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平成 26 年度事業報告 
 

１．概況 

前年度に引き続き、本会の「理念」の下、電子情報通信及び関連する分野の国際学会として、

学会を取り巻く環境変化に効率的に対応できるよう、前年度末にスタートさせた学会のあり方タ

スクフォースでの議論を軸に、組織や運営に関する改革を進めた。その中でソサイエティの設立

要件を見直し、基礎・境界ソサイエティとの共同運営のもと、NOLTA ソサイエティを設立した。 
個人会員数の減少、維持員数・口数の減少も続いており、それらによる会費収入の減少の中で

100 周年を迎えるに当たって新たな施策の展開と「持続可能な学会運営」のため、既存の委員会

の統廃合などの学会運営体制の見直しを進めた。また、財務体質改善策として、平成 26 年 4 月

からの冊子体論文誌廃止を実行に移した。 
一方、会員サービスを支えるシステムについては、新会員管理システムへの移行を行うと共に、

横断検索システム（I-Scover）の第 2 期システムの開発に着手した。会誌の電子版提供に続いて、

更なるサービス向上を目指してプッシュ型配信システムのトライアルを開始した。また、学会の

活性化や対外アピールを目指した産官学民の連携強化やイベントの開催、支部・国際活動の活性

化を目指した活動等を行った。 

２．学会全体事業（以下、本部事業という） 

（１）各種会議 
平成 26 年 6 月 5 日の定時社員総会において、酒井会長、小柴次期会長を代表理事とする平

成 26 年度役員体制を発足させた。理事会 9 回開催をはじめ、理事会傘下の各種委員会等を開

催し、学会の円滑な運営を行った。また、今後の学会の発展を目指して学会の運営や活動の見

直しを行うべく、前年度末に理事会の下にスタートした学会のあり方タスクフォースにおいて、

課題ごとの WG を設置して検討を進めた。 
（２）出版 

本会の「実施事業」の柱である会誌発行事業については、平成 26 年度は、12 冊、合計 331,200
部（月平均 27,600 部）を発行配布した。会員サービス向上の一環として、スマートフォンや

タブレットでも会誌が閲覧できるプッシュ型配信システム（E-pub）の検討とトライアルを進

めた。ハンドブック／知識ベース委員会ではコンテンツを順次アップロードし、『知識の森』

シリーズとして新刊 1 点を発行した。単行本、教科書もそれぞれ新刊 1 点を発行した。 
（３）選奨 

特別功績賞を 2014 年ノーベル物理学賞を受賞された 3 名に贈呈した。 
第 76 回功績賞を 5 名に、第 52 回業績賞を 6 件 9 名に贈呈することを決定した。 
第 71 回論文賞を和英論文誌 8 誌から選んだ 12 編に、第 8 回喜安善市賞をその中の最も優

秀と認めた 1 編に贈呈することを決定した。 
第 1 回末松安晴賞を 2 名に贈呈することを決定した。 
第 77 回学術奨励賞を 61 名（基礎・境界ソサイエティ 7 名、通信ソサイエティ 36 名、エレ

クトロニクスソサイエティ 12 名、情報・システムソサイエティ 6 名）に対し贈呈した。 
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（４）会員に関する事項 
定款に基づいて、名誉員に 3 名を推薦した。 
規則に基づき、フェロー称号を 28 名に、シニア会員称号を 66 名に贈呈した。 
個人会員数については、平成 26 年度末で 30,029 名となり、前年度末から 1,135 名の減少（名

誉員+4 名、正員-925 名、学生員-214 名）となった。特に、正員の減少が前期（-675 名）に比

べて増えており、対策が急務である。 
（５）教育関連活動 

JABEE への協力を継続した。先端オープン講座（春季口座）を開催したが、次年度の開催

に向けては講座内容を見直すこととした。CPD プログラムと技術マップ上での可視化を進め、

関連学会との協力を継続する中で、制度の有用性と試行システムの見直しを進めている。子供

の科学教室については、イベント 3 回（参加者 147 名）を開催した。委員会構成の見直しを

行い、アクレディテーション委員会以外の教育活動の委員会ミッションについては、サービス

委員会において見直し検討を進めている。 
（６）国際活動 

12 番目の国際セクションとしてマレーシアセクションが新たに発足した。ヨーロッパセクシ

ョンでは、前年度に引き続き国際会議 ICTF2014 を開催した。 
前年に引き続き、全理事・全国内支部長・国際セクション代表者・国際委員会委員が出席す

る会議として All Sections Meeting を 2015 年総合大会期間中に開催し、意見交換を行った。 
（７）情報発信 

2015 年総合大会において、2014 年日本国際賞受賞の末松安晴東京工業大学栄誉教授、2014
年ノーベル物理学賞受賞の天野浩名古屋大学大学院教授並びに中村修二米国カリフォルニア

大学サンタバーバラ校教授による特別記念講演を実施すると共に、国際光年 2015 年に当たり

国際光年推進プラチナパートナーとして協賛し、本会の貢献を広くアピールした。 
英文ホームページのリニューアルを行うと共に、CEATEC JAPAN 2014 と連携したシンポ

ジウム開催などを通じて、電子情報通信分野の魅力向上と学会への理解の浸透を図った。

I-Scover サービスでは、機能充実を目指して第 2 期システム開発に着手し、並行して普及促進

のため、シンポジウム開催と前年に引き続く“I-Scover チャレンジ 2014”を実施した。 
（８）規格調査会 

規格調査会活動として、委員会議を 4 回、専門委員会及び小委員会を 91 回開催した。国際

標準化に関して取り扱った IEC 文書は 158 件であった。 
（９）その他 

学会のあり方タスクフォースでの議論を踏まえて、ソサイエティ設立要件を緩和すると共に、

共同運営によって財務責任等を果たす形態を認めることとし、基礎・境界ソサイエティとの共

同運営のもと NOLTA ソサイエティを設立した。 
創立 100 周年記念事業実行委員会では、コンテンツ WG で 100 年史の基本構成案を固める

と共に、企画 WG のメンバを具体化した。 
電気・情報関連学会連絡協議会活動を継続すると共に、関連学術団体等との協力・連携活動

として 258 件の協賛・後援等を行い、世界工学会議（WECC2015）については、電気電子・

情報系分野の主幹事学会としてセッションの企画に協力した。産学官民の連携として総務省の

電気通信主任技術者講習制度に協力して、登録講習機関の一般財団法人日本データ通信協会に

対して、セキュリティ関連科目の講師 10 名を推薦した。 
会員管理システム刷新開発を完了し、平成 26 年 11 月末に新システムに移行した。 
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３．ソサイエティ及びグループ事業 

平成 26 年度も、各ソサイエティ及びグループごとに特色のある企画等を実施し、会員の研究

成果の発表と議論の場を提供する事業を中心に活動した。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。 
○ 平成 26 年 10 月 1 日に、これまでサブソサイエティとしていた NOLTA が、基礎・境界ソサ

イエティとの共同運営を前提として新たに NOLTA ソサイエティとして誕生した。平成 26 年

度は、NOLTA ソサイエティの発足と共同運営の開始に関わる施策に重点を置く活動を行った。

その他、研究活動とその活性化、論文誌編集におけるエディタ制への本格移行、FR 誌の編集

活動の充実、国外会員向け事業及びサービスの継続実施等を行った。NOLTA ソサイエティと

しても、基礎・境界ソサイエティと NOLTA ソサイエティの共同運営に関する申し合わせの策

定を初め、ソサイエティ内の各種規程類の整備、ソサイエティ広報活動に努めた。 
○ 通信ソサイエティでは、理事会指針に沿ったソサエティ運営と、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 26 年度は、21 の常設研究専門委員会と 7 の

時限研究専門委員会が活発な研究会活動を行うとともに、「研究会のあり方 WG」、「組織検討

WG」の 2 つを発足させ、運営改善などの具体的な実施案を策定するとともに、執行委員会と

の連携強化による改革を進めた。編集委員会では通ソマガジンの完全電子化と無料購読化の実

施を決定しアウトリーチの強化を図っている。また、英文論文誌では新カテゴリー「Position 
Paper」を設けた。さらに、I-Scover キーワード機能拡張，普及への積極的な協力を行った。 

○ エレクトロニクスソサイエティでは、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、学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。会員増強対策としては、大会のソサイエティプレナリーセッション等、特別

講演のビデオ配信、英語版ホームページの拡充、技報のアーカイブ化と閲覧活性化の推進、研

究専門委員会活動や 3 種類の論文誌での量・質的強化等、会員サービス向上への施策を推進し

た。また、運営の効率化に対しては、エレソ在り方ワーキンググループにより中長期的な組織

の在り方、財務体質の改善について議論を行った。 
○ 情報・システムソサイエティでは、情報処理関係の研究における日本での中心活動母体であ

り続けるために、平成 26 年度は、中長期計画に従い①会員サービスの向上、②研専・論文誌・

ソサイエティ誌の活性化、③各種資料の電子化推進の継続に重点を置き、以下の活動を展開し

た。FIT2014（情報科学技術フォーラム）については、3 日間、筑波大学で共同開催した。2015
年総合大会では、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。また、IEEE とのシスターソサイエティ協定を更新し、国際化の推進を継続的に行った。 
○ ヒューマンコミュニケーショングループでは、HCG シンポジウム 2014 を開催し、226 名の

参加と 117 件の発表があった。発表件数及び参加者数ともに過去最大で HCG の中核シンポジ

ウムとして認識されつつある。和文論文誌 A にて特集号を企画し、平成 27 年 1 月号で発行し

た。また、HCG のあり方を考える会で、HCG の今後のあり方について幅広く議論した。 
 
（１） 大会 

・ソサイエティ大会を平成 26 年 9 月 23 日(火)～26 日(金)に徳島大学で開催した。参加者 2,701
名、公募講演数は 1,474 件であった。 

・総合大会を平成 27 年 3 月 10 日(火)～13 日(金)に立命館大学で開催した。参加者 5,077 名、

公募講演数 2,596 件であった。 
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・FIT2014（第 13 回情報科学技術フォーラム）を情報・システムソサイエティ、ヒューマン

コミュニケーショングループ及び情報処理学会が合同して、平成 26 年 9 月 3 日(水)～5 日(金)
に筑波大学で開催した。参加者 1,223 名、講演数は 501 件であった。 

（２） 国際会議 
国内会場で 12 件、国外会場で 1 件の国際会議を開催した。 

（３） 論文誌等出版 
・和・英論文誌は、オプションとしての冊子体の発行を取りやめ、各ソサイエティ別にそれぞ

れ 4 種類をオンラインジャーナル公開のみとした。 
 和文誌：掲載総ページ数： 4,240 ページ（参考：前年 6,440 ページ） 
 英文誌：掲載総ページ数： 9,946 ページ（参考：前年 10,385 ページ） 

・ソサイエティの電子ジャーナルとして、NOLTA（基礎・境界ソサイエティ）、ComEX（通

信ソサイエティ）、ELEX（エレクトロニクスソサイエティ）を発行した。 
・各ソサイエティ及びグループから、それぞれニューズレターやソサイエティ誌が出された。 

（４） 選奨 
・基礎・境界ソサイエティ：功労賞 2 名、貢献賞 31 名、Fundamentals Review ベストオ

ーサー賞 1 名 
・通信ソサイエティ：ソサイエティ論文賞 10 編 
・エレクトロニクスソサイエティ：ソサイエティ賞 3 件、レター論文賞 1 件、ELEX Best Paper 

Award 1 件、エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞 12 名 
・情報・システムソサイエティ：ソサイエティ論文賞 1 編、活動功労賞 10 名、査読功労賞

10 名、優秀ポスター賞 7 名、船井業績賞 1 件、船井ベストペーパー賞 3 編、FIT 論文賞 2
編、FIT ヤングリサーチャー賞 10 名 

・ヒューマンコミュニケーショングループ：ヒューマンコミュニケーション賞 5 件、HCG
シンポジウム賞 21 件 

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

（ただし共催、連催等の場合は、それぞれで重複集計。） 
・基礎・境界ソサイエティ 111 回 2,123 件 
・通信ソサイエティ 151 回 3,088 件 
・エレクトロニクスソサイエティ 110 回 2,222 件 
・情報・システムソサイエティ 136 回 2,726 件 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  21 回 571 件 

（６） 論文等データベース 
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等につ

いて、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協力した。 
（７）会員数（平成 26 年度末） 

・基礎・境界ソサイエティ 5,789 名 
・通信ソサイエティ 10,696 名 
・エレクトロニクスソサイエティ 6,141 名 
・情報・システムソサイエティ 10,694 名 
・ヒューマンコミュニケーショングループ  892 名 
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４．支部事業 

国内 10 支部（北海道、東北、東京、信越、東海、北陸、関西、中国、四国、九州）は、各地域

に密接した活動として、支部連合大会、各種講演会、シンポジウム、各種見学会、学生向けイベ

ント、学生奨励賞の授与、小中高生向けの科学教室等を展開した。一方、費用対効果を考慮した

資源集中の運営や地域活動の更なる活性化、国際セクションとの連携等の進め方については、支

部会議やあり方タスクフォース・支部/国際セクション WG 等で活発に議論すると共に、支部間

で情報を共有した。また、昨年度に引き続き 3 月の総合大会時に開催した All Sections Meeting
には、5 支部（東北、東京、関西、中国、九州）からの参加があった。 
各支部の活動概要は以下のとおり。 

（１）北海道支部 
○一般事業：講演会 9 件を主催・共催・協賛。支部連合大会を共同主催。専門講習会等主催。

セミナーを北海道総合通信局と共同主催。 
○教育事業：学生向けイベントを道内大学と共同主催。小学生向けイベントを応用物理学会

と 2 回共同主催。青少年公開講座を後援。 
○学生会事業：支部学生会主催講演会 5 回。学生会研究発表会、学生ブランチ活動実施。 
○選奨：学生員奨励賞 14 名、学生会インターネットシンポジウム優秀発表賞 3 名、若手研

究者表彰制度表彰 10 名 
（２）東北支部 

○一般事業：講演会 15 件、シンポジウム 1 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 9 件を実施。 
○教育事業：小中高生向け事業 5 回実施。 
○学生ブランチ活動：東北大学、仙台高専に学生ブランチを設置し活動。 
○選奨：学生優秀論文賞 2 名、学生優秀発表賞 3 名、学生ブランチ活動奨励賞 2 名、優秀学

生表彰 20 名。 
（３）東京支部 

○一般事業：講演会 1 回、シンポジウム 3 回、地域イベント 4 回、見学会 6 回等主催。共催、

協賛、後援等 8 件。総務省関東総合通信局及び CEATEC との連携を推進。 
○教育事業：子供科学教室 1 回実施。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベン

トを公募し 5 件実施。 
○学生会事業：講演会 2 回、見学会 2 回実施。学生会報の発行・配布・Web 公開。学生員の

卒業研究論文及び修士論文の紹介、研究発表会開催。8 校の学生ブランチによ

る講演会等実施。学生会運営委員会委員の委嘱状、活動証明書の発行の実施。 
○選奨：学生奨励賞 21 名 

（４）信越支部 
○一般事業：支部大会 1 回、講演会 8 回、専門講習会 1 回開催。 
○学生会事業：研究交流会 2 回開催。 
○選奨：学生奨励賞 14 名、ベストプラクティス賞 3 研究室 

（５）東海支部 
○一般事業：講演会 4 回（会員数増加の取組みとして講演会参加者へアンケートを実施し会

員ニーズを把握）、見学会 1 回主催。小中高校生向け理科教育講座 2 回、専門

講習会 1 回、支部連合大会 1 回開催。 
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○学生会事業：講演会 6 回、学生研究発表会 2 回、卒業研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生研究奨励賞 23 名、卒業研究発表会表彰 9 名 

（６）北陸支部 
○一般事業：講演会 5 回、支部連合大会 1 回開催。 
○学生会事業：学生向け講演会 4 回、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生優秀論文発表賞 20 名、優秀学生賞 11 名 

（７）関西支部 
○一般事業：講演会 1 回、見学会 1 回、講習会 4 回開催。 
○教育事業：講演会 1 回開催。学校、企業、NPO と連携した共同主催の教育イベントを公

募し 3 件実施。 
○学生会事業：講演会 3 回、見学会 2 回、学生研究発表会 1 回開催。 
○選奨：学生会奨励賞 5 名、優秀論文発表賞 6 名、学生会功労賞 12 名 

（８）中国支部 
○一般事業：講演会 6 回主催。支部連合大会 1 回、講演会 8 回、見学会 1 回、講習会 2 回、

専門講習会 1 回等共同主催。電気記念日行事参加。シンポジウム等の協賛 9 回。 
○学生会事業：学生向け講演会、見学会 5 回主催。学生ケータイあわーど 2014 イベント実

施。 
○選奨：連合大会奨励賞 20 名、優秀卒業生表彰（高校・高専・短大）57 校 92 名、学生功

労賞 10 名 
（９）四国支部 

○一般事業：講演会 6 回、専門講習会 2 回、連合大会１回開催。シンポジウム等後援 2 件。 
○学生会事業：学生向け講演会 5 回開催。連合大会における学生員交流会実施。3 校の学生

ブランチが講演会や見学会等の活動を実施。 
○選奨：電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励賞 47 名 

（10）九州支部 
○一般事業：特別講演会 1 回、一般講演会 8 回開催。協賛・後援の講演会/シンポジウム 11

件。支部連合大会 1 回、専門講習会 1 回、ワークショップ 1 回開催。国際フォ

ーラム１回共同主催。 
○教育事業：子供の科学教室、ものづくり教室、わくわく実験講座等開催。 
○学生会事業：講演会、学生ブランチ交流会等の実施。9 ブランチが各自講演会や交流会実

施。 
○選奨：連合大会講演奨励賞 8 名、学生会講演奨励賞 14 名、沖縄学術講演奨励賞 1 名、成

績優秀賞（学生）58 名、学術奨励賞 23 名 

５．選挙 

平成 27 年 2 月 6 日～3 月 9 日に、Web 投票により平成 27 年度役員候補者及び代議員の選挙を

実施した。平成 27 年度代議員としては 106 名が選ばれた。 
 

以上 
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平成 26 年度事業報告（付属明細書） 
 
Ⅰ．本 部 事 業 
 
１．会議に関する事項（定款 第 4、6、9 章） 
 
１．１ 平成 26 年定時社員総会 

平成 26 年 6 月 5 日（木）午後 2 時から機械振興会館において平成 26 年定時社員総会を開

催した。代議員総数 107 名に対し、出席代議員数 102 名（委任状を含む）で、定款第 19 条に

定める代議員総数の過半数に達した。井上会長を議長として以下議案を付議して、審議事項は

いずれも原案どおり可決承認された。 
第 1 号議案  平成 25 年度事業報告 
第 2 号議案  平成 25 年度決算（審議事項）及び監査報告 
第 3 号議案 公益目的支出計画実施報告及び監査報告 
第 4 号議案 平成 26 年度事業計画 
第 5 号議案 平成 26 年度収支予算 
第 6 号議案 新理事・監事の選任（審議事項） 
 

１．２ 理事会 
年度内に 9 回の理事会を開催した。 

 
１．３ 理事会傘下の委員会等の開催状況 

・企画室：8 回               ・倫理委員会：1 回、メール審議 1 回 
・選奨委員会：1 回、メール審議 3 回     ・功績賞・業績賞委員会：2 回 
・論文賞・学術奨励賞委員会：メール審議 3 回 ・末松安晴賞委員会：1 回 
・フェローノミネーション委員会：1 回    ・シニア会員審査委員会：メール審議 1 回 
・コミュニケーション委員会：1 回、メール審議 3 回  ・ロードマップ委員会：0 回 
・アクレディテーション委員会：4 回     ・男女共同参画委員会：1 回 
・サービス委員会：4 回           ・国際委員会：3 回、メール審議 4 回 
・All Sections Meeting：1 回         ・大会委員会：3 回 
・著作権管理委員会：3 回          ・編集連絡会：4 回 
・会誌編集委員会：6 回           ・出版委員会：0 回、メール審議 3 回 
・教科書委員会：0 回            ・ハンドブック／知識ベース委員会：0 回 
・100 周年記念事業実行委員会：1 回     ・I-Scover プロジェクト：5 回 
・支部会議：2 回              ・ソサイエティ連絡会：4 回 

 
１．４ その他の会議等 

・学会のあり方タスクフォース：平成 26 年度は、前年度役員体制の下で 2 回、本年度役員

体制の下で 6 回開催 
・名誉員及び元会長を囲む会：平成 26 年 10 月 22 日、機械振興会館 B2 ホールにて開催 
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２．出版に関する事項 
 
２．１ 会誌の発行状況（定款 第 4 条 イ号） 

全会員に共通の場として重要なメディアである会誌は、平成 26 年 4 月から 27 年 3 月まで

12 冊、合計 331,200 部（月平均 27,600 部）を発行配布した。 
電子化への対応として、スマートフォンやタブレットでも会誌が閲覧できるプッシュ型配

信システムの検討を進めた。 
平成 26 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      E 件数 ページ数 A種 類      E 件数 ページ数 
講    演 1 

 
 
 

7 講    座 0 0 
編集長退任にあたって 1 3 寄    書 1 4 
4 月小特集（ﾏﾙﾁﾕｰｻﾞ MIMO 

8 40 
回    想 1 3 

-ﾏﾙﾁｱﾝﾃﾅとﾏﾙﾁﾕｰｻﾞの相乗効 学生／教養のページ 6 20 
果による通信速度向上-） オ ピ ニ オ ン 1 6 
5 月特集(ﾃﾞｰﾀを読み解く技 

17 86 
ニュース解説 17 

 
 

33 
 
 

術‐ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞ-ﾀ,e-ｻｲｴﾝｽ,潜在 総 合 報 告 0 
 

0 
 的ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ‐） ソサイエティのページ 2 6 

6 月小特集（30MHz 以下の環境 
7 33 

EIC 記事 0 0 
電磁工学 情報ﾈｯﾄ-今学会では- 0 0 
―電磁界計測及び対策技術―） 規格調査会報告 0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

8 月小特集（知的環境を支える 10 48 男女共同参画のページ 0 0 
ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ-ｱﾝﾋﾞｴﾝﾄｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ-） 国 際 企 画 ﾀｽｸﾌｫｰｽ  0 0 
9 月小特集（高度な専門知識 6 25 学 生 会 報 告 2 16 
に基づくﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄ） 支 部 だ よ り 0 0 
10 月特別小特集（ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 10 30 生 涯 教 育 0 0 
と ICT-九州における取組み-） 予 定 目 次 11 

 
0 
 11 月特集（最新ﾃﾗﾍﾙﾂ技術 14 89 学会ニュース 0 

 
0 
 と実用化に向けた取組み） 慶    賀 1 1 
 12月小特集（再びやってくるぞ， 

9 48 

追  悼  抄 3 3 
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾝﾋﾟｯｸ-半世 国 際 会 議 22 

 
8 
 紀にわたる電子情報通信技術 図 書 紹 介 14 7 

の成長と将来展望-） 国内文献目次 4 5 
12 月小特集（「ﾌｶｼｷﾞの数え方」 

7 37 

図書寄贈一覧 
から広がるｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの理工学-  本 会 だ よ り 8 

 
 

17 
二分決定ｸﾞﾗﾌにより離散構造 編 集 室 12 12 
処理と広がる応用分野-） 役 員 等 口 絵  8 
1 月特別小特集（人間社会と調 

8 34 
総 会 ・ 選 奨  97 

和する未来の電子情報通信技術 フェロー口絵  2 
への期待） 会 誌 総 目 次  10 
2 月小特集（最新の情報通信技術か 

6 31 

学 会 編 集 室  0 
ら見たｲﾝﾌﾗ統合社会と今後の展開- 会    報  0 
ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ実現のためのｲﾝﾌﾗは IEICE Global Plaza    

 
12 28 

どうあるべきか-） 会  告 12 91 
3 月小特集（個人データの活用 7 41 計  1,142 
とﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護） 巻 頭 言  12 
解    説 35 213 目 次  36 
   合 計  1,190 
＊その他：広告（カラー、前付、後付等）89 ページ 
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２．２ 広告賞（定款 第 4 条 イ号） 
平成 26 年広告賞として下記の 2 点を選定した。 
【カラー広告部門】キーコム株式会社 

「ミリ波／マイクロ波システムのキーコム」（4,6,8,12 月号） 
【一色刷り広告部門】コーンズテクノロジー株式会社 

「サイト貸し・試験代行サービス」（2 月号） 
 

２．３ 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 2 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下、新刊 1 点 1,200 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 
無線通信の基礎技術 
－ディジタル化からブロードバンド化へ－ 

H26.11.25 224 1,200部 

 
２．４ 単行本（定款 第 4 条 ト号） 

新刊 1 点 600 部，重版 1 点 600 部を発行した。 
新刊書は次のとおりである。 

新  刊  書  名 判型 発行年月日 ページ数 部数 
伝送理論の基礎と光ファイバ通信への応用 A5 H27.3.25 256 600 

 
２．５ 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 6 点を発行した。（コロナ社委託出版）（昭和 55 年 8 月第 1 回配本以降既刊書目 52 点） 
 
２．６ 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

教科書として新刊 1 点、重版 7 点を発行した。（コロナ社委託出版） 
新刊書は次のとおりである。 

新  刊  書  名 発行年月日 ページ数 部数 
集積回路設計 H27.2.27 208 1,000 

（平成 14 年 3 月第 1 回配本以降通算 31 点） 
 
 
３．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。 
 

３．１ 特別功績賞 
赤﨑  勇（名城大） 
天野  浩（名大） 
中村 修二（カリフォルニア大） 

以上 3 名 
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３．２ 功績賞（第 76 回） 
坂内 正夫（NICT） 
篠原 弘道（NTT） 
白井 良明（立命館大） 
原島  博 
吉田  進（京大） 

以上 5 名 
 
３．３ 業績賞（第 52 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） 

超高速パケットネットワーク技術の先駆的研究 山中 直明（慶 大） 
大木 英司（電通大） 

確率モデルによる音声認識分野の先駆的研究 中川 聖一（豊橋技科大） 

統計モデルに基づいた音声合成研究分野の開拓 徳田 恵一（名工大） 

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） 

SDN コンセプトの具現化と OpenFlow 技術の開

発・実証と実用化 

岩田  淳（NEC） 

下西 英之（NEC） 

小林 正好（NEC） 

ソフトウェア無線・コグニティブ無線技術の先駆的

研究 
上原 一浩（NTT） 

3D プリンターの先駆的研究 小玉 秀男（快友国際特許事務所） 

以上 3 件 
 
３．４ 論文賞（第 71 回） 

（分冊別掲載年月順・敬称略） 
A 論 文 名 

 
著 者 名 
掲載年月 

A High Performance HEVC De-Blocking Filter and SAO Architecture for 
UHDTV Decoder 
竺  加毅、周  大江、後藤  敏（早大） 
平成 25 年 12 月号（EA） 

A 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

Comprehensive Analysis of Initial Keystream Biases of RC4 
五十部孝典（神戸大）、大東 俊博（広島大） 
渡辺 優平、森井 昌克（神戸大） 
平成 26 年 1 月号（EA） 

A 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

電力パケットによるエネルギー表現の漸近的性質 
縄田 信哉、 高橋  亮、引原 隆士（京大） 
平成 26 年 9 月号（A） 

B 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

水中のワイヤレス給電に関わる幾つかの新しい現象 
粟井 郁雄（リューテック）、澤原 裕一（龍谷大） 
山口 和也（リューテック）、堀田 昌志（山口大）、石崎 俊雄（龍谷大） 
平成 25 年 11 月号（B） 
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B 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Efficient Lookup Scheme for Non-aggregatable Name Prefixes and Its 
Evaluation 
福嶋 正機、田上 敦士（KDDI 研）、長谷川 亨（阪大） 
平成 25 年 12 月号（EB） 

B 論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

XOR 符号化パリティ圧縮を用いた高符号化率ターボ符号 
北村 康裕、衣斐 信介、三瓶 政一（阪大） 
平成 26 年 2 月号（B） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

Nonlinear Modeling and Analysis on Concurrent Amplification of 
Dual-Band Gaussian Signals 
安藤 生真、タン ザカン、荒木 純道（東工大） 
山田 貴之、加保 貴奈、山口  陽、上原 一浩（NTT） 
平成 25 年 10 月号（EC） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
 
掲載年月 

高速高精度波長切替を実現する狭間隔波長可変分布活性 DFB レーザアレイの

開発 
金井 拓也、布谷 伸浩、山中 孝之、伊賀 龍三、下小園 真 
石井 啓之（NTT） 
平成 26 年 3 月号（C） 

C 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Diagnosis of Signaling and Power Noise Using In-Place Waveform 
Capturing for 3D Chip Stacking 
高谷  聡、池田 博明、永田  真（神戸大） 
平成 26 年 6 月号（EC） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
 
掲載年月 

多言語音声翻訳システム“VoiceTra”の構築と実運用による大規模実証実験 
松田 繁樹、林  輝昭、葦苅  豊、志賀 芳則、柏岡 秀紀 
安田 圭志、大熊 英男、内山 将夫、隅田英一郎、河井  恒（NICT） 
中村  哲（奈良先端大） 
平成 25 年 10 月号（D） 

D 論 文 名 
著 者 名 
 
掲載年月 

システム LSI 搭載 FPGA-IP コア向け物理故障検出及び回避手法 
尼﨑 太樹、西谷 祐樹、井上 万輝、飯田 全広、久我 守弘 
末吉 敏則（熊本大） 
平成 25 年 12 月号（D） 

D 論 文 名 
 
著 者 名 
掲載年月 

Hadoop をはじめとする並列データ処理系へのアウトオブオーダ型実行方式の

適用とその有効性の検証 
山田 浩之、合田 和生、喜連川 優（東大） 
平成 26 年 4 月号（D） 

（（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 

 
３．５ 喜安善市賞（第 8 回） 

論 文 名 
著 者 名 
掲載年月 

電力パケットによるエネルギー表現の漸近的性質 
縄田 信哉、 高橋  亮、引原 隆士（京大） 
平成 26 年 9 月号（A） 

以上 1 編 
 
３．６ 末松安晴賞（第 1 回） 

カテゴリ 受賞者（所属） 研究・開発の題目 

学術界貢献 岡田 健一（東工大） CMOS ミリ波無線機の研究開発 

産業界貢献 蝶野 慶一（NEC） 
超高精細映像圧縮技術の開発とその国際標準化およ

び実用化 
以上 2 名 
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３．７ 学術奨励賞（第 77 回） 
基礎・境界ソサイエティ：7 名 (五十音順) 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
紅林 亘 東工大 ノイズに誘起される同期パターンの設計・制

御法 

総合 A-2-9 

高岡 旭 東工大 Weighted Dominating Set Problem for 

Two-Directional Orthogonal Ray Graphs 

総合 A-1-19 

千賀 敬太 名大 無線通信への確率共鳴応用における雑音帯域

の影響評価 

ｿｻｲｴﾃｨ A-2-7 

中村 洋平 日立 1 GS/s, 11.5-bit ENOB デジタル補正式イン

タリーブ ADC の試作評価 

ｿｻｲｴﾃｨ A-1-13 

西村 勇司 東京電機

大 

複数群 PSO による IIR フィルタ設計 ｿｻｲｴﾃｨ AS-1-4 

藤田 浩平 阪大 制御則の計算時間を考慮した線形離散時間シ

ステムの事象駆動 1 型サーボ系 

ｿｻｲｴﾃｨ A-12-1 

山本 亮 三菱電機 高位合成を用いた HEVC 方式による SHV リ

アルタイムエンコーダの開発 

総合 A-3-8 

 
通信ソサイエティ：36 名 

  
受賞者 

所属 

(発表時) 
講演題目 大会別 

講演 

番号 

Kuan-hua 

Chen 

東北大 Diversity Receptions of Waveguide Sheet 

Terminated with Switching Diodes 

総合 B-1-208 

David Odeke 

Otuya 

東北大 周波数利用効率 7.5 bit/s/Hz を有する 1.92 

Tbit/s, 64 QAM コヒーレント光ナイキストパ

ルス伝送 

総合 B-10-47 

青木 朝海 東芝 独立成分分析を用いた角度広がり環境下にお

ける到来方向推定特性改善 

総合 B-1-227 

秋元 晋平 三菱電機 バランを必要としない偏波共用広帯域プリン

トダイポールアンテナの検討 

総合 B-1-52 

    異方導電性接着剤を用いた給電回路一体型平

面アレーアンテナの検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-120 

新井 麻希 NTT 直交指向性を用いた空間多重伝送のための高

次モードアンテナに関する検討 

総合 B-1-204 

    簡易空間多重伝送に適した高次モード平面ア

ンテナの実験的検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-145 

伊藤 学 NICT EPC/IMS 仮想化によるシグナリング処理負

荷削減効果の実験的検証 

総合 B-6-12 
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    モバイル網仮想化に向けたフロー制御情報限

定的共有手法の一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-16-4 

岩渕 匡史 NTT 動的チャネル選択における空きチャネル数を

削減するチャネルオフセットに関する一検討 

総合 B-5-141 

    協調バックオフ制御を用いた同時送信におけ

るビームフォーミング適用時の特性評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-99 

梅田 周作 三菱電機 電力正規化型差動時空間符号化方式における

振幅分散の抑圧による特性改善効果 

総合 B-5-27 

    電力正規化型DSTBC-OFDM方式における伝

送路変動耐性に関する一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-17 

川口 雄揮 住友電工 Aeff 拡大ファイバにおけるマイクロベンドロ

スの解析 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-4 

北村 圭 NTT エラスティックトランスポートネットワーク

における 100Gb/s 超パス容量調整法の検討 

総合 B-10-31 

久保 尊広 NTT ドコ

モ 

TDD 無線アクセスネットワークにおけるモ

バイルフロントホールの下り伝送タイミング

シフトに関する一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-8-16 

熊谷 太一 NEC LTE HetNet 環境においてスループット特性

を改善するスモールセル基地局向けアンテナ

チルト角最適化方式 

総合 B-5-43 

倉沢 央 NTT 参加型センシングにおける欠損補完法の実証

実験による評価 

総合 B-18-48 

坂元 一光 NTT AD 変換前での MIMO 信号分離による ADC

の所要量子化ビット数低減効果の評価 

総合 B-19-19 

    近距離 MIMO 簡易受信復号方式の広帯域伝

送特性の実験評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-144 

篠原 笑子 NTT 高効率無線 LAN におけるマルチチャネル伝

送を利用した容量拡大効果 

総合 B-5-142 

    マルチチャネル伝送技術を利用した無線

LAN アクセスポイント連携によるビーコン

フレーム送信の効率化 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-105 

清水 和人 NTT ドコ

モ 

VoLTE における PCRF 障害処理 ｿｻｲｴﾃｨ B-6-57 

高石 大介 東北大 マルチホップリレー通信における端末位置の

高低差の影響評価 

総合 B-3-24 

高橋 善樹 三菱電機 航空機レーダのための TDL-SLC による FR

マップ処理型クラッタ抑圧方式 

ｿｻｲｴﾃｨ B-2-26 

多屋 優人 KDDI 研 環境要因を考慮した電力需要予測 総合 B-7-39 
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沈 文裕 NTT 仮想化サービスオーケストレータの初期検討 総合 B-7-12 

仲野 有登 KDDI 研 アクセスの偏りを考慮したアクセスパターン

保護手法 

ｿｻｲｴﾃｨ B-7-49 

早馬 道也 三菱電機 マルチホップ無線電力伝送を用いた電力分配

の実験評価 

総合 B-1-39 

半澤 信智 NTT レイリー散乱損失のモード依存性に関する検

討 

総合 B-13-8 

廣田 祐生 KDDI 研 屋内浸透による屋内伝搬損失特性に関する一

検討 

総合 B-1-31 

    低アンテナ基地局の屋外-屋内伝搬損失推定

に関する一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-11 

伏木 雅 KDDI 研 基地局アンテナを二次元に配置したマルチユ

ーザ MIMO の屋内実験 

総合 B-5-50 

    基 地 局 ア ン テ ナ を 二 次 元 に 配 置 し た

MU-MIMO に関する一検討 

ｿｻｲｴﾃｨ B-5-57 

藤澤 慎介 NEC 高効率光エラスティック網の実現に向けた光

パス長に応じた光パス割当アルゴリズム 

ｿｻｲｴﾃｨ B-12-8 

別府 翔平 東北大 2048 QAM(66 Gbit/s) - 150 km ディジタル

コヒーレント光伝送 

総合 B-10-43 

星野 赳寛 三菱電機 コヒーレント積分と時間反転位相補償積分の

合成による加速度目標向け長時間積分方式 

ｿｻｲｴﾃｨ B-2-23 

牧村 英俊 三菱電機 入射波と反射波の合成を利用した小型インピ

ーダンス検知回路 

総合 B-1-210 

    アンテナチューナ用の小型負荷検知回路 ｿｻｲｴﾃｨ B-1-158 

松田 恵介 三菱電機 QPSK 信号における光源のブラウニアン FM

雑音の検討 

総合 B-10-66 

    16QAM 信号における光源 FM 雑音の検討 ｿｻｲｴﾃｨ B-10-42 

宮越 啓 金沢工大 高インピーダンス・広帯域折返しダイポール

アンテナ 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-127 

森野 善明 日本工大 MIMO 伝送における衝突検出機能を用いたア

クセス制御の理論解析 

総合 B-11-11 

    MU-MIMO における同期ランダムアクセス

制御方式の特性評価 

ｿｻｲｴﾃｨ B-11-5 

諸我 英之 NTT ドコ

モ 

LTE-Advanced における動的スモールセルオ

ン・オフの性能評価 

総合 B-5-72 

山崎 託 早大 アドホックネットワークにおける優先転送端

末を用いた Opportunistic Routing 

ｿｻｲｴﾃｨ BS-3-4 
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吉田 翔 NTT ドコ

モ 

LTE 用アクティブアンテナシステムの屋外実

験‐屋外実験の基地局構成と下りリンク特性

評価‐ 

ｿｻｲｴﾃｨ B-1-151 

渡辺 健吾 古河電工 小型 MT タイプ 2 心 MCF コネクタの開発 総合 B-10-2 

    2x4 コア MCF 用ファイババンドル型ファン

アウト 

ｿｻｲｴﾃｨ B-10-18 

 
エレクトロニクスソサイエティ：12 名   

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
安藤 生真 東工大 入力タイミングのずれたデュアルバンド信号

同時増幅時の歪み補償性能の実験評価 

総合 C-2-14 

今井 翔平 三菱電機 多セル合成内部整合型 FET における不平衡

モードの抑制 

総合 C-2-10 

岩元 雅太郎 鹿児島大 一時昇圧技術を用いた低エネルギーコンパレ

ータ 

ｿｻｲｴﾃｨ C-12-14 

小木曽 義弘 NTT InP(110)基板上プレーナ型アサーマル IQ 光

変調器 

ｿｻｲｴﾃｨ C-4-9 

片寄 里美 NTT 1×8フェーズアレイ型石英系スイッチの低損

失化・低消費電力化 

総合 C-3-17 

    異種材料マルチチップ集積化に向けた石英系

フェーズアレイ型光スイッチの作製 

ｿｻｲｴﾃｨ C-3-7 

金井 拓也 NTT 高速な高精度波長切替を実現する狭間隔波長

可変分布活性 DFB レーザアレイの開発 

総合 C-4-19 

田中 泰 三菱電機 特異値分解を用いた Characteristic Basis 

Function Method の精度検証 

ｿｻｲｴﾃｨ C-1-5 

田中 俊行 三菱電機 広電力範囲に対応した経路切替型 5.8GHz 帯

整流器 

総合 C-2-41 

唐 睿 東北大 位相制御機構を有するSi細線リング共振器型

波長可変レーザ 

総合 C-3-79 

永井 翔太郎 山口大 ディラックコーン分散メタ表面の異常透過に

ついて 

総合 C-2-60 

    異常透過を示すディラックコーンメタ表面の

放射特性について 

ｿｻｲｴﾃｨ BCS-1-7 

中野 慎介 NTT 6.7 mW, 8.8 dB, 60 GHz 帯 CMOS アンプの

設計 

総合 C-12-22 

    CMOS 型 OOK パルス変調器を用いた

2.5mW/Gbps ミリ波送信器 

ｿｻｲｴﾃｨ C-12-25 
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村尾 覚志 三菱電機 空間光学系集積による小型 100GbE 光送信モ

ジュールの開発 

ｿｻｲｴﾃｨ C-4-2 

情報・システムソサイエティ：6 名 

受賞者 所属 
(発表時) 講演題目 大会別 講演 

番号 
岩村 俊輔 NHK 複数の動きベクトル候補によるフレーム補間

を用いた高フレームレート映像符号化 

総合 D-11-58 

苅田 成樹 阪大 スマートフォンにおける加速度・ジャイロセ

ンサを用いた手軽な動作による所有者認証 

総合 D-21-2 

河瀬 康志 東大 最適合成順問題 総合 DS-1-2 

楠本 充 京大 隣接リストモデルにおける森の同型性検査 総合 DS-1-1 

松山 みのり 和歌山大 クラウドソーシングによる環境音収集に向け

たスマホアプリの開発 

総合 D-9-25 

山田 健太郎 KDDI 研 オクルージョンを考慮した 3 次元点群からの

オブジェクト抽出 

総合 D-12-33 

 
４．会員に関する事項（定款 第 3 章） 
 
４．１ 名誉員の推薦 

定款の定めにより下記の 3 名を名誉員に推薦した。 
天野  浩（名大） 
井上 友二（トヨタ IT 開発センター） 
中村 修二（カリフォルニア大） 

 
４．２ 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 

川村 信一 暗号方式の高速で安全な実装と実用化 

田口  亮 非線形画像信号処理に関する先駆的研究 

長谷川孝明 情報技術に基づく ITS の基盤技術研究 

 
〔通信ソサイエティ：11 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
上羽 正純 衛星通信用マルチビーム形成及び割当技術の研究開発 

枝川  登 光増幅器を用いた大容量光海底ケーブルシステムの開発 

大橋 正治 光ファイバの設計及び伝送特性評価技術の研究開発と国際標準化 

古津 年章 衛星搭載レーダによる降雨等のリモートセンシング技術の研究開発 

佐藤 拓朗 広帯域 CDMA の研究開発と国際標準化 

高橋 応明 RFID 用アンテナ及び人体近接アンテナの研究 

辻岡 哲夫 研究会投稿システムの構築及びその管理・運用 

廣川 二郎 ミリ波帯高利得高効率導波管型平面アンテナの研究 

水落 隆司 誤り訂正技術を用いた光通信システムの研究開発と実用化 

森下  久 携帯端末用小形アンテナの実用的設計法の研究 

山﨑 達也 情報通信サービス品質制御と実サービス品質管理の研究開発 
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〔エレクトロニクスソサイエティ：4 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
大平  孝 衛星搭載 MMIC・エスパアンテナ・ワイヤレス電力伝送の研究 

黒田 道子 電磁界散乱解析への移動境界問題の導入と数値解法の開拓 

山田  浩 半導体集積回路の高密度実装技術に関する研究開発 

吉本 雅彦 高性能、高信頼、低消費電力 VLSI の先駆的研究と実用化開発 

 
〔情報･システムソサイエティ：10 名〕 

贈呈者氏名 貢 献 内 容 
浅井光太郎 映像符号化技術の研究開発と国際標準化 

麻生 英樹 ニューロコンピューティングおよび機械学習技術の発展 

海尻 賢二 実践的なソフトウェア工学研究成果に基づくエンジニア教育の実現 

加藤 博一 ARToolKit の開発に基づく拡張現実感に関する先駆的研究 

川越 恭二 マルチメディアデータベース技術とその応用に関する研究開発 

工藤 博幸 医用計算機トモグラフィにおける断層像再構成法の先駆的研究 

椎名  毅 超音波による組織診断法の先駆的研究とエラストグラフィの開発 

末吉 敏則 リコンフィギャラブルシステム技術に関する先駆的研究と教育 

中村 裕一 画像・言語・生体信号の統合的解析と情報メディアへの利用 

八島 由幸 高精細高機能映像圧縮符号化に関する研究開発 

 
４．３ シニア会員称号の贈呈 

〔基礎･境界ソサイエティ：8 名〕 
Niels Kuster  阿部 正幸  岩田 賢一  鵜木 祐史  上條 俊介 
西村 竜一   藤吉 正明  和田 友孝   

〔通信ソサイエティ：31 名〕 
Mariusz Glabowski 秋山 佳春  今田 美幸  上田 清志  浦田 穣司 
大川  貢  太田  厚  大津  智  奥野 通貴  紀平 一成 
小林 和雄  坂本 健一  笹山 浩二  椎野 雅人  庄山 正仁 
白戸 裕史  曽根高則義  高橋  玲  武田 幸子  千葉 英利 
対馬 英明  東條  弘  中野 博行  中平 勝也  西村 勝彦 
長谷川洋平  花岡 誠之  馬場崎忠利  松本 公秀  三上  学 
山下 史洋 

〔エレクトロニクスソサイエティ：10 名〕 
Johan Bauwelinck 阿川 謙一  川島 宗也  木村  睦  小出 大一 
柴田 泰夫  神  好人  野河 正史  松尾 直人  吉野 修一 

〔情報･システムソサイエティ：17 名〕 
青木 直史  越前  功  籠嶋 岳彦  川村 正樹  佐藤 真一 
清水  淳  杉本 直三  瀬田 和久  中島 康彦  中山 泰一 
新見 道治  西井  淳  西村  明  藤井 俊彰  冨士  仁 
古川 徹生  丸山 文宏 

 
４．４ 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の精度を上げるため、引
落回数を 2 回とした。会員数の減少に対する取組みとして、11 月末の次年度会費請求前に、
宛名当たらずで、返戻された会員に対して、新住所等の情報依頼を電子メールで行い、会員
資格喪失会員の軽減に務めた。そのため、平成 26 年度末の会員数の減少は平成 25 年度との
前年度末と約 1,100 名の差となった。 
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また、継続的取組みとして、（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。（3）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、（4）会費滞納会員
に対して継続的な会費請求の実施、（5）外国籍を有し、かつ海外に在住する正員／学生員の
年会費について、シスターソサイエティ協定等に基づく割引の適用を行った。 

 
（1）会員数は次のとおりである。 

上段：年度末会員数 [  ]内はフェロー会員数 
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25年度末 

会員数 
88 [46] 26,606 [774] 

(24,719) 
4,469 

(4,070) 
1 

（1） 
268 143 31,575 [820] 

( 29,289) 
平成26年度末 

会員数 
92 [51] 25,681 [786] 

(24,110) 
4,255 

(3,915) 
1 

（1） 
299 135 30,463 [837] 

( 28,552) 

前年度末との差 4[5] -925 [12] 
( -609) 

-214 
( -155) 

0 
（0） 

31 -8 -1,112[17] 
( -737) 

（注）名誉員の中込雪男は平成 26 年 8 月 18 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 1 [1] 439 [13] 
(409) 

112 
(109) 

0 4 4 560 [14] 
(527) 

東  北 10[3] 
 

799[45] 
(765) 

128 
(120) 

0 16 0 953 [48] 
(911) 

東  京 61 [34] 
 

14,340 [495] 
(13,819) 

1,344 
(1,272) 

1 
 

167 93  16,006 [529] 
(15,413) 

信  越 1 [1] 
 

411 [8] 
(388) 

118 
(107) 

0 11 2 543 [9] 
(509) 

東  海 5[4] 
 

 1,528 [44] 
(1,458) 

320 
(306) 

0 30 12 1,895 [48] 
(1,811) 

北  陸 0 449 [6] 
(429) 

124 
(117) 

0 4 1     578 [6] 
(551) 

関  西 11[7] 
 

3,026 [119] 
(2,902) 

544 
(522) 

0 
 

32 17 3,630[126] 
(3,484) 

中  国  0 789 [16] 
(746) 

205 
(191) 

0 8 1 1,003 [16] 
(946) 

四  国 1 [1] 
 

392 [6] 
(357) 

134 
(119) 

0 4 1 532 [7] 
(482) 

九  州 0 
 

1,197 [28] 
(1,111) 

380 
(355) 

0 16 4 1,597[28] 
(1,486) 

海外在住 2 113 [3] 
(105) 

3 
(3) 

0 7 0 125[3] 
(117) 

Overseas 0 2,198 [3] 
(1,621) 

843 
(694) 

0 
 

0 0 3,041 [3] 
(2,315) 

合  計 92 [51] 25,681 [786] 
(24,110) 

4,255 
(3,915) 

1 
(1) 

299 
 

135 
 

 30,463[837] 
(28,552) 
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４．５ 学生事業に関する事項（定款 第 4 条 へ号） 
（1）会誌「学生会報告」欄の掲載記事 

各支部学生会の活動状況等を会誌「学生会報告」欄に掲載した。 
・平成 26 年 7 月号：平成 25 年度各支部学生会事業報告 
・平成 2７年 2 月号：各支部・学生ブランチ学生員の感想 

（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。 

＊平成 2７年 2 月から PR 用資料については、ホームページ「学生のひろば」に掲載して、

各支部で利用することとした。 
（3）学生への情報小冊子の配布 

学生への情報小冊子「学生の皆さんへ」を 5,000 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。 
＊平成 2７年 2 月から学生への情報小冊子についてはホームページ「学生のひろば」、に

掲載して、各支部で利用することとした。 
（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 

 
５．教育活動に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

平成 25 年度まで教育活動協議会傘下の生涯教育委員会、CPD 委員会、小中高生科学教室

委員会で推進していた活動については、平成 26 年度に発足したサービス委員会に一本化した。 
 
５．１ 先端オープン講座に関する事項 

5回コースと2日間の短期集中コースを主体とする編成で受講者の利便性向上と広い選択幅

の提供、受講料負担の軽減を図り、春季講座を開催した。A、Aaコースの特別講義は「情報通

信ネットワークにおける新世代技術の動向」を開講した。 
〔春季講座〕実施コース 

Aコースは5日間、AaコースはAコースの後半3日間、Cp、Dコースは短期集中講座として2
日間により実施。 
A：情報通信ネットワーク技術 
（全10講義、5日間 6月7日、14日、21日、28日、7月5日） 

Aa：インターネット、モバイル、NGNにおける情報通信技術 
（全6講義、3日間 6月21日、28日、7月5日） 

Cp：実例で学ぶプロジェクトマネジメント 
（全5講義、2日間 6月7日、28日） 

D： 情報通信プロトコル技術 
（全4講義、2日間 6月28日、7月5日） 

平成27年度の講座開催については、下記５．３におけるCPDプログラムを整理の上で必要

な講座内容を見直すこととした。 
 

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 の学部認定審査については、平成 26 年度も定常的な活動を行った。JABEE 本体

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

情報処理学会と連携して実施した。 
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５．３ 技術者の継続的な教育・能力開発 
CPD については、CPD プログラムの充実、CPD 制度の有用性訴求、資格制度等との連動

が課題である。CPD プログラムについては、当学会の各支部や研究専門委員会で行っている

チュートリアルや講座を技術マップ上で可視化し、会員に周知することで、充実化と会員へ

の訴求を図ることとした。CPD 制度の有用性訴求については他組織（電気電子・情報系 CPD
協議会、日本工学会・CPD 協議会、大学などの機関）と連携して継続検討することとした。

資格制度については公的資格と教育プログラムの連動の可能性についても検討することとし

た。試行中の CPD システムについては、当学会における利用状況や他学会との連携の状況を

踏まえて今後の運用を検討することとし、コスト低減が可能な商用サービスの調査に着手し

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、子供の科学に対する関心を醸成するための活動の一

環として平成 8 年度から実施してきた。平成 26 年度も会員及び大学等の協力の下に、実施

した。開催回数は 3 回、参加者合計は 147 名であった。 
また、本活動を支えるため、平成 14 年度から募金活動を開始し、平成 26 年度（平成 27

年 3 月末現在）は、271 件（個人 269 件、維持員等 2 社）、約 130 万円の協力を得て有効に

活用させて頂いている。 
平成 26 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：大阪大学 基礎工学部 ｼｽﾃﾑ科学科 知能ｼｽﾃﾑ学ｺｰｽ一日体験入学 
テ ー マ：システム工学とは 
講    師：新井 健生（阪大） 

H26.7.31 42名 

科学教室：明治大学 理工学部 夏休み科学教室（当学会協賛） H26.8.6 42名 
科学教室：鶴岡工業高等専門学校 科学教室 
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）、尾上 孝雄（阪大） 

尾知   博、黒崎  正行（九工大）、佐藤   淳（鶴岡高専） 

H27.2.28 63名 

計 3 回 147 名 
 
６． 国際活動に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 
６．１ 国際セクションの活動 
（1）各セクションにおける講演会等の実施件数 

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

 
 

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

  合計 3 件 
 
（2）国際セクションが主催・共同主催した国際会議 

・2014IEICE Information and Communication Technology Forum (2014IEICE 
ICTF) 20145.28-30 Poland  
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６．２ 国際委員会活動 
・国際委員会は国際セクション代表者 12 名が各セクションにて講演会・国際会議等を企画・

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。 
・会誌の定例記事として、英文による Global Plaza を継続掲載し、外国人会員等への情報

発信を行った。 
 

６．３ All Sections Meeting 
昨年に引き続き、全理事・全国内支部長・国際セクション代表者・国際委員会委員が出席

する会議として All Sections Meeting を総合大会期間中(立命館大学)の 3 月 12 日（木）に開

催し、意見交換を行った。 
 
７． 学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

 
７．１ 特別記念講演の実施（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

2015 年総合大会（立命館大学 びわこ・くさつキャンパス）において、平成 27 年 3 月 11
日に 2014 年日本国際賞受賞の末松安晴東京工業大学栄誉教授による特別記念講演を、平 3
月 12 日には 2014 年ノーベル物理学賞受賞の天野浩名古屋大学大学院教授並びに中村修二米

国カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授による特別記念講演を実施し、プレス関係者を

初め多くの参加者があった。 
 
７．２ 国際光年への協賛（定款 第4条 ヘ号） 

国際光年2015年を迎え、国際光年協議会会員に登録すると共に、国際光年推進プラチナパ

ートナーとして協賛し、光通信・光関連デバイス分野での本会の貢献を広くアピールした。 
 
７．３ ホームページのリニューアル 

コミュニケーション委員会では、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向けた情

報発信力を強化するとともに、国内･海外会員へのサービスの充実を図るため、日本語ホーム

ページに関しては既存コンテンツの見直しを検討し、英文ホームページについてはリニュー

アルを実施した。 
 
７．４ 国際的展示会でのシンポジウム・研究会実施等（定款 第4条 ロ号） 

電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、国際的展示会での本会分野の課題を

論じる特別シンポジウム、研究発表会等の開催については、広報委員会傘下の CEATEC 連携

小委員会を主管として引き続き開催した。 
 
７．５ 横断検索システム I-Scover サービス（定款 第 4 条 ヘ号） 

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)については、第 2 期システムの開発に向け発出した RFP に基づき、業者選定を行

った。業者選定後、第 2 期システムの基本設計及び詳細設計を行った。 
運用開始後の普及促進のため、I-Scover シンポジウムを開催した。また、メタデータの活

用アイデアのコンテスト“I-Scover チャレンジ 2014”を開催し、17 件の応募を得た。 
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８．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 91 回開催した。国際標準化に関して取り扱っ

た IEC 文書は 158 件であった。 
委員会名 委員長名 委 員 数 開 催 数 

規格調査会委員会議 淺谷 耕一 19 4 
専門委員会名 専門委員長名 専門(委) 小(委) 開催数 

１ 電気・電子技術分野のメタデータライブラリ 堀内  一 20 0 8 
2 通信用伝送線及びマイクロ波受動部品 古神 義則 11 59 18 
3 周波数制御・選択・検出デバイス 山口 正恆 32 32 10 
4 光ファイバ 大橋 正治 52 60 15 
5 電子実装技術 神戸 尚志 10 21 5 
6 無線通信送信装置 小川 博世 19 23 10 
7 電子通信用語 吉村 久秉 24 0 0 
8 電子通信記号 ― 14 0 0 
9 複雑システムの安全検討委員会 鈴木 喜久 12 0 7 
10 光アクセス検討委員会 浅香 航太 2 15 7 
11 国際標準化教育検討委員会 松本 充司 16 0 7 

合    計 
192 230 ― 

440 91 
 
９．その他の事項 
 
９．１ 男女共同参画に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、へ号） 

男女がともに、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の一環として、平成 26 年度も、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 1 名、4 名

であった。2015 年総合大会においては、大会委員会企画「教育改革と人材育成」を実施し

た。 
 
９．２ 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、創立 100 周年記念実行委員会を開

催し、今後の体制・スケジュール等の具体的な検討を行った。コンテンツ WG においては

100 年史の具体化について検討を進め、基本構成案を固めた。また、記念事業の企画を推進

するため、企画 WG の委員構成を具体化した。 
 
９．３ 外部機関との連携に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、へ号） 
（1）関連他学会との連携 

電気系関連 5 学会とは平成 16 年にスタートした「電気・情報関連学会連絡協議会」を発

足させ、協力してきている。平成 24 年度からは、主として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て、平成 25 年度も会員数の減少傾向へ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

に関する情報交換・情報共有を行った。 
（2）関連学術団体との連携 

平成 26 年度は、WECC2015 の協賛を初め、258 件の協賛・後援等を行った。日本工学

会が中心になって 2015 年 11 月～12 月に開催される世界工学会議（WECC2015）につい

ては単なる協賛だけでなく、論文部会では、電気電子・情報系分野の主幹事学会としてセ

ッションの企画に協力した。 
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（3）産学官民の連携 
総務省が平成 27 年度から導入する電気通信主任技術者講習制度に協力して、登録講習機

関となった一般財団法人日本データ通信協会に対して、セキュリティ関連科目の講師 10
名を学会から推薦した。 

 
９．４ 会員サービスを支える情報システムについて 

会員管理システムについては追加開発を行って刷新開発を完了し、平成 26 年 11 月末に

新システムに移行した。また、本会サーバ室システムの機器の老朽化により一部更改を行

った。 
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Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業 
 
平成 26 年度も、各ソサイエティ及びグループごとに特色のある企画等を実施し、会員の研究成果の

発表と議論の場を提供する事業を中心に活動した。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、NOLTA ソサイエティ 
 

○ 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 26
年度は、NOLTA ソサイエティの発足と共同運営の開始に関わる施策に重点を置く活動を行った。 
 
(1) NOLTA ソサイエティの発足と共同運営の開始 

基礎・境界ソサイエティはこれまで、システムと信号処理、情報通信基礎、音響・超音波、非線形

理論とその応用、情報理論とその応用の5つのサブソサイエティを擁して活動を行ってきた。これらの

サブソサイエティは、本来、将来的にソサイエティ化することを目的として設立されたものである。さ

らに各サブソサイエティの国際的な活動が活発化する中で、これらのサブソサイエティの先陣を切って、

非線形理論とその応用サブソサイエティのソサイエティ化がかねてより検討されてきた。この検討を受

けて理事会でも議論を重ね、平成 26 年 5 月 22 日開催の理事会において、基礎・境界ソサイエティとの

共同体運営を行うことを条件として NOLTA ソサイエティの設立が承認され、同 10 月 1 日に NOLTA
ソサイエティが発足した。 

NOLTA ソサイエティは、基礎・境界ソサイエティとの共同運営により本会ソサイエティ規程の条件

を満たすものとされるため、両ソサイエティの共同運営の枠組み定めるために、「基礎・境界ソサイエ

ティと NOLTA ソサイエティの共同運営に関する申し合わせ」の策定を進めた。また、申し合わせに基

づく共同運営の下での本ソサイエティの権限を明確化するために、基礎・境界ソサイエティ運営規程、

ならびに基礎・境界ソサイエティ調達運用規程をはじめとする各種規程類の改訂を行った。 
さらに、財務タスクフォース・将来構想タスクフォースの 2 つのタスクフォースを運営委員会直下に

設置し、NOLTA ソサイエティとの共同運営も含めた本ソサイエティの今後のあり方や将来の組織体制

などについての検討を開始した。 
 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) サブソサイエティ・研究専門委員会の活動 

平成 26 年度において、本ソサイエティには、19（NOLTA ソサイエティ発足後は 18）の研究専門委

員会と 2 つ（NOLTA ソサイエティ発足後は 1 つ）の時限研究専門委員会が所属している。そのうち、

11（NOLTA ソサイエティ発足後は 9）の研究専門委員会（時限研究専門委員会も含む）が、研究領域

の近い複数の研究会から成る 4 つのサブソサイエティという研究コミュニティを形成している。また、

複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会については、NOLTA ソサイエティに移行した

のち、平成 27 年度から研究専門委員会になることが承認されている。さらに、安全・安心な生活のた

めの情報通信システム時限研究専門委員会は、H28 年度の研究専門委員会への移行を目指して審議をお

こなっているところである。 
サブソサイエティおよび研究専門委員会の活動の現状を分析し、さらにその活性化とソサイエティに

よるサポート体制の充実を図ることを目的として、本年度 11 月に「サブソサイエティ・研究専門委員

会情報交換会」を開催した。活動状況を調査するアンケートを事前に行い、情報交換会当日は、サブソ

サイエティ・研究専門委員会を運営する上での問題点やソサイエティへの要望などを自由に話し合った。

これにより様々な問題点の共有が図られると共に、その一部についてはソサイエティを主体とした解決

への検討が始まるなど、サブソサイエティ・研究専門委員会の今後の活性化に大きな役割を果たすこと

となった。 
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(2-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
平成 26 年度は、ソサイエティ特別企画セッション 2 件、パネルセッション 2 件、チュートリアルセ

ッション 6 件、依頼シンポジウム 5 件、シンポジウムセッション 3件を企画した。各研究専門委員会が

大会での企画や講演会等の立案を主体的に行うことで、会員のニーズに対応したサービスの充実を図

っている。また、平成 26 年度は、ソサイエティ特別企画セッションにおいて、平成 25 年度 FR 誌賞を

受賞された松岡猛先生（元宇都宮大学教授）により、「福島第一原子力発電所事故の確率論的安全評価

の観点からの考察」と題した講演がなされた。東日本大震災以後大きな注目を集めている原子力発電所

の安全性の確率論的評価に関して、具体例を交えながら丁寧に御解説頂いた。 
 
(2-3) 社会への貢献 

本会による実社会への貢献を意識した活動は、本会のプレゼンスを向上するうえで極めて重要である。

とりわけ、子供たちの科学技術への興味を刺激し、次代の技術者育成のきっかけとするような試みは、

子供たちの理科離れが叫ばれる現在、より積極的に取り組むべきであると考えられる。そこで、本年度

8 月に淡路夢舞台国際会議場で開催された「回路とシステムワークショップ（KWS）」において「小中

学生向け夏休み研究体験」を企画し、KWS 参加者のボランティアにも支えられて、小中学生向けの研

究体験を実施した。本企画には地元の 39 名の小中学生が参加し、準備された 2 つの課題に熱心に取り

組んだ。アンケートの結果も大変良好で、次年度以降の実施を希望する声も多数寄せられるなど好評を

博した。 
 
(3) 編集活動 
(3-1) 論文誌の編集活動 
平成 26 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 6、12、2（NOLTA ソサイエティ発足後にさらに 2）
回実施することで、これら論文誌の内容の充実を図った。また、平成 23 年 10 月から試行を続けてきた

論文誌編集におけるエディタ制（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制度）について、本年 5 月から本格運用へと移行した。 
 
(3-2) 機関誌の編集活動 

本ソサイエティでは、NOLTA ソサイエティと共同して、機関誌 Fundamentals Review（FR 誌）を

年 4 回発刊している。 
FR 誌は、両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、専門外の研究分野に対す

る会員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。この目的の

達成のため、平成 26 年度は、16 本の解説記事、2 本の特別寄稿及び 1 本のレビュー論文を掲載した。

更に、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することによって会員相互の情報交換を図ると共に、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、機関誌のより一層の充実に努めている。 
 
(4) 国外会員向け事業及びサービスの実施 
本ソサイエティの国外会員向けサービスとして、「国外における IEICE ジャーナル論文の書き方セ

ミナー」を平成 23 年 8 月より継続的に実施している。本年度は、10 月にベトナム国家大学ホーチミン

市工科大学において本セミナーを開催し、多くの出席者を得た。また、国外会員の間での本会論文

誌の編集・査読業務への参画の要望の高まりを背景に、「IEICE-ESS 論文編集・査読活動紹介国際

セミナー」を新たに企画し、12 月にタイの Chulalongkorn 大学工学部において第 1 回セミナーを

開催した。なお、「国外でのジャーナル論文の書き方セミナー」については、事業実施者の負担軽

減と事業の恒常的な開催の容易化を図るために、事業実施の申請と審査を簡素化すると共に、活性

化事業費による実施から恒常的な事業費による実施へ転換することを承認した 
この他にも、国外会員や日本在住の留学生を主な対象として、論文誌特集号や国際会議開催案内な

どの情報をメールマガジン「ESS-ENCE」としてとりまとめ、毎月 15 日に本ソサイエティのメーリン

グリストを通じて配信している。今後も、これらの活動をはじめとして、国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。 
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(5) ソサイエティ活動への支援 
(5-1) NOLTA ソサイエティとの共同運営開始に伴う関連規程類の整備 

本年度 10 月に発足した NOLTA ソサイエティとの共同運営を実施するにあたり、意思決定の仕組み

や事業実施の大枠に関する申し合わせが制定された。これに基づく共同運営の開始に伴って、本ソサイ

エティの運用規程や調達運用規程などいくつかの規程類に改訂が必要となった。これを機に、改訂の必

要な規程類をリストアップし、これらの改訂・整備を行っているところである。今後は、共同運営を軌

道にのせるための施策を引き続き検討する。 
 
(5-2) 運営委員会に関わる業務の効率化とそのサポート 

運営委員会を始めとするソサイエティ活動に関わる業務を円滑に進めることは、本ソサイエティの活

動への運営委員の能動的な参加を促すことにつながると考えられる。本ソサイエティでは、(i) 運営委

員会・幹事会における遠隔会議システムの本格運用、(ii) 運営委員会をはじめとする各種会議へのソサ

イエティ旅費補助の活用（年 5 回の応募実施）、(iii) 会議資料の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。 
 
(6)ソサイエティロゴ 

一昨年より継続して検討してきたソサイエティのロゴは、昨年商標登録が完了し、本格的な使用が開

始された。ソサイエティロゴの使用ガイドラインの制定とともにソサイティ内での周知を進め、ソサイ

ティロゴの活用を促進した結果、本年度は国内・国際会議や各種イベントなどにおける 14 件の使用申

請を承認した。 
 
(7) 技術研究報告の電子化、情報理論とその応用分野の論文へのアクセシビリティの向上 
(7-1) 技術研究報告のオンライン化（電子版の公開）に関しては、昨年度より技報オンラインサービス

検討 WG を立ち上げ、導入形態や会計負担、広報戦略等に関する検討を行ってきた。その流れを受け、 
平成 26 年 4 月よりトライアル運用を開始した。これにより、平成 19 年 4 月以降に発行された本ソサイ

エティ内の全ての技術研究報告について、電子版のオンラインでの閲覧が可能となっている。また、本

運用への準備を進め、平成 27 年 4 月より本運用が開始される予定である。さらに、本ソサイエティと

通信ソサイエティ、情報・システムソサイエティとの間で、これらのソサイエティに所属する研専によ

り併催される研究会において技術研究報告を相互にダウンロードできるよう、技術研究報告のクロスラ

イセンス化に関する合意を締結した。平成 27 年 6 月より相互ダウンロードサービスが開始される予定

である。 
 
(7-2) 情報理論とその応用分野の論文へのアクセシビリティの向上 

本ソサイエティ英文論文誌には情報理論とその応用に関連する多くの論文が掲載されているが、論文

誌のタイトル（IEICE Transactions on Fundamentals）からは当該分野に関連する論文が掲載されて

いることが分かりにくいという問題が指摘されていた。さらに、それ以外の分野の論文も多数掲載され

ており、当該分野の論文がそれらの論文に埋もれてしまうため、欧米からの論文の投稿ならびに被引用

数が少ないという問題を抱えている。そこで、これらの問題を解決し、国外の情報理論とその応用分野

の研究者への情報提供と論文の引用数や投稿数増加のための施策として、情報理論とその応用分野に関

する論文をまとめたホームページの作成を開始した。 
 
○ NOLTA ソサイエティ 
(1) ソサイエティ体制の整備 
本ソサイエティは、10 月 1 日に発足したが、基礎・境界ソサイエティとの共同運営を実施するため

に、「基礎・境界ソサイエティと NOLTA ソサイエティの共同運営に関する申し合わせ」の策定を進め

た。また、NOLTA ソサイエティ編集規程など各種規程類の制定を行った。 
広報面では、NOLTA ソサイエティのホームページの立ち上げと、そのデザイン改訂を進めて、平成

27 年度の早い時期に改訂版のホームページの公開を行うための準備を行った。 
(2) 研究活動とその活性化 
(2-1) 研究専門委員会の活動 
 本ソサイエティ発足の 10 月 1 日以降には、非線形問題研究会を 5 回開催した。複雑コミュニケーシ

ョンサイエンス時限研究専門委員会では、第 13 回 CCS-移動通信 WS を開催した。また、複雑コミュニ



 21 

ケーションサイエンス研究専門委員会は平成 27 年 4 月 1 日より、時限研究専門委員会から研究専門委

員会に昇格した。 
(2-2) 総合大会・ソサイエティ大会における活動 
 総合大会において、ソサイエティ特別企画セッション 1 件、パネルセッション 1 件を企画した。 
(2-3)ソサイエティ大会の準備 

本ソサイエティ独自の大会として、2015 年 NOLTA ソサイエティ大会を平成 27 年 6 月に開催するこ

とを決定し、開催に向けて準備を進めた。 
(3) 編集活動 
(3-1) 論文誌の編集活動 
英文電子ジャーナルNOLTA において、本ソサイエティ発足後特集号企画を 2回実施することで、こ

れら論文誌の内容の充実を図った。 
(3-2)機関誌の編集活動 

本ソサイエティ発足後も、Fundamentals Review（FR）誌を基礎・境界ソサイエティと共同で編集

作業を行い、本ソサイエティ関係の記事も掲載した。 
(4) 海外会員へのサービス向上 
研究専門委員会活動の国際化に関しては、複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会

が、韓国の研究者と共同で第 12 回 CCS-CCSーNetSci 合同ワークショップ（JKCCS’14）を韓国の釜

山で開催し、成功を収めた。 
(5) 技術研究報告の電子化、IEICE Proceedings Series への対応 
技術研究報告のオンライン化（電子版の公開）に関しては、平成 27 年 4 月からの本格運用に本ソサイ

エティも参加することとした。IEICE Proceedings Series に対して、2014 年開催の NOLTA シンポジ

ウムの Proceedings データを提供し、掲載される見通しである。 

 

◎ 通信ソサイエティ 
 

通信ソサイエティでは、学会理事会における指針に沿ってのソサイエティ運営と、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 26 年度は、通信ソサイエティの基

幹分野を担う 21 の常設研究専門委員会と新規分野を担う 7 の時限研究専門委員会が活発な研究会活動

を行うとともに、 研専／研究会の運営改善などの具体的な実行案を策定するため「研究会のあり方WG」、

「組織検討 WG」の 2 つの WG を発足させ具体的な実施案を策定するとともに、執行委員会との連携強

化による改革を進めている。この中には技報オンライン化に向けての検討やダウンロードトライアルの

実施も含まれている。編集委員会では通ソマガジンの完全電子化と無料購読化の実施を決定しアウトリ

ーチの強化を図っている。また、英文論文誌では先進的な研究論文の掲載機会を拡大するための新カテ

ゴリー「Position Paper」（PP）を設けた。さらに、学会電子化の重要な柱となる「IEICE Knowledge 
Discovery（略称：I-Scover）」について、I-Scover キーワード機能拡張、普及への積極的な協力を行っ

た。財務的には引き続き減益傾向が続き、会員数の減少にも歯止めのかかっていない状況であるが、以

上述べた積極的な電子化による経費削減とアウトリーチ拡大による会員の拡大が今後の柱と考えられ

る。 
 
(1) 財務管理 

通信ソサイエティの主な事業の収入については、ソサイエティ大会／国際会議は前年度に比べ収入増、

年会費／論文誌／ComEX／総合大会／研究会では収入減となる見込みである．支出については、ソサ

イエティ大会／研究会で支出増、論文誌／ComEX／総合大会／国際会議では支出減となる見込みであ

る。 
 事業毎の収支については、冊子体廃止による製作費の圧縮など支出削減効果がみられた論文誌や

ComEX／総合大会／国際会議で増益が見込まれる。研究会については、減益傾向であるものの、財務

状況は、論文誌と並び、堅調である。 
 通信ソサイエティ全体の収支は、昨年度より運用が始まった電子情報通信学会横断検索システム

(I-Scover)の減価償却費・保守費の支出が継続しているが、昨年から実施されている会告費の圧縮など

の財務施策や関係各位の努力により、全体の支出が抑えられ、前年度比で 2200 万円程度改善される見

通しである。通ソ活性化活動準備金については、研究専門委員会から提案された通ソ研専活性化企画(3
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件)に対して予算執行がなされた。  
予算編成については、昨年度の財務タスクフォースからの提言に連動し、国際会議における利益確保

を見越した収支計画を立てるなど、収益向上に向けた予算策定が浸透してきている。ソサイエティの財

務はまだ厳しい状況にあるため、立て直しをはかるべく、財務体質の改善に向けた議論や事業構造を再

構築する取り組みは継続して必要である。 
 
(2) 研専運営会議における提言検討 WG 
 昨年度の「通ソ課題検討 WG」の検討結果から答申された下記の 5 つの提言および研専内のアンケー

ト結果、更には電子情報通信学会の「あり方 TF」の検討状況を踏まえて、研専運営会議内に WG を発

足し、研専／研究会の運営改善などの具体的な実行案を策定することとなった。  
【通ソ課題検討 WG からの提言】 
◎ 組織体制に関して 

提言 1：会長及び次期会長あるいは研専委員長等の各役員が各組織体懇談会等に参加し意見交換を行

う。 
提言 2：研専運営会議における「研専運営会議内代議員制（グループ化）」 

◎ 研究会と技報のあり方に関して 
提言 3：1 つの研究会で「第一種、第二種、第三種の異種研究会の同時開催」を実施しやすくする仕

組みを構築する。 
提言 4：学会のグローバル化を踏まえ、国際ワークショップ・国際会議開催へ研究会活動の重点をシ

フトする。 
提言 5：研究会活動・技報ビジネスモデルを変革するためのトライアルを実施できる「特区（研究会）」

を設定し、新たな研究会活動のモデルの探索を推進する。 
 
(2-1) 運営組織体制検討 WG 
「通ソ課題検討 WG」の提言のうち主に提言 1、2、5 を受けて、研専運営会議の組織体制・運営体制、

更にはソサイエティ体制などを中心に議論を実施した。WG における議論を通して研専運営会議設置の

経緯を確認し、その所掌範囲の明確化を図った。同時に通ソから研専運営会議への権限委譲の状況につ

いても確認し、組織体制やその運営等についての理解を深めた。 
 通ソ執行委員会と研専運営会議との連携不足が指摘されていた点に関しては、両組織間の連携を強化

する取り組みの必要性を確認した。その結果、平成 25 年度から取組んでいる研究専門委員会委員長や

研専運営会議委員のオブザーバ参加が、執行委員会との意見交換を直接できる機会となっており、それ

が一つの解決策になっているとの認識で一致した。そこで、オブザーバの位置づけの明確化を図るため、

オブザーバ参加についての運用ガイドライン案を執行委員会に提案し、採択された。また、今回の取組

みのように研専の活動に関連した課題を自ら解決し意見を上申していくため、研専運営会議内に課題別

の検討 WG を設置して議論していくことの必要性が再認識され、その実現のためのガイドラインを策定

し、WG の設置や役割、体制等を明確にした。この WG で検討した結果については、上記ガイドライン

により、WG 主査がオブザーバとして執行委員会で説明ができるため、執行委員会と研専運営会議が連

携して、通ソの課題解決に取り組む体制ができる。 
 
(2-2) 研究会のありかた検討 WG  
「通ソ課題検討 WG」の提言のうち主に提言 3、4、5 を受けて、研究会のあり方、技報のあり方などを

中心に 3 つの論点について議論を実施した。第一の論点として、国際連携の際に行われる場合がある第

一種研究会と第二種研究会の混合開催において、研究専門委員会による運営の負担を軽減する方策につ

いて議論を行った。具体的な結論として、第二種研究会の予稿集に第一種研究会の発表原稿も掲載し、

開催地で運営側が扱う冊子体を一種類にして負担を軽減する、それに合わせて、研究会の電子投稿シス

テムも改造していくこととした。本施策により、研究専門委員会の負担が軽減され、国際連携での研究

会の開催が容易になることが期待される。前述の施策と関連した第二の論点・結論は、研専運営会議で

行っている常設研専の活動評価について、常設研が開催する第二種研究会の活動実績も参考情報として

加えることである。三番目の論点は、結論には至っていないが、技報の年間予約を主な収入とする現在

の常設研の収入構造を変革していくことについて議論を実施した。その結果、 
（１）安定した収入源という点では第一種研究会を有料参加費とすること 
（２）参加者メリットと支出削減の面で技報の完全電子化（冊子体は廃止）も同時行うのが望ましい 
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ということをＷＧ内の共通認識とすることができ、具体的な制度設計、実施時期、実施方法（特区的な

事も含む）については、平成 27 年度に継続して議論していくことで合意している。 
 
(3) 研究専門委員会 
(3-1) 研究専門委員会の変更 
 平成 26 年度は、通信ソサイエティの基幹分野を担う 21 の常設研究専門委員会と新規分野を担う 7 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 26 年度で設置期間が満了となる通信行動工学時限研究専門委員会(CBE)、ネットワーク仮想化

時限研究専門委員会(NV)、情報ネットワーク科学時限研究専門委員会(NetSci)ついては、それぞれの研

究専門委員会から延長申請があり、研専運営会議での審議の結果、それぞれ２年間の延長が承認された。

また、情報指向ネットワーク技術時限研究専門委員会(ICN)の新設の申請があり、研専運営会議での審

議の結果、新設が承認された。期間は平成 27 年 3 月 3 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日である。 
 
(3-2) 活性化資金関係 
 研究会活動の活性化と会員サービスの向上を図るための研専運営活性化資金に対して、下記の 8 件の

企画の応募があり、運営会議での審査を経て支援を実施した。 
①JPN ネットワークデザインコンテスト（PN 研専） 
②研究会遠隔聴講システム構築のための配信実験の試行（SANE 研専） 
③Singapore and Japan Joint International Workshop on Wireless Communications（SR 研専） 
④「知的環境を創造する人財」の育成を目的としたシンポジウム及びアプリケーションコンテストの

開催（ASN 研専） 
⑤研究成果展開に向けた参加型ワークショップの開催（CBE 時限研専） 
⑥SRW 時限研専技報アーカイブ（SRW 研専） 
⑦ヘルスケア・医療情報通信技術の基礎に関するチュートリアル（MICT 研専） 
⑧和英論文誌 B 分冊および ComEX の AP 研再編集号 2013 年度版の電子ブック化（AP 研専） 

このうち、①～③については、通ソ全体に展開できる学会活動活性化施策として、通ソ独立採算活性化

活動準備金への申請を行い、支援を得た。これらの活動については、実施後に研専運営会議内での紹介

と報告を行い、その効果の確認や施策の水平展開を図っている。 
 
(3-3) 研究会開催トピックおよび CEATEC 連携 
平成 26 年度は、第一種研究会を 148 回(講演数合計 3069 件)実施した。また、常設研専、時限研専併

せて 52 回の第二種研究会を実施し、技術の普及や新たな技術に対する展開を図っている。 
 
(3-3-1) 第二種研究会 
 52 回開催された第二種研究会のうち、3 件を海外で実施し (AP 研専: ベトナム、SR 研専：シンガポ

ール、NetSci 研専：韓国)、海外への技術普及・啓蒙を図った。 
 
(3-3-2) 2014 年 CEATEC での連携 

2014 年 10 月 7～11 日に開催された CEATE においては、ICG-SG 時限研専による「未来都市の創成

とスマートなエネルギー政策 - 2020 年のエネルギー政策を語る -」、WPT 研専による「無線電力伝送

が支える新しい社会」という第二種研究会の実施や「MMW5G in CEATEC」の開催を SR 研専が後援

する等、情報通信関連の最大の展示会の一つである CEATEC への参加者に対するアウトリーチ活動を

実施した。 
 
(3-4) 大会活動実績 

2014 年ソサイエティ大会（徳島大）では一般セッション 25 分野／公募シンポジウム 7 課題合わせて

講演数 964 件と企画セッション 20 課題 117 件、2015 年総合大会（立命館大）では一般セッション 25
分野／公募シンポジウム 8 課題合わせて講演数 1398 件と企画セッション 24 課題 126 件を実施した。

また、研究会広報のためのパンフレット配布、通ソ Welcome Party、 IEICE-CS GLOBAL 
NEWSLETTER での大会英語セッション紹介記事など特色のある取り組みにより、大会を活性化する

とともに研究会活動の積極的なアピールを実施した。 
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(3-5) 通ソ執行委員会との連携 
 研専運営会議では、平成 25 年度から通ソ執行委員会と研究専門委員会のコミュニケーション向上に

向けた施策に取組んでいる。その一つとして研専運営会議の構成メンバである各研究専門委員会（研専）

の委員長等がオブザーバ参加を可能とし、研専関係の議題に関してオブザーバから直接意見を述べるこ

とができるようになり、効果的な情報の提供と交換ができている。また、年 2 回（5 月の引継ぎ執行委

員会後と 12 月の研専運営会議後）、通ソ執行委員会メンバと研専運営会議委員との懇談会を開催するこ

とで、通ソ執行委員会と研専運営会議のそれぞれのメンバが直接意見交換できる機会を創出し、相互の

理解を深めることに貢献している。これらの取組みは通信ソサイエティの活性化や一体化のために非常

に重要な機会となっており、今後も継続する予定である。 
  
(3-6) 技報電子化関連トピックス 
(3-6-1) 技報オンラインサービス、クロスライセンス化（年間予約特典併催用ダウンロードライセンス

に関して） 
 技報オンラインシステムは、通信ソサイエティにおいて 2007 年から開発・運用されてきた。2012 年

情報・システムソサイエティ（ISS）からの利用要望を受け 2013 年 4 月から 1 年の試行後、2014 年 4
月から本運用を開始している。また、2014 年からは、新たに基礎・境界ソサイエティ（ESS）からの

利用要望を受け、2015 年 4 月からの本格運用開始を目標に 2014 年 4 月からトライアル運用を開始して

いる。ESS からは 2014 年 10 月に NOLTA ソサイエティが独立したが、今年度は ESS と共同運営のた

めトライアル運用を続けている。このように技報オンラインサービスを利用するソサイエティが増え、

ソサイエティをまたぐ併催研究会も存在することから、ユーザーの利便性向上によるオンライン化の普

及を目的に、年間予約特典併催用ダウンロードライセンスのクロスライセンス化を決定した。これによ

り、2015 年 6 月 1 日から年間予約した研究会以外の技術報告を ESS、NOLTA、CS、ISS の別なく年

間合計 35 件までダウンロードできるようになる予定である。 
 
(3-6-2) 技報オンラインサービス、ダウンロードライセンス販売トライアルの決定 
  技報完全電子化へのマイルストーン実現のため、技報ダウンロードライセンスの販売トライアルを実

施することが承認された。トライアルは、2015 年 6 月から開始し、1 年間のデータ収集の後、本運用に

向けた仕様化を行う予定である。今年度、これまで運用した 7 年間のダウンロード実績データの分析を

行った結果、技報オンラインには現在 12,000 名のユーザー登録が存在するが、その 75%が一度も技報

をダウンロードしたことがないことが判明した。この 75%の中には、技報のダウンロード要望の強いユ

ーザーも含まれると考えられる。それらのユーザーを主な対象として、技報オンラインの普及の可能性

を検討する。 
 
(3-6-3) 研究会発表申込システム、第一種研究会・第二種研究会混合開催の支援方針の決定 
 研究会のあり方 WG において、第一種研究会・第二種研究会の混合研究会を開催する場合に、同一テ

ーマの研究会であっても研究会発表申込システムの申込み先がふたつに分かれてしまい、投稿者が混乱

するという問題が提示された。この問題を解決するため、第一種研究会・第二種研究会混合開催の支援

方針として、 
（１）第二種研究会の資料に第一種研究会の資料を同時掲載できるようにする。 
（２）第一種研究会・第二種研究会混合での研究会開催でも、研究会発表申込システムの窓口は一ヶ所

とする。 
（３）資料印刷を行う場合は、第一種研究会と同じ方法で同じ印刷業者に依頼できるようにする。 
 を柱とする案が承認された。対応システムとして研究会で第一種研究会、第二種研究会のサブフォル

ダーを作るシステム変更案が提示され、2015 年下期から実施できるように、2015 年 5 月末までに詳細

を見積もることとなった。 
 
(3-6-4) 技報オンラインサービス、個人クーポンの発行ガイドラインの改正 
 研究会のより一層のアウトリーチ促進と技報オンライン普及による電子化促進を目的に、学会外コミ

ュニティと研究会を合同開催する際の個人クーポン発行ガイドライン改正を行った。これまでの実績を

参考に最大発行枚数を 50 枚から 100 枚に増やし、海外開催の場合など技報当日販売ができない場合を

考慮して会員にも配布可能とガイドラインに明記した。但し、技報は研専活動の財源としての側面もあ

るため、個人クーポンの無償配付は暫定措置であることを明記した。 
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(3-7) その他の研専活動について 
 研専運営会議や研究専門委員会の円滑な運営や効率化を促進することを目的に、これまで不明瞭であ

った規定等の整理や情報共有の促進を行った。 
 まず、時限研究専門委員会の設立・廃止、延長、常設化の手続きについては、規定やガイドラインに

加えて、運営会議内の周知等で対応していた。また規定上の手続きと実際の手続きに差がある等、手続

きに不明瞭な点があり、運用上の課題となっていた。そこで、今年度、研専運営会議の内規、ガイドラ

イン、申請様式等の記載事項を見直し、第三回の研専運営会議でそれらの改定を行った。改定により、

時限研専の設立、延長、常設化の申請時期や活動期間を明確にした。次に、財務負担のない国際会議へ

の協賛の手続きについて、これまでは審議、採決が必要な電子メール審議を実施していたが、手続きの

簡素化を図るために審議方法を変更し、特段の疑義が無ければ了承する手続きに変更した。 
 また、電子情報通信学会外のコミュニティからの招待講演者等を研究会に招いた際の「技報別刷り免

除」の規定や手続きについての周知が十分でなく、制度を知らない、または直前の手続き等により、う

まく活用されていなかたため、改めて制度の主旨を説明すると伴に、主旨や手続き等をHP に掲載した。 
 さらに、各研究専門委員会が持っているノウハウ、知見等の共有を促進して欲しいとの要望があった。

そこで、各研専が持っている開催場所の情報等を収集し HP に掲載を開始している。 
 
(4) 国際会議 

平成 26 年度において、通信ソサイエティ主催 1 件、研究専門委員会の共同主催 1 件の国際会議を開

催した。その他通信ソサイエティ（研究専門委員会を含む）として 17 件の国際会議を協催、7 件の国

際会議に対し協賛、2 件の国際会議に対して後援を行った。この結果、通信ソサイエティが関与した国

際会議は 28 件であり、昨年度（19 件）と比較して増加した。これは通ソ（研究専門委員会を含む）に

おいて、海外で開催される国際会議等への協催等を積極的に行われた結果であると考えられる。また平

成 27 年度については平成 26 年度末の時点で 16 件の関与が予定されている。なお、電子情報通信学会

へ著作権が譲渡されない場合において、I-Scover へ掲載するための MoU の雛形規定等については継続

課題である。 
 
(5) 本部論文賞候補、および、通信ソサイエティ論文賞 

2013 年 10 月から 2014 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、和文マガジンおよび ComEX に掲載された論文の中から、優秀論文賞

2 編、チュートリアル論文賞 2 編、Best Paper Award 3 編、Best Tutorial Award 2 編、ComEX Best 
Letter Award 1 編の計 10 編を選定した。なお、和文マガジン論文賞は該当なしとなった。選定された

10 編に対して、2015 年 5 月の執行委員会にて表彰式が行われる。 
 
(6) 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 5 つの海外の通信関連学会とシスターソサイエティ（SS）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。SS 協定の期間満了となっている韓国 KIEES および中国 CIC について、す

でに SS 協定更新の承認を執行委員会にていただいており、事務手続きについて引き続き調整中である。

2015 年については、韓国 KICS とのシスターソサイエティ協定が年末に満了となるため、協定の更新

について対応する予定である。 
 
(7) 英文ニュースレター(IEICE-CS GLOBAL NEWSLETTER) 
英文ニュースレターは、通信ソサイエティの海外会員および外国人会員と他の会員との間の情報共有、

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、 国
際セクションを紹介する特集記事の他、会長メッセージ・フェローや外国人研究者（含留学生）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の開催報告など約 50 件の記事を掲載した。

通ソが関与する国際会議の予定表や CFP、論文誌特集号のカレンダーを掲載し、裏表紙では、ソサイエ

ティ／総合大会の開催案内・I-Scover の周知の掲載を行い、国内外の通ソ会員に情報発信した。 
 
(8) ホームページ・会員サービス 

CS アーカイブスサービスでは、2014 年総合大会ならびに 2014 年ソサイエティ大会における通信ソ
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サイエティ企画セッションの講演資料の一部を閲覧できるサービスを実施した。これらの資料はそれぞ

れ 5 月下旬、12 月上旬に公開した。来年度も同様のサービスを継続予定である。また、電子情報通信

学会の個人会員を対象とした、過去の大会講演論文集を閲覧・検索できる「大会アーカイブスサービス」

の開始にともない、「CS アーカイブスサービス」の WEB 画面において、「通信ソサイエティ企画セッ

ション（パネル・チュートリアル等）における講演資料を Web 上で閲覧できるサービス」と明記し、

相違点を明確化した。通ソ WEB サイトの「通信ソサイエティの紹介」のページを更新した。 
 
(9) 規程類の改定について 
通ソ活動功労賞の選定手続きについて、選考過程が不公正との疑義をもたれないようにするため、選

考委員会委員が活動功労賞の推薦を受けた場合は選考の審議から除かれるように「通ソ活動功労賞規程

および活動功労者選定手続」を 2 月に改定した。 
 
(10) 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 24 日に、特別講演および表彰式を開催した。ソサイエティ功労顕彰

状（18 名）、活動功労賞（98 名）の贈呈式を行うとともに、会長企画特別講演として、国立情報学研究

所の漆谷重雄教授による「これだけは知っておきたい学術情報ネットワーク」の招待講演を実施し、盛

況に催すことができた。 
 
(11) 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会員や若手会員の方々が、諸先輩方と自由にコミュ

ニケーションできる場の提供を目的として、総合大会初日（3 月 10 日）に第 7 回通信ソサイエティ

Welcome Party を開催した。一昨年度から開催時期を総合大会での開催に変更した。パーティは二部構

成とし、第一部では、通信ソサイエティ会長挨拶、通信ソサイエティの研専運営会議議長、４つの研究

専門委員会からの活動紹介、および、第二部のパネル展示参加企業・公的機関から、1 分間スピーチを

いただいた。第二部では企業・公的機関と通信ソサイエティの研究専門委員会、計 32 件のパネル展示

が行われ、それぞれの活動内容を紹介した。参加者数は学生 83 名（昨年 71 名）、社会人 118 名（昨年

130 名）、合計 201 名（昨年 201 名）であった。今後も総合大会での開催を継続し、学生・企業からの

フィードバックを通して学生会員や若手会員の学会活動参加推進のための施策を検討していく予定で

ある。 
 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
 

2014(平成 26)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。主要課題として、会

員の増強と運営の更なる効率化が挙げられる。会員増強対策としては、大会のソサイエティプレナリー

セッション等、特別講演のビデオ配信、英語版ホームページの拡充、技報のアーカイブ化と閲覧活性化

の推進、研究専門委員会活動や 3 種類の論文誌での量・質的強化等、会員サービス向上への施策を推進

した。また、運営の効率化に対しては、エレソ在り方ワーキンググループにより中長期的な組織の在り

方、財務体質の改善について議論を行った。以下、本年度のソサイエティの主な活動を三つの会議ごと

に記す。 
 

(1) 企画会議 
(1-1) 予算：エレソ会員数の減少による収入の減少、及び、エレソ活性化を目的とした直轄事業費支出

の増加に伴い、2010 年度から実質的な赤字に転落している状況を受け、2014 年度は予算策定ベースで

黒字化を実現、最終的な収支も小幅ながら実質黒字を実現した。今後も安定的な黒字化を目指した財務

改善を継続する。 
 
(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 2014 年総合大会

及び 2014 年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。エレクトロニクスソサ

エティ活動功労表彰として 20 名の表彰を行った。今年度からエレクトロニクスソサエティ優秀学生修
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了表彰を新たに加えた。これはエレクトロニクスソサエティに対する貢献の高い大学専攻を選出し、そ

の専攻における優秀学生を表彰するものである。初回の今年度は 9 専攻が選ばれた。例年どおり、平成

26 年度（第 18 回）エレクトロニクスソサイエティ賞の選考を実施し、3 分野において表彰を行う予定

である。更に、2015 年度エレソフェロー推薦候補者、及び、2015 年度シニア会員候補者の選定作業を

実施した。 
 
(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、2014 年総合大会エレソプレナリーセッシ

ョンでの特別講演 1 件と依頼講演 1 件、2014 年ソサイエティ大会エレソプレナリーセッションでの特

別講演 2 件、及び、エレソ材料・デバイスサマーミーティング特別講演 1 件の配信を実施した。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。また、2013 年度の Newsletter の電子化に

関する議論を受け、今年度発行分から電子化を行った。 
 
(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実行した。 
 
(2-2) 和文誌は、投稿を促すための宣伝活動として、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。和文誌はいまだ多くを占める日本人会員の母国語による教

育・知識普及の効果が高い特長を生かし、解説やテュートリアルを強化する方針とする。また、招待論

文の種類を複数化するフレキシブルな運用で付加価値向上を図ることとした。 
 
(2-3) 英文誌は、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。英文誌は特集号として進める方針を維持しながら、ELEX で獲得した世界

の研究者からの一般投稿を促進する。また編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の海外比率

を高め、各種国際会議との連携を強める。 
 
(2-4) ELEX は投稿件数が堅調に推移し、収支の黒字化に成功した。今後も黒字基調が期待されている。 
 
(3) 研究技術会議 
(3-1) 15 の研究専門委員会と 7 の時限研究専門委員会、6 の国際会議国内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。 
 
(3-2)主催・共同主催 5 件及び協催・協賛・後援案件 10 件の国際会議を開催した(2014 年 4 月～2015 年

3 月)。 
 
(3-3) 2014(平成 26)年ソサイエティ大会（徳島大）では一般講演 318 件に加えて、シンポジウム講演 36、
ソサイエティ特別企画 1 セッション、チュートリアル 1 セッション、依頼シンポジウム 4 セッションを

実施した。ソサイエティ特別企画における特別講演では、「光ファイバー用ポリマー材料の高透明化と

技術動向」及び「光通信ネットワークを支える光コネクタ技術の歩みと今後の動向」と題して、光通信

向けの部品や材料技術に関する動向と今後の展望などが紹介された。 
2015(平成 27)年総合大会（立命館大）では一般講演 373 件に加えて、シンポジウム講演 36 件、ソサ

イエティ特別企画 2 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 5 セッションを実施

した。ソサイエティ特別企画における特別講演では、「光ファイバ型睡眠時無呼吸センサ（F-SAS セン

サ）の研究開発」で、光ファイバ型のセンサを医療・ヘルスケア関係の応用に使った事例の紹介があっ

た。 
 
(3-4) リーダーズ・ミーティング（研専幹事意見交換会）を 2014 年 7 月 9 日に行った。研究専門委員

会運営に関わる幹事、幹事補佐及び運営委員（7 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。 
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(3-5) 表彰などの際に研専を 3 分野に分けて検討しているが、エレソのあり方ワーキンググループの活

動により見直しが行われた。2015 年度の活動から新たな 3 分野を適用することとなった。 
 
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 26 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であり続けるために、

中長期計画に従い①会員サービスの向上、②研専・論文誌・ソサイエティ誌の活性化、③各種資料の電

子化推進の継続に重点を置き、以下の活動を展開した。主要な活動を以下に示す。 
 
(1) FIT2014（情報科学技術フォーラム） 
ソサイエティ大会（ISS/HCG）と情報処理学会(IPSJ)の秋の全国大会を統合した FIT2014 を、平成

26 年 9 月 3 日～5 日の 3 日間、筑波大学で開催した。発表件数は、査読付き論文が 92 件（昨年度 76
件）、一般論文が 427 件（昨年度 550 件）の計 519 件（昨年度 626 件）であり、参加者数は 1,223 名（昨

年度 1,301 名）であった。前年から発表件数と参加者数が微減となったが、毎回首都圏開催の際は参加

者が減少する傾向があるため、今回もその影響があったのではないかと思われる。17 件のイベント企画

も行われ、ISS の研究専門委員会の企画したイベントが 8 件あった。また、船井業績賞(1 件)、船井ベ

ストペーパー(3 編)、FIT 論文賞(2 編)、FIT ヤングリサーチャー賞（7 名）、FIT 奨励賞(70 名)を選定・

表彰した。FIT2015 は、愛媛大学で平成 27 年 9 月 15 日～17 日に開催予定である。 
 

(2) 2015 年総合大会 
立命館大学で平成27年3月10日～13日に開催された2015年総合大会では、458件の発表(前年比114%)

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、盛況であり、本年は268件(前年比118%)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。この他、「ビッグデータとロボット－法律と倫理の観点から

のサービスの在り方－」の特別企画1件、「若手による高性能コンピュータシステムの最新動向解説」の

チュートリアルセッション1件、「社会課題を解決するためのパターン認識・メディア理解技術2015～社

会を元気にするスポーツとヘルスケア～」の依頼シンポジウム1件の企画セッションが開催された。平

成26年度における本ソサイエティの学術奨励賞受賞者6名への授賞式が3月11日に行われた。なお、本年

度より学生ポスターセッションに関し、認知度の向上と参加者の利便性向上のために、予稿集をWebで
公開するとともに、総合大会ホームページよりリンク貼ることにした。 
 
(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昨年に引き続き CEATEC JAPAN との連携開催に参加し、本ソサイエテ

ィからはパターン認識・メディア理解専門研究会、人工知能と知識処理研究専門委員会、コンピュータ

システム研究専門委員会の 3 研究専門委員会が参加し、平成 26 年 10 月 9 日～10 日に研究会を開催し

た。 
 

(4) 国際化に係る活動 
パターン認識国際連盟(IAPR: International Association for Pattern Recognition)への加盟を継続し、

平成 26 年度は 569 名の登録であった。また、IEEE Computer Society とのシスターソサイエティ協定

を更新し、国際化の推進を継続的に行った。 
 
(5) 研究会活動 
平成 26 年度は、23 研究専門委員会と、4 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 136 回（前年比 101%）、発表総件数は 2,726 件（前年比 102%）であった。なお、来年

度も 4 時限研究専門委員会全てが継続される予定である。研究専門委員会の活性化に向けて、研究専門
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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あり方について検討を続けて

おり、研専活動活性化のための活性化資金の運用を技術会議で行える仕組み等を検討中である。 
 

(6) 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、システム開発論文を選定対象とし、長期的視点にたって論文を評価するソサイエティ

論文賞を設定している。本部論文賞との評価基準の違いをより明確にするために、選定対象となる論文

の掲載時期を整備した。平成 26 年度までは、論文賞候補論文の推薦は紙媒体のみの推薦が許されてい

たが、より多くの推薦を求めるべく、平成 27 年度から紙媒体に加えて Web を利用した推薦も可能とな

るよう規程の変更とシステム改修の準備を行った。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 26 年度はソサイエティ論文賞 1 編、

活動功労賞 10 名、査読功労賞 10 名を選定し、平成 26 年 6 月 11 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。また、平成 23 年度からは、和英論文誌Ｄにおける

編集活動において、編集委員として任期中にわたって貢献をなした個人に対してソサイエティ論文編集

活動感謝状を贈呈しているが、平成 26 年度は、和文論文誌編集委員 16 名、英文論文誌編集委員 24 名

を選定し、贈呈した。 
 

(7) 論文誌 
平成 26 年度に英文論文誌に掲載された論文総数は 424 編（前年比 121%）、和文論文誌に掲載された

論文総数は 181 編（前年比 58%）となった。英文論文数は大きく伸びたが、和文論文数は一昨年から昨

年に大きな延びを見せたものの、その傾向は継続しなかった。今後は、和文論文誌と英文論文誌それぞ

れの役割を明確化し、それぞれの役割に応じた活性化に取り組んでいく予定である。 
  
(8) 和文誌の活性化 
新規分野への参入を目指す研究者を主に対象として、各種会議で行なわれたチュートリアル講演を解説

論文化し、掲載する企画を行なっている。本年度、画像処理に関する解説論文を一本執筆して戴いた（掲

載は 2015 年夏の予定）。2012 年より継続して企画している学生論文特集号であるが、本年度の投稿数

は 39 件と下降の傾向は否めない。他学会でも同様の特集号を企画しており、投稿先が分散されたこと

によるものと思われる。これらに加え本年度は、投稿者へのサービス向上として，査読・編集プロセス

の迅速化を検討した。査読結果に対して、編集委員が、当該査読委員の査読の質（迅速さや ISS の査

読方針に則った執筆能力、などを含む）を記録として残し、今後の査読委員推薦の時に利用するという

ものである。2015 年 5月から記録を残す予定である。査読委員推薦時における利用方法については別途

検討予定である。 
 
(9) 英文誌の活性化 
昨年度に引き続き、一部オープン化を試行中である。オープン化した論文に対するアクセス数等の実

績を分析した結果に基づいて、オープン化の対象となる論文を、これまでの特集号に変えて、本部論文

賞受賞論文、ISS 論文賞受賞論文、サーベイ論文、招待サーベイ論文、研究会推薦論文、シンポジウム

推薦論文、その他編集委員会が認めた論文とした。今後はダウンロード数の推移などをみて、オープン

化の効果を検証する予定である。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。また、招待サーベイ論文の施策も継続して取り組んでいる。 
 
(10) 論文発行に関する会員サービスへの取り組み 

ISS会員に実施したアンケート(2012/3)における強い要望に応える形で、ISSの和英論文誌に関して、

早期公開(採録判定直後の公開)できるよう調整を行い、システムの改修を行った。和文論文誌について

は2014年4月受付分から、英文論文誌については2014年5月受付分から早期公開制度を実施している。

これにより、従来、採択から掲載まで3.5ヶ月程度要していた期間が、１週間程度となった。また、2014
年4月以降の発行論文に対して、電子化環境と財政面での改善を踏まえ、別刷辞退・PDF配布オプショ

ンを導入した。このオプション利用の2014年度実績は、和文論文誌では36%、英文論文誌では56%であ

った。今後は、本オプションの存在を周知徹底し、その利用率を高めていく予定である。 
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(11) ソサイエティ誌 
  ソサイエティの活性化のための推進メディアとして活動し、4月特別号、ならびに通常号を季刊で4回
発行した。4月号では、他のソサイエティを含む全会員に向けて、本ソサイエティを紹介するべく、次

期会長のメッセージ、ならびに研究専門委員会の紹介、登録案内を行った。通常号では活性化を見据え、

研究専門委員会の共催状況を見える化して紹介するなど、学術、技術とは異なる視点のテーマを取り上

げている。今年度は、異分野の研究者どうしのコミュニケーションのきっかけ、あるいは一層の活性化

を図る目的で、各分野の研究者に研究テーマ選択のきっかけや苦労談などをインタビューする「ソサイ

エティ人図鑑」を継続した。2015年度は、I-scoverのV2サービス開始に合わせて、新巻から順次電子化

する予定である。ISS向けの情報誌というポジションに加えて、本会会員、さらには世の人々とISSとの

つなぎ役をめざしていく。 
 
(12) 技報の電子化・リポジトリ化について 

2007 年度以降今後も含みすべての技報は、通ソ作成の技報オンラインサービスにて電子化・オ

ンライン閲覧サービスが提供され、本年度より正式に運用されている。また、1993〜2006 年の技

報は NII の CiNii により閲覧サービス提供中である。1992 年以前の技報については、昨年度に引

き続き電子化(PDF 化)を行った。これにより紙媒体の劣化の問題は解決される。 
 
(13) FIT 予稿の電子化・リポジトリ化について 

昨年度に、初回から平成 25 年度開催分まですべての予稿を大会アーカイブスに搭載する作業を実施

し、I-Scover からも検索可能となった。本年度分も同様にリポジトリ化を実施した。FIT のコンテンツ

を大会アーカイブスに搭載するための経費は ISS として負担している。 
 
(14) ISS ウェブページ更改 

ISS のウェブページのコンテンツ改変を行い、平成 26 年 7 月に新規ページへの切り替えを行った。

電子情報通信学会のウェブページと体裁を合わせることで、分かりやすさの向上と学会としての一体感

が作り出せるよう工夫した。なお、英文ページについては、本年度に改変の方針を検討し、来年度に実

更新作業を行う予定である。 
 
◎ 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19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26年度は、四つの常設研究専門委員会（第一種研究会）、四つの時限研究専門委員会（第二種研究

会）、及び、二つの時限研究専門委員会（第三種研究会）という体制により活発な活動を展開した。な

お、このうちICB（情報の認知と行動研究会）は、昨年度のAMST（先端医科学技術）とEHI（人間と

ICTの倫理を考える）が統合して発足したものとなっている。また年度途中でHPD（人と場所のつなが

りデザイン）がHPB（ヒューマンプ ローブ）に併合された。 
 
(2)HCGシンポジウムの開催 
HCGシンポジウム2014を12月17日(水)～19日(金)に海峡メッセ下関にて開催した。発表件数 117 件（口

頭発表 61 件（萌芽3件）、オーガナイズドセッション41件、インタラクティブ発表のみ 15 件）、招

待講演1件、参加者数 226 名であった。24年度（発表97件、参加者数191名）、25年度（発表108件、

参加者数206名）に比べ、発表件数及び参加者数ともに増加し過去最大の規模となり、HCGの中核とな

るシンポジウムとして広く認識されつつある。本年度の新しい試みとして、4件のオーガナイズドセッ

ション（コミック工学、ユーザセンタードデザインの理論と実践、雰囲気工学、G空間コンピューティ

ング）を企画し、多くの聴衆を集め盛況であった。今後は、参加者以外に対する予稿や発表内容の公表

など、より社会に広く知らせていく手段を検討することが課題となっている。 
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(3)総合大会活動 
総合大会では、既に終了した時限研究会CML（未来世代から見たコミュニケーション科学の魅力と学習

意欲向上）の構成員による企画をHCGが主催に加わって支援し、小中高の教諭を交えた企画「教育改革

と人材育成」を開催した。また現在活動中のICB（情報の認知と行動研究会）研究専門委員会から脳科

学者を含む企画「脳科学を基盤とする情報通信技術の創成に向けて」を提案し開催した。 
 
(4)論文誌での活動 
和文論文誌Aにて、「ヒューマンコミュニケーション～人々の生活を幸せで豊かにしてい くICTとコミ

ュニケーション～」特集号を企画し、平成27年1月号として発行した。現在、和文論文誌Dにて「ヒュ

ーマンコミュニケーション〜ヒト・モノ・トコロを紡ぐ豊かな情報を発信するICT〜」特集号を企画し、

平成28年1月の発行を目指して準備を進めている。 
 
(5)表彰活動 
平成26年度ヒューマンコミュニケーション(HC)賞の選定を行い、365件の研究会発表から5件が選考さ

れ、HCGシンポジウムにおいて表彰式を行った。本賞は、第一種研究会の発表から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されている。また、HCGシンポジム2014の発表の中

から、最優秀インタラクティブ発表賞2件、優秀インタラクティブ発表賞4件、学生優秀インタラクティ

ブ発表賞8件、オーガナイズドセッション賞7件を選出し、表彰した。 
 
(6)HCGのあり方 
本学会のあり方を考えるTFに関連し、HCGのあり方を考える会を10月27日、HCGシンポジウム会期中

の12月17日に開催し、HCGの設立の趣旨から、現状、今後のあり方について幅広く議論した。総意と

しての方針はまだ十分にまとまっていないが、新しい試みを実践する場としてのグループの存在意義や

他学会との境界領域としての位置づけを再認識し、今後の研究会活動や論文誌への関わり方などを引き

続き議論しながら新しくしていく予定である。 
 
(7)情報保障活動 
HCGとして本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、総合大会等で、情報保障の取組みを

行った。 
 
 
１． 大会に関する事項(定款 第 4 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 26 年 9 月 23 日(火)～26 日(金) 
会 場 徳島大学(徳島市) 

参加者 2,701 名 
懇親会 大学内 第 1食堂 2F 参加者 113 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 ― 2 2 1 5 

パネル 
セッション ― 1 4 0 5 
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チュートリアル 
セッション ― 2 3 1 6 

依頼シンポジウ

ム ― ※3 ※§11 §4 15 

合計 
(共催を含む) 1 ※8 ※§20 §6 32 

※ 基礎・境界と通信の共催企画 1 件を含む。 

§ 通信とエレクトロニクスの共催企画 2 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 153 873 318 1,344 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 19 †91 †36 130 

合計 172 964 354 1,474 
 

 † 通信とエレクトロニクスの共催企画 16 件を含む。 

 
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。 
特に特別記念講演として下記の 2 件の講演を行った。 

日本国際賞受賞特別記念講演(3 月 11 日) 参加者：500 名 
末松安晴 東京工業大学栄誉教授・元学長 

ノーベル物理学賞受賞特別記念講演(3 月 12 日) 参加者：2,160 名 
天野 浩 名古屋大学大学院工学研究科教授 
中村修二 カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授 

 
期 日 平成 27 年 3 月 10 日(火)～13 日(金) 
会 場 立命館大学(草津市) 
参加者 5,077 名 
懇親会 リンクスクエア  参加者 167 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 5 ― ― ― ― 5 

ｿｻｲｴﾃｨ特別企

画セッション ― 2 2 2 2 8 

パネル 
セッション ― 1 5 0 0 6 

チュートリア

ルセッション ― †4 †6 †2 1 11 

依頼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
セッション ― ※3 §11 §7 1 19 

合計 
(共催を含む) 5 †※10 †§24 †§11 4 49 

 † 基礎・境界、通信、エレクトロニクスの共催企画 1件を含む。 

※ ヒューマンコミュニケーショングループの企画 1件を含む。 

§ 通信とエレクトロニクスの共催企画 3件を含む。 
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(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 316 1,276 373 437 2,402 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｾｯｼｮﾝ 15 122 36 21 194 

合計 331 1,398 409 458 2,596 
† ヒューマンコミュニケーショングループの講演 60 件を含む。 

 
１．３ FIT2014(第 13 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 26 年 9 月 3 日(水)～5 日(金) 
会 場 筑波大学・筑波キャンパス (つくば市) 
参加者 1,223 名 
懇親会 キャンパス内学食  参加者 70 名 

イベント企画 
研究会提案企画 10 課題 
委員会提案企画 6 課題 
現地提案企画 1 課題 

査読付き論文講演 46 講演 
一般講演 455 講演 

 

２．国際会議に関する事項(定款 第 4 条 ロ号、へ号) 
次のとおり開催した。 

会   議   名 開催年月日 参加者数 論文数 場  所  
2014 年環境電磁工学国際シンポジウム 
(EMC'14/Tokyo) 

2014.05.13 
～05.16  510 245 東京 CS 

8th International Symposium 
onOrganic Molecular Electronics
（ISOME2014） 

2014.5.15 ～

16 135 108 東京 ES 

2014Asia-Pacific Workshop on 
Fundamentals and Application of 
Advanced Semiconductor Devices
（AWAD2014） 

2014.7.1 ～

7.3 108 72 金沢 ES 

The 29th International Technical 
Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications 
(ITC-CSCC2014) 

2014.7.1-4 358 308 タイ ESS 

The 9th International Workshop on 
Security（IWSEC2014） 2014.8.27～29 72 49 弘前 ESS 

The Seventh International Workshop 
on Image Quality and its Applications 
(IMQA2014) 

2014.9.2～3 54 26 千葉 ESS 

2014URSI-Japan Radio Science 
Meeting (URSI-JRSM 2014) 2014.9.8 204 13 東京 ES 

2014 International Symposium on 
Nonlinear Theory and its 
Applications.(NOLTA2014) 

2014.9.14 ～

18 279 236 スイス NLS 

アジア・太平洋 ネットワーク運用と管理

シンポジウム(APNOMS 2014)  
2014.09.17 
～09.19  184 140 台湾・新竹 CS 

2014 International Workshop on Smart 
Info-Media Systems in Asia (SISA2014) 

2014.10.9 ～

10.10 67 67 ベトナム ESS 
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International Topical Meeting on 
Microwave Photonics/Asia-Pacific 
Microwave Photonics Conference 2014 
(MWP/APMP2014) 

2014.10.20～
23 213 134 札幌 ES 

2014 International Symposium on 
Information Theory and Its 
Applications (ISITA2014) 

2014.10.26 ～

29 208 152 オーストラ

リア ESS 

3nd Japan-Korea Workshop on 
Complex Communication Science 
(JKCCS2014) 

2014.10.27～
28 72 47 韓国 NLS 

2014Asia-Pacific Microwave 
Conference（APMC2014） 2014.11.4～7 767 524 仙台 ES 

 
 
３．出版に関する事項(定款 第 4 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)に電子版を本会サイトにて公開した。 
掲載総ページ数は 4,240 ページである。 

        

 

論  文 レター その他 計 特集回数 

分 冊 件  数 件  数 
 

件  数 
回 

  ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

JA 73 15          88 5 
770 63 9 842 

JB 107 17          124 9 
1,150 76 8 1,234 

JC 50 23          73 3 
397 85 5 487 

JD 133 48          181 10 
1,469 192 16 1,677 

計 363 103          466 27 
3,786 416 38 4,240 

*その他：巻頭言、正誤 

     
３．２ 英文論文誌の発行状況 

各ソサイエティ別(A･B･C･D)に電子版を本会サイト及び J-STAGE にて公開した。 
掲載総ページ数は 9,946 ページである。 

 

論  文 レター その他 計 特集回数 

分 冊 件  数 件  数          件  数 
回 

  ページ数 ページ数 ページ数 ページ数 

EA 222 137          359 12 
2,099 601 15 2,715 

EB 277 0          277 9 
2,641 0 11 2,652 

EC 137 44          181 11 
1,043 167 11 1,221 
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ED 276 148          424 13 
2,740 604 14 3,358 

計 912 329          1,241 45 
8,523 1,372 51 9,946 

*その他：巻頭言、正誤 

    
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 48 件(うち 巻頭言 4 件)、575 ページ(う
ち巻頭言 5 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）に 56 件(うち 巻頭言 0 件)、332 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 318 件(うち 巻頭言 1 件)、2,442 ページ(うち 巻頭言 3
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  301 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  280 ページ 
     GLOBAL NEWS LETTER               4 回  172 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  113 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  116 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) 3 回  21 ページ 

 
４．選奨に関する事項(定款 第 4 条 ホ号、へ号) 

所定の手続きによって選考が進められ、次のとおり各受賞者を決定した。 
 

４．１ 基礎・境界ソサイエティ 
(1)功労賞 

業     績 貢 献 者 

2014 年暗号と情報セキュリティシンポジウム実行委員長としての貢献 福澤 寧子 
基礎・境界ソサイエティ誌の誌面充実に対する貢献 國廣  昇 

以上 2 名 

(2)貢献賞 
(2.1) ソサイエティ運営，研究専門委員会運営 

業     績 貢 献 者 

基礎・境界ソサイエティ「事業担当幹事」及び非線形問題研究専門委員会幹

事としての貢献 神野 健哉 

以上 1 名 
(2.2) ソサイエティ運営 

業     績 貢 献 者 

基礎・境界ソサイエティ庶務幹事としての貢献 堀尾 喜彦 
基礎・境界ソサイエティ会計幹事としての貢献 長谷川晃朗 



 36 

基礎・境界ソサイエティ大会担当幹事としての貢献 小西 啓治 
基礎・境界ソサイエティ事業担当幹事としての貢献 栗原 正純 
基礎・境界ソサイエティ英文論文誌編集幹事としての貢献 徳田  功 

以上 5名 

(2.3) 編集 
業     績 貢 献 者 

英文論文誌編集委員としての貢献 増田 和明 
英文論文誌編集委員としての貢献 伊藤 康一 
英文論文誌編集委員としての貢献 笹岡 直人 
英文論文誌編集委員としての貢献 實松  豊 

以上 4名 

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

システムと信号処理サブソサイエティ及び回路とシステム研究専門委員会

の運営及び活動に対する貢献 三友 敏也 

以上 1名 

(2.5) サブソサイエティ運営 
業     績 貢 献 者 

情報理論とその応用サブソサイエティの運営及び活動に対する貢献 古賀 弘樹 
以上 1名 

(2.6) 研究専門委員会運営 
業     績 貢 献 者 

技術と社会・倫理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 杉山 典正 
複雑コミュニケーションサイエンス時限研究専門委員会の運営及び活動に

対する貢献 中尾 裕也 

ワイドバンドシステム研究専門委員会幹事としての貢献 藤井 雅弘 
超音波研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 美谷周二朗 
バイオメトリクス時限研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 太田 陽基 
スマートインフォメディアシステム研究専門委員会の運営及び活動に対す

る貢献 筒井  弘 

信号処理研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 木下 慶介 
応用音響研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 戸上 真人 
VLSI 設計技術研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 中武 繁寿 
情報セキュリティ研究専門委員会幹事としての貢献 伊豆 哲也 
情報理論研究専門委員会の運営及び活動に対する貢献 井坂 元彦 

以上 11 名 

(2.7) 国際会議 
業     績 貢 献 者 

第 2 回 KJCCS の運営に対する貢献 長谷川幹雄 
SISA2013 の運営に対する貢献 安川  博 
IWSEC2013 の運営に対する貢献 田中 俊昭 

以上 3名 

(2.8) 国内会議 
業     績 貢 献 者 

SITA2013 の運営に対する貢献 植松 友彦 
以上 1 名 
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(2.9) その他の事業 
業     績 貢 献 者 

2014 年暗号と情報セキュリティ特集号編集幹事としての貢献 寺西  勇 
2013 年情報理論とその応用特集号の編集に対する貢献 野村  亮 
第 3 回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウムの運営に対する貢献 西垣 正勝 
第 26 回回路とシステムワークショップの運営に対する貢献 宮本 俊幸 

以上 4名 

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

福島第一原子力発電所事故の確率論的安全評価の観点からの考察 松岡  猛 

以上 1 名 

 

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】 
不規則分布した導体球群による後方強調散乱特性の60-GHzでの測

定と計算機シミュレーションとの比較 

金子和正(関東学院大学) 
井原俊夫(関東学院大学)  
小口知宏 

光学的変調散乱素子を用いた高周波電界計測システム 

黒澤孝裕 (秋田県産業技

術ｾﾝﾀｰ)  
駒木根隆士 (秋田工業高

等専門学校) 

【チュートリアル論文賞】 
超高速無線LAN規格IEEE 802.11acの概要とマルチユーザMIMOの

実験的検証 

浅井裕介（NTT） 
石原浩一（NTT） 
村上友規（NTT） 
工藤理一（NTT） 
市川武男（NTT） 
鷹取泰司（NTT） 
溝口匡人（NTT） 

アレーアンテナ用デカップリング・マッチング給電回路の設計と解

析 

鹿子嶋憲一（茨城大学） 
武田茂樹（茨城大学） 
加賀谷篤大（茨城大学） 
伊藤耕平（茨城大学） 

【Best Paper Award】 
Experiments Validating the Effectiveness of Multi-Point Wireless 
Energy Transmission with Carrier Shift Diversity 

Daiki MAEHARA（Tokyo 
Institute of Technology） 
Gia Khanh TRAN（Tokyo 
Institute of Technology） 
Kei SAKAGUCHI（Tokyo 
Institute of Technology） 
Kiyomichi ARAKI（Tokyo 
Institute of Technology） 
Minoru 
FURUKAWA(NIHON 
DENGYO KOSAKU) 

Natural Synchronization of Wireless Sensor Networks by 
Noise-Induced Phase Synchronization Phenomenon 

Hiroyuki 
YASUDA(Tokyo 
University of Science) 
Mikio 
HASEGAWA(Tokyo 
University of Science) 

Polarization Dispersion Characteristics of Propagation Paths in 
Urban Mobile Communication Environment 

Tetsuro IMAI(NTT DOCOMO) 
Koshiro KITAO(NTT 
DOCOMO) 
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【Best Tutorial Paper Award】 
A Survey on OpenFlow Technologies 

Kazuya SUZUKI（NEC） 
Kentaro SONODA（NEC） 
Nobuyuki TOMIZAWA
（NEC） 
Yutaka YAKUWA（NEC） 
Terutaka UCHIDA（NEC） 
Yuta HIGUCHI（NEC） 
Toshio TONOUCH（NEC） 
Hideyuki SHIMONISHI
（NEC） 

Spectrum Usage in Cognitive Radio Networks: From Field 
Measurements to Empirical Models 

Miguel LÓPEZ-BENÍTEZ 
(The University of 
Liverpool) 
Fernando CASADEVALL 
(Universitat Politecnica de 
Catalunya-Barcelona Tech) 

【ComEX Best Letter Award】 
Performance evaluation of a simple decoding method for 
millimeter-wave short-range MIMO transmission through a wall 

Kazumitsu Sakamoto
（NTT） 
Ken Hiraga（NTT） 
Tomohiro Seki（NTT） 
Tadao Nakagawa（NTT） 
Kazuhiro Uehara（NTT） 

                                                             以上 10 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 スピン注入磁化反転メモリ(STT-RAM)大容量化回路技術

に関する先駆的研究開発 

竹村理一郎（日立） 

河原 尊之（日立） 

大野 英男（東北大） 

第2分野 低消費電力と高速動作を両立させるInP系電子デバイス構

造に関する先駆的研究 
宮本 恭幸（東工大） 

第3分野 複素振幅を扱うニューラルネットワーク理論の構築とレ

ーダ応用への先駆的貢献 
廣瀬   明（東大） 

以上 3 件 

 (2)レター論文賞 
論  文  名 著 者 名 

溶融Gaバンプを用いたFluidic Self-Assembly で配置された微小デ

バイスの熱的信頼性 

中野  純（富山大） 
柴田 知明（富山大） 
森田 弘樹（富山大） 
坂本  宙（富山大） 
森  雅之（富山大） 
前澤 宏一（富山大） 

 以上 1 件 

 
(3)ELEX Best Paper Award 

論  文  名 著 者 名 

Low-power wireless on-chip microparticle 
manipulation withprocess variation compensation 

Yasushi Kishiwada（Osaka Univ.） 
Hirosuke Iwasaki（Osaka Univ.） 
Shun Ueda（Osaka Univ.） 
Yoshiaki Dei（Osaka Univ.） 
Yusuke Miyawaki（Osaka Univ.） 
Toshimasa Matsuoka（Osaka Univ.） 

以上 1 件 
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(4)招待論文賞 

論  文  名 著 者 名 

(該当なし)  
 

(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 

細谷 鴻平（金沢工大） 

吉田 慎悟（電通大） 

杉山侑紀也（名工大) 

杉山  俊輔（山梨大) 

化合物半導体・光エレクトロニクス 

三坪 孝之（阪大） 

刑部 僚一（金沢大） 

中濱  正統（東工大) 

カン ジュンヒョン 

(東工大) 

シリコン・エレクトロニクス一般 

佐藤 友哉（東北大） 

河合誠太郎（東工大） 

後藤  洋介（東京農工大） 

渡辺  剛宏（山梨大） 

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 
【サーベイ論文】 
Computational Models of Human Visual Attention and Their 
Implementations: A Survey 

Akisato KIMURA 
Ryo YONETANI 
Takatsugu HIRAYAMA 

以上 1 編 
 (2)功労賞 
  (2-1)活動功労賞 

業     績 貢 献 者 
ニューロコンピューティング研究専門委員会および ME とバイオサ

イバネティックス研究専門委員会の研究会開催への長年にわたる多

大な貢献 
相原  威(玉川大) 

コンピュータシステム研究専門委員会委員長、リコンフィギャラブル

システム研究専門委員会委員長としての貢献 天野 英晴(慶大) 

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 有吉 勇介(尾道大) 

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 井上美智子(奈良先端大) 

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献 内田 誠一(九大) 

パターン認識・メディア理解研究専門委員会活動への貢献 斎藤 英雄(慶大) 

マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会

副委員長としての貢献 新見 道治(九工大) 

ソフトウェアインタプライズモデリング研究専門委員会委員長・幹事

としての貢献 堀米  明(フィジオ) 

ソサイエティ誌編集幹事、編集委員長としての貢献 松井 知子(統計数理研) 

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献 宮川  勲(NTT) 

以上 10 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 浅野  晃(関西大) 

論文誌査読委員としての貢献 池田 和司(奈良先端大) 

論文誌査読委員としての貢献 井上 光平(九大) 

論文誌査読委員としての貢献 大下 福仁(阪大) 

論文誌査読委員としての貢献 岡部 孝弘(九工大) 

論文誌査読委員としての貢献 佐藤 智和(奈良先端大) 

論文誌査読委員としての貢献 玉木  徹(広島大) 

論文誌査読委員としての貢献 橋本  学(中京大) 

論文誌査読委員としての貢献 堀内 隆彦(千葉大) 

論文誌査読委員としての貢献 椋木 雅之(京大) 
以上 10 名 

 (3)優秀ポスター賞 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

小島茂也 名城大 加藤さやか 名古屋大 

重本昌也 大島商船高専 斎藤 翠 横浜国立大 

伊藤瑠美 立命館大 大塩祥剛 立命館大 

山田望未 筑波大               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 

言語処理システムの構築技術および理論的な発展に対する貢献 
辻井潤一 
(マイクロソフトリサーチ

アジア) 
以上 1 件 

 (2)船井ベストペーパー賞 
論  文  名 受 賞 者 

FPGA によるブレ補正機構に関する研究 
丸山 裕士(筑波大) 
山口 佳樹(筑波大) 
児玉 祐悦(筑波大) 

架空名義操作不可能な再配分メカニズムの特徴付け 

鶴田 俊佑(九大) 
岡 雅晃(九大) 
東藤 大樹(九大) 
櫻井 祐子(九大) 
横尾 真(九大) 

瞬目種類識別のための形状特徴量に関する一検討 

松野 省吾(電通大) 
大山 実(東京電機大) 
阿部 清彦(関東学院大) 
大井 尚一(東京電機大) 
板倉 直明(電通大) 

以上 3 編 
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(3)FIT 論文賞 
論  文  名 受 賞 者 

予備系システムのダウンサイジング手法及び評価 
市原 利浩(三菱電機) 
原田 篤史(三菱電機) 
樋口 毅(三菱電機) 

多品種対応ドメインを用いたモデル駆動開発の実現 根路銘 崇(電通大) 
沼尾 雅之(電通大) 

以上 2 編 
(4)FIT ヤングリサーチャー賞 

氏 名 所属(発表時) 論  文  名 
小甲 啓隆 奈良先端大 車載カメラ映像処理アルゴリズム評価の為の自由視点画像生成 
河村 圭 KDDI 研 HEVC符号化方式における輝度-色差予測モードのメモリ削減手法 
三功 浩嗣 KDDI 研 疎なカメラ配置を前提としたオブジェクト抽出 
橋本 直幸 九大 地域制約の元での戦略的操作不可能なマッチングメカニズム 
平田 展裕 山口大 ソーラス符号を用いた電子透かしの提案 

村田 晴美 中京大 乗法的パッチワーク法に基づく音楽電子透かしにおける埋め込み

領域の拡張 
望月 理香 NTT 個人に合わせて"たとえ"るコンシェルジュサービスの評価検討 
山室 綾乃 青学大 記憶の探索を向上させる英単語学習アプリケーションの検討 
横山 法子 NTT オントロジーを用いた行動目的の抽出に関する検討 

若色 匠 工学院大 データベースの動作情報を用いた仮想化環境における HDD のア

クセス低減に関する一考察 
以上 10 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 

複数人対話での話者交替に関する呼吸動作の分析―次

話者と発話開始タイミングの予測モデルの構築に向け

て― 
HCS2014-49 

石井  亮(NTT) 
大塚 和弘(NTT) 
熊野 史朗(NTT) 
大和 淳司(NTT) 

HCS 
容貌と性格特性の組み合わせが人物の魅力評定に与え

る影響―知覚者側の要因にも着目して― 
HCS2013-126 

 
高橋  翠(東大) 
 

HIP 
ヒトと魚における周期的視覚刺激に対する予測性眼球

運動の獲得 
HIP2014-52 

三木俊太郎(中部大) 
浦瀬 康平(中部大) 
ロバート ベイカー 

(ニューヨーク大) 
平田  豊(中部大) 

MVE アクティブマーカを用いた注視判別システム 
MVE2014-11 

加藤 大暁(京大) 
中澤 篤志(京大) 
西田 豊明(京大) 

WIT 
力覚誘導の提示条件が空間位置認知に与える影響の評

価 
WIT2013-90 

坂井 忠裕(NHK) 
半田 拓也(NHK) 
清水 俊宏(NHK) 

以上 5 件 
 (2)HCG シンポジウム賞 

業     績 受 賞 者 
【最優秀インタラクティブセッション賞】(B-1-4) 
装着型表情識別インタフェースと表情表出の拡張への応用 

高野 裕士(筑波大)   
鈴木 健嗣(筑波大/JST) 
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【最優秀インタラクティブセッション賞】(B-5-1) 
スケッチ入力を用いた漫画画像検索 

松井 勇祐(東大) 
相澤 清晴(東大) 
Yushi Jing(東大) 

【優秀インタラクティブセッション賞】(C-1-2) 
馬名の文字数は馬券購入行動に影響を与える―名前の情報量に

基づく分析― 

本田 秀仁(東大) 
和嶋雄一郎(阪大) 
松香 敏彦(千葉大) 
植田 一博(東大) 

【優秀インタラクティブセッション賞】(B-3-4) 
シニアの ICT サービスに対する興味を喚起する提示法の検討 

和合 加愛(NTT) 
濱口 菜々(NTT) 
大野 健彦(NTT) 

【優秀インタラクティブセッション賞】(B-8-3) 
ポスター自動発表システムの実現に向けた視線分布に基づくポ

スター対話の話題推定 

吉本 廣雅(京大) 
中村 裕一(京大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(I-1-6) 
副作用症状の記載方法が消費者の医薬品購買意思に及ぼす効果 

星野 智子(東京電機大) 
木村  敦(東京電機大) 
武川 直樹(東京電機大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-3-1) 
衣服上への安定した映像投影を可能にするプロジェクションシ

ステム 

杉尾 天瞭(東京電機大) 
岩井 将行(東京電機大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-4-3) 
韻律情報の記述に基づく装着型発話支援システムの開発 

梶原裕太郎(筑波大) 
鈴木 健嗣(筑波大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-5-2) 
「なにか話して．．．」：多人数会話の流れを媒介する発話介在ロボ

ットのデザインの検討 

大島 直樹(東京電機大) 
渡邊 竜弥(東京電機大) 
齋藤 夏生(東京電機大) 
藤森  亮(東京電機大) 
徳永 弘子(東京電機大) 
武川 直樹(東京電機大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-5-3) 
擬人化エージェント用いた議論の雰囲気を実現する人狼対戦シ

ステムの開発 

小林  優(東京学芸大) 
大澤 博隆(筑波大) 
稲葉 通将(広島市大) 
篠田 考祐(電通大) 
鳥海不二夫(東大) 
松原  仁(はこだて未来大) 
片上 大輔(東京学芸大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-7-2) 
複数のディスコミュニケーションロボットが作り出す新しいコ

ミュニケーション空間 

菅原 龍光(東京工芸大) 
片上 大輔(東京工芸大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(B-7-2) 
リズム感の能力差に関わる脳活動 

枝川 広輝(筑波大) 
川崎 真弘(筑波大) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(C-7-2) 
Kinect を用いた手話認識における特徴量の検討 

古谷 佳太(千葉大)   
堀内 靖雄(千葉大) 
川本 一夫(千葉大) 
下元 正義(みずほ情報総研) 
眞崎 浩一(みずほ情報総研) 
黒岩 眞吾(千葉大) 
鈴木 広一(みずほ情報総合) 

【学生優秀インタラクティブセッション賞】(A-8-1) 
ワンスイッチを利用した市販ゲーム機の操作機器開発および操

作方法の検討 

岡部 星樹(島根大) 
伊藤 史人(島根大) 
縄手 雅彦(島根大) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-2-5) 
気仙沼横丁の「今」を疑似体験できる 3D アプリの提案―ソーシ

ャルメディアの投稿記事との連携― 

山下  諒(関西大) 
上間 大生(関西大) 
一刈 良介(電総研) 
蔵田 武志(電総研) 



 43 

【オーガナイズドセッション賞】(B-3-3) 
ユーザ中心の情報セキュリティ教育を考える―Business 
Origami によるワークショップの効果― 

新川 涼子(沖縄女子短大) 
原田 悦子(筑波大) 
丸山 幸伸(日立) 
田中伸之輔(筑波大院) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-4-3) 
韻律情報の記述に基づく装着型発話支援システムの開発 

梶原裕太郎(筑波大) 
鈴木 健嗣(筑波大) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-4-4) 
ロボットの目の発光による感情表出が人の発話内容理解へ及ぼ

す影響 

勅使 宏武(岐阜大) 
寺田 和憲(岐阜大) 
伊藤  昭(岐阜大) 

【オーガナイズドセッション賞】(B-4-3) 
マンガ画像解析に関する取り組み 

石井 大祐(早大) 
柳澤 秀彰(早大) 
三原 鉄也(筑波大) 
渡辺  裕(早大) 

【オーガナイズドセッション賞】(A-5-2) 
「なにか話して．．．」：多人数会話の流れを媒介する発話介在ロボ

ットのデザインの検討 

大島 直樹(東京電機大) 
渡邊 竜弥(東京電機大) 
齋藤 夏生(東京電機大) 
藤森  亮(東京電機大) 
徳永 弘子(東京電機大) 
武川 直樹(東京電機大) 

【オーガナイズドセッション賞】(B-5-2) 
マンガ制作プロセスにおける制作物の有効利用分析を目的とし

た制作資料リポジトリ 

萩原  彰(筑波大) 
三原 鉄也(筑波大) 
永森 光晴(筑波大) 
杉本 重雄(筑波大) 

以上 21 件 
 
５．研究会等に関する事項(定款 第 4 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 ： 111 回 
また、第二種研究会、第三種研究会を開催した。 

 
第一種研究会活動状況   
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
回路とシステム 
情報理論 
信頼性 
超音波 
応用音響 
非線形問題 
VLSI 設計技術 
情報セキュリティ 
信号処理 
ワイドバンドシステム 
システム数理と応用 
思考と言語 
技術と社会・倫理 
安全性 
ITS 
ｽﾏｰﾄｲﾝﾌｫﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 
ｲﾒｰｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸｵﾘﾃｨ 
高信頼制御通信 
バイオメトリクス 

金子  美博 
大濱  靖匡 
木村  光宏 
松川  真美 
苣木  禎史 
小西  啓治 
澁谷  利行 
櫻井  幸一 
梶川  嘉延 
羽渕 裕真 
中村  祐一 
近藤  公久 
吉開  範章 
平尾  裕司 
上條  俊介 
棟安  実治 
山田  光穗 
片山 正昭 
中西  功 

 ５ 
     ６ 
     ８ 
   １１ 
    ８ 
     ８ 
     ６ 
     ６ 
     ５ 
     ５ 
     ４ 
     ５ 
     ５ 
     ６ 
     ６ 
   ４ 
   ５ 
   ４ 
   ４ 

１５０ 
   １０２ 
     ７４ 
   １０６ 
   １３０ 
   １５７ 
   １９７ 
   １３２ 
   １７２ 
    ９３ 
   １１６ 
     ６０ 
    １３９ 
    ３６ 
  １１５ 
  １１６ 
   ７１ 
   ７４ 
   ８３ 

合計 １１１ ２,１２３ 
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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 ： 151 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 
ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ 
スマート無線 
知的環境とｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ 
短距離無線通信 
ﾍﾙｽｹｱ・医療情報通信技術 
無線電力伝送 

新井  宏之 
齋藤  宏文 
樫木勘四郎 
多氣  昌生 
平松    淳 
小林 秀承 
坪井  利憲 
大津   智 
富澤  将人 
太郎丸 真 
高橋   玲 
坂野  寿和 
成瀬   央 
阿多  信吾 
井上  真杉 
石橋  圭介 
阪口   啓 
大槻 知明 
加藤 修三 
河野  隆二 
篠原  真毅 

   １２ 
    ９ 
     ５ 
   １０ 
   １０ 
   １０ 
     ７ 
     ６ 
     ８ 
   １０ 
     ６ 
     ５ 
     ６ 
     ５ 
   ６ 
   ８ 
   ５ 
   ５ 
   ５ 
   ５ 
   ８ 

   ２３６ 
   １４７ 
    ９２ 
   １２１ 
   ２８３ 
   １８４ 
   １１７ 
     ６１ 
   １３２ 
   ３７３ 
   １２１ 
  １１３ 
    ８９ 
   １０７ 
   １５１ 
  １４４ 
   １４３ 
  ２２５ 
   ５２ 
   ８５ 
  １１２ 

合計 １５１ ３,０８８ 
 
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 
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 

関川 純哉 
五十嵐万壽和 
円福 敬二 
木村   睦 
原    直紀 
高野   泰 
白井   宏 
大野  裕三 
黒木  太司 
山村   毅 
加藤  景三 
鈴木  扇太 
近藤  正彦 
柏  達也 
岩月  勝美 

    １０ 
     ７ 
     ４ 
    ５ 
    ９ 
    ９ 
     ４ 
   １０ 
   １０ 
    ８ 
    ９ 
    ９ 
     ７ 
   ５ 
   ４ 

   １２４ 
    ６６ 
     ５８ 
    ７８ 
   １５８ 
  １７３ 
   １６６ 
   １７２ 
   ２３９ 
   １５５ 
   １０３ 
   ２５７ 
   ２０３ 
  １５２ 
  １１８ 

合計 １１０ ２,２２２ 
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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 ： 136 回 
また、第二種研究会を開催した。 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
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 

神保  泰彦 
岡本   学 
藤井  俊彰 
竹内  孔一 
吉永   努 
和田  幸一 
松原  繁夫 
結縁  祥治 
木俵   豊 
鷲見  和彦 
金川  信康 
小池  康晴 
飯島    正 
川端    豪 
赤倉  貴子 
清水  昭伸 
須栗  裕樹 
弘中  哲夫 
菊池 浩明 
鷲尾   隆 
越前   功 
萩田  紀博 
細野    繁 

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

 ４ 
 ６ 
 ４ 
 ５ 

   １８４ 
   １２１ 
   １９２ 
    ６２ 
   ２１８ 
    ６４ 
    ４８ 
     ８５ 
    ６３ 
   ２４８ 
   １４５ 
   １５８ 
     ７６ 
   ２０２ 
   １２０ 
   １２０ 
   ３３ 
   ８８ 
  １１６ 
  １３１ 
  １２７ 
   ７５ 
   ５０ 

合計 １３６ ２,７２６ 
 
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 ： 21 回 
また、第二種研究会及び第三種研究会を開催した。 

 
第一種研究会活動状況 
研究会名 専門委員長名 研究会開催数 発表件数 
ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 
ヒューマン情報処理 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・仮想環境基礎 
福祉情報工学 

藤田  欣也 
安藤英由樹 
小林    稔 
井野  秀一 

     ５ 
     ５ 
     ５ 
     ６ 

    １４７ 
   １１３ 
   １９０ 
  １２１ 

合計 ２１ ５７１ 
 
６．データベースに関する事項(定款 第 4 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 年後に全文を有料公開 

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

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25年度末登録数 5,976[138] 
(5,630) 

11,401[284] 
(10,530) 

6,266[158] 
(5,878) 

11,128[240] 
(10,334) 

898 
(885) 

35,669[820] 
(33,257) 

平成26年度末登録数 
5,789[139] 
(5,468) 

10,696[289] 
(10,037) 

6,141[162] 
(5,770) 

10,694[247] 
(10,035) 

892 
(876) 

34,212[837] 
(32,186) 

前年度との差  -187 [1] 
(-162) 

-705 [5] 
(-493) 

-125 [4] 
(-108) 

-434[7] 
(-299) 

-6 
(-9) 

-1,457[17] 
(-1,071) 

(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 26 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 26 年度の諸事業は年度当初の計画に沿って以下のとおり実施した。 
1-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号）  

ア． 講演会：合計 12 名の講師による 9 件の講演会を開催（主催、共催、協賛）した。 
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 165 件、

特別講演 1 件、参加者数 301 名）。 
ウ．専門講習会：6 名の講師を招へいし、電気通信に関する最近の研究開発について、産業界

及び大学、それぞれの立場からの動向を紹介する講習会を開催した。（参加者数 50 名）。 
エ．北海道総合通信局が企画した ICT 普及・研究開発推進セミナーを共同主催した。 

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：30 チーム 90 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 
（参加者数：73 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）を後援した 
（参加者数：37 名）。 

・青少年公開講座「でんきモノづくり教室～サイテクアド～」を後援した。 
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 
イ． 学生会研究発表会：インターネット上で論文発表を行うインターネットシンポジウムを 

1 回（発表件数 40 件） 
ウ． 北海道大学学生ブランチ活動として、会議 2 回 

1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
1-2-1 平成 26 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 

野々村 俊輔 北大 
Narrow beam theory に基づいた均一散乱媒質の散乱による視覚的特徴に関する考

察 

荻原 佑基 北大 
点充填法における GPUに適した計算機合成ホログラムの高速計算 

Fast Calculation Method of Computer Generated Holograms Suitable for GPU 
Using Point-based Method 

原川 良介  北大 Web 映像検索のための Web コミュニティの階層構造抽出に関する研究 

田井 啓悟 北大 

複数の画像とデプスマップにより生成したボクセルモデルを用いた実物体の計算機

合成ホログラム 

Computer-Generated Hologram of Actual Object Using Voxel Model Generated by 
Images and Depth Maps 

卜部 有記 北大 顔文字の好みとテキストが表す感情に基づいた顔文字推薦システム 

築田 聡史 北大 
異方性バイリニアフィルタとヒストグラムに基づいた画像強調による軽量ハードウ

ェア指向超解像処理 

阿部 遊子 北大 
GaAs ナノワイヤを用いた電子ブラウンラチェット素子の構造と動作特性に関する研

究 

髙木 拓也  北大 大規模非同期データストリーム処理のための効率良い索引構築アルゴリズム 

関  大輔 北大 光による人体通信実用化のための基礎的検討 

杉本 俊貴 北見工大 一様分布の合成による確率的フラッシュ AD 変換器の設計手法 

吉田 京平 室蘭工大 モバイル自己制御のための階段コンテキスト認識システムのパラメータ最適化 

井口 亜希人 室蘭工大 多層構造を有する 3 次元光回路デバイスのトポロジー最適設計に関する研究 

對馬 康雄 室蘭工大 開放形電磁波デバイスの有限要素解析法に関する研究 

石井 一希 北科大 基礎実験用飛行船のトラブル発生時の安全対策に関する研究 
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1-2-2 平成 26 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 

佐々木 俊一 北見工大 5.5%-Δ石英 MMI カプラ型モード合分波器の構造最適化に関する検討 

野澤 広大 室蘭工大 
完全 PBG を有する複合格子フォトニック結晶スラブ誘導路の単一モード伝送に

関する検討 

柳沢 俊彰 釧路公立大 
センサ・コンテンツの相互作用を内包した手指消毒支援システムによる保菌者誘

導効果の実証 

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 

佐藤 孝洋 北大 電磁鋼板を用いた電磁型振動発電 

田原 秀哉 北見工大 風力発電が導入された電力系統の周波数応答特性に関する一考察 

和田 尚之 北見工大 風力発電に起因する系統周波数変動補償用蓄電池の電力定格の一設計法 

木曽 智哉 北大 
配電系統における負荷量と太陽光発電出力のオンライン推定  

～周辺環境による PV 出力低下の考慮～ 

森實 優太 北見工大 太陽光発電を伴うエネルギー自立住宅の検討 

岩見 俊幸 北大 
オフィス用直流マイクログリッドの EMS に関する検討  

～PV の出力予測誤差傾向を考慮した運用計画修正～ 

宇佐美 友也 北大 大規模 MIMO システム多値 QAM 変調環境における確率伝搬アルゴリズムに関する検討 

小野 泰伴 北大 強制照射・サーモグラフィ法を用いた埋め込み金属プレートによる SAR 上昇の実験的推定 

猪狩 章 北大 同種結合型 3 コアファイバにおける DMGD 低減に関する検討 

割田 怜 室蘭工大 何曲線認識を用いた図形空間操作インターフェースの提案 

 
２． 東北支部 

年度当初計画に従って以下の通り各事業を実施した。 
2-1 事業 

2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会 15 件、シンポジウム 1 件、支部大会 1 件、共催・協賛事業 9 件を実施した。 

2-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
小中高生向け事業を 5 件実施した。 

2-1-3 学生会事業（定款第 4 条ロ号、ヘ号） 
東北大学及び仙台高専に学生ブランチを設置して活動を実施した。 

2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 
2-2-1 学生優秀論文賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 

授賞者氏名 所 属 講演題目 
高橋和弥 岩手大学 直交偏波素子小形化による 6 素子小型 MIMO アンテナ 
近藤千裕 東北大学 脳ＭＲＩ画像の局所特徴量に基づく年齢推定手法の検討 

2-2-2 学生優秀発表賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 講演題目 
岡 宏次朗 東北工業大学 H8マイコンによるRAKE受信機を搭載したCDMA 無線伝送シミュレータの製作 
松岡 大智 日本大学 ストリートセルモデルにおける直交円偏波 MIMO 方式のチャネル分離特性 
橋本 昂樹 仙台高等専門学校 非接触充電式心臓ペースメーカー用携帯型充電器の試作 

2-2-3 学生ブランチ活動奨励賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称

略）。 
授賞者氏名 所 属 

奥田 光 仙台高等専門学校 

宮崎 寛之 東北大学 

2-2-4 優秀学生賞について、表彰規定に基づいて次の通り表彰した（順不同、敬称略）。 
授賞者氏名 所 属 授賞者氏名 所 属 

阿部 晋士 仙台高等専門学校 佐藤 伸耶  福島工業高等専門学校 
稲次 優斗 東北学院大学 庄司 壮一 秋田大学 
遠藤 和麻  秋田県立大学 田鎖 祐太郎 八戸工業大学 
大島 聡史 岩手県立大学 経沢 正邦 岩手大学 
岡 宏次朗 東北工業大学 羽賀 公亮 いわき明星大学 
北里 愛莉 仙台高等専門学校 平館 侑樹 八戸工業高等専門学校 
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岸 恭平 山形大学 松岡 大智 日本大学 
小檜山 裕太 会津大学 目黒 一熙 弘前大学 
昆 憲英 鶴岡工業高等専門学校 村上 梓 一関工業高等専門学校 
佐々木 克浩 東北大学 YUNSEONG LEE 東北大学 

 
３． 東京支部 

平成 26 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、特に地域、学生を意識した企画・実

施強化することを活動方針とした。 
3-1 事業概要 

平成 26 年度の諸事業は、年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
3-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

対象者と目的を明確にした取組みとして、①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を継続的に提供した。また、総務省関東総合

通信局及び CEATEC との連携を推進した。 
講演会（1 回、参加者 73 名）、シンポジウム（3 回、参加者 454 名）、地域イベント（後援

イベント除く）（2 回）、見学会（6 回、参加者 149 名）を開催し大変盛況であった。 
また、共催、協賛、後援等による事業への協力等（8 件）を実施した。 

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（1 回 参加者約 830 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、5 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 90 名）、見学会（2 回 参加者 26 名）は参加者の知識の向上に役立

ち大変有意義であった。 
・当支部学生会活動の PR 活動の一環として、学生会報(500 部発行)を研究発表会会場にて配

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2月28日に開催し、講演論文集を発行・配布するとともに、WEB公開した。平成

25 年度を大きく上回る 229 件の発表があり、学生員の活発な質疑応答が行われた。 
・学生ブランチの 8 校が講演会等を実施した。 
・学生会活動のモチベーションアップを目的として､学生会運営委員会委員の委嘱状、活動証

明書の発行を実施した。 
3-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

3-2-1 平成 26 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 27年 2月 28日に

贈呈した。                  （五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 氏 名 所 属 

石脇 滉己 
 

群馬高専 高橋 弘樹 茨城大 

大島 優太朗 防衛大 高柳 翔太 茨城大 

小笠原 尚之 千葉大 西河 遼 東京電機大 

木村 将裕 東京理科大 牧野 洪 東京電機大 

京ヶ島 拓也 芝浦工大 松枝 宗 東工大 

栗林 幸央 都立産技高専 毛利 檀 東工大 

小林 諒平 芝浦工大 山本 隼葵 東京電機大 

齋藤 綾香 日本女子大 山本 真史 東京電機大 

佐々木 優旗 都立産技高専 若狭 政啓 東工大 

鈴木 真帆 東京電機大 渡邊 健太郎 群馬大 

高野 将 東京理科大   

 
４．信越支部 

平成 26 年度は信越地区の会員への貢献、地域に対する社会的責務としての活動の点で、支部らしさ

を前面に出した専門講習会、講演会等を企画、実施、支援した。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
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検討を進めた。 
4-1 事業概要 

平成 26 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 203 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 2 回、新潟地区 6 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（1 回）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先端的な技術

の修得に役立った。 
4-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

・研究交流会：本支部の主催するもの 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 26 年度信越支部学生奨励賞 

選奨規程に基づき下記の 14 名を選定し贈呈した。        （順不同、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

浅間 祐人 新潟大 貨幣的交換モデルを利用した DTN ルーティングの一評価 
杉山 智彦 新潟大 超小型センサによる果実袋内の環境測定と袋特性の比較 
北田 誠 新潟大 ファイバーカプラ型半導体レーザ干渉計を用いた高速・高精度振動計測 
佐川 美也子 信州大 多目的最適化により得られた POS の解析手法の一検討 
佐久 間雄輝 信州大 声楽初学者における音響特徴量の変化に関する考察 
越山 翔太 信州大 GPU を用いた多方向 SMF の反復回数の検討 

中村 友紀 長岡技科大 触媒反応生成高エネルギーH2O を用いてサファイア基板上に成長した ZnO 膜

の結晶構造と転位密度 

小浦方 裕騎 新潟工科大 血流制限条件における動的筋収縮運動中の筋疲労検出 ―複数の評価指標を用

いた筋疲労検出精度の改善― 

名取 完 諏訪東京理科大 ボーカル定位に依存しないステレオ型ボーカル抑圧手法を組み込んだ TI 社製

TMS320C6748 装置の実装評価 
山口 千佳 諏訪東京理科大 連続画像による小腸の動きを可視化するアプリケーションの開発 

古田島 裕斗 長岡高専 校内連絡提供システムの改良と運用・評価 
―モバイル端末用アプリケーションの開発― 

大脇 佑二朗 長岡高専 フラッシュランプ併用加熱によるＣＺＴＳ薄膜の作製 
篠原 史也 長野高専 ArduinoとPIRセンサを利用した高齢者の安否確認システム 
斉藤 志弥 長野高専 LED電球の電源線上の電流と放射電界の検討 

4-1-3-2 平成 26 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 諏訪東京理科大学工学部コンピュータメディア工学科 田邉造研究室 

 
５．東海支部 

平成 26 年度に行った事業を下記に示す。会員数増加への取組みとして、講演会毎に参加者へアンケ

ートを実施し、会員のニーズ把握を行った。次年度より、アンケート結果を反映した学会事業に取り組

む予定である。 
5-1 事業概要 

平成 26 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（4 回 参加者合計 237 名）、見学会（1 回 参加者 21 名）、小中高校生向け理科教育

講座（2 回 2 会場 参加者合計 187 名）、専門講習会（1 回 参加者 62 名）を開催し盛況で

あった。 
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5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
講演会（6 回 参加者合計 451 名）、学生研究発表会（2 回開催 参加者合計 242 名）、卒業研

究発表会（1 回 発表者 91 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 1,255 名）を 8 学会（情報処理学会東海支部が

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 26 年度 東海支部学生研究奨励賞 
学生研究奨励賞選奨規程に基づき下記の 23 名を選定し、平成 26 年 6 月 5 日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
氏名 

（敬称略） 
所 属 (2014 年 3 月時点) 推薦者 （敬称略） 

研究テーマ ソサイエティ 

藤森 卓巳 静岡大学 工学部 電気電子工学科 渡邊 実 
光再構成型ゲートアレイの色構成手法の研究 D 情報・システム 

高橋 龍 岐阜大学 工学部 応用情報学科 藤田 広志 
歯科パノラマ X 線写真上の頸動脈石灰化の自動検出 D 情報・システム 

小倉 貴志 名古屋大学 工学部 電気電子・情報工学科 片山 正昭 
無線制御におけるロバスト制御の適用に関する研究 B 通信 

島田 晃郎 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学専攻 上原 秀幸 
複数受話器への磁界共鳴型無線電力伝送における電力分配 C エレクトロニクス 

熊谷 章平 名城大学 大学院理工学研究科 電気電子工学専攻 堀田 一弘 
識別器及び回帰分析を用いた細胞内画像中の輝点計数 D 情報・システム 

早田 有利 愛知県立大学 大学院情報科学研究科 システム科学専攻 小栗 宏次 
生体信号を用いたドライバの状態推定及び予測に関する研究 A 基礎・境界 

上窪 勇貴 静岡大学 大学院工学研究 電気電子工学専攻 渡邊 実 
高速動的光再構成ビジョンチップの研究開発 D 情報・システム 

伊藤 孝弘 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 王 建青 
パーティクルフィルタによるカプセル内視鏡位置トラッキング B 通信 

稲葉 悠馬 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 岡本 英二 
カオスを用いた電波暗号化複数アンテナ伝送方式の研究 B 通信 

石田 修也 中部大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 岩堀 祐之 
照明変化に頑健な特微量を用いた影モデルによる影の検出 D 情報・システム 

原 健翔 名古屋大学 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 間瀬 健二 
人物行動認識 D 情報・システム 

佐久間 拓人 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 加藤 昇平 
インタラクションにおけるユーザ評価傾向の動的獲得 D 情報・システム 

中村 真人 静岡大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 関川 純哉 
高速度分光撮影法による電気接点消耗過程の研究 C エレクトロニクス 

片山 真也 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 新谷 虎松 
リアルタイム協調型編集のための Web 同期機構の高性能化とその応用に

 
D 情報・システム 

永瀬 誠信 中京大学 大学院情報科学研究科 情報科学専攻 橋本 学 
3 次元モデルの独自性分析に基づく高速・高信頼物体認識 D 情報・システム 

野村 洋介 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 伊藤 嘉浩 
WebサービスにおけるQoSとQoE間の関係性の統計的解析に関する研究 B 通信 

谷繁 龍之介 名古屋大学 大学院情報科学研究科 メディア科学専攻 村瀬 洋 
車載カメラを用いた歩行者の見落としやすさ推定 D 情報・システム 

田中 裕也 名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 山里 敬也 
受信感度以下の双極パルスを想定した確立共鳴受信機の誤り率特性解析 A 基礎・境界 

鈴木 良輝 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学専攻 大平 孝 
電気自動車走行中給電の研究 C エレクトロニクス 

MOMTEIRO Cancio 
岐阜大学 大学院工学研究科 電子情報システム工学専攻 関根 敏和 
断熱的論理回路による暗号回路集積化に関する研究 A 基礎・境界 

大塚 孝信 名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 伊藤 孝行 
ワイアレスセンサネットワークと異常検知に関する研究 D 情報・システム 

久志本 真希 名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 天野 浩 
半極性面窒化物半導体を用いた発光デバイスに関する研究 C エレクトロニクス 

岡田 慎吾 静岡大学創造科学技術大学院 情報科学専攻 浅井 秀樹 
高速回路シミュレーション技術 A 基礎・境界 
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5-2-2 平成 26 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 9 名を選定し、平成 27 年 3 月 9 日に表彰した。 

（順不同、敬称略） 
  発表者 指導教員 所属 発表題目 

口
頭
発
表 

最優秀賞 佐藤 翔 岡田 啓 名古屋大学 デジタルサイネージにおける知覚不可能生を考慮

した可視光通信方式の検討 

優秀賞 

今枝 祐綺 村瀬 洋 名古屋大学 運転時のサブタスクを考慮した歩行者の 
見落としやすさ推定 

轡見 眞太朗 上原 秀幸 豊橋技術科学

大学 
難聴問題に起因する不必要な通信要求の再送を削

減するメディアアクセス制御方式の実機評価 

山本 晃大 大村 廉 豊橋技術科学

大学 
救急医療における心肺蘇生法その場教示システム

の開発 

櫻田 賢大 近藤 利夫 三重大学 マルチポートメモリ生成ツールのメモリマクロ自

動配置アルゴリズムの改良 

不破 力 片山 正昭 名古屋大学 複数アンテナを用いたMIMOメッシュネットワー

クの面的伝送効率による性能解析 

ポ
ス
タ
ー
発
表 

最優秀賞 岸上 利裕 吉川 大弘 名古屋大学 リファレンスラインを用いたユーザーの嗜好方向

探索に関する研究 

優秀賞 
芝原 優真 山本 一公 豊橋技術科学

大学 
複数エージェントを用いた音声対話システムにお

けるエージェント間の同調・対立の効果 

月岡 晋吾 吉川 大弘 名古屋大学 係り受け情報を用いたトピックの細分化と 
評価項目の可視化法に対する検討 

 
６．北陸支部 

北陸地区の会員に対する情報提供、会員相互の情報交流を目指し、講演会、専門講習会等を開催した。

また、支部選奨規定に基づき、学生に対する表彰を行った。 
6-1 事業概要 

平成 26 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
6-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

・講演会（5 回）（1 回は雪のため中止） 
・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（4 回） 
・学生による研究発表会（1 回） 

6-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 
6-2-1 平成 26 年度学生優秀論文発表賞 

電気関係学会北陸支部連合大会における学生の発表を対象として、支部学生優秀論文発表賞

規定に基づき審査を行い、下記の 20名を受賞者として選定した。平成27年2月に賞状と副賞

を贈呈した。                             （順不同、敬称

略） 
 氏 名 所 属 発表題目 
小西 恭平 金沢工業大学大学院 3 次 PLL の位相雑音の検討 
田中 晶大 金沢工業大学大学院 折返し逆 L 形アンテナの小形化 
五十嵐 彬宏 金沢大学大学院 FMCW 光距離センシングシステムを応用した物体形状計測 
石井 智也 金沢大学大学院 書き込み／読み出しマージンを同時に拡大した低電圧対応 8T SRAM 
岩田 健志 富山県立大学大学院 スマートフォンを用いた看護師向け指さし呼称検知システムの検討 
河 冬馬 富山県立大学大学院 Log-Polar 変換に用いたアフィン不変な局所特徴量による画像マッチング手法 
久々湊 竜童 富山県立大学大学院 片側接地型圧力センサ用 CV 変換回路の開発 
刀祢 翔平 富山県立大学大学院 小型無線センサによるブレーキ準備動作抽出手法の検討 
中山 拓巳 富山県立大学大学院 小型無線センサによる首振り確認検知のための角度計測手法の検討 
則島 景太 富山高等専門学校 異種無線統合ネットワークにおける位置情報を用いたネットワーク選択用信号品

質 MAP システムの検討 
池谷 典之 福井大学大学院 ディジタル写真からの 3D 部屋モデル構築 
神谷 実咲 福井大学大学院 偏波変換メタ・サーフェスの楕円偏波率の帯域特性 
櫛田 直 福井大学大学院 事前学習を前提とした講義管理支援システムの開発 
冨田 大詞 福井大学大学院 複数サイクル記憶を有する CNN の遅延制御特性のパラメータ依存性 
畑中 崇志 福井大学大学院 消費電力を考慮した複数ルーティング構成法に対する必要リンク導出手順の効果 
森田 誉 福井大学大学院 コルゲート構造による対せき形フェルミアンテナの FB 比改善 
森山 晋良 福井大学大学院 平面反射鏡を構成するメタ・サーフェスの最適ユニットセル構造 
渡辺 裕介 福井大学大学院 部分円筒反射板付ダイポールアンテナの利得改善 
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河村 知記 北陸先端科学技術大

学院大学 
GPU 分散コンピューティングのためのデータ転送時間を考慮したデータ分割 

Faiz Al Faisal 北陸先端科学技術大

学院大学 
Introduction of a New Interconnection Network that achieves high performance 
for Many-Core Processors 

6-2-2 平成 26 年度優秀学生賞 
支部優秀学生賞選奨規定に基づき審査を行い、下記の 11名を受賞者として選定した。平成 27
年 2 月に賞状と副賞を贈呈した。                 （順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 
中西 祥皓 石川工業高等専門学校 則島 景太 富山高等専門学校 
後藤 篤矢 金沢工業大学 前田 勝太 福井工業高等専門学校 
小田 翔一 金沢工業高等専門学校 宮澤 康寛 福井工業大学 
安田 直晃 金沢大学 浦山 康洋 福井大学大学院 
田開 孝祐 富山県立大学 VU Tung Xuan 北陸先端科学技術大学院大学 
中山 智裕 富山大学   

 
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、一般に関心をも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の価値向上を図った。 
7-1． 事業概要 

平成 26 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：1 回（当初計画 1 回）、参加者 61 名、「ビッグデータの最新動向とビジネスへの適

用例」というテーマで講演会を実施した。 
イ．見学会：1 回（当初計画 1 回）、参加者 22 名、「大阪府立大学 植物工場研究センター」「京

都大学 先端植物工場研究センター」を見学した。 
ウ．講習会： 4 回（当初計画 4 回）、参加者 81 名(4 回の合計)、画像処理（16 名）、機械学習（12

名）、暗号技術(10 名) に関する少人数制の講習会を実施した。また、医療情報基盤とビッグデ

ータ解析の最新動向に関する講習会（43 名）を実施した。 
7-1-2．教育事業（定款第 4 条ロ、ヘ号）： 

ア．講演会 1 回（当初計画 1 回）、参加者 19 名、科学の面白さ、プログラミングの楽しさを体験

してもらうことで中高生に科学へ興味をもって頂くことを目的として、「加速度センサとビジ

ュアルプログラムで学ぶプログラム」というテーマで中高生向けの講演会を奈良高専にて実施

した。 
イ．関西支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共催・後援の教育イベントの公募を行い、

回路とシステムワークショップ実行委員会提案の「KWS27 小学生向け夏休み研究体験」、奈

良高専提案の「ゲームで学ぶプログラミング」、舞鶴高専提案の「小中学生のためのものづく

り出前授業」を採択し実施した。年度当初の計画では 4 回実施する予定であったが、応募件数

が少なかったため 3 件の実施となった。 
7-1-3．学生会事業（定款第 4 条ロ、ヘ号）： 
ア． 講演会：3 回（当初計画 2 回）、参加者 80 名(3 回の合計)、「京を活用したアプリケーション

の開発・シミュレーション」「若手企業技術者」「PLC」に関する講演が行なわれた。 
イ． 見学会：2 回（当初計画 1 回）、参加者 53 名(2 回の合計)、「理化学研究所 計算科学研究機

構」「オムロン株式会社 草津事業所」への見学会を実施した。 
ウ．学生研究発表会：1 回（当初計画 1 回）平成 27 年 3 月 5 日に開催し、57 件の発表、77 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 6 条ホ号） 

7-2-1．平成 26 年度 関西支部学生会 奨励賞 
関西支部学生会 支部長賞規定に基づき下記の 5名を選定し、平成 27年3月5日に贈呈した。

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

佐伯 亮 近畿大学 魚の遊泳映像における瞬発的遊泳時の検出 
高須賀 將 大阪府立大学 長時間高温下における CO2 レーザ光照射型 LPFG の損失ピーク変化 
永田 耕一 大阪府立大学 Photo AR に用いる動画データ内のキーフレーム数に関する考察 
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中本 賢吾 大阪府立大学 非線形ループミラーを用いた光サンプラーの時間分解能 
丸山 弘明 大阪府立大学 多重波長ループバック型 AWG-STAR ネットワークを用いた波長パスの再配置 

7-2-2．平成 26 年度 関西支部 優秀論文発表賞 
関西支部 優秀論文発表賞規定に基づき下記の 6名を選定し、平成 27年 4月 17日に贈呈する。

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 講演題目 

奥野 龍馬 大阪府立大学 7 コアトレンチ型マルチコアファイバのカットオフ波長の測定 
兼松 祐治  大阪府立大学 スマートフォンを用いた基地局停止時の安否確認システムに関する基礎的検討 
小林 智哉 兵庫県立大学 溶融状態の導電性高分子を用いた素子の電気的特性に関する検討 
新谷 祐樹 龍谷大学 人工誘電体フラットレンズアンテナにおける反射防止層の設計 
塚本 和樹 神戸大学 辺の折れ曲がりを許したグラフレイアウト調整アルゴリズム 
矢鋪 知哉 奈良工業高等専門学校 パスの類似度を用いたテストポイント挿入法 

7-2-3．平成 26 年度 関西支部学生会 功労賞 
関西支部学生会 支部長賞規定に基づき下記の 12名を選定し、平成 27年 3月 5日に贈呈した。

（五十音順、敬称略） 
氏 名 所 属 功績 

粟野 皓光 京都大学 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 
夏 鵬 京都工芸繊維大学 同上 
金子 裕哉 奈良先端技術大学院大学 同上 
北野 兼輔 大阪工業大学 同上 
近藤 広樹 神戸大学 同上 
清水 裕史 京都大学 同上 
高木秀典  近畿大学 同上 
野口 翔大 神戸大学 同上 
早川 達也 兵庫県立大学 同上 
原田 貴史 大阪電気通信大学 同上 
宮崎 新也 大阪大学 同上 
三好 崇之 奈良先端技術大学院大学 同上 

 
８．中国支部 

平成 26 年度の一般事業では、中国地区における電子情報通信関連分野及び学会の活性化を目指し、

会員及び関連する地域の学生、学校、企業を対象とした各種講演会、見学会等を実施した。学生会事

業では、企業と連携して学生による、学生ケータイあわーどを中心に活動した。また、選奨に関する

事項に基づき学生に対する各種表彰事業を行った。 
8-1 事業概要 

8-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
・講演会 14 回(主催 6 回 共同主催 8 回）、見学会 1 回(共同主催 1 回)、講習会 2 回（共同主催 2
回)、専門講習会 1 回（共同主催 1 回) 

・平成 26 年度(第 65 回)電気・情報関連学会中国支部連合大会（開催日：平成 26 年 10 月 25 日、 
   開催校：福山大学、幹事学会：情報処理学会中国支部、参加者：411 名、一般講演：267 件) 

・電気記念日行事に参加 （開催日：平成 27 年 3 月 25 日）、シンポジウム等への協賛（9 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 5 回(主催 5 回）、学生会自主活動の活性化と支部との連携強化（学生会

活動）    
Ⅰ．学生ケータイあわーど 2014（応募数：総数 141 件、アイデア部門 133 件、作品部門 8 件） 
Ⅱ．電子情報通信学会中国支部ホームページの維持、管理（年間 180 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 20 名を選出した。 
（五十音順） 

氏 名 学 校 名 題      目 
1 今田 裕一朗 広島国際大学 新たな足入力装置の提案 
2 大西 浩平 岡山大学 災害時における船舶携帯無線基地局の運用条件に関する検討 
3 大西 紘之 岡山大学 WDDL 方式 AES 暗号処理回路の FPGA 実装と CPA 耐性の評価 
4 岡本 大地 川崎医療福祉大学 リングオシレータを用いた非同期式直列乗算器 
5 久保 健 岡山理科大学 Web ブラウザ上での MMS 点群と地物の重畳表示法 
6 境 岳志 山口大学 マルチスレッドを用いた VC サーバシステムの性能評価 
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7 重本 昌也 大島商船高等専門学校 SVM を用いたがん細胞認識システムの開発 

8 杉本 裕一朗 鳥取大学 MPEG-2/MPEG-2 トランスコードにおける量子化マトリクスを用いた量

子化雑音抑制 

9 高塚 泰明 岡山大学 メッシュプル型 P2P ライブストリーミングにおけるオーバーレイネットワ

ーク構築方式の性能評価 

10 高橋 毅 岡山大学 反射型マルチモード干渉構造光ファイバ温度センサの反射面形状変化によ

る干渉スペクトル特性の評価 
11 永井 翔太郎 山口大学 ディラックコーンメタ表面の時間領域透過特性測定 
12 長尾 栄作 岡山理科大学 並列処理によるブラウン動力学シミュレーションの高速化 
13 中野 翔太 鳥取大学 モバイルエージェント技術による色の特徴量を利用した人物追跡システム 
14 永山 務 山口大学 2 次元座標変換共振器の共振モードと境界条件との関係について 
15 西佐古 祐太 岡山大学 ブロック暗号 Camellia の GPGPU 向けの各種実装手法の比較評価 

16 平田 大貴 岡山大学 離散時間 2 値ニューラルネットワークの収束条件に関連するある判定問題

の NP 完全性 
17 藤川 諒 山口大学 画像処理による塗膜劣化状況自動判別の基礎検討 

18 松野 弘明 岡山大学 マルチバンドセルラ方式における帯域外輻射を考慮した適応フィルタリン

グ手法 
19 松本 和輝 川崎医療福祉大学 デジタル補聴器を対象とした非同期式直列加算器の一構成法 
20 水谷 健太郎 岡山大学 2 階層の PKI に適応した匿名属性認証方式の提案 

8-2-2 平成 26 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 57 校 92 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 所 属（受賞時） 
1 藤田 慎二郎 広島大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 
2 浅野 翔太郎 広島市立大学 大学院  情報科学研究科 情報工学専攻 
3 長尾 栄作 岡山理科大学 大学院  工学研究科 情報工学専攻 
4 石丸 隼也 山口大学 大学院  理工学研究科  博士前期課程 
5 富岡 孝至 鳥取大学 大学院 情報エレクトロニクス専攻 
6 西尾 和貴 広島工業大学 工学部  電子情報工学科 
7 大西 健太 島根大学 総合理工学部  電子制御システム工学科 
8 片岡 諒 岡山大学 大学院 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻 
9 渡辺 恵太 福山大学 大学院  工学研究科 

10 坂本 成司 岡山県立大学 大学院 システム工学専攻 
 
９．四国支部 

平成 26 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・その他関連事業の振
興に寄与できるよう、会員へのサービス充実を目的に事業の企画・運営に取り組んだ。 
9-1 事業概要 

平成 26 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（6 回）、専門講習会（2 回）では、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。 

・平成 26 年度電気関係学会四国支部連合大会（平成 26 年 9 月 13 日）を開催した。（発表
件数：346 件、参加者：573 名） 

・シンポジウム等の後援（2 件）を行った。 
9-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

・学生向け講演会（5 回）では、様々な分野の講師を招き、参加者は幅広く技術情報や知識
を得た。 

・平成 26 年度電気関係学会四国支部連合大会の会場において、学生員交流会を開催した。
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。 

・学生ブランチとして、3 校が講演会や見学会等の活動を実施した。 
9-2 選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号） 

対 象 表彰学校数 表彰者数 

高 校 

広島県 10 校 15 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 13 校 16 名 

高 専 中国地区 8 校 18 名 
短 大 中国地区 1 校  1 名 
合 計  57 校 92 名 
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9-2-1 平成 26 年度 電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励賞 
電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励賞選奨規程に基づき下記の 47 名を
選定し、各機関の卒業式・修了式において贈呈した。 

            （機関別、敬称略） 
番号 氏名 学校名 番号 氏名 学校名 

1 西岡 康平 愛媛大学 25 齋藤 隆輝 徳島文理大学 
2 鈴藤 稜太 愛媛大学 26 藤本 貴紀 高知工科大学 
3 佐藤 いずみ 愛媛大学 27 宮﨑 玲奈 高知工科大学 
4 橘 慶祐 愛媛大学 28 森岡 俊樹 高知工科大学 
5 三原 高徳 愛媛大学 29 橋田 美緒 高知工科大学 
6 石川 聡祐 愛媛大学 30 田中 麻奈 四国大学 
7 久万 太輔  愛媛大学 31 山上 祐美 阿南工業高等専門学校 
8 森 啓太 高知大学 32 髙曽根 遥香 阿南工業高等専門学校 
9 谷川 晃大 高知大学 33 高橋 瑛希 阿南工業高等専門学校 
10 ｱﾙﾝｿﾘﾔ ｱﾘｰ 徳島大学 34 島内 良章 高知工業高等専門学校 
11 山根 直人 徳島大学 35 敷地 辰也 高知工業高等専門学校 
12 石野 智大 徳島大学 36 大西 広 新居浜工業高等専門学校 
13 大古 和也 徳島大学 37 仙波 良典 新居浜工業高等専門学校 
14 永井 駿也 徳島大学 38 長井 太甫 新居浜工業高等専門学校 
15 井上 拓也 徳島大学 39 阿河 克明 香川高等専門学校 
16 荒野 智大 徳島大学 40 衞藤 克 香川高等専門学校 
17 佐藤 謙吾 徳島大学 41 斉藤 想 香川高等専門学校 
18 勝見 俊亮 香川大学 42 細川 裕基 香川高等専門学校 
19 玄馬 史也 香川大学 43 山下 幸司 香川高等専門学校 
20 垣原 拓哉 香川大学 44 山本 聖也 香川高等専門学校 
21 橋本 樹明 香川大学 45 真鍋 一樹 香川高等専門学校 
22 岡 勇作 香川大学 46 前田 知也 弓削商船高等専門学校 
23 礒野 圭介 徳島文理大学 47 岡野 さくら 弓削商船高等専門学校 
24 高野 慎也 徳島文理大学    

 
１０．九州支部 

平成 26 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 25 年度の諸事業は年度当初の計画に沿ってそれぞれ実施した。 
10-1-1 一般事業（新定款第 4 条ロ号） 

ア． 講演会：特別講演会 1 回、一般講演会 8 回を開催した他、協賛・後援の講演会、シンポジウ

ムを 11 件行った。 
イ． 専門講習会：九工大飯塚キャンパスにて「並列分散処理技術」という演題にて 4 名の専門家

をお招きしご講演頂いた。参加者は 61 名と盛況であった。 
ウ． ワークショップ：アンテナ伝搬研究会と共催にて、アンテナ・伝搬における設計・解析手法

ワークショップ｢アンテナ伝搬基礎講座｣を開催し、企業、大学関係者など参加者 44 名と大

変盛況であった。 
エ． 国際フォーラム: IEEE Antennas and Propagation Society, Fukuoka Chapterと共催にて福

岡工業大で 3 日間に渡り開催。 
オ． 電気・情報関係学会九州支部連合大会：鹿児島大学にて 2 日間に渡り開催された。参加者は

一般講演数 528 件、企業講演 7 件、招待講演 1 件、特別講演１件、聴講者 317 名を数え大変

盛況であった。 
10-1-2 教育事業（新定款第 4 条ロ、ヘ号） 

ア． 子供の科学教室：佐賀大にて「テレビの電波を捕まえてみよう！」をテーマに、講演と電子

工作、電子実験、デモ見学を行い、3 名の親子に参加いただいた。 
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。60 名の小中学生と保護者に参加いただき大変好評を得た。ま

た開催について地元新聞 2 紙にも掲載された。 
ウ． わくわく実験講座：熊本高専と共催にて、科学技術に触れる機会の少ない郡部地域の小中学

生の科学技術に対する興味関心を喚起することを目的として「おもしろ科学体験プロジェク

ト in牛深」をテーマに、プログラミング入門や電子工作、電子実験など15のテーマを実施、

50 名の小中学生と保護者に参加いただき大変好評を得た。 
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10-1-3 学生会事業（新定款第 4 条ロ、ホ、ヘ号） 
ア． 学生会講演会：学生員で組織された学生実行委員会を中心に、鹿児島大学にて講演会を開催

し、148 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および交流を図り大いに有意義であった。 
ウ． 学生ブランチ：9 ブランチが活動し、各自講演会や交流会などの活動を行った。 

10-2 選奨に関する事項（定款第 6 条ホ号） 
10-2-1 平成 26 年度 連合大会講演奨励賞 

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

平成 27 年 1 月付けにて表彰した。（順不同、敬称略） 
表彰者名 所  属 演    題 

吉山 文教 大分大学大学院工学研究科 
知能情報システム工学専攻 

マルチチャネル NMF における初期値選択のための位相差法と

対数尤度法 

田中 保剛 宮崎大学大学院工学研究科 
電気電子工学専攻 

FDTD 法を用いた送受信間の後方に複数の人が存在する場合

の伝搬損失特性 

長添 悠記 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 白色雑音に対する不快感と生体信号の関連性 

末吉 隆太郎 鹿児島大学大学院理工学研究科 
情報生体システム工学専攻 共通鍵ブロック暗号 HIGHT に対する中間一致攻撃 

田原 慶輔 九州工業大学大学院情報工学府 
情報科学専攻 分散環境に適応させた進化アルゴリズム 

川田 健司 九州工業大学大学院情報工学府 
学際情報工学専攻 グラス型 Inside-Out カメラを用いた注視点推定 

松村 高朗 九州大学大学院システム情報科学府 
情報知能工学専攻 カーネルに基づく局所距離を用いた DP マッチング 

衛藤 恭平 九州大学大学院システム情報科学府 
電気電子工学専攻 5GHz 帯高効率 E 級パワーアンプモジュールの開発 

10-2-2 平成 26 年度 学生会講演奨励賞 
学生会表彰規程に基づき下記 14 名を選定し、平成 27 年 1 月付けにて表彰した。順不同、敬称略） 

表彰者名  所  属 講演題目 

福丸 元 都城工業高等専門学校専攻科 
機械電気工学専攻 専攻科 MOSFET の線形領域を用いた可変抵抗回路の一設計 

谷之木 貴望 宮崎大学大学院工学研究科 
電気電子工学専攻 人工筋肉を用いた筋電位制御型足首関節運動装置に関する研究 

永野 弓太朗 長崎大学工学部工学科 
電気電子専攻 コンクリートの電気定数測定装置の改良 

田中 雅人 熊本大学大学院自然科学研究科 
情報電気電子工学専攻 

周期的に配列した貴金属ナノ球における局在プラズモン共鳴の

数値解析 

嶽川 誠仁 東海大学産業工学部 
電子知能システム工学科 デューティ比 50％の可変分周器の集積化 

山村 崇 九州工業大学情報工学部知能情報工学

科 発話タイミングに注目した複数人自由対話要約手法の検討 

鶴 翔史 九州工業大学大学院情報工学府 
情報システム専攻 Cognitive VANET のための共通制御チャネル選択手法 

多賀 奈々美 大分大学工学部 
知能情報システム工学科 

ウェブページを利用した電子リーフレット創作のためのパーシ

ャルブックマーク 

麻生 舞妃 大分大学大学院工学研究科 
電気電子工学専攻 

多周波 AR-CSI 法による誘電体柱の再構成 －散乱データへの

重み付けの効果－ 

村松 良介 大分大学大学院工学研究科 
福祉環境工学専攻 

習得の容易さを目指した人工喉頭のイントネーション制御方法

の検討 

高木 基冬 鹿児島大学理工学研究科 
電気電子工学専攻 

OFDM 信号のピーク電力抑圧問題のための遺伝的アルゴリズ

ムにおける効果的な個体選択法 

後藤 眞輝 鹿児島大学工学部 
情報生体システム工学科 注意負荷タスクが運動誘発盲に及ぼす影響について 

江口 敬大 鹿児島大学大学院理工学研究科 
電気電子工学専攻 経験を考慮した Q-Learning 法に関する考察 

秋吉 勇佑 鹿児島大学大学院理工学研究科 
電気電子工学専攻 ベクトル量子化を用いたファジィ推論システムの構築法 
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10-2-3 平成 26 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 27年 1月付けにて表彰した。（順不同、敬称略） 

表彰者名 所   属 演  題 

與那覇 萌 沖縄工業高等専門学校創造システム工

学専攻 電子通信システム工学コース pn 接合における光応答特性の改善に向けた作製方法の検討 

10-2-4 平成 26 年度 成績優秀賞 
学生会表彰規程に基づき下記の 58 名を選定し、平成 27 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、敬称略） 

表彰者名 学   校 表彰者名 学   校 表彰者名 学   校 
角之上  寛

行 久留米工業大学 池田 衣里 
鹿児島大学 上原 敬大  

琉球大学 
出口 竜也 

宮崎大学 
渡邊 太一 比嘉 健太 

内村  明日

香 山﨑 裕貴 
崇城大学 堤 恵里香 北九州市立大学 

濱名 幸也 近畿大学 永田 大輝  木下 直樹 佐世保工業高等専門学校 
川越 裕介 近畿大学 稲田 好恵 崇城大学 猿渡 稔晃 有明工業高等専門学校 
株丹 亮 

九州工業大学 
村岡 裕一郎 

大分大学 

福永 隼也 久留米工業高等専門学校 
安河内  大

貴 村上 慎也 竹本 尭令 
大分工業高等専門学校 

福島 淳史 
九州工業大学 

坂下 悠太  梶原 悠吾  
田中 啓貴 鮫島 侃太 第一工業大学 井上 智揮  都城工業高等専門学校 
頼近 惇志 山口 尭史 

長崎総合科学大学 久恒 拓冶 
熊本高等専門学校   山崎 俊彦 

九州産業大学 室田 真由子 倉永 康博 
有水 智大 藤田 亮 

長崎大学 
塚本 紘士 

飯田 州人 
九州大学 

廣田 翔吾  入木田  知

恭 
鹿児島工業高等専門学校 

大坪 裕二 副島 裕暉 日本文理大学 内之丸  一

登 
富永 優仁 

九州大学 今村 彰吾 

福岡工業大学 

濱田 拓也 
山﨑 正瑛 松本 慎平 永山 拓門 

北九州工業高等専門学校 有馬  佑紀

子 東海大学 西村 彰悟 森 剛史 

井上 知紀 熊本大学 藤原 正幸 俵 拓朗 沖縄工業高等専門学校 
土肥 昂尭 

佐賀大学 溝田 敦也 福岡大学   
神近 剛明 笠原 大靖 西日本工業大学   

10-2-5．平成 26 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 27 年 3 月付けにて表彰した。（順不同、敬称略） 

表彰者名 所   属 表彰者名 所   属 

戴 毅君 早稲田大学大学院理工学術院情報生産シス

テム研究科情報生産システム工学専攻 
久 米  剛

志  長崎大学大学院工学研究科総合工学専攻 

長友 昂平 宮崎大学大学院工学研究科電気電子工学専

攻 槇 俊孝 福岡工業大学大学院工学研究科情報通信工学

専攻 

西村 俊哉  近畿大学大学院産業理工学研究科産業理工

学専攻 深川 泰隆 福岡大学大学院工学研究科電子情報工学専攻 

濱井 裕也 九州工業大学大学院工学府電気電子工学専

攻 
比 嘉  将

太 
琉球大学大学院理工学研究科電気電子工学専

攻 

沢辺 亜南 九州工業大学大学院情報工学府情報システ

ム専攻 
合 原  祐

貴 
北九州市立大学大学院国際環境工学研究科情

報工学専攻 

柏木 翔太 九州大学大学院システム情報科学府電気電

子工学専攻 
古 賀  圭

祐 
有明工業高等専門学校専攻科生産情報システ

ム工学専攻 

森川 晃大 熊本大学大学院自然科学研究科情報電気電

子工学専攻 
内 間  大

輔  
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 

中島 龍一 佐賀大学大学院工学系研究科電気電子工学

専攻 
茂 藤  健

太 
熊本高等専門学校専攻科電子情報システム工

学専攻 

榊 裕翔 鹿児島大学大学院理工学研究科電気電子工

学専攻 
森 田  美

海 
鹿児島工業高等専門学校専攻科電気情報シス

テム工学専攻 

川上 真司 西日本工業大学大学院工学研究科生産・環

境システム専攻 
益 田  晃

次 北九州工業高等専門学校専攻科制御工学専攻 

三角 雅哉 大分大学大学院工学研究科電気電子工学専

攻 福丸 元 都城工業高等専門学校専攻科機械電気工学専

攻 

永藤 弘嵩  長崎総合科学大学大学院工学研究科電子情

報学専攻   
 

以上 
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Ⅳ．平成 26 年度役員及び代議員の構成 
平成 26 年度役員                                29 名 

役    職    名 先 任 後 任 
 会 長 酒井 善則  
 次期会長 小柴 正則  
 副会長（在京） 安藤  真 笹瀬  巌 
 副会長（地方） 安達 文幸 石田  亨 
 総務理事 土井美和子 茨木  久 
 会計理事 荒木 純道 西原 基夫 
 編集理事 宮本  裕 三瓶 政一 
 企画理事 浅井光太郎 保田 佳之 
 調査理事 長谷山美紀 川村龍太郎 
 編集長（理事） 津田 俊隆  
 企画室長（理事） 村上 篤道  
 規格調査会委員長（理事） 淺谷 耕一  
 ESS 会長（理事） 藤原  融  
 CS 会長（理事） 三宅  功  
 ES 会長（理事） 中野 義昭  
 ISS 会長（理事） 安浦 寛人  
 ESS 次期会長（理事） 宮永 喜一  
 CS 次期会長（理事） 梅比良正弘  
 ES 次期会長（理事） 橋本  修  
 ISS 次期会長（理事） 美濃 導彦  
 監 事 桑原 秀夫 鈴木  博 

 
平成26年度代議員                               107名 

秋葉 重幸 太田 直久 斎藤  洋 高瀬 治彦 長谷山美紀 持田 侑宏 

ｱｷﾞﾚ ﾃﾞｭﾗﾝ 
ｴﾙﾅﾝ ｴﾄﾞﾜﾙﾄﾞ 

太田 龍揮 坂井 修一 田口 光雄 日景  隆 本島 邦明 

奥田 允紀 酒井 善則 但馬 康宏  引原 隆士 森川 博之 

浅井光太郎 加屋野博幸 坂上 岩太 田中 良明 平松  淳 守倉 正博 

浅野 敏郎 北道 淳司  坂庭 好一 玉本 英夫 藤田 輝雄 森迫 昭光 

安達 文幸 北山 研一 佐古 和恵 津田 邦男 藤原  融 安浦 寛人 

荒川  薫 喜連川 優 佐々木 繁 土井美和子 堀尾 喜彦 安田 秀希 

荒木 純道 木戸出正継 笹瀬  巌 中嶋 信生 前原 文明 安田  浩 

荒木壮一郎 貴家 仁志 佐藤 健一 中野 義昭 間瀬 憲一 山口 一章 

安藤  真 黒岩 眞吾 真田 博文 中村 裕一 松井  猛  山中 直明 

石田  亨 桑原 秀夫 澤田  寛 西新 幹彦 三木 哲也 山本 博資 

伊藤 嘉浩 河野 隆二 三瓶 政一 西原 明法 峯  恒憲 山本  幹 

井上 友二 小枝 明広 椎屋 和久 西山 大樹 宮尾 秀俊 吉田  進 

茨木  久 小林 岳彦 鹿間 敏弘 野口 啓介 三宅  功 吉野 秀明 

衣斐 信介 小林 英雄 重田 和弘 萩田 紀博 宮本  裕 吉本 直人 

今井  浩 小山二三夫 白木 善尚  萩本 和男 村上 篤道 萬  伸一 

榎木 孝知 近藤 正章 杉本 晃宏 橋場 寛之  村瀬  淳 脇迫  仁 

江村 克己 斎藤 利通 宋   天 長谷川 浩 村瀬  洋 渡辺 泰久 
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Ⅴ．平成 27 年度役員候補者及び代議員の選挙 
 
 平成 27 年度役員候補者（規則第 5 章）及び代議員（定款第 5 条 3 項及び 6 項）の選挙は、平

成 27 年 2 月 6 日～3 月 9 日に Web による投票で実施した。 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------＜参 考＞-------------------------------------------------------- 
 
平成27年度代議員                               106名 

秋葉 重幸 茨木  久 喜連川 優 杉野隆三郎 橋本  修 村瀬  淳 
浅井光太郎 上田 哲三 木戸出正継 杉本 信治 橋本 俊和 村瀬  洋 
淺谷 耕一 上原 一浩 桑原 秀夫 鈴木  博 長谷山美紀 元木 光雄 
安達 文幸 梅比良正弘 小柴 正則 袖（田中）美

 
日景  隆 本島 邦明 

安達 雅春 浦崎 直光 小西 善彦 田中 良明 引原 隆士 森川 博之 
阿部 貴志 榎木 孝知 小林 岳彦 田村  裕 平松  淳 守倉 正博 
荒木 純道 圓道 知博 斎藤  洋 津田 俊隆 深見 哲男 安浦 寛人 
荒木  誠 大寺 康夫 酒井 善則 坪根  正 福田  晃 保田 佳之 
安食 敏親 大牧 弘幸 坂庭 好一 出口 大輔 藤原  融 安田 秀希 
安藤  真 緒方 公一 佐古 和恵 土井美和子 宝珍 輝尚 山口 真悟 
飯塚 重善 金澤  靖 佐々木 繁 中尾  剛 間瀬 憲一 山中 直明 
飯山 宏一 鎌倉 浩嗣 佐々木宣介 長坂 晃朗 松ヶ谷和沖 山本  強 
石田  亨 上浦 尚武 笹瀬  巌 中里 秀則 三木 哲也 山本 博資 
石橋  豊 亀田  卓 佐藤  敦 中野 義昭 美濃 導彦 吉田 真一 
稲垣  潤 川又 政征 佐藤 健一 中村 裕一 三宅  功 吉田  進 
井上 雅嘉 川村龍太郎 三瓶 政一 西原 明法 宮永 喜一 吉野 秀明 
井上 友二 菊池  仁 渋谷 智治 西原 基夫 宮本  裕  
井原 雅行 菊間 信良 下西 英之 萩田 紀博 村上 篤道  
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