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2019 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）会員サービス及び運営の質の向上 
2017年度より、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

会の情報システム全般の見直しを行い、関連システムの開発、機能拡充を進めてきた。今年度

はこの成果を利用した新しいサービスの開始を始め、会員サービスの向上に向けた制度の拡充、

運営の質の向上を進めた。主な成果を以下に示す。 
 

① 会員向けマイページの提供 

会員各種登録情報の確認、変更に加え、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）、WEB 決済情報管理機能、入金履歴表示等を行えるよう機能性及

び利便性の向上したマイページの提供を開始した。 

② 購読会員サービスの開始 

学会の学術成果である各種刊行物、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。これにより、ソサイエティ単位での和英論文誌の契約

から、全ソサイエティの和文論文誌一括、英文論文誌一括を契約単位とし、特に海外機関の購

読の利便性を向上させた。 

 
③ プラチナクラブの創設 

主に企業の中堅クラス以上（40歳以上）を対象に、経験や歳を重ねた会員の皆様向けの新た

な活動体としてプラチナクラブを創設した。見学会・講演会を２度開催した。（3回目は新コロ

ナウイルスの影響により延期とした。） 
 

④ ジュニア会員制度の創設に向けた検討 
若い世代に、電子、情報通信系に興味を持ってもらい将来のリーダ育成に貢献することを目

的にジュニア会員制度創設を目指し検討を開始した。 
 

⑤ 維持員サービスの向上 
本会の発展の事業維持を支えて頂いている維持員のサービスの見直しを進めた。従来からの

毎月発行される会誌の寄贈、学会誌への社員募集の掲載等に加え、大会への参加券提供、大会

の附設展示会が一律50％割引を制度化した。また、当会の状況を知って頂くこと、産官学のリ

ーダーの交流の場として、維持員様感謝の集いを次年度より開催することとした。 
 

⑥ スマホアプリの活用 
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会員の利便性を向上することをねらい、会誌アプリで研究会スケジュール配信、大会アプリ

で総合大会で大会プログラムをスマホコンテンツで提供等、スマホアプリの活用を進めた。 
 

⑦ ホームページ、コミュニケーション、パンフレットの改善 
2019年10月にデザインを刷新した新ホームページをオープンした。また、2020年1月よりグ

ローバルサイトをオープンした。これに伴い、ページビュー数、ユニークユーザ数がこれまで

の５～６倍と大幅に伸びた。さらにtwitter、facebookを利用した情報発信、新パンフレットの

作成を進めた。 

（２）コンテンツの活用とオープンアクセス 

① 電子情報通信学会ディジタルライブラリ（IEICE Digital Library）のサービスを開始 

会誌、和英論文誌、技術研究報告、大会論文、国際会議論文等の約40万件の文献を保管し、

共通検索サービスを2019年4月より提供した。これまで40000回を超える利用があり、会員から

も非常に好評を得た。 
 

② IEICE Proceeding Seriesのサービス開始 
低料金で重要な技術研究のデータを保管、利用し、科学技術の発展に寄与することを目指し、

国際会議コンテンツをアーカイブし、全国の大学、研究機関の図書館に公開。54の国際会議、

約12000件の論文を収納し、2019年4月以降約26000アクセスがあった。古い会議も含め会員

からの需要は大きく、拡大に向け国際会議コンテンツＷＧを設置し推進した。 
 
③ 論文誌のオープンアクセスとインパクトファクター 

2019年1月より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）による

運用を開始していたが、2020年1月よりISS英文誌（ED）のオープンアクセス化を開始した。

また、英文論文誌のインパクトファクター向上に向け、サービス委員会配下にWGを設置し、

論文誌のステータス向上に向けた抜本的対策の議論を開始した。 
 

④ 技術研究報告の完全電子化サービス 
すでに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。他のソサイエティも2019年度に完全電子化に

移行を判断し、2020年度より全ソサイエティで完全電子化に移行することとした。 
 

（３）支部事業の活性化に向けた本部支部連携強化施策 
大会を利用し、会長、支部会議メンバーによる打ち合わせを実施した。（2019年9月）また、

理事会を支部での実施し、理事会後に理事会メンバー＋支部メンバーで拡大幹部会議を実施し

た。（2月東北支部）本部と支部の良好な意思疎通を図り、これまで懸案であった、支部の抱え

る課題解決への本部の協力、本部施策の支部への展開、支部間連携等の議論を進めることがで

きた。 

（４）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。ソサイエティ大会において、省庁連携企画「Society5.0に向けた日本

の科学技術イノベーション振興政策」を実施した。日本機械学会とはシンポジウム、大会にお

ける共同企画セッションを実施した。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、

役員懇談会、大会での共同企画「社会インフラのレジリエンス」を進めた。（新コロナウイル

スの影響で本企画は中止となった。）また、2020年12月号の学会誌に連携企画「社会インフラ

のレジリエンス特集号」を計画した。また、本会の役員と総務省国際戦略局との意見交換会を
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実施した。 

２．共通事業 
（１）各種会議 

2019 年 6 月 6 日の定時社員総会において、中沢会長、笹瀬次期会長を代表理事とする 2019
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、

学会の円滑な運営を行った。また、支部との連携強化を目的に、第７回理事会を東北支部の協

力の元、東北大学で開催した。 

（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、2019 年度は、合計 258,400 部（月

平均 19,880 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。 
知識ベースアクセス件数は累計で 580 万件となり広く利用されている。あわせて知識ベース

2.0 としてのコンテンツの在り方の検討を推進した。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 1 点、教科書シリーズとして重版 6
点を発行した。 

（３）総合大会 
新型コロナウイルス感染症の拡散防止のため，2020 年電子情報通信学会総合大会（3 月 17

日～20 日，広島大学東広島キャンパス）の現地開催を中止とし、総合大会に付随する全ての

イベントも中止としたが、一部オンライン開催を試行した。５～１０分程度のプレゼンテー

ションビデオを本会のサイトより会員に公開する「学生ビデオポスターセッション」は、37
件の応募があった。また、オンライン開催を希望するセッションは、当初の大会スケジュー

ル期間に実施した。参加セッション 9、講演数 52、延べ聴講者数 300 であった。 

（４）選奨 
第 81 回功績賞を 5 名に、第 57 回業績賞イ号を 3 件 5 名に、第 57 回業績賞ロ号を 3 件 9 名、

第 57 回業績賞ハ号を１件１名に贈呈することを決定した。 
第 76 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 2 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 6 回末松安晴賞を 2 名に贈呈することを決定した。 
第 82 回学術奨励賞を 48 名（基礎・境界ソサイエティ 7 名、通信ソサイエティ 27 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 9 名、情報・システムソサイエティ 5 名）に対し贈呈した。 
第 4 回教育優秀賞を 3 名に贈呈することを決定し、第 4 回教育功労賞を 8 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 24 名に、シニア会員称号を 51 名に贈呈した。 
会員数（名誉員・正員・学生員、維持員、購読会員）合計については、2019 年度末で 24,475

となり、前年度末から 1,501 の減少（うち個人会員数は、名誉員+2 名、正員－727 名、学生

員-773 名）となった。 

（６）教育関連活動 
我が国の産業界における電気・電子系技術力の維持・向上を目的として、2020 年度に「電気・
電子系高度技術者育成プログラム」を開設するための検討を 2019 年度に行った。JABEE の
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学部認定審査については、2019 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、2019 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 4 回、参加者合計は 289 名であった。 

（７）国際活動 
12 の国際セクションのうち 2 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”ICTF2019”（11 -13 September 
2019, University of Science and Technology, ,Poland)、シンガポールセクションでは日本よ

り 2 名の講師を派遣し、Lecture Meeting ”Technical Seminars at NTU, Singapore”
（December 9,2019, Nanyang Technological University, Singapore）を開催した。なお、海

外会員は 2019 年度末 1,609 名と、全会員の約 7%を占めている。 

（８）情報発信 
CEATEC 2019 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。 
情報発信を強化すべく、ホームページを全面的に刷新した。 

（９）規格調査会 
規格調査会活動として、委員会議を 5 回、専門委員会及び小委員会を 54 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 105 件であった。 

（１０）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 229 件（内延期・中止 5 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。 

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 

2019 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、本会の全研究分野に対する基礎領域及び境界領域にお

ける研究活動を担うとともに、新しい領域や新しい活動形態の創造を推進するという重要な

役割を果たしている。本年度、本ソサイエティは特別研究専門委員会「光輝会」を設置し、シ

ニア層を中心とする本格的な研究母体を誕生させた。シニアの活動支援は学会の重要事項で

あることからも、サービス委員会の傘下として組織された「プラチナクラブ」と共に、シニア

の活動に寄与できることを望んでいる。昨今の会員の減少を考えると、これまでソサイエテ

ィの検討・議論は専ら研究に関わることであったが、ソサイエティのビジネスモデルの改革

等に関しても検討・議論することが不可欠となっている。それらの検討・議論には迅速性と

展開力が要求されるが、これまで、必ずしもそれら要求を実現できる会議体になっていなか

った。そこで、本年度からはこれまでの大きな会議体（運営委員会）1 つの体制から、様々な

改革や新しい試みに迅速にかつ大胆に対応するために、ソサイエティレベルでの検討・議論
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を行う「運営委員会」とサブソサイエティ・研究専門委員会レベルでの検討・議論を行う「サ

ブソ・研専会議」の 2 つの階層的な構造をもつ会議体へと改編した。また、グローバル化と国

外会員へのサービスの充実、英文論文誌の IF 向上に向けた方策についての議論を進めた。 
 

②通信ソサイエティ（CS）では、2019 年度は、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、既に研究会参加費を設定して運用しているが、来年度から全研究会年間登録

の年間登録費割引オプションを決定した。また、分野横断型研究の活性化を目指し、2018 年か

ら開始した通信ソサイエティの 10 研専、基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティの協

賛による研究会（MIKA）を、2019 年 10 月にも実施した。新たに各研専で行われている AI
（人工知能）の活用を中心とした知的な通信技術・通信システムに関する研究成果を幅広く紹

介し、議論・情報収集する場の提供、将来のより知的な技術・システムの開発・構築に向けた

新たな研究テーマを創出する機会の提を目的として超知性ネットワークキングに関する分野

横断型研究会（RISING 2019）を 2019 年 11 月に開催した。大会活動では、ソサイエティ大会

において、例年通り多数の若手研究者や学生の発表があった。総合大会の現地開催は中止とな

ったが、いくつかのセッションをオンラインで開催した。財務基盤の確立及び通信ソサイエテ

ィの研究活動の国際発信及びシナジー効果を目標として、全研専の研究分野をカバーする通信

ソサイエティ主催の国際会議 International Conference on Emerging Technologies for Communications
（ICETC）を 2020 年 12 月に開催することを決定した。出版活動では、英文論文誌のインパク

トファクタが低下しており、引き続き種々の対策を検討している。国際連携では、主催・共同

主催・技術協催・協賛の国際会議を 23 件開催した。 

③エレクトロニクスソサイエティ（ES）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（ISS）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、論文誌，研究会，大会・FIT 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．2019 年度は、①研究

専門委員会、特別研究専門委員会による活発な活動、②FIT2019 の開催（2020 年総合大会は

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により現地開催中止）、③英文誌ではオープンアクセ

ス化、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、一昨年度から取り組

んでいた規程の英語化を完了した。NOLTA ソサイエティ運営規定も現状に合わせて必要な改

定を行った。また、昨年度に初めて試行的に実施したソサイエティの次年度次期会長の選挙に

よる選出を、今年度もスムーズに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
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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．2019 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 2019 年 9 月 10 日(火)～13 日(金)に大阪大学で開催した。参加者 2,663
名、公募講演数は 1,257 件であった。 

・FIT2019（第 18 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、2019 年 9 月 3 日(火)～5 日(木)
に岡山大学で開催した。参加者 1,336 名、講演件数は 514 件であった。 

（３） 国際会議 
国内会場で 8 件、国外会場で 2 件の国際会議を開催した。 

（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： 2,404 ページ（参考：前年 3,115 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 7,433 ページ（参考：前年 8,785 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 3 名、貢献賞 31 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 10 名、査読功労賞

10 名、優秀ポスター賞 0 名（現地開催中止により）、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパ

ー賞 3 編、FIT 論文賞 6 編、FIT ヤングリサーチャー賞 7 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 5 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 113 回 2,279 件 
・通信ソサイエティ  140 回 2,740 件 
・エレクトロニクスソサイエティ  93 回 1,455 件 
・情報・システムソサイエティ  119 回 2,436 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  21 回   463 件 
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（７）会員数（2019 年度末） 
・基礎・境界ソサイエティ 4,426 名 
・通信ソサイエティ 8,525 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 4,686 名 
・情報・システムソサイエティ 8,579 名 
・NOLTA ソサイエティ             224 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ 798 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 6 件を主催・共催で開催(開催中止 1 件)。支部連合大会を共同主催。専

門講習会主催。 
○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。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 5 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 10 名、学生会インターネットシンポジウム優秀発表賞 3 名、連合大会

若手優秀論文発表賞 10 名 

（２）東北支部 
○一般事業：講演会 13 件、支部連合大会 1 件、共催・協賛事業 6 件。 
○教育事業：小中高生向け事業 5 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 3 名、学生優秀発表賞(若手研究者研究発表会が開催中止のため表彰

無)、学生ブランチ活動奨励賞（該当無）、優秀学生表彰 22 名。 

（３）東京支部 
○一般事業：シンポジウム 3 回、見学会 2 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：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。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（開催中止）。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：学生会研究発表会が開催中止のため学生奨励賞対象者なし、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 7 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 15 名、ベストプラクティス賞 3 研究室。 

（５）東海支部 
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○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(開催

中止)、支部連合大会 1 回。 
○学生会事業：講演会 3 回、学生研究発表会 4 件、卒業研究発表会（開催中止）。 
○選奨：学生研究奨励賞 23 名、卒業研究発表会表彰(開催中止)、学業成績優秀賞 21 名。 

（６）北陸支部 
○一般事業：講演会 3 回、シンポジウム及び講演会への共催、協賛、後援 8 件、支部連合大

会 1 回、見学会 1 回。 
○学生会事業：学生向け講演会 2 回、学生研究発表会(開催中止)。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 16 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 1 件実施。 
○学生会事業：講演会 1 回、学生研究発表会（開催中止）。 
○選奨：学生会奨励賞 8 名、優秀論文発表賞 5 名、学生会功労賞 18 名。 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 9 回（うち 4 回主催、5 回共同主催）、講習会 2 回（共同主催 2 回）、見

学会 1 回、専門講習会 1 回、シンポジウム等の協賛 7 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 6 回）。フレッシュＩＴあわーど 2019

イベント。 
○選奨：連合大会奨励賞 22 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）59 校 94 名、学生功

労賞 10 名 

（９）四国支部 
○一般事業：講演会 4 回、専門講習会 2 回、連合大会１回開催。セミナー等後援・協催 1 件。 
○学生会事業：学生向け講演会 4 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 47 名 

（10）九州支部 
○一般事業：特別講演会 1 回、一般講演会 9 回開催。協賛・後援の講演会/シンポジウム 8

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、総合通信

局連携企画 1 回。 
○教育事業：子供の科学教室 2 回、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 7 名、学生会講演奨励賞 13 名、成績優秀賞（学生）57 名、学

術奨励賞 25 名 

５．選挙 
2020 年 2 月 4 日～3 月 4 日に、Web 投票により 2020 年度役員候補者及び代議員の選挙を実

施した。2020 年度代議員として 110 名が選ばれた。 
以上 



1 

 
2019 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 2019 年定時社員総会 

 
2019 年 6 月 6 日（木）午後 2 時から機械振興会館において 2019 年定時社員総会を開催し

た。代議員総数 108 名に対し、出席代議員数 83 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  2018 年度事業報告 
第 2 号議案  2018 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 2019 年度事業計画 
第 5 号議案 2019 年度収支予算 
第 6 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：6 回             ・倫理委員会：0 回 
・選奨委員会：0 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：1 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：1 回 
・男女共同参画委員会：0 回         ・サービス委員会：5 回 
・アドホック会合：9 回           ・国際委員会：3 回、メール審議 3 回 
・大会委員会：5 回             ・著作権管理委員会：2 回メール審議 2 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 5 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 
・ハンドブック／知識ベース拡大委員会：2 回 ・財務委員会：4 回 
・研究会連絡会：4 回            ・規格調査会委員会：5 回 

 
１．４ その他の会議等 

 
・名誉員・歴代会長を囲む懇談会：2019 年 10 月 21 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、2019 年 4 月から 2020 年 3 月まで

13 冊（2020 年 2 月号別冊を含む）、合計 258,400 部（月平均 19,880 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。

2019 年 6 月号には、日本機械学会と連携して企画した小特集を掲載した。 
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し

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。 
2019 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 
4 月小特集   解    説 27 170 
（折り紙の科学） 9 46 講    座 5 32 
5 月特集   寄    書 0 0 
（IoT の全て） 22 106 回    想 0 0 
6 月小特集   学生／教養のページ 6 26 
（5G・IoT 時代のキカイ） 14 43 オ ピ ニ オ ン 1 7 
6 月小特集   ニュース解説 28 47 
（ICT が切り開く人文学オープ 7 29 ニュースフラッシュ 1 2 
ンデータの動向）   総 合 報 告 0 0 
8 月小特集 

 

  ソサイエティのページ 1 3 
（生体機能の“安全”な計測・ 

 

15 60 EiC 記事 1 4 
評価を目指して）   情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
9 月小特集   学 生 会 報 告 1 5 
（グローバル科学社会シリーズ  5 15 予 定 目 次 12 2 
――タイ編――）    学会ニュース 0 0 
10 月特別小特集 

 

  慶    賀 2 2 
（北で輝く光科学技術の研究） 7 28 追  悼  抄 1 1 
11 月小特集   国 際 会 議 30 12 
（回路とシステムの研究を「社 8 38 図 書 紹 介 12 6 
会実装」するまで）   国内文献目次  

5 12 月小特集   図書寄贈一覧  
（新たな展開を見せる衛星通信 10 40 本 会 だ よ り  14 
信・放送・応用技術）   編 集 室 12 12 
1 月特別小特集   別冊編集後記 1 1 
（いよいよ開催，オリンピック・

 

5 32 役 員 等 口 絵  8 
パラリンピック――2020 年に   総 会 ・ 選 奨  112 

 花咲く技術――）   フェロー口絵  2 
1 月小特集   会 誌 総 目 次  11 
(ハードウェアセキュリティの 6 29 会    報  0 
課題と展望）   会    告 13 102 
2 月小特集   そ  の  他 1 1 
(移動通信システムの発展と展望 7 46    
望）      
2 月別冊特集      
（通信の「仕事」） 20 76 計  1,236 
3 月小特集   巻 頭 言  12 
（量子技術に着想を得た次世代 10 61 目 次  40 
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コンピューティング）   合 計  1,288 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）85 ページ 

 
２．２ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
 

知識ベースアクセス件数（累計）は、5,800,000 件で広く利用され続けている。そのため広

告による収益化を図り、維持管理費用、著者へのインセンティブ費用として利用すること、

将来的には学会の収益向上に貢献すること、を目指して広告掲載による事業化の検討を開始

した。並行して、知識ベース 2.0 としてのコンテンツの在り方の検討も推進した。 
 
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。 
また、重版 1 点を刊行した。 

 
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 5 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 6 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)が合同して開催を予定していたが、新型コロナウイルス拡散防

止のため、総合大会の現地開催を中止した。これに伴い、講演等は以下の扱いと致した。 
本大会の講演論文については、オーラル講演と質疑は実施出来なかったが、公表（論文のダ

ウンロード開始）されていることから、2020 年総合大会講演論文集として発表したものとし

た。 
ＩＳＳ企画の学生ポスターセッション講演については、希望する講演者のビデオ発表（講演

者数：37）をＷｅｂ上にＵＰした。また、通信ソサイエティの 4 セッション（講演者数：25）
情報・システムソサイエティの 5 セッション（講演者数：27）についても、希望する講演者

はオンライン講演を行った。 
 
期 日：2020 年 3 月 17 日(火)～20 日(金) 
会 場：広島大学 東広島キャンパス(東広島市) 
懇親会：広島大学生協 北 2 食堂 
Welcome Party：広島大学生協 西 2 食堂  
 

(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 
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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 ― 0 0 1 2 1  4 

パネル 
セッション ― 1 1 2 0 0 4 

チュートリア

ルセッション ― 2 0 4 1 0 7 

依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
セッション ― ※6 0 9   7 ※1 23 

合計 
(共催を含む) 7 9 1 16 10 2 45 

※ 基礎・境界と情報・システムの共催企画 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 239 37 975 315 325 1,891 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯ

ｼｮﾝ 8 
 

0 64 6 14 92 

合計 247 37 1,039 321 339 1,983 
 

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 81 回） 
 
赤嶺 政巳（東北大） 
加藤 修三（東北大） 
黒田  徹（元 NHK） 
永妻 忠夫（阪大） 
安浦 寛人（九大） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 57 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） 

5G/Beyond5G に向けた超知性 Network Softwarization の

先駆的研究 

中尾 彰宏（東大） 

公開鍵暗号に対する汎用的な変換方式の先駆的研究 
藤﨑英一郎（北陸先端大） 

岡本 龍明（NTT Research Inc） 

収音用適応ビームフォーミングに関する先駆的研究 宝珠山 治（NEC） 
金田  豊（東京電機大） 
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【選奨規程第 9 条ロ号】                     （業績の 50 音順・敬称略） 

業       績 貢  献  者（所 属） 

高精度な顔認証技術の開発と実用化 
今岡  仁（NEC） 
森下 雄介（NEC） 
早坂 昭裕（NEC） 

新 4K8K 衛星放送の方式開発と標準化 
鈴木 陽一（NHK） 
田中 祥次（放送衛星システム） 
高田 政幸（NHK） 

第 5 世代移動通信システムの実用化 
中村 武宏（NTT ドコモ） 
奥村 幸彦（NTT ドコモ） 
今井 哲朗（NTT ドコモ） 

【選奨規程第 9 条ハ号】                          （業績の 50 音順・敬称略） 

業       績 貢  献  者（所 属） 

国際的に通用する工学教育の質保証及び認定システム 篠田 庄司（中大） 

 
４．３ 論文賞（第 76 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

 
著 者 名 
 
掲載年月 

注入同期型 E 級発振器のロックレンジを最大化する入力波形の設計と実験検

証 
矢部 洋司、欧陽 有界、中川 正基、宇都宮健介（電通大）、永島 和治、

関屋 大雄（千葉大）、田中 久陽（電通大） 
2018 年 10 月号（A） 

A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Joint Iterative Decoding of Spatially Coupled Low-Density Parity-Check 
Codes for Position Errors in Racetrack Memories 
柴田  凌（東京理科大）、細谷  剛（早大）、八嶋 弘幸（東京理科大） 
2018 年 12 月号（EA） 

A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Statistical-Mechanics Approach to Theoretical Analysis of the FXLMS 
Algorithm 
三好 誠司、梶川 嘉延（関西大） 
2018 年 12 月号（EA） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

確率共鳴現象の情報通信への応用を目指して 
田所 幸浩（豊田中研）、山里 敬也（名大）、田中 宏哉（豊田中研）、 
荒井伸太郎（岡山理科大）、中島 康雄、平岡真太郎（名大） 
2019 年 6 月号（B） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Field Trial on 5G Low Latency Radio Communication System Towards 
Application to Truck Platooning 
三上  学、吉野  仁（ソフトバンク） 
2019 年 8 月号（EB） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

Improved Optical Amplification Efficiency by Using Turbo Cladding 
Pumping Scheme for Multicore Fiber Optical Networks 
竹下 仁士、松本 恵一（NEC）、長谷川 浩、佐藤 健一（名大）、 
Emmanuel Le Taillandier de GABORY（NEC） 
2019 年 8 月号（EB） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Kirchhoff Approximation Analysis of Plane Wave Scattering by Conducting 
Thick Slits 
Khanh Nam NGUYEN、白井  宏（中大） 
2019 年 1 月号（EC） 

C 論 文 名 
 

数値シミュレーションを用いた 26 GHz 帯屋内伝搬における人体遮蔽特性推定

法についての一検討 
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著 者 名 
 
掲載年月 

山岸 誠知、日景  隆（北大）、久野 伸晃、中村 光貴、山田  渉、 
鷹取 泰司（NTT） 
2019 年 5 月号（C） 

C 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

光渦励起ラマンレーザ 
西潟 由博（千葉大）Cheng-Yeh LEE（交通大）、宮本 克彦（千葉大）、 
Yung-Fu CHEN（交通大）、尾松 孝茂（千葉大） 
2019 年 9 月号（C） 

D 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

3 次元点群を用いた車両の自己位置推定のための圧縮地図表現 
松﨑 康平、柳原 広昌（KDDI 総合研究所） 
2018 年 11 月号（D） 

D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

物体認識のための畳み込みニューラルネットワークの研究動向 
内田 祐介（DeNA）、山下 隆義（中部大） 
2019 年 3 月号（D） 

D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Gated recurrent unit の局所安定化による勾配爆発の抑制 
金井 関利、藤原 靖宏（NTT）、岩村 相哲（北大）、足立 修一（慶大） 
2019 年 8 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 2 回） 

（敬称略） 
論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Field Trial on 5G Low Latency Radio Communication System Towards 
Application to Truck Platooning 
三上  学、吉野  仁（ソフトバンク） 
2019 年 8 月号（EB） 

以上 1 編 
 
４．５ 末松安晴賞（第 6 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 鈴木 健仁（東京農工大） 極限屈折率材料の開拓によるテラヘルツ応用シ

ステムの研究 

産業界貢献 原田 浩樹（NTT ドコモ） 第 4 世代及び第 5 世代移動通信システムの無線

インタフェース物理レイヤデザインの標準化 
以上 2 名 

４．６ 学術奨励賞（第 82 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  

金丸 志生 東京理科大 カオスダイナミクスによる擬似乱数に XOR を施し

た場合の性能評価 総合 N-1-32  

    領域閾値リカレンスプロットを用いた非線形時系列

解析 
ソ サ イ

エティ N-1-13  

小菅 敦丈 日立 2.4 倍高速化可能なピッキングロボット向け階層グ

ラフ型近傍探索を用いた物体姿勢推定 総合 A-1-8  

    
ソーティングネットワーク回路によるグラフ型近傍

点探索を用いたピッキングロボット向け物体姿勢推

定高速化手法 

ソ サ イ

エティ A-1-5  

榊原 愛海 阪大 scLTL 仕様に対する LLP スーパバイザの設計 ソ サ イ

エティ 
A-10-
14 
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澤田 和弥 東京理科大 非線形力学系理論に基づいたスパイク列間の因果推

定 
ソ サ イ

エティ N-1-12  

武田 健太郎 京産大 非同期セルオートマトン発振器の結合系に基づいた

CPG モデルについて 総合 N-2-4  

對馬 帆南 日本工大 複数の回収車を用いた大規模自転車再配置問題に対

するカオスサーチ法の性能評価 
総合 N-1-2  

星野 翔 電通大 レーザー光を使った音情報の漏洩に対する安全性評

価 
ソサイ

エティ 
A-7-10  

通信ソサイエティ：27 名 (50 音順)  

受賞者 所属(発表時) 講演題目 大会別 講演番号 
 
 

五十嵐 稜 NTT 分布ラマン増幅技術による 10G-EPON の伝送距離

拡大に関する検討 
ソ サ イ

エティ B-8-7  

伊藤 耕大 NTT ミリ波 RoF-FWA システムにおける波長固定ビーム

フォーミング手法の提案と評価 総合 B-5-
114 

 

    ミリ波 RoF-FWA システムにおける波長固定ビーム

フォーミング手法の平面アレー適用とその評価 
ソサイ

エティ 
B-5-66  

上坂 昂司 三菱電機 先端開放プローブを用いた方形導波管狭壁面給電に

関する検討 総合 B-1-56  

大倉 拓也 NICT ゲーティング処理を用いたアレーアンテナの系統誤

差校正の測定パラメータ解析 総合 B-3-17  

小野 謙人 東北大 異種無線システム共存のための空間再利用手法

Dual-CTS の提案 
ソ サ イ

エティ 
B-17-
11 

 

植田 一暁 KDDI 総合

研究所 
Cefore を用いたモバイルエッジ連携型位置コンテ

ンツ配信の一検討 総合 B-7-9  

植松 卓威 NTT 光ファイバ側方出力装置の適用心線拡大に向けた検

討 総合 B-13-9  

    MAC アドレスキャプチャ技術の心線方向無依存化

に関する検討 
ソサイ

エティ 
B-13-
27 

 

景山 知哉 九大 多素子 MIMO-OFDM における余剰アンテナを活用

したピークキャンセラの歪み補償に関する検討 総合 B-5-45  

    ピークキャンセラを適用した多素子 MIMO-OFDM
における所要 EVM に応じた帯域内歪み補償方式 

ソサイ

エティ 
B-5-52  

加藤 拓也 KDDI 総合

研究所 
加速度センサを用いた害獣侵入防護柵監視手法の検

討 総合 B-18-
28 

 

齋藤 航平 NTT 世界最速の一波 600Gbps 信号のフィールド伝送特

性評価 総合 B-10-
33 

 

    リアルタイム 400Gbit/s/carrier 信号の長距離フィ

ールド伝送 
ソ サ イ

エティ 
B-10-
34 

 

酒井 学 三菱電機 5G における高 SHF 帯・広帯域 Massive MIMO シ

ステムを用いた屋外環境 SU-MIMO 伝送実験 総合 B-5-78  

    5G における高 SHF 帯・広帯域 Massive MIMO シ

ステムを用いた屋外環境 MU-MIMO 伝送実験 
ソ サ イ

エティ B-5-47  

寒河江 悠途 NTT 異種コア構造 MCF におけるスキュー温度依存性 総合 B-13-
30 

 

清水 健矢 三菱電機 都市環境におけるレイトレーシング法を用いた伝搬

損失特性 総合 BS-1-
14 

 

    海上大気中における低仰角衛星測位信号の伝搬特性

に関する一検討 
ソ サ イ

エティ B-1-21  
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白木 信之 岩手大 MIMO-OFDM レーダを用いた生体位置推定精度の

評価 総合 B-1-
122 

 

菅沼 碩文 早大 ネットワーク MIMO-OFDM における理論システム

容量を用いた GI 長制御法 
ソ サ イ

エティ B-5-27  

住谷 達哉 NEC ウォークスルー不審物検査に向けた高速レーダイメ

ージング対応撮像ブレ抑制方式 
ソ サ イ

エティ 
B-17-
13 

 

高橋 拓海 阪大 過負荷 LOS-MIMO 信号検出のための部分空間周辺

化信念伝搬法に関する一検討 
ソ サ イ

エティ B-5-44  

竹節 直也 東北大 デジタルコヒーレント光伝送における各種ファイバ

の GAWBS 雑音特性 
ソ サ イ

エティ 
B-10-
27 

 

塚本 優 KDDI 総合

研究所 
マルチ CU/DU 構成の RAN スライシングプロトタ

イプの試作 
ソ サ イ

エティ B-8-4  

野中 信秀 東京理科大 
ハイブリッドビームフォーミングを用いる高 SHF
帯マルチユーザ Massive MIMO における低演算量

2 段階ユーザ選択法 
総合 B-5-77  

    
高 SHF 帯 Massive MIMO ハイブリッドビームフ

ォーミングにおける高速移動環境での AFC 適用時

の特性評価 

ソサイ

エティ 
B-5-25 

 

原田臨太朗 NTT PON の段階的な速度アップグレードを実現する下

り転送方法 総合 B-8-26  

    複数波長を用いた PON の段階的な速度アップグレ

ードにおけるフレーム振り分け手法 
ソサイ

エティ 
B-8-12  

平井 健士  名大 
Performance Evaluation on MAC Layer Protocol 
in Crash Warning Application using PC5-based 
Cellular-V2X mode4 

総合 BS-4-
29 

 

松浦 一樹 ソフトバン

ク 
HAPS システムにおける姿勢変化を考慮したフィー

ダリンクアンテナのビーム方向制御検討 
ソ サ イ

エティ B-5-61  

松下明日香 NTT デジタルコヒーレント光受信機の非線形応答補償技

術の検討 
ソ サ イ

エティ 
B-10-
28 

 

宮坂 拓也 KDDI 総合

研究所 

Segment Routing と BGP flowspec を用いた 5G ネ

ットワークスライスにおける Traffic Engineering
手法の提案 

総合 B-6-13  

宮本 麻由 三菱電機 アジマス方向のデジタルビーム形成を用いた可変

PRF 合成開口レーダの画像再生処理方式 総合 B-2-19  

横澤 真介 NHK ISDB-S3 方式による低 C/N 受信の検討に向けた

12GHz 帯衛星放送用小型平面受信アンテナの試作 
ソ サ イ

エティ B-3-7  

エレクトロニクスソサイエティ：9 名 (50 音順)  

受賞者 所属(発表時) 講演題目 大会別 講演番号 
 
 

相原 卓磨 NTT Si 基板上薄膜 InGaAsP マッハツェンダ変調器の 40 
Gbit/s エラーフリー動作 総合 C-3-39  

    メンブレン InGaAsP 位相シフタと SiN 導波路を用

いたマッハ・ツェンダ変調器 
ソ サ イ

エティ C-3-52  

井口 亜希人 室蘭工大 
フルベクトル有限差分ビーム伝搬法を活用した

TM<sub>0</sub>-TE<sub>1</sub>モード変換素

子のトポロジー最適設計 
総合 C-15-

27 
 

    散乱演算子に基づく双方向 BPM を用いた光導波路

素子の構造最適設計に関する検討 
ソ サ イ

エティ 
C-15-
14 

 

池田 翔 三菱電機 サイクルスリップ補正用サブ ΔΣ 変調器を備えた

frac-N PLL 間位相同期 
ソ サ イ

エティ 
C-12-
21 
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枝松 航輝 東北大 導電性高分子含有布の遮蔽特性の広帯域測定 ソ サ イ

エティ C-2-80  

田之村 亮汰 東大 非等分配型多モード干渉器による小型光ユニタリ変

換器の検証 総合 C-3-14  

    InP 光集積 4×4 ユニタリ変換器の実証 ソサイ

エティ 
C-3-19  

鳥居 拓真 三菱電機 K 帯GaN 電力増幅器の高効率設計手法に関する検

討 
ソ サ イ

エティ C-2-8  

中谷 圭吾 三菱電機 広帯域段間整合回路を用いた比帯域 15.6% / 出力

15W 級 Ka 帯 GaN 増幅器 MMIC 
ソ サ イ

エティ C-2-9  

西岡 隼也 三菱電機 自己オフセット PLL による基準信号を用いた位相

安定化 RoF の耐経路温度変動性能評価 
ソ サ イ

エティ 
C-14-
19 

 

ホーン トー

マス 東芝 高 PAPR 信号用 2 入力 Doherty-Outphasing 増幅器 ソ サ イ

エティ C-2-2  

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 
 
 

浅田 風太 電通大 GPU の電力ばらつきモデリング 総合 D-6-15  

立道 大樹 名大 欠損復元 AutoEncoder による欠損を含む物体の姿

勢推定の検討 総合 D-12-
21 

 

樋口 陽光 電通大 深層学習による太陽画像からの太陽黒点数の推定 総合 D-12-2  

平原 暢之 京大 敵対的物理モデル損失を用いた海水表面温度画像修

復 総合 D-12-4  

山田 万太郎 東大 深層学習による画像認識を用いた不動産間取り図の

グラフへの変換 総合 D-12-
29 

 

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

氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 
大平  孝（豊橋技科大） 高周波工学の美しき理論と教育実践 
杉浦 藤虎（豊田高専） ロボカップ世界大会と出張授業を利用した工学教育の実践 
田中 圭介（東工大） 「サイバーセキュリティ特別専門学修プログラム」の設計と実施 

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

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

伊藤 浩之（東工大） 集積回路研究分野における学生発表の活性化 
岩井 誠人（同志社大） アンテナ伝搬基礎講座の伝搬分野講師としての貢献 
尾知  博（九工大） 科学教室と LSI デザインの実践教育の長年にわたる貢献 
木村 雄一（埼玉大） 小・中学生に対するアンテナを主とする情報通信技術教育の推進 
塩川 茂樹（神奈川工科大） 論文の書き方講座による若手の論文作成能力向上に対する貢献 
田口  亮（東京都市大） 技術者教育認定活動における審査・調整への貢献 
西田 泰伸（富山県立大） 技術者教育認定活動における審査への貢献 
山本 高至（京大） チュートリアル講演を通したゲーム理論・確率幾何の無線通信応

用教育への貢献 
計 8 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。 

大石 進一（早大） 
金出 武雄（CMU） 
萩本 和男（NEL） 
三村 髙志（富士通研） 

 
５．２ フェロー称号の贈呈 

 
〔基礎･境界ソサイエティ：4 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
宇佐美 公良 マルチ電圧と細粒度電源遮断による LSI 低電力技術の先駆的研究 
金子 峰雄 高性能・高信頼集積回路のための設計最適化に関する研究 
神野 健哉 非線形回路工学に基づく人工神経回路及び最適化手法の先駆的研究 
牧野 光則 電子情報通信と関連分野の学習成果保証型教育の質の向上及び保証 

 
〔通信ソサイエティ：9 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
会田 雅樹 階層型分散制御とオンライン社会ネットワークに関する革新的研究 
新熊 亮一 異種混合ネットワークにおける協調に関する分野横断研究 
千本 倖生 新アクセス技術を用いた連続起業によるディジタル化社会の実現 
太郎丸 真 論文誌編集活動及びレター誌 ComEX の創刊 
辻  宏之 航空機無線通信システムとアンテナ信号処理に関する研究開発 
戸出 英樹 コンテンツ検索・取得・配信基盤の高度化技術に関する研究 
府川 和彦 ディジタル移動通信における適応等化及び適応干渉抑圧技術の研究 
森田 逸郎 高速光信号の大洋横断級長距離伝送技術の研究 
横谷 哲也 高速通信システムのトラヒック制御技術と国際標準化による普及 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：2 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
植之原裕行 光信号処理とそのシステム応用に関する先駆的研究 
陶山 史朗 新たな立体視の原則に基づく DFD 表示方式の提案と先駆的開発 

 
〔情報･システムソサイエティ：9 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
岩村 惠市 マルチメディアのセキュリティ技術及び秘匿計算に関する研究 
木俵 豊 ユニバーサルコミュニケーション技術の研究開発と社会実装の推進 
清木 康 関数型データベースシステムおよび意味的計算方式に関する研究 
酒井 宏 計算論的神経科学手法による視覚情報処理機構の研究 
鹿喰 善明 HDTV/UHDTV 放送のための映像符号化・伝送技術の研究 
直井 聡 文書画像認識の研究開発とグローバル展開 
中川 章 ディジタル映像の符号化・伝送技術の性能向上と実用化に関する研究 
長嶋 祐二 コミュニケーション障害領域における学際的研究及び支援技術開発 
山本修一郎 ソフトウェア要求工学に関する先駆的研究およびその実用化 
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５．３ シニア会員称号の贈呈 
 
〔基礎･境界／NOLTA ソサイエティ：9 名〕 

阪内 澄宇  岡  育生  岡崎 秀晃  八巻 俊輔  大田 恭士 
長谷川幹雄  間邊 哲也  田中  聡  相川 直幸 

 
〔通信ソサイエティ：22 名〕 
 Mohammad Tariqul Islam  倉内 康敬  金ミンソク  西村 寿彦 

西本  浩  瀧川 道生  篠原 真毅  二木 康則  IICKHO SONG 
畑本 浩伸  橘  拓至  衣斐 信介  松田 隆男  樋口 健一 
野村 祐士  大石 泰之  林   新  瀬崎  薫  鶴  正人 
福島荘之介  筋誡  久  浅井 孝浩 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：5 名〕 
 三田地成幸  松崎 秀昭  飯塚 哲也  辻  寧英  藤崎  晃 
 
〔情報･システムソサイエティ：15 名〕 

宮崎 大輔  谷 誠一郎  後藤 真孝  岩田 具治  藤吉 弘亘 
木全 英明  高橋 桂太  姜  玄浩  大山  航  村田 晴美 
副島 裕司  増谷 佳孝  王  立華  野中 敬介  磯  俊樹 

 
５．４ 会員の現況 

 
2018 年度末の会員数の減少は 2017 年度との前年度末と-1,502 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。 
 
（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 
 

会員種別 名誉員 正員 学生員 購読会員 維持員 合 計 
2018年度末 

会員数 
97 [68] 21,715 [800]  3,764  276 124 25,976[868]  

2019年度末 
会員数 

99[71] 20,988 [844]  2,991  273 124 24,475[915]  

前年度末との差 2 [3] -727[+44]  -773 -3  0 -1,501[+45]  

（注）名誉員の山内正弥氏は 6 月 24 日、内田直也氏は 12 月 6 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 購読会員 維持員 合計 

北 海 道 2 [2] 375[14] 65 4 4 450[16] 

東  北 11 [6]   688[45] 95 11 1 806[51] 

東  京 66 [47]  12,038 [537] 1,158 128 86  13,476[584] 
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信  越 1 [1] 367[9] 90 10 4 472[10] 

東  海 5[4]  1,312[46] 215  30 12 1,574 [50] 

北  陸 0 389 [6] 93 5 0      487[6] 

関  西 12[10] 2,543[124] 389 26 13 2,983[134] 

中  国  0 683 [17] 178 10 0 871 [17] 

四  国 1 [1] 331 [8] 67 3 1 403 [9] 

九  州 0 1,000[29] 222 11 3 1,236[29] 

海外在住 1 69 [4] 3 35 0 108[4] 

Overseas 0 1,193 [5] 416 0 0 1,609 [5] 

合  計 99 [71] 20,988[844] 2,991  273 
 

124  24,475[915] 

 
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。 
・2019 年 7 月号：2018 年度各支部学生会事業報告 

 
（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。 
（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 
 

我が国の産業界における電気・電子系技術力の維持・向上を目的として、2020 年度に「電

気・電子系高度技術者育成プログラム」を開設するための検討を 2019 年度に行った。このプ

ログラムはスクーリング形式の教育プログラムで、産業界・学界から最先端の研究・開発を

進めておられる方々を講師として招き、今後中核となる若手技術者に電気電子通信領域で必

要となる高度な技術・知識を身につけて頂くことを目的としている。 
 
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、2019 年度も定常的な活動を行った。JABEE 本体へ
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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，2019 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。2019 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 4 回、、参加者合計は 289 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、2019 年度（2020 年 3 月末
現在）は、278 件（個人 274 件、法人 4 件）、約 156 万円の協力を得て有効に活用させて頂い
ている。2019 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：壱岐市立石田中学校 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界（壱岐会場） 

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） 

2019.6.29 

 

34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） 

2019.7.26 35名 

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：飯國洋二先生（阪大） 

2019.8.5 69名 

科学教室：千葉工業大学 

テ ー マ：Scratchを利用してプログラミングを学ぼう（千葉工業大学会場） 

講    師：中川泰宏先生（千葉工業大学） 

2019.8.5 

 

151名 

                               計 4 回 289 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 1 
韓国（Communication） 0 台北 0 
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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 2 件 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

・IEICE Information and Communication Technology Forum 2019 (ICTF 2019)  
11-13 September 2019 

・Technical Seminars at NTU, Singapore 9 December,2019  
 

(3) 国際セクションホームページ 
本会ホームページ（英）に５つの国際セクション 
（Bangkok,Beijing,Malaysia,Vietnam,Europe）の活動紹介ページのリンクを張った。 

 
 

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を企画・実施するた

めの協力の一環として、Distinguished Lecturer リストを 10 年ぶりに更新するとともに、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 3/26（木）

に開催を予定していた All Sections Meeting については新型肺炎感染症の拡大から延期とし

た（延期日程未定）。 
 

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 CEATEC2019 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、「情報通信が生み出す未来」

と題して実施し、356 名の参加を得た。 
 
８．２ 総合大会の場の活用 
 

 新型コロナウイルス拡散防止のため、現地開催を中止とした。 
 
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 5 回，専門委員会及び小委員会を 54 回開催した。国際標準化に関して取

り扱った IEC 文書は 105 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 5 

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 14 0 4 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 堀部 雅弘 11 38 9 
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3 周波数制御・選択・検出デバイス 作田 幸憲  22 82 8 
4 光ファイバ 大橋 正治 42 63 11 
5 電子実装技術 神戸 尚志 16 0 5 
6 無線通信送信装置 小川 博世 21 20 8 
7 電子通信用語 吉村 久秉 6 0 0 
8 電子通信記号 ― 0 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 3 

合    計 
159 203 ― 

362 54 
 
１０．その他の事項 
 
１０．１ 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。2019 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。 
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、両会長をはじめとする電気学

会役員 6 名、本会役員 6 名による役員懇談会を実施した。両学会の大会での共同企画「社

会インフラのレジリエンス」を進めた。（新コロナウイルスの影響で本企画は中止となった。）

また、2020 年 12 月号の学会誌に連携企画「社会インフラのレジリエンス特集号」を計画

した。日本機械学会とはシンポジウム、大会における共同企画セッションを実施した。 

（2）関連学術団体との連携 
2019 年度は、関連学術団体等に対する協力・連携活動として、229 件の協賛・後援等を

行った。 

（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 12 名との第 11 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。 
 

１０．２ 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。昨年度の学会システムの中核である新しい会員管理システムの運用開始に続き、

2019 年度はコンテンツ活用のためのシステムの活用を開始し、学会コンテンツのアーカイ

ブサービス、共通検索サービスを提供した。また、情報システム基盤の全面刷新を実施し

た。 
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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 

2019 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。 
 

１．１ 基礎・境界ソサイエティ 
 
基礎・境界ソサイエティは、本会の全研究分野に対する基礎領域及び境界領域における研究活動を

担うとともに、新しい領域や新しい活動形態の創造を推進するという重要な役割を果たしている。本

年度、本ソサイエティは特別研究専門委員会「光輝会」を設置し、シニア層を中心とする本格的な研究

母体を誕生させた。シニアの活動支援は学会の重要事項であることからも、サービス委員会の傘下と

して組織された「プラチナクラブ」と共に、シニアの活動に寄与できることを望んでいる。 
昨今の会員の減少を考えると、これまでソサイエティの検討・議論は専ら研究に関わることであった

が、ソサイエティのビジネスモデルの改革等に関しても検討・議論することが不可欠となっている。

それらの検討・議論には迅速性と展開力が要求されるが、これまで、必ずしもそれら要求を実現でき

る会議体になっていなかった。そこで、本年度からはこれまでの大きな会議体（運営委員会）1 つの体

制から、様々な改革や新しい試みに迅速にかつ大胆に対応するために、ソサイエティレベルでの検

討・議論を行う「運営委員会」とサブソサイエティ・研究専門委員会レベルでの検討・議論を行う「サ

ブソ・研専会議」の 2 つの階層的な構造をもつ会議体へと改編した。 
 
(1) 会議体制の改編 

基礎・境界ソサイエティは、これまで、運営委員会と幹事会の2つの会議体を持っていた。しかしな

がら、幹事会の構成員は運営委員会の構成員の一部であり、幹事会は運営委員会に包含された会議体

であった。換言すれば、幹事会が運営委員会の事前打合せ的な会議となっていた。検討・議論が行え

る唯一の会議体である運営委員会は 2時間程度・年 4回であり、報告事項と国内外の会議開催承認に大

部分の時間を割いてしまうのが現実であった。そのため、例えば、「国際会議のコンテンツの問題」、

「技報の電子化」や「論文のオープンアクセス化」等に関して、殆ど検討・議論を行えない状況であっ

た。 
 本年度からソサイエティレベルの検討・議論を行う「運営委員会」とサブソサイエティ・研究専門委

員会レベルの検討・議論を行う「サブソ・研専会議」の階層構造的会議体制へと改編した。本年度は「技

報の電子化」、「研究会活動費の新しい算出法」等を「サブソ・研専会議」で時間をかけて検討・議論

することができ、初年度から組織改編の効果が表れたと考えている。 
 
(2) サブソサイエティの活性化及びソサイエティ化の準備 
基礎・境界ソサイエティは、新しいソサイエティの創造のためにサブソサイエティ制を導入し、そ

して 2015 年度に NOLTA がサブソサイエティからソサイエティへと独立を果たした。ソサイエティの

会議体体制改編の大きな狙いの一つは、新しいサブソサイエティの創造、さらには、新しいソサイエ

ティの創造にもあるが、残念ながら、本年度はこれらの議論に踏み込むことができなかった。来年度

以降の検討・議論を期待したい。 
 
(3) グローバル化と国外会員へのサービスの充実 

本年度はアジア太平洋・信号情報処理学会（The Asia-Pacific Signal and Information Processing 
Association：APSIPA）とタイの国際的活動を行っている Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand （ECTI 
Thailand）とシスターソサイエティの協定を締結した。これらアジアで国際的活動を行っている学会と

のシスターソサイエティの締結を機に、国際会議の共催、広報活動のコラボ等を通じてアジア圏にお

ける電子情報通信学会のプレゼンス向上を図りたい。また、昨今、論文投稿件数の減少が気にかかる

英文論文誌への論文投稿件数増加へと結び付けたい。 
海外からの英文論文誌への論文投稿数を増加させるために「国外におけるジャーナル論文の書き方セミ

ナー」を継続的に実施してきている。これまでこのセミナーは 4 か国で延べ 20 回開催し参加者総数は
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1,700 名に達し、基礎・境界ソサイエティの代表的な事業へと成長した。本年度もバンコク、マニラ、

ホーチミン市で 3 回のセミナーを開催した。 
 
(4) 英文論文誌の IF 向上に向けた方策 

英文論文誌（EA）のインパクトファクタ（IF）が低迷している。IF が上位 25%のジャーナルを Q1
ジャーナルと呼び、以下、25%ずつランク分けされ Q2、Q3、Q4 ジャーナルが定められる。残念なが

ら、EAはQ4ジャーナルであり、例えば、東南アジアの有力大学の中にはQ4ジャーナルに掲載された

論文を博士論文の業績と認めない大学もある。このことが EA への論文投稿件数の減少に関係している

可能性もあり、IF の向上は EA の死活問題とも言える。EA では、小特集の編集委員会に対して引用回

数を稼げそうな招待論文企画をお願いし、その論文掲載料(オープンアクセス)を負担することとした。

論文賞受賞論文のオープンアクセス化を図り、さらに、採録論文の早期公開を行うこととした。早期

公開とは、採録決定時点でまずドラフト版を web 公開し論文の存在を周知させ、正式な論文掲載を遅

らかせることにもなる。IF の計算方法は，論文の正式な掲載以降の 1 論文あたりの平均引用回数であ

るから、早期公開し正式公開を遅らせることで IF の向上が期待できる。前述したが、シスターソサイ

エティとの広報活動のコラボによって EA の小特集の広報を行うことなどにより投稿件数の増加を目指

す。なお、もう一つの大きな課題である EA のオープンアクセス化に関する議論・検討は次年度に委ね

る。 
 
(5) 安全性研究専門委員会の廃止 

安全性研究専門委員会はアクティブに活動する研究者数が少なく、何年にも亘って招待講演を基盤

として研究会を運営してきたこと、そして、技報の電子化、発表の有料化といった変革に追従できな

いことを理由に研究専門委員会の活動を終了することとした。今後は、同研専の研究分野を信頼性研

究会等で取り扱う。 
 

１．２ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは、2019 年度は、2018 年度に引き続き、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、既に研究会参加費を設定して運用しているが、来年度から全研究会年間登録の

年間登録費割引オプションを決定した。また、分野横断型研究の活性化を目指し、2018 年から開始し

た通信ソサイエティの 10 研専、基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティの協賛による研究会

（MIKA）を、2019 年 10 月にも実施した。また、新たに各研専で行われている AI（人工知能）の活用

を中心とした知的な通信技術・通信システムに関する研究成果を幅広く紹介し、議論・情報収集する場

の提供、将来のより知的な技術・システムの開発・構築に向けた新たな研究テーマを創出する機会の提

を目的として超知性ネットワークキングに関する分野横断型研究会（RISING 2019）を 2019 年 11 月に

開催した。大会活動では、ソサイエティ大会において、例年通り多数の若手研究者や学生の発表があっ

た。残念ながら、コロナウイルスの影響により、総合大会の現地開催は中止となったが、いくつかのセ

ッションをオンラインで開催した。総合大会に加えて、いくつかの研究会でも、コロナウイルスの影響

によりオンライン開催を実施した。さらに、財務基盤の確立及び通信ソサイエティの研究活動の国際発

信及びシナジー効果を目標として、全研専の研究分野をカバーする通信ソサイエティ主催の国際会議

International Conference on Emerging Technologies for Communications（ICETC）を 2020 年 12 月に開催するこ

とを決定した。出版活動では、英文論文誌のインパクトファクタが低下しており、引き続き種々の対策

を検討している。国際連携では、主催・共同主催・技術協催・協賛の国際会議を 23 件開催した。財務

状況に関しては、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 2019 年度の収入、支出は両方とも 2018 年度に比べ増加の見込みである。収入

増となっている主な事業は研究会および国際会議、支出増となっている主な事業は ComEX 誌、総合大

会である。全体の収支は、昨年度の 1898 万円の黒字から 2226 万円の黒字となった。昨年度開催され

なかった国際会議が、今年度は多数開催されたことが最大の要因である。その他、論文誌、研究会が大

きな収益の柱となっている。 
各事業の 2019 年度収支見込みの概要を述べる。論文誌の収支は前年度比 932 万円減の 2319 万円の
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黒字見込みである。掲載ページ数漸減に伴い、収入は年々低下傾向にある。ComEX 誌の収支は前年度

比 118 万円減の 118 万円の赤字見込みである。掲載ページ増で収入は大幅増であったが、支出も同様に

増えたため赤字収支となった。全国大会（総合大会、ソサイエティ大会）の収支は前年度比 137 万円減

の 632 万円の黒字見込みである。新型コロナウイルス感染拡大防止対策で総合大会の現地開催を中止し

たことが減収の一因となっている。研究会の収支は前年度比 347 万円増の 2493 万円の黒字見込みであ

る。オンライン化等の運営合理化施策による支出減が増収の一因となっている。国際会議の収支は前年

度比 1459 万円増の 1072 万円の黒字見込みである。昨年度は開催されなかった国際会議が、今年度は

多数開催されたことが増収の要因である。ソサイエティ誌の収支は前年度比 5 万円減の 934 万円の赤字

見込みである。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活性化企画（3 件）

に対して予算執行がなされた。 
2020 年度の予算案は全体で 675 万円の赤字予算である。2019 年度決算見込みに比べ、収入は 2044

万円減、支出は 857 万円増の予想である。受取会費減や管理費増も一因であるが、事業収支 2674 万円

減の影響が最も大きい。その中で大きいものは国際会議、論文誌、研究会である。国際会議は開催件数

が大きく減少することに伴い、収支も落ち込む見込みである。毎年開催ではない国際会議が多いため、

年度により収支の増減が激しい傾向がある。研究会、学会誌は依然大きな黒字を出しているが、その幅

は減少している。収支悪化に歯止めをかける活性化施策が今後求められる。通ソ活性化活動準備金は

2019 年度より若干増額した。厳しい予算状況ではあるが、将来に向けた積極的な活性化投資は欠くべ

きではないとの判断である。 
精度の良い予算策定が、予算管理上の課題の一つである。2019 度予算の策定段階では収支トントン

の予想であったが、実績は 2226 万円の黒字見込みである。収支の下振れを織り込んだ安全な予算策定

はリスクヘッジとして有効ではあるものの、必要以上の緊縮財政を余儀なくされる一面もある。2019
年度の通ソ活性化活動準備金の大幅削減、それに伴う各種活性化施策の縮小がその一例である。長年蓄

積された過去の収支実績データの活用も視野に入れつつ、予算精度向上につながる継続的な取り組みが

求められる。 
 
(2) 研究会運営の改革 
(2-1) 技報アーカイブ 

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

これまでの冊子体予約者の約 8 割に契約いただき、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、「技報アーカイブ」の更なる利用促進を念頭に研究会システムのユ

ーザインタフェースを学生や若手研究者等新規ユーザにもわかりやすいものに更新するなど、更なる収

支改善に寄与する施策を実施した。 
 
(2-2) 参加費・年間登録費見直し 
 2019 年度に、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、研究会参加費・年

間登録費の見直しを行い、3 つの研究会で年間登録費の改定を行ったが、2020 年度はこの価格を維持す

ることとした。一方、年間登録費の割引オプションの導入について検討し、研究会参加者からの要望が

多く、かつ横断型活動の加速にも繋がる通ソ全研究会一括年間登録サービスを具体化し、2020 年度か

ら開始することとした。 
 
(2-3) 研専横断型研究会 

通信ソサイエティでは、分野横断型の第二種研究会を「通信ソサイエティ主催」とできる制度を運用

している。これにより、より広範囲の関連技術を含めた議論や、産業分野への応用に関する議論などの

活性化を図っている。2019 年度は、本制度を適用した次の３つの研究会が開催され、多数の参加者に

より活発な議論がなされた。１．革新的無線通信技術に関する横断型研究会（MIKA2019、発表 118 件、

参加者 208 名）、２．2019 年超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会（RISING2019、発表

111 件、参加者 246 名）、３．2019 Asian Wireless Power Transfer Workshop（AWPTN2019、西安電

子科技大学と共催、IEEE Communications Society Xi'an Chapter 後援、発表 76 件、参加者 130 名） 
 
(3) 研究専門委員会 
(3-1) 研究専門委員会の変更 

2019 年度は、通信ソサイエティの基幹分野を担う 20 の研究専門委員会と新規分野を担う 6 つの特別
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研究専門委員会が活発な研究会活動を行った。2019 年度で設置期間が満了となる (1) ICT 分野におけ

る国際標準化と技術イノベーション特別研究専門委員会（SIIT 特別研専） 、(2) 光通信インフラの飛

躍的な高度化に関する特別研究専門委員会（EXAT 特別研専）、(3) 光応用電磁界計測特別研究専門委員

会（PEM 特別研専）について、それぞれの特別研究専門委員会から延長申請があった。また、水中無

線技術特別研究専門委員会（UWT 特別研専）の設立申請があった。研専運営会議での審議の結果、こ

れらは全て承認された。期間はいずれも 2020 年 4 月 1 日～2022 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 8 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．分野横断型研究会開催等による研専活動活性化施策（RISING） 
2．AP 研伝搬データベースシステムの構築（AP 研専） 
3．第 36 回情報ネットワーク・ネットワークシステム研究ワークショップおよび併催研究会（IN 研専） 
4．MIKA2019 における双方向型 WEB 会議参加システム（MIKA） 
5．IoT 開発モジュール題材の EMC 設計コンテストを通じた次世代研究者・エンジニア育成（EMCJ

研専） 
6．無線通信システム研究会 基礎ワークショップ（第 6 回）の開催（RCS 研専） 
7．小形アンテナコンペティション（AP 研専) 
8．無線電力伝送コンテスト ―異分野技術融合と応用分野創造に向けた取り組み―（WPT 研専） 
 
このうち、1～3 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 

2019 年度は、第一種研究会を 140 回（講演数合計 2,209 件）実施した。研専、特別研専併せて 62 回

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。62 回の第二種研究会のうち、6 回を外国で実施し（AP 研専、SR 研

専、WPT 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 3 回の第二種研究会は「通信

ソサイエティ主催」として実施した。 
 
(3-4) 大会活動実績 

2019 年ソサイエティ大会（大阪大学）では、一般セッション 20 分野／公募シンポジウム 5 課題合わ

せて講演数 771 件と企画セッション 23 課題 136 件を実施した。2020 年総合大会（広島大学）では、

一般セッション 20 分野／公募シンポジウム 1 課題合わせて講演数 975 件と企画セッション 10 課題 89
件を予定していたが、新型ウイルス対応のため中止となった。参加者のためにできることを実施すると

いう方針の下、大会委員会が募集したオンライン開催に NS 研専と SeMI 研専が応募し、Zoom を使っ

て実施した。今回のような非常時に対する 2 研専の知見は、他研専および他ソサイエティに共有するこ

とで今後の大会オンライン開催の礎を築くことに期待できる。総合大会中止に伴い、全ソサイエティ合

同での Welcome Party は残念ながら中止となったが、本年度の検討は来年度の東工大での実施や今後

の地方開催時に役立たせることが期待できる。各セッションでは、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、他ソサイエティとの共催による横断型企画、コンペティション、英語セ

ッション開催など特色のある取り組みを実現でき、大会を活性化するとともに研究会活動の積極的なア

ピールを行うことができた。 
 
(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、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実現に結びつけた。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に移行するため、研究会システム WG
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を立ち上げ、これを主導した。研究会システムの今後のあり方についての基本的考え方・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等に関する課題を整理し、移行計画の策

定に貢献した。新型コロナウイルス感染拡大対策について、事務局及び他のソサイエティ・グループと

連携して検討し、研究会開催についての指針をまとめ、各研専に展開した。 
 
(4) 出版活動 

和文論文誌は、研究専門委員会が特集企画を提案しやすくなるように規程を改定した。英文論文誌は、

2018 年分のインパクトファクタが過去 2 年と比べて減少したため、インパクトファクタの向上を目的

として新たな施策を検討し始めた。また、論文投稿の活性化に向けた研専運営会議との連携強化策とし

て、研専からの推薦論文制度の改革に関する議論や事例紹介を行い、推薦論文制度の周知を行なった。

ComEX では、さらなる周知と投稿数増加を目的として、通信ソサイエティの全技術分野を対象とした

「2019 年総合大会と連動した小特集」を実施した。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、当初の予定を超える 66 件の投稿があった。本企画の効果で ComEX の年間投稿

数が大幅に増加したため、2020 年も総合大会と連動した同様の企画を実施予定である。さらに、海外

編集委員を増員し国際性の評価向上に取り組んだ。和文マガジンでは、Web サイトのスマホフレンドリ

化を行い、デバイスの画面サイズに依存しないレスポンシブルデザインへと変更した。このデザイン変

更により、学生、若手研究者を中心に読者がより一層気軽に各記事を読めるようになった。 
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。 
 
(5) 本部論文賞候補、および通信ソサイエティ論文賞 

2018 年 10 月から 2019 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 3 編、Best Tutorial Award 2 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、2020 年 5 月の執行委員会にて表彰が行

われる。 
  
(6) 国際会議 

2019 年度において、通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）が主催・共同主催の国際会議を 4
件を開催した。その他、14 件の国際会議に対し技術協催、5 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 23 件であり、昨年度比に対して微増となった。主催・共

同主催の国際会議数は一昨年度 2 件、昨年度 0 件に対して、今年度は 4 件であり開催が集中した年度に

なっている。2020 年度については 2019 年度末の時点で 15 件の関与が予定されている。 
主催・共同主催・技術協催向けの国際活動資金の活用実績は 5.7 万円、余剰金は 74.3 万円である。国

際会議の開催準備費用補助を目的とした主催・共同主催団体向けの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の具体化がスタートした。ガイドラインにしたがっ
た運用を進めるにあたり、著作権およびコンテンツの取り扱い検討を国際会議実行組織に促すとともに、
取り扱い事例の収集を目的として国際会議計画趣意書の改訂を実施した。加えて国際会議実行組織に
GDR 対応についての注意喚起を促す改訂を行った。国際会議の開催規程、審議フローの改定について
は検討を継続することとし、取り扱い事例収集結果および移行期間後の各種規程類の状況に応じて柔軟
に対応していく予定である。 
 
(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。2019年度は IEEE EMCSとの契約更新に向けた交渉を完了した。また2020年度はKIEES、
CIC との契約更新を実施予定である。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
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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、All Sections Meeting、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 56 件（約 122 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 を用いたメールによる目次の配信を実施した。今後、さらに魅

力ある英文ニュースレターとなるように冊子の廃止を視野に入れつつも編集体制の増強、コンテンツの

充実、Web サイトのリニューアルと更新頻度の増加、検索性の向上などに取り組む予定である。 
 
 (9) ホームページ・会員サービス 

ホームページについては、これまで長らく使用してきたホームページの刷新に取り組んだ。具体的に

は、来年度の予算として、ホームページの製作費を計上し、予算枠に準じた構成案を検討した。来年度

には、選定業者にホームページのリニューアルを依頼し、新しいホームページを立ち上げる予定である。

CS アーカイブスサービスでは、2019 年総合大会ならびに 2019 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。また、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。これに併せて、今

後の利用者増加を見越して、E メールニュースを利用した CS アーカイブスサービス開始の周知を行う

ようにした。これにより、CS アーカイブスサービスのアクセス数が大幅に増大した。今後もサービス

向上や利用者拡大の検討を行っていく予定である。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、2019 年度は合計 40 件（昨年度は 60 件）の配信を行った。 
 
 (10) 通信ソサイエティ 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、
総合大会初日（3 月 17 日）に全ソサイエティ合同で Welcome Party の開催に向けて準備を進めていっ
た。全ソサイエティ合同の開催としては、今回で 3 回目となり、各ソサイエティの業務を明確化するた
め、担当業務の割振りを決め、それぞれのソサイエティで企画・運営が行える体制とした。今回は、よ
り多くの学生に参加していただくため、新しい企画として、今年度、各ソサイエティの研究会やイベン
トで表彰された学生を Welcome Party 内に掲示する学生表彰掲示を企画した。また、会場規模の理由
により、企業のパネル展示が困難であったことから、会場のテーブル席を活用した簡易型の企業対応ブ
ースを企画した。これ以外にも、電子情報通信学会会長、次期会長をはじめ、各ソサイエティ会長によ
る挨拶、参加企業 14 社の企業紹介、東北支部、中国支部学生会による活動紹介なども企画した。しか
しながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、総合大会の現地開催が中止となったため、今
年度の Welcome Party は敢え無く中止となった。今後は今年度に新たに企画したイベント等の導入も
含めて、総合大会での開催を継続し、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 11 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（16 名）、活動功労賞（126 名）の贈呈式を行うとともに、会長企画特別講演として、イーソリュー
ションズ株式会社・社長の佐々木経世様による招待講演「イノベーションによる社会課題解決 ~家で起
きる疾患の早期発見~」を実施した。 
 
(12) 規程類の改定について 

本部の国際会議の事務処理マニュアルに合わせて「通信ソサイエティ国際交流活動資金運用規程」に

おける用語「協催」を「技術協催」に変更。 
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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。 
 
その他の活性化策として、ソサイエティ大会のエレクトロニクスソサイエティプレナリーセッション

で「Society 5.0 実現に向けたデバイス技術」と題して特別講演会を開催し、4 名の著名な研究者の講演

会を行った。総合大会のエレクトロニクスソサイエティ プレナリーセッションでは、「オープン・イノ

ベーションに対応した知財戦略 ～大学と企業による共創の視点から～」と題して、知的財産戦略に関

する特別講演会を企画していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う総合大会の開催中止により、

講演会の開催も中止となった。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 Party を

計画していたが、こちらも開催中止となった。また、昨年度に引続き、全ソサイエティ共催の特別シン

ポジウムとして、「情報通信技術と人間相互理解の未来」を計画し、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。2019 年度については、予算案段階では約 170 万円

の黒字であり、12 月末時点での執行状況はほぼ例年並みである。また、今年度の傾向として、技術研

究報告書の電子化移行に伴い予算規模が減少している。2020 年度については、実施事業調整後におい

て約 340 万円の赤字を見込んだ修正予算案を策定した。会員減少による収益減少傾向が続いているた

め、今後の課題として、引き続き会員増加施策を進めるとともに、「エレクトロニクスソサイエティ独

自の事業費」の有効的な支弁調整なども実施し、財務改善化を図る必要がある。 
 
(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 22 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 7 専攻が選ばれた。例年通り、平成 31 年度（第 23
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、

2019 年度エレソフェロー推薦候補者を 2 名、2019 年度シニア会員候補者を 5 名選定した。エレソ学生

奨励賞については、新型コロナ対策に伴う大会中止のため選考されなかった。 
 
(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。 
 

(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・
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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、「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特集」、「電子回路実装技術と実装材料技術論文特集」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、J102-C 巻 5 号、J103-C 
1 号、J103-C 3 号に掲載した。また、さらなる活性化のための施策として学生論文特集を企画し、エレ

ソメーリングリストを活用した宣伝を行った。 
 
(2-2) 英文誌：投稿件数の増加を図るため、引き続き投稿ウェブサイトで投稿促進を行うと共に、各国

際会議と連携して、論文誌としての注目度も高まることが期待される特集号を中核とする方針の下、編

集活動を進めた。また、掲載料減免に関する申し合わせの改正、英文論文誌特集の企画・編集の手引き

の改正、および人を対象とする研究および生命に関する倫理規定に関し「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、最低引用論文数の厳格な設定などを実施した。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、編集委員のモチベー

ションを高めて review や publication が早いという ELEX の魅力をより向上させ、投稿数向上やイン

パクトファクタ向上の取り組みを推進していくために、ELEX 編集貢献賞と ELEX 編集活動感謝状を新

たに設立した。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。このうち研究会活性

化費の申請・適用時期の明確化につきガイドライン改訂を実施した。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、2020 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計画したが新型コロナウイルス感染リスク防止のため

総合大会の開催が中止された。 
2019 年度は、昨年度に全研専で実施された技報電子化研究会に引き続き、今年度まで継続中の技報

年間予約者向けの冊子配布を完全電子化した「技報オンサイトビュー・（新）技報アーカイブ(エレソ)」
に 2020 年度に移行が決定している。これに先だって図書館等の想定顧客に対して、「技報オンサイト

ビュー・（新）技報アーカイブ(エレソ)」の料金表と合わせて、エレソ技報無料アーカイブの公開範囲

を 1950 年～2007 年までに限定して継続する方針について説明を行った。 
 
(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 6 件の国際会議を開催した(2019 年 4 月～2020 年 3 月)。 
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(3-3) 2019 年（令和元年）ソサイエティ大会（大阪大学 豊中キャンパス）では一般講演 283 件（前年

比約 7%減少）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「Society 
5.0 実現に向けたデバイス技術」を特別企画し、4 件の特別講演を開催した。 
イノベーション創出に向けた国家プロジェクトの府省連携モデルや国立研究開発法人の役割、今後の社

会にもたらす非連続な変化に向けた IoT、AI、ドローン、XR、ロボット、5G などの要素技術、 革新

的コンピューティング技術や情報技術のより一層の高度化について講演いただいた。 
2020 年(令和 2 年) 総合大会 (広島大学) 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

企画セッション、チュートリアルセッション、依頼シンポジウムセッションが予定されていたが、新型

コロナウイルス感染リスク防止のため総合大会の開催が中止、講演会の開催も中止された。エレクトロ

ニクスソサイエティ プレナリーセッションでは、「オープン・イノベーションに対応した知財戦略 ～

大学と企業による共創の視点から～」と題して、知的財産戦略に関する特別講演会を企画していたが、

総合大会の開催中止に伴い、講演会の開催も中止となった。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 Party を計画していたが、こちらも開催中止となった。 
 

(3-4)リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を 2019 年 7 月 5 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、論文誌，研究会，大会・FIT 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) 論文誌（和文論文誌・英文論文誌） 
(1-1) 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、2019 年度は 4 件の特集号を発行し

た。投稿数の多い特集号は、2020 年 3 月号の「ヒューマンコミュニケーション論文特集」（投稿数 25
件、掲載数 8 件）などであった。例年、和文誌編集委員会が特集編集委員会となって企画している「学

生論文特集」については、今年度も編集作業を進め、次号は 2020 年 4 月号に掲載予定（投稿数 28 件、

掲載数 8 件）となっている。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 110 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。

また、推薦論文の著者に投稿のしおりの遵守を促すための文書・調書の改正や、招待論文・解説論文の

原稿料免除に関する記述の修正など、各種規定の見直しや修正を継続的に実施した。 
 
(1-2) 英文誌 

英文誌はこの数年投稿数の減少が続いている。その対策として、IF の向上および投稿数の増加を目指

し、2017 年 1 月から論文誌の部分的なオープンアクセス化（J-STAGE 公開）を、2020 年 1 月からは

すべての投稿論文のオープンアクセス化を実施している。その結果、J-STAGE のアクセス数は、下図

のように、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。Web of Science の IF では、

0.411（2016）、0.5（2017）、0.576（2018）と増加傾向にある。しかし、投稿数の増加には至っていな

いのが現状であり、今後の投稿数やアクセス数の増減を注視する予定である。 
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特集号は毎月１つのペースで発行している。投稿数の多い特集号として、"Intelligent Information 

and Communication Technology and its Applications to Creative Activity Support” (投稿数 23 件、内

Letter2 件、採録数 9 件、内 Letter1 件)、"Machine Vision and its Application” (投稿数 27 件、内 Letter3
件)などがある。特集号においては、役割の重要性に鑑み、「編集幹事」を「編集副委員長」に変更した。

さらに、サーベイ論文の充実を図るために、査読者の人数を 3 名から 2 名に削減した。そして、投稿者

へのサービス改善のため、査読委員の割り当てが遅れ気味の編集委員に対し、頻繁に催促メールを出す

ことにより、査読日数の削減を目指した。 
  

(2) 研究会 
 2019 年度は、23 の研究専門委員会と、3 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 119 回（前年比 92%）、発表総件数は 2,436 件（前年比 94.4%）であった。外部

資金受け入れは計 5 件（50 万円）を承認・実施した。また FIT2019 において、一部研究会との併催（同

会場・会期内での開催）を実施した。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。 
 
(3) 大会・FIT 
(3-1) FIT2019（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 FIT2019 を、2019
年 9 月 3 日～5 日の 3 日間、岡山大学で開催した。参加者数は 1,336 名（前年 1,069 名）であった。選

奨論文 75 件、一般論文 439 件、の計 514 件（前年 493 件）の研究発表が行われたほか、FIT2019 にお

いて新設したトップコンファレンスセッションの 37 件を含め、企画セッションにおいて合計 100 件以

上の講演が行われた。これらを含めると、講演件数、参加者数とも前年比約 25%の大幅増となった。

FIT2019 の会場において、FIT2019 船井業績賞（1 件）、および前年の発表の中から選定された FIT2018
船井ベストペーパー（3 編）、FIT2018 論文賞（8 編）、FIT2018 ヤングリサーチャー賞（6 名）を表彰

した。FIT2020 は、北海道大学で 2020 年 9 月 1 日～3 日に開催予定である。引き続き、各種企画の一

層の充実など参加者に対するメリットの訴求を図る予定である。 
 
(3-2) 2020 年総合大会 

広島大学東広島キャンパスで 2020 年 3 月 17 日～20 日に開催される予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大の影響により、2 月 25 日の大会委員会において現地開催の中止が決定された。こ

れに伴い、ISS 特別企画として準備され 200 件以上の応募を集めていた学生ポスターセッションも中止

となった。その後、一部のセッションはオンラインで行われることとなり、学生ポスターセッションは

新たに学生ビデオポスターセッションとして開催されることとなった。次回は、東京工業大学で 2021
年 3 月 9 日～12 日に開催予定である。 
  
(4) その他 （ソサイエティ誌、選奨） 
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(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。平成 30
年度ソサイエティ論文賞 連作論文 1 件、令和元年度活動功労賞 10 名ならびに査読功労賞 10 名を選定

し、2019 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、一昨年度から取り組んでいた規程の英語化を完了した。NOLTA ソサイエティ運営

規定も現状に合わせて必要な改定を行った。また、昨年度に初めて試行的に実施したソサイエティの次

年度次期会長の選挙による選出を、今年度もスムーズに実施することができた。 
 
(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 133 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 40 件であった。NLP と CCS それぞれにおいて前年度の研究会発表論文

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 7 名

(NLP5 名、CCS2 名)を表彰した。 
 
(2-2) NOLTA2019 
 マレーシア・クアラルンプールにおいて 2019 年 12 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: 
NOLTA2019)を開催した。招待講演 2 件を含む計 188 件の発表があり、参加者は 10 カ国、230 名と盛

況であった。NOLTA2019 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。また学生の発表者の中から BEST STUDENT PAPER AWARD を 4
名，STUDENT PAPER AWARD を 8 名選出し表彰した。 
 
(2-3) KJCCS2020 
 広島市にある広島国際会議場において 2020 年 1 月 5 日〜7 日の日程で第 8 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 The 8th Korea-Japan Joint Workshop on Complex 
Communication Sciences（KJCCS2020）を開催した。本会は、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 研専の合同

開催であり、招待講演 3 件、一般講演 15 件、およびポスター講演 28 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 
 2019 年ソサイエティ大会（大阪大学）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た。2020 年総合大会（広島大学）の一般セ

ッション講演数は 37 件であった。また、ソサイエティ大会では通信ソサイエティのソサイエティ特別

企画である「異分野融合で切り開く情報通信技術に関する研究の新領域」に CCS 研専が共催として協

力し、総合大会においては CCS 研専からパネルセッションを企画した。 
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(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。2019 年度は、長岡に

おいて 2019 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の件数はソサイエティ発足以

来、増加の一途を辿っているが、今年度も過去最高となる 44 件の発表があり、参加者も過去最高の 87
名となった。一般講演に対しては昨年度までと同様に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、昨年度に引き続き NOLTA, IEICE Best Paper Award 記
念講演も企画した。これらにより、講演者および聴講者の若手研究者への励みになる仕組みを作り、NLS
の若手奨励に対する姿勢を明確にできていると考える。新企画として 2019 年度より、NLS 関連フェ

ロー受賞者による記念講演を企画し、大いに盛り上がった．  
 
(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、39 編の論文、4 編の巻頭言、（総ページ数 506）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 4 編

掲載することによってNOLTAの内容の充実を図った。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。 
 

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． 
2019 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，2019 年度の主な活動概要を示す． 
 
（1）研究会活動 

2019 年度は，4 つの研究専門委員会，及び 6 つの特別研究専門委員会，2 つの第三種研究会運営委

員会での活動が行われた．コミック工学特別研究専門委員会が新たに設立された一方，食メディア特

別研究専門委員会の活動を 2019 年度で終えることになった．  
 
（2）HCG シンポジウム 

前身である HCG 大会から数えて 26 回目，2004 年の HCG シンポジウムへの改称から 17 回目とな

る，HCG シンポジウム 2019 を 2019 年 12 月 11 日から 13 日まで，広島県情報プラザで開催した．

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 202 名，研究発表件数は 98 件で，このうち 93 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 66 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．また，広島における原爆の記憶をヒュー

マンコミュニケーションを通じて伝承する試みに関する招待講演を企画した． 
 
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： 中尾敬氏（広島大学） 
概要： ヒトの感性といった心的側面を測定し、モノやサービスに反映する。そのような取り組
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みでまず直面する問題の一つが心的側面の測定方法であろう。主観評定では心許ないた

め、心的側面との関連が数多く報告されている脳活動や末梢神経系の活動から心的側面

を測定しようとすることもあるだろう。しかし当然のことながら、特定の生理指標が特

定の心的過程と一対一対応しているとは限らないため、生理指標から心的側面について

言及する際には注意すべき点が存在する。本講演では、心理学の研究において用いられ

ることの多い生理指標を概説した上で、それらの生理指標を心の尺度として利用しよう

とする際の注意点について紹介する。 
 
タイトル：「記憶の解凍」：資料の”フロー”化とコミュニケーションの創発による記憶の継承 
講師： 渡邉英徳（東京大学） 
概要： 現代の社会においては、“ストック”されたデータそのものに加えて、適切な情報デザ

インによって“フロー”を生成し、コミュニケーションを創発することに価値が見いだ

される。従って、戦災・災害など、過去のできごとの「実相」を未来に伝えていくため

には、デジタルアーカイブ／社会において“ストック”されている資料を“フロー”化

し、コミュニケーションを創発することで情報の価値を高め、継承へのモティベーショ

ンを生み出していくことが望まれる。本講演では、社会に“ストック”されていた資料

を“フロー”化し、記憶を未来に継承する営み＝「記憶の解凍」について解説する。 
 

2020 年度の HCG シンポジウム 2020 は，12 月 15 日から 3 日間，サンポートホール高松で開催す

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 (CEA2019)」を，また魅力工学研究専門委員会の企画として「International Joint 
Workshop on Multimedia Artworks Analysis and Attractiveness Computing in Multimedia 
2019」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 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 3 月号に，投稿された 23 件の論文と 2 件のレターから，7 件の論文と 1 件のレ

ターを採択して発行した．また和文論文誌 A 分冊のヒューマンコミュニケーション特集号を 2021 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 
令和元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，5 件が選考され，HCG シンポジ

ウム 2019 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 2019 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 3 件，特集テーマセッション賞 2 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. 
 
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 2019 年 9 月 10 日(火)～13 日(金) 
会 場 大阪大学 豊中キャンパス(豊中市) 

参加者 2,663 名 
懇親会 大阪大学内 豊中福利会館 3階 食堂 
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（a） 企画セッション数 

基礎・境界 NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

大会委員会企画 2 ― ― ― ― 2

ソサイエティ特別企画 ― ※†2 ※†2 †4 1 9

パネルセッション ― 0 0 4 0 4

チュートリアルセッション 0 2 0 1 0 3

依頼シンポジウムセッション ― 2 0 ♯14 ♯6 22

  合　　計 2 6 2 23 7 40

企画種別
合 計

大会委員会
ソサイエティ

 
2019 年 
※基礎・境界と NOLTA の共催企画 1 件を含む。 
†基礎・境界と NOLTA と通信の共催企画 1 件を含む。 
♯通信とエレクトロニクスの共催企画 1 件を含む。 

 
 
（ｂ） 講演件数 

基礎・境界 NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
一般講演 145 26 706 283 1160 1160
シンポジウム講演 §19 0 §84 13 116 97
合　計 164 26 790 296 1276 1257

合 計ソサイエティ 実数

§ 基礎・境界と通信の共催企画 19 件を含む。 
 
 
１．２ FIT2019(第 18 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 2019 年 9 月 3 日(火)～5 日(木) 
会 場 岡山大学 (岡山市) 
参加者 1,336 名 
懇親会 岡山後楽園内鶴鳴館  参加者 135 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  
光通信インフラの飛躍的な高度化に関する国際

シンポジウム（EXAT 2019） 
2019.05.29 
～05.31 105 48 伊勢市 CS 

2019年環境電磁工学国際シンポジウム （EMC 
Sapporo & APEMC 2019） 

2019.06.03 
～06.07 432 268 札幌市 CS 

The 34th International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2019) 

2019.6.23～
6.26 302 267 Jeju, 

Korea ESS 

24th Optoelectronics and Communications 
Conference /International Conference on 

2019.07.07 
～07.11 634 341 福岡市 CS 
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Photonics in Switching and Computing 
2019 (OECC/PSC 2019) 
24th Optoelectronics and Communications 
Conference / International Conference on 
Photonics in Switching and Computing 2019 
(OECC/PSC 2019)   

2019. 7.7 
～7.11 650 476 福岡 

（日本） ES 

The 14th International Workshop on Security 
(IWSEC 2019) 

2019.8.28 
～8.30 141 23 Tokyo, 

Japan ESS 

The 2019 International Workshop on Smart 
Info-Media Systems in Asia (SISA 2019) 

2019.9.4 
～9.6 51 20 Tokyo, 

Japan ESS 

アジア・太平洋 ネットワーク運用と管理シンポ

ジウム（APNOMS 2019） 
2019.09.18 
～09.20 197 113 松江市 CS 

2019 URSI-Japan Radio Science Meeting 
(URSI-JRSM 2019) 

2019. 9.5～
～9.6 200 153 東京 

(日本) ES 

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:NOLTA2019) 

2019.12.2～
12. 6 232 188 

クアラル

ンプール

（マレー

シア） 

NLS 

The 1st Workshop on Optical Wireless 
Communication for Smart City (1st OWC2) 

2019.12.18 
～12.19 34 19 Aichi, 

Japan ESS 

第 8 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 The 8th 
Korea-Japan Joint Workshop on Complex 
Communication Sciences（KJCCS2020） 

2020. 1.5～
1.7 53 28 広島 

（日本） NLS 

 
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 2,404 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  20 15          35 1  
196 63 1 260 

JB  69 13          82 5  
754 49 7 810 

JC  57 16          73 3  
456 47 3 506 

JD  72 12          84 4  
774 49 5 828 

計  218 56          274 13  
2,180 208 16 2,404 

※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 7,433 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  



 31 

 
ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

EA  161 107          268 11  
1,567 490 11 2,068 

EB  198 0          198 8  
1,926 0 9 1,935 

EC  75 24          99 9  
629 102 13 744 

ED  214 110          324 13  
2,220 449 17 2,686 

計  648 241          889 41  
6,342 1,041 50 7,433 

※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、515 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 118 件、686 ページを掲載した。 
(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 226 件、1,168 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  362 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  318 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  188 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  96 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  100 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 3 名 
(2)貢献賞 
(2.1) ソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 
ISITA2018 実行委員長としての貢献 大橋 正良 
ASP-DAC2019 General Chair としての貢献 澁谷 利行 
2019 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 松井  充 
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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 野上 保之 

基礎・境界ソサイエティ「会計幹事」としての貢献 井坂 元彦 
基礎・境界ソサイエティ「大会担当幹事」としての貢献 藤沢 匡哉 
基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」としての貢献 三村 和史 
基礎・境界ソサイエティ「英文論文誌編集幹事」としての貢献 高島 康裕 
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 傘   昊 
基礎・境界ソサイエティ「電子広報担当幹事」としての貢献 萩原  学 

以上 7 名 
(2.2) 編集 

業     績 貢 献 者 
論文誌編集委員としての貢献 岡田  実 
論文誌編集委員としての貢献 鈴木 大三 
論文誌編集委員としての貢献 松本隆太郎 
論文誌編集委員としての貢献 安永 憲司 
論文誌編集委員としての貢献 松元 隆博 

以上 5 名 
(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 日下 卓也 

以上 1 名 
(2.4) 研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 
システム数理と応用研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 豊嶋伊知郎 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 森田  剛 
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 宮北 和之 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 武岡 成人 
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 
田向  権 

信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 渡邊  修 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 吉田 隆弘 
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 橘  俊宏 
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 新田 高庸 
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 青木 隆浩 
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 大東 俊博 

以上 11 名 
(2.5) 会議運営 

業     績 貢 献 者 
SISA2018 の運営に対する貢献 田中  豪 
第 33 回信号処理シンポジウムの運営に対する貢献 和田 成夫 
SITA2018 の運営に対する貢献 古賀 弘樹 
ASP-DAC2019 の運営に対する貢献 田宮  豊 
バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム 2018 の運営に対する貢献 山崎  恭 
IWSEC2018 の運営に対する貢献 藤岡  淳 

以上 6 名 
(2.6)  

業     績 貢 献 者 
2017～2018 年情報理論とその応用小特集編集幹事としての貢献 岩本  貢 
2019 年暗号と情報セキュリティ特集号編集幹事としての貢献 米山 一樹 
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以上 2 名 
(3)Fundamentals Review ベストオーサー賞 

論     説 著 者 

災害犠牲者の身元確認と ICT 
青木 孝文 
伊藤 康一 
青山章一郎 

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 

【優秀論文賞】 
グリーン基地局における天気予報連動によるリチウムイオ
ン電池最適制御法 

中村祐喜（NTT ドコモ） 
竹野和彦（NTT ドコモ） 

宇宙環境に対する放射線耐性改善を図った ASIC プリアンプ
内蔵型サーチコイル磁力計の開発 

徳永祐也（金沢大） 
尾崎光紀（金沢大） 
八木谷 聡（金沢大） 
糀 宏樹（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ開
発研究所） 
小嶋浩嗣（京大） 
米徳大輔（金沢大） 

【チュートリアル論文賞】 
光ネットワーク自動化にむけた深層学習を用いた光モニ
タリング 

谷村崇仁（富士通研） 
星田剛司（富士通研） 
汐田一成（富士通九州ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰｽﾞ） 
片山英里（富士通九州ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰｽﾞ） 
加藤智行（富士通研） 
渡辺茂樹（富士通研） 
森川博之（東大） 

農業用センサシステムに見るエンドツーエンドの IoTアプリ
ケーション設計 

繁田 亮（東大） 
川原圭博（東大） 

【Best Paper Award】 
Design of Criterion for Adaptively Scaled Belief in 
Iterative Large MIMO Detection 

Takumi TAKAHASHI (Osaka 
Univ.) 
Shinsuke IBI (Osaka Univ.) 
Seiichi SAMPEI (Osaka Univ.) 

Designing Distributed SDN C-Plane Considering 
Large-Scale Disruption and Restoration 

Takahiro HIRAYAMA(NICT) 
Masahiro JIBIKI(NICT) 
Hiroaki HARAI(NICT) 

A Novel Low Complexity Lattice Reduction-Aided 
Iterative Receiver for Overloaded MIMO 

Satoshi DENNO 
(Okayama Univ.) 
Yuta KAWAGUCHI 
(Okayama Univ.) 
Tsubasa INOUE 
(Okayama Univ.) 
Yafei HOU (Okayama Univ.) 

【Best Tutorial Paper Award】 
A Survey of Social Network Analysis Techniques and their 
Applications to Socially Aware Networking 

Sho TSUGAWA 
(Univ. of Tsukuba) 

On-Demand Data Gathering with a Drone-Based Mobile 
Sink in Wireless Sensor Networks Exploiting Wake-Up 
Receivers 

Hiroyuki YOMO 
(Kansai Univ.) 
Akitoshi ASADA 
(Kansai Univ.) 
Masato MIYATAKE 
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(Kansai Univ.) 

【ComEX Best Letter Award】 
Improved adaptive STBC-TD in low-to-high mobility 
environments 

Tomoyuki SAITO(Tohoku Univ.) 
Amnart BOONKAJAY 
(Tohoku Univ.) 
Fumiyuki ADACHI 
(Tohoku Univ.) 

【マガジン論文賞】 
インストラクショナルデザイン 
――学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法―― 

鈴木克明（熊本大） 

                                                              以上 11 編 
(2)マガジン賞 

記  事  名 著 者 名 

趣味で将棋ソフトを開発してたらいつの間にか名人越えち
ゃってました 伊藤英紀（富士通研） 

     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 高周波光線理論を適用した電磁界解析に関する先駆的な

研究 白井 宏（中央大学） 

第2分野 レンズ集積光デバイスとそれを用いた小型・省電力光トラ

ンシーバの先駆的研究開発 

李 英根（日立製作所） 
篠田 和典（日立製作所） 
足立  光一朗（日本オクラ

ロ） 
第3分野 時間領域信号処理に関する先駆的研究 池田 誠（東京大学） 

以上 3 件 

(2) レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

半導体光増幅器の相互利得変調を用いた光―無線メディア

変換法の伝送性能向上の検討 

山中 友輔（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 

Demonstration of true-eigenmode 
propagation in few-mode fibers by 
selective LP mode excitation and 
near-field observation 

Takuto Yamaguchi(The University of Tokyo/Yokohama 
National University), 
Seiya Miura(Yokohama National University),  
Yasuo Kokubun(Yokohama National University/Chubu 
University) 

Silicon photonics based 1×2 
wavelength selective switch using 
fold-back arrayed-waveguide 
gratings 

Fumi Nakamura(Keio University) 
Hideaki Asakura (Keio University)  
Keijiro Suzuki (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology)  
Ken Tanizawa (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology/  
Tamagawa University)  
Minoru Ohtsuka(National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology) 
Nobuyuki Yokoyama(National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology) 
Kazuyuki Matsumaro(National Institute of Advanced 
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Industrial Science and Technology) 
Miyoshi Seki(National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology) 
Keiji Koshino(National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology) 
Kazuhiro Ikeda(National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology) 
Shu Namiki(National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology) 
Hitoshi Kawashima (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology)  
Hiroyuki Tsuda (Keio University) 

Broadband high-efficiency Doherty 
power amplifier based on novel 
phase and impedance transform 
structure 

Guohua Liu(Hangzhou Dianzi University) 
Zhiwei Zhang(Hangzhou Dianzi University) 
Zhiqun Cheng(Hangzhou Dianzi University) 

以上 3 件 

(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

RF 直交アンダーサンプリングと同期クロック再生技術 村口 正弘（東京理科大学） 
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 

酒井 隆志（名古屋工業大学） 

浅見 紘考（芝浦工業大学） 

奥村 悠希(大阪大学) 

富岡 瞬 (室蘭工業大学) 

光半導体及びフォトニクス分野 

宮嵜 隆之（東京工業大学） 

宮関 勇輔（横浜国立大学） 

田之村 亮汰(東京大学) 

高野 純矢(北海道大学) 

回路およびエレクトロニクス分野 

黒澤 将（首都大学東京） 

小川 誠仁（東海大学） 

王 叡智(東京大学) 

柯 飛(横浜国立大学) 

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 
サブピクセル物体検出とベンチマーク 上瀧 剛（熊本大） 

井尻 善久（オムロン） 
以上 1 編 

 
 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 
ISS 英文論文誌編集委員，特集号編集委員としての貢献 布目 敏郎(名工大) 
ISS 英文論文誌編集委員，特集号編集委員としての貢献 吉澤 信(理研) 
ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 横川 智教(岡山県立大) 
ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 木村 昭悟(NTT) 
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 藤吉 弘亘(中部大) 
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への貢献 

画像工学研究専門委員会幹事、二種研実行委員会幹事としての貢献 河村 圭(KDDI 総合研究

所) 
人工知能と知識処理研究専門委員会副委員長，委員長としての貢献 大須賀 昭彦(電通大) 
ソフトウェアインタプライズモデリング研究専門委員会委員長、幹事

としての貢献 宇田川 佳久(東京工芸大) 

情報通信システムセキュリティ特集号編集委員長・編集幹事および英

文論文誌 
編集幹事としての貢献 

金井 敦(法政大) 

ソサイエティ誌編集幹事・特任編集幹事・編集委員としての貢献 林 良一(NTT) 
以上 10 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 光来 健一(九工大) 
論文誌査読委員としての貢献 滝口 哲也(神戸大) 
論文誌査読委員としての貢献 野田 秀樹(九工大) 
論文誌査読委員としての貢献 有次 正義(熊本大) 
論文誌査読委員としての貢献 木村 昭悟(NTT) 
論文誌査読委員としての貢献 大山 航(九大) 
論文誌査読委員としての貢献 中山 実(東工大) 
論文誌査読委員としての貢献 柏原 昭博(電通大) 
論文誌査読委員としての貢献 中田 尚(奈良先端大) 
論文誌査読委員としての貢献 山内 利宏(岡山大) 

以上 10 名 
 (3)優秀ポスター賞 

 2020 年総合大会の現地開催中止により該当者なし。 
 
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 

音楽情報処理における先駆的研究と展開 後藤 真孝（産総研） 

以上 1 件 
 
 (2)船井ベストペーパー賞 

論  文  名 受 賞 者 

ケアプラン作成支援システムのための 非負値行列因子分解に基づく

特徴語補完 

兵頭 幸起（横浜国大） 
寺尾 勇一（ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ） 
林 慧子（ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ） 
佐野 貴洋（ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ） 
竹林 奈々子（ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ） 
濱上 知樹（横浜国大） 

pub/sub メッセージングにおける負荷分散性と低遅延性の適応的制

御 
坂野 遼平（東工大） 
首藤 一幸（東工大） 

路車間通信を用いた合流支援システムによる車両挙動安定性の評価 
菊池 典恭（OKI） 
矢野 貴大（OKI） 
中林 昭一（OKI） 
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金子 富（OKI） 
浜口 雅春（OKI） 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 
心電心拍・脳血流・鼻部皮膚温度の変化に着目した暗算課題のスト

レス検出 

加賀 翔大郎（名工大） 
加藤 昇平（名工大） 

パラメータ推定とピクセルラベリングの同時学習に基づく競技コー

ト認識 

田良島 周平（NTT ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝｽﾞ） 

符号化特徴と復元画像の相互情報量最大化に基づく GAN ベース画

像符号化方式の検討 

工藤 忍（NTT） 
折橋 翔太（NTT） 
谷田 隆一（NTT） 
清水 淳（NTT） 

非線形運動方程式にもとづく転倒モデルの構築および、粒子フィル

タによる転倒シミュレーション精度の評価 

小林 知輝（青学大） 
栗原 陽介（青学大） 

カーネル脆弱性を利用した攻撃に対する仮想記憶空間の切替え処理

の保護と改ざん検出 

葛野 弘樹（岡大/セコム） 
山内 利宏（岡大） 

営業活動における意思決定システムの適用と評価 

中山 義人（東大） 
森 雅広（NTT ﾃﾞｰﾀｲﾝﾄﾗﾏ

ｰﾄ） 
斎藤 忍（NTT） 
成末 義哲（東大） 
森川 博之（東大） 

以上 6 編 
 

(4)FIT ヤングリサーチャー賞 
論  文  名 受 賞 者 

SAT ソルバを用いた C1P 分割問題の解法 原田 崇司（高知工科大) 

脚部運動の左右同時最適化に基づくヒューマノイドロボット受身制

御 
岩田 滉平（名工大） 

部分的選好下における学校選択メカニズム 和田 凌司（九大） 

敵対的生成ネットワークによる間質性肺疾患患者の予後予測  植村 知規

(Massachusetts General 
Hospital／九工大） 

フリッカに基づく固有画像分解とその色補正への応用 大屋 瑠璃（九工大） 

鑑賞行動における記憶促進のための音声ガイド呈示タイミング 平林 輪樹（東大） 

大規模レシピに基づく食事記録のカテゴリ推定による食物摂取頻度

解析：アスリートを対象にした実践 
川原田 美雪（東大） 

以上 7 名 
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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 データ駆動処理による顔支配性印象のモデル化 
HCS2018-75 

中村 航洋 (早大) 
渡邊 克巳 (早大) 

HCS 
人の合奏と人工知能の合奏 ～ 人工知能オーケストラ

実現にむけて ～ 
HCS2019-21 

河瀬   諭 (阪大) 
金澤 尚史 (阪大) 

HIP 
意味空間学習モデルの構築と側頭極における機能的役

割の検討 
HIP2018-57 

出田 達大（近畿大） 
小濱  剛（近畿大） 

MVE 
多人数講義における講師分身エージェントを用いたコ

ミュニケーションの促進 
MVE2018-47 

北岸 佑樹（関西大） 
田中 友樹（関西大） 
米澤 朋子（関西大） 

WIT 
在宅高齢者を対象とした「こころ」の見守りサービス

の試作と予備的評価 
WIT2019-9 

三浦 稚咲（神戸大） 
前田 晴久（神戸大） 
佐伯 幸郎（神戸大） 
中村 匡秀（神戸大） 
安田 清（阪工大） 

以上 5 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】 
（C-1-1）音と触覚をカスタマイズ可能なマッピングツール『オ

タスケマップ』 ～ モバイル端末用マップビューアの開発と視覚

障害者による評価 ～ 

松尾政輝（筑波大） 
三浦貴大（産総研） 
一刈良介（産総研） 
加藤狩夢（筑波大） 
蔵田武志（筑波大/産総研） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 
（C-3-1）コミュニケーションロボットを用いた展示会プレゼン

テーション代行の検討 

後藤充裕 （NTT） 
横山正典 （NTT） 
松浦由美子（NTT） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 
（A-5-3）重心動揺面積を用いた脚立上での転倒リスクの可視化 

吉田 寛（NTT） 
田中和哉（帝京科学大） 
酒井理恵（NTT） 
清水美夏 （NTT コミュニケーションズ） 

野木かおる（NTT コミュニケーションズ） 

野村智之 （NTT） 
柴田朋子 （NTT） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 
（A-2-5）床面投影を用いた逐次的な教示による清掃行動手順の

習得支援 

大木美加（筑波大） 
秋月秀一（中京大） 
ブロー バチスト（筑波大） 
鈴木健嗣（筑波大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 
（I-2-1）ヒトとロボットの感情表現がヒトの利他行動に及ぼす影

響 

澤田佳子（東京女子大） 
田中章浩（東京女子大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 
（C-5-3）調理スぺースの概念モデルの可視化の検討 

濱 龍太郎（LIXIL） 
斎藤 梓 （LIXIL） 
高久由香里（LIXIL） 
橋本敦史 （Omron Sinic X） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
（I-1-6）ガウス過程順序回帰による輪郭形状の「かわいさ」の検

討 

城下慧人（阪電通大） 
小森政嗣（阪電通大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 足立優也（北陸先端大） 
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（I-2-4）個人空間を拡張するウェアラブルデバイス「EgoSpace」
の開発 

張 浩鵬（北陸先端大） 
鷺坂 遼（北陸先端大） 
鳥居拓馬（北陸先端大） 
謝 浩然（北陸先端大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 
（C-5-6）ユーザの特性に合わせたセルフモニタリングシステム

の検討 ～ 学生の研究活動支援に向けた適用事例について ～ 

小安宗徳（東京電機大） 
篠﨑一慶（東京電機大） 
青木良輔（NTT） 
佐藤 妙（NTT） 
有賀玲子（NTT） 
武川直樹（東京電機大） 

【特集テーマセッション賞】 
(A-2-4) カワウソの移動軌跡に基づくインタラクションの予備的

な検討 

戸田優斗（阪電通大） 
小堀雄貴（阪電通大） 
天野亮太（阪電通大） 
傳田匠吾（阪電通大） 
大北 碧（専修大） 
澤 幸祐（専修大） 
高橋英之（阪大） 
恩田紀代子（海遊館） 
土井啓行 （海遊館） 
小森政嗣（阪電通大） 

【特集テーマセッション賞】 
(A-2-5) 床面投影を用いた逐次的な教示による清掃行動手順の習

得支援 

大木美加（筑波大） 
秋月秀一（中京大） 
ブロー バチスト（筑波大） 
鈴木健嗣（筑波大） 

以上 11 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 ：113 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 

山脇 大造 
村松 純 
安里 彰 
近藤 淳 

古家 賢一 
黒川 弘章 
戸川 望 

盛合 志帆 
相川 直幸 
岡田 実 

高井 重昌 
佐野 洋 

森住 哲也 
伊藤 誠 

和田 友孝 
仲地 孝之 
中口 俊哉 
林 和則 
大塚 玲 
成瀬 誠 

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

１３２ 
   １２０ 
     ５９ 
   １０９ 
   １７０ 
   １３５ 
   １６１ 
   １３２ 
   １７０ 
    ６９ 
     ７６ 
     ６５ 
   １５１ 
   ３３ 

１２９ 
   ６９ 
   ６８ 
   ７６ 
  １０５ 
   ４３ 
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安全・安心な生活と ICT 
ハードウェアセキュリティ 

不破 泰 
川村 信一 

   ４ 
      ４ 

   ７４ 
  １３３ 

合計 １１３ ２,２７９ 
 
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 ： 140 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 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ 
スマート無線 
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 
ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸとﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 

陳  強 
灘井 章嗣 

  山下 史洋 
王 建青 

岡﨑 義勝 
岸田 卓治 
中里 秀則 
馬場崎 忠利 
前田 譲治 
大槻 知明 
下西 英之 
釣谷 剛宏 
伊藤 文彦 
吉原 貴仁 
大崎 博之 
有吉 正行 
田野 哲 
原 晋介 
高橋 応明 
石原 進 

   １１ 
    ８ 
     ５ 
    ９ 
   １０ 
    ７ 
     ７ 
     ６ 
     ８ 
   １０ 
     ７ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
   ８ 
   ５ 
   ５ 
   ５ 
   ７ 
   ５ 

   ２１５ 
   １２６ 
    ９０ 
   １００ 
   ２６４ 
   １５７ 
   １３１ 
     ９３ 
    ８８ 
   ４１０ 
   １５７ 
   ７４ 
    ７６ 
    ８３ 
    ９７ 
  １４２ 
    ９６ 
   ５７ 
   ８３ 
  ２０１ 

合計 １４０ ２,７４０ 
 
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 ： 93 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 
神代 暁 

山口 留美子 
須原 理彦 
武山 真弓 
平山 浩一 
品田 高宏 
古神 義則 
永田 真 
真島 豊 
高橋 浩 
有賀 博 

平田 晃正 
吉本 直人 

   １０ 
     ５ 
     ４ 
    ６ 
    ７ 
    ７ 
     ４ 
    ９ 
    ９ 
    ３ 
    ９ 
    ６ 
     ６ 
   ４ 
   ４ 

    ７２ 
    ７２ 
     ８９ 
    ８０ 
   １１０ 
  １１２ 
   １１６ 
   １１１ 
   １６５ 
    ４８ 
    ８３ 
   １１８ 
   １０２ 
  １０７ 
   ７０ 
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合計  ９３ １,４５５ 
 
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 ： 119 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 

野村 泰伸 
山田 智広 
木全 英明 
榊 剛史 

入江 英嗣 
藤戸 敏弘 
福田 直樹 
中田 明夫 
宮崎 純 

佐藤 洋一 
福本 聡 
庄野 逸 

粂野 文洋 
河井 恒 

鈴木 栄幸 
河田 佳樹 
荻野 正 

柴田 裕一郎 
高倉 弘喜 
鹿島 久嗣 
川村 正樹 
高汐 一紀 
中村 匡秀 

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

 ３ 
 ６ 
 ４ 
 ４ 

   １０３ 
   １１１ 
   ２１３ 
    ６１ 
   １６７ 
    ６３ 
    ６６ 
     ７２ 
    ５１ 
   １５３ 
   １８２ 
   １５０ 
     ７１ 
   １２６ 
   １０５ 
   １３０ 
   ３５ 
   ８７ 
  １３７ 
   ８２ 
  １５５ 
   ６５ 
   ５１ 

合計 １１９ ２,４３６ 
 
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 ： 21 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 
若月 大輔 

     ５ 
     ６ 
     ５ 
     ５ 

    １１４ 
   １１１ 
   １４９ 
   ８９ 

合計 ２１ ４６３ 
 

 
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 
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 ESS CS ES ISS NLS HCG 合 計 

2018年度末登録数 4,627[142] 9,065[296] 5,082[170] 9,177[260] 236 803 28,990[868] 

2019年度末登録数 4,426[149] 8,525[313] 4,686[175] 8,579[278] 224 798 27,238[915] 

前年度との差  -201 [+7] -540 [+17] -396 [+5] -598 [+18] -12 -5 -1,752[+47] 

(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 

2019 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 
2019 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 6 名の講師による 6 件の講演会を開催（主催、共同主催）した。 

コロナウイルスの影響で開催中止 1 件。 
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 149 件、

特別講演 1 件、参加者数 262 名）。 
ウ．専門講習会：5 名の講師を招へいし、5G 時代の通信技術・通信用光半導体デバイスの基礎を

テーマとして講習会を開催した（参加者数 56 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 2019）を共同主催した（参加者数：95 名）。 

・北海道科学大学が企画した小学生対象の公開講座（わくわく☆どきどき サイエンスキッズ）を
後援した（参加者 151 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：33 チーム、103 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 5 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 22 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。室蘭工業大学学生ブランチ活

動として、講演会を開催。支部連合大会にて IEEE 北海道大学・室蘭工業大学 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 2019 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 10 名を選定(推薦 5 名、公募 5 名)し，
2020 年 3 月に賞状と副賞を贈呈した（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 
天野 渓太 北見工業大学 工学部 電気電子工学科 4 年 

安藤 駿 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 修士課程 2 年 
蒲生 浩憲 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 

河村 真吾 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 

九島 哲哉 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 

白田 幹 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 

滝村 祥司 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 

富岡 瞬 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 

野口 啓太 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 

松永 悠斗 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 

1-2-2 2019 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 3 名を選定し、2020 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 
浅井 真法 室蘭工業大学 線形予測係数のゼロ埋めによる LSP 音声強調の変換サイズ拡張 

河村 真吾 北見工業大学 
変換光学に基づく有限要素ビーム伝搬法を用いた光導波路デバイスの解析・設計

に関する研究 

平山 茉利子 北海道大学 5G 規格無線通信システムにおけるスクランブルのハードウェア実装 
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1-2-3 2019 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 
2019 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 10 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 
後藤 誠弥 北見工業大学 可変速揚水機と蓄電池の協調制御による風力発電を有する電力系統の安定度改善 

山下 燎 室蘭工業大学 部分充填スクッテルダイト化合物 BaxCo4Sb12の Ba 高充填化の試み 

孫 津韜 北海道大学 有限要素法解析を用いた 4.5 GHz 帯電波の塩水浸透特性推定 

林 穂高 北海道大学 体積ホログラムを用いたモード選択スイッチの基礎実験 

鈴木 元樹 北海道大学 
サッカー映像視聴時の視線データを用いた周辺視に基づく攻撃選手の重要度算出

に関する検討 

吉野 量子 
日本女子大学附属高等

学校 
水中ワイヤレス光通信における浮遊物に起因した受信光強度ゆらぎ 

赤松 祐亮 北海道大学 
複数変量の生成モデルに基づく画像注視時の脳活動データを用いた画像カテゴリ

の推定に関する検討 

八木 雅大 北海道大学 異なる複数の特徴量を用いた自転車の回避行動の検出に関する検討 

伊藤 佳卓 北海道科学大学 外部入力が変化する系から生成された時系列信号からの外部入力の変化推定 

松永 悠斗 北海道大学 歪みエフェクタの機械学習と学習のデータに関する一考察 

 
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 13 件、支部連合大会 1 件、共催・協賛事業 6 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 5 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 
シン トッキュ 東北大学 CMOS インバーティブルロジックに基づく高速学習ハードウェアの実装 
鈴木 優聖 東北大学 手の画像からの属性推定と個人認証に関する検討 
⾧崎 大 東北大学 超解像ネットワークを利用した画像符号化手法の検討 

2-2-2 学生優秀発表賞について、COVID-19 拡大の影響で選考対象となる東北地区若手研究者研究
発表会が開催中止となったため、本年度は表彰なしとした。 

2-2-3 学生ブランチ活動奨励賞について、本年度は該当なしであった。 
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 
青木 拓海 仙台高等専門学校 桑名 絢士 会津大学 
石井 洋平 東北学院大学 小池 嘉冶人 秋田工業高等専門学校 
泉 壮洋 一関工業高等専門学校 髙橋 敦哉 秋田県立大学 
大寺 亮介 仙台高等専門学校 武山 瑠 東北文化学園大学 
小野 光咲 秋田大学 只野 慶 山形大学 
葛西 孝己 弘前大学  田端 大夢 八戸工業大学 
加藤 大貴 福島工業高等専門学校 中川原 拓海 八戸工業高等専門学校 
金垣 葵 東北大学 堀江 郁 岩手県立大学 
川又 健太 東北大学 堀川 裕貴 日本大学 
北村 大地 岩手大学 村上 直冴 東北工業大学 
日下部 太星 鶴岡工業高等専門学校 渡邉 梓 医療創生大学 

 
3．東京支部 

2019 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、同時に持続可能な支部体制の
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構築および支部事業の活性化、さらには支部委員間の交流を図ることを目標とした。支部事業の活性化
として、未来に繋がる持続可能な新しい試みを模索することを目標とした。特に①未来を背負う若手の
参加促進、②魅力ある支部イベントの企画検討、③Society5.0、Industry4.0 に向けた既存企画の継続と
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 

2019 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、シンポジウム（3 回、参加者 302 名）、見学会（2 回、参加者 51 名）を開催
し、大変盛況であった。なお、3 月 27 日に開催予定の 5G 関連の講演会は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大に伴い開催中止となった。 

3-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
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 33 名）、見学会（2 回 参加者 27 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（350 部発行）を Web 公開し、冊子に

ついては、学生会講演会等の学生会事業や東京支部で開催予定の子供向けのイベント等で公
報のために配布することとした。 

・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 7 日に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い開催中止
となった。なお、2 月 28 日の発表論文の Web 公開をもって発表は成立したものとした。本
年度の発表件数は 126 件であった。 

・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 2019 年度東京支部学生奨励賞 
東京支部学生奨励賞については、学生会研究発表会が開催中止となったため、本年度の授賞

対象者はなしとなった。                
3-2-2 2019 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、贈呈した。 

                  （五十音順、敬称略） 
役 職 受賞者 所 属 

学生会委員 石井 源太 早大 
学生会委員 佐藤 拓真 明大 
学生会委員 嶌田 斐呂 拓殖大 
学生会委員 鳥屋 祐樹 東京都市大 
学生会委員 中里 将伍 群馬大 
学生会委員 道辻 裕人 神奈川工科大 

 
４．信越支部 

2019 年度においても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、専門
講習会、講演会等を企画・実施・支援した。新潟県、長野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、信越支部としての活動について種々の事業を実施した。 
4-1 事業概要 

2019 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 197 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 7 回（新潟地区 3 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
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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。新潟大からの参加者を中心に「ワークルール講習会」と題して、
主に学生向けに会社におけるワークルールについて勉強する機会として講習会を行った。前半は
講義形式、後半はグループ討議形式で行った。 

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。学生会員の交流促進、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研究活動を評価し表彰した。 

4-2-1 2019 年度信越支部学生奨励賞 
選奨規程に基づき下記の 15 名を選定し贈呈した。（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演・研究題目 

松村尚輝 新潟大学 ドローン中継局と MU-MIMO による複数ユーザ下り回線の基礎評価 

加賀谷文紀 新潟大学 視覚探索時の注視点ネットワーク分析の試み 
伊庭竜太 長岡技術科学大学 触媒反応支援 CVD 法における ZnO 膜への N 添加 

齋藤太朗 長岡技術科学大学 触媒反応支援 CVD 法による ZnO 膜への Mg ドーピング 

邊土名朝飛 長岡技術科学大学 化合物名称の抽象化を利用した化合物の属性情報の抽出 

MONZON 
MALDONADO 
HUGO 
DANIEL 

信州大学 Selecting MOEAs Population Size using Compartmental Models 

右島 響 信州大学 
進化計算を用いたグラフェンフィルタ化学構造最適化におけるジオメト

リ初期値更新の一検討 

赤羽和哉 信州大学 
光プローブ電流センサ向けCMOSアナログフロントエンド回路の完全差

動化による DC 測定の検討 

多田紘佳 新潟工科大学 
地方自治体ウェブサイトから得られる子育て支援に関する行政サービス

の比較 

西田百花 公立諏訪東京理科大学 
最適抽出されたiPS細胞由来心筋細胞の時間周波数動態解析による分化

日数毎の特徴量評価 
堀 晃己 公立諏訪東京理科大学 音の解析による非破壊検査支援システム 
北原 廉 長野工業高等専門学校 ニューラルネットワークを用いた差動線路の最適設計に関する研究 

鮎澤祥史 長野工業高等専門学校 
負の透磁率特性を用いた表皮効果抑制技術による低損失伝送線路に関す

る研究 
田中俊祐 長岡工業高等専門学校 3D MRIを用いた人体上半身の音響特性解析 

小黑司友 長岡工業高等専門学校 交通流シミュレータのための歩行者モデルの検討と評価 
4-2-2 2019 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 波動情報研究室（山田研究室） 
3 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） 

 
５．東海支部 

2019 年度は、専門講習会(2 月) 卒業研究発表会(2 月)は、新型コロナ感染拡大防止のため残念ながら
中止となったが、その他の事業は予定通り開催され、多数の会員にご参加頂けた。 
5-1 事業概要 

2019 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 83 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 134 名）、を開催し盛況であった。 
専門講習会は、中止となったが、支部としては次年度同様のテーマでの開催を目指すこととす
る。 
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5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会（3 回参加者合計 165 名）、学生研究発表会（4 件）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。 
3 月開催予定であった卒業研究発表会は中止となった。 

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 889 名）を 8 学会（電気学会東海支
部が主担当）で共同開催した。 

5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
5-2-1 2018 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 23 名を選定し、2019 年 6 月 11 日に表彰した。 
（順不同、敬称略） 

氏名 所 属  (2019 年 3 月時点) 推薦者（敬称略） 
（敬称略） 研究テーマ ソサイエティ 

丸野 達也 
中部大学 工学部 ロボット理工学科 稲垣 圭一郎 
脳波および眼球運動を指標とした視認動作が絡む運動熟練度の評価   

西尾 祐哉 
名古屋大学 工学部 電気電子情報工学科 大野 雄高 
伸縮性を有するカーボンナノチューブ集積回路   

大島 あみ 
愛知県立大学 情報科学部 情報科学科 神谷 直希 
AlexNet を用いたマンモグラフィ画像における乳腺濃度の自動分類   

伊藤 啓太 
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 と光衛星通信への新しい通信符号化技術の適用 B 通信 

篠田 裕貴 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 安在 大祐 
変調された低周波電磁界による神経非線形線形応答特性に関する研究  B 通信 

稲垣 安隆 
名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 藤井 俊彰 
深層学習を用いた符号化開口カメラによる光線空間の圧縮取得   

法野 行哉 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 徳田 恵一 
ディープニューラルネットワークに基づく歌声合成   

坪川 哲平 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 福嶋 慶繁 
画素とカーネルのサブサンプリングによる FIR フィルタの高速化   

白木 隆太 
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 
超高密度波長分割多重技術に関する研究 B 通信 

大西 佑弥 
藤田医科大学 大学院保健学研究科 保健学専攻 寺本 篤司 
人工知能を用いた CT 画像における肺結節の良悪性自動鑑別手法の開発 D 情報・システム 

二間瀬 悠希 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 津邑 公暁 
ハードウェアトランザクショナルメモリの高速化   

王 天澄 
愛知県立大学 大学院情報科学研究科 情報システム科学専攻 臼田 毅 
無線量子通信路の諸特性の解明とロバストな量子受信機の設計法に関する研究 B 通信 

矢内 宏樹 
名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 岡田 啓 
大災害被災地におけるドローンを用いた臨時通信システム B 通信 

濱本 健史 
静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 関川 純哉 
直流大電流回路内で発生するアーク放電の長さの基礎的な特性 C エレクトロニクス 

高木 雄介 
静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 渡邊 実 
光再構成型ゲートアレイにおけるマルチコンテキスト動的再構成手法 D 情報・システム 

二井 克 
愛知県立大学 大学院情報科学研究科 情報システム科学専攻 奥田 隆史 
機械学習による一般トラヒック型待ち行列システムの性能評価に関する研究   

伊津見 光樹 
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 を用いた MPTCP 通信における QoS を向上させる方式の提案と実装 B 通信 

伊藤 宗人 
名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 片山 正昭 
光無線技術を用いた複数機器の同時通信に関する研究 A 基礎・境界 

QIAN QIN 
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 石橋 豊 
力覚フィードバックを用いた複数ロボット間の協調作業のための QoS 制御に関する研

究 B 通信 

子安 博貴 
岐阜大学 大学院自然科学技術研究科 エネルギー工学専攻 髙橋 康宏 
断熱的論理回路による暗号用集積回路の研究 A 基礎・境界 

藤村 力 
三重大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 森 香津夫 
無線全二重通信マルチポップネットワークにおけるスループット解析に関する研究 B 通信 

伊藤 智稀 名古屋大学 大学院情報学研究科 情報システム学専攻 村瀬 勉 
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IoT 機器が生成するダイナミック(時間、場所、種類)なデータを「最適な場所およびタ

イミング」で処理したときの性能検討   

朱 程亮 
静岡大学 大学院自然科学系教育学部 光・ナノ物質機能専攻 李 洪譜 
先進的な螺旋状長周期光ファイバ回折格子の開発とその応用 C エレクトロニクス 

5-2-2 2019 年度 卒業研究発表会 
開催中止の為、表彰無し。 

 5-2-3 2019 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 21 名を表彰した。        （順不同、敬称略） 

学校 所属 受賞者名 
愛知県立大学     情報科学部 情報科学科 伊藤  翔太 
愛知工業大学 工学部 電気学科 日比  彪斗 
愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 酒井 淑成 
岐阜大学      工学部 電気電子・情報工学科情報コース 箕浦 翔悟 
岐阜大学      工学部 電気電子・情報工学科電気電子コース 飯塚 智也 
近大高専       総合システム工学科 電気電子コース 海堀 航汰  
近大高専       総合システム工学科 制御情報コース 長濱 奈嗣  
近大高専       専攻科 生産システム工学専攻(電気電子工学) 青山 翔太 
静岡大学   工学部電気電子工学科 情報エレクトロニクスコース 柏木 鉄郎 
静岡大学 工学部電気電子工学科エネルギー・電子制御コース 梶山 龍 
鈴鹿高専 電子情報工学科 加藤 祥晃 
豊田高専 情報工学科 長谷川 友哉 
豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 松本 まりも 
豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 越智舜介 
名古屋大学 工学部 電気電子情報工学科電気電子工学コース 三上 裕 
名古屋工業大学  工学部 電気・機械工学科 電気電子分野 奥村 守 
名古屋工業大学  工学部 情報工学科 原田 誠一 
名城大学       理工学部 情報工学科 水谷 文紀 
名城大学       理工学部 電気電子工学科 雨宮 立弥 
名城大学       理工学部 メカトロニクス工学科 山口 英之 
三重大学 工学部 電気・電子工学科 岡野 真吾 

 
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・見学会等を
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 
2019 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（3 回） 
その他、シンポジウム、講演会等の共催、協賛、後援を 8 件行った。 

・電気関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
連合大会は石川工業高等専門学校において 8 月 31 日～9 月 1 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。 

 ・2 月 26 日に富士通 IT プロダクツにてスーパーコンピュータ「富岳」の工場見学を実施した。 
6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（2 回） 
・学生による研究発表会（1 回） 
学生による研究発表会が石川工業高等専門学校において 3 月 8 日に開催予定であったが，コロナウ
ィルスの影響のため中止となった。 

6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
6-2-1 2019 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 16 名を受賞者として選定した。2020 年 3 月に賞状と副賞を贈呈した。 

（順不同、敬称略） 
氏名 所属 Title 

池田 貴洋 金沢大学 レーザレーダのための非干渉型 FMCW 光距離センサの開発 
大岡 泰之 金沢大学 FMCW 光距離センサシステムを用いたレンズの形状計測 
中村 優哉 金沢大学 外部共振器レーザを用いた中距離 FMCW 光距離センサの開発 
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山岸 大起 富山県立大学 BGP データを用いた経路障害規模の解析 
橋本 康作 富山県立大学 視線推定のための屋外環境で使用可能な小型カメラによる頭部方向検出 
春田 一成 富山県立大学 屋外教育における学習評価のための集団頭部角加速度解析手法の検討 

尾﨑 裕樹 富山県立大学 
プログラミング演習における模範解答を用いたテストケース評価システムの

生成 
甲斐 誉人 富山県立大学 自然言語処理を用いた自然言語仕様の形式化 
池本 武史 福井大学 AR 技術を用いた研究室紹介手法の検討 
多井 勁人 福井大学 ハフマン符号化法を用いたセルオートマトンの 3 ルールによる音記述 
戸田 皓 福井大学 HMD を用いたロボットインタラクションシミュレーションシステムの実現 

澤田 知貴 福井大学 
MEC とクラウドを併用した多人数情報共有型アプリケーションのシステム構

築 
横井 花深 福井大学 D2D 型 SNS に対するカスケード障害の影響を低減する自律分散制御法 
加川 宗嗣 福井大学 行動認識におけるアノテーション誤りによる影響と誤り検出に関する考察 
本間 裕也 福井大学 機械学習を用いた UAV の着陸目標の認識 
齋藤 卓磨 北陸先端科学技術大学院大学 高位合成を用いた FPGA による CNN 学習の電力効率の向上 

6-2-2 2019 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。2020 年 3 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 電子情報工学科 河上 悠輝 

金沢工業大学 工学部 情報工学科 竹村 太一 

金沢大学 理工学域 電子情報学類 川上 将輝 

国際高等専門学校 電気電子工学科 廣原 隆司 

富山県立大学 大学院 工学研究科 知能デザイン工学専攻 田川 風音 

富山高等専門学校 電子情報工学科 藤田 壮 

富山大学 大学院 理工学教育部 知能情報工学専攻 茂澄 倫也 

福井工業高等専門学校 電子情報工学科 土村 貫太 

福井工業大学 工学部 電気電子工学科 篠原 暢宏 

福井大学 大学院 工学研究科 情報メディア工学専攻 安藤 由純 

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 BUI, Duy Dang 
 
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 58 名、「IoT とモニタリングシステムを支える技術～サー

ビス、測位、セキュリティ、無線について～」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 24 名、「朝日放送テレビ株式会社を訪問し、各スタジオ

（A スタジオ、C スタジオ）や回線センター、主調整室（マスター）、各副調整室（C サブ、

G サブ）、報道フロア、ポストプロダクション設備、ライブラリ、中継ガレージ」を見学し

た。 
ウ．講習会：5 回（計画 5 回）、参加者 101 名（5 回の合計）、機械学習（13 名）、画像処理（8

名）、暗号技術（7 名）に関する少人数制の講習会を実施した。また、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「データサイエンス基礎と実践 ～データ

サイエンティストへの道～」というテーマで、合計 2 回開催した。第 1 回「データサイエンス

の基礎と実践Ⅰ」～機械学習を中心に～（32 名）、第 2 回「データサイエンスの基礎と実践
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Ⅱ」～センサネットワーク，IoT の実例を中心に～（41 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 13 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、「マイコンを使って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、

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(参加者 10 組 20 名)。 
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 1 回）、参加者 14 名、「若手企業技術者」に関する講演が行われた。 
イ．研究発表会：1 回（計画 1 回）、2020 年 3 月 2 日に開催予定であったが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止と参加者の安全を考慮し、研究発表会を中止した。投稿された研究発表は

79 件であった。 
7-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

7-2-1．2019 年度 関西支部学生会 奨励賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 8 名を選定し、2020 年 3 月 2 日に贈呈した。 
（敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
今江 章裕 大阪府立大学 OpenFlow 搭載型 IoT デバイスによるウエブベースネットワーク設定機能 

吉田 敦史 立命館大学 CMOS イメージセンサを用いた撮影動画像に基づく音波抽出におけるフレーム空白補間 

金田 彩花 近畿大学 映像を用いた生簀内クロマグロの尾数計測 

柴田 滉平 大阪府立大学 Ethernet 型温度センシングシステムの波長追加による対象温度範囲の拡大 

竹田 健太 京都大学 エラスティック光ネットワークにおけるマルチパス設定のための経路最適化効果の検証 
旭 浩平 立命館大学 パルス変調キャリアを用いたパラメトリックスピーカの音圧改善 

徳永 智紀 近畿大学 Conditional SRGAN を用いたモバイルトラフィックデータの推論手法 

覚野 陽生 近畿大学 動画を用いた生簀内クロマグロ稚魚の尾数推定 

7-2-2．2019 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 5 名を選定し、2020 年 4 月 17 日に贈呈する。 
（敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
新井 翔馬 大阪電気通信大学 可視光レーザを用いた有機ナノ粒子製造機構の改良と評価 

鈴木 翼 関西大学 大量運動者からのマルチチャネル・マルチホップ生体情報収集におけるノード位置を考慮

したチャネル変更法 
小野 功揮 大阪府立大学 ガードバンドレスナイキスト OTDM-WDM における非線形信号劣化の波長分散依存性 
谷口 晴亮 神戸大学 部分再構築法に基づくグラフ埋め込みアルゴリズム 
柴田 薫 大阪電気通信大学 coil 式学習法を利用した英単語学習 web システムの開発 

7-2-3．2019 年度 関西支部学生会 功労賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 18 名を選定し、2020 年 3 月 2 日に贈呈した。 
（敬称略） 
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。 
李 新（大阪電気通信大学）、前田 紘輝（関西学院大学）、宮城 俊吾（関西学院大学）、 
原 隆宏（京都工芸繊維大学）、吉 川 大和 （京都工芸繊維大学）、西田 将之（近畿大学）、 
白川 幸太（近畿大学）、曽田 光哉（近畿大学）、田中 勝（近畿大学）、廣嶋 衛大（近畿大学）、 
二階堂 雄大（近畿大学）、小出 瑞（近畿大学）、今川 将成（同志社大学）、峯山 凌（同志社大学）、 
安見 嘉人（奈良先端科学技術大学院大学）、長濵 将太（奈良先端科学技術大学院大学）、 
高原 広（兵庫県立大学）、松井 崇豪（兵庫県立大学） 

 
８．中国支部 

2019 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。 
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8-1 事業概要 
8-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

(1)講演会 9 回(主催 4 回 共同主催 5 回）、講習会 2 回（共同主催 2 回） 
(2)見学会 1 回（共同主催 1 回） 
(3)専門講習会 1回 
(4)シンポジウム等への協賛（7 回） 
(5)電気記念日行事に共催 

開催日：2020 年 3 月 25 日（水）は新型コロナの影響により中止 
(6)2019 年度(第 70 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 

開催日：2019 年 10 月 26 日（土） 
開催校：鳥取大学 
幹事学会：電気学会中国支部 
参加者：360 名、一般講演：189 件 
特別講演 講演者：国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 研究総主
幹 教授 久保田 孝 様 

内容：『世界初の挑戦 小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ２」に見る最先端技術と
困難を乗り越えるマネジメント』 

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 6 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）    
Ⅰ．フレッシュＩＴあわ～ど 2019（応募数：総数 67 件、アイデア部門 63 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 153 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 22 名を選出した。 
（五十音順） 

No 氏  名 学 校 名 題      目 
1 上田 満 岡山県立大学 GPGPU を用いた 3 次元スレッドによる管径可視化手法の高速化 
2 川本 早織 広島大学 音速情報を必要としない音響ソフトセンサに基づく天井クレーンの振れ角推定 
3 牧田 岳大 鳥取大学 ビーコンを利用した福祉施設向け見守りシステムにおける機能設計 
4 濱田 尚瞳 広島市立大学 V-Net を用いた前立腺領域抽出における入力画像サイズの検討 

5 森 秀樹 鳥取大学 広帯域シングルキャリアにおける周波数依存性 IQ バランスに対するブラインド補

償法 

6 桂木 章吾 岡山県立大学 発話蓄積を表現するシャボン膜によるアバタを介したコミュニケーション支援シ

ステムの開発 
7 曽田 湧也 島根大学 3 次元空中像における奥行き再現範囲 
8 金原 一歩 岡山理科大学 最大クリーク問題に対する反復 k-opt 局所探索法の制限緩和について 
9 中田 有哉 県立広島大学 NDN におけるキャッシュの移動性に着目した再送制御手法 

10 恵谷 大陸 川崎医療福祉

大学 
最大積からの逐次減法に基づく直列乗算器の基礎検討 

11 原田 慎太朗 徳山工業高等

専門学校 
確率モデルとニューラルネットの統合によるトピック推定 

12 高松 直登 岡山大学 マルチバンドを用いる IoT 端末の非線形性による受信特性評価 
13 高橋 芳明 山口大学 色付き有限オートマトンとドブリュイングラフ 
14 結城 主 岡山県立大学 3次元ストライプトインダクタを用いた 28 GHz低位相雑音電圧制御発振器の検討 
15 原 武志 県立広島大学 NDN における off-path キャッシング活用のためのキャッシュ集約手法 
16 宮崎 喬行 鳥取大学 見守りシステムにおける人体の影響による誤差の軽減 
17 藤田 航平 鳥取大学 手のひら伝搬信号の二階差分位相スペクトルを用いた個人識別 
18 川口 翔也 島根大学 RF 法の学習結果に STRIM のルール表現を与える試み 
19 原田 翔 広島工業大学 双方向ビーム誘電体導波路アンテナのビームチルト特性 

20 藤井 将史 川崎医療福祉

大学 
冠動脈画像を対象とした血管分離と管径の可視化 

21 長谷川 大地 岡山県立大学 畳み込みニューラルネットワークによる目の大きさ推定における分類学習と回帰

学習の相違 
22 井田 真人 近畿大学 バイタルセンシングを用いたリラクゼーション効果のある楽曲の特徴抽出 

8-2-2 2019 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 59 校 94 名を表彰（幹事学会：電子情報通信学
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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 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 
2 高木 拓朗 広島大学 大学院 工学研究科  
3 荒田 琢也 山口大学 大学院 創成科学研究科 電気電子情報系専攻 
4 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 
5 西宮 司 広島工業大学 工学部 電子情報工学科 
6 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 
7 三宅 孝史 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 
8 小村 和弘 島根大学 大学院 自然科学研究科 理工学専攻 知能情報デザイン学コース 
9 三角 純平 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 
10 武田 祐樹 福山大学 大学院 工学研究科 情報処理工学専攻 

 
９．四国支部 

2019 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、他学会と合同の支部連合大会においては、当学会が担当学会として運営を行い、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 
2019 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（4 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。 

・2019 年度電気関係学会四国支部連合大会（2019 年 9 月 21 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：235 件、参加者：340 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（4 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 2019 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 47 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） 

 
Ｎ

ｏ 

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 大舘 慶季 

2 愛媛大学工学部 電気電子工学科 渡邉 翔馬 

3 愛媛大学工学部 情報工学科 岩本 裕司 

4 愛媛大学工学部 情報工学科 内田 奈緒 

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 行宗 詳規 

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 中田 芳宏 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 12 校 18 名 

岡山県 13 校 19 名 

島根県 6 校 13 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  59 校 94 名 
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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 高市 嶺 

8 高知大学理学部 応用理学科 情報科学コース 森口 嘉軌  

9 高知大学大学院  総合人間自然科学研究科理学専攻(修士課程) 村田 憲哉 

10 徳島大学理工学部 理工学科 電気電子システムコース 武富 大輝 

11 徳島大学理工学部 理工学科 電気電子システムコース 平 康幸 

12 徳島大学理工学部 理工学科 情報光システムコース（情報系） 小原 智樹 

13 徳島大学理工学部 理工学科 情報光システムコース（光系） 村上 和陽 

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 
山中 雄 

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 
片山 裕之 

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 
下地 健太 

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 
増田 裕樹 

18 香川大学工学部 電子・情報工学科 山下 賢治 

19 

香川大学工学部 電子・情報工学科 

SAYYIDATUL NUR 

AFIQAH BINTI ABD 

GHAFAR(アフィカ） 

20 香川大学工学部 知能機械システム工学科 飯尾 郁也 

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 伊藤 佑一郎 

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 山本 貴久 

23 徳島文理大学理工学部 機械創造工学科 三好 寛太 

24 徳島文理大学理工学部 電子情報工学科 藤田 浩基 

25 高知工科大学 システム工学群  田中 知成 

26 高知工科大学 情報学群  飯干 寛幸 

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 猪岡 柚香 

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 
情報システム工学コース 井上 舜也 

29 四国大学経営情報学部 メディア情報学科 武市 楽矢 

30 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 電気コース            長岡 巧 

31 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科，情報コース            小林 七海 

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 西尾 和真 

33 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 加藤 樹 

34 高知工業高等専門学校専攻科 機械・電気工学専攻 深見 修史 

35 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 横山 裕哉 

36 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 林 和輝 

37 新居浜工業高等専門学校専攻科 電子工学専攻 松木 亮磨 

38 香川高等専門学校 電気情報工学科 渡辺 瑠伊 

39 香川高等専門学校 機械電子工学科 細川 陽紀 

40 香川高等専門学校専攻科  創造工学専攻 植田 尚汰 

41 香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 宮武 泉水 

42 香川高等専門学校 電子システム工学科 塩冶 卓也 

43 香川高等専門学校 情報工学科 阿瀬川 都樹 

44 香川高等専門学校専攻科  電子情報通信工学専攻 横山 開 

45 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 村上 敬太 

46 弓削商船高等専門学校 情報工学科 住廣 莉奈 

 弓削商船高等専門学校 生産システム工学専攻 村上 陸 

 
１０．九州支部 

2019 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 
2019 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） 
ア．講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 9 回を開催した他、協賛・後援の講演会、シンポジウ 

ムを 8 件行った。 
イ．専門講習会：鹿児島大学にて「5G/IoT 時代に向けた通信技術最新動向」という演題に 3 名の

講師を招聘し講演頂いた。参加者は 48 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・解析ワーク

ショップ「アンテナ伝搬基礎講座」を福岡工業大学にて 2 日間開催し、学生、企業、大学関係
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者など参加者 26 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：九州工業大学戸畑キャンパスにて 2 日間に渡り開催 

された。参加者は一般講演数 456 件、学生ポスターセッション 47 件、企業講演 4 件、招待講

演 1 件、特別講演 1 件、企画セッション 3、聴講者 295 名を数え大変盛況であった。 
オ．総合通信局連携企画：九州総合通信局と当支部の連携事業として、連合大会の企画セッション

にて「九州管内におけるＩＣＴ研究開発(SCOPE)の成果」というテーマにて 3 名の講師を招聘

し、SCOPE および特定実験局などの公募企画を利用した研究成果の講演を行った。 
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、講演とペットボトル風車

による発電と二極モータの作成と実験を行った。台風接近により当初開催日から延期しての

開催となった。申込 156 名に対し、小中学生 32 名と保護者 25 名の親子に参加いただき好評

を得た。 
また、宮崎大学にて、「コンピュータってなに？」をテーマに、Scratch でのプログラミング

教室を行った。中学生 34 名、保護者 32 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 天草」をテーマに、熊本県天草市にてドローンのプログラミングおよび LED 電光掲示板

の作成と実験を行った。63 名の小中学生と 36 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 14 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 34
名と保護者 30 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、九州工業大学戸畑キャンパスに

て講演会を開催し、120 件の講演と 3 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 2019 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 7 名を選

定し、2020 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 

久保田 祥平 九州大学大学院システム情報科学府 
情報知能工学専攻 ランダム重みを持つニューラルネットワークの解析 

山縣 将貴 九州大学工学部電気情報工学科 機械学習を用いた手書き文字の筆跡予測 

原 裕平 大分大学理工学部創生工学科 
福祉環境メカトロニクスコース 

壁面によって生じる両耳間の聞こえ方の違いが障害物知

覚に与える影響 

今田 正太郎 大分大学大学院工学研究科工学専攻 切替ウィンドウ予測機構によるマルチタスク支援のため

の自動ウィンドウグルーピング 

戸村 日向 長崎総合科学大学大学院工学研究科 
電子情報学専攻 微分制御を用いた MPPT 制御の定常特性 

杉村 諒 琉球大学大学院理工学研究科 
電気電子工学専攻 

燃料電池を導入した小規模離島における再生可能エネル

ギー設備容量の検討 

大崎 頌太 九州計測器株式会社 技術グループ 建築物外壁診断のためのミリ波計測法の開発 

10-2-2 2019 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、2020 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 
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講演者 講演者所属 講演題目 

井上 翔太郎 長崎大学大学院 工学研究科 
総合工学専攻 修士 2 年 電磁波を利用したコンクリート中のひび割れ探査 

藤𠮷𠮷 和樹 長崎大学大学院 工学研究科 
総合工学専攻 修士 2 年 T-FBTS 法の有効性に関する研究 

福永 慶士 長崎大学大学院 工学研究科 
総合工学専攻 修士 2 年 

会議音声の話者特徴を考慮した認識用話者クラスタ

の構築 

梅野 直幹 長崎大学大学院 工学研究科 
総合工学専攻 修士 2 年 

異常肺音検出のための聴診音のスペクトルの類似性

を考慮した学習データの拡張 

Wint Yee 長崎大学大学院 工学研究科 
総合工学専攻 修士 2 年 

Acoustic Features for Detection of Emotion in 
Infant Cry and Abnormal Lung Sound 

山﨑 萌奈 九州工業大学 大学院工学府 
電気電子工学専攻 修士 2 年 

高位合成向けメモリアクセス削減によるソフトウェ

アとハードウェアの性能評価 

山方 悠輝  九州工業大学 大学院工学府 
電気電子工学専攻 修士 2 年 高位合成可能な矩形描画処理開発の一検討  

河野 誠太 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修士 1 年 

正方環型 FSS を用いた電磁波遮へいに関する３次元

FDTD 解析 

中尾 優太 大分大学 工学部 
知能情報システム工学科 4 年 

新聞アーカイブシステム KENBUN におけるブラウ

ジングを補助するランドマーク抽出 

大門 隆哉 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 

フィードバックゲイン可変方式昇圧形コンバータの

負荷急変特性について 

井上 晴天 大分工業高等専門学校 
情報工学科 5 年 姿勢揺動による VR 酔いの検出 

中園 亮汰 福岡工業大学大学院 工学研究科 
電子情報工学専攻 修士 2 年 

潮位測定レーダシミュレーションによる新方式潮位

推定方法の開発 

森 大記 佐賀大学 理工学部 
電気電子工学科 4 年 FGMOS を用いた 4 値 AND 回路のレイアウト設計 

10-2-3 2019 年度 成績優秀賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 57 名を選定し、2020 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 

髙瀬 紗悠美 久留米工業大学 岩崎 健太郎 

大分大学 
永田 航希 佐世保工業 

高等専門学校 渡邊 涼 
宮崎大学 

和田 竜垂 
高宗 伸幸 江島 拓哉 

村﨑 陽弥 有明工業 
高等専門学校 髙谷 侑一郎 

近畿大学 
神之門 大道 第一工業大学 

倉本 佳夏子 大門 隆哉 
長崎総合科学大学 豊田 桃子 久留米工業 

高等専門学校 山下 優輝 
九州工業大学 

片平 陽洸 
新山田 公平 宮田 琴子 

長崎大学 豊丸 優河 都城工業 
高等専門学校 森 英真 

九州工業大学 

花田 侑生 
野見山 陸 元丸 尚士 

福岡工業大学 

溝部 拓実 大分工業 
高等専門学校 古賀 大貴 小松 拓矢 吉海 皓貴 

松藤 瀬莉奈 
九州産業大学 

武藤 拓也 白川 嵩大 
熊本 
高等専門学校 

木原 悠貴 藤 桜 田本 颯夢 
山手 響介 

九州大学 
藤原 七海 玉田 聖規 

田﨑 航平 中野 裕貴 福岡大学 宮元 望 北九州工業 
高等専門学校 森本 裕子 東海大学 天羽 日向 

琉球大学 
村上 旭人 

辻田 駿 熊本大学 亀沢 佑一 Loem Mengsay 
鹿児島工業 
高等専門学校 

齊藤 健人 
佐賀大学 

久保 大樹 北九州市立大学 横峯 智野 
竹ノ内 宏信 大沢 和暉 西日本工業大学 松下 琢哉 
藤平 啓汰 

崇城大学 
佐藤 豪 

鹿児島大学 
山城 卓巳 

沖縄工業 
高等専門学校 植田 空志 三田 竜大 ゲルグドルジ 

ミンジン 上田 菜生  
10-2-4 2019 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、2020 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
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表彰者 所 属 表彰者 所 属 

王 喆 
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 

戸村 日向 長崎総合科学大学大学院 
工学研究科電子情報学専攻 

石橋 俊二 久留米工業大学大学院工学研究科 
電子情報システム工学専攻 藤吉 和樹 長崎大学大学院工学研究科 

総合工学専攻 

石津 貴弘 宮崎大学大学院工学研究科 
工学専攻 岩本 拓巳 福岡工業大学大学院工学研究科 

情報通信工学専攻 

大石 亮 近畿大学大学院産業理工学研究科 
産業理工学専攻 野依 祐太 福岡大学大学院工学研究科 

電子情報工学専攻 

山﨑 萌奈 九州工業大学大学院工学府 
電気電子工学専攻 上原 和加貴 琉球大学大学院理工学研究科 

情報工学専攻 

中野 裕次 九州工業大学大学院情報工学府 
情報創成工学専攻 今村 竜二 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 

前田 加奈 九州産業大学大学院情報科学研究科情

報科学専攻 宮城 祥吾 
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 

德永 宏樹 九州大学大学院システム情報科学府 
情報知能工学専攻 田原 熙昻 熊本高等専門学校専攻科 

電子情報システム工学専攻 

佐田 実季 熊本大学大学院自然科学教育部 
情報電気工学専攻 田邊 元輝 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 

安田 健太 佐賀大学大学院工学系研究科 
電気電子工学専攻 川島 将渡 佐世保工業高等専門学校専攻科 

複合工学専攻 

鈴木 絢子 鹿児島大学大学院理工学研究科 
電気電子工学専攻 宮崎 拓真 北九州工業高等専門学校専攻科 

生産デザイン工学専攻 

伊藤 明宏 崇城大学大学院工学研究科 
応用情報学専攻 中埜 友晶 都城工業高等専門学校専攻科 

機械電気工学専攻 

上原 優衣 大分大学大学院工学研究科 
知能情報システム工学コース   

 
 



57 
 

Ⅳ．2019 年度役員及び代議員の構成 
2019 年度役員                                 29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 中沢 正隆  
 次期会長 笹瀬  巌  
 副会長（学術強化担当） 今井  浩 永妻 忠夫 
 副会長（学会運営・組織強化担当） 桑原 秀夫 松島 裕一 
 総務理事 滝田  亘 大橋 弘美 
 会計理事 藤井 輝也 中山 正敏 
 編集理事 石原 智宏 川端 明生 
 企画理事 坂井  博 松井 知子 
 調査理事 眞田 幸俊 山田 昭雄 
 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） 田口  亮  
 CS 会長（理事） 大槻 知明  
 ES 会長（理事） 柴田 随道  
 ISS 会長（理事） 前田 英作  
 ESS 次期会長（理事） 大橋 正良  
 CS 次期会長（理事） 菊間 信良  
 ES 次期会長（理事） 津田 裕之  
 ISS 次期会長（理事） 佐藤 洋一  
 監 事 宮永 喜一 鈴木 正敏 

 
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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Ⅴ．2020 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 2020 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、2020
年 2 月 4 日～3 月 4 日に Web による投票で実施した。 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 

2020年度代議員                                110名 
相澤 清晴 大橋 弘美 小林 弘幸 田中 伸英 南里 豪志 安井  崇 
浅井光太郎 大橋 正良 小山 長規 田中 良明 葉玉  寿弥 安浦 寛人 
淺谷 耕一 岡  育生 坂井  博 田房 友典 羽渕 裕真 矢野 澄男 
安在 大祐 小粥 幹夫 佐古 和恵 辻 ゆかり 半田 志郎 山崎 敏和 
安藤  真 小川 賀代 佐々木正人 津田 俊隆 平栗 健史 山田 昭雄 
石川 悦子 笠原 正治 笹瀬  巌 津田 裕之 藤井 輝也 山田  誠 
石原 智宏 笠原 禎也 佐藤 和夫 坪根  正 藤澤  剛 山中 直明 
伊藤 康一 柏  達也 佐藤 真一 土井美和子 藤原 知孝 山本 博資 
糸田  純 粕川 秋彦 佐藤 洋一 苗村  健 堀   修 山脇  彰 
稲垣圭一郎 金本 俊幾 眞田 幸俊 中沢 正隆 前田 英作 湯川 秀憲 
井口  寧 金子 寛彦 篠原 弘道 中島 重義 松井 知子 吉田  毅 
今井  浩 川上 由紀 柴田 随道 中津原克己 松島  章 米沢 忠大 
上嶋  明 川端 明生 菅野 裕介 永妻 忠夫 松島 裕一 和﨑 克己 
植之原裕行 河東 晴子 杉山 一雄 中野 秀洋 水野 晃平 和田 親宗 
浦上 法之 菊間 信良 鈴木 正敏 中野 義昭 宮尾 秀俊 森井 昌克 
占部 弘治 喜多 泰代 高田 潤一 中村 宝弘 宮永 喜一  
漆谷 重雄 葛目 幸一 高橋  応明 中村 裕一 深山 正幸  
江村 克己 久保田憲生 滝田  亘 中山 正敏 森川 博之  
大槻 知明 桑原 秀夫 田口  亮 成瀬  央 守倉 正博  
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