
第４６回 

電波研・通信総研・情通機構 

親ぼく会総会 

 
日 時  平成３０年１０月１６日（火）１７：００～ 

 

会 場  情報通信研究機構 研究本館４階国際会議室 

 

議事次第 

 

 ・開 会 

・会長挨拶   

・役員選任 

 ・会計報告 

 ・叙勲、表彰紹介等 

 ・閉 会 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ご案内） 

 ○ クロークはありませんので、手荷物は懇親会場内にお持ちください。

○ お帰りの際はお間違いのないようお願いします。 

 ○ 記念撮影は、総会終了後に行います。 

 ○ 懇親会は、研究交流センター１階において 18:00 から行います。 

 〇 写真は次のＵＲＬにアップロード(H30.11.1～H30.11.30)します。 

http://30d.jp/nict2018isg/2  アルバムのタイトル「2018 親ぼく会」

合い言葉「親ぼく会」 

郵送希望の方は、実費(500 円)でお送りいたしますので、受付で申し込

んでください。 
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2018年10月12日

（単位：円）

44回繰越金（248,136.-）

４５回総会繰越金 221,439

  

第45回総会会費（71名） 426,000 同窓会本舗支払 426,000

　 　

往復はがき購入 161,200

宛名ラベル用紙等事務用品 3,248

第４６回親ぼく会会計報告

（会計期間　平成29年10月19日～平成30年10月12日）

収入 支出

 ２

幹事会茶菓（8回分） 912

懇親会費用（第46回） 10,667

合計 647,439 602,027

繰越金 45,412

 ２



１　春秋叙勲・褒章
氏名 勲章区分

井筒　雅之 瑞宝小綬章

２　表彰
氏名 受賞名 団体名 受賞年月日

今井　弘二 感謝状（五六市貢献賞） 一般社団法人枚方宿くわらんか五六市 2017/7/9

児島　史秀 IEEE standard 802.15.10
TM
-2017 IEEE Standard Association 2017/7/12

丁 塵辰 Best Paper Award
Pacific Association for
Computational Linguistics

2017/8/18

内山　将夫 Best Paper Award
Pacific Association for
Computational Linguistics

2017/8/18

隅田　英一郎 Best Paper Award
Pacific Association for
Computational Linguistics

2017/8/18

江村　恵太 IWSEC2017 Best Paper Award IWSEC 2017 Organizing Committee 2017/8/31

原　紳介 RFIT Award
2017 IEEE International Symposium
on Radio-Frequency Integration
Technology

2017/8/31

渡邊　聡一 RFIT Award
2017 IEEE International Symposium
on Radio-Frequency Integration
Technology

2017/8/31

関根 徳彦 RFIT Award
2017 IEEE International Symposium
on Radio-Frequency Integration
Technology

2017/8/31

笠松  章史 RFIT Award
2017 IEEE International Symposium
on Radio-Frequency Integration
Technology

2017/8/31

葦苅　豊 第15回産学官連携功労者表彰　総務大臣賞 内閣府 2017/9/1

西田　知史
第1回ヒト脳イメージング研究会　研究奨励
賞

ヒト脳イメージング研究会 2017/9/2

田中　敏子
第1回ヒト脳イメージング研究会　研究奨励
賞

ヒト脳イメージング研究会 2017/9/2

宮嶋　茂之
第42回(2017年春季）応用物理学会講演奨励
賞

公益財団法人応用物理学会 2017/9/5

Man Hoi Wong
平成28年電子・情報・システム部門研究会
優秀論文発表賞

一般社団法人電気学会 2017/9/7

Ved Prasad Kaf活動功労賞
一般社団法人電子情報通信学会　通信
ソサイエティ

2017/9/13

諸橋　功 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

入交　芳久 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

坂本　高秀 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

關根　德彦 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

笠松  章史 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

受賞年月日

平成２９年１１月３日　平成２９年秋の叙勲

叙勲・褒章・表彰等一覧



寳迫　巌 エレクトロ二クスレター論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスソサイエティ

2017/9/13

廣田　悠介 活動功労賞
一般社団法人　電子情報通信学会　通
信ソサイエティ

2017/9/13

地引　昌弘
電子情報通信学会 通信ソサイエティ　活動
功労賞

電子情報通信学会　通信ソサイエティ 2017/9/13

佐藤　知紘 2017年度日本大気化学会奨励賞 日本大気化学会 2017/10/3

水野　麻弥 Best Scientific Contribution Schmid & Partner Engineering AG 2017/10/6

寺西　裕一 DPSWS2017 優秀論文賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/10/12

木全　崇 DPSWS2017 優秀論文賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/10/12

山中　広明 DPSWS2017 優秀論文賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/10/12

河合　栄治 DPSWS2017 優秀論文賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/10/12

原井　洋明 DPSWS2017 優秀論文賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/10/12

濵田　リラ
平成29年度経済産業省国際標準化奨励者表彰
産業技術環境局長賞

経済産業省 2017/10/23

津田　侑 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

金谷　延幸 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

丑丸 逸人 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

高野　祐輝 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

三浦　良介 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

宮地　利幸 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

衛藤　将史 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

中尾　康二 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

遠峰　隆史 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

牧田　大佑 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

神宮　真人 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

安田　真悟 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

太田　悟史 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

井上　大介 MWS2017 ベストプラクティカル研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24



江村　恵太 PWS2017優秀論文賞 一般社団法人　情報処理学会 2017/10/24

天野　薫 平成29年度（第7回）RIEC Award
一般財団法人電気通信工学振興会、
RIEC Award授賞委員会

2017/10/31

寺西　裕一 DPSWS2017 優秀プレゼンテーション賞
情報処理学会　マルチメディア通信と
分散処理ワークショップ　アワード委
員会

2017/11/1

地引　昌弘 関東地方発明表彰　発明奨励賞 公益社団法人　発明協会 2017/11/2

Rademacher GeoITG-Preis2017
Informationstechnische
Gesellschaft im VDE(ITG)

2017/11/27

隅田　英一郎 情報処理学会論文誌ジャーナル特選論文
一般社団法人情報処理学会　論文誌
ジャーナル編集委員会

2017/12/15

今井　弘二 感謝状 御殿山渚商店会 2017/12/17

李　還幇
IEEE-SA Standards Board acknowledges
with appreciation

IEEE Standards Association 2018/2/7

李　鯤
第10回医用生体電磁気学シンポジウム学会発
表賞

医用生体電磁気学研究会 2018/3/1

園田　道夫 第14回情報セキュリティ文化賞
情報セキュリティ文化賞審査委員会委
員長・情報セキュリティ大学院大学

2018/3/7

藤原　一毅 山下記念研究賞 一般社団法人情報処理学会 2018/3/13

江村　恵太 2017年度山下記念研究賞 一般社団法人　情報処理学会 2018/3/13

阿部　侑真
電子情報通信学会 2017年安全・安心な生活
とICT研究会　優秀研究賞

一般社団法人　電子情報通信学会　安
全・安心な生活とICT研究専門研究技
術員委員会

2018/3/21

岡田　和則　  
電子情報通信学会 2017年安全・安心な生活
とICT研究会　優秀研究賞

一般社団法人　電子情報通信学会　安
全・安心な生活とICT研究専門研究技
術員委員会

2018/3/21

大川　貢
電子情報通信学会 2017年安全・安心な生活
とICT研究会　優秀研究賞

一般社団法人　電子情報通信学会　安
全・安心な生活とICT研究専門研究技
術員委員会

2018/3/21

三浦　周
電子情報通信学会 2017年安全・安心な生活
とICT研究会　優秀研究賞

一般社団法人　電子情報通信学会　安
全・安心な生活とICT研究専門研究技
術員委員会

2018/3/21

豊嶋　守生
電子情報通信学会 2017年安全・安心な生活
とICT研究会　優秀研究賞

一般社団法人　電子情報通信学会　安
全・安心な生活とICT研究専門研究技
術員委員会

2018/3/21

チャカロタイ　2017年度一般部門　優秀論文発表賞
一般社団法人　電子情報通信学会　エ
レクトロニクスシミュレーション研究
会

2018/3/21

張　兵 活性化功労賞
一般社団法人　電子情報通信学会　無
線電力伝送研究専門委員会

2018/3/23

細川　瑞彦 第63回前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 2018/4/10

井上　大介 第63回前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 2018/4/10

鈴木　宏栄 第63回前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 2018/4/10

津田　侑 第63回前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 2018/4/10

高木 彌一郎 第63回前島密賞 公益財団法人　通信文化協会 2018/4/10

今井　弘二 感謝状 波佐見陶器まつり協会 2018/5/21



児島　史秀 WSN-IOT AWARD 2018 優秀賞 YRP研究開発推進協会 WSN協議会 2018/5/23

涌波　光喜 HODIC鈴木・岡田記念賞（技術部門奨励賞）
一般社団法人　日本光学会　ホログラ
フィック・ディスプレイ研究会

2018/5/25

Hozumi KornyanURSI AT-RASC 2018 Young Scientists Award URSI AT-RASC 2018 2018/5/29

大友　明　　　映像情報メディア未来賞　フロンティア賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 2018/5/30

山田　俊樹 映像情報メディア未来賞　フロンティア賞 一般社団法人　映像情報メディア学会 2018/5/30

児島　史秀 電子情報通信学会　業績賞 一般社団法人　電子情報通信学会 2018/6/7

児島  正一郎 アンテナ・伝搬研究専門委員会優秀論文賞
一般社団法人　電子情報通信学会
アンテナ・伝搬研究専門委員会

2018/6/21

張間　勝茂 功労賞
一般社団法人　電子情報通信学会
アンテナ・伝搬研究専門委員会

2018/6/22

大堂　雅之　　第２９回電波功績賞 一般社団法人電波産業会 2018/6/27

佐々木　謙介
ヘルスケア・医療情報通信技術研究賞　優秀
研究賞

一般社団法人電子情報通信学会　ヘル
スケア・医療情報通信技術研究専門委
員会

2018/7/5

和氣　加奈子
ヘルスケア・医療情報通信技術研究賞　優秀
研究賞

一般社団法人電子情報通信学会　ヘル
スケア・医療情報通信技術研究専門委
員会

2018/7/5

渡邊　聡一
ヘルスケア・医療情報通信技術研究賞　優秀
研究賞

一般社団法人電子情報通信学会　ヘル
スケア・医療情報通信技術研究専門委
員会

2018/7/5

井上　振一郎 フジサンケイ ビジネスアイ賞 先端技術大賞 フジサンケイ　ビジネスアイ 2018/7/11

川崎　耀 通信方式研究会奨励賞
一般社団法人電子情報通信学会　通信
方式研究専門委員会

2018/7/12

伊沢　亮一
Best Paper Award(The 13th Asia Joint
Conference on Information Security)

AsiaJCIS 2018 Technical Program
Committee

2018/8/8

班　涛
Best Paper Award(The 13th Asia Joint
Conference on Information Security)

AsiaJCIS 2018 Technical Program
Committee

2018/8/8

井上　大介
Best Paper Award(The 13th Asia Joint
Conference on Information Security)

AsiaJCIS 2018 Technical Program
Committee

2018/8/8
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2018.9.30

理事長 理事長 徳田　英幸

理事 総務系理事 田尻　信行

企画系理事 岡野　直樹

研究系理事 富田　二三彦

研究系理事 細川　瑞彦

研究系理事 門脇　直人

監事 監事 徳永　誠司

監事（非常勤） 土井　美和子

執行役 執行役 野崎　雅稔

執行役 矢野　博之

部長 総務部長 武居　孝

財務部長 富尾　信司

経営企画部長 安井　元昭

広報部長 中島　睦晴

研究所長等 電磁波研究所長 平　和昌

ワイヤレスネットワーク総合研究センター長 浜口　清

ネットワークシステム研究所長 和田　尚也

ユニバーサルコミュニケーション研究所長 木俵　豊

脳情報通信融合研究センター長 柳田　敏雄

先進的音声翻訳研究開発推進センター長 木俵　豊

サイバーセキュリティ研究所 宮崎　哲弥

未来ICT研究所長 寶迫　巌

オープンイノベーション推進本部長 野崎　雅稔

ソーシャルイノベーションユニット長 矢野　博之

戦略的プログラムオフィス長 矢野　博之

総合テストベッド研究開発推進センター長 原井　洋明

ナショナルサイバートレーニングセンター長 園田　道夫

知能科学融合研究開発推進センター 木俵　豊

耐災害ICT研究センター長 鈴木　陽一

統合ビッグデータ研究センター長 是津　耕司

テラヘルツ研究センター長 寶迫　巌

部門長 イノベーション推進部門長 小出　孝治

グローバル推進部門長 中西　悦子

デプロイメント推進部門長 菱田　光洋

情報通信研究機構幹部名簿
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⽒ 名 御逝去年⽉⽇
宮崎 浩 H28.6

⽥尾 ⼀彦 H29.6.27

安⽥ 嘉之 H29.11.7

新保 礼次 H29.11.8

村主 ⾏康 H30.1.9

⽔津 武 H30.1.22

有⼭ 眞平 H30.2.21

三⽊ 千紘 H30.3

⼩関 幸⼀ H30.3

⼩林 哲 H30.4.21

⾼橋 鐐⼆ H30.5.3

浦島 清 H30.6.18

澤路 和明 H30.6.30

能登 治 H30.7.23

昨年の総会以降、ご連絡のあった⽅です。

御 逝 去 者
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