
会誌記事内容の分布について 

（平成20年1月号～平成24年9月号） 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 
分野 

基礎・境界分野 

情報分野 

通信分野 

●（H20-2）●（H20-2） 
 

 
 
 

●（H20-1） 

タイトルを掲載しているものは特集・小特集・特別小特集 

それ以外は一般記事 分野なし 
（学生・組織運営・男女共同参画・ 

科学技術政策・語学・歴史分野を含む） 
 

私の七転び八起き （H20-1） 
自然災害からの復興の取組みと課題 （H20-10） 

2030年の科学技術大予想 （H21-01） 
知の創出を支える次世代IT基盤技術 

－北海道大学グローバルCOEプログラムと 
北海道内情報通信系研究グループの活動－ 

（H21-10） 
これからの 情報通信分野のR&Dと産業の 
グローバル化にどう取り組むべきか？ 

―外から見た我が国のICT技術と産業への期待― 
(H23-01) 

分子生物学の最近の話題 
―がんの化学治療― 

（H24-8） 
 

記念号 
90周年記念特集（H19-5） 

会誌1000号記念特集（H19-9） 

●(H18-9・10・12) 

●(H19-2) 

３２ｎｍ世代VLSIを担う 
More Moore技術―三次 

元ゲートMOSFET―（H20-1） 
次世代コンピュータを支える超高 

速・超高密度インタコネクション技術 
（H20-3） 

バイオメトリクスセキュリティ
の実用化最前線（H20-12） 

          ●（H20-1） 

●（H20-3）●（H20-1） 

 
●（H20-1） 
●（H20-2） 

   

●（H20-1） 

 

●（H19-10） 

●（H20-3） 

●（H20-2） 

 
      ●（H20-2） 
      ● （H19-12） 

     
●（H20-3） 

基礎・境界分野 

情報分野 

通信分野 

 
●(H20-9) 

●(H20-4) 

素数(H20-6) 
●(H20-9) 

●(H20-6) 

●(H20-8) 
●(H20-9) 

         ●(H20-6) 
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽを支える 
光ﾌｧｲﾊﾞ技術と応用ｼｽﾃﾑ(H20-8) 

●(H20-6) 
●(H20-8) 

大容量・広域・ 
高品質な衛星通信技術 
(H20-9)   IP網トラヒック計測(H22-04) 
●(H20-9)暮らしと地球環境を守る 
ための衛星技術（H21-9）●(H22-04) 
●（H21-9） 
    ●（H21-4） 
    ●（H21-6）         

●(H20-4) 

●(H20-4) 

●(H20-6) 

●(H20-6) 

●(H20-8) 

●(H20-9) 

●(H20-9) 
●(H20-8) 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ最前線(H20-5) 

●(H20-6) 

●(H20-8) 

 
●(H20-9) 

●（H20-12） 

●(H20-6) 
●（H20-6･7） 

●（H20-12） 
●（H21-8） 
●（H21-6） 

 
●（H21-2） 

●（H21-2） 

防災･減災を支える 
情報通信技術（H21-3） 
● （H21-9） 

●（H21-3） 

●（H20-10） 

●（H20-12） 

●（H20-12） 

●（H21-1） 

●（H21-2） 

●（H21-3） 

●（H21-3） 

●（H20-10） 

進化する先端ﾌｫﾄﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ 
（H20-11） 

●（H21-1） 

●（H21-1） 

●（H21-1） 

●（H21-2） 

●（H21-2） 

●（H20-10） 

 
バリアフリー社会に向けた音声 
情報処理（H20-12） 
    ●（H21-6） 
    ●（H21-8） 
 

●（H20-12） 

●（H20-12） 

●（H21-2） 

●（H21-3～7） 

（H20-2） 

●(H19-3) 

●（H20－12） 

特定領域研究「新世代の計算限界 
－その解明と打破－」（H21-2） 

●(H20-4)  
●(H20-9) 

● (H22-9) 

●(H19-2) 

 
ビジョンコンピューティングにおける確率的情報 

                             処理の展開(H22-9)         
 

       イメージメディア 
       の美しさを支える 
基盤技術(H20-4） 

● （H21-8） 
●（H21-9） 

CMOSデバイスの微細化に伴う特性 
ばらつきの増大とその対策（H21-9） 

●（H21-09） 

●（H21-8） 

私の国際交流の経験（H21-5） 
●（H21-6）      

●（H21-9） 

    情報通信ネットワークの 
設計・制御理論の新潮流 
   ―異分野からのアプ 
ローチ―（H20-10） 

●（H21-4） 

●（H21-9） 
●（H21-9） 

パターン認識・メディア理解 
のグランドチャレンジ 
（H21-8）●（H21-8） 

●（H21-9） 

 
●（H21-8） 

●（H21-4） 

●（H21-1）●（H21-4） 

 
ITU-RにおけるIMT- 
Advanced標準化動向 
（H21-7）●（H21-9） 
 
ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
          (H20-7) 

●（H21-10） 

●（H22-3） 
●（H21-10） 

●（H21-10） 

●（H22-10） 

あの技術は今（H 22-1） 
●（H21-10） 

 

感性情報学 
（H21-11） 

学力評価の最前線（H21-12） 

 
●（H21-12） 

●（H21-12） 

●（H22-1） 

●（H22-1） 

●（H22-1） 

●（H22-2） 

●（H22-2） 

●（H22-02） 

●（H22-2） 

●（H22-3） 

●（H22-3） 

●（H21-10）●（H21-12） 
●（H21-12） 
    ●（H22-2） 
    ●（H21-12） 

●（H21-10） 

●（H21-10）●（H22-3） 

●（H22-1） 

●（H22-1） 

●（H22-2） 

 ●（H22-3） 

●（H22-10） 
太陽エネルギー発電の現状と 

将来展望（H22-3） 

●（H21-12） 

●（H22-1～4） 

最新のミリ波技術の動向（H22-2） 

●（H21-10） 
● （H21-10～H22-3） 

生活に役立つメディア処理 
―料理行動を科学する― 
 （H21-12）    ● （H22-2） 

●（H22-2） 

●（H22-3） 

●(H22-4) 

●(H22-6) 

●(H22-08) 
●(H22-06) 

●(H22-9) 

●(H22-09) 

●(H22-4) 
●(H22-8) 

新世代通信技術を見据えた 
メタマテリアルの現状(H22-06) 

●(H22-6) 

●グリーンICTに向けた光ネット 
             ワーク技術(H22-8) 

●(H22-4) 

●(H22-7) 

●（H22-6） 

 
 
 
●(H22-6) 
●(H22-7) 

 
 
●(H22-8) 
●(H22-8) 

 
 
           
           ●(H20-4) 
●(H20-7) 

●(H22-9) 
●(H22-9) 

 ●(H22-07) 
 ●(H22-08) 
   ●(H22-04) 
        ●(H22-06～08) 

●（H21-1） 

                  ●（H22-4） 
超臨場感コミュニケーションの近 
未来像（H22-4） 

 
     太陽エネルギー発電の現状と 

    将来展望（H22-3） 

●（H22-10） 

電磁波で紡ぐ北陸の自然と伝統・先端技術 
（H22-10） 
●(H22-10) 
 

●（H22-10） 

  ●（H22-10） 
        ●（H22-12） 

 
●（H22-12） 

工学教育今昔（H23-02） 
●（H23-02） 

   これからの医工連携 
    （H23-03） 

●（H22-10） 

●（H22-10） 
 

新たな時代に対応した電波 
伝搬技術の国際標準化活動 
（H22-12） 

●（H22-12） 
電波資源の有効利用を図るコグニティブ無線（H23-01） 

●（H22-12） 

●（H22-12） 

次世代フォトニックネットワークの実現に向けた 
研究開発の最新動向（H23-02） 
●(H23-3) 
 

●(H23-03) 

●(H22-10) 

●(H22-12) ●(H23-03) 

●(H22-12) 

●(H23-01) 

●(H23-02) 

●(H23-03) 

●(H22-10)●(H22-12) 

●(H22-10～23-04) 
●(H23-03) 
 

●(H23-02) 

●(H23-03) 

エレクトロニクスの多様化を支え 
る新デバイス技術－2020年を見 
       据えて－(H22-11) 

●（H23-4） 

●（H23-4） 

●（H23-07） 

●（H23-9） 

情報爆発時代に向けた新たな通信技術 
―限界打破への挑戦―（H23-5） 

●（H23-6～10） 

●（H23-7） 

●（H23-8） 

サービスイノベーションへの数理的アプローチ（H23-9） 

●（H23-9） 

●（H23-9） 

●（H23-4） 

●（H23-4） 

インテリジェント 
バイオチップ（H23-6） 

●（H23-6） 

フレキシブルディスプレイの 
研究開発最前線（H23-8） 

●（H23-9） 

安全・安心社会実現のための 
センサデータマイニング 

               応用（H23-4） 「五感」情報処理―生理的基盤と 
                       ハードウェアに立脚したアプリケーションの展望―（H23-6） 

●（H23-6） 

 
●（H23-7） 

       ●（H23-8） 

●（H23-9） 

 ●［Ⅰ～Ⅴ］（H23-10～24-4） 
      暗号世代交代と社会的インパクト        

                 （H23-11） 

●（H21-12） 

●(H22-12) 

●（H23-01） 

●（H21-1） ●（H20-3） 

情報爆発が創り出すサイバーフィジ 
カルな情報処理人の目と等価な分光感度を持（H23-8） 
                 ●（H23-7）●（H23-9） ●（H23-10） 

世界で通用する通信技術の 
かしこい標準化戦略（H24-2） 

東日本大震災からの復興の取組みと 
震災から得た教訓（H24-3） 

●（H23-10） 

●（H23-12～2） 

近距離無線電力伝送技術の新展開（H24-1） 

      ●（H24-2） 
●（H24-2）●（H23-12） 

●（H24-2）●（H24-4） 
●（H24-2）●（H24-7） 

 
●（H23-10） 

インタコネクション技術（H23-12） ICT活用によるモニタリングシ 
ステムと関連技術（H23-10） 

●（H24-1） 
●（H23-10） 
             ●（H23-10） 
 
●（H23-12） 

 
●（H24-2） 広がる列挙の技術―列挙による問題解決 

アプローチ―（H24-6）●（H24-9） 

●（H24-6） 

●（H24-9） 

●（H24-9） 

●（H24-6） 

車と情報通信技術 
（H24-8） 

社会を支えるユビキタス 
センサネットワークと 
その運用（H24-9） 

●（H24-9） 

ナノデバイス（H24-4） 

●（H24-4） 

●（H24-7） 

量子限界への扉を開くジョセフ 
ソン効果―発見から50年，その基 
礎と応用―（H24-8） 

●（H24-9） 

●（H24-4）●（H24-4） 

人間を理解するためのICT技術―人間を対象としたセンシング
情報処理からその応用まで―（H24-5） 

●（H24-7） 

硬膜外麻酔シミュレータの現状（H24-9） 

資
８

 


	スライド番号 1

