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2020 年度 事業計画 
 

〔概 要〕 
 
＜経緯と理念＞ 

本会は、1911年（明治44年)、当時の逓信省電気試験所に研究会が誕生し、その後、一般からも会員を募

集して研究会を学会組織に改め、1917 年（大正 6 年）5 月 1 日に電信電話学会が創立されたことに始まる。

それ以来、長きにわたって、我が国の電子情報通信分野における基礎理論から応用開発まで幅広い領域の進

展に先導的な立場で多大なる貢献をし、一昨年創立100周年を迎えるに至った。 
創立 100 周年にあたっては、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

向けて果敢に挑戦し、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、以下の方向性で活動することを宣言した。 
 
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 
 
創立100周年宣言は、本会の100年の実績を自信に、勇気を持って次の100年を目指し、学会のあるべき

姿へ変身してゆくことを宣言したものであり、持続的発展は過去を守るのではなく、むしろ変わる世界感、価

値観に向かって常に変革を求める思いが込められている。SDGs や Society5.0 と同様、人文科学、社会科学

までも含めた幅広い知と融合を図り、政治や産業発展、学際領域と人材の育成を図ること、人類の福祉と環境

の持続の目標から求められる短期的、長期的課題に科学技術を駆使し解決に貢献すること、社会と人類の幸

福を科学技術の探求における目標と据え、技術倫理を高め、研究成果と併せてその意義を発信する。 
 

＜活動の基本方針＞ 

本会は上記の理念に基づく責務を果たすことを念頭に、創立 100 周年宣言の指針に則り、今後の学会のあ

るべき姿を見通しつつ、本会の価値を向上させるべく、会員サービスの向上、社会貢献度の向上、また国際的

な地位向上による国内外会員数の増加を目指し、各組織レベルでの事業に取り組んでいく。併せて、移行法人

としての一般社団法人の義務である公益目的支出計画を着実に継続実行するとともに、「持続可能な学会運営」

を掲げて事業を推進する。 
 

＜現状認識と主な施策＞ 

１．幅広い知と融合と人材の育成、及び、会員サービス・運営の質の向上 

創立100周年宣言で提示した、人文科学、社会科学までも含めた幅広い知と融合を図り、政治や産業発展、

学際領域と人材の育成を図ること、人類の福祉と環境の持続の目標から求められる短期的、長期的課題に科

学技術を駆使し解決に貢献すること、社会と人類の幸福を科学技術の探求における目標と据え、技術倫理を

高め、研究成果と併せてその意義を発信することをより具現化する。昨年度は創立 100 周年記念事業の一環

として進めてきた「グランドデザイン」の成果である ICT 基盤システムを活用し、購読会員の新設、会費制

度のシンプル化、マイページの充実、共通検索システム、業務の効率化等のさまざまな新しい施策を会員の皆

様に提供を開始し、大きな成果をもたらした。まさに今後の会員サービス及び運営の質の向上をはかってい

くための基盤が整ったと言える。今年度は、「グランドデザイン」による成果を一層活用することで、広汎な

知が交流する場を作り、新たな学術領域をひらき、会員サービスのさらなる拡充を継続することを目指して、

次のような施策を推進していく。 
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① 広汎な知が交流し、新たな学術領域をひらき、社会課題の解決や新たな社会のビジョンについて、議論や

意見交換ができる機会作りを促進する。そのために、研究会・大会等の魅力あるイベントを開催し、ＨＰ

やメール、SNS を活用し幅広く案内、周知し、会員サービスの向上、人材育成、及び、新規会員の獲得

を目指す。 

② ジュニア会員制度の導入：電子、情報通信分野に若い多感な時期より興味を持ってもらい将来のリーダ育

成に貢献するため、本制度を創設し、ジュニア会員向けサービスを提供する。 

③ プラチナクラブの充実：主に40歳以上の会員を対象に、学会を自己実現の場に使え、人生を通した研究

者・技術者としての充実感を高めるための場を提供する。 

④ 維持員サービスの向上：本会を支えて頂く維持員の皆様に対して、感謝の意を表するため「維持員様感謝

の集い」を開催する予定である。本会の事業状況をご理解頂くだけでなく、産官学のキーパーソンとの意

見交換の場を提供する。その他、ウェビナー（webinar）を利用した、セミナー配信サービス等の提供を

検討する。 

⑤ 海外会員サービスの向上：会誌の目玉記事を英文化しHPに掲載する、英語のHPの充実等により、海外

会員向けサービスの拡充を進める。 

⑥ スマホアプリ：会誌アプリについては、すでに提供しており、昨年度は研究会スケジュール配信機能を追

加し利便性の向上をはかってきた。今後もスマホを活用した各種サービスの提供を進める一環として、総

合大会、ソサイエティ大会参加者の利便性を向上するため大会アプリを提供する。 

⑦ 本部と支部の議論の活性化：会員数減少に歯止めをかけるため、支部を通した会員増強、会員へのサービ

スがより重要になっている。また本部施策に対して支部の考えを反映させる必要がある。このため、本部

支部間の議論をより活性化させる体制、方法について検討を進める。 

⑧ 企業スポンサーを活用したサービス：他学会では、企業スポンサーを活用し、会員向けサービスの活性化、

選奨等を実施している。会員サービスの充実のため、企業スポンサー制度の活用を検討する。 
 
２．コンテンツの活用とオープンアクセス及びインパクトファクター 

論文誌・学会誌・技術研究報告・ハンドブック等を電子化し利便性の向上を図っている。技術研究報告は段

階的に電子化を進めているが、今年度より完全電子化される見込みである。この一環として、昨年度本会の学

術成果である 20 万件を超えるコンテンツを機関や団体ユーザに十分活用頂くための購読会員サービスを開

始した。現在、英文論文誌、和文論文誌、会誌、大会・国際会議の各オプションを選択できるが、研究会の技

術研究報告を購読会員サービスのオプションの加えることについて検討を進める。また。国際会議のコンテ

ンツを一層活用するため IEEEとその取扱いについて調整を進める。 

英文論文誌のオープンアクセスについては、2020年より英文論文誌Dがオープンアクセス化される。引き

続きオープンアクセス化の会員数への影響、財務への影響を逐次計測、評価し、収益を上げられるビジネスモ

デルの明確化、将来の対応方針検討に反映していく。 

英文論文誌のインパクトファクター向上に向けて取り組む。海外会員の減少はインパクトファクターが低

いこと起因している可能性もあり、これまでソサイエティと中心に議論してきたが、学会全体で抜本的に取

り組む。 

３．グローバル化 

 海外セクションを積極的に活用した会員サービスを提供する。このため、オールセクションズミーティン

グを通したセクション代表者間で意見交換、情報共有を進めるとともに、各セクションのホームページの充

実、セクションと連携した海外での研究会の実施等、国際間交流の一層の活性化を進めていく。 
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 学会の持続可能な運営を実現するためには，年会費と技報以外からの収益の確保が大切である．他国の学会を

みてもコンテンツや国際会議が収益の柱になっている。本会主催の国際会議、ワークショップを立ち上げるための

議論を加速し、そのための環境を整備していく。 

 
４．政府・自治体との対話と産業界・他学会との連携 

産業界からは異業種どうしの集まる場の提供、将来の技術動向の情報発信、産学官の連携強化、若手研究者

の育成等の期待が寄せられている。また、ICT の関連する産業のすそ野は広がっており、そこで活躍する研

究開発者を学会に取り込めていない。関わっていただいている産業界及び新規の ICT 分野の方にとって魅力

的な企画を推進する。また、本会として専門知識に基づく、関係政府・自治体への政策の提言にも力を入れる

ため大会等の場を活用し、政府・自治体との対話を更に進める。さらに新たな融合領域開拓を、他学会との連

携強化を図り進める。 
 
５．財務基盤の安定化 

他の学会と同じく会員数の減少傾向が続いており、引き続き会員サービスの向上と魅力ある学会活動の活

性化により、幅広い層からの会員増による収入増に努める。また、知識の森のような本会独自の有効なコンテ

ンツを活用し、広告収入を得ることを検討する。さらに、研究会事業のように黒字を出している事業を強化

し、サービス向上に努めながら、安定した収入を確保する。 
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Ⅰ．共 通 事 業 
 

１．出版に関する事項 

 
１．１ 会 誌（定款 第 4 条 イ号） 

会誌は学会のアイデンティティを定める重要な媒体で、最も基本的な会員サービスの一つで

ある。親しみやすく読みやすい会誌であるために誌面レイアウトの改善を継続的に進めるとと

もに、定着している特集の毎号化を更に充実させ、内容的にも読みやすく、記事間の重複度を

考慮したバランスの良い構成となるよう努め、会員にとってより身近な機関誌とする。 
会誌アプリについては、iOS/Android の両アプリが安定しているため、プロモーションとコン

テンツの充実を更に推進する。 
（１）年間発行部数は 219,600 部（18,300 部/月）、年間ページ数は本文 1,210 ページ(100 ページ/

月)、広告 70 ページ(6 ページ/月)で計画する。 
（２）特集、小特集、特別小特集は以下に示す内容で発行する。 

2020 年 4 月小特集   光・時刻リンク技術による高精度な周波数標準のアプリケーション 
（仮） 

      5 月特集    様々なハードウェアに適応した AI 実装技術（仮） 
      6 月小特集   オリンピック，パラリンピック，そして（仮） 
      8 月小特集   宇宙通信新時代の幕開け（仮） 
      9 月小特集   食と ICT（仮） 

防災・減災に向けた災害監視・予測技術（仮） 
       10 月特別小特集 AI 時代の持続可能な地方分散社会を目指して（仮） 
         小特集   IoE（Internet of Energy）社会のエネルギーシステム（仮） 

11 月特集    光コムの最新状況と応用展開（仮） 
12 月小特集   12 月会誌編集委員会にて第一次目次案提出予定 

2021 年 1 月特別小特集 2 月会誌編集委員会にて第一次目次案提出予定 
2 月小特集   農業とエレクトロニクス（仮） 
3 月小特集   4 月会誌編集委員会にて第一次目次案提出予定 

 
１．２ 単行本・教科書（定款 第 4 条 ト号） 

単行本の出版活動に関して、引き続き新規企画は委託出版で行うとともに、在庫数の適正化及

び経費節減に努める。重版については 1 点を予定している。 
また、創立 100 周年記念事業の一環として本会 Web において無料公開された「バーチャル図

書館」については、引き続きコンテンツの充実に努める。 
教科書「電子情報通信レクチャーシリーズ」と「大学シリーズ」については、脱稿後速やかに

出版し、適宣重版を行う。 
会誌等での宣伝、大会期間中を利用した販売活動を通じて拡販に努める。 
 

１．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
全電子化しデータベース化した総合版ハンドブック（知識ベース）は、あり方や内容を含めて、

知識ベース 2.0 の検討を推進する。また、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、

広告による事業化の検討行い、トライアルを開始する。 
 

２．会議に関する事項 

２．１ 定時社員総会（定款 第 4 章） 
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2020 年 6 月 4 日（木）に機械振興会館で開催する。 
 
２．２ 理事会（定款 第 6 章） 

年度内に 9 回開催し、学会活動に関する諸事項を審議する。 
 
２．３ 支部会議（定款 第 9 章） 

各支部活動の現況報告のほか、本部・支部間の連絡、要望等について審議、検討する。 
 
２．４ All Sections Meeting（定款 第 9 章） 

各国際セクション活動の現況報告のほか、国際セクションとの連携・要望等について意見交換

や審議、検討する。 
 

３．総合大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

2016 年大会で導入したプログラム委員会の制度を、以下の方針に従って引き続き定着させる

と共に、総合大会の更なる活性化を図る。 

・実施校、支部の企画を大会の中心テーマに据えるなど、開催地或の魅力を打ち出す。大会

スローガンを定めるなど、各大会の特色を打ち出す。 

・産学官連携や最新の技術動向を扱うソサイエティ横断的な企画を強化する。 

・各ソサイエティで実施されてきた Welcome Party を、引き続き、全ソサイエティ合同で

開催する。 

・大会を、現在の論文発表中心の場から、大学-企業-行政間、企業-学生間のネットワーク

構築の場へと進化させる。 

プレナリの中で実施する表彰等の式典は、表彰等の重みを維持し、会場の聴衆にも受け入れら

れやすくすることを勘案し、できるだけ短時間でスピーディに進行する工夫を行う。また、大会

参加者の利便性を向上するため大会アプリを提供する。 

2021 年総合大会は全ソサイエティが合同で下記のとおり開催する。 
期 日 2021 年 3 月 9 日（火）～12 日（金） 
場 所 東京工業大学（東京） 
講演件数は約 3,000 件が見込まれる。 

 

４．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 

主に IEC 文書を主に審議する。また、経済産業省よりの標準化委託事業を受託する予定。 
以下の活動内容を予定している。 

専門委員会数     6 専門委員会 2 検討委員会 
委員会開催数     60 回 
受託標準化事業数    2 件（予定） 

 

５．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

下記の各賞について規程に沿って選定する。 
功績賞     原則として 5 名以内 
業績賞     イ号・ロ号各約 3 件、ハ号原則 1 名 
論文賞     12 編 
最優秀論文賞  1 編（論文賞中から） 
末松安晴賞   3 名以内 
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学術奨励賞   ソサイエティごとに発表件数の 1.5 %以内 
教育優秀賞   3 名以内 
教育功労賞   10 名以内 

 

６．教育に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

 2013 年度まで教育活動協議会傘下の生涯教育委員会、CPD 委員会、小中高生科学教室委員会

で推進していた活動については、2014 年度からサービス委員会の所掌となっており、JABEE
関連活動を推進しているアクレディテーション委員会と共に、引き続き学会の教育、人材育成に

関する活動を推進していく。 
 

６．１ CPD（Continuing Professional Development）関連事項について 

技術者の継続教育である CPD については、本会に於いては会員にとっての有用性訴求、資格

制度等との連動が課題である。2020 年度も他組織（電気・情報系 CPD 協議会、日本工学会 CPD
協議会、大学などの機関）と連携して活動を継続する。魅力ある資格制度については人材育成の

教育プログラムが検討課題であり、これと連動した CPD プログラムの意義向上と会員への訴求

を図る必要がある。CPD ポイント管理システムについては、当学会における利用状況や他学会

との連携の状況を踏まえ、適宜必要な対応をしつつ継続する。 
なお、2020 年度は電気電子ハードウエア高度技術者育成 ECE プログラムを開講予定である。 
 

６．２ 学会提供の人材育成について 
生涯教育委員会の活動として 2014 年まで実施していた先端オープン講座については、内容の

見直しのため中断している。2020 年度は、産業界からの要請を踏まえて、プログラムを新規に

立ち上げる可能性について引き続き検討を行う。 
 

６．３ 子供の科学教室について 
社会及び青少年に科学への興味を持たせる啓発活動「子供の科学教室」は、2020 年度も継続

する。「子供の科学教室」を円滑に推進するために、2012 年度から会員からの寄付を募っている

募金活動を継続して行い、寄付金は｢子供の科学教室｣活動に有効活用するとともに活動結果を報

告する。 
 
６．４ 技術者教育認定制度について 

JABEE（日本技術者教育認定機構）の審査・認定は、アクレディテーション委員会が担務し

て継続的に取り組んでいる。2020 年度も JABEE からの委託を受けて電気学会、情報処理学会

と連携して高等教育機関の教育プログラムの審査・認定を推進する。また、JABEE 審査講習会

は、2017 年度より開始した「e-Learning 研修による独習」と審査の要点や最新情報の説明の組

み合わせにより行う。 
 

７．国際セクションに関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 2020 年度は九つの地域の国際セクション代表者 12 名で、当該セクションにおいて講演会、

国際会議等を企画・実施する。2019 年度に引き続き本会活動の周知・宣伝に努めて会員増強と

国際セクションの増大とともに、活動をより定着するための体制作りを推進する。 
 

８．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

８．１ ホームページの積極的な活用 

2012 年度に和文ページリニューアル、2014 年度に英文ページのリニューアル、2016 年度に
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和文トップページのリニューアル等を実施し、2017 年度からはトップぺージでのバナー広告掲

載を開始した。これらの取り組みを更に発展させ、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化

に向け、時代に即した広報戦略を強化するため、2019 年 9 月にホームページを更改した。引き

続き、国内･海外会員へのサービスの充実を図っていく。 
 

８．２ CEATEC JAPANとの連携 

電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、2010年度から国際的展示会 CEATECとの 

連携活動を実施してきた。2018 年度、2019年度と、特別シンポジウムを本会活動を広く非会員 

にも知ってもらえる広報的な機会として実施した。2020 年度は、活動を支部企画、ソサイエテ 

ィ企画に限定し、非会員への周知活動に取り組む。 

９．会員に関する事項（定款 第 3 章） 

(1)ジュニア会員制度を導入し、電子、情報通信分野に若い多感な時期より興味を持ってもらい

将来のリーダ育成に貢献するため、ジュニア会員向けサービスを提供する。 
(2)主に 40 歳以上の会員を対象に、学会を自己実現の場に使え、人生を通した研究者・技術者と

しての充実感を高めるための場を提供するためプラチナクラブの活動を充実させる。 
(3)最新の技術情報等をタイムリーに提供すべく、セミナーサービス等を配信（予定）し、維持

員サービスの向上を諮る。 
(4)会誌の目玉記事を定期的に英文化しホームページに掲載する。また、英語のホームページの

充実、メール配信等により、海外会員向けサービスの拡充を進める。 
(5) 国際会議講演論文のアーカイブ事業を促進させ、オンラインコンテンツの提供内容を充実さ

せる。 
(6)国際セクション代表者と連携し、アジア地域での本会活動の周知・宣伝を更に推進する。ま

た、各国際セクションのホームページを充実させる他、海外での研究会の実施等、国際間交流の

一層の活性化を進めていく。 
(7) 学生ブランチ設置校の数を各支部で拡大し、学生員活動の活性化と充実を図る。 
(8) 連絡先不明者の追跡調査／会費納入促進継続連絡／銀行・郵便自動引落しの促進等により除

籍者の減少を図り、会員数の維持に努める。 
(9) 会員の特典、制度の充実に努め、会員の便宜を図る。会員証の提示機会を増加させ、会員意

識の向上を図る。 
 
2019 年度末の会員数並びに 2020 年度末の会員数推定値を以下に示す。（ ）内、海外会員 

 
名誉員・正員 学生員 ジュニア

会員* 購読会員 維持員 合  計 

2019 年度末会員数 21,087 
（1,193） 

2,991 
（416） 

‐ 
 273 124 24,475 

（1,609） 
2020 年度末会員数

(推定値) 
20,600 

（1,000） 
2,800 

（360） 
200 285 130 24,015 

（1,360） 
＊2020 年度からジュニア会員制度開始 

 

１０．学会活性化の事項 

１０．１ 会員増強等について 
会員増強に向けて、各ソサイエティ、グループ、支部等と連携して、会員サービスの向上策に

引き続き努める。2020 年度は、広汎な知が交流し、新たな学術領域をひらき、社会課題の解決

や新たな社会のビジョンについて、議論や意見交換ができる機会作りの促進をはかる。また、ジ

ュニア会員制度の導入、プラチナクラブの充実、維持員サービス向上、海外会員サービスの向上
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等を進めるとともに、新たなサービス（ウェビナー等）を提供し、会員増強をはかる。 
 

１０．２ 他学会との連携・協力について（定款 第 4 条 ヘ号） 
電気学会、情報処理学会、映像情報メディア学会、照明学会とは、2003 年に「電気・情報関

連学会連絡協議会」を発足させ、共通の問題に対して協力して取組みを進めてきた。他学会への

各種行事に会員扱いで参加を認め合い、これまで共通のホームページを立ち上げて各学会のホー

ムページとリンクを張り、年 2 回の定例会議で情報交換を継続するなど連携を進めてきた。2020
年度も引き続き、7 月と 1 月に定例会議を開催し、連携施策について継続的に取り組む。また、

日本工学会活動への協力など、上記以外の学協会ともに積極的に連携した活動を推進する。 
 

１０．３ 他分野の取込みについて 
創立 100 周年における協賛委員会委員及び協賛募金賛同各社から異業種どうしの集まる場の

提供、将来の技術動向の情報発信、産学官の連携強化、若手研究者の育成等の期待が寄せられて

いる。また、ICT の関連する産業のすそ野は広がってが、そこで活躍する研究開発者を必ずし

も学会に取り込めていない。関わっていただいている産業界及び新規の ICT 分野の方にとって

魅力的な企画を推進する。 
 

１１．その他の事項 

 
１１．１ 男女共同参画について（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

2003 年 7 月に発足した「男女共同参画委員会」は、女性会員が積極的に学会活動に参加でき

るようにするための活動を行ってきた。2020 年度についても、大会等のイベント会場での託児

施設の設置、ホームページ等での情報発信、男女共同参画学協会連絡会や内閣府の男女共同参画

活動等の対応を引き続き実施する。 
 
１１．２ 最高裁判所への協力（定款 第 4 条 ヘ号） 

2004 年度に最高裁が新たに採用した専門委員制度に関して、専門委員を推薦し派遣すること

に、引き続き積極的に協力する。 
 

１１．３ 産官学連携の推進（定款 第 4 条 ヘ号） 
これまで 3 年にわたり、科学技術振興機構からの要請による各種シンポジウムへの本会から

の専門家の推薦依頼に応えてきている。これらの成果は、将来の国の科学技術施策への反映も想

定されるものであり、今後も引き続き同様の要請には積極的に応えていく。 
また、引き続いて大会企画セッション等の機会を活用して学会の価値をアピールするとともに、

今後とも継続的に産官学民の連携を強化していく。また、学会としての提言を適宜発信していく。 
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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 

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、新領域の創造を推進するという重要な役割を果たしている。 
基礎・境界ソサイエティの使命は新しい研究分野を創造するとともに、重要な研究分野を一層活

性化させることにあると考えている。しかしながら、昨今の会員の減少を考えると研究分野的なこ

とのみならず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することが不可欠となって

いる。それらの議論には迅速性、展開力が要求される。 
2019年度に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議論を行う「サブソ研専会議」の2つの会議体への改編が

行われた。2020年度は以下に述べる通り本体制の定着を図る。 
（1）新会議体制の定着 

これまで、基礎・境界ソサイエティは運営委員会と幹事会の会議体制を取っていた。幹事会は運

営委員会に包含された会議体であり、幹事会が独自にもつ審議事項は僅かであり、運営委員会の準

備的な委員会であった。殆どすべての事項を運営委員会で決定する必要があり、2時間程度・年4回
の運営委員会では、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、議論のための時間確保が困難であった。 
  これを受け、2019年度には、ソサイエティレベルの議論を行う「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議論を行う「サブソ研専会議」の階層的会議体制への改編が実施され

た。2020年度は本体制の定着を図り、役割分担の確認、必要に応じた検討内容の移行、重複議論の

回避など、より効率的に体制が運営されるよう努める。これによってソサイエティ全般に亘る事項

の議論を迅速に行うことが可能となり、研究専門委員会を束ねたサブソサイエティの編成や既存

のサブソサイエティのソサイエティ化への議論も活発化されることが期待される。 
（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

ィ化の目的は、ソサイエティとしての独自活動が可能となり、研究分野の拡大やプロモートの強化

を図ることができ、それらを通じて会員を増加させることにある。NOLTAソサイエティは基礎・

境界ソサイエティと共同運営の形態を取りつつも、そのソサイエティ活動の独立性は担保されて

いる。NOLTAソサイエティの独自の活動や基礎・境界ソサイエティとの共同運営を効果的に利用

してシナジー効果を生み出すことよって、海外会員を含めた上で会員増加に結びつける必要があ

る。 
現在、基礎・境界ソサイエティには3つのサブソサイエティがあり7研究専門委員会がその3つの

サブソサイエティに属している。一方、サブソサイエティに属していない研究専門委員会が

13(2020年度は12)あり、数字上では、決して基礎・境界ソサイエティ内においてサブソサイエティ

制が浸透しているとは言えない。第二のNOLTAソサイエティを誕生させるためには、その予備軍

となるサブソサイエティを増加させる必要がある。昨年発足したサブソ研専会議を通じて、既存の

サブソサイエティのさらなる活性化を図ることと、新たなサブソサイエティ創造のための議論を

深める。 
（3）グローバル化と国外会員へのサービスの充実 
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国外会員へのサービスの一つとして、基礎・境界ソサイエティのアクティビティを毎月メールに

よって情報発信を行っている。 
国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する。これまでこのセミナーを4か国22回開催し、参加者の延べ人数

は1,800名を超え、基礎・境界ソサイエティの代表的な事業へと成長した。2014年度から始めた国

外におけるIEICE-ESS 論文編集・査読活動紹介セミナーも継続し、IEICE-ESSの論文誌の投稿・

掲載・編集・出版のプロセスを知ってもらい、編集において査読委員と編集委員がどのような立場

でどのような役割を果たしているかを理解してもらう。そのことによって、国外査読委員の拡充や

英文論文誌の小特集を中心に国外編集委員を増加させるなど、論文誌の編集にかかわるグローバ

ル化を図る。 
さらに、国際セクションやシスターソサイエティとの国際会議共催など共同企画の実施や、国外

の学会との連携企画などを更に進める。 
（4）論文誌・機関誌の充実 

基礎・境界ソサイエティでは、和英論文誌に加え、2014年10月よりNOLTAソサイエティとの

共同機関誌としてFundamentals Reviewを発行している。Fundamentals Reviewは良質の解説

論文に定評のある機関誌であり、Fundamentals Reviewベストオーサー賞を設けてその解説論文

の中から毎年1論文の著者を授賞している。この解説論文の質の高さを考えると、例えば、授賞

論文のみでも英文論文誌における解説論文等へ翻訳掲載することも視野に入れたい。 
英文論文誌の永続的な課題がインパクトファクターの向上と考えられる。通信ソサイエティの

英文論文誌のインパクトファクターが急激に高くなった経緯等も十分注視し、基礎・境界ソサイ

エティ英文論文誌のインパクトファクターの向上を目指す。 
論文誌のオープンアクセス化に関してはこれまでも議論を行ってきたが、本会としてオープン

アクセスオプション（著者が追加費用を支払うことでオープンアクセス）に舵を取ったことは妥

当であり、それに従って、種々整備を進める。 
論文誌、機関誌は研究者に対して最も重要なサービスであり、コンテンツの質の向上と論文誌

自体の価値（インパクトファクター）の向上を図っていく。 
（5）技報電子化の円滑な移行・運営 

基礎・境界ソサイエティでは2019年度に技報の完全電子化を実施したが、2020年度には技報ア

ーカイブを学会の共通システムへ移行する。2020年度はこの一連の技報電子化の円滑な移行・運

営を図るとともに、研究会の参加費、掲載料等についての詳細な検討を引き続き実施する。 
（6） その他の活動 
  2012年度から実施している基礎・境界ソサイエティの活動に貢献した人々の新しい表彰制度を

円滑に継続する。また、本ソサイエティでは、学会共通会議の遠隔会議化に先立ちTV会議システ

ムの導入を実施してきた。一方で実質的な参加を補助する旅費補助申請の促進、及び資料データ

ベース化の推進なども進める。 
 

１．２ 通信ソサイエティ 

 

通信ソサイエティは、有線・光・無線通信技術、ネットワーク技術、移動通信技術、関連する

システム、プロトコル、ソフトウェア、デバイス技術などを核とした研究課題に取り組み、情報

通信基盤技術の確立・普及に貢献している。また、情報通信に関する学術と技術の発展、産業

界・国際標準化への寄与を通じて、安心安全でレジリエンスの高い社会の実現など、我が国が直

面する多くの課題に積極的に取り組んでいる。 

これまでの具体的な活動として、他ソサイエティに先駆けた独立採算制の本格運用、通信ソサ

イエティマガジン創刊、技報・大会コンテンツのオンライン化、オンラインレター誌 IEICE 
Communications Express（略称 ComEX）の創刊、第一種研究会の運用改革を目指した研究会

への参加費制・年間登録制の導入や技報のオンライン販売による技報完全電子化等、様々な方策
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によって会員サービス向上を図ってきた。特に研究会活動では、2018 年度に引き続き、2019 年

度に大規模な分野横断型の研究会（MIKA2019、RISING2019）を実施し、分野を超える連携の

取り組みを広げた。論文誌では、研究会活動との連携強化を開始し、論文誌のインパクトファク

ター向上、国際会議の主催・協催、海外学会との協定更新等、グローバルな研究活動の活性化に

向けての取り組みも継続的に行ってきた。また、会員間の情報交換を目的とした、他ソサイエテ

ィとの連携による Welcome Party を総合大会で実施し、会員サービスの向上に努めた。 

2020 年度は、会員サービス・学会のさらなる価値向上と財務状況の改善を図るために、連携領

域の拡大（産業界へのアピール、他の研究開発分野との連携、国内外の他学会との連携等）を引

き続き推し進めていく。また、技報完全電子化や学会の様々なシステムの統合等、通信ソサイエ

ティの収支構造も変化していくことから、常に注視し今後の改善点を明確にする。研究会活動で

は、従来からの活動に加えて、多様な分野連携の場を提供し、学会活動の魅力度向上や研究活動

の活性化に努める。研究会活動は、通信ソサイエティ事業の発展の基盤となることから、国内外

を問わず活動情報が社会や産業界に届くよう、情報発信や情報交換方法についても検討・改善を

進める。また、この活動推進の過程で必要になる会員間の協力関係を、次の時代を担う人材の育

成にもつなげていく。論文誌等の出版活動に関しても、投稿状況や社会・当該分野での認知度等

の分析を継続して進め、研究会活動と連携しながら学術コンテンツとしての更なる価値の向上を

目指す。 
（1）研究活動 

研究会活動は電子情報通信学会における技術研究活動の柱の一つであり、ソサイエティの活動

資金の源泉としても重要である。2020 年度も引き続き、研究会活動活性化の取り組みを研専運営

会議中心に進めていく。 
各研究専門委員会の研究会活性化の取り組みの結果として、収入の２本柱の一つである研究会

参加費（年間登録費・聴講参加費・発表参加費）について、2018 年度は 2017 年度に比し 9.8%
増となっており、2019 年度にはさらなる伸びが期待できる。各研究専門委員会の積極的な働きか

けにより参加者の中の年間登録者の割合が増加しているなど、各研究専門委員会の独創的なチャ

レンジが技術分野のコミュニティ形成として実を結びつつある。2020 年度には通信ソサイエティ

全ての第一種研究会に参加できる一括年間登録制を新設し、多分野の研究会への参加を希望され

る方のご負担軽減、並びにソサイエティ収入の増加を目指す。収入の二つ目の柱である技術研究

報告のオンライン販売（技報アーカイブ・技報ペイパービュー）も活発な研究会活動の結果とし

て順調に推移している。 
5 年以上にわたって進めてきた技術研究報告の電子化、および、第一種研究会の参加費制への

移行という改革をほぼ当初の想定通りに順調に達成でき、研究会参加費と技報アーカイブによる

収入基盤が確固としたものに育ってきている。今後、ダイナミックな技術革新の議論を先導して

いくためには、多くの技術分野にまたがって議論ができる場を構築することが重要である。2020
年度は複数の研究専門委員会が共催するワークショップや他学会との連携を推進し、また、世界

から研究者が集まって議論できる場の創造を目指した取り組みを積極的に進めていく。 
（2）出版活動 

2019 年度は、和文論文誌、英文論文誌、ComEX、和文マガジンについて、これまで通り適切

な編集・発行を行った。論文誌では、研究会活動との連携強化について検討を開始し、研究専門

委員会からの編集委員推薦方法について改定を行った。英文論文誌では、2019 年 1 月から試行的

に掲載論文のオープンアクセス（3 年間）が選択できるようになった。著者による選択制ではあ

るがオープンアクセスの論文が増加することによって、論文のサーキュレーション向上が期待で

きる。また ComEX では、2019 年 3 月の総合大会と連動した小特集を実施した。本小特集によ

って、大会発表から論文投稿までの継続した研究活動を促進することで、予想を超える多数のレ

ター論文が投稿された。通信ソサイエティ和文マガジンでは、ホームページのスマホフレンドリ

化に取り組み、レスポンシブデザインへの更新を行った。さらに各記事のダウンロード状況を詳

細に調査することで、企画検討時に詳細なデータを利用できるようになった。 
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2020 年度も、適切な編集を継続するとともに、会員サービスの向上、インパクトファクター

向上のための施策を実施する。さらに、研究専門委員会との連携について引き続き検討する。和

文論文誌については、学生および若手研究者が論文を投稿しやすい仕組みの実現を引き続き検討

するとともに、レター論文の小特集やソサイエティ大会と連動した小特集を企画・検討する予定

である。英文論文誌、ComEX については、投稿件数・引用件数増加の施策を実施するととも

に、サーキュレーション向上に関する取り組みを引き続き検討する。また ComEX では、前年度

に続き、総合大会と連動した小特集企画を継続して実施予定である。和文マガジンでは、低年齢

向けの特集企画やサービスの実施を検討する予定である。 
（3）会員事業・国際化・財務 

2019 年度は、IEEE-EMCS 間の Cooperation Agreement（シスターソサイエティ協定；現契約

は 2020 年にて満了）の更新に着手した。また、技術協催の定義明確化・国際会議コンテンツの公

開サービスへの対応・個人情報保護強化の観点から国際会議開催の承認手続きの検討を進め、国際

会議計画趣意書の改定を実施し、運用を開始した。 
2019 年度は、以下の国際会議の主催・共同主催を行った。 
· 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 年環境電磁工学国際シンポジウム (EMC Sapporo & APEMC 2019) 
· 24th Optoelectronics and Communications Conference /International Conference on 

Photonics in Switching and Computing 2019 (OECC/PSC 2019) 
· Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS 2019) 
また、以下の国際会議に対して技術協催を行った。 
· 第 12 回 WDN 国際ワークショプ ～Beyond５G のための革新技術およびエコシステム～ 

（WDN-5G WCNC2019） 
· 第 5 世代ならびに以降の移動体通信のための技術トライアルおよびコンセプト検討に関す

るインダストリ－並びにアカデミックパネル 2019 （TPoC5G Panel 2019） 
· 2019 年 直流マイクログリッド国際会議 （ICDCM2019） 
· International Conference on Ubiquitous and Future Networks 2019 (ICUFN 2019) 
· 地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム 2019 (IGARSS 2019) 
· 2019 年度日中次世代移動通信技術及び応用ワークショップ 
· 第 5 世代エボリューションならびに以降の移動体通信のための技術トライアルおよびコン

セプト検討に関するワークショップ 2019 (TPoC5GE 2019) 
· International Conference on Information and Communication Technology Conference 

2019 (ICTC 2019) 
· 2019 年アンテナ伝搬国際シンポジウム (ISAP2019) 
· 国際再生エネルギー研究応用会議 (ICRERA2019) 
· The 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2019) 
· 電子・通信・計算機に関する日本アフリカ国際会議 2019 (JAC-ECC 2019) 
· The 34th International Conference on Information Networking (ICOIN 2020) 
· 2020 International Conference on Artificial Intelligence in Information and 

Communication (ICAIIC 2020) 
さらに、以下の国際会議に対して協賛を行った。 
· 第 14 回自律分散システム国際会議 (ISADS 2019) 
· 第 5 回 国際ワークショップ スマートスペクトル （IWSS） 
· 第 18 回分散システムとネットワークアシュアランス国際ワークショップ (ADSN2019) 
· The 37th International Communications Satellite Systems Conference (37th ICSSC) 
· 7th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid 2019) 
2020 年度については、以下の国際会議を主催することを予定している。 
· 2020 年アンテナ伝搬国際シンポジウム (ISAP2020) 
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また、以下の国際会議の技術協催を予定している。 
· 第 14 回医療情報通信技術に関する国際会議 (ISMICT 2020) 
· 情報指向ネットワーク技術の実アプリケーション展開に関するワークショップ (ICN-

SRA) 
引き続きシスターソサイエティ、並びに電子情報通信学会海外セクションとの連携強化を軸に、

2020 年度以降主催・技術協催となる国際会議を増加させるよう、注力していく。また、取り組み

が開始されたコンテンツ公開サービスに対応して、国際会議開催の承認手続きの実効性を高める

ことを目指し、国際会議承認手続き処理フローの見直し作業を継続する予定である。 
また、2012 年度に一般社団法人としてスタートする際に公益目的支出計画が認可されたが、各

ソサイエティ、グループの責任分担を内部会計上で明確にするよう、会計上の調整法として、毎年

の実施事業赤字額を分配比率に応じて各ソサイエティ、グループ会計に配賦して、正味財産期末残

高を調整する方法で実施することが決まった。これを受けて、通信ソサイエティに配賦された赤字

額を考慮した財務改善に通信ソサイエティとして継続的に取り組んでおり、2017 年度までは I-
Scover の減価償却のために赤字予算となっていたが、I-Scover の廃止以降は黒字予算に転換して

いる。また、2018 年度から技報の完全電子化を開始しており、開始直後の観測では設計通りの収

支で移行している。今後財務及び学会活動の活性度合いに関してタイムリーに測定可能な KPI を

検討して、注意深く継続的に定点観測を行い、必要に応じて対策を適宜検討する。黒字転換した財

務構造を踏まえて、今後は学会の発展につながる施策が研究専門委員会や編集委員会などから提

案されるようなインセンティブを検討していく。 
会員サービス、特に学生会員へのサービス及び増員策の一環として、春の総合大会で行っている

Welcome party については、参加者の増加を図り、より効果的な企画とするため、2017 年度より

全ソサイエティ合同での開催としており、2018 年度は全ソサイエティで合同開催すると同時に大

会懇親会とも連携した。2019 年度は会場とスケジュールの都合から大会懇親会とは別開催で実施

予定ではあるが、学生・企業を中心とした会員間の情報交換の場としての位置づけを明確にした新

しい企画等を立案し、Welcome party の価値向上に努め、運営側も全ソで行うこととした。2020
年度も引き続きこのような体制で実施を検討する。また、海外会員も含めた会員へのサービス向上

の一環として、英文情報誌 GLOBAL NEWSLETTER を年４回発行、HP の改善、Social Network
の活用、オンラインサービス事業の開始、等も継続して行っていく予定である。 

 

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につながる施策の検討及び具体化を進める。さらに、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）と、それらを「領域連携会議」にて統括する体制に基づき、領域委員会ごとあるいは

領域連携会議にて、領域内連携、領域間連携を進め研究技術活動の更なる活性化につなげる。大会

のソサイエティプレナリーセッション等、特別講演のビデオ配信、英語版ホームページの拡充、技

報のアーカイブ化と閲覧活性化の推進、研究専門委員会活動や 3 種類の論文誌での量・質的強化、

メーリングリストを活用した情報配信等、会員サービス向上への施策とともに、委員会資料のペー

パレス化や DB 化、リーダーズミーティングを始めとした研専幹事団向け説明会・意見交換会な

ど、実施基盤となるソサイエティ運営を強固にかつ効率的にしていく取組みを継続して進める。一

方で、本会全体の改革の流れを注視し、エレソとして取り入れるべき施策については、エレソ在り

方 WG で検討する。会員サービスの充実と健全な財務状況の両立を目指しながら、研究会運営の

改革や活性化施策などに関する検討・実施を進めていく。各会議での具体的施策は以下のとおりで
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ある。 
（1）企画会議 

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

担当している。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る。具体的には、エレクトロニクスソサイエテ

ィ賞の継続、学生会員活性化を目的としてエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞の運用強化/

継続、2014 年度から電子化したエレソ Newsletter の記事内容の更なる充実、会員向け公開コンテ

ンツ（ソサイエティプレナリーセッションでの特別講演）の配信等の諸施策について費用対効果を

検証しつつ推進する。また、フライヤーを用いた海外会員への働きかけなどを推進する。 
更に、中長期的財政基盤強化に向けた施策を実行していく。具体的には、予算の実行状況と次

年度予算案の精査、新たな増収施策についての検討と立案、フィードバックをかけやすい予算/決
算審議運用の継続等に注力していく。さらに、財務の観点から研究会、国際会議、及び論文誌の

議論に参画し、財務健全化を図る。 
（2）編集出版会議 

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ている。

IEEE の各論文誌が高い評価を得ている現状で、エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、次を

進める。 
ELEX はオープンアクセスのレター論文誌という特長を堅持し、引き続き速報性の維持・向上に

努めていく。2017 年度からの掲載料値上げによる財務基盤の強化に基づき、さらなる査読・編集

プロセスの効率化を進める。編集委員の海外比率を高めるとともに、2016 年から導入した特別編

集幹事制度を拡大し継続する。編集委員のリソースを質の高い査読プロセスに集中するとともに、

論文フォーマットを改訂し参考文献数を増加させ、国際的な評価とインパクトファクタ(IF)の向上

を目指す。 
英文誌は特集号作戦を維持しながら、ELEX で獲得した世界の研究者からの投稿を促進する。ま

た編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の海外比率を高め、各種国際会議との連携を強

める。さらに IF 向上施策の一環として、掲載論文の早期公開を 2019 年から開始したが，継続し

て取り組む。 
和文誌は、掲載料免除の招待論文枠を用い、最新技術の解説やチュートリアルの役目を果たす総

説を目的とした論文を増加することで、教育および知識を普及させる論文誌としての価値を高め

る。 
論文投稿数に関しては、研究会や大会との連携を強化し、メーリングリストを活用することで、

発表者に投稿勧誘のメールを送付する、あるいは注目を集める技術や学生向けの特集号を企画す

るなどの施策を継続する。 
（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、新規研専の設立や時限研専の継続の審議、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推進する。エレソ改革の一

環として、2016 年度より研究会を関連する技術領域に大別し、3 つの領域委員会に再編成すると

ともに、横断的な議論のための連携会議の運用を開始した。これにより、各研専の企画立案をより

活性化すると共に、迅速な意思決定を図る。その一貫として、学会全体の研究会改革にも対応して

新たな運営方法の検討を開始しており、また、技術研究報告の電子化を推し進めている。技術研究

報告の電子化については、2018 年度は全ての研究専門委員会で技報の電子化を完了し、新技報ア

ーカイブサービスを技報年間予約者向けにトライアル提供している。2020 年度には新技報アーカ

イブサービスを正式に開始し、技報年間予約のために残している印刷を全廃する。会員にとって魅

力ある研究会を目指し、3 つの領域を跨る研究会の実施や他のソサエティとの共同開催を進める。    

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
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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推進する。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注

力する。また、国際セクションとの共催などによりエレソ活動のグローバルな認知を拡大するとと

もに、国際的な会員増強施策などを検討する。 
 

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、情報処理技術とコンピュータ・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、会員に研究発表と交流の場を提供することであり、ひいては重要な社会基盤であ

る情報技術分野の持続的な発展と情報社会での様々な問題解決に貢献することにある。ISS が同研

究分野の日本での中心的活動母体であり続けるために、2020 年度は、論文誌、研究会、総合大会・

FIT、ソサイエティ誌等の強化に重点を置いて活動を展開する。 
（1）論文誌 

論文は研究の最終成果であるので、できるだけ多くの研究者が参照できるよう努力を継続する。

2019 年度（4 月〜10 月末日）は、英文誌、和文誌とも、847 件 126 件の論文(レター含む)投稿が

あり、本年度中に 317 件と 86 件の論文が掲載される見込みである。 
・英文論文誌では、2017 年 1 月から他ソサイエティに先がけて、過去の発行論文を含め、J-STAGE
に搭載されている全論文のオープン公開を試行し、その結果をもとに 2020 年 1 月発行分から全論

文を J-STAGE においてオープンアクセス化した。なお他ソサイエティとの費用整合性を取るため

に、掲載料を１ページ当たり 1000 円値上げした。試行中のオープン化の効果に関して、アクセス

数は 2019 年 1 月から 6 月の半期データを前年・前々年の同期と比較すると、それぞれ 1.7 倍、2.4
倍となっている。一方、2019 年の投稿数は論文・レターを含めて、412 件と前年（420 件）と比

べてやや減であった。全面オープン化による投稿数増加への波及効果については今後に期待した

い。このオープン公開の効果については、学会全体で情報共有している。また､論文査読の質向上

と海外会員の増加を目的として､海外研究機関に所属する編集委員の大幅な増強を進めている。さ

らに、英文論文誌では、2017 年度より、論文誌の価値を高めるために、和文論文誌で論文賞を受

賞した優秀な論文を招待論文として特集している。 
・和文論文誌では、査読の質向上および査読委員データベースの充実を目指し、編集委員による査

読委員評価を継続すると同時に、編集委員の質の向上を目指し、新任編集委員の初期担当論文全て

を委員会審議案件とする試みを継続する。また、様々な方が投稿しやすい論文誌とするため、研究

専門委員会との連携をさらに進め、特集号の充実を引き続き実施するとともに、読者の興味を惹く

よう「解説論文の招待」を推進する。 
（2）研究会 

2018 年度に実施した技報の完全電子化と研究会の参加費有料化に代表されるように、研究会活

動は近年転機を迎えていると言える。そこで 2020 年度においては、研究会活動の望ましいあり方

を改めて吟味しながら、その意義や価値の最大化と効率的運営との両立を図っていく。具体的には

以下のような施策を進める。 
・活性化の支援：活性化用予算の活用等により、研究会のニーズや問題意識に即した特別企画等の

イベントや国際的活動の支援を強化する。なお国際的活動の支援にあたっては、学会内の関係組織

等への働きかけなどを通じ、学会内での支援の仕組みの確立を目指していく。 
・大会等との連携：ISS 分野における技術の急速な発展と広がりにより、より広い分野で活躍する

研究者どうしの交流や情報交換が重要となっている。このため、多くの研究者が集まる総合大会や

FIT と研究会との連携を含め、複数の研究会や学会にまたがる共催・連催や、イベントとの併催を

更に促進する。また、専門分野間の重なりや距離感も変化しているので、中長期的な研究会の体制

を作るため研究会相互の連携のありかたについて検討する。 
・企業連携：ISS 分野においては、基盤的学問の追究と産業応用との連携が従来にも増して重要に

なっており、2018 年度に、研究会連絡会で策定したガイドラインに沿う形での、第一種研究会に

おける企業等からの資金受入の試行を開始した。本試行の経過を引き続き検証しつつ、学会と企業

等との相互のメリットを明確にしながら、施策の拡大を図っていく。 
・技報コンテンツの扱いや研究会システムの更改については、研究会連絡会等の場を通して、学会
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全体での計画に足並みを揃えつつ必要な提言を行っていく。 
（3）総合大会・FIT 

総合大会、FIT は、幅広い情報分野の研究者間の意見交換や学生の研究発表の場として有効に活

用すべきイベントである。 
・総合大会の ISS 企画であった学生ポスターセッションは、毎年 200 件強の発表があり盛況であ

る。2019 年 3 月に開始した「ウェルカムパーティ」との連携に加え、2020 年には更なる選奨の充

実等により、学生の発表の奨励と学会への積極的参加を促していく。 
・FIT については、2019 年度に引き続き、参加者（発表者を含む）にとっての集会の価値を高め

る試みを継続し、企画等の内容の充実と広報活動に努め、更なる参加者数の増大と満足度の向上を

図る。 
・これらのイベントに共通する取り組みとして、発表者と参加者との間での交流や情報交換の促進

のため、一般発表においてポスターによるプレゼンテーションを取り入れる方向で検討を進める。 
（4）ソサイエティ誌の活性化 

ソサイエティ誌は、ISS の広報の役割を担ってきた。2020 年度は、研究会、国際会議、コンテ

スト等のソサイエティ活動の活性化に向けて、運営・参加者側の視点からの情報発信を行う企画を

引き続き掲載する。さらに、学会誌では取り扱えないような、研究会の運営側（幹事団）や発表者・

参加者など、対象を限定することで初めて企画できる、より深く・より役に立つ情報を発信する記

事の発行を行う予定である。加えて、本年は通巻 100 号発行年度であるので、通巻 100 号に合わ

せた特別企画の検討を進める。 
（5）運営について 

運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（会長、次期会長、各副会長、庶務幹事、

和文論文誌・英文論文誌・ソサイエティ誌の各編集委員長）、研究専門委員会委員長を加えた拡大

運営委員会を開催している。2020 年度もこれらの運営のための会合を継続することにより、ここ

で各活動に対する議論を行う。電子会議も積極的に活用し、委員が議論に参加しやすい体制を継続

する。 
 

１．５ NOLTA ソサイエティ 

 
NOLTA ソサイエティは、非線形系や複雑系の基礎理論とそれらの応用、さらには実在する非線

形システム・複雑システムの解析、制御に至るまで、本会の全ソサイエティに関連する広範な分野

の研究活動を支援するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、この役割を常に深く

意識し、新しいソサイエティとしてのユニークな活動を進めている。2020 年度は下記に重点を置

いて活動を展開する。 
（1）NOLTA ソサイティの国内外からの認知度の向上 

NOLTA ソサイエティは、2014 年 10 月にソサイエティ化した。これまでの活動により、対外的

に独立した組織として認知されるようになった。そこで、ソサイティとしての活動を一層進展させ

る 2019 年度は、国内外からの認知度の更なる向上に努める。そのためにまず、ソサイティのホー

ムページ(HP)をさらに充実させる。NOLTA ソサイエティの HP は 2015 年にすでに公開している

が、世界的にもユニークな非線形分野の研究ソサイティであることから、特に国外における認知度

のさらなる向上を図る必要がある。そのため、英語のみで記述した HP を国際的に通用する媒体と

し、NOLTA ソサイティが主催する会議、論文誌などの種々の情報を国外へと発信することで、

NOLTA ソサイエティと国内外の研究者を結ぶゲートウェイとする。これに加え、以下に述べる

NOLTA 誌の更なる充実や、NOLTA シンポジウムや NOLTA 独自のソサイエティ大会の開催、研

専研究会の国外での開催などを通じて、NOLTA ソサイエティの存在を対外的にアピールし、非線

形分野での国内外における地位を確立する。 
（2）Nonlinear Theory and Its Applications、 IEICE (NOLTA 誌)の充実 

本ソサイエティの基幹論文誌である NOLTA 誌は、2010 年 10 月にオープンアクセスの季刊誌

として刊行され、これまでに世界中から多くの優秀な論文が掲載されている。特に、刊行から現在

に至るまで編集委員の半数以上が外国人である利点を最大限に活用して、紙面の充実とサーキュ

レーションの向上をはかっている。その結果 2016 年度には、Emerging SCI (ESCI)を取得するに

至った。今後も、NOLTA、 IEICE の参照をさらに上げるべく努力をし、1、2 年後に予定される
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コア SCI 昇格への足固めを進め、NOLTA ソサイエティが擁する広範な学問分野における世界的

なジャーナルとなることを目指す。特に 2020 年度は： 
・インパクトファクター取得のため、活性化資金を利用してコンサルタントの活用を検討する。 
・Associate Editor の構成を含めた査読体制の見直しを行う。特に査読期間の厳守を促す。 
・海外からの投稿を増やすために以下の方策を検討する。 
〇NOLTA シンポジウムの General co-chair には下記招待論文を 1 編書いてもらうように働き

かける。 
〇NOLTA シンポジウムで Student Paper Award を受賞した外国人に対して特集号への論文

投稿を呼びかける。 
この際インセンティブとして、掲載料の免除を行うことを伝える。この掲載料免除は活性化資金

を利用の申請を行う。 
・10 月号から Review 論文（招待論文）として，毎号 2 編を目標に著者の選定・依頼を行ってい

く。 
（3）国外への積極的な展開と国外会員の獲得 

1990 年からの開催実績を誇る国際シンポジウムである NOLTA シンポジウム（非線形理論とそ

の応用国際シンポジウム、International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications）
では、これまで、若手、特に学生が国際的に活躍できるようになるための育成に注力してきた。そ

の結果、数多くの若手研究者が世界に進出するためのきっかけとなり、現在では、若手研究者が自

立して、NOLTA シンポジウムの企画・運営を舵取りするまでに成長した。さらに、NOLTA シン

ポジウムを通じて、外国の研究者との深い友好・協力関係を確立することにも成功し、NOLTA ソ

サエティの国際化への道を切り開いてきた。これらの実績を基に、NOLTA ソサイティの運営を担

うさらに次の世代の若手研究者を育成すると共に、国外で NOLTA ソサイエティの存在をアピー

ルする。例えば，2019 年度の NOLTA シンポジウムではマレーシアの Malaysia-Japan 
International Institute of Technology - Universiti Teknologi Malaysia 等の協力を受けて深い国

際的交流が行われた。2020 年度の NOLTA シンポジウムでも同様のアプローチを続けて更なる国

際的な交流を促進する。また，2016 年度の NOLTA ソサイエティ大会において、韓国マルチメデ

ィア学会との MOU を締結するに至っている。2020 年度も韓国マルチメディア学会との交流を促

進させ、日韓合同ワークショップ（KJCCS/JKCCS）を開催する。また、韓国マルチメディア学会

の発行する論文誌において特集号の編集協力を行う。これらの活動を通じ、韓国マルチメディア学

会の CCS 関連メンバーと NOLTA ソサイエティ CCS 研究専門委員会委員が学術交流をさらに深

め、より強固なネットワークを形成する。これを基盤に、中国、台湾、香港、シンガポールなどの

アジアへのネットワーク展開を図る。 
（4）NOLTA シンポジウム論文の IEICE ディジタルライブラリへの登載 

2017 年度までの NOLTA シンポジウムの論文集データ（プロシーディングズ）は IEICE 
Proceedings Archive、IEICE Proceedings Series、および NOLTA ソサイエティの web ページで

既に公開している。2020 年度では、NOLTA2018 以降のコンテンツも IEICE ディジタルライブラ

リへオープンアクセスとしての登載を行い、更なるオープンアクセス化を推進する。 
（5）NOLTA ソサイエティ大会の活性化 

NOLTA ソサイティには、NLP と CCS の 2 つの研究専門委員会が所属する。この体制を基礎と

し、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。2016 年

度では、一般講演をポスターセッション形式で開催し、参加者間の研究交流の活性化を図り、奨励

賞を制定した。2017 年度では、NLP、CCS の奨励賞受賞者の特別講演を企画し、若手研究者の活

性化を促した。2019 年度は新たにフェロー記念講演を実施した。その結果、順調に参加者は増え

ており 2019 年度は過去最高の参加者となった。2020 年度はソサイエティに所属していない研究

者の参加を積極的に促すとともに、NLS と CCS の間での研究者間の一層の促進を図る。 
（6）その他 

NOLTA ソサイエティは、基礎・境界(ESS)ソサイエティと協調して共同運営を行うが、この共

同運営に必要な環境の整備を実施する。例えば、会員数の把握、財務整理、規程の整備等を ESS
と協力して実施し、共同運営の運用を昨年度に引き続いて改善すると共に、学会組織の理想的な運

用形態を追求する。 
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１．６ ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG） 

 

ヒューマンコミュニケーショングループ（以下，HCG と略す）では，人間中心のヒューマン･コ

ミュニケーション工学に関する学際的研究を推進している．引き続き，横断的分野の研究者が集い

発表・議論する場を提供すると共に，人材育成や他学会との交流に資する活動に取り組んでいく．  
（1）HCG シンポジウム 

HCG 全体の連携した活動として，HCG シンポジウム 2020 を 12 月の高松で開催する．これ

までに引き続き，学際領域研究における人材育成のためのチュートリアル講演とホットトピック

を扱う招待講演は 200 名近い参加者全員で聴講できるようにする．また，ポスター・デモ形式の

インタラクティブセッションを重視し，3 並列で開催するオーラルセッションの発表も原則とし

て，ポスター展示でさらに議論を深められるように導く．さらに，各研専などからの提案に基づ

く特別セッションや特集テーマセッションを実施する予定である．例年，優秀な発表に対して 15
件程度の表彰を行っており，2020 年度も継続する．2019 年度は高校生の無料参加などを試行し

ており，この継続についても検討する． 
（2）研究会 

HCS（ヒューマンコミュニケーション基礎研究専門委員会），HIP（ヒューマン情報処理研究

専門委員会），MVE（メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究専門委員会），WIT
（福祉情報工学研究専門委員会）の 4 者が第 1 種研究会をそれぞれ開催する．技術報告の電子化

および参加費制度への準備を進めてきており，円滑に移行できるよう尽力する．特に，他学会と

の交流が盛んである反面，電子情報通信学会にとっては非会員の参加者が多いという立場から，

適切な運営方法を検証していきたい．第 1 種研究会での発表に対して，HC 賞選奨規程に基づき,
ヒューマンコミュニケーション（HC）賞を年間 5-6 件授与してきており，これを継続する． 

2020 年度は，第 2 種研究会を開催する特別研究専門委員会が 5 つ，第 3 種研究会を開催する

第 3 種研究会運営委員会の 2 つがそれぞれ稼働している予定である．2017 年度から AC（魅力工

学特別研究専門委員会），2019 年度から CC（コミック工学特別研究専門委員会）が新設されて

おり，引き続き，新たな挑戦を育む土壌としての価値を高めていきたい． 
（3）論文誌 

これまで，和文論文誌 D と和文論文誌 A においてヒューマンコミュニケーション特集号を企

画してきた．特集号の企画を継続的に行うために，HCG 編集委員会が 2017 年に新設され，2019
年度は 2020 年 3 月発行予定の和文論文誌 D での特集を実現させた．2020 年度は和文論文誌 A
での特集を計画中である． 

（4）その他 
大会関係では，FIT や総合大会での企画も検討する．年 3 回発行しているニューズレターについ

ても，メールでの送付を継続する．  
 

２．ソサイエティ大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

２．１ 2020 年ソサイエティ大会 
基礎・境界、NOLTA、通信、エレクトロニクスのソサイエティが合同で開催する。 

期 日 2020 年 9 月 15 日（火）～18 日（金） 
場 所 徳島大学（徳島市） 
講演件数は約 2,000 件が見込まれる。 
 

２．２ 情報科学技術フォーラム（FIT）2020 
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と 
情報処理学会が共催で開催する。 

期 日 2020 年 9 月 1 日（火）～3 日（木） 
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場 所 北海道大学 （札幌市） 
講演件数は約 500 件が見込まれる。 

３．国際会議に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

各ソサイエティは、以下に記す主催・共催の国際会議を開催する。 
 
・The 10th International Workshop on Image Media Quality and its Applications(IQA2020) 

   2020 年 3 月 12 日（木）～3 月 13 日（金）、台湾、台北市(ESS: 主催) 
・The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and 

 Communications (ITC-CSCC 2020) 
2020 年 7 月 3 日(金)～7 月 6 日(月)，日本, 名古屋 (ESS: 共催) 

・The 2020 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2020) 
    2020 年 8 月 26 日(水)〜28 日(金)，韓国、ソウル (ESS: 主催) 
・The 15th International Workshop on Security (IWSEC 2020) 
    2020 年 9 月 2 日(水)〜4 日(金)，福井 (ESS: 共催) 
・2020 International Symposium on Information Theory and its Application（ISITA2020） 

2020 年 10 月 24 日(土)～10 月 27 日(火)、米国、ハワイ(ESS: 主催) 
・2020 年アンテナ伝搬国際シンポジウム (ISAP2020) 
  2020 年 10 月 26 日(月)〜10 月 30 日(金)，大阪市 (CS: 主催) 
・2020 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA2020) 

      2020 年 11 月 16(月)〜11 月 19 日(木)、沖縄 (ESS・NLS: 主催) 
 

 

４．出版に関する事項 

４．１ 論文誌（定款 第 4 条 イ号） 
和・英論文誌とも各ソサイエティにおいて編集を行い、電子版での公開を行う。 
2020 年度の年間ページ数を表に示す。 

・和文論文誌 

総ページ数 2,799 ページ（論文 247 件、レター59 件） 
・英文論文誌 

総ページ数 7,479 ページ（Paper 668 件、Letter 242 件） 
 

以下、ソサイエティごとの 2020 年度の予定と内訳を表で示す。 
・基礎・境界ソサイエティ 

和文論文誌 413 ページ 
英文論文誌 2,277 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 194 ページ 965 ページ 
特集・小特集 219 ページ：3 回 1,312 ページ：10 回 

・通信ソサイエティ 
和文論文誌 637 ページ 
英文論文誌 1,541 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 240 ページ 1,028 ページ 
特集・小特集 397 ページ：3 回 513 ページ：7 回 
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・エレクトロニクスソサイエティ 
和文論文誌 501 ページ 
英文論文誌 1,069 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 344 ページ 218 ページ 
特集・小特集 157 ページ：3 回 851 ページ：9 回 

・情報・システムソサイエティ 
和文論文誌 1,248 ページ 
英文論文誌 2,592 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 570 ページ 1,530 ページ 
特集・小特集 678 ページ：6 回 1,062 ページ：13 回 

 
４．２ 電子ジャーナル（定款 第 4 条 イ号） 

NOLTA ソサイエティでは、英文論文誌「Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (略
称 NOLTA)」を年 4 回発行する。 

通信ソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Communications Express（略称 
ComEX）」を年 12 回発行する。 
エレクトロニクスソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Electronics Express」(略

称 ELEX)を年 24 回発行する。 
 

・NOLTA ソサイエティ 
Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 
総ページ数 589 ページ 
論文件数 45 件 

・通信ソサイエティ 
IEICE Communications Express 
総ページ数 750 ページ 
論文件数 125 件 

・エレクトロニクスソサイエティ 
IEICE Electronics Express 
総ページ数 1,206 ページ 
論文件数 236 件 

 
４．３ ニューズレター、ソサイエティ誌（定款 第 4 条 イ号） 

ソサイエティごとに発行し、Web 配信または会誌に同封等して送付する。 
・基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティでは、Fundamentals Review （ファンダム・

レビュー）を年 4 回発行する。また、基礎・境界ソサイエティでは海外会員向けに ESS-ENCE 
(ESS Electronic News Center Express)を毎月発行する。 

・通信ソサイエティでは、「通信ソサイエティマガジン」と、「Global News Letter」の発行を継

続することとし、年 4 回を予定する。 
・エレクトロニクスソサイエティでは、Web 配信にて年 4 回を予定する。 
・情報・システムソサイエティはニューズレター(4 回／年)及び特別号(1 回／年)を発行し、会誌

に同封して送付する。 
・ヒューマンコミュニケーショングループでは、ニューズレター（3 回／年）をメールにて送付

する。 
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５．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

各賞とも規程に沿って選定する。 
・基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 

特別功労賞                   数名 
功労賞                     数名 
貢献賞                        数十名 
編集活動貢献賞                 数名 
編集活動感謝状                 数十名 
Fundamentals Review ベストオーサー賞     1 件 
NOLTA 論文賞                 1 編 

・通信ソサイエティ 
通信ソサイエティ論文賞             11 編 
通信ソサイエティマガジン賞          1 編 
通信ソサイエティ功労顕彰状           数件 
通信ソサイエティ活動功労賞           数十件 

・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賞         3 件 
エレクトロニクスレター論文賞          1 編 
ELEX Best Paper Award            3 編以内 
エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞    12 件 
エレクトロニクスソサイエティ招待論文賞    1 編 
エレクトロニクスソサイエティ会長特別表彰   数名 
エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰   数十名 
エレクトロニクスソサイエティ優秀学生修了表彰 10 名 

・情報・システムソサイエティ 
情報・システムソサイエティ活動功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ査読功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ論文賞        1 編 
優秀ポスター賞      ポスター発表件数の 7％程度の受賞者 
学生ポスターセッション特別賞   該当テーマ発表件数の 7％以下（最大 6 名） 
編集活動感謝状                数十名 

・情報科学技術フォーラム（FIT）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（情報処理学会と共催） 
船井業績賞                  1 名 
船井ベストペーパー賞             3 編 
FIT 論文賞                  7 編程度 
FIT ヤングリサーチャー賞    発表件数の 1.5％以内の受賞者 
FIT 奨励賞                  70 名前後 

・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 
最優秀インタラクティブ発表賞         2 件 
優秀インタラクティブ発表賞          4 件 
学生優秀インタラクティブ発表賞        4 件 
オーガナイズドセッション優秀賞        3 件 
優秀論文発表賞                数件 
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６．研究会等に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号） 

第一種、第二種、第三種の各研究会は自由度の高い活動が定着しており、2020 年度も更に活

発に講演会等を行う。第一種研究会は、下記の表に示す 83 の研究専門委員会が担当する研究分

野の基礎及び新分野の開拓を推進する。 
ソサイエティ・グループ 研究専門委員会数 

基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 21 
通信ソサイエティ 20 
エレクトロニクスソサイエティ 15 
情報・システムソサイエティ 23 
ヒューマンコミュニケーショングループ 4 

計 83 
 

第一種研究会の 2020 年度の活動予定を下記の表に示す。 

ソサイエティ・グループ 2020 年度 
開催数 発表件数 

基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 107 2,255 
通信ソサイエティ 139 3,048 
エレクトロニクスソサイエティ 87 1,472 
情報・システムソサイエティ 117 2,304 
ヒューマンコミュニケーショングループ 21  520 

計 471 9,599 
 
第二種・第三種研究会、学術研究集会等は、必要に応じて自由に活動する。 

 

７．ソサイエティとグループ会員に関する事項（定款 第 3 章） 

各ソサイエティとも魅力ある企画で会員増強に努めることとする。 
2019 年度末の各ソサイエティ・グループに登録している会員数の予測と 2020 年度末の会員数

の予測値を表に示す。2019、2020 年度末の会員数については、次年度のソサイエティ追加・変

更希望を加味し算出した。 
 ESS NLS CS ES ISS HCG 計 

2019 年度末登録数 4,426 224 8,525 4,686 8,579 798 27,238 

2020 年度末登録数（推定値） 4,300 220 8,100 4,300 8,100 795 25,815 
※ ESS：基礎・境界ソサイエティ、NLS：NOLTA 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、 
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 
 

各支部において、講演会、講習会、見学会、大会等を支部事情に合わせて次のとおり開催する。 
 

１．北海道支部 
北海道支部では、以下方針に基づき、事業を実施する。 
◇毎年実施していて効果的な事業◇北海道支部ならではの施策 
◇“若者の理科離れ”を防ぐための施策 
◇北海道の特性を生かした個性豊かな地域社会づくりに貢献する ICT 利活用促進施策を共催 

1-1 事業 
1-1-1 一般事業(定款 第 4 条 ロ号) 

ア．講演会：本支部主催のもの 10 回を予定する。 
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 回開催する。 
ウ．専門講習会：専門分野に関する講演を行う。 

1-1-2 教育事業(定款 第 4 条 ヘ号) 
道内各地の大学等が企画する小中高生向けイベントを共同主催する。 

  北海道支部が協賛のみしていた小中学生イベントの共同主催を提案し、企画に参画する。 
1-1-3 学生会事業(定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号) 

ア．講演会：本支部学生会の主催するもの 5 回を予定する。 
イ．見学会：本支部学生会の主催するもの 2 回を予定する。 
ウ．インターネットシンポジウム：インターネット上で論文発表を行う(1 回を予定)。 
エ．北海道大学よりブランチ継続の申請があったので、これを認め講演会等の企画を行っ

てもらう。 
  室蘭工業大学よりブランチ継続の申請があったので、これを認め講演会等の企画を行

ってもらう。 
1-2 選奨(定款 第 4 条 ホ号) 

ア．支部内の優秀な学生を推薦してもらい、学生奨励賞等を授与する(13 名程度)。 
イ．インターネットシンポジウムで発表した学生の中から優秀なものに対してインターネット

シンポジウム優秀発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 
ウ．電気・情報関係学会北海道支部連合大会で発表した主催学会学生員の中から優秀なもの 10

名程度に対して優秀論文発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 
 
２．東北支部 
東北支部では、次の通り事業実施を予定する。 

2-1 事業 
2-1-1 一般事業 
ア．講演会、講習会および見学会等を実施する。 
イ．小中高生等を対象とした学問や技術の奨励および普及のための活動を行う。 
ウ．他の電気関係学会と合同で支部大会を実施する。 
エ．その他、支部事業の活性化に必要な活動を行う。 

2-1-2 学生主体の事業 
ア．東北大学に学生ブランチを設置し、活動を行う。 
イ．東北地域内外における学生の相互交流のための活動を行う。 

2-2 選奨 
ア．電気関係学会東北支部連合大会において優秀な一般講演論文を発表した学生に対し「学生
優秀論文賞」を授与する。 

イ．東北地区若手研究者研究発表会において優秀な講演発表を行った学生に対し「学生優秀発
表賞」を授与する。 

ウ．学生ブランチ活動において、自主的かつ積極的な運営によって電子工学及び情報通信の発
展に貢献した学生に対し「学生ブランチ活動奨励賞」を授与する。 

エ．東北支部が所管する大学及び高専等に所属し、電子工学及び情報通信の将来を担いうる優
秀な学生に対し「優秀学生賞」を授与する。 

オ．支部事業に貢献した個人または団体に対して感謝状を贈呈する。 
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３．東京支部 
目的・対象者を明確にし、研究会等ではカバーしにくい内容を積極的に企画し、支部らしさを

前面に出した講演会、シンポジウム、見学会、地域イベント、教育イベント等を実施する。周辺

4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）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、東京

支部ならではの新たな活動についての検討を進める。 
3-１ 事業 

3-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 3 回を予定する。 
イ．シンポジウム：本支部主催のもの 5 回を予定する。 
ウ．見学会：本支部主催のもの 4 回を予定する。 
エ．地域イベント：周辺 4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）のいずれかで 2 回を予定する。 
オ．その他の活動（共催を含む）：新たな会員サービスを企画・実施する。 

3-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生、教員向けイベントの企画・実施、並びに子供の科学教室の講師派遣などに適宜対

応し、事業として 2 回を予定する。 
また、東京支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催の教育イベントを公募・ 
実施する（6 件）。 

3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 1～2 回を予定する。 
ウ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
エ．学生会報：本支部の主催するもの 1 回を発行する。 
オ．SCI グループ：ホームページ管理、講演会・見学会等の広報を予定する。 
カ．学生ブランチ：慶大、都立産技高専、千葉大、日本女子大、津田塾大、電通大、日大の

計 7 校に学生ブランチを継続設置し、講演会等の事業を実施する。 
3-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

ア．東京支部学生奨励賞：東京支部学生会研究発表会において講演発表した者のうち、優秀

な発表者を表彰する。 
イ．東京支部学生功労賞：学生員の活動活性化に多大な貢献をなした功労者を表彰する。 

 
４．信越支部 
信越地区の会員への貢献、地域に対する社会的責務としての活動の点で、支部らしさを前面に

出した専門講習会、講演会等を企画、実施、支援する。長野県、新潟県内における学会活動の活

性化や学生会活動の更なる強化を促進するとともに、信越支部ならではの新たな活動についての

検討を進める。 

4-1 事業 

4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 10 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．信越支部大会：2020 年 9 月 27 日、信州大学にて開催予定。 
エ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・検討する。 

4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．新潟大学、信州大学の学生ブランチを継続し、交流会の開催等の活動を行う。 
イ．学生ブランチの新規設置の検討を進める。 

4-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．信越支部大会の発表論文の中から優秀論文を選定（講演件数の 10%以下）し、学生奨励賞

を授与する。 
イ．信越支部内の大学及び高等専門学校の中から学生が数多く発表し、学会の魅力向上や活性

化に努めている研究室を選定し、ベストプラクティス賞を授与する。 
 
 
 



25 

５．東海支部 
東海支部では、下記の通り事業を実施予定である。 

5-1 事業 
5-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 2 回（最大 4 回）を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．小中高校生向け理科教育講座：本支部共同主催のもの 1 回を予定する。 

5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 6 回（最大 6 回）を予定する。 
イ．研究発表会：本支部共同主催のもの 6 回を予定する。 
ウ．卒業研究発表会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．学生研究奨励賞：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
オ．学生ブランチ：3 大学の運営を予定する。設置大学は、名古屋大学、三重大学、 

名古屋工業大学の予定である。 
    カ．学業成績優秀賞：本支部主催のもの 1 回を予定する。 

5-1-3 その他（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会：本支部共同主催のもの 1 回を予定する。 

5-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．卒業研究発表会において、優秀者を選定し、表彰する（発表件数の 10％以下）。 
イ．学生研究奨励賞において、学生の業績を総合的に判断し、優秀な業績を上げたものに 対

し、学位別で選定を行い、表彰する（選考対象者の 10％以下）。 
ウ．優秀な成績で卒業する高専、大学の学部生を選定（学校組織につき 1 名）し、学業成績優

秀賞の表彰をする。 
 
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て、講演会などを実施する。

更に、学生活動の活性化を促進するために、講演会および学生優秀論文発表賞、優秀学生賞の表

彰を実施する。 
6-1 事業 

6-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のものを 5 回予定する。 
イ．電気・情報関係学会北陸支部連合大会：1 回を予定する。 
ウ．見学会：本支部主催のものを 1 回予定する。 
エ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・検討する。 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号，ホ号，ヘ号） 
ア．講演会：本支部主催のものを 5 回予定する。 
イ．研究発表会：1 回を予定する。 

6-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号，ヘ号） 
ア．電気・情報関係学会北陸支部連合大会の発表者の中から優秀発表を選定し、学生優秀論文

発表賞の表彰を行う。 
イ．北陸地区の大学・高専の学生の中から優秀学生を選定し、優秀学生賞を授与する。 
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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

サービス及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する。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
マを検討していく。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る。 
7-1 事業 

7-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．講習会：本支部主催のもの 5 回（うち 3 回は少人数制、うち 2 回は社会人が参加しやす

 い夕方開催）を予定する。 
7-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．小中高生、教員向けイベントの企画・実施、ならびに子どもの科学教室、講師派遣など

に適宜対応し、事業として 1 回を予定する。 
イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催、協賛等の教育イベントを

企画・実施する（4 件）。 
7-1-3 連合大会 
電気関係の他学会関西支部との連合大会を１回共同主催する。 

7-1-4 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
イ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 

7-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
前項記載の学生会研究発表会における発表論文の中から優秀な論文を選定し、奨励賞の表彰を
する。また、前項記載の連合大会における発表論文の中から優秀な論文を選定し、奨励賞、論
文賞の表彰をする。選奨の選考基準は母数の 10%以下を目安とする。 

 
８．中国支部 
8-1 事業 

8-1-1 一般事業（定款 第4条 ロ号） 
(1)講演会：電気学会、映像情報メディア学会、照明学会、計測自動制御学会、情報処理学会、
電気設備学会、日本電気技術者協会等の中国支部及びその他の団体(以下、「関連団体」と
いう)と提携し、年25回程度開催する。その内5回程度は当学会主催で開催する。 

(2)見学会：関連団体と提携し、年1回程度開催する。 
(3)専門講習会：関連団体と提携し、年１回程度開催する。 
(4)シンポジウム：本学会活動に有意義なシンポジウムへ積極的に協賛する。 
(5)電気記念日行事：共催団体の一員として、2021年3月の記念行事に参加予定。 
(6)電気・情報関連学会中国支部連合大会：開催予定日 2020年10月24日(土) 
開催校 岡山県立大学  幹事学会 情報処理学会中国支部 

8-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
中国支部地域の大学等が企画する小中高生向けイベントを共同主催する。 

8-1-3 学生会事業（定款 第4条 ロ号，ホ号，ヘ号） 
(1)学生向け講演会及び見学会：学生員の増強のため、学生会顧問及び各学校等所属の役員と

連携し、講演会・見学会を年6回程度開催(主催)する。 
  (2)学生会自主活動の活性化： 

ア．学生会と支部との連携を図り、学生会自主活動への支援 
    ・フレッシュITあわ～どにおける学生会賞の継続実施 
     昨年度に新設した学生会賞を継続することにより、学生会からの応募を促すと共に会

員数の増加を目指す。 
    ・フレッシュITあわ～ど実行委員の反省会および引継ぎ会を実施  
     実行委員の引継ぎを確実にすることにより，活動の発展を目指す。 
   イ．学生員による支部・支部学生会ホームページの維持管理。 
8-2 選奨（定款 第4条 ホ号、ヘ号） 

(1)連合大会発表論文の中から優秀な論文を選定（講演件数の10％以下）し奨励賞の表彰をする。 
(2)高校、高専、短大の優秀卒業生表彰を関連学会と連携し実施する。 
(3)学生会活動の発展に貢献した学生に学生功労賞の表彰をする。 
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９．四国支部 
電子工学及び情報通信に関する学問・技術及び関連事業の振興、また、地域社会への貢献を目

指して、講演会・専門講習会・学生向け事業等を企画・実施する。 
9-1 事業 

9-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 12 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 2 回を予定する。 

9-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
四国支部地域内の学校、企業、NPO 等と連携し、小中高生向けの教育イベント等に協賛する。 

9-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 6 回を予定する。  
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．学生ブランチ：学生ブランチ設置校（愛媛大学、香川大学、徳島大学）において、講演

会の開催や交流会などの活動を行う。 
エ．その他の活動：学生員に向けた新たなサービスを企画・実施する。 

9-1-4 連合大会（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．令和 2 年度電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会(名称変更予定）：電気関係の他

学会四国支部と共同主催で１回開催する。 
9-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

電気学会、情報処理学会と連携し、「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」を、四国内の大学・高専における特に優秀な学生に授与する。 

 
１０．九州支部 

九州支部会員及び学生員の学会活動の促進を図るとともに、会員への貢献を進めつつ、本会活
動の周知と入会促進のため、シンポジウム、専門講習会、学生会講演会などの事業を実施する。
また、本支部の賛助会活動を促進し、産官学との連携及び支部活動の促進を図るべく、新たな事
業を検討していく。 
10-1 事業 

10-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催特別講演会 1 回、連合大会内企画セッション 1 回、主催・共催一般

講演会 10 回、協賛・後援講演会 10 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のものを 1 回予定する。 
ウ．国際フォーラム：IEEE と共催にて 1 回を予定する。 
エ．ワークショップ：アンテナ・伝播研究会と共催のものを 1 回予定する。 
オ．支部連合大会：本支部共催にて 9 月 26 日、27 日に九州産業大学にて 1 回予定する。 
カ．省庁との連携事業:九州総合通信局と連携し、連合大会にて企画セッションを開催する。 
キ．その他の活動：新たな支部活動を企画・実施する。 

10-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア． 小中高生向け事業：小中高生を対象にした本支部主催の科学教室を 4 回開催する。 

10-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア． 学生会講演会：本支部主催のものを 9 月 19 日に九州産業大学にて 1 回予定する。 
イ． 学生ブランチ：琉球大、大分大、宮崎大、福工大、佐賀大、長崎大、福大、熊本大、鹿 

児島大、崇城大、九工大 計 11 校 
ウ． 学生ブランチ交流会：本支部主催のものを 1 回予定する。 

10-2 選奨 
ア． 支部連合大会にて優秀論文発表を選定し、連合大会講演奨励賞の表彰をする（8 名以内）。 
イ． 支部連合大会にて協賛企業講演を行った賛助会会員発表者を貢献賞の表彰をする（賞状 

のみ）。 
ウ． 学生会講演会にて、優秀論文発表を選定（講演件数の 10%程度）し、学生会講演奨励賞

の表彰をする。 
エ． 優秀な成績で卒業する学部・学生を選定（学科につき 1 名）し、成績優秀賞の表彰をす 

る。 
オ． 優秀な成績で卒業する大学院、高専専攻科を選定（学科につき 1 名）し、学術奨励賞の

表彰をする。 
カ． 優秀な活動を行った学生ブランチ 1 校を選定（全 11 ブランチ）し、Student Blanch 

Award の表彰をする。 
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	・和文論文誌では、査読の質向上および査読委員データベースの充実を目指し、編集委員による査読委員評価を継続すると同時に、編集委員の質の向上を目指し、新任編集委員の初期担当論文全てを委員会審議案件とする試みを継続する。また、様々な方が投稿しやすい論文誌とするため、研究専門委員会との連携をさらに進め、特集号の充実を引き続き実施するとともに、読者の興味を惹くよう「解説論文の招待」を推進する。
	（2）研究会
	2018年度に実施した技報の完全電子化と研究会の参加費有料化に代表されるように、研究会活動は近年転機を迎えていると言える。そこで2020年度においては、研究会活動の望ましいあり方を改めて吟味しながら、その意義や価値の最大化と効率的運営との両立を図っていく。具体的には以下のような施策を進める。
	・活性化の支援：活性化用予算の活用等により、研究会のニーズや問題意識に即した特別企画等のイベントや国際的活動の支援を強化する。なお国際的活動の支援にあたっては、学会内の関係組織等への働きかけなどを通じ、学会内での支援の仕組みの確立を目指していく。
	・大会等との連携：ISS分野における技術の急速な発展と広がりにより、より広い分野で活躍する研究者どうしの交流や情報交換が重要となっている。このため、多くの研究者が集まる総合大会やFITと研究会との連携を含め、複数の研究会や学会にまたがる共催・連催や、イベントとの併催を更に促進する。また、専門分野間の重なりや距離感も変化しているので、中長期的な研究会の体制を作るため研究会相互の連携のありかたについて検討する。
	・企業連携：ISS分野においては、基盤的学問の追究と産業応用との連携が従来にも増して重要になっており、2018年度に、研究会連絡会で策定したガイドラインに沿う形での、第一種研究会における企業等からの資金受入の試行を開始した。本試行の経過を引き続き検証しつつ、学会と企業等との相互のメリットを明確にしながら、施策の拡大を図っていく。
	・技報コンテンツの扱いや研究会システムの更改については、研究会連絡会等の場を通して、学会全体での計画に足並みを揃えつつ必要な提言を行っていく。
	（3）総合大会・FIT
	総合大会、FITは、幅広い情報分野の研究者間の意見交換や学生の研究発表の場として有効に活用すべきイベントである。
	・総合大会のISS企画であった学生ポスターセッションは、毎年200件強の発表があり盛況である。2019年3月に開始した「ウェルカムパーティ」との連携に加え、2020年には更なる選奨の充実等により、学生の発表の奨励と学会への積極的参加を促していく。
	・FITについては、2019年度に引き続き、参加者（発表者を含む）にとっての集会の価値を高める試みを継続し、企画等の内容の充実と広報活動に努め、更なる参加者数の増大と満足度の向上を図る。
	・これらのイベントに共通する取り組みとして、発表者と参加者との間での交流や情報交換の促進のため、一般発表においてポスターによるプレゼンテーションを取り入れる方向で検討を進める。
	（4）ソサイエティ誌の活性化
	ソサイエティ誌は、ISSの広報の役割を担ってきた。2020年度は、研究会、国際会議、コンテスト等のソサイエティ活動の活性化に向けて、運営・参加者側の視点からの情報発信を行う企画を引き続き掲載する。さらに、学会誌では取り扱えないような、研究会の運営側（幹事団）や発表者・参加者など、対象を限定することで初めて企画できる、より深く・より役に立つ情報を発信する記事の発行を行う予定である。加えて、本年は通巻100号発行年度であるので、通巻100号に合わせた特別企画の検討を進める。
	（5）運営について
	運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（会長、次期会長、各副会長、庶務幹事、和文論文誌・英文論文誌・ソサイエティ誌の各編集委員長）、研究専門委員会委員長を加えた拡大運営委員会を開催している。2020年度もこれらの運営のための会合を継続することにより、ここで各活動に対する議論を行う。電子会議も積極的に活用し、委員が議論に参加しやすい体制を継続する。
	１．５　NOLTAソサイエティ
	NOLTAソサイエティは、非線形系や複雑系の基礎理論とそれらの応用、さらには実在する非線形システム・複雑システムの解析、制御に至るまで、本会の全ソサイエティに関連する広範な分野の研究活動を支援するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、この役割を常に深く意識し、新しいソサイエティとしてのユニークな活動を進めている。2020年度は下記に重点を置いて活動を展開する。
	（1）NOLTAソサイティの国内外からの認知度の向上
	NOLTAソサイエティは、2014年10月にソサイエティ化した。これまでの活動により、対外的に独立した組織として認知されるようになった。そこで、ソサイティとしての活動を一層進展させる2019年度は、国内外からの認知度の更なる向上に努める。そのためにまず、ソサイティのホームページ(HP)をさらに充実させる。NOLTAソサイエティのHPは2015年にすでに公開しているが、世界的にもユニークな非線形分野の研究ソサイティであることから、特に国外における認知度のさらなる向上を図る必要がある。そのため、英語の...
	（2）Nonlinear Theory and Its Applications、 IEICE (NOLTA誌)の充実
	本ソサイエティの基幹論文誌であるNOLTA誌は、2010年10月にオープンアクセスの季刊誌として刊行され、これまでに世界中から多くの優秀な論文が掲載されている。特に、刊行から現在に至るまで編集委員の半数以上が外国人である利点を最大限に活用して、紙面の充実とサーキュレーションの向上をはかっている。その結果2016年度には、Emerging SCI (ESCI)を取得するに至った。今後も、NOLTA、 IEICEの参照をさらに上げるべく努力をし、1、2年後に予定されるコアSCI昇格への足固めを進め、N...
	・インパクトファクター取得のため、活性化資金を利用してコンサルタントの活用を検討する。
	・Associate Editor の構成を含めた査読体制の見直しを行う。特に査読期間の厳守を促す。
	・海外からの投稿を増やすために以下の方策を検討する。
	〇NOLTAシンポジウムの General co-chair には下記招待論文を1編書いてもらうように働きかける。
	〇NOLTAシンポジウムで Student Paper Award を受賞した外国人に対して特集号への論文投稿を呼びかける。
	この際インセンティブとして、掲載料の免除を行うことを伝える。この掲載料免除は活性化資金を利用の申請を行う。
	・10月号からReview 論文（招待論文）として，毎号2編を目標に著者の選定・依頼を行っていく。
	（3）国外への積極的な展開と国外会員の獲得
	1990年からの開催実績を誇る国際シンポジウムであるNOLTAシンポジウム（非線形理論とその応用国際シンポジウム、International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications）では、これまで、若手、特に学生が国際的に活躍できるようになるための育成に注力してきた。その結果、数多くの若手研究者が世界に進出するためのきっかけとなり、現在では、若手研究者が自立して、NOLTAシンポジウムの企画・運営を舵取りするまでに成長した。さらに、NO...
	（4）NOLTAシンポジウム論文のIEICEディジタルライブラリへの登載
	2017年度までのNOLTAシンポジウムの論文集データ（プロシーディングズ）はIEICE Proceedings Archive、IEICE Proceedings Series、およびNOLTAソサイエティのwebページで既に公開している。2020年度では、NOLTA2018以降のコンテンツもIEICEディジタルライブラリへオープンアクセスとしての登載を行い、更なるオープンアクセス化を推進する。
	（5）NOLTAソサイエティ大会の活性化
	NOLTAソサイティには、NLPとCCSの2つの研究専門委員会が所属する。この体制を基礎とし、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。2016年度では、一般講演をポスターセッション形式で開催し、参加者間の研究交流の活性化を図り、奨励賞を制定した。2017年度では、NLP、CCSの奨励賞受賞者の特別講演を企画し、若手研究者の活性化を促した。2019年度は新たにフェロー記念講...
	（6）その他
	NOLTAソサイエティは、基礎・境界(ESS)ソサイエティと協調して共同運営を行うが、この共同運営に必要な環境の整備を実施する。例えば、会員数の把握、財務整理、規程の整備等をESSと協力して実施し、共同運営の運用を昨年度に引き続いて改善すると共に、学会組織の理想的な運用形態を追求する。
	１．６　ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）
	２．ソサイエティ大会に関する事項（定款　第4条　ロ号）
	３．国際会議に関する事項（定款　第4条　ロ号、ヘ号）
	・The 10th International Workshop on Image Media Quality and its Applications(IQA2020)
	2020年3月12日（木）～3月13日（金）、台湾、台北市(ESS: 主催)
	・The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
	Communications (ITC-CSCC 2020)
	2020年7月3日(金)～7月6日(月)，日本, 名古屋 (ESS: 共催)
	・The 2020 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2020)
	2020年8月26日(水)〜28日(金)，韓国、ソウル (ESS: 主催)
	・The 15th International Workshop on Security (IWSEC 2020)
	2020年9月2日(水)〜4日(金)，福井 (ESS: 共催)
	・2020年アンテナ伝搬国際シンポジウム (ISAP2020)
	2020年10月26日(月)〜10月30日(金)，大阪市 (CS: 主催)
	・2020 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA2020)
	2020年 11月16(月)〜11月19日(木)、沖縄 (ESS・NLS: 主催)
	４．出版に関する事項
	2020年度の年間ページ数を表に示す。
	・和文論文誌
	・英文論文誌
	４．２　電子ジャーナル（定款　第4条　イ号）
	NOLTAソサイエティでは、英文論文誌「Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (略称NOLTA)」を年4回発行する。
	エレクトロニクスソサイエティでは、研究速報英文論文誌「IEICE Electronics Express」(略称ELEX)を年24回発行する。
	・NOLTAソサイエティ
	Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE
	・通信ソサイエティ
	IEICE Communications Express
	・エレクトロニクスソサイエティ
	IEICE Electronics Express
	４．３　ニューズレター、ソサイエティ誌（定款　第4条　イ号）
	６．研究会等に関する事項（定款　第4条　ロ号、ハ号）
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