
第１期 1949年～1951年 　　

委員長 萩原雄祐　　　　　　　　　　 　　

浅見義弘　 北大・理学部・教授　　　　　 　　

畠山久尚　 気象研究所長　　　　　　　　 　　

浜田成徳　 東北大・電気通信研・教授　　 会員

広田友義　 早大・教授　　　　　　　　　 　　

金原　淳　 名大・工学部・教授    　　　 　　

清宮　博　 電気通信研究所    　　　　　 　　

古賀逸策　 東工大・教授　　　　　　　　 　　

小谷正雄　 京大・理学部・教授　　　　　 　　

熊谷憲夫　 京大・理工研・教授　　　　　 　　

皆川　理　 気象研究所    　　　　　　　 　　

水島三一郎 東大・理学部・教授　　　　　 　　

武藤俊之助 東大・理工研・教授　　　　　 　　

野附誠夫　 東京天文台　　　　　　　　　 　　

阪本捷房　 東大・一工・教授　　　　　　 　　

関　壮夫　 電気通信研究所    　　　　　 　　

網島　毅　 電波庁・電波管理長官    　　 　　

渡瀬　譲　 大阪市立大・教授    　　　　 　　

長谷川万吉 京大・理学部・教授　　　　　 　　

萩原雄祐　 京大・理・教授／東京天文台長 会員

畑中武夫　 東京天文台・助教授　　　　　 　　

本田侃士　 東大・理学部・教授　　　　　 　　

菊地正士　 阪大・理学部・教授　　　　　 　　

清田良知　 電波庁・電波部長　　　　　　 　　

駒形作次　 工業技術庁・電気試験所長　 会員

河野哲夫　 電波庁・電波部　　　　　　　 　　

前田憲一　 電気通信研究所　　　　　　　 　　

溝上金圭　 日本放送協会・技術研究部長　 　　

森田　清　　 東工大・教授　    　　　　　 　　

永田　武　　 東大・理学部・助教授　    　 　　

岡部金次郎 阪大・工学部・教授　　　　　 　　

関　英男　　 電波庁・電波部　    　　　　 　　

新川　浩　　 電波庁・電波部　    　　　　 　　

上田弘之　 電波庁・電波部　　　　　　　 　　

渡辺　寧　　 東北大・理学部・教授　    　 　　

（注）　第1期～第19期：電波科学研究連絡委員会、第20期～：URSI分科会



第２期 1951年～1954年

委員長 萩原雄祐　　　　　　　　　　

幹事 永田　武、阪本捷房、畑中武夫（常任）

甘利省吾　 電波監理総局・電波部長　　　

浅見義弘　 北大・工学部・教授　　　　　

原源之助　 ＮＨＫ技研極超短波研究室主任

畠山久尚　 気象研究所長　　　　　　　　

本田侃士　 東大・理学部・教授　　　　　

金原　淳　 名大教授／名大空電研究所長　

古賀逸策　 東大・工学部・教授　　　　　

前田憲一　 電気通信研究所・基礎研究部長

森田　清　 東工大・教授　　　　　　　　

野附誠夫　 東京天文台・太陽物理部長　　

清宮　博　 電気通信研究所器材実用化部長

関　壮夫　 電気通信研究所・無線研究課長

高橋秀俊　 東大・理学部・助教授　　　　

上田弘之　 中央電波観測所長　　　　　　

青野雄一郎 中央電波観測所・高層課長  　

萩原雄祐　 東大・理・教授／東京天文台長

長谷川万吉 京大・理学部・教授　　　　　

畑中武夫　 東京天文台・助教授  　　　　

岩片秀雄　 早大・一理工・教授  　　　　

河野哲夫　 中央電波観測所・対流圏課長

小谷正雄　 東大・理学部・教授  　　　　

松尾三郎　 電気通信研究所・電波課長　　

永田　武　 東大・理学部・助教授  　　　

阪本捷房　 東大・工学部・教授  　　　　

関　英男　 電波監理総局・電波部  　　　

新川　浩　 電波監理総局・電波監視課長

宇田新太郎 東北大・工学部・教授  　　　

渡辺　寧　 東北大・工学部・教授  　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　



第３期 1954年～1957年

委員長 萩原雄祐　　　　　　　　　　　

幹事 阪本捷房、関壮夫  　　　　　　

甘利省吾　 電波研究所長　　　　　　　　　

浅見義弘　 北大・工学部・教授　　　　　　

萩原雄祐　 東京天文台長/日本学士院会員　

畑中武夫　 東京天文台・教授　　　　　　　

河野哲夫　 電波研究所・対流圏課長　　　　

小谷正雄　 東大・理学部・教授　　　　　　

松尾三郎　 日本放送・技術局次長　　　　　

森本重武　 電波監理局・技術課長　　　　　

村上一郎　 ＮＨＫ技研・無線研究部副部長　

永田　武　　 東大・理学部・教授　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授　　　　　　

清宮　博　　 電気通信研究所・器材部長　　　

関　壮夫　　 電気通信研究所・基礎部長　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・助教授　　　　　

上田弘之　 電波研究所・第一部長　　　　　

青野雄一郎 電波研究所・電離層課長  　　　

藤田徳弥　 ＮＨＫ放送技研・無線研究部長　

畠山久尚　 気象研究所長  　　　　　　　　

金原淳　　 名大工学部教授／空電研究所長　

古賀逸策　 東大・工学部・教授  　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授  　　　　　

溝上金圭　 日本放送協会・技術局長  　　　

森田　清　　 東工大・教授  　　　　　　　　

永井健三　 東北大・工学部・教授  　　　　

難波捷吾　 国際電電株研究部長  　　　　　

阪本捷房　 東大・工学部・教授  　　　　　

関　英男　　 岩崎通信機株研究部長  　　　　

新川　浩　　 国際電電株研究部・調査課長  　

小池勇二郎 東北大・工学部・教授  　　　　

鳩山道夫　 電気試験所・物理部長  　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　



第４期 1957年～1960年

委員長 古賀逸策　　　　　　　　　　　　

幹事 畑中武夫、阪本捷房、関　壮夫　　　

甘利省吾　 電波研究所長　　　　　　　　　　

浅見義弘　 北大・工学部・教授　　　　　　　

萩原雄祐　 東北大理学部／日本学士院会員　　

畑中武夫　 東京天文台・教授　　　　　　　　

石川武二　 電気通信研究所長　　　　　　　　

河野哲夫　 電波研究所・次長　　　　　　　　

小池勇二郎 東北大・工学部・教授　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授　　　　　　　

三熊文雄　 日本放送協会・技術研究所長　　　

森田　清　　 東工大・教授　　　　　　　　　　

永井健三　 東北大・工学部・教授　　　　　　

難波捷吾　 国際電電株取締役研究部長　　　　

阪本捷房　 東大・工学部・教授　　　　　　　

関　壮夫　 電気通信研究所・次長　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授　　　　　　　

青野雄一郎 電波研究所・第一電波課長  　　　

藤田徳弥　 ＮＨＫ放送技研・無線研究部長　　

畠山久尚　 気象研究所長  　　　　　　　　　

鳩山道夫　 電気試験所・物理部長  　　　　　

金原　淳　　 名大工教授／名大空電研究所長　　

古賀逸策　 東大・工学部・教授  　　　　　　

小谷正雄　 東大・理学部・教授  　　　　　　

松尾三郎　 日本放送・技術局次長  　　　　　

森本重武　 電波監理局・技術課長  　　　　　

村上一郎　 ＮＨＫ技研・無線研究部副部長　　

永田　武　　 東大・理学部・教授  　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授  　　　　　　

関　英男　 岩崎通信機株研究部長  　　　　　

新川　浩　　 国際電電株研究部・調査課長  　　

上田弘之　 電波研究所・次長  　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　



第５期 1960年～1963年

委員長 古賀逸策　　　　　　　　　　　　　　

幹事 畑中武夫、青野雄一郎、畠山久尚、岡村総吾

甘利省吾　 国際電電株参与　　　　　　　　　　　

浅見義弘　 北大・工学部・教授　　　　　　　　　

後藤以紀　 通産省・工業技術院長　　　　　　　　

畑中武夫　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

金原　淳　　 名大空電研／名大空電研究所長　　　　

古賀逸策　 国際電電株参与　　　　　　　　　　　

河野哲夫　 電波研究所・次長　　　　　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　

蓑妻二三雄 電波監理局・陸上課長　　　　　　　　

森田　清　　 東工大・教授　　　　　　　　　　　　

永田　武　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

難波捷吾　 国際電電株取締役研究所長　　　　　　

新川　浩　　 国際電電株研究所・次長　　　　　　　

菅田栄治　 阪大・工学部・教授　　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・助教授　　　　　　　　

青野雄一郎 電波研究所・次長  　　　　　　　　　

藤田徳弥　 ＮＨＫ放送技研・開発部長  　　　　　

畠山久尚　 気象庁・東京管区気象台長  　　　　　

鳩山道夫　 ソニー㈱研究所長  　　　　　　　　　

喜安善市　 電気通信研究所・次長  　　　　　　　

小池勇二郎 東北大・工学部・教授  　　　　　　　

小谷正雄　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

三熊文雄　 日本放送協会・技術局長  　　　　　　

宮地政司　 東大・教授／東京天文台長  　　　　　

村上一郎　 ＮＨＫ技研・無線研究部副部長　　　　

内藤　正　　 電気試験所・標準器部長  　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

染谷　勲　　 電気通信研究所・次長  　　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

上田弘之　 電波研究所長  　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第６期 1963年～1966年

委員長 金原　淳　　　　　　　　　　　　　　　

幹事 青野雄一郎、岡村総吾、宮地政司、滝　保夫

青野雄一郎 電波研究所・次長　　　　　　　　　　

藤田徳弥　 ＮＨＫ放送技研・次長　　　　　　　　

鳩山道夫　 ソニー㈱研究所長　　　　　　　　　　

今井一郎　 気象研究所・研究部長　　　　　　　　

金原　淳　　 中部工大・教授　　　　　　　　　　　

河野哲夫　 電波研究所・次長　　　　　　　　　　

宮地政司　 東京天文台教授／東京天文台長　　　　

永田　武　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

野村達治　 ＮＨＫ技研所長　　　　　　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

斉藤成文　 東大・生産研・教授　　　　　　　　　

新川　浩　　 国際電電株研究所長　　　　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

高倉達雄　 東大・天文台・教授　　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

米沢利之　 電波研究所・室長  　　　　　　　　　

浅見義弘　 北大・工学部・教授  　　　　　　　　

後藤以紀　 明大・東海大・教授  　　　　　　　　

池上文夫　 通研・電波伝ぱん研究室長　　　　　　

岩井　章　　 名大・空電研・教授  　　　　　　　　

古賀逸策　 国際電電株参与  　　　　　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

森田　清　　 沖電気・技師長  　　　　　　　　　　

難波捷吾　 国際電電株常務取締役  　　　　　　　

大林辰蔵　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

大森俊一　 電気試験所・室長  　　　　　　　　　

霜田光一　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

染谷　勲　　 電気通信研究所・次長  　　　　　　　

高窪啓弥　 東北大・理学部・教授  　　　　　　　

滝　保夫　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

上田弘之　 電波研究所長  　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第７期 1966年～1969年

委員長 金原　淳　　　　　　　　　　　　　　　

幹事 後藤以紀、広瀬秀雄、岡村総吾、滝　保夫、大林辰蔵

赤羽賢司　 東京天文台・助教授　　　　　　　　　

福島　直　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

平井正一　 電波研究所・第二電波課長　　　　　　

池上文夫　 通信研究所電波伝ぱん研究室長　　　　

岩井　章　　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

神山雅英　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

金原　淳　　 中部工大・教授　　　　　　　　　　　

河野哲夫　 電波研究所・次長　　　　　　　　　　

森田　清　　 沖電気・技師長　　　　　　　　　　　

大林辰蔵　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

斉藤成文　 東大・生産研・教授　　　　　　　　　

新川　浩　　 国際電電株取締役研究所長　　　　　　

高倉達雄　 東大・天文台・教授　　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・所長　　　　　　　　　

米沢利之　 電波研究所・電波物理研究室長　　　　

浅見義弘　 成蹊大・工学部・教授  　　　　　　　

後藤以紀　 明大・教授  　　　　　　　　　　　　

広瀬秀雄　 東京天文台・教授  　　　　　　　　　

石田　亨　　 電波研究所・主任研究官  　　　　　　

上山　弘　　 東北大・理学部・助教授  　　　　　　

川上正光　 東工大・理工・教授  　　　　　　　　

古賀逸策　 東大・名誉教授  　　　　　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

永田　武　　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

小口文一　 電気通信研究所・基礎研究部長　　　　

大森俊一　 東京理科大・工学部・教授  　　　　　

霜田光一　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

滝　保夫　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

上田弘之　 電波研究所長  　　　　　　　　　　　



第８期 1969年～1972年 分科

委員長 金原淳　　　　　　　　　　　　　　　

幹事 後藤以紀、広瀬秀雄、岡村総吾、滝　保夫、大林辰蔵

赤羽賢司　 東京天文台・教授　　　　　　　　　　 第二

福島　直　　 京大・理学部・教授　　　　　　　　　

池上文夫　 通信研究所電波伝ぱん研究室長　　　　 第二

石川晴治　 名大・空電研所長　　　　　　　　　　

神山雅英　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

木村磐根　 京大・工学部・助教授　　　　　　　　

森本雅樹　 東京天文台・講師　　　　　　　　　　

永田　武　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

斉藤成文　 東大・生産研・教授　　　　　　　　　

桜井健二郎 電気試験所　　　　　　　　　　　　　

新川　浩　　 国際電電株取締役研究所長　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

鵜飼重孝　 上智大・理工・教授　　　　　　　　　 第二

福島　圓　　 電波研・電波気象研究室長　　　　　　 第二

古畑正秋　 東京天文台・教授  　　　　　　　　　

石田　亨　　 電波研究所・主任研究官  　　　　　　

上山　弘　　 東北大・理学部・教授  　　　　　　　

金原　淳　　 中部工大・教授  　　　　　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

森田　清　　 沖電気研究所・技師長  　　　　　　　

大林辰蔵　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

佐分利義和 電波研究所・周波数標準部長  　　　　

坂井利之　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

霜田光一　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

末武国弘　 東工大・工学部・教授  　　　　　　　

滝　保夫　　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

植之原道行 日本電気中央研究所・所長代理　　　　

米沢利之　 電波研究所・第三特別研究室長　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第９期 1972年～1975年

委員長 金原淳　　　　　　　　　　　　　　　

幹事 神山雅英、古在由秀、大林辰蔵、滝保夫

赤羽賢司　 東京天文台・教授　　　　　　　　　　

福島　直　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

石田　亨　　 電波研究所・鹿島支所長　　　　　　　

上山　弘　　 東北大・理学部・教授　　　　　　　　

金原　淳　　 中部工大・教授　　　　　　　　　　　

古在由秀　 東大・東京天文台・教授　　　　　　　

森本雅樹　 東京天文台・助教授　　　　　　　　　

大林辰蔵　 東大・宇宙研・教授　　　　　　　　　

大島信太郎 国際電電㈱取締役研究所長　　　　　　

斉藤成文　 東大・生産研・教授　　　　　　　　　

関口利男　 東工大・工学部・教授　　　　　　　　

高橋秀俊　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

米沢利之　 電波研究所・第三特別研究室長　　　　

福島　圓　　 電波研究所・電波気象研究室長　　　　

池上文夫　 通研・電波伝ぱん研究室長  　　　　　

石川晴治　 名大・空電研所長  　　　　　　　　　

神山雅英　 東京理科大・工学部・教授  　　　　　

木村磐根　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

前田憲一　 京大・工学部・教授  　　　　　　　　

永田　武　　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

佐分利義和 電波研究所・周波数標準部長  　　　　

桜井健二郎 電子総合研究所・電波電子部長　　　　

霜田光一　 東大・理学部・教授  　　　　　　　　

滝　保夫　　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

鵜飼重孝　 上智大・理工・教授  　　　　　　　　



第10期 1975年～1978年 分科

委員長 金原　淳　　　　　　　　　　　　　　　

幹事 赤羽賢司、大林辰蔵、小口文ー、古在由秀

赤羽賢司　 東京天文台・教授　　　　　　　　　　 F

石田　亨　　 電波研究所・衛星研究部長　　　　　　

大島信太郎 国際電電㈱常務取締役　　　　　　　　

岡村総吾　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

糟谷　績　　 電波研究所・電波部長　　　　　　　　

木村磐根　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　

古在由秀　 東大・東京天文台・教授　　　　　　　

桜井健二郎 電子総合研究所・電波電子部長　　　　

霜田光一　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

高橋秀俊　 慶応大・工学部・教授　　　　　　　　

田中春夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

牧本利夫　 阪大・基礎工学部・教授　　　　　　　

安浦亀之助 九大・工学部・教授　　　　　　　　　

石川晴治　 名大・空電研・教授  　　　　　　　　

鵜飼重孝　 上智大・理工・教授  　　　　　　　　 F

大林辰蔵　 東大・宇宙研・教授  　　　　　　　　

小口文一　 電電公社理事・研究開発本部長　　　　

上山　弘　　 東北大・理学部・教授  　　　　　　　

金原　淳　　 中部工大・教授  　　　　　　　　　　

斉藤成文　 東大・生産研・教授  　　　　　　　　

佐分利義和 電波研究所・周波数標準部長  　　　　

関口利男　 東工大・工学部・教授  　　　　　　　

滝　保夫　　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

福島　圓　　 電波研究所・第二特別研究室長　　　　 F

森本雅樹　 東京天文台・助教授  　　　　　　　　

米沢利之　 中部工大・教授  　　　　　　　　　　



第11期 1978年～1981年 分科

委員長 岡村総吾　　　　　　　　　　　　　　

幹事 赤羽賢司、大越孝敬、山内正弥、弓滋、横井寛

赤羽賢司　 東京天文台・教授　　　　　　　　　　

石川晴治　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　

大島信太郎 国際電電㈱副社長　　　　　　　　　　

大林辰蔵　 東大・宇宙研・教授　　　　　　　　　

木村磐根　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　

佐藤利三郎 東北大・工学部・教授　　　　　　　　

霜田光一　 慶応大・理工学部・教授　　　　　　　

関口利男　 東工大・工学部・教授　　　　　　　　

滝　保夫　 東京理科大・工学部・教授　　　　　　

内藤恵吉　 気象研究所気象衛星研究部長　　　　　 Ｆ

牧本利夫　 摂南大学・工学部・教授　　　　　　　

弓　　滋　 緯度観測所天文観測研究部長　　　　　

米沢利之　 中部工大・工学部・教授  　　　　　　

安達三郎　 東北大・工学部・教授  　　　　　　　

大越孝敬　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

大野克郎　 九大・工学部・教授  　　　　　　　　

岡村総吾　 日本学術振興会・監事  　　　　　　　

桜井健二郎 電子総研・電波電子部長  　　　　　　

佐分利義和 電波研究所・周波数標準部長  　　　　

末松安晴　 東工大・工学部・教授  　　　　　　　

田尾一彦　 電波研究所長  　　　　　　　　　　　

田中春夫　 東大・東京天文台・教授  　　　　　　

福島　圓　 電波研・第二特別研究室長  　　　　　 Ｆ

山内正弥　 電電公社理事・研究開発本部長　　　　

横井　寛　 国際電電株研究所次長  　　　　　　　 Ｆ

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第12期 1981年～1985年

委員長 田中春夫　　　　　　　　　　　　　　

幹事 大越孝敬、小口知宏、古在由秀、森本雅樹、柳井久義

安達三郎　 東北大・工学部・教授　　　　　　　　

稲葉文男　 東北大・電通研・教授　　　　　　　　

大越孝敬　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　

大家　寛　　 東北大・理学部・教授　　　　　　　　

小口知宏　 電波研究所・主任研究官　　　　　　　 Ｆ

木村磐根　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　

佐藤利三郎 東北大・工学部長　　　　　　　　　　

霜田光一　 慶応大・理工学部・教授　　　　　　　

田中春夫　 東洋大学・工学部・教授　　　　　　　

根本俊雄　 電子技術総合研究所総合研究官　　　　

羽倉幸雄　 埼玉大学・工学部・教授　　　　　　　

柳井久義　 芝浦工大・工学部・教授　　　　　　　

小口　高　　 東大・理学部・教授　　　　　　　　　

石川晴治　 名大・名誉教授  　　　　　　　　　　

えの目信三 名大・空電研・教授  　　　　　　　　

大林辰蔵　 東大・宇宙研・教授  　　　　　　　　

岡村総吾　 日本学術振興会・理事長  　　　　　　

加藤　進　　 京大・超高層電波研・教授  　　　　　

古在由秀　 東大・東京天文台長  　　　　　　　　

佐分利義和 安立電気㈱開発本部技師長  　　　　　

関口利男　 東京工業高等専門学校長  　　　　　　

中込雪男　 国際電電㈱取締役  　　　　　　　　　

宮川洋　　 東大・工学部・教授  　　　　　　　　

森本雅樹　 東京天文台・教授  　　　　　　　　　

横井寛　　 国際電電㈱次長  　　　　　　　　　　 Ｆ

松本紘　　 京大・超高層電波研・助教授　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第13期 1985年～1988年 分科

委員長 大越孝敬　　　　　　　　　　　　　

幹事 松浦延夫、森本雅樹、早川幸男　　　

青木和男　 九大・工学部・教授　　　　　　　　

稲葉文男　 東北大・電通研・教授　　　　　　　

大越孝敬　 東大・工学部・教授　　　　　　　　

岡村総吾　 東京電機大・工学部・教授　　　　　

加藤　進　 京大・超高層電波研・教授　　　　　

佐分利義和 安立電気㈱開発本部技師長　　　　　

末松安晴　 東工大・工学部・教授　　　　　　　

仲井猛敏　 名大・空電研・教授  　　　　　　　

根本俊雄　 電子技術総研・標準計測部長　　　　

早川正士　 名大・空電研・助教授  　　　　　　

松浦延夫　 電波研究所・電波部長　　　　　　　

宮内ー洋　 ＮＴＴ通信網第二研究所長　　　　　

森本雅樹　 東京天文台・教授　　　　　　　　　

安達三郎　 東北大・工学部・教授  　　　　　　

えの目信三 名大・空電研・教授  　　　　　　　

大家　寛　 東北大・理学部・教授  　　　　　　

小口知宏　 電波研究所・第三特別研究室長　　　 Ｆ

木村磐根　 京大・工学部・教授  　　　　　　　

進士昌明　 ＮＴＴ網二研電波    研究部長　　　 Ｆ

関口利男　 東京工業高等専門学校・学長　　　　

中込雪男　 国際電電㈱取締役　　　　　　　　　

羽倉幸雄　 埼玉大学・工学部．教授　　　　　　

早川幸男　 名大・理学部・教授　　　　　　　　

松本　紘　 京大・超高層電波研・助教授  　　　

天野橘太郎 ＫＤＤ研究所　　　  　　　　　　　

横井　寛　 ＫＤＤ㈱大阪支社長　　　　　　　　 Ｆ

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　



第14期 1988年～1991年 　　

委員長 大越孝敬　　　　　　　　　　　　　　 　　

幹事 小口知宏、石黒正人、松浦延夫　　　　 　　

高柳和夫　 宇宙科学研究所教授　　　　　　　　　 ４部

青木和男　 九州大学教授　　　　　　　　　　　　 ５部

佐分利義和 安立電気株開発本部技師長　　　　　　 A 　

根本俊雄　 電子技術総研・標準計測部長　　　　　 A 　

島田禎晉　 NTT 伝送システム研究所長　　　　　　 A 　

安達三郎　 東北大・工学部・教授　  　　　　　　 B 　

関口利男　 東京工業高等専門学校・学長　　　　　 B 　

青木和男　 九大・工学部・教授    　　　　　　　 B 　

宮内ー洋　 東京理科大学・教授      　　　　　　 C 　

辻井重男　 東工大・教授　　　　　　　　　　　　 C 　

堀内和夫　 早稲田大学・教授　　　　　　　　　　 C 　

稲葉文男　 東北大・電通研・教授    　　　　　　 D 　

大越孝敬　 東大・工学部・教授　　　　　　　　　 D 　

末松安晴　 東工大・工学部・教授　　　　　　　　 D 　

早川正士　 名大・空電研・助教授　　　　　　　　 E 　

菊地  弘　 日本大学・教授　　　　　　　　　　　 E 　

山田松一 KDD 目黒研究所次長    　　　　　　　 F 　

小口知宏　 通信総合研・第三特別研究室長　　　　 F 　

古濱洋治　 ATR 光電波通信研究所長　　　　　　　 F 　

松浦延夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　 G 　

加藤　進　 京大・超高層電波研・教授    　　　　 G 　

高柳和夫　 宇宙科学研究所・研究主幹　　　　　　 G 　

松本　紘　 京大・超高層電波研・助教授　　　　　 H 　

木村磐根　 京大・工学部・教授　　　　　　　　　 H 　

田中茂利 元京都大学教授　　　　　　　　　　　 H 　

田原博人 宇都宮大・教授　　　　　　　　　　　 J 　

石黒正人　 国立天文台・助教授　　　　　　　　　 J 　

甲斐敬造 国立天文台・教授　　　　　　　　　　 J 　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　



第15期 1991年～1994年 　　

委員長 安達三郎　　　　　　　　　　　　　　 　　

幹事 山田松一、小口知宏、手代木扶　　　　 　　

杉本大一郎 東京大学・教養教授　　　　　　　　　 ４部

戸田　巌　 NTT 研究開発本部長　　　　　　　　　 ５部

島田禎晉　 NTT 伝送システム研究所長　　　　　　 A 　

根本俊雄　 明治大・理工・教授　　　　　　　　　 A 　

大津元一　 東工大・助教授　　　　　　　　　　　 A 　

安達三郎　 東北大・工学部・教授    　　　　　　 B 　

手代木扶 通信総研                  　　　　　 B 　

大越孝敬　 東大・工学部・教授　  　　　　　　　 B 　

宮内ー洋　 東京理科大学・教授      　　　　　　 C 　

赤池正巳　 ATR         　　　　　　　　　　　　 C 　

多田邦雄　 東大・電子工学科  　　　　　　　　　 D 　

小野昭一 東北大・電通研・教授    　　　　　　 D 　

早川正士　 電通大・教授          　　　　　　　 E 　

杉浦  行　 通信総研                  　　　　　 E 　

古濱洋治　 ATR 光電波通信研究所長　　　　　　　 F 　

小口知宏　 都立科学技術大              　　　　 F 　

山田松一 KDD 研究所・主幹研究員　　　　　　　 F 　

松浦延夫　 名大・空電研・教授　　　　　　　　　 G 　

丸橋克英 通信総研・電波部長      　　　　　　 G 　

松本　紘　 京大・超高層電波研・教授　  　　　　 H 　

木村磐根　 京大・工学部・教授  　　    　　　　 H 　

長野  勇　 金沢大・工・教授　　　　　　　　　　 H 　

石黒正人　 国立天文台・教授        　　　　　　 J 　

森本雅樹　 国立天文台・教授        　　　　　　 J 　

田原博人 宇都宮大・教授　　　　　　　　　　　 J 　

斉藤正男　 東大・医・教授　　　　　　　　　　　 K 　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　



第16期 1994年～1997年 　　

委員長 古濱洋治　　　　　　　　　　　　　　 　　

幹事 細矢良雄、手代木扶、長野  勇　　　　 　　

杉本大一郎 東大・宇宙地球科学・教授　　　　　　 ４部

大越孝敬　 通産・産業技術融合研所長　　　　　　 ５部

堀内和夫 早稲田大学理工学部教授（大越先生逝去後） ５部

松本　紘　 京大・超高層電波研センタ長  　　　　 全体

島田禎晉　 富士通研究所・取締役    　　　　　　 A 　

梅津  純　 通信総研・原子標準研室長  　　　　　 A 　

手代木扶 通信総研・総合研究官　　　　　　　　 B 　

徳丸  仁　 慶応大・理工学部・教授  　　　　　　 B 　

米山　務　 東北大・電気通信研・教授  　　　　　 B 　

赤池正巳　 東京理科大・工学部・教授　　　　　　 C 　

辻井重男　 中央大・情報工学科・教授　　　　　　 C 　

多田邦雄　 東大・電子工学科・教授　　　　　　　 D 　

伊賀健一　 東工大・精密工学研・教授　　　　　　 D 　

早川正士　 電通大・電気通信学部・教授　　　　　 E 　

杉浦  行　 通信総研・関東支所長    　　　　　　 E 　

河崎善一郎 阪大・工学部・助教授　　　　　　　　 E 　

古濱洋治　 通信総研・企画部長    　　　　　　　 F 　

山田松一　 東京工科大・情報通信工学教授　　　　 F 　

細矢良雄 北見工大・電気電子・教授　　　　　　 F 　

小川忠彦　 通信総研・宇宙科学部長　　　　　　　 G 　

深尾昌一郎 京大・超高層電波研セ・教授　　　　　 G 　

長野  勇　 金沢大・工・教授　　　　    　　　　 H 　

佐藤哲也　 核融合科学研・センタ長・教授　　　　 H 　

稲谷順司　 国立天文台・電波天文研究主幹　　　　 J 　

大師堂経明 早大・教育学部・教授    　　　　　　 J 　

上野照剛 東大・医・医用電子研・教授　　　　　 K 　

斉藤正男　 東京電機大・情報通信・教授　　　　　 K 　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　



第17期 1997年～2000年 　　

委員長 古濱洋治  　　　　　　　　　　　　　

幹事 細矢良雄、堺　和夫、多氣昌生  　　　

池内　了　 名古屋大学大学院理学研究科教授　　　 ４部

堀内和夫　 早稲田大学理工学総合研究センタ−顧問 ５部

赤池正巳　 東京理科大学電気工学科教授　　　　　 Ｃ

安藤　真　 東京工業大学電気電子工学専攻教授　　 Ｂ

伊賀健一　 東京工業大学精密工学研究所所長・教授 Ｄ

井上　允　 国立天文台野辺山宇宙電波観測所教授　 Ｊ

上野照剛　 東京大学生体物理医学専攻教授　　　　 Ｋ

梅津　純　 郵政省通信総合研究所標準計測部主任研 Ａ

大村善治　 京都大学宙空電波科学研究センタ−助教 Ｈ

岡本謙一　 大阪府立大学航空宇宙工学分野教授　　 Ｆ

小川忠彦　 名古屋大学太陽地球環境研究所教授　　 Ｇ

小山孝一郎 文部省宇宙科学研究所惑星研究系教授　 Ｇ

春日　隆　 法政大学システム制御工学科教授　　　 Ｊ

河崎善一郎 大阪大学電気工学専攻助教授　　　　　 Ｅ

菊池和朗　 東京大学先端科学技術研究センタ−教授 Ｄ

斎藤正男　 東京電機大学情報通信工学科教授　　　 Ｋ

堺　和夫　 株KDD 海底ケ−ブルシステム株技術本部 Ｃ

高野  忠　 文部省宇宙科学研究所電波追跡工学部門 Ｂ

多氣昌生　 東京都立大学電気工学専攻教授　　　　 Ｋ

中段和宏　 通産省工業技術院計量研究所量子部主任 Ａ

長野  勇　 金沢大学電気情報工学科教授　　　　　 Ｈ

早川正士　 電気通信大学電子工学科教授　　　　　 Ｅ

藤原  修　 名古屋工業大学電気情報工学科教授　　 Ｅ

古濱洋治　 宇宙開発事業団理事　　　　　　　　　 Ｆ

細矢良雄　 北見工業大学電気電子工学科教授　　　 Ｆ

松本　紘　 京都大学宙空電波科学研究センタ−教授 全体



第18期 2000年～2003年 　　

委員長 松本　紘

幹事 細矢良雄、多氣昌生、小林一哉 　　　

西田篤弘 日本学術振興会監事 4部

末松安晴 国立情報学研究所所長 5部

松本　紘　 京都大学宙空電波科学研究センタ−教授 全体

森川容雄 通信総合研究所標準計測部長 Ａ

小見山耕司 工業技術院電子総合研究所光技術部主任研究員 Ａ

安藤　真　 東京工業大学電気電子工学専攻教授　　 Ｂ

立居場光生 九州大学システム情報科学研究員教授 Ｂ

小林一哉 中央大学電気電子情報通信工学科教授 Ｂ

赤池正巳　 東京理科大学電気工学科教授　　　　　 Ｃ

水野皓司 東北大学電気通信研究所テラヘルツ工学部門教授 Ｃ

井筒雅之 通信総合研究所光情報処理研究室長 Ｄ

土屋昌弘 東京大学電子情報工学専攻助教授 Ｄ

河崎善一郎 大阪大学電気工学専攻助教授　　　　　 Ｅ

横山　茂 電力中央研究所狛江研究所研究参事 Ｅ

古濱洋治　 宇宙開発事業団理事　　　　　　　　　 Ｆ

細矢良雄　 北見工業大学電気電子工学科教授　　　 Ｆ

唐沢好男 電気通信大学電子工学科教授 Ｆ

小山孝一郎 文部省宇宙科学研究所惑星研究系教授　 Ｇ

丸山　隆 通信総合研究所平磯宇宙環境センター長 Ｇ

大村善治　 京都大学宙空電波科学研究センタ−助教授 Ｈ

岡田敏美 富山県立大学電子情報工学科教授 Ｈ

井上　允　 国立天文台野辺山宇宙電波観測所教授　 Ｊ

春日　隆　 法政大学システム制御工学科教授　　　 Ｊ

上野照剛　 東京大学生体物理医学専攻教授　　　　 Ｋ

多氣昌生　 東京都立大学電気工学専攻教授　　　　 Ｋ

重光　司 電力中央研究所我孫子研究所生物科学部上席研究員 Ｋ



2003年～2005年

役職名 氏　名 所属・職名

杉浦　行 東北大学電気通信研究所教授

井原　俊夫 関東学院大学工学部電気電子情報工学科教授

大平　孝 ATR波動工学研究所電波研究室　室長

山本　衛 京都大学生存圏研究所 助教授

西田　篤弘 総合研究大学院大学理事（宇宙科学研究所名誉教授）

委員長 松本　紘 京都大学生存圏研究所長・教授

赤池　正巳 東京理科大学工学部電気工学科教授

安藤 真 東京工業大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻教授

井上　允 国立天文台電波研究部教授

幹事 大村  善治 京都大学生存圏研究所教授

春日  隆 法政大学工学部システム制御工学科教授

幹事 多氣  昌生 東京都立大学大学院工学研究科電気工学専攻教授

藤原  修 名古屋工業大学大学院おもひ領域情報工学専攻教授

丸山　隆
独立行政法人　情報通信研究機構　電磁波計測部門　電離圏・超高層グ
ループ・グループ長

井筒　雅之 独立行政法人情報通信研究機構　上席研究員

岡田　敏美 富山県立大学工学部電子情報工学科教授

唐沢　好男 電気通信大学電気通信学部電子工学科教授

幹事 小林 一哉 中央大学理工学部電気電子情報通信工学科 教授

小見山 耕司
産業技術総合研究所　計測標準研究部門　電磁波計測科　高周波電磁界
標準研究室・室長

重光　司 電力中央研究所環境科学研究所上席研究員

立居場 光生 九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院情報工学部門教授

土屋　昌弘
独立行政法人情報通信研究機構　基礎先端部門　光情報通信グループ
グループ長

水野 皓司 東北大学電気通信研究所客員教授

森川　容雄 独立行政法人情報通信研究機構電磁波計測部門研究主管
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役職名 小委員会 国際URSI 所属部 氏名 所属・役職

第三部会員 青山　友紀 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ総合研究機構教授

第三部会員 今井　秀樹 中央大学理工学部教授

委員長 Past President 連携会員 松本　紘 京都大学理事・副学長

主幹事 特任連携会員 小林　一哉 中央大学副学長・理工学部教授

副幹事 特任連携会員 多氣　昌生 首都大学東京大学院理工学研究科電気電子工学専攻教授

副幹事
Vice Chair
Commission H

特任連携会員 大村　善治 京都大学生存圏研究所教授

Past Chair
Commission B

連携会員 安藤　真 東京工業大学理工学研究科教授

連携会員 井筒　雅之 東京工業大学電気系グローバルＣＯＥ特任教授

A小委員会
委員長

特任連携会員 細川　瑞彦
情報通信研究機構新世代ネットワーク研究センター
光・時空標準グループリーダー

B小委員会
委員長

特任連携会員 佐藤　亨 京都大学情報学研究科教授

C小委員会
委員長

特任連携会員 小牧　省三 大阪大学大学院工学研究科教授

C小委員会
副委員長

Vice Chair
Commission C

特任連携会員 大平　孝 豊橋技術科学大学情報工学系教授

D小委員会
委員長

特任連携会員 小川　博世
情報通信研究機構第１研究部門新世代ワイヤレス研究センター
センター長

E小委員会
委員長

特任連携会員 古賀　隆治 岡山大学大学院自然科学研究科（工学系）教授

F小委員会
委員長

特任連携会員 山口　芳雄 新潟大学工学部教授

G小委員会
委員長

特任連携会員 丸山　隆 情報通信研究機構電磁波計測研究センター主任研究員

H小委員会
委員長

特任連携会員 岡田　敏美 富山県立大学工学部教授

J小委員会
委員長

特任連携会員 小林  秀行 国立天文台教授、水沢ＶＥＲＡ観測所所長

K小委員会
委員長

特任連携会員 重光　司 (財)電力中央研究所環境科学研究所電磁界環境領域上席研究員
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役職名 小委員会 国際URSI 所属部等 氏名 所属・役職

第三部会員 今井　秀樹 中央大学理工学部 教授

連携会員 榎並　和雅 情報通信研究機構　研究センター長

連携会員 河野　隆二 横浜国立大学工学部 教授

連携会員 立居場 光生 有明工業高等専門学校 校長

連携会員 吉田　進 京都大学情報学研究科 教授

委員長 特任連携会員 小林　一哉 中央大学理工学部 教授

主幹事 特任連携会員 山崎　恒樹 日本大学理工学部 教授

副幹事 特任連携会員 高田　潤一 東京工業大学理工学研究科 教授

副幹事 特任連携会員 八木谷　聡 金沢大学理工研究域 教授

Past Chair
Commission B

特任連携会員 安藤　真 東京工業大学理工学研究科 教授

Chair
Commission C

特任連携会員 大平　孝 豊橋技術科学大学情報工学系 教授

Chair
Commission H

特任連携会員 大村　善治 京都大学生存圏研究所 教授

Vice Chair
Commission K

特任連携会員 多氣　昌生 首都大学東京大学院理工学研究科電気電子工学専攻 教授

A小委員会
委員長

特任連携会員 小山　泰弘
情報通信研究機構 新世代ネットワーク研究センター
光・時空標準グループ グループリーダー

B小委員会
委員長

特任連携会員 佐藤　亨 京都大学情報学研究科 教授

C小委員会
委員長

特任連携会員 伊東　健治 金沢工業大学工学部電気系情報通信工学科　教授

D小委員会
委員長

特任連携会員 永妻　忠夫 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授

E小委員会
委員長

特任連携会員 古賀　隆治 岡山大学大学院自然科学研究科（工学系） 教授

F小委員会
委員長

特任連携会員 山口　芳雄 新潟大学工学部情報工学科 教授

G小委員会
委員長

特任連携会員 渡部　重十 北海道大学大学院理学研究院 教授

H小委員会
委員長

特任連携会員 岡田　敏美 富山県立大学工学部 教授

J小委員会
委員長

特任連携会員 小林  秀行 自然科学研究機構国立天文台 教授

K小委員会
委員長

特任連携会員 重光　司 （財）電気安全環境研究所 電磁界情報センター Senior Fellow
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役職名 小委員会 国際URSI 所属部等 氏名 所属・役職

委　員 C小委員会委員 — 連携会員 荒木　純道 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

委　員 — — 連携会員 伊澤　達夫 元 東京工業大学 理事・副学長

委　員 — — 第三部会員 石原　宏 東京工業大学 名誉教授

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 井筒　雅之
Director, Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS) San Francisco

委　員 A小委員会委員 — 連携会員 榎並　和雅 東京工業大学 監事

委　員 — — 連携会員 大橋　弘美
NTTエレクトロニクス株式会社
技術開発統括センタ 次長

委　員 J小委員会委員 — 連携会員 面高　俊宏 鹿児島大学 大学院理学系研究科 教授

委　員 K小委員会委員 — 連携会員 河野　隆二 横浜国立大学 工学部 教授

委　員 B小委員会委員 — 連携会員 小柴　正則 北海道大学 名誉教授・キャリアセンター長

委員長 B小委員会委員 — 連携会員 小林　一哉 中央大学 理工学部 教授

委　員 F小委員会委員 — 連携会員 仙石　正和 新潟大学理事（研究担当）・副学長

委　員 B小委員会委員 — 連携会員 立居場　光生 九州大学 名誉教授

委　員
G小委員会委員
H小委員会委員

— 連携会員 中村　正人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授

委　員 — — 第三部会員 保立　和夫 東京大学 大学院工学系研究科 教授

幹　事
幹事団構成員

H小委員会委員 — 特任連携会員 八木谷　聡 金沢大学 理工研究域 教授

委　員 E小委員会委員 — 第三部会員 吉田　進 京都大学 名誉教授

オブザーバ B小委員会委員 Vice-President — 安藤　真 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ
H小委員会

委員長

Chair,
Long Range

Planning
Committee

— 大村　善治 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ A小委員会委員
Vice-Chair,

Commission A
— 小山　泰弘

情報通信研究機構
国際推進部門 国際連携推進室 室長

オブザーバ
B小委員会

委員長
— — 白井　宏 中央大学 理工学部 教授

オブザーバ
K小委員会

委員長
— — 神保　泰彦 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

オブザーバ
幹事団構成員

C小委員会委員
F小委員会委員

— — 高田　潤一 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ
E小委員会委員
K小委員会委員

Chair,
Commission K

— 多氣　昌生 首都大学東京 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ
D小委員会

委員長
— — 永妻　忠夫 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

オブザーバ
J小委員会

委員長
— — 藤沢　健太 山口大学 時間学研究所 教授

オブザーバ
F小委員会

委員長
— — 前川　泰之 大阪電気通信大学 情報通信工学部 教授

オブザーバ
A小委員会

委員長
— — 武者　満

電気通信大学 レーザー新世代研究センター
准教授

オブザーバ
C小委員会

委員長
— — 守倉　正博 京都大学 大学院情報学研究科 教授

オブザーバ
幹事団構成員

B小委員会
委員

— — 山崎　恒樹 日本大学 理工学部 教授

オブザーバ
G小委員会

委員長
— — 山本　衛 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
E小委員会

委員長
— — 和田　修己 京都大学 大学院工学研究科 教授
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役職名 小委員会 国際URSI 所属部等 氏名 所属・役職

委　員 C小委員会委員 — 連携会員 安達　文幸 東北大学 電気通信研究機構 特任教授

委　員 C小委員会委員 — 連携会員 荒木　純道
東京工業大学 大学院理工学研究科 産学官連
携研究員・名誉教授

委　員 B小委員会委員 Vice-President 特任連携会員 安藤　真 東京工業大学 理事・副学長（研究担当）

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 石原　宏 東京工業大学 名誉教授

委　員 A小委員会委員 — 連携会員 榎並　和雅 東京工業大学 監事

委　員 J小委員会委員 — 連携会員 面高　俊宏 鹿児島大学 大学院理工学研究科 特任教授

委　員
C小委員会委員
K小委員会委員

— 連携会員 河野　隆二 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 國分　泰雄 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

委　員 — — 連携会員 小柴　正則 北海道大学 名誉教授

委員長 B小委員会委員

Assistant
Secretary-General,

Vice-Chair,
Commission B

連携会員 小林　一哉 中央大学 理工学部 教授

委　員 A小委員会委員
Chair,

Commission A
特任連携会員 小山　泰弘

情報通信研究機構オープンイノベーション推進本部
戦略的プログラムオフィス研究企画推進室長

委　員 F小委員会委員 — 連携会員 仙石　正和 事業創造大学院大学 学長

委　員 — — 連携会員 立居場　光生
九州大学 名誉教授
有明工業高等専門学校 名誉教授

委　員 — — 連携会員 津田　俊隆
早稲田大学 国際情報通信センター 学術院客員
教授

委　員 G小委員会委員 — 連携会員 津田　敏隆 情報・システム研究機構 理事

委　員
G小委員会委員
H小委員会委員

— 連携会員 中村　正人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授

委　員 K小委員会委員 — 連携会員 福永　香
情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波応用
総合研究室 室長

委　員 D小委員会委員 — 第三部会員 保立　和夫 豊田工業大学 副学長／工学部 教授

幹　事
幹事団構成員

H小委員会委員 — 連携会員 八木谷　聡 金沢大学 理工研究域 教授

委　員 E小委員会委員 — 第三部会員 吉田　進 京都大学 総務部 特任教授・名誉教授

オブザーバ
K小委員会

委員長
— — 伊藤　公一

千葉大学 フロンティア医工学センター 名誉教
授・客員教授

オブザーバ
B小委員会

委員長
— — 宇野　亨 東京農工大学 大学院 工学研究院 教授

オブザーバ
H小委員会

委員
Past Chair,

Commission H
— 大村　善治 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
H小委員会

委員長
— — 笠原　禎也 金沢大学 総合メディア基盤センター 教授

オブザーバ
C小委員会

委員長
— — 菊間　信良 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

オブザーバ
幹事団構成員

F小委員会委員 — — 高田　潤一 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ
E小委員会委員
K小委員会委員

Past Chair,
Commission K

— 多氣　昌生 首都大学東京 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ
D小委員会

委員長
— — 塚本　勝俊 大阪工業大学 情報科学部 教授

オブザーバ
J小委員会

委員長
— — 藤沢　健太 山口大学 時間学研究所 教授

オブザーバ
F小委員会

委員長
— — 前川　泰之 大阪電気通信大学 情報通信工学部 教授

オブザーバ
A小委員会

委員長
— — 武者　満

電気通信大学 レーザー新世代研究センター
准教授

オブザーバ
幹事団構成員

B小委員会
委員

— — 山崎　恒樹 日本大学 理工学部 教授

オブザーバ
G小委員会

委員長
— — 山本　衛 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
E小委員会

委員長
— — 和田　修己 京都大学 大学院工学研究科 教授
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役職名 小委員会 国際URSI 所属部等 氏名 所属・役職

委　員 — — 第三部会員 三瓶 政一
大阪大学 大学院工学研究科電気電子情報工
学専攻 教授

委　員 — — 第三部会員 中野 義昭
東京大学 大学院工学系研究科電気系工学専
攻 教授

委　員 E小委員会委員 — 第三部会員 吉田 進 京都大学 名誉教授

委　員 C小委員会委員 — 連携会員 安達 文幸 東北大学 電気通信研究機構 特任教授

委　員 — — 連携会員 荒川 泰彦 東京大学 生産技術研究所 教授

委　員 — — 連携会員 荒木 純道 東京工業大学 名誉教授

委　員 B小委員会委員 President 連携会員 安藤 真 国立高等専門学校機構 理事

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 石原 宏 東京工業大学 名誉教授

委　員 — — 連携会員 黒田 徹 日本放送協会 放送技術研究所長・副技師長

委　員 — — 連携会員 黒田 道子 東京工科大学 名誉教授

委　員 K小委員会委員 — 連携会員 河野 隆二
横浜国立大学 大学院工学研究院 教授、未来情
報通信医療社会基盤センター長

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 國分 泰雄 中部大学 副学長・教授

委　員 — — 連携会員 小柴 正則 北海道大学 名誉教授

委　員 B小委員会委員

Assistant
Secretary-General;

Chair,
Commission B

連携会員 小林 一哉 中央大学 理工学部教授

委　員 B小委員会委員 — 連携会員 佐藤 亨 京都大学 大学院情報学研究科 教授

委　員 J小委員会委員 — 連携会員 新永 浩子
鹿児島大学 学術研究院理工学域理学系物理・
宇宙専攻宇宙情報講座 准教授

委　員 F小委員会委員 — 連携会員 仙石 正和 事業創造大学院大学 学長・教授

委　員 G小委員会委員 — 連携会員 津田 敏隆 情報・システム研究機構 理事

委　員 — 連携会員 津田 俊隆 早稲田大学 研究員 客員教授

委　員 — 連携会員 中沢 正隆 東北大学 教授、同電気通信研究機構長

委　員
G小委員会委員
H小委員会委員

— 連携会員 中村 正人
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所太陽
系科学研究系 教授

委　員 — — 連携会員 野田 進 京都大学 工学研究科 教授

委　員 — — 連携会員 原田 博司
京都大学 大学院情報学研究科通信情報システ
ム専攻 教授

委　員 — — 連携会員 福永 香 情報通信研究機構 電磁波研究所 上席研究員

委　員 D小委員会委員 — 連携会員 保立 和夫 豊田工業大学 副学長・教授

委　員 — — 連携会員 森川 博之 東京大学 大学院工学系研究科 教授

委員長 H小委員会委員 — 連携会員 八木谷 聡 金沢大学 理工研究域 教授

委　員 K小委員会委員
Vice-Chair,

Commission K
特任連携会員 伊藤 公一 千葉大学 名誉教授・客員教授

幹　事
幹事団構成員

B小委員会委員
Secretary,

Commission B
特任連携会員 大貫 進一郎 日本大学 理工学部 教授

委　員 A小委員会委員
Chair,

Commission A
特任連携会員 小山 泰弘

情報通信研究機構 オープンイノベーション推進本部戦略
的プログラムオフィス研究企画推進室長

委　員 D小委員会委員
Vice-Chair,

Commission D
特任連携会員 篠原 真毅 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
幹事団構成員

G小委員会委員
H小委員会委員

— — 石坂 圭吾 富山県立大学 工学部電子・情報工学科 准教授

オブザーバ
A小委員会

委員長
— — 安田 正美

産業技術総合研究所 計測標準総合センター物理計測標
準研究部門時間標準研究グループ グループ長

オブザーバ
B小委員会

委員長
— — 宇野 亨 東京農工大学 大学院工学研究院 教授

オブザーバ
C小委員会

委員長
— — 太郎丸 真 福岡大学 工学部電子情報工学科 教授

オブザーバ
D小委員会

委員長
— — 戸田 裕之 同志社大学 理工学部教授

オブザーバ
幹事団構成員

E小委員会
委員長

— — 芳原 容英
電気通信大学 大学院情報理工学研究科情報・
ネットワーク工学専攻 教授

オブザーバ
F小委員会

委員長
— — 佐藤 源之 東北大学 東北アジア研究センター 教授

オブザーバ
G小委員会

委員長
— — 山本 衛 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
H小委員会

委員長
— — 笠原 禎也 金沢大学 総合メディア基盤センター 教授

オブザーバ
J小委員会

委員長
— — 藤沢 健太 山口大学 時間学研究所 教授

オブザーバ
K小委員会

委員長
— — 王 建青 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

オブザーバ F小委員会委員
ECR,

Commission F
— 佐々木 元晴 NTTアクセスサービスシステム研究所 研究員

オブザーバ K小委員会委員
ECR,

Commission K
— 佐々木 謙介 情報通信研究機構 電磁環境研究室 研究員

オブザーバ H小委員会委員
Past Chair,

Commission H
— 大村 善治 京都大学 生存圏研究所 教授

オブザーバ
E小委員会委員
K小委員会委員

Past Chair,
Commission K

— 多氣 昌生 首都大学東京 大学院理工学研究科 教授

オブザーバ F小委員会委員 — — 高田 潤一 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授

オブザーバ B小委員会委員 — — 山崎 恒樹 日本大学 理工学部電気工学科 教授
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