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2020 年度事業報告 
 

１．概況 

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）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 
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た。主な成

果を以下に示す。 
 

① 新型コロナへの対応 
 6月に「コロナ後」の新たな電子情報通信技術の発展に向けてというタイトルで会長声明を

発出した。また、会誌にウィズコロナ緊急連載の掲載を12月号より開始し、様々な領域のオピ

ニオンリーダーにご自身の考える将来像、情報通信技術が新しい生活様式にどう貢献すべきか

等を発信した。 

② 広汎な知の交流 
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した。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した。 

③ IEICE ICT Pioneer ウェビナーシリーズの開始 
本会がカバーするICT に関する技術分野において、10～20 年以上にわたり活躍された、専

門分野・領域の第一人者に、当該技術の現在、過去、未来を語っていただく、「IEICE ICT Pioneers 
Webinarシリーズ」を2020年6月よりスタートした。すでに8回実施し、毎回500名～1000名の

聴講申込みを頂き、大好評である。 

④ 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
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ため、本制度を2020年6月に創設した。Lineによりコラムや時季に関する情報の配信、総合大

会でポスターセッションの実施等を行った。 

③ プラチナクラブの充実 
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。今年度は10月に関西支部と連載で、コロナ禍のためオ

ンラインとなったが、講演会、交流会を実施した。 

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

11月に開催した。学会紹介、特別講演、多年表彰を実施し、本会の事業状況をご理解頂くこと

に努めた。また、維持員向けウェビナーを2021年2月より提供を開始した。 

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に掲載を開始し、海外会員向けサービスの拡充、海外セクショ

ンのHPの充実化を実施した。また、3月総合大会で計画していた「all sections meeting」が中

止となったため、9月にセクション代表者が集まりオンラインで情報交換を行った。 

⑥ 若手による若手のための学会革新WG 
年齢が30代の会員が少ないという問題に対し、5〜10年後も信学会の幹であり続ける分野、

あるいは将来の幹となる新分野で活躍中もしくは活躍が期待される若手～中堅が中心となっ

て若手の目線で学会を見直し、様々な知見を理事会に提言することを目的にWGを立ち上げた。

研専のあり方、出版物のあり方等について議論を進めた。 

（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、ウェビナー等の約53万件の文

献を保管し、共通検索サービスを2019年4月より提供している。今年度は、50000回を超える利

用があり、会員からも非常に好評を得ている。 

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。59の国際会議、

約12000件の論文を収納し、今年度は、約80000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、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。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継続した。今年度は、学会HPのトップページより主要論文の紹介、
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論文アクセス数上位の論文の周知、クラリベイト・アナリティクス社のメール配信サービスに

より各分野のグローバルなキーパーソンに主要論文情報を配信した。実績の評価は今後行う。

また、海外からの論文投稿数の減少が顕著であり、次年度より非会員からの投稿を認めること

とした。 

④ 技術研究報告の完全電子化サービス 
2018年度よりソサイエティ単位で順次技術研究報告の完全電子化を進めてきたが、2020年度

より計画通り全ソサイエティで完全電子化に移行した。 

⑤ オンデマンドウェビナーアーカイブの公開 
IEICE ICT Pioneerウェビナーシリーズ、会長就任挨拶、研究会の招待講演等の様々なビデ

オコンテンツをアーカイブ化して提供するオンデマンドウェビナーアーカイブのトライアル

サービスを開始した。 

（３）支部事業の活性化に向けた本部支部連携強化施策 
昨年来、本部と支部の議論の活性化を通し、支部を通した会員増強、会員へのサービスの充

実化を進めている。これを一層進めるため、今年度より理事会に全支部長がオブザーバーとし

て参加し、議論の活性化を図った。また、昨年に引き続き、理事会を支部での実施し、本部と

支部の意思疎通をより蜜なものにする予定であったが、コロナ禍のため実施できなかった。支

部会議の新しい施策として、地方に拠点があり、特定の技術で世界レベルである企業や大学の

アクティビティ、技術情報を支部から発信する機会として支部CoEシンポジウムを開催するこ

とになり、第1回を四国支部主催で2021年1月に、「光をコアとしたセンターオブエクセレンス

（CoE）を目指して ―四国から世界へ―」と題して実施した。 

（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。府省関連では、ソサイエティ大会において省庁連携企画セッションの

実施、本会の役員と総務省国際戦略局との意見交換会を実施した。他学会関連では、日本機械

学会と、日本機械学会年次大会先端技術フォーラムにおいて共同でシンポジウムを実施、電気

学会については役員懇談会、総合大会での共同企画を共同主催での実施、学会誌に連携企画の

掲載を進めた。 

２．共通事業 

（１）各種会議 
2019 年 6 月 4 日の定時社員総会において、笹瀬会長、石田次期会長を代表理事とする 2020

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、今年度は、支部長が理事会に

オブザーバーとして参加した。 

（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、2020 年度は、合計 212,900 部（月
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平均 17,741 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 696 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 3
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，2021 年電子情報通信学会総合大会（3 月 9

日～12 日，東京工業大学大岡山キャンパス）の現地開催を中止とし、オンラインで開催した。

大会 3 日目にプレナリーセッションを開催し、セッション内で学術奨励賞授賞式・教育功労

賞授賞式・フェロー称号贈呈式を行った。参加者数 5,709 名、公募講演数 1,730 件であっ

た。 

（４）選奨 
第 82 回功績賞を 5 名に、第 58 回業績賞イ号を 3 件 7 名に、第 58 回業績賞ロ号を 3 件 9 名、

第 58 回業績賞ハ号を１件 2 名に贈呈することを決定した。 
第 77 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 3 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 7 回末松安晴賞を 2 名に贈呈することを決定した。 
第 83 回学術奨励賞を 45 名（基礎・境界ソサイエティ 6 名、通信ソサイエティ 26 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 8 名、情報・システムソサイエティ 5 名）に対し贈呈した。 
第 5 回教育優秀賞を 3 名に贈呈することを決定し、第 5 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 5 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 45 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、2020 年度末で 23,009

名となり、前年度末から 1,466 名の減少（うち個人会員数は、名誉員－1 名、正員－750 名、

学生員－815 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 年度は「電気・

電子系高度技術者育成プログラム」を開設し、32 名が受講した。JABEE の学部認定審査につ

いては、2020 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、コロナ禍の影響により開催はなかった。 
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（７）国際活動 
ヨーロッパセクションでは、例年通り、国際会議”ICTF2020”（10 -12 September 2020,オ

ンライン+ University of Niš, Serbia）を開催した。本会のホームページ（英語）より、２つ

の国際セクション（Taipei, Shanghai）の活動紹介ページにリンクをはった。国際委員会は、

Distinguished Lecturer リストを更新し、本会ホームページへ掲載を行った。9 月 2 日に国

際委員会と海外セクション代表者によるオンライン会議、3 月 15 日に会長・副会長・国際セ

クション代表者・国際委員会委員が出席し、オンラインで all sections meeting を開催した。 

（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。2021 年 3 月の総合大会では、Zoom の Webinar を使用して、

「スペシャルトークセッション」を実施し活発な意見交換を行った。ライブ Webinar として、

IEICE ICT Pioneers Series を 2020 年 6 月より開始した。Webinar コンテンツを、本会ホー

ムページから Web ブラウザで視聴可能とした。 

（９）規格調査会 
規格調査会活動として、委員会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 39 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 82 件であった。 

（１０）外部機関との連携等 

電気・情報関連学会連絡協議会活動を継続、電気学会とは意見交換を継続し、総合大会でセ

ッションを共催で行った。他機関・他団体等との連携については、関連学術団体等に対して

179 件の協賛・後援等を行った。総務省国際戦略局と本会役員による第 11 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 
2020 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、本ソサイエティは新型コロナウイルス感染拡大対策の

ため、すべての運営委員会をオンラインで実施した。同時に会議運営のスリム化・効率化

を図った。 
 

② 通信ソサイエティ（CS）では、2020 年度の活動全体においてニューノーマルに向けた大き

な変化の年となった。その中で大きなイベントとして、通信ソサイエティ主催の新たなフ

ラッグシップ国際会議 ICETC2020 を初めて開催した。新型コロナウィルス感染症の拡大

防止のためオンライン開催となったが、通信ソサイエティがカバーする全研究分野を対象
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とし、参加者 589 名の大成功を収めた。2021 年も開催の予定である。研究会活動では、オ

ンライン開催あるいはハイブリッド開催、聴講者を増やすための施策としての参加費無料

化など積極的に取り組んだ。また、分野横断的な研究会（MIKA と RISING）を第三種研

究会と位置づけて更なる活性化を推し進めた。大会活動では、ソサイエティ大会、総合大

会ともオンライン開催ではあったが、オンラインによる大会運営も安定化してきており、

得られた知見を今後に活かす方向に進んでいる。特に、2021 年の総合大会では通信ソサイ

エティ単独で Welcome Party をオンラインで開催し、参加者間および企業と学生間との交

流の時間を設けることができ、大盛況であった。出版活動では、これまでの投稿数増加に

向けた各種施策の効果が現れた結果として、和文論文誌と ComEX の年間投稿数の増加が

見られた。さらに、英文論文誌をはじめとする通信ソサイエティ論文誌の投稿数増加に向

けて、各種施策をスタートさせた。その 1 つとして、編集会議推薦発表を開始し、国際会

議 ICETC2020 でも編集会議推薦の招待講演が実施され、好評を博した。会員サービスと

しては、2021 年 1 月より、英文ニュースレターの紙の冊子を廃止して完全に Web コンテ

ンツへと移行した。さらには Home Page のリニューアルも行い、会員への発信力を大幅に

強化した。財務状況に関しては、黒字額が 2019 年度から減少したが、通信ソサイエティ主

催の ICETC が予算面の安定化にも寄与することが期待される。 

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・連携企画を実

施している。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．2020
年度は、主要な 3 つの事業（論文誌、研究会、大会・FIT）と国際化施策、およびソサエテ

ィ誌、選奨等の活動を展開した。 

⑤ NOLTA ソサイエティ（NLS）では、前年度から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、規程を英語化して

いるが、一部日本語での規定と英語での規定に齟齬があることが判明し、また規定間の不

整合も判明した。現在、不整合箇所の修正を進めており、2021 年度に改訂を行うべく作業

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

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

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

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

を行う場を提供している．長年の活動により，関連分野の発表の場として認識されており，

他分野の研究者にとっての電子情報通信学会の入り口的役割を果たしている．2020 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 2020 年 9 月 15 日(火)～18 日(金)の 4 日間、オンラインで開催した。参

加者 4,124 名、公募講演数は 1,003 件であった。 
・FIT2020（第 19 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、2020 年 9 月 1 日(火)～3 日(木)
にオンラインで開催した。参加者 2,036 名、講演件数は 374 件であった。 

（３） 国際会議 
9 件の国際会議をオンラインで開催した。 

（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： 2,554 ページ（参考：前年 2,404 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 6,446 ページ（参考：前年 7,433 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 1 名、貢献賞 38 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 6 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 2 名、ジュニア＆学生ポスターセッション特別賞 2 名、船井業績賞

1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 7 編、FIT ヤングリサーチャー賞 4 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 11 件 
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（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 101 回 1,581 件 
・通信ソサイエティ  135 回 1,878 件 
・エレクトロニクスソサイエティ  67 回 909 件 
・情報・システムソサイエティ  105 回 1,773 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  22 回   382 件 

（７）会員数（2020 年度末） 
・基礎・境界ソサイエティ 4,223 名 
・通信ソサイエティ 8,033 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 4,333 名 
・情報・システムソサイエティ 8,085 名 
・NOLTA ソサイエティ             237 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ 796 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 1 件を共催。支部連合大会 1 回（オンライン）。総務省と意見交換会。札

幌市と意見交換会。 
○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。応用物理学会が企画し

た小中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 1 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（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 11 名 

（２）東北支部 
○一般事業：講演会 2 件（オンライン）、支部連合大会 1 件、共催・協賛事業 5 件。 
○教育事業：小中高生向け事業開催中止 
○学生ブランチ活動：東北大学学生ブランチ活動。 
○選奨：学生優秀論文賞 2 名、学生優秀発表賞(若手研究者研究発表会が開催中止のため表彰

無)、優秀学生表彰 22 名、学生学会活動貢献賞 1 名。 
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（３）東京支部 
○一般事業：講演会 1 回（オンライン）、シンポジウム 5 回（オンライン）、地域イベント（茨

城）講演会 1 回（オンライン） 
○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 1 件実施（オン

ライン）。 
○学生会事業：講演会 1 回（オンライン）。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（オンライン）。7 校の学生ブランチ

による講演会（オンライン）実施。学生会運営委員会委員の活動証明書の発行

の実施。 
○選奨：学生奨励賞対象者 12 名、学生功労賞 5 名。 

（４）信越支部 
○一般事業：支部大会 1 回(オンライン)、講演会 1 回（ハイブリッド型オンライン）。 
○学生会事業：研究交流会 1 回開催（オンライン）。 
○選奨：学生奨励賞 11 名、ベストプラクティス賞 3 研究室。 

（５）東海支部 
○一般事業：講演会 2 回(オンライン)、見学会（中止）、小中高校生向け理科教育講座（中止）、

専門講習会 1 回(オンライン)、支部連合大会 1 回。 
○学生会事業：講演会 1 回、学生研究発表会 3 回、卒業研究発表会（オンライン）。 
○選奨：学生研究奨励賞 15 名、卒業研究発表会表彰 10 名、学業成績優秀賞 23 名。 

（６）北陸支部 
○一般事業：支部連合大会（オンライン）1 回。講演会・専門講習会・見学会開催中止 
○学生会事業：学生向け講演会開催中止、学生研究発表会開催中止。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 20 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(開催中止)、講習会 4 回開催。 
○教育事業：講演会(開催中止)。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベント(開催

中止)。 
○学生会事業：講演会 1 回、研究発表会（開催中止）。 
○選奨：学生会奨励賞（対象者無）、優秀論文発表賞 3 名、学生会功労賞 4 名。 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 4 回（うち 1 回主催、3 回共同主催）、見学会 0 回、専門講習会 0 回、シ

ンポジウム等の協賛 4 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 1 回（主催 1 回）。フレッシュＩＴあわーど 2020

イベント。 
○選奨：連合大会奨励賞 21 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）58 校 90 名、学生功労

賞 10 名 
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（９）四国支部 
○一般事業：講演会 2 回、専門講習会 2 回、連合大会１回(現地開催中止、論文集発表)。セミ

ナー等後援・協催 1 件。支部 CoE シンポジウム 1 回（オンライン） 
○学生会事業：学生向け講演会 1 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 48 名 

（10）九州支部 
○一般事業：特別講演会 1 回(オンライン)、一般講演会 1 回開催（オンライン）。協賛・後援

の講演会/シンポジウム 4 件。専門講習会開催中止、シンポジウム開催中止、ワ

ークショップ 1 回開催（オンライン）、支部連合大会 1 回（オンライン）、総合

通信局連携企画 1 回。 
○教育事業：子供の科学教室開催中止、ものづくり教室開催中止、科学体験プロジェクト開

催中止。 
○学生会事業：学生会講演会(オンライン)、学生ブランチ交流会等の実施（オンライン）。11

ブランチが講演会や交流会実施。 
○選奨：連合大会講演奨励賞 8 名、学生会講演奨励賞 13 名、成績優秀賞（学生）57 名、学

術奨励賞 26 名 

５．選挙 

2021 年 2 月 9 日～3 月 9 日に、Web 投票により 2021 年度役員候補者及び代議員の選挙を実

施した。2021 年度代議員として 107 名が選ばれた。 
以上 
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2020 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 2020 年定時社員総会 

 
2020 年 6 月 4 日（木）午後 2 時から機械振興会館において 2020 年定時社員総会を開催し

た。代議員総数 110 名に対し、出席代議員数 95 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。中沢会長を仮議長及び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 2020 年定時社員総会議長選出 
第 2 号議案  2019 年度事業報告 
第 3 号議案  2019 年度決算（審議事項）及び監査報告 
第 4 号議案 公益目的支出計画実施報告及び監査報告 
第 5 号議案 2020 年度事業計画 
第 6 号議案 2020 年度収支予算 
第 7 号議案 定款変更（審議事項） 

第 8 号議案 新理事・監事の選任（審議事項） 
 

１．２ 理事会 
 
年度内に 9 回の理事会を開催した。 

 
１．３ 理事会傘下の委員会等の開催状況 

 
・企画戦略室：7 回             ・倫理委員会：メール審議 1 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：0 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：6 回 
・アドホック会合：13 回           ・国際委員会：3 回、メール審議 1 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 2 回     ・教科書委員会：0 回 
・ハンドブック／知識ベース委員会：4 回   ・支部会議：2 回 
・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：4 回 

 
１．４ その他の会議等 

 
・名誉員・歴代会長を囲む懇談会：新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み中止とした。 
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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、2020 年 4 月から 2021 年 3 月まで

12 冊、合計 212,900 部（月平均 17,741 部）を発行配布した。読みやすく、親しみやすい会誌

を目指して企画を行い、特集・小特集の毎号化を実施した。 
電子化の対応としては、会誌アプリで毎月順調に会誌記事を配信した。 
2020 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   講    演 2 11 
(光・時刻リンク技術による高精度 10 45 解    説 36 246 
な周波数標準のアプリケーション)   講    座 0 0 
5 月特集   総 合 報 告 0 0 
(様々なハードウェアに適応した 16 100 ジュニア会員のページ 6 26 
AI 実装技術)   寄    書 0 0 
6 月小特集   回    想 0 0 
(オリンピック，パラリンピック， 5 28 学生／教養のページ 5 18 
そして)   オ ピ ニ オ ン 6 27 
8 月小特集 
 

  コラム 2 6 
(宇宙通信新時代の幕開け) 
 

7 44 ニュース解説 23 41 
9 月小特集   ニュースフラッシュ 0 0 
(食と ICT) 
 

7 41 ソサイエティのページ 1 3 
9 月小特集   EiC 記事 1 3 
(防災・減災に向けた災害監視・ 5 29 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
予測技術)   学 生 会 だ よ り  6 20 
10 月特別小特集 
 

  予 定 目 次 12 0 
(AI 時代の持続可能な地方分散 7 33 学会ニュース 0 0 
社会を目指して)   慶    賀 2 2 
10 月小特集   追  悼  抄 4 4 
(IoE(Internet of Energy)社会の 6 35 国 際 会 議 13 7 

 エネルギーシステム)   図 書 紹 介 8 4 
11 月特集   国内文献目次  2 

 
 
 
 
 

(光周波数コムの最新状況と応用 14 89 図書寄贈一覧  

展開)   本 会 だ よ り  16 
12 月小特集   編 集 室 12 12 
(電気学会-電子情報通信学会連携 8 38 役 員 等 口 絵  8 
企画 社会インフラの自然災害 

 

  総 会 ・ 選 奨  105 
 へのレジリエンスに向けた電気・   フェロー口絵  2 

通信技術)   会 誌 総 目 次  12 
1 月特別小特集   会    報  0 
(産業の新たな変革をけん引する 6 26 会    告 12 83 
ICT)   そ  の  他 1 1 
2 月小特集      

(農業とエレクトロニクス) 5 27    
3 月小特集   計  1,238 
(データサイエンスにおけるデータ 7 44 巻 頭 言  12 
抽象化によるデータ理解へのアプ   目 次  36 
ローチ）   合 計  1,286 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）79.5 ページ 
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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、6,960,000 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事業となるよう、トライアルでの広告掲載を開始した。

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」シリーズの一部アーカイブ化を

行った。 
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 3 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

ズとして新刊 4 点、重版 4 点を発行した。（コロナ社委託出版） 
 
新刊書は次のとおりである。 

新  刊  書  名 発行年月日 ページ数 部数 
ネットワーク工学 2020.6.12 156 1,000 
電波システム工学 2020.9.30 228 1,000 
電子物性とデバイス 2020.11.20 244 1,000 
電磁環境工学 2021.3.18 206 1,000 

（2002 年 3 月第 1 回配本以降通算 39 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)が合同して新型コロナウイルス拡散防止のため、オンラインで

開催した。 
ＩＳＳ企画のジュニア＆学生ポスターセッションについては、Zoom のブレイクアウトルー

ムを使用し 171 件の講演を行った。 
 
期 日：2021 年 3 月 9 日(火)～12 日(金) 
会 場：オンライン開催 
懇親会：中止 
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(a) 企画セッション数 

※ 基礎・境界と情報・システムの共催企画 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) 公募セッション講演数 

‡ 基礎・境界と情報・システムの共催講演 4 件を含む。 

 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
 

今年度の各選奨は所定の手続きによって選考が進められ、次のとおり受賞者を決定した。 
 

４．１ 功績賞（第 82 回） 
 
池内 克史（マイクロソフト） 
梅比良正弘（茨城大） 
桑原 秀夫（富士通） 
納富 雅也（NTT） 
山本 博資（元東大） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 58 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） 

10 ペタビット級超大容量空間多重光伝送基盤技術の先駆的研

究 

森田 逸郎（KDDI 総合研究所） 
釣谷 剛宏（KDDI 総合研究所） 
相馬 大樹（KDDI 総合研究所） 

剰余系表現（RNS）を用いた公開鍵暗号の実装に関する先駆的

研究 

川村 信一（産総研） 
小池 正修（東 芝） 
駒野 雄一（東 芝） 

光ファイバ非線形性の通信応用に関する先駆的研究 並木  周（産総研） 

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 202 47 876 253 260 1638

シンポジウム
セッション

‡9 0 74 0 ‡9 92

合　計
[共催含む] 211 47 950 253 269 1730

ソサイエティ
合 計

基礎・境界 NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報・ｼｽﾃﾑ

大会委員会企画 3 ― ― ― ― ― 3

ソサイエティ特別企画 ― 0 0 1 2 1 4

パネルセッション ― 0 1 1 0 0 2
チュートリアルセッショ
ン

― 1 0 3 1 0 5

依頼シンポジウムセッション ― ※3 0 †15 †8 ※1 27

  合　　計 3 4 1 †20 †11 2 41

企画種別
合 計

大会委員会
ソサイエティ
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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） 

5G 通信システムにおけるミリ波防護に関する先駆的研究と国

際標準化 

平田 晃正（名工大） 
佐々木謙介（NICT） 
渡辺 聡一（NICT） 

車載画像認識プロセッサ Visconti™の研究開発と実用化 渡辺 友樹（東 芝） 
田辺  淳（東芝デバイス&ストレージ） 
岡田 隆三（東芝欧州社） 

新計算機アーキテクチャ「デジタルアニーラ」の研究開発と実

用化 
柴崎 崇之（富士通） 

松原  聡（富士通） 

米岡  昇（富士通） 

【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） 

東京大学大規模集積システム設計教育センター(VDEC）にお

ける集積回路設計教育研究に対する多大な貢献 
浅田 邦博（東 大） 
池田  誠（東 大） 

 
４．３ 論文賞（第 77 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

 
著 者 名 
掲載年月 

Precoder and Postcoder Design for Wireless Video Streaming with 
Overloaded Multiuser MIMO-OFDM Systems 
田代 晃司、黒崎 正行、尾知  博（九工大） 
2019 年 12 月号（EA） 

A 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

Methods for Reducing Power and Area of BDD-Based Optical Logic Circuits 
松尾 亮祐、塩見  準、石原  亨、小野寺秀俊（京大）、新家 昭彦、 
納富 雅也（NTT） 
2019 年 12 月号（EA） 

A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

A Constant-Size Signature Scheme with a Tighter Reduction from the CDH 
Assumption 
梶田 海成、小川 一人（NHK）、藤﨑英一郎（JAIST） 
2020 年 1 月号（EA） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

GB-SAR (地表設置型合成開口レーダ)による変位・振動計測 
佐藤 源之、鄒  立龍（東北大）、ジョバンニ ニコ（イタリア学術会議）、
菊田 和孝（東北大） 
2019 年 11 月号（B） 

B 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Reducing Dense Virtual Networks for Fast Embedding 
間野  暢、井上  武（NTT）、水谷 后宏（近畿大）、明石  修（NII） 
2020 年 4 月号（EB） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Method of Measuring Conducted Noise Voltage with a Floating 
Measurement System to Ground 
荒井 稔登、岡本  健、加藤  潤（NTT）、秋山 佳春（NTT-AT） 
2020 年 9 月号（EB） 

C 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

データドリブンサービスを支える混載メモリ技術とその応用 
藤井 英治（パナソニック）、三河  巧（パナソニックセミコンダクターソ
リューションズ）、滝波 浩二、笹子  勝（パナソニック） 
2019 年 12 月号（C） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

100GBd 超級光送信器実現に向けた超広帯域・低駆動電圧動作 InP 系 IQ 光変
調器 
小木曽義弘、尾崎 常祐、上田 悠太、脇田  斉、金澤  慈、石川 光映
（NTT） 
2020 年 1 月号（C） 

C 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

周波数検出と分周数制御を用いた PLL のチャープ信号の線形性補償手法 
和田  平、水谷 浩之、中溝 英之、田島 賢一、森  一富（三菱電機） 
檜枝 護重（菱電湘南エレクトロニクス） 
2020 年 4 月号（C） 
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D 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

道路ネットワーク上の軌跡データに対する圧縮索引 
小出 智士（豊田中研）、肖   川、石川 佳治（名大） 
2020 年 5 月号（D） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

軽量な類似度計算によるプロジェクト間のソースファイル集合の再利用検出 
伊藤  薫（阪大）、石尾  隆（奈良先端大）、神田 哲也、井上 克郎 
（阪大） 
2020 年 7 月号（D） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

機械学習におけるハイパパラメータ最適化手法：概要と特徴 
尾崎 嘉彦（グリー）、野村 将寛（サイバーエージェント）、大西 正輝 
（産総研） 
2020 年 9 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 3 回） 

（敬称略） 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Reducing Dense Virtual Networks for Fast Embedding 
間野  暢、井上  武（NTT）、水谷 后宏（近畿大）、明石  修（NII） 
2020 年 4 月号（EB） 

以上 1 編 
 
４．５ 末松安晴賞（第 7 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 董  冕雄（室蘭工大） IoT におけるモデリングと最適化に関する研究

と防災分野への応用 

産業界貢献 岩村 俊輔（NHK） 映像符号化方式 VVC の研究開発および国際標

準化への貢献 
以上 2 名 

 
４．６ 学術奨励賞（第 83 回） 

基礎・境界ソサイエティ：6 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号  
Wang Yitu NTT 軽量な機械学習に基づく高速ビームフォーミング ソ サ イ

エティ 
A-14-7  

小川 花子 広島大 音響信号の位相差に基づく天井クレーンの振れ角推

定 
総合 AS-1-4  

竹本 和弘 阪工大 大規模イベントを対象とした複数エージェントによ

る協調型避難誘導手法 
ソ サ イ

エティ 
A-10-1  

豊味 諒磨 阪工大 探索問題を対象としたマルチエージェント強化学習

法 
ソ サ イ

エティ 
A-10-3  

藤巻 貴海 山梨大 水晶を用いた同種材料接合構造におけるリーキー

SAW の解析 
ソ サ イ

エティ 
A-4-3  

門前 大樹 日大 たわみ振動の節がない小型円形振動板型空中超音波

音源の特性 
総合 A-4-7  

  振動の節がないたわみ振動板型空中超音波音源の特

性 
ソ サ イ

エティ 
A-4-4  
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通信ソサイエティ：26 名 (50 音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
 
 

伊神 皓生 KDDI 総合

研究所 
周波数共用のための動的かつ公平な共用周波数割当

方式の検討 
総合 B-17-

20 
 

  異システム間周波数共用における共用周波数の動的

割当方式 
ソ サ イ

エティ 
B-17-
27 

 

池内 光希 NTT 障害データ生成に基づく要因特定手法の一検討 総合 B-7-32  

池田 峻一 三菱電機 ミリ波帯円偏波広角ビーム走査フェーズドアレー向

けキャビティ付きパッチアンテナ 
ソ サ イ

エティ 
B-1-84  

伊藤 智史 KDDI 総合

研究所 
画像情報を用いたナノエリア遮蔽影響予測の計算量

削減の検討 
総合 B-5-62  

岩國 辰彦 NTT 高周波数帯高密度設置アンテナ環境における干渉特

性評価 
総合 B-5-88  

  高周波数帯無線通信システムにおける測距機能を用

いたハンドオーバ制御のための実験評価 
ソ サ イ

エティ 
B-5-56  

宇野 皓 東芝 送電 100kW 超級ワイヤレス電力伝送システムの雑

音端子電圧測定 
ソ サ イ

エティ 
B-20-1  

小田 友和 NTT BOTDA を用いた FMF の接続損失測定の測定精度

に関する検討 
総合 B-13-

19 
 

  FMF 中における LP11 モードの電界分布と BGS に

関する基礎検討 
ソ サ イ

エティ 
B-13-
15 

 

木村 光佑 東北大 単一チャネル 15.3 Tbit/s-150 km, 64 QAM コヒー

レントナイキストパルス伝送 
総合 B-10-

49 
 

栗山 圭太 NTT FIR 型送信ビーム形成を用いた広帯域シングルキャ

リア MU-MIMO システムの実験的検討 
総合 B-5-

164 
 

桑島 遼輝 青学大 ナノ結晶合金コアの寄生容量を考慮したトロイダル

コイルのインピーダンス推定に関する検討 
総合 B-4-5  

  透磁率の周波数特性と自己共振をトランスと並列共

振回路によって表したトロイダルコイルの等価回路

モデルに関する検討 

ソ サ イ

エティ 
B-4-22 

 

香田 優介 京大 スプリット学習による深度画像の 1 ピクセル特徴量

からのミリ波通信受信電力予測 
総合 B-5-

119 
 

坂本 寛明 三菱電機 広覆域な指向性を有する 4 点給電円偏波アンテナ 総合 B-1-99  

  バックローブを抑圧した 2 周波共用小形円偏波アン

テナ 
ソ サ イ

エティ 
B-1-64  

佐々木 慧 三菱電機 固定ビームと適応ビームを併用した DSTBC 向け干

渉抑圧方式 
ソ サ イ

エティ 
B-5-26  

柴田 洋平 ソフトバン

ク 
HAPS モバイル通信におけるユーザ分布を考慮した

動的セル制御 
ソ サ イ

エティ 
B-5-37  

清水 悠斗 NICT SAR プローブ較正システムの不確かさにおける導

波管内電界強度均一性及びプローブ直線性の評価 
総合 B-4-66  

  導波管中のアンテナ引き上げによる生体等価液剤の

電気定数測定における引き上げ角度誤差の影響 
ソ サ イ

エティ 
B-4-3  

城 哲 KDDI サービスの要求遅延を満たすアプリケーション配置

のための MEC アーキテクチャ拡張に関する一検討 
総合 B-11-9  
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田中 大地 NEC クラスタリングによる PS 抽出とガウス過程回帰を

用いた非線形変位解析のための多時期干渉合成開口

レーダ 

総合 B-2-17 
 

田中 勇気 パナソニッ

ク 
分散協調型マイクロ波 WPT に向けたバックスキャ

ッタ信号生成回路に関する検討 
ソ サ イ

エティ 
B-20-
15 

 

谷口 寛樹 NTT 演算規模削減非線形 MLSE 適用による 225-Gbps 
PAM8 O 帯 SMF 20-km 伝送の実証 

ソ サ イ

エティ 
B-10-
20 

 

栩野 貴充 NTT 帯域利用効率向上のための Report 送信省略による

動的帯域割当手法 
ソ サ イ

エティ 
B-8-4  

中村 瑞人 NTT トラヒックの時間変動を利用した運用系装置識別手

法の検討 
総合 B-14-6  

  波形の類似性を利用した時系列データの時間補正手

法の検討 
ソ サ イ

エティ 
B-14-5  

久野 大介 阪大 複素モーメント型固有値解法を適用した光固有値検

出 
ソサイ

エティ 
B-10-
26 

 

藤井 隆史 HAPS モバ

イル 
HAPS マルチゲートウェイフィーダリンクシステム

におけるリバースリンク対応信号帯域分割送信干渉

キャンセラー 

総合 B-5-13 
 

三宅 貫太郎 日立 異常検知向けの学習用長期間データを生成するデー

タ期間拡張手法の提案 
ソ サ イ

エティ 
B-7-5  

森澤 雄太 KDDI 総合

研究所 
オープンソースを利用した交差点における危険通知

システム 
総合 B-15-

10 
 

  単一コンテクスト実行と遅延を考慮したスケジュー

ラによるストリーム処理効率化の一検討 
ソ サ イ

エティ 
B-15-
39 

 

山下 靖貴 三菱電機 確率的信号処理を用いたFIRフィルタの演算誤差低

減法 
総合 B-3-28  

  確率的信号処理を用いた通信ペイロードの性能評価 ソ サ イ

エティ 
B-3-20  

エレクトロニクスソサイエティ：8 名 (50 音順)  

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
 
 

柏﨑 貴大 NTT PPLN 導波路を用いた広帯域高レベルスクィーズド

光生成 
ソ サ イ

エティ 
C-3/4-
35 

 

熊崎 祐介 富士通 GaN 基板上 GaN-HEMT による電流コラプス抑制

とパワー特性改善 
ソ サ イ

エティ 
C-2-1  

蘇武 洋平 富士通 光 DAC 送信器の実現に向けたシリコン光変調器の

高速動作 
ソ サ イ

エティ 
C-3/4-
37 

 

林 拓磨 山梨大 深宇宙探査用地上局向け X 帯超伝導フィルタの開発 総合 C-8-1  

  多輝線同時観測分光観測装置に用いる超伝導 DB-
BPF の開発 

ソ サ イ

エティ 
C-8-9  

福永 啓 三菱電機 高電力密度 GaN HEMT を用いた X 帯 100 W 級
高出力・広帯域増幅器 MMIC 

総合 C-2-2  

町井 大輝 東北大 小型アンテナモジュールを用いた 5 GHz帯Wi-Fiバ
ックスキャッタ通信における受信電力の測定 

総合 C-2-54  

  小型アンテナモジュールを用いた 5GHz 帯 Wi-Fi
バックスキャッタシステムにおける回線設計と受信

電力測定 

ソサイ

エティ 
C-2-40 
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森本 佳太 室工大 有限要素法に基づく散乱演算子を用いた効率的な光

導波路解析に関する検討 
ソ サ イ

エティ 
C-15-
17 

 

横溝 真也 三菱電機 2 周波混合ベクトル合成型移相器を用いた V 帯受信

RFIC の試作結果 
ソ サ イ

エティ 
C-2-17  

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 
 

安部 健太郎 九大 ランキング学習による大腸内視鏡画像の重症度予測 総合 D-12-
27 

 

河津 勘介 阪大 画像生成ネットワークを用いた Model Inversion 
Attack の提案 

総合 D-12-8  

武田 一馬 名大 同期した注視点の動きに基づく複数対象の注目度推

定法の検討 
総合 D-12-

25 
 

萩原 悠生 阪府大 テンソル分解を用いたニューラルネットワーク軽量

化の検討 
総合 D-6-2  

森田 祐介 NHK 手話単語のサブワード分割を利用した日本手話翻訳 総合 D-5-10  

 
４．７ 教育優秀賞（第 5 回） 
                                               （50 音順・敬称略） 

氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 

神成 文彦（慶大） 
新しいタイプの理系博士人材育成のための文理融合型大学院教育

の先駆的取り組み 
新津 善弘（芝浦工大） ソフトウェア開発人材育成のための主体的・実践的教育への貢献 
宮地 充子（阪大） 学部，大学院，社会人を繋ぐ協働型情報セキュリティ実践教育 

                                                          計 3 名 
 
４．８ 教育功労賞（第 5 回） 

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

新井 浩志（千葉工大） 技術者教育認定活動における審査への貢献 

梅比良正弘（茨城大） 東京支部公募教育イベント「子供ラジオ作りチャレンジ教室」への貢

献 
川口 雅司（鈴鹿高専） 技術者教育認定活動における審査への貢献 
君島 正幸 
（ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ研究所） 

Microwave Workshops & Exhibition における超入門講座の立ち上げ

とその運営への貢献 
黒崎 正行（九工大） 子供の科学教室講師と LSI デザインコンテストへの貢献 

白石 善明（神戸大） 関西支部 ICT 基礎講座「暗号技術とセキュリティ設計の基礎」への

貢献 

田野  哲（岡山大） 無線通信システム研究会基礎ワークショップ実行委員長としての貢

献 
土谷  亮（滋賀県立大） 集積回路研究会「夏の合宿」への貢献 
広川 二郎（東工大） アンテナ伝搬基礎講座の伝送線路・アンテナ分野講師としての貢献 

計 9 名 
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５．会員に関する事項（定款 第 3 章） 
 
５．１ 名誉員の推薦 

 
定款の定めにより下記の 5 名を名誉員に推薦した。 

加藤 修三（東北大） 
喜連川 優（NII） 
村瀬  洋（名大） 
守谷 健弘（NTT） 
安浦 寛人（NII） 

 
５．２ フェロー称号の贈呈 

 
〔基礎･境界ソサイエティ：5 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
上田 哲史 非線形力学系における分岐解析とカオス制御の融合研究 
大田 恭士 携帯電話機の通話音質向上技術の研究開発・実用化 
岡  育生 ソサエティ運営の改革並びに変調方式の研究 
小久保 優 通信用高精度・高速動作集積化 PLL の先駆的研究 
中野 敬介 移動体ネットワークの制御と性能評価に関する基礎研究 

 
〔通信ソサイエティ：7 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
井上 真杉 耐災害ネットワークシステムの研究開発及び社会展開 
庄山 正仁 電子情報通信用スイッチング電源技術に関する研究と教育 
田中 宏和 ボディエリアネットワークの研究開発と標準化 
辻 ゆかり ネットワークアーキテクチャと制御方式の研究及び開発推進 
釣谷 剛宏 大容量波長多重・空間多重光ネットワーク伝送制御技術の研究 
中川 匡夫 無線通信送受信機の不完全性補償技術の研究開発 
村田 英一 複数信号・複数無線局を活用した無線伝送技術の研究と実証 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：4 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
石井 啓之 波長可変半導体レーザの高性能化に関する研究 
加藤 和利 超高速フォトダイオードとその通信技術への応用に関する研究 
木村 秀明 電磁界数値シミュレーションのモジュール設計応用に関する研究 
末松 憲治 小形端末用 Si-RFIC 技術の開発とその先駆的無線システムへの応用 

 
〔情報･システムソサイエティ：8 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
石川 佳治 空間データベースに関する先駆的研究 
岡田 隆三 画像、 動画像の認識·解析技術の研究開発・実用化 
後藤 真孝 音楽の自動理解技術とその応用に関する先駆的研究 
篠田 浩一 頑健なパターン認識技術とそのマルチメディア処理への応用 
高村 誠之 映像符号化に関する研究開発とその普及活動 
藤吉 弘亘 機械学習による画像認識技術とその実利用化 
峯松 信明 音声コミュニケーションに関する研究と外国語教育支援への応用 
森  健策 医用画像処理による人体構造の解析とその診断治療への応用 
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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：13 名〕 

Ying-Ren Chien 髙島 康裕  平木  充  伊藤 大輔  大塚  玲 
三浦  光  末竹 規哲  平田慎之介  櫻井 幸一  石浦菜岐佐 
小平 行秀  仲地 孝之  廣友 雅徳 

 
〔通信ソサイエティ：14 名〕 
 福本 幸弘  鈴木 一哉  竹村 暢康  木寺 正平  谷川 陽祐 
谷村 崇仁  石原 浩一  谷  重紀  小島 政明  中村  元 
大谷 朋広  佐藤 陽一  下西 英之  瀬戸 三郎 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：7 名〕 
 山内 潤治  川北 泰雅  三浦 健太  松田 直樹  川西 哲也 
山田 英一  中野 誠彦 

 
〔情報･システムソサイエティ：11 名〕 
山口 高平  安里  彰  中嶋 秀治  清水 健司  松﨑 康平 
中島 伸介  柳原 広昌  川出 雅人  井尻 善久  服部  元 
福本  聡 

 
５．４ 会員の現況 

 
2020 年度末の会員数の減少は 2019 年度との前年度末と-1,466 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。 

 [  ]内はフェロー会員数 
会員種別 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 

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

2020年度末 
会員数 

98[73] 20,238 [849]  2,176  89 280 128 23,009[922]  

前年度末との差 -1 [+2] -750[+5]  -815 +89 +7  +4 -1,466[+7]  

（注）名誉員の木村磐根氏は 2019 年 12 月 3 日、金子尚志氏は 2020 年 8 月 8 日、田崎三郎氏は

9 月 15 日、虫明康人氏は 2020 年 10 月 6 日、坂内正夫氏は 2021 年 1 月 22 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。 

 [  ]内はフェロー会員数 
会員種別 

支 部 
名誉員 正員 学生員 ジュニア会員 購読会員 維持員 合計 

北 海 道 2 [2] 375[13] 78 3 5 3 466[15] 

東  北 10 [6]   662[45] 78 0 11 1 762[51] 

東  京 67 [49]  11,703 [539] 830 29 129 91  12,849[588] 
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信  越 1 [1] 370[11] 63 0 10 4 448[12] 

東  海 5[4]  1,269[49] 74 6 30 12 1,497[53] 

北  陸 0 376 [6] 175 12 5 0 467[6] 

関  西 12[11] 2,492[122] 273 5 29 13 2,824[133] 

中  国  0 663 [16] 131 10 9 0 813 [16] 

四  国 0 323 [8] 54 13 3 1 394 [8] 

九  州 0 965[31] 178 11 11 3 1,168[31] 

海外在住 1 66 [4] 1 0 0 0 68[4] 

Overseas 0 974[5] 241 0 38 0 1,253 [5] 

合  計 98 [73] 20,238[849] 2,176  89 280 
 

128 23,009[922] 

 
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」を開設した。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おり、2020 年度は 32 名が受講した。 
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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、2020 年度も定常的な活動を行った。JABEE 本体へ

委員を派遣して JABEE の運営に協力するとともに、学部プログラムの審査を電気学会、情

報処理学会と連携して実施した。 
 
６．３ 技術者の継続的な教育・能力開発 
 

CPD 情報の管理については，電気学会・情報処理学会と連携した試行システムから，より

コスト効率のよい ASP 型システムへの切り替えを 2015 年 10 月に行って以来，2020 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，2020 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、コロナ禍の影響により開催はなかった。なお、本活動

を支えるため、2002 年度から募金活動を開始し、2020 年度（2021 年 3 月末現在）は、約 5
万円の協力を得た。 
                                

  

７．国際活動に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 
 

７．１ 国際セクションの活動 
 
（1）各セクションにおける講演会等の実施件数 

セクション 件数 セクション 件数 
バンコク 0 上海 0 
北京 0 シンガポール 0 
韓国（Communication） 0 台北 0 
韓国（Electronics） 0 

 
 

ヨーロッパ 1 
韓国（Information） 0 インドネシア 0 
ベトナム 0 マレーシア 0 

  合計 1 件 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

・IEICE Information and Communication Technology Forum 2020 (ICTF 2020)  
10-12 September 2020 
 

(3) 国際セクションホームページ 
本会ホームページ（英）2 つの国際セクション（Taipei, Shanghai）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 リストを更新するとともに、本会ホームペ

ージへ掲載を行い、本会活動の周知・宣伝に努めた。 
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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 3/15（月）

All Sections Meeting をオンライン開催した。 
 

８．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
 

８．１ 展示会でのシンポジウム・研究会実施等（定款 第 4 条 ロ号） 
 
電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、国際的展示会 CEATEC と連携して

きたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、CEATEC2020 がオンライン開

催となったため、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は中止となっ

た。 
 
８．２ 総合大会の場の活用 

 
 2021 年 3 月の総合大会では、Zoom の Webinar を使用して、大会委員長の提案により、

「スペシャルトークセッション」を実施し、パネラー、聴講者による活発な意見交換が行わ

れた。 
 
８．３ IEICT ICT Pioneers シリーズ（Webinar）の開始 

 
 ライブ Webinar への最初の取り組みとして、IEICE ICT Pioneers Series を 2020 年 6 月

より開始した。毎回多数の聴講申込みがあり、諸事情によりライブ配信を聴講できなかった

方からアーカイブの希望も多いため、Webinar コンテンツを動画配信サービスに登録し、本

会ホームページから Web ブラウザで視聴可能とした。 
 
 
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 4 回，専門委員会及び小委員会を 39 回開催した。国際標準化に関して取

り扱った IEC 文書は 82 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 4 

専門委員会名 専門委員長名 専門(委) 小(委) 開催数 
1 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 堀部 雅弘 11 38 7 
2 周波数制御・選択・検出デバイス 作田 幸憲  21 82 3 
3 光ファイバ 大橋 正治 42 60 8 
4 電子実装技術 高橋  満 16 0 4 
5 無線通信送信装置 小川 博世 20 22 8 
6 電子通信用語 ― 1 0 0 
7 電子通信記号 ― 0 0 0 
8 複雑システムの安全検討委員会 鈴木 喜久 10 0 0 
9 標準化教育検討委員会 中西  浩 17 0 5 

合    計 138 202 39 
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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。2020 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、企画戦略室を中心に意見交換を継続した。両会長をはじめとする

電気学会 6 名、本会 7 名による役員懇談会を実施した。2021 年 3 月の総合大会で共同企画

「防災・減災の社会インフラを考える ～災害時の情報提供の在り方を含め～」を共同主

催で進めた。また、2020 年 12 月号の学会誌に連携企画「社会インフラの自然災害へのレ

ジリエンスに向けた電気・通信技術」を掲載した。日本機械学会とは、日本機械学会年次

大会先端技術フォーラムにおいて、「MaaS を支える次世代モビリティ技術」というタイト

ルでシンポジウムを実施した。 

（2）関連学術団体との連携 
2020 年度は、関連学術団体等に対する協力・連携活動として、180 件の協賛・後援等を

行った。 

（3）府省との連携 

2020 年 9 月のソサイエティ大会において、省庁連携企画「次期科学技術・イノベーショ

ン基本計画を見据えて Society 5.0 の社会実装へ」を実施した。2020 年 12 月には、総務省

国際戦略局幹部と会長を初めとする本会役員 20 名との第 12 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。その中で学会システムの中核である新しい会員管理システムによるマイページサー

ビスの開始、コンテンツ活用のため、学会コンテンツのアーカイブサービス、共通検索サ

ービスを提供してきた。今年度は、基盤となる認証システム、web 系システムの刷新を実

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 

2020 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、本ソサイエティは新型コロナウイルス感染拡大対策のため、すべての運営委員会をオンラインで

実施した。同時に会議運営のスリム化・効率化を図った。 
 
(1) 新しい会議体制の定着 
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。 
そこで 2019 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。

本年度は新しい会議体制の定着が進み、運営委員会において、「英文論文誌の IF 向上」等の将来に向け

た重要な議題について、時間をかけて検討・議論することができた。また、運営委員会のオンライン開

催による副次的な効果として、会議の出席率が向上し、議論において様々な意見を収集できるようにな

った。 
 
(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 

また、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 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が、本年度は新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響で、多くの国際会議の現地開催が中止となり、実施できなった。次年度以降

も新たな開催方法による継続を期待したい。  
 
(4) 英文論文誌の IF 向上に向けた方策 

本年度より、積極的に招待論文を企画し，その招待論文をオープンアクセスとする施策を実施してい

る。2020 年度には、小特集の招待論文 4 件、一般の招待解説論文 1 件がオープンアクセスの論文とし

て発行される予定となった。 
さらに、国内外の論文誌に対する競争力の強化のため、査読プロセスの迅速化も進めた。査読委員選

定や査読報告に時間を要している論文について、編集幹事及び６分野の分野幹事が編集委員を積極的

に支援することで、最終判定までの所要時間を短縮している。具体的な成果としては、2020 年 12 月

14 日の時点において、編集の遅れをすべて解消できた。 
 



 17 

１．２ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは、2020 年度の活動全体においてニューノーマルに向けた大きな変化の年とな

った。その中で大きなイベントとして、通信ソサイエティ主催の新たなフラッグシップ国際会議

ICETC2020 を初めて開催した。新型コロナウィルス感染症の拡大防止のためオンライン開催となった

が、通信ソサイエティがカバーする全研究分野を対象とし、参加者 589 名の大成功を収めた。2021 年

も開催の予定である。研究会活動では、オンライン開催あるいはハイブリッド開催、聴講者を増やすた

めの施策としての参加費無料化など積極的に取り組んだ。また、分野横断的な研究会（MIKAとRISING）

を第三種研究会と位置づけて更なる活性化を推し進めた。大会活動では、ソサイエティ大会、総合大会

ともオンライン開催ではあったが、オンラインによる大会運営も安定化してきており、得られた知見を

今後に活かす方向に進んでいる。特に、2021 年の総合大会では通信ソサイエティ単独で Welcome Party
をオンラインで開催し、参加者間および企業と学生間との交流の時間を設けることができ、大盛況であ

った。出版活動では、これまでの投稿数増加に向けた各種施策の効果が現れた結果として、和文論文誌

と ComEX の年間投稿数の増加が見られた。さらに、英文論文誌をはじめとする通信ソサイエティ論文

誌の投稿数増加に向けて、各種施策をスタートさせた。その 1 つとして、編集会議推薦発表を開始し、

国際会議 ICETC2020 でも編集会議推薦の招待講演が実施され、好評を博した。会員サービスとしては、

2021 年 1 月より、英文ニュースレターの紙の冊子を廃止して完全に Web コンテンツへと移行した。さ

らには Home Page のリニューアルも行い、会員への発信力を大幅に強化した。財務状況に関しては、

黒字額が 2019 年度から減少したが、通信ソサイエティ主催の ICETC が予算面の安定化にも寄与する

ことが期待される。 
 
(1) 通信ソサイエティ主催の新たなフラッグシップ国際会議 ICETC2020 開催 
 2020 年 12 月 2 日～4 日の 3 日間、電子情報通信学会のソサイエティ主催としては初めてのフラ

ッグシップ国際会議 2020 InternationalConference on Emerging Technologies forCommunications
（ICETC2020）を完全オンラインにて開催した。通信ソサイエティがカバーする全研究分野を対象と

した国際会議であり、通信ソサイエティ執行委員会、研専運営会議、研究専門委員会、編集会議等の通

信ソサイエティを運営する会議体が連携・協同し準備・実施した。 
 参加者 589 名、Keynote 7 件、Tutorial 1 件、Invited セッション 22 件、海外セクションからの Special 
セッション 9 件、編集会議からの Special セッション 9 件、一般投稿からの Oral セッション 99 件、

Short presentation セッション 114 件の発表があった。優れた論文・優れたプレゼンテーション・活

発な投稿に対して、Best Paper Award 4 件、Best Short Paper Award 5 件、Student Presentation 
Award 26 件、 Outstanding Contribution Award 3 件を授与した。 
 新な試みとして優れた一般投稿論文に対して信学会論文誌への推薦制度を創設し、運用を図った。ま

た、一般講演の事前録画映像と Keynote セッションの講演時録画映像のビデオを会議中にオンデマンド

配信するというオンライン開催ならではの試みを実施した。 
 
(2) 財務管理 
通信ソサイエティの 2020 年度会計は、2019 年度と比較して収入が約 500 万円減、支出が 2100 万円

増の見込みである。年度間の差が大きい項目としては、収入では国際会議が約 370 万円増であったが、

研究会が約 400 万円減、ソサイエティ大会が約 330 万円減、受取会費が約 100 万円減であり、支出で

は国際会議が約 2000 万円増であった。全体の収支では黒字額が 2019 年度の約 2900 万円から約 350
万円に減少したが、2020 年度は予算段階では赤字であったため、改善したと言える。 
各事業の 2020 年度収支見込みの概要を述べる。論文誌の収支は 2019 年度比約 1700 万円増の 4258

万円の黒字見込みである。運営合理化施策による支出減だけでなく、ページ数自体が予算比で上振れし

ている。ComEX 誌の収支は 2019 年度の赤字決算に対し、252 万円の黒字見込みである。研究会は 2019
年度比で収支ともに増加しており、トータルでは 547 万円増の 3068 万円の黒字見込みである。全国大

会（総合大、ソサイエティ大会）の収支は 1261 万円であり、対 2019 年度では 291 万円の悪化である。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、両大会ともオンラインとなり、2019 年度は現地開催で

あったソサイエティ大会における減収の影響が表れている。ソサイエティ誌の収支は 693 万円の赤字な

がら、対 2019 年度では 240 万円改善している。通ソ活性化活動準備金については、予算執行がない見

込みである。オンライン化による研究会活動の変化や、先進的取り組みに対する特別枠の予算などがあ

ったためだと考えられるが、活性化自体は重要な施策であるため、財務面でのサポートや積極的な働き
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かけは今後の課題である。 
2021 年度の予算案は 2020 年度の赤字予算に対して、742 万円の黒字を見込んでいる。2020 年度の決

算見込みとの比較では。収入が約 5000 万円減、支出が 5400 万円減と、全体として規模が縮小してい

る。大きな要因は国際会議であり、国内での会議開催件数は変わらないものの、会議規模が小さいため

である。国際会議は年度により国内開催の有無があるため、収支の変動も激しいことは避けられない。

2020年度から開催された通信ソサイエティ主催の ICETCが予算面の安定化にも寄与することが期待さ

れる。 
 
(3) 研究専門委員会 
(3-1) 新型コロナウィルス感染症の感染拡大期での研究会運営 
 
1. 分野横断的な研究会の活性化 

通信ソサイエティでは、研専間の連携による研究活動の活性化に取り組んでいる。例えば、第二種研

究会等のイベント企画に通信ソサイエティの名称を付与し広い研究分野からの参加を促している。また、

2020 年度は、革新的無線通信技術に関する横断型研究会（Multiple Innovative Kenkyu-kai Association 
for wireless communications; MIKA）、超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会

（Cross-Field Research Association of Super-Intelligent Networking; RISING）が、複数の研究分野

を横断する第三種研究会として発足し、活動を開始した。 
新型コロナウィルス感染性の拡大防止のため従来のような活動が難しくなる中で、合計 2 回の第三種

研究会（講演数合計 27 件、参加者延べ 140 名）、1 回の大会企画（講演数 4 件、参加者 160 名）を実施

し、分野横断的なテーマについて活発な討議を行った。 
また、通信ソサイエティがカバーする全研究分野を対象とした国際会議 ICETC2020 に対して、研専

運営会議と各研専から 50 名以上が技術プログラム委員として参加し、研専推薦による招待講演 21 件お

よび多数の一般投稿にて、会議の成功に貢献した。 
 
2. ハイブリッド開催/オンライン開催の取り組み 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大期に入った 2020 年度の当初は、多くの研究会が中止となった。

対面での研究会開催が困難になったことから、Zoom などを用いたオンライン開催や、オンラインと対

面を同時に行うハイブリッド開催を多くの研専で実施した。その結果、2020年度は4月～2月の期間で、

109 回（講演数合計 1,379 件）のオンライン研究会と、5 回（講演数合計 77 件）のハイブリッド研究会

を実施した。年度の中ごろまでは発表件数は例年と比べて半減するなど低迷したが、オンライン研究会

が定着し、年度の後半は発表件数が例年比 80%程度まで回復した。 
 
3. 参加費無料化の取り組み 
研究会の多くがオンライン開催となったことから、年度の半ばまでは発表件数が低迷し、これに対し

てオンライン化による聴講者の減少が投稿に対するモチベーション低下に影響しているとの指摘があ

った。そこで、聴講者を増やすための施策の１つとして、オンライン研究会の開催時に、過去２年以内

に該当研究会に参加したことのない人を対象に聴講参加費を無料とするトライアルを実施した。また無

料参加者には研究会年間登録の案内を行った。本取り組みは 2020 年 9 月から実施したが、9 月から 11
月の３か月間に、110 人の方を対象に参加費無料化を実施した。 
 
(3-2) 研究専門委員会の変更 

2020 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 7 つの特別

研究専門委員会が活発な研究会活動を行った。2020 年度で設置期間が満了となる (1) ネットワーク仮

想化(NV 特別研専) 、(2) 情報指向ネットワーク技術(ICN 特別研専)、(3) デジタルサービス・プラット

フォーム技術特別研究専門委員会(DPF 特別研専)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。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 2021 年 4 月 1
日～2023 年 3 月 31 日である。また、通信方式(CS)研専より、研専の和名称を 2021 年度より「コミュ

ニケーションシステム」に変更する申請があり、承認された。 
 
(3-3) 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 5 件の
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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．研究会を大学・企業双方にとって魅力のあるものとするための施策 (AP 研専) 
2．CQ 研究会 30 周年記念に向けたパネルディスカッション・ワークショップの開催 (CQ 研専) 
3．日本版ネットワークモデル（メトロ・コア）の構築と海外展開 (PN 研専) 
4．第 37 回ネットワークシステム・情報ネットワーク研究ワークショップ (NS 研専) 
5．学会未参加・休眠者の吸引・アウトリーチを目的としたワークショップおよび設計コンテスト (EMCJ
研専) 
 
このうち 1～4 については計画通りに実施、5 については新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため

実施見送りとなった。これら活動については、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。 
 
(3-4) 研究会開催実績 

2020 年度は、第一種研究会を 135 回（講演数合計 1,878 件）実施した。研専、特別研専併せて 48 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。また、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。 
 
(3-5) 大会活動実績 

2020 年ソサイエティ大会（オンライン）では、一般セッション 20 分野／公募シンポジウム 9 課題合

わせて講演数 660 件と企画セッション 13 課題を実施した。2021 年総合大会（オンライン）では、一般

セッション 20 分野／公募シンポジウム 9 課題合わせて講演数 950 件と企画セッション 14 課題を実施

した。2020 年総合大会のオンライン開催の知見を活かし、Zoom を利用して実施した。総合大会での

Welcome Party はオンライン開催に伴い、通ソ単独のオンライン開催として実施した。Welcome Party
では、参加者間・企業と学生間との交流の時間を適時用意することにより、オンラインでありながら参

加者間の交流機会を提供することができ盛況であった。2020 年総合大会から続くオンライン開催によ

り、Zoom を用いた大会運営のノウハウも蓄積されつつあり、これらの知見を次年度に活かす方向での

取り組みが進められてきた。 
 
(3-6) 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。本年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のた

め、研究会のオンライン開催の進め方、オンラインと対面でのハイブリッド開催の課題などに関して他

ソサイエティ・グループとの意見交換を行うなど、研究会運営に関する諸課題について議論を行った。

通信ソサイエティからも積極的にオンライン研究会の状況やハイブリッド研究会の実施状況の報告な

どを行った。加えて、本年度から実施している研究会参加費の一括登録オプションについて、他ソサイ

エティ・グループで計画している同様の取り組みを支援するための情報共有を行った。今後数年かけて

計画されている研究会システムの更新に対しては、研究会システム WG を開催し、学会事務局と連携し

ながら他のソサイエティ・グループとの橋渡し役を務めているとともに、今年度リリース予定の技報ア

ーカイブ新サービスをより使いやすくするため各研専からフィードバックを行った。 
 
(4) 出版活動 

和文論文誌と ComEX の年間投稿数が増加した。これは、編集委員および査読委員の多大な貢献に加

え、これまでの投稿数増加に向けた各種施策の効果が現れた結果であると言える。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「2020 年総合大会

と連動した小特集」を実施した。2021 年も総合大会と連動した同様の企画を実施予定である。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、オンライン開催でも多数の参加があった。また、英文論文誌をはじめとする通信

ソサイエティ論文誌の投稿数増加に向けて、各種施策を開始した。特集号企画トライアルは、より柔軟

で魅力ある特集号企画の実現を目指した施策である。さらに、編集会議推薦発表を開始した。編集会議

推薦発表は、論文誌に掲載された優れた論文の著者を研究会等での発表に推薦する施策である。通信ソ

サイエティが主催の国際会議 ICETC2020 では編集会議から推薦した 9 件の招待講演が実施された。推
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薦論文制度に関しては、これまで研究会での優れた発表を論文誌に推薦するものであったが、この制度

を国際会議にも拡大し、国際会議 ICETC2020 の優れた発表に対しても論文誌への推薦を実施した。 
 
(5) 本部論文賞候補、および、通信ソサイエティ論文賞 

2019 年 10 月から 2020 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 3 編、チュートリアル論文賞 1 編、Best Paper Award 5 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、2021 年 5 月の執行委員会にて表彰が行われる。 
 
(6) 国際会議 
 2020 年度は、通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）が主催・共同主催する国際会議を 3 件

（ICETC2020 を含む）開催した。その他、11 件の国際会議に対し技術協催、2 件の国際会議に対し協

賛を行った。この結果、通信ソサイエティが関与した国際会議は 15 件であり、2019 年度比 8 件減とな

った。2020 年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大により開催が見送られた国際会議があり、その

影響を受けたものと考えられる。主催・共同主催の国際会議数は 2018 年度 0 件、2019 年度 4 件に対し

て、2020 年度は 3 件であり開催が集中した 2019 年度と比較して、ほぼ例年通りの開催件数となった。

2021 年度については 2020 年度末の時点で 13 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 41 万円、余剰金は 39 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。 
 また、国際会議の主催・共同主催に際し、外部助成金を申請する場合の事務的手続きが円滑に進めら

れるように、国際会議計画趣意書に対して申請・承認フローの明確化を行う改定を実施し、運用を開始

した。 
 
(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。2020 年度は KIEES、CIC、及び、VDE/ITG との契約更新に向けた交渉を完了した。ま
た 2021 年度は IEEE ComSoc、KICS 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。2020 年度は、

2021 年 1 月より、紙の冊子を廃止して完全に Web コンテンツへと移行し、同時に 3 月、 6 月、 9 月、 
12 月の定期刊行に加え、毎月の早期記事公開を開始し、さらには Home Page のリニューアルも行い、

会員への発信力を大幅に強化した。記事としては会長メッセージ、フェローからの寄稿、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 50 件（約 150 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と CFP を掲載、1 月の移行後は国際会議、論文特集号

のカレンダへのリンク、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。2019 年度に引き続き、電子媒体での発行（海外会員のみ 6、9、12 月号は冊子を送付）、

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

ターとなるようにコンテンツの充実、過去アーカイブ記事の検索性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、2019 年度予算計上されたホームページ製作費を活用し、選定業者にホームページのリニューアル

を依頼し、新ホームページを立ち上げた。新ホームページは、学会ホームページと親和性の高いデザイ
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ンを採用し、導線を整理することでユーザの閲覧性を向上させるようにしている｡アクセス解析の結果、

GLOBAL NEWSLETTER や国際会議開催案内、CS アーカイブサービス等のページの閲覧が多く、ア

ジア圏を中心とした海外からのアクセスも獲得していることが分かった｡CS アーカイブスサービスで

は、2019 年度に引き続き、2020 年総合大会ならびに 2020 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。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、2020 年度は合計 88 件（2019 年度は

40 件）の配信を行った。これは、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、オンラインでのイベン

ト開催数が増加したため、オンラインツールを活用した情報配信が主体の活動が活発化したことによる

ものと想定される。 
 
(10) 通信ソサイエティ Welcome Party 

Welcome party は、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 2008 年から始まり、2020 年度が 12 回目となる。2017 年度からは全ソサイ

エティ合同での開催と規模を拡大していったが、2019 年度は新型コロナウィルス感染症の拡大防止

のため中止、2020 年度も全ソサイエティでの開催は中止とせざるを得なくなった。このような状

況下であっても会員同士の交流の場が失われてしまわないよう、通ソでは、“with コロナ時代”に

マッチした新しい“交流の場”を提供すべく、オンラインによる Welcome Party を企画・立案し

た。オンライン開催ということもあり、参加者を飽きさせないよう、通ソ会長の挨拶・乾杯から始

まり、歓談、研専紹介(4 研専参加)、企業紹介(8 社参加)、企業を囲む会(企業参加者と学生の交流会)、
通ソ次期会長の閉会の挨拶と約 10 分刻みで次々とイベントを展開するなど工夫を凝らした。また、

オンラインではあったが、参加者にじっくり交流を楽しんでもらえるように、歓談と企業を囲む会

では Zoom のブレイクアウトルーム機能を活用し、少人数での交流の場を設けた。初のオンライン

開催で参加者が集まるかの不安もあったが、91 名(うち学生 33 名)の方に参加頂き、盛況のうちに

無事終了となった。今後も総合大会での開催を継続し、学生・企業からのフィードバックを通して、

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) 通信ソサイエティ表彰 

2020 年ソサイエティ大会は新型コロナウィルス感染症の拡大防止のためにオンライン開催となり、

ソサイエティ大会会場で開催予定であった「通信ソサイエティ特別講演及び表彰式」は中止となった。

通信ソサイエティ功労顕彰状規定に基づき、功労顕彰状を贈呈する功労者 14 名を選定した。また、通

信ソサイエティ活動功労賞規程及び功労者選定手続に基づき、活動功労賞を贈呈する功労者 107 名を選

定した。本来であれば表彰式が開催される 9 月 16 日付で作成した通信ソサイエティ功労顕彰状及び活

動功労賞を選定した功労者 121 名に郵送した。 
 
(12) 規程類の改定について 
 2020 年度は以下の規程の改定を行った。 
・通信ソサイエティ運営規程（第三種研究会の設置追加） 
・通信ソサイエティ活動功労賞規程および活動功労者選定手続（第三種研究会専門委員会の追加） 
・通信ソサイエティ功労顕彰状規定（第三種研究会専門委員会の追加） 
・通信ソサイエティ電子メール審議の規程（第三種研究会専門委員会の追加） 
・通信ソサイエティ ロゴマークマニュアル（例外使用時の手続き追加） 
・通信ソサイエティ論文賞規程（論文賞対象期間の変更） 
 

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
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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・連携企画を実施している。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。 
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ソサイエティ大会ならびに総合大会はオンライン開催とな

った。活性化策として、一般公開セッション(Webinar)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「Beyond5G・6G に向けたデバイス・回路技術」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のための知財戦略〜ニューノーマルの時代への対

応〜」と題して、知的財産戦略に関する特別講演会を行った。また、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、昨年度に引続き、開催中止となった。 
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。なお、今年度は

５回の執行委員会を含め、各種委員会をオンラインで開催し、コロナ禍においてもソサイエティの運営

を円滑に進めている。 
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。2020 年度については、予算案段階では約 340 万円

の赤字であり、12 月末時点での執行状況は、2019 年度と比較して収支ともに縮小傾向にある。また、

今年度の傾向として、国際会議がほとんど予定されていなかったことから予算規模が減少している。

2021 年度については、実施事業調整後において約 1150 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おり、引き続き「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業費」

の有効活用を図るとともに、コロナ禍の影響も注視しつつ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 26 名の表彰を行った。例年通り、令

和 2 年度（第 24 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、2020 年度エレソフェロー推薦候補者を 4 名、2020 年度シニア会員候補者を 7 名選定

した。2020 年ソサイエティ大会での発表に基づき 6 名の優秀な学生を選考し、2021 年総合大会（オン

ライン開催）においてエレソ学生奨励賞を授与した。 
 
(1-3) 広報：エレソ Newsletter は年 4 回発行した。各号において、各領域委員会の活動紹介、各賞受

賞者、技術解説の寄稿などを編集し、記事内容の充実を図った。 
 
(2) 編集出版会議：例年通り出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3 論文誌発

行を担当した。エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、以下の施策を進めた。 
 
(2-1) 和文誌：総合大会、ソサエティ大会で発表のあった注目研究をピックアップし、招待論文の依頼・

掲載を継続して進め、論文誌の魅力増大を図った。これは多くを占める本会の日本人会員（特に学生や

若手研究者）に対し、母国語による効率的な教育・知識普及、最新技術動向の把握の効果が望めるため

である。また、論文誌活性化の一環として、「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

進展論文特集」「マイクロ波ミリ波論文特集」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、J103-C 巻 5 号、J104-C 1 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、IF 向上に寄与するため、引用論文数を 30 本以上とする投稿規定の改訂（2020
年 9 月 3 日改訂）を行った。加えて、IF 向上委員会において、IF 向上にレビュー記事が寄与するとの
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見解に基づき、これに資する招待論文（レビュー記事）の充実のため、従来、海外の著名研究者に制限

されていた掲載料減免の対象見直しを審議し、英文論文誌特集の企画・編集の手引きの改正を実施した。

これにより、多くの被引用数が期待できる招待論文の著者として、日本人研究者も対象となった。 
 
(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。近年はインパクトファクタの向上を目指して編集体制の強化や最低引用論文数の厳格化など様々

な施策を実施し、昨年は過去最高のインパクトファクタを達成した。今年度は、インパクトファクタの

さらなる向上を目指し、国際的な認知向上に向けた海外査読員への積極査読依頼、著名な研究者による

レビュー論文の増加施策などを実施した。今後は、現在までの施策の効果確認を継続的に実施するとと

もに、国際会議や研究会との連携強化に向けた活動を推進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

化費に関して、新型コロナウイルス感染症対策のため研究会の開催延期が相次いだため、活性化費予算

執行の遅延に対する手続きを議論し運用ガイドラインを改定した。2016 年度から、エレソ改革の一環

として、研究会を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、国際会議の主催・協賛手続きの簡素化等において、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 9 月のソサイエティ大会および 2021
年 3 月の総合大会では、オンライン形式ではあるがエレクトロニクスソサイエティプレナリセッション

を従来通り開催した。 
本年度は新技報アーカイブサービスが正式に開始され技報年間予約者向けの印刷版を全廃した。電子化

により効率的運営が可能となったので研究会活動の充実化を図ってゆく。また、このサービスの対象範

囲となる技報が、エレソ技報無料アーカイブで公開されている技報と重複するため、エレソ会員が無料

で閲覧可能な技報の発行年の範囲を 1950 年～2007 年に限定することを決定した。また、エレソ会員

サービスの１つとして、ソサイエティ内の全ての研専の聴講や技報閲覧が可能な「エレソ全研究会パッ

クオプション」の導入を検討し、2021 年度より実施することを決定した。また、COVID-19 をきっか

けとしてオンライン化に対する利用者の抵抗感も減っていることから、ソサイエティ内部の運営業務、

研究会・大会、会員サービスまで様々な場面でオンライン化を検討して行く。 
 
(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 6
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 5 件の国際会議を開催した(2020 年 4 月～2021 年 3 月),その他，

新型ウイルス感染拡大により開催予定国際会議 2 件は開催中止となった。 
 
(3-3) 2020 年（令和 2 年）ソサイエティ大会（オンライン開催）では一般講演 200 件（前年比約 30%
減少）に加えて、シンポジウム講演 6 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「Beyond5G・

6G に向けたデバイス・回路技術」を特別企画し、4 件の特別講演を開催した。次世代ネットワーク・

情報処理基盤の中核技術である光電融合デバイス技術、超高速通信に適した 300GHz 帯無線通信向け

CMOS 集積回路技術、将来の大容量情報通信に対応する光・電波融合ネットワーク基盤技術、ICT イ

ンフラを支える光通信システムにおけるキーデバイスについてご講演いただいた。 
 2021 年(令和 3 年) 総合大会 (オンライン開催) は一般講演 253 件（前年比約 20％減少）に加えて、

ソサイエティ特別企画 2 セッション、チュートリアル 1 セッション、依頼シンポジウム 8 セッション

を実施した。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の
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ための知財戦略〜ニューノーマルの時代への対応〜」と題して、安全性の確保という価値観が新たに加

わった技術創生における異分野融合、専門家の協業等のための知的財産戦略に関する特別講演を実施し

た。 
 
(3-4)リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を 2020 年 7 月 22 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 つの事業と国際化施策、

およびソサエティ誌、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、2020 年度は 6 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「データ工学と情報マネジメント」（投稿数 16 件、掲載

数 6 件）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 2021 年 4 月号に掲載予定（投稿数 60 件、掲載数 24 件）

となっている。また、3~4 年に 1 度実施している「システム開発論文特集」も 2022 年 1 月掲載予定で、

和文誌編集委員会が主体となって企画した。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 112 名増加

（2020 年度中に 2 名増加）した。コロナ禍の中、編集委員会はすべてオンライン開催となったが、判

定報告書の質すなわち査読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は継続実施しており、2020 年度中の異議申し立ては 0 であっ

た。 
 
(1-2) 英文誌 
英文誌はここ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、年々アクセス数が増加し、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）、0.449 (2019)と若干ながら増加傾向

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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 投稿数増加のため、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、”Machine 
Vision and its Applications”(投稿数 27 件、内 Letter3 件、採録数 5 件、内 Letter0 件)、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)がある。また編集委員会がほぼ海外の委員で構

成されている特集号“Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological 
Resources and Services(2021 年 8 月号)”の編集が進行している。さらに、投稿者へのサービス改善の１

つとして、査読日数の削減のため、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

ルを出す活動を行っている。 
 

(2) 研究会 
2020 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 105 回（前年比 88.2%）、発表総件数は 1,773 件（前年比 73.8%）であった。外部

資金受け入れは計 1 件（10 万円）を承認・実施した。また FIT2020 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) FIT2020（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 FIT2020 を、2020
年 9 月 1 日～3 日の 3 日間、オンラインで開催した。参加者数は 2,036 名（前年 1,336 名）であった。

選奨論文 45 件、一般論文 329 件、の計 374 件（前年 514 件）の研究発表が行われたほか、トップコン

ファレンスセッションの 42 件を含め、企画セッションにおいて合計 90 件以上の講演が行われた。講演

件数は減少したものの、参加者数は前年比約 50%の大幅増となった。例年、FIT の会場において行って

いる学術賞表彰式もオンラインにて開催し、FIT2020 船井業績賞（1 件）、および前年の発表の中から

選定された FIT2019 船井ベストペーパー（3 編）、FIT2019 論文賞（6 編）、FIT2019 ヤングリサーチ

ャー賞（7 名）を表彰した。FIT2021 は、東北学院大学(オンライン)で 2021 年 8 月 25 日～27 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) 2021 年総合大会 

2021 年 3 月 9 日～12 日にオンラインで開催された総合大会に合わせ、ISS 特別企画として企画され

たジュニア&学生ポスターセッションもオンラインで実施された。申込総数は 172 件であり、高専生（専

攻科を含む）の発表が 32 件、高校生の発表が 5 件含まれていた。 
 
(4) 国際化施策 
 2020 年度は、主催・共催・協賛等として、以下の国際会議を開催した。 

• International Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE2020), 
August 25-26, 2020 (オンライン開催、本会協賛) 

• International Symposium on Computing and Networking (CANDAR2020), November 24-27, 
2020 (オンライン開催、本会協賛) 

• International Conference and Workshops on Algorithms and Computation (WALCOM), 
February 28 - March 02, 2021（オンライン開催、本会協賛） 

さらに、2021 年度以降は以下の国際会議が開催予定である。 
• The 17th International Conference on Machine Vision Applications (MVA 2021), July 25 - 

27, 2021（名古屋で開催予定、本会共催） 
• The 15th International Conference on Quality Control by Artificial Vision (QCAV 2021), 

May 12 - 14, 2021（オンライン開催、本会 technical sponsor） 
• International Symposium on Computing and Networking (CANDAR2021), November 23-26 

(松江で開催予定、本会後援) 
• International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2023（日本で開催予定、

本会協賛予定） 
 また、ISS では、International Association of Pattern Recognition (IAPR:国際パターン認識協会)に
会員として参画している。IAPR は世界各国の学協会を会員とし、パターン認識分野の学術的発展を目
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指した組織であり、種々の国際会議やサマースクール開催等の活動を行っている。当該年度は 2000 人

前後の参加者を集める国際会議 International Conference on Pattern Recognition (ICPR)が開催され、

あわせて IAPR の意思決定の場である Governing Board Meeting が開催された。現在柏野 ISS 次期会

長と佐藤真一 ISS 副会長が IAPR 日本代表理事であり、当該会合に参加した。ここで得た知見等にも基

づき、今後本会と IAPR との連携について進める予定である。 
 
(5) その他 （ソサイエティ誌、選奨） 
(5-1) 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。 
 
(5-2) 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ている。新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から授賞式の開催は省略したものの、2020 年度は 2019 年度ソサ

イエティ論文賞 1 件、2020 年度活動功労賞 10 名ならびに査読功労賞 10 名を選定・授与した。 
 

１．５ NOLTA ソサイエティ 
 
(1) ソサイエティ運営と規定の見直し 
 前年度から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、規程を英語化しているが、一部日本語での規定と英語での規定に齟齬があること

が判明し、また規定間の不整合も判明した。現在、不整合箇所の修正を進めており、2021 年度に改訂

を行うべく作業を進めている。 
 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) 研究専門委員会の活動 
 本ソサイエティには非線形問題研究専門委員会(NLP)と複雑コミュニケーションサイエンス研究専門

委員会(CCS)の 2 つの研究専門委員会がある。今年度の研究会はコロナ禍の影響をうけ、全てオンライ

ンで開催された。非線形問題研究専門委員会(NLP)は年間 6 回開催され講演数は 114 件であった。複雑

コミュニケーションサイエンス研究専門委員会(CCS)は年間 4 回開催され講演数は 41 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表彰した。 
 
(2-2) NOLTA2020 
 沖縄で 2020 年 11 月 16 日～19 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: NOLTA2020)を開催する予定で

あったがコロナ禍の影響により完全オンラインで開催された。招待講演 2 件を含む計 158 件の発表があ

った。完全オンラインということで発表者のみ参加費を頂くという形態をとったが、参加者は延べ 230
名と大盛況であった。また学生の発表者の中から BEST STUDENT PAPER AWARD を 2 名，

STUDENT PAPER AWARD を 6 名選出し表彰した。 
 
(2-3) JKCCS2021 
 2021 年 1 月 27 日から 29 日の日程で韓国・安東で開催予定であった第９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 9th Japan-Korea Joint Workshop on Complex 
Communication Sciences（JKCCS2021）はコロナ禍の状況を鑑み、1 年延期し 2022 年１月に韓国・

安東で開催することとなった。 
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(2-4) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 2020 年ソサイエティ大会（オンライン）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。2021 年総合大会（オンライン）の一

般セッション講演数は 49 件であった。 
 
(2-5) NOLTA ソサイエティ大会 
 ソサイエティ全体の活動を総括して、NOLTA ソサイエティがカバーする学問分野の更なる発展・充

実をはかるため、NOLTA ソサイエティ独自のソサイエティ大会を開催している。2020 年度は、湘南工

科大学において 2020 年 6 月 6 日に開催予定であったが、コロナ禍の影響により中止となった。 
 
(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、38 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． 

2020年度は，各研究会や HCGシンポジウム，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，2020

年度の主な活動概要を示す． 

 

（1）研究会活動 

2020 年度は，4 つの研究専門委員会，及び 5 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．  

 

（2）HCGシンポジウム 

前身である HCG 大会から数えて 27回目，2004 年の HCG シンポジウムへの改称から 18 回目となる，

HCG シンポジウム 2020をオンラインにて 2020年 12月 15日から 17日まで開催した．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

研専ごとではなく，研究内容によって構成し，研専の枠を越えた議論を行っている．今回は，新型コ

ロナウイルスによる影響により対面による開催が困難であるという判断により，初めてのオンライン

開催であったが，いくつかツールを利用して口頭発表，インタラクティブ発表，そして懇親会を行っ

た．研究者が一堂に会することができなかったのは残念だったが，オンラインならではの良さも認識

され，今後の研究会，学会のあり方を示唆するものでもあった． 

今年度の参加登録者数は 163名，研究発表件数は 87件で，このうち 68件の講演者が対話型セッシ

ョン「インタラクティブセッション」で発表を行った．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，

障害者向けの行動支援システム（ナビシステムと障害者が自立して街を移動することをサポートする

システムである AI スーツケース）に関する招待講演を企画した．講演題目および講師はそれぞれ以

下の通りであった． 

 

チュートリアル講演 
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題目： 「Research through Designがもたらす知」 

講師：北崎 允子(武蔵野美術大学) 

 

招待講演 

題目：「リアルワールド・アクセシビリティへの挑戦」 

講師：高木 啓伸（日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所） 

 

 

2021 年度の HCG シンポジウムは，12 月 15 日から 17 日まで 3 日間，実際の会場（サンポートホー

ル高松）とオンラインでの発表を組み合わせたハイブリッド形式で開催する予定である． 

 

（3）研究会運営の改革 

研究会参加費・年間登録費の見直しを行い，改定を行った．具体的には，研究会で発表する場合は

参加費を徴収することとし，技報ダウンロードの年間登録費は各研究会で同一とした．また，HCG 全

研究会の技法をダウンロードできる一括年間登録サービスを 2021 年度から開始することとした．こ

れらの改革により，HCG の財政の改善とともに，研究会を横断する活動が加速することが期待される． 

 

（4）編集活動 

2021年 2月に和文論文誌 A分冊の「ヒューマンコミュニケーション特集号」を発行した．投稿され

た 14 件の論文のうち，8 件が採択された．また，2022 年 3 月に発行予定の英文論文誌 D 分冊での特

集号「Special Section on Human Communication」を企画し，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 件を選考し，HCG シンポジ

ウム 2020 のオンライン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 2020 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 1 件，学生優秀インタラクティブ発表賞 4 件，特集テーマセッション賞 7 件を選考し，表彰した．

各賞の詳細は「５．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 2020 年 9 月 15 日(火)～18 日(金) 
会 場 オンライン開催 

参加者 4,124 名 
懇親会 中止 

 
（a）企画講演セッション数        

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 ※1 1 1 5

パネルセッション ― 0 0 3 0 3

チュートリアルセッション ― 1 0 1 0 2
依頼シンポジウムセッショ
ン

― 3 0 8 4 15

  合　　計 2 6 1 13 5 27

企画種別
合 計

大会委員会
ソサイエティ

※基礎・境界と NOLTA の共催企画 1 件を含む。 
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（b）公募講演件数          

基礎・境界 NOLTA 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
一般講演 101 26 598 200 925 925
シンポジウ
ム講演

＊10 0 ＊69 6 85 78

合　計 111 26 667 206 1010 1003

合 計ソサイエティ 実数

 
＊  基礎・境界と通信の共催企画 7 講演件数を含む。 

 
２．２ FIT2020(第 19 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 2020 年 9 月 1 日(火)～3 日(木) 
会 場 オンライン 
参加者 2,036 名 
懇親会 － 
 

イベント企画 
研究会提案企画 7 課題 
委員会提案企画 8 課題 
現地提案企画 1 課題 

講演件数 374 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  
第11回有機分子エレクトロニクスに関する国際

シンポジウム(ISOME2020) 
2020.05.28 
～05.30 198 73 Virtual ES 

The 34th International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2020) 

2020.7.3～
7.6 302 106 Online ESS 

The 14th International Workshop on 
Security (IWSEC 2020) 

2020.9.2 
～9.4 200 33 Online 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 2020） 
2020.09.23 
～09.25 140 117 

韓国・大

邱、オンラ

イン開催 
CS 

2020年マイクロ波フォトニクス国際会議

(MWP2020) 
2020.11.22～

11.25 71 46 Virtual ES 

2020 InternationalConference on Emerging 
Technologies for Communications 
（ICETC2020） 

2020.12.2 
～12.4 589 261 オンライ

ン開催 
CS 

The 2019 International Workshop on Smart 
Info-Media Systems in Asia (SISA 2020) 

2020.12.17 
～12.18 51 20 Online ESS 

Asia and South Pacific Design Automation 
Conference (ASP-DAC) 

2021.01.18-0
1.21 300 129 Online ESS 

2020年アンテナ伝搬国際シンポジウム 
（ISAP2020） 

2021.01.25 
～01.28 563 429 オンライ

ン開催 
CS 

 



 30 

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 2,554 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  27 15          42 3  
293 56 5 354 

JB  81 10          91 4  
870 35 6 911 

JC  39 10          49 2  
332 30 2 364 

JD  76 15          91 6  
858 58 9 925 

計  223 50          273 15  
2,353 179 22 2,554 

※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 6,446 ページである。  

論  文 レター その他 計 特集回数 

分 冊 件  数 件  数          件  数 回   
ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

EA  137 76          213 11  
1,327 359 14 1,700 

EB  159 0          159 7  
1,538 0 8 1,546 

EC  79 18          97 9  
637 69 12 718 

ED  200 84          284 12  
2,109 356 17 2,482 

計  575 178          753 39  
5,611 784 51 6,446 

※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 39 件、629 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 128 件、753 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 153 件、848 ページを掲載した。 
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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  358 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  340 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  198 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   67 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  112 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)基礎・境界ソサイエティ 
(1-1)功労賞 

以上 1 名 
(1-2)貢献賞 
(1-2-1) ソサイエティ運営、研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 
 

基礎・境界ソサイエティ「電子広報担当幹事」としての貢献並びに 
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 
藤吉 正明 

以上 1 名 
(1-2-2) ソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 
基礎・境界ソサイエティ「庶務幹事」としての貢献 中野 秀洋 
基礎・境界ソサイエティ「会計幹事」としての貢献 和田 成夫 
基礎・境界ソサイエティ「大会担当幹事」としての貢献 茂呂征一郎 
基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」としての貢献 笹岡 直人 
基礎・境界ソサイエティ「和文論文誌編集幹事」としての貢献 岩本  貢 
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 山岸 昌夫 

以上 6 名 
(1-2-3) 編集 

業     績 貢 献 者 
論文誌編集委員としての貢献 鍋谷 寿久 
論文誌編集委員としての貢献 大野 光平 
ソサイエティ誌編集委員としての貢献 藤沢 匡哉 

以上 3 名 
(1-2-4) サブソサイエティ運営、研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 
システムと信号処理サブソサイエティ及び 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 小平 行秀 

以上 1 名 
 
 

業     績 貢 献 者 
2020 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 田中 俊昭 
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(1-2-5) 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 萩原  学 
以上 1 名 

(1-2-6) 研究専門委員会運営 
業     績 貢 献 者 

安全・安心な生活と ICT 研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 佐藤 大輔 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 土屋 健伸 
信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 中本 昌由 
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 江村 恵太 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 八木 秀樹 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 松井健太郎 
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 中村 洋平 
高信頼制御通信研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 石井 光治 
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 市野 将嗣 
高度交通システム(ITS)研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 間邊 哲也 
ハードウェアセキュリティ研究専門委員会の運営および活動に対する貢献 国井 裕樹 
ワイドバンドシステム研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 中村  聡 

以上 12 名 
(1-2-7) 会議運営 

業     績 貢 献 者 
SISA2019 の運営に対する貢献 辻  裕之 
第 34 回信号処理シンポジウムの運営に対する貢献 中西  功 
IWSEC2019 の運営に対する貢献 盛合 志帆 
第 32 回回路とシステムワークショップの運営に対する貢献 陶山 健仁 
バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム 2019 の運営に対する貢献  山田 茂史 
SITA2019 実行委員長としての貢献 上原  聡 

以上 6 名 
(1-2-8)  

業     績 貢 献 者 
2020 年暗号と情報セキュリティ小特集号編集幹事としての貢献 山本  大 
2018～2019 年情報理論とその応用小特集編集幹事としての貢献 小林  学 

以上 2 名 
 
(2) NOLTA ソサイエティ 
(2-1) Service Award（貢献賞） 

業     績 貢 献 者 
 Devoted Contribution to Operation of NOLTA Society as A Director, 

General Affairs 坪根  正 

Devoted Contribution to Operation of NOLTA Society as A Director, 
Conferences 茂呂征一郎 

Devoted Contribution to Operation of NOLTA Society as A Director, 
Publicity 青森  久 

Devoted Contribution to Technical Committee on Nonlinear Problems As 
A Secretary 坪根  正 

Devoted Contribution to Technical Committee on Nonlinear Problems As 
A Secretary 木村 貴幸 

Devoted Contribution to Technical Committee on Complex 
Communication Sciences As A Secretary 高野 知佐 

以上 6 名 
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(3) 基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ 
Fundamentals Review ベストオーサー賞 

論     説 著 者 
共通鍵暗号の発展 －MISTY1 をめぐる創造と破壊 藤堂 洋介 

以上 1 編 
 

５．２ 通信ソサイエティ 
  
(1)ソサイエティ論文賞 

論  文  名 著 者 名 

【優秀論文賞】 
IoT 機器の実機を用いたマルウェア動的解析手法の検証 

原 悟史（富士ソフト） 
熊 佳（横浜国大） 
玉井達也（横浜国大） 
田宮和樹（横浜国大） 
田辺瑠偉（横浜国大） 
藤田 彬（横浜国大） 
吉岡克成（横浜国大） 
松本 勉（横浜国大） 

六角形格子上の積符号を用いた符号化変調方式による PAPR
の低減 

北原裕久（電通大） 
森田啓義（電通大） 
眞田亜紀子（湘南工科大） 

MU-MIMO における一般逆行列を用いたブロック対角化 

内田圭耶（福井大） 
藤元美俊（福井大） 
北尾光司郎（NTT ドコモ） 
今井哲朗（NTT ドコモ） 

【チュートリアル論文賞】 
エラスティシティと空間並列性を光ネットワークに導入
するためのネットワーク・ノードアーキテクチャ 

神野正彦（香川大） 

【Best Paper Award】 
Efficient Reliability Evaluation of Multi-Domain 
Networks with Secure Intra-Domain Privacy 

Atsushi TANIGUCHI（NTT） 
Takeru INOUE（NTT） 
Kohei MIZUNO（NTT） 
Takashi KURIMOTO（NII） 
Atsuko TAKEFUSA（NII） 
Shigeo URUSHIDANI（NII） 

Software-Based Time-Aware Shaper for Time-Sensitive 
Networks 

Yasin OGE（Toshiba Corp.） 
Yuta KOBAYASHI 
（Toshiba Corp.） 
Takahiro YAMAURA 
（Toshiba Corp.） 
Tomonori MAEGAWA 
（Toshiba Corp.） 

Enhanced Selected Mapping for Impulsive Noise 
Blanking in Multi-Carrier Power-line Communication 
Systems 

Tomoya KAGEYAMA 
（Kyushu Univ.） 
Osamu MUTA（Kyushu Univ.） 
Haris GACANIN 
（Nokia Bell Labs） 

Complexity-Reduced Adaptive PAPR Reduction Method 
Using Null Space in MIMO Channel for MIMO-OFDM 
Signals 

Taku SUZUKI 
（Tokyo Univ. of Sci.） 
Mikihito SUZUKI 
（Tokyo Univ. of Sci.） 
Yoshihisa KISHIYAMA 
（NTT DOCOMO Inc.） 
Kenichi HIGUCHI 
（Tokyo Univ. of Sci.） 
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A ZigBee/Wi-Fi Cooperative Channel Control Method and 
Its Prototyping 

Kazuhiko KINOSHITA
（Tokushima Univ.） 
Shu NISHIKORI（Osaka Univ.） 
Yosuke TANIGAWA 
（Osaka Prefecture Univ.） 
Hideki TODE 
（Osaka Prefecture Univ.） 
Takashi WATANABE 
（Osaka Univ.） 

【ComEX Best Letter Award】 
Two-step path loss prediction by artificial neural network 
for wireless service area planning 

Kentaro Saito 
（Tokyo Inst. of Tech.） 
Yongri Jin（Tokyo Inst. of Tech.） 
CheChia Kang 
（Tokyo Inst. of Tech.） 
Jun-ichi Takada 
（Tokyo Inst. of Tech.） 
Jenq-Shiou Leu（National 
Taiwan Univ. of Sci. and Tech.） 

【マガジン論文賞】 
大容量通信を実現する，宇宙光通信の研究開発動向 荒木智宏（JAXA） 

                                                              以上 11 編 
(2)マガジン賞 

記  事  名 著 者 名 

自律分散型 IC 乗車券システム“Suica”の開発と導入 
――交通インフラから社会インフラへの進化―― 

椎橋章夫 
（JR 東日本メカトロニクス） 

     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 アルゴリズムによるシミュレーション高速化技術の先駆

的研究 大貫 進一郎（日本大学） 

第 2 分野 異種材料集積シリコン光集積回路と光変調器応用に関す

る先駆的研究 竹中 充（東京大学） 

第 3 分野 集積パワーマネジメント回路に関する先駆的研究 高宮 真（東京大学） 
以上 3 件 

(2) レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

40 GHz モード同期半導体レーザを

用いたミリ波帯周波数計測 

杉山 卓也（横浜国立大学） 
諸橋 功（情報通信研究機構） 
小川 洋（情報通信研究機構） 
片山 郁文（横浜国立大学） 
関根 徳彦（情報通信研究機構） 
笠松 章史（情報通信研究機構） 
寶迫 巌（情報通信研究機構） 

以上 1 件 
(3)ELEX Best Paper Award 

論  文  名 著 者 名 

InGaP/GaAsSb/InGaAsSb double 
heterojunction bipolar transistors 
with 703-GHz fmax and 5.4-V 
breakdown voltage 

Takuya Hoshi (NTT Corporation) 
Norihide Kashio (NTT Corporation) 
Yuta Shiratori (NTT Corporation) 
Kenji Kurishima (NTT Corporation) 
Minoru Ida (NTT Corporation) 
Hideaki Matsuzaki (NTT Corporation) 



 35 

Application of a two-dimensional 
Butler matrix antenna array for 
tile-based beamforming 

Cheng-Hung Hsieh (National Chung Cheng University) 
Yi-Ting Lin (National Chung Cheng University) 
Hsaing-Chieh Jhan (National Chung Cheng 
University) 
Zuo-Min Tsai (National Chung Cheng University) 

Wavelength-tunable 
sub-picosecond optical switch over 
entire C-band using nonlinear 
optical loop mirror 

Ryoya Hirata (Tohoku University) 
Toshihiko Hirooka (Tohoku University) 
Masato Yoshida (Tohoku University) 
Masataka Nakazawa (Tohoku University) 

以上 3 件 
(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

超広帯域電磁界解析のための周波数依存性 FDTD 法 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ

（情報通信研究機構） 
和氣 加奈子（情報通信研究機構） 
渡辺 聡一（情報通信研究機構） 
陳 強（東北大学） 
澤谷 邦男（東北大学） 

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 
飯坂  尚章（芝浦工業大学） 
中野 裕貴（名古屋工業大学） 
 

光半導体及びフォトニクス分野 
兼坂 悠平（横浜国立大学） 
山内 健太（九州大学） 
 

回路およびエレクトロニクス分野 
加島  亮太（名古屋大学） 
嘉藤  貴博（法政大学） 
 

以上 6 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 
データ同化を用いた大規模人流推定手法 重中 秀介（筑波大） 

大西 正輝（産総研） 
山下 倫央（北大） 
野田 五十樹（産総研） 

以上 1 編 
 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 
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 金子 晴彦(東工大) 
英文論文誌編集委員としての貢献 高間 康史(都立大) 
英文論文誌編集委員としての貢献 波部 斉(近畿大) 
英文論文誌編集委員としての貢献 山下 幸彦(東工大) 
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和文論文誌編集委員としての貢献 中田 明夫(広島市立大) 
和文論文誌編集委員としての貢献 佐藤 信夫(日立製作所) 
パターン認識・メディア理解研究専門委員会、総合大会、FIT、MIRU
への貢献 

井尻 善久(オムロン) 

マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会

副委員長としての貢献 
栗林 稔(岡山大) 

画像工学研究専門委員会幹事、二種研幹事としての貢献 高橋 桂太(名大) 
コンピュータシステム研究専門委員会幹事及び論文誌編集委員，特集

号幹事としての貢献 
緑川 博子(成蹊大) 

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 山下 幸彦(東工大) 
論文誌査読委員としての貢献 平川 正人(島根大) 
論文誌査読委員としての貢献 三上 弾(NTT) 
論文誌査読委員としての貢献 岩田 基(阪府大) 
論文誌査読委員としての貢献 義久 智樹(阪大) 
論文誌査読委員としての貢献 平野 靖(山口大) 
論文誌査読委員としての貢献 岡 隆一(会津大) 
論文誌査読委員としての貢献 村上 和人(愛知県立大) 
論文誌査読委員としての貢献 鯉渕 道紘(NII) 
論文誌査読委員としての貢献 新見 道治(九工大) 

以上 10 名 
(3)ジュニア＆学生ポスターセッション 
(3-1)優秀ポスター賞 

 論  文  名 著 者 名 
画面上の和文読みにおける一行表示シフト UI の読解力評価と視線移

動解析 内田 啓太（奈良高専） 

ブラジャーは自己呈示手段になり得るか－下着の着用が自己に与え

る影響－ 芝原 百華（同志社大） 

以上 2名 
(3-2)特別賞（協創） 

 論  文  名 著 者 名 
VR 機器を用いた複数人で行う協働型化学実験環境の構築 藤原 尚志（東京理科大） 
循環型農業を支援する多種画像解析による生育度推定システムの研

究開発 村上 諒太（立命館大） 

以上 2名 
 
５．５ ＦＩＴの各賞 

 
(情報・システムソサイエティ及びヒューマンコミュニケーショングループと情報処理学会 

との合同) 
 

 (1)船井業績賞 
業     績 受 賞 者 

コンピュータグラフィックスにおける先駆的研究 西田 友是（広島修道大） 

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

構造変化に応じるロバスト修復可能マトロイド基問題に対する固定

パラメータアルゴリズム 

岡本 吉央（電通大） 
伊藤 健洋（東北大） 
垣村 尚徳（慶大） 
神山 直之（九大／JST, さ
きがけ） 
小林 佑輔（京大） 

近似レベルを動的制御可能なアーキテクチャのためのコンパイラフ

レームワークの検討 

冨田 和孝（東大） 
中村 朋生（東大） 
小泉 透（東大） 
入江 英嗣（東大） 
坂井 修一（東大） 

私的観測下の繰り返し囚人のジレンマにおける協力のダイナミクス 
西野上 和真（電通大） 
五十嵐 瞭平（電通大） 
岩崎 敦（電通大） 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 

ユーザの感覚に近い多様化検索評価指標 
酒井 哲也（早大) 
Zhaohao Zeng（早大)  
 

モデルベース強化学習における自動計画を用いた探索戦略 

速水 陽平（電通大／ﾆｭｰﾖｰ

ｸ州大） 
Amiri Saeid（ﾆｭｰﾖｰｸ州大） 
Chandan Kishan（ﾆｭｰﾖｰｸ

州大） 
Shiqi Zhang（ﾆｭｰﾖｰｸ州大） 
高玉 圭樹（電通大） 

AdaBoost を用いた心の健康スコア推定システムの構築 

中川 聡（東大） 
米倉 将吾（東大） 
金沢 星慶（東大） 
西川 鋭（東大） 
國吉 康夫（東大） 

脳活動の相互依存モデルに基づく言語・非言語想起過程の高時間分

解能判別 

西尾 啓汰（青山学院大） 
猪又 啓太郎（青山学院大／

富士通） 
栗原 陽介（青山学院大） 

対象物のイメージに基づく図像的ジェスチャの形状推定 

二瓶 芙巳雄（成蹊大） 
中野 有紀子（成蹊大） 
東中 竜一郎（NTT） 
石井 亮（NTT） 

秘匿信号領域における LASSO モデリングのためのランダムユニタ

リ変換の秘匿性強化 

坂東 幸浩（NTT） 
仲地 孝之（NTT） 

カーネル仮想記憶空間における排他的ページ参照機構によるデータ

保護能力と性能評価 

葛野 弘樹（セコム） 
山内 利宏（岡山大） 

以上 7 編 
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(4)FIT ヤングリサーチャー賞 
論  文  名 受 賞 者 

レンダリング時の背景モデル参 照を用いたリアルタイム自由視点

映像の高品質化に関する検討 
渡邊 良亮君（KDDI 総合研

究所） 

深層畳み込みネットワークの初期化アルゴリズム 邉見 貴彦君（群馬大） 

時刻ドリフトを利用した機器特徴抽出手法における経年変化の検討 小林 明珠君（小山高専） 

深度と深度勾配の相互変換による Multi-task learning を活用した

教師なし単眼深度推定  
髙嶺 潮君（琉球大） 

以上 4 名 
 
 
５．６ ヒューマンコミュニケーショングループ 
 
 (1)ヒューマンコミュニケーション賞 

研究会名 業     績 受 賞 者 

HCS 

「人口密度および経済状況と人々の生活史戦略 ― WEB

調査を用いた分析 ― 」 

（HCS2019-69） 

松田昌史（NTT） 

小林哲生（NTT） 

HCS 

「保育士同士の効果的なコミュニケーション」 

（HCS2019-53） 

 

磯 友輝子（東京未来大学） 

日向野 智子（東京未来大学） 

藤後 悦子（東京未来大学） 

山極 和佳（東京未来大学） 

高橋 一公（東京未来大学） 

角山 剛（東京未来大学） 

HIP 
「能動・受動自己運動時の身体近傍空間」 

（HIP2019-85） 

黒田尚輝（熊本大学） 

寺本 渉（熊本大学） 

MVE 

「不動産間取り図から主観的に感じる魅力度と間取り

要素の関連解析」 

（MVE2019-13） 

楢原 太郎（ニュージャージー

工科大学） 

汪 雪婷（東京大学） 

山崎 俊彦（東京大学） 

WIT 

「盲ろう者のコミュニケーションを支援するフット・

インタフェース ～ 語句伝達の了解度を高める触覚刺

激提示時間の検討～」 

（WIT2019-42） 

小野澤大輔（芝浦工科大学） 

米村俊一（芝浦工科大学） 

 

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】 

(A-2-3) 初対面の日常会話における高齢女性のパーソナリティと

発話応答との関連 

 

髙栁直人（花王） 

楊井一彦（花王） 

平石牧子（花王） 

徳永弘子（東京電機大） 

片岡 潔（花王） 

武川直樹（東京電機大） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 

(A-5-3) 共有物の大皿はコミュニケーションの何を変えるのか？ 

～ 異なる食事形式による高齢者らの視線行動分析から ～ 

徳永弘子（東京電機大） 

花井俊孝（東京電機大） 

木村 敦（日大） 

武川直樹（東京電機大） 
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【最優秀インタラクティブ発表賞】 

(I-3-2) 画像と動作ラベルからの動画生成 
会沢拓哉（千葉大学） 

全へい東（千葉大学） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 

(A-5-5) 遠隔共食コミュニケーションの場を調整するエージェン

トのデザイン 

 

大島直樹（豊橋技科大） 

斎藤博人（東京電機大） 

徳永弘子（東京電機大） 

花井俊孝（東京電機大） 

荻原千秋（東京電機大） 

武川直樹（東京電機大） 
【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

(A-2-4) 掲示場所の色環境を考慮したポスターデザインの配色提

案手法の評価 

木方夏麟（東大） 

阪口紗季（東大） 

苗村 健（東大） 
【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

(B-2-5) VR空間の迷路探索課題における人の学習過程に関する考

察 ～ 強化学習の枠組みを用いたアプローチ ～ 

寺井 輝（青学大） 

田辺弘子（青学大） 

小宮山 摂（青学大） 
【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

(B-4-5) 「デザイン実践研究」の鍵概念構築 ～ 多元的な「実践

研究」を整理する ～ 

西村 歩（慶大） 

新井田 統（KDDI 総合研究所） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

(A-7-2) マルチモーダル情報を用いたソーシャルスキルの客観的

推定 

 

足立優也（北陸先端大） 

佐賀健志（奈良先端大） 

田中宏季（奈良先端大） 

岩坂英巴（奈良県立医科大） 

中村 哲（奈良先端大） 
【特集テーマセッション賞】 

(A-6-1) 介護者とのコミュニケーションにおける被介護者の反応

の分析 

岩元美由紀（京大） 

中澤篤志（京大） 

【特集テーマセッション賞】 

(A-7-5) Cultural Differences in Gaze Behavior during 

Conversation and its Applications to Human-Robot Interaction 

Louisa Hardjasa ・ Asushi 

（Kyodai） 

Nakazawa（Kyodai） 

【特集テーマセッション賞】 

(A-5-5) 遠隔共食コミュニケーションの場を調整するエージェン

トのデザイン 

大島直樹（豊橋技科大） 

斎藤博人（東京電機大） 

徳永弘子（東京電機大） 

花井俊孝（東京電機大） 

荻原千秋（東京電機大） 

武川直樹（東京電機大） 
以上 15 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 ：101 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 

高島 康裕 
和田山 正 
安里 彰 
三浦 光 
古家 賢一 

夏目 季代久 
福田 大輔 
廣瀬 勝一 
林 和則 

濵村 昌則 

 ５ 
     ６ 
     ７ 
   １０ 
    ５ 
     ６ 
     ４ 
     ４ 
     ５ 
     ４ 

８８ 
   １５９ 
     ３７ 
    ８４ 
    ９３ 
    ６６ 
    ９９ 
   １０３ 
   １３２ 
    ７７ 
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システム数理と応用 
思考と言語 
技術と社会・倫理 
ITS 
ｽﾏｰﾄｲﾝﾌｫﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 
ｲﾒｰｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸｵﾘﾃｨ 
高信頼制御通信 
バイオメトリクス 
複雑ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｲｴﾝｽ 
安全・安心な生活と ICT 
ハードウェアセキュリティ 

高井 重昌 
坪田 康 
小川 賢 
和田 友孝 
末竹 規哲 
中口 俊哉 
李 還幇 
大塚 玲 

塩川 茂樹 
田村 裕 
池田 誠 

     ４ 
     ４ 
     ４ 
     ５ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
      ４ 

     ５９ 
     ２５ 
    ９８ 

 ７８ 
   ６３ 
   ３５ 
   ３８ 
   ７５ 
   ２８ 
   ６２ 
   ８２ 

合計 １０１ １,５８１ 
 
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 ： 135 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 
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 

  筋誡 久 
王 建青 

中尾 彰宏 
石田 賢治 
寺田 純 
末次 正 
前田 譲治 
岡本 英二 
下西 英之 
釣谷 剛宏 
松浦 祐司 
木下 和彦 
大崎 博之 
有吉 正行 
田野 哲 

花田 英輔 
石崎 俊雄 
石原 進 

   １１ 
    ７ 
     ５ 
   １０ 
   １０ 
    ７ 
     ７ 
     ６ 
     ７ 
   １０ 
     ６ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
   ６ 
   ５ 
   ５ 
   ４ 
   ７ 
   ５ 

   １５４ 
    ７０ 
    ４０ 
    ９３ 
   １７４ 
   １０４ 
    ９５ 
     ５８ 
    ５１ 
   ２６５ 
   １２０ 
   ６７ 
    ７６ 
    ９１ 
    ６９ 
   ９０ 
    ８４ 
   ３８ 
   ５１ 
   ８８ 

合計 １３５ １,８７８ 
 
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 ： 67 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 

萱野 良樹 
吉田 周平 
神代 暁 

山口 留美子 
須原 理彦 
武山 真弓 

    ６ 
     ３ 
     ３ 
    ３ 
    ３ 
    ５ 

    ３８ 
    ２１ 
     ２４ 
    ４７ 
    ４３ 
   ７８ 
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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 

平山 浩一 
平野 博茂 
古神 義則 
永田 真 
真島 豊 

中川 剛二 
八坂 洋 

大貫 進一郎 
吉本 直人 

     ４ 
    ６ 
    ９ 
    ３ 
    ３ 
    ６ 
     ５ 
   ４ 
   ４ 

    ７７ 
    ７０ 
   １０２ 
    ６５ 
    ３９ 
    ９８ 
    ８０ 
   ８１ 
   ４６ 

合計  ６７  ９０９ 
 
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 ： 105 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 

渡邉 高志 
小林 透 
木全 英明 
嶋田 和孝 
入江 英嗣 
増澤 利光 
福田 直樹 
小林 隆志 
宮崎 純 

佐藤 洋一 
高橋 寛 

鮫島 和行 
中川 博之 
河井 恒 

鈴木 栄幸 
河田 佳樹 
石野 正彦 
柴田 裕一郎 
高倉 弘喜 
竹内 一郎 
川村 正樹 
高汐 一紀 
菊地 伸治 

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

 ３ 
 ６ 
 ３ 
 ４ 

    ５０ 
    ６９ 
   １２３ 
    ６０ 
   １１３ 
    ４８ 
    ５２ 
     ５１ 
    ３５ 
   １５３ 
   １４０ 
    ７８ 
     ５１ 
   １２８ 
    ７４ 
   １０６ 
   ２０ 
   ９４ 
   ８９ 
   ６７ 
  １００ 
   ２３ 
   ４９ 

合計 １０５ １,７７３ 
 
６．５ ヒューマンコミュニケーショングループ 

 
研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 22 回 また、第二種研究会及び第三種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 
ヒューマン情報処理 
ﾒﾃﾞｨｱｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ・ﾊﾞｰﾁｬﾙ環境基礎 
福祉情報工学 

井上 智雄 
坂本 修一 
井原 雅行 
若月 大輔 

     ５ 
     ６ 
     ５ 
     ６ 

    １００ 
   １０１ 
   １１０ 
   ７１ 

合計 ２２ ３８２ 
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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。 
 

 [  ]内はフェロー会員数 

 ESS CS ES ISS NLS HCG 合 計 

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

2020年度末登録数 4,223[152] 8,033[306] 4,333[183] 8,085[272] 237[9] 796 25,707[922] 

前年度との差  -203 [+3] -492[-7] -353 [+8] -494 [-6] +13[+9] -2 -1,531[+7] 

(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 

2020 年度は、支部連合大会、各種講演会（学生向けを含む）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 
2020 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 3 名の講師による 1 件の講演会を開催（共同主催）した。 
（Future Multi-Media Communications (FMC2021)  千歳科学技術大学 
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 139 件、

参加者数 278 名）。オンライン開催 
ウ．総務省と電子情報通信学会北海道支部との意見交換会 
エ．札幌市と電子情報通信学会北海道支部との意見交換会 

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 2020）を共同主催した（参加者数：62 名）。 

・応用物理学会が企画した小中学生を対象としたイベント（「リフレッシュ理科教室」北海道科学
大学会場 オンラインで でんきモノづくり講座）を後援した（参加者 5 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 1 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 26 件）。 
ウ．北海道大学学生ブランチ活動として、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 2020 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，
2021 年 3 月に賞状と副賞を贈呈した（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 
赤松 祐亮 北海道大学 大学院情報科学院 メディアネットワークコース 修士課程 2 年 
小川 大樹 北海道大学 大学院情報科学院 システム情報科学コース 修士課程 2 年 
越智 亮太 北海道大学 大学院情報科学院 情報エレクトロニクスコース 修士課程 2 年 

加納 友梨奈 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 修士課程 2 年 

工藤 滉司 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 修士課程 2 年 

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

富安 柾斗 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系専攻 修士課程 2 年 

春山 知生 北海道大学 大学院情報科学院 メディアネットワークコース 修士課程 2 年 

松本 真直 北海道大学 大学院情報科学院 メディアネットワークコース 修士課程 2 年 

諸戸 祐哉 北海道大学 大学院情報科学院 メディアネットワークコース 修士課程 2 年 

1-2-2 2020 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、2021 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 
今 勇人 北見工業大学 適応 KLT を用いた雑音抑圧処理の改良 

富安 柾斗 室蘭工業大学 関数展開法に基づく多目的最適設計におけるパレート解の均一化に関する検討 

古川 凌 北海道大学 
超音波脳刺激に適した圧電性マイクロトランスデューサの一構成法-物理モデル

の数値計算と構造サイズ間の近似式の提案- 

1-2-3 2020 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 
2020 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
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発表賞選考委員会において選考を行い、以下の 11 名を受賞者として選定、賞状と副賞を贈呈した
（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 講演題目 
伊藤 涼音 北海道大学 スクリューホール付金属プレート空隙部の温度上昇測定 

中村 綾花 北見工業大学 
電圧制御及び仮想同期発電機制御による大規模ウィンドファームを有する電力系

統の安定度改善(その 1) 

川島 伸明 北海道大学 
連系点電圧を考慮した周波数・有効電力制御機能を有するスマートインバータの数

式モデル 

東 孝明 北海道大学 
画像注視時の fMRI データを用いた注視画像の推定に関する検討－確率的生成モ

デルに基づく複数被験者の共通応答の導入－ 

平川 泰成 北海道大学 
多層グラフ解析に基づくクロスドメイン推薦に関する検討－埋め込み特徴量の次

元数の変化による精度検証－ 
諸戸 祐哉 北海道大学 路面画像を用いた異常検知に基づく路面状態の識別に関する検討 

山本 尚也 北海道大学 両平面給電回路を用いた 16 素子葉状ボウタイスロットアレーアンテナ 

Zheyu Zhao 北海道大学 
Evaluation of MDL due to Rotation During Splicing in Coupled Multicore 
Fibers 

工藤 滉司 室蘭工業大学 STA と機械学習を用いた方向性結合型光デバイスの設計に関する研究 

渡辺 翔也 室蘭工業大学 
弱電離気体プラズマの解析(CLXII) CO の電子衝突断面積セット(2) 回転励起断面

積の考慮 
石川 尚登 北海道大学 物理ベースの夜空の表現に関する検討 

 
2．東北支部 

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） 
ア．講演会 2 件（いずれもオンライン開催）を実施した。 
イ．支部連合大会 1 件を実施した。 

※COVID-19 拡大の影響により、企画セッション（オンライン）以外は、書面発表によ
る開催とした 

ウ．共催・協賛・後援事業 5 件を実施した。 
2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

小中高生向け事業は COVID-19 拡大の影響により実施しなかった。 
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活動を行った。 
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 

Insfran Karl 東北大学 SAR 画像を用いた 3 次元計測の高精度化に関する検討 
加藤 諒 東北大学 大規模インバーティブルロジック回路実現へ向けた設計自動化手法 

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 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 

新井 和斗 秋田大学 佐々木 郁哉 一関工業高等専門学校  
石川 太繰 東北大学 佐藤 雄太 東北文化学園大学 
伊藤 樹 鶴岡工業高等専門学校  佐藤 涼 仙台高等専門学校 
大和田 直希 福島工業高等専門学校  菅原 直人 東北工業大学 
小野 佑希菜 仙台高等専門学校 鈴木 虹太 山形大学 
面内  晋太朗 八戸工業大学 高橋 颯汰 秋田工業高等専門学校 
木村 快晴 会津大学 羽生 史 東北学院大学 
木村 早紀子 医療創生大学 馬場 春樹 岩手県立大学 
毛塚 直哉 日本大学 播間 愛実 秋田県立大学 
小林 奎斗 東北大学 松橋 功大 弘前大学 
近藤 慎之介 岩手大学 山地 龍生 八戸工業高等専門学校 
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2-2-4 学生学会活動貢献賞を新設し、表彰規程に基づいて次の通り表彰した。 
授賞者氏名 所 属 表彰事由 

島田 隼人 東北大学 
東北大学学生ブランチおよび東北支部学生連合会の活動，支部事業活性化 WG
討論会への積極参加，広報活動等における支部事業活性化への貢献 

 
3．東京支部 
2020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構築

および支部事業の活性化を図ることを目標とした。さらに、アフターコロナの時代に向けたイベントの

在り方について新しい試みを模索することを目標とした。特に、①未来を支える若手への訴求、②新た

なイベントスタイルの企画と試行、③アフターコロナ社会に向けた新たな企画、の3点を中心に取り組

むこととした。 
3-1 事業概要 

2020 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アフタ
ーコロナ社会を展望する企画、③先達の知恵を若手に伝える場を継続的に提供した。また、総
務省関東総合通信局との連携を推進した。 
年度を通じてオンラインイベントの新たな形態を基軸とし、オンライン講演会（1 回、参加者
80 名）、オンラインシンポジウム（5 回、参加者 939 名）、地域イベント【茨城】（オンライン
講演会 1 回、参加者 64 名）を開催し、大変盛況であった。 

3-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
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、
6 件を採択したが、新型コロナウイルスの影響により、1 件がオンライン開催、5 件が開催中
止となった。 

3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・オンライン講演会（1 回 参加者 27 名）を開催し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（200 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 6 日にオンラインにて開催した。本年度の発表件数は 127 件であった。（うち
ジュニア会員は 7 件）。 

・学生ブランチの 7 校がオンライン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 2020 年度東京支部学生奨励賞 

東京支部学生奨励賞選奨規程に基づき、下記 12 名を選定し、贈呈した。（五十音順、敬称略） 
氏名 所属 氏名 所属 

位田 菜奈美 茨城大 庭山 耕平 芝浦工大 
奥田 拓弥 東京工芸大 幡豆 亮平 茨城大 
小原 敏晴 東京都市大 平山 尚幸 防衛大 
堺井 慶太 埼玉大 松尾 宇紘 明大 
鈴木 康太 工学院大 柳澤 宏伎 東京電機大 
張 鵬 埼玉大 横尾 和音 茨城大 

3-2-2 2020 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 5 名を選定し、贈呈した。（五十音順、敬称略） 

役職 氏名 所属 
学生会委員 神立 拓実 千葉工大 
学生会委員 島田 源 都立産技高専 
学生会委員 田山 大次郎 群馬大 
学生会委員 藤塚 さとみ 日本女子大 
学生会委員 松浦 匠音 東海大 
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４．信越支部 
2020 年度は、コロナウィルスが社会に甚大な影響を与える中で、オンライン会議システムを活用し

た支部大会，講演会等のイベントを企画、実施、支援した。長野県、新潟県内における学会活動の活性

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

進めた。 

4-1 事業概要 
2020 年度の諸事業は年度当初の計画を変更し，下記のようにそれぞれ実施を行った。 

4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
・支部大会（1 回、発表件数 140 件）をオンライン開催で行った。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。 
・講演会は 1 回（長野地区・ハイブリット型オンライン講義）行った。電子情報通信に関する先端

的な知識の向上に役立った。 
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 1 回（新潟大・オンライン開催）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 2020 年度信越支部学生奨励賞 
選奨規程に基づき下記の 11 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 

牛腸 正則 新潟大学 航空機 SAR を用いた地表三次元イメージング -地表構造物の分離抽出に関す

る基礎検討- 

三田 雅大 新潟大学 機械学習を用いた屋内伝搬チャネルモデルの高精度化の検討 

津守 将弘 長岡技術科学大学 超高速撮影のための輪郭適応型画像復元におけるノイズ低減技術の検討 

瀧本 裕也 長岡技術科学大学 カトラリーの三次元形状計測のための複数露光を用いた色相グレイコード法 

谷村 恭兵 信州大学 高周波動作とリンギング抑制を両立した GaN FETゲートドライバの設計 

深澤 光希 公立諏訪東京理科大学 心臓超音波画像の動態解析による心周期判定と心臓状態解析 

堀 晃己    公立諏訪東京理科大学 音検査に適した支援システムの開発 

木村 里輝 長岡工業高等専門学校 耳音響認証における個人性発生メカニズムの解明 

高島 孝太 長岡工業高等専門学校 オールウェットプロセスによる有機FETの作製と特性評価 

久保村 航大 長野工業高等専門学校 負透磁率材料を用いた低損失積層伝送線路に関する研究 

北澤 太基 長野工業高等専門学校 周波数分散性を組み込んだ FDTD法による FR-4 基板の信号伝送解析 

4-2-2 2020 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 

2020 年度は、新型コロナ感染拡大防止のため中止となった事業もあるが、積極的にオンラインを利
用し、活発な意見交換などを行うことができた。昨年度中止とした専門講習会は一部講師を変更し開催
することができた。また同じく中止とした卒業研究発表会もオンラインで開催することができた。 
5-1 事業概要 

2020 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 80 名）、専門講習会（１回 参加者数 90 名）をそれぞれオンライ
ンにて開催した。例年共催をしている、小中高生向け理科教室、並びに見学会は中止となった。 

5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会（１回、参加者数 165 名）、学生研究発表会（3 回、参加者合計 495 名、）は、学生の知
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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。 
卒業研究発表会はオンラインにて開催し（発表件数 62 名）は、参加者は 99 名であった。 

5-1-3 その他（定款 第 4 条 ロ号） 
電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会（参加者 584 名）を 8 学会（電気学会東海支部が
主担当）で、オンラインにて共同開催した。 

5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
5-2-1 2019 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 15 名を選定し、2020 年 6 月に表彰した。 
総合大会中止となったため、賞状等は郵送にてお届けした。（氏名五十音順） 

氏名 所属（2020 年 3 月現在） 研究テーマ 
■学士     

生田 亜裕 愛知県立大学  
情報科学部 情報科学科 

VGG-16 を用いたマクロ画像による紙の繊維組成分類に関

する研究 

久野 拓真 名古屋大学  
工学部 電気電子・情報工学科 

空間分割多重光ファイバネットワークにおける光クロスコ

ネクト技術に関する研究 

山本 昂汰 中部大学  
工学部 ロボット理工学科 

脳波を指標とした精神ストレス状況および走行シーンの視

角認知に関する注意機構の評価 
■修士      

坂倉 翔太 三重大学 大学院工学研究科  
電気電子工学専攻 

全二重無線ＬＡＮにおける MAC プロトコルおよびその理

論解析に関する研究 

伊藤 嘉俊 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 
工学専攻 光再構成型ゲートアレイ VLSI の放射線耐性 

今枝 滉太 名古屋大学 大学院工学研究科  
情報・通信工学専攻 光線空間の圧縮符号化 

田島 寛士 名古屋工業大学 大学院工学研究科 
情報工学専攻 

ローカル LUT アップサンプリングによる画像処理の高速

化 

永尾 文弥 名古屋工業大学 大学院工学研究科 
電気・機械工学専攻 

On-body/In-body 医療機器の高精度同時位置推定法に関す

る研究 

二村 真司 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 
電気・電子情報工学専攻 

キャビティ共振モード無線電力伝送における反射プローブ

と整合回路による電力伝送効率の向上 

早川 雅人 名古屋工業大学 大学院工学研究科 
情報工学専攻 無線 LAN のサービス品質向上に関する研究 

本田 瑛士 名古屋大学 大学院工学研究科  
情報・通信工学専攻 データセンタ向け光スイッチに関する研究 

桝田 佳大 名古屋工業大学 大学院工学研究科 
電気・機械工学専攻 

5G 電波暗号化非直交ユーザ多元接続手法の構築と性能改

善 

松原 尚輝 藤田医科大学 大学院  
保健学研究科 保健学専攻 

畳み込みニューラルネットワークを用いた胸部Ｘ線画像に

対する骨抑制処理と肺結節検出への応用 
■博士      

奥原 俊 名古屋工業大学 大学院工学研究科 
情報工学専攻 

エージェントの説明可能な交渉の協調モデルとその応用に

関する研究 

佐藤 文昭 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 
情報・知能工学専攻 脳波と瞳孔経計測による主観的知覚の解明 

5-2-2 2020 年度 卒業研究発表会 
 3 月 5 日、オンラインにて卒業研究発表会が開催され、下記 10 名を表彰することとした。 

（所属五十音順） 
最優秀卒業研究発表賞（1 件）   
講演者名 所属 講演題目 

浅野 博之 名古屋大学 ドローン無線リレーネットワークにおける被覆制御に基づく飛行方式 

優秀卒業研究発表賞（9 件）   
講演者名 所属 講演題目 

立松 礼利 愛知工業大学 
声からキャラクターを生み出そう！ー音声識別を組み合わせた GAN モデルの

研究ー 

本田 耕大 愛知工業大学 深層学習を用いた果物画像からの糖度推定の研究 

春日部 大雅 名古屋大学 遠近問題を伴う光無線符号分割多元接続における複数受光器による特性改善 

犬塚 真理 名古屋工業大学 
3 素子不等間隔リニアアレーに圧縮センシングを適用した電波到来方向推定の

特性解析 

長谷川 暁 名古屋工業大学 
5G 高信頼低遅延シナリオにおける適応変調符号化を用いたスループット向上

の検討 
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秋葉  俊貴 南山大学 
AzureKinect を用いたバスケットボールのシュート動作中の関節角度測定の精

度検証 

井沼 望 名城大学 
歌声合成システムの出力に対する声質変換の適用による目標歌手の声質の歌声

生成に関する検討 

草間 正喜 名城大学 ランダムな試行の学習によるルービックキューブの評価関数の構成 

紫村 和里 名城大学 ながらスマホ防止モバイルアプリケーションの評価実験 

5-2-3 2020 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 23 名を表彰した。（所属五十音順） 

受賞者名 受賞者所属 

坪倉 和哉 愛知県立大学 情報科学部 情報科学科 

小倉 大輝 愛知工科大学 工学部 情報メディア学科 

竹林 功恵 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科  

仮屋 考太 愛知工業大学 工学部 電気学科  

相原 拓実 岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 情報コース 

道家 大貴 岐阜大学 工学部  電気電子・情報工学科 電気電子コース 

小原 雅楽 近畿大学工業高等専門学校 生産システム工学専攻（電気電子工学）  

中西 詞音 近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 制御情報コース  

深瀬 晴己 近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 電気電子コース 

木村 悠太 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 

平川 雄也 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 

倉田 寛大 鈴鹿工業高等専門学校 電子情報工学科  

佐藤 七海 豊田工業高等専門学校 情報工学科 

大垣 雅史 豊橋技術科学大学 情報・知能工学課程 

佐藤 栄作 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学課程 

永田 吉輝 名古屋大学 工学部 電気電子情報工学科 

山本 龍宜 名古屋工業大学 工学部 情報工学科 

阿部 拓実 名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科 

小林 美喜 名城大学 理工学部 情報工学科 

菅田 昇吾 名城大学 理工学部 電気電子工学科 

長谷川 康夫 名城大学 理工学部 メカトロニクス工学科 

星野 秀晃 三重大学 工学部 情報工学科 

森 拓人 三重大学 工学部 電気電子工学科 

 
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 
2020 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・専門講習会・見学会（0 回） 
新型コロナウィルスの影響のため実施しなかった。 

・電気・情報関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
連合大会はオンライン（Zoom）により 2020 年 9 月 13 日に開催された。 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（0 回） 
新型コロナウィルスの影響のため実施しなかった。 

・学生による研究発表会（0 回） 
学生による研究発表会が福井工業高等専門学校において 2021 年 3 月 3 日に開催予定であったが，
新型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 2020 年度学生優秀論文発表賞 
電気・情報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 20 名を受賞者として選定した。2021 年 3 月に賞状と副賞を贈呈
した。                                 （順不同、敬称略） 
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氏名 所属 発表論文タイトル 
稲葉 貴大 北陸先端科学技術大学院大学 ゲノム向け CNN における FPGA 実装 
Minh Tien 
Nguyen 

北陸先端科学技術大学院大学 An approach to use High-level synthesis on HiFP 2.0: ND-range kernel 
& Single-task kernel 

多田 大希 北陸先端科学技術大学院大学 ハードウェア実装のための量子化ビット数の最適化に関する検討 
安居 佑 金沢工業大学 授業における学生の姿勢推定システム 
佐々木 駿 金沢工業大学 代表的な誤答に助言を行う記述式プログラミング学習システム 
大島 文也 福井大学 P4 を用いたネットワーク障害検知機能の実装と評価 
亀山 裕司 福井大学 多様なネットワークスライスに対する深層強化学習を用いた動的資源調

整法 
片山 優貴子 福井大学 MEC プラットフォームにおける複数サーバを併用する最適タスク割り当

て法 
松井 優真 福井大学 学会開催支援 Web 会議システムの開発 
池本 武史 福井大学 AR 技術を用いた研究室紹介システムの実現 
酒井 和希 福井大学 スワイプ動作からの個人認証手法の高精度化 
松山 実由規 富山県立大学 中規模伝搬性電離圏擾乱発生時における電場・プラズマ波動の観測計画 
宮重 克哉 富山大学 成膜方法の異なる有機半導体薄膜のキャリア移動度評価 
田中 基貴 福井大学 幾何学的特徴量の分離による学習安定化手法の提案 
池田 友典 福井大学 サブアレーを導入した円形アレーによる相関波到来方向推定 
埜々 考平 福井大学 送受信アンテナ間距離が送受信信号の回り込みに及ぼす影響 
西村 海都 福井大学 MMSE アルゴリズムを用いたアダプティブアレーに対する素子間結合の

影響 
納庄 尭大 福井大学 機械学習を用いた到来方向推定におけるモデルパラメータの検討 
立神 光洋 福井大学 n 次 Khatri-Rao 積拡張アレーを用いた到来方向推定に関する検討 
林 真之介 福井大学 ランダムフォレストを用いた機械学習による伝搬遅延時間推定 

6-2-2 2020 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。2021 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  電気工学科 近藤 岳琉 
国際高等専門学校  グローバル情報学科 中西 勇人 
金沢工業大学  工学部 電気電子工学科 角谷 直哉 
金沢大学  理工学域・電子情報学類 山本 若菜 
富山高等専門学校  電気制御システム工学科 門口 正承 
富山県立大学  工学部 電子・情報工学科 小谷 祥悟 
富山大学  工学部 電気電子システム工学科 野口 颯汰 
福井工業高等専門学校  電子情報工学科 村橋 達也 
福井工業大学  工学部 電気電子工学科 木下 雄貴 
福井大学大学院  工学研究科 情報メディア工学専攻 立神 光洋 
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 KANG Xiaohan 

 
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 53 名、テーマ「With コロナ時代の通信とアプリケーショ

ン」をオンラインで実施。 
イ．見学会：0 回（計画 1 回）、新型コロナウィルスの影響を鑑み本年度の開催は見送った。 
ウ．講習会：4 回（計画 5 回）、参加者 90 名（4 回の合計）、画像処理（20 名）、暗号技術（11

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」～

機械学習用データセットを構築して解析する～（33 名）、第 2 回「データサイエンスの基礎

と実践Ⅱ」～学習済みモデルを用いたアプリケーションを開発する～（26 名）。 
7-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ、ヘ号） 
ア．講演会：0 回（計画 1 回）、新型コロナウィルスの影響を鑑み本年度の開催は見送った。 
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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につい

てもコロナ禍の影響で開催を見送った。 
7-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：1 回（計画 1 回）、参加者 5 名、NTT コミュニケーション科学基礎研究所、パナソニ

ック株式会社の各社から若手技術者を招いて「若手企業技術者に関する講演」をオンラインで

実施。 
イ．研究発表会：0 回（計画 1 回）、新型コロナウィルスの影響を鑑み本年度の開催は見送った。 

7-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
7-2-1．2020 年度 関西支部学生会 奨励賞 
学生会研究発表講演会の中止により、本年度の選奨対象はなし。 

7-2-2．2020 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 3 名を選定し、2021 年 4 月 16 日に贈呈する。 
（敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
酒巻有吾 奈良先端大 2×2MIMO IPT 定電流補償回路の送受電コイル間位置ずれの影響 
村岡武蔵 大阪府大 ナイキスト OTDM 方式の非線形耐性における DCF を用いた前後置分散補償法の影響 
鈴木雅也 近畿大 Distributed Skip Mesh List を用いた大規模ニューラルネットワークの永続的管理手法 

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 4 名を選定し、2021 年 3 月 5 日に贈呈した。 
（敬称略） 
本賞は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。 
山﨑 光資（大阪電気通信大学）、小刀 星輝（京都大学）、小林 侃詩（大阪電気通信大学）、 
竹田 健太（京都大学） 

 
８．中国支部 

2020 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。 
8-1 事業概要 

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

開催日：2021 年 3 月 25 日（木）は新型コロナの影響によりオンデマンド配信 
(6)2020 年度(第 71 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 
開催日：2020 年 10 月 24 日（土） 
開催校：オンライン（岡山県立大学） 
幹事学会：情報処理学会中国支部 
参加者：360 名、一般講演：189 件 
特別講演 中止 

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 1 回(主催 1 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 2020（応募数：総数 58 件、アイデア部門 49 件、作品部門 9 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 145 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 2020 年 5 月 8 日改正） 

電気・情報関連学会中国支部連合大会論文発表者より、下表に示す 21 名を選出した。 
（五十音順） 
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 氏  名 学 校 名 題      目 
1 市場 広樹   広島工業大学     920MHz 帯小電力無線システムを用いた島陰における回折伝搬の分析 
2 井上 彰吾 広島大学        相互作用型 XR アプリのためのフォグクラウドコンピューティング環境の構築 
3 小川 花子 広島大学        周波数領域における音波の位相差を用いた天井クレーンの振れ角推定 
4 川上 連太郎 岡山大学        広帯域なエンドランチャ型導波管 2 電力分配/合成器の設計 
5 川本 宙輝 岡山県立大学     瞳孔反応インタフェースにおける仮想照明を用いた感情拡張表現手法の開発 
6 神田 久 広島大学        年齢取替え問題のオンライン推定アルゴリズムに関する一考察 
7 小西 裕太 広島大学        Triplet Network の学習のための Cross Entropy Loss と Contrastive Loss の融合 
8 坂口 太一 岡山県立大学     CNN による写真の審美性推定と構図の関係性に関する研究 
9 柴田 健斗 鳥取大学       ウェアラブル生体センサを用いた心電図 R-R 間隔推定における相関係数を利用し

た体動ノイズの除去 
10 鈴木 陵馬 広島市立大学     車載 LAN における r-VAE を用いたファジングテスト効率化手法の提案 
11 髙部 美里 川崎医療福祉

大学  
Network on Chip に基づく血管径可視化手法のハードウェア化に関する基礎検討 

12 永田 将大 岡山県立大学     動的なパルス生成機構に基づいたトランケート型直列乗算器の一構成法 
13 中原 良真 広島大学        AR を利用したセルオートマトンシミュレータの作成 
14 福本 拓也 徳山高等専門

学校  
対話行為タイプ予測を用いた出力発話の特異性制御 

15 増満 征士 近畿大学        CNN を用いた画像分類による SQUID 式ガイド波検査結果から欠陥形状を推定す

る手法の検討 
16 丸山 裕介 岡山大学        時間領域近傍界計測システムを用いた 28GHz 帯アンテナシステムの指向性測定 
17 宮崎 喬行 鳥取大学        iBeacon を用いた人体の影響を軽減した位置推定手法の提案 
18 宮西 宏和 近畿大学        アナログ音響信号に対するサンプリング位置の基準時刻のずれを考慮した電子透

かし法 
19 宮本 一輝 山口大学        訓読文脈自由文法に対する LL 型構文解析法 
20 山内 陽平 広島市立大学     大きな操舵や加速度に応じた車両モデルのリアルタイムモデリング 
21 渡辺 桃子 県立広島大学     既存アイテムを活用するためのファッションコーディネート推薦システム 

8-2-2 2020 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 58 校 90 名を表彰（幹事学会：電子情報通信学
会中国支部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-2-3 学生功労賞の表彰（学生功労賞の選奨規程 2010 年 5 月 28 日制定）    （敬称略） 

№ 氏名 学校名 所 属（受賞時） 

1 高木 拓朗 広島大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 
2 森重 玲生 広島市立大学 大学院 情報科学研究科 情報工学専攻 
3 三宅 孝史 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

4 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 

5 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 
6 武田 祐樹 福山大学 大学院 工学研究科 情報処理工学専攻 
7 川副 明佳梨 山口大学 大学院 創成科学研究科 

8 松田 駿 島根大学 大学院 持続性社会創生科学研究科工学専攻情報 
エレクトロニクスコース 

9 岩本 颯 広島工業大学 情報学部知的情報システム学科 
10 金田 直樹 岡山県立大学 大学院  情報系工学研究科 システム工学専攻 

 
９．四国支部 

2020 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

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 11 校 16 名 

岡山県 13 校 18 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 17 名 

短 大 中国地区 1 校 1 名 

合 計  58 校 90 名 
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した。 
9-1 事業概要 

2020 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（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。 

・2020 年度電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会（2020 年 9 月 26 日）については
新型コロナウイルス感染の拡大を鑑み、現地開催を中止。講演論文について、論文を収録
した論文集（ダウンロード版，DVD-ROM 版）が 9 月 26 日に発行され、公知（発表件数：
168 件） 

・セミナー等の後援・協賛（1 件）を行った。 
・第 1 回電子情報通信学会支部 CoE シンポジューム「光をコアとするセンターオブエクセ
レンス（CoE）を目指して ー 四国から世界へ ー」について四国支部主催で開催した。 

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（1 回）では、様々な分野で優れた業績を持つ講師を招き、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 令和 2 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 48 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） 

№ 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 石野 恭秀 
2 愛媛大学工学部 電気電子工学科 丸飯 虎太朗 
3 愛媛大学工学部 情報工学科 髙市 陸 
4 愛媛大学工学部 情報工学科 中村 有佑 
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 三原 貴大 
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 宮本 敦哉 
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 中山 颯 
8 高知大学理学部 応用理学科情報科学コース 西尾 寛人 
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) 鈴木 康平 

10 徳島大学理工学部 理工学科電気電子システムコース 渡邉 智也 
11 徳島大学理工学部 理工学科電気電子システムコース 武村 知樹 
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） 田中 敦 
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） 関 遥夏 

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 硲 文弥 

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 泉谷 亮 

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 辻 亮佑 

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 丹後 和也 

18 香川大学工学部 電子・情報工学科 福富 涼太 
19 香川大学工学部 電子・情報工学科 松本 真拓 
20 香川大学工学部 知能機械システム工学科 橋本 駿太郎 
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 中田 信穂 
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 安東 伽奈子 
23 徳島文理大学理工学部 機械創造工学科 米津 光 
24 徳島文理大学理工学部 電子情報工学科 板東 宏和 
25 高知工科大学 システム工学群  武田 響介 
26 高知工科大学 情報学群  松本 康太郎 

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 上山 峻央 
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28 高知工科大学大学院 
工学研究科基盤工学専攻修士課程 情報学コース 早川 晋矢 

29 四国大学経営情報学部 メディア情報学科 竹田 英資 
30 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 電気コース            古高 海陸 
31 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科，情報コース            小島 脩生 
32 阿南工業高等専門学校専攻科 創造技術システム工学専攻 澤口 直哉 
33 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科，エネルギー・環境コース 田邊 茉佑 

34 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 
情報セキュリティコース 安岡 宏展 

35 高知工業高等専門学校専攻科 機械・電気工学専攻 笹岡 由唯 
36 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 渡邉 大起 
37 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 渡辺 唯斗 
38 新居浜工業高等専門学校専攻科 電子工学専攻 高橋 慶一郎 
39 香川高等専門学校 電気情報工学科 川柳  悦士 
40 香川高等専門学校 機械電子工学科 本田 陸 
41 香川高等専門学校専攻科  創造工学専攻 笠松 雅史 
42 香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 杉田 健真 
43 香川高等専門学校 電子システム工学科 長川 歩 
44 香川高等専門学校 情報工学科 藤村 昇矢 
45 香川高等専門学校専攻科  電子情報通信工学専攻 竹本 伊吹 
46 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 渡邉 亮汰 
47 弓削商船高等専門学校 情報工学科 岡 美波 
48 弓削商船高等専門学校 生産システム工学専攻 山本 廉太 

 
１０．九州支部 

2020 年度は新型コロナウィルスの影響にて各種行事の中止が相次いだが、新たにオンライン開催を

実施するなど、支部活動を行った。 
10-1 事業概要 

2020 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 1 回をオンラインにて開催した他、協賛・後援

の講演会、シンポジウムを 4 件行った。 
イ． 専門講習会：熊本大学での開催を予定していたが、新型コロナウィルスの影響にて中

止された。 
ウ． シンポジウム：IEEE Antennas and Propagation Society, Fukuoka Chapte と共催に

て、熊本大学にて開催される「13th Asia-Pacific Engineering Research Forum on 
Microwaves and Electromagnetic Theory(略称：APMET2020)」の開催を予定してい

たが、新型コロナウィルスの影響にて中止された。 
エ． 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「基礎から理解する小形アンテナの動作原理」をオンラインにて開催

し、学生、企業、大学関係者など参加者 37 名と盛況であった。 
オ． 電気・情報関係学会九州支部連合大会：九州産業大学にて開催予定であったが、新型

コロナウィルスの影響にて、大学に開催本部を設置しオンラインにて 2 日間に渡り開

催された。参加者は一般講演数350件、企業講演5件、招待講演1件、特別講演1件、

企画セッション 1、聴講者 196 名を数え大変盛況であった。 
カ． 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：九州産業大学および大分大学にて開催を予定していたが、新型コロ

ナウィルスの影響にて中止された。 
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イ． 科学体験プロジェクト：熊本高専と共催にて熊本県天草市での開催を予定していたが、

新型コロナウィルスの影響にて中止された。 
ウ． ものづくり教室：有明高専と共催にて開催を予定していたが、新型コロナウィルスの

影響にて中止された。 
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、九州産業大学での開催を

予定していたが、新型コロナウィルスの影響にてオンライン開催に変更。130 件の講演

と 76 名の聴講者が、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オンラインにて行い、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 2020 年度 連合大会講演奨励賞 

｢電気・情報関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞｣表彰規程に基づき下記 8 名を選

定し、2021 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 

金田 純也 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 歩行解析システム構築と特徴解析について 

山本 修也 九州大学大学院システム情報科学府 
電気電子工学専攻 

マイクロ波による電波エネルギーハーベスト回路

の開発 

田﨑 航平 九州大学大学院システム情報科学府 
電気電子工学専攻 テラヘルツ帯オンチップスロットアンテナの開発 

松尾 信之介 九州大学工学部電気情報工学科 複数モダリティを対象とした表現学習 

上田 将矢 九州大学大学院システム情報科学府 
情報知能工学専攻 フォントの印象分析 

野田 怜於 宮崎大学大学院工学研究科工学専攻 グレーティングを装荷した 3 次元方向性結合器の

光波結合特性に関する数値的研究 

大石 諒 崇城大学大学院工学研究科 
応用情報学専攻 

自動運転車を利用したモビリティサービスの配電

プラットフォームを実現するための多出力電源 

萱島 立樹 佐賀大学大学院理工学研究科 
理工学専攻電気電子工学コース 

Novel Simulation Approach to Orthogonal 
Dual-Mode Resonator Integrated with Nonlinear 
Circuit 

10-2-2 2020 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、2021 年 1 月付けにて表彰した。（順不同、敬

称略） 
講演者 所 属 演    題 

白石 朱理 長崎大学工学部工学科情報工学コース 
 学部 4 年 

ステガノグラフィック音響秘密分散における

マルチトラック化の検討 

本村 拓登 長崎大学工学部工学科情報工学コース 
 学部 4 年 

超音波動画像における心臓弁の時間双方向追

跡 

上戸 新也 長崎大学大学院工学研究科総合工学専

攻電気電子工学コース 修士 1 年 
等倍スケールモデルにおける電波型内視鏡ア

ンテナシステムについての研究 

瀬戸 雅弘 九州工業大学大学院生命体工学研究科 
人間知能システム工学専攻 修士 2 年 

車酔いの前兆となる脳波研究のための予備的

研究 

鴻上 図南 九州工業大学大学院生命体工学研究科 
人間知能システム工学専攻 修士 2 年 

介護動作に着目した慣性式モーションキャプ

チャシステムの精度評価 

小林 史和 九州工業大学大学院工学府工学専攻 
 修士 2 年 

地絡事故標定のための実配電系統を模擬した

回路モデルによるTDR波形シミュレーション 

LOU ZAIQI 九州大学大学院工学府 
航空宇宙工学専攻 修士 2 年 

DC ブレーカー応用のための並列 SiC－

MOSFET 耐圧ばらつき許容範囲に関する研

究 
バトジャルガ

ル  オドンソ

熊本高等専門学校専攻科 
電子情報システム工学専攻 専攻科 1 年 

I-DWA 法とモデル予測制御を用いた駐車軌道

の生成及び追従制御 
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講演者 所 属 演    題 
ブド 

松下 歩 長崎総合科学大学工学部工学科 
電気電子工学コース 学部 4 年 

制御回路の遅れ時間に基づくPOL電源の過渡

特性 

麻生 義敬 九州産業大学理工学部電気工学科 
 学部 4 年 

バリア放電によるナノカーボン材料の表面改

質 

石橋 凌 近畿大学大学院産業理工学研究科 
産業理工学専攻 修士 2 年 

ダブルプローブを用いた大気圧低温プラズマ

測定 

浦上 裕真 大分大学理工学部共創理工学科 
知能情報システムコース 学部 4 年 

ハンドサインを利用した非接触なタブレット

操作の実現 

小川 明彦 鹿児島大学大学院理工学研究科情報 
生体システム工学専攻 修士 2 年 下肢筋疲労時の指支配運動野の活動への影響 

10-2-3 2020 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、2021 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
表彰者 所 属 表彰者 所 属 表彰者 所 属 

松田雄河 
九州大学 

若森悠志 
近畿大学 

大西正悟 第一工業大学 
近藤和哉 吉田莉奈 氏家英 

琉球大学 森塚俊介 

九州工業大学 

高田栞 
佐賀大学 

大田黒拓斗 
李吉永 古川廉 新城巧也 
北村優磨 松尾和季 

長崎大学 
梶川拓海 

北九州工業高等専門学校 
藤村統太 中島秀盛 瀧口和樹  
佐野由一 松下歩 長崎総合 

科学大学 
横山健 久留米工業高等専門学校 

高野昌宏 福岡大学 磯兼大輝 田口璃音 有明工業高等専門学校 
森田敦也 

福岡工業大学 

佐藤翔太 
大分大学 

小池勇琉 佐世保工業高等専門学校 
桐原めぐみ 藤井海登 徳永和彦 

大分工業高等専門学校 
下柳田千晶 橋本詩織 矢野海結 
住吉竜弥 西澤寿朗 熊本大学 扇塚和希 

熊本高等専門学校   伏原貴生 高西亮輔 
崇城大学 

中村亘希 
畑中颯泰 

九州産業大学 
松永卓也 中村維冴 

奥村優也 藤尾遼太 児玉聖 都城工業高等専門学校 
穴見駿樹 北九州市立大学 野島明博 東海大学 古川和磨 

鹿児島工業高等専門学校 伊藤篤彦 久留米工業大学 冨田将成 
宮崎大学 

津曲駿輝  
平田健介 

西日本工業大学 
東郷拓弥 尾崎天地 

榎将吾 大木下潤 
鹿児島大学 

瀧澤陸 
沖縄工業高等専門学校 

    木下直哉 比嘉雄亮 
 

10-2-4 2020 年度 学術奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 26 名を選定し、2021 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、

敬称略） 
表彰者 所属 表彰者 所属 

迫間健治 宮崎大学大学院 
工学研究科工学専攻 吉開雄紀 福岡工業大学大学院工学研究科 

情報通信工学専攻 

石橋 凌 近畿大学大学院産業理工学研究科 
産業理工学専攻 上野貴弘 福岡大学大学院工学研究科 

電子情報工学専攻 

榎本潤季 九州工業大学大学院工学府 
電子システム工学コース 高橋宏輔  琉球大学大学院理工学研究科 

電気電子工学専攻 

塩田 宰 九州工業大学大学院情報工学府 
先端情報工学専攻  板坂樹生 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計算機科学コース 

高木秀也 九州産業大学大学院情報科学研究科 
情報科学専攻 長川家久 西日本工業大学大学院工学研究科 

生産システム分野 
西村和也 九州大学大学院システム情報科学府 那須新悟 有明工業高等専門学校専攻科 
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情報知能工学専攻 生産情報システム工学専攻 

原 拓未 熊本大学大学院自然科学教育部 
情報電気工学専攻 池村洸夢 沖縄工業高等専門学校創造システム 

工学専攻電子通信システム工学コース 

諸石 涼 佐賀大学大学院理工学研究科 
理工学専攻電工電子工学コース 北岡哲哉 熊本高等専門学校専攻科 

電子情報システム工学専攻 

木下貴裕 鹿児島大学大学院理工学研究科 
情報生体システム工学専攻 長﨑 玲 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 

甲斐悠斗 崇城大学大学院工学研究科 
応用情報学専攻 夛賀大貴 大分工業高等専門学校専攻科 

電気電子情報工学専攻 

住田令央 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 佐々木卓也 佐世保工業高等専門学校専攻科 

複合工学専攻 情報工学系 

濱口和也 長崎総合科学大学大学院 
工学研究科電子情報学専攻 田代遼莞  北九州工業高等専門学校専攻科 

生産デザイン工学専攻 

中島大輔 長崎大学大学院工学研究科 
総合工学専攻 平川将綺 都城工業高等専門学校専攻科 

機械電気工学専攻 
 

以上 
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Ⅳ．2020 年度役員及び代議員の構成 
2020 年度役員                                 29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 笹瀬  巌  
 次期会長 石田  亨  
 副会長（学術強化担当） 永妻 忠夫 植松 友彦 
 副会長（学会運営・組織強化担当） 松島 裕一 山中 直明 
 総務理事 大橋 弘美 寺田  純 
 会計理事 中山 正敏 足立 朋子 
 編集理事 川端 明生 笠原 正治 
 企画理事 松井 知子 安部田貞行 
 調査理事 山田 昭雄 塩本 公平 
 編集長（理事） 田中 良明  
 企画戦略室長（理事） 水落 隆司  
 規格調査会委員長（理事） 淺谷 耕一  
 ESS 会長（理事） 大橋 正良  
 CS 会長（理事） 菊間 信良  
 ES 会長（理事） 津田 裕之  
 ISS 会長（理事） 佐藤 洋一  
 ESS 次期会長（理事） 高橋 篤司  
 CS 次期会長（理事） 葉玉 寿弥  
 ES 次期会長（理事） 髙橋  浩  
 ISS 次期会長（理事） 柏野 邦夫  
 監 事 鈴木 正敏 西原 明法 

 
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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Ⅴ．2021 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 2021 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、2021
年 2 月 9 日～3 月 9 日に Web による投票で実施した。 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 

2021年度代議員                                107名 
相澤 清晴 大橋 弘美 坂井  博 滝田  亘 二宮  洋 松下 春奈 
秋本 耕二 大橋 正良 佐古 和恵 田口  亮 塗木 淳夫 松島 裕一 
浅井光太郎 岡  育生 佐々木宣介 立元 慎也 野口 啓介 松永 裕介 
淺谷 耕一 角田 大祐 笹瀬  巌 田中 良明 野中 尋史 松本 慎平 
足立 朋子 笠原 正治 佐藤 幸紀 月本  功 葉玉 寿弥 丸谷 宜史 
安部田貞行 柏野 邦夫 佐藤 洋一 津田 裕之 馬場  暁 水落 隆司 
安藤  真 粕川 秋彦 眞田 幸俊 寺田  純 伴  秀行 水谷 后宏 
池田 和浩 加藤 和利 傘   昊 土井美和子 平野 拓一 宮永 喜一 
石田  亨 金子 寛彦 塩本 公平 中川 健治 福島 和英 三好  匠 
石原 智宏 川端 明生 柴田 随道 中沢 正隆 福知  清 村上 修二 
糸田  純 河東 晴子 島内 末廣 永妻 忠夫 藤井 輝也 茂呂征一郎 
今井  浩 菊島 浩二 清水 克宏 中西 泰彦 藤井 俊彰 安井  崇 
入江  豪 菊池  仁 鈴木 彰真 中野 義昭 藤掛 英夫 山川 俊貴 
植松 友彦 菊間 信良 鈴木 正敏 中村  誠 藤澤  剛 山里 敬也 
漆谷 重雄 桑原 秀夫 平  明徳 中山 正敏 堀   修 山田 昭雄 
江村 克己 小西 善彦 高橋 篤司 夏井 雅典 前田 英作 山中 直明 
大内 浩司 小林 和淑 高橋  浩 西原 浩志 間瀬 健二 渡部 康平 
大槻 知明 齋藤 晋聖 高橋  応明 西原 明法 松井 知子  
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	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ソサイエティ大会ならびに総合大会はオンライン開催となった。活性化策として、一般公開セッション(Webinar)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「Beyond5G・6Gに向けたデバイス・回路技術」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のための知財戦略〜ニューノーマルの時代への対応〜」と題して、知的財産戦略...
	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。なお、今年度は５回の執行委員会を含め、各種委員会をオンラインで開催し、コロナ禍においてもソサイエティの運営を円滑に進めている。
	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) 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。2020年度については、予算案段階では約340万円の赤字であり、12月末時点での執行状況は、2019年度と比較して収支ともに縮小傾向にある。また、今年度の傾向として、国際会議がほとんど予定されていなかったことから予算規模が減少している。2021年度については、実施事業調整後において約1150万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...
	(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。2020年度については、予算案段階では約340万円の赤字であり、12月末時点での執行状況は、2019年度と比較して収支ともに縮小傾向にある。また、今年度の傾向として、国際会議がほとんど予定されていなかったことから予算規模が減少している。2021年度については、実施事業調整後において約1150万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...
	(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26名の表彰を行った。例年通り、令和2年度（第24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、2020年度エレソフェロー推薦候補者を4名、2020年度シニア会員候補者を7名選定した。2020年ソサイエティ大会での発表に基づき6名の優秀な学生を選考し、2021年総合大会（オンライン開催）においてエレソ学生奨励賞を授与した。
	(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26名の表彰を行った。例年通り、令和2年度（第24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、2020年度エレソフェロー推薦候補者を4名、2020年度シニア会員候補者を7名選定した。2020年ソサイエティ大会での発表に基づき6名の優秀な学生を選考し、2021年総合大会（オンライン開催）においてエレソ学生奨励賞を授与した。
	(1-3) 広報：エレソNewsletterは年4回発行した。各号において、各領域委員会の活動紹介、各賞受賞者、技術解説の寄稿などを編集し、記事内容の充実を図った。
	(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) 編集出版会議：例年通り出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3論文誌発行を担当した。エレソ各論文誌の存在感が一層高まるよう、以下の施策を進めた。
	(2-1) 和文誌：総合大会、ソサエティ大会で発表のあった注目研究をピックアップし、招待論文の依頼・掲載を継続して進め、論文誌の魅力増大を図った。これは多くを占める本会の日本人会員（特に学生や若手研究者）に対し、母国語による効率的な教育・知識普及、最新技術動向の把握の効果が望めるためである。また、論文誌活性化の一環として、「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論文特集」「マイクロ波ミリ波論文特集」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...
	(2-1) 和文誌：総合大会、ソサエティ大会で発表のあった注目研究をピックアップし、招待論文の依頼・掲載を継続して進め、論文誌の魅力増大を図った。これは多くを占める本会の日本人会員（特に学生や若手研究者）に対し、母国語による効率的な教育・知識普及、最新技術動向の把握の効果が望めるためである。また、論文誌活性化の一環として、「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論文特集」「マイクロ波ミリ波論文特集」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...
	(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、IF向上に寄与するため、引用論文数を30本以上とする投稿規定の改訂（2020年9月3日改訂）を行った。加えて、IF向上委員会において、IF向上にレビュー記事が寄与するとの見解に基づき、これに資する招待論文（レビュー記事）の充実のため、従来、海外の著名研究者に制限されていた掲載料減免の対象見...
	(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、IF向上に寄与するため、引用論文数を30本以上とする投稿規定の改訂（2020年9月3日改訂）を行った。加えて、IF向上委員会において、IF向上にレビュー記事が寄与するとの見解に基づき、これに資する招待論文（レビュー記事）の充実のため、従来、海外の著名研究者に制限されていた掲載料減免の対象見...
	(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。近年はインパクトファクタの向上を目指して編集体制の強化や最低引用論文数の厳格化など様々な施策を実施し、昨年は過去最高のインパクトファクタを達成した。今年度は、インパクトファクタのさらなる向上を目指し、国際的な認知向上に向けた海外査読員への積極査読依頼、著名な研究者によるレビュー論文の増加施策などを実施した。今後は、現在までの施策の効果確認を継続的に実施するとともに、国際会議や研究会との連携強化...
	(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。近年はインパクトファクタの向上を目指して編集体制の強化や最低引用論文数の厳格化など様々な施策を実施し、昨年は過去最高のインパクトファクタを達成した。今年度は、インパクトファクタのさらなる向上を目指し、国際的な認知向上に向けた海外査読員への積極査読依頼、著名な研究者によるレビュー論文の増加施策などを実施した。今後は、現在までの施策の効果確認を継続的に実施するとともに、国際会議や研究会との連携強化...
	(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に関して、新型コロナウイルス感染症対策のため研究会の開催延期が相次いだため、活性化費予算執行の遅延に対する手続きを議論し運用...
	(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に関して、新型コロナウイルス感染症対策のため研究会の開催延期が相次いだため、活性化費予算執行の遅延に対する手続きを議論し運用...
	本年度は新技報アーカイブサービスが正式に開始され技報年間予約者向けの印刷版を全廃した。電子化により効率的運営が可能となったので研究会活動の充実化を図ってゆく。また、このサービスの対象範囲となる技報が、エレソ技報無料アーカイブで公開されている技報と重複するため、エレソ会員が無料で閲覧可能な技報の発行年の範囲を1950年～2007年に限定することを決定した。また、エレソ会員サービスの１つとして、ソサイエティ内の全ての研専の聴講や技報閲覧が可能な「エレソ全研究会パックオプション」の導入を検討し、2021...
	(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6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5件の国際会議を開催した(2020年4月～2021年3月),その他，新型ウイルス感染拡大により開催予定国際会議2件は開催中止となった。
	(3-2) 国際会議：協催・協賛・後援案件5件の国際会議を開催した(2020年4月～2021年3月),その他，新型ウイルス感染拡大により開催予定国際会議2件は開催中止となった。
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