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１ 平成 16年度  事業報告 

 

(1) 学術講演会 (○：日本音響学会東北支部主催) 

 

主催：1回，共催：18回 (開催順は事務局受付順) 

 

第 937回学術講演会 (情報処理学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 4月 28日(水) 14:40～16:10 

場所 ：東北大学工学部電子・応物・情報系 101大講義室 

演題：「近づくユビキタス情報社会」 



講師：茅根 修 氏 (日立製作所 トータルソリューション事業部) 

来聴者数：約 250名 

 

第 938回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 5月 12日(水) 14:40～15:40 

場所：東北大学工学部電子・応物・情報系 101大講義室  

演題：「最近の情報通信をめぐる話題と展望」 

講師：飯塚 久夫 氏 (NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 

先端 IPアーキテクチャセンタ所長) 

来聴者数：約 250名 

 

第 939回学術講演会 (電気学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 5月 19日(水) 14:40～16:10 

場所：東北大学工学部電子・応物・情報系 101大講義室 

演題：「21世紀のエネルギー・環境問題と核融合エネルギーの開発」 

講師：岡野 邦彦 氏 (電力中央研究所) 

来聴者数：約 250名 

 

第 940回学術講演会 (電気学会東北支部主催) 

日時：2004年 5月 17日(月) 10:30～12:00 

場所：東北大学工学部電子・応物・情報系 1号館 451/453会議室 

演題：Computer Simulation of High Density MRAM 

講師：Dr. Sang Ho Lim (Nano Device Research Center, Korea Institute of Science and 

Technology) 

来聴者数：約 250名 

 

○第 941回学術講演会 (日本音響学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 5月 26日(水) 14:40～16:10 

場所：東北大学工学部電子・応物・情報系 101大講義室 

演題：「聴覚の情景分析に基づく音声・音響処理システム」 

講師：河原 英紀 氏 (和歌山大学システム工学部 教授) 

来聴者数：約 250名  

 

第 942回学術講演会 (電気学会東北支部共催) 

日時：平成 16年 6月 18日(金) 14:30～15:30 

場所：東北大学工学部電気情報系 2号館 5F 中央ゼミ室 



演題：「Mayoの診療とアカデミズム」 

講師：岡崎 春雄 氏 (Mayo Medical School 名誉教授) 

主催：ME学会東北支部 

 

第 943回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 6月 25日(金) 14:20～15:50 

場所：東北学院大学工学部 第 2会議室 

演題：「電磁波を利用した地震予知について」 

講師：早川 正士 氏 (電気通信大学電子工学科 教授) 

 

第 944回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 6月 30日（水） 14:30～16:00 

場所：八戸工業大学電子知能システム学科 2階 E209教室 

演題：「日独比較民俗について」 

講師：日置 孝次郎 氏 (元八戸大学学長) 

 

第 945回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 7月 1日(木) 10:40～12:10 

場所：日本大学工学部 62号館 (50周年記念館) 3階 AV講義室 

演題：「聴覚・マルチモーダル情報処理とコミュニケーション 工学への応用」 

講師：鈴木 陽一 氏 (東北大学 教授) 

 

第 946回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 7月 20日(火) 15:00～17:00 

場所：岩手大学工学部 17番教室 

演題：「ブロードバンド時代のソリューションビジネス」  

講師：水原 明彦 氏 (NTT東日本 ビジネスユーザ事業推進本部 ビジネスユーザ事業推進 

本部 流通・サービスソリューション営業部 企画 担当部長) 

 

第 947回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 7月 28日(水) 10:30～12:00 

場所：山形大学工学部 大学院ゼミ室（8-214号室） 

演題：「超音波エレクトロニクスとしての『水晶振動子テクノロジーの世界』」 

講師：判治 元康 氏 (京セラキンセキ(株) 技術本部開発部長) 

 

第 948回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 



日時：平成 16年 10月 2日(土) 13:00-14:30 

場所：秋田大学工学資源学部 1号館 共通 127教室 

演題：「地球を調べるスーパーコンピュータ」 

講師：平野 哲 氏 (海洋開発研究機構 地球シミュレータセンター長特別補佐) 

 

第 949回学術講演会（電子情報通信学会東北支部主催） 

日時：平成 16年 10月 12日(火) 16:00-17:30 

場所：山形大学 工学部 7-401教室 

演題：「IP電話技術の進展と通信ビジネス」 

講師：小出 利一 氏 (NTT東日本 ネットワーク事業本部 設備部 

ブロードバンドネットワークアーキテクチャ部門長） 

 

第 950回学術講演会（電子情報通信学会東北支部主催） 

日時：平成 16年 11月 19日(金) 12:40～14:10 

場所：東北学院大学 工学部 324教室 

演題：「ニューラルネットワークってなんだろう」 

講師：菊池 登志子 氏 (東北学院大学 経済学部 経済学科 助教授) 

 

第 951回学術講演会（電子情報通信学会東北支部主催） 

日時：平成 16年 11月 26日(金) 15:00～16:45 

場所：いわき明星大学 本館 教職員談話室 

演題：「健康情報学の発展に向けて」 

講師：竹内 裕之 氏 (高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療福祉情報学科 教授) 

 

第 952回学術講演会（電子情報通信学会東北支部主催）  

日時：平成 16年 12月 6日(月) 14:45-16:00 

場所：岩手大学 工学部 4号館(情報システム工学科棟) 106号室 

演題：「画像処理技術の最近の話題』 

講師：高木 幹雄 氏 (芝浦工業大学大学院 工学研究科 教授) 

 

第 953回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 12月 10日(金) 16:00～ 

場所：会津大学 

演題：「金融工学と通信トラヒック理論」 

講師：高橋 敬隆 氏 (早稲田大学 商学学術院 教授) 

 



第 954回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 12月 21日(火) 13:30～ 

場所：会津大学 研究棟 2F 講義室 

題目：「マルチメディア通信におけるコミュニケーション品質 －より快適なネットワーク 

サービスを目指して－」 

講師：加藤 由花 氏 (電気通信大学） 

 

第 955回学術講演会 (電子情報通信学会東北支部主催) 

日時：平成 16年 12月 21日(火) 14:30～ 

場所：会津大学 研究棟 2F 講義室 

題目：「マルチキャストストリーミングの最適マージング法」 

講師：豊泉 洋 氏 (会津大学) 

 

 

(2) 電気関係学会東北支部連合大会 

 

会場：東北工業大学 (〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町 35-1） 

期日：平成 16年 8月 26日(木)・27日(金) 

発表講演件数：360件（音響関係：29件） 

セッション数：57セッション [音響関係(音響情報，超音波)セッション：4セッション] 

 

特別講演：「力とかたち：建築構造のはなし」 

日時：平成 16年 8月 26日(木) 15:20～16:50 

場所：東北工業大学 香澄町キャンパス 9号館 937号室 (トーテックメモリアルホール) 

講師：川股 重也 氏 (東北工業大学名誉教授) 

 

 

(3) 研究会 

 

計 5件，10日 

 

○音声研究会 

日時：平成 16年 5月 27日(木) 14:00～17:15， 

         28日(金) 10:00～12:00 

会場：山形大学工学部 講義棟 2階 中示範 C教室 

 



○騒音・振動研究会 

日時：平成 16年 8月 9日(月) 13:30～17:30 

会場：東北文化学園大学 1号館第 6会議室 

 

○電気音響研究会・聴覚研究会 (共催) 

日時：平成 16年 8月 19日(木) 10:30～16:15， 

         20日(金) 10:00～14:45 

会場：東北大学 電気通信研究所大会議室 

 

○超音波研究会 

日時：平成 16年 9月 16日(木) 13:00～17:00， 

         17日(金) 9:00～15:40 

会場：山形大学工学部 7号館 401教室 

 

○音楽音響研究会 

日時：平成 16年 11月 5日(金) 13:30～17:45， 

         6日(土)  9:00～17:45， 

         7日(日)  9:00～12:45 

会場：会津大学 中講義室 

 

 

(4) 東北地区若手研究者研究発表会(共催) 

 

日時：平成 17年 3月 1日(土) 13:30～17:30 

会場：東北文化学園大学 5号館 

主催：東北地区若手研究者研究発表会「音・光・電波とその応用」実行委員会 

共催：テクノフロンティアの会，電気学会東北支部，電子情報通信学会東北支部， 

照明学会東北支部，映像情報メディア学会東北支部，日本音響学会東北支部， 

東北文化学園大学「東北文化研究所」 

 

 

(5) 日本音響学会東北支部 50周年記念講演会 

 

日時：平成 16年 6月 10日(火) 10:40～12:10 

場所：日本大学工学部 313教室 

演題：スピーカシステムにおける高品位再生の現状と今後の開発課題 



講師：佐伯 多門 氏 (元三菱電機 スピーカ技術部長) 

参加者：約 200名 

 

 

(6) 有機 ELに関する研究会(共催) 

 

日時：平成 17年 2月 25日(金) 13:30～16:00 

場所：パレス宮城野 2階 錦萩の間 

講演(講師)：「フレキシブル有機 EL の研究開発」(時任静士 NHK 放送技術研究所 材料基

盤 

技術 主任研究員)，「有機 EL事業の現状と今後の課題」(當摩照夫 (株)東北パ 

イオニア 常務執行役員 有機 EL開発室 室長) 

主催：映像情報メディア学会 東北支部 

共催：電気学会，電子情報通信学会，日本音響学会，情報処理学会，電気設備学会 (上記各 

東北支部)，IEEE Sendai Section 

 

 

(7) 役員会 

 

日時：平成 17年 3月 8日(火) 17:00～18:00 

場所：東北大学大学院工学研究科 電子情報システム・応物系 1号館 450号室  

 

 

(8) 総会 

 

日時：平成 17年 5月 11日(水) 13:30～14:30 

場所：東北大学大学院工学研究科 電子情報システム・応物系 1号館 451・453号室 

 

  

  

3 平成 17年度 事業計画案 

 

(1) 東北支部 50周年記念事業 

  記念誌・CD-ROM 発行 

  50周年記念講演会の開催(3回程度) 

  50周年記念式典(日本音響学会秋季研究発表会 開催期間中) 



(2) 日本音響学会秋季研究発表会 

  期日：平成 17年 9月 27日(火)～29日(木) 

  会場：東北大学工学部 

(3) 学術講演会：主催 2回 (内 1回は総会時) (共催も含めて 10回程度) 

  日時：平成 17年 5月 11日(水) 14:40～16:10 

  会場：東北大学工学部 電子・応物・情報系 101大講義室 

  題目：音響空間再現の試み 

  講師：安藤 彰男 氏 (NHK 放送技術研究所 音響情報 部長) 

(4) 電気関係学会支部連合大会 

  会場：岩手大学 

  期日：平成 17年 8月 25日(木)，26日(金) 

(5) 研究会 合計 8日程度 

 ・電気音響研究会  平成 17 年 8 月 18 日(木)，19 日(金)  東北大学(聴覚研究会と共

催) 

 ・聴覚研究会    平成 17年 4月 22日(金)，      秋田県立大学 

           平成 17 年 8 月 18 日(木)，19 日(金)  東北大学(電気音響研究会

と共催) 

 ・建築音響研究会  未定 

 ・超音波研究会   平成 17年 9月           東北大学 

 ・音声研究会    平成 17年 6月 23日(木)，24日(金)  岩手県立大学 

 ・騒音・振動研究会 平成 17年 7月           東北文化学園大学 

(6) 若手研究者交流研究発表会 

  期日：未定(平成 18年 2月～3月) 

  会場：未定 

(7) 支部役員会 

  期日：平成 18年 2月後半 

  会場：未定(東北大学内) 

(8) 総会 

  期日：平成 18年 5月 

  会場：未定(東北大学内) 

 

 

 

5 支部役員等の改選について 

規定により，支部長と支部役員 6名の改選を行った． 

  有権者数：182名 



  投票総数：85票 

 

選挙結果： 

支部長   櫛引淳一 (東北大学) 

評議員   今野和彦 (秋田大学) 

      金井 浩 (東北大学) 

      小林 力 (日本大学) 

      高橋賢一 (宮城県産業技術総合センター) 

      田村安孝 (山形大学) 

      和田 仁 (東北大学) 

会計監査  高根昭一 (秋田県立大学)  支部役員会で選出 

庶務幹事  足立和成 (山形大学)    支部役員会で選出 

会計幹事  本郷 哲 (宮城工業高専)  支部役員会で選出 

 

  

平成 17年度役員及び幹事 (☆は平成 17年度任期満了の役員・幹事) 

支部長   櫛引 淳一 (東北大学) 

評議員  ☆伊藤 憲三 (岩手県立大学) 

      今野 和彦 (秋田大学) 

      金井 浩   (東北大学) 

     ☆川瀬 哲明 (東北大学) 

      小林 力   (日本大学) 

     ☆齊藤 望   (アルパイン(株)) 

     ☆菅原 澄夫 (石巻専修大学) 

     ☆杉山 雅英 (会津大学) 

      高橋 賢一 (宮城県産業技術総合センター) 

     ☆谷口 正成 (東北文化学園大学) 

      田村 安孝 (山形大学) 

      和田 仁   (東北大学) 

会計監査 ☆西村 竜一 (東北大学) 

      高根 昭一 (秋田県立大学) 

庶務幹事 ☆伊藤 彰則 (東北大学) 

      足立 和成 (山形大学) 

会計幹事 ☆荒川 元孝 (東北大学) 

      本郷 哲   (宮城工業高専) 

 



  

 

6 東北支部 50周年記念事業について 

 

Ⅰ．実行委員会名簿                （順不同） 

委員長        小林力 

副委員長       牧野正三 

顧問：        中鉢憲賢、曽根敏夫、山之内和彦、中村僖良、櫛引淳一 

総務小委員会委員長  鈴木陽一 

  同   委員   伊藤彰則、高根昭一、坂本修一  

祝賀会小委員会委員長 長康雄 

  同   委員   若月昇、小田川裕之、菅原澄夫 

財務小委員会委員長  金井浩 

  同   委員   足立和成、荒川元孝、長谷川英之 

記念誌小委員会委員長 井上浩 

  同    委員  高野剛浩、山田顕、西村竜一、山崎大輔、広瀬精二、 

           工藤すばる、明石尚之、田井秀一 

 

Ⅱ．記念式典・記念祝賀会 

 記念式典：平成１７年９月２８日（水） 13:00～13:20予定 

      日本音響学会秋季研究発表会・東北大工学部（９／２７～２９）の中日  

 記念祝賀会：平成１７年９月２８日（水）18:00～ 

       仙台エクセルホテル東急（旧 仙台東急ホテル） 

       研究発表会の懇親会に合わせて行う（便乗） 

       懇親会におけるアトラクション（支部として何かやるか？） 

 

Ⅲ．記念誌係： 各人の主な役割 

① 記念誌委員長 井上先生は全体の掌握 

② お祝いの言葉・思い出の記事係（文章依頼）： 高野先生、山田先生、山崎先生 

③ 過去１０年間の行事など： 西村先生、明石先生 

④ 名簿作成係： 広瀬先生、工藤先生、田井先生 

⑤  記念誌全体のまとめ・製本：山田先生を中心とした東北大の先生方にお願いする。 

 

Ⅳ．   記念誌 “５０年のあゆみ” 

― 最近１０年史(1996-2005) ― 

内容 



１．  支部長挨拶 

２．  学会長や各支部長のお祝いの言葉 

３．  実行委員長挨拶 

４．  歴代支部長挨拶(1996-2005)  

（思い出話など） 

４.1  

４.2  その他、出来るだけ沢山の人たちに思い出等を書いてもらう。 

５．  記録 

５.1  東北支部管内開催の全国大会記録(1996-2005) 

５.2  東北支部主催講演会 

５.3  東北支部共催国際会議 

５.4  東北支部会員分布 

５.5  東北支部会員数の推移 

５.6  日本音響学会全国大会講演発表件数の推移 

６．  東北支部役員名簿 

７．  東北支部規則 

８．  東北支部資産  

９．  東北支部会員名簿 

１０．東北支部設立５０周年記念行事 

１１．実行委員会名簿 

１２．編集後記 

 

Ⅴ．その他  

１．  名簿の作成：学会本部から情報をもらえないので、支部において勤務先のみの住所

録を作る。メールアドレスを入れない。（プライバシーを考慮して） 

２．  式典当日の記事や写真を入れる。 

３．  記念誌発行を記念式典の終了後とする。 

４．  学会論文賞受賞者等も記事として入れる。 

５．  年表、支部総会、東北地区若手研究者の発表会（平成１４年度～） 

６．  日本音響学会主催・共催の研究発表会（東北地区での開催）、東北大学での研究会、

ＵＳＥ（米沢）など 

７．  沢山の人たちに記念誌としてふさわしい記事を書いてもらう（単文でも良い）。 

８．  過去１０年間の主だった物故者についても記載する。  

９．  お祝いの言葉：学会長、学会の各支部長 

１０．城戸先生の特別講演の全文を入れる。 

１１．懇親会への招待：名誉会員等を数名 



１２．記念講演会：東北大以外で３件ほど（講演料のみ、旅費なし、日大工済み） 

                                   以上 

 

 

7 その他 

 

 


