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事 業 概 況 
平成 24 年度は、新しく「一般社団法人電子情報通信学会」として再スタートした年度であり、

昨年度制定した本会の「理念」の下、学会を取り巻く環境変化に効率的に対応できるよう、運営

に関する改善を並行して進めた。 
また、ここ数年続いている会員数の減少傾向の中で、「持続可能な学会運営」を推進するため、

個々の事業の独立採算化（広義の受益者負担）の運営を基本にして、会員サービス向上を中心に

取り組んだ。 
 
（財政基盤確立） 平成 21 年度から試行導入した図書館等に対するサイトライセンス制度につ

いて、平成 24 年度から本格実施し、本来の利用ランクごとの料金体系の適用を開始した。 
（会員増強・会員サービス） 多様な会員層に対する会員メリットの提供、学会の魅力作りを主

眼として、各種活動を行った。会費制度改善、冊子体論文誌購読料体系改善、Web システム

改善、Web ページリニューアル等を実施した。 
（広報活動） 電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、引き続き広報委員会の下で

CEATEC JAPAN 2012 連携開催として、「日本の新たな ICT の進路――震災後の ICT のあ

り方とその利活用を探る――」と題した産官学各界を代表する講演者による特別シンポジウ

ムを企画し、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化施策として実施した。 
（グローバル化への取組み） アジア地域を中心とした本会活動のグローバル化を継続、推進し、

新たにベトナムセクションを立ち上げ、平成 25 年 1 月から活動を開始した。今後の海外セ

クションの活性化に向け、事業計画・事業報告に基づく運営を試行すべく、議論を開始した。

また、主に海外会員向けニューズレターGlobal Plaza を継続発行した。 
（ロードマップ） ロードマップ委員会の活動を本格化し、ソサイエティ及びグループの協力を

得て 2050 年に至る本会分野のロードマップ第一版を作成し、3 月の総合大会の企画セッシ

ョンでオープンな議論に供した。今後も継続的に見直しつつ、情報発信を行う。 
（Web システムの改善） 会員等利用者の利便性向上の観点から、本会の Web システム見直し

の第 2 ステップとして、会員管理システムの刷新開発を行った。また、次のステップとして、

シングルサインオン認証機能基盤を利用した会員情報連携の拡大の検討を開始した。 
（横断検索システムの構築） 学会コンテンツの知的横断検索を可能とする横断検索システム

“IEICE Knowledge Discovery”(略称 I-Scover)の第 1 期分の開発を通信ソサイエティにより

進めたが、平成 25 年度からの学会全体としての運用・第 2 期開発・普及推進等の開始に向

けて、理事会直轄の I-Scover プロジェクトを立ち上げた。 
（新たな支部活動の推進） 前年度行った変更に基づいて、支部担当理事を中心に各支部委員等

をメンバーとする支部会議を開始した。また、支部事業においては、昨年度から適用した費

用対効果を考慮した資源集中の運営や決算主義等を徹底し、地域活動の更なる活性化を促し

た。 
（その他） 平成 29 年の創立 100 周年記念事業に向け、準備会の検討結果を受け、100 周年記

念事業実行委員会を立ち上げ、五つのＷＧを設置した。  
上記に加え、本部活動としては会員サービスの向上並びに教育活動の展開に継続して取り組み、

ソサイエティ活動では独自ジャーナルの充実を含め、利用者利便向上の活動を強化した。以下に

項目別に実施の概要を記す。 
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（１）会員サービスの向上に関して： 
○冊子体論文誌の年間購読料の体系については、受益者負担の観点に立って、会員への分かり

やすさと事務の煩雑さ回避のためシンプル化し、平成 26 年度から適用することとした。 
○満 70 歳以上で継続しての正員在籍年数と年齢の和が 100 に達した会員を、感謝の意味を込

めて「終身会員」と称することとし、「正員(終身)」と記した会員証を贈呈した。 
○選奨活動の一環として導入したシニア会員制度の定着に伴い、シニア会員をフェロー選出の

母体とする制度を具体化した。 
○学会の魅力作りの一環としてオンラインチュートリアルの可能性について検討を進めた。 
○IEEE との相互協力に関する Agreement の更新にあたり、会員増強を狙いとして、一方の

学会会員の他方への新入会時の年会費割引制度を導入した。また、留学生及び海外会員の

割引制度については、会費の不公平感をなくすべく改正した。 
○Web ページ企画・運営委員会傘下の Web 企画小委員会で、ホームページの構造化・リニュ

ーアルの具体化を進めた。 
○次期総合版ハンドブック（知識ベース）については、引き続き準備が整った編から一般公開

を行った。また、一部を「現代電子情報通信選書『知識の森』シリーズ」として出版した。 
（２）教育活動に関して： 

本会の教育活動の充実を図り、その活動を束ねるために組織された「教育活動協議会」の下

で、教育活動関係の 4 委員会（生涯教育委員会、アクレディテーション（Accreditation Policy 
Council）委員会、CPD（Continuing Professional Development）委員会、小中高生科学教室

委員会）で以下の活動を展開した。 
①先端オープン講座の実施、②JABEE の学部認定審査及び JABEE 審査講習会の開催、③

CPD 会員システムの継続運用、④「子供の科学教室」活動の実施。 
（３）ソサイエティ関連活動に関して： 

○基礎・境界ソサイエティでは、オンライン英文ジャーナル Nonlinear Theory and Its 
Applications，IEICE（NOLTA）を順調に発行した。また、「海外における IEICE ジャー

ナル論文の書き方セミナー」を継続実施した。 
○通信ソサイエティでは、横断検索システム I-Scover の第 1 期システムを構築し、総合大会

の企画セッションで紹介した。オンライン英文レタージャーナルとして、平成 24 年 6 月に

IEICE Communications Express (ComEX)を創刊した。 
○エレクトロニクスソサイエティでは、オンライン英文レタージャーナルIEICE Electronics 

Express (ELEX)を継続発行した。また、技報の検索・閲覧、ダウンロード可能なサービス

の試行運用を継続した。 
○情報･システムソサイエティでは、平成25年4月からの技術研究報告オンライン化のトライ

アルに向けて準備を進めた。ヒューマンコミュニケーショングループ、情報処理学会と合同で、FIT
（Forum on Information Technology）運営委員会の上位として「情報科学技術推進委員会」

を開催し、活性化の具体策検討を開始するとともに、FITを合同開催した。 
○ヒューマンコミュニケーショングループでは、上記 FIT 関連活動とともに、本グループの

中核的イベントとして「HCG シンポジウム 2012」を開催した。 
 

 以下に各事業の実施状況を報告する。 
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Ⅰ．本 部 事 業 
 
１．出版に関する事項 
 
１．１ 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、平成 24 年 4 月から 25 年 3 月まで

12 冊、合計 358,300 部（月平均 29,858 部）を発行配布した。 
平成 24 年度の会誌記事の内容・件数及びページ数は次のとおりである。 
 
種 類       件数 ページ数 種 類       件数 ページ数 

講    演 1 
 
 
 

7 寄    書 2 8 
4 月小特集 12 58 回    想 1 4 
（ナノデバイス） 学生／教養のページ 5 17 
5 月特集(人間を理解するための 

19 95 
オ ピ ニ オ ン 1 4 

ICT 技術―人間を対象としたｾﾝｼﾝ

 
ニュース解説 17 30 

ｸﾞ・情報処理からその応用まで―） 総 合 報 告 1 17 
6 月小特集 

6 36 
ソサイエテイのページ 2 4 

（広がる列挙の技術―列挙に 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
よる問題解決アプローチ―） 規格調査会報告 

2 7 8 月小特集 10 53 男女共同参画のページ 
（車と情報通信技術） 国 際 規 格 ﾀｽｸﾌｫｰｽ  
8 月小特集（量子限界への扉を開 

6 24 
学 生 会 報 告 2 17 

くｼﾞｮｾﾌｿﾝ効果－発見から 50 年, 支 部 だ よ り 0 0 
その基礎と応用－） 生 涯 教 育 0 0 
9 月小特集（社会を支えるﾕﾋﾞｷﾀｽ 8 38 予 定 目 次 10 0 
ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸとその運用） 学会ニュース 1 0 
10 月特別小特集 

9 28 
慶    賀 1 1 

(関西の伝統文化と先端産業技 追  悼  抄 3 3 
術)（関西支部） 国 際 会 議 26 11 
10 月小特集(人間中心の観点での 9 43 図 書 紹 介 10 5 
東日本大震災からの創造的復興) 国内文献目次  7 
11 月小特集（世界的な競争領域 17 86 

図書寄贈一覧 
にある最先端ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術) 本 会 だ よ り  21 
12 月小特集（ｸﾗｳﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ 

10 42 
編 集 室 12 8 

－ｸﾗｳﾄﾞ化で広がる新たな 役 員 等 口 絵  8 
ﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄの可能性─) 総 会 ・ 選 奨  87 
1 月特別小特集（Cool Japan 8 29 フェロー口絵  2 
を支える ICT 技術） 会 誌 総 目 次  11 
2 月小特集 

9 42 
学 会 編 集 室  8 

（転換期に来たｼｽﾃﾑ LSI 技術 会    報  0 
と将来への展望）    
３月小特集(LTE/LTE-Advanced 8 46 計  1,088 
支える移動通信技術） 巻 頭 言  12 
   目 次  36 
解    説 27 173 会    告  660 
講    座 1 5 論 文 誌 目 次  124 
編集長退任にあたって 1 3 合 計  1,920 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）131.0 ページ 
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１．２ 広告賞（定款 第 4 条 イ号） 
平成 24 年広告賞として下記の 2 点を選定した。 
【カラー広告部門】（株）NTT ドコモ 

「あしたへ。walk with you」（1,11 月号） 

【一色刷り広告部門】（株）日放電子 

「プロフェッショナル仕様がこの価格で」（9 月号） 

 

１．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
（第 8 次）ハンドブック／知識ベース委員会において、編ごとに完成したコンテンツを知識

ベース会員限定β版へアップロードし、その後 3 か月を経過したコンテンツについて順次一

般公開を行った。 
また、「現代電子情報通信選書『知識の森』シリーズ」（オーム社委託出版）については、

知識ベースの原稿を素材としつつ、必要であれば新規執筆も含めて再編集を行うことで Web
公開されている内容との差別化を図る方針のもと、新刊 4 点 5,400 部を発行した。 
新刊書は次のとおりである。 

新 刊 書 名 発行年月日 ページ数 部数 
画像入力とカメラ H24.6.25 404 1,500部 
宇宙太陽発電 H24.7.25 312 1,200部 
電子システムの電磁ノイズ－評価と対策－ H24.12.25 240 1,500部 
マイクロ波伝送・回路デバイスの基礎 H25.2.25 200 1,200部 

 
１．４ 単行本（定款 第 4 条 ト号） 

重版 1 点 300 部を発行した。 
また、持続可能な出版形態の一案として委託出版について検討を開始した。 

 
１．５ 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 7 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） 
 
１．６ 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新シリーズの

教科書として重版 4 点を発行した。（コロナ社委託出版）（平成 14 年 3 月第 1 回配本以降既刊書

目 26 点） 
 
 

２．会議に関する事項（定款 第 4、6、9 章） 
 
２．１ 平成 24 年定時社員総会 

平成 24 年 5 月 26 日（土）午後 2 時から機械振興会館において平成 24 年定時社員総会を開

催した。代議員総数 123 名に対し、出席代議員数 106 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の出席に達した。安田会長を議長として下記議案を付議して、いず

れも原案どおり可決承認した。 
・平成 23 年度事業報告 
・平成 23 年度決算書 
・監査報告 
・新理事・監事の選任 
・平成 24 年度事業計画 
・平成 24 年度収支予算 
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２．２ 臨時社員総会 
平成 24 年 10 月 18 日（木）午後 5 時 30 分～5 時 40 分、機械振興会館において臨時社員総

会を開催した。代議員総数 123 名に対し、出席代議員数 104 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の出席に達した。吉田会長を議長として下記議案を付議し

て、原案どおり可決承認した。 
・定款変更の案について 

 
２．３ 理事会 

年度内に 9 回の理事会を開催した。 
 
２．４ 支部会議 

平成 21 年 4 月 13 日理事会で設置を決定した「支部担当理事」が主幹する支部長会議、支部

連絡会、学生会連絡会の 3 会議を、平成 24 年 4 月 1 日の新法人移行を機に統合し、新たに支

部会議として開催することとし、年度内に 2 回開催した。 
 
２．５ 海外セクション代表者会議 

国際委員会は海外セクション代表者 11 名が、各セクションにて講演会等を企画・実施する

ことに協力するとともに、本会活動の周知・宣伝に努めた。また、海外セクション代表者会議

を総合大会期間中(岐阜大学)の 3 月 21 日（木）に開催し、10 セクション代表者が出席し意見

交換を行った。 
 各セクションにおいての講演会等の実施件数は次のとおりである。 

セクション 件数 セクション 件数 
バンコク 0 上海 0 
北京 1 シンガポール 1 
韓国（Communication） 0 台北 0 
韓国（Electronics） 1 

 
 

ヨーロッパ 2 
韓国（Information） 0 インドネシア 1 
ベトナム 1 合計 7 件 

 
 
３．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 

委員会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 72 回開催した。国際標準化に関して取り扱った

IEC 文書は 334 件であった。 
委員会名 委員長名 委 員 数 開 催 数 

規格調査委員会 三木 哲也 18 4 
専門委員会名 専門委員長名 専門(委) 小(委) 専門(委) 小(委) 

１ 電気・電子技術分野のメタデータライブラリ 堀内  一 0 17 0 5 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 小林 禧夫 11 54 4 9 
3 周波数制御・選択・検出デバイス 山口 正恆 27 33 3 13 
4 光ファイバ 川瀬 正明 20 56 4 14 
5 デザインオートメーション 神戸 尚志 10 34 5 0 
6 無線通信送信装置 小川 博世 19 29 1 8 
7 電子通信用語 吉村 久秉 24 0 0 0 
8 電子通信記号 ― 14 0 0 0 
9 安全規格検討委員会 鈴木 喜久 12 0 8 0 

10 光アクセスシステム検討委員会 中西 健治 2 0 1 0 
11 国際標準化教育検討委員会 松本 充司 16 0 3 0 

合    計 
173 223 33 43 

396 76 
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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、次のとおり各受賞者を決定した。 
 

４．１ 功績賞（第 74 回） 
小柴 正則（北大） 
小林 欣吾（電通大） 
田中 良明（早大） 
萩本 和男（NTT） 
安田  豊（KDDI 研） 

以上 5 名 
 
４．２ 業績賞（第 50 回） 

 
 選奨規程第 9 条イ号によるもの                   （業績名五十音順） 

業    績 貢 献 者（所 属） 

3 次元ディジタルアーカイビング技術の研究開発と

海外コンテンツへの応用展開に対する貢献 
池内 克史（東大） 

WDM 伝送用アレイ導波路回折格子波長フィルタの

先駆的研究 

高橋  浩（NTT） 
井上 靖之（NTT） 
鈴木 扇太（NTT） 

スケーラブル広帯域 RF CMOS 集積回路の研究 益  一哉（東工大） 
石原  昇（東工大） 

以上 3 件 
 

選奨規程第 9 条ロ号によるもの                   （業績名五十音順） 
業    績 貢 献 者（所 属） 

一般化学習ベクトル量子化によるパターン学習方式の

開発と実用化 佐藤  敦（NEC） 

インターネット上の多言語サービス基盤「言語グリ

ッド」の研究開発 

石田  亨（京大） 

村上 陽平（NICT） 

林  冬惠（京 大） 

低曲げ損失光ファイバの実用化 

中島 和秀（NTT） 

三川  泉（NEL） 

冨田  茂（NTT-AT） 

以上 3 件 
 
４．３ 論文賞（第 69 回） 

 
（分冊別掲載年月順・敬称略） 

Ａ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Four Limits in Probability and Their Roles in Source Coding 
古賀 弘樹（筑波大） 
平成 23 年 11 月号（EA） 

Ａ 

論 文 名 
 
 
著 者 名 
掲載年月 

Implementation of Stack Data Placement and Run Time Management 
Using a Scratch-Pad Memory for Energy Consumption Reduction of 
Embedded Applications 
Lovic Eric Gauthier，石原 亨（九大） 
平成 23 年 12 月号（EA） 
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Ａ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Glitch PUF: Extracting Information from Usually Unwanted Glitches 
清水 孝一，鈴木 大輔，粕谷 智巳（三菱電機） 
平成 24 年 1 月号（EA） 

Ｂ 
論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

FIFO キューのパケット廃棄確率に対する IS 法を用いたオンライン推定 
小林 信裕（イートラスト），中川 健治（長岡技科大） 
平成 24 年 5 月号（B） 

Ｂ 

論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

Opportunistic Scheduling for Hybrid Network Coding and Cooperative 
Relaying Techniques in Wireless Networks 
単 麟，村田 英一（京大），Sonia AISSA（University of Quebec），   
吉田 進（京大） 
平成 24 年 5 月号（EB） 

Ｂ 

論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

L 字型励振素子を用いたキャビティ装荷円偏波アンテナ 
柳 崇，大島 毅，西澤 一史，深沢 徹，宮下 裕章，小西 善彦 
（三菱電機） 
平成 24 年 9 月号（B） 

Ｃ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Low Pass Filter-Less Pulse Width Controlled PLL Using Time to Soft 
Thermometer Code Converter 
名倉 徹，浅田 邦博（東大） 
平成 24 年 2 月号（EC） 

Ｃ 

論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

High-Temperature Operation of Photonic-Crystal Lasers for On-Chip 
Optical Interconnection 
武田 浩司，佐藤 具就，硴塚 孝明，新家 昭彦，野崎 謙悟，陳 錦慧，

谷山 秀昭，納富 雅也，松尾 慎治（NTT） 
平成 24 年 7 月号（EC） 

Ｃ 

論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

Low-Loss Matching Network Design for Band-Switchable Multi-Band 
Power Amplifier 
福田 敦史，古田 敬幸，岡崎 浩司，楢橋 祥一（NTT ドコモ）， 
野島 俊雄（北大） 
平成 24 年 7 月号（EC） 

Ｄ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

プロセッサ設計手法の現状と今後―高性能化を実現する設計フローと CAD
システム― 
伊藤 則之（筑波大），安永 守利（筑波大） 
平成 23 年 12 月号（D） 

Ｄ 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

小脳・マシンインタフェースによる単一 Purkinje 細胞活動と運動学習の因果

関係直接評価法 
片桐 和真，田中 良幸，平田 豊（中部大） 
平成 24 年 5 月号（D） 

Ｄ 
 

論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Hidden Conditional Neural Fields for Continuous Phoneme Speech 
Recognition 
藤井 康寿，山本 一公，中川 聖一（豊橋技科大） 
平成 24 年 8 月号（ED） 

（（A）、（B）、（C）、（D）：和文論文誌、（EA）、（EB）、(EC)、(ED)：英文論文誌、所属:掲載時の所属） 
以上 12 編 

 
４．４ 喜安善市賞（第 6 回） 
 

論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

Four Limits in Probability and Their Roles in Source Coding 
古賀 弘樹（筑波大） 
平成 23 年 11 月号（EA） 

以上 1 件 
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４．５ 学術奨励賞（第 75 回） 
 
基礎・境界ソサイエティ：9 名 (五十音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 題  名 大会別 講演番号 

麻原 寛之 大分大 Experimental Study of an Interrupted 
Circuit with Fast-Slow Bifurcation 

総合 A-2-28 

岡田 雅司 阪大 GPU レイトレーサと多音源音像定位手法を用

いた対話的な三次元音場生成システム 

総合 A-20-7 

小野 峻佑 東工大 Image Recovery by Hierarchical Convex 
Optimization 

ｿｻｲｴﾃｨ A-4-24 

栗原 淳 KDDI 研 Secret sharing schemes based on linear codes 
can be precisely characterized by the relative 
generalized Hamming weight 

総合 AS-2-3 

河野 翔太 関西大 音響 OFDM におけるマイクロホンアレイを用

いた伝送特性向上に関する検討 

ｿｻｲｴﾃｨ A-4-14 

小林 健太郎 名大 無線フィードバック制御系における最適受信

機に関する一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ A-5-15 

白木 善史 NTT 減衰及び遅延のある共通要素を持った多チャ

ネル信号の復元 

ｿｻｲｴﾃｨ A-4-7 

橘 俊宏 東京電機

大 

二種類の粒子群最適化手法の切替を用いた多

目的最適化問題の解法 

総合 A-2-16 

古田 潤 京大 ソフトエラーによる多ビットエラーのラッチ

間距離依存性の評価 

ｿｻｲｴﾃｨ A-3-7 

 
通信ソサイエティ：38 名 

  
受賞者 所属 

(発表時) 講演タイトル 大会別 講演番号 

Cheng 
Zhang 

早大 Forward Contract to Solve Demand and 
Revenue Uncertainty Problem in Network 
Congestion Management 

総合 BS-3-8 

    Time-Dependent Pricing for Revenue 
Maximization 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-5-3 

明石 大 日立 分散処理型クラウドアーキテクチャにおける

高信頼切替方式 

総合 B-6-84 

阿部 順一 NTT 帯域分散アダプタにおけるブラインド型位相

歪み補償方式の実験的検証 

総合 B-3-3 

    スペクトラム分解アダプタにおけるブライン

ド型周波数同期方式の提案 

ｿｻｲｴﾃｨ B-3-1 

荒井 大輔 KDDI 研 再起動による Android アプリ安定化手法の提

案 

総合 B-7-69 

有川 学 NEC MCF 伝送で分散的に発生するクロストークの

PAPR とその受信 Q 値への影響の検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-49 

緒方 大悟 ソフトバ

ンクモバ 

LTE を用いた複数基地局間協調送信制御の実

験的検討 

総合 B-5-102 

  イル 任意の基地局間で協調可能な複数基地局間協

調送信制御に関する検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-73 

小川 健一郎 東芝 受電側にループのみを用いる無線電力伝送方

式の位置ずれ特性評価 

総合 B-1-3 
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    磁界共鳴型近距離無線電力伝送試験装置の開

発（3）MHz 帯システムにおける人体近接時の

特性への影響検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-37 

尾崎 圭介 三菱電機 位相回転系列を利用した雑音電力を低減可能

な OFDM 伝搬路推定法 

総合 B-5-55 

小山 智史 富士通研 光学非線形歪み予等化アルゴリズムによる伝

送特性改善効果の送信器帯域依存性 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-29 

笠原 嘉晃 NEC オープンスタブ型 EBG 構造におけるバンドギ

ャップ周波数独立制御 

ｿｻｲｴﾃｨ B-4-49 

樫原 俊太郎 KDDI 研 運用業務フロー改善のための運用業務記録収

集装置の設計 

総合 B-14-21 

    運用業務フロー生成のための運用業務記録分

析技術の実装 

ｿｻｲｴﾃｨ B-14-1 

門畑 顕博 NTT マルチファイバ環境における波長パス再配置

設計 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-70 

小林 孝行 NTT パイロットトーンを用いた 538Gb/s 偏波多重

64QAM SC-FDM 信号の長距離 WDM 伝送 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-65 

小森田 賢史 KDDI 研 IMS 自動発呼による輻輳時の疎通率向上手法

の提案 

ｿｻｲｴﾃｨ B-7-54 

齊藤 敬佑 NTT ドコ

モ 

市街地環境における LTE-Advanced 下りリン

クキャリアアグリゲーションのスループット

およびカバレッジ特性の屋外実験結果 

総合 B-5-92 

    LTE-Advanced 下りリンク 4-by-2 マルチユー

ザ MIMO のユーザ間角度差を考慮した郊外見

通し環境における屋外実験 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-79 

斎藤 崇広 住友電工 Aeff 拡大ファイバのファーフィールドパター

ン高精度測定 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-16 

佐々木 謙介 NICT 自由空間法を用いた液体生体材料測定におけ

る測定不確かさ評価 

総合 B-4-58 

    生体組織の電気定数測定値に対する Cole-Cole
モデル構築に関する検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-4-2 

佐々木 元晴 NTT 住宅地低層－低層環境伝搬損モデルの異なる

建物環境に対する適用性の検証 

総合 B-1-32 

    住宅地低層－低層環境における到来角度拡が

り特性 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-27 

佐藤 一道 NTT DNS 問い合わせ結果を利用したサイト別トラ

ヒック測定方法 

総合 B-16-3 

澤谷 雪子 KDDI 研 トラフィックの統計解析による DoS 攻撃事例

モデル化の検討 

総合 B-7-45 

鈴木 雄将 三菱電機 トランジェント波形解析を用いたケーブル端

末処理方法に対するノイズ耐性評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-4-38 

竹下 恵 NTT 災害時の通信サービス選択行動に関する分析 総合 B-7-73 

武田 一樹 パナソニ

ック 

LTE-Advanced HetNet における上りリンク

CoMP へのチャネル推定誤差の影響 

総合 B-5-107 

    LTE-Advanced 上りリンクにおける CoMP 協

調受信とマルチクラスタ送信の効果 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-60 

谷澤 健 産総研 零分散・零分散スロープ偏波保持高非線形ファ

イバを用いたパラメトリック光可変分散補償

の C-band 入力波長無依存動作 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-25 
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洞井 晋一 NTT 価値に着目した情報流通に適用可能な解法の

比較検討 

総合 B-7-83 

中本 成洋 三菱電機 フェーズドアレーアンテナの全移相状態にお

ける素子電界誤差を考慮した高精度ビーム形

成手法に関するシミュレーション 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-102 

西村 豪生 NTT スケールアウト型セッション制御サーバにお

ける無停止ソフトウェア更新に関する一検討 

総合 B-18-5 

    スケールアウト型セッション制御サーバにお

ける無停止アップデート機能の実装と評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-18-2 

能田 康義 三菱電機 パイロット多重型シングルキャリアブロック

伝送の実験評価(2) －復調性能－ 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-43 

橋本 紘 東芝 BGA パッケージを被覆するシールド上に形成

したミリ波帯スロットアンテナ 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-122 

波多野 洋一 NEC OpenFlow コントローラによるアクセス制御

方式の提案 

総合 BDS-1-3 

林谷 昌洋 NEC 光電子融合型パケットルータの電気バッファ

利用状況を考慮したOpenFlowによる経路制御

手法の一検討 

総合 B-6-94 

    OpenFlow 対応 MPLS-TP ネットワークの提案

と実証 

ｿｻｲｴﾃｨ B-6-21 

松本 知子 KDDI 研 CSI 圧縮フィードバック方式を用いた線形・非

線形 MU-MIMO のスループット特性 

総合 B-5-50 

    LTE上りリンクにおける IDMAを用いたM2M
通信へのリソース割当手法の一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-11 

村上 靖宜 福井大 AMC 反射板付ダイポールアンテナの最適設計 ｿｻｲｴﾃｨ B-1-81 

森岡 康史 NTT ドコ

モ 

スマートフォンのバックグラウンド通信がセ

ルラーシステムに与える影響の軽減に関する

一検討 

総合 B-15-3 

    スマートフォンのバックグラウンド通信環境

下における状態遷移タイマ最適化による無線

制御信号量削減手法 

ｿｻｲｴﾃｨ B-15-8 

森 正憲 三菱電機 スライディングウィンドウ型 MLPDA による

高誤警報環境下での目標航跡抽出 

ｿｻｲｴﾃｨ B-2-36 

山田 貴之 NTT 電波データ圧縮伝送における平滑化エッジ検

出を用いた 1bit 圧縮センシングの圧縮復元性

能の一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-17-13 

吉田 聡太 三菱電機 光ネットワークにおける事前予約波長リスト

レーションの高速化 

ｿｻｲｴﾃｨ B-12-4 

吉原 龍彦 NTT ドコ

モ 

周波数共用アンテナにおけるスロット構造素

子を用いた水平面内指向性歪みの低減に関す

る検討 

総合 B-1-154 

    PIM 測定値に基づく CNR 劣化量の推定方法に

関する検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-199 

 
エレクトロニクスソサイエティ：15 名   

受賞者 所属 
(発表時) 

講演タイトル 大会別 講演番号 

NGUYEN 

TIEN 
DONG 

岐阜大 Analysis of Electromagnetic Scattering by 
Multiple Spheres Configuration and Its 
Application for SNOM models 

総合 C-1-17 
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Ta Tuan  
Thanh 

東北大 固定利得増幅器のみで構成したSi-CMOS 広帯

域 5 ビットベースバンド移相器 

総合 C-12-72 

池内 裕章 兵庫県立

大 

ハニカム誘電体基板集積導波管（HCSIW）の

検討 

総合 C-2-78 

    SIW マジック T の設計 ｿｻｲｴﾃｨ C-2-51 

上田 悠太 NTT 100GbE 向けモノリシック集積光源高出力化の

ための InP トランスバーサル・フィルタの透過

特性 

ｿｻｲｴﾃｨ C-3-33 

鵜澤 寛之 NTT ショートタイムシェーピングの実装手法の検

討 

総合 C-12-27 

斎藤 英美 北大 LNOI リッジ導波路に基づく TE/TM 透過型偏

光子の提案 

総合 C-3-24 

    TE/TM 透過 LNOI リッジ導波路型偏光子 ｿｻｲｴﾃｨ C-3-28 

白石 圭 東芝 低遅延 DPWM を用いた高速ディジタル電源の

検討 

ｿｻｲｴﾃｨ C-12-30 

竹内 淳 NTT 偏波分離器を搭載した 120 GHz 帯無線機によ

る双方向 10 Gbit/s 伝送 

総合 C-2-90 

竹内 嵩 日大 FDTD 法による Maxwell - Schrödinger 方程式

混合数値解析―調和振動子モデルに対する電

子状態の検討― 

総合 C-1-32 

    Maxwell-Schrödinger 方程式混合数値解析に

よる金属プレート内における電流分布の検討 

ｿｻｲｴﾃｨ C-1-21 

田代 隆義 NTT RoF-DAS over WDM-PON の光ファイバ伝送

特性評価 

総合 C-14-14 

名田 允洋 NTT 反転型高速アバランシェフォトダイオードの

高い増倍感度 

総合 C-4-8 

萩原 達也 三菱電機 フィードバック制御を用いた送信機の利得・位

相誤差補正の検討 

総合 C-2-103 

    ディジタルフィードバック制御を用いた送信

機の位相誤差補正回路 

ｿｻｲｴﾃｨ C-2-83 

原口 英介 三菱電機 2 波長光ヘテロダイン方式による光路長安定化 総合 C-14-10 

    2 波長光ヘテロダイン検波による光路長安定制

御下での伝送信号の評価 

ｿｻｲｴﾃｨ C-14-2 

前原 宏昭 三菱電機 小型 PKG を用いた 120W X 帯 GaN 増幅器 総合 C-2-30 

    C 帯 220W 高効率 GaN 増幅器 ｿｻｲｴﾃｨ C-2-26 

松野 隼也 東芝 A/D 変換器の高調波歪みキャンセラ 総合 C-12-48 

 
 
情報・システムソサイエティ：8 名 

受賞者 所属 
(発表時) 講演タイトル 大会別 講演番号 

市原 良平 阪大 イベントの画像特徴パターンを用いた画像に

対するタグ付与 

総合 D-12-30 

井上 拓真 岡山大 HMM 音声合成方式と肉声の混在による高品質

化の検討 

総合 D-14-12 
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小林 大祐 NTT HEVCイントラ予測処理におけるCU分割手法

に関する一検討 

総合 D-11-85 

鈴木 顕 東北大 Hitori Number 総合 DS-1-5 

長尾 篤樹 京大 木構造関数値評価問題の領域計算量解析 総合 DS-1-6 

中野 学 NEC スマートフォンのジャイロを利用した 2 画像か

らの 3 次元復元 

総合 D-12-59 

藤岡 大輔 岡山大 スマートフォンを用いたライフログ収集支援

ツール 

総合 D-9-5 

茂田井 寛隆 三菱電機 組込みマルチコア向け Linux における省電力

機能の実装 

総合 D-6-25 

 
 
５．教育活動に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

平成 18 年度に発足した生涯教育委員会、アクレディテーション委員会、CPD 委員会、小

中高生科学教室委員会で構成する教育活動協議会を中心に平成 24 年度も教育活動を展開した。 
 
５．１ 先端オープン講座に関する事項 

受講者の負担軽減と選択幅を広げ、タイムリーな受講を促進するため、今年度も5回コース

及び2日間の短期集中コースを主体とするコース編成で開催した。また、春季講座のみの開催

として集中化するとともに、開始日を5月から6月に遅らせて実施した。これまで全10講義、

10日間（各日1講義）で実施していたAコースを、全10講義、5日間（各日2講義）に短期間化

して実施した。 

また、本講座活動の普及促進を狙いに、昨年度は本講座の一部をソサイエティ大会チュート

リアルとして講演を実施した。今年度も、CPD（技術者の継続的な教育・能力開発）と連携し

て、同様の取組みを進めた。今年度は、総合大会にてA、Aaコースの特別講義「情報通信ネッ

トワークにおける新世代技術の動向」を企画セッションとして実施した。 

また、会員増強委員会の進める、オンラインチュートリアルの実現に協力し、先端オープン

講座の講義をコンテンツとして提供することを検討。上記の総合大会チュートリアル講演をコ

ンテンツとして提供することとした。 

〔春季講座〕実施コース 

Cｓ、Cp、Dコースは短期集中講座として2日間、A、Fコースは5日間、AaコースはAコー

スの後半3日間により実施。 
A（全10講義、5日間）情報通信ネットワーク技術 
Aa（全6講義、3日間）インターネット、モバイル、NGNにおける情報通信技術 
Cs（全4講義、2日間）実例で学ぶソフトウェア開発 
Cp（全5講義、2日間）実例で学ぶプロジェクトマネジメント 
D（全4講義、2日間）情報通信プロトコル技術 
F（全5講義、5日間）情報通信セキュリティ技術 

 
５．２ 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 の学部認定審査はほぼ軌道に乗ってきており、平成 24 年度は定常的な活動を行っ

た。JABEE 本体への委員の派遣をして 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。 
 
５．３ 技術者の継続的な教育・能力開発 

CPD（Continuing Professional Development）委員会は、本会の技術者教育への取組み

を、JABEE 活動と CPD 活動を車の両輪として形成する、との位置付けから設置され、日本

工学会下の CPD 協議会と連携して活動を進めている。24 年度も 23 年度に引き続いて、電気

学会、情報処理学会と密に連携して、「電気電子・情報系 CPD 協議会」として協議を進めた。

なお、今年度から 2 年間、協議会の幹事学会（三学会輪番）として務めている。 
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CPD 委員会としては、前年度の検討結果を踏まえ、上期に「CPD プログラムの認定」を

テーマに議論を進め、下期には情報処理学会の活動「高度 IT 資格制度」について電気電子・

情報系 CPD 協議会にて講演をして頂き、情報処理学会での同制度の導入活動を踏まえて本会

における CPD 導入について議論した。情報処理学会のように省庁の指導の下、技術者ランク

明確化の必要性や、土木学会など競争入札時の要求条件など外部要因で CPD の利用が要請さ

れている業界には CPD は導入しやすい（導入されている）ことを改めて確認した。外部要因

が少ない本会ではできることから始めること、他学会との連携が重要であることが改めて確

認された。 
その一環として CPD 委員会と生涯教育委員会と合同での CPD プログラムとしての講演を、

昨年に引き続き今春の総合大会特別企画に提案・実施した。 
また、大学／企業／他学会との連携活動の一つとして、工学教育連合講演会（「継続教育の

実践とその課題」10/26 開催）にて鈴木委員長が本会の人材育成について講演し、他学会や

大学の方との意見交換を通じて、複数の分野にわたって技術を身に付けることの重要さを確

認した。今後も連携をしつつ進めていく。 
日本工学会 CPD 協議会に対しては、CPD ポータルシステム、ECE（Engineering Capacity 

Enhancement）プログラム、CPD プログラムなどを中心に、学協会間の横断的な活動を進

めた。 
 

５．４ 小中高校生を対象とした科学教室 
小中高校生を対象とした科学教室は、子供の科学離れを防ぐための活動の一環として平成 8

年度から実施してきた。平成 24 年度も会員及び大学、関連企業の協力の下に、各支部と連携
して実施した。開催回数は 15 回、参加者合計は 650 名であった。 
また、本活動を支えている「子供の科学教室基金」を長期的、健全に維持するため、平成

14 年度から募金活動を開始し、平成 24 年度(平成 25 年 3 月末現在)は、204 件（個人 202 名、
団体 2）、約 95 万円の協力を得て有効に利用させて頂いている。 
 
平成 24 年度の活動状況について以下に示す。 

題  目  ・  講  師 開催年月 参加数 
科学教室：埼玉大学会場（さいたま市） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 

講    師：木村雄一・斉藤作義・渡邉雅人・木村雄樹・佐藤脩平(埼玉大) 
H24.7.31 54名 

科学教室：大阪大学基礎工学部ｼｽﾃﾑ科学科電子ｼｽﾃﾑ学ｺｰｽ一日体験入学（豊中市） 

テ ー マ：システム工学とは 
講    師：西田正吾（阪大） 

H24.8.2 70名 

科学教室：千葉市立科学館（千葉市） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 

講  師：池田博昌（東京情報大）、石井六哉 (横浜国大) 

H24.8.6 10名 

見 学 会：㈱富士通研究所 

テ ー マ：スマートフォンで3D写真を撮ってみよう！ 

講    師：伊藤 隆・佐藤輝幸・覚幸典弘・杉村大輔（富士通研） 

H24.8.8 23名 

科学教室：小・中・高校生の科学教室「夏休み科学教室」（明治大学）（川崎市） 

テ ー マ：数理パズルを解くコンピュータプログラムを作ろう！ 

        コンピュータで測ってみよう！グラフにしてみよう！ 
講  師：玉木久夫・石畑 清・福地健太郎（明大） 

※この企画は明治大学理工学部で毎年開催している「夏休み科学教室」の情報科学科の

企画に本会が参加した。 

H24.8.9 76名 

科学教室：琉球大学（沖縄県） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 
講    師：翁長健治・名嘉村盛和（琉球大） 

H24.8.10 89名 

科学教室：日本女子大学会場（東京） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 

講  師：今井 元・小川賀代（日本女子大） 
H24.8.18 65名 
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体験教室：高校生のためのロボット体験教室(名古屋テレビ塔会場)（名古屋市） 

テ ー マ：自律移動ロボット制御体験教室 

講  師：小中英嗣・旭 健作（名城大） 

H24.8.21 9名 

科学教室：慶応義塾大学会場（東京） 

テ ー マ：地デジ用アンテナを作ろう！ 

講  師：眞田幸俊（慶大） 
H24.8.23 16名 

見 学 会：NHK放送技術研究所（東京） 

テ ー マ：見てみよう！最先端技術の世界 

講    師：藤沢秀一・大竹 浩・小野一穂（NHK） 

H24.10.13 20名 

科学教室：中央大学会場（東京） 

テ ー マ：安心して生活できる社会をめざして 

講    師：牧野光則（中大） 
H24.11.4 56名 

科学教室：大分大学会場（大分市） 
テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 
講   師：松尾孝美（大分大） 

H24.11.10 16名 

科学教室：久米島高校会場（沖縄県久米島） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 

講    師：伊藤良生・笹岡直人（鳥取大）、尾知 博・黒崎正行(九工大）、 

尾上孝雄（阪大) 

H24.11.24 24名 

見 学 会：NTT武蔵野研究開発センタ（東京） 
テ ー マ：通信技術の仕組みを見てみよう！ 
講   師：池田博昌（東京情報大）、石井六哉（横浜国大） 

H24.12.26 56名 

科学教室：名城大学会場（名古屋市） 

テ ー マ：不思議がいっぱい科学の世界 

講    師：坂野秀樹・旭 健作（名城大） 

H25.3.23 66名 

計 15 回 650 名 
 
６．学生事業に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 
 
６．１ 会誌「学生会報告」欄の掲載記事 

各支部学生会の活動状況等を会誌「学生会報告」欄に掲載した。 
・平成 24 年 7 月号：平成 23 年度各支部学生会事業報告 
・平成 25 年 2 月号：各支部・学生ブランチ学生員の感想 

 
６．２ 学生員の入会勧誘 

各支部に入会勧誘のために PR 用資料として、「ポスター」と宣伝を兼ねた「学生用入会案

内」をそれぞれ配布した。 
各支部において学生員勧誘、学生ブランチ設置校募集が行われた。 

 
６．３ 学生へ情報小冊子の配布 

学生への情報小冊子「学生の皆さんへ」を 10,000 部作成し、年 2 回学生員及び各支部へ配

布した。特に卒業（修了）予定の学生に対して会員資格手続きの早期連絡、正員に昇格する

際の会費減額、会費未納者への支払勧奨を 1 月から毎月行い、会員継続を要請した。 
 
６．４ 学生ブランチについて 

ホームページ「学生のひろば」に学生ブランチ設置校の活動紹介記事及び設置申込みから

報告書作成までの資料、流れを掲載し、学生ブランチ設置校の拡大を図った。 
支部活動として実施するため、設置校の申請、報告を各所属支部を通じて受け付けた。 
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７．その他の事項 
 
７．１ 男女共同参画に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

電子情報通信工学分野において男女が共に、研究・開発・教育等の仕事や勉学、及び学会活

動に、十分な力を発揮して快適に参画するための活動を推進した。 
平成 24 年度の活動は以下のとおりである。まず、9 月のソサイエティ大会と 3 月の総合大

会で託児室の開設を行い、参加者の便宜を図った。利用者はそれぞれ 0 名、4 名であった。3
月の総合大会においては、大会委員会企画「ICT 技術が開く未来〜女性研究者の視点から〜」

を実施した。 
 
７．２ 創立 100 周年記念事業（定款 第 4 条） 

平成 29 年に迎える本会 100 周年の記念事業に関して、100 周年記念事業準備会において具

体的な検討を行った。 
その結果、平成 29 年秋の大会を 100 周年記念大会と位置付けて東京地区で開催、FIT を含

む 4 ソサイエティ合同大会とすることとした。また、創立 100 周年記念事業実行委員会を設置

して、実行委員会構成、各 WGとその主査に関する検討を行った。 

 
７．３ 他学会との連携に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 

平成 16 年に「電気・情報関連学会連絡協議会」を発足させ、共通の問題に対して協力して取

組みを進めてきた。平成 24 年度は、新法人への移行後の学会運営を重要共通課題と位置付け、

会員数の減少傾向とその対処策としての学会魅力向上策、刊行物の電子化などの情報発信の強

化策、各学会における財務基盤への取組み等、共通課題に関する情報交換・情報共有を行った。 
 
７．４ 関連学術団体との連携に関する事項（定款 第 6 条 ロ号） 

平成 24 年度は、下記のほかに 254 件の協賛・後援等を行った。 
・耐災害 ICT 研究シンポジウム 

（平成 24 年 5 月 30 日 情報通信研究機構・耐災害 ICT 研究協議会協賛） 
・第 6 回情報学シンポジウム「日本がリードするビックデータ新世紀」 

（平成 25 年 2 月 27 日 日本学術会議情報学委員会協賛） 
 
７．５ 最高裁判所への協力（定款 第 4 条 ヘ号） 

平成 16 年度に最高裁が新たに採用した専門委員制度に関して引き続き協力し、専門委員を 18 名

推薦した。 

 
 
８．会員に関する事項（定款 第 3 章） 
 
８．１ 名誉員の推薦 

 
三木 哲也（電通大） 
安田  浩（東京電機大） 

 
を定款の定めにより名誉員に推薦した。 
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８．２ フェロー称号の贈呈 
 

〔基礎･境界ソサイエティ：3 名〕 
贈呈者氏名 貢 献 内 容 

板倉 哲朗 アナログ集積回路の低消費電力化と実用化技術 
井上 高宏 アナログ集積回路の基礎と応用に関する研究・教育 
海生 直人 信頼性理論の学際的展開および学会の活性化 

 
〔通信ソサイエティ：10 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
上原 一浩 ソフトウェア無線・コグ二ティブ無線技術の先駆的研究開発 
岡部 寿男 自律分散型公衆無線 LAN の研究と学術認証連携基盤構築への応用 
尾中  寛 光多値位相変復調技術の研究開発と実用化 
加藤  寧 衛星 IP ネットワーク技術の先駆的研究開発 
小西 善彦 衛星移動体通信用アンテナの研究開発と実用化 
高田 潤一 電波伝搬特性の測定とモデル化および周波数共用検討への応用 
古谷 之綱 デジタル無線通信の研究と第 3 世代移動通信の世界標準確立 
堀口 常雄 ブリュアン光ファイバセンサなどの光ファイバ計測技術の研究開発 
吉野 秀明 通信トラヒック・サービス品質の研究 
和田 修己 高速ディジタル回路基板の EMC モデリングと標準化 

 
〔エレクトロニクスソサイエティ：6 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
浅田 雅洋 半導体レーザの動作理論と半導体テラヘルツ光源の先駆的研究 
石川  浩 半導体レーザの実用化と超高速光信号処理デバイスの研究開発 
宇佐見正士 海底ケーブル及び基幹通信用半導体光デバイスの開発 
奥村 治彦 液晶テレビの低残像駆動と低電力駆動技術の先駆的研究と実用化 
東盛 裕一 電流注入型波長可変半導体レーザの先駆的研究 
永妻 忠夫 光技術によるサブテラヘルツ波発生と無線通信への応用 

 
〔情報･システムソサイエティ：13 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
相澤 清晴 画像工学・メディア処理に関する先駆的研究 
有澤  博 データベースモデリング手法及び医学情報処理の研究 
石川 正俊 センサフュージョン・高速画像処理技術とその応用 
金谷 健一 コンピュータビジョンの数理的手法の先駆的研究 
喜多 泰代 柔軟物を対象とする画像認識技術に関する先駆的研究 
佐藤  誠 力覚インターフェースの研究 
鷲見 和彦 実環境における画像認識技術の高度化と産業応用 
武田 一哉 大規模データベースを利用した音声音響行動信号処理技術の研究 
徳山  豪 幾何的構造を利用したアルゴリズム理論の開拓とその応用 
外村 佳伸 インタラクティブ映像技術開発とその展開に関する先駆的研究 
中島 康之 映像コンテンツサービスのための MPEG 応用技術の研究開発 
西田 豊明 知識コミュニケーションに関する研究 
橋本 周司 ヒューマンコミュニケーション技術に関する先駆的研究 
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８．３ シニア会員称号の贈呈 
 

〔基礎･境界ソサイエティ：20 名〕 

秋山浩一郎   阿部 正英   井田  孝   内川 浩典   岡本  学 

木村 智寿   駒野 雄一   高木 茂孝   原田 康祐   平尾 裕司 

藤澤 久典   宝珠山 治   星  陽一   松藤 信哉   湊  真一 

宮本 俊幸   安川  博   山口 健作   山中 晋爾   論手 素直 

 

〔通信ソサイエティ：68 名〕 

Haris Gacanin  青山 耕一   浅井光太郎   荒木 健次   有満 秀浩 

池田 博樹   伊瀬恒太郎   市川 弘幸   井上 一郎   井上 和弘 

上松  仁   内野 政治   大塚 裕幸   小川 猛志   奥村 幸彦 

開沼  聡   加々見 修   勝部 泰弘   神竹 孝至   河合 伸悟 

川村 卓也   菊池 信彦   岸田 卓治   桑野  茂   小舘 亮之 

小林  聖   小林 秀承   佐々木慎也   正畑 康郎   末田 欣子 

鈴木 敏明   関  宏之   瀬社家 光   妹尾尚一郎   高橋 郁也 

高橋  徹   多賀 秀徳   滝川好比郎   田邉 康彦   辻  久雄 

戸田 博道   戸花 照雄   豊島  鑑   中西 俊之   中野 雅之 

中村 亮一   藤崎 清孝   馬場 伸一   原田 高志   原田 英昭 

平栗 健史   船越 裕介   星   徹   溝口 匡人   皆本 智史 

村井 信哉   本野 智治   門間 剛志   矢野 一人   山井 成良 

山崎 達也   山崎 憲一   山本 高至   山本 文彦   矢守 恭子 

横澤 成彦   李  還幇   若山 浩二   

 

〔エレクトロニクスソサイエティ：31 名〕 

青木 由隆   阿部  惇   岩野 真一   岡田 裕之   沖村 隆幸 

各務  学   加藤 景三   金谷 晴一   鴨志田元孝   久々津直哉 

久保田寛和   黒田 忠広   小寺 敏郎   佐久間 健   佐藤 功紀 

篠田 昌久   高橋  亮   都甲 浩芳   都丸  暁   西村 信治 

野坂 秀之   野田 紘憙   枚田 明彦   松永 高治   最上  徹 

安井 寛治   山口 雅史   山田 浩治   山本 敏裕   吉富 邦明 

和保 孝夫     

 

〔情報･システムソサイエティ：55 名〕 

天野 英晴   池戸丈太朗   泉井 良夫   出羽 達也   大田 幸由 

岡田 隆三   岡野 浩三   柏野 邦夫   梶原 信樹   片桐 雅二 

加藤 嘉明   加藤 恒夫   金川 信康   川西 隆仁   河村 聡典 

楠本 真二   窪薗 竜二   倉掛 正治   黒住 隆行   小林 哲二 

如澤 裕尚   秦泉寺浩史   角  康之   住田 一男   関  良明 

曽根岡昭直   高村 誠之   田口 安則   竹島 秀則   田邊 勝義 

谷口 恭弘   谷本 茂明   中條  健   永田 昌明   中野美由紀 

西  宏之   藤村  考   前田 裕二   益子 貴史   町田 基宏 

松下 雅仁   松本 信幸   真鍋 義文   三田 雄志   宮川  勲 

村山 立人   安永 守利   山田 武士   大和 淳司   吉田 明正 

吉田  悟   吉永  努   力宗 幸男   若原 俊彦   渡邊 敏明 

 

８．４ 会員の現況 
平成 19 年度から実施している、（1）年会費の前納制、（2）銀行（ゆうちょ銀行含む）で

の自動引落を利用した場合の年会費の 5％割引の会員の便宜と引落精度を上げるため、引落

回数を 2 回とした。平成 24 年度末の会員数の減少は平成 23 年度と同様であった。 
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会員数の減少に対する新しい取組みとして、（1）IEEE との相互入会者会費割引制度（2）
大会等で非会員発表者の救済措置そして、正員入会時の過去の発表による割引制度を設けた。 

また、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／准員の年会費について、シスターソサイエティ協
定等に基づく割引の適用を行った。 

 
（1）会員数は次のとおりである。 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：（  ）内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

会員種別 名誉員 正員 学生員 准員 特殊員 維持員 合 計 
平成23年度末 

会員数 
92 [44] 27,859 [723] 

(25,812) 
5,493 

(5,054) 
1 

（1） 
305 172 33,922 [767] 

( 31,436) 

平成24年度末 
会員数 

90 [45] 27,281 [749] 
(25,095) 

4,995 
(4,583) 

1 
（1） 

286 161 32,814 [794] 
( 30,216) 

前年度末との差 -2[1] -578 [26] 
( -717) 

-498 
( -471) 

0 
（0） 

-19 -11 -1,108[27] 
( -1,220) 

（注）名誉員の喜連川 隆は平成 24 年 6 月 27 日に、川橋 猛は平成 25 年 2 月 21 日に逝去した。 
※内藤喜之は、平成 23 年 6 月 15 日に逝去した。 

 
（2）各支部における年度末会員数は次のとおりである。 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：（  ）内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

会員種別 
支 部 

名誉員 正員 学生員 准員 特殊員 維持員 合計 

北 海 道 0 454 [14] 
(423) 

149 
(139) 

0 4 4 611 [14] 
(570) 

東  北 9[3] 
 

834 [40] 
(789) 

158 
(148) 

0 14 2 1,017 [43] 
(962) 

東  京 62 [30] 
 

15,153 [473] 
(14,351) 

1,664 
(1,555) 

1 
 

166 106  17,152 [503] 
(16,241) 

信  越 1 [1] 
 

437 [7] 
(405) 

135 
(129) 

0 8 5 586 [8] 
(548) 

東  海 5[4] 
 

 1,625 [39] 
(1,517) 

372 
(348) 

0 25 15 2,042 [43] 
(1,910) 

北  陸 0 474 [7] 
(437) 

133 
(124) 

0 5 1     613 [7] 
(567) 

関  西 10[6] 
 

3,253 [111] 
(3,072) 

638 
(605) 

0 
 

35 20 3,956[117] 
(3,742) 

中  国  0 846 [16] 
(779) 

252 
(227) 

0 10 2 1,110 [16] 
(1,018) 

四  国 1 [1] 
 

403 [7] 
(362) 

186 
(172) 

0 5 1 596 [8] 
(541) 

九  州 0 
 

1,284 [27] 
(1,155) 

441 
(406) 

0 14 5 1,744[27] 
(1,580) 

海外在住 2 137 [4] 
(130) 

3 
(2) 

0 0 0 142[4] 
(134) 

Overseas 0 2,381 [4] 
(1,675) 

864 
(728) 

0 
 

0 0 3,245 [4] 
(2,403) 

合  計 90 [45] 27,281 [749] 
(25,095) 

4,995 
(4,583) 

1 
(1) 

286 
 

161 
 

 32,814[794] 
(30,216) 
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Ⅱ．ソサイエティ事業 
 
平成 24 年度も、各ソサイエティごとに特色のある企画等を実施し、会員の研究成果の発表と議論の

場を提供する事業を中心に活動した。また、ソサイエティ連絡会を 4 回開催し、各ソサイエティ等の連

携を図った。 
 

◎ 基礎・境界ソサイエティ 
基礎・境界ソサイエティは、本会関連の多くの研究分野を対象とし、その中でも基礎領域や境界領域

での研究活動を支援し、新領域の創造と開拓を積極的に推進するという重要な役割を担っている。本ソ

サイエティは、この役割を意識したソサイエティ活動を基本路線として進めるとともに、平成 24 年度

は、将来の組織としての在り方や発展を考慮した施策に重点を置く活動をした。 
 
(1) 研究活動とその活性化 

(1-1) 研究専門委員会の活動と情報交換会の開催 
平成 24 年度において、本ソサイエティには、17 の研究専門委員会と四つの時限研究専門委員会が

ある。そのうち、11 の研究専門委員会が研究領域の近い複数の研究専門委員会から成るサブソサイエ

ティという研究コミュニティを形成し、現在五つのサブソサイエティが存在する。平成 24 年度には、

新たにバイオメトリクス時限研究専門委員会が設立され、また高信頼制御通信時限研究専門委員会の

継続が承認された。これらの時限研究専門委員会は共に将来第一種研究会になることを視野に入れて

活動をしている。第一種研究会については、年に 5～6 回程度の研究会を開催しているところが多い。

また、研究専門委員会の活動を活発化させる活性化資金として、平成 24 年度は高信頼制御通信時限

研究専門委員会の宣伝冊子作成経費補助を承認した。本ソサイエティは非常に広範囲な研究分野から

構成されているため、分野の近いサブソサイエティ内の研究会を除くと、他の研究会や他のサブソサ

イエティの活動を互いに十分に知る機会がこれまで余りなかった。平成 24 年度は、この問題点を解

消するために、研究専門委員会やサブソサイエティの活動状況をアンケート調査するとともに、本ソ

サイエティに所属する研究専門委員会の委員長及びサブソイエティ長を一堂に集め、その調査データ

を基に、意見や情報を交換する機会を設け、ソサイエティ内の研究や事業活動を活性化させることを

試みた。 
(1-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 

  平成 24 年度は、ソサイエティ特別企画セッション 1、パネルセッション 3、チュートリアルセッシ

ョン 4、依頼シンポジウム 6、シンポジウムセッション 6 を一般セッション以外に開催した。平成 24
年度については、上記の大会での企画や講演会等の立案を各研究専門委員会が主体となって行うこと

により、会員サービスの充実と向上をこれまでと同じように維持している。平成 24 年度の試みとし

ては、ソサイエティ特別企画セッションの中で、日本人初の IEEE キルヒホッフ賞を受賞され、かつ

平成 23 年度 FR 誌賞を受賞された渡部和氏(創価大学名誉教授)に「技術と科学と境界と－基礎・境界

ソサイエティの理念と使命を想う－」という題目で 50 分程度の特別講演を依頼した。この特別講演

会当日は参加者も多く、講演内容についても聴講者の共感と好評を得ている。また、本会以外の外部

専門家に対して、大会での企画や講演活動への協力や依頼がしやすいように、「大会旅費・謝金・参

加費補助に関するガイドライン」を一部見直し、大会における招待講演者の参加費を、非会員の場合

については、各研究専門委員会の活動費より支出することができるように規定を改定した。 
 
(2) 編集活動 

(2-1) 論文誌の編集活動 
平成 24 年度は、和文及び英文論文誌、英文電子ジャーナル NOLTA を含む三つの論文誌それぞれ

において、先見かつ魅力的な特集号企画をそれぞれ 2、12、4 回実施することで、これら論文誌の内

容の充実を図った。特に、和文論文誌については、特集号企画が減少傾向にあるため、平成 25 年度

については、学生論文特集号を含む五つの特集号企画をする予定である。また、本ソサイエティでは、

分野ごとにエディタを置き、その下で和文論文誌と英文論文誌を統合して査読や編集を行うエディタ

制を平成 23 年度 10 月から試行し、論文誌の望ましい編集体制を現在検討している。 
(2-2)機関誌の編集活動 
本ソサイエティでは、機関誌 Fundamentals Review（FR 誌）を年 4 回発刊している。FR 誌では、
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本ソサイエティで扱う多様な研究分野の最新技術動向を分かりやすく解説した一般向け論説や、技術

開発の中核を担った研究開発者本人の論説等を掲載することで、他の研究分野への理解を深めるだけ

でなく、研究領域の融合や発展に寄与する役割を担っている。平成 24 年度は、J-STAGE システムの

バージョンアップにより J-STAGE2 から J-STAGE3 への移行作業をするとともに、新たに掲載する

解説記事に英文アブストラクトを付加するフォーマットの変更を実施して、18 本の解説記事を掲載し

た。また、本ソサイエティに関係する国内及び国際会議の案内や報告、研究専門委員会の紹介、本ソ

サイエティに関するニュース等の記事を掲載し、読者の興味を引くようなタイムリーな企画を取り入

れるなど、機関誌の充実により一層努めている。 
 
(3) 海外会員へのサービス向上 

(3-1）ソサイエティの国際化 
本ソサイエティでは、平成 23 年度から海外の学協会との国際交流を積極的に推進することを目標

とし、今年度において国際交流協定（MOU : Memorandum of Understanding）を、平成 24 年 5 月

25 日に Asia-Pacific Signal and Information Processing Association（APISPA：アジア太平洋信号

情報処理学会）と、平成 24 年 10 月 15 日にタイ ECTI Association (The Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 
Association of Thailand）との間で相次いで締結した。今後も実現性のある海外の学協会との交流を

深める施策を進める。 
(3-2) 海外会員向け事業及びサービスの実施 
本ソサイエティの海外会員向けサービスとして、「海外における IEICE ジャーナル論文の書き方

セミナー」という事業を、平成 23 年 8 月に初めてタイのバンコクで実施し、続いて平成 24 年 2 月に

フィリピンのマニラで開催した。今年度も現地からの要望もあり、この事業を 11 月にフィリピンの

セブ島で、更に 12 月にベトナムのハノイにおいて実施した。また、海外会員や日本在住の留学生を

主な対象として、海外会員に向けに論文特集号や国際会議開催案内などの情報を毎月 15 日に本ソサ

イエティのメーリングリストを利用して配信する「ESS-ENCE」を平成 24 年度から本格的に運用し

始め、海外会員向けサービスを充実させた。今後は、これらの活動を通じて海外会員の増加につなが

るような効果的な施策を引き続き検討する。 
 
(4) ソサイエティ活動への支援 

(4-1) ソサイエティ表彰制度の変更 
本ソサイエティでは、これまでソサイエティ独自の表彰規程として、ソサイエティに貢献をした「個

人」を顕彰するため、3 種（特別功労賞、功労賞、功労感謝状）の表彰制度を設けていた。平成 24
年度は、この表彰規程を改正し、ソサイエティに対する貢献が認められる「個人」や「団体」を対象

に 3 種（特別功労賞、功労賞、貢献賞）の表彰制度へ変更した。このたびの表彰規程の改正により、

従来よりもソサイエティ活動の区分や表彰基準をより明確化することで、表彰制度全般のシステム化

を図ることになった。特に、新設された「貢献賞」は、ソサイエティ運営、編集活動、サブソサイエ

ティ運営、研究専門委員会運営、本ソサイエティが主催または共催する国際会議若しくは国内会議の

運営などへの貢献を対象とすることに、その大きな特徴がある。 
(4-2) 運営委員会に関わる業務の効率化とそのサポート 
運営委員会に関わる業務や事業を円滑に進めることは、本ソサイエティの活動に対する運営委員の

能動的な参加を促すことにとつながると考えられる。本ソサイエティでは、(i) 遠隔会議システムの

本格運用、(ii) 旅費補助申請の活用と促進(年 5 回の応募実施)、(iii) 資料データベース化の推進など

により、業務効率化をサポートする体制を整えている。 
 
(5) ソサイエティの将来構想  

(5-1)ソサイエティロードマップ作成 
本ソサイエティでは、全てのサブソサイエティと研究専門委員会の協力を得て、2012、2030、2050

年におけるソサイエティロードマップの初期バージョンを完成させることができた。今後については、

ソサイエティ内でのフォーマットの統一性、閲覧対象者を意識したロードマップの作成、日本独自の

視点をどのように取り入れるかという幾つかの問題点が明らかとなった。これらの問題点を解決する

意味で、ロードマップの更新及び改善が今後の継続的な課題となっている。 
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(5-2) サブソサイエティの将来構想 
現在のサブソサイエティは、研究領域の近い複数の研究専門委員会の協力及び協調体制をベースと

して、その研究や事業活動を推進する母体である。本ソサイエティでは、研究分野を横断的に包括す

るサブソサイエティの活動を活性化させることで、既存の研究領域の融合や新研究領域の創造を促進

し、研究活動の活性化につながると考えている。このため、平成 23 年度に「NOLTA サブソサイエ

ティのソサイエティ化ワーキンググループ」を設置し、本ソサイエティの将来の在り方として、サブ

ソサイエティの独立を視野に入れたディビジョン制への移行を検討した。 
 
(6)ソサイエティロゴの検討と課題 
本ソサイエティは、これまでソサイエティのロゴがないため、外部デザイナーに依頼してソサイエテ

ィロゴの作成を検討した。ロゴのデザインのポリシーは、一つの「C」の形で「ESS」を作ることで「基

礎の重要性」を、その「C」が上下に向き合ったり斜めに向き合ったりすることで「融合性」を、「C」

が様々な方向に向いていることで「多様性」を表現しているものであった。しかし、商標登録の段階に

おいて「ESS」を直接モチーフしたロゴの使用に支障があることが判明したため、ソサイエティロゴの

制定／使用については、今後更に慎重に検討する必要のある課題となっている。 
 
(7) IEICE Knowledge Discovery と技術報告の電子化への対応 

本ソサイエティは、平成 21 年度から通信ソサイエティ(CS)が運用している「CS アーカイブス」とい

う大会講演論文閲覧サービスを全ソサイエティに導入することに賛成し、同時に大会講演論文のメタデ

ータを、CS が中心となりシステム開発を進めている論文横断検索システム(IEICE Knowledge 
Discovery、通称 I-Scover)に提供することについても了承した。I-Scover では、論文誌論文、技術研究

報告、大会予稿、国際会議論文などが取り扱われる予定であり、本ソサイエティとしても I-Scover への

対応や利用を前提とした協力が求められることが不可欠となっている。このため、本ソサイエティの現

状では、技術研究報告のオンライン化（電子版の公開）が行われていない状況にあるため、I-Scover の
構築を見据えた上で、技術研究報告等のオンライン化における問題点等を十分に検討し、実現へ向けて

の意見集約を行った。 
 
◎ 通信ソサイエティ 

 
通信ソサイエティでは、会計指針に沿って明朗な運営を行うとともに、執行委員会、会員事業企画・

運営会議、ソサイエティ編集会議、研専運営会議、各特別委員、それぞれにおいてソサイエティの活性

化、会員サービス向上のための施策を進めてきた。平成 24 年度は、特に、長期的な会員サービス向上

に施策に関して、英文論文誌からレターを分離したオンラインレター誌を創刊した。また、本会が保有

する論文誌や技報、国際会議等のコンテンツを知識処理検索する横断検索システム「IEICE Knowledge 
Discovery（略称：I-Scover）」について、通信ソサイエティが責任を持って第 1 期システム開発を行っ

た。更に、今後のソサイエティの活動方針を考えるための出発点として、「これからのソサイエティを

考える WG」を組織し、これからのソサイエティの在り方に関する報告書を取りまとめた。 
 
(1) 財務管理 

通信ソサイエティの財務収支は、収入は前年度比較で大型国際会議開催減と研究会費減により減少し

ている。財務施策としては、一般社団法人となったことを受けて収支科目の見直しを行い、ソサイエテ

ィ会計の明朗化を行った。支出科目については、横断検索システム（I-Scover）の第 1 期システム開発

に関する費用発生（システム構築支援費用、減価償却費）が今年度から開始となった。また、通ソ活性

化活動準備金については、研究専門委員会から提案された通ソ研専活性化企画（2 件）に対する予算執

行がなされた。予算編成及び収支決算については、決算主義に基づいた新会計処理の運用を推進した。

前年度から試行していた研究専門委員会及び国際会議関連委員会の第 2、第 3 四半期決算報告を定着さ

せた結果、財務状況の把握に一定の成果が見られた。これらにより一般社団法人向けの新会計ルールが

ほぼ定着した。通ソの今後の財務状況は、会員数の減少によるによる収入漸減と、I-Scover の第 2 期シ

ステム開発及び第 1 期システムの減価償却・保守費用が継続することにより収支状況の悪化が予想され

る。収支改善に本格的に取り組むことが不可欠である。 
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(2) 横断検索システム（I-Scover）の開発 
 昨年度実施した RFP 及び業者選定結果を受け、平成 24 年 5 月～平成 25 年 3 月のスケジュールで

I-Scover を開発した。昨年度設置した出版物蓄積検索検討 WG（DAN-WG）が開発を担当し、迅速か

つ柔軟な対応を行うために新設した I-Scover システム構築チーム（WG メンバー3 名と事務局で構成）

が仕様検討・進捗管理・受入試験等を進めた。完成した I-Scover 第 1 期システムでは、本会の出版物の

うち、電子化されている出版物の 9 割程度に相当する約 13,000 冊を網羅、16 万件以上の文献、10 万人

規模の研究者、10 万件規模の技術用語を検索できる。また、電子情報通信分野の専門家集団である本会

の特徴を生かせるよう、キーワード（専門用語）の整備拡充を可能とする機能も設けている。 
 
(3) これからのソサイエティを考える WG 

本会において平成 7 年にソサイエティ制が発足してから、19 年目を迎えようとしている。その間に、

学会・ソサイエティを取り巻く状況は大きく変化してきており、ソサイエティの在り方をもう一度考え

る時期に差し掛かっている。そこで、田中通信ソサイエティ会長からの指示により、通信ソサイエティ

執行委員会において WG を設置し、これからのソサイエティの在り方を検討することとなった。WG に

おいては、まず本会におけるソサイエティ体制確立までの経緯と、ソサイエティの成立条件に関する調

査により、現状の規程においてソサイエティ構成の変更などに伴う課題について整理した。次に、吉田

本会会長の会長就任挨拶(会誌記事)などを踏まえ、学会を取り巻く現状とそれに対する学会の取組みを

再認識した。更に、執行委員会、編集会議、事業企画・運営会議、研専運営会議のメンバーからアンケ

ート実施や懇談会等を通じて、通信ソサイエティの課題を抽出した。この結果を踏まえ、WG 内におい

て今後のソサイエティの在り方について議論し、通信ソサイエティ運営体制、通ソ財務、学会事業及び

企画、研究会、編集・出版への提言をまとめた。執行委員会などの場における今後の具体的な活動方針

と活動内容の議論の出発点として報告書を供することとした。 
 
(4) 研究専門委員会 

(4-1) 通信ソサイエティの基幹分野を担う 19 の常設研究専門委員会、及び新規分野を担う 11 の時限

研究専門委員会が活発な研究会活動を行った。 
・平成 24 年度から、光応用電磁界計測時限研究専門委員会が発足した。 
・平成 23 年度で次世代無線設備試験認証技術研究専門委員会が活動を終了し、平成 24 年度からは

アンテナ・伝播研究専門委員会の第二種研究会無線端末・アンテナシステム測定技術研究会とし

て発足し、活動を継承した。 
・平成 25 年度から、以下の研究専門委員会の統合・移行・変更等により、常設研究専門委員会は

19、時限研究専門委員会は 9 となる。 
- アドホックネットワーク研究専門委員会とユビキタス・センサネットワーク研究専門委員会が

統合し、知的環境とセンサネットワーク研究専門委員会として発足する。 
- 短距離無線通信時限研究専門委員会が常設研究専門委員会(短距離無線通信研究専門委員会)に
移行する。 
- ネットワークソフトウェア時限研究専門委員会が時限研究専門委員会の活動を終了し、ネット

ワークシステム研究専門委員会の第二種研究会として活動する。 
- モバイルマルチメディア通信研究専門委員会が、モバイルネットワークとアプリケーション研

究専門委員会に名称変更する。 
(4-2) 研究会活動の活性化と会員サービスの向上を大いに図るため、平成 23 年度の審議において利用

範囲を広げた研専運営活性化資金により、シンポジウム(AN 研専、OCS 研専)、チュートリアルセッ

ション(IA 研専)、セミナー(SRW 時限研専)、特集号招待論文(SR 研専)の 5 件の企画に支援を行い、

実施した。また、アジア地区への啓発活動(AP 研専)、学生育成のサマースクール(CQ 研専)について

は、通ソ全体に展開できる学会活動活性化施策として、通ソ独立採算活性化活動準備金からの支援を

受けて実施した。 
(4-3) 第一種研究会 136 回(講演数合計 2,816 件)を実施した。また、62 回の第二種研究会を実施した。 

(4-3-1) 第二種研究会のうち 3 件は、海外においてワークショップ(AP 研専、タイ・バンコク)、シ

ンポジウム(ICM 研専、韓国・ソウル)、ワークショップ(EXAT 時限研専、オランダ・アムステルダ

ム)を実施し、海外への技術普及・啓発を図った。 
(4-3-2) 平成 24 年 CEATEC 連携企画において、ICT-SG 時限研専、AN 研専、USN 研専の共催に

より、「未来のスマート社会を支えるサイバーフィジカルシステム」というテーマで第二種研究会
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を実施して、CEATEC 参加者の呼び込みによるアウトリーチ活動を実施した。 
(4-4) 2012年ソサイエティ大会(富山大)では一般セッション 24分野／公募シンポジウム 8課題合わせ

て講演数 1,067 件と企画セッション 20 課題 107 件、2013 年総合大会(岐阜大)では一般セッション 24
分野／公募シンポジウム 8 課題合わせて講演数 1,447 件と企画セッション 23 課題 97 件を実施した。

また、昨年度に引き続き、研究会広報のためのパンフレット配布、通ソ Welcome Party、研究会表彰

式など特色のある取組みにより、大会を活性化するとともに研究会のアピールを実施した。 
(4-5) IEICE ロードマップの通ソ検討ワーキンググループへの委員の参加、キーワード表提出等によ

り寄与を行った。 
(4-6) 通信ソサイエティ活性化のため、通ソ会長・次期会長など執行委員会コアメンバーと研専運営

会議委員との懇談会を実施し、学会の大きな取組みとなる I-Scover の学会戦略に関する情報共有が促

進された。また、通信ソサイエティ及び研専運営会議の課題抽出のため、研専委員長へのアンケート

を実施した。今後の研専運営会議の運営方針に反映させていく議論を開始した。 
(4-7) 編集会議との連携強化を図るため副議長・副編集長によるリエゾン体制を構築した。IEICE 
Knowledge Discovery (I-Scover)の管理・運用に関する取組みについて、編集会議に対する協力とし

て新しいキーワードの用語解説を研専で執筆していくこととした。 
(4-8) 会計指針に沿った明朗な研究専門委員会運営を促進するため、研専財務幹事より研究専門委員

会の幹事に対する財務手続き説明会を今年度から実施した。 
 
(5) 国際会議 

平成 24 年において、通信ソサイエティ主催 2 件、共同主催 1 件の国際会議を開催した。その他通信

ソサイエティ（研究会を含む）として 11 件の国際会議を協催、6 件の国際会議に対し協賛を行った。こ

の結果、通信ソサイエティが関与した国際会議は 20 件でほぼ昨年並み(22 件)であった。また平成 25 年

度については平成 24 年度末の時点で 12 件の関与が予定されている。なお特筆すべき点として海外会員

からの申請が 6 件あったことが挙げられるが、今後も増加が予想されることから、国際担当では国際会

議計画趣意書の英語版を作成し、近日中に Web サイトにて公開を行う予定である。また、国際会議と

の連携の際に著作権の問題が顕在化し、先方側に著作権がある場合、通信ソサイエティのコンテンツの

二次利用権限有無を確認し、ある場合は、I-Scover への掲載を奨励するように処理フローの改定を行っ

た。ただし、先方側との間の MoU 未締結時のひな形規定等の残作業があり来年度の継続課題とした。 
 
(6) 英文オンラインレター誌創刊について 
英文論文誌 B からレターを分離し、通信ソサイエティの全研究分野をカバーするオンラインレター誌

ComEX（IEICE Communications Express）について、昨年までに関係諸規定、Communications 
Express 編集委員会組織、及び、投稿論文管理システムの整備を進めてきたが、平成 24 年 3 月から電

子投稿を受け付けて予定どおり平成 24 年 6 月 1 日に創刊した。平成 25 年に切り替わるところで vol
番号が適切に付与されない問題があったが、再付番することで対応した。 
 
(7) 本部論文賞候補、及び、通信ソサイエティ論文賞 

平成 23 年 10 月から平成 24 年 9 月発行の和英論文誌に掲載された論文の中から、本部論文賞候補 3
編を選定した。これら 3 編の中で最も支持を集めた論文を喜安賞候補とした。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及び和文マガジンに掲載された論文の中から、優秀論文賞 2 編、チ

ュートリアル論文賞 2 編、Best Paper Award 3 編、Best Letter Award 0 編（該当なし）、Best Tutorial 
Paper Award 3 編、和文マガジン論文賞 1 編の計 11 編を選定した。これら 11 編に対して、平成 25 年

5 月の執行委員会にて表彰式が行われる。 
 
(8) 大会企画 

2012 年ソサイエティ大会において「学生による研究室交流会」を実施した。7 件の講演があり、参加

人数は 27 名。研究室のアクティビティ紹介、プレゼンテーションスキルの向上、相互交流の機会とし

た。参加人数は昨年の 13 名に比し倍増した。研究の方向性について指導教官も含めたフランクな意見

交換の場として参加者に認知された。2013 年総合大会においては、大会特別企画パネルセッション「耐

災害 ICT 研究の最前線」を実施した。総務省委託研究を含め、耐災害 ICT に関わる最先端の取組みを

先導されている研究者から発表頂いた。会場の反響も大きく、次々に一般参加者からの発言があり、情

報量豊富で大変充実したセッションとなった。5 年間にわたり通ソ大会企画特別委員として、大会にお
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ける特別企画を実施してきた。各研究専門委員会の研究領域に閉じない分野横断的な特別企画の在り方

を開拓するという特別委員の当初の目的を達成したので、ノウハウを会員事業企画幹事、研専運営会議

に引き継ぎ、大会企画特別委員を今年度限りで廃止することとした。 
 
(9) 国際活動（シスターソサイエティ協定について） 
現在、通信ソサイエティでは五つの海外の通信関連学会とシスターソサイエティ協定を締結しており、

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。このうち韓国 KICS とは平成 11 年からシスターソサイエティ協定を締結している
が、平成 24 年末で満了となったことから今回更新を行い、協定期間を平成 27 年末まで延期した。締結
式は韓国済州島での APCC2012 に併せて行われ、KICS からは Jinwoo Park 会長をはじめ 6 名の委員
が参加、通信ソサイエティからも梅比良通ソ国際委員長以下 2 名が出席した。式では互いに学会の現状
や今後の協力関係について具体的な議論を交わし、両ソサイエティ間の友好関係を深めることができた。 

その他米国 IEEE ComSoc、ドイツ VDE/ITG、韓国 KIEES とのシスターソサイエティ協定が平成
25 年末で満了となるが、これらのソサイエティとも協定の更新を行って今後も協力関係を継続する方針
を通ソ執行委員会にて確認した。このうち VDE/ITG については先方と更新内容についても合意が取れ
ており、引き続き更新手続きを進める予定である。 
 
(10) 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及び外国人会員と他の会員との間の情報共有、

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 回配布しているものである。今年度は、英
文論文誌の特集号に関する情報を一覧表（カレンダー）にして CPF とともに掲載し、情報を一層分か
りやすくした。それ以外に、会長メッセージ・フェローや外国人研究者(含む留学生)からの寄稿・研究
専門委員会の活動報告・通ソが関与する国際会議開催報告など約 60 件の記事及び国際会議の一覧表(カ
レンダー)と CFP を掲載した。 
 
(11) ホームページ・会員サービス 

CS アーカイブスサービスとして、今年度 9 月のソサイエティ大会、昨年度の総合大会について、講
演論文集に加え通信ソサイエティの企画講演（チュートリアル、パネル、依頼講演）資料の一部を閲覧
できるサービスを実施した。公開時期はそれぞれ 11 月末、5 月末に行った。公開した講演論文件数はソ
サイエティ分で、総合大会約 1,600 件、ソサイエティ大会は 1,200 件であり、通信ソサイエティの企画
講演の資料の登録はそれぞれ約 40 件であった。平成 25 年度、通信ソサイエティ Web トップページの
リニューアルを予定しており、会員の必要とする情報（研究会、各種手続き、I-Scover 等）へのアクセ
スをしやすく改良している。利用頻度の高くなかったコミュニティサービス、研究室 HP リンクサービ
ス終了し、新規サービスへの移行を検討中である。 

 
(12) 規程類の改定について 
会員事業企画・運営会議内の特別委員の委嘱方法を明確にするため、会員事業企画・運営会議規程を

5 月に改定した。9 月には、電子メールによる審議を通信ソサイエティの運営体制に沿うものに変更す
るため、電子メール審議の規程、活動功労賞規程及び活動功労者選定手続、功労顕彰状規定の改定を行
った。 
 
(13) 通信ソサイエティ特別講演及び表彰式 
ソサイエティ大会期間中の 9 月 12 日に、特別講演及び表彰式を開催した。ソサイエティ功労顕彰状

（20 名）、活動功労賞（87 名）の贈呈式を行うとともに、会長企画特別講演として、富山県立大学の岡
田敏美教授による「登山者電波位置探索システムの開発～地域課題への挑戦～」の招待講演を実施し、
盛況に催すことができた。 
 
(14) 通信ソサイエティ Welcome Party 

ソサイエティ会員、主に通信ソサイエティの学生・若手研究者を対象として、気軽に歓談する場を提
供する目的で、総合大会初日（3 月 19 日）に第 5 回通信ソサイエティ Welcome Party を開催した。パ
ーティーは昨年と同じく二部構成とした。第一部では通信キャリヤ、ベンダの第一線で活躍されている
若手研究者の方々から仕事の魅力や学生の皆さんに向けてメッセージを頂き、通信ソサイエティの研専
運営会議議長、及び研究専門委員会から活動内容や研究分野を紹介した。第二部は企業・研究機関と通
信ソサイエティの各研究専門委員会、計 29 件によるパネルセッションとし、活動内容を紹介した。参
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加者数は学生 66 名（昨年 101 名）、社会人 131 名（昨年 150 名）、合計 197 名（昨年 251 名）であっ
た。例年はソサイエティ大会時の開催としていたが、本年から総合大会での開催に変更した。今後、総
合大会での開催を継続し、参加者数の遷移や学生・企業からのフィードバックを通して今後の開催時期
を検討していく予定である。 
 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
 

平成 24 (2012)年度は、エレクトロニクスに関する材料、部品、デバイス、サブシステムの研究領域

において、産官学連携促進、科学技術の進歩への貢献や、会員（研究者）の満足度向上を目的とし、全

体を統括する運営・執行委員会の下、「企画会議」、「編集出版会議」、「研究技術会議」の 3 会議体制で、

本会全体及びソサイエティの活性化につながる新施策の検討及び具体化を進めた。現在の課題は会員の

増強（特に企業会員、学生員）と運営の更なる効率化である。会員増強対策として、エレクトロニクス

ソサイエティ（エレソ）Newsletter の記事内容の充実、ソサイエティ HP の英語版の拡充、大会におけ

るソサイエティプレナリーセッション特別講演や研究会特別講演等のビデオの Web 配信、技報の電子

アーカイブ化など会員サービスの向上を目的とした施策を継続した。また、研究成果発表の重要な場と

なる論文誌について、和文論文誌と ELEX の査読期間短縮と随時発行を実現するなど、ソサイエティ会

員の関わる分野の研究活動の活発化を支えている。運営の効率化としては、執行委員会資料 DB 化、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）などを継続して推進した。以下、今年度の

ソサイエティの主な活動を三つの会議ごとに記す。 
 

(1) 企画会議 
(1-1) 予算：公益法人法改正に合わせた会計基準のため、平成 20 年度末決算から国際会議及び研究専

門委員会の収入・支出、収支差を本会の基本会計に組み入れ運用中である。平成 24 年度国際会議の

活動及び収支、並びに研究専門委員会の平成 25 年度予算の集計を、研究専門委員会・研究技術会議

協力の下実施した。また、エレソの更なる活性化に向け、昨年度に引き続き、エレソ独自の施策を実

施する目的で使用できる「その他事業費」枠の充実を図った。特に、若手技術者育成、大会参加促進、

和文論文誌 C、英文論文誌 C、ELEX 投稿推進、公開コンテンツの拡充、技報の電子アーカイブ化な

どの会員サービスに向けた企画に重点的に予算配分した。一方で、直近対策が必要となったエレソ財

務強化については、エレソ予算規模に見合った事業内容の見直しをタスクフォース体制で議論し、長

中期における課題整理を行った。学会運営に関わる会議・委員会に対する旅費規程については見直し

を行い、適正な運用を継続中である。 
(1-2) 顕彰：学生会員活性化を目的としたエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞は総合大会及び

ソサイエティ大会において選考を実施し、計 12 名の表彰を行った。また、例年どおり、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。 
(1-3) 広報：エレソ会員向けビデオコンテンツの拡充のため、ソサイエティ大会エレソプレナリーセ

ッション、及びエレソ材料・デバイスサマーミーティング特別講演の配信を実施した。エレソ

Newsletter については、エレソ Newsletter 改革を昨年度に引き続きタスクフォース体制で活動し、

各賞受賞者、技術解説の寄稿など、記事内容の充実を行った。減少傾向が続くエレソ会員については、

タスクフォース体制で対策を検討し、会員増加に向けた広報サービス提供の在り方を議論した。エレ

ソ HP については、グローバル化に向けて英語版の拡充を継続した。 
 
(2) 編集出版会議 

編集出版会議では、会員である読者、投稿者にとっての論文誌とはどうあるべきかを考えつつ、投

稿論文数の増加、投稿論文の効率的な査読による出版化等の課題を検討し以下のような点を実施して

きた。 
(2-1) エレソ活性化予算として、掲載料の各種減額・免除、IEICE Electronics Express （ELEX）宣

伝パンフレットの作成などを提案し、実行した。 
(2-2) 和文論文誌は、投稿を促すための宣伝活動として、研究会及び大会での和文論文誌 C の案内資

料配付や予稿 DVD への案内資料同封を行った。また、著名研究者による招待論文、解説記事の掲載

を継続して進め、論文誌の魅力増大を図った。更に論文誌の魅力を増す施策として、平成 25 年 1 月

号掲載論文から随時公開を開始し、投稿から掲載までの期間短縮を図った。4 月をめどに招待論文、

解説論文の無償ダウンロードサービスの導入を図り、論文閲覧者の増加を目指すとともに、論文投稿
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の促進に資する予定である。 
(2-3) 英文論文誌は、引き続き投稿 Web サイトで ELEX への投稿促進と Brief Paper の投稿促進を行

い、投稿件数の増加を図っている。また、魅力ある論文誌とするために、次年度の特集号計画を立案

し、ほぼ毎月号に特集記事を掲載することとした。更に、インパクトファクター向上に向けた施策に

関して議論を継続中である。 
(2-4) ELEX については、投稿から出版までの期間短縮を目的に、平成 24 年 4 月から随時発行を開始

した。また、ComEX 創刊に合わせて、平成 24 年 6 月から投稿分野及び投稿料の改訂を行った。更

に、論文の早期公開を平成 25 年 4 月掲載分から開始するため、早期公開に伴う編集校正作業の見直

し、DOI の形式、JSTAGE への掲載のタイミング、早期版・最終版の論文管理方法の詰め等の準備

を進めた。投稿者、閲覧者がアクセスしやすくなるように、ELEX ホームページのトップページを平

成 25 年 4 月に刷新するための作業も並行して進めた。 
 
(3) 研究技術会議 

(3-1) 15 の研究専門委員会と 8 の時限研究専門委員会がエレクトロニクスソサイエティの根幹として

活発な研究活動を行った。研究会開催時に会場設備を破損するという事故が発生したが、これへの緊

急対応をとるとともに、今後の防止策などについて検討を行った。 
(3-2) 国際会議については、主催・共同主催 5 件及び協催・協賛・後援案件 7 件を開催した(平成 24
年 4 月～平成 25 年 3 月)。また、国際会議支援補助金として 3 件を承認し、国際活動を支援した。 
(3-3) 2012 (平成 24)年ソサイエティ大会（富山大）では一般講演 406 件に加えて、シンポジウム講演

35 件、ソサイエティ特別企画 1 セッション、チュートリアル 2 セッション、依頼シンポジウム 6 セ

ッション（うち 1 件は通信ソサイエティとエレクトロニクスソサイエティの共催企画）を実施した。

ソサイエティ特別企画における特別講演では、「ナノフォトデバイスにむけたシリコンフォトニクス

技術」及び「シリコンフォトニクスの産業化にむけて：海外および日本の施策」と題して講演を頂い

た。2013(平成 25)年総合大会（岐阜大）では一般講演 476 件に加えて、シンポジウム講演 49 件（う

ち 19 件は通信ソサイエティとエレクトロニクスソサイエティの共催企画）、ソサイエティ特別企画 1
セッション、チュートリアル 2 セッション、依頼シンポジウム 4 セッション（うち 1 件は基礎・境界

ソサイエティと、エレクトロニクスソサイティ、情報・システムソサイエティの共催企画）を実施し

た。ソサイエティ特別企画における特別講演では、「新たなフェーズに入りつつあるテラヘルツ技術

とその展望」及び「テラヘルツ波技術に関する政策面の課題」と題して講演を頂いた。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

までの幅広い領域で、情報通信社会の高度化を支えるデバイス技術に関する企画や発表が数多く行わ

れた。ソサイエティ大会で 11 件、総合大会 9 件の研専企画に対して、講師謝礼等による支援を行っ

た。 
(3-4) 研究会活性化費を活用し、学生・若手研究者に対する研究の促進や学会活動の活性化を図った。

立案、実施した企画は、国際セッション IS-EMD(ビザ申請手続き費用、EMD)、非会員を含む学生・

若手研究者を対象とした第一種研究会(講師謝礼、表彰費用、ICD)、マイクロ波学生研究発表会(表彰

費用他、MW)、有機デバイス実践ワークショップ(講師旅費、謝礼ほか、OME)、フレキシブルディス

プレイシンポジウム(講師謝礼ほか、EID)、研究会優秀論文発表賞(賞金ほか、EST)、ワークショップ

｢電子デバイスから見たエネルギーハーベストの最新技術と展開｣(予稿集印刷費、ED)、研究会｢次世

代プロセス技術によるナノ構造の形成と応用｣(資料費、NNN)、有機エレクトロニクス若手研究討論

会(招待講演者旅費、謝金等、OME)、光エレクトロニクスチュートリアル・学生ポスターコンペティ

ション(会場費ほか、OPE)、研究講演会(講師謝礼、SIPH)、学生コンテスト、入賞者特別講演(副賞賞

金、謝礼ほか、MW)であった。このうち、EID、NNN 及び SIPH の企画は、今年度から新設した非

会員向け企画としての申請であった。 
(3-5) リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を平成 24 年 7 月 11 日に行った。研究専門

委員会運営に関わる幹事、幹事補佐（常設研専幹事 15 名、時限研専幹事 1 名）及び運営委員（16 名）

に参加してもらい、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。 
(3-6) 技報アーカイブについては、未着手であった昭和 43 年から平成 4 年分の技報について来年度ア

ーカイブを実施することでエレクトロニクスソサイエティ執行委員会の承認を受けた。これを受けて

平成 25 年 4 月からの作業開始に向けた準備を実施した。これにより、平成 25 年度上半期には、これ

までのアップロード分と合わせて、昭和 30 年から平成 21 年分までの技報の利用が可能となる予定で
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ある。 
(3-7) 電子情報通信学会のロードマップを作成し、継続的に改版、維持を行うとの学会本部の方針を

受けて、各研究専門委員会からの代表者からなるロードマップ WG を組織した。複数の研究専門委員

会を一つのグループとしてそれぞれの技術分野のロードマップ作成をボトムアップ的に進めた。これ

らのロードマップを反映させ、エレクトロニクスソサイティのロードマップ作成を進め、平成 25 年 2
月にロードマップ第 1 版としてフィックスし、2013 年総合大会のパネルセッションにおいて公開し

た。 
 
会員数やソサイエティの財務状況の改善に貢献するためにも、平成 25（2013）年度は、前年度の活動

における費用対効果をより詳細に検証するとともに、魅力ある学会を目指して、様々な課題に取り組む

ことで、会員の満足度向上、企業会員の増強、ひいては我が国のエレクトロニクス分野の研究開発促進

を目指し、一歩一歩着実に改革を進める予定である。 
 
◎ 情報･システムソサイエティ 
 
情報・システムソサイエティ（以下、ISS と略す）は、コンピュータによる情報処理・システムを中

心とし、それに付随する通信・人間とを融合した学術分野に関する専門家集団である。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とともに、社会と技術分野の持続的な発展に貢献する

ことである。平成 24 年度は、情報処理関係の研究における日本での中心活動母体となるよう、①会員

サービスの向上、②研専・論文誌の活性化、③運営委員会の効率化、に重点を置き、具体的には以下の

活動を展開した。主要な活動を以下に示す。 
 
(1) FIT2012（情報科学技術フォーラム）の開催及び FIT2013 活性化策の検討 

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 FIT2012 を、平成

24 年 9 月 4 日～6 日の 3 日間、法政大学で開催した。発表件数は、査読付き論文が 54 件、一般論文が

528 件の計 582 件（昨年度 833 件）であり、参加者数は 1,452 人（昨年度 1,610 人）であった。発表件

数・参加者数ともに前年から減少となった。例年どおり、船井業績賞(1 件)、船井ベストペーパー(3 編)、
FIT 論文賞(3 編)、FIT ヤングリサーチャー賞(13 名)を選定・表彰した。FIT2013 は、鳥取大学で平成

25 年 9 月 4 日～6 日に開催予定である。FIT2013 に向けた活性化策として、各セッションで 1 件の優

秀発表に対して表彰する FIT 奨励賞を新たに創設し、FIT 学術賞選奨規程に追加した。 
 

(2) 2013 年総合大会 
岐阜大学で平成25年3月19日～22日に開催された2013年総合大会では、454件の発表(前年比90%)が

行われたのに加え、ソサイエティ特別企画として学生ポスターセッションを3日間にわたり実施した。

本セッションは2005年の創設以来、年々増加傾向となって盛況であり、本年は238件(前年比94%)の発

表があった。期間中に優秀ポスター賞を選定し、7名を表彰した。このほか、「画像工学が目指すもの－

IE研専設立40周年を記念して－」、「震災復旧・復興に役立つクラウドネットワークロボットとは?」の

パネルセッション2件、「社会問題を解決するためのパターン認識・メディア理解技術」、「学ぶ意欲を刺

激するゲーミフィケーション～設計コンテストの教育活用を考える～」、「新たな局面を迎えたサイバ

ー攻撃に対応するネットワークセキュリティ技術」の依頼シンポジウム3件の企画セッションが開催さ

れた。平成24年度における本ソサイエティの学術奨励賞受賞者8名への授賞式が3月20日に行われた。 
 
(3) イノベーション創出に係る活動 

企業向け活動の一環として平成 24 年 10 月 4 日～5 日に実施された研究会の CEATEC JAPAN 2012
との連携開催に、本ソサイエティからはパターン認識・メディア理解、マルチメディア情報ハイディン

グ・エンリッチメントの 2 研究専門委員会が参加した。 
 

(4) 国際化に係る活動 
平成 23 年度にパターン認識国際連盟(IAPR: International Association for Pattern Recognition)へ

の加盟を受けて、Government Board Member を大田友一教授（筑波大）、田島譲二教授（名市大）か

ら、平成 24 年度は村瀬洋教授（名大）、山田敬嗣氏（NEC）に交替した。IAPR の主要会議である第

21回パターン認識国際会議(ICPR2012)を 11月 11日～15日につくば市で情報処理学会と共同主催した。
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参加者 1,209 名（国外 902、国内 307）、発表 944 件（オーラル 313、ポスター631）であり、大変盛況

であった。 
 
(5) 研究会活動 
平成 24 年度は、23 の研究専門委員会と、平成 24 年度から新設の減災情報システムを加えた 6 の時

限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 133 回（前年比 98%）、発表総

件数は 2,552 件（前年比 97%）であった。なお、平成 24 年度末で、ユビキタスコンピューティング時

限研究専門委員会は活動を終了する。研究専門委員会の活性化に向けて、研究専門委員会の分野・委員

会数等について、現状の問題点の洗い出し及び今後の在り方について検討を開始した。 
 
(6) 技報の電子化及び投稿規定の改定 
研究会活動の活性化及び参加者へのサービス向上として、技報の電子化の準備を進め、平成 25 年 4

月からトライアルサービスが開始できる環境を整えた。1 年間トライアルサービスを実施し、その評価

をもって再来年度からの本サービスを提供する予定である。研究会活動の運営円滑化のため、研究会発

表申込みにおける投稿規定文の一部改定を提案し、理事会で承認・改定が実施された。 
 

(7) 選奨に関する活動 
本ソサイエティでは、ソサイエティの独自性向上と活性化のための施策として、サーベイ論文、先見

論文、連作論文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、平成 21 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。平成 24 年度はソサ

イエティ論文賞 1 編、活動功労賞 11 名、査読功労賞 10 名を選定し、平成 24 年 5 月 31 日の ISS 新旧

交代合同拡大運営委員会開催後に機械振興会館において授賞式を行った。新たなモチベーション向上策

として、ソサイエティ論文賞の候補論文として、上述した 3 種別に加え、近年投稿が増加しているシス

テム開発論文も追加した。 
 

(8) 論文誌とソサイエティ誌 
平成 24 年度に英文論文誌に掲載された論文総数は 357 編（前年比 109%）、和文論文誌に掲載された

論文総数は 226 編（前年比 100%）であった。ソサイエティ誌は、5 回／年の発行を実施した。 
 
(9) 和文論文誌の活性化 

会員サービスの向上施策として、採録決定直後の掲載開始とする早期公開を決定。現在はその準備中

である。投稿の促進策として、昨年度に続き学生論文特集号を企画し、108 件の投稿が集まった。来年

度は学生論文特集に加え、システム開発論文特集も企画進行中である。 

 
(10) 英文論文誌の活性化 

今年度から試験的に特集号のオープンアクセス化を開始した。第一弾として医用画像工学（平成 25
年 4 月発行）を対象とし、30 件投稿中 10 件採録（サーベイ 1 件・論文 7 件・レター2 件）及び招待サ

ーベイ論文 1 件を刊行することとなった。発行後はダウンロード数の推移などを見て、オープンアクセ

ス化の効果を検証する予定である。第二弾のデータ工学と情報マネジメント（平成 26 年 4 月予定）を

含め、継続的に施行する予定である。ソサイエティが発行費用を負担することで、クオリティの高いサ

ーベイ論文の投稿を促す、招待サーベイ論文の施策も開始した。第一弾として平成 25 年 3 月のパター

ン認識・メディア理解研究専門委員会担当分から発行することとなった。来年度は 12 ページ×5 件を

計画中である。更なる施策として、特集号の強化を目的に、研専を幾つかのカテゴリーに区分けし、各

カテゴリー担当で質の高い特集号の発行について検討を開始した。 
 

(11) ソサイエティ誌の活性化 
より魅力ある紙面にするために、外部ライターを採用し、会員に限らず各分野のトップレベルの研究

者に対するインタビュー形式の記事「ソサイエティ人図鑑」を企画した。クラウドネットワークロボッ

ト研究専門委員会から研究者 2 名のインタビュー記事が 2 月 1 日に掲載された。 
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(12) 運営委員活動の効率化・迅速化・オープン化 
運営委員会のより効率的な運営のため、紙ベースの資料配布及び委員会の開催から、PDF での資料配

布及びプロジェクタ使用の委員会開催に移行し、運営準備の時間短縮及び資源・コスト削減を実現した。

昨年度から開催している運営幹事会は、本部が導入した WebEX を活用することで、コスト削減・会議

参加ロケーションの制約の緩和・議論の活発化を促進した。より踏み込んだ議論を実施するために、新

たに運営委員会前後に情報交流会を開催し、運営委員会内で議論し切れない、中長期的な課題、グロー

バルな視点について議論を深めた。 
 
(13) 予算の見える化の促進 

予算状況の見える化及び各施策の有効性に関するシミュレーションを開始した。四半期ごとの予算状

況の報告、過去数年の各研専の活動状況の可視化を実施した。 
 
◎ 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）は平成7年度に発足し今年度で設立18年目を迎えた。

設立以来、人とコミュニケーション、情報メディアとコンテンツ、そして福祉と支援、という「人を中

心として様々な境界領域の研究」を学際的に幅広く取り上げている。そのため、ソサイエティとは異な

り、比較的小規模なグループという組織体系をとることにより、機動性のある分野横断的な活動を基礎

的課題から最新のホットな話題に至るまで柔軟にかつ精力的に展開してきている。HCGの今年度の主な

活動を以下に示す。 
 
(1)研究会活動 
平成24年度は、四つの常設研究専門委員会（第一種研究会開催）、五つの時限研究専門委員会（第二

種研究会開催）、及び、三つの時限研究専門委員会（第三種研究会開催）という体制により活発な活動

を展開した。第一種研究会は各々5回の研究会を、第二種研究会は3～4回の研究会を開催し、活発な議

論を展開した。 
 
(2)HCGシンポジウムの開催 

HCGシンポジウム2012を12月10日(月)～12日(水)熊本市くまもと森都心（しんとしん）プラザで開催

した。発表数 93 件（口頭発表 60 件、インタラクティブ発表 33 件）、参加者数 191 名、発表数も

参加者数も昨年に比べて約 1.5 倍と多数の皆様の参加を頂いた。招待講演１件、ユニークな企画セッシ

ョン5件と大きな盛り上がりがあった。また、学生の研究発表活性化のため2ページでも投稿可能とし、

発表にもこれまでのインタラクティブ賞に加えて、学生の発表賞を設けた。HCGの中核となるシンポジ

ウムとして確立したと考えるが、今後も良い点は継続しながら、更なる発展を目指す予定である。 
 
(3)総合大会活動 
総合大会において、WI2研から「大規模災害時におけるソーシャルメディアの知的活用」、HIP研か

ら, 「ユーサー行動研究から見た通信サーヒス・クオリティのあり方」、CML研から「楽しい学び実現？

－高校生の意欲向上目指して－」の内容て企画イベントを開催、それぞれ多くの聴衆を集め、好評であ

った. 
 
(4)論文誌での活動 

A及びD、ED論文誌へリエゾン委員を出して特集号の提案を行った。論文誌D, EDについて、ISSソ
サイエティの任期のルールに合わせ、任期を原則4年とする体制を構築した。和文論文誌D において「ヒ

ューマンコミュニケーション」特集号を企画し、平成25年1月に発行した。現在、次の「ヒューマンコ

ミュニケーション」特集号を企画し、平成26年1月の準備を進めている。  
 
(5)表彰活動 
平成24年度ヒューマンコミュニケーション(HC)賞の選定を行い、HCGシンポジウム期間中に5件の表

彰式を行った。本賞は、第一種研究会の発表から、50件に1件を目安に、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2012の発表の中から、学生口頭発表賞3件、及び、イ

ンタラクティブ賞として、最優秀インタラクティブ発表賞1件、優秀インタラクティブ発表賞2件、学生
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優秀インタラクティブ発表賞2件、学生インタラクティブ奨励賞4件を選出し、表彰した。 
 
(6)広報活動 
電子版HCGニューズレターを、年2回、HCGのメーリングリストへ配信した。HCGニューズレター

については、従来の紙媒体の編集スキームを継承していたが、電子版の利点を生かすよう、体裁等の改

善を検討している。また、HCGのWebページを、機能面・管理面・アクセシビリティの観点から見直し、

改定作業を進め、平成25年の春にリリースの見込みを立てた。 
 
(7)情報保障活動 

HCGとして通信学会自体が社会へ発信するメッセージの一つとして、情報保障の取組みと普及活動を

積極的に行っている。今年度も研究会、専門委員会、HCGシンポジウム等で、情報保障の取組みを行っ

た。 
 
 
 
１． 大会に関する事項（定款 第 6 条 ロ号） 
 
１．１ ソサイエティ大会 

下記の期日･会場において基礎・境界、通信、エレクトロニクスの 3 ソサイエティが合同して開催

した。 
 

期 日 平成 24 年 9 月 11（火）～14（金） 
会 場 富山大学 五福キャンパス（富山市） 
参加者 3,034 名 
懇親会 県民会館 8 階キャッスル  参加者 156 名 
 
 

（a） 企画講演セッション数 

企画種別 大会委員会 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

大会委員会 
セッション 1 ― ― ― 1 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企画 
セッション ― 1 2 1 4 

パネル 
セッション ― 2 4 0 6 

チュートリアル 
セッション ― 1 3 2 6 

依頼シンポジウ

ム ― 3 †11 †6 19 

合計 
(共催を含む) 1 7 †20 †9 36 

† 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 

 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

一般ｾｯｼｮﾝ 198 975 406 1,579 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 14 92 35 141 

合計 212 1,067 441 1,720 
※ 通信とエレクトロニクスの共催企画 10 件を含む。 
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１．２ 総合大会 
下記の期日･会場において 4 ソサイエティ（ヒューマンコミュニケーショングループは基礎・境界

ソサイエティに含まれる）が合同して開催した。 
 
期 日 平成 25 年 3 月 19 日（火）～22 日（金） 
会 場 岐阜大学（岐阜市） 
参加者 5,111 名 
懇親会 岐阜大学 第 2 食堂  参加者 168 名 
 

(a) 企画セッション数 

企画種別 大会委員

会 
ソサイエティ 合計 

(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報･ｼｽﾃﾑ 
大会委員会 
セッション 11 ― ― ― ― 11 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企

画セッション ― 0 4 1 1 6 

パネル 
セッション ― 1 7 0 2 10 

チュートリア

ルセッション ― 3 4 2 0 9 

依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ 
セッション ― *3 ※8 *4 ※*3 15 

合計 
(共催を含む) 11 *7 ※23 *7 ※*6 51 

 * 基礎・境界とエレクトロニクスと情報・システムの共催企画 1 件を含む。 

※通信と情報・システムの共催企画 1 件を含む。  
 

(b) 公募セッション講演数 

 ソサイエティ 合計 
(実数) 基礎・境界 通信 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 情報･ｼｽﾃﾑ 

一般ｾｯｼｮﾝ ※301 1322 476 435 2534 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 29 §125 §49 19 203 

合計 ※330 §1447 §525 454 2737 
※ヒューマンコミュニケーショングループの講演 73 件を含む.  

§通信とエレクトロニクスの共催企画 19 件を含む。 

 

１．３ FIT2012（第 11 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 平成 24 年 9 月 4 日（火）～6 日（木） 
会 場 法政大学・小金井キャンパス （小金井市） 
参加者 1,452 名 
懇親会 法政大学 小金井キャンパス東館 B1F 生協食堂  参加者 172 名 

イベント企画 
研究会提案企画 11 課題 
委員会提案企画 1 課題 
現地提案企画 1 課題 

査読付き論文講演 54 講演 
一般講演 528 講演 
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２．国際会議に関する事項（定款 第 6 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  

Asia-Pacific Microwave Photonics 
Conference 2012(APMP2012) 

2012.4.25 ～

27 150 87 京都 ES 

第10回光インターネット国際会議

(COIN2012) 
2012.5.29 ～

31 136 44 横浜 CS 

7th International Symposium on 
Organic Molecular 
Electronics(ISOME2012) 

2012.6.7～8 59 47 東京 ES 

2012Asia-Pacific Workshop on 
 Fundamentals and Application 
 of Advanced Semiconductor 
 Devices(AWAD2012) 

2012.6.27 ～

29 125 86 沖縄 ES 

The 27th International Technical 
Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications 
(ITC-CSCC2012) 

2012.7.15 〜

18 495 398 札幌 ESS 

Integrated Circuits and Devices in 
Vietnam 2012(ICDV2012) 

2012.8.13 ～

15 112 35 ベトナム ES 

Thailand Japan MicroWave 
2012(TJMW2012) 2012.8.8～10 201 79 Thailand ES 

2012 International Workshop on 
 Smart Info-Media Systems in Asia  
（SISA 2012） 

2012.9.6～8 70 40 Thailand ESS 

2012 International Symposium on 
Nonlinear Theory and its Applications.
（NOLTA 2012） 

2012.10.22～
26 293 243 Spain ESS 

2012 International Symposium on 
Information Theory and its 
Applications (ISITA 2012) 

2012.10.28 
～ 31 235 167 USA ESS 

2012 アンテナ伝搬国際会議（ISAP2012） 2012.10.29 
～11.2 563 381 名古屋 CS 

第 9 回アジア太平洋情報通信シンポジウ

ム(APSITT2012) 2012.11.5～9 111 52 チリ(サン

ディアゴ) CS 

The 7th International Workshop on  
Security （IWSEC 2012） 2012.11.7～9 117 47 福岡 ESS 

The 21st International Conference on 
Pattern Recognition（ICPR2012） 

2012.11.11～
15 1,209 944 つくば ISS 

Workshop on RTL and High Level 
Testing(WRTLT2012) 

2012.11.22～
23 55 26 新潟 ISS 

Asia and South Pacific Design 
Automation Conference 2013 
 (ASP-DAC 2013) 

2013.1.22 ～

25 1,077 149 横浜 ESS 

 
 
 
３．出版に関する事項（定款 第 6 条 イ号） 
 
３．１ 和文論文誌の発行状況 

各ソサイエティ別（A･B･C･D）に 4 種類をオンラインジャーナルで公開し、オプションとして冊

子体を次のとおり発行・配布した。 
掲載総ページ数は 5,294 ページである。 
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分 冊 
分 類 

論  文 レ タ ー そ の 他 計 特集回数 発行部数（冊子体） 
件  数 
ページ数 

件  数 
ページ数 

         
ページ数 

件  数 
ページ数 回 部 

A 
      43       28                71 

2 8,400 
     459      126      131      716 

B 
     137       26               163 

7 8,400 
   1,365      118      171     1,654 

C 
      52       13                65 

3 7,200 
     412       54      142      608 

D 
     186       40               226 

6 9,500 
   1,995      147      174    2,316 

計 
     418      107              525 

18 33,500 
   4,231      445     618    5,294 

＊その他：総目次 51 ページ、巻頭言 23 ページ、英文論文誌紹介 111 ページ、 
特集号募集案内等付物 433 ページ 

 
３．２ 英文論文誌の発行状況 

各ソサイエティ別（A・B・C・D）に 4 種類をオンラインジャーナルで公開し、オプションとし

て冊子体を次のとおり発行・配布した。 
掲載総ページ数は 11,650 ページである。 

分 冊 
分 類 

Paper Letter そ の 他 計 特集回数 発行部数（冊子体） 
件  数 
ページ数 

件  数 
ページ数 

         
ページ数 

件  数 
ページ数 回 部 

A 
     224      109               333 

12 
 

7,200 
    2,064      470      126    2,660 

B 
     299      237               536 

 11 
 

7,200 
    2,800      974      172 

 
   3,946 
 

C 
     204       74               278 

13  
7,400    1,574      269      129    1,972 

D 
     238      119               357 

9 
 

6,900 
    2,442      476      154    3,072 

計 
     965      539             1,504 

45 
 

28,700 
    8,880     2,189      581   11,650 

＊その他：総目次 130 ページ、Abstract 121 ページ、Foreword 52 ページ、 
特集号募集案内等付物 278 ページ 

 
３．３ 電子ジャーナル 

（1）基礎・境界ソサイエティ 
基礎・境界ソサイエティでは、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 47 件（うち 巻頭言 4 件）、643 ペー

ジ（うち巻頭言 4 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）」（随時発行）を平成 24 年 6 月 1 日に創刊し 68 件（うち 巻頭言 1 件）、403 ページ
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（うち 巻頭言 3 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)」（随時発行）に 246 件（うち 巻頭言 1 件）、1,723 ページ（うち 巻頭言

4 ページ）を掲載した。 
 
３．４ 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は活動の一環としてニューズレター、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  ソサイエティ誌（Fundamentals Review）4 回  325 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  356 ページ 
      Global News Letter 4 回  188 ページ 

 
(3) エレクトロニクスソサイエティ  ニューズレター  4 回  152 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  104 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（電子的） 4 回  15 ページ 

 
 
４．選奨に関する事項（定款 第 6 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。 
 
４．１ 基礎・境界ソサイエティ 

（1）特別功労賞 
業     績 貢 献 者 

「情報理論とその応用学会」の事業継承に対する著しい貢献 藤原  融 

以上 1 名 

（2）功労賞 
業     績 貢 献 者 

Fundamentals Review 誌の円滑な発行促進に関する多大な貢献 白井  宏 
NOLTA2011 への General Chair としての貢献 大田 有三 
東日本大震災被災地域における SITA2011 開催と実行委員長としての貢献 高田 豊雄 
SCIS2012 実行委員長としての貢献 宮地  充子 

以上 4 名 

（3）貢献賞 
(3.1) 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 戸川   望 
基礎・境界ソサイエティ会計幹事としての貢献 中静   真 
基礎・境界ソサイエティ大会担当幹事としての貢献 阿部 正英 
基礎・境界ソサイエティ事業担当幹事としての貢献 鎌部  浩 
基礎・境界ソサイエティ和文論文誌編集幹事としての貢献 松元 藤彦 
基礎・境界ソサイエティにおけるソサイエティ誌担当幹事としての貢献 高橋 篤司 

以上 6 名 

 



 35 

(3.2) 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幹事補佐としての貢献 川本 高司 
情報理論研究専門委員会幹事としての貢献 桑門 秀典 
超音波研究専門委員会幹事としての貢献 土屋 隆生 
非線形問題研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 安達 雅春 
情報セキュリティ研究専門委員会幹事としての貢献 中西  透 
信号処理研究専門委員会幹事としての貢献 湯川 正裕 
高度交システム研究専門委員会幹事としての貢献 藤井 雅弘 
高信頼制御通信時限研究専門委員会幹事としての貢献 李  還幇 

以上 8 名 

(3.3) サブソサイエティ運営・研究専門委員会運営 
業     績 貢 献 者 

システムと信号処理サブソサイエティ委員および VLSI 設計技術研究 
専門委員会幹事としての貢献 
 

小林 和淑 

以上 1 名 

(3.4) 編集活動 
業     績 貢 献 者 

和文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 日置 尋久 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 清山 信正 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 Brian Kurkoski 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 栗林  稔 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 西新 幹彦 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 駒野 雄一 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 大屋 勝敬 
英文論文誌編集委員会における編集委員としての貢献 竹内 義則 

以上 8 名 

(3.5) 国際会議運営 
業     績 貢 献 者 

IWSEC2011 開催及び「暗号と情報セキュリティ特集号（2012 年）」 
編集への貢献 鳥居 直哉 

以上 1 名 

(3.6) その他の事業 
業     績 貢 献 者 

開催地移転を通じた「回路とシステムワークショップ」活性化に対する貢献 堀尾 喜彦 
システム数理と応用研究専門委員会移行における貢献 潮  俊光 
「暗号と情報セキュリティ特集号（2011,2012 年）」編集幹事としての貢献 駒野 雄一 
「情報理論とその応用特集号（2011 年）」編集幹事としての貢献 小川 朋宏 

以上 4 名 

（4）Fundamentals Review ベストオーサー賞 
論     説 著 者 

技術と科学と境界と－基礎・境界ソサイエティの若い研究技術者に期待する

 
渡部  和 

                                            以上 1 名 
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４．２ 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】 
右手/左手系複合伝送線路を用いた小形広帯域携帯端末用アンテ

ナ 

道下尚文(防大)  
北原裕久(防大) 
山田吉英(防大)  

変調サイドバンド光を用いた半導体レーザ発振周波数のITU-T周
波数グリッドへの安定化 

水鳥 明（大分大） 
古賀正文（大分大） 

【チュートリアル論文賞】 
JEM/SMILES用サブミリ波アンテナ・受信機光学系 

真鍋武嗣(阪府大)  
西堀俊幸(JAXA) 
菊池健一(NICT) 
落合 啓(NICT)  
瀬田益道(筑波大)  
大嶺裕幸(三菱電機) 

OFDM 受信用アダプティブアレー 藤元美俊（福井大） 

【Best Paper Award】 
Simplified Capacity-Based User Scheduling Algorithm for 
Multiuser MIMO Systems with Block Diagonalization 

Yuyuan CHANG(Tokyo 
Institute of Technology) 
Kiyomichi ARAKI(Tokyo 
Institute of Technology) 

Single Front-End MIMO Architecture with Parasitic Antenna 
Elements 

Mitsuteru YOSHIDA(Tokyo 
Institute of Technology) 
Kei SAKAGUCHI(Tokyo 
Institute of Technology) 
Kiyomichi ARAKI(Tokyo 
Institute of Technology) 

Analysis of Effect of User Misbehaviours on the 
Reservation-Based MAC Protocols in Wireless Communication 
Networks 

Norrarat 
WATTANAMONGKHOL 
(Chulalongkorn University) 
Warakorn 
SRICHAVENGSUP(Thai-Nichi 
Institute of Technology) 
Pisit VANICHCHANUNT(King 
Mongkut's University of  
Technology North Bangkok) 
Robithoh ANNUR 
(Chulalongkorn University) 
Jun-ichi TAKADA(Tokyo  
Institute of Technology) 
Lunchakorn  
WUTTISITTIKULKIJ(Chulalo
ngkorn University) 

【Best Tutorial Paper Award】 
Design of MIMO Antennas for Indoor Base Station and Mobile 
Terminal 

Hiroyuki ARAI(Yokohama 
NationalUniversity) 
Daisuke CHIDA(Yokohama 
National University) 
 

Using a Renormalization Group to Create Ideal Hierarchical 
Network Architecture with Time Scale Dependency 

Masaki AIDA(Tokyo  
Metropolitan University) 
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Survey of RFID and Its Application to International Ocean/Air 
Container Tracking 

Minoru KATAYAMA(NTT) 
Hiroshi NAKADA(NTT) 
Hitoshi HAYASHI(NTT) 
Masashi SHIMIZU(NTT) 

【マガジン論文賞】 
マシンツーマシン通信を代表とする ITS の現状と展望 

堀松哲夫(富士通) 
佐々木邦彦（デンソー） 
浜口雅春（沖電気） 

                                                             以上 11 編 

４．３ 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 移動体通信用 Si-RFIC 技術の開発と実用化 
末松 憲治（東北大） 

下沢 充弘（三菱電機） 

新庄 真太郎（三菱電機） 

第2分野 高機能化合物集積回路の開発と宇宙応用への展開 川﨑 繁男（JAXA) 
第3分野 ミリ波CMOS回路の先駆的研究 藤島  実 (広島大） 

以上 3 件 

 （2）レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

直列太陽電池を集積したトリプルウェル CMOS LSI の構成法 
堀口 文男 (東洋大) 
塚越  亨（東洋大） 
冨樫 英樹（東洋大） 

以上 1 件 

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

Ring laser oscillation using silicon (111) mirrors fabricated by 
MEMS technology 

Taichi Hashimoto 
（Univ. of  Hyogo） 
Kenichi Makimura 
（Univ. of  Hyogo） 
Asei Miyamoto  
（Univ. of  Hyogo） 
Kensuke Kanda 
（Univ. of  Hyogo） 
Takayuki Fujita 
（Univ. of  Hyogo） 
Kazusuke Maenaka 
（Univ. of  Hyogo） 

以上 1 件 

（4）招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

Reflection, Diffraction and Scattering at Low Grazing Angle of 
Incidence: Regular and Random Systems 

Junichi Nakayama 
（京都工繊大） 

以上 1 件 

（5）エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞 
分    野 講 演 者 

電磁波・マイクロ波 

池内 裕章（兵庫県立大）  

伊藤   仁（電通大）  

竹内  嵩（日大） 

田中 智大（呉高専） 
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化合物半導体・光エレクトロニクス 

阿久津 友宏（東工大）  

根本 景太（東北大） 

飯嶋 祥平（東北大） 

高武 直弘（阪大） 

シリコン・エレクトロニクス一般 

髙萩 和宏（北大）  

鶴屋 由美子（神戸大） 

佐藤   魁（長岡技科大） 

和田 敏輝（北大） 

以上 12 名 

４．４ 情報・システムソサイエティ 
 （1）ソサイエティ論文賞 

論  文  名 著 者 名 

【連作論文】 

Boosting に基づく特徴量の共起表現による人検出 

山内 悠嗣 
山下 隆義 
藤吉 弘亘 

距離情報に基づく局所特徴量によるリアルタイム人検出 
池村  翔 
藤吉 弘亘 

物体検出のための Relational HOG 特徴量とワイルドカードを用い

たバイナリーのマスキング 

松島 千佳 
山内 悠嗣 
山下 隆義 
藤吉 弘亘 

以上 1 編 

 （2）功労賞 
  （2-1）活動功労賞 

業     績 貢 献 者 

技術会議幹事、コンピュータシステム研究専門委員会幹事としての

貢献 

 

安里  彰(富士通） 

ISS 和文論文誌編集活動への貢献 阿萬 裕久(愛媛大) 

  ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 

 

浮田 宗伯(奈良先端大) 

知能ソフトウェア工学研究専門委員会副委員長、委員長としての貢

献 

 

大西 淳(立命館大） 

ディペンダブルコンピューティング研究会活動への貢献 

 

北神 正人(千葉大） 

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 

 

計  宇生(NII） 

パターン認識・メディア理解研究会・MIRU シンポジウム・FIT・
総合大会の企画、運営・論文誌編集への貢献 

 

佐藤 洋一(東大） 

ソサイエティ誌編集委員長、編集幹事としての貢献 

 

菅谷 史昭(KDDI 研） 

ISS 和文論文誌編集活動への貢献 鈴木 基之(阪工大) 

画像工学研究会活動への貢献 

 

高村 誠之(NTT） 

情報通信システムセキュリティ研究専門委員会副委員長、幹事とし

ての貢献 

 

三宅 優(KDDI 研） 

以上 11 名 
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  （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 
有田 大作(九州先端科学

技術研） 

論文誌査読委員としての貢献 黄瀬 浩一(阪府大） 

論文誌査読委員としての貢献 小池 康晴(東工大） 

論文誌査読委員としての貢献 木幡  稔(千葉工大） 

論文誌査読委員としての貢献 菅谷 保之(豊橋技科大） 

論文誌査読委員としての貢献 波部  斉(奈良先端大） 

論文誌査読委員としての貢献 福島 和英(KDDI 研） 

論文誌査読委員としての貢献 堀越  力(NTT ドコモ） 

論文誌査読委員としての貢献 山澤 一誠(福岡工大） 

論文誌査読委員としての貢献 山村  毅(愛知県立大） 

以上 10 名 
 （3）優秀ポスター賞 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

岡田亜沙美 奈良先端大 金山 龍平 早大 

熊倉 聖二 法政大 斎藤 正孝 中京大 

藤川 翔平 山口大 山地勇一郎 静岡大 

好野 翔平 東京電機大               以上 7 名 

 
４．５ 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 

サイバーアシストからスマートシティへ：ITによる社会のデザイン 中島 秀之（はこだて未来大） 

以上 1 件 

 （2）船井ベストペーパー賞 
論  文  名 受 賞 者 

ポリフェーズ・フィルタ・バンクを用いた基数 2kFFT に関して: 電
波望遠鏡用分光器への適用 

中原 啓貴（鹿児島大） 
中西 裕之（鹿児島大） 
笹尾  勤（九工大） 

折り返し翻訳は本当に役に立たないのか? ～人間の観点からみた折

り返し翻訳の妥当性評価～ 
宮部 真衣（東大） 
吉野  孝（和歌山大） 

影を利用したポインティングシステムの開発 

土江田織枝（釧路高専） 
財原ちひろ（SEIKO EPSON） 
林  裕樹（釧路高専） 
宮尾 秀俊（信州大） 

以上 3 編 
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（3）FIT 論文賞 
論  文  名 受 賞 者 

Two Compact Codes for Rectangular Drawings with Degree Four 
Vertices 

斎藤 雅士（群馬大） 
中野 眞一（群馬大） 

ポピュレーションコーディングを適用した SpikeProp ネットワー

クの耐ノイズ性の向上 

新  友太（三重大） 
高瀬 治彦（三重大） 
川中 普晴（三重大） 
鶴岡 信治（三重大） 

ウェーブレット多重解像度成分のレジストレーションによるデジタ

ルシネマから超高精細映像への空間超解像法の検討 

松尾 康孝（早大/NHK）

岩崎 真也（早大） 
山村 勇太（早大） 
甲藤 二郎（早大） 

以上 3 編 
（4）FIT ヤングリサーチャー賞 

氏 名 所属 論  文  名 

荒井大輔 KDDI 研 
仮想化、非仮想化サーバが混在したデータセンタにおける省

電力運用管理手法の提案 

安藤 恵 京大 
災害時における情報システムの障害分類と分析に関する一

考察 

伊沢亮一 神戸大 
One-Time Password Authentication Scheme to Solve 
Stolen Verifier Problem 

内田祐介 KDDI 研 
BoVW を用いた特定物体認識における投票関数に関する一

考察 

君家一紀 阪大 巡回符号向きプロセッサの設計と評価 

鈴木貴敦 東大 
クラスタリングを利用した距離尺度の組み合わせによる

Top-k 検索 

寺島大雅 
諏訪東京

理科大 

DSP を用いた雑音抑圧法のための有色性駆動源カルマンフ

ィルタアルゴリズム 

披田野清良 早大 
Fuzzy Commitment Scheme における生体情報の推定困難

性に関する一考察 

福岡直也 阪大 
観察者に応じたプライバシー保護映像を生成可能な映像配

信手法 

水岡良彰 東芝 マイクロブログを用いた感情表現収集 

孟  南 
岩手県立

大 

ルーティングアルゴリズムによるセンサネットワークのセ

キュリティ強化手法 

吉田大我 NTT タグランキングに基づく映像推薦 

若木裕美 東芝 口コミ情報からの目的情報抽出 

以上 13 名 
 
４．６ 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 アイコンタクトの知覚体積と性格特性 
HCS2011-55 

本間 元康（精神研） 
栗林 大輔（立教大） 
長田 佳久（立教大） 
栗山 健一（精神研） 

HIP バーチャル・リアリティ環境における他者の存在感の計測

HIP2012-33 

寺本  渉（室蘭工大） 
松浦 雄斗（室蘭工大） 
浅井 暢子（京都文教大） 
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MVE 電気味覚の応用による食メディア開発  
MVE2011-103 

中村 裕美（明大） 
宮下 芳明（明大/JST） 

MVE 
拡張現実感を利用した物体の明度操作による重量知覚お

よび作業疲労の操作手法の基礎検討 
MVE2012-20 

藤井 達也（東大） 
伴  祐樹（東大） 
井村  純（東大） 
鳴海 拓志（東大） 
谷川 智洋（東大） 
廣瀬 通孝（東大） 

WIT 点図におけるドットパターンの識別特性の評価 
WIT2011-59 

渡部  謙（新潟大） 
渡辺 哲也（新潟大） 
山口 俊光（新潟大） 
大内  進（特総研） 
高岡  裕（神戸大医学部付属病院） 
喜多 伸一（神戸大） 
石橋 和也（神戸大） 

以上 5 件 
 
 （2）インタラクティブ賞 

業     績 受 賞 者 

【最優秀インタラクティブ発表賞】（Ⅱ-3-1） 
マルチタッチスクリーンを用いた視覚障がい者向け文字入力方式 

青木 良輔（NTT）   
瀬古 俊一（NTT） 
橋本  遼（NTT） 
片岡 泰之（NTT） 
井原 雅行（NTT） 
渡辺 昌洋（NTT） 
小林  透（NTT） 

【優秀インタラクティブ発表賞】(Ⅰ-7-5) 
ポスターセッションの分析のための不特定複数人物の頭部形状と姿

勢のオンライン自動推定 

吉本 廣雅（京大） 
中村 裕一（京大） 

【優秀インタラクティブ発表賞】（Ⅰ-7-3） 
二者間の行動の一致性と時間差に基づく外部観察者の共感解釈の分

析 

熊野 史朗（NTT） 
大塚 和弘（NTT） 
松田 昌史（NTT） 
大和 淳司（NTT） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】（Ⅳ-2-12） 
奥行き情報が視覚的注意に与える影響―オブジェクト置き換えマス

キング実験を用いて― 

井ノ上桃子（鹿児島大） 
木原  健（鹿児島大） 
島村  潤（NTT） 
谷口 行信（NTT） 
大塚 作一（鹿児島大） 

【学生優秀インタラクティブ発表賞】（Ⅳ-2-13） 
奥行き情報が視覚的注意に与える影響―高速逐次視覚呈示(RSVP)
課題を用いて― 

坂元 里菜（鹿児島大） 
木原  健（鹿児島大） 
島村  潤（NTT） 
谷口 行信（NTT） 
大塚 作一（鹿児島大） 

【学生インタラクティブ発表奨励賞】（Ⅱ-6-2） 
背景音のテンポが作業ペースに与える影響―音の密度と拍の知覚の

交互作用効果― 

栗原 龍馬（広島大） 
入戸野 宏（広島大） 

【学生インタラクティブ発表奨励賞】（Ⅳ-2-5） 
非直角のトリックを用いた不可能立体の 3 次元モデル作成システム 

杜  紹春（岩手県立大） 
松田 浩一（岩手県立大） 

【学生インタラクティブ発表奨励賞】（Ⅳ-2-10） 
視覚障害者へのタブレット端末の操作方法の教示―全盲者向け講習

会を通じて― 

松坂 治男（筑波技大） 
坂尻 正次（筑波技大） 
三浦 貴大（東大） 
巽  久行（筑波技大） 
小野  束（筑波技大） 
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【学生インタラクティブ発表奨励賞】（Ⅳ-2-18） 
発話速度変換システムにおける話者印象を補正する基本周波数制御 

池原 仙一（東京電機大） 
齋藤 博人（東京電機大） 
武川 直樹（東京電機大） 

【学生口頭発表賞】（Ⅰ-1-4） 
映像視聴時における視聴者の瞳孔と基礎律動情報の関係分析に関す

る一検討 

川村 愛莉（早大） 
菅沼  睦（早大） 
亀山  渉（早大） 

【学生口頭発表賞】（Ⅰ-2-3） 
手の形状を識別するマルチタッチテーブルでのインタラクションデ

ザイン 

武内 拓馬（新潟大） 
前田 義信（新潟大） 
宮川 道夫（新潟大） 

【学生口頭発表賞】（Ⅰ-4-2） 
筋電位計測と kinect センサーによる三次元姿勢計測を用いたリハビ

リ支援システムの設計 

朝倉  僚（京大） 
宮坂 淳介（京大医学部付

属病院） 
近藤 一晃（京大） 
中村 裕一（京大） 
秋田 純一（金沢大） 
戸田 真志（熊本大） 
櫻沢  繁（公立はこだて

未来大） 
以上 12 件 

 
 
５．研究会等に関する事項（定款 第 6 条 ロ号､ハ号） 
 
５．１ 基礎･境界ソサイエティ 

研究専門委員会が下記研究会を開催した。 
第一種研究会 ： 105 回（内地方開催 74 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  注：研究会開催数の（  ）内は地方支部等での開催数 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
回路とシステム 
情報理論 
信頼性 
超音波 
応用音響 
非線形問題 
VLSI 設計技術 
情報セキュリティ 
信号処理 
ワイドバンドシステム 
システム数理と応用 
思考と言語 
技術と社会・倫理 
安全性 
ITS 
ｽﾏｰﾄｲﾝﾌｫﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 
ｲﾒｰｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸｵﾘﾃｨ 

中野 敬介 
鎌部  浩 
渡邉  均 
橋本 研也 
小野 一穂 
上田 哲史 
山田 晃久 
松本  勉 
大田 恭士 
佐々木重信 
平石 邦彦 
阪井 和男 
中西 通雄 
向殿 政男 
羽渕 裕真 
尾上 孝雄 
会津 昌夫 

５（５） 
    ６（４） 
    ８（６） 
  １１（６） 
   ９（７） 
    ８（７） 
    ６（５） 
    ６（３） 
    ５（５） 
    ５（５） 
    ４（４） 
    ５（２） 
    ５（３） 
    ６（１） 
    ６（４） 
  ４（３） 
  ６（４） 

１４４ 
   １１１ 
     ７７ 
   １１９ 
   １５１ 
   １７７ 
   １６２ 
   １４４ 
   １７５ 
    ９８ 
     ８７ 
    ６３ 
    １１３ 
     ３５ 
   １１１ 
   ６９ 
   ９２ 

合計 １０５（７４） １,９２８ 
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５．２ 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（うち地方開催 99 回） 
また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
アンテナ・伝播 
宇宙・航行ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
衛星通信 
環境電磁工学 
ネットワークシステム 
情報ネットワーク 
通信方式 
電子通信ｴﾈﾙｷﾞｰ技術 
光通信システム 
無線通信システム 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸｵﾘﾃｨ 
フォトニックネットワーク 
光ファイバ応用技術 
情報通信ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
ﾓﾊﾞｲﾙﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通信 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ 
ソフトウェア無線 
アドホックネットワーク 
ﾕﾋﾞｷﾀｽ･ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ 

宇野  亨 
小瀬木 滋 
門脇 直人 
桑原 伸夫 
漆谷 重雄 
浅見  徹 
葉玉 寿弥 
庄山 正仁 
石田  修 
府川 和彦 
山崎 達也 
和田 尚也 
冨田  茂 
高野  誠 
横田 英俊 
中村 素典 
眞田 幸俊 
松井  進 
佐藤 良明 

  １１（５） 
  １０（５） 
    ５（５） 
  １０（６） 
  １０（９） 
  １０（８） 
    ７（７） 
    ５（２） 
    ８（６） 
  １０（８） 
    ６（５） 
    ５（４） 
    ６（５） 
    ５（５） 
  ６（４） 
  ８（４） 
  ５（３） 
  ５（４） 
  ４（４） 

   １９１ 
   １６４ 
    ７５ 
   １４６ 
   ２９７ 
   ２１８ 
   １６３ 
     ６８ 
   １２３ 
   ３７４ 
    ９４ 
  １０８ 
    ９４ 
    ９８ 
   １４０ 
  １３３ 
   １１１ 
  １３２ 
   ８７ 

合計 １３６（９９） ２,８１６ 
 
 
５．３ 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 ： 110 回（うち地方開催 65 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 

長谷川 誠 
杉田 龍二 
日高 睦夫 
服部 励治 
加地  徹 
竹村 泰司 
西本 昌彦 
奈良 安雄 
大平  孝 
吉本 雅彦 
臼井 博明 
清水 健男 
津田 裕之 
柴田 随道 
塚本 勝俊 

  １０（３） 
    ７（５） 
    ４（１） 
   ６（１） 
   ８（７） 
   ９（７） 
    ４（４） 
  １０（７） 
  １０（５） 
   ７（５） 
  １１（５） 
   ９（４） 
    ７（５） 
  ４（３） 
  ４（３） 

   １２４ 
    ７１ 
     ３８ 
    ７３ 
   １４３ 
  １８２ 
   １７７ 
   １７９ 
   ２０２ 
   １４６ 
   １２６ 
   ２３６ 
   １９４ 
  １３８ 
  １１８ 

合計 １１０（６５） ２,１４７ 
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５．４ 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 ： 133 回（うち地方開催 87 回） 
また、第二種研究会を開催した。 

 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
ME とﾊﾞｲｵｻｲﾊﾞﾈﾃｨｯｸｽ 
ﾗ ｲ ﾌ ｲ ﾝ ﾃ ﾘ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｽと ｵﾌ ｨ ｽ情報ｼｽﾃﾑ 
画像工学 
言語理解とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
コンピュータシステム 
コンピュテーション 
人工知能と知識処理 
ソフトウェアサイエンス 
データ工学 
ﾊﾟﾀｰﾝ認識・ﾒﾃﾞｨｱ理解 
ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 
ﾆｭｰﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 
知能ソフトウェア工学 
音声 
教育工学 
医用画像 
ｿﾌﾄｳｪｱｲﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ 
ﾘｺﾝﾌｨｷﾞｬﾗﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 
情報通信ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨ 
情報論的学習理論と機械学習 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ情報ﾊｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ 
ｸﾗｳﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ 
ｻｰﾋﾞｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 

小池 康晴 
若原 俊彦 
如澤 裕尚 
山本 和英 
天野 英晴 
今井 桂子  
栗原  聡 
中島  震 
中野美由紀 
山田 敬嗣 
梶原 誠司 
西井  淳 
松浦佐江子 
速水  悟 
中村 直人 
佐藤 嘉伸 
堀米  明 
安永 守利 
森井 昌克 
上田 修功 
馬場口 登 
安西祐一郎 
村上 陽平 

    ９（８） 
    ６（５） 
   ９（７） 
    ４（１） 
    ６（４） 
   ７（６） 
    ５（３） 
    ５（５） 
    ３（２） 
   ８（４） 
    ８（４） 
    ７（６） 
    ５（２） 
   ８（５） 
    ８（７） 
    ５（４） 
  ４（０） 
  ４（３） 
  ４（２） 

４（２） 
６（５） 
４（１） 
４（１） 

   １３８ 
   １２８ 
   ２５４ 
    ４５ 
   １３４ 
    ６７ 
    ５５ 
    １０５ 
    ５１ 
   ２４８ 
   １３９ 
   １９６ 
     ８８ 
   １４８ 
   １１７ 
   １２６ 
   ２９ 
   ９０ 
   ７９ 
  １２１ 
  １３６ 
   ２８ 
   ３０ 

合計 １３３（８７） ２,５５２ 
 
 
５．５ 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（うち地方開催 17 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 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・仮想環境基礎 
福祉情報工学 

渡辺 昌洋 
金子 寛彦 
柳田 康幸 
大倉 典子 

    ５（４） 
    ５（５） 
    ５（３） 
    ５（５） 

    １２５ 
   １２９ 
   １７９ 
  １０２ 

合計 ２０（１７） ５３５ 
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６．データベースに関する事項（定款 第 6 条 へ号） 
国立情報学研究所（NII）並びに、科学技術振興機構（JST）のデータベース作成に次のと

おり協力した。 
CiNii（NII）：発行から 2 年後に全文を公開 

会誌、和・英論文誌、技術研究報告、総合大会発表論文、ソサイエティ大会発表論文 
J-DreamⅡ（JST）：抄録のみ公開 

会誌、和文論文誌、技術研究報告、総合大会発表論文、ソサイエティ大会発表論文 
 
 

７．ソサイエティ及びグループ会員に関する事項（定款 第 3 章） 
各ソサイエティ及びグループにおける会員数は次のとおりである。 
 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
下段：（  ）内は当年度会費未納者を除いた年度末会員数 

 ESS CS ES ISS HCG 合 計 

平成23年度末登録数 6,486[130] 
(6,080) 

12,204[267] 
(11,274) 

6,798[150] 
(6,384) 

11,852[220] 
(10,964) 

932 
(907) 

38,272[767] 
(35,609) 

平成24年度末登録数 
6,259[131] 
(5,801) 

11,809[276] 
(10,866) 

6,537[155] 
(6,066) 

11,516[232] 
(10,661) 

905 
(884) 

37,026[794] 
(34,278) 

前年度との差  -227 [1] 
(-279) 

-395 [9] 
(-408) 

-261 [5] 
(-318) 

-336 [12] 
(-303) 

-27 
(-23) 

-1,246[27] 
(-1,331) 

（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 
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 

平成 24 年度は、支部連合大会、各種講演会（学生向けを含む）、学生会見学会等の毎年実施していて効果

的な事業、学生会発表研究会（インターネットシンポジウム）の開催など当支部独自の事業を継続して行い、

最大限の会員サービスに努めた。 
 
1-1 事業概要 

平成 24 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：2 件の講演会が開催（主催、共催、協賛）され、合計 2 名の講師による講演が実施さ

れた（参加者数計 58 名）。 
イ．支部連合大会：電気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 194 件、特別

講演 1 件、参加者数 313 名）。 
ウ．専門講習会：2 名の講師を招へいし、第 1 回は三菱電機が提供するＦＰＧＡを利用し、ディジ

タル回路の組込み基礎演習の形式で、当機器開発担当者が紹介した。第 2 回は学生向けにコン

ピュータの仕組みから、組込み機器の開発、半導体技術の進化とアットマークテクノが提供す

る Android を組込み機器へ応用する事例を紹介した（参加者数 44 名）。 
1-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ホ号） 

・道内大学が企画した工学系学生向けイベント(ロボットトライアスロン)を共同主催した 
（競技参加者数：33 チーム 105 名）。 

・応用物理学会が企画した小中高生向けイベント（リフレッシュ理科教室）を共同主催した 
（競技参加者数：83 名）。 

1-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア． 講演会：本支部学生会の主催するもの 5 回（参加者数計 100 名） 
イ． 見学会：本支部学生会の主催するもの 1 回（参加者数 11 名） 
ウ． 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（発表件数 19 件） 
エ． 北海道大学学生ブランチ活動として、会議を 1 回（参加者数計 13 名） 

 
1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 

1-2-1 平成 24 年度北海道支部学生員奨励賞 
支部内の各大学から学生員を推薦してもらい、その中から優秀なものに対して授与した。 

（順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

五十嵐 祐太 北大 撮像機器の分光感度を考慮した分光反射率の推定に関する研究 
瀧澤 純 北大 広帯域2x2MIMO-OFDM 無線映像伝送装置の開発と実験評価 

大澤 祐介 北大 

少数の多視点カメラを用いた任意位置における計算機合成ホログラムの作成およ

び動画化に関する研究 
Study on Computer-Generated Hologram at Arbitrary Positions Using a Small 
Number of Multi-View Cameras and Generating Holographic Movie 

YANG 
CHANYOUNG 北大 広視野角を持つ接眼型電子ホログラフィに関する研究 

Study on Eyepiece-Type Binocular Electro-Holography with Wide Field of View 
Xing 
Xiaoxiong 北大 Efficient Rendering of Hair Under Dynamic, Low-Frequency Environment 

Lighting Using Spherical Harmonics 
水野 暁 北大 ポアソン方程式を用いた画像の滑らかな階調復元 

佐藤 将来 北大 GaAs ナノワイヤ 3 分岐接合デバイスの非線形電圧伝達特性およびその機構解明に

関する研究 

久野 祐希 北大 希薄磁性半導体 ZnMnSe と結合した GaAs 量子井戸における電子スピン注入ダイ

ナミクス 
飯田 謙 北大 ELF電界暴露時の体毛運動に関する基礎的検討 
田畑 公次 北大 反復法による大規模ネットワークの重要ノード発見の手法とその有効性 
青山 良輔 北見工大 700MHz帯車車間通信を目的とした交差点電波伝搬に関する研究 
木島 涼輔 北見工大 関数展開法に基づくトポロジー最適化を用いた3 次元光導波路デバイス設計 
金子  輝良 室蘭工大 描画動作に基づくファジィスプライン曲線融合法に関する研究  
森田 好人 室蘭工大 電磁波導波路固有値問題のハイブリッド・トレフツ有限要素解析法に関する研究 
萩沢 武志 はこだて未来大 コンブ漁場を対象とした水中画像解析に関する研究 
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1-2-2 平成 24 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で発表した学生員の中から優秀なものに対して授与した。 

（敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

青山 良輔 北見工大 UHF 帯車載アンテナにおける電界パターンの距離特性に関する検討 
CPML における低仰角入射波に対する最適パラメータの周波数依存特性 

 
1-2-3 若手研究者表彰制度表彰者 

電気・情報関係学会北海道支部連合大会において優秀な発表を行った学生に対して授与した。 
（順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 

大賀  友貴 北大 磁界-臨界電流密度特性を考慮した トロイダルHTS-SMESの連鎖クエンチシミュレー

ション 
石川 高崇 北見工大 球輪装備車両のゲインスケジューリング制御 
三栗 祐己 北大 電気自動車による配電系統電圧維持手法の研究～不感帯と出力調整量の検討～ 
川合 政人 函館高専 CO2ハイドレートのエネルギー貯蔵特性の解析 
川口 悟 室蘭工大 弱電離気体プラズマの解析(CVII)電子スオーム法によるCF3Iの電子衝突断面積の推定 
高橋 一弘 室蘭工大 弱電離気体プラズマの解析(CXI) パックトベッド放電によるバイオガス分解特性 
大吉 孝明 室蘭工大 手書き図形認識法 FSCI における幾何曲線間の連結性の改善 
木下 真樹 北大 FDTD 法を用いた航空機内における無線 LAN 電波の伝搬モデル推定 
早坂 亮佑 北海道工大 2 地点の受信電力データによる超小型衛星の角速度推定法 
石川 裕太 室蘭工大 画像抽象化のためのファジィかど検出法の提案 

 
 
２．東北支部 
一般事業では、東北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、本支部管轄の会員及

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、見学会等を実施した。教育事業は、地域社会

貢献と教育を目的とし、小中高生向けの科学教室を実施した。また、選奨規定に基づき学生に対する各種表

彰事業を行った。 
 

2-1 事業 
2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．学術講演会：東北地区の各大学における講演会を 19 件開催した。 
イ．地区講演会：東北地区の各高専における講演会を 2 件開催した。 
ウ．特別講演会：外国人を招へいしての講演会を 3 件開催した。 
エ．学術公開講演会：電気学会東北支部と共催した講演会を 1 件開催した。 
オ．見学会：学生向け見学会として、NTT 東日本－宮城 NAOS センターを訪問して実施した。 
カ．専門講習会：「ICT を利活用したスポーツ分野並びに健康分野の取り組み」をテーマとして、岩

手県立大にて 4 名の講師による講習会を開催した。 
キ．電気関係学会東北支部連合大会：電気関係 7 学会の東北支部及び IEEE 仙台セクションとの共

同主催により、秋田県立大を会場として開催した（発表件数 261 件、参加者数 503 名）。 
ク．その他事業：他の組織との共催・協賛による事業を 5 件開催した。 

2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生向け事業：小中高生向けの科学教室等の事業を 7 回実施した。 

2-1-3 学生ブランチ活動（定款第 4 条ロ号、ヘ号） 
東北大学及び仙台高専に学生ブランチを設置し、講演会・企業懇談会等の活動を実施した。 

 
2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 

ア．学生優秀論文賞：電気関係学会東北支部連合大会における発表論文の中から、優秀な論文発表を選

定し、下記の 2 名を表彰した。                （五十音順、敬称略） 
授賞者氏名 所 属 講演題目 
伊藤理人 東北大学 実数信号の位相スペクトルの差の確率的変動に対する位相限定相関関数の解析 

渡邉友馬 東北大学 遅延情報データベースに基づく高速・高精度非同期 NoC 設計・検証 CAD に関す

る一考察 
 

イ．学生ブランチ活動奨励賞：学生ブランチ活動の中心となり活性化に貢献した学生を選定し、東北大

学学生ブランチ、仙台高専学生ブランチからそれぞれ 1 名ずつ表彰した。(五十音順、敬称略） 
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授賞者氏名 所 属 
丹野航太 仙台高専学生ブランチ 
天間克宏 東北大学学生ブランチ 

 
ウ．優秀学生表彰：東北支部所属の各学校の学生を対象に成績上位者等を選定し、下記の 18 名を表彰

した。                          (五十音順、敬称略） 
授賞者氏名 所 属 授賞者氏名 所 属 

伊藤 宏樹 東北学院大学 宮崎 貴大 鶴岡工業高等専門学校 
ヴォ タン ハイ 東北大学 岩崎 拓郎 弘前大学 
梅原 悠輝 仙台高等専門学校 大澤 大輔 いわき明星大学 
鍵谷 龍樹 仙台高等専門学校 菊池 敏次 東北大学 
黒田 晃弘 山形大学 後藤 弘明 一関工業高等専門学校 
小林 健太 八戸工業高等専門学校 今野 恵太 岩手大学 
佐藤 大夢 福島工業高等専門学校 塩沢 京平 会津大学 
庄子 祐亮 東北工業大学 菅原 勝也 岩手県立大学 
鈴木 康平 秋田県立大学 早田 祥弘 日本大学 

 
 
３．東京支部 
平成 24 年度は、東京支部らしい活動の在り方を継続的に議論し、ソサイエティと異なる立場で会員に訴求

することが重要との観点から、対象者と目的を明確にした新たな取組みを企画・実施することを活動方針と

した。 
 

3-1 事業概要 
平成 24 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新たな取組みとして、①先達の知恵を若手に伝える企画、②教育事業へ

の貢献、③知恵を持つ先達と若手の出会いの場の提供を推進した。 
講演会（4 回、参加者 310 名）、シンポジウム（5 回、参加者 525 名）、地域イベント（後援イベン

ト除く）（3 回）、見学会（1 回、参加者 54 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） 

科学の面白さ、不思議さを体験してもらうことで子供たちに科学へ興味を持って頂くことを目的と

した子供科学教室（3 回 参加者 327 名）を実施した。また、東京支部地域内の学校、企業、NPO
などと連携し、共同主催の教育イベントの公募を行い、3 件を採択し実施した。 

3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・講演会（2 回 参加者 25 名）、見学会（2 回 参加者 56 名）は参加者の知識の向上に役立ち大変

有意義であった。 
・当支部学生会活動に参加してもらうため学生会報(500 部発行)を発行し、PR 活動の一環として配

布するとともに Web 公開した。 
・学生員の卒業研究論文及び修士論文の紹介、また最近行っている研究の紹介のための研究発表会

を 3 月 2 日に開催し、229 件の発表があった。 
 

3-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
3-2-1 平成 24 年度東京支部学生奨励賞 

東京支部学生会研究発表会選奨方針に基づき下記の 21 名を選定し、平成 25 年 3 月 2 日に贈呈し

た。                            （五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

青木 繁治 東京電機大 バイナリマスクによるブラインド音源分離の性能評価 
赤田 達也 東京工科大 交差点における波源の移動を考慮した電波伝搬解析 

赤津 良平 芝浦工大 MANET におけるユーザのネットワーク使用量に応じたクラスタリングによる

経路構築法 
石原  徹 芝浦工大 画像処理を利用した将棋棋譜自動生成システム 
井上 幸司 東京農工大 OFDM システムにおけるダミー信号を用いた秘密通信に関する研究 

井上 大樹 東京理科大 ランダムビームフォーミングとビーム内 SIC を用いた下りリンク非直交多元接

続におけるビーム間送信電力配分の一検討 
今井 瑞穂 芝浦工大 病理組織標本の合成撮像法 
吉士 真輝 都立産技高専 容量性アイリスによる歯形周期構造導波路の FDTD 解析 
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齊藤江里奈 芝浦工大 脳波と脈波を用いた興味度推定法 
栄松 宏喜 群馬高専 共役勾配法を用いた光波計測における位相アンラッピング 
篠崎 裕介 東京電機大 QualNet を用いた遅延時間保証型通信サービスの性能評価 
鈴木  翔 木更津高専 X 帯導波管を用いた誘電率測定に適する試料厚に関する検討 
鈴木  毅 東京電機大 2 マイクロホンによる複数音源追尾 
髙丸 祐典 茨城大 アダマール符号と一般化拡張プライム符号による光 CSK の拡張 
田中 真登 芝浦工大 カメラ 1 台による指先 3D マウス -機能拡張-  

西俣 伸哉 東工大 60 GHz 帯 WPAN 用小型モジュールへのスロットアレー付金属ブロック装荷構

造の基礎検討 
野中 信秀 東京理科大 ランダムビームフォーミングを用いた基地局間連携マルチユーザ MIMOの評価 
広瀬  幸 東京電機大 エレベータ内乗客数が変化するときの人体近傍 UWB チャネルの評価 
福島 直也 明大 パケット時間占有率を利用した混雑チャンネル推定法の研究 
眞下 祐一 日大 パターン認識のための細胞体モデルに対する一検討 
三石 広樹 東京電機大 無線電力搬送に適した通信プロトコルの検討 

 
 
４．信越支部 
平成 24 年度はシニアを含めたメンバーへの貢献、地域に対する社会的責務としての活動の点で、支部らし

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

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

た。 
 
4-1 事業概要 

平成 24 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・支部大会（1 回、発表件数 200 件）を行った。支部からの参加者を中心に、電子情報通信に関する情

報交換及び議論の場として役立った。 
・講演会（長野地区 1 回、新潟地区 8 回）を行った。電子情報通信に関する先端的な知識の向上に役立

った。 
・専門講習会は、準備が整わず、今年度の開催は見送りとなった。 

4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
・研究発表会：本支部の主催するもの 2 回（信州大、新潟大）を行った。企業、地域との交流の促進、

学生自身の電子情報通信技術に対する意識の向上に役立った。 
4-1-3 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

信越支部内における顕著な功績を称え表彰した。 
4-1-3-1 平成 24 年度信越支部学生奨励賞 

選奨規程に基づき下記の 13 名を選定し贈呈した。        （順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

楠野 夏樹  信州大 目的関数の優位性を考慮した多目的最適化の一検討 
西田 翔 信州大 COINSコンパイラ基盤を用いた並列処理記述言語 Melasy2 のフロントエンド設計 

小川 研 新潟大 MIMOセンサにおける相関係数の統計的性質を用いたイベント検出確率に関する検

討 
久保田真仁  新潟大 CPGの電子回路モデルを用いた4脚ロボットの試み 
鵜野 成博 新潟大 水晶振動子・光導波路分光複合センサによる鉛フタロシアニン蒸着膜のその場評価 
青木 崇浩 長岡技科大 区分定数スパイキング発振器の呈するスパイク間隔分布の分岐現象に関する一考察 
姉崎 豊 長岡技科大 ガスソースMBEによるGe・SiCナノドット構造のPL特性 
山崎 俊明 長岡技科大 光周波数コムを用いたTHz任意光波形生成・計測法 
今井 裕貴 新潟工科大 ファジィ測度とファジィ積分を用いた回転機器故障診断システムの精度向上 
野口 隼人  長岡高専 DD系列を用いたDS/CDMA符号ダイバーシチ方式の検討 
河合孝太郎 長岡高専 体積型フォトポリマーホログラムを用いた角度多重記録実験 
落合 航 長野高専 フルカラー画像の限定色化に関する研究 
松下 隼也   長野高専 スパイラル形平面アンテナに関する研究 
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4-1-3-2 平成 24 年度信越支部ベストプラクティス賞 
選奨規程に基づき下記の研究室を選定し贈呈した。 

順位 所   属 
１位 新潟大学工学部情報工学科 空間信号処理・センサ研究室 (西森健太郎研究室) 
２位 新潟大学工学部情報工学科 波動情報研究室 （山田寛喜研究室） 
３位 信州大学工学部情報工学科 和﨑克己研究室 

 
５．東海支部 
平成 24 年度は、支部独自の規定である学生研究奨励賞の改正や賛助会の制定を行い、支部活動として会員

に有益となる取組み施策を企画･実施した。 
 
5-1 事業概要 

平成 24 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（5 回 参加者合計 273 名）、見学会（1 回 参加者 19 名）、小中高校生向け理科教育講座（2
回 3 会場 参加者合計 211 名）、専門講習会（1 回 参加者 51 名）を開催し盛況であった。 

5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会（8 回 参加者合計 355 名）、学生研究発表会（3 回開催 参加者合計 311 名）、卒業研究発

表会（1 回 発表者 65 名）は学生の知識向上、学会活動の宣伝、他校学生間交流に役立ち有意義で

あった。 
5-1-3 その他（定款 第 4 条 ロ号） 

電気関係学会東海支部連合大会（1 回 参加者 1,067 名）を 8 学会（電子情報通信学会東海支部が

主担当）で共同開催し、盛況であった。 
 
5-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

5-2-1 平成 24 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 11 名を選定し、平成 24 年 6 月１日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 研究テーマ 

近藤 潤 豊田工業高等専門学校 骨格トラッキングとタブレットデバイスを用いた患者参加型診療支援システ

ムの開発 
崎原 孫周 豊橋技術科学大学 マイクロ波発振回路の研究 
澤頭 毅 岐阜大学 歯科パノラマ X 線写真における頸動脈石灰化の自動検出法の開発 
成田 了 三重大学 3 次元空間中の文字の認識に関する研究 
福田 一隆 名古屋工業大学 見通し外環境下におけるセンサネットワークの位置推定精度の向上 
松尾 琢也 名古屋工業大学 自由視点画像の合成品質向上のための奥行き推定法に関する研究 

横井 貴紀 名古屋大学 P300-based Brain Computer Interface における注視点に依存しないインタ

ーフェイスの検証と改良 

山地 勇一郎 静岡大学 MEMS を用いた光再構成型ゲートアレイの研究 
MEMS ホログラムストレージシステムの研究 

小澤 俊介 名古屋大学 大規模テキストからの手続き型知識の自動獲得 
高 博昭 豊橋技術科学大学 センサネットワークの低遅延化、省電力化に関する研究 
宮崎 英志 名古屋大学 Al2O3 をゲート絶縁膜とする GaN MOSHFET の作製・評価に関する研究 

5-2-2 平成 24 年度 卒業研究発表会表彰 
卒業研究発表会規定に基づき下記の 7 名を選定し、平成 25 年 3 月 5 日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
  氏 名 所 属 発表題目 

口
頭
発
表 

最優秀賞 谷繁 龍之介 名古屋大学 運転支援のための歩行者の見つけやすさ推定における個人適応化 

優秀賞 

須崎 修平 名古屋大学 無線ネットワークにおける圧縮センシングを用いたリンク品質情

報収集手法 
竹下 裕基 名古屋大学 Android 端末と CAN を用いたクラウド運転診断システム 
神野 雄人 名古屋大学 LED 面発光パネル可視光通信システムの高速化に関する研究 
細野 峻司 名古屋大学 赤外線センサアレイを用いた複数点熱源の位置推定 

発
表 

ポ
ス
タ
ー 

最優秀賞 井頭 卓也 鈴鹿工業高

等専門学校 作製プロセスを簡略化した Si 太陽電池の作製実験教材の構築 

優秀賞 田ノ上 大志 名古屋大学 釘付け視聴方式を用いて編集した多視点映像の評価 
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６．北陸支部 
6-1 事業概要 

平成 24 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） 

北陸支部会員への情報提供、交流の場として総会、講演会を実施した。 
・講演会（6 回） 
・電気関係学会北陸支部連合大会(1 回) 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4条 ロ号、ヘ号） 
・学生向け講演会（5 回） 
・学生による研究発表会（1 回：電子情報通信学会、電気学会、情報処理学会、映像情報メディ

ア学会、日本音響学会、各北陸支部共催） 
 
6-2 選奨に関する事項（定款 第 4条 ホ号） 

6-2-1 平成 24 年度北陸支部学生優秀論文発表賞 
審査対象発表 309 件に対して学生優秀論文発表賞規定に基づき 2 段階審査を行い、下記の 24 名を

選定した。平成 25 年 3 月 1 日に、賞状、記念品（メダル）、及び副賞（図書カード）を贈呈した。                                   

（敬称略） 
氏 名 所 属 発表論文題目 

藤巻 雄平 富山県立大（院） 前後方向荷重量測定可能なセンサ短下肢装具の試作 

吉﨑 大輔 富山県立大（院） 頭部運動に伴う頸部体性感覚および平衡感覚情報が水平面音像定位に及ぼす

影響 
大坪 由香利 富山県立大（院） 空中手書き文字認識におけるペン先方向の加速度特徴の活用 
後藤  かを

り 富山大（院） NIRS を用いた認知タスクの 3-class 判別に関する検討 

中島 征士 福井大（院） 配線最適化問題に対する二段階ＧＡ 
岡田 尚也 金沢大（院） WL 電圧シフトによる SRAM 書込みマージンの加速評価法 
早﨑 渉 富山県立大（院） 虹彩端陰影変化による輝度変動を用いた虹彩認証のための生体検知法 
和泉 幸司 富山県立大（院） 圧力センサ用 CV 変換回路の高速化と低消費電力化 
佐々木 健治 福井工業大(院) 下部対流圏レーダーによって観測された大気境界層の季節変化 

原 彰良 福井大（院） 
協調行動確認のためのログ情報ビューワーシステムの開発-ロボカップサッ

カーシミュレーション 2D リーグにおけるサッカープレイヤーエージェント

開発支援- 
内藤 千裕 富山県立大（院） 居眠り判定のための瞬目群発の閉眼時間閾値の決定法 
道用 健太 富山県立大（院） 実際的構造を有するナノ MOSFET のシミュレーション解析 
為永 一志 福井大 音信号によるセルオートマトンの複雑性パターンの評価 
楊 帆 北陸先端大 Searching Acceleration for Audio Fingerprinting System 
河合 修平 富山県立大（院） 快および不快情動を伴う刺激画像呈示による瞳孔径の変化 
飛弾 一輝 富山県立大（院） 眼鏡式 4 視差 3D プロジェクターシステムの開発 
松岡 健人 福井大（院） インバータノイズ低減システムにおける最小タップ間隔 
久世 竜司 福井大（院） 有限構造人工磁気導体のバンドギャップ特性解析 
平田 将憲 富山県立大（院） スマートフォンを利用した 3D スキャナアプリの開発 
福山 慎太郎 富山県立大（院） 加速度センサを用いた実環境下の空中手書き文字認識の評価 
早川 修平 福井大（院） 円筒形広帯域平面ループアンテナの低姿勢化 
古川 健太郎 富山県立大（院） CAD 図面における角ダクトの自動認識及び測長手法の研究 
錦古里 勇翔 富山県立大（院） 投影部観察部分離型 HMD の研究 
靳 悠陽  福井大（院） DOA 推定精度の簡易評価法における最適スペクトラム幅 

6-2-2 平成 24 年度北陸支部優秀学生表彰 
北陸支部学生会員 135 名に対して、北陸支部優秀学生賞選奨規定に基づき審査を行い、下記の 13
名を選定した。平成 25 年 3 月 1 日に、賞状、記念品（盾）、及び副賞（図書カード）を贈呈した。                                  

（敬称略） 
氏 名 所 属   

釣谷 慶次 富山高等専門学校 三津野 翔哉 石川工業高等専門学校 
刀祢 翔平 富山県立大学 道中 悠輔 金沢工業高等専門学校 
後藤 かをり 富山大学 畑野 舞子 福井大学 
井上 侑哉 富山大学 村上 靖宜 福井大学 
石飛 太一 北陸先端科学技術大学院大学 吉田 大志 福井工業大学 
伊部 泰貴 金沢大学 北嶋 友喜 福井工業高等専門学校 
五十嵐 勝俊 金沢工業大学   
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７．関西支部 
関西（大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県）を拠点とする会員に対するサービス及び社

会的責務として、講演会、見学会、講習会、教育事業等を企画し実施した。特に、学会が地域にとってより

身近なものとなるよう、支部らしさを前面に出す、一般に関心を持たれるトピックを選ぶといった工夫を行

った。また、学生会活動を通じ、地域学生にとっての学会価値の向上を図った。 
 
7-1 事業概要 

平成 24 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。 
7-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．講演会：2 回、参加者 63 名(2 回の合計)、スマートな社会・都市デザインのための電子情報通信

技術、高齢者・障害者の社会参加を支援するライフサポート型ロボット技術その最新動向と国際

標準化に関する貴重な講演が行われた。 
イ．見学会：1 回、参加者 14 名、西日本電信電話株式会社 大阪支店オープンハウスと、ものづくり

ビジネスセンタ大阪 MOBIO を見学した。 
ウ．講習会：4 回、参加者 47 名(4 回の合計)、画像処理、統計的学習理論、ＯＦＤＭ通信方式、周波

数再編とホワイトスペースに関する少人数制の講習会を実施した。 
7-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

ア．科学の面白さ、不思議さを体験してもらうことで中高生に科学へ興味を持って頂くことを目的と

して、コンピュータ内部、ロボット制御に関する中高生向けの講演会を大阪府立大学工業高等専門

学校にて実施した。 
イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催の教育イベントの公募を行い、4 件

を実施した。 
7-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

ア．講演会：2 回、参加者 59 名(2 回合計)、エネルギーソリューションの取組み、若手企業技術者に

関する講演会を実施した。 
イ．見学会：1 回、参加者 31 名、パナソニックセンター大阪、パナソニックリビングショールームへ

の見学会を実施した。 
ウ．学生研究発表会：平成 25 年 3 月 6 日に開催し、87 件の発表、111 名の参加があり、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 平成２４年度関西支部学生奨励賞 

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、平成 25 年 3 月 6 日に贈呈した。 
（五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 講演題目 
有川 大三 兵庫県立大学 燻し瓦製造法によるピラミッド形電波吸収体の水膜付着による影響 
奥野 龍馬 大阪府立大学 マルチコアファイバのカットオフ波長の評価法 
寶田 裕介 大阪府立大学 結合振動子系のロボット群制御への応用と実証実験 
中井 英貴 近畿大学 モーションキャプチャによる空手演武の評価に関する基礎検討 
荻野 良 京都大学 単スキャンによる鏡面反射成分分離画像取得法の提案 

馬場 亮輔 兵庫県立大学 無線 LAN 端末を用いた位置推定の Scene Analysis 方式におけるデータベース

平滑化・内挿についての検討 

福島 祐樹 大阪府立大学工業

高等専門学校 4 次元放射線治療計画のためのアーチファクト低減に関する研究 

不老 孝之 立命館大学 発話頭における重み付き 2 次メル周波数ケプストラム係数とスペクトル傾斜を

用いたロンバード音声検出の研究 

堀 裕太 大阪府立大学工業

高等専門学校 動体モデリングを考慮した 4 次元線量分布計算に関する研究 

7-2-2 平成２４年度関西支部優秀論文賞 
関西支部優秀論文発表賞規定に基づき下記の 5 名を選定し平成 25 年 4 月 19 日に贈呈した。 

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

阿部 光志 大阪府立大学 コグニティブ無線のための N-continuous OFDM  
高間 慎也 大阪府立大学 光弾性効果を用いた LPFG による水深センシング  
鍋谷 崇裕 関西大学 多数の動く教師が存在するオンライン学習に関する統計力学的解析  
袴田 隼毅 関西大学 栄養と嗜好を考慮した献立を提案する食生活支援システムの開発  

矢野 完人 奈良工業高等専

門学校 
マルチメディア処理回路に対する SystemC を利用した高効率シミュレーショ

ンシステムの提案  
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7-2-3 平成２４年度関西支部学生功労賞 
関西支部学生会支部長賞規定に基づき下記の 11 名を選定し平成 25 年 3 月 6 日に贈呈した。 

（五十音順、敬称略） 
功績：関西支部学生会に属する学生会員のうち、学生会幹事として、支部の活動活性化に多大な貢献をなした功労者 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 
川村 一代 兵庫県立大学 古川 祐也 京都工芸繊維大学 
澤田 泰治 京都大学 堀江 達矢 神戸大学 
中条 竜二 大阪電気通信大学 峯 匠 大阪電気通信大学 
中村 憲史 神戸大学 向井 悠祐 京都工芸繊維大学 
西尾 理志 京都大学 渡部 進一 奈良先端技術大学院大学 
信岡 哲也 近畿大学   

 
 
８．中国支部 

平成 24(2012)年度は、グローバル化に向けた指針、総合大会開催ローテション及び支部連合大会の

幹事学会としての活動を行った。 
 

8-1 事業概要 
8-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・講演会 15 回（主催 4 回、共同主催 11 回）、見学会 1 回（共同主催 1 回）、専門講習会 2 回（共

同主催 2 回） 
・平成 24 年度(第 63 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会（開催日：平成 24(2012)年 10 月 20

日、開催校：島根大学、幹事学会：電子情報通信学会中国支部、参加者：528 名、一般公演：316
件） 

・電気記念日（開催日：平成 25(2013)年 3 月 25 日）、シンポジュウム等への協賛（11 回） 
8-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

・学生向け講演会、見学会 7 回（主催 7 回）、学生回自主活動の活性化と支部との連携強化（学生

会活動） 
ⅰ．学生ケータイあわーど 2012（応募数：アイデア部門 130 件、作品部門 7 件） 

大学新聞 91 号（平成 25 年 1 月 10 日掲載） 
ⅱ．電子情報通信学会中国支部ホームページの維持、管理（年間 98 件対応） 

 
8-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

8-2-1 連合大会奨励賞表彰（中国支部における連合大会奨励賞の選奨規程平成 22 年 3 月 15 日制定） 
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 15 名を選出した。 

（敬称略） 
氏 名 学 校 名 題      目 

1 大森 睦己 広島大学 SIMD型マトリックスプロセッサを用いたコンポジットHaar特徴ベ

ース車検出 
2 川本 祐太郎 広島工業大学 東日本大震災前後の Twitter 利用者のエントロピーに基づく評価 
3 呉   歓 山口大学 Acyclic Well-Structured ワークフローネットの拡張に関する一考察 

4 小林 秀次 岡山県立大学 ブロードキャスト通信におけるメッセージ到達率の感染症数理モデ

ルに基づく評価 
5 鈴木  慶 鳥取大学 切れ目のない複数文字の入力を目指した空中手描きシステムの考案 
6 高田 拓人 広島大学 P2P ビデオオンデマンドシステムの待ち時間短縮化手法の提案 

7 伊達 仁美 県立広島大学 送信電力制御に着目した無線センサネットワークにおける通信特性

に関する一検討 
8 栃尾 篤志 鳥取大学 ディジタルフィルタによる人工喉頭音声の明瞭度改善 

9 永井 翔太郎 山口大学 周期摂動が CRLH 導波管ビーム走査漏洩波 アンテナのサイドロー

ブに与える影響について 

10 松岡 伸吾 トリニティカレッジ 
広島医療福祉専門学校 認知症高齢者安全生活支援システム 

11 松本 翔 岡山大学 リカレント型神経回路網モデルにおけるカオスを用いた制御応用―
相互作用する移動体を用いた計算機実験 

12 村山 慶輔 松江工業高等専門学校 ニューラルネットワークによる条件付き株価予測についての検討 
13 山内 裕太 島根大学 2 次励起 C 帯分布ラマン増幅における最適励起光波長特性 
14 山下 竜太 鳥取大学 Virtual Reality によるユーザ・インタフェイスの試作 
15 渡邉 好幸 岡山理科大学 最大クリーク問題に対する新たな k-opt 局所探索法の検討 
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8-2-2 平成 24 年度電気・情報関連学科優秀卒業生表彰（高校・高専・短大） 
連合大会事業の一環として下表に示す中国地区の 59 校 95 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平成 22 年 5 月 28 日制定）     （敬称略） 
№ 氏名 学校名 № 氏名 学校名 
1 大森 睦己 広島大学 6 新見 浩介 広島工業大学 
2 高橋 幸司 広島市立大学 7 山内 裕太 島根大学 
3 長尾 栄作 岡山理科大学 8 松本 義輝 岡山大学 
4 村上 雄基 山口大学 9 佐藤 雅典 福山大学 
5 栃尾 篤志 鳥取大学 10 伊藤 祥平 岡山県立大学 

 
９．四国支部 
平成 24 年度は、四国支部において電子工学及び情報通信に関する学問、技術及び関連事業の振興に寄与で

きるよう、メンバーへのサービス充実を目的に種々なイベントの企画・運営に取り組んだ。 
 

9-1 事業概要 
平成 24 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 

9-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
・講演会（9 回）を開催した。話題の分野に取り組んでいる講師を招き、参加者は新しい分野の
知識・情報を得る機会となった。 

9-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
・講演会（4 回）を企画し、開催した。様々な分野の講師を招き、参加者は幅広く技術情報・知
識を得ることができた。 

・平成 24 年度電気関係学会四国支部連合大会（平成 24 年 9 月 29 日開催）の会場において、学
生員交流会を企画し、開催した。四国内の各機関に所属する学生員が集まり、活発に意見を交
わす機会となった。 

 
9-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

9-2-1 平成 24 年度 電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励賞 
電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励賞選奨規程に基づき下記の 46 名を選定
し、各機関の卒業式・修了式において贈呈した。            （機関別、敬称略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 11 校 17 名 
岡山県 14 校 20 名 
島根県 6 校 13 名 
鳥取県 5 校 9 名 
山口県 14 校 17 名 

高 専 中国地区 8 校 18 名 
短 大 中国地区 1 校  1 名 
合 計  59 校 95 名 

番号 氏名 学校名 番号 氏名 学校名 
1 岩倉 有佑 香川高等専門学校 24 古賀 楓樹 愛媛大学 
2 元木 浩平 香川高等専門学校 25 高橋 寛治 阿南工業高等専門学校 
3 藤村 有輝 香川高等専門学校 26 石川 光亮 阿南工業高等専門学校 
4 三木 脩弘 香川高等専門学校 27 桃野 浩樹 阿南工業高等専門学校 
5 矢野 絢子 香川高等専門学校 28 井上 昌治 徳島大学 
6 菅生 瑞稀 香川高等専門学校 29 星山 哲平 徳島大学 
7 久保 勇貴 香川高等専門学校 30 西野 真史 徳島大学 
8 篠原 宏紀 香川高等専門学校  31 水口 竜治 徳島大学 
9 大西  諒 新居浜工業高等専門学校 32 加藤 雄大 徳島大学 

10 浅川  諒 新居浜工業高等専門学校 33 永井 隆博 徳島大学 
11 守谷 勇樹 新居浜工業高等専門学校 34 谷岡 由基 徳島大学 
12 西本 卓恭 四国大学 35 大屋 誠啓 徳島大学 
13 森口 翔太 香川大学 36 西本 優作 徳島文理大学 
14 髙島 和紀 香川大学 37 古田 周平 徳島文理大学 
15 多田 潤矢 香川大学 38 星野 洋平 徳島文理大学 
16 田宮 和紀 弓削商船高等専門学校 39 森本 龍之

 
高知工業高等専門学校 

17 田頭  薫 弓削商船高等専門学校 40 福永 航平 高知工業高等専門学校 
18 真鍋 直樹 愛媛大学 41 谷川 晃大 高知大学 
19 平原 秀昭 愛媛大学 42 成田 幸紀 高知大学 
20 鍵井  優 愛媛大学 43 内田 貴之 高知工科大学 
21 橘  大樹 愛媛大学 44 平松 秀太 高知工科大学 
22 沖廣  仁 愛媛大学 45 田中 亜璃

 
高知工科大学 

23 櫻田 真士 愛媛大学 46 楠葉 匡敏 高知工科大学 
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10．九州支部 
平成 24 年度は、既存の事業の他、新たな事業を企画し、支部活動を促進していった。 

 
10-1 事業概要 

平成 24 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（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 12 回を開催したほか、協賛・後援の講演会、シンポジ

ウムを３件行った。 
イ．専門講習会：熊本大にて｢酸化物半導体の最前線 -基礎と応用-｣という演題にて 4 名の専門家を

お招きし講演頂いた。参加者は 122 名と大変盛況であった。 
ウ．ワークショップ：アンテナ・伝播研究会と共催にて、アンテナ・伝搬における設計・解析手法

ワークショップ｢OFDM 伝送と受信用アレー信号処理の基礎｣を開催し、企業、大学関係者など

参加者 40 名と大変盛況であった。参加者にも好評を得て継続を望む声を頂いている。 
エ．電気関係学会九州支部連合大会：長崎大学にて 2 日間にわたり開催された。参加者は講演数 576

件、招待講演 1 件、特別講演１件、聴講者 282 名を数え大変盛況であった。 
10-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

ア．シンポジウム：｢小中学生の科学教室｣として、大分大にて「おもしろロボット教室」をテーマ

に、講演とロボットの組み立て、プログラミングを行い、21 組 23 名の親子に参加頂き大変好

評を得た。 
イ．ものづくり教室：有明高専と共催にて「楽しいロボットプログラミング－ライントレーサーを

操ろう－」をテーマに開催。10 名の小中学生が参加頂き大変好評を得た。また開催について地

元新聞２紙にも掲載された。 
10-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

ア．学生会講演会：学生員で組織された学生実行委員会を中心に、長崎大学にて講演会を開催し、

162 件の講演が行われ、高専生から院生まで幅広い学生が多数参加し、大変盛況であった。 
イ．学生ブランチ交流会：学生会講演会の会場にて、各学生ブランチ代表者が参加者に向けて活動

報告のポスターセッションを行い、学会活動についての周知を図った。また、学生ブランチ委

員会を開催し、各ブランチ同士の情報交換及び交流を図り大いに有意義であった。 
 
10-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

10-2-1 平成 24 年度 連合大会講演奨励賞 
｢電気関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞｣表彰規程に基づき下記 7 名を選定し、平成

25 年 3 月付けにて表彰した。                   （順不同、敬称略） 
表彰者名 所   属 演  題 

樋口 巽朗 九州大学 工学部 電気情報工学科  
 電子通信工学課程 

カオスに基づく拡散符号を用いた非同期 CDMA シ

ステムの同期捕捉性能 

岩田 聡大 九州工業大学大学院 情報工学府  
 情報科学専攻 形状と色情報に基づく葉の画像認識 

松永 吉靖 崇城大学大学院 工学研究科 
 応用情報学専攻 

出入口の位置による防音ユニットの防音効果の実験

検証 

占部 貴寛 大分大学大学院 工学研究科 
 博士前期課程 電気電子工学専攻 

タップドインダクタ降圧形コンバータの家庭内直流

給電システムに向けた検討：～多層基板を用いた試

作と評価～ 

佐々木 亮介 早稲田大学大学院 情報生産システム研究

科 情報生産システム工学専攻 
高位合成ツールを用いた汎用型PSOハードウェアの

開発 

松木 誠 熊本大学大学院 自然科学研究科  
 情報電気電子工学専攻 

Propagation Constant of the Circular Metal Line 
Surrounded with Lossy Medium 

宮川 昌士 宮崎大学大学院 工学研究科修士課程 
 電気電子工学専攻 3 段構成高利得 CMOS OP アンプの一設計 

10-2-2 平成 24 年度 学生会講演奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記 16 名を選定し、平成 25 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、敬称略） 

表彰者名 所   属 演  題 

新美 孟 九州大学大学院システム情報科学府  
情報知能工学専攻 

図書管理用卓上型 RFID リーダの高性能化に関する

研究 1-卓上型リーダの基本性能の評価- 

下川 達也 九州工業大学大学院 
情報工学府 情報システム専攻 

センサネットワークにおける連結目標被覆問題に対

する最適化アルゴリズム 
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表彰者名 所   属 演  題 

田中 大資 長崎大学大学院工学研究科 
 総合工学専攻 

ITS用3周波(GPS/VICS/ETC)共用スタック化方形マ

イクロストリップアンテナ 

平田 拓朗 長崎大学工学部 電気電子工学科 不平衡給電超低姿勢逆 L アンテナを用いた無線電力

伝送システム 

清水 佑 長崎大学工学部 情報システム工学科 周期性を考慮した心電図つき心臓超音波動画像の着

目点追跡 

古田 護 大分大学大学院 工学研究科 
 電気電子工学専攻 

Drude 型周波数分散を考慮した電磁波動画シミュレ

ータの開発 

都留 健太郎 大分大学大学院 工学研究科 
 電気電子工学専攻 

多周波 CSI 法による誘電体柱の再構成に対する TV
正則化の効果について 

馬場 俊輔 佐賀大学 理工学部 電気電子工学専攻 アナログ・デジタル混載配線板における電源雑音の低

減-抵抗付加法の適用- 

岡部 由季 崇城大学 情報学部 情報学科 整数値の区分線形カオス写像に基づく Sboxの設計と

その差分確率の評価 

田尻 祐介 熊本高等専門学校 専攻科 
 電子情報システム工学専攻 相関を用いた音源数推定とブラインド信号分離 

中村 高道 熊本高等専門学校 情報通信工学科 多層周期構造におけるプラズモン共鳴吸収 ‐バッ

ファ層の影響‐ 

荒牧 恵悟 有明工業高等専門学校 電気工学科 8 ビット D/A 変換機に用いる低電圧カレントミラー 

内田 智之 福岡大学大学院工学研究科 
 電子情報工学専攻 格助詞「に」の深層格推定：被覆率の向上について 

城 歩 近畿大学大学院 産業技術研究科 
 電子情報工学専攻 初学者のためのフーリエ級数展開の可視化 

内田 彰 大分工業高等専門学校 
 制御情報工学科 

土地利用による重回帰式を用いた分布型洪水流出モ

デルのパラメータの設定 

與座 明泰 琉球大学大学院 理工学研究科 
 電気電子工学専攻 

EVを導入したスマートハウスにおける可制御負荷の

最適運用法 
 

10-2-3 平成 24 年度 沖縄学術講演奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 1 名を選定し、平成 25 年 3 月付けにて表彰した。（敬称略） 

表彰者名 所  属 演  題 

岸本 亨太 沖縄工業高等専門学校 専攻科 
創造システム工学専攻 電子通信システム工学コース 

マイクロスプリングーブ作製におけ

る最適化条件に関する検討 
 

10-2-4 平成 24 年度 成績優秀賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 59 名を選定し、平成 25 年 3 月付けにて表彰した。 

（順不同、敬称略） 
表彰者 所  属 表彰者 所  属 表彰者 所  属 

宮川 矩昌 

九州大学 

吉原 和希 熊本大学 加藤 瞳 
北九州工業高等専門学校 

吉永 翔一 堀田 美香 
崇城大学 

益田 晃次 
近藤 直明 村上 智施 東田 紗季 有明工業高等専門学校 
上野 祐介 山城 憲太  東海大学 大城 泰平 久留米工業高等専門学校 
上野 和輝 

九州工業大学 

中上 裕基 
大分大学 

辻田 祐也 佐世保工業高等専門学校 
角田 友理子 村田 彩  濱内 仁之 

大分工業高等専門学校 
福谷 翔子 衞藤 啓  浅野 早紀 
松中 淳一郎 佐藤 京祐 日本文理大学 木村 愼  

熊本高等専門学校 
北村 裕介 牛島 孝哉 

佐賀大学 
吉田 翔 

井手 翔大 福岡大学 有働 瑛仁 中原 優  
江頭 俊昭  

福岡工業大学 

青木 宏太 
長崎大学 

白井 和也  
槇 俊孝 遠江 一仁  岩本 舞 
髙田 暢子 七條 大樹  

長崎総合科学大学 
馬立 侑典 都城工業高等専門学校 

小林 南乃 廣畝 原野 森田 美海 
鹿児島工業高等専門学校 松尾 忠  

九州産業大学 
牧 直人  

宮崎大学 
Ngo Huy Cu 

渕上 秀樹  木幡 龍秀  中瀬裕貴 
黒岩 諒 北九州市立大学 椎原 康士郎 

鹿児島大学 
富永 歩  沖縄工業高等専門学校 

西村 俊哉 
近畿大学 

益山 仁 

 
榎原 崇人 坂元 恵介 第一工業大学 
小川 貴大  西日本工業大学 宮城 正弥  

琉球大学 
中村 秀丸 久留米工業大学 大城美和子 
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10-2-5 平成 24 年度 学術奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 23 名を選定し、平成 25 年 3 月付けにて表彰した。 

（順不同、敬称略） 
表彰者 所  属 表彰者 所  属 表彰者 所  属 

于 子涵 
九州大学 

亀山 健太郎 北九州市立大学 大岩 孝輔  鹿児島大学 
白石 壮馬 城 歩 近畿大学 金城 圭寿 琉球大学 
藤本 要 

九州工業大学 
坂本 竜也 佐賀大学 濱崎 亮 佐世保工業高等専門学校 

中野 史也 田中 大資 長崎大学 佐保 雄太 大分工業高等専門学校 
小田 哲也 福岡工業大学 張 曄  熊本大学 坂口 英司 熊本高等専門学校 
内田 智之 福岡大学 松永 吉靖 崇城大学 田ノ元 正和 鹿児島工業高等専門学校 
寺田 大祐 九州産業大学 黒木 貴幸 大分大学 仲尾 一也 沖縄工業高等専門学校 
佐々木 亮介 早稲田大学 菅原 佑紀  宮崎大学  

 
以上 
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Ⅳ．平成 24 年度役員及び代議員の構成 
平成 24 年度役員 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 吉田  進   
 次期会長 井上 友二   
 副会長（在京） 喜連川 優 秋葉 重幸 
 副会長（地方） 間瀬 憲一 佐藤 健一 
 総務理事 西原 明法 森川 博之 
 会計理事 小林 岳彦 守倉 正博 
 編集理事 斎藤  洋 山中 直明 
 企画理事 本島 邦明 村瀬  淳 
 調査理事 佐々木 繁 佐古 和恵 
 編集長（理事） 坂庭 好一   
 企画室長（理事） 村上 篤道   
 規格調査会委員長（理事） 三木 哲也   
 ESS 会長（理事） 山本 博資   
 CS 会長（理事） 田中 良明   
 ES 会長（理事） 荒木 純道   
 ISS 会長（理事） 萩田 紀博   
 ESS 次期会長（理事） 引原 隆士   
 CS 次期会長（理事） 笹瀬  巌   
 ES 次期会長（理事） 榎木 孝知   
 ISS 次期会長（理事） 村瀬  洋   
 監 事 木戸出正継 吉野 秀明 

 
平成 24 年度代議員 

青木 正憲 尾家 祐二 小林 岳彦 田中 達治 羽深 龍二 村田 正幸 

青山 友紀 大石 進一 小山二三夫 田中  豊 林  貴宏 村松 正吾 

秋葉 重幸 大柴小枝子 齋藤 孝之 田中 良明 原島  博 持田 侑宏 

朝香 卓也 太田 直久 斎藤  洋 田村  裕 広崎膨太郎 本島 邦明 

安達 文幸 大田 友一 酒井 善則 丹治 裕一 藤巻 健一 森川 博之 

新井 宏之 大橋 弘美 作山 裕樹 津田 俊隆 藤元 美俊 森野 博章 

荒川  薫 大森 崇弘 桜井  優 内藤 崇男 藤原  修 安田  浩 

荒川 太郎 岡  育生 佐々木修己 中沢 正隆 細田 陽介 柳川 久治 

荒木 純道 岡本 英二 佐々木 繁 中嶋 信生 堀   修 山下 洋一 

荒木 智行 小川 賀代 佐藤 健一 中島  誠 堀  俊和 山田 敬嗣 

伊賀崎伴彦 北形  元 沢田  進 永田  真 前田 純治 山田  寛 

石田  亨 北原  格 澤田  寛 中野 好典 正村 達郎 山本 博資 

礒田 陽次 北原 義典 澤谷 邦男 中村  誠 益  一哉 山本 浩之 

市原 英行 北山 研一 塩川 茂樹 並木 淳治 間瀬 憲一 横矢 直和 

一村 信吾 喜連川 優 地主  創 楢橋 祥一 松居 真一 吉田 真一 

伊東  晋 木戸出正継 末光 厚夫 西原 明法 松嶋 敏泰 吉田  進 

伊藤 靖朗 貴家 仁志 関  昇平 野村  亮 三木 哲也 吉田万貴子 

今井  浩 熊谷  博 曽根高則義 萩田 紀博 三宅  功 米田 友洋 

岩城  護 桑原 秀夫 高嶋 寛人 萩本 和男 武川 直樹  
榎原  晃 香田  徹 高橋 達郎 葉玉 寿弥 村上 賢司  
江村 克己 小柴 正則 高橋 庸夫 羽野 光夫 村上 篤道  
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Ⅴ．平成 25 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 平成 25 年度役員候補者及び代議員の選挙は、平成 25 年 2 月 8 日～3 月 11 日に Web による投

票で実施した。 
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