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編集後記
本号（Vol.3, No.4）で本誌も丸 3年です．編集委員長を 2年，編集幹事を 1年，準備委員会委員を 1年，計 4年間本誌編集のお手伝
いをさせて頂きました．大変お忙しいところ御執筆頂いた方々，編集に御協力を頂いた編集委員の方々には心よりお礼を申し上げま
す．また御指導頂いた諸先輩，学会事務局，読者の皆様に感謝申し上げます．本誌を今後ともどうぞ宜しくお願い致します．（貴家仁志）

この 3年間で担当した解説論文 3件中 2件が予定号に掲載できずに次号見送りとなってしまいました．編集委員として大変申し訳な
く思っております．今号では，「研究会へ行こう」のとりまとめも担当させて頂きました．各研究会がそれぞれの分野の発展を目指して，
日々，創意工夫し，努力を重ねていることがよく伝わります．オンラインジャーナルの良さを生かした編集に今後も貢献できればと
思っています．（近藤公久）

FR誌編集幹事を拝命してから 2年が経ち , 残念ながら , 本号で幹事を卒業致します . 執筆者・編集委員・事務局・編集出版社の皆様
の献身的な御協力のお陰で , スムーズに編集作業を進めることができました . 改めて , 御礼申し上げます . 本誌のますますの発展を期
待し , 今後は , 陰ながら応援させて頂きます .（小西啓治）

FR誌編集幹事（副）を務めて 1年が経ちました . 4 号 / 年間の発行は，想像以上に大変で，日常の一部として編集作業がある ... そ
んな感じの 1年間でした . 貴家先生，小西先生を始め編集委員の皆様，学会事務局・出版社の皆様には，編集作業の右も左もわから
ない状態からいろいろ教えて頂き，本当にありがとうございました . お陰様で，なんとか無事に担当記事をお届けすることができま
した．また，執筆者の皆様には，毎回，タイトなスケジュールでの依頼にもかかわらず，快く御対応下さったことに，この場をお借
りして御礼申し上げます . 次号からは，編集幹事（正）を務めさせて頂きますが，本誌が皆様に広く愛されるよう努力して参ります
ので，今後ともFR誌をよろしくお願い致します .（毛利公美）

Fundamentals Review 編集幹事会 
編 集 委 員 長
 貴家　仁志 （首都大学東京）

編 集 幹 事 会 幹 事（正）
 小西　啓治 （大阪府立大学）

編 集 幹 事 会 幹 事（副）
 毛利　公美　（岐阜大学）

編 集 幹 事
総務 白木　善尚 (東邦大学)
企画 西尾　芳文 （徳島大学）
特別 内平　直志 （東芝）
特別 大久保美也子（NTT）
特別 伊丹　　誠 （東京理科大学）
特別 杉山　賢二 （成蹊大学）
特別 近藤　公久 （NTT）
Web（正） 藤坂　尚登 （広島市立大学）
Web（副） 浮田　善文 （横浜商科大学）

編 集 顧 問
 中村　勝洋 （千葉大学）



複写される方へ

　（社）電子情報通信学会は，本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております．
本誌に掲載された著作物の複写を御希望の方は，（社）学術著作権協会より許諾を受けて下さい．ただし、企業等法人に
よる社内利用目的の複写については，当該企業法人が社団法人日本複写権センター（（社）学術著作権協会が社内利用目
的複写に関する権利を再委託している団体）と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては，その必要はございませ
ん．（社外頒布目的の複写については，許諾が必要です．）
　＜権利委託先＞
　一般社団法人 学術著作権協会
　　〒107-0052　東京都港区赤坂9-6-41　乃木坂ビル3F
　　FAX (03) 3475-5619　E-mail：info@jaacc.jp
　　複写以外の許諾（著作物の引用，転載，翻訳等）に関しては，（社）学術著作権協会に委託しておりません．直接，下
　　記へお問い合わせ下さい．

　＜問合せ先＞
　（社）電子情報通信学会
　〒150-0011　東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館内
　電話 (03) 3433-6691　FAX (03) 3433-6659

アメリカ合衆国において，本書を複写したい場合は，次に連絡して下さい．
　Copyright Clearance Center, Inc.
　222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
　Phone 1-978-750-8400　FAX 1-978-646-8600

Reprographic Reproduction outside Japan

Making a copy of this publication
Please obtain permission from the following Reproduction Rights Organizations (RROs) to which the copyright holder 
has consigned the management of the copyright regarding reprographic reproduction.
Obtaining permission to quote, reproduce, translate, etc.
Please contact the copyright holder directly.

Users in countries and regions where there is a local RRO under bilateral contract with Japan Academic Association 
for Copyright Clearance (JAACC)
Users in countries and regions of which RROs are listed on the following website are requested to contact the 
respective RROs directly to obtain permission.

　Japan Academic Association for Copyright Clearance (JAACC)
　9-6-41 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
　http://www.jaacc.jp/
　E-mail info@jaacc.jp　Fax 81-33475-5619

　＜Users in USA＞

　Copyright Clearance Center, Inc.
　222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
　Phone 1-978-750-8400　Fax 1-978-646-8600

 編集兼発行者 木暮賢司
 発行所 社団法人 電子情報通信学会　基礎・境界ソサイエティ
  〒 105-0011
  東京都港区芝公園 3-5-8（機械振興会館内）
  電話 03-3433-6691（代）
  FAX 03-3433-6659

 WEB化担当 内田信義
WEB化担当会社 トーヨー企画株式会社
  東京都千代田区飯田橋 1-5-8 アクサンビル 2F

Fundamentals Review 第三巻 第四号
平成二十二年四月一日発行


