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講演内容 
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•電子情報通信学会の100年の歩み 

•創立100周年宣言 

•創立100周年記念事業実行委員会の活動概要 

•マイルストーン選定委員会の活動 

• 100年史刊行委員会の活動 

•創立100周年記念事業協賛委員会の活動 

•ソサイエティ・支部による各種記念事業 

•創立100周年記念式典 

•学会の役割と改革への期待  
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電子情報通信学会の100年の歩み（１） 
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1917（大正6）年 

5月「電信電話研究会」を解散し、5月1

日をもって「電信電話学会」を創立 

 6月 電信電話学会雑誌創刊号を発行

1927（昭和2）年 

1月 社団法人の認可を受ける 

1931（昭和6）年 

7月 本会雑誌100号記念号を発行 
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電子情報通信学会の100年の歩み（２） 
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1937（昭和12）年 

 1月 「電気通信学会」に改称 

 10月 創立20周年記念大会を東京で開催 

1967（昭和42）年  

 5月 「電子通信学会」に改称 

 10月 創立50周年記念式典挙行 

1968（昭和43）年  

1月 「電子通信学会雑誌」を「電子通信学会誌」と改名 

      論文誌A，B，C 第1号を発行  
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創立50周年記念式典 1967年 

5 
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電子情報通信学会の100年の歩み（３） 
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1976（昭和51）年  1月 英文論文誌の第1号を発行 
1987（昭和62）年  1月 「電子情報通信学会」に改称  

1992（平成4）年    9月 創立75周年記念式典挙行 

1995（平成7）年    4月 ソサイエティ制を導入 

1999（平成11）年 8月 英文論文誌オンライン公開  

2000（平成12）年 8月 和文論文誌オンライン公開
2012（平成24）年  4月 一般社団法人に移行  

2014（平成26）年 10月 NOLTAソサイエティの発足  

2017（平成29）年  5月 創立100周年 
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無線通信における歴史的出来事 
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1858       Keio was founded              

1897      Radio Telegraph is Developed 

1905   Japan Sea Battle with Russia 

1908   Marine Radio Telegraph（domestic） 

1915       Radio Telegraph between Japan and Hawaii 

1917      電信電話学会(電子情報通信学会)創立 

1925   AM Radio 

1926   Yagi and Uda Antenna 

1930   International Radio Telephone 

1944   Radar Development 

1953   TV Broadcasting 

1960   Color TV Broadcasting, FM Broadcasting 

1963       Satellite Relay （Assassination of J.F.Kennedy ） 

1964   Tokyo Olympic（TV Satellite Broadcasting） 

1969   FM Stereo 

1979   Automobile Phone Service(800MHz) 

1989   BS Broadcasting 

1991   AM Stereo、High Vision Broadcasting 

1995   PHS  

2001   IMT2000  

 

1864      Maxwell, Electro-magnetic Theory 

1884       IEEE was founded 

1888      Herz,  Finding of Radio Wave            

1895   Marconi, Radio Telegram 

1912   Titanic （ SOS) 

1920   USA,  AM Broadcasting 

1924   UK,  Radar System 

 

 

1941   USA, FM Broadcasting 

 

 

 

1957   Russia,  First Satellite   

 

1964   INTELSAT  

 

1969   Apolo11 (Color TV from Moon) 

 

1979   INMARSAT   

 

Japan Japan World World 
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100年の歴史を有する学会 
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本学会は国内で7番目に古く、5番目に大きな工学系学会 
本年9月15日に創立100周年記念式典を開催 

学会 創立年 会員数（H27年度末） 

日本化学会 明治11年（1878） 27,787 

日本建築学会 明治19年（1886） 33,749 

電気学会 明治21年（1888） 21,501 

日本機械学会 明治30年（1897） 34,072 

土木学会 大正3年（1914） 38,141 

照明学会 大正5年（1916） 5,802 

電子情報通信学会 大正6年（1917） 29,594 

応用物理学会 昭和7年（1932） 21,759 

自動車技術会 昭和22年（1947） 48,360 

情報処理学会 昭和35年（1960） 19,099 



輝かせたい コミュニケーションの 夢・未来 IEICE 100周年 Copyright ©2017 （一社）電子情報通信学会  

創立100周年記念事業のあらまし（１） 
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1. 創立100周年宣言、会長からのメッセージ 

  コミュニケーションの夢とそれによって実現される豊かな未 来社会に

向けて果敢に挑戦し、革新的技術及びイノベーションを継続的に創出す
る学会として大きく飛躍することを目指す 

2. 電子情報通信学会マイルストーン選定 

 ・個人だけでなく、企業の存在をアピールできる賞の設立 

  ・ ICT社会の構築を支えてきた本会に関する242の偉業を顕彰 

3. 100年史刊行 

 本会の活動の歴史をまとめるだけでなく、電子工学、情報通信に関す
る学術の変遷や発展 を概観し、Society5.0 の実現に向けた最新の技術
トピックス等も盛り込む 
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創立100周年記念事業のあらまし（２） 

記念講演 ： 「激変の時代から異質の将来へ」末松安晴（東京工業大学 栄誉教授） 
 

4. 記念事業協賛委員会 

  企業・個人からの協賛募金（目標5000万円を達成）、および学会活動と
運営の方向性についてのご意見を頂く 

5. ソサイエティ・支部による各種記念事業 

 創立100周年記念ロゴとキャッチフレーズ「輝かせたいコミュニケーション
の夢・未来」を選定。ソサイエティ・支部による懸賞論文選定、講演会など各
種記念事業を実施 

6. 大会委員会による記念大会企画（2017年ソサイエティ大会）  

 ・ 100周年記念パネルディスカッション 

 ・ 特別企画シリーズ（IoT関連の５パネル/依頼シンポジウムセッション) 

7. 創立100周年記念式典 (2017年9月15日に明治記念館で挙行) 
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創立100周年宣言 
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1. 広汎な知が交流する場を作り、新たな学術領域をひらく 
 

2. 社会課題の解決に貢献し、新たな社会のビジョンを作
成する 

 
3. 技術倫理の向上に努め、社会に向けて発信する 

コミュニケーションの夢とそれによって実現される豊かな未来社会
に向けて果敢に挑戦し、革新的技術及びイノベーションを継続的
に創出する学会として大きく飛躍することを目指す 
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これから歩むべき方向性 
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会員の成長は学会の成長 
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目的を明確に活動する会員の成長をしっかりと後押ししたい 
そのために必要な改革を意見を聞きながら着実に進める 

【運営基盤の改革】 
財政基盤強化、ソサイエティ連携/見直し、本部-支部連携強化、 

事務局機能の強化（ボランティアの限界）、広報ツールの充実化 等 

本
学
会 

会
員 

・自己研鑽による 
  専門性の向上 

 

・新たなネットワーク 
  づくりと多様性の向上 

 

・社会信用性や 
 ステイタス向上 

①学術を究める 
 

②他分野連携を 
  拡大し求心力を 
   強化 

【議論の方向性】 【期待される成長】 
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学生会員への期待 
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 この分野への興味関心を
高め、自分自身の 
キャリアプランを描く 
 

 結果を恐れず、自由闊達
な活動を 
⇒若い人が活き活きと活動でき
る環境づくりを目指す 

 

昨年度の総合大会よりキャリア相談会を開始 
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アカデミア会員への期待 
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 未知の社会像 

競争力の源泉 
（コア技術）を確保 

既知の社会像 
（課題解決/出口） 

技術倫理の向上 
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 学術を先導して究める 
⇒他分野も先進ICT技術を求
めており、競争力の源泉を確保
することが不可欠 
 

 産業界では想像もできな
いような将来の姿、破壊的
イノベーションの種を提案 
 

 技術倫理の向上に対峙 
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 産業競争力強化を目指し
た他分野連携 

  
   ⇒社会や産業にどう貢献でき  
     るのか、既成概念にとらわ 
     れず視野を拡げる 

企業会員が率先して 
他分野関係者の誘引を 

他分野関係者との接点（回答数172：複数回答） 

(%) 
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電子情報通信学会マイルストーン(1) 
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我々の社会や生活、産業、科学技術の発展に大きな
影響を与えた研究開発の偉業を「電子情報通信学会
マイルストーン」として選定 
 
電子情報通信の研究開発の歴史と意義を振り返ると
共に、次の100年に向けて更なる革新を起こす次代の
研究者や技術者にその創出過程を伝えることを目的
とする 
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電子情報通信学会マイルストーン(2) 
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  分野： 本学会の研究領域（電子情報通信分野） 
            に関係するもの 

  期間： 1917年以後、2016年までに創出されたもの 

  対象： ①学問・技術、②製品、③サービス、 
      ④学問・技術、製品、サービスに関 
         する新概念の構築や提案 
 
         242の偉業を選定 
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電子情報通信学会100年史(1) 
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＜編集の基本方針＞ 
１．対象読者は，関連分野を専門とする大学生以上とし，大  

  学生でも常識として知っているべき技術史を中心とする． 

２．技術史としての対象範囲は，本学会の創立から100年間 

  分の関連技術の客観的な発展の歴史に加え，明るい未 

  来につなげていくための展望も含める．  

３．主な内容として，①学会自体の100年の歩み，②技術の 

  過去100年の発展の歴史に加え，③明るい未来につなげ 

  ていくために特に重要な技術の展望をまとめた（大）トピッ 

  クスから構成する． 
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電子情報通信学会100年史(2) 
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第1部：電子情報通信学会100年の歩み 
 本学会の創立以来の組織構成と主な活動の変遷，及び100
周年記念事業について紹介 
 

第2部：電子情報通信技術100年の発展 
 本学会が扱っている電子・情報・通信の技術領域を，各ソサ
イエティが扱う分野に分けて，100年間の技術の発展を概説 

 

第3部：電子情報通信技術の将来の発展につながるト
ピックス 
 これからの発展が特に強く期待される技術を，過去の歴史だ
けでなく将来の展望を含むトピックスとして解説 
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   ソサイエティ記念懸賞論文 

 基礎・境界 優秀賞 
新領域の創造のための電子情報
通信技術の価値への視座：法と倫
理の観点から 

栗原佑介 
（東京大学大学院学際情報学府
学際情報学専攻修士課程１年） 

   通信 最優秀賞 
移動通信システム活用の未来に関
する一考察 

岡本英二（名古屋工業大学大学
院工学研究科） 

  優秀賞 
来るべき超ネットワーク化社会を支
える新たなネットワーク基礎理論の
胎動 

会田雅樹（首都大学東京システ
ムデザイン研究科） 

 情報・システム 最優秀賞 
計算機による万象シミュレーション
の未来 

高村誠之（NTTメディアインテリ
ジェンス研究所） 

  優秀賞 
2017年・未来の情報システム社会
からの提言  

寺田高久（竹中工務店） 

  優秀賞 
「紙」を超える真のICTツールの実
現に向けて  

大塚作一（鹿児島大学理工学研
究科） 
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ソサイエティ記念事業 
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基礎・境界ソサイエティ  論文の書き方講座（東南アジア向け） 
 

通信ソサイエティ  研究会で先行して事業企画 

 

エレクトロニクスソサイエティ  

 和文論文誌:「学会１００周年記念事業としてのエレクトロニクスソサイエ 
 ティでの編集出版の取り組み ～和文論文誌C 記念特集号のご紹介～」 

 
情報・システムソサイエティ  
 FIT2017 IEICE100周年記念イベント 

 「人工知能は人間の幸福度を測ることができるか？ ～主観的 
     QoL計測におけるパターン認識・メディア理解技術の可能性を探る～」 
   「IEEE,電子情報通信学会、情報処理学会の将来を探る」 
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支部記念事業 
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北海道支部 講演会「グローバル化に向けた支部の活性化」 
東北支部  講演会「人の暮らしと調和・止揚・共生する情報システム 
              - Towards Post-modern Information Systems -」 

東京支部  講演会「電子情報通信技術が支える国際宇宙ステーション」 

信越支部  講演会 「IoT、ビッグデータ、AIの現状とその次の未来」  

東海支部  講演会「リニア新幹線、青色ＬＥＤ実用化に至るストーリー」 

北陸支部  講演会と見学会 「ノーベル賞を支える電子技術」 

関西支部  講演会「関西が生んだイノベーション」 

          「これからの電子情報通信関連技術」、プログラミング講座  
中国支部 基調講演とシンポジウム「地方創生へのアプローチ」 
                      学生ケータイあわ～ど2017 

四国支部  講演会 

九州支部 講演会、記念イベント「ＩＣＴと防災・震災復興」 
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学会の価値とは？ 
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能動的 

受動的 

有益感 達成感 

大会や研究会の懇親会参加 

研究会・大会での聴講 

学会イベント(講演会等）に参加 

論文を読む 

会誌・マガジンの記事を読む 

I-Scoverによる文献検索 

論文誌に論文投稿 

役員として学会運営 

各種の表彰・受賞 

フェロー授与 

研究会・国際会議の企画運営 

論文誌・会誌の編集・企画 

論文査読 

研究会・大会で論文発表,招待講演 

SNS E-Learning 
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電子情報通信学会への期待 
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• 会員を引き付ける新規分野・テーマの発掘 

• 産業競争力につながるような取り組みの強化 

• 技術動向や先読みに関する議論の機会の増加 

• 異分野との交流活性化・サロンとしての機能強化 

• 海外会員の積極的な活動強化 

• 高いステイタス・評価が得られる環境づくり 

• 生涯教育・スキルアップ・産学官連携拠点 

• グローバルな視点で様々な技術との接点促進、 

• 国際的な積極的な情報発信、海外学会との協力推進 

• より柔軟で自由に活動できる機会の提供 
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学会の目指すべき変革の姿 
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• 産業界との連携の活性化、企業が参加しやすい環境づくり 

• 論文を書かなくても発表や議論ができる場づくり 

• ベンチャーや異分野との交流の場としての機能 

• 自由闊達な交流ができる「意見交換会」が重要 

• オープンイノベーションのマッチングの場の提供 

• 生涯教育・スキルアップ・産学官連携拠点 

• グローバルな視点で様々な技術との接点促進、 

• 産業界側の学会活動に対する評価を高めるための施策 

• 国内関連学会との連携強化(IoT、新分野開拓を目指して） 

• 国、行政との連携促進（学会内ベンチャーへの支援など） 
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• 特化したトピックの技術交流会、プロジェクト制等の導入 

• 研究者だけでなく、企画推進者、各界へのリエゾン役などの
産学官の中堅、若手メンバーが恒常的に産業化との連携に
ついて議論できる場の提供 

• 企業の存在をアピールできる賞の設立 

• メディアにアピールできる情報発信力の強化 

• 地域性の克服（学会＞産業界の傾向を打破） 

• オープンイノベーションのマッチングの場の提供 

• ビジネス展開を重視したICT利活用による学会活動 

• 発展する分野や商品の種となる情報を、要領よく調査検索
できる仕組みの構築（産学連携のシーズ、ニーズ探し） 
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高度交通システム
（ITS)、電気自動車、

自律走行車 

高度交通システム
（ITS)、電気自動車、

自律走行車 

ヘルスケア、シニア・
介護支援サービス 
ヘルスケア、シニア・
介護支援サービス 

学習支援、遠隔教育、
協働支援 

学習支援、遠隔教育、
協働支援 

VR・AR・3D、オンラ
インゲーム、UHD

（４・8K） TV連携 

VR・AR・3D、オンラ
インゲーム、UHD

（４・8K） TV連携 

ソーシャルネットワー
ク、バーチャルコン
サート・旅行 

ソーシャルネットワー
ク、バーチャルコン
サート・旅行 

新産業ビジネス支援
（農業、芸術、スマー

トグリッド等） 

新産業ビジネス支援
（農業、芸術、スマー

トグリッド等） 

安心・安全サービス
（災害救済、スマート
ホーム、ライフライン） 

安心・安全サービス
（災害救済、スマート
ホーム、ライフライン） 

ICTによる産業構造
の変革支援 

ICTによる産業構造
の変革支援 

新デバイス・サービス
（空間ディスプレイ、   

ロボット、電子ペット、
UAV等） 

新デバイス・サービス
（空間ディスプレイ、   

ロボット、電子ペット、
UAV等） 
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・実力を発揮でき、ユニーク性を主張できる 

・優れた研究成果は正しく評価される 

・国際人としての自信と自覚が得られる 

・優れた研究者と親交を深めることができる 

• 電子情報通信学会  

    創立100周年記念実行委員会委員長(2015～), 副会長(2014～2016),  

通信ソサイエティ 会長(2013～2014), 通信システム研究会委員長

(2002～2004), ネットワークシステム研究会委員長(2003～2005) 等 

• IEEE , IEEE Communications Society  

    (IEEE) Tokyo Section Chair (2017～)   

    (IEEE ComSoc) Board of Governors Member-at-Large (2010～2012),  

Tokyo Section Chair (2011～2012) , Asia Pacific Regional Director (2004

～2005) , Satellite and Space Communications Technical Committee 

Chair (2000～2002) 等 
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‐持続可能な研究コミュニティの確立－ 
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 「教育の秘訣とは、学生を導いて、一方では彼らの仕
事に対する愛好心と熟練とを得させ、他方ではなにか
偉大な事柄に生涯をささげる決意を抱かせるように仕
向けることである」    （ヒルティ、幸福論から） 


