学部 知能情報工学科 井上 達哉 

13 徳島大学工学部 光応用工学科 中津 卓巳 

14 徳島大学大学院先端技術科学教育部 博士前期課程システム創生工学専攻電気電子創生工学コー

ス 

廣滋 伸一 

15 徳島大学大学院先端技術科学教育部 博士前期課程システム創生工学専攻電気電子創生工学コー

ス 

松尾 友暉 

16 徳島大学大学院先端技術科学教育部 博士前期課程システム創生工学専攻知能情報システム工学

コース 

大前 久基  

17 徳島大学大学院先端技術科学教育部 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 金澤 誠 

18 香川大学工学部 電子・情報工学科 清水 赳 

19 香川大学工学部 電子・情報工学科 田渕 翔也 

20 香川大学工学部 知能機械システム工学科 中原 花奈 

21 香川大学大学院工学研究科 信頼性情報システム工学専攻 河野 紘正 

22 香川大学大学院工学研究科 知能機械システム工学専攻 井上 豊 

23 徳島文理大学理工学部 機械創造工学科 作見 怜 

24 徳島文理大学理工学部 電子情報工学科 中嶋 彬貴 

25 高知工科大学 システム工学群  横川 恒助 

26 高知工科大学 情報学群  小寺 祐生 

27 高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専

攻修士課程 

電子・光システム工学コース 髙嶋 悟 

28 高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専

攻修士課程 

情報学コース 片岡 崇史 

29 四国大学経営情報学部 メディア情報学科 坂 諒太郎 

30 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 電気コース            真鍋 仁 

31 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科，情報コース            木内 拓実 

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 武市 慎矢    

33 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 上園 波輝 

34 高知工業高等専門学校専攻科 機械・電気工学専攻 吉川 瑛祐 

35 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 真鍋 裕亮 

36 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 津島 康佑 

37 新居浜工業高等専門学校専攻科 電子工学専攻 村上 成汐 

38 香川高等専門学校 電気情報工学科 舩積 大祐 

39 香川高等専門学校 機械電子工学科 香西 秀哉 

40 香川高等専門学校専攻科  創造工学専攻 山本 裕生 

41 香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 佐野 大晴 

42 香川高等専門学校 電子システム工学科 高橋 翔 

43 香川高等専門学校 情報工学科 片岡 麻輝 

44 香川高等専門学校専攻科  電子情報通信工学専攻 宮武 立彦 

45 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 武田 海 

46 弓削商船高等専門学校 情報工学科 ﾊﾟﾝﾄｭｳﾞｰﾝ ｿ

ﾗｼﾘ     

 
１０．九州支部 

2018 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 

2018 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） 
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ア． 講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 6 回を開催した他、協賛・後援の講演会、シン

ポジウムを 12 件行った。 
イ． 専門講習会：長崎大学にて「機械学習の最前線」という演題に 3 名の講師を招聘し講

演頂いた。参加者は 70 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(再開催 WS-R24) 円偏波アンテナの基礎」を福岡工業大学にて 1
日間開催し、企業、大学関係者など参加者 40 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：大分大学にて 2 日間に渡り開催された。参加

者は一般講演数 425 件、企業講演 2 件、招待講演 2 件、特別講演 1 件、聴講者 182 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、「112th Asia-Pacific Engineering Research Forum on Microwaves and 
Electromagnetic Theory (略称：APMET 2018)」を福岡工業大学にて 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、25 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：九州産業大学にて「お手軽電子工作」をテーマに、講演と電磁釣り

竿と導通チェッカー作成と実験を行った。申込 348名に対し、小中学生 32名と保護者

27 名の親子に参加いただき好評を得た。 
また、琉球大学と沖縄高専にて、各 1 日「作って楽しむ電子工作」をテーマに、沖縄高

専ではLEDを使ったイルミネーションパネルの作成、琉球大学では電子回路とPICマ

イコン制御によるミニ四駆製作を行った。沖縄高専は小中学生 27 名、琉球大学は小中

学生 24 名に参加いただき大変好評を得た 
イ． 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 人吉」をテーマに、熊本県人吉市にてプログラミング入門や電子

工作、電子実験など 9 のテーマを実施。135 名の小中学生と 69 名の保護者に参加いた

だき大変好評を得た。 
ウ． ものづくり教室：有明高専と共催にて「第 13 回エレクトロニクスもの（価値）づくり

体験教室」をテーマに開催。FM はこらじ作成と「FM たんと」の生出演を行った。小

中高学生 35 名と保護者 20 名に参加いただき大変好評を得た。また当日の様子は地元

新聞紙に掲載された。 
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、大分大学にて講演会を開

催し、124 件の講演と 5 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、管内 11 の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：11 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 2018 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 8 名を選

定し、2019 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 

福園 舞桜  九州大学大学院システム情報科学府電気

電子工学専攻  
反強磁性交換結合による共鳴周波数の高周波化に関する

数値解析 

景山 知哉 九州大学大学院システム情報科学府情報

知能工学専攻 
ピークキャンセラ適用時の多素子 MIMO-OFDM-SDMA
システムのビット誤り率評価 (2) 

南 光 大分大学大学院工学研究科工学専攻 ホルマントを用いた非音声認識型ポインティングデバイ

スの開発 

王 吉喆 長崎大学大学院工学研究科グリーンシス

テム創成科学専攻 
ゼロ電圧スイッチングを用いたセンサレス電流臨界モー

ド PFC 回路の負荷特性 
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表彰者名 所  属 演    題 

青柳 拓希 琉球大学大学院理工学研究科電気電子工

学専攻 
蓄電池の最適配置と最適容量の決定を目的とした多目的

最適化 

内山 寛貴 佐賀大学大学院工学系研究科電気電子工

学専攻 

Desing of a Magic-T Integrated Dual Circularly 
Polarized Array Antenna with Quadrature-fed Inclined 
Patchs 

福園 舞桜  九州大学大学院システム情報科学府電気

電子工学専攻  
反強磁性交換結合による共鳴周波数の高周波化に関する

数値解析 

景山 知哉 九州大学大学院システム情報科学府情報

知能工学専攻 
ピークキャンセラ適用時の多素子 MIMO-OFDM-SDMA
システムのビット誤り率評価 (2) 

10-2-2 2018 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、

2019 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 

オシロスコープによるパワーエレクトロニクス計測の最

新トピックス 

10-2-3 2018 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、2019 年 1 月付けにて表彰した。（順不同、敬

称略） 
講演者 講演者所属 講演題目 

緒方 カンナ 福岡工業大学情報工学部 
情報工学科 4 年 蛍アルゴリズムに対する光強度特性のシミュレーション 

東中 直樹 福岡工業大学大学院工学研究科 
情報通信工学専攻 1 年 

2 次元フォトニック結晶 4 分岐導波路の出力スペクトル

ピークの平坦化 

吉川 祐太 九州工業大学情報工学部 
電子情報工学科 4 年 

過負荷マルチユーザMIMOシステムを用いた無線動画像

伝送 

金岡 拓哉 九州工業大学大学院情報工学府 
先端情報工学専攻 1 年 

アプリケーション要求と空間的周波数利用率の違いを考

慮した SDN 制御の提案 

川上 雄大 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 観測信号の方位ヒストグラムを用いた音源数の推定 

有村 和真 熊本高等専門学校専攻科 
電子情報システム工学専攻 2 年 

Comparative verification of machine learning method 
to predict power consumption 

佐保 十世紀 東海大学基盤工学部 
電気電子情報工学科 4 年 

ニューロン CMOS を用いた RAM 型連想メモリのレイア

ウト設計 

山﨑 亘竜 佐賀大学大学院工学系研究科 
電気電子工学専攻 1 年 FG-MOS を用いた 4 値全加算器のレイアウト設計 

山本 拓実 大分大学工学部 
知能情報システム工学科 4 年 

マップマッチングを用いた図書館内 AR ベースナビゲー

ションシステム 

岡本 凌馬 佐世保工業高等専門学校 
複合工学専攻情報工学系 2 年 深層学習を用いた水槽中の魚の抽出 

古賀 泰之 長崎総合科学大学工学部工学科 
電気電子工学コース 4 年 ディジタルヒステリシス電流制御電源の安定性評価 

野崎 大智 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 2 年 

ニュース音声における i-vector を用いた同一アンカーの

発話群の検出 

与座 皇哉 
沖縄工業高等専門学校専攻科 
創造システム工学専攻 
電子通信システム工学コース 2 年 

SAW 伝搬路上の構造体による周波数制御 

10-2-4 2018 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、2019 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 

河野 本祈 久留米工業大学 猪股 能成 

大分大学 
志久 寛太 

佐世保工業 

高等専門学校 井手上健斗 
宮崎大学 

二ノ宮 燦栄 

川上 真矢 小島 直人 
西村ダニエル 

有明工業 

高等専門学校 林 穂高 
近畿大学 

藤崎 智成 第一工業大学 

桒野 知良 古賀 泰之 
長崎総合科学大学 松尾 信之介 

久留米工業 

高等専門学校 細木 大祐 
九州工業大学 

村山 京哉 

平山 智宏 世永 宜之 長崎大学 大塚 智弘 都城工業 
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表彰者 学   校 表彰者 学   校 表彰者 学   校 

浦 和也 

九州工業大学 

中島 大輔 高等専門学校 

清水 翔太 木下 賢也 

福岡工業大学 

伊野波 盛瑛 
沖縄工業 

高等専門学校 園 宇浩 井川 晃輔 

梶原 規史 
九州産業大学 

原  菜月 森川 みどり 

熊本高等専門学校 楠原 好幾 原田 敦広 清水 智 

渡辺 輝一 
九州大学 

長田 侑樹 片嶺 将哉 

ソン ホン 根葉 柚生 福岡大学 平川 裕人 大分工業 

高等専門学校 宮崎 晃弥 東海大学 高江洲 慧 
琉球大学 

山本 郁生 

渡邉 みのり 熊本大学 大田 喜亮 畑山 紘一朗 
鹿児島工業 

高等専門学校 
西村 昭彦 

佐賀大学 
藤田 美咲 北九州市立大学 永留 健人 

野柳 晴華 小川 森護 西日本工業大学 村山 瑠宇飛 

福島 杏友 

崇城大学 

佐藤 誠也 
鹿児島大学 

永岡 零士 北九州工業 

高等専門学校 中村 美貴 宮下 由聖 内村 颯汰 

大石 諒  

10-2-5 2018 年度 学術奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 25 名を選定し、2019 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
表彰者 所 属 表彰者 所 属 

張 炫浩 

早稲田大学理工学術院大学院 

情報生産システム研究科情報生産シス

テム工学専攻 

梅本 雄史 
長崎総合科学大学大学院 

工学研究科電子情報学専攻 

村上 裕哉 
宮崎大学大学院工学研究科 

工学専攻 
田口 雅 

長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 

西内 俊哲 
近畿大学大学院産業理工学研究科産業

理工学専攻 
吉野 悠 

福岡工業大学大学院工学研究科 

情報通信工学専攻 

平湯 和也 
九州工業大学大学院工学府 

電気電子工学専攻 
馬場 裕之 

福岡大学大学院工学研究科 

電子情報工学専攻 

野々上 夏葵 
九州工業大学大学院情報工学府学際情

報工学専攻 
金城 亮汰 

琉球大学大学院理工学研究科 

電気電子工学専攻 

金丸 侑賢 
九州産業大学大学院情報科学研究科情

報科学専攻 
原田 亜紀 

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 

福田 浩規 
九州大学大学院システム情報科学府電

気電子工学専攻 
与座 皇哉 

沖縄工業高等専門学校専攻科 

創造システム工学専攻 

電子通信システム工学コース 

中林 佑多 
熊本大学大学院自然科学研究科 

情報電気電子工学専攻 
有村 和真 

熊本高等専門学校専攻科 

電子情報システム工学専攻 

伊東 春香 
佐賀大学大学院工学系研究科 

知能情報システム学専攻 
祝田  舜也 

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 

室屋 健一郎 
鹿児島大学大学院理工学研究科 

電気電子工学専攻 
浜野 佑介 

大分工業高等専門学校専攻科 

電気電子情報工学専攻 

木村 瞭介 
崇城大学大学院工学研究科 

応用情報学専攻 
坂口 翔太 

佐世保工業高等専門学校 

専攻科複合工学専攻 情報工学系 

三浦 光貴 
大分大学大学院工学研究科工学 

専攻電気電子工学コース 
安藤 洸将 

北九州工業高等専門学校 

専攻科生産デザイン工学専攻  
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Ⅳ．2018 年度役員及び代議員の構成 
2018 年度役員                                 29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 安藤  真  
 次期会長 中沢 正隆  
 副会長（学術強化担当） 中野 義昭 今井  浩 
 副会長（学会運営・組織強化担当） 佐古 和恵 桑原 秀夫 
 総務理事 堀   修 滝田  亘 
 会計理事 浅井光太郎 藤井 輝也 
 編集理事 糸田  純 石原 智宏 
 企画理事 山中 直明 坂井  博 
 調査理事 河東 晴子 眞田 幸俊 
 編集長（理事） 田中 良明  
 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） 岡  育生  
 CS 会長（理事） 漆谷 重雄  
 ES 会長（理事） 粕川 秋彦  
 ISS 会長（理事） 相澤 清晴  
 ESS 次期会長（理事） 田口  亮  
 CS 次期会長（理事） 大槻 知明  
 ES 次期会長（理事） 柴田 随道  
 ISS 次期会長（理事） 前田 英作  
 監 事 土井美和子 宮永 喜一 

 
2018年度代議員                                109名 
相澤 清晴 上嶋  明 國廣  昇 菅谷 至寛 永妻 忠夫 本島 邦明 
相田  仁 植之原裕行 栗田  多喜

 
杉山 一雄 中野 義昭 森川 博之 

青柳 雄二 植松 友彦 小柴 正則 鈴木  博 中村 裕一 守倉 正博 
浅井光太郎 梅比良正弘 後藤 由貴 関屋 大雄 新井田 統  安浦 寛人 
淺谷 耕一 漆谷 重雄 小林 岳彦 全  炳東 西原 基夫 保田 佳之 
阿部 貴志 越前  功 小林 弘幸 大道 文雄 橋本  修 山尾  泰 
荒川 太郎 江村 克己 坂井 修一 高田 潤一 長谷川幹雄 山口 芳雄 
安藤  真 大石 進一 佐古 和恵 高橋 康宏 原 晋介 山中 直明 
石川 悦子 大橋 弘美 佐々木  伸

 
高藤 大介 平山  裕 山本 博資 

石田  亨 岡  育生 笹瀬  巌 田口 健治 藤田 広志 吉川 英機 
石原 智宏 岡本 好弘 佐藤 健一 田窪 朋仁 堀   修 四柳 浩之 
伊丹  誠  小川  勝 佐藤 潤二 田中 清史 松田 敏弘 リム 勇仁 
伊東  匡 小川 恭孝 佐波 孝彦 張  力峰 松村  務 渡辺  理 
伊東 栄典 押切 正浩 三瓶 政一 辻 ゆかり 峯松 信明 和田山 正 
伊藤 隆範 粕川 秋彦 塩本 公平 津田 俊隆 美濃 導彦  
伊藤 敏彦 河東 晴子 敷田 幹文 都築 伸二 宮永 喜一  
糸田  純 川村龍太郎 篠原 弘道 寺田  純 村田 正幸  
茨木  久 喜多 泰代 柴﨑 年彦 土井  美和

 
村田 嘉利  

今井  浩 金 ミンソク 末吉 敏則 中沢 正隆 村松 正吾  
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Ⅴ．2019 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 2019 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、2019
年 2 月 5 日～3 月 5 日に Web による投票で実施した。 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 

2019年度代議員                                108名 
相澤 清晴 江村 克己 川戸  栄 眞田 幸俊 苗村  健 宮永 喜一 
浅井光太郎 大石 進一 河東 晴子 塩本 公平 長尾 和彦 村田 正幸 
淺谷 耕一 大塚 昌孝 菊池  仁 篠原 弘道 長岡  亮 本島 邦明 
荒木 健治 大槻 知明 喜多 泰代 柴田 随道 中沢 正隆 森井 昌克 
安藤 俊行 大橋 弘美 木村 淳一 島村  潤 永妻 忠夫 森川 博之 
安藤  真 大村  廉 九津見 洋 新  浩一 中野 義昭 守倉 正博 
井家上哲史 岡  育生 久保田憲生 杉山 一雄 中村 裕一 安浦 寛人 
石川 悦子 岡  宗一 桑原 秀夫 高田 潤一 新井田 統 山尾  泰 
石榑 崇明 小粥 幹夫 高  尚策 滝田  亘 野上 保之 山田 昭雄 
石原 智宏 岡﨑 康敬 上瀧  剛 田口  亮 橋爪 正樹 山田 博仁 
伊東  匡 小川 恭孝 小西 善彦 多田 昌裕 葉玉 寿弥 山中 直明 
伊藤 敏彦 押切 正浩 坂井 修一 田中 賢一 早川 吉弘 山本 博章 
糸田  純 小高 知宏 坂井  博 田中 良明 萬代 雅希 山本 博資 
今井  浩 香川 考司 榊原久二男 辻  寧英 番場 教子 湯川 高志 
植之原裕行 笠原 正治 佐古 和恵 辻 ゆかり 藤井 輝也 吉川  隆 
植松 友彦 柏野 邦夫 佐々木宣介 津田 俊隆 古橋  武 吉田 真人 
漆谷 重雄 粕川 秋彦 笹森 文仁 土井美和子 堀   修 吉富 邦明 
上手 洋子 葛  崎偉 佐藤 健一 鳥飼 弘幸 前田 英作 四方 博之 
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	※2018年度末からは当年度会費未納者を除いた年度末会員数を対象とした
	（2）各支部における年度末会員数は次のとおりである。
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	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）
	１０．１　創立100周年記念事業協賛委員会（定款　第４条　へ号）

	05_ソ事業報告
	Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業
	１．１　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、2018年度は、グローバル化への継続したアクション、技報電子化に向けたトライアル実施と各種サービス開始の準備、NOLTAソサイエティとの共同運営体制の確立、一方でサブソ・研専会議の設立などソサイエティ運営の効率化の検討を進めた。
	(1) 研究活動とその活性化
	基礎・境界ソサイエティは、非常に広範囲な分野の研究専門委員会から構成されており、分野の近い複数の研究専門委員会が協力して自主的な活動が行える組織としてサブソサイエティを設置している。2018年度も引き続き、各サブソサイエティの発展、貢献を学会の一層の展開につなげるため、以下を実施してきた。(a) 2015年度から開始したNOLTAソサイエティ（NLS）とのソサイエティ共同運営を円滑に進めるため、各種規定の整理を進めた。(b) 大きく発展した研究専門委員会のサブソサエティ化などのサブソサイエティ再編...
	(2) グローバル化と国外会員へのサービスの充実
	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2011年8月より継続的に実施して、2018年12月時点で、4か国で合計19回開催しており、延べ参加者人数は1,650名を超え、ESSを代表する事業となっている。タイでは、Chulalongkorn Univ.、KMITL、KMUTT、Mahanakorn Univ. Tech、KMUTNB、Koan Kaen Univ.、SIIT, Thammasat University, 泰日工業大学等での...
	本年度は、18回目を迎えるICT関連分野の環太平洋地域の代表的な国際会議となったInternational Symposium on Communications and Information Technologies（ISCIT）におけるチュートリアルセッションとして開催した。同会議のHonorary Co-Chairsを務めるProf. Kosin Chamnongthaiからの依頼を受けての開催である。同氏はIEICE主催の国際会議や英文論文誌の特集号編集において多くの貢献をされてきている...
	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。
	(3) 論文誌・機関誌の充実
	基礎・境界ソサイエティでは、論文誌・機関誌の充実に向けて、以下を継続的に実施してきている。(a) 2014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を引き続き実施した。(b) SITAソサイエティのバーチャルジャーナルの発刊を継続した。(c) 2014年10月よりNOLTAソサイエティとの共同機関誌としてFundamentals Review（FR誌）を年4回発行した。2018年度は、2本のレビュー論文、20本の解説論文を掲載した。優れた論説（特別寄稿、技術の原点、レビュー論文及び解...
	このように、基礎・境界分野における論文誌・機関誌の在り方や編集体制について検討を行いながら、更なる質と会員への発信力の向上を図った。
	(4) 技報電子化トライアルの実施
	(5) ソサイエティ運営の効率化
	基礎・境界ソサイエティには、2018年度において20の研究専門委員会が所属しており、2019年度には1つの特別研究専門委員会（光輝会）が加わる。様々な議題に対する意思決定を運営委員会にて行ってきたが、その規模は年々大きくなってきており、ソサイエティ運営・NOLTAとの共同運営の効率化を図るために以下を実施した。まず、2017年度から検討してきたこととして、ソサイエティ代表委員制度を廃止した。その一方で、サブソサイエティ・研究専門委員会の活動をより活性化させ、様々なアクションに対して迅速な対応・意思...
	(6) その他の活動
	その他の活動として、まず2018年9月に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、チュートリアルセッション2件、依頼シンポジウム5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。2018年度は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて佐久間淳先生（筑波大学）が「個人ゲノムデータの利用とプライバシー保護」と題して、守谷健弘先生（NTT）が「音声音響符号化技術の進展」と題して特別講演がなされた。...
	2019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2件、チュートリアルセッション2件、依頼シンポジウム7件を企画した。中でも、2019年度より活動を始める特別研究専門委員会「光輝会」が「高齢者の活躍ー光輝会の活動に向けて」と題して、まだ研究専門委員会「技術と社会・倫理研専」は「科学技術者コミュニティと軍事研究：軍民両用技術と科学技術の価値」と題してシンポジウムを開催するなど、基礎・境界ソサイエティとして幅広い活動を推進した。
	(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。2018年度予算案段階(実施事業調整前)では約900万円の黒字であり、2018年12月時点での執行状況は、2017年度と比較して改善傾向にある。2019年度については、国際会議の収益増などにより、実施事業調整後においても約170万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。
	(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38名の表彰を行った。エレクトロニクスソサイエティ優秀学生修了表彰として、7大学8専攻が選ばれた。例年通り、平成30年度（第22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、2018年度エレソフェロー推薦候補者を5名、2017年度シニア会員候補者を7名選定した。さらに、研究技術会議と連携して、2018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、2019...
	(1-3) 広報：エレソNewsletterは年4回発行した。各号において、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。ソサイエティ広報ツールとしてエレソ紹介パンフレット及びちらし和英版を作成した。
	(1-3) 広報：エレソNewsletterは年4回発行した。各号において、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。海外会員増強策として英語版のFlyerを作成した。
	(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：総合大会、ソサエティ大会で発表のあった注目研究をピックアップし、招待論文の依頼・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、母国語による効率的な教育・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。また、論文誌活性化の一環として、「次世代モビイティ機器を実現するヘテロインテグレーション技術」、「エレクトロニクス分野におけるシミュレーション技術の進展」、大学発マイクロ波論文」の特集を企画した。それぞれの分野...
	(2-2) 英文誌：投稿件数の増加を図るために引き続き投稿Webサイトで投稿促進を行う一方、論文誌としての注目度も高くなる各国際会議と連携しての特集号を中核におく方針を維持しながら編集活動を進めてきた。論文誌の価値向上施策としては、インパクトファクタ向上に向けて検討してきた早期公開を2019年1月投稿（一般投稿）受付から開始すると共に、2019年1月掲載論文からオープンアクセスオプションの希望を受け付けている。また、軍事的内容が含まれる論文の取り扱いについて明示するために投稿のしおりの改訂を実施した。
	(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・掲載数共に高い水準を維持している。今年度は、質の高い論文の比率を向上させ論文誌のインパクトファクタをより高めるため、編集体制の強化、論文スコープの整理・著者への周知徹底などを実施した。特に、投稿論文の投稿時点でのフィルタリングや採否判定基準のばらつき抑制、編集業務に関するアドバイザリングのために導入した特別編集幹事制度を、今年度も継続的に運用した。本制度については、効果がより...
	(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、新規研専の設立や特別研専の継続の審議、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。2016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再編成した3つの領域委員会等を通じて、各研専の企画立案をより活性化し、国...
	2018年度は、昨年度に5つの研専においてトライアル実施した技報電子化研究会を全研専に展開した。具体的には、研究会の発表参加・聴講参加の申込み受付と参加者への技報の配布をすべて電子化するとともに、聴講参加の年間登録・技報ペイパービューのサービスを開始した。技報年間予約の制度は継続し、契約者向けの冊子は2018年度も残したが、この冊子についても2019年度までで全廃し、2020年度からは、先行する通ソ・ISSを除く他ソサイエティと足並みをそろえ、有料の新技報アーカイブサービスを開始することと決定した...
	(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の特別研究専門委員会、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：協催・協賛・後援案件15件の国際会議を開催した(2018年4月～2019年3月)。
	(3-3) 2018年（平成30年）ソサイエティ大会（金沢大学　角間キャンパス）では一般講演304件（前年比約38%増加）に加えて、シンポジウム講演8件、ソサイエティ特別企画1セッション、依頼シンポジウム4セッションを実施した。エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションとして「エレクトロニクス技術が拓くICT社会40年の歩みと今後の展望」を特別企画し、3つの特別講演を開催した。世界を代表する化合物半導体デバイスの研究者の講演で、現在のICT社会に不可欠となっているデバイスの発明、開発とそれ...
	2019 年(平成31年) 総合大会 (早稲田大学) では一般講演とシンポジウム講演に加えて、ソサイエティ特別企画3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。エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションでは、ソサイエティ活動功労賞の贈呈の後、今後、ソサイエティを担っていく学生奨励賞の表彰式を実施した。また、特別企画の一般公開シンポジウム「CK-2　21世紀社会における日本のエレクトロニクスを支える博士人材育成」を日本学術会議・電気電子工学委員会のデバイス...
	(3-4)リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を2018年7月11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。
	１．５　NOLTAソサイエティ
	２．ソサイエティ大会に関する事項(定款　第4条　ロ号)
	２．１　ソサイエティ大会
	次のとおり開催した。
	４．出版に関する事項(定款　第4条　イ号)
	４．１　和文論文誌の発行状況
	４．２　英文論文誌の発行状況
	４．３　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37件、483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70件、421ページを掲載した。
	(3)エレクトロニクスソサイエティ
	４．４　ニューズレター、ソサイエティ誌の発行状況
	６．研究会等に関する事項(定款　第4条　ロ号､ハ号)
	６．１　基礎･境界ソサイエティ／NOLTAソサイエティ
	６．２　通信ソサイエティ
	６．４　情報・システムソサイエティ
	６．５　ヒューマンコミュニケーショングループ
	上段：年度末会員数　[  ]内はフェロー会員数
	上段：年度末会員数　[  ]内はフェロー会員数
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