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編集後記
お陰様で，vol.1 最後の第 4号の発刊となりました．今回から新しい論文ジャンル「技術の原点」が始まりました．西谷先生を始め，新分野の創設
にかかわった方々に御執筆頂きますので御期待ください．本誌はWeb による電子出版ですので，その利点をいかに活用するかが本誌成功の鍵と
考えています．ページ数の制約が少ないことをいかに生かすか，発刊号での掲載にかかわらず種々の切り口で，御執筆頂いた多くの貴重な論文を
長く閲覧できるシステムの構築などについて皆様の御意見を頂ければ幸いです．（貴家仁志）

今号は「技術の原点」を担当し，西谷先生の語り口が感じられる文章を，担当者として存分に楽しませて頂きました．興味深いエピソード満載で，
皆様にもお楽しみ頂けたことと思います．西谷先生は，ＮＥＣに勤めていた際に徹夜をいとわなかったとの伝説があるのですが，今回も徹夜して
いるとしか思えないほどの，すさまじい勢いで文章量が増加していくのを見ていて，感服しました．（宝珠山治）

今号の特別編集幹事として一部お手伝いさせて頂きました．編集委員長はじめ多くの方々の御努力の一端を垣間見，改めて雑誌編集の大変さを
実感しました．しかしながら今思うことは , この雑誌の認知度の低さです．新しい雑誌，それもWEB上のみの雑誌の宿命かもしれませんが，今
後より広く認知されるためには，より一層の内容充実とともに，いかに宣伝していくかが重要と思いました．皆さんも御協力をお願い致します．
（弓削哲史）

わからないことがあればインターネットで検索していくつかのページを読めば，ある程度の概要はわかります．しかし，ある分野を深く理解しよ
うとすると，技術的な文献を読むことのほかにその分野の先人の話を聞く（読む）ことは必須ではないかと思います．この半年間，ファンダムレ
ビューに関係されている方々の話をいろいろとうかがっているうちに，ファンダムレビューが様々な分野を開いてこられた方々の足跡を伝える雑
誌であると同時に，若い方々の道標にもなるように，お手伝いができればと考えるようになってきました．（鎌部浩）

ファンダムレビューでは，国際会議報告や論文募集を掲載しておりますが，最近，国際会議の数がすごく増えたように思います．弊害もあるでしょ
うが，学生さんが海外で研究発表を行うチャンスが増えたことはとても良いことだと思っています．私の研究室でも，学生の国際会議発表を奨励
していますが，学生のモティベーションが最も上がるのは，魅力的な開催場所ですね．歴史的な建造物が多い古都，雄大な自然に身をまかせられ
るリゾート地，エキゾチックな料理がおいしい国々，などなど．「ユネスコ世界遺産があるんだよ！」なんていうのは格好の誘い文句．斯く言う
私自身も，世界遺産が近くにあると聞くとテンションが上がり，セッションの合間に…．（西尾芳文）

Fundamentals Review 誌の編集委員会が発足してはや一年を経過しようとしています．この間，編集幹事を始めとする編集委員や事務局の方々，
トーヨー企画方々の御努力に心から感謝申し上げます．今号を準備する途中で，本誌用のＴＥＸのスタイルファイルも完成し，本ソサイエティの
ＨＰにＵＰしてあります．一部の記事はこれを用いて，編集作業の軽減にもつながりました．また，解説記事の新しいジャンルとして，「技術の原点」
がスタートしました．新たな歴史と技術の継承に役立つことを念願しております．（中村勝洋）
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