
会　長 佐々木卓夫 （電電公社）

副会長 （在　京） 岡村　　進 （日　電） 川上　正光 （東工大）

（地　方） 笠原　芳郎 （阪　大） 辻　　吉正 （住友電工）

理　事 尾佐竹　徇 （東　大） 中村　幸雄 （通　研）

監　事 小口　文一 （通　研） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

庶　務 清水　通隆 （電電公社） 遠藤　一郎 （通　研）

幹　事

会　計 関口　良雅 （通　研） 榎本　　肇 （ＫＤＤ）

幹　事

編　集 貝塚　　博 （電電公社） 高原　　靖 （通　研）

幹　事 丹羽　　登 （東大宇航研） 池上　文夫 （通　研）

川橋　　猛 （日　電） 南雲　仁一 （東　大）

調　査 岩井　文彦 （電電公社） 猪瀬　　博 （東　大）

幹　事

（在　 京） 相田　　実 （通　研） 宇都宮敏男 （東　大）

大河内正陽 （神奈川大） 緒方　研二 （電電公社）

青木　幹三 （富士通） 41.7 香西　　寛 （早　大）

斎藤　成文 （東大生研） 熊谷　伝六 （通　研）

飯島　泰蔵 （電　試） 西尾　秀彦 （日　電）

酒井　善雄 （東工大）

（地　 方） 赤尾　保男 （名　大） 尾崎　　弘 （阪　大）

上領　香三 （東北大） 浦川　親直 （中国通信局）

武藤　時雄 （静岡大） 41.9 中久保卓治 （信越通信局）

木村　六郎 （読売テレビ放送） 妻藤　達夫 （北海道通信局）

池谷　和夫 （名　大） 41.10 鈴木　道夫 （北　大）

近藤　文治 （京　大） 本多　波雄 （東北大）

（会長指名） 生田　　滋 （富士通） 喜連川　隆 （三菱電機）

河野　士修 （古河電工） 近藤　厚実 （日　立）

林　　　実 （ＮＨＫ） 伊藤　　毅 （早　大）

川崎　秀夫 （沖電気） 中原　裕一 （東　芝）

林　　和夫 （ＮＨＫ） 東　　忠夫 （大日日本電線）

北海道 黒部　貞一 （北　大） 東　北 大泉　充郎 （東北大）

東　京 早坂　寿雄 （通　研） 信　越 山下　　稔 （富士通）

北　陸 山内　清彦 （福井大） 東　海 有住　徹弥 （名　大）

関　西 三戸　左内 （早川電機工業） 中　国 浦川　親直 （中国通信局）

四　国 松井　貞信 （愛媛大） 41.9 緒方　研二 （中国通信局）

九　州 足立　　斌 （九州朝日放送）

技術委員 高木　　昇 （東大宇航研）

会会長 41.6 岡田　　實 （東大宇航研）

規格調査 丹羽保次郎 （東京電機大）

会委員長 41.6 高木　　昇 （東大宇航研）

編集長 小島　　哲 （富士通）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和41年～42年（通常総会　41.5.14）



会　長 前田　憲一 （京　大）

副会長 （在　京） 川上　正光 （東工大） 染谷　　勲 （日　電）

（地　方） 辻　　吉正 （住友電工） 喜安　善市 （東北大）

理　事 中村　幸雄 （通　研） 瀧　　保夫 （東　大）

監　事 大島信太郎 （ＫＤＤ） 柳井　久義 （東　大）

庶　務 遠藤　一郎 （通　研） 鳥山　好三 （電電公社）

幹　事

会　計 榎本　　肇 （ＫＤＤ） 関口　利男 （東工大）

幹　事

池上　文夫 （通　研） 川橋　　猛 （日　電）

編　集 南雲　仁一 （東　大） 小山　次郎 （通　研）

幹　事 飯口　真一 （東大宇航研） 川嶋　将男 （富士通）

42.10 林　　周一 （東　芝） 西野　博二 （電　試）

永田　邦一 （日　電）

調　査 猪瀬　　博 （東　大） 上田　常孝 （通　研）

幹　事

（在　 京） 青木　幹三 （富士通） 飯島　泰蔵 （電　試）

熊谷　伝六 （通　研） 酒井　善雄 （東工大）

西尾　秀彦 （日　電） 尾佐竹　徇 （東　大）

妻藤　達夫 （電電公社） 川田　大介 （通　研）

関口　良雅 （通　研） 43.1 池沢　　茂 （日　電）

清水　通隆 （電電公社）

（地　 方） 池谷　和夫 （名　大） 近藤　文治 （京　大）

鈴木　道夫 （北　大） 中久保卓治 （信越通信局）

本多　波雄 （東北大） 原田　安雄 （近畿通信局）

木村　光臣 （ＫＤＤ） 43.1 安浦亀之助 （九　大）

内田　英成 （東北大） 山内　正彌 （北海道通信局）

谷池　　宏 （中国通信局） 43.1 川野　　薫 （広島大）

（会長指名） 伊藤　　毅 （早　大） 川崎　秀夫 （沖電気）

中原　裕一 （東　芝） 林　　和夫 （ＮＨＫ）

東　　忠夫 （大日日本電線） 伊藤　充江 （国　鉄）

城阪　俊吉 （松下電器） 小林　夏雄 （藤倉電線）

関口　存哉 （日　立） 牧本　利夫 （阪　大）

北海道 山内　正彌 （北海道通信局） 東　北 二村　忠元 （東北大）

43.1 荒木　義之 （北海道通信局） 東　京 粟屋　　潔 （東工大）

信　越 新堀　達也 （信越通信局） 北　陸 荒木　義之 （北陸通信局）

東　海 岩舘　新一 （東海通信局） 43.1 川田　大介 （北陸通信局）

関　西 喜田村善一 （阪　大） 中　国 緒方　研二 （中国通信局）

四　国 国府　康昌 （松山中央放送局） 43.1 林　　新二 （中国通信局）

42.9 丹　　秀雄 （松山中央放送局） 九　州 溝口　研悟 （宮崎大）

技術委員 岡田　　實 （東大宇航研）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （東大宇航研）

会委員長

編集長 小島　　哲 （富士通）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和42年～43年（通常総会　42.5.27）



会　長 黒川　廣二 （電電公社）

副会長 （在　京） 染谷　　勲 （日　電） 岡村　總吾 （東　大）

（地　方） 大泉　充郎 （東北大） 喜安　善市 （東北大）

43.7 仲上　　稔 （神戸大）

理　事 瀧　　保夫 （東　大） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

監　事 柳井　久義 （東　大） 伊藤　義一 （通　研）

庶　務 鳥山　好三 （電電公社） 伊佐　　進 （電電公社）

幹　事 44.1 香西　　寛 （早　大）

会　計 関口　利男 （東工大） 貝塚　　博 （電電公社）

幹　事

編　集 川嶋　将男 （富士通） 小山　次郎 （通　研）

幹　事 永田　邦一 （日　電） 林　　周一 （東　芝）

池野　信一 （通　研） 中込　雪男 （ＫＤＤ）

宮川　　洋 （東　大） 横井　　満 （電電公社）

調　査 上田　常孝 （通　研） 飯島　泰蔵 （電　試）

幹　事

（在　 京） 池沢　　茂 （日　電） 尾佐竹　徇 （東　大）

妻藤　達夫 （電電公社） 清水　通隆 （電電公社）

関口　良雅 （通　研） 有竹　秀一 （ＫＤＤ）

榎本　　肇 （東工大） 遠藤　一郎 （通　研）

熊谷　伝六 （通　研） 丹羽　　登 （東大宇航研）

（地　 方） 内田　英成 （東北大） 木村　光臣 （ＫＤＤ）

川野　　薫 （広島大） 43.7 三木　七郎 （名　大）

池上　淳一 （京　大） 谷池　　宏 （中国通信局）

安浦亀之助 （九　大） 44.1 近野　　正 （山形大）

大野　克郎 （九　大） 新堀　達也 （信越通信局）

喜連川　隆 （三菱電機） 43.12 黒部　貞一 （北　大）

西澤　潤一 （東北大）

（会長指名） 伊藤　充江 （国　鉄） 城阪　俊吉 （松下電器）

小林　夏雄 （藤倉電線） 関口　存哉 （日　立）

牧本　利夫 （阪　大） 池谷　和夫 （名　大）

副島　光積 （早　大） 辻　　僲二 （沖電気）

中島平太郎 （ＮＨＫ） 鳴海　武雄 （古河電工）

北海道 安田　一次 （北　大） 東　北 春山　　巌 （東北通信局）

東　京 川上　正光 （東工大） 信　越 小林　一治 （信越電波監理局）

北　陸 四谷　平治 （富山大） 東　海 堀井　　隆 （静岡大）

関　西 杉　　正男 （住友電工） 中　国 林　　新二 （中国通信局）

四　国 松元　　守 （四国電波監理局） 44.1 松橋　達良 （中国通信局）

44.2 大竹　利男 （四国電波監理局） 九　州 中島　忠輔 （九州電力）

技術委員 岡田　　實 （東大宇航研）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （東大宇航研）

会委員長

編集長 小島　　哲 （富士通）

43.7 喜安　善市 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和43年～44年（通常総会　43.5.18）



会　長 川上　正光 （東工大）

副会長 （在　京） 岡村　總吾 （東　大） 宮崎　政義 （通　研）

（地　方） 大泉　充郎 （東北大） 安田　一次 （北　大）

理　事 大島信太郎 （ＫＤＤ） 斎藤　成文 （東大生研）

監　事 伊藤　義一 （通　研） 平山　　博 （早　大）

庶　務 伊佐　　進 （電電公社） 川嶋　将男 （富士通）

幹　事

会　計 貝塚　　博 （電電公社） 岸　　源也 （東工大）

幹　事

池野　信一 （通　研） 中込　雪男 （ＫＤＤ）

編　集 宮川　　洋 （東　大） 横井　　満 （電電公社）

幹　事 秋丸　春夫 （通　研） 植之原道行 （日　電）

後藤　英一 （東　大） 浜田　成高 （通　研）

調　査 飯島　泰蔵 （電　試） 水口　　一 （通　研）

幹　事

（在　 京） 有竹　秀一 （ＫＤＤ） 榎本　　肇 （東工大）

遠藤　一郎 （通　研） 熊谷　伝六 （通　研）

丹羽　　登 （東大宇航研） 雨宮　好文 （国　鉄）

家入　勝吾 （ＮＨＫ） 池田　敏雄 （富士通）

小口　文一 （通　研） 小山　次郎 （通　研）

（地　 方） 池上　淳一 （京　大） 大野　克郎 （九　大）

喜連川　隆 （三菱電機） 黒部　貞一 （北　大）

西澤　潤一 （東北大） 尾崎　　弘 （阪　大）

佐藤利三郎 （東北大） 田中浩太郎 （近畿通信局）

坂井　利之 （京　大） 45.1 鈴木　道雄 （北　大）

田町　常夫 （九　大）

（会長指名） 池谷　和夫 （名　大） 副島　光積 （早　大）

辻　　僲二 （沖電気） 中島平太郎 （ＮＨＫ）

鳴海　武雄 （古河電工） 蠣崎　賢治 （東　芝）

小池勇二郎 （松下電器） 河野　哲夫 （電波研）

中野　道夫 （東京電機大） 森　　元和 （日　立）

北海道 山上　　孝 （北海道工大） 東　北 虫明　康人 （東北大）

東　京 庄司　茂樹 （電電公社） 信　越 土屋　英俊 （信州大）

北　陸 山本　外史 （金沢大） 東　海 三木　七郎 （名　大）

関　西 田中　哲郎 （京　大） 中　国 松橋　達良 （中国通信局）

四　国 平　　三郎 （四国通信局） 九　州 辻　　節三 （九　大）

45.2 鈴木　　清 （四国通信局）

技術委員 岡田　　實 （工学院大）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （東大宇航研）

会委員長

編集長 喜安　善市 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和44年～45年（通常総会　44.5.17）



会　長 清宮　　博 （富士通）

副会長 （在　京） 宮崎　政義 （通　研） 尾佐竹　徇 （東　大）

（地　方） 安田　一次 （北　大） 大野　克郎 （九　大）

理　事 斎藤　成文 （東大生研） 駒井　又二 （ＮＨＫ）

監　事 平山　　博 （早　大） 関口　良雅 （通　研）

庶　務 川嶋　将男 （富士通） 土井　博之 （電電公社）

幹　事 46.2 飯島　泰蔵 （電　試）

会　計 岸　　源也 （東工大） 池上　文夫 （通　研）

幹　事

秋丸　春夫 （通　研） 植之原道行 （日　電）

編　集 後藤　英一 （東　大） 浜田　成高 （通　研）

幹　事 秋山　　稔 （東　大） 遠藤　興一 （富士通）

川又　　晃 （通　研） 小西　良弘 （ＮＨＫ）

調　査 水口　　一 （通　研） 遠藤　敬二 （ＮＨＫ）

幹　事

（在　 京） 家入　勝吾 （ＮＨＫ） 雨宮　好文 （国　鉄）

池田　敏雄 （富士通） 45.5 川橋　　猛 （日　電）

小山　次郎 （通　研） 小口　文一 （通　研）

猪瀬　　博 （東　大） 池野　信一 （通　研）

林　　周一 （東　芝） 熊谷　伝六 （通　研）

三輪　高明 （富士通）

（地　 方） 尾崎　　弘 （阪　大） 佐藤利三郎 （東北大）

坂井　利之 （京　大） 鈴木　道雄 （北　大）

田町　常夫 （九　大） 阿部善右衛門 （北　大）

池谷　和夫 （名　大） 稲場　文男 （東北大）

喜田村善一 （阪　大） 山本　　孝 （北陸通信局）

（会長指名） 蠣崎　賢治 （東　芝） 小池勇二郎 （松下電器）

河野　哲夫 （電波研） 中野　道夫 （東京電機大）

森　　元和 （日　立） 飯島　泰蔵 （電　試）

尾関　雅則 （国　鉄） 喜連川　隆 （三菱電機）

畑　　和夫 （古河電工） 増沢　健郎 （沖電気）

北海道 清水　通隆 （北海道通信局） 東　北 千野　　孝 （東北通信局）

東　京 大島信太郎 （ＫＤＤ） 信　越 山下　　稔 （富士通）

北　陸 山本　　孝 （北陸通信局） 東　海 三木　七郎 （名　大）

45.10 小原　　猛 （北陸通信局） 関　西 木村　六郎 （読売テレビ放送）

中　国 松橋　達良 （中国通信局） 四　国 原田　尚文 （徳島大）

45.11 川野　　董 （広島大） 九　州 矢頭　澄生 （九州通信局）

45.10 朴木　　実 （九州通信局）

技術委員 岡田　　實 （工学院大）

会委員長 46.4 川上　正光 （東工大）

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 喜安　善市 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和45年～46年（通常総会　45.5.16）



会　長 岡村　總吾 （東　大）

副会長 （在　京） 尾佐竹　徇 （東　大） 緒方　研二 （電電公社）

（地　方） 大野　克郎 （九　大） 池上　淳一 （京　大）

理　事 駒井　又二 （ＮＨＫ） 小口　文一 （電電公社）

監　事 関口　良雅 （武蔵野通研） 宇都宮敏男 （東　大）

庶　務 飯島　泰蔵 （東工大） 末武　国弘 （東工大）

幹　事

会　計 池上　文夫 （武蔵野通研） 岩井　文彦 （富士通研）

幹　事

秋山　　稔 （東　大） 遠藤　興一 （富士通）

編　集 川又　　晃 （武蔵野通研） 小西　良弘 （ＮＨＫ）

幹　事 家入　勝吾 （ＮＨＫ） 垂井　康夫 （電総研）

中野　一造 （武蔵野通研） 森永　隆広 （武蔵野通研）

調　査 遠藤　敬二 （ＮＨＫ） 都丸　喜成 （電電公社）

幹　事

（在　 京） 池野　信一 （武蔵野通研） 猪瀬　　博 （東　大）

熊谷　伝六 （茨城通研） 林　　周一 （東　芝）

三輪　高明 （富士通） 秋丸　春夫 （武蔵野通研）

鵜瀞　知之 （武蔵野通研） 植之原道行 （日　電）

貝塚　　博 （日　電） 白根　禮吉 （電電公社）

（地　 方） 阿部善右衛門 （北　大） 池谷　和夫 （名　大）

稲場　文男 （東北大） 喜田村善一 （阪　大）

赤尾　保男 （名　大） 山本　　孝 （北陸通信局）

岡部　隆博 （静岡大） 46.10 三根　　久 （京　大）

大脇　健一 （富士通） 佐藤利三郎 （東北大）

栗原　俊彦 （九　大）

（会長指名） 尾関　雅則 （国　鉄） 喜連川　隆 （三菱電機）

畑　　和夫 （古河電工） 増沢　健郎 （沖電気）

湯原　仁夫 （電波研） 有賀　为一 （大日日本電線）

斎藤　　晃 （藤倉電線） 清水　　司 （早　大）

関口　存哉 （日　立） 中込　雪男 （ＫＤＤ）

北海道 鈴木　道雄 （北　大） 東　北 上領　香三 （東北大）

東　京 出川雄二郎 （日　電） 信　越 中久保卓治 （信越通信局）

北　陸 満保　正喜 （金沢大） 46.10 田中浩太郎 （信越通信局）

東　海 妻藤　達夫 （東海通信局） 関　西 板倉　清保 （阪　大）

中　国 川野　　董 （広島大） 四　国 家安　健三 （愛媛大）

九　州 鍋島　　敏 （熊本大）

技術委員 川上　正光 （東工大）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 喜安　善市 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和46年～47年（通常総会　46.5.15）



会　長 庄司　茂樹 （電電公社）

副会長 （在　京） 緒方　研二 （電電公社） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

（地　方） 池上　淳一 （京　大） 和田　正信 （東北大）

理　事 小口　文一 （電電公社） 柳井　久義 （東　大）

監　事 宇都宮敏男 （東　大） 高原　　靖 （武蔵野通研）

庶　務 末武　国弘 （東工大） 猪瀬　　博 （東　大）

幹　事 47.11 岸　　源也 （東工大）

会　計 岩井　文彦 （富士通研） 浜田　成高 （武蔵野通研）

幹　事

家入　勝吾 （ＮＨＫ） 垂井　康夫 （電総研）

編　集 中野　一造 （武蔵野通研） 森永　隆広 （武蔵野通研）

幹　事 菅野　卓雄 （東　大） 関口　　茂 （日　電）

野田　健一 （武蔵野通研） 柳沢　　健 （東工大）

調　査 都丸　喜成 （電電公社） 小西　一郎 （電電公社）

幹　事 48.1 小西　良弘 （ＮＨＫ）

（在　 京） 秋丸　春夫 （武蔵野通研） 鵜瀞　知之 （武蔵野通研）

植之原道行 （日　電） 貝塚　　博 （日　電）

白根　禮吉 （電電公社） 青木　昌治 （東　大）

池田　敏雄 （富士通） 小島　卓哉 （武蔵野通研）

駒宮　安男 （電総研） 島田　博一 （電電公社）

（地　 方） 赤尾　保男 （名　大） 大脇　健一 （富士通）

岡部　隆博 （静岡大） 栗原　俊彦 （九　大）

佐藤利三郎 （東北大） 阿部善右衛門 （北　大）

雨宮　好文 （名　大） 池谷　　寛 （九州通信局）

熊谷　信昭 （阪　大） 47.10 安浦亀之助 （九　大）

坂井　利之 （京　大）

（会長指名） 有賀　为一 （大日日本電線） 斎藤　　晃 （藤倉電線）

清水　　司 （早　大） 関口　存哉 （日　立）

中込　雪男 （ＫＤＤ） 蠣崎　賢治 （東　芝）

小池勇二郎 （松下技研） 中野　道夫 （東京電機大）

藤本　茂史 （沖電気） 湯原　仁夫 （電波研）

北海道 阿部善右衛門 （北　大） 東　北 谷池　　宏 （東北通信局）

東　京 尾佐竹　徇 （東　大） 信　越 石田　光夫 （信州大）

北　陸 永見初太郎 （金沢工大） 東　海 高尾　磐夫 （静岡大）

関　西 大脇　健一 （富士通研） 中　国 村山　好久 （中国通信局）

四　国 大泉　利通 （ＮＨＫ四国本部） 九　州 西川　儀春 （ＮＨＫ九州本部）

47.8 小口　利夫 （ＮＨＫ四国本部）

技術委員 川上　正光 （横浜国大）

会委員長 48.4 岡村　總吾 （東　大）

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 喜安　善市 （岩崎通信機）

47.8 川上　正光 （横浜国大）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和47年～48年（通常総会　47.5.13）



会　長 新川　　浩 （ＫＤＤ）

副会長 （在　京） 大島信太郎 （ＫＤＤ） 斎藤　成文 （東大生研）

（地　方） 和田　正信 （東北大） 牧本　利夫 （阪　大）

理　事 柳井　久義 （東　大） 山本　　孝 （電電公社）

監　事 高原　　靖 （武蔵野通研） 榎本　　肇 （東工大）

庶　務 岸　　源也 （東工大） 神宮司　順 （電電公社）

幹　事

会　計 浜田　成高 （武蔵野通研） 中込　雪男 （ＫＤＤ）

幹　事

菅野　卓雄 （東　大） 関口　　茂 （日　電）

編　集 野田　健一 （武蔵野通研） 柳沢　　健 （東工大）

幹　事 石井　　治 （電総研） 村上　　治 （電電公社）

吉田　庄司 （電電公社） 49.2 大越　孝敬 （東　大）

渡部　　和 （日　電）

調　査 小西　良弘 （ＮＨＫ） 白根　禮吉 （電電公社）

幹　事

（在　 京） 青木　昌治 （東　大） 池田　敏雄 （富士通）

小島　卓哉 （武蔵野通研） 駒宮　安男 （電総研）

島田　博一 （電電公社） 伊藤　糾次 （早　大）

飯島　泰蔵 （東工大） 太田　正光 （武蔵野通研）

興　寛次郎 （電電公社） 花輪幸四郎 （武蔵野通研）

（地　 方） 阿部善右衛門 （北　大） 雨宮　好文 （名　大）

熊谷　信昭 （阪　大） 坂井　利之 （京　大）

安浦亀之助 （九　大） 伊佐　　進 （北海道通信局）

入江富士男 （九　大） 49.1 滑川　敏彦 （阪　大）

西澤　潤一 （東北大） 高木　俊宜 （京　大）

虫明　康人 （東北大）

（会長指名） 蠣崎　賢治 （東　芝） 小池勇二郎 （松下技研）

中野　道夫 （東京電機大） 藤本　茂史 （沖電気）

湯原　仁夫 （電波研） 神谷　輝男 （日　立）

喜連川　隆 （三菱電機） 小松　改造 （住友電工）

藤田　廣一 （慶　大） 米山　仁英 （国　鉄）

北海道 福岡　醇一 （北　大） 東　北 佐藤利三郎 （東北大）

東　京 三宅　正男 （電電公社） 信　越 飯村　亮三 （富士通）

北　陸 工藤理一郎 （北陸通信局） 東　海 赤尾　保男 （名　大）

49.2 三城　勝彦 （北陸通信局） 関　西 高木　　亨 （京都工繊大）

中　国 川原田安夫 （中国通信局） 四　国 渡辺　三郎 （四国電波監理局）

49.1 川野　　董 （広島大） 48.9 上田　義矩 （四国電波監理局）

九　州 大野　克郎 （九　大）

技術委員 岡村　總吾 （東　大）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 川上　正光 （横浜国大）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和48年～49年（通常総会　48.5.12）



会　長 尾佐竹　徇 （東　大）

副会長 （在　京） 斎藤　成文 （東大生研） 西巻　正郎 （東工大）

（地　方） 牧本　利夫 （阪　大） 佐藤利三郎 （東北大）

理　事 山本　　孝 （電電公社） 駒宮　安男 （電総研）

監　事 榎本　　肇 （東工大） 猪瀬　　博 （東　大）

庶　務 神宮司　順 （電電公社） 永井　　淳 （東　芝）

幹　事

会　計 中込　雪男 （ＫＤＤ） 秋丸　春夫 （武蔵野通研）

幹　事

石井　　治 （電総研） 大越　孝敬 （東　大）

編　集 吉田　庄司 （電電公社） 渡部　　和 （日　電）

幹　事 井上　誠一 （ＫＤＤ） 宇田　　宏 （ＮＡＳＤＡ）

大森　　喬 （武蔵野通研） 末松　安晴 （東工大）

調　査 白根　禮吉 （電電公社） 川嶋　将男 （富士通研）

幹　事

（在　 京） 伊藤　糾次 （早　大） 飯島　泰蔵 （東工大）

太田　正光 （武蔵野通研） 興　寛次郎 （電電公社）

花輪幸四郎 （武蔵野通研） 池上　文夫 （横須賀通研）

岩井　文彦 （富士通研） 50.4 安達　芳夫 （東　大）

土井　博之 （電電公社） 小西　良弘 （ＮＨＫ）

西野　博二 （電総研）

（地　 方） 入江富士男 （九　大） 高木　俊宜 （京　大）

滑川　敏彦 （阪　大） 西澤　潤一 （東北大）

虫明　康人 （東北大） 岩崎　俊一 （東北大）

大野　克郎 （九　大） 草部　宏成 （鹿児島大）

滝山　　敬 （同志社大） 藤井　忠邦 （静岡大）

（会長指名） 神谷　輝男 （日　立） 喜連川　隆 （三菱電機）

小松　改造 （住友電工） 藤田　廣一 （慶　大）

米山　仁英 （国　鉄） 阿部善右衛門 （北　大）

青井　三郎 （沖電気） 畑　　和夫 （古河電工）

森定　　温 （大日日本電線） 吉村　正道 （藤倉電線）

北海道 植田　義明 （北海道通信局） 東　北 藤田　史郎 （東北通信局）

東　京 染谷　　勲 （日　電） 信　越 小西　一郎 （信越通信局）

北　陸 武部　　幹 （金沢大） 49.11 土屋　英俊 （信州大）

東　海 赤尾　保男 （名　大） 関　西 佐々木　正 （シャープ）

中　国 川野　　董 （広島大） 四　国 鈴木　　清 （四国通信局）

九　州 藤井　亮一 （九州電力） 50.1 原田阿久利 （四国通信局）

技術委員 岡村　總吾 （東　大）

会委員長 50.4 斎藤　成文 （東大生研）

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 川上　正光 （東工大）

49.6 西巻　正郎 （東工大）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和49年～50年（通常総会　49.5.11）



会　長 北原　安定 （電電公社）

副会長 （在　京） 西巻　正郎 （千葉大） 瀧　　保夫 （東　大）

（地　方） 佐藤利三郎 （東北大） 尾崎　　弘 （阪　大）

理　事 駒宮　安男 （電総研） 山内　正彌 （電電公社）

監　事 猪瀬　　博 （東　大） 重井　芳治 （横須賀通研）

庶　務 永井　　淳 （東　芝） 関口　利男 （東工大）

幹　事

会　計 秋丸　春夫 （武蔵野通研） 雁部　頴一 （電通大）

幹　事

井上　誠一 （ＫＤＤ） 宇田　　宏 （ＮＡＳＤＡ）

編　集 大森　　喬 （武蔵野通研） 末松　安晴 （東工大）

幹　事 当麻　喜弘 （東工大） 葉原　耕平 （電電公社）

堀内　和夫 （早　大） 宮内　一洋 （横須賀通研）

調　査 川嶋　将男 （富士通研） 神保　健二 （電電公社）

幹　事 51.1 野村　民也 （東大宇航研）

（在　 京） 安達　芳夫 （東　大） 岩井　文彦 （富士通研）

小西　良弘 （ＮＨＫ） 土井　博之 （電電公社）

西野　博二 （電総研） 植之原道行 （日　電）

榎本　　肇 （東工大） 遠藤　一郎 （電通大）

中込　雪男 （ＫＤＤ） 森永　隆広 （武蔵野通研）

（地　 方） 岩崎　俊一 （東北大） 大野　克郎 （九　大）

草部　宏成 （鹿児島大） 滝山　　敬 （同志社大）

藤井　忠邦 （静岡大） 雨宮　好文 （名　大）

稲場　文男 （東北大） 水口　　一 （茨城通研）

城戸　健一 （東北大） 51.1 土屋　英俊 （信州大）

坂井　利之 （京　大）

（会長指名） 阿部善右衛門 （北　大） 青井　三郎 （沖電気）

畑　　和夫 （古河電工） 森定　　温 （大日日本電線）

吉村　正道 （藤倉電線） 伊佐　　進 （日　立）

城阪　俊吉 （松下電器） 妻藤　達夫 （住友電工）

藤田　廣一 （慶　大） 湯原　仁夫 （電波研）

北海道 吉本　千禎 （北　大） 東　北 柴山　乾夫 （東北大）

東　京 緒方　研二 （電電公社） 信　越 土屋　英俊 （信州大）

北　陸 原　　健一 （富山大） 東　海 平沢　誠啓 （東海通信局）

関　西 池上　淳一 （京　大） 中　国 岩崎　昇三 （中国通信局）

四　国 多田　　修 （徳島大） 九　州 清水　俊之 （九工大）

技術委員 斎藤　成文 （東大生研）

会委員長

規格調査 高木　　昇 （日　大）

会委員長

編集長 西巻　正郎 （千葉大）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和50年～51年（通常総会　50.5.10）


