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2021 年度事業報告 
 

１．概況 

連携の時代から共感の時代へと時代が進んでいるという認識の中で、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 
会員サービス向上、学会コンテンツ活用、事務局業務効率化を実現する学会の情報システム

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 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。 

② ジュニア会員制度の充実 
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ー育成に貢献す

るため、ジュニア向けHPの充実、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、ジュニア向けwebinarを開始した。 

③ ウェビナーシリーズの充実とビデオアーカイブ拡充 
下記のシリーズを定期的に配信した。さらに、それらに加え、会長就任挨拶、研究会、大会

の招待講演等を収集、アーカイブ化し、ビデオコンテンツの充実に努めた。 

（ア）IEICE ICT Pioneer Webinar シリーズ：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、未来を語って頂く本シリーズを継続する。これまでに 23 回実施し、毎回

数 100 名の参加者があった。 

（イ）テクノロジートレンド：トピカルなテーマ、話題について、当該技術のリーダーや専門

家が、現状と展望を語る。おおよそ 1 本／月のペースで実施した。 
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（ウ）チュートリアル：重要な技術分野について、基礎から応用まで非専門分野の方にも理   

解できるレベルにかみ砕いて説明する。おおよそ 1 本／月のペースで実施した。 

（エ）受賞関連（功績賞／業績賞／論文賞）：各賞の受賞者に受賞内容を 10 分程度で簡単に語

ってもらう。 
 

③ 維持員サービスの充実 
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として、テクノロジートレンド、チュートリアルシリ

ーズのライブ配信を2回／月のペースで実施し好評を得ている。 

④ 海外会員サービスの向上とグローバル化 
会誌の目玉記事を英文化しHPに掲載を継続し、それらを冊子体化したものを、海外向け学会

広報誌（IEICE GLOBAL）として発行し、海外会員に送付した。海外留学生ポスターセッシ

ョンをオンラインで2回（2021年9月、2022年3月）実施し、国内留学生と国内外の研究者や学

生との交流を図った。2022年3月より英語Webinarを開始した。また、海外セクションのHPの
充実化を継続した。 

⑤ 会長だより 
学会の近況を会長自ら言葉で会員に対して発信する会長だよりを、今年度も3回発行した。 

⑥ 電気・電子高度技術者育成プログラム 
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、日本工学会のECEプ

ログラムの認定を受けた「電気・電子系高度技術者育成プログラム」を実施した。昨年度プロ

グラムの改善を図り、62名の受講者を集め実施した。 

⑦ プッシュ型情報提供サービス 
研究会活性化施策の１つとして、研究会の活動内容に基づき、企業からの情報（共同研究、

製品、求人、コンサル等）をプッシュ型で情報提供するトライアルを実施した。 

⑧ 会員サービスサポート・運営体制の充実 
学会業務のディジタル化の推進、最新ICTツールの活用により、学会業務の効率化を図った。

シニア人材、学生アルバイトを活用したIEICEサポートチームにより、各種オンラインイベン

トの支援、研究会システムのクラウド化を進めた。 

（２）新たな時代に向けた学会の在り方 
① 連携の時代に向けた提案 

連携の時代の学会のあり方について議論を進め、次に示す具体化な施策の検討を進めた。 
（ア）複数の学会が連携し、学術メディアコンテンツをバンドリングして提供することを目    

指し、学会横断的なウェビナー検索システムの検討行った。 
（イ）学会を新たな産学連携の場としてリバイブさせるため、価値創出につながるテーマを企

業が提案し主導する企業イニシアティブ分科会の発足に向けての検討を行った。 
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② ICT技術を活用した先進的学会運営 
コロナ禍の中、研究会、大会をオンラインで実施している。このような環境下においても活

気のある学会、より臨場感のある学会、ヒューマンネットワークが生まれる学会とするため、 
先進的なICTツールの積極的な利用を推進した。特にポスターセッションが可能なEventInは、

総合大会プレナリー、留学生ワークショップ等の多くのイベントで利用された。 

③ 若手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、理事会に若手目線での学会の課題、解決策が提言された。これを受け、理事会では検討ア

ドホックを立ち上げ、対策、具体的な施策の検討を進めた。 

④ 研究専門委員会の会計業務の集約 
 研究専門委員会の会計幹事の事務業務負担が大きいという問題が、上記若手WGから提言が

あり、すべての研究専門委員会の会計業務を2年間の試行期間を経て、3年目に事務局に完全集

約する方向で検討を進めた。 

⑤ 学会トランスフォーメーション部準備PJ推進 
（ア）弾丸プレゼン：トップ研究者の対外アピール、共通イメージを学会内に浸透させるこ

とを目的に、総合大会の大会企画セッションにおいて、「若手研究者弾丸プレゼン」

を実施した。 
（イ）プロ研究者プロダクション：世界中のプロ研究者と出会うためのプラットフォームの

検討を開始した。 
（ウ）新規出版物（IEICE Monograph）の創刊：会員の研究開発活動を可視化し、その知識

を共有することを目的に、1冊あたり6～8件のMonographを掲載した英文書籍を発行

する。2年間4回のトライアルとして出版社より発行し、3年後にIEICEより発行する

ことを目指す。 

（３）コンテンツを活用した会員サービス 

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 
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54万件の文

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、50,000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 
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。65の国際会議、

約13,000件の論文を収納し、今年度は、約80,000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 論文誌のインパクトファクター向上に向けての取り組み 
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論文誌のインパクトファクター向上に向け、様々な取り組みを検討、実施しているが、昨今

海外からの論文の投稿数の減少が顕著であり、これに歯止めをかけるため、2021年度より非会

員の論文投稿を認めることとした。また、昨年度に引き続き、学会HPのトップページより主要

論文の紹介、論文アクセス数上位の論文の周知を継続した。また、昨年度はクラリベイトアナ

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

報を配信したが、今年度より事務局にて本サービスを実施した。 

④ 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、順調にコンテンツ数も増加した。 

（４）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。また、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

ることも継続した。また、昨年度に引き続き、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

ウムの第2回を中国支部主催で2021年12月に実施した。 

２．共通事業 

（１）各種会議 
2021 年 6 月 3 日の定時社員総会において、石田会長、川添次期会長を代表理事とする 2021

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、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、2021 年度は、合計 203,600 部（月

平均 16,967 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 7,200,000 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」シリーズの一部

アーカイブ化を検討した。出版事業として単行本重版 1 点、教科書シリーズとして重版 6 点を

発行した。 

（３）総合大会 
新型コロナウイルス感染症の拡散防止のため，2022 年電子情報通信学会総合大会（3 月 15

日～18 日，新潟大学五十嵐キャンパス）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
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式・フェロー称号贈呈式を行った。参加者数 6,272 名、公募講演数 1,729 件であった。 

（４）選奨 
第 83 回功績賞を 5 名に、第 59 回業績賞イ号を 3 件 4 名に、第 59 回業績賞ロ号を 3 件 7 名

に贈呈することを決定した。 
第 78 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 4 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 8 回末松安晴賞を 3 名に贈呈することを決定した。 
第 84 回学術奨励賞を 41 名（基礎・境界ソサイエティ 6 名、通信ソサイエティ 24 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 7 名、情報・システムソサイエティ 4 名）に対し贈呈した。 
第 6 回教育優秀賞を 3 名に贈呈することを決定し、第 6 回教育功労賞を 10 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 10 名を推薦することとした。 
規則に基づき、フェロー称号を 26 名に、シニア会員称号を 74 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、2021 年度末で 22,300

名となり、前年度末から 709 名の減少（うち個人会員数は、正員－868 名、学生員+65 名、ジ

ュニア会員＋83 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、2021 年度も「電気・

電子系高度技術者育成プログラム」を開設し、63 名が受講した。JABEE の学部認定審査につ

いては、2021 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、支部での開催のみとなった。 

（７）国際活動 
ヨーロッパセクションでは、学会 Facebook にオンラインコミュニティ（学会事務局と共同 

運営）、北京セクションでは WeChat アカウントの新設を行った。国際委員会は、セクション

代表者挨拶、GLOBAL NET WORKSHOP の告知事項を本会ホームページ、英語 Twitter、ヨ

ーロッパセクションオンラインコミュニティへ掲載を行った。3 月 25 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。 
本年度は、例年通り国際委員会メンバーとセクション代表者が集まりオンラインで情報交換

を行うだけではなく、”IEICE 2nd GLOBAL NET WORKSHOP”と併催することで、留学生と

の交流も行った。 

（８）情報発信 
2022 年 3 月の総合大会の場を活用し、プレナリーセッション、Welcome Party、若手研究

者弾丸プレゼン、スペシャルセッション「Z 次世代を担う、日本のテック系ベンチャー 8 」
を実施し、多くの方が参加された。ライブ Webinar として、IEICE ICT Pioneers Series を
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2020 年 6 月より開始し継続している。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 43 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 75 件であった。 

（１０）外部機関との連携等 
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第13回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を実施した。情報処理学会とは、ビデオコンテンツのバンドリ

ングについて意見交換を行った。さらに、電気・情報関連学会連絡協議会活動を継続した。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177件の協賛・後援等を行った。

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。本年度も、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

化を一層図った。 
 

② 通信ソサイエティ（CS）は、通信システム・通信ネットワークに関する基盤から応用技術、

およびその近傍領域を研究活動領域としている。これらの領域における学術の発展、産業

の興隆並びに人材の育成を促進し、豊かなコミュニケーション社会の形成と地球環境の維

持向上に貢献するべく活動を行っている。昨年度から引き続く COVID-19 パンデミックに

より社会活動が大きく制約を受ける中においても、通ソ執行委員会の下、通ソ編集会議、

会員事業企画運営会議、研専運営会議の３つの会議体制で密な連携を図りながら活発な活

動を展開した。出版活動においては、諸施策により英文論文誌の年間投稿数を増加に転じ

させることができ、和文論文誌と ComEX を合わせた年間投稿数は昨年度と比べて 17%増

となった。世界中の研究者が投稿し読んでもらえる論文誌を目指し、改革をさらに進める

ことが必要である。会員事業企画においては、会員間コミュニケーションの促進に積極的

に取り組んだ。総合大会における Welcome Party (on line)の開催、E メールニュースや
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GLOBAL NEWSLETTER による情報発信を実施し、会員間の情報交流拡大に務めた。今

後、海外会員に対して意義ある情報を広くタイムリーに送り届ける施策の具体化が求めら

れる。研究会活動においては、オンライン研究会が定着しハイブリッド開催も増加しつつ

ある。オンライン参加の手軽さに加え一括年間登録の導入効果もあり、参加者数をパンデ

ミック以前の 130%程度に増やすことができた。その一方で、対面コミュニケーションの重

要性が改めて認識されつつある。新しい時代の研究会のあり方を模索し続ける必要がある。

研究領域横断型の取組として立ち上げた国際会議 ICETC 2021、分野横断型研究会 MIKA 
2021、RISING 2021 は盛況であった。通ソの活動のグローバル化をめざして、今後さらに

発展させていきたい。 

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）の研究成果発表や研究者間の議論の場の提供を目的としている。「企画会議」、「編集

出版会議」、「研究技術会議」の 3 会議体制で上記活動を効率よく実施し、会員の満足度向

上を目指している。平成 28 年度から研究技術会議内に立ち上げた 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）に国際会議の主催・共催・協賛や研究専門委員会活動にかかわる承認権限を委譲し、

手続きを迅速化するとともに、各領域内で近接分野の研究専門委員会の合同・連携企画を

推し進めている。さらに、領域間の共同企画や、研究専門委員会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。前年度に引き続き 2021 年度も新型コロ

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

となったが、エレソのプレナリーセッションでは研究活性化のための他分野からの情報提

供を意識した特別講演会を開催した。ソサイエティ大会のプレナリーセッションでは「ア

フターコロナ時代の情報通信とエレクトロニクスへの期待」と題して半導体産業の経済的

側面、情報セキュリティ、医療データベースに関する 3 つの特別講演、総合大会のプレナ

リーセッションでは、「固体電池－歴史とそのサイエンス」と題して、最新の全固体電池に

関する特別講演を行った。いずれも、パンデミックやカーボンニュートラルなど人類が直

面している課題に関するものであり、情報通信用エレクトロニクスの今後の展開（あらた

な研究テーマ）を考えるトリガーとなることを期待している。また、学生員や若手会員が

先輩研究者と自由に意見交換が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 に参画し実施した。また、継続的な取り組みとして委員会資料の集

約・配布のオンライン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、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。 

④ 情報・システムソサイエティ（ISS）は、情報処理技術とコンピュータ・通信・人間を融合

したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としている。本ソサイエ

ティの役割は、会員に研究発表と交流の場を提供することであり、ひいては重要な社会基
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盤である情報技術分野の持続的な発展と情報社会での様々な問題解決に貢献することにあ

る。ISS が、同研究分野の活動の基盤としてメンバーの活動を支援・促進し、もって社会

的役割を果たしていくために、2021 年度も引き続き、論文誌、研究会、総合大会・FIT、
ソサイエティ誌、及びこれらソサイエティ活動に関する広報の強化に重点を置いて活動を

展開した。 

⑤ 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、2022 年度中に改訂を行うべく作

業を進めている。 
 

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。2021 年度は、

前年度からつづくコロナ禍で、運営委員会、各研究会、HCG シンポジウムなどの活動がほ

ぼオンライン形態での開催となった。一部、感染状況が収まったときにハイブリッド開催

が企画・実施されたが、学会の指針に従って安全な開催を心がけた。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ための活動を行った。財務将来構想

WG を構成し、グループの財務状況の確認と、将来構想について議論し、次年度以降の活

動への提言を行った。 
 

（２） ソサイエティ大会 
・ソサイエティ大会を 2021 年 9 月 14 日(火)～17 日(金)の 4 日間、オンラインで開催した。参

加者 3,865 名、公募講演数は 1,056 件であった。 
・FIT2021（第 20 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、2021 年 8 月 25 日(水)～27 日(金)
にオンラインで開催した。参加者 2,159 名、講演件数は 476 件であった。 

（３） 国際会議 
7 件の国際会議をオンライン、1 件の国際会議をハイブリッドで開催した。 

（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： 2,515 ページ（参考：前年 2,554 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 6,398 ページ（参考：前年 6,446 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。 
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（５） 選奨 
・基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ：功労賞 3 名、貢献賞 42 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 7 名、査読功労賞 10

名、ジュニア＆学生ポスターセッション優秀ポスター賞 3 名、ジュニア＆学生ポスターセ

ッション特別賞 3 名、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 8 編、FIT
ヤングリサーチャー賞 7 名 

・ヒューマンコミュニケーショングループ：ヒューマンコミュニケーション賞 5 件、HCG
シンポジウム賞 14 件 

（６） 研究会 
  各ソサイエティ、グループで開催された第一種研究会の開催数と発表件数は下記のとおり。

（ただし共催、連催等の場合は、それぞれで重複集計。） 
・基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ 102 回 1,811 件 
・通信ソサイエティ  136 回 2,130 件 
・エレクトロニクスソサイエティ  76 回 918 件 
・情報・システムソサイエティ  107 回 1,738 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  20 回   342 件 

（７）会員数（2021 年度末） 
・基礎・境界ソサイエティ 4,103 名 
・通信ソサイエティ 7,799 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 4,189 名 
・情報・システムソサイエティ 7,814 名 
・NOLTA ソサイエティ             274 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ 783 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。 
○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
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た小中学生向けイベントの後援 1 件。 
○学生会事業：学生会研究発表会（インターネットシンポジウム）を 1 回開催、学生ブラン

チ活動（講演会）開催。支部連合大会で学生交流会を企画。 
○選奨：学生奨励賞 9 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 6 件（オンライン）、支部連合大会 1 件（オンライン）、協賛・講演事業

3 件。 
○教育事業：小中高生向け事業 1 回開催。 
○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 1 名、学生優秀発表賞 3 名、優秀学生表彰 22 名、学生学会活動貢献

賞 1 名。 

（３）東京支部 
○一般事業：オンラインシンポジウム 5 回、研究開発動向紹介企画、若い世代の活躍を紹介

する企画、総務省関東綜合通信局との連携推進 
○教育事業：学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベントを公募し 6 件を採択（新

型コロナの影響により、現地開催 2 件、オンライン実施 1 件、中止 3 件）。 
○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）。5 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 10 名、学生功労賞 6 名。 

（４）信越支部 
○一般事業：支部大会 1 回(オンライン)、講演会 5 回（新潟地区 2 回、長野地区 3 回）。 
○学生会事業：研究交流会 1 回開催（新潟大・オンライン）。 
○選奨：学生奨励賞 12 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(ハイブリッド)、女子学生向けイベント 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 19 名、卒業研究発表会表彰 8 名、学業成績優秀賞 24 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・見学会開催中止。シンポジウム、講

演会等の共催、協賛、後援を 5 件。 
○学生会事業：学生向け講演会開催中止、学生研究発表会 1 回開催。 
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○選奨：学生優秀論文発表賞 19 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(開催見送り)、講習会 5 回開催。 
○教育事業：講演会(開催見送り)。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベント(開

催見送り)。 
○学生会事業：講演会 1 回、研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生会奨励賞 9 名、優秀論文発表賞 3 名、学生会功労賞 10 名。 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 8 回（うち 0 回主催、8 回共同主催）、見学会 0 回、専門講習会 1 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 2021

イベント。 
○選奨：連合大会奨励賞 22 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）58 校 90 名、学生功労

賞 10 名 

（９）四国支部 
○一般事業：講演会 3 回、支部連合大会 1 回。 
○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 50 名 

（10）九州支部 
○一般事業：特別講演会 1 回、一般講演会 3 回開催。協賛・後援の講演会/シンポジウム 5 件。

専門講習会開催中止、アンテナ伝搬研究会と共催でワークショップ 1 回開催（オ

ンライン）、支部連合大会 1 回、総合通信局連携企画 1 回。 
○教育事業：子供の科学教室 1 回、ものづくり教室 1 回、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 1 回、学生ブランチ交流会等の実施。11 ブランチが講演会や交

流会実施。 
○選奨：連合大会講演奨励賞 8 名、学生会講演奨励賞 15 名、成績優秀賞（学生）62 名、学

術奨励賞 25 名 

５．選挙 

2022 年 2 月 9 日～3 月 9 日に、Web 投票により 2022 年度役員候補者及び代議員の選挙を実

施した。2022 年度代議員として 109 名（選挙時 110 名だったが 1 名死亡により 109 名になっ

た）が選ばれた。 
以上 
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2021 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 2021 年定時社員総会 

 
2021 年 6 月 3 日（木）午後 2 時から機械振興会館において 2021 年定時社員総会を開催し

た。代議員総数 107 名に対し、出席代議員数 87 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。笹瀬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 2021 年定時社員総会議長選出 
第 2 号議案  2020 年度事業報告 
第 3 号議案  2020 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 2021 年度事業計画 
第 6 号議案 2021 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：1 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：0 回 
・男女共同参画委員会：1 回、メール審議 1 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 3 回 
・大会委員会：4 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 1 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：0 回 ・財務委員会：5 回 
・研究会連絡会：4 回            ・規格調査会委員会：4 回 
・教科「情報」の入試に関する検討 WG：4 回 
・若手 WG からの提言に対する検討アドホック：2 回 

 
１．４ その他の会議等 
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・名誉員・歴代会長を囲む懇談会：2021 年 10 月 14 日 Web 会議(EventIn)にて開催。 
 
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、2021 年 4 月から 2022 年 3 月まで

12 冊、合計 203,600 部（月平均 16,967 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。 
2021 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   3 月小特集   
(コミュニケーションロボットの 7 38 (バイオセンシングデバイスの

 

7 48 
現状)   動向)   
4 月小特集   講    演 1 4 
(グローバル科学社会シリーズ 5 20 解    説 36 236 
──エジプト編──)   講    座 3 16 
5 月特集   総 合 報 告 0 0 
(6G がひらく 2030 年の超スマート 17 109 ジュニア会員のページ 3 17 
社会)   寄    書 0 0 
6 月小特集 
 

  回    想 1 5 
(ICT による農林畜産業への取組―

 
 

6 34 学生／教養のページ 10 38 
─回路とシステムの観点から――)   オ ピ ニ オ ン 3 17 
6 月小特集   コラム 4 14 
(多様化する大学教育──博士課程 
 

5 25 ニュース解説 25 44 
教育リーディングプログラム――)   ニュースフラッシュ 0 0 
8 月小特集   ソサイエティのページ 3 10 
(コンピュータを用いた学習支援技 10 49 EiC 記事 8 46 
術――大学教育現場への ICT 技術   情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
の活用――)   学 生 会 だ よ り  9 28 
9 月小特集   予 定 目 次 12 0 
(グローバル科学社会シリーズ 4 19 学会ニュース 1 0 
──インドネシア編──)   慶    賀 1 1 
10 月特別小特集 
 

  追  悼  抄 4 4 
(ニューノーマル時代に求められる， 7 33 国 際 会 議 18 9 

 ディジタルトランスフォーメー   図 書 紹 介 14 7 
ション（DX）)   国内文献目次  1 

 
 
 
 
 

10 月小特集   図書寄贈一覧   
 
 
 
 
 
 

(5G から 6G への無線通信技術の 9 32 本 会 だ よ り  20 
 
 
 
 
 

進化と展望──みんなでつくる 6G   編 集 室 12 12 
 
 
 
 
 
 
 

――)   役 員 等 口 絵  8 
 
 
 
 
 

11 月特集   総 会 ・ 選 奨  106 
2 
 
 
 
 
 

(量子機械学習) 9 63 フェロー口絵  

12 月小特集   会 誌 総 目 次  11 
 
 
 
 

(本格的な周波数共用時代の幕開け 8 38 会    報  0 
──6G の爆発的な無線利用増大を 

 

  会    告 12 83 
見据えて――)   そ  の  他  0 
1 月特別小特集   計  1,324 
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(ネットワーク数理の新潮流) 6 32 巻 頭 言  12 
2 月小特集   目 次  36 
(システム数理の現状と展望) 7 45 合 計  1,372 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）66.5 ページ 

 
２．２ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
 

知識ベースアクセス件数（累計）は、7,200,000 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継続して

実施した。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。 
また、単行本「知識の森」シリーズの「医療情報システム」について、電子版での提供を開

始することとした。 
 
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

検討した。 
また、重版 1 点を刊行した。 

 
２．４ 教科書「電子情報通信学会大学シリーズ」（全 59 巻）(定款 第 4 条 ト号) 

 
重版 1 点を発行した。（コロナ社委託出版）（昭和 55 年 8 月第 1 回配本以降既刊書目 52 点） 

 
２．５ 教科書「電子情報通信レクチャーシリーズ」（全 64 巻）(定款 第 4 条 ト号) 

 
大学院及び学部の学生を対象とし、併せて一般勉学者の参考に供するための教科書シリー

ズとして重版 6 点を発行した。 
また、紙版ではなく電子版による提供について、一部の書目で試行的に開始した。（コロナ

社委託出版） 
（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 177 件の講演を行った。 
 
期 日：2022 年 3 月 15 日(火)～18 日(金) 
会 場：オンライン開催 
懇親会：中止 

 
(a) 企画セッション数 
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(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 83 回） 
 
小川 博世（NICT） 
杉山 昭彦（ヤフー） 
中野 義昭（東 大） 
中村  寛（ドコモ・テクノロジ） 
松島 裕一（早 大） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 59 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） 

限定方向に陰解法を用いた高並列・分散処理型三次元電磁界解

析と設計最適化手法 

浅井 秀樹（静岡大） 
海野 正樹（キオクシア） 

二次元プラズモンの共鳴現象を用いたテラヘルツ光源・検出素

子の先駆的研究 

尾辻 泰一（東北大） 

複素および四元数ニューラルネットワークに関する先駆的研究 廣瀬  明（東 大） 

【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） 

デジタルコヒーレント通信用狭線幅波長可変光源の研究開

発と実用化 

向原 智一（古河電工） 

木村 俊雄（古河電工） 

黒部 立郎（古河電工） 

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 198 45 890 247 273 1653

シンポジウム
セッション

‡4 0 48 5 ‡16 73

合　計
[共催含む] ‡202 45 938 252 ‡289 1726

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 2 ― ― ― ― ― 2

ソサイエティ特別企画 ― 0 0 1 2 1 4

パネルセッション ― 1 0 1 0 0 2
チュートリアルセッショ
ン

― 1 1 3 1 0 6

依頼シンポジウムセッション ― 6 0 12 8 0 26

  合　　計 2 8 1 17 11 1 40

企画種別
合 計

大会委員会
ソサイエティ
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ネットワーク連動型モバイル端末トラヒック制御技術の開

発 

中村  元（KDDI 総合研究所） 
岸  洋司（KDDI 総合研究所） 
北原  武（KDDI 総合研究所） 

フレキシブルディスプレイの先駆的研究 藤掛 英夫（東北大） 

 
４．３ 論文賞（第 78 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

 
著 者 名 
掲載年月 

Testing Homogeneity for Normal Mixture Models: Variational Bayes 
Approach 
仮屋 夏樹， 渡辺 澄夫（東工大） 
2020 年 11 月号（EA） 

A 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Approximate Simultaneous Diagonalization of Matrices via Structured 
Low-Rank Approximation 
明間 陸， 山岸 昌夫， 山田 功（東工大） 
2021 年 4 月号（EA） 

A 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Linking Reversed and Dual Codes of Quasi-Cyclic Codes 
Ramy TAKI ELDIN（Ain Shams University）， 松井  一（豊田工大） 
2022 年 3 月号（EA）早期公開（2021 年 7 月 30 日） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

新幹線架線電圧検知・無線通信共用アンテナの小形化と試験結果 
松村 善洋， 西山 武志， 笹木 栄志（JR 東海）， 西本 研悟， 圷 浩行
（三菱電機）， 眞田 幸俊（慶大） 
2021 年 1 月号（B） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

海中チャネルサウンダの開発 
菅 良太郎， 滝沢 賢一， 松田 隆志（NICT）， 吉田 弘（JAMSTEC）， 
児島 史秀（NICT） 
2021 年 3 月号（B） 

B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Multicast Routing Model to Minimize Number of Flow Entries in Software-
Defined Network 
小刀 星輝， 佐藤 丈博， 新熊 亮一， 大木 英司（京大） 
2021 年 5 月号（EB） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

A Low-Jitter Injection-Locked Clock Multiplier Using 97-µW Transformer-
Based VCO with 18-kHz Flicker Noise Corner 
Zheng SUN， Hanli LIU， Dingxin XU， Hongye HUANG， Bangan 
LIU， Zheng LI， Jian PANG， 染谷 晃基， 白根 篤史， 岡田 健一
（東工大） 
2021 年 7 月号（EC） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

Si-GaN スタック型増幅器を用いた 1W 級広帯域 Si-GaN ハイブリット 3 次元
送信モジュール 
川崎 健吾， 桑田 英悟， 石橋 秀則， 矢尾 知博， 前田 和弘， 柴田 
博信， 石田 清， 津留 正臣， 中溝 英之， 森 一富， 下沢 充弘（三
菱電機） 
2021 年 10 月号（C） 

C 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

E 級電力増幅器の出力インピーダンスに関する実験的考察 
水谷 豊， 大平 孝（豊橋技科大） 
2022 年 1 月号（C） 

D 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

カメラ情報を用いた公平かつ効率的なエレベータ配車制御手法の提案と推定誤
差の影響 
山内 智貴， 井手 理菜， 菅原 俊治（早大） 
2020 年 11 月号（D） 

D 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Real-Time Full-Band Voice Conversion with Sub-Band Modeling and Data-
Driven Phase  Estimation of Spectral Differentials 
佐伯 高明， 齋藤 佑樹， 高道 慎之介， 猿渡 洋（東大） 
2021 年 7 月号（ED） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

全方位カメラでの撮影とその後処理による視覚障害者の写真撮影支援 
岩村 雅一， 平林 直樹， 程 征（阪府大）， 南谷 和範（大学入試センタ
ー）， 黄瀬 浩一（阪府大） 
2021 年 8 月号（D） 

（（A）、（B）、（C）、（D）：和文論文誌、（EA）、（EB）、(EC)、(ED)：英文論文誌、所属は:掲載時） 
以上 12 編 
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４．４ 最優秀論文賞（第 4 回） 
（敬称略） 

論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

新幹線架線電圧検知・無線通信共用アンテナの小形化と試験結果 
松村 善洋， 西山 武志， 笹木 栄志（JR 東海）， 西本 研悟， 圷 浩行

（三菱電機）， 眞田 幸俊（慶大） 
2021 年 1 月号（B） 

以上 1 編 
 
４．５ 末松安晴賞（第 8 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 亀井 靖高（九大） OSS 開発プロジェクトの継続的進化を支える 
Just-In-Time バグ予測モデルの研究開発 

学術界貢献 西尾 理志（東工大） 無線通信と機械学習の融合領域技術の開拓 

産業界貢献 阿部 元洋（NTT ドコモ） 第 4 世代及び第 5 世代移動通信システムの交換

インタフェースの標準化 
以上 3 名 

 
４．６ 学術奨励賞（第 84 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  
岩田 和磨 東京農工大 スパース制約を用いたグラフブラインド逆畳込み 総大 A-8-16  

御宮知 佑磨 関西大 赤外線レーダを用いた曲面リフレクタコード認識方

式における信頼性向上と情報量増加の一検討 
総大 A-13-4  

齋藤 吏 東京都市大 ヒステリシスリザバー素子の時定数が与える影響 ソ大 N-1-9  

嶋田 啄真 同志社大 頚動脈波波形による脳動脈閉塞の判別手法の検討 総大 A-4-3  

唐 正強 岡山理科大 回転式 LED 送信機を用いたイメージセンサ通信に

おける Alamouti 型時空間符号化のためのデータ受

信可能範囲の判定法 

総大 A-9-4 
 

渡辺 大詩 KDDI 総合

研究所 
多元 LDPC 符号における深層学習を用いた Bit 
Reliability Based 復号に関する一検討 

総大 A-2-4  

  多元 LDPC 符号における深層学習を用いた Full Bit 
Reliability Based 復号に関する一検討 

ソ大 A-2-3  

 
通信ソサイエティ：24 名 

 
(50 音順) 

 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
 
 

岩澤 宏紀 ＮＴＴ マルチテナント環境における動的 TSN スケジュー

リング方式の提案 
総大 B-6-39  

  マルチテナント環境におけるコンテナ間 TSN 調停

方式の提案 
ソ大 B-6-18  

上橋 俊介 三菱電機 DSTBC 伝送における同一チャネル干渉抑圧方式

（１）―抑圧原理と基本性能評価― 
総大 B-5-33  

宇野 孝 三菱電機 誘電体整合層を用いた広角方向インピーダンス整合

法の基礎検討 
総大 B-1-

114 
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大澤 昇 KDDI 総合

研究所 
OTFS 変調における非整数ドップラーに起因するチ

ャネル推定誤差を考慮した MMSE 等化に関する一

検討 

総大 B-5-25 
 

  Evaluation of Subspace-Based Pilot 
Decontamination in Scalable Cell-Free System 
with Fewer Antennas Radio Head 

ソ大 B-5-37 
 

小野 央也 ＮＴＴ マルチ無線アクセスの最適ユーザ収容に向けたベイ

ズ最適化アルゴリズムの適用性評価 
総大 B-6-4  

  畳み込みニューラルネットワークを用いた多端末・

多基地局間の高速・高精度な通信品質予測手法 
ソ大 B-6-42  

大宮 陸 ＮＴＴ インテリジェント空間形成のための複数 RIS 制御

技術の検討 
総大 B-5-10  

  適応的反射板制御に基づくエリアカバレッジの実験

評価 
ソ大 B-5-48  

木村 翔 ソフトバン

ク 
高基地局環境における屋内侵入損失の測定解析 総大 B-1-16  

  高基地局環境における屋内侵入損失のサイトスペシ

フィックモデルの検討 
ソ大 BS-2-

12 
 

小池 正憲 ＮＴＴ VR 映像配信に対する ITU-T P.1204.3 拡張モデルの

一検討 
総大 B-11-

28 
 

  視聴タイル画質差を考慮した VR 映像品質推定モデ

ル 
ソ大 B-11-8  

恋塚 葵 KDDI 総合

研究所 
複数のユーザニーズに配慮したデマンド型交通向け

予約状態管理手法 
ソ大 B-15-

33 
 

小林 遼太 三菱電機 バタフライ型プローブにおける隣接する 2 つの配線

の分離性能測定 
総大 B-4-4  

笹井 健生 ＮＴＴ 非線形シュレディンガー方程式の学習: 損失分布と

Passband narrowing の推定 
総大 B-10-

11 
 

佐藤 宏紀 新潟大 K ファクタを利用した MIMO 簡易評価法に関する

検討 
ソ大 BS-2-5  

佐藤 雄大 KDDI 総合

研究所 
遅延の見える化の表示方法による遠隔運転の操作性

の違いの検討 
総大 B-15-

40 
 

塩満 優作 名工大 高速道路環境における URLLC の SNR 分布と早期

HARQ 再送制御の性能解析 
総大 B-5-

105 
 

寺師 悠平 阪大 複素モーメント型固有値解法と ANN による光固有

値復調法 
ソ大 B-10-5  

寺田 翼 三菱電機 信号が有相関となる MIMO 伝送信号を用いた移動

目標の DOD 推定 
総大 B-2-19  

  車載GNSS受信機におけるドップラ差を用いた反射

波抑圧 
ソ大 B-2-5  

土井 隆暢 ＮＥＣ 3GPP CDL チャネルモデルを用いた学習型ガウス

信念伝搬法の特性評価 
総大 B-5-53  

  MMSE フィルタ出力を初期値とした学習可能なガ

ウス信念伝搬法 
ソ大 B-5-32  

平山 晴久 KDDI 総合

研究所 
適応型 RAN における通信品質保証制御に用いる無

線品質情報の評価 
総大 B-5-76  

  適応型 RAN における通信品質保証制御の制御周期

の評価 
ソ大 B-5-19  
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間宮 拓朗 三菱電機 車車間通信を想定した簡易道路モデルにおける伝搬

損失測定 
総大 B-1-21  

山下 陽子 ＮＴＴ 任意の結合効率を実現する広帯域 2 モード長周期グ

レーティングの設計指針 
総大 B-13-

27 
 

  長周期グレーティングと非対称導波路を用いたタッ

プ導波路の検討 
ソ大 B-13-

21 
 

松永 亮 三菱電機 時刻同期プロトコルを利用した無線タイミング制御

方式 
総大 B-8-2  

松本 怜典 産総研 32 × 32 シリコンフォトニクススイッチを用いた多

段光伝送 
ソ大 B-10-

23 
 

脇坂 佳史 ＮＴＴ 位相 OTDR 振動計測における周波数多重方式を利

用したサンプリングレート向上とフェーディング雑

音低減の両立 

総大 B-13-1 
 

  周波数多重位相 OTDR を用いた振動計測における

クロストークの影響とその抑圧 
ソ大 B-13-4  

渡邊 碧 東北大 12.8 Tbit/s(1.28 Tbit/s/ch x 10)-1500 km OTDM-
WDM 偏波多重 DQPSK 光ナイキストパルス伝送 

総大 B-10-
18 

 

 
エレクトロニクスソサイエティ：7 名 

 
(50 音順) 

 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
 
 

大塚 友絢 三菱電機 GaN HEMT の低周波 Y パラメータ特性における表

面トラップの影響に対する TCAD 解析 
総大 C-10-2  

川原 啓輔 東京理科大 能動帰還を用いたインダクタレス広帯域能動バラン

回路 
総大 C-12-

19 
 

  DAC 帯域３逓倍のための CMOS アナログマルチプ

レクサ 
ソ大 C-12-

16 
 

鈴木 純一 三菱電機 3 次元実装技術を用いた小型 InP MZ 変調器サブア

センブリの RF 信号伝送特性の改善 
総大 C-3/4-

45 
 

  空間光学系を用いたデジタルコヒーレント受信モジ

ュールにおける CMRR のビーム集光径依存性 
ソ大 C-3/4-

18 
 

鶴谷 拓磨 NTT オンシリコン半導体光増幅器によるリザーバコンピ

ューティング 
ソ大 C-3/4-

23 
 

西村 拓真 三菱電機 スプリングプローブを用いた異種基板接続構造を有

する 4 電力合成回路の試作評価 
ソ大 C-2-40  

村椿 太一 北大 直接二分探索法を用いた 2 µm 帯シリコン 4 モード

交差導波路の設計 
総大 C-3/4-

30 
 

  高製造トレランスのための直接二分探索法を用いた

2 µm 帯 4 モード交差導波路の設計 
ソ大 C-3/4-4  

山内 隆典 三菱電機 SS-OCT 方式ディジタル光センサにおける波長掃引

光源の波長補正に関する検討 
総大 C-3/4-

12 
 

  SS-OCT 方式ディジタル光センサにおける包絡線補

正に関する検討 
ソ大 C-3/4-

54  

   

情報・システムソサイエティ：4 名 (50 音順)  

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
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有本 拓矢 京大 航跡方向を考慮したグラフ畳み込みネットワークに

よる海底地形超解像 
総大 D-12-7  

近藤 佑亮 東大 深層強化学習によるバナー画像の要素配置最適化 総大 D-12-
38 

 

田中 凌也 阪工大 単一画像を用いた SplitDepthImage 生成の一手法 総大 D-11-
17 

 

宮内 亮太 広島市立大 多倍長計算の仮数部計算高速化のための粗粒度再構

成可能なアーキテクチャの検討 
総大 D-6-1  

 
４．７ 教育優秀賞（第 6 回） 
                                               （50 音順・敬称略） 

氏 名（所属） 教育関連成果のタイトル 
伊藤 智義（千葉大） 電子情報分野における啓発書・教科書の執筆及び人材育成への貢献 
阪口  啓（東工大） 超スマート社会卓越教育プログラムの設計と実施 
鷲崎 弘宜（早大） スマートエスイー: スマートシステムによる価値創造の人材育成 

                                                          計 3 名 
 
４．８ 教育功労賞（第 6 回） 

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

天川 修平（広島大） S パラメータ入門講座を主とするマイクロ波分野講師としての貢献 
上嶋  明（岡山理科大） 学生会イベント「フレッシュ IT あわ〜ど」への長年の支援活動 
牛久 祥孝 
（ｵﾑﾛﾝｻｲﾆｯｸｴｯｸｽ） PRMU 研究メンターシッププログラムの立ち上げ・運営と展開 

大寺 康夫（富山県立大） エレクトロニクスシミュレーション分野での学生論文指導 
小枝 正直（岡山県立大） 関西支部 ICT 基礎講座「画像処理講座」への貢献 
笹岡 直人（鳥取大） 子供の科学教室講師としての貢献 
笹森 崇行（北海学園大） 論文の書き方講座による若手の論文作成能力向上に対する貢献 
高橋 応明（千葉大） アンテナ伝搬基礎講座の電磁気学・アンテナ分野講師としての貢献 
廣﨑膨太郎 
（国際社会経済研究所） CPD と電気・電子系高度技術者育成プログラムに対する貢献 

渡邊  実（岡山大） FPGA 自動運転競技大会によるディジタルシステム教育の普及 
計 10 名 

 
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 10 名を名誉員に推薦した。 

赤嶺 政巳（東北大） 
池内 克史（マイクロソフト） 
梅比良正弘（南山大） 
尾上 誠蔵（NTT ドコモ） 
桑原 秀夫（富士通） 
笹瀬  巌（元慶大） 
鈴木 正敏（早大） 
牧野 昭二（早大） 
守倉 正博（元京大） 
山本 博資（元東大） 
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５．２ フェロー称号の贈呈 
 
〔基礎･境界ソサイエティ：4 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
岡本 英二 非線形信号処理による移動通信システムの性能向上に関する研究 
小川 一人 コンテンツ配信・放送サービスを向上させるセキュリティ技術の研究 
梶川 嘉延 アクティブノイズコントロールに関する先駆的研究 
田中  聡 移動体通信端末用 RF アナログデジタル混載回路技術の先駆的研究 

 
〔通信ソサイエティ：9 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
梅林 健太 無線通信のための周波数資源有効活用に関する研究 
奥村 幸彦 第 5 世代移動通信システムの研究開発と実用化 
河東 晴子 電子戦技術の研究開発と啓発 
塩川 茂樹 学会編集活動を通じた通信技術研究者育成 
下西 英之 次世代ネットワーク技術 SDN とその実装に関する研究開発 
豊嶋 守生 光衛星通信における宇宙実証とレーザの大気伝搬に関する研究開発 
中村  元 伝送路網設計の最適化と通信トラヒック制御に関する研究開発 
林  孝典 映像通信サービスの QoE 評価技術に関する研究開発 
吉原 貴仁 ネットワーク自律構成技術の研究開発と実用化 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：5 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
大貫進一郎 アルゴリズムによる電磁界シミュレーション高速化技術の開発 
川西 哲也 マイクロ波フォトニクスデバイスとそのシステム応用に関する研究 
浜本 貴一 アクティブ MMI 現象及び当該現象を用いた光デバイスの研究開発 
宮崎 守泰 移動体搭載薄型アクティブレーダ及び高速通信システムの開発推進 
山内 潤治 差分法に基づく電磁波解析法の研究と光デバイス設計への応用 

 
〔情報･システムソサイエティ：8 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
安里  彰 スパコン向け省電力プロセッサと高信頼インターコネクトの開発 
井尻 善久 人体・一般物体を対象とした画像認識における先駆的研究開発 
伊藤 大雄 先進的グラフアルゴリズムと離散幾何学と娯楽数学の研究 
鵜木 祐史 聴覚知覚モデルとそのマルチメディア応用に関する国際教育 
川出 雅人 組込み顔画像センシング・ロボットビジョン技術の研究・実用化 
福本  聡 ディペンダブルコンピューティングとその評価手法の研究 
柳原 広昌 映像の圧縮・伝送に関する先駆的な研究開発とその実用化 
山口 高平 最新 AI 技術と知能ソフトウェア工学の推進 

 
５．３ シニア会員称号の贈呈 

 
〔基礎･境界／NOLTA ソサイエティ：23 名〕 

Luigi Fortuna 青木 隆浩  石井 孝明  今岡  仁  梅野  健 
太田 隆博   工藤すばる  小池 義和  小林 和淑  佐藤 弘樹 
篠宮 紀彦   土屋 隆生  中本 昌由  新津 葵一  野村 英之 
野村  亮   長谷川英之  畑中 信一  前田 義信  森田  剛 
守屋  宣   山脇 大造  吉澤  晋 
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〔通信ソサイエティ：20 名〕 

Chunguo Li  Chuwong PHONGCHAROENPANICH  Doohwan Lee 
Kam Weng TAM  相田  仁  石原  進  内田 大輔 
川端 明生  清水 智明  新保 宏之  末次  正  高橋 英憲 
洞井 裕介  冨里  繁  新井田 統  丸田 一輝  三浦  周 
道下 尚文  森  浩樹  山崎 浩輔 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：11 名〕 

植松  裕  岡本 好弘  金澤  慈  黒木 太司  小林 春夫 
柴山  純  出口 博之  仲村 泰明  名田 允洋  真島  豊 
弓仲 康史 

 
〔情報･システムソサイエティ：20 名〕 

市ヶ谷敦郎  稲村 勝樹  今井 倫太  内田 祐介  大須賀昭彦 
川西 康友  清本 晋作  坂野  鋭  佐藤 洋一  佐野健太郎 
島田 敬士  田上 敦士  田坂 和之  中谷 智広  肥後 芳樹 
増澤 利光  松井 知子  水谷 健二  山下 隆義  和田 俊和 

 
５．４ 会員の現況 

 
2021 年度末の会員数の減少は 2020 年度との前年度末と-711 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 

2020年度末 
会員数 98[73] 20,238 [849] 2,176 89 280 128 23,009[922] 

2021年度末 
会員数 98[75] 19,370 [857] 2,241 172 283 136 22,300[932] 

前年度末との差  0 [+2] -868[+8]  +65 +83 +3  +8 －709[+10]  

（注）名誉員の赤崎 勇氏は 2021 年 4 月 1 日、小山次郎氏は 5 月 19 日、長尾 眞氏は 5 月 23 日、

堀内和夫氏は 7 月 5 日、西関隆夫氏は 2022 年 1 月 31 日に逝去した。 
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（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】 369【12】 73 8 5 3 460【14】 

東  北 9【5】 645【45】 79 9 11 1 754【50】 

東  京 67【51】 11,256【548】 825 67 132 99 12446【599】 

信  越 1【1】 361【11】 76 1 10 4 453【12】 

北  陸 【4】 362【7】 72 8 5  447【11】 

東  海 5【0】 1234【49】 199 7 29 13 1487【49】 

関  西 12【11】 2,387【123】 300 31 31 13 2774【134】 

中  国 【0】 647【16】 139 11 9 
 

806【16】 

四  国 【0】 292【8】 73 15 3 1 384【8】 

九  州 1【1】 924【30】 198 15 11 2 1151【31】 

海外在住 1【0】 60【8】 1 0 0 0 62【8】 

Overseas 0【0】 833【0】 206 0 37 0 1076【0】 

合  計 98【2】 19,370【857】 2,241 172 283 136 22,300【932】 

 
５．５ 学生事業に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 
 
（1）会誌「学生会だより」欄の掲載記事 

各支部学生会・学生ブランチの活動状況等を会誌「学生会だより」欄に掲載した。 
 
（2）学生ブランチについて 

ホームページ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、2021 年度は 63 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、2021 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、2021 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、2021 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、支部での開催のみとなった。

なお、本活動を支えるため、2002 年度から募金活動を開始し、2021 年度（2022 年 3 月末現
在）は、「子供の科学教室及び若手育成活動」として、約 2 百万円の協力を得た。 
                                

  

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 0 
韓国（Information） 0 インドネシア 0 
ベトナム 0 マレーシア 0 

  合計 0 件 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 
      なし 

 
（3）国際セクションホームページ 
   ヨーロッパセクションにて Facebook オンラインコミュニティ、北京セクションにて

WeChat の運用を開始した。 
 
７．２ 国際委員会活動 

 
国際委員会は、会誌英訳記事の冊子体化及び海外会員・留学生ワークショップの発表者への

発送、2 度の留学生ワークショップの開催、英語 Teitter 及び英語 Webinar の開始を行い、

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 3/25（金）

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 総合大会の場の活用 
 
 2022 年 3 月の総合大会では、プレナリーセッション、全ソサイエティ合同で開催した

Welcome Party、企画戦略室の提案による、「若手研究者弾丸プレゼン」、相澤副会長による、

スペシャルセッション「Z 次世代を担う、日本のテック系ベンチャー 8 」を実施し、多くの

方が参加された。 
 
８．２ 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 75 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 松岡 隆一 11 38 12 
2 周波数制御・選択・検出デバイス 作田 幸憲  21 82 4 
3 光ファイバ 大橋 正治 42 63 5 
4 電子実装技術 高橋  満 18 0 4 
5 無線通信用送信装置および受信装置 小川 博世 21 22 10 
6 電子通信用語 ― 0 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 15 0 4 

合    計 138 205 43 
 
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。2021 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
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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。2022 年 2 月に両会長を

はじめとする電気学会 8 名、本会 6 名による役員懇談会を実施した。日本機械学会とは、

日本機械学会 2021 年度年次大会先端技術フォーラムにおいて、「機械と情報通信の融合で

人間の能力を拡張する新技術」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 
2021 年度は、関連学術団体等に対する協力・連携活動として、177 件の協賛・後援等を

行った。 

（3）府省との連携 

2021 年 9 月のソサイエティ大会において、省庁連携企画「第 6 期科学技術・イノベーシ

ョン基本計画から読み解く我が国が向かおうとする方向」を実施した。2022 年 2 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 13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。 
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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 

2021 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

年度も、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・効率化を一層図った。 
 
(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一層進み、運営委員会において、「論文のオープンアクセス化」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、

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、本年度も新型コロ

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 

2020 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。さらに、J-STAGE に掲載される英文論文誌 A 論文すべてをオープンアクセスとする施策を検

討してきた。2022 年 10 月号掲載論文から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。 
 

１．２ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティ（以下、通ソと略す）は、通信システム・通信ネットワークに関する基盤から応用

技術、およびその近傍領域を研究活動領域としている。これらの領域における学術の発展、産業の興隆
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並びに人材の育成を促進し、豊かなコミュニケーション社会の形成と地球環境の維持向上に貢献するべ

く活動を行っている。昨年度から引き続く COVID-19 パンデミックにより社会活動が大きく制約を受け

る中においても、通ソ執行委員会の下、通ソ編集会議、会員事業企画運営会議、研専運営会議の３つの

会議体制で密な連携を図りながら活発な活動を展開した。 
出版活動においては、諸施策により英文論文誌の年間投稿数を増加に転じさせることができ、和文論

文誌と ComEX を合わせた年間投稿数は昨年度と比べて 17%増となった。世界中の研究者が投稿し読ん

でもらえる論文誌を目指し、改革をさらに進めることが必要である。 
会員事業企画においては、会員間コミュニケーションの促進に積極的に取り組んだ。総合大会におけ

る Welcome Party (on line)の開催、E メールニュースや GLOBAL NEWSLETTER による情報発信を

実施し、会員間の情報交流拡大に務めた。今後、海外会員に対して意義ある情報を広くタイムリーに送

り届ける施策の具体化が求められる。 
研究会活動においては、オンライン研究会が定着しハイブリッド開催も増加しつつある。オンライン

参加の手軽さに加え一括年間登録の導入効果もあり、参加者数をパンデミック以前の 130%程度に増や

すことができた。その一方で、対面コミュニケーションの重要性が改めて認識されつつある。新しい時

代の研究会のあり方を模索し続ける必要がある。研究領域横断型の取組として立ち上げた国際会議

ICETC 2021、分野横断型研究会 MIKA 2021、RISING 2021 は盛況であった。通ソの活動のグローバ

ル化をめざして、今後さらに発展させていきたい。 
以下、今年度の活動の詳細を記す。 

 
(1) 財務管理 
通信ソサイエティの 2021 年度の収入、支出は両方とも 2020 年度に比べ減少する見込みである。収支

共に減少している主な要因は、昨年度と比べ国際会議の規模が縮小したためである。それ以外の項目に

は年度間での顕著な差はなく、全体の収支では黒字額が 2020 年度の約 1800 万円から約 2600 万円に増

加した。 
各事業の 2021 年度収支見込みの概要を述べる。論文誌、ComEX 誌ともに昨年度並みの収支で、それ

ぞれ、3653 万円、343 万円の黒字の見込みである。研究会は 2020 年度比で収入が増加したのに対し、

支出は若干減少したため、トータルでは 701 万円増の 3704 万円の黒字の見込みである。全国大会（総

合大、ソサイエティ大会）の収支は 2020 年度比で 49 万円増加の 1523 万円の見込みである。2021 年

度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため両大会ともオンライン開催となり、オンライン開催の

影響で減収となった 2020 年度と同程度の収支であった。国際会議の収支は昨年度と比べ規模が縮小し

たため収支とも大幅に減額し、収支は 2020 年度比で 310 万円減額の 127 万円の赤字の見込みである。

ソサイエティ誌の収支は 662 万円の赤字の見込みで、2020 年度比で 117 万円赤字が増加した。通ソ活

性化活動準備金については、2020 年度は提案が無く予算執行がなかったが、2021 年度は第三種研究会

からの合計 2 件の提案に対し予算執行された。 
2022 年度の予算案は、329 万円の黒字を見込んでいる。2021 年度の決算見込みとの比較では、収入

が約 5000 万円増、支出が 7200 万円増と、全体として規模が拡大している。収入より支出の増加額が

大きいため収支が悪化しているが黒字を維持している。予算規模が拡大している大きな要因は国際会議

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。 
 
(2) 研究専門委員会 

2021 年度の研究専門委員会による研究会活動は、引き続き活発に行われた。新型コロナウイルス感

染症の拡大が断続的に生じる中、研究専門委員会により様々な工夫がなされ、研究会や大会イベントの

安定したオンライン開催に加えて、対面とのハイブリッド形態での開催がふえ、参加者数は感染拡大以

前と比べても拡大という成果が得られた。ソサイエティ投資を活用した新たな形態への取り組みや、ハ

イブリッド開催のノウハウなどの積極的な交換を通して、ソサイエティ全体で研究会活動を盛り上げる

努力がなされた。企画面においては、複数研専が合同で行う分野横断的な研究会が引き続き頻度高く行

われたことに加え、ソサイエティフラッグシップ国際会議 ICETC へ分野の専門家集団として運営へ協

力し成功に貢献した。 
 
(2-1) 新型コロナウイルス感染症の感染継続期での研究会運営 
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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。通

信ソサイエティの名称を活用した情報ネットワーク研究会とネットワークシステム研究会の合同ワー

クショップが 2022 年 2 月に開催された。 
また、2020 年に発足した第三種研究会である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、合計 5 回の研究会・講演会（発表・講演数合計 167 件、参加者延べ 528 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。 
さらに、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 ICETC 2021 に、各研専か

ら 29 名が技術プログラム委員として参加するとともに、各研専委員長 18 名がテクニカルアドバイザと

して運営に貢献、研専推薦による招待講演 16 件を実施し、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が断続的に繰り返された 2021 年度は多くの研究会が Zoom な

どを用いたオンライン開催となった。また、一部の研究会ではオンラインと対面を同時に行うハイブリ

ッド開催が実施された。その結果、2021 年度は 4 月～3 月の期間で、89 回（講演数合計 1,695 件）の

オンライン研究会と、23 回（講演数合計 365 件）のハイブリッド研究会を実施した。オンライン研究

会が定着し、また、財務委員会の先進的取り組み支援事業を活用したハイブリッド研究会の開催数の増

加により、2021 年度の発表件数は新型コロナウィルス感染症の感染拡大以前の 80%程度となり、回復

基調が継続している。オンライン開催の研究会は手軽に参加できることや通ソの研究会に参加できる一

括年間登録が普及したことにより、参加者数は新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の 130%程度

に増加した。 
 
3. 参加費無料化の取り組み 

2020年度の前半は研究会の多くがオンライン開催となったことから発表件数が低迷した。このため、

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 2020 年 9 月から実施した。当初

は 2020 年 11 月までの予定であったが、緊急事態宣言の再発出等の状況を鑑みて、2021 年 6 月まで延

長された。この間、計 381 人が聴講参加費無料トライアルを利用して研究会に参加した。本トライアル

の効果として、研専から聴講参加者および発表件数が増加したとの意見があった。また、一部の研専か

ら本トライアルを延長して欲しい、本トライアルの仕組みを研専における新たな企画・取り組みに活用

したい等の意見が出されたことから、希望があった研専を対象に本トライアルを 2021 年 12 月まで延長

することとした。2021 年 7 月～12 月は 3 研専が本トライアルを実施し、計 59 人が本トライアルを利

用して研究会に参加した。 
 
(2-2) 研究専門委員会の変更 

2021 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。2021 年度で設置期間が満了となる (1) ICT 分野におけ

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

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

会（PEM 特別研専）、 (4) 水中無線技術特別研究専門委員会（UWT 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。

期間も 2022 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日である。また、ネットワークシステム（NS）研専より研

究トピックス変更の申請があり、審議の結果、2021 年 10 月 1 日からの変更が承認された。 
 
(2-3) 活性化資金関係 

研究会活動の活性化と会員増強を図るための研専運営活性化資金に対して、下記の 5 件の企画の応募

につき研専運営会議での審査を経て採択された。 
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1． 研究会に若手研究者の参加を促すための、新卒博士を囲い込む施策 (AP 研専) 
2． コロナ禍、および後のリモートハイブリッド EMC 設計コンテストによる研究会活性化 (EMCJ 研

専) 
3． 新たなコミュニケーションクオリティ研究を定義するパネルディスカッション・ワークショップの

開催 (CQ 研専) 
4． 研究会・ワークショップのハイブリッド開催 (IN 研専) 
5． 第 38 回情報ネットワーク・ネットワークシステム研究ワークショップおよび併催研究会 (IN 研専)  
6． ハイブリッド型研究会開催システムの構築 (SRW 研専) 
 
このうち 1、2、3、6 については計画通りに実施、4、5 については新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に伴い完全オンライン開催となったために活性化資金を利用しなかった。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。 
 
(2-4) 研究会開催実績 

2021 年度は、第一種研究会を 112 回（講演数合計 2,060 件）実施した。研専、特別研専併せて 46 回

の第二種研究会を実施し、技術の普及や新たな技術に対する展開を図った。なお、第一種研究会の 112
回のうち、オンライン開催は 89 回、ハイブリッド開催は 23 回であった。 
 
(2-5) 大会活動実績 

2021 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 7 課題合

わせて講演数 664 件と企画セッション 16 課題を実施した。2022 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 7 課題合わせて講演数 938 件と企画セッション 17 課題を実施

した。2021 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 はオンラインにて、他ソサイエティ合同（通ソメイン）で実施した。オンラインかつ他

ソサイエティ合同という事情を踏まえ、参加者の関心を集中させるため、企業紹介に絞り、各ソサイエ

ティの研専紹介は行わなかったが、参加者間の交流機会として、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。 
 
(2-6) 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継続的に参画している。本年度は、昨年度に引き続き新型コロナ

ウイルス感染症による対面活動制限下における、研究会のオンライン開催の進め方やオンラインと対面

のハイブリッド開催の課題や実施例に関して他ソサイエティ・グループと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

やハイブリッド型研究会の実施状況の報告などを行い、ハイブリッド型研究会実施のための開催方針の

整備に対しても積極的に意見を発信した。加えて、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るとともに、

来年度からスタートする研究会システムのクラウド化に対する要望や意見交換を主導した。 
 
(3) 出版活動 

和英文論文誌と ComEX の 3 誌あわせた年間投稿数が 17%増加した。英文論文誌は 13％、ComEX は
46%増加している。これは、編集委員および査読委員の多大な貢献に加え、非会員の投稿やオープンコ

ール、総合大会や国際会議 ICETC と連動した小特集企画など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。2022 年も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。オープンコール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 ICETC 2021 では編集会議から推薦した 11 件の招待講演が実施された。推薦論文

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
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会議にも拡大し、国際会議 ICETC 2021 の優れた発表に対しても論文誌への推薦を実施した。 
 
(4) 本部論文賞候補、および、通信ソサイエティ論文賞 

2020 年 10 月から 2021 年 9 月までの間に通信ソサイエティの論文誌に本公開された論文、及び 2021
年 9 月 30 日の時点で早期公開中の論文の中から、本部論文賞候補 3 編を選定した。これら 3 編の中で

最も支持を集めた論文を最優秀論文賞候補とした。また、通信ソサイエティ論文賞として、同期間に和

英論文誌、和文マガジンおよび ComEX に掲載された論文の中から、優秀論文賞 2 編、チュートリアル

論文賞 2 編、Best Paper Award 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、2022 年 5 月の執行委員会にて表彰が行われる。 
 
(5) 国際会議 
(5-1) 通信ソサイエティフラグシップ国際会議 ICETC 2021 

2021 年 12 月 1 日～3 日の 3 日間、電子情報通信学会ソサイエティ主催によるフラッグシップ国

際会議 2021 International Conference on Emerging Technologies for Communications (ICETC 
2021)を、国立研究開発法人情報通信研究機構の国際交流プログラムの助成を受け、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 258 名、Keynote 5 件、Invited セッション 10 件、Special セッション 21 件、一般投稿から

の Oral セッション 55 件、Poster セッション 90 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 3 件、Best Poster Award 3 件、Student Presentation 
Award 30 件、 Outstanding Contribution Award 3 件を授与した。 
 新な試みとして Poster セッションにオンラインイベントツール EventIn を用いることにより、より

通常の Poster セッションに近い発表者と聴講者の意見交換が可能な形式で開催した。また、Oral セッ

ション、Posterセッションの全原稿を IEICE Proceeding Series上でオープンアクセスとして公開した。 
 
(5-2) ICETC2021 以外の国際会議 

2021 年度において、通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）が主催・共同主催の国際会議 2 件

を開催した。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 2020 年度と同数の 15 件であった。主催・共同主催の国際会議

数は 2019 年度 4 件、2020 年度 2 件に対して、2021 年度は 2 件であり、ほぼ例年通りの開催件数とな

った。2022 年度については 2021 年度末の時点で 9 件の国際会議へ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 11 万円、余剰金は 69 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。 
 
(6) 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。2021 年度は、VDE/ITG、KICS との契約更新を行い、IEEE ComSoc と更新に向けて交

渉中である。また 2022 年度は KIEES 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。 
 
(7) 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。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ており、2021 年度は、3 月、 6 月、 9 月、 
12 月の定期刊行に加え、2021 年 11 月を除き毎月早期刊行を行った。さらに、Web 上にオンライン移
行する前に発行した全号のインデックスページを作成、記事の検索性と検索エンジンの Web クローラ
ーによるヒット率を大幅に向上、会員への発信力強化に寄与した。記事としては会長メッセージ、フェ
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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、32 件（70 ページ）の記事を掲載した。昨
年度まで掲載していた通ソ関与の国際会議の予定表や CFP、論文誌特集号のカレンダについては、GNL
ウェブサイトから通ソウェブサイト上の国際会議・論文特集号のカレンダへのリンクに変更することで、
通ソとしてより統一感のある情報発信の形に変えた。2020 年度に引き続き、電子媒体での発行、
IEICE-CS eNews を用いたメールによる目次の配信を実施した。オンライン化に伴い各記事へのアクセ
ス状況を可視化した結果、記事へのアクセス数が少なく GNL 発行の意義が薄れてきている実態が明ら
かになった。このため、2022 年 6 月号をもって休刊とし、海外会員に向けて魅力的な学会情報を届け
る新たな方策を検討していくこととした。 
 
(8) ホームページ・会員サービス 

ホームページについては、2020 年度にホームページの刷新に取り組んでおり、学会ホームページと
親和性の高いデザインを採用し、導線を整理することでユーザの閲覧性が向上している｡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を中心にアクセス数を獲得し
ている。CS アーカイブスサービスでは、例年通り、2021 年総合大会ならびに 2021 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 月下旬に公開している。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、2021 年度は合計 68 件（2020 年度は 88 件）とコロナ禍前の水準（50 件程度）
を上回る配信を行った。2020 年度からの傾向として、新型コロナウイ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
活発化している。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。 
 
(9) 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、2021 年度が 13 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イ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、2020 年度に通ソでは、“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。2021 年度は全ソサイエティでの開催を想定し、現地での Welcome Party 開催を
計画していたが、大会がオンライン開催となったため、昨年度の開催実績がある通ソが主導し、全
ソサイエティでの合同開催にて企画・立案を行った。実施内容の基本的な格子は 2020 年度のもの
を踏襲したが、全ソサイエティから参加者が集まることやオンラインでの合同開催であることなど
から、共通のイベントのみとするため、2021 年度は各ソサイエティの研専紹介を実施しないこと
とした。その他の、通ソ会長の挨拶、大会実行委員長の挨拶・乾杯から始まり、歓談、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いうイベントは
2020 年度に引き続き実施した。昨年度のアンケート結果から、企業を囲む会の時間が不足してい
たとの意見があったため、2021 年度は昨年度の倍程度の時間を設定し、より多くの交流ができる
ように工夫をした。また、歓談の場では、Zoom のブレイクアウトルーム機能により、ランダムに
振り分けた少人数で交流が可能な場を昨年度に引き続き設けた。今回は、初のオンラインでの合同
開催ということで、どの程度参加者が集まるかの不安があったが、約 80 名(うち学生約 40 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。 
 
(10) 通信ソサイエティ表彰 

2020 年ソサイエティ大会に引き続き、2021 年ソサイエティ大会は新型コロナウイルス感染症の拡大

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 16 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 125 名を選定した。特別講演及び表彰式が開催される予定であった 9 月 15
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 141 名に郵送した。 
 
(11) 規程類の改定について 
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 通信ソサイエティ編集規程に ComEX 特集号に関する条項を追加した。2021 年 6 月 30 日開催の通信
ソサイエティ第 1 回執行委員会で承認された。 
 2021 年 9 月 16 日開催の通信ソサイエティ第 2 回執行委員会にて、通信ソサイエティにおける「謝礼
金に関する規程の取り扱いについて」を制定した。理事会からの意見を受けて、2021 年 11 月 10 日開
催の通信ソサイエティ第 3 回執行委員会にて、「謝礼金に関する規程の取り扱いについて」を改訂した。 
 

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）の研究成果

発表や研究者間の議論の場の提供を目的としている。「企画会議」、「編集出版会議」、「研究技術会議」

の 3 会議体制で上記活動を効率よく実施し、会員の満足度向上を目指している。平成 28 年度から研究

技術会議内に立ち上げた 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）に国際会議の主催・共催・協賛や研究専門委員会活動にかかわ

る承認権限を委譲し、手続きを迅速化するとともに、各領域内で近接分野の研究専門委員会の合同・連

携企画を推し進めている。さらに、領域間の共同企画や、研究専門委員会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。 
前年度に引き続き 2021 年度も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が、エレソのプレナリーセッションでは研究活性化のための他分

野からの情報提供を意識した特別講演会を開催した。ソサイエティ大会のプレナリーセッションでは

「アフターコロナ時代の情報通信とエレクトロニクスへの期待」と題して半導体産業の経済的側面、情

報セキュリティ、医療データベースに関する 3 つの特別講演、総合大会のプレナリーセッションでは、

「固体電池－歴史とそのサイエンス」と題して、最新の全固体電池に関する特別講演を行った。いずれ

も、パンデミックやカーボンニュートラルなど人類が直面している課題に関するものであり、情報通信

用エレクトロニクスの今後の展開（あらたな研究テーマ）を考えるトリガーとなることを期待している。

また、学生員や若手会員が先輩研究者と自由に意見交換が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 に参画し実施した。 
また、継続的な取り組みとして委員会資料の集約・配布のオンライン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、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 3 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。2021 年度については、コロナ禍の影響を想定し予

算案段階では約 1150 万円の赤字であったが、12 月末時点での執行状況は、2020 年度と比較して収支

ともに増加傾向にあり黒字となる見込みである。研究会等のオンライン開催が増え会場費用等を削減で

きた影響が大きい。また、昨年度同様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。2022 年度については、実施事業調整後において約 390 万円の黒字を見込んだ予算案を策

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の安定を図る必要がある。 
 
(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 25 名の表彰を行った。例年通り、令

和 3 年度（第 25 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、2021 年度エレソフェロー推薦候補者を 5 名、2021 年度シニア会員候補者を 11 名選

定した。2021 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、2022 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。 
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(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、ソサイ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、J104-C No.5、J105-C No.1 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継続企画し、メーリングリストを活用した宣伝を行った。

新たな施策として、研究会技報と和文誌のタイアップによる活性化についての検討を開始した。 
 
(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の向上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、引用論文数をフルペーパーでは 30 本以上（ブリーフペーパ

ーでは 15 本以上）とする施策、および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

者も掲載料減免の対象とする施策を継続して実施した。加えて、論文誌のステータスの認知度を高める

ために、IF および Citation Index をホームページに掲載した。さらに、より多くの研究者に論文が読

まれるようにするために、J-STAGE を通じた全掲載論文のオープンアクセス化の実施を進めることを

審議の上、決定した。 
 
(2-3) ELEX：全面オープンアクセスという特長を堅持し、発刊以来、速報性の維持・向上につとめて

きた。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

な施策を実施してきている。今年度も引き続き、インパクトファクタのさらなる向上を目指して、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

を検討、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、論文公開のプラ

ットフォーム整備とも連携した施策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。このうち国際会議の

申請手順について、フロー図が分かりにくいという指摘を受け、著作権審議などを明確化したフロー図

に改訂した。また、本部の謝礼金規程変更に伴い，関係する内規として「エレクトロニクスソサイエテ

ィ・大会依頼講演謝礼、座長参加費補助基準」を改訂した。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、Teams 等のオンラインツールの普及も踏まえた知的集約効率の向上に向け

て領域連携会議の在り方を議論した。現時点ではツールの有効な活用が見えていないこともあり議論を

継続することとした。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、2021 年 9 月のソサイエティ大会および 2022 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。 
本年度から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」の導入を開始した。また、COVID-19 をきっかけとして普及し

たオンライン化によってむしろ研究会の参加者は増える傾向にあるが、発表件数は回復の途上であり、
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より積極的な勧誘活動に加えてハイブリッド開催を増やすことも検討していく。 
 
(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。

一方、テラヘルツ応用システム特別研究専門委員会（THz）とマイクロ波・ミリ波フォトニクス研究専

門委員会 (MWP)は、近年の光/無線融合の技術トレンドを鑑み、2022 年 4 月から合併してマイクロ波

テラヘルツ光電子技術研究専門委員会（MWPTHz）（1 種研）となることが決まった。電磁波基盤領域

は 4 研専が 3 研専となるが、これに合わせて領域委員会では副委員長を設けず委員長、幹事（先任）、

幹事（後任）の 3 役職で運営することとした。これにより特別研究専門委員会は 5 つとなった。 
 
(3-2) 国際会議：協催・協賛・後援案件 3 件の国際会議を開催した(2021 年 4 月～2022 年 3 月)。  
 
(3-3) 2021 年（令和 3 年）ソサイエティ大会（オンライン開催）では一般講演 246 件（前年比約 23%
増加）に加えて、シンポジウム講演 7 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 6
セッションを実施した。エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションとして「アフターコロ

ナ時代の情報通信とエレクトロニクスへの期待」を特別企画し、3 件の特別講演を開催した。微細加工

研究所の湯之上氏に「コロナが加速した世界半導体産業」、情報通信研究機構の伊東氏に「アフターコ

ロナ時代における情報セキュリティ」、国立情報学研究所の喜連川氏に「コロナ時代の医療ビッグデー

タシステム」というタイトルでご講演いただいた。 
 2022 年(令和 4 年) 総合大会 (オンライン開催) は一般講演 247 件（前年比約 2％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、

公募シンポジウム 1 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、「固体電池-歴史とそのサイエンス」と題して、SDGs を背景に次世代蓄電デバイスとして脚光を浴

びている全固体電池について、その研究・技術開発の道程と、生み出される新たなサイエンスについて、

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 2021 年 7 月 26 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、情報処理技術とコンピュータ・通信・人間を

融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としている。本ソサイエティの役

割は、会員に研究発表と交流の場を提供することであり、ひいては重要な社会基盤である情報技術分野

の持続的な発展と情報社会での様々な問題解決に貢献することにある。ISS が、同研究分野の活動の基

盤としてメンバーの活動を支援・促進し、もって社会的役割を果たしていくために、2021 年度も引き

続き、論文誌、研究会、総合大会・FIT、ソサイエティ誌、及びこれらソサイエティ活動に関する広報

の強化に重点を置いて活動を展開した。 
 
(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、2021 年度は 6 件の特集号を発行し

た。投稿数の多い特集号は、2021 年 7 月号の「機能集積情報システム特集」（投稿数 11 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、2022 年 3 月に 10 件の論文を掲載した（投稿数 18 件）。また、今年

度は 3~4 年に 1 度実施している「システム開発論文特集」の論文募集と編集作業を進め、2022 年 1 月

号に論文 9 件、レター1 件を掲載した（総投稿数：論文 31 件、レター1 件）。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 113 名増加（2021 年度中に 1 名増加）した。コロナ禍が長引く中、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できている。
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また、新たな施策として、通信ソサイエティ和文論文誌の掛け声のもと、全ソサイエティ和文誌合同特

集号を企画しており、順調ならば 2023 年度中に発行予定である。 
 
(1-2) 英文誌 
 英文誌は数年、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、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）、
0.559（2020）と少しずつ増加している。これらの効果は、徐々にみられるものと思われる。 
 また、投稿数は全体に減少しているものの、特集号については投稿数が維持できている。投稿数維持・

増加のため、特集号は毎月１つのペースで発行している。例えば海外の編集委員による特集 
“Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services”
（投稿数 27 件、内 Letter 1 件、採録数 17 件、内 Letter 0 件）などが多くの投稿を集めた。

“Next-generation Security Applications and Practice” （投稿数 18 件、内 Letter 1 件、採録数 11 件、

内 Letter 0 件）、“Parallel, Distributed, and Reconfigurable Computing, and Networking”（投稿数 18
件、内 Letter 1 件、採録数 10 件、内 Letter 0 件）などもあった。さらに、投稿者へのサービス改善の

１つとして、査読日数の削減を目指しており、査読委員の割り当てが遅れ気味の編集委員に対し、週一

回の自動メールとは別に担当幹事から直接催促メールを出している。これに返信して作業を急ぐ編集委

員も多く、効果がみられるものと思われる。 
 

(2) 研究会 
2021 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 107 回（前年比 101.9%）、発表総件数は 1,738 件（前年比 98.0%）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 FIT2021 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) FIT2021（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 FIT2021 を、2021

年 8 月 25 日～27 日の 3 日間、オンラインで開催した。参加者数は 2,159 名（前年 2,036 名）であった。

選奨論文 77 件、一般論文 399 件、の計 476 件（前年 374 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 41 件を含め、企画セッションにおいて合計 100 件以上の講演が行われた。講

演件数は約 100 件増加し、参加者数も増加した。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、FIT2021 船井業績賞（1 件）、および前年の発表の中から選定された FIT2020
船井ベストペーパー（3 編）、FIT2020 論文賞（7 編）、FIT2020 ヤングリサーチャー賞（4 名）を表彰

した。FIT2022 は、慶應義塾大学（矢上キャンパス)で 2022 年 9 月 13 日～15 日にハイブリッド形式に

て開催予定である。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) 2022 年総合大会 

2022 年 3 月 15 日～18 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 178 件であり、高専生

（専攻科を含む）の発表が 28 件、高校生の発表が 25 件、中学生の発表も 1 件含まれていた。 
 
(4) 国際化施策 
 2021 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。 

• 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 
(オンライン開催、本会後援) 

• The 17th International Conference on Machine Vision Applications (MVA 2021), July 25 - 
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27, 2021（オンライン開催、本会共催） 
さらに、2022 年度以降は以下の国際会議が開催予定である。 

• IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI) 2024, June 30-July 5, 2024 
(パシフィコ横浜、本会技術共催) 

 
 また、ISS では、国際活動をより円滑に進めるため、他学会との間で協定を積極的に締結している。

2021 年度には、APSIPA(アジア太平洋・信号情報処理学会)との協定を締結した。 
 加えて、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。現在柏野 ISS 会長

と佐藤真一 ISS次期会長が IAPR日本代表理事を務めており、IAPRのフラッグシップ会議である ICPR 
(International Conference on Pattern Reccognition)の開催に向けて、論文ハンドリングなどに尽力し

ている。ここで得た知見等に基づき、今後本会と IAPR との一層の連携を進めていく。 
 
 なお、会員の国際的活動を支援するとともに、国際学会・国際会議との連携を更に充実させるため、

2022 年 2 月の ISS 運営委員会において、企画広報担当副会長を企画広報・国際担当副会長とし、併せ

て国際担当幹事 2 名を新設することを決定した。 
 
(5) その他 
(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 

ISS 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。2021 年度は

2020 年度ソサイエティ論文賞（1 件）、2021 年度活動功労賞（7 名）ならびに査読功労賞（10 名）の

授与を行った。 
 

(5-3) 広報 
 会員及び非会員に向けた情報提供と、研専幹事団など学会活動の運営側への支援とを充実させるため、

2021 年 9 月に ISS の Web サイトを全面的に刷新した。サイトの一部には、情報更新を効率化するため

CMS (Content Management System) を導入した。また2022年4月より、運営支援機能の一つとして、

戦略的講演の実施に関する審議と情報共有の機能を新設した。 
 

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 
 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、2022 年度中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招待講演 1 件を含む 99
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 53
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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) NOLTA 2022 
 2021 年にクロアチアで開催予定であった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: NOLTA2021)を開催する予定で

あったが 2022 年に延期し NOLTA2022 として開催することとなった。更にウクライナ紛争やコロナウ

イルス（COVID-19）の発生蔓延などの困難な状況を考慮し、2022 年 12 月 12-15 日にフルオンライン

シンポジウムとして開催することとなった。 
 
(2-3) NLSW2021 
 NOLTA2021 の延期に伴い、代替会議として 2021 年 12 月 6 日から 8 日の日程で完全オンラインに

て非線形科学ワークショップ The 2021 Nonlinear Science Workshop（NLSW2021）を開催した。 
NLSW2021 では 67 件の口頭発表と 1 件のパネルディスカッションが実施された。 
本ソサイエティの英文電子ジャーナル NOLTA と連動企画として NLSW2021 特集号が組まれた。この

特集号には 51 件の論文投稿があり、そのうち 46 件が採録となった。 
 
(2-4) NOLTA2023 
  2023 年にイタリア・シシリーでの開催を目指し、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: NOLTA2023)の準備を開始した。

現状、コロナ禍およびウクライナ情勢など開催に関する不安定要素が多数あるが、状況を見極めて開催

時期、開催方法などを検討している。 
 
(2-5) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 2021 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 NLP12 件、CCS9 件の合計 21
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。2022 年

総合大会（オンライン）では 1 件のチュートリアルセッションが開催され、一般セッション講演数は

NLP29 件、CCS16 件の合計 45 件であった。 
 
(2-6) 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。2021 年度は、2021
年 6 月 12 日にオンラインで開催した。 
 
(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、57 編の論文、4 編の巻頭言、（総ページ数 809）を掲載し、昨

年よりも若干増で論文出版を行った。それらの発行の中で特集号企画を 4 回実施し、さらに、招待論文

を 8 編掲載することによって NOLTA の内容の充実を図った。また NLSW2021 の開催と同時に特集号

が企画され、46 編の論文が採録となり、2022 年 4 月に掲載予定である。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． 
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2021年度は，前年度からつづくコロナ禍で，運営委員会，各研究会，HCGシンポジウムなどの活動

がほぼオンライン形態での開催となった．一部，感染状況が収まったときにハイブリッド開催が企

画・実施されたが，学会の指針に従って安全な開催を心がけた．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ための活動を行った．財務将来構想 WG を構成し，グループの

財務状況の確認と，将来構想について議論し，次年度以降の活動への提言を行った．以下，2021年度

の主な活動概要を示す． 

 

（1）研究会活動 

2021年度は，4つの研究専門委員会，及び 4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． 特別研専の 2008年に発足した発達障害支援（ADD）研究会は，2020年度をもっ

て役目を終えて解散した． 

 

（2）HCGシンポジウム 

前身である HCG 大会から数えて 28回目，2004 年の HCG シンポジウムへの改称から 19 回目となる，

HCG シンポジウム 2021 はハイブリッド開催を模索したが，最終的にオンラインにて 2021 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．新型コロナウイルスの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，2 度目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． 

今年度の参加登録者数は 190 名，研究発表総件数は 70 件で，口頭発表のほか本シンポジウムの特

徴である対話セッション「インタラクティブセッション」で発表を行った．また，あるテーマに関係

する発表者を集めた特集テーマセッションでは，ソーシャル・インタラクション，食メディア，ロケ

ーション・インフォマティクス，視覚障害者支援と人間拡張のそれぞれをテーマにしたセッションが

組まれ，優秀な発表に対して，特集テーマセッション賞が贈られた． 

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として，エスノグラフィを中心とした質的評価の重要性についての講演を

企画した．ポストコロナ時代のテレワーク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 

題目：「非人類学者のためのエスノグラフィのススメ」 

講師：伊藤泰信(北陸先端科学技術大学院大学) 

 

招待講演 

題目：「ポストコロナ時代のテレワークに向けた作業状況推定と遠隔共有の試み」 

講師：藤田欣也（東京農工大学大学院工学研究院先端情報科学部） 

 

2022年度の HCG シンポジウムは，12月 14日〜16日の 3日間，実際の会場（高松シンボルタワー）

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 

グループの財務について長期赤字傾向が過去数年懸念材料としてあがっており，財務将来構想ワー

キンググループ（WG）を立ちあげ，問題の分析と対処方法について，４回に渡って議論した．結論は，

次年度以降のグループ運営施策の提言としてまとめ，次期運営委員会に引き継ぐことにした． 

具体的には，(i)シンポジウムを主たる収益事業として位置づけて，魅力ある内容にしつつ収益を

あげて，グループの収入源とすることを主たる施策として検討すること，(ii)研究会参加費改定の具

体的議論をするための調査の具体化，(iii)論文特集号発行の定期化，(iv)FIT・総合大会の場のさら

なる活用の検討などを提言とした．  

 

（4）編集活動 

2023 年 3 月発行予定（投稿〆切 2022 年 4 月）の和文論文誌 A 分冊の「ヒューマンコミュニケーシ
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ョン特集号」を企画し，論文募集を開始した． 

 

（5）表彰活動 

2021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2021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 2021 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 2

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 5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 2021 年 9 月 14 日(火)～17 日(金) 
会 場 オンライン開催 

参加者 3,865 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 ― ※1 ※1 3 1 6

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 ― 0 0 3 0 3
依頼シンポジウムセッショ
ン

― 2 0 †7 †6 15

  合　　計 2 ※3 ※1 †16 †7 29

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。†通信とエレクトロニクスの共催企画 1 件を含む。 

 
（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 123 21 604 242 990
シンポジウム講演 3 0 60 3 66
合　計 126 21 664 245 1056

合 計ソサイエティ

 
 
２．２ FIT2021(第 20 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 2021 年 8 月 25 日(水)～27 日(金) 
会 場 オンライン 
参加者 2,159 名 
情報交換会 平均 35 名、最大 45 名程度 
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イベント企画 
研究会提案企画 6 課題 
委員会提案企画 4 課題 
現地提案企画 1 課題 

講演件数 476 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  
The 36th International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2021) 

2021.6.28～
6.30 329 223 

Jeju, 
Korea/On

line 
ESS 

2021 Asia-Pacific Workshop on 
Fundamentals and Applications of Advanced 
Semiconductor Devices (AWAD2021) 

2021.08.26 
～08.27 100 80 Online ES 

The 15th International Workshop on 
Security (IWSEC 2021) 

2021.9.8～
9.10 88 14 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 2021) 
2021.9.8 
～9.10 147 95 オンライ

ン開催 CS 

The 2021 International Workshop on Smart 
Info-Media Systems in Asia (SISA 2021) 

2021.9.20～
9.22 63 30 Online ESS 

光通信インフラの飛躍的な高度化に関する国際

シンポジウム (EXAT 2021) 
2021.11.3 
～11.5 130 43 オンライ

ン開催 CS 

2021 International Conference on Emerging 
Technologies for Communications  
(ICETC 2021) 

2021.12.1 
～12.3 258 181 オンライ

ン開催 CS 

The 11th International Workshop on Image 
Media Quality and its Applications (IMQA 
2022) 

2022.3.3〜
3.4 32 20 Online ESS 

 
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 2,515 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  16 11          27 1  
155 47 2 204 

JB  79 47          126 5  
833 159 7 999 

JC  45 8          53 3  
380 20 4 404 

JD  77 13          90 6  
853 45 10 908 

計  217 79          296 15  
2,221 271 23 2,515 

※その他：巻頭言、正誤    
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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 6,398 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  132 64          196 6  
1,367 303 7 1,677 

EB  153 0          153 6  
1,539 0 6 1,545 

EC  64 26          90 9  
555 105 14 674 

ED  216 65          281 13  
2,198 287 17 2,502 

計  565 155          720 34  
5,659 695 44 6,398 

※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 57 件、809 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 169 件、1009 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 175 件、945 ページを掲載した。 

４．４ ニューズレター、ソサイエティ誌の発行状況 
  
各ソサイエティ及びグループでニューズレター、ソサイエティ誌を下記のとおり発行した。 

(1) 基礎・境界ソサイエティ/NOLTA ソサイエティ Fundamentals Review 4 回  356 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  352 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回   81 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   81 ページ 
(4) 情報・システムソサイエティ  ニューズレター  5 回  100 ページ 
(5) ヒューマンコミュニケーショングループ ニューズレター（Web） 3 回  20 ページ 
 

５．選奨に関する事項(定款 第 4 条 ホ号、へ号) 
 
所定の手続きによって選考が進められ、次のとおり各受賞者を決定した。 

 

５．１ 基礎・境界ソサイエティ／NOLTA ソサイエティ 
 
(1)基礎・境界ソサイエティ 
(1-1)功労賞 
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以上 3 名 
(1-2)貢献賞 
(1-2-1) ソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 
基礎・境界ソサイエティ「庶務幹事」としての貢献 福島 和英 
基礎・境界ソサイエティ「会計幹事」としての貢献 實松  豊 
基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」としての貢献 渋谷 智治 
基礎・境界ソサイエティ「大会担当幹事」としての貢献 新家 稔央 
基礎・境界ソサイエティ「電子広報担当幹事」としての貢献 細谷  剛 
基礎・境界ソサイエティ「英文論文誌編集幹事」としての貢献 市毛 弘一 
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 藤沢 匡哉 

以上 7 名 
(1-2-2) サブソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 
システムと信号処理サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 中本 昌由 
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 竹内 啓悟 

以上 2 名 
(1-2-3) 研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 
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 佐藤 隆英 
VLSI 設計技術研究専門委員会の運営および活動に対する貢献 桜井 祐市 
信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 小西 克巳 
システム数理と応用研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 金澤 尚史 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 小山 大介 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 小山 翔一 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 太田 隆博 
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 面  和成 
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 荒井伸太郎 
技術と社会・倫理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 加藤 尚徳 
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 小野晋太郎 
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 
古賀 崇了 

イメージ・メディア・クォリティ研究専門委員会の運営及び活動に対する

貢献 
齊藤新一郎 

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 高田 直幸 
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 大塚  晃 
ハードウェア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 小野 貴継 

以上 16 名 
(1-2-4) 会議運営 

業     績 貢 献 者 
国際会議 IMQA2020 の運営に対する貢献 杉山 賢二 
国際会議 ITC-CSCC2020 の運営全般に対する貢献 金子 美博 
国際会議 IWSEC2020 の運営に対する貢献 廣瀬 勝一 
国際会議 ISITA2020 の運営に対する貢献 萩原  学 
国際会議 SISA2020 の運営に対する貢献 尾知  博 

業     績 貢 献 者 
国際会議 ITC-CSCC2020 General Chair としての貢献 辻  孝吉 
アジア南太平洋設計自動化会議 2021 の運営および活動に対する貢献 服部 俊洋 
2021 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 﨑山 一男 
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アジア南太平洋設計自動化会議 2021 の組織委員会の運営に対する貢献 岩畔 一之 
第 33 回回路とシステムワークショップの運営に対する貢献 小平 行秀 
バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム 2020 の運営に対する貢献 伊藤 康一 
第 35 回信号処理シンポジウムの運営に対する貢献 福本 昌弘 

以上 9 名 
(1-2-5) その他の事業 

業     績 貢 献 者 
2019 年情報理論とその応用小特集号編集幹事としての貢献 安永 憲司 
2021 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 西出 隆志 

以上 2 名 
(2) NOLTA ソサイエティ 
(2-1) Special Service Award（特別功労賞） 

業     績 貢 献 者 
 Outstanding Contributions to the NOLTA Society 森 真作 
以上 1 名 

(2-2) Service Award（貢献賞） 
業     績 貢 献 者 

 Devoted Contribution to 2020 International Symposium on 
Nonlinear Theory and Its Application (NOLTA2020) as A General 
Chair 

岡本 英二 

Devoted Contribution to Operation of NOLTA Society as A Secretary 二宮 洋 

Devoted Contribution to Operation of NOLTA Society as A Director, 
Finance 清水 邦康 

Devoted Contribution to Technical Committee on Nonlinear Problems As 
A Secretary 立野 勝巳 

Devoted Contribution to Technical Committee on Complex 
Communication Sciences As A Secretary 川喜田 佑介 

以上 5 名 
(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 
対称性を利用した回路 ―差動対の対称性と機能美― 谷本  洋 

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】 
線形制御型 Massive MIMO における最大収容ユーザ
数に関する考察 

西森健太郎(新潟大) 

Flex Ethernet over OTN リンク状態監視技術の実証 
田中貴章(NTT) 
桑原世輝(NTT) 
乾 哲郎(NTT) 

【チュートリアル論文賞】 
5G における超高信頼・低遅延通信を実現する技術 

山本哲矢(パナソニック) 
岩田綾子(パナソニック) 
河内涼子(パナソニック,システムネット
ワークス開発研究所) 
湯田泰明(パナソニック) 
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鈴木秀俊(パナソニック) 

Beyond 5G 時代のネットワークビジョン―2030 年に
向けたアーキテクチャとブレークスルー技術の鳥瞰― 

山中直明(慶大) 
西村光弘(総務省) 
石黒正揮(三菱総研) 
岡崎義勝(NTT) 
川西哲也(早大) 
釣谷剛宏(KDDI 総合研究所) 
中尾彰宏(東大) 
原井洋明(NICT) 
廣岡俊彦(東北大) 
古川英昭(NICT) 
宮澤雅典(KDDI) 
山本直克(NICT) 
吉野修一(NTT) 

【Best Paper Award】 
A Novel Concatenation Scheme of 
Protograph-Based LDPC Codes and Markers for 
Recovering Synchronous Errors 

Ryo SHIBATA(Tokyo Univ. Sci.) 
Gou HOSOYA(Waseda Univ.) 
Hiroyuki YASHIMA(Tokyo Univ.Sci.) 

Stochastic Geometry Analysis of Inversely 
Proportional Carrier Sense Threshold and 
Transmission Power for WLAN Spatial Reuse 

Koji YAMAMOTO(Kyoto Univ.) 
Takayuki NISHIO(Tokyo Inst. Tech.) 
Masahiro MORIKURA(Kyoto Univ.) 
Hirantha ABEYSEKERA(NTT) 

Field Trial of Dynamic Mode Switching for 5G New 
Radio Sidelink Communications towards 
Application to Truck Platooning 

Manabu MIKAMI(SoftBank Corp.) 
Kohei MOTO(SoftBank Corp.)  
Koichi SERIZAWA(SoftBank Corp.) 
Hitoshi YOSHINO(SoftBank Corp.) 

4K 120fps HEVC Encoder with Multi-chip 
Configuration 

Yuya OMORI(NTT) 
Ken NAKAMURA(NTT) 
Takayuki ONISHI(NTT) 
Daisuke KOBAYASHI(NTT) 
Tatsuya OSAWA(NTT) 
Hiroe IWASAKI(NTT Electronics 
Corp.) 

Base Station Cooperation Technologies Using 28 
GHz-Band Digital Beamforming in High-Mobility 
Environments 

Tatsuki OKUYAMA(NTT DOCOMO, 
INC.) 
Nobuhide NONAKA(NTT DOCOMO, 
INC.) 
Satoshi SUYAMA(NTT DOCOMO, 
INC.) 
Yukihiko OKUMURA(NTT DOCOMO, 
INC.) 
Takahiro ASAI(NTT DOCOMO, INC.) 

【ComEX Best Letter Award】 
Load impedance perturbation formulas for class-E 
power amplifiers 

Takashi OHIRA(Toyohashi Univ. 
Tech.) 

【マガジン論文賞】 
運転支援／自動走行におけるコネクティビティ 牧戸知史(豊田中研) 

                                                              以上 11 編 
(2)マガジン賞 

記  事  名 著 者 名 

東京タワーと地デジ用アンテナ 金井隆夫(古河 C＆B) 

     以上 1 編 

 

 



 35 

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 導波路型光デバイスのトポロジー自動最適設計法の開発

に関する先駆的研究 辻 寧英（室蘭工業大学） 

第 2 分野 光通信用垂直入射型高速アバランシェフォトダイオード

に関する先駆的研究および実用化開発 

名田 允洋（NTT） 
吉松 俊英（NTT） 
松崎 秀昭（NTT） 

第 3 分野 集積回路のソフトエラーに関する高耐化技術の先駆的研

究 
小林 和淑（京都工芸繊維大

学） 
以上 3 件 

(2) レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

チップキャパシタ結合型共有共振器

を用いた広い離調幅をもつ小型ダイ

プレクサの検討 

小野 哲（電気通信大学） 
和田 光司（電気通信大学） 

以上 1 件 
(3)ELEX Best Paper Award 

論  文  名 著 者 名 

Lateral integration of VCSEL and 
amplifier with resonant 
wavelength detuning 
design 

Shanting Hu (Tokyo Institute of Technology) 
Masashi Takanohashi (Tokyo Institute of Technology) 
Xiaodong Gu (Tokyo Institute of Technology) 
Akihiro Matsutani (Tokyo Institute of Technology) 
Fumio Koyama (Tokyo Institute of Technology) 

Hybrid antenna arrays with high 
angular resolution for 77 GHz 
automotive radars 

Jiafei Zhao (Beijing Institute of Technology) 
Le Zou (Beijing Institute of Technology) 
Rongkun Jiang (Beijing Institute of Technology) 
Xuetian Wang (Beijing Institute of Technology) 
Hongmin Gao (Beijing Institute of Technology) 

Characterization of cascaded 
forward Brillouin scattering 
seeded by backward stimulated 
Brillouin scattering in optical 
fibers 

Neisei Hayashi (The Graduate School for the creation 
of new photonics industries, Tokyo Institute of 
Technology, The University of Tokyo) 
Yosuke Mizuno (Tokyo Institute of Technology, 
Yokohama National University) 
Heeyoung Lee (Shibaura Institute of Technology) 
Kentaro Nakamura (Tokyo Institute of Technology) 
Sze Yun Set (The University of Tokyo) 
Shinji Yamashita (The University of Tokyo) 

以上 3 件 
(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

Design of Switched-Capacitor Voltage Boost 
Converter for Low-Voltage and Low-Power Energy 
Harvesting Systems 

Tetsuya HIROSE (Osaka 
University) 
Yuichiro NAKAZAWA (Ricoh 
Electronic Devices Co., Ltd.) 

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 
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電磁波理論およびマイクロ波分野 星野 将輝（埼玉大学） 
小松 郁弥（金沢工業大学） 

光半導体及びフォトニクス分野 柴田 紀彦（大阪大学） 
鈴木 優斗（東京大学） 

回路およびエレクトロニクス分野 湯浅 景斗（東京工業大学） 
辻 亮汰（東京農工大学） 

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 
深層学習を用いた画像識別タスクの精度向上テクニック 矢野 正基（筑波大） 

大賀 隆裕（長岡技科大） 
大西 正輝（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としての貢献 大塚 真吾(神奈川工科大) 
英文論文誌編集委員としての貢献 出口 大輔(名大) 
英文論文誌編集委員としての貢献 土屋 達弘(阪大) 
和文論文誌編集委員としての貢献 渡辺 哲也(新潟大) 
和文論文誌編集委員としての貢献 長谷川 忍(北陸先端大) 
パターン認識・メディア理解研究専門委員会，MIRU への貢献 玉木 徹(名工大) 
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 
小嶋 徹也(東京高専) 

以上 7 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 出口 大輔(名大) 
論文誌査読委員としての貢献 樋上 喜信(愛媛大) 
論文誌査読委員としての貢献 宮田 高道(千葉工大) 
論文誌査読委員としての貢献 槇原 靖(阪大) 
論文誌査読委員としての貢献 小松 隆(神奈川大) 
論文誌査読委員としての貢献 佐川 立昌(産総研) 
論文誌査読委員としての貢献 乃万 司(九工大) 
論文誌査読委員としての貢献 木村 文隆(三重大) 
論文誌査読委員としての貢献 山中 克久(岩手大) 
論文誌査読委員としての貢献 松川 徹(九大) 

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 
AR を用いた飲食店情報提示システム 小池和美永（多摩科技高） 
仮想生徒アバタを見ながら作成できる VR コンテンツ作成支援シス

テムの開発と評価 小山 陸（東京理科大） 

沖縄もずく自動収穫ドローンの開発 吉見 成（沖縄高専） 
以上 3名 
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(3-2)特別賞（協創） 

 論  文  名 著 者 名 
人工生成画像による Transformer の学習 梅川昇也（東京電機大） 
自動出欠確認システムの作成－先生だって楽をしたい！－ 千葉伶磨（多摩科技高） 
M 推定と全最小二乗法を用いたロバスト動的モード分解 若山裕輝（都立産技高専） 

以上 3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 

コンピュテーショナルイメージング・コンピュータビジョン分野にお

ける先駆的・世界的研究業績 
Shree Nayar（コロンビア

大学） 

以上 1 件 
 (2)船井ベストペーパー賞 

論  文  名 受 賞 者 

レアなモーラを含む日本語歌唱データベースの構築と基礎評価 

森勢将雅（明大） 
藤本 健（フラクタル・デ

ザイン） 
小岩井ことり（ピアレスガ

ーベラ） 

見間違えのある繰り返し囚人のジレンマにおける方策勾配法に関す

る研究 

坂本充生（電通大） 
阿部拳之（サイバーエージ

ェント） 
岩崎 敦（電通大） 

モダリティ融合に基づく感情認識・潜在表現単一化による感情の数理

的表現:モダリティ疑似欠損下での感情空間の表現力 

原田誠一（名工大） 
佐久間拓人（名工大） 
加藤昇平（名工大） 

以上 3 編 
(3)FIT 論文賞 

論  文  名 受 賞 者 

アンケートデータを対象とした傾向抽出手法と評価 
岡本大輝（NHK） 
後藤 淳（NHK） 

特徴選択を導入した低・ゼロ頻度 N-gram の効率的な尤度比推定法  

菊地真人（名工大） 
吉田光男（豊橋技科大） 
梅村恭司（豊橋技科大） 
大囿忠親（名工大） 

ほぼ公的観測下の囚人のジレンマにおける協力のダイナミクス 
五十嵐瞭平（電通大） 
岩崎 敦（電通大） 

Hessian-Free 法を用いた Echo State Network の構造探索 

濱地優輝（中部大） 
平川 翼（中部大） 
山下隆義（中部大） 
藤吉弘亘（中部大） 
山口 裕（福岡工大） 
津田一郎（中部大） 

詳細画像分類における Contrastive Learning の活用 
大城慶知（琉球大） 
遠藤聡志（琉球大） 
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バッファリング遅延を考慮した低消費電力ネットワーク制御の性能

評価 

高瀬優人（福島大） 
中山 明（福島大） 
ザビル・サラウッディン・

ムハマド・サリム（鶴岡高

専） 
内海哲史（福島大） 

攻撃ユーザプロセスの利用するカーネルコードの追跡と特定手法の

提案と評価 

葛野 弘樹（セコム） 
山内 利宏（岡山大） 

高次統計量を用いた高速ブラインド等化器 
武山尚生（慶大） 
三次 仁（慶大） 

以上 8 編 
(4)FIT ヤングリサーチャー賞 

論  文  名 受 賞 者 
CNN 推論処理における畳込み層の同値性および連続性に基づく演

算量削減手法 
大森 優也（NTT） 

学生の批判的思考を促進するオンライン学習支援 井上 沙紀（関西学院大） 

野球の捕手のフレーミング技術定量評価における映像の自動抽出 菅野 大和（筑波大） 

対話中の頭部運動機能を認識する特徴膨張 収縮ニューラルネット

ワーク  
武田 一輝（横浜国大学） 

端末連携機能の拡張により伝送路抽象化を可能とする受信機アーキ

テクチャ  
瀧口 徹（NHK） 

AI 倫理に関するケースメソッドの効果測定とディスカッション分

析  
細谷 慶人（早大） 

ソーシャルディスタンス維持度算出システムの開発  飯棲 俊介（木更津高専） 

以上 7 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 
マルチモーダル特徴量を用いたターン管理の意欲と

実際のターン交替の同時予測（HCS2021-22） 

石井 亮 (CMU) 
Xutong Ren (CMU) 
Michal Muszynski(CMU) 
Louis-Philippe Morency 
(CMU) 

 HIP 
目と口で異なる感情を示す表情に対する顔筋電反応 

～運動模倣仮説と評価理論への示唆～（HIP2021-23） 

中村杏奈(東京女子大) 
田中章浩(東京女子大) 

 HIP 
動画像中の雨粒の数と大きさが雨の強さに与える影

響（HIP2021-29） 

劉 洋(横浜国大) 
岡嶋 克典(横浜国大) 

 MVE 
防火意識向上のための環境認識に基づく AR 火災シ

ミュレータ（MVE2020-22） 

叢 熙(奈良先端大) 
磯山 直也(奈良先端大)  
酒田 信親(奈良先端大)  
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清川 清(奈良先端大) 

 WIT 

車椅子バスケットボール用車椅子における旋回時フ

レーム挙動の分析と最適化に向けた予備的検討

（WIT2021-1 ） 

半田 隆志(埼玉産技セ) 
香西 良彦(埼玉産技セ)  
都知木 邦裕(埼玉産技セ)  
信太 奈美(都立大) 
杉山 真理(東京保健医療大) 
森田 智之(神奈川リハ病院) 
福江 啓太(埼玉大)  
小林 貴訓(埼玉大)  
福田 悠人(群馬大)  
久野 義徳(埼玉大) 

以上 5 件 
 (2)HCG シンポジウム賞 

業     績 受 賞 者 
【特集テーマセッション賞（ソーシャル・インタラクション）】 

日本人高齢者の表情データベース構築と表情解析システムに

よるベンチマーク 

村上大斗・吉田直人（名大）・

米澤朋子（関西大）・榎堀優・

間瀬健二（名大） 
【特集テーマセッション賞（ソーシャル・インタラクション）】 

複数人対話における深層転移学習による頭部運動相互作用の

機能認識 

森駿志・大塚和弘（横浜国大） 

【特集テーマセッション賞（食メディア）】 

食に関する楽しい記憶の想起が味覚および QOLへ与える効果 

松葉佐智子（東京ガス/筑波

大）・綾部早穂（筑波大） 
【特集テーマセッション賞（ロケーションインフォマティク】

ス）少数位置での電波強度計測値を用いる歩行者相対測位及び

統合測位の補正法 

小木曽里樹・大隈隆史・蔵田武

志（産総研） 

【特集テーマセッション賞（視覚障害者支援と人間拡張）】 

インクルーシブな開発体制によるアクセシブルアクション

RPG の開発 

松尾政輝・三浦貴大（産総研）・
藪謙一郎（東大）・片桐淳（プ
ッシュ・ポップ）・坂尻正次・
大西淳児（筑波技大）・蔵田武
志（産総研）・伊福部達（東大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 

聞き手の反応を集約し温冷覚情報でフィードバックするオン

ライン会議支援システム 

萩山直紀・笹川真奈・佐野文

香・瀬古俊一（NTT） 

【優秀インタラクティブ発表賞】 

心身マルチタスクトレーニングにおける笑顔表情刺激を用い

た認知反応課題がトレーニングの気分と意欲に与える影響の

予備的検討 

吉田直人・今井達矢・村上大
斗・岩田伸治（名大）・米澤朋
子（関西大）・榎堀優・間瀬健
二（名大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

日本人高齢者の表情データベース構築と表情解析システムに

よるベンチマーク 

村上大斗・吉田直人（名大）・

米澤朋子（関西大）・榎堀優・

間瀬健二（名大） 
【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

議論の分析とファシリテーションのための可視化ツールの構

築 

西山空良・嶋田和孝（九工大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

発話困難な入院患者の介助希望の可視化と伝達速度を向上さ

せる IoTシステムの提案 

村上舞・成尾一征・岩井将行（東

京電機大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】 

雑談しようよ!ー遠隔映像コミュニケーション環境における講

義中の雑談の実態調査ー 

佐野達冶（東京電機大）・渡辺

昌洋（NTT）・武川直樹（東京

電機大） 
【最優秀インタラクティブ発表賞】 
SNS カウンセリングデータを用いた精神的な悩みの検出と分

設樂一碩・田中宏季（奈良先端

大）・浅田留美子・東山佳代（大
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析 阪府）・足立浩祥・金山大祐・

阪上由香子・工藤喬（阪大）・

中村哲（奈良先端大） 
【最優秀インタラクティブ発表賞】 
料理をひき立たせる器の選択を目的とした器と料理の相性の

定量化 

高橋知奈・福元颯・松下光範（関

西大） 

【最優秀インタラクティブ発表賞】 
全身画像や頭隠れ画像から受ける衣服印象に関する視線の時

系列変化の調査 

岩崎芙由子・西山正志・岩井儀

雄（鳥取大） 

以上 14 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 ：102 回 また、第二種研究会、第三種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況   
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
回路とシステム 
情報理論 
信頼性 
超音波 
応用音響 
非線形問題 
VLSI 設計技術 
情報セキュリティ 
信号処理 
ワイドバンドシステム 
システム数理と応用 
思考と言語 
技術と社会・倫理 
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 

佐藤 弘樹 
和田山 正 
土肥 正 
小池 義和 
梶川嘉延 
高坂 拓司 
小林 和淑 
伊豆哲也 
坂東幸浩 

濵村 昌則 
尾崎 敦夫 
坪田 康 
小川 賢 
藤井雅弘 

末竹 規哲 
魚森 謙也 
李 還幇 
今岡 仁 
浅井 哲也 
行田 弘一 
島崎靖久 

 ５ 
     ４ 
     ８ 
    ９ 
    ５ 
     ６ 
     ４ 
     ４ 
     ５ 
     ４ 
     ４ 
     ５ 
     ５ 
     ５ 
   ４ 
   ５ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 
      ４ 

１０２ 
   １３６ 
     ４７ 
    ７５ 
   １０１ 
   １５２ 
   １０５ 
   １０２ 
   １３２ 
   １０２ 
     ８１ 
     ４６ 
    ７８ 

 ７６ 
   ４７ 
   ７０ 
  １０９ 
   ６６ 
   ５１ 
   ５０ 
   ８３ 

合計 １０２ １,８１１ 
 
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 ： 136 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 

山田 寛喜 
森山 敏文 

 石川博康 
西方 敦博 

   １２ 
    ８ 
     ５ 
    ９ 

   １９９ 
   １０５ 
    ６８ 
    ８０ 
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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 

中尾 彰宏 
石田 賢治 
寺田 純 
末次 正 
星田剛司 

岡本 英二 
岡本 淳 
古川 英昭 
松浦 祐司 
木下 和彦 
秋山 豊和 
亀田 卓 

野田 華子 
花田 英輔 
石崎 俊雄 
山本高至 

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

   １６４ 
    ５９ 
   １０４ 
     ５９ 
    ５５ 
   ２９７ 
   １４７ 
   ８６ 
    ８１ 
    ７９ 
    ８０ 
  １２０ 
    ９０ 
  １１１ 
   ４１ 
  １０５ 

合計 １３６ ２,１３０ 
 
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 ： 76 回 また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
機構デバイス 
磁気記録・情報ｽﾄﾚｰｼﾞ 
超伝導エレクトロニクス 
電子ディスプレイ 
電子デバイス 
電子部品・材料 
電磁界理論 
シリコン材料・デバイス 
マイクロ波 
集積回路 
有機エレクトロニクス 
光エレクトロニクス 
ﾚｰｻﾞ・量子ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
ﾏｲｸﾛ波・ﾐﾘ波ﾌｫﾄﾆｸｽ 

萱野 良樹 
吉田 周平 
水柿 義直 
山口 雅浩 
藤代 博記 
中村 雄一 
出口博之 

平野 博茂 
末松憲治 
高橋 真史 
山田俊樹 
石榑崇明 
梅沢俊匡 
柴山 純 

枚田 明彦 

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

    ２３ 
    ２１ 
     １７ 
    １４ 
    ６８ 
  １０１ 
    ７０ 
    ８０ 
   １３９ 
    ５８ 
    ６５ 
    ６３ 
    ４８ 
   ９４ 
   ５７ 

合計  ７６  ９１８ 
 
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 ： 107 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 

奥野竜平 
小林 透 
児玉和也 

嶋田 和孝 
鯉渕 道紘 
増澤 利光 

      ７ 
     ６ 
    ６ 
     ４ 
     ４ 
    ５ 

   １０９ 
    ５３ 
   １４０ 
    ４４ 
    ６５ 
    ４９ 
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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 

清 雄一 
小林 隆志 
吉田尚史 
内田誠一 
高橋 寛 

大須理英子 
中川 博之 
北岡 教英 
渡辺健次 
本谷秀堅 

五月女 健治 
佐野 健太郎 
吉岡克成 

竹内 一郎 
西村竜一 
神原 誠之 
菊地 伸治 

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

 ３ 
 ６ 
 ４ 
 ３ 

    ３６ 
     ７７ 
    １８ 
   １３２ 
    ９８ 
    ９２ 
     ６８ 
   １１４ 
    ７９ 
    ８９ 
   ３９ 
   ８５ 
   ８４ 
   ６２ 
  １１６ 
   ４０ 
   ４９ 

合計 １０７ １,７３８ 
 
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 ： 20 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 
酒向 慎司 

     ４ 
     ６ 
     ５ 
     ５ 

     ７５ 
    ９１ 
   １１７ 
   ５９ 

合計 ２０ ３４２ 
 
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 に NLS も含む） 
 ESS CS ES ISS NLS HCG 合 計 

2020年度末登録数 
4,223

【161】 

8,033
【306】 

4,333
【183】 

8,085
【272】 

237 796 25,707【922】 

2021年度末登録数 
4,103

【151】 

7,799 
【321】 

4,189
【178】 

7,814
【282】 

274 783 24,962【932】 

前年度との差 -120【-10】 -234【15】 -144【-5】 -271【10】 37 -13 -745【10】 

(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 

2021 年度は、支部連合大会、各講演会等の毎年実施していて効果的な事業、学生会発表研究会（イ
ンターネットシンポジウム）の開催など当支部独自の事業を継続して行い、最大限の会員サービスに
努めた。 

1-1 事業概要 
2021 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： 1 件開催した。(北海道大学 オンライン) 
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 135 件、

参加者数 285 名）。オンライン開催 
ウ．総務省北海道総合通信局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 2021）を共同主催した（参加者数：56 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）を後援した（参加者 3 名）。 

1-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．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 23 件）。 
イ．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 2021 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 9 名を選定(推薦 5 名、公募 4 名)し，2022
年 3 月に賞状と副賞を贈呈した（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 
平澤 魁人 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 
山岸 善治 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 

沖 綾華 室蘭工業大学 大学院工学研究科 情報電子工学系学科 4 年 

須藤 穂子 室蘭工業大学 大学院工学研究科情報電子工学系学科 4 年 

梅村 壮一朗 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 

高田 紗弥 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 

平川 泰成 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 

李 広 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 

小畑 晶 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 

1-2-2 2021 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、2022 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 
江守 陽規 北海道大学 量子コンピュータを用いた測定誤差の定量的評価とゲートベンチマーキング 

稗田 直哉 室蘭工業大学 モード変換を利用した NRD ガイド周波数分離素子のトポロジー最適設計 

古川 隆洋 北海道大学 
脳内電場分布計算に基づく局所パルス磁気刺激のマウス大脳皮質誘発応答特性 

－効果的な経頭蓋可塑性誘導法の開発に向けて－ 

1-2-3 2021 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 
2021 年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会における若手発表を対象として、若手優秀論文
発表賞選考委員会において選考を行い、以下の 11 名を受賞者として選定、賞状と副賞を贈呈した
（順不同、敬称略）。 

氏名 所属 講演題目 
晴山 知哉 室蘭工業大学 弱電離気体プラズマの解析(CLXV)水上パルス放電照射に伴う水中の流速分布測定 

淡路 功太 室蘭工業大学 非充填スクッテルダイト化合物 CoSb3の In 充填による熱電性能向上 



 44 

池田 翔 室蘭工業大学 局所反転対称性の破れを有する CeCoSi の高圧低温下 X 線回折 

喜田 勇志 北海道大学 
マイクログリッド化による残余需要平準化効果の検証 ―熱廃棄による系統電力変

動量の削減― 
清野 竜生 釧路工業高等専門学校 視線情報を用いたプログラミングの理解度推定に関する初期検討 

櫻井 慶悟 北海道大学 
メタデータを考慮した楽曲グラフ探索に基づく強化学習を用いた楽曲プレイリス

ト生成に関する検討 

小野寺 望 北海道大学 
Shilling attack の状況下におけるグラフ解析に基づく推薦システムの脆弱性の検

証 
八杉 拓哉 北海道大学 LoRa 変調における拡散率の変化に対する消費電力の評価 

吉田 将規 北海道大学 
Audio-visual立体化モデルを用いた画面外音声検出に関する検討 —自己教師あり

学習手法に基づく Audio-visual 特徴表現の導入— 

古川 凌 北海道大学 
微細加工技術による圧電型マイクロ超音波トランスデューサの開発 —In vitro 超

音波神経刺激実験への応用— 
吉井 瑞貴 北海道大学 BM25T を用いたオンライン上の医療ニュース記事の根拠論文候補抽出 

 
2．東北支部 

2021 年度は、事業計画に基づき以下の各事業を実施した。また、支部運営委員による事業活性化ワー
キンググループを設置して、ジュニア向け事業・地域活性化施策・広報の充実等を重点テーマとして
一層の事業充実のための検討を継続して行っている。 

2-1 事業概要 
2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．講演会 6 件（いずれもオンライン開催）を実施した。 
イ．東北支部連合大会 1 件を実施した（オンライン開催）。 
ウ．協賛・講演事業 3 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 1 件（共催）を実施した。 

2-1-3 学生会事業（定款第 4 条ロ号、ヘ号） 
東北大学に学生ブランチを設置し活動を行った。 

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（敬称略）。 

授賞者氏名 所 属 講演題目 
坂本 佳介 東北大学 パワーゲーティング機能付き不揮発 RISC-V CPU の基礎検討 

2-2-2 学生優秀発表賞について、表彰規程に基づいて次の通り表彰した（五十音順、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 講演題目 

石垣 翔 鶴岡工業高等専門学校 気候パラメータに基づいた山ぶどうの植生指数推定 

小澤 海斗 東北大学 超弾性合金の応力誘起相変態を利用した新たな振動発電手法の提案 

千葉 滉平 東北大学 THz 配光に向けた位相変調メタマテリアルに関する一検討 

2-2-3 優秀学生表彰について、表彰規程に基づいて次の通り表彰した（五十音順、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 授賞者氏名 所 属 

及川 遼 岩手県立大学 鈴木 涼平 秋田県立大学 
大和田 雄太 会津大学 武田 浩季 八戸工業高等専門学校 
小田川 朋史 東北大学 田村 佑太 東北大学 
加藤 佳奈 医療創生大学 庭 海斗 八戸工業大学 
穀田 一真 仙台高等専門学校 沼田 皇雅 秋田工業高等専門学校 
齋藤 大喜 山形大学 畠山 寛 弘前大学 
齋藤 大輝 鶴岡工業高等専門学校 原田 優人 東北文化学園大学 
佐々木 駿 岩手大学 平間 圭悟 東北工業大学 
佐藤 汰樹 一関工業高等専門学校 真船 真幸 福島工業高等専門学校 
佐藤 和輝 秋田大学 守 春道 東北学院大学 
菅井 朋葉 仙台高等専門学校 山中 英 日本大学 

2-2-4 学生学会活動貢献賞について、表彰規程に基づいて次の通り表彰した（敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 表彰事由 

石神 美穂 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代表者として，支部事業活

性化 WG 討論会への積極参加，新規事業の企画・提案・イベント実施による支

部事業活性化への貢献 
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3．東京支部 
2021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うとともに、現在の社会状況を踏まえ

たイベントやサービスの在り方を考え、新しい試みを模索することを目標とした。特に、①未来を担う

若い世代へ向けた事業展開、②いかなる社会の変化にも対応すべく「アフター・コロナ」ではなく、「ウ

ィズ・コロナ」の観点に立った持続可能な事業形態の試行、の2点を中心に取り組むこととした。 
3-1 事業概要 

2021 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若い世
代の活躍を紹介する企画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、オンラインシンポジウム（5
回、参加者 計 653 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、2 件が現地開催、1 件がオンライン開
催、3 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 23 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 の一環として、学生会報を 100 部発行し、Web 公開した。冊子につ
いては、学生会講演会等の学生会事業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 5 日にオンラインにて開催した。本年度の発表件数は 115 件であった。（うち
ジュニア会員は 6 件）。 

・学生ブランチの 5 校がオンライン講演会、見学会等を実施した。 
・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 2021 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 10 名を選定し、贈呈した。（五十音順、敬称略） 
氏名 所属 氏名 所属 

伊藤 勇太 日大 堀  智也 東京電機大 
岡崎 利恩 工学院大 宮本 裕大 宇都宮大 
小川 日鶴 千葉大 山森 駿司 東京農工大 
小高 綾也 東京電機大 吉川 健斗 青学大 
野中 美沙 東京電機大 吉林 航輝 埼玉大 

3-2-2 2021 年度東京支部学生功労賞 
    東京支部学生功労賞選考方針に基づき、下記 6 名を選定し、贈呈した。（五十音順、敬称略） 

役職 氏名 所属 
学生会委員 大崎 友広 東京都市大 
学生会委員 篠原  楓 神奈川工科大 
学生会委員 高橋 佑弥 明大 
学生会委員 髙栁 拓生 日大 
学生会委員 本橋 宏彰 千葉大 
学生会委員 吉村 仁志 拓殖大 

 
４．信越支部 

2021 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 
2021 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。 
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4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
・支部大会（1 回、発表件数 127 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 5 回（新潟地区 2 回、長野地区 3 回）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 2021 度信越支部学生奨励賞 
選奨規程に基づき下記の 12 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 

高世 駿 新潟大学 無人飛行機を用いた波源推定法への K ファクタ利用の提案と評価 

大友 一馬 長岡技術科学大学 教育コンテンツの画像およびテキスト特徴がユーザの閲覧行動に与える影響

の一考察 
藤川 拓磨 信州大学 再接続を伴う画像識別ニューラルネットワークモデルの圧縮手法 

米窪 慧 信州大学 データ集計システム用のチェックボックス判定機能の実装と評価 

高橋 佑弥 信州大学 ε-支配を応用した統計的学習による 支配関係に基づいた交差変数選択手法

の検討 

長 裕樹 新潟工科大学 比較法研究における外国法との類似条項の対応付けと翻訳精度との関係につ

いて 
川久保 峻 新潟工科大学 マイクロフォンを利用した卓球ボール落下位置の推定 

渡邊 昂樹  公立諏訪東京理科大学 逐次修正 Adaboost 型機械学習を用いた壁面異常判定システム 

鈴木 大二 長岡工業高等専門学校 広視野角カメラを用いた移動体検出システムの開発 
田中 俊祐 長岡工業高等専門学校 ３DMRIを用いた耳音響認証の起源の解明 
平林 諒也 長野工業高等専門学校 複数のLED電球が接続された電源線から発生する電磁ノイズの関する研究 
小林 嶺 長野工業高等専門学校 体力測定結果管理システムにおける本部機器の開発 

4-2-2 2021 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 

2021 年度は、2020 年度同様、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。昨年度オンライン開催した専門講習会
においては、現地とオンラインとのハイブリット開催とした。 
5-1 事業概要 

2021 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 176 名）、をオンライン開催、専門講習会（１回 参加者数 120 名）
を現地とオンラインとのハイブリット開催をした。また、初の試みとして、電気電子情報工学
分野への女性進学を後押しする趣旨の女子学生向けイベント（参加者 42 名）をオンライン開
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 14 名）、学生研究発表会（3 回、参加者合計 277 名、）は、学生の知
識向上、学会活動の宣伝、他校学生間交流に役立ち有意義であった。 
卒業研究発表会はオンラインにて開催し（発表件数 77 名）は、参加者は 125 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 643 名）を 8 学会（当支部が主担当）で、
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オンラインにて共同開催した。また、学生参加型企画「SDG’s の理解を深める」は体験イベン
トのみ開催することができた。 

5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
5-2-1 2020 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 19 名を選定し、2021 年 6 月に表彰した。 
総合報告会がオンライン開催となったため、賞状等は郵送にてお届けした。（氏名五十音順） 

氏名 所属（2021 年 3 月現在） 研究テーマ 

■高専／学部     

浅野 博之 名古屋大学  
工学部 電気電子情報工学科 広域災害被災地におけるドローンを用いた臨時通信システム 

加藤 海渡 中京大学  
工学部 電気電子工学科  パケット破棄確率の非線形化が TCP/RED に与える影響 

鈴木 康介 沼津工業高等専門学校 専攻科 
総合システム工学専攻 IoT 稠密環境におけるスループット改善に関する研究 

土田 直樹 名古屋大学  
工学部 電気電子情報工学科 

ディジタルコヒーレント光ファイバ通信システムの大容量化に関する研

究 

仁野 諒子 名古屋大学  
情報学部 コンピュータ学科 

IEEE 802.11ad Throughput Measurement for In-vehicle Wireless 
Communication with Real Machines 

吉位 和将 岐阜大学  
工学部 電気電子・情報工学科 歯科インプラントの X 線画像による自動分類 

■修士   

石原 颯人 愛知県立大学大学院  
情報科学研究科 メディア情報専攻 係り受け距離に着目した雑談対話からの認知症疑い検出 

大塚 友貴 名古屋工業大学大学院  
工学研究科 情報工学専攻 Sliding DCT に基づくガウシアンフィルタの高効率化 

大野 椋平 
名古屋工業大学大学院  
工学研究科 電気・機械工学系プログラ

ム 
インプラント超広帯域微弱無線通信の高信頼性化に関する研究 

川口 将生 豊田工業大学大学院  
工学研究科 先端工学専攻 高性能な誤り訂正符号の準巡回符号による構成と探索 

塩満 優作 名古屋工業大学大学院  
工学研究科 電気・機械工学専攻 自動運転のための５G 高信頼低遅延通信プロトコルの伝送性能改善 

敷島 惇也 名城大学大学院  
理工学研究科 電気電子工学専攻 単眼カメラと三次元点群地図を用いた三次元障害物検出 

遠田 涼 藤田医科大学大学院  
保健学研究科 保健学専攻 

CT 画像における肺腫瘍を対象とした敵対的生成ネットワークによる 
疑似腫瘍画像生成とその応用 

平野 航平 名古屋工業大学大学院  
工学研究科 工学専攻 IEEE802.1TSN を用いた車載ネットワークにおけるサービス品質の評価 

松浦 孝太朗 名古屋大学大学院  
工学研究科 情報・通信工学専攻 レイア型３次元ディスプレイの高角度分解能化と視域拡張 

宮崎 龍輔 愛知県立大学大学院  
情報科学研究科 情報システム専攻 非対称量子信号の通信路行列敬計算に対する解析的アプローチ 

森下 拓水 岐阜大学大学院  
自然科学技術研究科 知能理工学専攻 歯科パノラマ X 線画像における歯列の自動認識に関する研究 

矢崎 晴子 静岡大学大学院  
総合科学技術研究科 工学専攻 直流大電流回路内で発生するアーク放電の基礎的な特性 

若松 祐一 愛知県立大学大学院  
情報科学研究科 メディア情報専攻 体表部の大型な骨格筋認識における骨情報推定とその効果の検証 

5-2-2 2021 年度 卒業研究発表会 
 3 月 4 日、オンラインにて卒業研究発表会が開催され、下記 8 名を表彰することとした。 
（所属五十音順） 
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 5-2-3 2021 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 24 名を表彰した。（所属五十音順） 

受賞者名 受賞者所属 

森本 絵偉 愛知県立大学 情報科学部 情報科学科 

和田 佳久 愛知工科大学 工学部 情報メディア学科 

杉谷 樹 愛知工業大学  工学部 電気学科 

今泉 宏紀 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 

田中 良祐 岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 情報コース 

近田 陽佑 岐阜大学 工学部  電気電子・情報工学科 電気電子コース 

鈴木 一成 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）  

服部 立 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 

中井 樹 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  

五十嵐 優 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 

川崎 翔大 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 

三宅 涼太 鈴鹿工業高等専門学校 電子情報工学科  

腰山 達也 豊田工業高等専門学校 情報工学科 

田村 義信 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学課程 

三上 有祐 豊橋技術科学大学 情報・知能工学課程 

加納 一馬 名古屋大学工学部 電気電子情報工学科  

伊藤 裕範 名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科 電気電子分野 

榊原 彰太郎 名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科 電気電子分野 

清水 健史 名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科 電気電子分野 

山本 竜也 名古屋工業大学 工学部 情報工学科 

山守 一輝 名城大学 理工学部 情報工学科 

日置 孝輔 名城大学 理工学部 電気電子工学科 

川崎 瑠斗 名城大学 理工学部 メカトロニクス工学科 

魚見 昌平 三重大学 工学部 電気電子工学科 

 

最優秀卒業研究発表賞（1 件）   

講演者名 所属 講演題目 

木舩 雅人  静岡大学  周波数領域と時間領域の信号を交互に用いる OFDM 通信用判定帰還型伝送路推定方式  
優秀卒業研究発表賞（7 件）   

講演者名 所属 講演題目 

坂梨 瑠音 愛知工科大学 没入型仮想環境を想定した投影光学補正手法の検討 

棚瀬 隆也 愛知工科大学 二軸回転機構を用いた簡易設置が可能な没入型仮装環境の構築 
LEE  
CHANGSEOK 名古屋大学 深層学習深度推定モデルへの敵対的攻撃を用いたディスプレイ-カメラ可視光通信方式 

山浦 健介 名古屋工業大学 連続量方式量子鍵配送における鍵蒸留高効率化の検討 

近藤 輝将 藤田医科大学 CCU 入院患者の心電図画像を用いた予後予測 

山田 瑛叶 三重大学 高位合成による畳み込みニューラルネットワークのハードウェア化 

白井 悠一 名城大学 推定画像と実画像の短冊区間比較を利用した整理対象商品検出 
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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 
2021 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（0 回） 
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、講演会・見学会は実施していない。 

  その他、シンポジウム、講演会等の共催、協賛、後援を 5 件行った。 
・電気・情報関係学会北陸支部連合大会（1 回） 
富山県立大学が開催を担当し、オンライン形式で 9 月 4 日（土）に実施した。 
発表件数は 208 件、うち 84 件が電子情報通信学会の発表であった。 
また、大会内で本支部が担当する招待講演（1 回）を実施した。 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（0 回） 
 新型コロナウィルス感染拡大の影響で、実施していない。 
・学生による研究発表会（1 回） 
これまで電気・情報関連学会北陸支部によって合同開催されてきたが、連合大会実行委員会で協議
した結果、同形式での研究発表会は廃止されることが決定した。 

6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
6-2-1 2021 年度学生優秀論文発表賞 
電気関係学会北陸支部連合大会における学生の発表を対象として、支部学生優秀論文発表賞規程に
基づき審査を行い、下記の 19 名を受賞者として選定した。2022 年 2 月に賞状と賞金を贈呈した。 

（順不同、敬称略） 
氏名 所属 発表論文タイトル 

小西 朋春 金沢大学 大学院 レーザービームの連続走査によるFMCW法を用いた3次元物体形状

測定の高速化 
笹岡 茜 金沢大学 大学院 X線突発天体監視速報衛星こよう(KOYOH)の地上局ソフトウェアの

開発 
田中 裕士 金沢大学 大学院 センサ間のノイズレベルが異なる場合を考慮した波動分布関数法の

ノイズ積分核設計法の提案 
千田 哲平 金沢大学 大学院 フラッシュオーロラにおけるコーラス波動の周波数帯域の影響評価 
中野 友亮 金沢大学 大学院 動オブジェクトの静止重量高速計測に関する基礎検討 
橋本 至音 金沢大学 大学院 孤立プロトンオーロラの発光強度と高エネルギープロトンの共鳴エ

ネルギー の数値計算評価 
山家 陽平 金沢大学 大学院 周波数帯を分割したサーチコイルの磁界感度改善方法の検討 
柳原 壮一郎 富山大学 CNN を用いた空撮画像からの災害カテゴリ識別 
青木 友哉 富山県立大学 耐放射線性能を向上させた Bulk-CMOS レベルシフタ回路 
五十嵐 竜也 富山県立大学 大学院 OTS/CafeOBJ 法による Lim-Jeong-Park-Lee 交差点制御プロトコ

ルのモデル化 
坂井 浩志郎 富山県立大学 大学院 前腕の表面筋電位を用いた RNN 指書き文字認識 
島崎 凌 富山県立大学 大学院 容量式圧力センサアレイにおける基準容量校正システムの提案 
不破 弘貴 富山県立大学 大学院 農地自走式搭載カメラのためのエゴマ検出精度の評価手法の検討 
佐々木 翔太郎 福井大学 大学院 行列式を用いたユーザ選択法による基地局協調 MU-MIMO のチャ

ネル容量改善 
清水 優也 福井大学 大学院 TDL-ICA を用いた単素子アンテナによる複数の位相偏移変調信号

の分離 
田中 健太郎 福井大学 大学院 偏波 MIMO ギャップフィラーの効果に対する建物環境の影響 
宮越 奨太 福井大学 差分プライバシを用いた連合学習における社会余剰最大化を実現す

るインセンティブメカニズムの提案 
山本 貴之 福井大学 大学院 ポテンシャル障壁のコーティングがトンネル特性に及ぼす影響 
田中 敦綺 北陸先端科学技術大学院大学 室内環境におけるセンサ群を用いた複数人の識別検出システムの検

討 
6-2-2 2021 年度優秀学生賞 
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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。2022 年 2 月
に賞状と副賞を贈呈した。（順不同、敬称略） 

学校 所属 氏名 

石川工業高等専門学校 電子情報工学科 井口 拓真 

金沢工業大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 竹内 浩太 

金沢大学 理工学域 電子情報通信学類 加藤 由暉 

国際高等専門学校 電気電子工学科 木下 豪心 

富山県立大学 大学院 工学研究科 知能ロボット工学専攻 大嶋 健悟 

富山高等専門学校 電気制御システム工学科 俣本 尚輝 

富山大学 大学院 理工学教育部 知能情報工学専攻 楊 海川 

福井工業高等専門学校  電子情報工学科 石川 晴基 

福井工業大学 工学部 電気電子工学科 梅田 龍真 

福井大学 大学院 工学研究科 知識社会基礎工学専攻 池田 友典 

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 KHUN, Aung Thura Phyo 

 
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 171 名、テーマ「機械学習手法と DXの最新動向」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：5 回（計画 5 回）、参加者 203 名（5 回の合計）であった。機械学習（15 名）、画像

処理（13 名）、暗号技術（16 名）に関する少人数制の講習会を実施した。また、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「量子技術・NWの世界」という

テーマで、合計 2 回（1 回目 88 名、2 回目 71 名）開催した。 
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。 
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 31 名、オムロンヘルスケア株式会社、NEC スペーステク

ノロジー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：1 回（計画 1 回）、2022 年 3 月 10 日にオンラインで開催し、53 件の発表があり、

大変盛況であった。 
7-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

7-2-1．2021 年度 関西支部学生会支部長賞 奨励賞 
関西支部学生会 支部長賞規定に基づき下記の 9 名を選定し、2022 年 3 月 10 日に贈呈した。 

氏 名 所 属 講演題目 
岩崎悠斗 大阪府大 OpenFlow 搭載型シングルボードコンピュータを用いたネットワーク設定機能の冗長性とそ

の実験的検証 
西田賢生 大阪府大 1.7 μm 帯近赤外分光によるプラスチック材の劣化特性評価 
井下竜之介 京都工繊大 照明とイメージセンサを用いた位置推定手法の検討 
久保田滉一 大阪府大 OFDM 信号における PAPR および OOBE の同時抑圧法とその FPGA 化 
成宮慶 大阪府大 光カプラを用いた Ethernet 基盤型センシングシステムの計測温度範囲の拡大 
中西優輝 奈良先端大 高頻度刺激に対応する AC 駆動人工視覚チップの設計 
西﨑浩平 大阪府大 光ファイバアレイを用いた熱光学位相変調に基づく空間パターン生成の基礎検討 
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臼杵孝裕 大阪府大 カラー縞投影に基づくシングルショット三次元計測の汎用性向上に向けた ResUNet を用い

た縞画像補正 
柳田栞吾 奈良高専 収穫作業自動化のためのロボットビジョンシステムの開発 

7-2-2．2021 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、2022 年 4 月 15 日に贈呈する。 
（敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
松川幸平 奈良先端大 分散キャパシタ配置による磁界共鳴ワイヤレス給電回路の Q 値改善 
上野優人 大阪府大 ＩＱ変調器と非線形光学効果を用いた光ルートナイキストパルス発生における必要入力光帯域

幅 
井上正隆 滋賀県大 24 GHz 帯マイクロ波センサビームフォーミングに向けたアンテナ給電移相量誤差が指向性に

与える影響の評価 
西井大智 神戸大 Post Aesthetic QR (PAQR)コードの提案 

7-2-3．2021 年度 関西支部学生会支部長賞 功労賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 10 名を選定し、2022 年 3 月 10 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。 
中島隆一（京都工繊大）、阿部佑貴（京都工繊大）、伊藤貴史（京都工繊大）、小谷萌香（京都工繊大）、 
久保裕介（関西学院大）、下山逸平（関西学院大）、三浦秀芳（関西大）、安部尚晃（大阪電通大）、 
和田一真（大阪電通大）、本多徹（大阪市大） 

 
８．中国支部 

2021 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 8 回(主催 0 回 共同主催 8 回）、講習会 1 回（共同主催 1 回） 
(2)見学会 0 回（共同主催 0 回） 
(3)専門講習会 1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：2022 年 3 月 25 日（木） 
開催地：中国電力本社ビル 

(6)2021 年度(第 72 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 
開催日：2021 年 10 月 23 日（土） 
開催校：オンライン（広島工業大学） 
幹事学会：映像情報メディア学会中国支部 
参加者：460 名、一般講演：224 件 
特別講演  題目：情報化社会と「言論の自由」 

講師：本多 康作（広島工業大学情報学部 准教授） 
8-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

新型コロナウイルス拡大の影響により開催計画目途立たず 
8-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
  (1)学生向け講演会及び見学会 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）    
(2) 学生会自主活動の活性化 

ア．フレッシュＩＴあわ～ど 2021（応募数：総数 54 件、アイデア部門 51 件、作品部門 3 件） 
イ．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 78 件対応） 
ウ．学生主体による支部ホームページの改訂作業を実施 

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 22 名を選出した。 
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（五十音順） 
 氏  名 学 校 名 題      目 

1 安食 拓哉 広島工業大学 KLD の双対性を用いた異常検知手法の提案 
2 伊井克海 広島市立大学 Twitter データを用いたインフルエンサーの影響力の分析 
3 岩本 太壱 県立広島大学 移動中 Publisher のコンテンツ配信を可能にするキャッシュ管理手法の検討 
4 岩本和樹 広島大学 非定常ポアソン過程を用いた人気ダイナミクスの定量的評価 
5 大浦夢月 岡山大学 べき乗法と平均合意に基づく分散的主成分分析アルゴリズムの性能評価 
6 大西 孝宗 岡山理科大学 話者ごとの発話情報を保持するUserRNNの追加によるマルチターン対話での応答

生成の改善 
7 岡本隆宏 岡山県立大学 ヘルムホルツ共振器を配置した 2 段スリットアレイの音波透過特性 
8 勝坂優希 広島市立大学 モデルベース開発での利用を想定した非線形素子を扱う高速回路シミュレータの

FPGA 実装 
9 金田 直樹 岡山県立大学 28GHz 帯低位相雑音インジェクションロック LC 型 4 逓倍器に関する検討 
10 萱谷竜也 岡山大学 マルチニューラルネットワークの分散学習におけるパラメータ値送受信法の提案 
11 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における勾配情報と相関係数による R-R

間隔推定 
12 瀬口 慎一郎 岡山県立大学 三帯域同時受信 LNA の省面積化の検討 
13 新浜 貴翔 呉工業高等専

門学校 
揮発状態における有機化合物の複素誘電率推定 

14 秦将裕 広島市立大学 軽量な同期方法を用いた区間演算ライブラリの並列化 
15 浜田 篤 岡山県立大学 ハードウェア化を前提とした射影変換における再帰的近似手法の評価 
16 日笠颯汰 岡山大学 LED 可視光無線通信における適応送信分配を用いた空間的並列信号伝送の検討 
17 福光洋生 呉工業高等専

門学校 
超音波スピーカ技術を用いたコンクリート壁表面剥離の非接触検査法に関する研

究 
18 松岡 詩織 岡山大学 温熱治療のための光ファイバ温度センサの作製と評価 
19 宮崎 和哉 岡山県立大学 Subthreshold 領域で動作する低消費電力低雑音増幅器の検討 
20 向田眞志保 山口大学 ソフトクロージングを用いた照明光の推定による LIME 法の改良 
21 森本 章弘 広島大学 Mixed Reality ヘッドマウントディスプレイを用いた非同期プレゼンテーション

ツールの作成 
22 山下 竜太 鳥取大学 瞳孔サイズを活用した Web 広告種別推定手法 

8-2-2 2021 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 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 

2 北川 大輝 広島大学 大学院 先進理工系科学研究科 情報科学プログラム 

3 川副 明佳梨 山口大学 大学院 創成科学研究科 

4 松田 駿 鳥取大学 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 

5 松尾 龍弥 広島工業大学 情報学部知的情報システム学科 

6 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 

7 齋藤 伸樹 岡山理科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 

8 西岡 大介 島根大学 大学院 自然科学研究科理工学専攻知能情報デザイン学コース 

9 山口 晄一 岡山大学 大学院 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻 

10 正畑 智徳 福山大学 大学院  工学研究科情報処理工学専攻 

 
 
 

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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９．四国支部 
2021 年度は、四国における電子・情報・通信工学分野での学術・技術振興に寄与できるよう、講演
会、講習会、連合大会などの事業を実施し、四国内の研究者、技術者、学生へのサービス充実を目指
した。 

9-1 事業概要 
2021 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（3 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。 

・2021 年度電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会（2021 年 9 月 25 日）については
新型コロナウイルス感染の拡大を鑑み、完全オンラインでの開催となった。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 25 日に発行され、
公知（発表件数：216 件） 

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 3 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 50 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 岡本 滉平 
2 愛媛大学工学部 電気電子工学科 橋本 英季 
3 愛媛大学工学部 情報工学科 黒田 勇斗 
4 愛媛大学工学部 情報工学科 河相 知宏 
5 愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻電気電子工学コース 山本 恵輔 
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 浅沼 和希 
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 大西 伊吹 
8 高知大学理工学部 情報科学科 川人 俊介 
9 高知大学大学院  総合人間自然科学研究科理工学専攻・情報科学コース 小森 公兵 

10 徳島大学理工学部 理工学科 電気電子システムコース 松田 知也 
11 徳島大学理工学部 理工学科 電気電子システムコース 齋藤 将輝 
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 吉田 基信 
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 尾﨑 翔太 
14 徳島大学大学院創成科学研究科理工学専攻 電気電子システムコース 磯崎 剛志 
15 徳島大学大学院創成科学研究科理工学専攻 電気電子システムコース 大野 愛佳 
16 徳島大学大学院創成科学研究科理工学専攻 知能情報システムコース 野本 楓晟 
17 徳島大学大学院創成科学研究科理工学専攻 光システムコース 福田 圭輔 
18 香川大学創造工学部 創造工学科 造形・メディアデザインコース 中村 実典 
19 香川大学創造工学部 創造工学科 情報システム・セキュリティコース 矢谷 鷹将 
20 香川大学創造工学部 創造工学科 情報通信コース 内田 雄大 
21 香川大学創造工学部 創造工学科 機械システムコース 井木 祐輔 
22 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 平山 鷹哉 
23 香川大学大学院工学研究科 知能機械システム工学専攻 村林 真衣 
24 徳島文理大学理工学部 機械創造工学科 大和田 武志 
25 徳島文理大学理工学部 電子情報工学科 米田 昇平 
26 徳島文理大学大学院工学研究科 システム制御工学専攻 竹林 和真 
27 高知工科大学 システム工学群  山本 凌平 
28 高知工科大学 情報学群  久保田 留奈  

29 高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専

攻 電子・光工学コース 秋山 美穂 
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30 高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専

攻 情報学コース 中 真咲  

31 四国大学経営情報学部 メディア情報学科 青木 舜典 
32 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 電気コース            庄野 樹 
33 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース            中山 陽太 
34 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 岸 智輝 
35 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 山﨑 莉槻 
36 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 高橋 李玖 
37 高知工業高等専門学校専攻科 機械・電気工学専攻 小松 颯 
38 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 豊﨑 玲音 
39 新居浜工業高等専門学校 電子制御工学科 竹内 洸稀 
40 新居浜工業高等専門学校専攻科 電子工学専攻 山下 聖人 
41 香川高等専門学校 電気情報工学科 蓮池 郁也 
42 香川高等専門学校 機械電子工学科 土居 拓永 
43 香川高等専門学校専攻科  創造工学専攻 岩瀬 佑太 
44 香川高等専門学校 通信ネットワーク工学科 大西 陽向 
45 香川高等専門学校 電子システム工学科 高橋 尚大 
46 香川高等専門学校 情報工学科 漆原 和輝 
47 香川高等専門学校専攻科  電子情報通信工学専攻 浦上 大世 
48 弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 藤原 いぶき 

 
１０．九州支部 

2021 年度も引き続き新型コロナウィルスの影響にてオンライン主体にて支部活動を行った。 
10-1 事業概要 

2021 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 3 回を開催した他、協賛・後援の講演会、シン

ポジウムを 5 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． ワークショップ：アンテナ伝搬研究会と共催にて、アンテナ・伝搬における設計・解

析ワークショップ「アンテナ伝搬基礎講座」をオンラインにて 2 日間開催し、学生、企

業、大学関係者など参加者 125 名と盛況であった。 
エ． 電気・情報関係学会九州支部連合大会：佐賀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 314 件、企業講演 1 件、招待講演 1 件、特別講演 1 件、企

画セッション 1 件、聴講者 192 名を数え大変盛況であった。 
オ． 総合通信局連携企画：九州総合通信局と当支部の連携事業として、連合大会の企画セ

ッションにて「九州管内におけるＩＣＴ研究開発(SCOPE)の成果」というテーマにて 3
名の講師を招聘し、SCOPE および特定実験局などの公募企画を利用した研究成果の

講演を行った。 
10-1-2 教育事業（新定款第 4 条ロ、ヘ号） 

ア． 子供の科学教室：九州産業大学にて「お手軽電子工作」を開催。18 名が参加し好評で

あった。なお、大分大学でも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。 
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オンラインで開催。参加者 12 名、保護者 10 名

が参加し好評であった。 
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、佐賀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。148件の講演と 55
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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 2021 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、2022 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 

塩田 拓海 九州工業大学大学院情報工学府  
学際情報工学専攻  

回転展開法を用いた自己重複を持つ部分的な辺展開図 
の数え上げ 

鳥越 翔太 九州大学大学院システム情報科学府 
電気電子工学専攻 

倍電圧整流回路の多段化による無線エネルギーハーベ

スティング回路の開発 

大門 隆哉 長崎総合科学大学大学院工学研究科 
電子情報学専攻 

三相交流電源における出力コンデンサの劣化検出に   
関する一考察 

権藤 偉央利 福岡工業大学大学院工学研究科 
電子情報工学専攻 

2 チャンネル潮位測定レーダを用いた複数の移動散乱

体からの反射波位相分布の調査 

金田 純也 北九州市立大学国際環境工学研究科 
情報工学専攻 

上肢リハビリテーションに資するフィードバックシス

テム構築について 

眞子 将太朗 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 

トランジスタ発振器を一体化したアクティブアンテナ

の実験的検討 

梅田 祐孝 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 

高誘電率基板を用いた広角モノパルス方式指向性可変 
マイクロストリップアンテナのシュミレーション解析 

江口 大雅 佐賀大学大学院理工学研究科 
理工学専攻知能情報工学コース 

高次局所自己相関特徴量に基づくプラスチック成型部

品の画像検査 
10-2-2 2021 年度 学生会講演奨励賞 

学生会表彰規程に基づき下記 15 名を選定し、2022 年 1 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

講演者 所 属 演    題 

前田 龍生 九州工業大学人間知能システム工学専攻 
修士 2 年 

脳海馬における高周波振動脳波 (80-500 Hz)の
発生 

山本 悠登 九州工業大学先端情報工学専攻 
電子情報工学分野修士 2 年 

小型端末における FCN を用いた腫瘍検出の一検

討 

松﨑 優陽 熊本高等専門学校 
制御情報システム工学科 5 年 

RNN を用いた非タスク指向型対話システムの構

築 

野口 峻平 熊本高等専門学校電子 
情報システム工学専攻 2 年 

パラジウムをコートした金属周期構造による 水
素ガス検出 

森 拓己 熊本大学情報電気工学専攻修士 2 年 インコヒーレント領域を含む SAR 干渉画像の 2
次元位相アンラッピング 

藤原 円央 大分工業高等専門学校 
電気電子情報工学専攻 2 年 ファジィ推論を用いた卓球の打法認識 

池田 一史 大分工業高等専門学校 
電気電子情報工学専攻 2 年 

変分オートエンコーダVAEによる ICワイヤボン

ディングの製造不良検査装置 

中野 隼汰 大分大学工学専攻修士 1 年 エコーロケーションを用いた障害物知覚に頭部

装着型音発生装置音源の音質が与える効果 

柴原 大貴 長崎総合科学大学工学科 
電気電子工学コース 4 年 サンプリング方式に基づく POL 電源の過渡特性 

小林 雅幸 長崎大学総合工学専攻修士 2 年 nanoVNA を用いた回路パラメータの測定 

山内 日那 有明工業高等専門学校創造工学科 
エネルギーコース 5 年 

初学者向けアナログ LSI 測定教育システムの開

発 

肥後 佳季 鹿児島大学工学専攻修士 1 年 セキュアマルチパーティ計算による誤差逆伝播

法の高速化と精度改善の一検討 

中村 太紀 鹿児島大学情報生体システム工学科 4 年 映像作品を用いた絵コンテの自動生成のための

キャプション生成に関する研究 

玉城 奏 琉球大学工学専攻電気エネルギー・シス

テム制御プログラム修士 1 年 
スマートハウスにおけるヒートポンプ温度分布

モデル実装の検討 

金城 琉馬 沖縄工業高等専門学校 
情報通信システム工学科 5 年 話者の声質による音声自動翻訳に関する一検討 

10-2-3 2021 年度 成績優秀賞 
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学生会表彰規程に基づき下記の 62 名を選定し、2022 年 3 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

学   校 学   部 学    科 表彰者 

九州大学 工学部 
電気情報工学科 計算機工学課程 伊井 宏太朗 
電気情報工学科 電子通信工学課程 大峠 仁輝 

福岡大学 工学部 電子情報工学科 深川 悠馬 

福岡工業大学 

工学部 電子情報工学科 江口 博斗 

情報工学部 

情報通信工学科 奥田 崚太 
情報工学科 田中 湧大 
情報システム工学科 松隈 清香 
システムマネジメント学科 上田 晃生 

九州産業大学 理工学部 
情報科学科 椿 宗馬 
電気工学科 市村 拓夢 

九州工業大学 工学部 
機械知能工学科 知能制御工学コース 森島 楓太 
電気電子工学科 電子工学コース 金子 峰士 

九州工業大学 情報工学部 

物理情報工学科 林田 幸久 
情報・通信工学科 原 翔耶 
知能情報工学科 谷口 暢章 
知的システム工学科 木下 誠也 

北九州市立大学 国際環境工学部 情報メディア工学科 山本 彪雅 
久留米工業大学 工学部 情報ネットワーク工学科 島添 稔 

西日本工業大学 工学部 
総合システム工学科 電気情報工学系知能制御コース 阿部 拓真 
総合システム工学科 電気情報工学系情報コース 丸田 零  

近畿大学 産業理工学部 
電気電子工学科 溝上 孝太 
情報学科 榎本 祏大 

佐賀大学 理工学部 
電気電子工学科 西田 大生 
知能情報システム学科 市丸 智聡 

長崎大学 工学部 
工学科 情報工学コース 若杉 勇弥 
工学科 電気電子工学コース 網田 翔太郎 

長崎総合科学大学 
工学部 工学科 電気電子工学コース 柴原 大貴 
総合情報学部 総合情報学科 知能情報コース 宮﨑 叶多 

熊本大学 工学部 
情報電気工学科 電気工学教育プログラム 石田 紘之 
情報電気工学科 電子工学教育プログラム 江﨑 美波 
情報電気工学科 情報工学教育プログラム 室田 浩希 

崇城大学 情報学部 
情報学科 電気電子通信コース 徳丸 恵大 
情報学科 ソフトウェアサイエンスコース 井手 杏 
情報学科 メディアインテリジェンスコース 柴田 美桜 

東海大学 基盤工学部 電気電子情報工学科 松田 雄志 

大分大学 理工学部 
創生工学科 電気電子コース 安藤 祥歩 
創生工学科 電気電子コース 坪井 辰哉 
共創理工学科 知能情報システムコース 井上 脩也 

宮崎大学 工学部 
電気システム工学科 新地 茉央 
情報システム工学科 永井 麻裕 

鹿児島大学 工学部 
電気電子工学科 阿多石 浩輝 
情報生体システム工学科 呉 道峰 

第一工科大学 工学部 情報電子システム工学科 田尻 翔吾 

琉球大学 工学部 
工学科 電子情報通信コース 城間 陸 
工学科 電気システム工学コース 篠原 啓佑 
工学科 知能情報コース 宇座 恵 

学校名 学科名 表彰者 

北九州工業高等専門学校 
生産デザイン工学科 知能ロボットシステムコース 片峯 啓太 

生産デザイン工学科 情報システムコース 岩本 圭介  

有明工業高等専門学校 創造工学科 情報システムコース 岡本 直樹 

久留米工業高等専門学校 制御情報工学科  笠井 和 

佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 山口 紘正 

熊本高等専門学校   人間情報システム工学科 岩井 正輝  
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学   校 学   部 学    科 表彰者 
情報通信エレクトロニクス工学科 新留 祥稔 

制御情報システム工学科 小畑 翔護 

大分工業高等専門学校 
電気電子工学科 上村 知也 

情報工学科 江藤 美紀 

都城工業高等専門学校 電気情報工学科 片山 北翔 

鹿児島工業高等専門学校 

情報工学科 橋口 匠 

電子制御工学科 山之口 雅人 

電気電子工学科 雪山 拓海 

沖縄工業高等専門学校 
情報通信システム工学科 金城 琉馬  

メディア情報工学科 滿名 優希 

10-2-4 2021 年度 学術奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 25 名を選定し、2021 年 3 月付けにて表彰した。 
（順不同、敬称略） 

所 属 表彰者 
九州大学 大学院システム情報科学府 電気電子工学専攻 山本 留央 

福岡大学 大学院工学研究科 電子情報工学専攻 大園 倖暉 

福岡工業大学 大学院工学研究科 電子情報工学専攻 チン セイカン 

九州産業大学 大学院情報科学研究科 情報科学専攻 中島 輝紀 

九州工業大学 大学院工学府 工学専攻 新山田 公平 

九州工業大学 大学院情報工学府 先端情報工学専攻  梶原 隆平 

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 山田 遼 

久留米工業大学 大学院 電子情報システム工学専攻 高瀬 紗悠美 

近畿大学 大学院産業理工学研究科 産業理工学専攻 川端 純也 

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 齊藤 健人 

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 小林 雅幸 

長崎総合科学大学 大学院工学研究科 電子情報学専攻 大門 隆哉 

熊本大学 大学院自然科学教育部  博士前期課程 情報電気工学専攻 日髙 蒔恵 
崇城大学 大学院工学研究科 応用情報学専攻 齊藤 勇毅 

大分大学 大学院工学研究科 工学専攻 知能情報システム工学コース 山本 剛士 

宮崎大学 大学院工学研究科 工学専攻 宮本 滉大 

鹿児島大学 大学院理工学研究科 工学専攻 情報・生体工学プログラム 大毛 廉也 

琉球大学 大学院理工学研究科 電気電子工学専攻 兼島 光平 

有明工業高等専門学校 専攻科 生産情報システム工学専攻 若木田 康輝 

佐世保工業高等専門学校 専攻科 情報工学系 川島 健渡 

熊本高等専門学校 専攻科 電子情報システム工学専攻 小西 隼太 

大分工業高等専門学校 専攻科 電気電子情報工学専攻 中元 皓太 

都城工業高等専門学校 専攻科 機械電気工学専攻 豊丸 優河 

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 田中 未来乃 

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 奥浜 駿 

 
以上 
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Ⅳ．2021 年度役員及び代議員の構成 
2021 年度役員                                 29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 石田  亨  
 次期会長 川添 雄彦  
 副会長（学術強化担当） 植松 友彦 相澤 清晴 
 副会長（学会運営・組織強化担当） 山中 直明 西原 基夫 
 総務理事 寺田  純 菊間 信良 
 会計理事 足立 朋子 石川 悦子 
 編集理事 笠原 正治 髙村 誠之 
 企画理事 安部田貞行 山本 剛之 
 調査理事 塩本 公平 尾上 孝雄 
 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） 高橋 篤司  
 CS 会長（理事） 葉玉 寿弥  
 ES 会長（理事） 髙橋  浩  
 ISS 会長（理事） 柏野 邦夫  
 ESS 次期会長（理事） 鎌部  浩  
 CS 次期会長（理事） 辻 ゆかり  
 ES 次期会長（理事） 藤島  実  
 ISS 次期会長（理事） 佐藤 真一  
 監 事 西原 明法 三宅  功 

 
2021年度代議員                                107名 
相澤 清晴 大橋 正良 佐々木宣介 田中 良明 葉玉 寿弥 水落 隆司 
秋本 耕二 岡  育生 笹瀬  巌 月本  功 馬場  暁 水谷 后宏 
浅井光太郎 角田 大祐 佐藤 幸紀 津田 裕之 伴  秀行 宮永 喜一 
淺谷 耕一 笠原 正治 佐藤 洋一 寺田  純 平野 拓一 三好  匠 
足立 朋子 柏野 邦夫 眞田 幸俊 土井美和子 福島 和英 村上 修二 
安部田貞行 粕川 秋彦 傘   昊 中川 健治 福知  清 茂呂征一郎 
安藤  真 加藤 和利 塩本 公平 中沢 正隆 藤井 輝也 安井  崇 
池田 和浩 金子 寛彦 柴田 随道 永妻 忠夫 藤井 俊彰 山川 俊貴 
石田  亨 川端 明生 島内 末廣 中西 泰彦 藤掛 英夫 山里 敬也 
石原 智宏 河東 晴子 清水 克宏 中野 義昭 藤澤  剛 山田 昭雄 
糸田  純 菊島 浩二 鈴木 彰真 中村  誠 堀   修 山中 直明 
今井  浩 菊池  仁 鈴木 正敏 中山 正敏 前田 英作 渡部 康平 
入江  豪 菊間 信良 平  明徳 夏井 雅典 間瀬 健二  
植松 友彦 桑原 秀夫 高橋 篤司 西原 浩志 松井 知子  
漆谷 重雄 小西 善彦 高橋  浩 西原 明法 松下 春奈  
江村 克己 小林 和淑 高橋  応明 二宮  洋 松島 裕一  
大内 浩司 齋藤 晋聖 滝田  亘 塗木 淳夫 松永 裕介  
大槻 知明 坂井  博 田口  亮 野口 啓介 松本 慎平  
大橋 弘美 佐古 和恵 立元 慎也 野中 尋史 丸谷 宜史  
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Ⅴ．2022 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 2022 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、2022
年 2 月 8 日～3 月 8 日に Web による投票で実施した。 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 

2022年度代議員                               109名※ 
相澤 清晴 大橋 正良 小玉 崇宏 高橋  浩 西原 基夫 水落 隆司 
淺谷 耕一 押切 正浩 小林 弘和 髙村 誠之 布目 敏郎 峰野 博史 
足立 朋子 尾上 孝雄 坂井  博 多川 孝央 野林 大起 三宅  功 
安部田貞行 笠原 正治 笹瀬  巌 滝田  亘 葉玉 寿弥 宮永 喜一 
安藤 雅洋 柏野 邦夫 佐藤 真一 田口  亮 羽山 徹彩 山﨑 達也 
飯島 隆浩 鎌部  浩 佐藤  優 田中 良明 彦田  悟 山里 敬也 
石川 悦子 河合 浩行 佐藤 洋一 田邉 孝純 福島 誠治 山田 昭雄 
石田  亨 川添 雄彦 眞田 幸俊 中條  渉 福知  清 山中 直明 
井上美智子 川端 明生 塩本 公平 辻 ゆかり 藤井 輝也 山本 剛之 
今井 順一 川本 雄一 柴田 幸司 津田 裕之 藤島  実 湯川 高志 
今井  浩 姜   錫 柴田 随道 寺田  純 藤吉 正明 吉田  毅 
岩野 公司 菊間 信良 白勢 政明 中沢 正隆 前田 英作 吉田 智暁 
上嶋  明 黄瀬 浩一 神野 健哉 中嶋 徳正 前田 譲治 渡辺虎之介 
植松 友彦 北川 章夫 神野 正彦 中田 崇行 間瀬 健二 渡辺 昌洋 
牛久 祥孝 木下 史也 杉田 憲一 永妻 忠夫 松井 知子  
江村 克己 工藤 栄亮 鈴木 正敏 中山 正敏 松島 裕一  
大下 福仁 桑原 秀夫 袖 美樹子 南部 功夫 松田 崇弘  
大槻 知明 桑原 義彦 園田 智紀 西原 明法 松永 裕介  
大橋 弘美 小嶋 徹也 高橋 篤司 西原 浩志 三科  健  

 ※選挙時 110 名であったが 1 名死亡により 109 名となった。 
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	(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。2021年度については、コロナ禍の影響を想定し予算案段階では約1150万円の赤字であったが、12月末時点での執行状況は、2020年度と比較して収支ともに増加傾向にあり黒字となる見込みである。研究会等のオンライン開催が増え会場費用等を削減できた影響が大きい。また、昨年度同様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。2022年度につ...
	(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。2021年度については、コロナ禍の影響を想定し予算案段階では約1150万円の赤字であったが、12月末時点での執行状況は、2020年度と比較して収支ともに増加傾向にあり黒字となる見込みである。研究会等のオンライン開催が増え会場費用等を削減できた影響が大きい。また、昨年度同様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。2022年度につ...
	(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25名の表彰を行った。例年通り、令和3年度（第25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、2021年度エレソフェロー推薦候補者を5名、2021年度シニア会員候補者を11名選定した。2021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、2022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25名の表彰を行った。例年通り、令和3年度（第25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、2021年度エレソフェロー推薦候補者を5名、2021年度シニア会員候補者を11名選定した。2021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、2022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。
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	(2-1) 和文誌：総合大会、ソサイ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...
	(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の向上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、引用論文数をフルペーパーでは30本以上（ブリーフペーパーでは15本以上）とする施策、および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掲載料減免の対象とする施策を継続して実施した。加えて、論文誌のステータスの認知度を高めるために、IFおよびCitation...
	(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の向上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、引用論文数をフルペーパーでは30本以上（ブリーフペーパーでは15本以上）とする施策、および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掲載料減免の対象とする施策を継続して実施した。加えて、論文誌のステータスの認知度を高めるために、IFおよびCitation...
	(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てきている。今年度も引き続き、インパクトファクタのさらなる向上を目指して、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検討、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、論文公開のプラットフォーム整備とも連携した施策を...
	(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てきている。今年度も引き続き、インパクトファクタのさらなる向上を目指して、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検討、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、論文公開のプラットフォーム整備とも連携した施策を...
	(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。このうち国際会議の申請手順について、フロー図が分かりにくいという指摘を受け、著作権審議などを明確化したフロー図に改訂した。また、本部の謝礼金規程変...
	(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。このうち国際会議の申請手順について、フロー図が分かりにくいという指摘を受け、著作権審議などを明確化したフロー図に改訂した。また、本部の謝礼金規程変...
	本年度から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」の導入を開始した。また、COVID-19をきっかけとして普及したオンライン化によってむしろ研究会の参加者は増える傾向にあるが、発表件数は回復の途上であり、より積極的な勧誘活動に加えてハイブリッド開催を増やすことも検討していく。
	(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。一方、テラヘルツ応用システム特別研究専門委員会（THz）とマイクロ波・ミリ波フォトニクス研究専門委員会 (MWP)は、近年の光/無線融合の技術トレンドを鑑み、2022年4月から合併してマイクロ波テラヘルツ光電子技術研究専門委員会（MWPTHz）（1種研）となることが決まった。電磁波基盤領域は4研専が3研専とな...
	(3-2) 国際会議：協催・協賛・後援案件3件の国際会議を開催した(2021年4月～2022年3月)。
	(3-3) 2021年（令和3年）ソサイエティ大会（オンライン開催）では一般講演246件（前年比約23%増加）に加えて、シンポジウム講演7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6セッションを実施した。エレクトロニクスソサイエティのプレナリーセッションとして「アフターコロナ時代の情報通信とエレクトロニクスへの期待」を特別企画し、3件の特別講演を開催した。微細加工研究所の湯之上氏に「コロナが加速した世界半導体産業」、情報通信研究機構の伊東氏に「アフターコロナ時代における情報セキュリティ...
	2022 年(令和4年) 総合大会 (オンライン開催) は一般講演247件（前年比約2％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、公募シンポジウム1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、「固体電池-歴史とそのサイエンス」と題して、SDGsを背景に次世代蓄電デバイスとして脚光を浴びている全固体電池について、その研究・技術開発の道程と、生み出される新たなサイエンスについて、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2021年7月26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。
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