
2011 年 11 月 12 日 

2011 年 IEEE 広島支部第 4 回理事会議案書 

 
日時: 2011 年 11 月 12 日(土) 11:00〜12:00 
場所: 広島大学 法学部・経済学部 B152 講義室 
参加者（議決権保有者数）：13 名 

堀田、舟阪、田岡、大久保、上土井、田村、福嶋、山本、 
平川、紀和、近藤、山本透 
（委任状：市村） 

 
議題 
 

1. 2012 年度支部活動計画について   ［資料 1-1］ 

 

2. HISS の問題点と改善案    ［資料 1-2］ 

 
3. 2011 年支部活動状況報告   ［資料 1-3］ 

 

田岡庶務幹事が説明し、確認した。後日、急を要する案件があれば、総会前後でメール審議等

で理事会を開催する案が出た。 

田岡庶務幹事が資料 1-1「2012 年度支部活動計画」について説明し、活動内容を確認した。後

日、3 月までの理事会で、次の役員選挙の担当委員と HISS の実行委員募集について決定する

必要があるという意見が出てメールにて報告した。 

田岡庶務幹事が資料 1-1「2012 年度支部活動計画」について説明し、以下の意見等があった。 

分野の細目について：以下のような変更する。 

分野 細目 

電気  電力工学、電気機器工学、パワーエレクトロニクス、ロボティクス、計測・制御、 

電磁波工学、電波工学、光波工学、環境電磁工学、超伝導工学、その他 

電子  半導体工学、ナノデバイス、LSI、物性工学、物性関連シミュレーション、 

電子材料工学、その他 

通信  通信工学、ネットワーク、デジタル信号処理、P2P、その他 

情報  ソフトウェア、ハードウェア、画像処理、コンピュータグラフィックス、パターン認識、 

論理回路、論理設計、メディア情報、信頼性工学、その他 

基礎  数学、その他 

その他 

第 1 回実行委員会の開催時期について：4 年生は研究室に配属されて間もないので早く開催するこ

とは難しい。5 月下旬が良いだろう。 

ポスターについて：用途を絞って作成すると良い。 

上記について、次回の HISS 実行委員に提案する。 



4. 2011 年支部会計中間報告   ［資料 1-4］ 

 

5. 2012 年度支部総会開催日時について 
例年の日程では 1 月 23 日（月） 
1 月 16,18,19,20,25,26,27,31 以外。 
総会後の講演会の講演者のご都合で決定する必要がある。 
12 月初旬を目処に決定。 

 
6. 第 13 回 HISS の予算状況と決算について 

 

7. 第 14 回，15 回 HISS 開催地について 
2000 年からの開催場所と開催地一覧 

 

第１回（2000 年）：広島県立総合体育館（広島市） 

第２回（2001 年）：広島市基町高等学校（広島市） 

第３回（2001 年）：中国電力本社（広島市） 

第４回（2002 年）：山口県スポーツ文化センター（山口市） 

第５回（2003 年）：広島大学付属中高等学校（広島市） 

第６回（2004 年）：松江市テクノアークしまね（松江市） 

第７回（2005 年）：岡山大学工学部（岡山市） 

第８回（2006 年）：広島市立大学（広島市） 

第９回（2007 年）：鳥取大学（鳥取市） 

第 10 回（2008 年）：広島市立大学，広島県産業会館（広島市） 

第 11 回（2009 年）：山口大学工学部（宇部市） 

第 12 回（2010 年）：島根大学（松江市） 

第 13 回（2011 年）：広島大学（東広島市） 

第 14 回（2012 年）：岡山県立大学（総社市） 

 

第14回は岡山県立大学で開催することを確認した。また第15回は鳥取か広島で開催すると良いという

意見があった。 

田岡庶務幹事が、未確定な部分はあるが、予算が不足することはないと報告した。 

1 月 16,18,19,20,25,26,27,31 以外の日程で調整することを確認した。 

「Section Congress 旅費」が会議参加費に分類されているが支部事業費でもよいという意見が

あった。講演者の謝金に対する源泉徴収について、JC 理事会等で他の支部での対処方法に関す

る情報を収集することになった。 



【資料 1-1】 
 

IEEE 広島支部 2012 年事業計画（案） 

 

（1） 総会 

2012 年 1 月 xx 日（x）（於 ガーデンパレス広島など） 

・2011 年度事業報告及び会計報告 

・2012 年度事業計画及び予算案 

・2011 年度 SMC セクションチャプター報告 

・第 13 回広島支部学生シンポジウム HISS 各賞表彰 

・その他 

 

（2） 2012 年事業計画 

 ・特別講演会（総会終了後）1 回 

 ・講演会・座談会などの意見交換会 2 回 

 ・IEEE 広島支部学生シンポジウム（HISS）1 回 

 ・IEEE 広島支部 Committee 活動の充実 

 

（3） 理事会 

 ・第 1 回 活動計画，Committee 活動について 他（3 月ごろ） 

 候補地：広島市、島根県、鳥取県 

 ・第 2 回 学生シンポジウムの準備，Committee 活動について 他（5～６月開催） 

 候補地：（HISS 実行委員会と同時に）岡山県立大学 

 ・第 3 回 学生シンポジウムの準備，Committee 活動について 他（9 月開催） 

 候補地：島根県、鳥取県 

  ・第 4 回 役員選挙について 他（11 月 HISS 開催期間中に開催予定） 

 開催地：岡山県立大学 

 

（4） その他 

 ・関連学会開催に関する協賛・後援活動 



【資料 1-2】 
 

HISS の問題点と改善案 

文責：田岡 

 

 簡素化を図る。 

 事前審査を査読だけにする。そのため、投稿論文を充実させる必要があるので、「800 字程度」から「800

字以上で１～４ページ」に変更。 

 分野と細目に違和感のあるところがある。以下の分類を見直す必要がある。 

分野 細目 

電気  電力工学、電気機器工学、パワーエレクトロニクス、ロボティクス、電磁波工学、 

超伝導工学、その他 

電子  半導体工学、ナノデバイス、LSI、個体物質量子物質性工学、電子工学、電子材料工学、 

その他 

通信  通信工学、電波工学、光波工学、環境電磁工学、ネットワーク、デジタル信号処理、 

その他 

情報  ソフトウェア、ハードウェア、画像処理、コンピュータグラフィックス、パターン認識、 

論理回路、論理設計、メディア情報、信頼性工学、その他 

基礎  数学、物性関係（シミュレーション）, その他 

その他 

 投稿時に細目を指定してもらうようにする。査読者にも細目を選んでもらい、査読割り当てをしやすくす

る。 

 査読結果として、採録、条件付採録、不採録から選ぶようになっているが、条件付採録を廃止して、採

録～不採録を 5 段階程度に分けて選ぶようにする。 

 査読結果を役員・理事でチェックする。難しい判断が必要な場合、例えば不採録と採録が分かれた場

合に学生では判断できないから。 

 引継ぎを徹底する。 

 縦割り運営になっているので、情報共有を徹底する。 

 HISS 実行委員にできる限り発表することを促す。 

 HISS開催で仕事がある実行委員、その数を10月上旬ごろに決定し、実行委員として参加する者を必要

数にする。旅費削減などのため。 

 6 月に第 1 回実行委員会をするのは遅い。7 月下旬に投稿締め切りなので。 

 ポスターは必要？締め切り後にできるので。 

 企業プレゼンテーションはタイムテーブル（セッション表）に記載しているが、過去数回では実際は行わ

れなかった。



【資料 1-3】 

IEEE 広島支部 2011 年活動状況報告 

I. 総会 
2011 年 1 月 24 日（月）（於 ガーデンパレス広島）         [開催済] 

II. 事業 

 II-1) 講演会 

a. 主催講演会 
a-1) 特別講演会(1/24 総会終了後)           [開催済] 

題目：「ベンチャーキャピタルによるイノベーション支援」 
     講演者：村上 輝好氏 （㈱東京大学エッジキャピタル） 

   a-2) 学生向け講演会(5/28) 於 広島大学東広島キャンパス     [開催済] 
総合演題：「学生シンポジウム開催にあたって」 
題目：「IEEE 広島支部学生シンポジウムの概略」 
講演者：堀田 昌志 氏（山口大学） 

題目：「IEEE 広島支部学生シンポジウムに望むこと」 
講演者：神成 直輝 氏（日本電気株式会社） 

   a-3) 講演会(6/10) 於 岡山大学                 [開催済] 
題目：「テラヘルツ領域のプラズモニック結晶・メタマテリアル」 

     講演者：宮丸 文章 氏 (信州大学) 
   a-4) 講演会(9 月初旬) 於 山口大学常盤キャンパス        [開催済] 
     題目：「アシュアランスネットワーク設計原理の確率に向けて」 

講演者：角田 良明 氏(広島市立大学) 

  b. 共催・後援・協賛講演会，国際会議など 

b-1) 共催講演会（1/20） 於 海峡メッセ下関           [開催済] 
主催：IEICE コンカレント工学研究会 
題目：「エレベータ運行計画問題への最適性/実用性を目指す二つのアプローチ」 
講演者：稲元 勉氏（神戸大学） 

   b-2) 共催講演演会(11/16) 於 岡山大学自然科学研究棟大講義室       [開催済] 
『第 43 回通信ネットワーク工学科特別講演会(岡山大学) 』 

     主催：岡山大学 
     題目：「つなぎ続ける高信頼ネットワークの技術」 
     講演者：上田清志氏（NTT ネットワークサービスシステム研究所） 

b-3) 協賛国際会議(2011.4.26-29)                        [開催済] 
International Conference on Information Science and Applications (ICISA2011)) 

b-4) 協賛国際会議(2011.6.30-7.1)                         [開催済] 
International Workshop on Assurance in Distributed Systems and Network 
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( ADSN2011) 

   b-5) 後援セミナー(9/16) 於 広島大学工学部講義棟(B1 棟)102 講義室   [開催済] 
『第 9 回広島画像情報学セミナー』 
講演者：木村昭悟(NTT コミュニケーション科学基礎研究所) 
題目：「多変量解析の一般化とその画像/映像認識への応用」 
講演者：堀田一弘(名城大学) 
題目：「適応的なパターン認識法および異分野への応用」 

b-6) 電子情報通信学会中国支部学生会イベントの後援       [開催済] 
「学生ケータイあわ～ど 2011」 

 II-2) 第 13 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム(HISS)(2011.11.12-13)  [開催済] 
於 広島大学東広島キャンパス 

III. 理事会 
III-1) 第 1 回(4/1)@広島市 活動計画，Committee Chair の選出について等  [開催済] 
III-2) 第 2 回(6/10)＠岡山市 Committee 活動，学生シンポジウムの準備，功績賞，支部設立日

の公告について等                    [開催済] 
III-3) 第 3 回(9/3)@宇部市 会員支援，支部活動活性化，学生シンポジウムの準備について等       

[開催済] 
III-4) 第 4 回(11/12)@東広島市 支部活動活性化と次年度活動計画策定について等           

[開催済] 
 
 IV. その他 

IV-1) 広島支部 Committee Chair 

 Award Committee Chair：平川正人（島根大学） 

 Fellow Committee Chair：堀田昌志（山口大学） 

 Student Activity Committee Chair：山本透（広島大学） 

 Membership Development Committee Chair：福嶋丈浩（岡山県立大学） 

 Chapter Promotion Committee Chair：大久保賢祐（岡山県立大学） 

 Industry Relation Committee Chair：山本真義（島根大学） 

 Women in Engineering Committee Chair：上土井陽子（広島市立大学） 

IV-2) 関連学会開催の講演会等への協賛・講演活動               [II-1-b 項参照] 

IV-3) IEEE 広島支部学生シンポジウム(HISS)の他支部との連携 

福岡支部より学生実行委員を 2 名派遣頂いている。 

IV-4) HISS Support Club 設立 

今後の HISS 運営にあたりアドバイスや運営相談を行う組織を設立。構成員は HISS の歴代実

行委員長を予定している。現在，組織作りの準備を行っている。なお，HISS Support Club 設

立初年度と言う事で，学生シンポジウムの第 1 回実行委員会に初代実行委員長を招き，学生向

け講演会を行った。今後も同様の活動は順次行っていきたい。 
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【資料 1-4】 
2011 年 IEEE 広島支部会計中間報告（2011 年 11 月 11 日現在） 

    

【収入】   （単位：円） 

項目 予算 実績 備考 

繰越金 1,107,420 1,107,420   

Section Assessment 735,012 639,302 US$8,010.03  

Section Rebate 365,754 301,973 US$3,927.35  

利息 0 159   

JC Section 支援費 0 400,000 HISS 運営補助支援 

Section Congress 補助   94,562 US$1,270.00  

        

合計 2,208,186 2,543,416   

    

【支出】   （単位：円） 

項目 予算 実績 備考 

Section Assessment 735,012 638,672 JC へ上納（手数料 630 円） 

総会及び理事会開催費 50,000 42,752   

講演会開催費（謝金・交通費） 100,000 185,320 村上様,神成様,宮丸先生,角田先生 

HISS 運営補助支援費 500,000 800,000   

会議参加費 50,000 254,167 Section Congress 旅費(舟阪先生) 

支部事業費 100,000 26,000 学生支援等 

郵送費 10,000 0   

雑費（事務用品、銀行手数料） 50,000 11,740   

        

予備費 613,174 584,765 預金残額 

        

合計 2,208,186 2,543,416   

    

【今後の収入・支出(予定)】   （単位：円） 

項目 収入 支出 備考 

支部事業費   3,800 HISS 学生委員表彰状 

支部事業費   2,100 HISS 学生委員副賞(図書カード) 

郵送費   2,000 HISS 報告書(JC) 

雑費（事務用品、銀行手数料）   5,000   

学生会員奨励事業費   50,000   

        

        

合計 0 62,900   



【資料 1-5】 
 
HISS 決算状況（まだありません） 
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安村幸夫 氏 （郵便事業株式会社 渉外広報部長） 
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11 月 21 日(金)  於 広島市立大学 
午前  第 10 回記念論文賞授賞式（新設） 



第 10 回記念論文賞受賞論文プレゼンテーション（新設） 
    午後 ・特別基調講演（新設） 

講演者： 井上友二 氏（（社）情報通信技術委員会理事長） 
題 目：「国際標準化の世界と日本のこれから進むべき道 ＝グロー

バルはもう古い！ 新しいパラダイム"地域化"でアジア連携を＝」 

  ・パネルディスカッション（新設） 2 件 
   １）HISS が与える地域活性化 
   ２）HISS の過去と未来について 

11 月 22 日（土） 於 広島産業会館西展示館 
 基調講演 「次世代 PHS 技術について（仮）」 
 テクニカルプレゼンテーション 
 研究室・企業展示 

11 月 23 日（日） 於 広島産業会館西展示館 
 パネルディスカッション「未来の自動車の姿（仮）」 
 テクニカルプレゼンテーション 
 研究室・企業展示 
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 ・第 4 回(10 月 18 日) 次期役員選挙について 他  [開催予定] 
 

 


