２０１９年度

パワーエレクトロニクス学会

１．日

時

：平成３１年４月１３日（土）

２．場

所

：中央電気倶楽部

第１回評議員会議事

１１：００〜１２：００

213 室

（〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2 丁目 1 番 25 号）
３．議

題（議題に続く名前は担当評議員：敬称略）

1. 前回議事録確認（平成 30 年度幹事）
2. 総会資料の確認（特別評議員会審議内容からの変更点について）
3. 総会進行の確認
4. ２２７回定例研究会（４月）の確認（平成 30 年度幹事）
5. ２２８回定例研究会（６月）の計画報告（米森、玉井、服部、西田）
6. その他
４．配付資料
No. 1

平成３０年度特別評議員会議事録（案）

資料 No. なし

２０１９年度パワーエレクトロニクス学会総会議事次第

総会資料 No. 1

平成３０年度事業報告案

総会資料 No. 2

平成３０年度決算報告案

総会資料 No. 3

平成３０年度専門講習会決算報告案

総会資料 No. 4

平成３０年度監査報告

総会資料 No. 5

２０１９年度役員体制案

総会資料 No. 6

２０１９年度事業計画案

総会資料 No. 7

２０１９年度見学会計画案

総会資料 No. 8

２０１９年度予算案

No. 3

パワーエレクトロニクス学会総会議事進行案

No. 4

２０１９年度総会・第２２７回定例研究会（４月）案内

No. 5

第２２８回定例研究会（６月）案内（案）

No. 6-1

２０１９年度役員体制

No. 6-2

２０１９年度活動計画（案）
※ 議題番号と資料番号は連動しています。

５．次回評議員会の確認
２０１９年６月２９日（土）１１：００〜１２：３０（予定）
（定例研究会は１３：３０からの予定です）
神戸大学 六甲台第２キャンパス 工学研究科棟 2E-302 室（電気電子工学専攻会議室）
（予定）
以上
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平成３０年度 特別評議員会議事録（案）
日

時：3 月 16 日(土) 13:30-16:00

場

所：大阪府立大学 I-site なんば S1 会議室

出席者：井上(馨)，伊与田，北川，北條，森實，山村，米森，浅野，東，宇田，浦壁，江口，
遠藤，藤澤，細谷，山本，山下，森本，井上(征)，真田(20 名)

・開会の挨拶（森本会長）
議事
議題 1．前回議事録確認

（真田庶務幹事）

配布資料 No.1 にもとづいて、平成 30 年度第５回評議員会議事録(案)の確認を行った。
指摘事項：特になし。
議題 2．2019 年度総会・第 227 回定例研究会（4 月）について

（真田庶務幹事）

配布資料 No.2-1, 2-2 にもとづいて、2019 年度総会・第 227 回定例研究会の確認を行った。
決定事項 1：総会の議長は、遠藤委員にご対応いただく。
決定事項 2：一般講演の指定討論者は江口委員（JIPE-45-03）と細谷委員（JIPE-45-04）に決定
した。
議題 3．学会誌について

（真田庶務幹事）

配布資料 No.3 にもとづいて、学会誌の進捗報告を行った。
指摘事項：特になし
議題 4〜6．総会資料関係について

（真田庶務幹事・井上会計幹事・東委員）

配布資料 No.4〜6 にもとづいて、総会資料の確認を行った。
審議事項：事業報告案；9. 表彰の表彰（YEA）名の「Joint」を削除する。
12 番として「学会ホームページのリニューアル」を追記する。
決算報告案；収入の部の会費について、過去未納分だけでなく次年度前受け分も年
度内に計上して今後の会計処理業務を簡単化することに決定した。
「運営費」の「その他」の備考欄に大山元会長の慶弔費が含まれるこ
とも明示する。
罫線が切れている箇所を修正する。
専門講習会；参加費未納者（非会員 1 名）の取扱いについて、年度末までに入金が
なければ収入から除外することとした。
若手幹事会；（総会資料には含まれない）3. 収支の部の「予算額」が「決算額」に
なっているので修正する。
懇親会参加費の若手幹事分減額は今年度のみの特別措置であることを
明記する。
役員体制案；住所や電話番号等の記載の無いほうを総会資料とする。新庶務幹事の
氏名は公開可能になり次第記入する。
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事業計画案；４５周年記念行事を実施することとした。３と４の間に記念行事を追
記する。
３項の日付の後に「（仮）」を付ける。「→」以降の記述は削除する。
スケジュール内の開催場所表記は「大学」に揃える。
第 229 回の開催場所・共催欄の「（見学は・・・）
」の記述は削除する。
活動計画案；茂木委員の名前が２箇所に入っているので、専門講習会担当のほうを
削除する。
見学会案

；懇親会の日付を 8 月 2 日に修正する。

予算案

；４５周年記念行事の費用は積立金を取り崩して充当するように各部の
記載を調整する。
定例会議費・事務費・運営強化費を実態に合わせて増額する。

議題 7．会費未納者について

（井上会計幹事）

補足事項：不明者の連絡先情報が分かる場合は会計幹事に連絡して欲しい。
議題 8．入会のお勧め、研究会企画チェックマニュアル等について

（真田庶務幹事）

決定事項：飲食が制限される研究会会場が増えてきており、準備の負担もあることから、資料
No.8-3 の９欄にある「なお、研究会・・・支給する。」を削除し、各研究会での一般
参加者に対する飲み物の提供は基本的に廃止することとした。
（会場担当者の善意による飲料提供については任意とするが、費用は会場費から充
当すること。別途の支給はしない。
）
議題 9．IEEE IES Japan Chapter YEA について

（真田庶務幹事・森實委員）

配布資料 No.9 にもとづいて、YEA 受賞者の確認を行った。
補足事項：Chapter 名には「Joint」が入るが、賞の名前には「Joint」は入らないので注意。
議題その他

慶弔規定について

（真田庶務幹事）

元会長のご逝去時に弔電・供花および学会誌への追悼記事掲載を基本として、早期に慶弔規定
を定めることとした。

以上

２０１９年度パワーエレクトロニクス学会総会議事次第

1. 日

時：

平成３１年

４月１３日（土）

2. 場

所：

中央電気倶楽部

１３：００〜１３：５０

511 室

（大阪市北区堂島浜 2 丁目 1 番 25 号）

3. 議

題：

(１) 平成３０年度事業報告、平成３０年度決算報告、専門講習会決算報告
(２) 平成３０年度監査報告
(３) ２０１９年度役員体制案
(４) ２０１９年度事業計画案
(５) ２０１９年度予算案
(６) 表彰式（パワーエレクトロニクス学会貢献賞）
(７) その他
・IEEE IES Japan Chapter Young Engineer Award 表彰式

4. 配布資料
Ｎｏ．１

平成３０年度事業報告(案)

Ｎｏ．２

平成３０年度決算報告(案)

Ｎｏ．３

平成３０年度専門講習会決算報告(案)

Ｎｏ．４

平成３０年度監査報告

Ｎｏ．５

２０１９年度役員体制(案)

Ｎｏ．６

２０１９年度事業計画(案)

Ｎｏ．７

２０１９年度見学会計画(案)

Ｎｏ．８

２０１９年度予算(案)

以上
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パワーエレクトロニクス学会平成３０年度事業報告（案）
平成３０年度に実施された事業は以下のとおりである。
記
1. 総会
(1) 日 時： 平成 30 年 4 月 14 日（土） 13:00〜13:50
場 所： 中央電気倶楽部 511 室
(2) 議 題：
①

平成 29 年度事業報告，平成 29 年度決算報告，専門講習会決算報告，平成 29 年度監査報告
について

②

平成 30 年度役員体制案について

③

平成 30 年度事業計画案について

④

平成 30 年度予算案について

⑤

学会会則一部改訂について

⑥

学会貢献賞表彰式

⑦

その他
・IEEE IES Japan Chapter Young Engineer Award 表彰式

2. 定例研究会
第 222 回 平成 30 年 4 月 14 日(土) 14:00〜17:00，中央電気倶楽部 511 室
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter
招待講演 2 件，一般講演 2 件
第 223 回 平成 30 年 6 月 23 日(土) 13:30〜16:30，同志社大学

記名 77 名
京田辺キャンパス

共催：IEEE IES Japan Joint Chapter， 電気学会 産業応用部門 家電・民生技術委員会
一般講演 4 件，活動紹介 1 件，研究室見学

記名 72 名

第 224 回 平成 30 年 8 月 4 日(土) 11:00〜16:20，名古屋工業大学 御器所キャンパス
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter
招待講演 2 件，一般講演 3 件

記名 46 名

第 225 回 平成 30 年 10 月 20 日(土) 13:00〜16:30，ダイキン工業 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter
一般講演 4 件，国際会議報告 1 件

記名 54 名

第 226 回 平成 30 年 12 月 15 日（土） 13:00〜17:30，神戸大学 深江キャンパス
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter， 電気学会 産業応用部門 家電・民生技術委員会
特別講演 1 件，ポスターセッション発表 40 件

記名 145 名
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3. 見学会
平成 30 年 8 月 3 日(金) 13:00〜16:30

参加者 25 名

中部電力名城変電所・トヨタ産業技術記念館
4. 専門講習会 （第 33 回）
「SiC, GaN 等の新半導体デバイスの特徴と使い方」
平成 30 年 11 月 17 日（土） 10:00〜17:00，CIVI 新大阪研修センター905D 室
参加者 91 名
5. J-STAGE による論文公開
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）の J-STAGE による
論文のインターネット公開 (Vol. 43)
6. 共催・協賛・後援
(1) 【共催】

・電気学会 半導体電力変換・モータドライブ合同研究会
（平成 31 年 1 月 25 日（金），26 日（土），奈良学園大学 登美ヶ丘キャンパス）

(2) 【協賛】

・平成 30 年電気学会産業応用部門大会
・日本パワーエレクトロニクス協会 技術セミナー
・計測自動制御学会 自動制御連合講演会
・電気学会産業応用部門 IPEC-Niigata 2018 ‒ECCE Asia・Smart Energy Japan West 2018 スマートエネルギーセミナー
・電子情報通信学会 無線電力伝送研究会（WPT コンテスト）
・Smart Energy Japan 2018 スマートエネルギーセミナー
・IEEE GCCE 2019
・IEEE LifeTech 2019
・スマートエネルギーセミナー

(3) 【後援】

・日本自動車研究所 第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会（2018 年度）
・筑波大学数理物質系 第７回筑波大学パワーエレクトロニクス未来技術研究会

7. 懇親会
第 222 回定例研究会，第 224 回定例研究会（見学会），第 226 回定例研究会(若手のための研究会)，
電気学会半導体電力変換・モータドライブ合同研究会 （計 4 回開催）
8. 評議員会
特別評議員会を含め 6 回開催
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9. 表彰
・パワーエレクトロニクス学会表彰
功労賞，貢献賞の各受賞者は，規定に従い表彰委員会にて選定し，評議員会にて決定された
ものです。
功労賞 (長年にわたり本会活動に関する貢献が特に著しい者)
該当者なし
貢献賞 (当該年度における本会活動に関する貢献が特に著しい者) (於：平成 31 年度総会)
岡本 大成（立命館大学） 若手幹事リーダーとして第226回研究会開催への貢献
・パワーエレクトロニクス学会表彰 (於：第 226 回定例研究会(若手のための研究会))
若手優秀賞
JIPE-44-35 ○永井歩美, 松田和也, 石飛 学（奈良工業高等専門学校）
「リッツ線の素線径を考慮した高周波損失特性」
JIPE-44-42 楠 直人, ○伊藤大地, 竹野裕正, 米森秀登（神戸大学）
「PWM 電力変換システムのパッシブ素子で構成されたソフトスイッチング回路の動作特性」
・IEEE Industrial Electronics Society Japan Joint Chapter 表彰
定例研究会を共催する IEEE Industrial Electronics Society Japan Joint Chapter の若手優秀発表賞
及び Young Engineer Award として，それぞれ以下の発表および論文が表彰された。
IEEE Industrial Electronics Society Japan Chapter 若手優秀発表賞 (於：第 226 回定例研究会)
JIPE-44-43 ○小田博章, 三浦友史, 伊瀬敏史（大阪大学）
「周波数変調を利用した多相電力の非接触給電に関する基礎検討」
JIPE-44-44 ○藤田知未, 大森英樹, 安藤大成, 河嶋奎介, 木村紀之, 森實俊充（大阪工業大学）
「走行中無線給電式 EDLC 電動スクータ」
IEEE Industrial Electronics Society Japan Chapter Young Engineer Award (於：平成 31 年度総会)
JIPE-44-09 ○近藤太志，西谷拓人，米森秀登，竹野裕正（神戸大学）
「非接触給電に向けた給電‐受電コイルに適用する共振回路系の検討」
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10. 論文誌
第 44 巻を発行
11. 論文誌寄贈
(1)

国立国会図書館

(2)

科学技術振興事業団

(3)

兵庫県立図書館

(4)

神奈川県立川崎図書館

(5)

鹿児島大学付属図書館

(6)

東海大学附属図書館福岡分館

(7)

山口大学附属図書館工学部分館

(8)

同志社大学理工学部文献室

(9)

京都大学工学部電気系図書館

(10)

神戸大学附属図書館海事科学分館

(11)

大阪府立大学附属図書館

(12)

大阪大学附属図書館理工学図書館

(13)

大阪電気通信大学図書館

(14) 立命館大学メディアセンター

(15)

徳島大学付属図書館

(16) 神戸市立工業高等専門学校図書館

12. 学会ホームページのリニューアル
13. 会員数の現状（平成 31 年 4 月 1 日現在）
賛助会員 54 機関（74 口) （平成 30 年度 入会 4 件（9 口） 退会 4 件（4 口））
正会員

509 名 （平成 30 年度 入会 14 件 退会 13 件）
以上
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平成３０年度 パワーエレクトロニクス学会 決算報告(案）
会
長
庶務幹事
会計幹事

森本茂雄
真田雅之
井上征則

１．収入の部
項

細

目

目

賛助会員（54機関 69口×＠12,000）
会

費

正会員（508名×＠3,500）
過去未納分清算, 次年度前受け

雑収入

予算額
828,000
1,778,000
-

学会誌、利子利息収入，論文登録料等
専門講習会より繰り入れ

実績

前年度繰越金
合 計

考

900,000 53機関75口（2019.3.31）
1,309,000 374名（2019.3.31）
207,050 52件, 入金額誤りの対応も含む

5,000
-

年度小計

備

48,365 J-stage論文利用, 利子(定期満期含)
18,604

2,611,000

2,483,019

482,989

482,989

3,093,989

2,966,008

２．支出の部
項

細

目

定例会議費
招待講演
論文誌発行

目

予算額

実績

備

定例研究会5回，SPC・MD共催1回

180,000

330,400 12月会場, ポスターパネル代を含む

3回（4,8,12月） 5名, 交通費含む

120,000

139,000 3回（4, 8, 12月） 5名

Vol.44 印刷製本代

800,000

701,482 630冊，発送料含む

専門講習会補助

1回（11月）

80,000

0

若手研究会企画

1回（12月）

100,000

84,829

4回（4,8,12,1月）

120,000

113,468

会員管理費

190,000

185,143

受付・窓口業務費用

130,000

129,600

ホームページ・メーリングリスト維持・管理費

170,000

168,480

J-STAGE管理費

125,000

123,427

追加発送用論文誌保管費

13,000

12,343

会員案内発送業務費

20,000

10,495 封入手数料

通信費，郵送費

160,000

19,672 ハガキ、送料

事務費（複写，文具等）

180,000

懇親会補助

業務委託費
（小野高速印刷(株)）

会議費（会場費等）
運営費

運営強化費（広報活動費）
その他

年度小計

40,000

合 計

※収入と支出（積立金含む）の差額

164,478 案内状印刷費、封筒費
33,965

300,000

266,042 学会HPリニューアル, 表彰

10,000

16,346 慶弔費, 振込手数料など

2,738,000

2,499,170

0

0

積立金
予備費

考

355,989
3,093,989

466,838 次年度繰越金
2,966,008

３．積立金
項

目

平成29年度末積立金残高
平成30年度積立金
平成30年度末積立金残高

予算額

実績

備

2,100,000

2,100,000

0

0

2,100,000

2,100,000

考
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第33回パワーエレクトロニクス学会主催専門講習会 決算（案）
（平成30年11月17日開催

於：CIVI新大阪研修センター）
会長
庶務幹事
会計幹事

森本茂雄
真田雅之
井上征則

１．収入の部
項 目

細 目
正会員（50名×@5,000）
賛助会員（20名×@5,000）
参加費
学生会員（7名×@3,000）
非会員（12名×@10,000）
正会員（15名: 19部×@2,500）
テキストのみ
非会員（2名: 3部×@5,000）
専門講習会補助 予算：\80,000
合計

決算額
備 考
¥250,000
¥100,000
¥21,000
¥120,000
¥47,500 当日販売1冊含む
¥15,000
¥553,500 参加申込90名（うち欠席5名)+講師6名

２．支出の部
項 目
会場費
講師料
会場アルバイト
講師昼食代
印刷製本費
通信輸送費
その他
合計

細 目
CIVI新大阪研修センター
(901A, 905D, プロジェクター等)
謝礼 (20,000円×5 + 3,000円×1）
交通費（30,000円×1 + 15,000円×3 + 1000円×1）

会場準備，受付など (AMのみ2名)
会場運営補助, マイク対応 (終日2名)
講師6名,司会1名, 学会幹事3名,
担当評議員2名
テキスト 200冊（@711円(税別)）
テキスト・請求書発送費(67通)
講師用飲料水・コップ

決算額

備 考

¥142,630
¥179,000
¥24,000
¥18,240
¥153,576
¥16,794 賛助会員, ﾃｷｽﾄのみ購入者, 欠席者
¥656
¥534,896

３．収支の部
収入総額
支出総額
収支

決算額
備 考
¥553,500
¥534,896
¥18,604 通常予算に繰り入れ
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2019年度パワーエレクトロニクス学会役員名簿（案）
氏
会

長

名

所

浦壁 隆浩 三菱電機（株）先端技術総合研究所 パワーエレクトロニクス技術部門

庶務幹事

菅

郁朗

会計幹事

東

聖

監

事

属

真田

窓口業務

三菱電機（株）先端技術総合研究所 航空機電動化プロジェクトグループ
三菱電機（株）先端技術総合研究所 電力変換システム技術部

雅之 大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻
パワーエレクトロニクス学会（小野高速印刷（株）内）

委託先
評 議 員

井上

（大学）

井上
伊与田
笠

馨 同志社大学 理工学部 電気工学科
征則 大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻
功 大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科
展幸 岡山理科大学 工学部 電気電子システム学科

柿ヶ野 浩明 立命館大学 理工学部 電気電子工学科
川畑
北川

良尚 立命館大学 理工学部 電気電子工学科
亘 名古屋工業大学 大学院 工学研究科 電気・機械工学専攻

西田

保幸 千葉工業大学 工学部 電気電子情報工学科

平木

英治 岡山大学 大学院 自然科学研究科 産業創成工学専攻

北條

昌秀 徳島大学 大学院 社会産業理工学研究部 理工学域 電気電子系

松井

幹彦 東京工芸大学 工学部 電子機械学科

三浦

友史 長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻

三島

智和 神戸大学 大学院 海事科学研究科

道平

雅一 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科

茂木

進一 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科

森實

俊充 大阪工業大学 工学部 電気電子システム工学科

山村

直紀 三重大学 大学院 工学研究科 電気電子工学専攻

米森

秀登 神戸大学 工学部 電気電子工学科

評 議 員

浅野

能成 ダイキン工業（株）テクノロジー・イノベーションセンター

（企業）

阿部

和也 シャープ株式会社 IoT HE事業本部 エネマネ企画開発統轄部 システム技術部

宇田

怜史 日新電機（株）

江口

政樹 デルタ電子（株） エナジーインフラ営業本部 ソリューション技術部

遠藤

浩輝 （株）ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 電源システム生産本部 開発部

岸本

圭司 パナソニック（株）AIS社 技術本部 エナジー開発センター

小林

健二 オムロン（株）

玉井

伸三 東芝三菱電機産業システム（株）ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｽﾃﾑ事業部

服部

将之 （株）ダイヘン 技術開発本部

藤澤

俊暢 ヤンマー（株）エンジン事業部 特機エンジン統括部 開発部 システム開発部

細谷

達也 （株）村田製作所

松尾

浩之 富士電機（株）パワエレ機器開発センター 電源機器開発部

山本

研究開発本部

電力技術開発研究所

制御開発グループ

環境事業本部 商品開発部 PCSｼｽﾃﾑ開発課
EMS開発部

技術・事業開発本部

創 (株)三社電機製作所 技術本部 開発第一部

デバイスセンター
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２０１９年度事業計画(案)
パワーエレクトロニクス学会
会
長 浦壁 隆浩
庶務幹事 菅
郁朗
１．定例研究会年間スケジュール
回

第２２７回

第２２８回

第２２９回

第２３０回

第２３１回

ＳＰＣ・ＭＤ
共催（１月）

期

日

開催場所・共催

行 事

４月１３日（土）

中央電気倶楽部 511 会議室
IEEE IES Japan Joint Chapter 共催

総会
招待講演
一般講演
懇親会

６月２９日（土）

神戸大学[六甲台]
IEEE IES Japan Joint Chapter 共催
電気学会 産業応用部門
家電・民生技術委員会共催

一般講演
研究室見学

８月３日（土）
岡山理科大学
（８月２日（金）見学会） IEEE IES Japan Joint Chapter 共催

招待講演
一般講演
（見学会・懇親会）

１０月２６日（土）

大阪電気通信大学
IEEE IES Japan Joint Chapter 共催

一般講演
国際会議報告

１２月２１日（土）

立命館大学
IEEE IES Japan Joint Chapter 共催
電気学会 産業応用部門
家電・民生技術委員会共催

特別講演
若手研究発表会
懇親会

２０年１月
（日程未定）

立命館大学
電気学会関西支部 共催
IEEE IAS, IES, PELS
Japan Joint Chapter 共催

一般講演
懇親会

２．見学会 場所：岡山県工業技術センター、 岡山県産業振興財団「(元)おかやま次世代自動車
研究開発センター（OVEC）」，開催日：８月２日（金）
３．専門講習会 場所：（調整中），開催日：１１月１６日（土）（仮）
４．創立４５周年記念行事
５．パワーエレクトロニクス学会誌（第４５巻）の発行およびJ-STAGEにおける学会誌の公開
６．関係学会開催行事の共催・協賛・後援
７．表彰関係
８．パワーエレクトロニクス学会ウェブサイトの運用
（講演資料の公開（会員限定））

URL: http://www.jipe.org/

2019 年度 総会資料 No.7
平成 31 年 4 月 13 日

2019 年度見学会・研究会・懇親会(案)
【見学会】
見学先

日 時：19 年 8 月 2 日（金）時間未定
：岡山県工業技術センター、及び
岡山県産業振興財団「（元）おかやま次世代自動車研究開発センター
（OVEC）」

集

合

：岡山駅

解

散

：岡山駅

定

員

：未定

参加費

：未定

【懇親会】 日 時：19 年 8 月 2 日（金）17:00〜19:00（予定）
会

場

：

岡山駅周辺

会

費

：

未定

【８月２日（金）宿泊のご案内】
ホテルのご用意はしておりません。各自で手配のほど，お願いします。

【第２２９回定例研究会】
日

時

：

19 年 8 月 3 日（土）時間未定

会

場

：

岡山理科大学

C1 号館 3 階

岡山駅西口から岡電バス「岡山理科大学」行き 210 円（交通系 IC 対応）
（参加費無料、参加申込不要．プログラム等詳細は後日ご連絡いたします）
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2019年度 パワーエレクトロニクス学会 予算（案）
会
長
庶務幹事
会計幹事

浦壁隆浩
菅 郁朗
東 聖

１．収入の部
項

目

会

費

雑収入

細

目

賛助会員（54機関 74口×＠12,000）
正会員（509名×＠3,500）
利子利息収入，論文登録料等

年度小計
積立金

予算額

備

考

888,000 2019.04.01現在の会員数
1,781,500 2019.04.01現在の会員数
5,000
2,674,500

45周年記念事業費として

前年度繰越金

250,000
466,838

合 計

3,391,338

２．支出の部
項

目

定例会議費

細

目

予算額

備

考

定例研究会5回，SPC・MD共催1回

350,000

招待講演

3回（4, 8, 12月） 5名

150,000 交通費含む

論文誌発行

Vol. 45 印刷製本代

800,000 年1回発行, 発送料含む

専門講習会補助

1回（11月）

80,000

若手研究会企画

1回（12月）

100,000

4回（4, 8, 12, 1月）

120,000

懇親会補助
45周年記念事業費

業務委託費
（小野高速印刷(株)）

250,000
会員管理費

190,000

受付・窓口業務費用

130,000

ホームページ・メーリングリスト維持・管理費

170,000

J-STAGE管理費

125,000

追加発送用論文誌保管費

13,000

会員案内発送業務費

20,000 封入手数料

通信費

100,000 ハガキ, 送料

事務費（複写，文具等）

250,000 印刷費, 封筒費

会議費（会場費等）
運営費

運営強化費（広報活動費）
その他

年度小計

40,000
100,000 表彰等
10,000 振込手数料など
2,998,000

積立金

0

予備費

393,338

合 計

3,391,338

３．積立金
項

目

予算額

2018年度末積立金残高

2,100,000

2019年度積立金

-250,000

2019年度末積立金残高

1,850,000

備

考

2019 年度第 1 回評議員会 資料 No.3
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２０１９年度総会議事進行（案）
日
場

時： 平成 31 年 4 月 13 日（土）
所： 中央電気倶楽部 511 号室

13:00〜13:50

12:30 受付開始（大阪府立大学・三菱電機）
12:30 会場設営（大阪府立大学・三菱電機）三役机、議長席（壇の左右）
* 正 面
向かって右：議長席（マイク）／左：三役席（ハンドマイク）／中央：（マイク）
最前列
左：新三役（予約席）／右：三役・議長（予約席）
12:45 招待講演講師接待（大阪府立大学）
時間
13:00

項目（内容）
開会の宣言

進
行
庶務幹事が開会宣言

発 言・備 考
庶務（真田）只今より２０１９年度パワーエレクトロニクス学会総
会を開催致します。最初に森本会長からご挨拶をお願い致します。
（総会の成立確認などは無し）
会長（森本）

会長挨拶

会長より挨拶のスピーチ

議長選出

会場より立候補を募り、
ない場合（遠藤様）を推
薦 拍手で承認を受け、
議長に選任

庶務（真田）それては、議長の選出を行います。会場より議長をお
願い出来る方がおられましたら立候補をお願い致します。
〜しばらく待つ〜
いらっしゃらない様でしたら、幹事団より株式会社ＧＳユアサ
遠藤浩輝（えんどうひろあき）様にお願いしたいのですが、ご承
認いただけますでしょうか。
〜拍手を促す〜
ありがとうございます。それでは、遠藤様宜しくお願い致します。

議長挨拶

議長着任の挨拶と議事進
行方法の説明

議長（遠藤様）只今、議長に選任されましたＧＳユアサの遠藤です。
スムーズな議事の進行に努めてまいりますので、皆様にはご協力を
お願い致します。
議題に入ります前に注意事項を申し上げます。
質問は、各議案の説明の後に時間を設けますので、その時に挙手
をし、指名されましたらお名前を名乗ったうえでお願いします。
議案のご承認は拍手でお願いします。

(1)平成３０年度事業報告、平成３０年度決算報告、専門講習会決算報告，平成３０年度監査報告
13:10
付議
Ｈ３０年度事業報告
議長（遠藤様）では、お手元の議事次第に従いまして、
Ｈ３０年度決算報告
議案（１）について平成３０年度の事業報告・決算報告・専門講習
専門講習会決算報告
会決算報告決算報告をお願いします。
監査報告
平成３０年度
庶務幹事からＨ３０年度
庶務（真田） 資料 No.1 に従って事業報告
事業報告
事業報告
平成３０年度
引き続き、会計幹事から
会計（井上） 資料 No.2 に従って決算報告
決算報告
決算報告
専門講習会
引き続き、専門講習会の
会計（井上） 資料 No.3 に従って専門講習会の決算報告
決算報告
決算報告
平成３０年度
議長に促されて監事が登
議長（遠藤様） 次に、監事の山下様より監査報告をお願いします。
監査報告
壇し監査報告を行う
監事（山下様） 資料 No.4 に従って平成３０年度の監査報告を致
します。〜
議長（遠藤様） 山下様ありがとうございました。
事業報告の質
疑

事業報告の質問・承認、
決算報告の質問・承認の
順に進める
先ず事業報告の質問

承認

拍手で承認

議長（遠藤様）質疑に移ります。
事業報告・決算報告それぞれについて質疑、採決を行います。
先ず事業報告についてご質問がございましたら、挙手をお願いし
ます。
〜しばらく待つ〜
議長（遠藤様）
それでは採決に移ります。
事業報告についてご承認いただける方は拍手をお願い致します。
ご承認、ありがとうございました。
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決算報告への
質疑

決算報告の質問

議長（遠藤様）
次に決算報告についてご質問を受け付けます。
Ｈ３０年度決算報告、Ｈ３０年度専門講習会決算報告について、ご
質問がございましたら挙手をお願いします。
〜少しだけ待つ〜

承認

拍手で一括承認

議長（遠藤様）
ご質問が無いようでしたら、採決に移ります。
Ｈ３０年度決算報告、Ｈ３０年度専門講習会決算報告について、
ご承認いただける方は拍手をお願い致します。
ご承認ありがとうございました。

(2) ２０１９年度役員体制案
13:20
付議
２０１９年度役員体制

議長（遠藤様）
引き続きまして、２０１９年度の役員体制案について説明いただ
きます。

役員体制案

庶務幹事から新役員の説
明・提案

庶務（真田）
資料 No.5 に従って新役員の説明
三役の提案・評議員の提案

質疑

２０１９年度役員体制の
質問

議長（遠藤様）
只今の役員体制案についてご質問はございませんでしょうか。
〜しばらく待つ〜

承認

拍手で承認

議長（遠藤様）
それでは、２０１９年度役員体制案についてご承認いただけます
方は拍手をお願い致します。
ご承認ありがとうございます。

三役の交代

議長（遠藤様）
役員体制についてご承認いただきましたので、只今より三役の交
代を致します。
Ｈ３０年度三役の皆さん、お疲れさまでした。
〜三役は会釈して会場席に戻る〜

○○○三役交代○○○
13:25
紹介

新三役の浦壁（うらかべ）様、菅（すが）様、東（あずま）様
前へお願いします。
〜新三役・着席する〜
新しい会長の浦壁様から簡単にご紹介挨拶をお願いします。
新三役挨拶

新三役、会長から順に簡
単な挨拶をする。

(3) ２０１９年度事業計画案
13:30
付議
２０１９年度事業計画案

事業計画案説
明

新庶務幹事から見学会の
案を含む説明

会長（浦壁様） 〜中央マイクにて挨拶
庶務幹事（菅様） 〜簡単に挨拶
会計幹事（東様） 〜簡単に挨拶

議長（遠藤様）
Ｈ２０１９年度事業計画案と見学会案の説明をお願いします。
新庶務（菅様）
資料 No.6, No.7 に従って事業計画案と見学会案の説明

質疑

議長（遠藤様）
只今の説明に関してご質問はございますか？
〜しばらく待つ〜

承認

議長（遠藤様）
では、２０１９年度事業計画につて、ご承認いただける方は拍手
をお願いします。
ご承認、ありがとうございました。
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(4) ２０１９年度予算案
13:35
付議

予算案説明

２０１９年度予算案

議長（遠藤様）
引き続き、２０１９年度の予算案について説明をお願いします。

会計幹事から予算案の説
明

新会計（東様）
資料 No.8 に従って２０１９年度の予算案説明

質疑

議長（遠藤様）
２０１９年度予算案についてご質問はございますか。

承認

議長（遠藤様）
では、時間の都合もございますので次にまいります。
２０１９年度予算案についてご承認いただける方は拍手をお願
い致します。
ご承認、ありがとうございました。
以上をもちまして、議案は全て承認されました。

(5) 表彰式
13:45
口火

表彰式の開始

議長（遠藤様）
ここで、表彰式を行うことになっています。
庶務幹事の菅様宜しくお願いします。

パワエレ学会

新庶務幹事からパワエレ
学会貢献賞の表彰開始

新庶務（菅様）
パワーエレクトロニクス学会の表彰を行います。パワーエレクト
ロニクス学会貢献賞は前年度の本会諸行事における活動が特に顕
著と認められる方々に表彰されるもので、弊会表彰委員会にて選出
されるものでございます。
新庶務（菅様）受賞者紹介
受賞者１：岡本大成（オカモトタイセイ）（立命館大学）
受賞理由：平成 30 年度ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ学会若手幹事ﾘｰﾀﾞｰ
新会長（浦壁様）
表彰状読み上げ，授与
〜 記念写真撮影 〜

IEEE IES

新庶務幹事から
Young Engineer Award
の表彰開始
Chair から賞の説明をし
ていただいた後、表彰

新庶務（菅様）
IEEE IES Japan Chapter, Young Engineer Award の表彰を行
います。先ず、賞の説明をお願いします。
IEEE IES Japan Joint Chapter, Chair（森實様）
賞の説明
新庶務（菅様）受賞者紹介
受賞者 ：近藤太志（コンドウフトシ）（神戸大学）
文献番号：JIPE-44-09
タイトル「非接触給電に向けた給電-受電コイルに適用する
共振回路系の検討」
IEEE IES Japan Joint Chapter, Chair（森實様）
表彰状読み上げ，授与
〜 記念写真撮影 〜

(6) 閉会
13:50
閉会
議長の解任

新庶務（菅様）
以上をもちまして、２０１９年度パワーエレクトロニクス学会総
会を終了いたします。
遠藤様，議長の大役ありがとうございました。
ここで議長を解任とさせて戴きたいと思います。
議長（遠藤様）
スムーズな議事の進行にご協力ありがとうございました。・・・

定例研究会・懇
親会の案内

新庶務（菅様）
ここで事務連絡です。
・・・
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12:20 〜13:00

会場受付（大阪府立大学・三菱電機）→ 大阪府立大学 3 名＋三菱電機 1 名

13:50 〜14:00

会場レイアウト変更（大阪府立大学・三菱電機）→ 演台を横に、演台横の机をしまう

14:00 〜17:00 第 227 回定例研究会の進行：三菱電機
17:30 〜19:30

懇親会の進行：三菱電機
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パワーエレクトロニクス学会
会長 森本 茂雄

2019年度総会および第227回定例研究会（4月）のご案内
下記の要領で2019年度総会および第227回定例研究会を開催いたしますので，多数ご出席ください。
日時：2019年4月13日（土）13:00〜17:00
場所：中央電気倶楽部 511 室（大阪駅より徒歩 10 分，北新地駅より徒歩 6 分）
住所：〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2 丁目 1 番 25 号
※添付の地図またはwebサイト：http://www.chuodenki-club.or.jp/をご覧下さい。
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter
【総

会】13 :00〜13 :50，511室

【第227回定例研究会】14 :00〜17:00，511室
［招待講演］ 14:00〜15:35 司会：浦壁 隆浩（三菱電機）
(1) 14:05〜14:50
JIPE-45-01「系統連系インバータの安定化制御法」
○加藤 利次 氏（同志社大学）
(2) 14:50〜15:35
JIPE-45-02「日本のパワエレ技術とパワー半導体への期待」
○荒井 亨 氏（株式会社三社電機製作所）
――――――― 休憩（15:35〜15:50） ――――――
［一般講演］ 15:50〜17:00 司会：菅 郁朗（三菱電機）
(3) 15:50〜16:25
JIPE-45-03「パルストランス方式リカバリーアシスト回路を適用した
SJ−MOSFETインバータのEMIノイズ特性」
○齋藤 真（芝浦工業大学）
指定討論者：江口 政樹（デルタ電子株式会社）
(4) 16:25〜17:00
JIPE-45-04「SiC-MOSFET,GaN-FETインバータにおける放射妨害波の比較検討」
○齋藤 真（芝浦工業大学）
指定討論者：細谷 達也（株式会社村田製作所）
＊ 一般講演 35分（講演時間：20分 質疑応答：15分）
【懇 親 会】17 :30〜19 :30，３階食堂
会費：4,000円，学生2,000円 (当日，受付にてお申し込み下さい。)
お問い合わせ
庶務幹事：真田 雅之
大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻 〒599-8531 堺市中区学園町1-1
Tel. 072-254-9492 Fax. 072-254-9907 E-mail : PE-shomu@jipe.org
パワーエレクトロニクス学会ホームページ URL: http://www.jipe.org
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パワーエレクトロニクス学会
会長 浦壁 隆浩

パワーエレクトロニクス学会会員各位

第228回定例研究会（6月）のご案内
下記の要領で第228回定例研究会を開催いたしますので多数ご出席ください。
日時：2019年6月29日（土）13:30〜16:00
場所：神戸大学 六甲台第２キャンパス 瀧川記念学術交流会館
（〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1）
添付の地図または
ホームページ：http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai2.html をご覧下さい。
共催：IEEE IES Japan Joint Chapter，電気学会産業応用部門 家電・民生技術委員会
プログラム
［一般講演・活動紹介］ 13:30〜14:35 司会：△△ △△（□□□□）
(1) 13:00〜13:35
JIPE-45-05 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
○△△ △△，△△ △△，△△ △△（□□□□）
指定討論者：△△ △△（□□□□）
(2) 13:35〜14:10
JIPE-45-06 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
○△△ △△，△△ △△，△△ △△（□□□□）
指定討論者：△△ △△（□□□□）
(3) 14:10〜14:35 ＜活動紹介＞
「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
○△△ △△（電気学会産業応用部門 家電・民生技術委員会）
―――――――――――――― 休憩（14:35〜14:50） ――――――――――――――――
［一般講演］ 14:50〜16:00 司会：△△ △△（□□□□）
(4) 14:50〜15:25
JIPE-45-07 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
○△△ △△，△△ △△，△△ △△（□□□□）
指定討論者：△△ △△（□□□□）
(5) 15:25〜16:00
JIPE-45-08 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
○△△ △△，△△ △△，△△ △△（□□□□）
指定討論者：△△ △△（□□□□）
一般講演 35分（講演時間：20分 質疑応答：15分）
［研究室見学］（希望者のみ）
16:00〜17:00 電磁エネルギー物理学研究室（竹野・米森研究室）
（見学希望者多数の場合は人数制限させていただく場合があります）
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［お問い合わせ］
庶務幹事：菅 郁朗
三菱電機（株）先端技術総合研究所 航空機電動化プロジェクトグループ
〒661-8661 尼崎市塚口本町8-1-1
E-mail : PE-shomu@jipe.org
パワーエレクトロニクス学会ホームページ URL: http://www.jipe.org
［会場へのアクセス］
交通アクセス：http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/access.html
※公共交通機関をご利用ください
阪急電車
「六甲」駅から徒歩 15 分

阪急「六甲」駅
瀧川記念学術交流会館
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２０１９年度パワーエレクトロニクス学会役員体制
所

電話番号

浦壁 隆浩

氏

三菱電機（株）先端技術総合研究所 パワーエレクトロニクス技術部門

〒661-8661

尼崎市塚口本町8-1-1

06-6497-7046

06-6497-7285 Urakabe.Takahiro@dx.MitsubishiElectric.co.jp

庶務幹事

菅

郁朗

三菱電機（株）先端技術総合研究所 航空機電動化プロジェクトグループ

〒661-8661

尼崎市塚口本町8-1-1

06-6497-5081

06-6497-7285 Suga.Ikuro@ay.MitsubishiElectric.co.jp

会計幹事

東

聖

三菱電機（株）先端技術総合研究所 電力変換システム技術部

〒661-8661

尼崎市塚口本町8-1-1

06-6497-7567

06-6497-7285 Azuma.Satoshi@cw.MitsubishiElectric.co.jp

〒599-8531

堺市中区学園町1-1

072-254-9492

072-254-9907 sanada@eis.osakafu-u.ac.jp

〒670-0933

姫路市平野町62

0120-979-456

0792-81-8839 jipe@ohp.co.jp

会

監

長

事

名

真田

パワーエレクトロニクス学会（小野高速印刷（株）内）

委託先
評 議 員

井上

馨 同志社大学 理工学部 電気工学科

井上

征則 大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻

伊与田
20

笠

功 大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科
展幸 岡山理科大学 工学部 電気電子システム学科

柿ヶ野

浩明 立命館大学 理工学部 電気電子工学科

川畑

良尚 立命館大学 理工学部 電気電子工学科

北川

評 議 員
（企業）

属

雅之 大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻

窓口業務

（大学）

所

亘 名古屋工業大学 大学院 工学研究科 電気・機械工学専攻

住

FAX番号

E-mail

(学会専用)
〒610-0321

京都府京田辺市多々羅都谷1-3

0774-65-6296

0774-65-6801 kaoinoue@mail.doshisha.ac.jp

〒599-8531

堺市中区学園町1-1

072-254-9248

072-254-9907 inoue@eis.osakafu-u.ac.jp

〒572-8530

大阪府寝屋川市初町18-8

072-824-1131(内)072-820-9011 iyoda@osakac.ac.jp

〒700-0005

岡山市理大町1-1

086-256-9521

086-255-3611 kasa@ee.ous.ac.jp

〒525-8577

草津市野路東1-1-1

077-599-4342

077-599-4342 kakigano@fc.ritsumei.ac.jp

〒525-8577

草津市野路東1-1-1

077-599-4173

077-599-4173 kawayos@se.ritsumei.ac.jp

〒466-8555

名古屋市昭和区御器所町

052-735-5296

052-735-5503 kitagawa.wataru@nitech.ac.jp
047-478-0575 nishida̲yas@nifty.com

西田

保幸 千葉工業大学 工学部 電気電子情報工学科

〒275-0016

千葉県習志野市津田沼2-17-1

047-478-4758

平木

英治 岡山大学 大学院 自然科学研究科 産業創成工学専攻

〒700-8530

岡山市北区津島中3-1-1

086-251-8117

北條

昌秀 徳島大学 大学院 社会産業理工学研究部 理工学域 電気電子系

〒770-8506

徳島市南常三島町2-1

088-656-7452

088-656-7452 masa̲hojo@tokushima-u.ac.jp
046-242-9563 matsui@em.t-kougei.ac.jp

hiraki@okayama-u.ac.jp

松井

幹彦 東京工芸大学 工学部 電子機械学科

〒243-0297

厚木市飯山1583

046-242-9563

三浦

友史 長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

0258-47-9511

miurayushi@vos.nagaokaut.ac.jp

三島

智和 神戸大学 大学院 海事科学研究科

〒658-0022

078-431-6200

078-431-6280 mishima@maritime.kobe-u.ac.jp

神戸市東灘区深江南町5-1-1

道平

雅一 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科

〒651-2194

神戸市西区学園東町8-3

078-795-3308

078-795-3314 michi@kobe-kosen.ac.jp

茂木

進一 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科

〒651-2194

神戸市西区学園東町8-3

078-795-3239

078-795-3314 motegi@kobe-kosen.ac.jp

森實

俊充 大阪工業大学 工学部 電気電子システム工学科

〒535-8585

大阪市旭区大宮5-16-1

06-6954-4770

06-6957-2133 toshimitsu.morizane@oit.ac.jp

山村

直紀 三重大学 大学院 工学研究科 電気電子工学専攻

〒514-8507

津市栗真町屋町1577

059-231-9765

059-231-9391 yamamura@elec.mie-u.ac.jp

米森 秀登 神戸大学 工学部 電気電子工学科
浅野 能成 ダイキン工業（株）テクノロジー・イノベーションセンター
阿部 和也 シャープ株式会社 IoT HE事業本部 エネマネ企画開発統轄部 システム技術部
宇田 怜史 日新電機（株） 研究開発本部 電力技術開発研究所 制御開発グループ
江口 政樹 デルタ電子（株） エナジーインフラ営業本部 ソリューション技術部
遠藤 浩輝 （株）ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 電源システム生産本部 開発部
岸本 圭司 パナソニック（株）AIS社 技術本部 エナジー開発センター

〒657-8501
〒566-8585
〒639-2198
〒615-8686
〒553-0003
〒601-8520
〒570-8511

神戸市灘区六甲台町1-1
大阪府摂津市西一津屋1番1号
奈良県葛城市薑282-1
京都市右京区梅津高畝町47番地
大阪市福島区福島5-9-6
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1
大阪府守口市松下町1番1号

078-803-6105
06-6195-7076
0745-63-3243
075-864-8450
06-4798-0550
075-316-3114
090-9114-1722

078-803-6105
06-6195-6648
0745-63-3689
075-882-4120
06-4798-0557
075-312-0752

小林

健二 オムロン（株）

〒525-0035

滋賀県草津市西草津2丁目2-1

077-565-6501

077-565-5341 kenji.kobayashi@omron.com

玉井

伸三 東芝三菱電機産業システム（株）ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｽﾃﾑ事業部

〒652-8555

神戸市兵庫区和田崎町1-1-2

078-686-6210

078-682-6239 TAMAI.shinzo@tmeic.co.jp

服部

将之 （株）ダイヘン 技術開発本部

〒532-8512

大阪市淀川区田川2-1-11

06-6390-5530

06-6308-0944 hattori@daihen.co.jp

藤澤

俊暢 ヤンマー（株）エンジン事業部 特機エンジン統括部 開発部 システム開発部

〒660-8585

尼崎市長洲東通1-1-1

06-6489-8271

06-6481-6102 toshinobu̲fujisawa@yanmar.com

細谷

達也 （株）村田製作所

〒520-2393

滋賀県野洲市大篠原2288番地

070-2280-8718

077-586-8046 hosotani@murata.com

松尾

浩之 富士電機（株）パワエレ機器開発センター 電源機器開発部

〒651-2271

神戸市西区高塚台4-1-1

078-991-4369

078-991-2542 matsuo-hiroyuki@fujielectric.com

〒533-0031

大阪市東淀川区西淡路3-1-56

06-6321-0323

06-6321-0504 hajime-yamamoto@sansha.co.jp

山本

環境事業本部 商品開発部 PCSｼｽﾃﾑ開発課
EMS開発部

技術・事業開発本部

創 (株)三社電機製作所 技術本部 開発第一部

デバイスセンター

yonemori@eedept.kobe-u.ac.jp
yoshinari.asano@daikin.co.jp
abe.kazuya@sharp.co.jp
uda̲satoshi@nissin.co.jp
MASAKI.EGUCHI@deltaww.com
hiroaki.endo@jp.gs-yuasa.com
k̲kishimoto@sannet.ne.jp
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パワーエレクトロニクス学会

１９年度活動計画（事業計画・企画担当評議員・評議員会）（案）
会
長
庶務幹事

事

業

第２２７回定例研究会
（４月）

第２２８回定例研究会
（６月）

１９年度見学会
（８月）

第２２９回定例研究会
（８月）

第２３０回定例研究会
（１０月）

第３４回専門講習会
（１１月）

期

日

４月１３日（土）

６月２９日（土）

８月２日（金）

８月３日（土）

開催場所・共催
中央電気倶楽部
511会議室
IEEE IES Japan Joint Chapter共
催

神戸大学 六甲台ｷｬﾝﾊﾟｽ
IEEE IES Japan Joint Chapter共
催
電気学会 産業応用部門
家電・民生技術委員会共催

１９年度SPC・MD共催
（１月）

特別評議員会

総会
招待講演
一般講演
懇親会

一般講演

懇親会

岡山理科大学
IEEE IES Japan Joint Chapter共
催

招待講演
一般講演

１１月１６日（土）
未定
（予定）

未定

平成３０年度幹事，（１９年度幹事）

員

会

第 2.例会(4月)内容確認
１ 3.例会(6月)計画報告
会場、スケジュール、講演者、講演題目
回
4.例会(6月)司会者、指定討論者決定

*米森，玉井，服部，西田

第
２
回

１９年度幹事
第
３
回
*笠，平木，北條，茂木

第
４
回

1.例会(6月)内容確認
2.例会(8月)計画報告
会場、スケジュール、講演者、講演題目
3.例会(8月)司会者、指定討論者決定
4.見学会計画報告
5.専門講習会(11月)概略報告
会場、企画テーマ案の審議、
今後のスケジュール確認
6.例会(12月)計画報告

1.例会(8月)内容確認
2.見学会(8月)内容確認
3.例会(10月)司会者、指定討論者決定
4.専門講習会(11月)の企画案審議
内容・講師候補、参加費等実施の詳細決定
講師候補者への依頼をするものの決定
5.例会(12月)計画報告

1.例会(10月)内容確認
2.専門講習会(11月)内容確認
会場、スケジュール、講演者、講演題目
3.例会(12月)計画報告
4.論文誌について(構成案、新企画提案)

隆浩
郁朗

関連学会等
5/7-9 PCIM Europe
(Nuremberg, Deuch)
5/11-15 IEEE IEMDC (San
Diego, USA)
5/19-23 IEEE ISPSD
(Shanghai, China)
5/27-31 IEEE ICPE-ECCE Asia
(Busan, Korea)
5/30-31 IEEE PEPQA
(Manizales, Colombia)
6/10-14 IEEE EEEIC/I&CPS
Europe (Geneva, Italy)
6/12-15 IEEE GPECOM (Urgup
Nevsehir, Turkey)
6/19-21 IEEE ITEC (USA)
7/1-3 IEEE LDIA (Neuchatel,
Switzerland)
7/9-12 IEEE PEDS (Toulouse,
France)
8/4-9 IEEE PESGM (Atlanta,
USA)
8/27-29 IEEE ACEMP&OPTIM
(Istanbul, Turkey)

*細谷，阿部，井上(馨)，山本，山村

9/2-5 EPE ECCE Europe
(Genova, Italy)

(仮)大阪いばらきｷｬﾝﾊﾟｽ

１９年度幹事

*北川
３月(Vol. 45)

議

1.総会内容最終確認

特別講演
IEEE IES Japan Joint Chapter共
若手研究発表 *川畑，浅野，遠藤，松尾，宇田，
１２月２１日（土） 催
懇親会
井上（征）
電気学会 産業応用部門
45周年記念
家電・民生技術委員会共催
立命館大学 大阪いばらきｷｬﾝﾊﾟｽ
一般講演
２０年１月
電気学会関西支部 共催
*柿ヶ野，１９年度幹事
懇親会
？日(金),？日(土) IEEE IAS, IES, PELS
Japan Joint Chapter 共催

２０年３月

評

企画担当評議員(取り纏め以外順不同)

大阪電気通信大学
一般講演
１０月２６日（土） IEEE IES Japan Joint Chapter共
*伊与田，三島，松井，小林
国際会議報告
催

編修委員（論文担当）
論文誌発行（編集）

事

岡山地区
岡山県工業技術センター、 岡山
県産業振興財団「(元）おかやま
次世代自動車研究開発センター
（OVEC）」

立命館大学

第２３１回定例研究会
（１２月）

行

浦壁
菅

*藤澤

表彰委員

*江口，道平

45周年記念行事検討WG

*森實，岸本，（三浦）

ホームページ運用

１９年度幹事

＊：取り纏め

第
５
回

1.例会(12月)内容確認
2.ＳＰＣ共催(1月)について
3.業務委託先との契約更改について
4.その他

9/29-10/3 IEEE ECCE
(Baltimore, USA)
10/13-17 IEEE INTELEC
(Singapore)
10/14-17 IEEE IECON (Lisbon,
Portugal)

特
別
評
議
員
会

1.20年度役員体制案
2.総会(4月)について
3.19年度事業報告案、会計報告案
4.20年度事業計画案、予算案
5.その他

1/2-4 IEEE PESGRE (Kerala,
India)
3/15-19 IEEE APEC (New
Orleans, USA)

