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平成 28 年度 事業計画 
 

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

集して研究会を学会組織に改め、大正6年 (1917年)に電信電話学会が創立されたことに始まり、それ以来、

約100年の長きにわたって、我が国の電子情報通信分野における基礎理論から応用開発まで幅広い領域の進

展に先導的な立場で多大なる貢献をしてきた。引き続き本会「理念」の下、電子情報通信及び関連する分野

の国際的な学会として、学術の発展、産業の興隆、人材の育成並びに社会との連携を促進することにより、

健全なコミュニケーション社会の形成と豊かな地球環境の維持向上に貢献する活動を続ける。 
 

＜活動の基本方針＞ 
本会の事業は、大きく学会全体事業（以下、共通事業という）、ソサイエティ及びグループ事業、支部事業

の三つに分けられる。本年度も、定款に掲げる本会の目的達成のために、会員サービスを初め本会の価値を

向上させる事業を継続実施する。また、一般社団法人認可条件である公益目的支出計画の実施事業を着実に

実行し、「持続可能な学会運営」を掲げて事業を推進する。 
●創立100周年に向けて 
来年度に迎える創立100周年に向けて、創立100周年記念事業実行委員会において、具体的な準備を進め

る。記念事業の具体化に当たっては、学会の持続的な発展に向けた基盤強化に資することを目指しつつ、当

学会の活動と世の中への貢献が、会員のみならず広く世の中に発信できるようにしていく。 
●財政基盤安定化に向けて 
平成 26 年度決算も赤字決算となり、一般社団法人となった平成 24 年度から 3 年連続赤字決算であった。

この赤字基調を改善し、将来の学会財務の安定化を目指して、昨年度新たに財務委員会をスタートさせ検討

を開始した。本年度からは、検討結果を反映した施策を具体化していくフェーズとなるが、会員数の減少に

伴う会費の減収と言う状況の中で、会員サービスを低下させずに、ソサイエティ事業を含めて継続して経費

削減策及び増収策を進めていく必要がある。 
●学会活動の活性化・情報発信の強化 
研究会連絡会を昨年度立上げて、研究会活動の活性化を図るべく、ソサイエティ、グループを超えた諸課

題の議論を開始した。また、従来からの課題である論文誌のオープンアクセス化問題についても、昨年度後

半から検討を開始したが、学会財務問題も絡む今後の持続的な学会運営の基本形態について、結論を出して

いく。並行して、学会の貴重な資産である各種論文等の活用を拡大すべく、横断検索システム I-Scoverの利

用拡大を目指す。学会を取り巻く環境は大きく変化しており、この変化に効率的に対応して活発な活動と情

報発信ができるよう、運営に関する継続的な改革を進める。 
●会員増強、会員サービスの改善 
平成26年度に発足したNOLTAソサイエティの会員管理が昨年度後半からシステムで対応可能となった。

また、昨年度は、企業所属会員並びに学生員の減少を食い止めるべく、学会の魅力向上や学会員であること

がメリットに感じられるような施策を模索して、学生の大会参加費の見直し、総合大会企画体制と実施内容

の見直しを進めた。これらの成果を本年度以降の施策にフィードバックして会員減少食い止め、更には増強

に努める。同時に、環境変化に対応した会員制度・会費制度の改善を検討する。 
●グローバル化への取組み 
国際セクション活動の更なる活性化を目指して、国際委員会と支部会議が連携して、ここ3年に亘り総合

大会で国際セクション代表者と支部長が同席して情報交換する形式のAll Sections Meetingを実施してきた。

また、昨年度は国内支部を英文で紹介するページをWeb上に掲載した。これらの取組みの成果を検証して、

更なる国際的な学会としての活動の活性化につながる施策を継続・発展させていく。 
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Ⅰ．共 通 事 業 
 

１．出版に関する事項 

 
１．１ 会 誌（定款 第 4 条 イ号） 

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

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

もに、既に定着した特集の毎号化を更に充実させ、内容的にも読みやすく、かつ数年のスパン

で見て記事間の重複度を考慮したバランスの良い構成となるよう努め、会員にとってより身近

な機関誌とする。 
また、平成 25 年度から開始した電子的配信システムの検討を更に推進する。 

（１）年間発行部数は 320,400 部（26,700 部/月）、年間ページ数は本文 1,232 ページ(102 ページ/
月)、広告 84 ページ(7 ページ/月)で計画する。 

（２）特集、小特集、特別小特集は以下に示す内容で発行する。 

28 年  4 月小特集    文化創造学を目指す工学 
5 月特集     スパースモデリングの発展――原理から応用まで―― 
6 月小特集    ビッグデータ時代のロボットの社会的利用 
7 月小特集    進化する光アクセス技術と将来展望 
8 月小特集   アンテナ・伝搬の研究開発のこれまでの 50 年とこれからの 50 年 
9 月小特集    VDEC と LSI 設計研究・教育 

――LSI 設計試作のコモディティ化 20 年の歩みと今後――（仮） 
10 月特別小特集  地方創生，中国地方を元気に！（仮） 
11 月特集     「モノ」のインターネット（IoT）を支える次世代光通信技術（仮） 
12 月小特集     完全準同型暗号の研究動向（仮） 

29 年  1 月特別小特集   2 月会誌編集委員会で第一次目次案提出予定 
2 月小特集    2 月会誌編集委員会で第一次目次案提出予定 
3 月小特集    4 月会誌編集委員会で第一次目次案提出予定 

 
１．２ 単行本・教科書（定款 第 4 条 ト号） 

単行本の出版活動に関して、新規企画については委託出版で行うとともに、引き続き在庫数の

適正化及び経費節減に努める。単行本の発行予定は重版 3 点を予定している。 
教科書「電子情報通信レクチャーシリーズ」と「大学シリーズ」については、脱稿後速やかに

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

１．３ ハンドブック（定款 第 4 条 ト号） 
全電子化しデータベース化した総合版ハンドブック（知識ベース）として、社会一般へ広く普及

するよう更に内容の増大を図る。 
また、知識ベースの内容を素材とした単行本については、必要に応じて新規執筆も含めた再編集

を行う方針の下、多くの読者に受け入れられる書籍を目指し出版する。 
 

２．会議に関する事項 

２．１ 定時社員総会（定款 第 4 章） 
平成 28 年 6 月 2 日（木）に機械振興会館で開催する。 

 
２．２ 理事会（定款 第 6 章） 

年度内に 9 回開催し、学会活動に関する諸事項を審議する。 
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２．３ 支部会議（定款 第 9 章） 
各支部活動の現況報告のほか、本部・支部間の連絡、要望等について審議、検討する。 

 
２．４ All Sections Meeting（定款 第 9 章） 

各国際セクション活動の現況報告のほか、支部・国際セクション間の連携と要望等について意

見交換や審議、検討する。 
 

３．総合大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

2016年大会で導入したプログラム委員会、企画 WGの制度を定着させると共に、以下の方針に

従って、総合大会の充実を図る。 

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

ーガンを定めるなど、各大会の特色を打ち出す。 

・産学官連携や最新の技術動向を扱うソサイエティ横断的な企画を強化する。 

・若手会員がソサイエティの枠を超えて企画を提案、実施できる体制を整え、新鮮でエネルギッ

シュな企画を強化する。 

・各ソサイエティで実施されてきた魅力的な企画（Poster Sessionや Welcome Party など）を、

可能な範囲で他のソサイエティに波及させる。 

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

築の場へと進化させる。 

・懇親会の魅力化を図る。 

 

2017 年総合大会は全ソサイエティが合同で下記のとおり開催する。 
期 日 平成 29 年 3 月 22 日（水）～25 日（土） 
場 所 名城大学（名古屋市） 
講演件数は約 3,000 件が見込まれる。 

 

４．規格調査会に関する事項（定款 第 4 条 ニ号） 

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

専門委員会数     6 専門委員会 3 検討委員会 
委員会開催数     80 回 
受託標準化事業数    4 件（予定） 

 

５．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

平成 28 年度は、下記の各賞については規程に沿って選定することとする。 
功績賞     原則として 5 名以内 
業績賞     イ号・ロ号各約 3 件、ハ号原則 1 名 
論文賞     12 編 
喜安善市賞   1 編（論文賞中から） 
末松安晴賞   3 名以内 
学術奨励賞   ソサイエティごとに発表件数の 1.5 %以内 
教育優秀賞   3 名以内 
教育功労賞   10 名以内 
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６．教育に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 

 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、平成

28 年度も継続して活動する。平成 27 年度には、これまで教育サービスに関わってこられた方に

サービス委員会の特別委員として加わっていただき、活動の加速を図った。平成 28 年度におい

ても、必要時応じて委員会の構成を検討する。教育に関する活動は、個々の内容について、当学

会が実施する意義と効果を評価して適宜見直しを行っていく。 
 

６．１ CPD 関連事項について 
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。平成 27 年度も他組織（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）と連携して活動を進める。学会が提供する教育プログラムとして、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て会員に

周知することで、CPD プログラムの充実化と会員への訴求を図る。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。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、適宜必要な施策を立案、実行する。 
 

６．２ 先端オープン講座について 
「先端オープン講座」は、旧生涯教育委員会の準備による平成 26 年 6 月の春季講座を開講し

た。平成 27 年以降の「先端オープン講座」については、６．１項における教育プログラムの整

理を行い、当学会として追加すべき技術分野を検討した上で、適宜開講を設定する。 

 
６．３ 子供の科学教室について 

社会及び青少年に科学への興味を持たせる啓発活動「子供の科学教室」は、平成 28 年度も継

続する。「子供の科学教室」を円滑に推進するために、平成 14 年度から会員からの寄付を募って

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

を報告する。 
 
６．４ 技術者教育認定制度について 

JABEE（日本技術者教育認定機構）の審査・認定は、軌道に乗り定常化してきた。本会はア

クレディテーション委員会が担務して継続的に取り組んでいる。平成 28 年度も JABEE からの

委託を受けて電気学会、情報処理学会と連携して高等教育機関の教育プログラムの審査・認定を

推進する。また、JABEE 審査講習会は、従来どおり 3 学会の共同主催とし、年 2 回開催する。 
また、アクレディテーション委員会とは独立して、平成 18 年度に立ち上げた、教育プログラ

ムに携わる教員の FD（Faculty Development)の場を設ける「技術者教育と優良実践研究会」の

活動を継続する。 
 

７．国際セクションに関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

 平成 28 年度は九つの地域の国際セクション代表者 12 名で、当該セクションにおいて講演会、

国際会議等を企画・実施する。平成 27年度に引き続き本会活動の周知・宣伝に努めて会員増強

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

８．学会からの情報発信に関する事項（定款 第 4 条 ヘ号） 

８．１ ロードマップについて 
2050 年に至る本会所掌技術分野のロードマップ第一版については、各ソサイエティ及びグルー
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プの協力を得て平成 25 年度当初に取りまとめ、会誌及び学会ホームページに公開した。平成 26
年度は、日本学術会議における夢ロードマップ更新に協力し、本会のロードマップを反映した。

平成 28 年度も引き続き他学会での新たな活動に関する情報収集を進め、適宜ブラッシュアップ

していく。 
 

８．２ ホームページの継続的リニューアル 

平成 24 年度に実施した和文ホームページリニューアル、平成 26 年度に実施した英文ページ

のリニューアル等を更に充実させ、電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向けた広報

戦略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。 
 

８．３ 国際的展示会でのシンポジウム・研究会の継続実施 

電子情報通信分野の魅力向上と学会の活性化に向け、平成22年度から試行してきた国際的展示会

CEATEC JAPANとの連携活動として、 本会分野の課題を論じる特別シンポジウム等を開催し、本会活動

の周知・宣伝活動を継続する。 

 
８．４ 横断検索システムの展開（定款 第 4 条 ハ号、ヘ号） 

IEICE Knowledge Discovery” (略称 I-Scover)は、平成 25 年度に第 1 期システムのサービスを

開始し徐々に認知度が上がってきている。本会コンテンツ以外にも適用範囲を拡大して学術オー

プンデータとしての価値を高め、更なる運用の容易さも目指して、平成 26 年度には第 2 期シス

テムの開発に着手した。平成 27 年度には第 2 期システムの開発を完了し、本格的な運用に入る

予定であったが、平成 28 年度からとなる見込みである。扱うコンテンツも、会誌、論文誌、技

報・大会・国際会議予稿集をはじめとする学会コンテンツだけでなく、対象を拡大して更なるア

ーカイブ化を推進する。海外においても利用普及活動を継続し、グローバルな学会の魅力向上に

も資する活動として展開する。 
 

９．その他の事項 

９．１ 会員増強について 
会員増強に向けて、各ソサイエティ、グループ、支部等と連携して、会員サービスの向上策を

継続的に検討し、実施する。平成 23 年度に実施した非会員学生の大会参加費の大幅値下げに伴

う学生員数の変化など、施策による効果の測定を行い、更なる会員サービス及び必要に応じた制

度の見直しを検討する。学会加入の魅力を強化する表彰制度についても検討を行う。平成 25 年

度から開始したチュートリアル講演の配信については、効果を評価しつつ、コンテンツを拡大し

て継続する。また非会員の参加機会として有効な CEATEC 連携企画を今後も継続する。 
 

９．２ 創立 100 周年記念事業 
平成 29 年に迎える 100 周年記念事業に関して、実行委員会を中心に検討を具体化した。100

周年史出版に関しては 100 年史刊行委員会で内容の検討を進めた。創立 100 周年記念事業実行

委員会については、記念ロゴ、キャッチフレーズの公募選定等具体的活動を加速した。平成 28
年度は、更なる活動を促進する予定である。 

 
９．３ 他学会との連携について（定款 第 4 条 ヘ号） 

平成 15 年に「電気・情報関連学会連絡協議会」を発足させ、共通の問題に対して協力して取

組みを進めてきた。他学会への各種行事に会員扱いで参加を認め合い、共通のホームページを立

ち上げて各学会のホームページとリンクを張るなど進めてきた。平成 27 年度も引き続き、7 月

と 1 月に定例会議を開催し、電気・情報系 5 学会の連携施策について継続的に取り組む。 
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９．４ 男女共同参画について（定款 第 4 条 ロ号、ハ号、ヘ号） 
平成 15 年 7 月に発足した「男女共同参画委員会」は、女性会員が積極的に学会活動に参加で

きるようにするための活動を行ってきたが、平成 28 年度については、男性、女性に加え、更な

るダイバーシティ等、有意義な学会参加が行えるような企画を行う。イベント会場での託児施設

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

等の対応を引き続き実施する。 
 
９．５ 最高裁判所への協力（定款 第 4 条 ヘ号） 

平成 16 年度に最高裁が新たに採用した専門委員制度に関して、専門委員を推薦し派遣するこ

とに、引き続き積極的に協力する。 
 

９．６ 産官学連携の推進（定款 第 4 条 ヘ号） 
従来以上に産官学民の連携を強化し、学会の価値をアピールしていく。国家資格である電気通

信主任技術者の講習制度が平成 27 年度からスタートするにあたり、認定講習機関への講習講師

の推薦を昨年度から開始したが、今後継続的に協力していく。また、学会としての提言を適宜発

信していく。 

10．会員に関する事項（定款 第 3 章） 

(1) 新会員管理システムの導入により、会員サービスの電子化を更に進める。 
(2) Web システムの再構築に連動し、マイページの本人経歴（役職・受賞・受講履歴）と更なる

機能の充実を図り、会員サービスを向上させる。 
(3) 会費の前納実施による会員の定着を更に促進する。 
(4) 維持員の論文誌オンライン利用による特殊員への加入促進。また、特殊員加入者のダウンロ

ード数による利用規模を継続的に見直す。 
(5) 国際セクション代表者と連携し、アジア地域での本会活動の周知・宣伝を更に推進する。 
(6) 学生員の入会勧誘を促進するために、学生向け情報小冊子の発行、及びポスター、学生用入

会案内を作成し、各支部及び学生に配布する。 
(7) 大会参加を学生が入会する重要なきっかけとして重視し、昨年度大会委員会において見直さ

れた非会員学生の大会参加費を本年度から適用する。 
(8) 学生ブランチ設置校の数を各支部で拡大し、学生員活動の活性化と充実を図る。 
(9) 連絡先不明者の追跡調査／会費納入促進継続連絡／銀行・郵便自動引落しの促進等により除

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

意識の向上を図る。 
 
平成 27 年度末の会員数並びに平成 28 年度末の会員数推定値を以下に示す 
 名誉員 

・正員 学生員 准員 特殊員 維持員 合  計 

平成 27 年度末会員数 25,227 4,366 1 304 128 30,026 

平成 28 年度末会員数(推定値) 24,600 4,350 1 304 125 29,380 
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Ⅱ．ソサイエティ及びグループ事業 
 

＜ソサイエティ及びグループ事業概要＞ 

 

◎ 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 

 

総論 
基礎・境界ソサイエティは、本会の全研究分野に対する基礎領域及び境界領域における研究活動を支

援するとともに、新領域の創造を推進するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、こ

の役割を常に深く意識しソサイエティ活動を進めている。平成28年度は下記に重点を置いて活動を

展開する。 
（１）サブソサイエティの活性化及びソサイエティ化の準備 
基礎・境界ソサイエティは、非常に広範囲な分野の研究専門委員会から構成されているが、分野の近

い複数の研究専門委員会が協力して自主的な活動が行える組織としてサブソサイエティを設置して

いる。電子情報通信学会のソサイエティ化以来、これらのサブソサイエティは独立したソサイエティ

として発展し、基礎・境界分野だけでなく本会全体の活性化に寄与することが期待されてきた。各サ

ブソサイエティの発展、新しく加わったサブソサイエティの貢献を学会の一層の展開につなげるため

引き続き、以下の点を実施する。(a) 平成27年度から開始したNOLTAソサイエティ（NLS）とのソ

サイエティ共同運営の整備を続け、共同運営の枠組みの中でどのような活動を行い、何を求めていく

かという目標を明確にし、会員増強や会員へのサービス充実などに結びつける。(b) 平成26年度に

設置した基礎境界ソサイエティ将来構想タスクフォースの答申内容に基づき、さらなるソサイエティ

及びサブソサイエティの活性化を推進する。特に、NOLTAソサイエティをはじめ他のソサイエティ

と連携して、大きく発展した研究専門委員会のサブソサエティ化などのサブソサイエティ再編成に関

連した議論を継続する。また、学会の研究会連絡会の議論の進捗に応じて、研究専門委員会やサブソ

サイエティの活動について新たな試行を検討する。 (c) 和英論文誌が対象分野毎に分野編集幹事

（Area Editor）を置くEditor制へと移行したことをベースにして、各サブソサイエティが独立して

論文誌を発行できる体制へとつなげ、各サブソサイエティのソサイエティ化に進める要件を満たす環

境を整える。その一環として、サブソサイエティに関連した掲載論文をまとめ直したバーチャルな論

文誌の電子発刊の試行を続ける。 
（２）グローバル化と国外会員へのサービスの充実 
現在、基礎・境界ソサイエティでは国外会員の比率が10%を超えており、また英文論文誌の国外から

の投稿数が約60%に達している。これら国外会員へのサービスを一層向上させるために、国外会員の

ニーズを的確に把握すると共に、現在実施している毎月のメールによる情報発信や、国外におけるジ

ャーナル論文の書き方講習会を平成28年度も継続的に実施する。また、平成26年度から始めた国外

におけるIEICE-ESS 論文編集・査読活動紹介講習会も継続し、IEICE-ESS主催による論文誌の投

稿・掲載・編集・出版に関する企画を通して関連情報の提供を進め、国外査読員の拡充や国外編集委

員の獲得など、論文誌の編集にかかわるグローバル化も実施する。同時に、ESSの国外セクションや

シスターソサイエティとの国際会議共催など共同企画の実施や、国外の学会との連携企画などを更に

進める。また、研究専門委員会の国外実施を奨励する。更に、学会で検討されているI-Scoverの動き

に協調し、和英論文誌に加えて、サブソサイエティが主催する国際シンポジウム論文の公開化を進め

る。 
（３）論文誌・機関誌の充実 
基礎・境界ソサイエティでは、和英論文誌に加え、平成26年10月よりNOLTAソサイエティとの共同

機関誌としてFundamentals Reviewを発行している。和英論文誌では、研究論文を発表する会員の
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立場と、論文を参考に、その活用を試みる会員の双方の観点から見て有用性の高い論文誌となるため、

更なる質と発信力の向上を図る。そのため、例えば基礎・境界分野における今後の論文誌の在り方や

編集体制について検討を行うと同時に、論文誌のオープンアクセス化等についての検討を開始し、電

子化後の論文誌の発信力強化の試みを行う。並行して、平成26年10月より大きくその役割を変えた

Fundamentals Reviewについては、2つのソサイエティが共同で、関係するすべての会員に対し有益

で価値のある共同機関誌とは何かを検討し、更なる内容の充実を図る。 
（４） その他の活動 
 平成24年度から実施している基礎・境界ソサイエティの活動に貢献した人々の新しい表彰制度を

円滑に継続する。また、運営委員会業務を円滑に進めるために、本ソサイエティでは、学会共通会議

の遠隔会議化に先立ちTV会議システムの導入を実施してきた。一方で実質的な参加を補助する(1)旅
費補助申請の促進、及び(2)資料データベース化の推進なども進めている。基礎・境界ソサイエティ

の運営の一部国際化も視野に入れて、遠隔の会員の各種委員会への参画を更に奨励し、基礎・境界ソ

サイエティの運営の活性化と国際化につなげると同時に、業務効率化を行う。 
 
○ NOLTA ソサイエティ 

 

総論 
一昨年 10 月に発足した NOLTA ソサイエティは、非線形系や複雑系の基礎理論とそれらの応用、さ

らには実在する非線形システム・複雑システムの解析、制御に至るまで、本会の全ソサイエティに関

連する広範な分野の研究活動を支援するという重要な役割を担っている。本ソサイエティでは、この

役割を常に深く意識し、新しいソサイエティとしてのユニークな活動を進めている。平成 28 年度は

下記に重点を置いて活動を展開する。 
（１）NOLTA ソサイティの国内外からの認知度の向上 
NOLTA ソサイエティは、平成 26 年 10 月にソサイエティ化した。平成 27 年度は、対外的に独立し

た組織として認知されるようになった。そこで、ソサイティとしての活動を一層進展させる平成 28
年度は、国内外からの認知度の更なる向上に努める。そのためにまず、ソサイティのホームページ

(HP)をさらに充実させる。NOLTA ソサイエティの HP は平成 27 年にすでに公開しているが、世界

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

向上を図る必要がある。そのため、英語版のみ公開した HP を国際的に通用する媒体とし、NOLTA
ソサイティが主催する会議、論文誌などの種々の情報を国外へと発信することで、NOLTA ソサイエ

ティと国内外の研究者を結ぶゲートウェイとする。 
これに加え、以下に述べる NOLTA 誌の更なる充実や、NOLTA シンポジウムや NOLTA 独自のソサ

イエティ大会の開催、研専研究会の国外での開催などを通じて、NOLTA ソサイエティの存在を対外

的にアピールし、非線形分野での国内外における地位を確立する。 
また、非線形分野の様々な用語とその内容に関する種々の情報をインターネットを介して広く社会に

活用してもらうために、内閣府／日本学術振興会 FIRST 最先端数理モデルプロジェクトで作成され

た Nonlinia を拡充する。そのために、NOLTA ソサイエティの HP から Nonlinia へリンクし、

NLS 会員にも加筆・使用してもらうことによって、Nonlinia をさらに充実させるとともに周知活動

を行う。 
（２）Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (NOLTA 誌)の充実 
本ソサイエティの基幹論文誌である NOLTA 誌は、2010 年 10 月に季刊誌として刊行され、これま

でに 230 件を超える優秀な論文が掲載されている。編集委員の半数以上が外国人である利点を最大

限に活用して、紙面の充実とサーキュレーションの向上をはかると共に、Web of Science や Scopus
などへの登録を推進し、NOLTA ソサイエティが擁する広範な学問分野における世界的なジャーナル

となることを目指す。  
（３）国外への積極的な展開と国外会員の獲得 
1990年からの開催実績を誇る International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications 
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(NOLTA シンポシム)では、これまで、若手、特に学生が国際的に活躍できるようになるための育成

に注力してきた。その結果、数多くの若手研究者が世界に進出するためのきっかけとなり、現在では、

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

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

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

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

ピールする。また、一昨年より、IEICE Proceedings Series に NOLTA シンポジウムの論文集デー

タを、過去分を含め提供しているが、平成 28 年度もこれを継続し、IEICE Proceedings Series の更

なる充実に貢献する。 
また、非線形問題研究専門委員会(NLP)では、開催する研究会の一部を国外で開催することで国際的

にアピールする。複雑コミュニケーションサイエンス研究専門委員会(CCS)では、独自の国際会議を

第二種研究会として開催する。 
これに加えて、韓国マルチメディア学会との MOU 締結に向けた交流を促進させる。具体的には、韓

国マルチメディア学会の CCS 関連メンバーと NOLTA ソサイエティ CCS 研究専門委員会委員が学

術交流をさらに深め、より強固なネットワークを形成する。今後はこれを基盤に、中国、台湾、香港、

シンガポールなどのアジアへのネットワーク展開を図る。 
（４） NOLTA ソサイエティ大会の活性化 
 平成 27 年度から、NOLTA ソサイティに属する研究専門委員会は、NLP と CCS の 2 つとなった。

この体制を基礎とし、ソサイエティ全体の活動を総括して、NOLTA ソサイエティがカバーする学問

分野の更なる発展・充実をはかるため、NOLTA ソサイエティ独自のソサイエティ大会を開催する。

昨年度は、NOLTA ソサイエティ発足記念大会として実施し、招待講演形式で NOLTA ソサイエティ

立ち上げの経緯等を講演いただいた。本年度は、招待講演に加え一般講演をポスターセッション形式

で開催し、参加者間の研究交流の活性化を図る。また、投稿原稿に対しては査読を行い、質の向上を

促す。 
（５）NOLTA ソサイエティ、ロゴマークの制定 
 組織のロゴマークは、そのイメージを一目で周囲に認知させる役割を担うだけでなく、その組織の

存在意義、理念などを表す重要なものである。 
 NOLTA ソサイエティでは、上述の NOLTA 誌の発行、NOLTA シンポジウムの開催、NOLTA ソ

サイエティ大会の開催など、種々の活動を展開している。これらの活動により、論文、会議録などが、

電子媒体(PDF、CD-ROM、DVD、USB メモリ)などを用いて配布され、また 、NOLTA ソサイエテ

ィの HP を通じて公開されることになる。そこで、平成 28 年度は、NOLTA ソサイエティのロゴマ

ークを制定し、これを上記の電子媒体に記載することで、NOLTA ソサイエティのさらなる国内外で

の認知度アップを図る。 
（６）その他 
NOLTA ソサイエティは、基礎・境界(ESS)ソサイエティと協調して共同運営を行うが、この共同運

営に必要な環境の整備を実施する。例えば、会員数の把握、財務整理、規程の整備等を ESS と協力

して実施し、共同運営の運用を昨年度に引き続いて改善すると共に、学会組織の理想的な運用形態を

追求する。 
 

◎ 通信ソサイエティ 

 

１．これまでの経緯と平成 28 年度の基本方針 
通信ソサイエティは、有線・光・無線通信技術、ネットワーク技術、移動通信技術、関連するシス

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

を構築する技術の研究開発の促進・普及に貢献している。また、情報通信に関する学術と技術の発展、

産業界・国際標準化への寄与を通じて、安心安全な低炭素社会実現など、我が国が直面する多くの課

題の解決に向けて積極的に取り組んでいる。 



 10 

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

ィマガジン創刊、技報・大会コンテンツのオンライン化、ソサイエティ大会での若手研究者をターゲ

ットとした Welcome Party の主催等、さまざまな方策によって会員サービス向上を図ってきた。さ

らに、オンラインレター誌 IEICE Communications Express (略称 ComEX)の創刊、横断検索システ

ム IEICE Knowledge Discovery（略称：I-Scover）の第 1 期システム構築の先導的貢献おこなって

きた。  
平成 27 年度においては、研究活動活性化に向けた施策として、研専運営会議内に「新しい研究会

運営検討ＷＧ」を設置し、議論を進めた。論文誌のインパクトファクター向上策にむけての施策案の

検討を開始した。また、財務改善と非会員への情報発信力強化のため、和文マガジンのサイト上での

完全無料化・オープン化等を進めた。グローバルな研究活動の活性化に向けた各国際会議の主催・協

催、海外学会との協定更新を行った。 
平成 28 年度は、電子化・Web などの情報通信技術（ICT）を活用して、会員サービス・学会の価

値向上と経済性の両立を目指す。そのために、通信ソサイエティ会員への活動の場の提供、会員サー

ビス等の付加価値向上のために変えるべきこと、守るべきことを見極めながら、通信ソサイエティ事

業と収支構造の見直しを継続する。特に、研究会活動は、通信ソサイエティ事業のさらなる発展の根

幹となることから、研究会活動の活性化を通じた会員サービスの向上に努めるとともに、そのような

取り組みから他の諸活動の活性化に波及させる。 
 

２．研究活動 
平成 27 年度には、平成 26 年度に設置した「運営組織体制検討 WG」及び「研究会のあり方検討

WG」での議論を踏まえて、「新しい研究会運営検討 WG」を設置し、技報に代わる常設研専の新た

な収益モデルの議論を深め、具体的な運営方法・制度設計・スケジュール等の検討を進めた。検討の

結果、新たな収益モデルとして、「参加費型一種研」や「研究会年間登録制度」を創設し、その有効

性を検証するためトライアル実施を行うこととなった。なお、トライアルの参加費型一種研は技報電

子化と一体のものであり、財務改善と研究会活動活性化の両立のため、技報の完全電子化を前提とし

て取り組む。技報の完全電子化は 2018 年度（平成 30 年度）を目標としている。 
平成 28 年度は上記のトライアル実施の年となり、トライアルを通して参加型一種研の問題点の

洗い出しを行う。また、技報の年間予約に代わるのもとなる研究会年間登録制度の運用状況として参

加登録者数の調査を随時行う。必要に応じて WG を立ち上げて、これら新制度の改良・改善を検討

する。同時に、現在行っている研専活動指標である研究活動度と売上貢献度の見直しも行う必要があ

る。 
研究会の開催、技報発行に関しては、研究会連絡会において、各ソサイエティ/グループに決定権

を持たせる方向で、平成 29 年度から実施できるよう各ソサイエティ/グループで検討することとなっ

たので、それと並行して研専運営会議で議論を行っていく。合わせて、研究会連絡会でも検討が進め

られている常設研専、時限研専の名称の検討、時限研専の活動方針と活動評価方法の見直し検討も行

っていく予定である。  
 
３．出版活動 

平成 27 年度は、英文論文誌、和文論文誌、ComEX、和文マガジンについて、これまで通り適切

な編集・発行を行った。また、掲載する学術情報の質の向上を図ること、さらには論文誌としての会

員サービスの向上を目指して、論文誌のインパクトファクター向上施策の検討を開始した。その一環

として、革新的なアイデアや突出した成果を報告するポジションペーパーという論文カテゴリーを新

設し、論文募集を開始した。また、採録論文のできるだけ早期の公開を実施することとした。和文マ

ガジンについては、完全オープン化及び冊子体限定配布の体制に移行し、学会内だけでなく学会外に

向けて学会活動・学術情報の発信力を強化した。 
平成 28 年度も、和英論文誌、ComEX、和文マガジンの適切な編集を継続するとともに、会員サ

ービスの向上のための施策を実施する。特に、英文論文誌についてはインパクトファクター向上を緊
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急の課題と認識し、さまざまな施策を実施する。またオープン化された和文マガジンを有効に活用し、

通信ソサイエティ会員増加につなげる取り組みを行う計画である。 
 
４．会員事業・国際化・財務 
平成 27 年度は韓国 KICS、中国 CIC との協定更新を行った。平成 27 年度の国際会議として、通

信ソサイエティが主催である国際会議 APSITT 2015（第 10 回アジア太平洋情報通信シンポジウム）、

APCC2015（第 21 回アジア太平洋通信会議）、APNOMS 2015（アジア・太平洋ネットワーク運用

と管理シンポジウム 2015）、協催としてその 5 件の国際会議等、協賛・後援として 2 件の国際会議

を実施した。特に、APCC2015 の日本開催においては通ソ各研専横断的に取り組み、アジア圏での

通信関係の総合大会となるよう貢献した。また、グローバル化の一環として発行している GLOBAL 
NEWSLETTER の電子化の検討を開始した。 

平成 28 年度は、韓国 KIEES との協定更新を行うと共に、IEEE EMC ソサイエティとのシスター

ソサイエティ協定を締結する予定である。平成 28 年度中に予定されている国際会議としては、通信

ソサイエティが主催である国際会議 ISAP2016（第 21 回 アンテナ伝搬国際シンポジウム 2016）、共

同主催である国際会議 IEEE HPSR2016（第 17 回 高性能スイッチングとルーティングに関する国

際会議）、OECC/PS2016（第 21 回 光エレクトロニクス・光通信/スイッチングにおけるフォトニッ

クに関する国際会議 2016）、協催の国際会議 ICUFN 2016（ユビキタスと将来ネットワークに関す

る国際会議 2016）、IWSS2016（第 2 回 スマートスペクトラム国際ワークショップ）などがあり、

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

29 年度以降の国際会議を増加させるように努力する。 
また、平成 24 年度に一般社団法人としてスタートする際に公益目的支出計画が認可されたが、各

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

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

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

慮した財務改善に通信ソサイエティとしても取り組んでいく予定である。財務改善の一環として、

GLOBAL NEWSLETTER 紙版の配送を海外会員のみと変更し，その他，国内会員に関しては電子

版に移行する予定である。また、一般社団法人として認可を受けた公益目的支出計画に従って選奨事

業を実施するよう、事業の継続性を考慮しながら選奨事業費の抑制についても検討していく予定であ

る。 
会員サービス、特に学生会員へのサービス及び増員策の一環として、従来、春の総合大会で行って

いる Welcome party を、平成 28 年度も引き続き実施予定である。また、海外会員も含めた会員への

サービス向上の一環として、HP の改善、Social Network の活用、オンラインサービス事業の開始、

等について検討していく予定である。 
 
５．その他 

I-Scover 第 2 期システムの発展にむけて積極的に対応する。また、創立 100 周年記念事業の成功

にむけて通ソから企画提案を積極的に行った。平成 28 年度においても、これらの活動や企画を積極

的に支援・参加・実施する予定である。 
 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 

 

エレクトロニクスソサイエティ（以下、エレソと略す）は、電子情報通信システムを構成するエレ

クトロニクスの材料、部品、デバイス、サブシステムに関する基礎から応用までを研究活動領域とし

ている。この領域における我が国の産官学連携促進や科学技術の進歩への貢献、会員（研究者）の満

足度向上を最終目的とし、「企画会議」、「編集出版会議」、「研究技術会議」の 3 会議体制で、本会全

体及びソサイエティの活性化につながる施策の検討及び具体化を進める。特に平成 28 年度からは研

究技術会議に３つの領域委員会（電磁波基盤技術領域委員会、フォトニクス技術領域委員会、回路・
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デバイス・境界技術領域委員会）を立ち上げ（★予定、2 月に理事会に付議予定）、エレソのさらな

る活性化につなげる。大会のソサイエティプレナリーセッション等、特別講演のビデオ配信、英語版

ホームページの拡充、技報のアーカイブ化と閲覧活性化の推進、研究専門委員会活動や 3 種類の論

文誌での量・質的強化等、会員サービス向上への施策を実施するとともに、委員会資料の DB 化やリ

ーダーズミーティング（研専幹事向けオリエンテーション）等、実施基盤となるソサイエティ運営を

強固・効率化のための特徴的な取組みを継続して進める。このような活動の一方、組織面で改革すべ

きことは改革していく。平成 28 年度は活動中のエレソの在り方 WG の議論をさらに進め、健全な財

務とあるべき組織のグランドデザインを具体化したい。各会議での具体的施策は以下のとおりである。 
企画会議：エレソ全体の財務立案と把握、企画の取りまとめと発信、会員サービスの充実、対外

広報などを担当している。今年度に引き続き次年度も「エレクトロニクスソサイエティ独自の事業

費」に関する予算を確保し、会員活性化・増加施策の強化を図る。具体的には、エレクトロニクス

ソサイエティ賞の継続、シニア会員の増強施策の検討／実施、学生会員活性化を目的として昨年度

創設したエレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞の運用強化/継続、平成 26 年度から電子化した

エレソ Newsletter の記事内容の更なる充実、会員向け公開コンテンツ（ソサイエティプレナリーセ

ッションやエレソ材料・デバイスサマーミーティングの特別講演）の配信等の諸施策について費用

対効果を検証しつつ推進する。また、I-Scover に関しては、引き続きコンテンツ・メタデータの充

実を進めるとともに、会員にとっての利便性の強化を図る。 
更に、エレソの在り方 WG と連携し、中長期的財政基盤強化に向けた施策を実行していく。具体

的には、一昨年に設定した“赤字体質脱却に向けた中期的収支数値目標”に関する達成度の検証、

及び、必要に応じた同目標の修正、次年度予算案の実行状況と次々年度予算案の精査、新たな増収

施策についての検討と立案、フィードバックをかけやすい予算/決算審議運用の継続等に注力してい

く。 
編集出版会議：出版戦略、編集出版関係財務の立案と把握、著作権管理方法、3 論文誌発行を 担

当している。IEEE の各論文誌が極めて高い評価を得ている現状で、エレソ各論文誌の存在感が一層

高まるよう、次を進め る。 
ELEX は IEEE 論文誌に はない全面オープンアクセスという特長を堅持し、発刊以来、速報性の

維持・向上につとめてきた成果に より投稿数は順調に増加してきた。今後は質の高い論文の比率を

向上させる方向に方針を徐々にシフトするため、編集委員の増員、著者へ の論文スコープの周知徹

底などを継続して行う。さらに、投稿論文のプレスクリーニング、及び編集委員による採否判定基準

のばらつき 等の抑制を目的にシニアアドバイザの設置を検討する。加えて第一線の研究者による論

文投稿を促し国際基準 での評価向上に努める。英文誌は特集号作戦を維持しながら、ELEX で獲得

し た世界の研究者からの投稿を促進する。また編集委員会の国際化を一層進めるため、編集委員の

海外比率を高め、各種国際会議との連携を 強める。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。その一環

として、招待論文のフレキシブルな運用による付加価値向上を図る。 
また、論文投稿数を安定的に確保するため、研究会や大会との連携を強化 し、発表者への投稿勧

誘メール送付などの施策を継続する。また編集委員会推薦論文に対する掲載料免除などの新たな投稿

促進策について も検討する。 
 
研究技術会議：研究専門委員会(研専)の活動活性化策立案、新規研専の設立や時限研専の継続の審

議、研専関係財務の掌握、ソサイエティ大会統括、国際会議運営支援、シスターソサイエティ対応

などを担当している。学会の研究活動の主体を成す研専が一層活発になるよう経費も含めた運営方

法の改善を図るとともに HP 維持管理費の補助や研究会活性化費による支援等を推進する。エレソ

改革の一環として、研究会を関連する技術領域に大別し、3 つの領域委員会に再編成する。これに

より、各研専の企画立案をより活性化すると共に、迅速な意思決定を図る。また、ソサイエティ大

会・総合大会の活性化に向けて、シンポジウムや一般講演での依頼講演などの研専の企画に対する

支援や企業会員参加促進のための各種施策を推進する。更に、国際会議の活性化、著作権及び財務
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の課題解決のための支援、国内外の他学会との新たな協力関係の構築にも注力する。また、国際セ

クションとの共催などによりエレソ活動のグローバルな認知を拡大するとともに、国際的な会員増

強施策などを検討する。３領域での新組織体制については初年度となるため、その運用についてウ

ォッチする。 
 

◎ 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技術、コンピ

ュータ・通信・人間を融合したシステム化技術に関する基礎から応用までの分野を研究領域としてい

る。本ソサイエティの役割は、会員に研究発表と交流の場を提供するとともに、今や重要な社会基盤

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

同研究分野の日本での中心的活動母体であり続けるだけでなく、情報社会の健全な発展のために貢献

してゆくために、平成 28 年度は、中長期計画に従って、下記に重点を置いて活動を展開する。 
（１）会員の研究プロセスに応じた公表方法支援策の検討 
○新しい時代に相応しい論文誌の検討 
論文は研究の最終成果であるので、できるだけ多くの研究者が参照できるようにする必要がある。

手始めとして、和英論文誌では、平成 27 年度から受賞論文、サーベイ論文等の魅力的な論文のオー

プン化を開始した。これに加え、論文誌全体の公開のあり方について検討を進めている。質向上の観

点からは、優れた査読者について、臨時査読委員から常任査読委員への早期の推薦を開始すると共に、

論文投稿時のキーワードの見直しを行っている。加えて様々な方に投稿いただきやすい論文誌とする

ため、和英論文誌では研究専門委員会との連携をさらに進め、特集号の充実を計画している。さらに、

英文論文誌では、マルチメディアファイルの査読・掲載を平成 27 年度に開始した。100 周年に向け

ては，懸賞論文募集について議論しタイトルを決定する．最後に、本ソサイエティの発案でスタート

した別刷辞退オプションのさらなる普及により、省資源化に貢献することを目指している。 
○研究会のあり方と活性化 
  平成 27 年度は、研究会のあり方について他ソサイエティ・グループと議論を進めてきた。ISS と

しては、技報への掲載が既発表とみなされることから、研究会への参加が減りつつある問題に対して、

二つの施策を検討した。一つは、Extended Abstract 相当の原稿だけで発表できる、ショートペーパ

ー論文の採用であり、一部の研究会で試行を始めた。発表件数の増加につながっており、今後も継続

する予定である。もう一つは、一定期間、技報の原稿を非公開とし、非公開文書であることに承諾し

た人だけが原稿にアクセスできるサービスである。これについては、実現可能性について検討中であ

り、費用面も含めて今後も継続して検討を進める。 
会員の研究発表や技術交流を行う研究会の活性化、各研究専門委員会の国際会議の主催・共催によ

る国際化などの活動をより効果的に行うために、研究専門委員会、技術会議、運営幹事会との連携を

深め、相互に支援できる体制を強化する。 
技術の急速な発展に伴い、専門分野間の重なりや距離感も変化しているので、中長期的な研究会の

体制を作るため研究会相互の情報交流の促進、各研究会活動の見える化、及び研究会間での情報共有

が可能な方策を平成 26、27 年度に引き続いて検討する。また、研究会の活動を加速するための補助

金の効率的な運用についても検討を始める。 
研究専門委員会の活動活性化を加速するために、各研究専門委員会の活動の評価を行い、活性化資

金の運用を技術会議で行えるような仕組みの検討を開始する。平成 26 年度には、活動費の適正かつ

効果的な利用の促進を目的とした会計ガイドラインを見直し、海外などから著名な研究者の招待をし

やすくした。今後も継続した見直しを進める。また、研究専門委員会の活動の見える化のため、過去

の研究会開催件数と投稿件数などを Web に掲載した。今後も継続して見える化を実施する予定であ

る。 
○総合大会、FIT の位置づけと活性化 

総合大会、FIT は研究の初期の段階において、他分野の研究者との議論、学生の教育などに利用さ
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れている。今後は、どのように位置付けるのが活性化につながるのかの議論を行ってゆく。特に FIT
については現在改革を進めていて、体制の見直し、企画の見直しを行い、大胆な変更を行っている。

改革が軌道に乗るまでのしばらくの間、自治体からの補助がないと赤字になる可能性があるため、収

益力の向上を意識した活動を目指す。 
総合大会の ISS 企画である学生ポスターセッションは、毎年 200 件強の発表があり、盛況なため

今後も継続する。平成 27 年は、予稿集を Web 公開し、総合大会のホームページから直接リンクを

貼ることで、企画の露出を高めた。また、優秀ポスター賞の選定については、公平性を期すために、

平成 27 年は他ソサイエティからも評価委員を出してもらった。今後も、他ソサイエティから評価委

員を出してもらうなど、協力的に進める。 
○ソサイエティ誌の活性化 
  ソサイエティ誌は、ソサイエティを横断する活動や研究者のユニークな活動を紹介するコンテンツ

等ソサイエティ内の活動を紹介することに加え、ソサイエティの活性化に繋がるようなソサイエティ

外の活動の紹介も充実させる。また、J-Stage へ掲載することで、広くソサイエティの活動を紹介す

る。 
○I-Scover への対応 

平成 25 年度に過去 2002 年開催分から大会アーカイブスへの搭載並びに I-Scover への登録を終了

しており、FIT 予稿集の電子化についても、過去開催分の I-Scover への登録が完了している。引き

続き今後の開催分についての継続的な電子化を進める。I-Scover 構築に関しては、第 2 期システム

構築等の今後の展開について、技術面並びに普及面等での貢献を引き続き推進すると同時に、従来の

バックナンバー保管場所改修を含むソサイエティ誌のアーカイブ化・I-Scover 向けのリポジトリ化を

行うなど、会員からのアクセスについて一層の便宜を図る。 
（２）社会的課題に対する情報発信 
ISS の技術分野は、社会における制度や課題の解決に対応できる能力を持った分野である。この分野

の技術者集団として、政府の行うパブリックコメントに積極的に意見を述べるだけでなく、社会課題

に対する意見を公表する仕組みを作ってゆく。 
（３）会員サービスの充実 
平成 24 年度から着手している日本語・英語 Web ページの更改を継続することにより、研究会の

活動の一般会員への情報発信や、グローバルな会員への情報発信を強化し、会員サービス増強の努力

を続ける。コミュニケーション委員会と連携して、ホームページ作成の外注や、その更新体制の効率

化と強化も検討する。 
（４）ISS の運営体制の強化 

平成 23 年度から、運営方針や特定の施策に的を絞った議題で、運営幹事会（現在の参加者は、会

長、次期会長、各副会長、庶務幹事、和文論文誌・英文論文誌・ソサイエティ誌の各編集委員長）を

定期的に開催することにより、ISS の運営の強化を図っている。平成 28 年度も運営幹事会を継続す

ることにより、ここで各活動に対するグローバルな議論や、その費用対効果などの検討を行う。今後

は、電子会議を積極的に活用するなどにより、各委員が議論に参加しやすい体制を強化し、かつ、ISS
の活動全般において、収益力の向上を意識した活動を目指す。 

 

◎ ヒューマンコミュニケーショングループ 

 

ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）は、情報通信／コミュニケーション技術の研究・

開発における諸問題に対し、人間を中心に位置づけることで、技術中心の議論では捉えきれない課題

の解決方法やパースペクティブを与えるだけでなく、技術主導での研究・開発では到達できなかった

新機軸の提案・構築を、人間とコミュニケーション、情報メディアとコンテンツ、福祉や心理、医療、

教育などの側面から幅広く挑戦し、基礎的な課題から最新のホットな話題に至るまでの議論を展開で

きる奥深さも兼ね備える研究コミュニティに成長しつつある。特に、平成 21 年度からは、HCG シ

ンポジウムを研究会横断型で企画し、研究会の連携を深める活動が定着しつつあり、シンポジウムの
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参加者も 127 名→191 名→206 名と右肩上がりで増加中である。また HCG として長年取り組んでき

た、障がいのある人でも積極的に学会へ参加できるための「情報保障」の取組みも引き続き行ってい

る。 
平成 28 年度は、これらの成果や経過を踏まえ、以下の活動を計画する。 
（１）電子情報通信学会の中において HCG のユニークな活動と存在価値を理解してもらえるような

取組みを積極的に行っていく。具体的には、総合大会や FIT における特別企画を提案してグループ

の研究分野のアピールに努め、和文論文誌、英文論文誌での特集企画の提案などを組織的に行って研

究成果を可視化する。また、ソサイエティとの新たな連携活動について検討する。特に英文論文誌に

関しては、関連研究を取り扱っている英文論文誌を持たない他学会を取り込んだ形での運用の可能性

を電子情報通信学会内で模索・検討していく。これにより、電子情報通信学会が世界に向けた日本の

ヒューマンコミュニケーション研究の情報発信元となることが期待できる。 
（２）新規分野の開拓も推進しつつ、一方で既存の研究コミュニティとの学術的関心や知見の共有な

どを行なうための統合化も推し進めていくことで、HCG 内、ソサエティ間、他学会との連携を強化

し、人間を中心に位置づける研究・開発のアプローチを通して HCG 発の次世代の情報通信技術の発

展のあり方をプロモートしていく。具体的には、これまでにつながりのなかった分野の学会と共同の

研究会の開催を推し進めるとともに、新たな学際領域の開拓に向けた時限研究会の新設を進める。ま

た、HCG シンポジウムでのオーガナイズドセッションを積極的に推進することで、萌芽的研究が新

規分野として成長できるよう支援する。さらに、国際的な学術会議との連携・共同開催を通して当該

研究領域の国際化を目指す。 
（３）学会全体の体制見直しを踏まえ、HCG の将来像を長期的な視点に立って検討するため、学会

における HCG の役割、課題、研究会等の活動現場からの要望等を整理し、兼区誘拐連絡会の場等を

通じて情報発信し、学会体制見直しに貢献する。 
（４）これまでに行ってきた情報保障の取組みと普及活動を引き続き積極的に行う。具体的には、研

究会、HCG シンポジウムなどでの実践、HCG の Web を通じてのアピールなど HCG の取組みの見

える化を促進する。 

 

１．ソサイエティ大会に関する事項（定款 第 4 条 ロ号） 

１．１ 2016 年ソサイエティ大会 
基礎・境界、NOLTA、通信、エレクトロニクスのソサイエティが合同で開催する。 

期 日 平成 28 年 9 月 20 日（火）～23 日（金） 
場 所 北海道大学（札幌市） 
講演件数は約 2,000 件が見込まれる。 
 

１．２ 情報科学技術フォーラム（FIT）2016 
情報・システムソサイエティ、ヒューマンコミュニケーショングループと 
情報処理学会が共催で開催する。 

期 日 平成 28 年 9 月 7 日（水）～9 日（金） 
場 所 富山大学 五福キャンパス（富山市） 
講演件数は約 600 件が見込まれる。 
 

２．国際会議に関する事項（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 

各ソサイエティは、以下に記す主催・共催の国際会議を開催する。 
（1）The IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis 
   (ISBA 2016) 

2016 年 2 月 29 日(月)〜3 月 2 日(木), 東北大学，宮城県(ESS) 
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（2）9th InternationalSymposium on Organic Molecular Electronics (ISOME2016)  
2016 年 5 月 18 日（水）～5 月 20 日（金），新潟大学，新潟市（ES） 

（3）IEEE Conference on High Performance Switching and Routing 2016 (IEEE HPSR2016)  
2016 年 6 月 14 日（火）～6 月 17 日（金）, 慶応大学, 横浜市（CS） 

（4）21th OptoElectronics and Communications Conference / International Conference on 
Photonics in Switching 2016（OECC/PS2016） 
2016 年 7 月 3 日（日）～7 月 7 日（木），朱鷺メッセ，新潟市（CS/ES） 

（5）The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and  
    Communications (ITC-CSCC 2016) 
   2016 年 7 月 10 日(日)〜7 月 13 日(水)，沖縄市, 沖縄県(ESS) 
（6）International Semiconductor Laser Conference 2016 (ISLC2016) 

2016 年 9 月 12 日(月)～9 月 15 日(木)，神戸メリケンパーク・オリエンタルホテル，兵庫県

(ES) 
（7）2016 International Workshop on Smart Info-Media System in Asia(SISA 2016) 

2016 年 9 月 14 日(水)〜9 月 17 日(日), アユタヤ, タイ(ESS) 
（8）2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016) 

2016 年 10 月 24 日（月）～28 日（金）, 沖縄コンベンションセンター, 宜野湾市（CS） 
（9）The International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA 2016) 

2016 年 10 月 30 日(月)〜11 月 2 日(水)，モントレー，米国(ESS) 
（10）21st Asia and South Pacific Design Automation Conference(ASP-DAC 2017) 

2017 年 1 月 16 日(月)〜19 日(木)，幕張メッセ，千葉(ESS) 
 

３．出版に関する事項 

３．１ 論文誌（定款 第 4 条 イ号） 
和・英論文誌とも各ソサイエティにおいて編集を行い、電子版での公開を行う。 
平成 28 年度の年間ページ数を表に示す。 

（ア）和文論文誌 

総ページ数 3,055 ページ（論文 286 件、レター75 件） 
（イ）英文論文誌 

総ページ数 10,770 ページ（Paper 1,006 件、Letter 333 件） 
 

以下、ソサイエティごとの平成 28 年度の予定と内訳を表で示す。 
◎ 基礎・境界ソサイエティ 

和文論文誌 472 ページ 
英文論文誌 2,960 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 230 ページ 1,368 ページ 
特集・小特集 242 ページ：2 回 1,592 ページ：10 回 

◎ 通信ソサイエティ 
和文論文誌 969 ページ 
英文論文誌 2,926 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 188 ページ 1,938 ページ 
特集・小特集 781 ページ：5 回 988 ページ：10 回 
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◎ エレクトロニクスソサイエティ 
和文論文誌 498 ページ 
英文論文誌 1,615 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 248 ページ 456 ページ 
特集・小特集 250 ページ：3 回 1,159 ページ：13 回 

◎ 情報・システムソサイエティ 
和文論文誌 1,116 ページ 
英文論文誌 3,269 ページ 

〔内訳〕 
 和文論文誌 英文論文誌 

一般論文・レター 571 ページ 1,911 ページ 
特集・小特集 545 ページ：6 回 1,358 ページ：11 回 

 
３．２ 電子ジャーナル（定款 第 4 条 イ号） 

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

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

称 ELEX)を年 24 回発行する。 
 

◎ NOLTA ソサイエティ 
Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 
総ページ数 517 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 44 件 

◎ 通信ソサイエティ 
IEICE Communications Express 
総ページ数 406 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 68 件 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
IEICE Electronics Express 
総ページ数 2,046 ページ 
論文件数（巻頭言除く） 250 件 

 
３．３ ニューズレター、ソサイエティ誌（定款 第 4 条 イ号） 

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

ダム・レビュー）を年 4 回のペースで発行している。平成 28 年度も同じペースで刊行を

予定している。また、基礎・境界ソサイエティでは海外会員向けに ESS-ENCE (ESS 
Electronic News Center Express)を毎月発行しており、平成 28 年度も同じペースで刊行

を予定している。 
（2）通信ソサイエティでは、「通信ソサイエティマガジン」と、「Global News Letter」の発行

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



 18 

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

送付する。 
 

４．選奨に関する事項（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

各賞とも規程どおりに選定することとする。 
◎ 基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 

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

◎ 通信ソサイエティ 
通信ソサイエティ論文賞             11 編 
通信ソサイエティ功労顕彰状           数件 
通信ソサイエティ活動功労賞           数十件 

◎ エレクトロニクスソサイエティ 
エレクトロニクスソサイエティ賞         3 件 
エレクトロニクスレター論文賞          1 編 
ELEX Best Paper Award            1 編 
エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞    12 件 
エレクトロニクスソサイエティ招待論文賞    1 編 
エレクトロニクスソサイエティ会長特別表彰   数名 
エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰   数十名 
エレクトロニクスソサイエティ優秀学生修了表彰 15 名 

◎ 情報・システムソサイエティ 
情報・システムソサイエティ活動功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ査読功労賞     10 件 
情報・システムソサイエティ論文賞        1 編 
優秀ポスター賞      ポスター発表件数の 7％程度の受賞者 
編集活動感謝状                数十名 

◎ 情報科学技術フォーラム（FIT）情報・システムソサイエティ／ヒューマン 
コミュニケーショングループ（情報処理学会と共催） 
船井業績賞                  1 件 
船井ベストペーパー賞             3 編 
FIT 論文賞                  数編 
FIT ヤングリサーチャー賞    発表件数の 1.5％以内の受賞者 

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

第一種、第二種、第三種の各研究会は自由度の高い活動が定着しており、28 年度も更に活発

に講演会、サマーミーティング等を行う。 
（１）第一種研究会は、下記の表に示す 84 の研究専門委員会が担当する研究分野の基礎及び新

分野の開拓を推進する。 
ソサイエティ・グループ 研究専門委員会数 

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

計 84 
 

第一種研究会の平成 28 年度の活動予定を下記の表に示す。 

ソサイエティ・グループ 平成 28 年度 
開催数 発表件数 

基礎・境界ソサイエティ、NOLTA ソサイエティ 116 2,065 
通信ソサイエティ 149 2,809 
エレクトロニクスソサイエティ 108 2,151 
情報・システムソサイエティ 133 2,486 
ヒューマンコミュニケーショングループ 22  528 

計 528 10,039 
 
（２）第二種・第三種研究会、学術研究集会等は、必要に応じて自由に活動する。 

 
 

６．ソサイエティとグループ会員に関する事項（定款 第 3 章） 

各ソサイエティとも魅力ある企画で会員増強に努めることとする。 
平成 27 年度末の各ソサイエティ・グループに登録している会員数と平成 27 年度末の会員数の

予測値を表に示す。27、28 年度末の会員数については、NOLTA ソサイエティの追加等、現状

を踏まえながら次年度のソサイエティ追加・変更希望を加味し算出した。 
 
 ESS NLS CS ES ISS HCG 計 

27 年度末登録数 5,608 55 10,635 6,058 10,527 891 33,774 

28 年度末登録数（推定値） 5,400 210 10,400 5,900 10,300 890 33,100 
※ ESS：基礎・境界ソサイエティ、NLS：NOLTA ソサイエティ、CS：通信ソサイエティ、 

ES：エレクトロニクスソサイエティ、ISS：情報・システムソサイエティ、 
HCG：ヒューマンコミュニケーショングループ 
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Ⅲ．支 部 事 業 
 

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

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

1-1 事業  
1-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 

ア．講演会：本支部主催のもの 10 回を予定する。  
イ．支部連合大会：電気・情報関係学会で組織された連合大会を 1 回開催する。 
ウ．専門講習会：専門分野に関する講演を行う。  

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

1-1-3 学生会事業（定款 第4条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部学生会の主催するもの5回を予定する。 
イ．見学会：本支部学生会の主催するもの2回を予定する。 
ウ．インターネットシンポジウム：インターネット上で論文発表を行う（1回を予定） 。 
エ．北海道大学よりブランチ継続の申請があったので、これを認め講演会等の企画を行

ってもらう。 
1-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号） 

ア．支部内の各大学から優秀な学生を推薦してもらい、学生奨励賞を授与する(学生会員数の
10％以下)。 

イ．インターネットシンポジウムで発表した学生の中から優秀なものに対してインターネット
シンポジウム優秀発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 

ウ．電気・情報関係学会北海道支部連合大会で発表した主催学会学生員の中から優秀なもの 10
名程度に対して優秀論文発表賞を授与する(講演件数の 10％以下)。 

 
２．東 北 支 部 

東北支部では、次の通り事業実施を予定する。 
2-1 事業 

2-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号、チ号） 
ア．講演会、討論会、講習会および見学会等を実施する。 
イ．小中高生等を対象とした学問や技術の奨励および普及のための活動を行う。 
ウ．他の電気関係学会と合同で支部大会を実施する。 
エ．その他、支部事業の活性化に必要な活動を行う。 

2-1-2 学生主体の事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号、チ号） 
ア．東北大学に学生ブランチを設置し、活動を行う。 
イ．東北地域内外における学生の相互交流のための活動を行う。 

2-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 
ア．電気関係学会東北支部連合大会において優秀な一般講演論文を発表した若手研究者に対し 

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

優秀発表賞」を授与する。 
ウ．学生ブランチ活動において大きな貢献を果たした学生に対し「学生ブランチ活動奨励賞」

を授与する。 
エ．支部が所管する大学及び高等専門学校等において優秀な学業成績を修めた学生に対し「優 

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

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

4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）の活性化や学生会活動の更なる強化を促進するとともに、東京

支部ならではの新たな活動についての検討を進める。 
3-1 事業 

3-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 5 回を予定する。 
イ．シンポジウム：本支部主催のもの 5 回を予定する。 
ウ．見学会：本支部主催のもの 6 回を予定する。 
エ．地域イベント：周辺 4 県（茨城、栃木、群馬、山梨）のいずれかで 5 回を予定する。 
オ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・実施する。 

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

宜対応し、事業として 5 回を予定する。 
また、東京支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、共同主催の教育イベントを企

画・実施する（5 件）。 
3-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 

ア．講演会：本支部の主催するもの 2 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 2 回を予定する。 
ウ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
エ．学生会報：本支部の主催するもの 1 回を発行する。 
オ．SCI グループ：ホームページ管理、ポスター作成を予定する。 
カ．学生ブランチ：慶大、都立高専、千葉大、日本女子大、津田塾大、電通大、日大の

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

東京支部学生奨励賞は、学生会研究発表会の発表論文の中から優秀論文を選定し、表彰をする。 
 
４．信 越 支 部 

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

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

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

検討を進める。 

4-1 事業 

4-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 13 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．その他の活動：新たな会員サービスを企画・検討する。 

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

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

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

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

会員のニーズや東海地区の特性に着目した、講演会・見学会の開催を目指し、以下の通り事業

を実施予定である。 
5-1 事業 
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5-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 4 回を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．小中高校生向け理科教育講座：本支部共同主催のもの 3 回を予定する。 

5-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 6 回（最大 10 回）を予定する。 
イ．研究発表会：本支部共同主催のもの 2 回を予定する。 
ウ．卒業研究発表会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．学生研究奨励賞：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
オ．学生ブランチ：3 大学の運営を予定する。設置大学は、名古屋大学、三重大学、 

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

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

し、学位別で選定を行い、表彰する（選考対象者の 10％以下）。 
 
６．北 陸 支 部 

北陸地区の会員に対する情報提供、会員相互の情報交流を目指して、講演会、見学会を実施す

る。更に、学生の活性化を促進するために、学生優秀論文発表賞、優秀学生賞の表彰を実施する。 
6-1 事業 

6-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：各校主催のもの 12 回（各校 1 回で 11 回，予備 1 回）を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．専門講習会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
エ．電気関係学会北陸支部連合大会：1 回を予定する。 

6-1-2 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号，ホ号，ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 12 回を予定する（各校 1 回で 11 回，予備 1 回）。 
イ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 

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

彰を行う。また，北陸地区の大学・高専の学生の中から優秀学生を選定し，優秀学生賞を授与す

る。 
 
７．関 西 支 部 

関西（大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県）を拠点としている会員に対する
サービス及び社会的責務として、講演会、見学会、講習会、教育事業等を企画し実施する。講演
会等の開催にあたっては、学会の会員数の維持・増加を目指し、多くの方に参加いただけるテー
マを検討していく。また、学生会活動を通じ、地域学生にとっての学会の価値向上を図る。 
7-1 事業 

7-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
イ．見学会：本支部主催のもの 1 回を予定する。 
ウ．講習会：本支部主催のもの 4 回（うち 3 回は少人数制）を予定する。 

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

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

企画・実施する（4 件）。 
7-1-3 連合大会 
電気関係の他学会関西支部との連合大会を 1 回共同主催する。 
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7-1-4 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部の主催するもの 2 回を予定する。 
イ．見学会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 
ウ．研究発表会：本支部の主催するもの 1 回を予定する。 

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

 
８．中 国 支 部 
8-1.事業 

8-1-1.一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
(1)講演会 

   電気学会、映像情報メディア学会、照明学会、計測自動制御学会、情報処理学会、電気設
備学会、日本電気技術者協会等の中国支部及びその他の団体と提携し、年 25 回程度開催す
る。その内 5 回程度は当学会主催で開催する。 

(2)見学会 
   電気学会、映像情報メディア学会、照明学会、計測自動制御学会、情報処理学会、電気設

備学会、日本電気技術者協会等の中国支部及びその他の団体と提携し、年 1 回程度開催す
る。 

  (3)専門講習会 
   電気学会、映像情報メディア学会、照明学会、計測自動制御学会、情報処理学会、電気設

備学会、日本電気技術者協会等の中国支部及びその他の団体と提携し、年１回程度開催す
る。 

(4)シンポジウム 
   本学会活動に有意義なシンポジウムへ積極的に協賛する。 

(5)電気記念日行事 
   共催団体の一員として、平成 29 年 3 月の記念行事に参加予定。 

(6)電気・情報関連学会中国支部連合大会 
   開催予定日：平成 28 年 10 月 22 日(土) 

開催校：広島大学 
幹事学会：電気設備学会中国支部 

8-1-2.学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
  (1)学生向け講演会および見学会 
   学生員の増強のため、学生会顧問及び各学校等所属の役員と連携し、講演会・見学会を年

6 回程度開催(主催)する。 
  (2)学生会自主活動の活性化 
   ア．学生会と支部との連携を図り、学生会自主活動への支援 
    ・学生ケータイあわ～どにおける学生会賞の継続実施 
     昨年度に新設した学生会賞を継続することにより、学生会からの応募を促すと共に会    

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

(1)連合大会発表論文の中から優秀な論文を選定（講演件数の 10％以下）し奨励賞の表彰をする。 
(2)高校、高専、短大の優秀卒業生表彰を関連学会と連携し実施する。 
(3)学生会活動の発展に貢献した学生に学生功労賞の表彰をする。 

 
９．四 国 支 部 

電子工学及び情報通信に関する学問・技術及び関連事業の振興、また、地域社会への貢献を目
指して、講演会・専門講習会・学生向け事業等を企画・実施する。 
9-1 事業 

9-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 15 回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のもの 2 回を予定する。 

9-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
四国支部地域内の学校、企業、NPO などと連携し、小中高生向けの教育イベント等に協賛す
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る。 
9-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア．講演会：本支部主催のもの 6 回を予定する。  
イ．見学会：本支部主催のもの 3 回を予定する。 
ウ．学生ブランチ：学生ブランチ設置校（愛媛大学、香川大学、徳島大学）において、講演

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

9-1-4 連合大会（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．平成 28 年度電気関係学会四国支部連合大会：電気関係の他学会四国支部と共同主催で１

回開催する。 
9-2 選奨（定款 第 4 条 ホ号、ヘ号） 

電気学会、情報処理学会と連携し、「電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会四国支部奨励
賞」を、四国内の大学・高専における特に優秀な学生に授与する。 

 
１０．九 州 支 部 

九州支部会員及び学生員の学会活動の促進を図るとともに、会員への貢献を進めつつ、本会活

動の周知と入会促進のため、シンポジウム、専門講習会、学生会講演会などの事業を実施する。

また、本支部の賛助会活動を促進し、産官学との連携及び支部活動の促進を図るべく、新たな事

業を検討していく。 
10-1 事業 

10-1-1 一般事業（定款 第 4 条 ロ号） 
ア．講演会：本支部主催の特別講演会１回、主催・共催一般講演会 10回、協賛・後援講演会

10回を予定する。 
イ．専門講習会：本支部主催のものを 1回予定する。 
ウ．ワークショップ：アンテナ・伝播研究会と共催のものを１回予定する。 
エ．支部連合大会：本支部共催にて９月に宮崎大学にて１回予定する。 

オ．国際フォーラム：IEEE FukuokaSectionと共催のものを 1回予定する・ 
カ．その他の活動：新たな支部活動を企画・実施する。 

10-1-2 教育事業（定款 第 4 条 ロ号、ヘ号） 
ア． 小中高生向け事業：小中高生を対象にした本支部主催の科学教室を３回開催する。 

10-1-3 学生会事業（定款 第 4 条 ロ号、ホ号、ヘ号） 
ア． 学生会講演会：本支部主催のものを１回宮崎大学にて予定する。 

イ． 学生ブランチ：琉球大、大分大、宮崎大、福工大、佐賀大、長崎大、福大、熊本大、鹿 

児島大、崇城大 計 10校 

ウ． 学生ブランチ交流会：本支部主催のものを１回予定する。 
10-2 選奨 

ア． 支部連合大会にて優秀論文発表を選定し、連合大会講演奨励賞の表彰をする（8名以内）。 

イ． 支部連合大会にて協賛企業講演を行った賛助会会員発表者を貢献賞の表彰をする（賞状 

のみ）。 

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

の表彰をする。 

エ． 電気学会九州支部沖縄支所講演会にて優秀な論文発表を選定（講演件数の 10%程度）し、

沖縄学術講演奨励賞の表彰をする（賞状＋副賞）。 

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

る。 

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

表彰をする。 
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