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天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂く
ために、２０１６年総合大会（会場：九州大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において
継続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。また、
前回に引き続き「レターの書き方」についても講座内容に含めております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌・ComEX 編集委員会の委員長／副委
員長経験者が講師を務める，大変分かりやすい講座となっております。論文執筆に
御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ちしております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１　日時：２０１６年３月１６日（水）１３：３０　１５：１５
２　場所：九州大学伊都キャンパス西講義棟２F 第 1 講義室
３　プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文誌）　　　山崎憲一（芝浦工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文誌） 　  長　敬三（千葉工大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）　 太郎丸　真（福岡大）
４　定員：２４５名
５　聴講費用：無料

１　日時：2016 年 3 月 16 日（水）13:30～15:15
２　場所：九州大学伊都キャンパス西講義棟２F 第 1 講義室
３　プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文誌）　　　山崎憲一（芝浦工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文誌） 　  長　敬三（千葉工大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）　 太郎丸　真（福岡大）
４　定員：245 名
５　聴講費用：無料
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　本号では小特集のテーマとして「学会とは」を取り上げました．現在，日本では様々な分野にわたって，
2,000 ほどの団体が存在していると言われています．本誌を出版する電子情報通信学会も，無論，その団
体の中の一つです．海外ではもっと多くの団体が存在しています．とはいえ，一般の方にとって，「学会」
はなじみのない言葉かと思います．辞書では，「それぞれの学問分野で，学術研究の進展・連絡などを目
的として，研究者を中心に運営される団体．また，その集会．（デジタル大辞泉から）」と記されている学会．
学術研究の進展・連絡などを目的として，一体何を具体的に行っているのかを一般読者に伝えることを目
的として，本小特集を企画しました．なかなか表舞台には現れない存在ですが，陰ながら様々な活動をし，
世界の科学技術分野の繁栄に寄与しています．学術的な活動のみでなく，「こんなことまで学会が？！」と
いう活動も行っています．また，それらの活動を支える多くの研究者・スタッフがいます．全て，科学技
術の繁栄のためです．その一部を御紹介できればと思っています．
　具体的には，次の 7本の記事で構成しています．まず，「学会の意義と役割」です．これは，電子情報
通信学会を例にとり，その生い立ちや組織構成，活動内容を概観することで，まずは学会の意義や役割を
感じて頂ければと思います．その後，具体的な活動内容を御紹介します．「学術活動について」では，最
新の研究を持ち寄る様々な場を提供する学会の姿を御紹介します．更に，未来を担う子供たちに向けた活
動である「東京支部教育イベント「子ども科学教室」を通して」と「研究会が実施する「子供の科学教室」」
を御紹介します．その後，研究者たちの成果が集結する場である論文について，「論文とは」を通じてお
伝えできればと思います．次に，研究者として，多くの産声が上がる大学生を取り上げ，彼／彼女らの活
動をサポートする組織である学生会を「東京支部学生会の紹介」でお伝えします．最後に海外に目を向け，
米国の代表的な学会である IEEE を例に挙げ，「IEEE の紹介と日本での学会活動」を取り上げさせて頂き
ました．
　昨今，少子化や理系離れなど，将来の日本の科学技術が歩む道を不安がる話題が多く聞かれます．そん
なときだからこそ，皆様に学会を知ってもらうことで身近に感じて頂き，また可能な範囲で参加して頂き，
科学技術の更なる繁栄につなげていくことができれば幸甚です．
　末尾となりましたが，大変お忙しいにもかかわらず，御寄稿下さった執筆者の皆様，査読並びに校閲に
御協力頂きました方々，そして本機会を与えて下さった編集委員会及び学会事務局の方々に，本小特集編
集チームを代表しまして感謝を申し上げます．

小 特 集 の発 行 にあたって

編集チームリーダ  羽多野裕之
Hiroyuki Hatano

学会とは

小特集編集チーム
羽多野裕之，有吉正行，鎌倉浩嗣，菊間信良，山岡克式，吉村直子
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1. まえがき

普段何気なく使っている自動ドア

ですが，その仕組みはどうなってい

るか御存じですか．

どうやって人を検知して，どのよ

うにドアを開閉しているのでしょう

か．

その仕組みや余り知られていない

役割をお話しします．

2. 自動ドアの歴史

昔の映画で，ピラミッドに亡く

なった王を埋葬する際に砂の流れで

石の扉を閉めるシーンがありました

が，記録に残る最初の自動ドアとし

ては，紀元前 200 年頃にヘロンの

公式で有名な数学者ヘロンが，水蒸

気の圧力で水を移動させてその重さ

で神殿の扉を開閉する自動ドアを発

明した話が残っています．

日本での初期の自動ドアは電車の

ドア用のもので，空圧で動作してい

ましたが，その後，電気式の自動ド

アは1960年に当社が開発し，その

後東京オリンピック

の頃から，都市部か

ら普及が加速されて

きました．

現在では自動ドア

の出荷数は年間14

万台ほどにもなり，

世界的にも最も普及

の進んだ国になって

います．

3. 自動ドアの構成要素（図1）

自動ドアを駆動している装置，いわ

ゆるエンジンと呼んでいる部分は，

ガラスやアルミサッシでできたドア

本体の上の無目（むめ），と呼ばれるカ

バーされた部分に収められています．

その中は，駆動用のモータやけん

引するベルト，ドライバ回路を内蔵

したコントローラ，センサアンプ，

ドアを吊るし走行するレール等で構

成されています．

イメージとしてはちょうどロープ

ウェイのような構造になっており，

動いているドアの部分がゴンドラ

で，それにつながったロープをモー

タでけん引しているような構成で

す．

最近はデザイン上の理由から，無

目がなく，天井に駆動部を収納した

り，床下にモータやコントローラを

格納している床埋型のドアも増えて

きました．

更に停電時に動作させるUPSや，

ドアをロックする電気錠なども設置

される場合があります．

4. 動作の仕組み（図 2）

初期の自動ドアはDCモータで駆

動され，リミットスイッチにより，

停止位置や減速位置を決めていまし

たが，今ではブラシレスモータが主

流で，モータについているパルス発

生器からのパルスをカウントしてド

アの位置を計算し，停止する位置や

減速する位置を決めていますので，

リミットスイッチは必要ありません．

設置した際の初期設定で，開閉の

移動量を記憶させるだけで，常にド

アの位置を計算しながら動作してい

ます．

また開くときの速度や閉まるとき

の速度，障害物に当たったときに反

転する感度なども自由に設定するこ

とができるようになっています．

プーリ 戸車

ベルト/チェーン

コントローラ モータ

ドアストッパ

図1 自動ドアの構成要素 図2 動作の仕組み

自動ドア
寺岡オート・ドアシステム株式会社　技術部　図子欽也 Kinya Zushi
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して，ビル内外を隔離し，冷暖房の

効率を上げ，省エネに貢献します．

自動ドア自体の電気代は，1台当

り1日1,000回開閉するとしても1

年で 1,000円以下で，20 Wの蛍光

灯1本と同じくらいの電力量です．

8. 衛生上の機能（図 5）

病院では感染症を防ぐため病棟や

手術室のドアを二重にして同時には

開かないようにインタロックで動作

させたり，また食品工場のドアや学

校の給食センタのドアでは，手を触

れないように従来のドアを自動ドア

に改造する場合が増えています．

9. まとめ

自動ドアは人が来れば自動的に開

くドアとしての機能だけでなく，認

証された人以外は通過できないセ

キュリティゲートとしての機能や省

エネのための設備としての機能，ま

た衛生面での機能などその用途が広

がっています．

単純に見える自動ドアですが，実

はいろいろな隠れた機能を持ち，人

間の生活に貢献していると言えます．

人の場合はそれでもいいのです

が，人以外の物，例えば枯れ葉とか，

床が雨や雪で反射率が変化した場合

に信号が出続けてしまうと，ドアが

開いたままになってしまいます．

それを防ぐために，一定時間信号

が出続けた場合は検出のしきい値を

自動的にシフトして検出しないよう

な機能が付加されています．

赤外線以外にも，マイクロ波の

ドップラー効果を用いたセンサや超

音波を用いたもの，またレーザを用

いたセンサなどがあり，それぞれ特

徴を生かした場所に設置されるよう

になってきています．

6. セキュリティ

最近は不審者の侵入を防ぐセキュ

リティを重視したマンションなどが

増えています．

また企業でも，人によって入室で

きるエリアを分けている場合もあ

り，セキュリティの掛かったドアの

設置が増えています．

ドアを開けるためにテンキーで数

字を入力したり，非接触 IC カード

で認証する場合や，最近では無線タ

グを用いて，そのまま通過できるハ

ンズフリーの自動ドアも設置されて

います．

7. 省エネ・電気代（図 4）

ドアの機能としてもう一つ重要な

ものが，省エネです．暖房，冷房の

効果を高めるために，ドアを二重に

5. センサ（図 3）

自動ドアは不特定多数の人が利用

するために，老人や子供，また車椅子

等の利用も考えないといけません．

その場合，ゆっくり歩く人や，逆

に走って飛び込んでくる人，またド

アの近くで立ち止まったりする人も

いて，いろいろな場合に対応して安

全に開閉するために，通過する人を

検出するセンサの役割が非常に重要

です．

昔は床に敷いたマットに人が乗っ

た重さや静電容量の変化で検出する

もの，あるいは人から発せられる熱

線（遠赤外線）を検出するものなど

が使われていました．

遠赤外線などは環境条件により，

今でも使われている場合があります

が，夏場など床の温度が人体の温度

と同じくらいになった場合は検出が

困難になるのと，人が常に動いてい

ないと検出できないため，立ち止

まってしまうと信号が出力されなく

なってしまうので，安全性の面から，

今は余り使われなくなっています．

それに代わって現在主流になって

いるセンサは，近赤外の波長を使っ

たアクティブ方式のセンサです．

内蔵の LED 光源から赤外線を出

して床からの反射光をモニタし，人

が来ることで反射光が変化ししきい

値を超えた場合に，ドアを開ける信

号を出す仕組みになっています．

ただし先ほどの熱線の場合と逆

に，もし立ち止まっていても，信号

は出力され続けることになります．

センサ

センサエリア

トリガレベル
反射の変化

検出

検出

ドア開信号

反射受光量

時間

検
出
し
な
い

トリガレベル
ドア開信号

図3 センサの動作 図4 省エネ効果

図5 感染症の予防



1 はじめに
学会の会員にとって学会の意義や役割は入会時に認

識し理解することが多い．しかし，学会の活動の多様化
と複雑化に伴って，各会員が全体を理解し把握すること
は容易でなくなっていくものと思われる．本稿では，電
子情報通信学会について，日頃目に触れることが少ない
取組みを含め，生い立ちから現在の主な活動まで全貌を
具体的に紹介する．

2 学会の目的と意義
2.1　学会の目的と沿革
電子情報通信学会（以下では，本会と呼ぶ）の目的は，

定款 （1）の第 2章で，「電子工学及び情報通信に関する学
問，技術の調査，研究及び知識の交換を行い，もって学
問，技術及び関連事業の振興に寄与すること」とうたっ
ている．また，本会の理念 （1）は，「電子情報通信及び関
連する分野の国際学会として，学術の発展，産業の興隆
並びに人材の育成を促進することにより，健全なコミュ
ニケーション社会の形成と豊かな地球環境の維持向上に
貢献します．」としている．
このような目的と理念を持つ本会の前身は，逓信省電

気試験所第2部によって1911年 5月に誕生した「第 2
部研究会」である．1917年 5月，この研究会は一般から
も会員を募集するよう方針を変更して「学会」組織に改
められ，その結果「電信電話学会」が創立された．その後，
関連する学問と技術の発展及び対象分野の拡大に応じ
て，名称が1937年 1月には「電気通信学会」に，1967
年 5月には「電子通信学会」に改められた．更に，1987
年1月には“電子工学及び情報通信”を対象分野とする「電
子情報通信学会」と改称され，現在に至っている （2）．

2.2　本会の組織
2016 年 1月時点における本会の組織構成の概略を図

1に示す （1）．
本会には，理事の選任や定款の変更等の重要事項の

決定を担う社員総会及び事業執行の決定を担う理事会が
ある．理事会の下，事業に必要な具体的事項を審議し実
質的な事業執行を担う各種委員会，ソサイエティ，グルー
プ及び支部等がある．　
各種委員会は，それぞれ委員会の名称が表す特定の

事業について本会を横断的に担当する．
本会が担当する学術の領域拡大化に伴い，目的の達成

に必要な事業全体を全て一本化して統括し運営すること
は容易でないし適切でもなくなった．また，学術領域の
拡大と同時に専門化が進み，専門領域ごとに論文の構成
の仕方や研究会の運営方法等の在り方も同一ではなく
なった．このため学術に関わる機能に関して，1985年 4
月より「研究グループ制」が発足した．更に，1995年 4
月には，その本格的な形態として，関連事業の独立採算
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図1　本会の組織構成（概略）



制を含め，研究専門分野ごとにそれぞれ特色ある独自の
活動を可能とする「ソサイエティ制」を開始した．そして，
基礎・境界（ESS：Engineering Sciences Society），通
信（CS：Communications Society），エレクトロニク
ス（ES：Electronics Society），情報・システム（ISS：
Information and Systems Society）の 4ソサイエティ
とヒューマンコミュニケーション（HCG：Human 
Communication Group）の1グループが作られた．そ
の後，2014年 10月には，ESSからNOLTA（Nonlinear 
Theory and Its Applications）ソサイエティ（NLS：
NOLTA Society）が独立して共同運営体制に移行し，現
在に至っている．なお，ソサイエティでは，グループと
異なり，論文誌の定期的発行等が必要である．
一方，地域ごとの事情を勘案し地域に適した事業を

企画し遂行することも重要である．そこで，図 1のと
おり，国内で計 10の支部と海外で計 12の国際セクショ
ンを設置し，各支部長またはセクション代表者の下，必
要な事業を企画し推進している．
ソサイエティ制を，専門性の観点からの論理的な分

割と位置付け，支部体制を，地域という物理的な分割と
位置付けることができる．そして，本会の事業は，本部，
各ソサイエティ・グループ及び各支部が互いに補完し
合っていると解釈できる．各会員は，本部事業に加え，
所属するソサイエティと支部の事業を享受できる．

2.3　本会の構成員と財務状況
本会の構成員である会員は，電子工学・情報通信に関

わる研究者・技術者であり，会員種別には若干の変遷は
あるが，2014 年度末では表1のとおりの構成となって

いる （3）．
会員総数は，1923 年（正確には年度末であり，以下

同様）において 1,288 名であった．1937 年には 5,958
名，1945年には 1万 2,376 名に増えた．しかし，第二
次世界大戦の影響で，1946年は 6,473 名に約半減した．
以降，国の発展とともに本会も発展し続け，1959 年に
は 1万名まで回復し，1968年，1983年，1993年にそ
れぞれ 2万名，3万名，4万名を超え，1994 年には最
大の 4万 2,036 名を記録した．しかし，その後漸次減
少が続き，2014 年には 3万 463 名となった （3）．図 2
のとおり，各ソサイエティ・グループの登録会員数もほ
ぼ同様の傾向にある．なお，図 2で，延べ登録数は，
重複登録があるため，会員総数より多い．
本会の財務状況は近年悪化の傾向にある．2014 年度

の貸借対照表の要約は表 2のとおりで，正味財産の合
計値は約20億円である．しかし，この正味財産合計値は，
最近毎年 2,000 万円以上の減少傾向にあり，2015年度
は約 1億円の赤字予算となっている．このような財政
悪化の大きな理由には，会員数の減少，有償となってい
る技術研究報告（研究会予稿集）予約数の減少による収
入減等が挙げられている．

2.4　本会のこれまでの成果と意義
昨今，社会のあらゆる分野で高度化と変革が世界的

に進んでいる．幾つかの例を表 3に示す （4）．
これらの高度化と変革には，以下に例を示すとおり，多

くの学術の発展と研究開発が重要な役割を果たしてきた．
・	高速で広帯域な高品質ディジタル有線通信を実現
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図2　各ソサイエティ等の登録会員数と会員総数 （3）

表 1　会員の構成 （3）

会員種別 種別定義の概要 会員数

名誉員 特別の功績があった者 92

正員 専門の学識または技術に相
当の経験を有す者 25,681

フェロー 貢献が大で功績が認められ
る正員 837

シニア会員 貢献が大で継続的な貢献が
ある正員 935

学生員 関係ある課程を履修する在
学生 4,255

準員 専門の学識または技術に相
当の経験の取得を目指す者 1

特殊員 非個人名義で入会する研究
所等 299

維持員 本会を援助する者または団
体 135

合計 30,463

　注：フェローとシニア会員は称号である．

表2　貸借対照表（要約）（単位：百万円） （3）

資産の部 2,636 負債の部 640

流動資産 340 流動負債 496

固定資産 2,296 固定負債 144

正味財産の部 1,996

負債と正味財産の総計 2,636
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した光ファイバ及びレーザ技術
・	高速で広帯域な高品質ディジタル無線通信を実現
した無線伝送方式及びアンテナ技術

・	利便性が高い多様なネットワークサービスを可能
にしたWeb技術及びネットワーキング技術

・	音声・画像等の多様なメディア情報の認識や加工等
様々な処理を可能にしたメディア情報処理

・	処理能力の飛躍的向上によりビッグデータの有機
的扱いを可能にしたコンピュータ処理

・	多様で複雑な処理や機能の柔軟な実現を可能にし
たソフトウェア技術

・	情報の安全性確保を可能にした暗号・認証・署名等
のセキュリティ技術

・	センサ，アクチュエータとコンピュータを総合した
各種制御システム

・	高速処理が可能な超大規模集積回路（超 LSI）によ
り各種装置・機器のコンパクト化と低コスト化を達
成した半導体デバイス及び超微細加工技術
これらは，正に本会が担当している電子工学と情報

通信の分野における学問，技術の成果であり，それらの
発展が今日の社会を形成し高度化と変革を推進してき
た．言い換えると，本会は，定款にうたっている本会の

目的に向かって十分な成果を上げ続けており，ここに本
会の存在意義を認めることができる．

2.5　本会の特徴
世の中には数多くの学会があり，国内で 2,000 以上

ある．本会が担当する分野と関わりがある学会だけでも
数十程度ある．本会だけの特徴とは限らないが，本会の
特徴を以下に列挙する．
① 担当領域：電子工学と情報通信をカバーする
両領域の一部を担当する学会は少なくないが，両者

とも担当する国内学会は少ない．国際的には，IEEE
（Institute of Electrical and Electronics Engineers）
をはじめ，同様の領域を担当する学会は少なくない．
②歴史と規模：歴史が長く規模が大きい
本会は約 100 年の歴史があり，会員が 3万名を超え

るが，このような大規模な学会は国内ではそれほど多く
ない．大規模さゆえに，多様で有意義な会員サービスが
充実している．なお，国内でも医学分野では 10数万名
の会員を擁する学会があり，海外では IEEE が約 130
年の歴史を持ち，世界 160か国以上 42万名以上の会員
から構成されており，本会は遠く及ばない．
③社会貢献：社会への貢献が広く大きい
前述のとおり，社会に応用された成果が多く，社会

の高度化と変革に大きな役割を果たしている．
④運営：ソサイエティ制による柔軟な組織運営が可能
組織運営では，大規模さが持つ効率性に加え，ソサ

イエティ制によって小回りが効く柔軟性も併せ持つ．
⑤研究会：学術の効率的な発展を促進する
特に海外の学会と異なり，きめ細かな専門ごとの多

くの研究会が毎月開催されており，タイムリーな発表と
討論や質疑が可能である．
⑥課題：会員数減少・財政悪化の問題を持つ
前述のとおり，会員数減少・財政悪化という問題が

ある．同様な課題を持つ学会は少なくない．

3 本会の役割と活動
3.1　概要
本会は，その目的を達成するため，理念に基づき様々

な役割を果たしている．役割の基本は，学術に関わる知
識と情報の蓄積と提供及び交換を実現することにあり，
役割を果たすため様々な具体的活動を推進している．知
識や情報の蓄積と提供のため，これまでに得られた知識
や情報を集大成し体系化したハンドブック，大学の教育
でも用いられる教科書や参考書を含む単行本，最新の技
術動向の解説や学会活動を紹介した学会誌（以下では，
会誌と呼ぶ）やソサイエティ出版物，最新の研究成果を
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表3　社会の各分野で進む高度化と変革の例

分　野 高度化と変革の例

防災 災害ビッグデータ分析による防災，地
震津波の予測と緊急情報伝達，災害後
の復旧・生活の支援

都市インフラ スマート電力，テレメータリング，構
造物劣化モニタリングと効果的保守

医療・介護・
福祉

遠隔医療，介護ロボット，地域包括ケ
アシステム

防犯 児童の見守り，エリアの 24 時間監視，
防災情報通信システム

交通 走行ルートの動的案内，安全運転支援，
自動運転

教育 アクティブ学習，家庭と学校の連携，
仮想現実による教育と訓練

環境・
エネルギー

環境のモニタリングと管理，環境のグ
リーン化，スマートグリッド

産業 生産・栽培環境の制御，製造ラインの
ロボット化，第 4 次産業革命

行政サービス 遠隔行政手続き，マイナンバー制，オ
ンライン国勢調査

生活 SNS（Social Network Service），オン
ラインゲーム，ユビキタス環境

商取引 電子取引・決済，オンラインショッピ
ング・予約，購買履歴の活用によるマー
ケティング

労働 遠隔会議，テレワーク，スライス時間
の活用
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論じた論文誌等を出版している．これらは，査読や校閲
等が行われ，あるいは著者を本会が選任したもので，い
ずれも一定水準を満たす充実した内容になっている．一
方，知識と情報の交換については，口頭による講演や発
表に加え，参加者との間での率直な意見交換や討論を可
能にするため，大会，研究会，国際会議等をかなり頻繁
に開催している．講演の一部は招待講演や特別講演であ
り，講演者や講演概要は主催組織が事前に選定するので，
それらが優れた講演であることは折り紙付きである．講
演や発表の多くは予稿集等として出版され，非参加者も
情報を得ることが可能である．これらに加え，本会では，
教育プログラムの認定，生涯学習，教室，見学会等の教
育関連の活動，優れた技術の国際標準化についても取り
組んでいる．更に，学術に関する優れた業績等を讃える
とともにアピールすることにもなる選奨も行っている．
これらの活動では，本会の成果でもある情報通信技術
（ICT：In fo rma t i on   and   Commun i ca t i on s 
Technology）の積極的な活用によって，利便性・経済性・
効率の向上を図っている．
本会の活動は，本部，各ソサイエティ・グループ及

び各支部で実施している 3事業に大別することができ，
以下では，3事業に分けて本会の活動の概要を紹介する．
しかし，大会・研究会，論文誌，先端オープン講座，子
供の科学教室及び学生会の活動については，本小特集の
別記事に詳しい解説があるので，本稿では最小限にとど
める．

3.2　本部事業 （3）

本部事業は，本会を横断して実施されるもので，毎
年 10回程度開催されている理事会，及び理事会傘下の
各種委員会等によって具体的な実施内容が決定され，事
務局を含めた体制で，以下のとおり，実施されている．
（a）出版
出版事業では，本会の事業の柱の一つでもある会誌

に加え，ハンドブック，単行本等を発行している．
会誌には，講演記録・寄書・回想・解説・講座・教

養のページ・国際会議報告等を掲載しているほか，特定
分野の学問・技術をテーマにした特集号を毎年企画して，
広く会員の知識の向上を図るように努めている．また，
大会・研究会や国際会議の開催予定，論文誌特集号の案
内，学会事業の報告等を掲載し，学会活動の要としての
機能も果たしている．会誌は毎月発行しており，全会員
に配布している．従来会誌は紙媒体であったが，2014
年1月号からWebサイトでのオンライン公開を開始し，
2015年 7月からスマートフォンやタブレット端末への
プッシュ型配信サービスの試行も開始している．
書籍として出版されているハンドブックは計 7冊あ

り，社会で広く活用されている．一方，知識や情報は急
速に拡大して膨大になるとともに常に成長し発展し続け
る．このため，随時更新が容易でかつ利便性が高いネッ
トワーク経由でのアクセスが可能な電子版『知識ベース』
の構築を進めており，順次公開している．知識ベースの
中から最先端分野のテーマを選りすぐり，新規執筆分を
含め分かりやすく再編集した「知識の森」シリーズ書籍
も出版が始まっており，これまでに9冊出版されている．
単行本については，学問・技術の標準となる数多く

の刊行物を発行し，会員には割引による頒布を行ってい
る．「電子情報通信学会大学シリーズ」（全59巻）及び「電
子情報通信レクチャーシリーズ」（全 64巻）の教科書
シリーズを含め，総計 200冊近くに上る．
（b）教育関連活動
本会は，以下のとおり，教育に関し幅広い活動を進

めている．
①  JABEE（Japan  Accreditation  Board  for 
Engineering Education）への連携協力

1999 年 11 月に，技術者教育の振興及び国際的に通
用する技術者の育成を目的として日本技術者教育認定機
構（JABEE）が設立され，大学等の高等教育機関の工
農理系学科で実施されている技術者養成に関わる教育プ
ログラムの認定が行われている．認定によって教育の継
続的改善が推進され，認定された教育プログラムは国際
的同等性が保証される．この認定は，実際には，関連す
る学協会と連携して行われており，本会は，そのような
学協会の一つとして，電気学会及び情報処理学会と連携
して学部プログラムの審査を実施している．
② 先端オープン講座
本会では，幅広い教育ニーズに応えるため，毎年，

若手から中堅技術者までを対象として，電子情報通信に
関する基礎的事項，専門的事項及び関連技術の最新動向
を主な内容とする先端技術講座を開催している．
③  CPD（Continuing Professional Development）
電子情報通信の分野においては技術進歩が著しく，

社会に出てからも「継続的自己開発」や「生涯学習」が
重要である．CPDは，これらを支援するもので，学習
プログラムの認定・検索・閲覧，プログラムの実施，研
さん履歴ポイントの管理，研さん成果としての能力の保
証等の提供を目指している．2006 年 11 月に，電気学
会及び情報処理学会との共同で，CPD会員システムの
試行運用を開始した．
④ 子供の科学教室
ICT の必要性が強く認識される中，ICT 技術者が本

質的に不足している上，中学生や高校生の理工学系離れ
や科学嫌いが問題視されている．これらの解決を目的と
して，1996 年から小中高生を対象とした科学実験教室
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を開催している．
（c）国際活動
本会は，国際会議を開催するほか，国際会議に関す

る情報の提供，国内外の学術団体・研究機関や外国関係
者との交流を図り，国際的にも学術の進歩発展のための
重要な役割を果たしている．
とりわけアジア諸国が大きく発展していくため，電

子情報通信分野の研究開発・知識普及等の面で本会に期
待される役割を積極的かつ円滑に果たしていく方針で，
一部サービス料金の割引や支援の便宜を行う海外会員制
度を 2000 年 4月から設けている．2014 年度末時点で
の海外会員数は計 3,269 名である．
一方，図 1に示したとおり，本会の海外活動の拠点

として国際セクションを設け，その代表者を中心に，講
演会やセミナー等の企画と実施を進めており，本会活動
の周知・宣伝も行っている．また，毎年，All Sections 
Meeting を，後述する総合大会の期間中に開催し，国
内支部長の参加も得て，学会の活動状況に関する情報・
意見交換を行っている．更に，国際会議を国際セクショ
ンが主催または共同で主催することもある．
国際会議の開催の際に本会が関与する仕方は，全て

の責務を負う主催や共同主催，責務を負わない協催や協
賛または後援がある．関与する本会側の組織については，
本会だけでなく，ソサイエティ，グループ，研究専門委
員会等もあり，これらは，当該ソサイエティ・グループ
等で審査し決定している．本会が主催，共同主催で開催
した国際学会は，2014 年度では 1件のみであったが，
国際学会の開催への協力は積極的に進めており，2014
年度は計 258件の協賛・後援を行った．
（d）情報発信
本会では，表 4に概要を示すとおり，ホームページ

を活用して，本会が持つ情報や知識の積極的な発信に努
めている．また，ホームページでの情報検索の効率向上
を図るため，本会の論文誌や研究会等の論文を横断的に

検索可能な手段として，文献検索システム I-Scover
（IEICE Knowledge Discovery）を開発し，2013 年 4
月から運用している．これによって，著者，著者所属機
関，キーワード，出版物，イベント等多様な検索が可能
となっている．
（e）標準化
本会では，規格調査会と，その下に 11の専門委員会

を設置し，国際電気標準会議（IEC：International 
Electrotechnical Commission）の国際標準規格の審議，
当調査会標準規格の制定，用語の調査作成等，電子工学
及び情報通信に関する標準化事業を行っている．
（f）選奨
本会では，表 5のとおり，優れた学術業績や功績等

に対し，毎年表彰を行っている．
なお，2014年のノーベル物理学賞の受賞者 3名には

特別功績賞を贈呈した．
（g）その他の本部事業
男女が共に仕事や勉学及び学会活動に十分な力を発

揮して快適に参画できる男女共同参画のため，大会にお
いて託児室を開設し，参加者の便宜を図っている．
電気系関連 5学会（電気学会，照明学会，映像情報

メディア学会，情報処理学会と本会）で，2004年度から，
「電気・情報関連学会連絡協議会」を発足させ，学会運
営を重要課題と認識し，会員数減少傾向への対処策とし
て，学会魅力向上策，情報発信強化策，財務基盤等につ
いて情報の交換・共有を行っている．

3.3　ソサイエティ事業 （3）

ソサイエティ事業には，本会の役割を果たす事業のう
ち，主に，学術に関わるものが含まれており，研究調査
活動の円滑な推進を図り，他ソサイエティとの協力によ
り研究活動の活発化に寄与することを目指している．各
ソサイエティの運営体制はそれぞれ独自であるが，例と
して通信ソサイエティの運営体制の概略を図3に示す （1）．
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表4　本会のホームページによる発信情報（概要）

分　類 発信情報

本会自体 ・担当領域，概要，組織，理念
・定款，規則，規程類
・社員総会の議案書及び議事録
・代議員・役員等の名簿
・倫理綱領，行動指針等

本会の
活動状況

・社会に対する本会の提言
・各種お知らせ・イベントの案内
・出版物の紹介
・本部・ソサイエティ・支部等の事業報告等

本会事業
の成果

・知識ベース「知識の森」
・会誌
・電子論文誌
・技術研究報告
・ソサイエティ出版物等

表5　本部事業による表彰（2016年 1月時点のもの）

表彰名称 趣　旨

功績賞 学術または関連事業に対し特別の功労があ
り，その功績が顕著な個人を顕彰

業績賞 顕著な業績を顕彰

論文賞 論文誌に掲載された論文の中で特に優秀
なものを顕彰

喜安善市賞 論文賞を受賞した論文の中で最も優秀な
論文の著者に贈呈

学術奨励賞 学問，技術の奨励のため，有為と認めら
れる新進の科学者または技術者を顕彰

末松安晴賞 学術，技術，標準化などにおいて特に顕
著な貢献が認められ，今後の進歩・発展
が期待される 40 歳未満の者に贈呈
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各ソサイエティに共通な事業としては，①論文誌の発
行，②研究会の開催並びに技術研究報告の発行，③大会
の開催並びに大会論文集の発行，④講演会，討論会，講
習会及び見学会の開催，⑤国際会議の開催等があり，各
ソサイエティ独自の事業としては，⑥ソサイエティ出版
物（マガジン，ソサイエティ誌，ニュースレター等と称
されているものがある）の発行，⑦会員向けサービス等が
ある．例えば，通信ソサイエティでは，ソサイエティ編
集会議が，和文論文誌，英文論文誌，英文オンラインジャー
ナル（ComEX：Communications Express）及び和文
マガジンの編集を担当している．会員事業企画・運営会
議は，国際会議開催に関する総括，海外の学会との連携，
国際活動，学会活動の活性化方策の策定及びホームペー
ジ管理を含む広報等を担当している．研専運営会議は，
研究専門委員会及び時限研究専門委員会を設け，研究会
及び大会の開催に関する実質的事業を担当している．
最近の特記的な活動として，各ソサイエティにおいて

も会員減少傾向と財務体質悪化等への対策のため，ソサ
イエティの活性化，会員サービスの向上，運営組織体制
の見直し等を積極的に推し進めている．例えば，研究会
の在り方WG（Working Group），組織検討WG等を設け，
技術研究報告の電子化と公開の試行，ソサイエティ出版
物の電子化と無料公開，英文論文誌の新カテゴリーの創
設等が挙げられる．以下では，主要な現事業を概説する．
（a）論文誌
論文誌の出版は，本会の最も重要な事業の一つで，査

読審査の結果「採録」と判定された論文のみ掲載するこ
とに特徴があり，これによって，掲載論文の質を一定レ
ベル以上に保っている．つまり，掲載された論文は，新規
性，有効性，信頼性の全てにおいて一定レベルを満たし
ており，本会の権威形成の重要な役割を担っている．こ
の点は，口頭発表の論文が原則として査読されず，著者の
執筆した原稿がそのまま出版されるのと本質的に異なる．
各ソサイエティが発行している論文誌には，和文論

文誌，英文論文誌及びオンラインジャーナルがある．各

論文誌に掲載された論文件数の推移を図 4と図 5に示
す．和文論文数は総じて減少傾向にある．英文論文数は
2000 年に和文論文を上回った後増加し続けていたが，
最近数年間は減少の傾向にある．全論文誌の合計論文数
も減少傾向にある．
従来，和英論文誌とも紙媒体であったが，オンライ

ン化が進み，1999 年 8月から英文論文誌が，2000 年
8月から和文論文誌がオンライン版として公開され始め
た．更に，前述した文献検索システム I-Scover の開始
に伴って 2014年 4月号から紙媒体を廃止した．
（b）大会
研究成果を口頭で発表し議論を行う大会には，本会

全体で毎年 3月に開催している総合大会と，ソサイエ
ティごとに 9月に開催しているソサイエティ大会があ
る．両大会とも規模が大きく，1,000 名以上が参加する．
このため，講演件数が極めて多く，1件当りの講演時間
が限られ，必ずしも講演内容に深みがあるとは限らない．
しかし，最新研究動向の短期間での把握や会員が取り組
んでいる研究のアピールには極めて適しており，発表と
討論が積極的に行われている．
各大会は，大会運営側でセッションと講演者を決める

企画講演セッションと一般から講演を公募する公募セッ
ションとから構成され，予稿集はDVDで配布される．
両大会とも一般講演では実質的な査読がなく，投稿され
た論文原稿は原則としてそのまま受理され出版される．
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図5　 英文論文誌論文件数（含レター）の推移   
（英文オンラインジャーナルNOLTA，ComEX，
ELEXは，それぞれESS，CS，ESの各英文論文
誌に含めた）

図4　和文論文誌論文件数（含レター）の推移

図3　通信ソサイエティの運営体制（概略）
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ただし，情報・システムソサイエティとヒューマンコミュ
ニケーショングループは，2002年から，ソサイエティ大
会を情報処理学会との共同で情報科学技術フォーラム
（FIT：Forum on Information Technology）として開
催している．そして，FITでは，一部のセッションで査
読を行い採録と判定された論文の発表が行われている．
両大会の講演件数の合計値の推移を図6に示す．全体

として，最近やや減少傾向にある．内訳では，通信ソサ
イエティの講演件数が抜きん出て多い点が特徴的である．
（c）研究会
研究会は，きめ細かな専門分野ごとに設けられた総

計 82の研究専門委員会が開催するもので，発表時間が
比較的長く，第一線の専門家による最先端の研究成果や
最新の体系的技術サーベイ等が発表され，その内容を深
く理解して議論することができる．その結果今後取り組
むべき方向等を見いだしたり，広い視野や新たな仲間を
持つことができる点に大きな特長がある．これらは，論
文や資料等の文献調査からは得られ難いものである．一
方．査読がないので，発表内容は必ずしも一定レベル以
上とは限らない．しかし，原稿提出から 1か月程度で
発表できる速報性も極めて重要であり，若手の研究者や
技術者の他流試合的な役割も果たしている．このような
研究会は海外ではまれであり，貴重な場となっている．
研究会は本会の発足以来開催されており，発表件数

の推移は図 7のとおりである．全体的な傾向としては，
2003 年から 2005 年にかけてやや減少したものの，
2013年以降最大件数を更新し続けており，論文誌論文・
大会講演数や会員数が減少し続けている中でも研究開発
が活発であることを示している．
図 4，6，7によると，例えば，通信ソサイエティに

ついて，大会や研究会での発表件数が多い割に和文論文
誌論文が少ない．このことから，通信分野では，研究開
発が盛んな割には査読を通過する論文誌論文が少ないと
いう特徴を見て取ることができる．なお，研究会には，
図 7に示した第一種研究会以外にも，第二種研究会と
第三種研究会があるが，ここでは説明を割愛する．

（d）国際会議
ソサイエティ制度が発足して以降，ソサイエティや

グループが主催・共同主催する国際会議は徐々に増加し
てきている．2014年度は 14件であった．
（e）ソサイエティ出版物
ソサイエティ事業による出版物としては，論文誌，

大会・研究会の予稿集以外に，ソサイエティ誌，ニュー
スレター等がある．例えば，通信ソサイエティでは，和
文の本誌（通信ソサイエティマガジンB-plus）と英文
のGlobal News Letter をそれぞれ 4回／年発行してい
る．更に，希望する登録会員に Eメールニュースを配
信している．
（f）選奨
各ソサイエティにおいても選奨を行っており，担当

する領域における学術面の貢献に加え，学会運営の貢献
に対してその労に報いる表彰を行っている．表彰の母体
組織はソサイエティだけでなく，研究専門委員会等もあ
る．表 6に表彰の例を示す．
（g）論文等データベース
会誌，和文論文誌，技術研究報告，総合大会発表論文，

及びソサイエティ大会発表論文については，国立情報学
研究所（NII）と科学技術振興機構（JST）でもデータベー
スを作成しており，その作業に協力している．なお，NII
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図6　両大会（含FIT）における講演件数の推移

図7　（第一種）研究会での発表件数の推移

表6　ソサイエティで実施している表彰の例

表彰母体 表彰名称

ソサイエティ ソサイエティ論文賞（対象：和文論文誌）
チュートリアル論文賞（同上）
Best Paper Award（対象：英文論文誌）
Best Tutorial Paper Award（同上）
Best Letter Award（同上）
マガジン論文賞
活動功労賞
功労顕彰状

研究専門委員会 研究賞
英語セッション奨励賞

時限研究専門
委員会

研究奨励賞
ディスカッション賞
優秀ポスター賞
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とJSTのデータベースは，それぞれCiNii，J-Dreamと
呼ばれ，CiNii は発行から2年後に全文を有償で公開し，
J-Dreamは抄録のみを無償で公開している．

3.4　支部の事業 （3）

支部で実施している事業は，一般事業，教育事業，
学生会事業及び選奨事業に大別でき，各支部の事情に応
じて企画され実施されている．このような支部事業は，
結果的に，地域内の会員間での仲間作りや親睦にも有益
となっている．
（a）一般事業
各種テーマの講演会，研究発表のための支部大会，

電気・情報関係の他学会の当該地域支部との間で組織さ
れた支部連合大会，見学会，専門講習会，セミナー等を
開催している．
（b）教育事業
小中高生，大学生，青少年等を対象に，当該地域のニー

ズにあった内容の各種教室（科学教室・ものづくり教室・
実験教室等），ロボットトライアスロンのようなイベン
ト，特定の内容に関わる講習会等を開催している．
（c）学生会
学生向けテーマの講演会，卒業研究や修士研究に関

わる学生研究発表会や研究交流会，見学会等を開催して
おり，学生会活動の広報のため学生会報を発行している
支部もある．
（d）選奨
支部ごとに独自の企画で進めている．例えば，学生

優秀論文賞，学生奨励賞，シンポジウム優秀発表賞，若
手研究者表彰等の研究面での表彰に加え，学生による支
部活動に報いるため活動奨励賞を授与したり，支部活動
の委嘱状や活動証明書を発行したりしている．

4 おわりに
本稿では，社会において重要な役割を果たしている

本会の全貌の概要を紹介した．本会の活動は非常に広範
で多岐にわたっている．このような活動の多くを事務局
が支えているが，事務局の職員は 20数名であり，全運
営業務をカバーすることは不可能であるし，運営には専
門性を必要とすることも多い．結果的に，会員が運営業
務をかなり担うことが現実的であり，実際，本会発足以
来，多くの会員が各種委員会の委員等を務め，ボランティ
ア的に運営業務に尽力してきている．
かつて日本は，量産技術では世界のトップレベルに

あるが，独創技術が十分でないとよく言われていた．最
近は状況が大きく改善されていると思われるが，独創技
術を開拓し続けることは将来にわたって重要であり，そ

れには，本会のような学会が極めて有効である．なぜな
ら，専門や特技が同一でない者あるいは普段議論してい
ない者との協力連携や意見交換によって独創的なアイデ
アや成果が生まれることが多々あり，本会はそのような
機会を提供しているからである．現実的に，日本の企業
や大学等の構造は縦社会になりがちで，研究者・技術者
は所属する組織に閉じ込もったり，閉じ込められたりす
る傾向が感じられる．これに対して，学会は組織の枠を
越えて興味を持つ関係者が集まる横社会とも言え，結果
的に独創性を生み育む土壌になり得るからである．昨今
ネットワーク経由で多くの論文や資料に容易にアクセス
できるようになったが，この観点からは，大会や研究会
のように顔を合わせて即応的に意見のやり取りができる
場の重みが相対的に増しているように考えられる．
もし，本稿の読者がほぼ会誌やソサイエティ誌を受

け取っているだけの会員であれば，一度大会や研究会に
参加して発表と討論に直接加わり，次は自分で発表する
等身近な存在に考えて頂ければ幸いである．また，その
ような大会や研究会の運営にも興味を持ち，運営業務に
も参画して頂ければ更に幸いである．
本稿で述べたとおり，会員の減少や財政の悪化に加

え，研究会講演数は増加傾向にあるものの論文誌論文件
数や大会講演件数が減少し続けている等，本会には組織
的にも役割遂行的にも様々な課題がある．例えば，本会
の運営に関しては，研究グループ制の理想形態として期
待されたソサイエティ制が開始以来 20年を経た．した
がって，現在のソサイエティ制についてレビューするこ
とが解決に向けた一案かもしれない．いずれにせよ，会
員の英知を結集しこれらの課題を解決することによっ
て，本会が発展し続けていくことを期待したい．
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1 研究会
研究会は，ある特定分野の専門家で構成される研究専

門委員会（以下，研専）によって運営され，研究成果の
発表と討議を行う場です．通信ソサイエティでは，
2016 年 1月現在，常設研専 21，時限研専 8の研専が
通信関連の専門分野をほぼ全て網羅する形で組織されて
おり，合計 29の研究会が随時開催されています．開催
頻度は研究会により異なりますが，平均すると年間 7
回程度は開催されています．通信ソサイエティ全体で年
間合計 2,500 件程度の研究会発表があり，それぞれ活
発に活動しています．
研究会には，どなたでも発表／聴講が可能です．通信

ソサイエティでは，発表者の方に発表原稿の別刷りを購
入して頂いておりますが，研究会当日の発表予稿集（以
下，技報）と，その電子データのダウンロード権が付与
される特典があります．また，標準的な発表時間は質疑
応答込みで 25分となっておりますので，海外の一般的
な国際会議とほぼ同等の時間を確保しており，密度の濃
い議論ができるようになっております．聴講に関しては，
基本的に事前申込不要となっており，研究会会場にふ
らっと立ち寄って聴く，というような気軽さも売りです．
技報は研究会会場での購入も可能ですが，お勧めは年間
予約購読です．年間予約をして頂くと，研究会会場で技
報を受け取ることができます．研究会に参加しなかった
場合には，後日郵送されますので，技報を確実に入手す
ることができる仕組みです．また，予約した研究会の技
報電子データ（過去のものも含む）のダウンロード権を
得ることもできます．
冒頭に述べたように，研究会は研専によって運営され

ており，研究会開催にあたっては各研専の幹事が様々な
趣向を凝らしています．トピカルな研究テーマに関する
セッションの企画等，テクニカルな内容も当然あります
が，皆さんが参加したくなるように，各幹事は頭をひねっ
ています．例えば，開催地の選択は，その一つでしょう．

北は北海道から南は沖縄まで，温泉地や離島など，研究
会は様々な場所で開催されています．研究会参加を開催
地で決める方も多いのではないでしょうか．日常生活と
異なる場所での研究会は，研究者間の交流促進に大きな
役割を果たしており，そこで貴重な助言や人脈を得たと
いう経験をされた方も多いと思います．このほか，懇親
会，ナイトセッション，施設見学等々，様々な企画を実
施している研究会もあります．
最近では，東南アジアをはじめとした海外で研究会を

開催する例が増えてきております（図 1）．一般的な国
際会議と比べて，海外開催の研究会は少人数であるがゆ
えに，現地研究者との密度の濃い情報交換や交流ができ
るのが特徴です．海外開催の研究会は今後ますます増え
て，学会のグローバル化に大きな役割を果たしていくと
期待されます．
以上，研究会の活動を簡単に紹介しました．このよう

な形態の研究発表の場は海外では余り例がなく，我が国
独自の活動といってよいでしょう．研究会で育まれた技
術や人材も数多く，研究会は，正に本会学会活動の源泉
とも言うべき存在となっています．初めて研究会で発表
される方は，少し緊張するかもしれませんが，研専の委
員長／幹事をはじめとした専門家が，きっと有益な助言
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をしてくれると思います．皆さんの研究成果を一度研究
会で発表してみてはいかがでしょうか．そして，研究会
コミュニティの一員となることをお待ちしております．

2 大会
皆さんは大会に参加したことはありますか？  
この 3 月に九州大学で行われる総合大会で学会デ

ビューという方もいらっしゃるかもしれません．
通信ソサイエティが関係する電子情報通信学会の大

会には，9月に行われるソサイエティ大会と 3月に行わ
れる総合大会の二つがあります．
これらの大会では，研究成果の投稿を広く募集する一

般講演セッション（A4判1枚の原稿で10分の発表時間）
とそれ以外のセッションとが実施されています．後者は
主に研究専門委員会によって企画運営が行われ，特定の
テーマに対する研究成果の投稿を募集し一般講演の発表
形式にとらわれない発表を行う公募シンポジウムセッ
ションと，依頼された一線の研究者による講演や討論か
ら成る企画セッションとがあります．
これらの研究専門委員会により企画されるセッショ

ンは，大会当日のはるか前から準備が始まります．この
3月の総合大会を例に見てみましょう（図 2）．
まず，研究専門委員会の委員長や幹事の方々に，大会

全体の運営方針を決定している大会委員会から企画提案
募集のメールが送られます．これは今度の総合大会の場
合，6月 23日の話でした．9月のソサイエティ大会が
始まるよりもはるか前のことです．

それぞれの研究専門委員会では，各々のカバーする研
究領域における一押しのトピックを扱った企画を一生懸
命考え，オーガナイザという代表者を立て，大会委員会
に提出します．この締切が 7月 17日です．この頃はと
いうと，ソサイエティ大会のプログラムを取りまとめて
いる頃で，学会事務局も研究専門委員の方々も多忙を極
めている時期だったりします．
そのような企画提案は，確認／修正のフィードバック

がなされた後，メール審議により大会委員会で実施が承
認されます．
この承認が終わると一段落，ではなく，次にオーガナ

イザの方々へ，企画セッションに関する詳細プログラム
登録の依頼がなされます．これは，具体的な企画セッショ
ンのプログラム（どういった方にどういう内容，時間配
分でお話ししてもらうか）を登録してもらう作業です．
この締切が 11 月 20 日でした．オーガナイザの方は，
研究専門委員の方々と共同して，講演者の依頼や各種調
整などに奔走することになります．
詳細プログラム登録が終わると，企画セッションに対

する仕事は一段落し，あとは依頼した講演者の方々に原
稿を執筆してもらうことになります．ここでスケジュー
ルどおりに原稿を執筆して頂けず苦労されるオーガナイ
ザの方も多いのですが……．
その一方で，公募シンポジウムセッションと一般講演

セッションはここからが大仕事，締切に向けた投稿呼び
掛けが始まります．この 3月に発表される皆さんが苦
労して原稿を執筆していた時期ですね．
投稿締切が過ぎると，その 1週間後に，プログラム
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編成委員会というものが行われます．公募シンポジウム
セッションのオーガナイザや各研究専門委員会からの代
表者が機械振興会館に集まり，プリントアウトされた講
演情報を基に，手作業で公募シンポジウムセッションと
一般講演セッションのプログラムを決定していきます．
これに合わせて座長の依頼も行われています．
このようなプロセスを経て，ようやく総合大会開催当

日を迎えることができるということになっています．な
お，今年の総合大会では，大会改革の方針に沿って組織
されたプログラム委員会の下，幾つかの新たな取組みも
行っています．参加される皆さんは，自分の発表だけ無
事にこなしたらそれで終了，ではなく，研究専門委員の
方々の苦労により実施にこぎ着けた興味のあるセッショ
ンに積極的に参加し，最新の研究動向を学び取ってもら
えたらと思います．

3 国際会議
国際会議（international conference）は，広くは 2

か国以上の人が集まって開催する会議が全て当てはまり
ますが，ここでは学術的な研究成果を論文にして発表す
る場としての国際会議について述べます．
国際会議は，基本的に論文が公募（call  for paper）

され，投稿（submit）された論文をプログラム委員会
（technical program committee）が査読（review）し
審査して，採否が決まります．国際会議の論文査読は，
論文誌とは少し異なる観点で行われます．国際会議では，
会議の規模やポリシーにより採録数や採択率（投稿数に
対する採録数）に上限があるのが普通です．論文誌論文
の査読では採録水準を満たしていれば採録されるのが原
則であるのに対し，国際会議では，同時に投稿されたほ
かの論文との競争で良い論文が不採録とされてしまうこ
とも珍しくありません．一方で，論文誌ほどの完成度を
求められないことも多く，粗削りだがキラリと光るアイ
デアが高く評価されたりします．そして，採否の水準や
評価の観点は会議ごとに異なります．ある国際会議に投
稿して不採録となった論文を，ほとんどそのまま別の国
際会議に投稿したら採録された，ということが起きます．
ですので，自分の研究をどの国際会議に投稿するのかは
難しい選択です．
最難関の国際会議では，それに論文が採録されること

自体がステータスです．逆の極端な例では，ほとんどお
金儲けのために開催される会議で，論文はほとんど無審
査で採録され，そこで発表することは学術的に何の評価
も受けないどころかかえってマイナスの評価を受けるよ
うなものもあるようです．各国際会議が募集している
テーマやプログラム委員会のメンバー，過去の同じ会議

で採録されている論文などを見て慎重に判断しましょ
う．本会のソサイエティや研究専門委員会が主催
（sponsored by），共同主催（cosponsored by），協催（in 
participation with ま た は technically cosponsored 
by），協賛または後援（in cooperation with）などで関
与している国際会議は安心して投稿することができます
し，会議に関わっている国内の関係者に直接質問するこ
ともできます．学会のWebページやメーリングリスト
などで情報収集して下さい．
どの国際会議に投稿するかを決めるもう一つの判断

材料は，開催時期と場所です．多くの国際会議が，会議
の魅力を高めるために，歴史的な都市や風光明媚なリ
ゾート地を開催地に選んでいます．頑張って研究し論文
を通してあそこへ行こうという励みになります．一方，
国内で開催される国際会議も見逃せません．海外から一
流の研究者が集まる会議に旅費の心配をしないで参加で
きる絶好の機会です．
国際会議に論文を出す上で注意すべきことは，二重投

稿と著作権です．国内・国外を問わず，査読のある会議
に同内容の論文を同時期に投稿することは二重投稿とし
て禁止されています．第一志望の会議に通らなかった場
合は別の会議に投稿しようと思っている場合，必ず不採
録通知を受け取ってから次の投稿をして下さい．また，
国際会議に投稿中の論文と同内容の論文を本会の論文誌
に出すことも禁止です．国際会議に論文採択後，その内
容を発展させて論文誌に投稿する場合は二重投稿には当
たりませんが，その場合でも著作権には注意する必要が
あります．予稿集を出版する国際会議の多くが，採録決
定後最終原稿の提出時に主催学会ないしは出版社への著
作権の譲渡を求めます．同じ内容を発展させて本会の論
文誌に投稿する場合には，その学会や出版社が定めるポ
リシーに沿った十分な割合の差分があることが求められ
るほか，図の再利用などが認められないこともあります．
投稿する会議を決めたら，次は締切に向けて論文を仕

上げましょう．会議ごとに，論文のフォーマットやペー
ジ数の制約が決まっています．研究成果を全部盛り込も
うとするのではなく，ページ数の制約の中で最もアピー
ルしたい点を絞り込んでしっかり書くよう心掛けて下さ
い．国際会議ですからもちろん英語です．英語で論文を
書くときの注意点については，本誌でもこれまで，「ツー
ルとしての英語講座」の「国際学会の英語」 （1）や「論文
の書き方講座」の「英語論文攻略への道―国際学会で勝
てる英文を書くには―」 （2）で取り上げていますので参考
にして頂きたく思います．
論文がめでたく採録されたら，次は発表資料の準備，

続いて発表英語の予行演習です．これらについても「国際
会議の英語」に詳しく説明があるので参考にして下さい．
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国際会議には，数百人あるいはもっと大規模で 1週
間以上にわたるものから，数十人の参加者で 2～3日の
ものまで，様々な規模の会議があります．大きい会議
は，基調講演や招待講演でその分野の動向が分かる貴重
な話が聴けますし，並列にたくさん開催されているセッ
ションのうち面白そうなところを回って最新情報を仕入
れることができます．一方，小規模ながら特定のテーマ
に絞り込んだ会議では，その分野の専門家が一堂に会し
て深い議論ができるところがメリットです．いずれにせ
よ，国際会議に参加するのは face-to-face のコミュニ
ケーションのためですから，セッションでは積極的に質
問し，レセプションやバンケットなどのソーシャルイベ
ントではできるだけ海外の人と話すようにしましょう．
その会議のキーパーソンに顔と名前を研究テーマと結び
付けて覚えてもらうことが，将来の論文の採否にもプラ
スに働くと言ってもいいでしょう．日本人だけで固まっ
て日本語ばかり話しているのでは，国際会議に来た価値
はありません．
さて，会議が終わって帰ってきたら，もう一つ仕事が

残っています．会議の場での発表はその場限りですが，
論文は出版物として残ります．論文をできるだけ多くの
方に読んでもらえるよう，もうひと努力を惜しまないで
下さい．今日では，多くの国際会議の予稿集が電子化さ
れ，Web によりアクセスできるようになっています．
自分の論文には自分のホームページなどからリンクを張
りましょう．また，論文がオープンアクセス（open 
access）でなくダウンロードが有料ないしは契約が必
要な場合でも，本会を含む多くの学会で，グリーンOA
といって著者が自身のホームページや所属機関のリポジ
トリに採録された論文を公開することを許しています．
条件を確認の上，速やかに公開して下さい．
そうやって国際会議のコミュニティに関わるように

なりますと，今度はその会議や関係者が運営する別の会
議にプログラム委員として呼ばれることがあります．プ
ログラム委員のミッションは，会議の論文募集を広報し
て論文を集めることと，論文の査読です．国際会議の査
読は短期間に数多くの論文を読まねばならないことが多

く，負担も大きいですし，守秘義務により査読した論文
の内容を口外することもできませんが，まだ表に出てい
ない最新の研究動向に接することができる点で研究者に
とって負担以上のメリットがあるものです．打診が来た
ら是非積極的に引き受けて下さるようお願いします．
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COMPSAC2014 Workshop Chair，
CFI2014 TPC co-Chair など，多くの国際会議の運営に参画．
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1 はじめに
電子情報通信学会東京支部では，将来を担う子どもた

ちに科学技術への興味を持ってもらうことを学会活動の
重要な柱と位置付けており，一般の小，中，高校生を対
象とした教育事業を推進しています．これまでにも，教
育機関や企業，NPOの方々の御協力を頂いて，地域の
子どもたちに科学の面白さを体験してもらえるよう，科
学教室や講演会，見学会など様々なイベントを支援して
まいりました．本稿では，その一例として 2015年 4月
にNTT厚木研究開発センタで開催した子ども科学教室
について御紹介します．

2 子ども科学教室「太陽電池で走る
ソーラーミニカーを作ろう」概要

NTT厚木研究開発センタでは，毎年，科学技術週間（4
月 18日の発明の日を含む 1週間）と連動して一般公開
を行っています．一般公開では，研究所で開発した技術
を体験するコーナや，科学の不思議な現象を実演する
コーナがあり，子どもから大人まで幅広い年齢層の方が
来訪されます．
今回御紹介する子ども科学教室「太陽電池で走るソー

ラーミニカー」は，この一般公開と併催する形で開催し
ました．太陽電池は，光電効果や半導体，シリコンといっ
た当センタの研究テーマとつながるキーワードを持ち，
話を発展させて最先端の技術を紹介することも可能で
す．ただし，まずは子どもたちに科学に触れる楽しさを
味わってもらうことが大切ですので，市販キットを用い
た科学工作を主体にしました．対象は小学生とし，定員
15名，所要時間 60分の科学教室を 1日 5回実施しま
した．

3 子ども科学教室の当日の様子
当日の朝，緊張した面持ちで教室に待機するスタッフ

の元に，元気なお子さんたちの声が聞こえてきました．
「これ，組み立てたら持って帰っていいの？」「もちろん．」
皆顔を輝かせて工作キットを手に取り，教室が始まるの
が待ちきれない様子です．
全員がそろったところで，ソーラーカーの仕組みと組

立の注意点などを簡単に伝え，早速組立を開始しました．
一人でどんどん進める子，一つ一つ丁寧に確認しながら
組み立てる子，保護者の方と一緒に組立を楽しむ子，難
しくても全部自分の手で組み立てる子，みんなそれぞれ
のやり方で一所懸命に取り組んでいました（図 1）．
組立は，ミニカー本体と太陽電池の部分とに分かれて

おり，最後に二つを合わせて完成となります．太陽電池
は室内の照明や懐中電灯では十分に発電しないため，教
室ではミニカーを走らせることができません．そこで，
ミニカー本体と太陽電池とを別々に動作確認し，組立が
正しくできたか確かめることにしました．
ミニカー本体については，太陽電池をセットする電極に

乾電池を接続して，モータが回るか確認しました．モータ
の電気配線の被覆部分が電極と接すると電気が流れない
ので，被覆をむいた部分が電極と接しているか自分で確認
してもらい，必要に応じて電気配線を付け直しました．無
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事にモータが回って，モータの先端のギアがミニカーの前
輪を回転させると，皆ほっとした表情になりました．
太陽電池については，発電に適した波長範囲のライト

を照射して，電気が流れるか実験してもらいました．太
陽電池の電極をテスタにつなぎ，ライトを当てている間
だけテスタの表示が 0 mAより大きくなる（発電してい
る）ことや，電極の＋と－を逆につなぐと針が反対方向
に振れる（電流の向きが逆になる）ことを，お子さんと
一緒に確認しました．
最後に，ミニカー本体の電極に太陽電池の電極を差し

込み，ミニカーのボディにシールを貼って組立を完了し
ました．皆思い思いのデコレーションを楽しんでいまし
た（図 2）．

4 アンケートの結果とフィードバック
実施後にアンケートをお願いしたところ，88％のお子

さんが「楽しかった」と回答してくれました（図3（a））．
どのような点が楽しかったか書いてもらうと，「自分の
手で組み立てるところ」が最も多く23名（34％）でした．
保護者の方々からも，科学工作をする機会が余りないの
で良い経験になったとの意見を複数頂きました．実験の
デモンストレーションを見学するのとはまた違った，手
を動かしてもの作りをする体験に期待と関心が寄せられ
ていることが伺われます．また参加したいかについても，
是非参加したいとの回答が82％ありました（図3（b））．
参加者の学年は小学1年から6年まで偏りなく分布して
いましたが（図 3（c）），未就学児や中学生も対象とし
た教室を開催してほしいとのリクエストもありました．
そのほか，太陽電池の発電の仕組みを詳しく知りたかっ

たという意見も頂きました．組立や動作確認に大部分の
時間を割いたため，太陽電池について解説する時間を十
分に取れなかったことが反省点として挙げられます．今
後は，時間を長めに設定し，低学年と高学年それぞれの学
習内容に合わせた資料を用意するなどして，技術そのも
のの面白さを伝える工夫をしていきたいと考えています．
最後に，今後やってみたいことを聞いたところ，エコ

エネルギーで動くものの工作，ロボット，カメラなど多
岐にわたるテーマが挙がりました（図 3（d））．科学離
れが懸念される昨今ですが，子どもたちの科学への関心
は潜在的に高いことが伺われます．今後も身近なイベン
トで，子どもたちの好奇心をうまく引き出すような取組
みを継続することが重要だと感じました．

5 おわりに
電子情報通信学会東京支部が共催・後援している教育

イベントは，年間を通して様々な場所で開催されていま
す．東京支部では年 1回，公募教育イベントを募集し
ておりますので，会員の皆様から新しい企画を御提案頂
くことも可能です（詳細な条件は公募案内を参照）．教
育事業の開催案内，及び公募教育イベントの募集につい
ては東京支部のホームページに掲載されていますので，
皆様にも是非御参加頂き，教育事業の発展に引き続き御
協力頂ければ幸いです．

（教育事業）
http://www.ieice.org/tokyo/kyouiku.html

（東京支部教育イベントの公募）
http://www.ieice.org/tokyo/koubokyouikuibento.html

河尻祐子 （正員）
平 7 日本電信電話株式会社入社．以
来，有機光学材料を用いた光デバイ
ス，及び空間光学系光スイッチモ
ジュールの研究開発に従事．現在，
先端集積デバイス研究所主任研究
員．
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図2　ソーラーミニカーの完成

（a）　　　　　　　　　　　　　　　（b）

（c）　　　　　　　　　　　　　　　（d）

図 3　アンケート結果



1 はじめに
改めて述べるまでもなく，学会活動の中心を担ってい

るのは，主に「プロフェッショナル」として活躍されて
いる，大学研究室に配属以降の研究者・技術者の皆さん
です．一方で，日本再興戦略など国の様々な施策で情報
通信技術（ICT）の重要性が絶えず述べられているにも
かかわらず，中高生の理工系離れや科学嫌いが顕在化し
て久しく，将来にわたる本会の持続的な活動になにがし
かの危機感を抱いてしまうというのは，もはや会員共通
の悩みとも言えるでしょう．
筆者らが子供の頃，初めて電子回路やコンピュータに

触れたときの感動を最近の子供たちに何とか伝えて，
ICTへの動機付けができないものか，普段からそのよう
なことを考えています．

2 研究会による科学教室の実施
本会の「子供の科学教室」は，平成 8年度に開始さ

れ20年近い歴史があります．筆者も，一世代上の「親分」

先生方が実施されていた科学教室のお手伝いをした経験
があり，自身の所属大学での実施時に何度か演習の講師
も担当していました．近年，オープンキャンパスや体験
入学の中で主に高校生向けの教室は多くの大学で実施さ
れています．しかしながら，上記の「感動」を伝えるた
めには小中学生の間が望ましく，それもできれば普段大
学の先生方と触れ合うことがないような地域で裾野の拡
大を目指したいものです．
その詳細は文献（1）に譲りますが，地方での開催が

多い研究会と連携して科学教室を実施すれば，いろいろ
な地域の子供たちに ICTの楽しさすばらしさを直接理
解してもらえるのではないかと，普段から一緒に活動し
ているスマートインフォメディアシステム研究専門委員
会（SIS 研究会）の仲間の先生方と考え，平成 21年度
から表 1のように特に地方での開催を中心に科学教室
を実施してきています．
SIS 研究会は，北海道大学の宮永喜一教授の呼び掛け

で平成16年度から活動している比較的若い研究会で，
スマートモバイルシステムや知的マルチメディアシステ
ムなどを専門分野としています．一番の売りはその「機
動力の高さ」で，アジア地域での若手研究者や大学院生
の国際的な活動を促進するためのワークショップ（SISA：
Int’l Workshop on Smart  Info-media  Systems  in 
Asia）を平成19年から継続的に実施していたり，国外
でのジャーナル論文の書き方セミナーや査読・編集活動
紹介セミナーなどを研専メンバーが主体的に開催してい
たりするなど，様々な試みを積極的に取り組んでいます．

3 演習内容
さて，筆者らの科学教室は小学校高学年から中学校に

通う子供たちを対象としていますが，どのような内容を
体験してもらえば動機付けになるものでしょう？  最近
は中学校だけでなく小学校でもパソコンを使った授業が
行われていたりします．もちろん，自宅では普通に

表1　SIS研究会による子供の科学教室
日　時 会場 所在地

平成21年  6月13日 八重山商工高等学校 沖縄県石垣市

平成21年11月28日 八重山商工高等学校 沖縄県石垣市

平成22年  6月12日 北見工業大学 北海道北見市

平成22年12月18日 倉吉総合産業高等学校 鳥取県倉吉市

平成23年  7月16日 長崎総合科学大学 長崎県長崎市

平成24年  2月12日 宮古総合実業高等学校 沖縄県宮古島市

平成24年11月24日 久米島高等学校 沖縄県久米島町

平成25年  9月21日 福江中学校 長崎県五島市

平成27年  2月28日 鶴岡工業高等専門学校 山形県鶴岡市

平成27年  9月12日 啓雲中学校 北海道根室市

平成27年  9月13日 釧路工業高等専門学校 北海道釧路市
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Web ブラウザを使いこなしているでしょう．そこで，
SIS 研究会の専門分野に関連した「画像」，「音声」，「ネッ
トワーク」について，身近な題材でも普段体験できない
ような内容を考えていく必要があります．
図 1に実施プログラムの一例を示しますが，全て座

学＋演習という形態を採っています．例えば鳥取大学の
伊藤良生教授，笹岡直人准教授の音声処理のテーマでは，
まず自分の声を録音して，その音声に対して実際にピッ
チシフトやエコーなどの処理を施し聞いてみることでそ
の効果を確かめます．筆者が担当している画像処理の
テーマでも，事前に撮影した自身の写真を基にモーフィ
ングビデオを作成し，特徴点がどのように遷移してくか
を実感します．九州工業大学の尾知博教授，黒崎正行准
教授のインターネット通信の実験では，無線通信で情報
がどのように電波に変換され，相手方に送られるかをで
きるだけ分かりやすく説明しています．
一方で，子供の動機付けには保護者の意向も大きく影

響を受けます．筆者らの教室は親子教室の形態を採り，
保護者の皆様にも同じ内容の演習を遂行してもらってい
ます．やはり普段のパソコン利用とは一線を画した内容
です．このため，父親・母親の「権威」を見せつけてい
るケース，子供の習熟の速さに驚いてしまうケース，い
ろいろなことが起こりますが，共通の体験をすることで，
情報通信技術に関する話題が家庭内でも出ていると有り
難いところです．
科学教室では，毎回，参加者からのアンケートを集め

ています．演習の評判は最初から上々でしたが，座学の
方は最初のうちは，大学の講義のようにやってしまい「難
しい」という反応が多くありました．回数を重ねるうち
に，筆者ら講師陣も「小中学生目線」に慣れてきたので，
現在は比較的丁寧に分かりやすく教えられているのでは
ないかと思っております（図 2）．
常々，このような試みをほかの先生方にも是非遂行頂

きたいと考えていたのですが，研究会横断型で開催され

ている「回路とシステムワークショップ」でも，平成
26年度から「小中学生向け夏休み研究体験」を開始頂
いており，心強い限りです．

4 おわりに
研究者・技術者までの道程が長い小中学生に対する，

僅か 1日だけの科学教室なので，決して大それたこと
は述べられませんが，図 3のように教室をメディア取
材されることも多くあり，学会外でも一定の評価を頂け
ていると考えています．
筆者らの講習を受けた中から，将来の本会会員が誕生

してほしいと心から願っております．

■ 文献
（1）  尾上孝雄，“石垣島だより～南国離島での子供達との

ふれあい～，”信学 FR 誌， vol.4, no.2, pp.166–
168, Dec. 2010.

尾上孝雄 （正員：シニア会員）
1993 阪大大学院博士前期課程了．
阪大講師，京大助教授などを経て，
現在阪大大学院情報科学研究科教
授．工博．組込型メディア処理シス
テムの設計・実装に関する研究に従
事．2001〜本会企画室委員，2012
〜2014 スマートインフォメディア
システム研究専門委員会委員長，
IEEE CAS Society 及 び Region10
役員などを歴任．
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図2　実習の様子

図3　ケーブルテレビの取材を受けることも

科学教室「不思議がいっぱい科学の世界」
プログラム
平成 27年 2月 28日 （土）13時～17時 30分
1．「音の不思議を体験してみよう！」
　   伊藤良生先生，笹岡直人先生 （鳥取大学）
2．「画像処理を体験してみよう！」
　   尾上孝雄先生 （大阪大学）
3．「インターネット通信を体験してみよう！」
　   尾知　博先生，黒崎正行先生 （九州工業大学）
4．「ロボットを自由自在に動かしてみよう！」
　   佐藤　淳先生 （鶴岡工業高等専門学校）

図1　子供の科学教室のプログラム



1 はじめに
論文とは?  という問いに普遍的に答えるのは難しい．

学術分野によってその意味合いは異なるためである．本
稿では，電子情報通信学会が対象とする分野を念頭に置
く．また，論文種別などの詳細については，通信ソサイ
エティの定義を用いる．ただし，できるだけ理系の論文
に共通する説明となるよう心掛けたつもりである．もう
一つ重要なこととして，記述言語の問題がある．論文を
日本語と英語のどちらで書くかは，著者の好みといった
ことなどではない違いがある．本稿では和文論文を中心
とした論文の一般的な話の後，英語論文に関して述べる．
それらを通して，単に論文とは何かについて答えるだけ
でなく，論文の読み方など，皆さんが論文をうまく利活
用するために役立つ情報についても触れる．

2 論文とは
2.1　論文とは何か
論文とは，広く言えば，研究の結果を報告した文書で

ある．研究とは，端的に言えば仮説の検証である．工学
系研究の場合は，まず何らかの問題があり，その解決法
を仮説として新たに提案し，その提案を実装やシミュ
レーションによる実験，あるいは理論解析などを用いて

検証する，というのが典型的パターンである．あるいは，
その問題を様々な手法で分析・考察し，問題解決につな
がる新たな知見を得るというパターンもある．これも新
たな知見を仮説と考え，分析・考察を検証と考えれば，
同じである．その結果を報告するのが論文である．当然
のことながら，企業などにおける実用化開発の多くも研
究である．
ただし，研究報告なら論文というわけではない．研究

報告の文書はおよそ表 1のように分類される．論文は
まとまった研究成果が出たタイミングで発表し，後述す
る「査読」があることが特徴である．一般的には，表の
下ほど研究成果の程度が高く，報告としての信頼性も高
いとされている．通信ソサイエティでは，論文を掲載す
るための雑誌として，和文論文誌Bと英文論文誌Bを
発行している．

2.2　論文とは何ではないか
論文は著者の主観的な主張を述べたものではない．論

文には，著者の提案する仮説と事実とから論理的・理論
的に導かれた帰結，あるいは実験により得られた結果が
書かれている．この過程を同様にたどれば，読者もそれ
を検証することができる．誤解を恐れず極論すれば，著
者オリジナルなのは仮説（提案）だけであり，それ以外
は誰が書いても同じになるのが論文である．
論文は特許（出願書類）ではない．もちろん特許でし

か特許権は取得できないが，そのようなことではなく中
身として違いがある．特許は権利取得が目的だから，請
求範囲はできるだけ広く書く．検証については，審査に
通る程度に実施可能性が記述されていればよい．
論文では，何ができて何ができないのかを厳密に述

べ，検証について第三者が検証可能な程度に示さなけれ
ばならない．何らかの発明をした場合は，特許を先に出
し，論文を後に出すのが一般的である．
論文は組織の発表ではない．著者は（一人以上の）個

人であって，法人等ではない．仮に著者が所属している

表1　研究報告の分類

報告の名称 内　容 査読

大会講演論文 総合大会やソサイエティ
大会での研究報告．研究
の初期段階のことも．

なし *1

技術研究報告 研究会での研究報告．研
究の途中報告．

なし

国際会議報告
（Proceedings）

国際会議での研究報告．
研究の途中報告．

あり

論文 研究の（最終）結果報告． あり
　*1　内容が不適当な場合，不採択となる可能性はある．
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組織の命令で行った研究であっても，論文著者はその研
究成果に直接寄与した個人である．前述のように論文は
オリジナリティが重要であるから，誰が考えた提案なの
かを明確にするためである．
筆者は，“ダメ論文”の典型として次のようなことを

聞いたことがある．多くの場合，これらは査読で落とさ
れるが，こういう論文を書かないようにという意味も込
めて記しておく．
「ヤッコー論文」は，やったらこうなりましたという
報告だけで，技術課題や新規提案などが書かれていない
論文である．「作りました論文」は，こんなものを作り
ましたというだけ，「マニュアル論文」は，技術や実装
の説明が淡々と続くだけの論文である．「重箱論文」は，
重箱の隅をつつくような論文である．既存研究に対する
改善量が極小であったり，厳しい前提条件が付いたりす
ることが多く，有効性がほとんどない．「当社比論文」は，
自分の過去の研究より良くなったと言っているだけの論
文である．ただし，関連研究と比較した上で自分の研究
の位置付けが書いてあるならば，論文として成立し得る．
「箱庭論文」は，ある限られた世界を設定し，その中で
だけ使えるおもちゃの技術を書いた論文である．適用可
能範囲や普遍性について分析してあれば，良い論文とな
る可能はある．（実験系の研究分野では「銅鉄論文」と
いう言葉もある．銅で行った実験を鉄に変えただけのよ
うな新規性の少ない論文を指す．）

2.3　論文の目的
論文を書いているのは誰だろうか．2010 年のデー

タ （1）だが，和文論文誌B掲載論文の筆頭著者は学生と
社会人が同程度で，教員はその半分程度となっている．
筆頭著者が学生でも，教員が連名で入ることが多いから，
大学等の教育機関に関係する人が書く論文の方が多いこ
とは間違いない．とはいえ，社会人が書く論文も決して
少なくない．
それらの著者は，なぜ論文を書いているのだろうか．

次のような理由が考えられる．第 1は，新たに開発し
た技術を開示して，企業や社会で活用してもらうためで
ある．技術は「使われてなんぼ」であり，そのためには
その技術を知ってもらわなければならない．
第 2は，学術発展のためである．かのニュートンで

さえ巨人の肩の上に乗っていたのであり，研究が深く専
門化した今日では，必ず自分の研究の参考となる論文を
読んだはずである．そうであれば，自分の研究成果もま
た論文として開示することで，誰かに肩を貸すことがで
きるかもしれない．
第 3には，著者自身のためである．論文を書くこと

は研究を整理することでもあり，それにより問題点や次

にすべきことが見えてくる．もっとも，それならば個人
的にメモを書くだけでよい．論文として出版することで，
自分の仕事が公に残ることになり，2.1で述べたように，
最も権威ある研究業績の一つとして認められることにも
なる．（蛇足だが，近年は企業所属の研究者が論文を書
いても，職務上の大きな業績と認められないこともある
ようである．）

3 論文が掲載されるまで
ここでは，論文が論文誌に掲載されるまでの過程を紹

介する．（詳細は「投稿のしおり」 （2）を参照されたい．）

3.1　論文の種別・分類
和文論文誌 Bに掲載される（広義の）論文は，図 1

のように整理できる．まず論文種別として，「レター」
と「論文」がある．レターのほとんどは研究速報である．
（その他の分類については省略する．）まだ論文にするほ
どのまとまった成果に至っていないが，新しい提案や知
見をいち早く開示したい場合は，研究速報として発表す
る．ほかの研究者が同様の研究をしている可能性が高い
ときなどには，先に発表することが特に重要である．レ
ターの標準ページ数は短く（和文論文誌 Bの場合は 2
ページ），査読も迅速に完了する．
種別「論文」のうち，著者により投稿された論文は三

つに分類される．「理論実験論文」は，理論的または実
験的な研究結果の報告で，多くの論文はこの分類である．
「システム開発・ソフトウェア開発論文」は，システム
やソフトウェアの開発における工夫や提案を報告する論
文である．（詳細は文献 （3）を参照されたい．）「サーベ
イ論文」は，多くの既存研究を独自の視点で体系的・網
羅的に紹介した論文である．
このほかに，著者に執筆を依頼して書いてもらう「招
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待論文」や「解説論文」がある．特に優れた研究成果を
挙げた研究者や，既存研究を独自の視点で体系化できる
研究者に招待論文の執筆を依頼する．あるいは，ある技
術に特に詳しい研究者に，その技術の解説論文の執筆を
お願いする．これらの論文は，特に若手の研究者には大
いに参考になるであろう．

3.2　投稿から出版まで
図 2は，論文が和文論文誌Bに投稿されてから採否

が決定されるまでの手順である．ステップ 4が，これ
まで触れてきた査読である．（詳細は文献（4）を参照
されたい．）種別が論文の場合は二人の査読委員が査読
をする．その結果を編集委員がまとめ，委員会で審議す
る．その結果は，「採録」，「不採録」，「条件付き採録」
に分かれる．前者二つは明らかであろう．「条件付き採録」
となるのは，不明点が多いなどの理由から，直ちにその
論文の採否が判定できない場合である．この場合，ステッ
プ 8以降に進む．著者は，不明点が分かるように論文
を 1回だけ書き直すことができ，その後，ステップ 9
で再査読される．
論文は条件付き採録となることが多いため，2回の査

読と 2回の委員会審議，著者による論文書き直し期間
などにより，結局，投稿してから採録決定までに 5か
月以上を要することが多い．（実際の出版までは更に 4
か月ほど掛かる．）随分時間が掛かるものだな，という
印象を持った方もいるであろう．今や日進月歩の時代で
ある．ただし，実は昔は論文が出版されるまで 2～3年
掛かることもあった．編集と査読に携わる方々の努力に
よって，ここまで短縮してきたのである．査読は，論文
を論文たらしめる最重要のステップであり，ある程度の
時間が掛かることはやむを得ないだろう．

3.3　査読と採否判定基準
査読委員や編集委員会は，論文の採否をどのように判

定するのだろうか．次の 4点がその基準となる．
• 新規性：新しく独創的な提案か ?  
• 有効性：その提案はどの程度役に立つのか ?  
• 信頼性： 結論に至る過程は適切に導かれているか ?    

必要な根拠などはあるか ?  
• 了解性：分かりやすく記述されているか ?  
要は，新しくて役に立つ成果が，信頼できる方法で検

証してあり，それが分かりやすく書いてあれば，論文と
して採録される．特に，新規性と有効性は重要なポイン
トである．ただし和文論文誌Bでは，一方が高いレベ
ルで基準を満たせば，他方はそれほど高くなくても採録
することにしている．少しでも良いところがある論文は
積極的に採録するという方針である．
論文として採録されたものは，上記の観点で基準を満

たしている．その分野の専門家である査読委員が判断し，
委員会で審議して最終決定をしている．ただし，査読委
員も委員会も当然のことながら万能ではない．例えば，
類似の既存研究が全く存在しないことは保証できない
し，追試実験を行って信頼性を確認しているわけでもな
い．次の章に関連するが，論文を読むときには批判的な
目も必要である．

4 論文の読み方
あなたは論文をほとんど読んだことがないかもしれ

ない．あるいは学生ならば，先生から指示された論文数
本だけを（仕方なく）読んだ程度かもしれない．論文と
いうと難しそうだし，実際，ある論文を完璧に理解する
ことはその分野の研究者でも難しいことがある．しかし，
全部理解できなければ無意味かというと，そうでもない
のである．ここでは論文の読み方について考えてみたい．
論文読みのこつは，論文構成の基本的なパターンを理

解することである．これを表 2に示す．実際には，3章
が複数の章に分かれたり，2章が 4章の後に来たりなど
のバリエーションがある．論文を読む目的は様々であろ
うが，筆者が思い付く範囲でこれをケース分けし，各章
との対応関係を見てみよう．
�ケース 1.　例えば研究テーマを模索しているときな
ど，ある分野の研究動向や，その分野でチャレンジす
べき問題を把握したい場合には，論文題目，あらまし，
第 1章を次々と何本も読んでいく．
 ケース�2.　ある分野の研究状況を詳細に理解し，そ
の分野の代表的な論文を探したり，自分に一番近い既
存研究を探したりしたい場合は，1章と 2章を読む．
特に 2章（と参考文献）は宝の山である．その論文
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1. 著者が論文投稿→ 学会事務局が受付
2. 担当編集委員の割当て
3. 査読委員（論文 2 名，レター 1 名）の割当て
4. 査読委員による査読
5. 編集委員による判定結果の取りまとめ

7. 著者へ結果通知 
8. 著者による修正 
9. 査読委員による再査読
10. 編集委員による判定結果の取りまとめ
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図2　和文論文誌Bでの投稿から採否決定までの手順
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が引用している論文や，逆にその論文を引用している
論文などを検索サービスも使いながら探していく．そ
の分野のサーベイ論文がもしあれば，とても参考にな
るであろう．
 ケース3.　ある特定の研究を理解して，自分の提案
と比較するには，その論文を完璧に理解するしかな
い．特に 4章は，問題がどの程度まで解けたかが書
いてあるので重要である．
 ケース4.　ある特定の技術を理解して，単に利用し
たい場合もある．このときは，3章だけを理解すれば
良いこともあるかもしれない．
特にケース 1や 2では，論文をたくさん読まなけれ

ばならない．このときは，論文題目とあらまし，必要に
応じて 1章を読む．このときは，論文を肯定的に読む
ようにするとよい．目的が違うから関係ない，前提が違
うから関係ない，それほど良い結果ではないなど，あら
探しをするように読んでも得るものは少ない．
ケース 3と 4は，専門としての読み方になる．この

ときは，否定的に読むべきである．考え落としはないか，
評価方法は適切かなどを疑って掛かる．同時に，100％
理解することが重要である．分かったところだけを拾い
読みするようでは，技術をきちんと理解することはでき
ない．

5 英語論文
本章では，英語論文の持つ意味合いについて考える．

5.1　英語の論文を読むということ
英語の論文を読むということは，今日に至るまでの多

くの研究者が獲得した知識や知見の膨大な蓄積に「直接」
触れることを意味する．皆さんも専門用語を日本語にど
う訳してよいか分からず，英語のままの方が分かりやす

いのに !  と思った経験がきっとあるはずである．英語
で書かれた論文を英語で読むことで，世界の研究者と同
じ言語で理解できるのは大きなメリットである．
多くの方が同じ感想を持つと思うが，英語の論文を読

むのはそれほど難しいものではない．大切なのは「慣れ」
である．筆者の研究室に配属になった学生は，まず関連
分野の基礎的な勉強をした後に，3本の英語論文を読ん
で，日本語で発表するという課題に取り組む．最初は「え．
英語ですか」という反応が返ってくるが，3本読んだ後
には大体読めるようになるものである．経験上，英語の
論文が苦手という原因は以下の三つあるように感じる．
（1）関連する分野の知識が足りない
（2）基礎的な文法が身に付いていない
（3）専門用語を知らない
（1）に関しては，英語以前にそもそも関連分野の知
識が足りないため内容が理解できないということであ
る．つまり，同じ論文がたとえ日本語で書かれていても
理解できないケースである．（2）に関しては，英語の論
文を読むのに必要な文法を身に付けるのはそれほど難し
くない．これは論文という文章の性質を考えると当然で，
論文は誰が読んでも誤解のないように書くのが鉄則だか
らである．そのため簡潔な文法及び単語を使うことが推
奨される．恐らく中学生の文法で事足りる．文法に自信
がない学生に対しては「総合英語 Forest」という参考
書を読むことを勧めている．（3）に関しては，根気よく
辞書を引くことで解決する．筆者の研究室では，先に紹
介した論文発表の1本目は論文をほぼ全訳する．当然1
本目ではかなりの数の単語の意味を辞書を引きながら読
み進めていくことになる．このときに，知っている単語
だが専門用語としてどう訳せばよいか分からない場合が
ある．恥ずかしながら，筆者も学部時代に envelope を
封筒（正しくは包絡線），packet を小包（正しくはパケッ
ト）と訳してドクターの先輩に苦笑いされた．論文に出
てくる単語や専門用語は大体同じようなものなので，2
本目の論文では辞書を引く回数が半分に減る．更に3本
目ではその半分になり，それ以降は辞書なしでもざっと
論文を読めるようになるというものである．
どこでつまずいているのかを知った上で，少しずつ英

語論文に慣れ，膨大な知の集積に触れてほしい．

5.2　英語で書くということ
英語で論文を書くということは，単に言語が英語であ

るという以上の意味を持つ．英語で論文を書くと，当然
ながらそれを読める人の数が増える．少なくとも日本語
の 10倍以上であろうか．多くの人が読めるようになる
と，（当然良い論文である必要はあるが）ほかの論文か
ら引用されやすくなる．引用は引用を呼び，人の目に触

表2　論文の構成の典型例

章タイトル 内　容

あらまし 本論文の概要

1. はじめに 解決すべき問題の背景やその問題の重要
性など

2. 関連研究 その問題に関連する既存研究とそれらの
問題点，未解決点など

3. 本論 本論文での提案の概要と詳細

4. 評価 上記の提案が元々の問題をどの程度解決
したかに関する評価と考察

5. おわりに 本論文のまとめ

参考文献 論文内で参照している文献一覧
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れる機会が指数関数的に増加するというわけである．こ
のような循環を論文のサーキュレーションと呼ぶ．英文
で論文を書くことの意味は，論文のサーキュレーション
を高め，研究分野の進展により大きな貢献ができるとい
うためにほかならない．
英語論文を書くことは読むことよりもかなり敷居が

高い．余り難しく考え過ぎずにリラックスして書くこと
を心掛けたい．「査読の虎の巻」 （4）にあるように，「論文
の了解性は，論旨の展開が，関連分野の会員に十分理解
できるように分かりやすく，順序立てて，明瞭に記述し
てあればよい．著しい厳密さ，正確さ，完璧さ，格調の
高さなどは不要」なのである．実際のところ，IEEE等
の著名な論文でも文法的な誤りがあるものもあり，大切
なのは細かい表現ではなく内容なのだと感じる．詳しく
は，テクニカルライティングの本や「論文の書き方講
座」 （5）を参照して頂くこととして，ここでは筆者が心掛
けていることを紹介する．
（1）1文を短くシンプルに
（2） 接続詞を的確に使って文と文の間の論理構造を

明確に
（3）誰かにチェックしてもらう
（4）音読してみる
（1）に関しては，話題の中心を主語にして「1センテン
ス1アイデア」を心掛けている．1文では二つ以上のこと
を言わないように気を配るとよい．（2）に関しては，文と
文の関係を明確にするために適切な接続詞でつなぐと論
理構造が明確になる．（3）に関して，なぜか人が書いた
原稿のあらは見付けやすいものである．（性格が悪いだけ
かもしれないが．）原稿を客観視することで自分では気付
かなかったミスが見付かるかもしれない．（4）に関しては，
音読をしたときにリズムが悪いと文章の均整が取れてい
ない可能性や，単語の選び方が適切ではない場合がある．
頭でっかちな主語などもこれで見付けられる．
以前，英語ネイティブの研究者に冠詞の使い方につい

て質問したところ「規則とかではなく，何となくそれ以
外にはあり得ないから」との答えが返ってきた．余り難
しく考え過ぎず，試行錯誤しながら経験を積むしか方法
はない気がしている．しっかり英語で論文を書いて，自
分の研究がより多くの人の目に触れるよう努力したいも
のである．

6 英語論文について 
知っておきたいこと

最近はインターネットで簡単に論文検索ができるよ
うになり，論文の被引用数を知ることも容易である．膨
大な数の論文の中から良い論文をどう見分けるか，どう

やって論文のサーキュレーションを上げるのか，その際
に参考になる話題を取り上げる．なお，6.4～6.6は日
本語・英語論文に共通の話題だが，特に英語論文に関連
の深いものである．

6.1　英文論文の種別・分類
本会の英文論文誌の種別分類は，和文論文誌（図 1）

とほぼ同じであるが，図 3のように整理される．レター
がCommunications Express（ComEX）として別の雑
誌として独立しているのと，英文論文誌Bにポジショ
ンペーパがあるのが異なる．ポジションペーパは，アイ
デアにあふれる論文や世界最高性能実現の報告などを目
的とした 2015 年 10月から始まった新しい論文カテゴ
リーである．

6.2　英文論文の査読の過程
英文論文誌Bの査読プロセスは，和文論文誌Bと基

本的に同じである．異なる点は，英文誌が担当編集委員
（Associate Editor）制を採用している点である．具体
的には，和文誌では論文の採否を編集委員会を開催して
決定する（図 2の 6. 及び 11.）のに対し，英文誌では
論文の採否を決定する権限は担当編集委員が持つ．この
方法は，様々な国の編集委員で査読を行う国際的な学術
雑誌では一般的な方法である．いろんな国の査読者が読
むことを意識して論文を書こう．

6.3　Impact Factor
Impact Factor（IF）は，ある学術雑誌に掲載された

論文がどれくらいほかの論文から引用されたかを示す指
標である．1年に 1回，雑誌ごとの過去 2年間の被引用
数を用いた IFの値が発表される．IFが 1.5というのは，
その雑誌に掲載された論文は平均1.5編の論文から引用
されたことを意味する．IF の値が大きい雑誌は，より
多くの論文から引用されるような論文を掲載しているた
め，影響力が大きい雑誌というわけである．IF につい
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ては様々な議論があり注意が必要だが，学術雑誌の評価
指標としてよく話題になる．

6.4　オープンアクセスジャーナル
オープンアクセスジャーナルは，誰でも論文を自由に

閲覧・ダウンロードできる学術雑誌である．論文を書く
側から見ると，サーキュレーションを高めるという観点
で歓迎すべき形態である．この形態では，読者からの購
読料ではなく，著者からの論文の掲載料で出版コストを
まかなうことが多い．そのため，中には査読プロセスが
しっかりしていない雑誌もあるという話も耳にする．
オープンアクセスジャーナルを読むときや投稿するとき
には注意したい．

6.5　プレプリントサーバ
プレプリントサーバという言葉を聞いたことがある

だろうか．arXiv.orgと聞くとピンと来るかもしれない．
プレプリントつまり「出版する前の査読中の原稿」を置
いておき，誰でも自由に閲覧・ダウンロードできるサー
バのことである．一般に，学術雑誌の査読には数か月か
ら 1年掛かるため，それを待たずに情報交換でき，論
文のサーキュレーションを高められるというメリットが
ある．

6.6　自サーバへの論文のアップロード
余り知られていないが，現状の本会の枠組みでも，自

分が著者である論文を，著者個人若しくは所属機関の
サーバ，プレプリントサーバに学会への申請なしにアッ
プロードできる．幾つかの条件が必要だが，論文のサー
キュレーションを上げるために積極的に活用したい．

6.7　国際会議と英文論文誌
一般に，研究成果をまず国際会議で発表し，発表の場

でもらったコメントを基に内容を発展させたものを英文
論文誌に投稿することも多い．本会では著作権の問題が
クリアされており，適切に引用すれば，国際会議での発
表と同じ内容の論文を投稿するのを認めている．是非，
国際会議論文を発展させて完成度を高めたものを本会の
論文誌に投稿してほしい．

7 おわりに
本稿では，論文とは何かについて考えてきた．本会で

は，一部の論文を公開しているので，会員でない方も気
軽に読んでみて欲しい．特に論文賞受賞論文や招待論文
などは，論文のお手本としても優れたものである．そし
て論文に慣れたら，是非最初の 1本を投稿してみてほ
しい．
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1 御挨拶
2015 年度東京支部学生会委員長　川上智恭　（千葉工業大学）

1.1　学生会の概要
東京支部学生会（以下，学生会）は，電子情報通信学

会東京支部に移管されてから 2015 年で 20周年という
節目の年を迎えました．学生会は，本会学生員の活動を
盛んにし，相互の親睦を図ることを目的として活動して
います．この目的の実現のため，学生会は，研究発表会，
講演会，見学会などのイベントを企画・実施しています．
特に，学生会研究発表会は，200件を超す発表のある一
大イベントになっています．
学生会は，図 1に示すように，幹事団，研究発表会，

講演会，見学会，学生会報，SCI（Student Community 
of IEICE）の6グループに分かれて自治運営しています．
SCI は東京支部以外の学生会との交流を促進するために
活動しています．各グループでは，幹事校，副幹事校，
サポート校に分かれて，年度ごとに学生が入れ替わって
も継続的かつ円滑に各イベントを運営できるようにして
います．また，年に 4回，会員校 19校が一堂に集う運
営委員会を開催し，各イベントの進捗状況確認や，今後
の全体的な活動について話し合いを行います．
本稿では，2014年度に研究発表会の担当校であった

明治大学の皆さんと，学生会報を担当した鈴木あやこさ
ん（電気通信大学修了）に，学生会活動を通じた経験を執

筆して頂きました．いずれも，最初は知らない大学の人
たちとうまくやっていけるだろうか，本当にイベントを
実行できるのだろうかという不安が，皆で一つのことを
やり遂げる過程でいつの間にか達成感に変わったことが
うかがい知れる記事を寄せて頂きました．更に，学生会
の魅力を伝えるために，2015年度第1回運営委員会終了
後に座談会を設けました．昨年度まで学生会で活躍して
いたOB・OGの方々と，これから学生会をけん引してい
く現役の学生員との会話を通じて，学生会の楽しさやす
ばらしさなどをお伝えできればと思います．図2に映る
メンバーで分担執筆した本稿が，読者の皆様に私たち学
生会の活動を知ってもらえるきっかけとなれば幸いです．
学生会の詳細な活動につきましては，学生会のホームペー
ジ（https://www.ieice.org/tokyo/gakusei/index_
l.html）を御覧下さい．（図3に，学生会ホームページの
QRコードを示します．）また，学生会活動に興味を持っ
た学生の皆さんは，是非一緒に活動しましょう．
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図1　 学生会の組織図．学生会は幹事団，研究発表会，講
演会，見学会，学生会報，SCI の六つのグループか
ら構成される．

図2　 本稿の執筆者及び座談会参加者．左中央から反時計
回りに川上智恭，福島直也，鈴木あやこ，鈴木智史，
保坂雄大，樋口美麗，百瀬和也，小倉雅樹．

図3　学生会ホームページのQRコード

東京支部学生会の紹介
   川上智恭　Tomotaka Kawakami  千葉工業大学
   明治大学一同　Meiji University 
   鈴木あやこ　Ayako Suzuki  電気通信大学

　



2 東京支部学生会研究発表会の
活動を通じて

2014 年度研究発表会グループ幹事校　明治大学一同

2.1　はじめに
「東京支部学生会研究発表会」（以下，研究発表会）と
は，学生会が主催する東京支部の大規模なイベントです．
2015年 3月に開催された研究発表会では 32校の大学・
高専から 229 件もの発表がありました．その研究発表
会を企画・準備・運営する組織が私たち研究発表会グルー
プです．学生会主催であることから，「学生による学生
のための研究発表会」と位置付けて実施しています．更
に，私たちは学生が投稿・発表しやすい場を提供すると
ともに，学生が意見を投じながら学術的な見識をお互い
に深められる場となるように心掛けました．
私たち明治大学のメンバー一同は，先輩に誘われたこ

とがきっかけで学生会に参加しました．研究発表会の幹
事を務めた 1年間を通して，私たちは単に多くの学生
と知り合っただけでなく，お互いに助け合い信頼できる
仲間と出会えました．学生会に入ってよかったと感じた
当時の出来事を，研究発表会の舞台裏でのエピソードを
交えてお話したいと思います．

2.2　研究発表会の舞台裏での仲間たちとの思い出
2.2.1　投稿者獲得のための勧誘活動
2014 年度，研究発表会の幹事校として活動を始めた

私たちには，2013年度に200件を下回ってしまった投
稿件数を再び増やすという目標がありました．それまで
研究発表会の勧誘活動は，ポスターの貼り出しや，Web
ページの展開のみを行っていました．しかし，従来どお
りの活動の効果に限界を感じていた私たちは，新たに学
生会の他グループが企画・運営するイベント内で，勧誘
のためのプレゼンテーションを行うことを考えました．
初めは私たちのグループのみが勧誘活動に悩みを抱えて
いると思っていましたが，他グループに話を持ち掛けて
みると，意外にも相手も参加者集めに苦労していました．
これまで年4回ある運営委員会でしか交流する機会がな
かったため，他グループの活動には余り関わらないもの
と思っていました．しかし，この出来事をきっかけに私
たちの意識が変わり，他グループの活動も協力して盛り
上げようと，学生会の様々なイベントに参加し，互いに
連携を取りながら活動を行うようになりました．これら
の新しい出会いは，後に他グループの仲間が私たちを助
けてくれたきっかけともなりました．結果的に，投稿件
数は36件増加し，目標を超える229件を達成しました．

2.2.2　プログラム編成委員会
研究発表会グループは，何か月も前から会場の手配を

はじめとする大掛かりな準備を行っています．しかし，
準備は会場だけではありません．論文投稿を締め切った
後は，当日の詳細なプログラムを組む必要があります．
これは学生だけで構成されるプログラム編成委員会が行
います．プログラムは簡単に決まるように思われるかも
しれませんが，実は一筋縄ではいきません．その年の投
稿件数や会場の教室数，座長・審査員の方々が対応可能
な時間等，数多くの状況を把握し，調整する必要がある
ためです．
プログラム編成委員会は，私たち研究発表会グループ

全員が一堂に会して取り組む，初めての共同作業でした．
他大学の学生が一緒になって編成するため，初めは少し
ぎこちない雰囲気でしたが，編成の合間に雑談を交わし
ているうちに雰囲気が徐々に明るくなっていき，意見を
活発に交わすことのできる仲になりました．昨年度は会
場変更により，教室数が8教室から10教室に増えたこと
もあり，更にプログラム編成が複雑になりました．私たち
幹事校は事前に，プログラム編成委員会が円滑に進むた
めの準備を行っていましたが，それでもプログラム編成
当日は夜遅くまで発表プログラムが完成しないという事
態に陥ってしまいました．しかし，皆がそれぞれの状況
を伝え合い，最後まで根気よく残ってくれたこともあって，
無事に発表プログラムを完成させることができました．
長時間にわたる過酷な編成作業となりましたが，研究発
表会グループ全体に連帯感が生まれると同時に，当日に
向けてメンバー全員の士気も高まりました．この作業を
通じてメンバー同士の距離感が縮まったことが，研究発
表会当日のチームワークの良さにもつながりました．
2.2.3　研究発表会当日の舞台裏
様々な活動・準備を進めた結果，研究発表会は，発表

者 229 名に，その指導教員や関係者の方々が来場し，
300人以上が集うとても大きなイベントとなりました．
そのため，当日必要な運営スタッフの人数が，研究発表
会グループだけでは補えなくなりました．そこで私たち
は学生会の他グループからも手伝いを募集することにし
ました．多くの人数を集める必要がありましたが，勧誘
活動の頃から協力的になってくれていたことや，私たち
の活動を深く理解してくれていたこともあって，募集を
かけた人数以上の仲間が快く引き受けてくれました．最
終的には，20名の運営スタッフに加え，他グループから
も15名のメンバーが協力してくれました．これだけ大勢
の仲間が快く引き受けてくれたことは今でも忘れません．
運営スタッフの人数の問題は解決しましたが，当日は

会場が 4フロアにまたがっていたこともあって，スタッ
フ間の密な連絡が課題でした．主に，「総合受付係」，「会
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場進行係」，「中間報告係」の三つの役割がありましたが，
それぞれが連絡を取る必要がありました．当日は私たち
幹事校メンバーが情報伝達の漏れがないように会場を駆
け回っていましたが，機器不良や備品の電池切れ，発表
者が受付に遅れるといったトラブルが多数発生し，とて
も対応し切れなくなりました．しかし，このような不測
の事態にも，研究発表会グループのメンバーが中心と
なって，私たちの見えないところで臨機応変に対応して
くれました．こうして無事に研究発表会を終えることが
できたのは，仲間たちのおかげでした．このような仲間
同士の連携と真摯な対応は，図 4のアンケート結果に
も現れていると思います．
研究発表会の後，スタッフで成功を祝して打上げを行

いましたが，達成感や喜びを共有したそのときの仲間と
は，その後もこれまでの思い出を語らう仲になりました．
様々なことに取り組み，大変なことも多かった 1年間
でしたが，このような仲間と出会え，学生会に入って本
当によかったと感じます．

2.3　最後に
本会の学生会に参加する一番のメリットは，普段の生

活では出会うことのない多くの仲間と，一つのことに取
り組む中で，達成感や喜びを共有し合えることだと思い
ます．特に，研究発表会は規模もさることながら，個々
人の協力が必要不可欠だったため，新しく出会った仲間
たちと一つのことを最後までやり遂げたことは，自信に
つながり，貴重な経験となりました．大学にいただけで
は得られなかった経験を得ることができてよかったと
思っています．

3 会報誌の作成を通じて
鈴木あやこ （電気通信大学 2015 年 3 月修了）

3.1　はじめに―修士での研究生活と学生会―
学部から修士に進学した際，筆者は電気通信大学（以

下，電通大）に設置されている本会の学生ブランチに参

加しました．きっかけは，「修士に上がるからには自分
の研究に没頭したい」と思う一方で，自分の専門につい
てだけ知識を深めているだけでは不十分で，「幅広い知
識を得ることで初めて自分の研究の立ち位置を知ること
できる」ということに気付き始めたことでした．電通大
学生ブランチは，同じ通信の分野の大学院生が集まって
活動の合間に研究の話をしながら，研究室配属の支援イ
ベントや就活イベント等を主体的に企画している団体で
した．この学生ブランチから毎年学生会への参加者を
募っており，これはもっとたくさんの人と関わり，話を
聞けるチャンスだと思い学生会への参加を決めました．
結論から申し上げれば，筆者は学生会でかけがえのな

い経験・交友関係を得られました．ここで得た知識は，
より深く自分の研究の背景を捉えることに大きく役に立
ちましたし，ここでの経験は社会人になった今，自分が
どういうふうに行動するべきなのかを考える基礎になっ
ています．本稿を読んでいる学生の皆様にも，是非学生
会へ参加して，今までとは異なった情報交換の場を持っ
てほしいと思います．
本章では，筆者が学生会で具体的にどのような活動を

してきたのか，そしてその中で学んだことについて振り
返りたいと思います．

3.2　学生会での活動
3.2.1　1年目の活動
筆者が初めて学生会に参加した当時，筆者の所属する

電通大は学生会報グループの副幹事校でした．学生会報
とは，学生会が年 1回発行する，学生会の活動などを
まとめた冊子のことです．私たちの普段の活動は，学生
会報グループの幹事校だった群馬大の方々の作業をサ
ポートしつつ，運営委員会では他グループの報告を聞き，
意見交換をする，というものでした．
この頃特に印象に残っているのは，当時の委員長（幹

事団幹事）が学生会のことを非常によく考えているのが
手に取るように分かる発信をしていたことです．周りは
知らない人ばかりで，何となく他大・他グループに意見
をしづらい・交流しにくいという環境を打破するべく，
自ら率先して他グループの活動に意見をしていました．
入ったばかりの私たちの意見もよく聞いてくれて，例え
ば，情報交換のためのデータベース作成の提案をした際
は，その案を採択した上でとても感謝してくれたのを覚
えています．ほかにも，委員長の立場から「どうしたら
より意義のある学生会報を作ることができるか」という
ことに関してアドバイスを頂くなど，知らないメンバー
と活動する中でも臆せず組織を良くするために行動する
姿勢を見て，このように動けるようになりたいと強く
思ったものでした．そして，そのような人を目の前にし
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た「自分」は何をしたらよいのか？  ということをよく
考えるきっかけになりました．
筆者が参加した 1年目の学生会報は，「次世代の通信

技術」という特集テーマを組み，何名かの先生方にテー
マに即した特集記事の執筆をお願い致しました．皆様お
忙しい中執筆を快諾して下さったことも，本会の横のつ
ながりを強く感じた出来事の一つです．学生のために時
間を割いて知見を提供して下さる先生方の存在を，恥ず
かしながらこの経験をするまで特に意識したことがあり
ませんでした．しかし活動を通じて，このように知識の
循環してゆく「学会」という場の意義を感じることがで
きました．自分も積極的に発信できるような研究者にな
るために，当たり前ながらもっともっと勉強をして，自
分の研究に誇りを持てるようにならなければならないと
感じました．
3.2.2　2年目の活動
2 年目の学生会報は，学生会報グループ幹事校として

会報の作成を担当しました．幹事校メンバーの中で今回
の会報の方針を仮決定してからグループで合意を取った
のですが，これは私たちにとって不安のあるものでした．
というのも，例年続けてきた先生方による記事を廃止し
ようという提案を含んでいたためです．これまでは多く
の先生方の記事を掲載していたのですが，発行部数や配
布場所を増やせず，もったいないと感じていました．代
わりに，学生会報らしく学生の活動についての記事を拡
充させようと提案し，グループ，そして学生会の皆さん
に御承認頂きました．これについては，これまでの歴史
を止めてしまうことになり，かつ学生会のメンバーの負
担が増えるため，反対意見が多く出ることを覚悟してい
ました．しかし，むしろ多くの方々が賛成をし，記事執
筆も快く引き受けてくれました．大学のサークル等と違
い，筆者のことを知らない人がほとんどの学生会の中で
このような提案を受け入れてもらえたことは，筆者自身
の大きな自信と，メンバーに対する仲間意識につながり
ました．
そこから実際に会報作成に取り掛かりました．記事の

執筆依頼と予定調整，校正，修正依頼等多くの人と連絡
を取り合う状況で不安や失敗もありましたが，顧問であ
る千葉工業大学の鎌倉先生，事務局の方々，学生会報グ
ループメンバー，そして学生会メンバーの皆さんの協力
のおかげで発行までたどり着きました．1年前まで見ず
知らずだった人たちと一つのものを作ったというその事
実とそこに至るまで経験は，正にこの学生会に参加しな
ければ得ることのできなかった経験だと思います．もの
の裏側にはたくさんの「人」がいて，各々の生活の中か
ら時間を使って生み出しているということ，ものを作る
にあたってやり取りの相手は常に「人」であること……
当たり前のことですが，経験を通じてその意味を深く理
解できたと思います．
学生会に所属していた 2年間，もちろん楽しかった

ことばかりではなく，トラブルも多々ありました．例え
ば，依頼した原稿が上がってこない，人と連絡が取れな
い，記事内容についての意見と執筆者との板挟み……等
です．モチベーションを失いかけることも何度かありま
した．でもそのたび，グループのメンバーや事務局・顧
問の先生が相談に乗ってくれたり，励ましたりしてくれ
ました．そうして最後までものを作り上げることができ
たこと，これが筆者にとって何より貴重な経験だったと
思います．

3.3　最後に
3.3.1　会報誌の作成に携わって
年 4回と運営委員会の回数は限られていたものの，

所属していなかったら経験しなかったような珍しい体験
をさせて頂きました．本稿の執筆も正にそうだと思いま
すし，他グループの活動，例えば講演会や見学会，研究
発表会にも運営側，若しくは運営側に近い立場で参加で
きました．ここまで堅苦しいことばかり書いてしまいま
したが，同年代の人たちとワイワイとものを作るのは，
とても楽しかったです．このときの経験が，社会人になっ
た今でも「協力して，仕事を楽しむ」という考え方に大
きく役立っています．
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保坂： 本日は座談会に参加頂き，ありがとうございます．
早速ですが，皆様は学生会のどのようなところが魅力
だと感じますか．

百瀬： 多くの大学の学生が集う学生会という広い環
境 で，経験を積めたことが魅力的でしたね．皆と一緒
に考えながら，一つのことを作り上げていく活動は楽
しかったです．
小倉： 私の大学は比較的閉ざされた環境であるため，
学 生会に参加しいろいろな大学の方と出会い，知り合
えたことが貴重であり魅力ですね．
福島： イベントにグループの一員として携わり，多く
の 仲間たちとともに最後までやり遂げるという経験
が，大学ではなかなか味わえない学生会の魅力の一つ
だと思います．初めは皆真面目な印象がありました
が，話してみると優しく楽しい方ばかりで，すぐ学生
会に溶け込めました．

保坂： 人と関われることがよかったという意見が多いで
すね．

人との関わり
保坂： 学生会を通して他人とどのような関わりがありま
したか．

小倉： 横浜国大の方と SCI を運営していくにあたり，
初 めに LINE や Skype の連絡先を交換しました．気
軽に連絡を取りながら，日々学生会を良くしていくた
めの案を出し合っています．

福島： 東京支部学生会という組織は，多くの方に支え
ら れていると思います．学生会グループのメンバーだ
けでなく，東京支部事務局の皆様，学生会顧問の先生
方，そして各イベントの参加者の皆様など，私も活動
を通して，多くの方に出会い，また応援して頂きました．
百瀬： そうですね．学生会でのイベントは，基本的に
学 生が運営するものですが，それを支えてくれる方々
がいて初めて開催できるものだと私も身をもって体
験しました．

保坂： 学生のうちにこのような体験や人との出会いがあ
るのは貴重ですよね．担当した事業では何を得たと思
いますか．

鈴木（智）： 私は研究発表会を担当していましたが，
発 表会場の交渉や設営に責任を持って行動しました．
結果として研究発表会を成功に導けたのは，今でも自
信になっています．
樋口： 私は講演会担当ですが，研究発表会の手伝いと
し て参加しました．その際，ボランティアとして学生
の発表のために学生自身が行動するということがと
てもすばらしいと感じました．
百瀬： 研究発表会を主催したことで，サービスを提供
す る側としての考え方がより一層身に付いたと思い
ます．また，ここでの活動で身に付けた経験や能力
は， 就職活動においても役立ちました．

座談会参加者（図5参照）：	

鈴木智史　（東海大学修了）

鈴木あやこ　（電気通信大学修了）

福島直也　（明治大学修了）

小倉雅樹　（防衛大学校）

樋口美麗　（日本女子大学）

百瀬和也　（明治大学）

座談会司会：

委員長補佐 保坂雄大　（千葉工業大学）
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図5　 座談会の様子．左下から時計回りに保坂雄大， 
鈴木智史，鈴木あやこ，福島直也，小倉雅樹， 
百瀬和也，樋口美麗．
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小倉： 私はSCIの幹事を担当していますが，学生会に 所
属する学生は皆やる気に満ちており，個々に考えや意
見を持っていますよね．昨年度の研究発表会のお手伝
い募集の際，必要人数以上の方々がお手伝いを希望し
てくれたことに驚きました．一生懸命イベントを運営
しようとする方々がいて，その方々の呼び掛けに大勢
の人が共感してくれる環境はすごくよいですよね．
福島： その件は，本当に助かりました．研究発表会の
お 手伝いを募集する際，最初に大学の研究室の学生に
声を掛けたのですが，研究や就活等の理由で人員が集
まりませんでした．そこで，運営委員会で募集を掛け
てみたところ，当日中に必要人数が集まりました．学
生会を盛り上げたい，という皆の熱意に触れた瞬間で
し た．
鈴木（あ）： 学生会報の作成では，記事の執筆を先生
や 学生に依頼することもありました．皆さん多忙な
中，執筆を快く承諾してくれました．協力してくれる
ことがとてもうれしく，応援してもらっている感じで
した．後輩とコミュニケーションを取りながら記事を
作成したことも楽しかったです．様々な方と協力しな
がら，記事が作成できたときの達成感がすごくよかっ
たです．
鈴木（智）： 事業グループの幹事はとても大変ですが， そ
こで得た経験を研究室の運営に応用しました．結果と
してうまく研究室の運営をできたので，あのときの苦
労が役に立ったと思います．学生会で挑戦し，うまく
いったことは社会に出てからも役立てていきたいと
思います．

入っていてよかった学生会

保坂： 学生会に興味を持っている人に一言メッセージを
お願いします！

小倉：  自身の行動が誰かの役に立てるということを経
験 し，それが自信につながるということを経験しても

らいたいですね．
鈴木（あ）：  私も学生会入会のメリットの一つは自信
だ と思います．皆がいて，私がいて，チームで良いも
のを作ったという経験が今後も生かせると思います．
樋口：  ほかのメリットとして，社会に出て仕事をする
こ との擬似体験ができると思います．ほかの人と協力
して物事を進めることは，正に社会に必要とされる
リーダシップそのものだと思いますし，このような体
験はとても貴重な経験だと思います．
福島： 学生会メンバーとして過ごした日々は，とても
楽 しく充実していました．本日は，東京支部学生会の
魅力を伝えたいと思い，この場に出席しましたが，か
つての仲間たちとこうして懐かしい思い出を語り合
うことができ，素敵な仲間たちと出会えてよかったと
改めて感じました．

鈴木（智）： この楽しさはやってみないと分からないと 思
うので，少しずつ足を踏み入れてほしいですよね．
百瀬： このような苦労話を他大学の方々や先輩後輩と
共 有できるのもよいですよね．

保坂： 皆さんが各イベントに責任を持ち，ときにはプ
レッシャーを感じていたからこそ，仲間や協力者を必
要とし，実際に助けられたんですね．結果として，自
信を得ることができ，楽しかったという記憶に変わっ
ていることがよく分かりました．そうした機会を得ら
れる場が学会なのかもしれませんね．本日はありがと
うございました．

最後に
皆様は現在，学内だけでなく学外のコミュニティにも所
属しておりますでしょうか．学生の皆様．是非私たちと
ともに学生会メンバーとなって，交友関係を広げ，学生
生活を一緒に盛り上げてみませんか．皆様が少しでも学
生会に興味を持って頂けたら幸いです．
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グローバルな学会の一つとして IEEE（Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 通称アイトリプ
ルイー）の組織・運営・活動を紹介する．技術分野とし
ては 39の Society に分かれているが，その個別な活動
を紹介するのではなく，学生時代から退職後までのキャ
リアステージにおける，学際的で，国際的な活動を紹介
する．1．組織概要は，IEEE Japan Council/ 東京支部
の Secretary である原崎が，2．Young Professionals
（YP）の活動紹介は，東京支部 YP Affinity Group 
Chair の西宮が，3．Women in Engineering（WIE）の
活動紹介は，Japan Council WIE Affinity Group Chair
の矢野が，4．Student Branch（SB）という各大学を
拠点とした学生活動については，早稲田大学 SB の
OB・OGの金井，植村がそれぞれ執筆を分担する．

1 IEEE の組織及び日本国内組織
IEEE は，1884 年設立のAIEE（American Institute 

of Electrical Engineers）という電気系学会を母体とし，
その後 IRE（Institute of Radio Engineers）という無
線通信系学会と統合されて，1963年に IEEEとなった．

160 か国に 42 万 6,000 名 を超える会員がおり，
Region 1～6 が米国，Region 7（カナダ），Region 8
（EMEA），Region 9（南米），Region 10（アジア太平洋）
と 10地域で，その中の更に小さい支部（section と呼ぶ）
が活動単位となっている．
日本では，図 1に示すように，1万 4,000 名を超え

る会員が登録住所の郵便番号により自動的に九つの支部
のどこかに所属することになる （1）．図 2は，1999 年 6
月 25日に八つ（現在は九つ）の支部の連携を図るため
に Japan Council が設立された以降の会員推移である．
年々会員は増加してきたが，2014 年度に初めて若干の
会員減となっている．図 3は，学生会員から，フェロー
までの会員種別による分布を示したものである．インド
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 原崎秀信  Hidenobu Harasaki 日本電気株式会社
 西宮康治朗  Kojiro Nishimiya シュルンベルジェ株式会社
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 金井謙治  Kenji Kanai 早稲田大学
 植村あい子  Aiko Uemura 早稲田大学
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図1　日本の九つの支部と会員数（2014年末時点）

図2　日本全体の IEEE会員数の推移

図3　グレードごとの会員数

IEEEの紹介と日本での学会活動
海外の学会の紹介



や中国等の他国と比較すると，学生会員が非常に少ない
（フェロー数とほぼ均衡）と指摘されている．学生会員
の多い国では，その後会員として残る率が少ないという
問題も抱えており，会員継続率では，日本の各支部は，
常にトップクラスである．また，米国と比較すると大学
や研究所という研究機関所属の会員が多い．米国では，
研究機関よりも産業界の会員が多く，学会は仕事のパー
トナー探しや，転職先探しの場として使われていると思
われる．
YP, WIE, SB は，次章以降で活動紹介があるので，

Life Member Affinity Group（LMAG）の活動について，
紹介する．65歳以上で，年齢と会員継続年数の合計が
100 を超えた会員が，LMAGというグループに属して
活動する．会費が無料になる代わりに，IEEEのミッショ
ンである人類の利益となるような技術的なイノベーショ
ンや経験値を追求するために，いろいろなボランティア
活動を行っている．単独講演会を開催したり，YP, 
WIE, SB と連携して講演会を共催したり，各種講演者
を務めたりもしている．東京支部の LMAGは，年数回
ニュースレターを発行しているので，興味のある方は，
そちらを見て頂きたい （2）．
技術分野として 39個の Society があり，多くの会員

はどこかの Society に属している （3）．筆者（原崎）は，
Signal Processing（SP），Communications（COM），
Computer（C），Consumer Electronic（CE）の四つ
の Society と，標準化活動を行っている Standards 
Association のメンバーとなっている．学会誌，Society
誌，各 Society 内の特定分野の論文誌等を発行しており，
近年は購読料の高騰から，印刷された雑誌でなくWeb
で見ることが多くなっている．
IEEEは年に1,600ほどの国際会議を主催しており，そ

の多くは Society 単位で開催される．例えば ICASSP 
（SP），ICCやGLOBECOM（COM）などは，1,000～2,000
名の参加者数となる．近年，社会課題の解決が急務となっ
ており，従来のSociety 制という専門分野の技術者だけ
の集まりでは，良い解決策が見いだせないとか，各
Society で同じような社会課題に関した国際会議を別々に
主催したりするような問題が起きている．そこで，
Technical Committeeや Technical Communityという
連携のための組織を作り，複数 Society の関連する技術
者に情報提供している．Technical Community には，
Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity, Green 
ICT, Internet of Things, Internet Technology Policy, 
Life Science, Rebooting Computing, Smart Cities, 
Smar t   Gr id ,   So f tware   De f ined   Ne tworks , 
Transportation Electrificationなどがある．
Senior Member, Fellow への昇格というのが，研究

者としてのステータスであることは，本会等と同じであ
るが，IEEEには，多数のMedal, Award という表彰制
度があり，日本からも多数の受賞者が出ている （4）．個人
やグループの業績に与えられる表彰とは異なり，開発か
ら少なくとも 25年以上を経過し，地域社会や産業の発
展に多大な貢献をしたと認定される歴史的業績を表彰す
る制度として，IEEE Milestone がある．Milestone は，
企業・大学・研究機関などに与えられるもので，選定さ
れると，その業績を記した銘板（Plaque）が贈呈され，
ゆかりの地に展示される．日本は，1995 年の八木・宇
田アンテナに始まり，2015 年 8 月までに 26 個の
Milestone を受賞している （5）．全世界で 159 個，アジ
ア太平洋地域で 28個の中で，26個の受賞は，いかに
日本が地域社会や産業の発展に多大な貢献をしてきたの
かということを認めてもらったあかしである．

2 Young Professionals の活動紹介
Young Professionals（YP）は，（学部卒業後 15 年

までの）若手技術者・研究者の会であり，全世界様々な
支部においてYP Affinity Group が存在し，活発に活
動が行われている．

2.1　Tokyo Young Professionals の活動紹介
筆者（西宮）は，東京支部のYPの Chair として，国

内外で多くの活動を行っている．国内では，学生及び若
手技術者のためのキャリアアップに関するワークショッ
プを毎年行い，若手による若手の育成に力を入れている．
また，投稿者の世代を問わないキャリアアップ・スキル
アップに関するエッセイコンテストを毎年開催し，優秀
なエッセイに対して賞を与えている．これからのキャリ
アを考える若手の励みとして，海外からも高評価を得て
いるイベントである．このようにYPは学生会員から社
会人会員になるための橋渡し的な存在として，就職活動
をする学生の年代から，社会人になってまだ間もない世
代のサポートをすることで，将来を担う IEEEの若手会
員の育成に大きく貢献している．

2.2　 IEEE Region 10 Student/YP/WIE Congress 
2015の紹介

東京YPは海外との交流も積極的に行っており，国際
的なYP交流会にも参加している．2015 年 7月，日本
からの若手技術者の代表として，筆者はスリランカにて
開催されたIEEE Region 10 Student/YP/WIE Congress 
2015に参加した．このCongressは2年に一度開催され，
アジア太平洋地域の学生，若手，女性会員を対象にして
おり，講演会やグループディスカッション，ポスターセッ
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ションなどを盛り込んだ大規模な会議である．学会で会
議や大会と言えば，通常は専門・技術的な内容について
議論を交わす場というイメージがあるが，本会議は，技
術的な内容よりも，国際的なリーダとしての資質を高め
るためのイベントであり，各国で行われているボランティ
ア活動の紹介などを交えて，異国との文化交流を行うも
のである．本会議を通して筆者が学んだことを紹介する．
まず日本人の長所として実感したのは，空気をよく読

み，他人の話をよく聴き，それをうまくまとめていくの
が得意であることだ．しかしそれは同時に，自分自身の
意見をはっきり持ち，それを伝えるのが少し苦手である
という短所にもつながっているように感じた．もちろん
個人差はあると思うが．一方でインド系の方々は，非常
に自分の意見をはっきり持っていて，ディスカッション
のときにも常に率先して意見を発していて，若干の遅れ
を取ってしまった．しかしその分，相手の意見に耳を傾
ける余裕が少なくも感じた．そしてつまるところ，どの
国にも長所と短所が存在することが分かった．しかし，
一番強く印象に残ったことは，特に優れた人たち，今回
の場合 IEEEのトップマネージメントの方々を見ている
と，自国としての国民特有の短所を克服し，他国の長所
もしっかりと取り入れているという点である．それゆえ
彼らからは，どこの国の人っぽいな，という印象を受け
なかった．正にグローバル人という雰囲気で，そういう
人は同じ共通したすばらしさを持っていると感じた．こ
のことから学んだ大切なことは，他国の短所を見て，
「あぁ，自分はまだまだ大丈夫だ」と思うことではなく，
常に他国の長所を見て，そして自国の短所を見つめ直し，
改善していくことでグローバルな人間になっていく，と
いうことである．もう一つ印象に残ったのは，異文化交
流イベントである．それぞれの国の伝統的な音楽を演奏
したり一緒に踊ったり，各国の文化の紹介をするという
ものである（図 4，5）．各国の伝統は本当にすばらしい
ものであり，筆者は日本人として日本の文化に誇りを
持っているが，他国の文化に触れてみて，その文化のす

ばらしさをたくさん体験できた．どれが一番というもの
ではなく，どの国もすばらしく，単純にどの国も「違っ
たすばらしい文化」を持っているということを実感した．
セッション中，話がなかなか合わないなぁと思っていた
国の人とも，彼らの文化紹介でうれしそうに話をしてい
るのを聴くと，「何だかこの人，いい人だなぁ」と感じ
ている自分がいた．グローバルに生きていくためには，
ただ相手と話をするだけではなく，その国の文化を知る
ことが何よりも大切なのかもしれない．本当にすばらし
いイベントであった．また，音楽や踊りのパフォーマン
スを通して，「音楽」や「感情」は世界共通のコミュニケー
ション手段であり，誰もが一緒に喜び，楽しめるすばら
しいものだと確信した．言葉で話しているときには相手
に対してまだまだ大きな壁を感じていたが，一緒に踊っ
ているときは，本当に，誰とでも心を通わせることがで
きた．どこの国でも「うれしい」や「楽しい」という気
持ちは，言葉を使わなくても感情や表情のみで世界共通
で表現し合えるのだ．海外が母体の学会に所属している
と，こういう機会に恵まれるのが筆者にとって非常に幸
せなことだ．技術的な研究を進めるのももちろん当然で
あるが，それと同時に今回のようなボランティア活動や
国際交流を通した学会の運営という視点からの活動も，
今後もより活発に行っていきたいと思う．技術的な面と，
国を越えた交流，この二つをしっかりと保って初めて世
界に通用する科学・技術が生まれるのだなと最近では感
じている．

3 Women in Engineering の活動紹介
Women in Engineering（WIE）は，年齢には関係せ

ず，女性技術者・研究者を inspire, engage, advance
することを目的とした組織として 1994年に設立したグ
ループである．現在は全世界に 1万 6,000 名を超える
会員がおり，そのうちの約半分をアジア太平洋地域の会
員が占めている．各地域におけるWIEの活動の単位と

230 通信ソサイエティマガジン　No.36  春号 2016

図4　 IEEE R10 SYW Congress での異文化の伝統音
楽交流

図5　IEEE R10 SYW Congress での伝統文化紹介
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なっているのは，全世界で 500 を超える地域ごとのグ
ループであり，日本人初の IEEE WIE 会長（2015～
2016）である千葉商科大学教授 橋本隆子氏のリーダ
シップの下，各グループがWIEのミッション，ビジョ
ンを実現するために積極的な活動をしている．日本国内
では，Japan Council WIE（JC WIE）及び関西支部
WIEがアクティブである．

3.1　Japan Council WIEの活動
筆者（矢野）がChair を務めている JC WIEは，グロー

バルな観点での活動を展開し，女性技術者・研究者の自
立と連携を支援する活動を続けており，2015 年 5月に
設立 10周年を迎えた（図 6）．
少しずつ改善はしてきているが，まだまだ十分とは言

えない日本での女性の活躍推進に向けて，筆者らは分野
を超えて互いの技術を学び，ネットワークの構築の場と
しての講演会「女性が拓く未来のテクノロジー」やYP
や SBと連携したイベントを毎年開催している．
更に，こうした国内での講演会・イベント活動の実施

のほかに，グローバルでの活動への参加やコラボレー
ションにも力を入れている．

3.2　グローバルなネットワーキングの実現
IEEE というグローバルな組織の強みを最大限に生か

し，IEEE WIEでは女性のネットワーキングを推進して
いる．その中で最も強力な取組みの一つが，女性技術者・

研究者のネットワーキング，キャリア構築支援を目的と
して年に一度開催されている“IEEE WIE International 
Leadership Conference（ILC）”である．2015 年は 4
月 23～25日の日程で，米国サンノゼで開催された．参
加者は 700名を超え，非常に活気のある盛況なカンファ
レンスであった（図 7）．
このカンファレンスの大きな特徴として，講演者とし

て Intel や AMD の CEO，Cisco の Senior Vice 
President 等，企業の名だたるエグゼクティブたちが登
壇し，強いメッセージを直接私たちに与えてくれる点が
挙げられる．更に各セッションでも講演者と参加者との
対話や，参加者同士のネットワーキングを重視した構成
となっていた．
参加者は前年のおよそ 2倍となっており，このこと

からも女性技術者・研究者がこのような場を求めている
ことが分かる．
この勢いはアメリカのみならず全世界に広がってい

る．2015 年はメキシコ，インドでもWIE Summit と
して地域の特性に合わせてこうした会議が開催されてお
り，企業で働く技術者たちが，自分のキャリアを更に磨
くために有効な場としてこうした場を活用していること
が分かる．2．で紹介したように，インドをはじめとし
た非常にアクティブな学生や若手たちはとにかくチャン
スを逃さない．自分の能力をアピールし，仲間を作り，
ロールモデルやメンターを見付け，その後も積極的なコ
ミュニケーションを継続している．日本でも，身近なロー
ルモデルが少ない企業で働く女性や学生こそ，こうした
場にどんどん参加して，様々な企業や大学で活躍してい
る人々とのネットワークを広げていくべきである．
IEEE WIEでの活動は，グローバルなキャリア形成に

役立ち，更に，チャレンジへの力の源にもなっている．
こうした場をより多くの女性たちに活用してもらいたい
と思う．

4 IEEE における学生活動
IEEEにおける学生活動の一つとして，IEEE Student 

Branch（SB） （6）における活動が挙げられる．SBでは，
IEEEからの支援を受けながらも，学生自身による自主運
営が可能で，日本における27大学（2015年 9月現在）
において，各大学が個々に，また連携しながら様々な活
動を行っている．ここでは，そのSB活動の一部を紹介
する．

4.1　早稲田大学におけるSB活動
筆者（金井）が所属していた早稲田大学の SB（早大

SB）では，活動指針の一つは，高校生や大学学部生に
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図7　IEEE WIE ILC 2015の様子

図6　 JC WIE 10 周年記念（2015 IEEE President 
&CEO Howard E. Michel, Ph.D. を囲んで）
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対して，「情報」分野への興味をより広げてもらうこと
である．そこで，早大 SBでは，早稲田大学で毎年開催
されている「理工展」を通して，最先端技術を参加者に
楽しく体験してもらうような企画を行っている．これま
でには，拡張現実技術（AR技術）やMicrosoft 社の
Kinect （7）を活用した無人ラジコンヘリの自律飛行や操
縦体験といったデモ展示を行っている．また，学部生へ
のキャリアパスサポートとして，企業の方をお招きし，
教員，学生と交えた「就職・進学討論会」，更に，若手
研究者向けに丸善株式会社と共催し，IEEEから講師を
招 い た 英 語 論 文 書 き 方 講 座「IEEE Authorship 
Workshop」等を開催している．

4.2　 Student Branch  Leadership  Training 
Workshop

毎年一度開催される Student Branch Leadership 
Training Workshop（SBLTW）では，SB が一堂に会
し（図 8），その名のとおり SB運営のためのトレーニ
ング，各 SBの活動状況の報告等を行う．中でも特に重
要なのが，SB間の交流であり，単純な懇親会形式では
なく，グループワーク形式にのっとっている．
SBLTWについても，おおよその進行は決まっている

が，司会進行やコンテンツ作りは開催ホスト大学の SB
に一任されている．特にグループワークについては，ホ
スト SBの個性が出て，毎年笑いの絶えない楽しいコン
テンツとなっている．2015 年は，早稲田大学で開催さ
れ 40 名ほどの SBメンバーが集まった．YP，WIE と
ともに，社会人の方を招いたグループワークを行い，主
にキャリアアップに向けた内容について複数グループで
議論が行われた．あるグループでは，「やりたい仕事と
やりたくない仕事」というテーマで議論し，「有名企業
であれば仕事はえり好みしない」，「現在の研究に結び付
く仕事」はやりがいがある一方，「営業」，「賃金の低い」
ものはやりたくない，という生々しい声も聞けた．更に，
当時のIEEE会長であるHoward Michel氏も参加され，
SBの経験はかけがえのないものであり，是非将来のキャ

リアパスに生かしてほしいとのメッセージも頂けた．ま
た，懇親会時には，会長自ら設立 10周年を迎えた SB
に対して，記念の盾が贈呈された（図 9）．

4.3　SBのアウトリーチ活動
SBから派生した団体として，筆者 （植村） が参加して

いるThe IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop 
for Emerging Researchers（IEEE TOWERS）がある．
TOWERSは 2003 年に「若手研究者の発掘」を目的と
して，IEEE 東京支部の後援により発足した．2013 年
までは，IEEE Tokyo Young Researchers Workshop
という名称で活動を行い，2014年から IEEE TOWERS
と名称を改め，次の 10年を見据えて団体を再構築した．
例年 11月下旬頃に若手研究者のための異分野交流学術
ワークショップを実施し，実行委員が優れた若手研究者
に賞を発行している（図 10）．ワークショップでは他分
野，他大学の学生とのつながりが生まれ，参加者の中に
はその後実行委員として活躍したり，SBや YPに所属
したりするなど，IEEEの活動においても縦横のつなが
りが生まれている．
また，年 1回のワークショップに加えて，科学技術

分野における新しい世代への情報発信を目指し，実行委
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図10　東京都市大学で行われた第11回ワークショップ風景

図8　 Student Branch Leader Training Workshop 
2015 で の SB 集 合 写 真（ 中 央 は，Howard 
Michel IEEE会長）

図9　 SB設立 10周年記念表彰（左から奈良先端科学技
術大学院大学，東京都市大学，Howard Michel 
IEEE会長，名古屋大学，東京電機大学）
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員が中心となり様々なテーマの映像を配信している．
IEEE TOWERSのホームページ （8）にて動画像も公開し
ているので，今後の活動にも御注目頂ければ幸いである．

5 最後に
全世界で42万6,000名の会員がいる，IEEEの紹介と，

日本における組織・運営・活動を紹介した．学生から，
Life Member に至るまで，様々な活動を通じて，分野
外の人的交流ができ，また，国際的な活動により，日本
にいながらも，グローバルな視点を養うことができる点
が特筆すべき点である．
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1  はじめに
筆者が母国ロシアを離れ，海外で教育・研究活動

を続けたいと思ったのは 3年前のことである．そし
て今，筆者は奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）
の博士前期課程の 1年生として勉強している．日本
に来てもうすぐ 1年がたとうとしている今，留学に
至ったきっかけ，日本での生活，そして将来につい
て記していきたい．

2  日本への留学のきっかけ
筆 者 は， 来 日 す る 前 は ロ シ ア の Moscow 

Institute of Physics and Technology（MIPT）で
勉強するとともに，大学 3 回生からの 3 年間は
NetCracker という会社でソフトウェアエンジニア
としての実務経験も積んでいた．大学の卒業研究で
は，コールセンターにおけるオペレータのスケ
ジューリング問題に取り組んでいたが，NAIST の
大規模システム管理研究室でもスケジューリング
など興味深い研究テーマを扱っており，ここでなら
自分のアイデアを更に発展させることができると
考えた．
実は，日本という国を選んだ特別な理由があるわ

けではない．ただ，筆者は将来，アジア地域の市場
が世界において重要な役割を占めると思っている．
その中でも特に，日本は高い生活レベルを持つ優れ
た国であり，日本における市場や文化に関する知識
を身に付けることが将来に役立つと考えた．また，
日本政府は毎年多くの未来ある若者を海外から留学
生として迎え入れており，筆者自身，この国の将来
を直に見てみたいと思った．

3  いざ日本へ！
日本に来て最初に母国との違いを感じたのは，「香

りと笑顔」である．花や人々，環境から感じる香り
は筆者にとってなじみのないものであった．大学の
構内を歩いているとき，バス停でバスを待っている
ときなど，ふとしたときに日本という国の香りを感
じた．
「笑顔」というのは，実は筆者にとって大きな問
題だった．ロシアでは「愚かな人々は理由なく，む
やみに笑う」ということわざがある．一方，日本で
はコミュニケーションを円滑に行うために笑顔を心
掛ける文化があるようだ．来日当初はこの文化の違
いを理解していなかったため，日本の人々に笑顔を
向けられた際，それが本心から来るものなのか，彼
らが理由もなく笑う愚かな人々なのかを判断するの
がとても難しかった．ロシアでは，人々は本当に笑
いたいときにしか笑わないが，今では少しずつこの
ような文化の違いを理解しつつある．

4  始まった日本での生活
研究室の学生の皆には，住まいや身の回りのこと，

また書類上の手続きなど本当にいろいろと助けても
らえた（図 1）．また，日本の文化や日本人の考え
方なども説明してくれて本当に感謝している．
来日当初の生活は苦労の連続だった．生活におけ

る多くのことがこれまでとは異なり，また慣れない
ものだったからだ．研究や講義にも多くの時間を費
やした．この頃の生活はコンピュータゲームの
「miner」に似ていた．ルールや情報は全て知って
いるが，それらを基に何をすべきかについて深く，
たくさんのことを考えなければならなかった．ただ

ⓒ電子情報通信学会 2016234 通信ソサイエティマガジン　No.36  春号 2016

ロシアからの留学
 　Andrei Eugeniyevich Tuchin  

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科

留 学 生から学べ！



し，来日後，数週間たつ頃には生活のリズムを無事
取り戻すことができた．

5  大学での留学生生活へ
筆者は規則正しい生活のサイクルを心掛けてい

る．二度の朝食，昼食，トレーニングやランニング，
シャワー，夕食という一連の流れの合間に，講義，
研究，宿題，日本語の勉強をこなす，といったよう
に．こうした，たくさんのタスクに囲まれる毎日は，
さながらサマーキャンプや訓練所のように感じる．
日々の生活はスケジュール管理されており，そのよ
うな生活を数年間続けることで，心身共に鍛えられ
ていく．
研究室では，データセンタネットワークにおける

データフローの集中管理に関する研究を行ってい
る．2週間に一度のペースで指導教員と個別のミー
ティングを行うことで，これまでに基本となるスケ
ジューリングアルゴリズムの提案と数値計算による
有効性評価まで研究を進めることができた．今後は
論文誌への掲載を目標に研究を更に進めていきた
い．また研究室では，週に一度のペースで研究室の
メンバーが自身の研究内容を紹介する研究会が設け
られており（図 2），議論を通して知識と視野を広
げることができる．
NAIST全体を見渡すと，様々な国から留学生が集

まってきており，他大学と比べて国際的なコミュニ
ティの規模は大きいのではないかと思う．日本人の
学生の中にも，そのコミュニティと交流の深い人々
がいる一方で，英語への苦手意識からか，余りコミュ
ニケーションを取ろうとしない学生も少なからずい
る．筆者自身，英語が母国語ではないが，是非留学
生とも積極的にコミュニケーションを取ってほしい．
このようなNAIST での生活を筆者はとても気に

入っている．将来役に立つと思われる新しい知識や
能力を身に付ける機会にあふれているからだ．去年
は日本に来た初めての年でもあり，たくさんの人と
の出会いがあった．また，研究論文の執筆や日本文
化との触れ合いなどのいろいろな経験もあった．ほ
かにもいろいろな選択肢を選ぶことができたが，今
は，日本，そしてNAIST での教育・研究活動とい
う道を選んだことが筆者にとってベストな選択肢で
あったと思う．

6  今後
筆者はNAIST の博士後期課程への進学を考えて

いる．博士後期課程では自分自身のアイデアとそれ
を実現する高い研究能力を身に付けていきたい．博
士号取得後の進路はまだはっきりと決めていない
が，ここでの経験が様々な可能性を開いてくれると
確信している．
多くの人が大学で教育・研究活動を続けたいと

思っているだろう．学校が終わってから働きに行く
こともできるが，その場合，幾つかの可能性が閉ざ
されることもあるだろう．教育機関で教育を受ける
ということは，ただ単に知識を得るということでは
なく，未来における自分の可能性を広げるためや，
同じ志を持つ人々と出会い，自分の未来を選ぶこと
につながるのだ．

※本記事は英語で執筆された原稿を笹部昌弘准教授（奈良先端科学
技術大学院大学）が日本語に翻訳したものである．

Andrei Eugeniyevich Tuchin 　
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2014 3 年間NetCracker 社においてソ
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図1　研究室での歓迎会の様子

図2　研究会の様子
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   はじめに
MUレーダー（Middle and Upper atmosphere 

radar，中層超高層大気観測用大型レーダ）は，
1984 年に滋賀県甲賀市信楽町の国有林内に設置さ
れたアジア域最大級の大気観測用大型レーダであり，
対流圏から超高層大気に至る大気の運動，大気循環
を観測している．MUレーダーは，アクティブフェー
ズドアレーシステムを用いた世界初の大規模大気
レーダとして，大気科学やレーダ技術の発展に貢献
したことが評価され，IEEEマイルストーンに認定さ
れ，その贈呈式が2015年 5月13日に挙行された．
本開発物語は，MUレーダー開発の経緯からその

後の発展についてまとめたものである．なお，本稿を
まとめるにあたり，2014年 5月に惜しくも他界され
たMUレーダー開発の中核的存在であった深尾昌一
郎京都大学名誉教授が残された資料を参考にした．

   大気科学のフロンティア：中層大気
地球大気は，気温の高度変化によって，対流圏（地

表～高度 10 km），中層大気（高度 10～100 km），
超高層大気（高度 100 km以上）に分けられる．対
流圏は，台風をはじめ多様な気象現象が発生する場
所で，人類の生活に直結する領域であり，近年地球
環境変化が社会問題にもなっている．中層大気では
酸素分子に太陽紫外線が照射することによってオゾ
ン層が形成・維持されており，オゾン層によって高
度 50 km程度に気温極大層が形成され，その上下
は中間圏及び成層圏と呼ばれる．地球全体に広がる
大気大循環が起こっているのもこの高度領域であ

る．超高層大気では太陽放射を受けて大気の一部が
電離しており，電離層とも呼ばれる．極域ではオー
ロラが現れ，低軌道人工衛星が周回しているのもこ
の高度領域である．MUレーダーは当初の主な観測
対象が中層大気（Middle atmosphere）と超高層
大気（Upper atmosphere）であることから，その
頭文字を取ってそう呼ばれることになった．
夏には太陽放射エネルギーを効率良く受けるた

め，対流圏では気温が高くなる．従来は中層大気も
同様に夏半球の方が気温が高いと考えられていた．
しかし，1970 年代になって，中層大気における気
温の緯度分布が予想とは全く逆であることが発見さ
れた．これを説明するためには，太陽放射に加えて
地表から上層の大気にエネルギーを運ぶメカニズム
（大気波動）が必要であると理論予想された．この
仮説を実証するには，中層大気における風速の変動
を観測することが重要であった．
大気圏の観測に関して，対流圏については各種気象

要素の定常地上観測や気球観測が古くから行われて
おり，降水分布を観測する気象レーダも1970年代に
は既に実用化されていた．超高層大気についても，
衛星観測や電離層からの電波散乱を利用して1950
年代から地上レーダ観測が行われていた．一方，中層
大気については，観測手段は時間分解能の劣るロケッ
トや気球による直接測定以外になく，大気状態が未解
明だったため「未知圏」と呼ばれていた．1980年代に
は中層大気は「大気科学のフロンティア」であった．

   MUレーダー建設の歴史
事の起こり
MUレーダー建設の計画は既に 1960 年中期に始

まっていた．当時超音速航空機が増え，それが排出
するガスが中層大気にあるオゾン層を破壊し，地上
に達する有害な紫外線が増大し，人類の健康を害す
る恐れがあると気象学者が指摘したことから，中層
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大気研究への関心が急速に高まった．大気重力波が
中層大気運動理解に不可欠と予想され，この目的に
最適な観測装置として大気レーダの開発建設が計画
された．特に日本では中層大気の重力波による
「atmospheric dynamic coupling  from below 問
題」として気象学者の強い関心を引いた．

ヒカマルカレーダによる中層大気電波散乱の発見
1960年代初めに南米ペルーのリマ市郊外に米国が

建設したヒカマルカ（Jicamarca）レーダによって，
中間圏からの電波散乱が発見され，風速の観測に成
功したことが報告された．ヒカマルカレーダは超高層
観測を主目的とした300 m×300 mの同軸交差型コ
リニア（Co-Co）アンテナを用いた，パッシブアレー
の50 MHz帯 IS（Incoherent Scatter）レーダである．
電離層における電波散乱機構は，自由電子による

非干渉性の電波散乱である．ヒカマルカレーダによ
る観測成功を受け，中層大気の散乱機構の理論的検
証がなされ，大気乱流による密度変動などが引き起
こす電波屈折率の揺らぎによる干渉性のブラッグ散
乱であることが分かった．この「揺らぎ」がその場
の大気の流れとともに移流してゆくので，これをレー
ダ電波のドップラー偏移として捉えることで，大気
の流れをリモートセンシングできることが 1975 年
頃から次第に明らかになってきた．その後，成層圏・
対流圏も同種のレーダで観測できることが判明し
た．すなわち，気象レーダの場合には降水時しか観
測できないが，乱流散乱を利用すれば天候にかかわ
らず風速三成分を測定できることを意味している．
従来，高層の気象観測は，気球を用いて，その運

動を地上から測定し，速度，気圧変動などを求める
ものであった．この大気レーダという新しい観測シ
ステムの乱流散乱機構を気象学者が正しく理解する
ことは容易ではなかった．実際，現在でもこの理解
は完全とは言い難く，物理学的にはこの観測理論は
いまだ完成していないと言える （1）．しかし，実際上，
気球観測などとの比較から多くの場合で観測値は信
用できることが確認されている．研究には常に未知
の問題が残っているものである．

我が国における大気レーダのれい明
日本の気象学，電離層，電波研究者は 1960 年中

頃から，中層大気研究の重要性に強い関心を持ち，
大きなWGを組織した．筆者の一人の加藤はその
中心にいた．MUレーダー建設の計画は，このWG
メンバーの強い協力で進められ，国際的に誇るべき

見事な協力態勢で行われたと言える．更に建設後の
MUレーダーの利用は，国際共同利用に供されると
まで決められていた．
1970 年代初めに加藤は，超高層大気と中層大気

を一体的に捉える「大気上下結合」の理論的研究を
世界に先駆けて推進していた．1976 年に加藤を研
究代表者とする科学研究費補助金を得て，気象・大
気研究者やレーダ・アンテナの専門家から成る研究
班が組織された．レーダに関して何の実績もなかっ
た筆者らは，更にその中に小さな作業グループを作
り，様々なレーダシステムの検討を始めた．まずは
流星レーダと呼ばれる小型システムの制作と，外国
の IS レーダにおける研修を行った．流星レーダは
多くを米国のシステムに学んだものではあったが，
1977 年には我が国で初めて観測に成功した．1977
年以降数回にわたってヒカマルカやプエルトリコの
アレシボ IS レーダ（430 MHz）に滞在して，実際
に観測をする機会を得た．1970 年代後半には具体
的な大型レーダ建設計画を立案し，変動の激しい中
層大気観測に対してヒカマルカレーダのパッシブア
レー方式の限界を見いだし，アクティブフェーズド
アレーアンテナを備えた最新型レーダ「MUレー
ダー」を提案・設計した．1981 年に予算化され，
滋賀県南部の「狸の焼物」で知られる信楽町の山中
で大規模な土木工事も始まった．

アラスカ州フェアバンクスにおける国際会議
MUレーダー完成の1年前，1983 年夏，アラスカ

の山中で，米国NSF（National Science Foundation）
主催でMAP（Middle Atmosphere Program，中層
大気国際共同観測計画）の国際研究会が開かれた．
参加者は，Lindzen, Holton, Geller, Fritts, Balsley, 
Strobel（米国），Vincent（オーストラリア），White
（NSF代表），Woodman（ペルー），Chanin（フランス），
Hirota, Kato（日本）のそうそうたるメンバーである．
彼らは約1週間，山小屋に籠もり，毎日，中層大気
のレーダ観測について大激論を闘わせた．「果たして，
高い精度で正確に，中層大気の気象観測ができるか」
が問題であった．また「レーダ観測は地上固定点で
の鉛直方向の観測であり，グローバル観測ではないが，
適当か」．「気球のようにレーダパルスエコーが大気
運動とco-move するのか」．「特に中間圏大気では，
パルスを散乱するものは中性大気ではなく電子であ
る．常に電子と大気乱流はco-moveする理由はなぜ
か」などなど．こんな問題が全てどう議論されたかは
今でははっきりしないが，レーダ観測の是非の判断に
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関して明確な結論が出なかったことだけは覚えてい
る．しかし，1週間の日々を通して，参加者間に個人
的な親しさが増したのは確かであった．思うに，これ
がレーダによる中層大気観測への新しい第一歩と言
えるだろう．翌1984 年秋，MUレーダー完成式典
が建設地信楽で開かれ，IS レーダの生みの親
Gordon教授が出席され，Ribbon Cutting 式が行わ
れた．アラスカの研究会の参加者はほとんど全員，
この式典と，更に翌日から京都で開催された国際
MAPシンポジウムにも出席していた．

    世界初のアクティブフェーズドアレー
大型大気レーダ「MUレーダー」

走り出したMUレーダー建設計画は，気象と超
高層大気の両分野の研究者から熱烈な支持を受け，
中層大気だけでなく，超高層大気も一部観測できる
ことが求められた．そのためには周波数 50 MHz
近傍で，（ピーク）送信電力 1 MW，アンテナ開口
径約 100 mという大規模なシステムが必要であっ
た．激しく変動する大気の運動を三次元的に捉える
には，観測方向（アンテナ方向）を高速に切り換え
ることが必須である．しかし実際に海外の既存レー
ダで観測してみて明らかになったのは，ヒカマルカ
レーダのような従来の大型レーダシステムでは巨大
な送信機の出力を 1本 1本のアンテナに分配する
ためアンテナ入力端では 1 kW程度の電力となり，
位相を高速に変えることは困難であるということで
あった．MUレーダーでは高速ビーム走査可能なシ
ステムの実現が設計の大目標に置かれた．
筆者らが目指す新しい大型大気レーダには，アン

テナビーム方向を高速に変更でき，しかもそれをコ
ンピュータで自在に制御できることが求められた．筆
者らの仕様を具体化するために国内のよく知られた
レーダメーカ数社に照会したが，どのメーカからも
前向きの返事は返ってこなかった．そのような大気
レーダは当時世界中のどこにも存在しなかったから
である．そんなある日，当時三菱電機株式会社で無
線通信機器を製作している関係者と議論している際
に「分散型送受信（アクティブフェーズドアレー）
方式」はどうかという案が浮上した．それは巨大な
送信機を用いる従来方式のシステムではなく，（八木）
アンテナ素子の1本 1本に小型送信機を接続し，そ
れらを位相をそろえて同時に働かせようというもので
あった．それはうまくいけば筆者らの要望をかなえる

ものであったが，送受信機の数は実に500台近くに
なる．これだけの個数の送受信機（送受信モジュール）
を，全ての位相をそろえて動作させる必要があるこ
とから，当時その困難さを「園児に右向け右をさせ
るようなもの」とやゆする電子工学の専門家もいた．
筆者らはこの新方式のレーダについて世に問うべ

きと考え，米国地球物理学連合（AGU）が発行す
る Radio Science 誌に，考案した新方式を論じた
だけの短い論文を投稿した．二人のレフェリーの見
解は，一方は新方式を高く評価したが，もう一方は
技術的に何の裏付けもない単なる「絵に描いた餅」
という厳しい評価であった．幸いエディターが評価
してくれ，簡単なアンテナ放射特性の理論データを
追加して，採録された （2）．
当初，筆者らもアクティブフェーズドアレー方式

の実現性をはっきりと認識できなかったのは事実
で，全てのレーダ専門家ができないとするものを無
線通信機器の専門家でできるのか，といった不安も
あった．この新方式について京都大学と三菱電機の
関係者は2年以上にわたって月2回程度のペースで
検討会を重ね，MUレーダーの仕様を固めていった．
多くが大気レーダの素人であったことが幸いし，
「レーダらしくないレーダ」として様々な斬新な機能
を持つ大気レーダが実現するに至った．図1～3に，
MUレーダーの全景（空撮），八木アンテナ，送受
信モジュールの写真を示す．MUレーダーはコン
ピュータ制御による自動観測を可能にし，パルス送
信ごとすなわち最短 400μ s ごとにビーム方向を変
更でき，多様な観測目的に柔軟に対応できる高機能
をもたらした．その後に考案された様々な複雑な応
用観測もMUレーダーで初めて可能となった （3） ～ （5）．
この画期的な観測技術の登場によって初めて，下

層から超高層に至る大気圏が地上からの精密科学観
測の対象になったといっても過言ではない．近年，
当時の関連文書が公開されるようになり，1980 年

図1　�MUレーダーの全景．中央の直径103�mの円形が�
アンテナアレー
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代前半にこの水準に達していたレーダは，米国の巨
大企業が旧ソ連の ICBM（大陸間弾道ミサイル）の
早期警戒のために建設した，400 MHz 帯あるいは
3 GHz 帯の僅か数台しかなかったことが分かった．
MUレーダーはこれらの軍事用レーダを除いて，独
自の技術で開発された最初の大型二次元アクティブ
フェーズドアレー方式のレーダである．

   MUレーダーによる観測
MUレーダーによる標準的な観測では，天頂及び

天頂角 10° で東西南北の計 5方向にレーダビーム
を向けて視線方向速度を測定し，レーダビームが走
査する空間・時間内で速度場が一様であると仮定し
て風ベクトルを求める．大気レーダは，無降水時も
含めて天気によらず，鉛直流を含む高層の風ベクト
ルを時間的に連続に観測できるという，ほかに比肩
するものがない優れた利点を備えている．観測精度
は，おおむね鉛直流については 0.1 m/ s，水平風速
については対流圏・下部成層圏で 0.5 m/ s，中間圏
で 1 m/ s と言える．図 4は水平風の時間高度変化
をベクトル表示したものである．従来のセンサを付
けた気球を放球して測定する方法では，赤色で示す

ように得られるデータは 6時間ごと（あるいはもっ
と悪いもの）で，間欠的である．一方，MUレーダー
では，1分に 1回気球を放球するのと同等な非常に
高時間分解能で連続データを得ることができる．こ
れは 9時前に台風がMUレーダー近傍を通過した
事例であるが，台風通過に伴う時々刻々の風速変化
を捉えられていることが分かる．

大気波動の観測
MUレーダーで観測される物理量は基本的にレー

ダ直上の高さ方向の一次元量である．しかし，その
一次元データを1分程度の間隔で時間的に連続に得
られる点が際立って優れた特徴である．一般に，中
層大気の振舞いは様々な時空間スケールを持つ大気
波動が重なったものとして理解することができるの
で，このような高度・時間の連続データは波動を解
析する上で好都合である．特に大気重力波はスケー
ルが小さく，従来は適当な観測手段がなかったこと
から，その実態解明に大気レーダが大きな役割を果
たした （6）．
主に下層大気中で発生する大気重力波は，上方へ

伝搬するのに伴って，大気密度が高さとともに指数
関数的に減少するため，その風速（温度）変動の振
幅は指数関数的に増大する．これにより高さ方向の
水平風シアー（温度傾度）も増し，振幅の増した波
はある高度で不安定になり砕波する．砕波により乱
流が生成され，熱の鉛直輸送や大気微量成分の鉛直
混合に寄与する．波が上向きに運ぶ運動量フラック
スは，波が定常状態の高度では一定であるが，砕波
する高度では平均流に移行する．最初に述べた中層
大気の夏冬半球における気温逆転に対して，大気重
力波が重要な役割をしていることが明らかとなり，

図2　MUレーダーの直交三素子八木アンテナ

図4　MUレーダーで観測された水平風の時間・高度変化

図3　MUレーダーの送受信モジュール
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下層で生成された極めて小規模な波が，上層に伝搬
し，地球規模の大気大循環を制御していることの重
要性を明らかにした．
MUレーダー観測は，中層大気中に大気重力波が

普遍的に存在することを明らかにしただけでなく，
波のパラメータを定量的に明らかにした．更に，対
流圏下層で発生した大気重力波がジェット気流に捉
えられ，またジェット気流で励起された波が上方に
伝搬する途上で臨界層によって次々に捉えられる様
子などもMUレーダーで初めて直接観測された （7）．
更に大気波動が励起源となり，中緯度電離圏に特有
のじょう乱が引き起こされていることも，MUレー
ダー観測により発見された （8）．

気象システム・乱流の観測
大気波動だけでなく，MUレーダーの鉛直流を含

む風ベクトルを高精度に連続観測できる特長を生か
して，気象システムの研究も行われている．近似的
に気象システムの空間構造が観測時間内で大きく変
わらないとすれば，一般に同システムが西から東に
移動することを利用して，時間変化を水平変化と解
釈し，その高度・東西距離断面構造を推定すること
ができる．同種の現象の観測を積み重ね，異なる南
北位置における断面図を合成することで，現象の立
体構造を解明できる （9）．
大気レーダ観測の空間分解能はレーダシステムで

規定され，1μ s の送信パルスの場合高度分解能は
150 mとなる．これは層厚が数～100 mとされる薄
層乱流などの観測には不十分である．このため，レー
ダ映像法（radar imaging）をMUレーダーに適用
して，高度分解能を向上する技術開発が進んでい
る （10）．これは帯域内で複数の周波数を用いて，それ
ぞれの周波数の信号を適応フィルタで処理すること
で，パルス幅よりも細かい分解能を得るものである．
2004年にMUレーダーシステムの大幅アップグレー
ドが行われた際に，この機能も追加され，ケルビン
ヘルムホルツ（シアー）不安定のS字状波形（ビロー）
が明瞭に観測できるようになった．これまでに，ビ
ローの活動が時間的に著しく変化することや，発生
する高度が局在していることなど，物質や熱の輸送
を考える上で重要な知見が得られている （11）．

   MUレーダーを基礎とした大気レーダの発展
小型可搬レーダ開発
MUレーダーを中核設備とする信楽MU観測所

は，共同利用者によって関連する装置が持ち込まれ
て，複合計測施設としての大気実験場として発展し
ている．筆者らも信楽MU観測所において，MUレー
ダーを基礎として観測上限高度を許せるだけ犠牲に
した簡便で安価な小型可搬レーダ（ウィンドプロ
ファイラ）の開発を行ってきた．
まず 1990 年頃に 1357.5 MHz を用いたアンテ

ナ径 2 m，送信出力 1kWの小型可搬境界層レーダ
を三菱電機と共同開発し，その後，1999 年に新し
いアンテナ素子を用いた一辺 4 mの方形アレーを
開発し，送信出力を 2 kWとしたレーダを試作した．
これは年間を通じて，晴天時に高度 5 km程度まで
の下部対流圏の風ベクトルが観測可能なことから
「下部対流圏レーダ（LTR：Lower Troposphere 
Radar）」と名付けられた （12）．
気象庁はLTRを全国に展開し，中央監視局によっ

て集中的に制御・監視するウィンドプロファイラネッ
トワーク「局地的気象監視システム（WINDAS：
WInd profiler Network and Data Acquisition 
System）」を完成させ，2001年から現業利用を開始
した．観測データは中央監視局で品質チェックされ
た後，数値予報モデルの初期値として利用されてお
り，局地的集中豪雨などの予報精度向上に貢献して
いる．

赤道大気観測
加藤は早くから大気レーダ観測の大きな可能性を

見通しており，MUレーダーの建設中に早くも赤道
域に大型大気レーダを建設する「赤道レーダー」構
想を打上げ，現地調査を開始した．地球規模の大気
循環の駆動源とされる赤道域では，強い太陽放射加
熱によって大規模な積雲対流が発生・組織化する．
また赤道域ではコリオリ因子がゼロに近づくため，
鉛直伝搬可能な大気波動の帯域が広がる．これが上
方伝搬し背景風と相互作用することによって赤道域
特有の顕著な振動を引き起こしており，更に超高層
大気の振舞いとも強く関わっている．
その後，気球や小型レーダを用いた観測を経て，

2001年に「赤道大気レーダー（EAR：Equatorial 
Atmosphere Radar）」をインドネシア共和国西スマ
トラの赤道直下に完成させた （13）．EARのアンテナ
開口径は110 mで，MUレーダーより若干大きいが，
送信電力はその10分の 1の 100 kWで，感度は著
しく劣っている．しかし，EARはMUレーダーと同
じアクティブフェーズドアレー方式を採用し，柔軟
な運用が可能なシステムになっている．これにより
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地表付近から下部成層圏までの全高度域と，高度
100 km以上の電離大気じょう乱など様々な物理量
が高分解能・高精度で時間的に連続に観測できる．
EARは我が国の大学が海外で運用する初めての

大型設備であり，現地 LAPAN（インドネシア航空
宇宙庁）との共同運用により，約 15 年にわたって
安定に運用されてきた．対流圏界面近傍の乱流現象
は，成層圏─対流圏間の大気交換を解明する上で重
要である．EARによって，熱帯対流圏界面付近に
おける赤道ケルビン波の砕波が乱流の発生を通じて
成層圏─対流圏間の大気混合を引き起こすことを初
めて観測的に示した．また，熱帯対流圏界面付近の
強い風速の鉛直シアーに伴って，シアー不安定が絶
えず発生していることなども EAR観測から明らか
となっている．
EARにより多くの成果が得られているが，送信

出力がMUレーダーの 10分の 1であるため，中間
圏の乱流や電離圏の IS 観測はできない．筆者らは，
MUレーダーで培ってきた技術を集大成した「赤道
MUレーダー（EMU）」を赤道直下に建設し，赤道
大気の観測機能を飛躍的に向上させることを計画し
ている．EMUを主要設備の一つとする「太陽地球
系結合過程の研究基盤構築」を国立極地研究所ほか
と共同で提唱しており，それは日本学術会議のマス
タープラン 2014 と文部科学省のロードマップ
2014 に採択されるに至っている．今後も大型大気
レーダの分野で国際的にリードしていけるよう努力
を続ける．

   IEEEマイルストーン認定
MUレーダーは完成以来全国共同利用に供され，

気象学・大気物理学，超高層物理学，天文学・宇宙
物理学，電気・電子工学，宇宙工学など広範な分野
にわたって多くの成果を上げ，その後の大気レーダ
開発に大きな影響を与えた．MUレーダーは 2014
年 11 月に IEEE マイルストーンに認定され，その
記念式典が 2015 年 5月 13 日に京都大学において
開 催 さ れ た．IEEE（Institute of Electrical and 
Electronics Engineers）は，世界 190 か国以上に
40 万人を超える会員を擁する電気・電子・情報・
通信分野の世界最大の学会で，IEEE マイルストー
ンは IEEE の分野において達成された画期的なイノ
ベーションの中で，開発から少なくとも 25年以上
経過し，地域社会や産業の発展に多大な貢献をした
と認定される歴史的業績を表彰する制度として

1983 年に創設されたものである．2015 年 7 月ま
でに，ENIAC コンピュータ，トランジスタ製造，
ボルタ電池など 157 件が認定されており，国内か
らは八木・宇田アンテナ，富士山レーダ，東海道新
幹線など 26件が認定されている．
記念式典では，約 120 名の方々の列席の下で行わ

れた贈呈式において，Howard E. Michel  IEEE 本
部会長から山極壽一京都大学総長と柵山正樹三菱電
機株式会社執行役社長に銘板（図 5）が贈呈された．
引き続いて開催された記念祝賀会，記念講演会で，
祝辞とMUレーダー観測成果の概要等が講演され
た．その後，信楽MU観測所に移動し，約 80名が
見守る中，IEEE マイルストーン銘板の除幕式が執
り行われた．

   まとめ
MUレーダー研究の成功は，ひとえにアクティブ

フェーズドアレー方式の卓抜した技術的先駆性に
あったと言える．大気圏の観測装置として，大気科
学，超高層物理学，電子工学，電波科学等の広い分
野で共同利用研究に活用され，幾多の研究成果を生
み出した．多機能のレーダシステムを活用して，新
しい観測技術が開発され，一部は気象予報等にも実
用されている．MUレーダーは大型大気レーダの源
流となり，その技術は国内外で開発された多くの大
気レーダに引き継がれている．現在の大気科学のフ
ロンティアである赤道大気研究を更に推進するた
め，赤道MUレーダーの実現に向けて努力している．

謝辞　MUレーダーは三菱電機株式会社・京都大
学の産学連携により開発され，その後の運転・保守
も両者の協力により継続されています．MUレー
ダーは京都大学生存圏研究所によって管理・運用さ

図5　IEEEマイルストーン銘板
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れ，全国国際共同利用に供されています．
最後に，2014 年 5月に逝去された深尾昌一郎京

都大学名誉教授は，ここに記したMUレーダー，
LTR，EAR の開発と研究の中心におられました．
御存命であればMUレーダーへの IEEE マイルス
トーン認定を誰よりも喜ばれたに違いありません．
心から御冥福をお祈りします．
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  1  はじめに
北陸新幹線開業で金沢が全国的に注目されている．

本稿では，多くの観光客でにぎわう「金沢」と，北陸
の研究開発拠点である「いしかわサイエンスパーク」
について紹介する（図1に地図を示す）．

  2  北陸新幹線
金沢では，北陸新幹線開業を第 3の波と呼んで歓

迎していると聞く．第1の波が約 430年前の前田利
家公の金沢入城，第 2の波が約 150 年前の明治維
新とのことで，数百年に一度の大変革として歓迎さ
れていることになる．
北陸新幹線により東京駅までの所要時間が約 90

分短縮された．それに加え，東京駅まで乗換がなく
なった．実際に北陸新幹線を使ってみると，乗換な
しがとても有り難い．従前は越後湯沢駅で 300～
400人が一斉に乗り換えるため，改札は混雑し，売
店は行列になり，皆が走り慌ただしく，とにかく大
変であった．
北陸新幹線の乗り心地であるが，揺れや騒音が格

段に少ない．また，全座席にパソコン用の電源コン
セントが用意されており，バッテリー切れの心配な
くパソコンでの作業に集中できる．更に，トイレは
便座の上げ下げが自動，ウォシュレットも付いてお
り清潔に使える．

なお，北陸新幹線が金沢駅に到着した後，ホーム
の扉が開くまでに 30秒ほどかかる．このような例
はほかでは聞いたことがなく，北陸新幹線の謎の一
つである（図2）．

  3  金沢
さて金沢の概要であるが，本州中央部の日本海側

に位置し，人口約 50万人の中核都市である．明治
初期頃までは東京，大阪，京都に次いで名古屋に並
ぶ全国第 4位クラスの都市であったという．第二次
世界大戦で空襲に遭っておらず，古くからの建造物
や樹齢の長い木などが数多く残っている．
金沢中心部は，北は女川と呼ばれる「浅野川」，

南は男川と呼ばれる「犀川」に挟まれ，更に町の中
に用水が流れる．
用水は主なものだけでも現在 55用水あり，総延

長は150 kmになる．金沢の町は用水とともに形作
られたと言われており，今回は用水を中心に金沢を
紹介する．

（1）鞍
くらつき
月用水

金沢の町の中を流れる用水の一つに鞍月用水があ
る．一部は城の外堀であったとのことで，鞍月用水
沿いに歩けば，金沢駅近くから中心街まで迷わずに
行くことができる．道のりは 2 kmほどあるが，ほ
ぼ歩行者専用の路地であり，用水のせせらぎを聞き
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つつ流れを見ながら歩けば，それほど苦にならない．
鞍月用水は意外なほど水量が多く，この水力が菜

種油絞りや精米，製粉，製糸などに利用されてきた．
明治初期に建てられた製糸工場は，当時，富岡製糸
工場に次いで全国2番目に大きい製紙工場であった
そうだ．
なお，鞍月用水は，高度成長期以後，次々と私有

橋によって蓋がされ，駐車場にされるなど暗渠となっ
ていたが，10年掛けて開渠したとのことである．
鞍月用水の見どころは中央小学校北側．6～7月に

は多くのゲンジボタルが観察でき，アジサイや柳の
木の枝を伝って上空まで上っていくホタルの光を見
ることができる（図3）．

（2）大野庄用水
武家屋敷跡近辺には大野庄用水が流れる．大野庄

用水は金沢で最も古い用水であり，完成が1590 年
代というから400年以上の歴史がある．
大野庄用水も鞍月用水と同様に水量が多く，この

流れは武家屋敷の中に引き入れられ庭園に曲水を配
していたとのことである．
なお，大野庄用水沿いには隣接して道路があり自

動車が頻繁に通るため，残念ながら用水を見ながら
の散策には向かない．鞍月用水をお勧めする．

（3）犀川
鞍月用水や大野庄用水の水は，犀川から引かれて

いる．この犀川も散策にお勧めである．河床が広く芝
生が整備され，河原にありがちのごみもほとんどない．
また，歩行者・自転車専用で車の乗り入れもないの
で安心して散策できる．犀川大橋から西部緑地公園
まで約6 km歩けば片道1万歩弱の歩数となる（図4）．
犀川は，初夏にはアユが遡上し，あちこちで跳ねる

のが観察できるほか，運が良ければコサギがアユを
捕らえる瞬間を見ることもできる．また下流には，サ
ギ類が集団営巣をする「サギ山」も見ることができる．
更に下流に行くと西部緑地公園があり，Jリーグ

公式戦が行われる陸上競技場（図5）や高校野球県
大会が行われる県立野球場などがある（図6）．
少々脱線するが，河原ではいろいろな生き物に出

会うが，ちょっとびっくりしたのはミミズの大きさで
ある．八田ミミズという石川県と福井県と滋賀県にし
か生息しないミミズがいるが，それに近い種と思われ
る．珍しいので興味のある方は是非調べてみてほしい．

（4）旧町名の標柱
金沢の町を散策していると，旧町名の標柱を頻繁

に目にする．市内に220基ほど立てられている．
例えば，中心街の片町交差点近くには「旧古寺町」

の標柱があり，この地の寺のほとんどが旧寺町など
に移された由来が書かれている（図7）．
また，金沢駅近くには「六枚町」の標柱がある．

図 8を見ると分かるのだが「旧」の文字が埋められ
ている．悪質ないたずらなのか，発注ミスなのかと
思ったが，調べてみると，旧町名復活運動により
2004年に旧町名が復活したためのようだ．

  4  いしかわサイエンスパーク
さて，金沢から20 kmほど南下し，手取川を越え

ると能美市がある．その能美市内の小高い丘の上に
「いしかわサイエンスパーク」がある（図9）．

いしかわサイエンスパークは，1991年に整備さ
れた研究開発地区で，先端科学技術分野での産学官
連携と研究開発拠点作りを目指している．北陸先端
科学技術大学院大学（JAIST：Japan Advanced 
Institute of Science and Technology）を核に，研
究開発施設などの集積を図っており，現在も積極的
に誘致が進められている．

図６　 西部緑地公園の県立野球場（高校
野球開催時）

図５　 西部緑地公園の陸上競技場（ラ
ジオ体操開催時）

図４　 大豆田（まめだ）大橋からの犀
川上流の眺め

図７　旧古寺町の標柱 図８　 六枚町の標柱（「旧」
が埋められている）
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いしかわサイエンスパークは，小松空港が近いた
め成田を経由した海外とのアクセスが他地域と比べ
て良いなどの利点により，グローバル化に対応した
地域として今後の発展が期待されている．

（1）北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）
いしかわサイエンスパークの中で中核的位置を占

めるのが JAISTである（図10）．
JAISTは学部を持たず独自のキャンパスと教育研

究組織を持つ我が国初の国立大学院大学で，先端科
学技術分野において世界トップクラスの研究を推進
している．
JAISTの特徴を五つ挙げると次のとおりとなる．
①  幅広く門戸を開放した学生の受入
 　入学者の選抜は面接を主体に行い，出身学部・
学科を問わず，社会人・留学生を含めあらゆる分
野から意欲のある人材を受け入れている．
②  組織的な大学院教育
 　 これまでの大学院のように研究室における個別
指導を中心とした教育ではなく，体系的なカリキュ
ラムに基づき，コースワークを中心として幅広い
知識を習得させる大学院教育を実施している．
③  社会に有益な人材の育成
 　 独自の大学院教育プログラムを通じて，専門知
識・関連分野など幅広い知識を持ち，基礎概念を
把握・理解し，問題発見能力・問題解決能力を身に
付けた国際性・創造性豊かな人材を育成している．
④  最高レベルの教授陣
 　 国内外で活躍し，先端科学技術分野をリードす
る若手研究者を，国公私立大学はもとより，民間の
第一線研究機関など広く各界から迎え入れている．
⑤  社会，産業界との連携
 　 共同研究及び受託研究の推進，客員講座，寄附
講座及び連携講座の活用，経済界からの各種助成
の導入など社会及び産業界と連携している．
特にサイバーセキュリティ分野での先端的研究及

び社会貢献に力を入れているほか，情報通信分野全
般において情報通信研究機構（NICT：National 
Institute of  Information and Communications 
Technology）と共同研究，施設設備の相互利用，研究

者交流などを図り，連
携協力を強化している．
なお，「北陸先端大

という名称から，北陸
の端っこにあるものと
思った．」などという人
もいるが，地理的には
北陸のど真ん中に立地
している．

（2）NICT北陸StarBED技術センター
いしかわサイエンスパークの中で JAISTに次いで

中核的な存在がNICT 北陸 StarBED技術センター
である．ここには知る人ぞ知る世界最大規模のコン
ピュータネットワークエミュレータのStarBEDがあ
る．StarBEDは 2002 年に構築され，その基本コン
セプトは，各研究機関が個別に構築していたエミュ
レーション設備を常設し，複雑かつ大規模なエミュ
レーションを実施できるテストベッドとして，ネッ
トワークの研究開発を支援することにあり，
StarBEDの活用により，設備・ツール・知識の共有
と再利用が促進され，研究開発の低コスト化や研究
開発サイクルの短縮などの利点が実証されている．
StarBEDの持つ特徴を挙げると次のとおりとなる．
○  集中型で 1,000 台超の大規模なエミュレー

ション
 　個別機関の開発現場では準備できない大規模の
ネットワークエミュレーション環境を用意してお
り，更に，検証には実機をそのまま利用すること
ができる．このため，規模拡張性を含む現実性と
いう面において高精度の検証が可能となっている．
文字ではなかなか伝えにくいが，StarBEDを一度

視察すれば，そのすごさに驚き，そして共同研究の
話がとんとん拍子に進むという．また，一度
StarBEDを使って研究や開発を行うと次からも使い
たくなるらしく，リピート率 90％以上を誇る研究開
発施設である（図11）．

（3）石川ハイテク交流センター
石川ハイテク交流センターには，学会やセミナー

に利用可能な会議室や 220 名収容の大会議場があ
る．また，レストランや宿泊施設もある（図12）．
なお，研究開発型企業を支援するため，低賃料で

事務所スペースや独立した小規模建物を貸し出しす
るインキュベーション施設がある．事務所スペース
を貸し出すのが「いしかわクリエイティブラボ」で，
独立した小規模建物を貸し出すのが「いしかわフロ
ンティアラボ」である．

図９　いしかわサイエンスパーク遠景（図中央） 図 10　北陸先端科学技術大学院大学の正門
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（4）取り巻く自然
いしかわサイエンスパークは図 9から分かるよう

に自然満載である．ここで取り巻く自然について触
れておく．
4～5月に田んぼに水が張られると日暮れとともに

カエルが鳴き始め，これがすさまじく大音量である．
しかし，繁殖期がすぐ終わるためか5月下旬にはほ
とんど気にならなくなる．
6～7月頃には清流沿いにてゲンジボタルやヘイケ

ホタルが見られる．7月上旬からはセミが鳴き，8
月下旬になると田んぼでは早くも稲刈りが始まる．8
月下旬でも山からはウグイスのさえずりが聞こえる
ため，若干季節感が狂うこともある．なお，たまに
ではあるが，ツキノワグマの目撃情報が流れる．
スキーシーズンは12月～翌年3月頃である．いし

かわサイエンスパークはスキー場がとても近い．なお，
越冬のためいろいろな昆虫が某先端大学内に入り込
んでくることもある．3月中旬になれば雪解けとなる．

  5  
いしかわサイエンスパーク
近傍お勧めスポット   

いしかわサイエンスパーク近傍のお勧めスポット
を年代別に紹介する．

（1）灯
と だ し の
台笹遺跡

灯台笹遺跡は約1万 7,000年前の旧石器時代の遺
跡．県内最古の遺跡である．いしかわサイエンスパー
クから山道（舗装はされている）を越えて徒歩約20
分と近傍にあるが，図13を見てもらうと分かるよう
に少々寂しい場所のため筆者は看板までしか行った
ことがない．
なお，近傍の灯台笹湿地には，大きさが 2 cmし

かない世界一小さい赤とんぼ（ハッチョウトンボ）
が群生している．

（2）辰口温泉
辰口温泉は1,400 年の歴史がある．西暦でいうと

600年だから飛鳥時代になる．つまり聖徳太子の時
代である．筆者も一度だけ懇親会で辰口温泉に行っ
たことがあるが，面白いのは懇親会だけの客にも温

泉を利用させるところである．懇親会開始前に皆が
続々と温泉に入っていく光景には軽いカルチャー
ショックを受ける．調べてみると周辺の公共温泉施
設でも懇親会だけの客に温泉を利用させており，標
準的な対応のようだ．

（3）手取川の霞堤
霞堤は約500年前の戦国時代に考案されたとのこ

と．堤防というのは上流から下流まで途切れなく作
られるのが普通だが，霞堤は不連続の堤防で，はん
濫時には不連続部分に浸水させる．決壊が防げるほ
か，上流からの肥沃な土壌を蓄積できる利点もある
という．図9では霞堤が確認できる．
手取川は，近年では1934（昭和 9）年にはん濫し，

それを由来にした「手取川昭和九年」という菓子も
ある．
なお，手取川は，犀川や浅野川と比べても荒々し

い流れであり，河原には大きな丸い石がごろごろ転
がっている．石が多いことで別名「石川」とも呼ばれ，
県名の由来にもなっている．

（4）桜並木
1980 年まで運行していた北陸鉄道能美線の線路

跡が歩行者・自転車専用道路になっている．道路脇
には桜が等間隔で植えられており，いしかわサイエ
ンスパーク近辺では数 kmにわたって立派な桜並木
になっている．元線路ということで直線状であり，
桜の時期にはインパクトある桜景色になる．

  6  お勧めの食
本稿も終盤になったが，ここで北陸のお勧めの食

を紹介する．

（1）カニ
まずはカニである．お勧めは香

こうばこ

箱ガニ．ズワイガ
ニの雌である．雄に比べるとかなり小さいので見た
目の豪華さには欠けるが，身の味が濃く，更に内子
やカニみそがおいしい．一杯300円くらいで買える．
なお，漁期が11月上旬からの約 2か月間に限定

図 12　石川ハイテク交流センター
図 13　灯台笹遺跡の看板

図 11　 NICT 北陸 StarBED技術セン
ター
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されている上，筆者の経験では11月下旬以降はスー
パーマーケットに出回らなくなるので，旬は実質 2
週間である（図14）．

（2）ドジョウの唐揚げ
続いてのお勧めはドジョウの唐揚げ．ドジョウ料

理については串に刺した蒲焼もあるが，筆者として
はサクサクとした食感の唐揚げをお勧めしたい．ス
ナック感覚で食べることができ，食べ始めると止ま
らない．ビールに最適．なお，置いていない店が多
いので，見掛けたら是非食べてみてほしい．

（3）エビ
エビでは甘エビがお勧め．一年中おいしい．身も

美味だが，頭の殻をうまくむいて，頭の部分を味わ
うと格別．いつでも入手できるため，逆に，料理店
の刺身盛に甘エビが入っていると，なぜか損した気
になってしまう（図15）．
なお，6月上中旬や 9月上旬には，時期が非常に

短いが，ガスエビと呼ばれるエビが出回り，これも
甘エビに負けず劣らずおいしい．

（4）ブリ
ブリも一年中安定しておいしい．ブリには冬のイ

メージがあるかもしれないが，一年中安定して出回っ
ている．スーパーマーケットでは，がんど，ふくら
ぎなどと表記されて売られている（図16）．
ブリ大根というと冬の食べ物だが，真夏に大根お

ろしと刺身でのブリ大根を出す料理店もある．
なお，ブリの中でも氷見の寒ブリはおいしいと評

判であるが，スーパーマーケットで見掛けたことが
なく筆者は未経験である．同じように地物のノドグ
ロも評判が高いが，スーパーマーケットではほとん
ど見掛けない．

（5）魚の糠
ぬか
漬け

魚の糠漬けでは，イワシとかサバが定番だが，ニ
シンやカワハギもある．更に，フグの卵巣もある．
糠漬けすることによりフグ毒が消えるらしい．スー
パーマーケットで500円くらいで買えるので話のネ

タにお土産にしても面白い．

（6）その他
忘れがちであるが金沢は醤油も名産である．濃口

醤油や淡口醤油のほかに旨口醤油や甘口醤油なども
売られている．これらの醤油と地元産の旬の刺身と
加賀菊酒と呼ばれる地元日本酒のベストな組合せを
探求するのも面白い．
少々脱線するが，筆者の経験では，料理店では単

品料理は高額なことが多いので，コース料理をお勧
めしたい．飲み放題付きお任せ7品で税込 5,000円
が相場で，かなりリーズナブルである．上級者にな
ると地元チェーンの回転ずしや全国チェーンの居酒
屋を利用するようだ．仕入れが同じなので上質の魚
介が格安で楽しめるらしい．

  7  最後に
今回改めて調査する機会を得て，いしかわサイエ

ンスパークの魅力を再発見することができた．
本稿を御覧頂いた方が一人でも多くいしかわサイ

エンスパークに興味を持って頂き，当地を訪れて頂
くことになれば幸甚である．

■ 参考
 ・石川県ホームページ
 ・金沢市公式ホームページ
 ・能美市ホームページ
 ・公益財団法人石川県産業創出支援機構ホームページ

齋藤康弘 （正員）
平6郵政省（現総務省）に入省．以来，
情報通信行政に従事．平 26-09から北
陸先端科学技術大学院大学高信頼ネット
ワークイノベーションセンター特任教授．
現在は，ホームネットワーク分野やサイ
バーセキュリティ分野に関する研究に従
事．

図 15　甘エビ図 14　香箱ガニ 図 16　ふくらぎの刺身



1 	はじめに
科学館は日常生活で利用している電化製品や自動車・

電車等の乗り物の歴史や仕組み，自然現象の原理を学ぶ
ことができ，科学を身近に感じられる場所です．そんな
科学館を少しでも知って頂こうと，科学館・博物館を紹
介しており，今回はつくば市にある「地図と測量の科学
館」を紹介します．

2 	地図と測量の科学館に行ってみた！！
地図と測量の科学館は国土交通省国土地理院の施設

で，つくば駅からバスで 10分程度の場所にあります．
地図や測量に関する歴史，原理や仕組みに関する常設展
示に加え，3～4か月の周期で企画展示が随時開催され
ています．（筆者が訪問したときは「戦災からの復興」
と題して，戦争直後の戦災を受けた際の航空写真と復興
後の航空写真が展示されてました．）そのほか，併設さ
れている情報館では，旧陸軍や米軍が撮影した航空地図
の閲覧や国土地理院が保有する旧版地図の謄本や抄本を
得ることができるため，足しげく通う方もいらっしゃる
そうです．今回はそんな国土地理院のうち「地図と測量
の科学館」で展示されている機材や地図を紹介させて頂
きます．

3 	測量技術の変遷と精度の向上
科学館に入館すると，フロア一面の日本地図が出迎え

てくれます（図 1）．この地図は赤青眼鏡を掛けて見る
と立体視できるように工夫されており，日本アルプスの
隆起や日本海溝の深さを目で見て理解できます．主な展
示は 2階にあり，古地図や測量や描画のための器材が
展示されています．
図 2，3 は古地図として展示されている地図です．

1691年はかなり粗く描かれていた日本の形状が，1779
年には筆者のような素人が見る分には現在の地図と比べ
ても遜色のない精度になっていることが分かります．こ
の約 80 年の間にどのように技術の進歩または伝来が
あったのか，日本の歴史という観点でも興味が湧きます．
この頃測量に用いられた器材も展示されております（図
4～7）．現在の技術が図 8に示したような衛星や赤外線
レーザを駆使したものであるのに対し，これらの器材を
使って江戸時代にあれほど正確な地図を作製できている
ことに驚きを隠せず，測量技術の高さがうかがえます．
なお，地面の凹凸や標高も地形として重要な情報であ

り，地図を立体化するための機器が 20世紀の前半に開
発されました．図 9は立体図を作成するための図化機
です．異なる位置で撮影された 2枚の空中写真を架台
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図 1　立体視できる日本地図 図 2　日本海山潮陸図（1691 年）
図 3　 改正日本輿地路程全図（1840 年

五版 : 初版は 1779 年）

田邉康彦　Yasuhiko Tanabe　 （株） 東芝

国土地理院 「地図と測量
の科学館」訪問記

科学館・博物館めぐり



に載せ，中央の観測鏡を除くと立体視できる仕組みに
なっており，1955（昭和 30）年頃から 1985（昭和
60）年頃まで立体図作成に用いられていたそうです．
3Dプリンタの登場により立体図の作成が容易になるこ
とが予想され，地図の利用にも新たな展開が期待できそ
うです．
このほかにも 1790年に作成されたカッシニの地球儀

の複製品や，空中写真撮影に用いられていた飛行機（く
にかぜ），現在の測定にも用いられているトータルステー
ションや基準点の送受信機等の展示があり，豊富な展示
を楽しめます．

4 	おわりに
今回はつくば市の国土地理院を訪問し，地図と測量の

科学館を見学させて頂きました．展示を通じて地図の精
度や測量の器材・技術の向上の歴史を学ぶことができま
した．一方で，最新の技術についてはパネルでの紹介に
とどまっており（図 10，11），最新測量技術を体感す
るという意味では少し物足りなさを感じました．その意
味で，子供には少し難しい展示になっているかもしれま
せん．展示物から歴史や技術の推移を学び，その当時の

測量の様子に思いをはせながら楽しむ大人向けの科学館
といった印象を受けました．

謝辞　お忙しい中貴重な時間を割いて展示内容を説
明して頂いた地図と測量の科学館（総務部）建設専門官・
加藤様に感謝致します．

田邉康彦 （正員：シニア会員）
平 13 北大大学院工学研究科博士後期課
程了．平 14（株）東芝入社．以来，レー
ダ信号処理，無線通信の物理層の研究
開発に従事．IEEE，ISMRM 各会員．

Access
「地図と測量の科学館」

休 館 日 : 月曜日（休日の場合は順次翌日）
開館時間 : 9:30 〜 16:30
入 館 料 : 無料
所 在 地 : 茨城県つくば市北郷 1 番
U　R　L：http//www.gsi.go.jp/MUSEUM/
電　　話 : 029-864-1872
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図 9　立体図化機

図 8　 VLBI（VeryLong Baseline Interferometry）用アンテナ
と GNSS 連続観測装置（電子基準点）．電波星や衛星
を利用した測位の中心的な役割も担ってます．

図 11　航空レーザ測量

図 5　羅針

図 7　鉄鎖

図 10　宇宙からの測量

図 4　小象限儀

図 6　半円方位盤
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1 はじめに
通信ソサイエティでは，和文論文誌，英文論文誌，

ComEXにおいて，採録された論文を少しでも早く学会会員
に公開するため，2015 年 12 月 1日から採録論文の早期公
開サービスを開始致しました．本稿では，その概要と活用方
法について紹介します．

2 採録論文の早期公開サービス
早期公開サービスでは，採録が決定した時点の投稿論文

PDFに，DOI 情報と早期公開日を付与したカバーページを
加えたPDF（以下，早期公開版PDFと呼ぶ）を学会側で作
成し，Webページ上に公開します．公開するタイミングは
採録決定時点からおよそ1週間以内で，公開期間は校正が完
了した最終公開版のPDF（以下，出版社版PDFと呼ぶ）が
発行・公開されるまでとなっています．
論文の早期公開サービスにより，研究成果の速報性が増し，

研究分野のますますの活性化が図られます．

3 著作物の利用申請基準の改定について
本会の論文等著作物に対する利用申請基準が 2015 年 10

月 27日付けで改定されました．この改定により，出版社版
PDF，早期公開版PDFとも著者個人や所属機関のWebサー
バ，更にはプレプリントサーバ上にもアップロードすること
が，利用申請せずにできるようになりました．詳しくは本会
ホームページの以下の著作権に関する情報を御覧下さい．
著作権規程：
　 http://www.ieice.org/jpn/about/kitei/chosakukenkit
ei.pdf
利用申請基準：
　 http://www.ieice.org/jpn/about/kitei/files/chosaku_
hyou3.pdf

4 論文PDFの公開方法
最近の研究業績評価では，論文の被引用件数が重要視され

つつあります．本会は論文内容を著者が積極的かつ正確に公
開できるようにするため，前章のように出版社版 PDF及び
早期公開版 PDFを公開できるように致しました．皆様の多
くは，研究内容や研究成果を公にするために自分自身の
Webページやプレプリントサーバを利用されていることと
思いますので，出版社版PDF及び早期公開版PDFの積極的
な活用を推奨致します．
論文 PDFの公開に当たっては，以下の条件を満足するよ

うに業績を記載する必要がありますので，御注意下さい．
①  権利表示（例：copyright©2013 IEICE）
②  出版社版PDF若しくは早期公開版PDFの掲載
　  ただし，早期公開版は出版社版が公開されたら差し替

えること．
③  出所の明示（例：著作者名，書名（題号），雑誌名，巻

号，ページ，発行年など）
④  IEICE Transactions Online トップページへのリンク
例えば，業績リストに以下のような記載をすることで，

アップロードしたPDFを公開することができます．
　 T. Shingaku, “Uploading Paper PDF on Preprint Server,”
IEICE Transactions  on Communications,  vol.E00-B, 
no.0, pp.123–132, March 2016.（Copyright 2016 IEICE, 
PDF）

ここで下線付きの「IEICE」は IEICE Transactions Online
のページ（http://search.ieice.org/cs/index.html）へのリ
ンク，下線付き「PDF」はアップロードした PDFファイル
へのリンクを張っておきます．なお，各論文誌のトップペー
ジのURLは以下のとおりです．
和文論文誌：
　http://search.ieice.org/cs_j/index.html
英文論文誌：
　http://search.ieice.org/cs/index.html
ComEX：
　http://www.comex.ieice.org/
上記の例は利用申請基準に従った必要最低限の記述例です

が，以下のようにDOI情報のリンクを加えることで，IEICE 
Transactions Online 中の論文情報を直接参照することもで
きます．
　 T. Shingaku, “Uploading Paper PDF on Preprint Server,”
IEICE Transactions  on Communications,  vol.E00-B, 
no.0, pp.123–132, March 2016. DOI:12.3456/7890abcd
（Copyright 2016 IEICE, PDF）

項目②の注意書きにもありますように，出版社版 PDFが
公開されましたら，早期公開版 PDFを差し替えるようお願
い致します．

5 おわりに
本稿では，論文の早期公開サービスの開始，並びに論文の

公開方法について御紹介致しました．本サービスを通して皆
様の採録論文を自身のサーバやプレプリントサーバ上で積極
的に御公表頂き，貴重な研究成果がより早く，より正確に，
より多くの人の目に触れることで，通信ソサイエティ研究分
野がますます活性化することを願ってやみません．

論文早期公開サービスと
個人による公開方法

通信ソサイエティ編集会議
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2016年総合大会の開催地から
──伊都キャンパスと糸島の魅力──

峯　恒憲，藤崎清孝 （九州大学）

2016年3月の総合大会の会場である九州大学伊都キャ

ンパス（写真1）は，福岡市西区と糸島市にまたがる東西

約3 km，南北約2.5 km，275 haの広大な敷地を有しており，

一つのキャンパスとしては，国内最大の広さを誇っています．

伊都キャンパスは，糸島半島に整備される学術研究都市の

核となることを期待されており，移転当初から様々な実証実

験が盛んに行われています．例えば，風レンズ風車，水素利

用技術並びに次世代燃料電池の開発，ICキャンパスプロジェ

クトなどです．キャンパス内を散策されますと，これらに関

する施設をいろいろと目にすることでしょう．最も目立つも

のとしては，ウエストゾーン奥にそびえ立つ巨大な風レンズ

風車（写真2）でしょうか．

伊都キャンパスは，博多湾の西の糸島半島のほぼ中央に位

置します．福岡の中心部である天神からは 20 km ほどで，

公共交通機関で約 40分と，利便性も備えています．福岡の

空の玄関口である福岡空港からは，福岡市営地下鉄の利用が

便利です．福岡市営地下鉄の姪浜駅では，JR筑肥線と接続

しており，乗換なく，九大学研都市駅までたどり着けます．

その間，約 40分．そこから，昭和バスの九大線に乗車すれ

ば，約 20分後には，伊都キャンパス内の九大ビッグオレン

ジ前に到着します．博多駅や天神からは，地下鉄線に加え，

西鉄バスの九大直行路線もあります．

伊都キャンパスに最初に工学部が移転してから 10年が経

過しました．移転当初は，食事にも困る状況でした．キャン

パスの周囲は田んぼ，畑ばかりで，少し車で走ると山や海が

あるといった自然の豊かな所でした．そこで，教職員や学生

たちの息抜きの場として，キャンパス内に赤のれん「らんた

ん」ができました．そこは，キャンパスの裏手にある酒蔵

「杉能舎」が運営しており，おかげで当時は，おいしい地ビー

ルのほか，九州大学と共同で作った吟醸酒「九州大吟醸」を

楽しむことができました．残念ながら，今では経営が生協に

代わり，杉能舎のお酒は飲めなくなりましたが，杉能舎は

キャンパスから徒歩圏内にあります．伊都キャンパスに来ら

れた機会に訪ねられてはいかがでしょうか？  昭和バス「元

岡バス停」から徒歩 1分の所です．なお，「九州大吟醸」や

「いも九」といった九大ブランドのお酒は生協売店で購入可

能です．お土産にいかがでしょうか．また，少し離れますが，

糸島には全国的にも有名な博多ラーメンの工場もあります．

そこでは，定番のラーメンに加え，そこでしか味わえない特

別なラーメンも提供されています．

伊都キャンパスがある糸島平野は歴史のある地域です．魏

志倭人伝には，邪馬台国，奴国と並ぶ当時の三倭国の一つで

ある伊都国があり，一大率と呼ばれる邪馬台国の司令官が置

かれ，女王によって統治されたとの記述があります．これら

を裏付ける遺跡が，平原遺跡（写真3）や三雲南小路遺跡など

の弥生時代の王墓です．日本最大の銅鏡「内行花文鏡」（八咫

鏡との同型鏡説あり）をはじめ，数多くの鏡が見付かってお

り，その発見された鏡の数は日本一です．また，副葬品とし

て，当時の中国の高貴な女性が着けていた「耳とう」（ピアス）

も見付かっています．魏志倭人伝に使者が滞在した場所との

記述から，伊都国は大陸との玄関口であったことが伺えます．

そのほか，古事記や日本書紀にある神功皇后の伝承の残る髙

祖神社や鎮懐石八幡宮，吉備真備が担当した古代の中国式山

城である怡土城跡，元寇の防塁など，ほかにも数多くの遺跡

が存在します．伊都キャンパス内にも数多くの遺跡がありま

した．キャンパスの造成は，埋蔵遺跡の発掘と保存はもちろ

ん，周囲の自然にも配慮しながら進められてきました．総合

大会に来られたときに，キャンパス内で保存された遺跡の一

部を見付けられるかもしれません．ひょっとすると，猪やうさ

ぎなどの野生の動物にも遭遇されるかもしれませんね．

海の幸，山の幸にも恵まれた糸島の農産畜産物や海産物

は，福岡ではとても有名で，JA糸島の産直市場として有名

な「伊都菜彩」には，遠くからも多くの人が訪れます．また，

魚もおいしく，天然の塩作りのほか，10月から 3月一杯営

業されている牡蠣小屋も有名です．この機会に是非，お試し

下さい．

電 子 情 報 通 信 学 会

写真 1　伊都キャンパス 写真 2　100 kW級風レンズ風車 写真 3　平原遺跡

ⓒ電子情報通信学会 2016



ⓒ電子情報通信学会 2016252 通信ソサイエティマガジン　No.36  春号 2016

 1．はじめに
昭和44（1969）年に大学院の修士課程を卒業して，

日立製作所（以下，日立）の中央研究所に入社した．
修士課程では，MOS（Metal Oxide Semiconductor）
トランジスタをアナログ回路に適用したときに問題
となる低周波雑音の研究がテーマだった．当時とし
ては，新しい試みで，MOSトランジスタの低電力
性能を生かしてポータブルラジオの増幅器を構成し
たいが，酸化膜と半導体の界面を電子が移動するた
め，半導体表面での低周波雑音が大きく，この雑音
と酸化膜作成プロセスの関係を調べるというのが目
的だった．これは，筆者の指導教員であった（故）
安達教授が，MOSトランジスタの研究開発で，以
前から日立との連携を進めていたので，筆者もその
一員として，参加したためである．
このような関係で，日立の武蔵工場を訪問してお

り，先方の様子もよく分かっていたので，日立を就
職先として希望し，更に半導体関係の研究・開発を
希望した．入社直後の研究所における幹部面接で
は，半導体関係なら，物性がよいか，デバイス設計
がよいかと聞かれ，筆者が電子工学科出身なので，
理学部の物理出身の研究者と物性で競合するのは大

変と思い，躊躇なくデバイス設計を希望した．次
は，電子デバイスか，光デバイスのどちらがよいか
ねと聞かれ，多少迷ったが，これまでと違った分野
での経験を伸ばしたいと思い，当時まだ新しかった
光半導体の研究を希望した．
早速，LED（Light Emitting Diode）の研究開発

部隊に配属されたが，入社後の実習期間の仕事がソ
フト開発グループに机を置いて行った測定装置（分
光器ほか）の自動化であったのは，多少びっくりし
た．物理屋さんが多かったので，電子工学出身なら
ば簡単にできるだろう，と思われたようである．こ
れは，研究所内の人脈作りに加えて，実験装置の在
りかを知るのに役に立った．
入社した翌年（1970 年）に半導体レーザの室温

連続発振が米国とソ連で報告されたので，具体的な
実用化が期待され，これに対して日立は遅れたこと
になった．このため，半導体レーザの研究開発部隊
が強化されることになり，筆者もこれに加わること
になった．この部隊は三つのグループから成り，中
田主任研究員が率いたグループ（伊藤良一，中島尚
男，塚田俊久，茅根ほかが所属，主として実用化を
目指して，信頼性の向上をはじめとして，発振モー
ドの安定化などレーザ特性の向上を目指していた），

　愛知工科大学名誉教授
（株）GVIN 取締役

茅根直樹
Naoki Chinone

半導体レーザの
実用化と
性能向上を目指して
茅根直樹 （正員：フェロー）
1944-05生まれ．1967-03東大・工・電子卒．1969-03同大学院工学系研究科電子工学専攻修士課
程了．1969-04（株）日立製作所中央研究所入社．1979-10～1980-09西独マックスプランク研究所客
員研究員．1990-08日立製作所中央研究所オプトエレクトロニクス研究センタ長．1995-08同社光事
業推進本部主管技師長．1996-05 General Manager, Dallas Advanced System Center, & CTO, 
Hitachi Telecom（USA），Inc．1999-05日立製作所情報通信事業部光部品センタ長．2001-02日本オ
プネクスト株式会社取締役光モジュール事業本部長．2003-03同社業務役員・技師長．2004-04愛知
工科大・工・電子・教授．2014-09同退職．現在，（株）GVN取締役，愛知工科大名誉教授．日本工学
アカデミー会員，電気電子工学会（IEEE）フェロー，応用物理学会フェロー，電子情報通信学会フェロー．
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梅田主任研究員が率いたグループ（中村道治，相木
國男，辻伸次ほかが所属，主として，一世代先の研
究開発を目指して，DFB（分布帰還形）レーザな
どの単一スペクトルレーザや，光電子集積回路など
を手掛けていた）のほか，倉田主任研究員が率いた
グループ（主として高出力 LEDの開発と，化合物
半導体の結晶成長やプロセス技術開発を主体とした
グループ）があり，それぞれ違う観点から半導体
レーザの実用化を目指していた．優秀な人材がそ
ろっており，当時としては，かなり手厚い布陣で
あったように思われる．
筆者は，中央研究所に在籍していた期間，半導体

レーザの研究開発に従事し，その後，工場に移った
後も，その実用化の仕事に携わった．入社直後の，
まだあやふやだった決断が，筆者の生涯の仕事の分
野を決定したことになった．以下，主として中央研
究所において，筆者が携わった研究開発の中で幾つ
かのトピックスについて触れたい．

  2． マックスプランク研究所におけ
るトピックス （面発光レーザ）

日立には，社費により，1年間海外で研究に専念
するシステムがあり，これを希望したところ，当時
の武田部長の計らいで行かせてもらえることとなっ
た．30歳代の最初の頃である．その行き先として，
多少分野は違ったが，光関係の研究をしていた西独
のシュツットガルトにあるマックスプランク研究所
のR. Ulrich 教授の研究室を希望した．当時東京大
学の神谷武志教授に紹介をお願いしたところ，受け
入れて頂くことになった．この頃，
Ulrich 教授の研究室では，光ファ
イバ関連の研究（ファイバセンサな
ど）がメインで，筆者もそのグルー
プに入っていたが，研究室のメン
バーであるR. Zengerle 氏が，一人
で，二次元構造の回折格子の研究を
進 め て い た． そ れ を“Doubly 
Periodic Grating” （1）という名称に
していたので，最初は実態がよく分
からなかった．あるとき（ドイツで
は昼食が盛餐なので，恐らく昼食
時），Zengerle 氏と話をする機会が
あった．筆者のそのときの理解では，
これは二次元的に回折格子を設けた

構造で，光を横から入射すると，二つの回折格子が
直角方向に配置されていることにより面内で光が反
射されるため，二次元的に光が閉じ込められてキャ
ビティとなるものだった．筆者は，その仕組みを教
えてもらったとき，これをレーザの共振器として用
いることを思い付いた．これを使うと，面内でレー
ザ光が二次元的にフィードバックするレーザの実現
が可能であり，更に回折格子の配置をレーザ光の一
部が上方に放出される構造にすれば，大面積の面発
光レーザ光が得られるのではないかと考えた（図
1）．ところが，これを実験する設備も十分ではな
いので，簡単な理論計算をしただけで，現地での研
究は断念した．ただ，日本に帰国してから何とか着
手したいと考えていた．
ところが，日本に帰ってみると，当時光ディスク

に向けた半導体レーザの開発が進んでおり，その実
用化が目前であった．この中で，光源であるレーザ
の出力揺らぎ（強度雑音となる）が実用化を阻んで
おり，この時期には，この低減が重要な課題であっ
た．そのため，光ディスク用半導体レーザの研究開
発部隊に加わることになり，まだ応用先がはっきり
しない大出力の面発光レーザの開発は断念せざるを
得なかった．そのため，特許だけは出しておこうと
思って準備をし，特許部に原案を持ち込んだ．とこ
ろが，特許部の担当者の見解は次のようなものだっ
た．すなわち，これから光ディスク用のレーザの開
発には時間が掛かるから，この面発光レーザに関し
ては，他社の権利化阻止のために，とりあえず実用
新案の提出だけにしてほしいとのことだった．この
ため，本方式のレーザに関する特許提出は残念なが

レーザ光出力

活性層

電極

電極

回折
格子

X

Z軸は紙面に
垂直方向

Y

Z Z

活性層上部にある回折格子は，X，
Y 平面で二次元的に配置されてい
る．このため，図に示すような，周
回モードが存在するが，このモー
ドでは，反射損を小さくでき，かつ
素子内で，長距離にわたって，利
得を得るため，しきい値が低い．

活性層で発生したレーザ光は
二次元状の回折格子の凹凸
により，活性層から上面に放
出される．このため，Z方向へ
放出されるレーザ光は，X-Y
方向とも，広がりの小さな単
一の光ビームとなる．

（a）回折格子部分の上面図 （b）素子の断面図

図 1　二次元回折格子レーザ（実用新案（1981 年））
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ら断念した．実用新案 （2）では，辛うじて，二次元
回折格子を備えた面発光レーザの骨格だけを示す図
面を掲載したが（図 1），その後国内学会で簡単な
発表をした以外は，これに着手する機会はめぐって
こなかった．
ちなみに，面発光レーザについては，東京工業大

学の伊賀教授から垂直共振器方式の面発光レーザが
提案され，今は特に装置内，あるいは隣接する装置
間の光配線に広く実用化されている．また，身近な
分野では，パソコンの光学マウスなどにも応用が広
がっている．上記の二次元回折格子を用いた面発光
レーザはこれとは異なる構造であり，原理がほぼ同
一の考えに基づく面発光レーザは，その後，京都大
学の野田教授から提案され，フォトニック結晶レー
ザの名称で最近製品化が図られている．これから実
用化が進むものと思われる．ちなみに，たとえ上記
の特許が実際に提出されて権利化されていたとして
も，本格的な実用化までには有効期限が過ぎて失効
していることになり，当時の特許部の判断は正し
かったことになる．R. Zengerle 氏は，その後，
Kaiserslautern 大学へ移ってからもこの仕事を継続
し，この回折格子を用いて，レーザビームを二次元
的に導波路に絞り込むなどの発表を最近まで行って
いる （3）．

  3． 日立の中央研究所における
トピックス

3.1　光ディスク用レーザの開発（低雑音化への道）
1970年代の中頃，レコードやテープに代わる次世

代の記録媒体及びプレーヤとして，光ディスクメモ
リが提案され，音声については CD（Compact 
Disc），画像についてはVD（Video Disc）の開発が
始まった．これら，光ディスクメモリの開発には，
これに向けた半導体レーザの開発が課題となり，各
社競って開発を推進した．最初に着手したのは，読
取り専用のプレーヤ向けの素子であった．波長は
780 nm 帯，材料としてGaAs 基板上に成長した
Gax Al1－x As/ Gay Al1－y Asを用いたヘテロ接合構造で
ある．光出力は5 mW程度で，比較的，低出力であ
り，消費電力も小さな応用であったので，当時，問
題視されていたレーザの信頼性は確保される見通し
であった．そのため，実用化については，大きな障
害はないと思われていた．ところが，様々の原因で
発生するレーザ光強度の揺らぎによる雑音が再生の

障害となった．雑音の発生原因としては，半導体レー
ザ単独では，縦モードの跳躍による光強度の揺らぎ
があり，装置との絡みでは，光ディスクからの反射
光の変動による光強度の揺らぎと，波長スペクトル
の揺らぎが干渉じまパターンの揺らぎを発生させる
ために生ずるトラッキングエラーが問題となった．
特に，当時（1970年代後期），開発が進められて

いたアナログの画像再生用VDでは，強度雑音（再
生電気信号の揺らぎ）に対する仕様が厳しく，電流
分布幅を絞った通常のマルチ縦モードレーザを用い
ると，映像にぎらつきが入ることが分かり，このま
までは，光源としては適さないことが明らかになっ
た．この原因としては，このようなレーザでは，縦
モードの多重化が，多量の自然放出光の分配で行わ
れているために，雑音レベル（光出力の強度揺らぎ）
が高いためである．この仕様を達成する唯一の解は，
単一縦モードレーザの駆動電流を，正弦波あるいは
パルス状に印加して，レーザをオンオフし，これに
よって生ずる多モード化を図る方式（以降，高周波
重畳方式という）が有望と考えた．
筆者の研究室では，そのため，小形の数百MHz

帯の発振器をレーザパッケージのそばに置き，発振
器の出力をレーザのDC電源に加えて試してみる
と，雑音の評価では良好な結果が得られた．この方
式をVD装置メーカに持ち込むと，「これは雑音レ
ベルとしてはOKだが，全体の消費電力が大きく
なってしまう．他社は，もっと良い解を持ち込んで
きている」との話があり，結局，日立は敗退してし
まった．後に，その低雑音素子は，直流の電源を印
化しても，レーザ発振が自然にパルス状に発光する
いわゆる“自励パルセーション”素子であることが
分かった．上記の開発が行われていたときに広く知
られていた自励パルセーションは，半導体レーザの
軸方向に直流電流分布を不均一に注入すると，電流
が大きい部分ではレーザ光が増幅され小さい部分で
は吸収されるが，ある条件下でレーザ光をパルス状
に発振させることができるというものであった．パ
ルスの周波数は半導体レーザの共振周波数前後で，
おおむね 1～2 GHz 帯程度である．これによって，
この素子では多モードで発振するので，低雑音化が
可能になる．上記の他社の光ディスク用素子では，
この電流不均一性を軸方向ではなく，その直角方向
に実現させたものであった．これを歩留まり良く発
生させるには，その素子構造が重要なポイントであ
り，新たな開発が必要であることが分かった．また，
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この自励パルセーションは，光出力が低い条件でし
か発生しないので読取り専用でもあった．このため，
いったんはこの市場を諦めざるを得なかった．
後に，光ディスクプレーヤでは，読取りだけでは

なく，書込みも含むことが多くなったので，レーザ
の高出力化が必要となり，これに向けた専用の高周
波重畳回路も開発された．そのため，当初はVD用
に考えられた高周波重畳方式と回路 （4）が，現在は
一般に広く用いられている．一方DC電流下でも生
ずる，自励パルセーションによる低雑音化方式は，
読取り専用の光ディスクでは，現在もなお広く用い
られている．

3.2　通信用分布帰還型レーザの開発
筆者は，光ディスク用レーザ開発の後，通信用

レーザの開発部隊にその取りまとめとして配属と
なった．この部隊は，通信用光デバイスの研究開発
をミッションとしており，筆者の前には中村道治主
任研究員（後に日立製作所副社長）がリーダをして
おり，海底通信用レーザの実用化で，米国のベル研
究所のデバイス部隊を凌駕した実績を持っていた．
筆者がリーダーを引き継いだ頃は（1990 年代前
半），ここでは，次世代の長距離伝送向け分布帰還
型（DFB：Distributed　Feedback）レーザの開発
が緊急の課題であった．この頃は，長距離通信に光
技術が用いられて実績が上がっており，次のター
ゲットとして，更に長距離の無中継伝送が期待され
ている時期であった．これに向けて，デバイス側で
は，単一の縦モードで発振するDFBレーザの実用
化が急務であった．DFB では，素子内部へ凹凸の
回折格子を作り付けて，これにより縦モードの選択
をし，発振スペクトルを単一化することが必要で
あった．このような微細回折格子の作成には，マイ
クロメートル以下の精度が必要であり，通常のフォ
トレジスト工程では難しいので，レーザ光による干
渉露光法を用いる方式が，既に各研究所で報告され
ていた．ところで，均一の回折格子では，必ずしも
100％の歩留まりで単一モードにはならず，素子の
中央で，回折格子の凹凸の位相を 1/4 波長の長さ
だけずらせる，いわゆる 1/4 波長位相シフトレー
ザの開発が急がれていた．しかしながら，位相シフ
トの長さは，当時のフォトリソグラフィー工程では
到達できない，微小距離であった．
ところで，これよりだいぶ前から，中央研究所内

の別の部署では分光器用回折格子の研究が進められ

ており，製品化の実績を持っていた（原田主管研究
員がリーダであった）．これは，ルーリングエンジン
により，機械的に刃物の位置をずらせてガラス加工
し，微小な凹凸の列を作り付けて，回折格子を実現
する方式である （5）．この技術を導入し，線上に極め
て細い孔を空けたマスクをルーリングエンジンによ
り作成して，光源とフォトレジスト膜の間に挿入し，
露光することにより細い孔を空けたレジスト膜を作
製する．次にこのフォトレジスト膜をマスクにして，
半導体表面を部分的にエッチング除去を行えば，極
めて細線の凹凸表面が可能と推測された．この方法
を推し進めて，1/4 波長シフトレーザ用のフォトレ
ジスト膜を実現し，単一縦モードレーザを実現した．
ルーリングエンジン技術の移植は，全く新しい試み
であったが，この実現には，原田主管研究員のグ
ループの方に努力を傾けて頂いた．また，レーザ研
究者の中では辻，岡井両研究員らが実力を発揮した．
これを更に進め，位相シフト場所をレーザ共振器

の中央からずらせば，前方／後方のレーザ出力比を
制御でき，前方からの出力を大きくすることも可能
になった．また，位相調整領域を長くとれば（すな
わち，多数の回折格子数にわたって位相を調整すれ
ば），この部分でのホールバーニング（レーザ光集
中によるキャリヤ密度低化と，これに伴うレーザ発
振波長の不安定化）を抑えることができ，安定な単
一のレーザモード発振維持が可能となった （6）．岡井
氏が，この結果を本会の論文誌に投稿したところ，
その成果が認められて論文賞が授与された．後に，
この方法は，回折格子の電子ビーム露光法による作
成に引き継がれて，活用されている．
通信用DFBレーザの開発について，筆者自身の

関連で付け加えることがあるとすれば，ガイド層の
導入である（図 2）．通信用のレーザ素子について

p電極
P形クラッド層
活性層
光ガイド層

n電極
n形基板

n形クラッド層

レーザ光分布

埋込層

回折格子
設置部分

・光ガイド層は，活性層とクラッド層との中間の屈折率に
してあるので，レーザ光は光ガイド層まで，広がる．
・DFBレーザの場合は，光ガイド層の下側に凹凸を図面
の垂直方向に対して設ける．

図 2　 光ガイド層を設けた埋込ヘテロ構造レーザの断面図
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は，埋込形構造で進めることになったが，問題は，
活性領域が非常に狭いことであり，このため，レー
ザビームが外部に放出されるとき，広がり角がかな
り大きくなってしまう．また，光分布が活性層内に
とどまる割合（閉込め率）が小さくなって，しきい
値電流が大きくなるという欠点が生ずる．これを防
ぐため，筆者は，活性層の下側にクラッド層と活性
層の中間の屈折率を持つ光ガイド層を設けることを
提案し，これにより，光の閉込め領域を拡大して高
出力化を図ることとした （7）．これについても特許
を申請したが，これは受理され，権利化されて，実
施料を毎年頂いた．筆者にとって，最も長期間にわ
たる特許権利となった．
この構造については，DFB レーザの開発以前に

検討を始めたため，単に活性層を薄くすれば，光
ビームは活性層を乗り越えて広がるので，光ガイド
層は不要ではないかとの意見もあった．ただし，
DFBレーザでは，回折格子とレーザ光との相互作
用の大きさ（結合係数）を一定に確保するために
は，光ガイド層の導入が必須であるため，この光ガ
イド層付きの構造が，長距離通信応用では標準的な
構造となった．
米国で例年開かれる，通信業界では権威ある国際

会議であるOFC（Optical Fiber Conference）で，
2013年に光通信用レーザで注目される技術として，
塚田主管研究員が発明した BH 構造（Buried 
Heterostructure）レーザが発明者である御本人の
顔写真入りで紹介された．その同じ画面で，筆者も
顔写真入りで，この光ガイド層付きレーザが紹介さ
れ，その映像が出席した日立の参加者から送られて
きた（図 3）．驚きとともに，世界的にも有名なBH
構造の発明と並べて頂いて，非常に光栄であった．

3.3　多重量子井戸レーザの開発
多重量子井戸構造は，活性層を極めて薄くし，電

子を二次元的に閉じ込めることにより，半導体レー
ザの特性を向上させるものである（図 4）．当初，米
国で提案され，日本でも多くの研究機関で研究が進
められた．結晶成長方式としては，当初は分子線成
長（MBE：Molecular Beam Epitaxy）方式で始め
られたが，より生産性の高い有機金属成長
（MOCVD：Metal  Organic  Chemical  Vapor 
Deposition）方式が一般的になっている．日立でも，
まず波長 800 nm帯のAlGaAs 系材料のレーザで研
究が始められ （8）， （9），高速化 （10）や狭スペクトル化 （11）

などに大きな効果があり，製品化も進められた．通
信用のレーザについても，二次元閉込めによる特性
改善への効果が大きいことが明らかになり，1990
年 代 前 半 から，通 信 用の GaAsInP 系，及 び
AlGaInAs 系材料でも開発が進められた．この前後
の時期に，日立の中央研究所では，光通信のシステ
ム開発部隊と，これに向けた光デバイス開発部隊が
一体になった“光エレクトロニクス研究センタ”が
発足し，部長として，システム開発を率いていた前
田稔主管研究員（当時）が就任した．
当時，筆者の率いた部隊では，量子井戸構造レー

ザの開発のため，新規のMOCVD装置の導入が喫
緊の課題であった．そのため，この組織の発足に合
わせて，AlGaInAs の MOCVD 装置の提案を行っ
た．高額の装置のため，希望が首位の提案でなけれ
ば，通らないだろうと，新組織の目玉として1位の
提案にしてもらい，首尾よく発注にこぎ着けること
ができた．ところが，後で確かめたところでは，旧
組織では 2位以下の提案だったらしく，新組織の発
足のおかげで開発を早めることができたのは幸いで
あった．特に，この時期大きな期待を持って開発し

図 3　 米国光ファイバ通信国際会議（2013 年）で紹介され
た埋込ヘテロ構造レーザ（講演スライドを撮影）
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P形クラッド層

障壁層
量子井戸層（膜厚＜10 nm）

n電極
n形基板

n形クラッド層
レーザ光
分布

斜線部が量子井戸活性層（この場合３層）で，全体で
レーザ発振に寄与する活性層となる．この図では，
レーザ光は，紙面に垂直方向に放出される．
歪量子井戸構造では，量子井戸部分と障壁層部分の
間で格子定数が異なるため生ずるひずみにより，
特性の向上が可能．

図 4　多重量子井戸構造レーザの断面図
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ていた10 Gbit/s 伝送装置と，これに向けたデバイ
ス，モジュールの開発を加速することができ （12），
このような新しい組織を立ち上げる重要性について
も実感した．
これらの活動が認められ，当時，同様に量子井戸

構造レーザの開発をリードしていた米国のルーセン
ト社のWon Tsang 氏，日本電気の水戸郁夫氏とと
もに，筆者が日立を代表して，実用化に対する先駆
的貢献として本会の業績賞を頂いた （13）．ところで，
この授賞式にWon Tsang 氏に米国から来て頂いた
にもかかわらず，筆者は，米国に赴任を命ぜられた
日と重なり，出席できなかった．これを後々も冗談
交じりにWon Tsang 氏から言われることになって
しまったのは残念であった．これはともかく，今日
では，この多重量子井戸構造を備えていない半導体
レーザは，ほぼ皆無であろうと思われる．
次の展開として，量子井戸構造の中で，井戸層

（発光層）を挟むバリヤ層のみに，不純物を添加す
る変調ドープの方式を，日立の魚見研究員とともに
提案した （14）．ドーピングによって発生した過剰の
多数キャリヤは，量子井戸層に落ち込んでいるの
で，僅かのキャリヤを外部から注入すれば，レーザ
発振が可能となる．また，微分利得という高速の変
調特性の指針となる値も向上するので，直接変調時
の高速性能の向上も期待できる （10）．また次のステッ
プとして，量子井戸構造において，活性層とその両
側にある障壁層との格子定数を異ならせて，人為的
にひずみを作り付けたひずみ量子井戸構造を開発し
た （11）， （15）．この導入により，更にスペクトル線幅
の低減も可能となるので，コヒ－レント通信用光源
としても有望であるため （16），注目を集めた．現在
では，量子井戸構造は半導体レーザの活性層として
様々な応用分野で標準的に使われている．

 4．おわりに
以上，主として，中央研究所時代に，半導体レー

ザに関係した光技術の研究開発に携わった経験を，
特に様々な開発状況と応用分野を意識して紹介し
た．その後，中央研究所から，神奈川県の戸塚工場
内にある光技術推進本部へと移って，光通信用モ
ジュールの開発に携わった．その後，日立の通信関
係の米国法人であるHitachi Telecom USAにおい
て，テキサス州のダラス郊外に新設されたDallas 
Advanced System Center に移り，米国の現地人

と日本からの出向者から成るその組織の長として，
設備や体制の立上げを行った．当時，期待されてい
た光クロスコネクト装置の開発を，米国の電話会社
の御指導の下に推進することが主な目的で，共同実
験まではこぎ着けたが，残念ながら，本格採用まで
至らなかった．ただし，その結果が出る前に，筆者
は戸塚工場の光モジュール事業部隊の統括を命ぜら
れ，日本に戻った．
このモジュール部隊は，2001 年に米国のファン

ドの出資を受け，Opnext という名前で独立した．
筆者もその会社に移り，取締役となったが，その
後，愛知県にある大学教授のポストへのお誘いがあ
り，2005 年に移籍して 2014 年に退職した．
これまで，社内外の多くの方々にお導き頂いて，

仕事を進めることができた．お世話になった全ての
方を紹介できなかったが，心から感謝の言葉を申し
上げたい．とりわけ，ダブルヘテロ接合レーザの発
明者の一人である元ベル研究所（後に日本電気）の
（故）林巌雄氏には，日本企業間の壁を取り除いて，
自由闊達な議論により日本の技術力を高めた功績に
感謝を捧げたい．
日立における光半導体技術とその事業に関して，

その後の動きに言及すると，通信応用については，
米国企業のOpnextを経てOcraloの傘下に入った．
一方，民生・産業応用については，ウシオ電機の傘
下に入った．いわば，更なる事業発展のための事業
環境を，カーブアウトにより選択したとも言えよ
う．技術の上でも，事業の観点からも，飛躍的な成
果を上げられるよう，今後のますますの発展を期待
したい．
最後に付け加えると，Opnext を退職した直後，

日立の中央研究所関係で上司であった方から，大学
へ誘われて，10年間教鞭を執った．大学に在籍し
ている途中で，やはり中央研究所で知り合いだった
別の方から，Open Innovation（開かれた技術革新）
を標ぼうする，GVIN（Global Venture Industry 
Network）という名の，事業機会を紹介する調査会
社（代表取締役：桑原裕）に誘われて仕事を始め，
大学勤務を終えた現在でもその仕事を続けている．
人とのつながりは，どこで生じ，またどこで復活す
るか分からないものである．それだからこそ，いつ
でも大切にすべきと思っている次第である．ただし，
相手の期待に応えるためには，バックボーンとなる
真実に迫る考え方，あるいは，一方では，広範な知
識などを磨いておくことが望ましい．もちろん相手
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の満足するレベルには，到達しないかもしれないが，
努力の跡は見えるものと思われる．
また，文献欄の最後には，その時々に依頼されて

投稿した，機関紙における巻頭言や解説などを数篇
紹介したが （17） ～ （21），必ずしも，全ての依頼に応え
たわけではなく，またこれらの解説も見方に偏りが
なきにしもあらずであり，必ずしも良い出来ではな
いかもしれない．ただし，外に開かれた人との交わ
りを進めるためにも，このような依頼も可能なら
ば，丁寧に応えていき，場合によっては議論を巻き
起こすことも望ましいと思う．

■  文献 （上記の技術内容に直接関連した代表的な論文から選択して
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ノーベル賞授賞式に思うこと
ComEX 編集委員長 山田寛喜

Hiroyoshi Yamada

2015年のノーベル賞物理学賞が東京大学の梶田氏
へ，生理学・医学賞が東京理科大学の大村氏へ授

与されました．日本からの研究成果とその社会的貢献
が，世界最高峰の栄誉であるノーベル賞として評価さ
れたことは，理工系の研究者として大変うれしいもの
でした．これで日本人のノーベル賞受賞者は 24名と
なり，そのうち 21 名が自然科学系です．特に 2000
年以降の受賞は目覚ましく，14人にも上ります．電子
情報通信学会にゆかりのある方も受賞されていること
は，皆さんも御存じのことかと思います．
さて，日本の自然科学研究のレベルは世界的に高く
今後の日本も安泰，と思いたいところですが，残念な
がらそうではなさそうです．ノーベル賞受賞者のほと
んどの方は，研究成果を論文として発表してから数十
年の期間を経て受賞されています．「ノーベル賞受賞の
秘けつは長生きをすることだ」というジョークもある
ほどです．これは2000年以降受賞した多くの研究は，
その数十年前の高度成長期からバブル崩壊以前に行わ
れたものであることを意味しています．バブル崩壊後
の 1990 年代の経済停滞を「失われた 10 年」，更に
2000年以降も含めて「失われた 20年」と呼ぶことが
ありますが，経済停滞は科学技術研究への投資の減少
をもたらし，以前は「10年後の未来を見据えた研究」
という意気込みだった研究機関も「3～ 5年後に成果
につながる研究テーマ」という，やや近視眼的で成果
主義的な色彩を帯びた方向性に変わってきた感が否め
ません．受賞者の先生方のみならず，研究者の多くが，
今後の研究成果のレベル低下を危惧していることは報
道でも散見されるとおりです．
明治以降，及び，戦後の日本の科学技術研究復興及
び発展の歴史の背景には，欧米の模倣だけでなく，日
本独自の工夫があったはずです．単なる物まねや改良
では，真の意味でオリジナルな研究は生まれません．
最近のノーベル賞関連の研究のみならず，八木・宇田
アンテナ，KS鋼，土星型原子モデルなど，古くから
独創的な研究が数多くなされています．ICT 分野の発
展が加速度的に進んでいる今，インターネットからは
ん濫する情報の中での研究に取り組む姿勢にも工夫，

独創性が必要な時代です．
このような話をすると，情報通信機器や工業機械製
品，更には情報通信サービスなど，グローバルな展開
が求められる分野では，国際的に受け入れられる必要
性のため日本発の独創性を発揮することが難しいと考
える人がいるかもしれません．しかし独創的であること
と国際的であることは別で，ガラパゴス化を恐れていて
は何も生まれません．日本には先に記した以外にも独創
的な研究や物が数多くあります．それを海外に発信し，
宣伝することで初めてグローバルな展開が始まります．
さて，独創的な研究成果のグローバルな展開の一つ
は，言うまでもなく論文発表です．皆さんの多くが，
本会の総合大会，ソサイエティ大会や研究会などで，
研究成果を発表されていることと思います．ただし，
そこで終わってはグローバルな展開は望めません．通
信ソサイエティでは，このB-plus をはじめ，和文，英
文論文誌，英文レター誌 Communications Express
（ComEX）を発行しています．これらを通した情報発
信が不可欠です．特にComEXでは，独創的なアイデ
アをスピーディに発信することが可能で，この記事を
目にする頃には，（採録決定後，速やかにWeb 上に公
開する）早期公開も始まっていることかと思います．
これらの早期公開版も研究者個人のホームページ等で
公開可能です．研究成果が国際的に認められるために
は，まずは発信しなければ始まりません．それだけで
なく，広く周知する努力も必要です．価値のある大会
や研究会での成果の多くが，世界に発信されずに埋も
れてしまっていると感じています．是非，大会や研究
会でのコメントを踏まえて発展させた内容をComEX
へ，そして内容をより充実させ英文論文誌へ投稿して
下さい．お待ちしております．
ちなみに本会は，間もなく 100周年を迎えます．こ
れからもその名のとおり日本からの電気・情報・通信
分野の成果を発表する代表的なプラットホームとして
発展するものと期待しています．そのためにも，皆様
からの貴重な研究成果の発信（＝投稿）をお待ちして
おります．ノーベル賞から始まり，随分脱線しましたが，
こんなことを思った2015年のノーベル賞報道でした．

巻 末 言

Afterword
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小特集   ICT で強くなる・ 
健康になる

私の研究者歴   青山友紀

開発物語：フェーズドアレー気象レーダの開発
技術と制度のおはなし：安心・安全な電波利用環境の整備について
街 plus 探訪 ：大連暮らし
子どもに教えたい通信のしくみ：携帯電話のSIMカードでできること

  ……他，御期待下さい

「学会」って，一般の人たちから見たら，よく分からない
怪しい団体としか認識されていないのかと思います．研究
者にとっては，「学習」，「刺激」，「発表」，「議論」，「評価」，
「親交」，そして「楽しみ」の場だと思います．  （M.T.）

もうすぐ新年度ですね．これから学会に参加する方も
多いかもしれません．今回の小特集が少しでも「学会」
についての理解のお役に立つとうれしいです． （N.Y.）

編集委員になって初めての小特集担当でした．私にとって
学会とは何かを再認識するよい機会になりました．多くの
方の御尽力に支えられていることを感謝しつつ，編集委員
として与えられた仕事でお返しできればと思います．
  （K.K.）

開発物語「MU レーダ」の編集担当をさせて頂くことで，
本技術が多くの関係各位の努力のたまものによるもの
であることが実感できました．今後も気象分野での技
術革新には，きっと目を見張るものがあるでしょう．
 （Y.A.）

一般の方は「学会って何？」という感じだと思います．少
しでも知って頂ければうれしいです．また，技術者であっ
ても活用していない方，「学会なんて意味ない」とお考え
の方も多いと思います．御活用下さい！  目指せ，将来の
ために科学技術が結集し，飛躍する場！  （H.H.）

電子版を無償化して 1 年がたち，おかげ様でアクセス
数は大幅に増加しています．一方で「冊子版も欲しいな」
という声もよく聞きますが，別売していますので是非
買って下さい（笑）． （K.K.）
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説明文（約 300 字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジン HP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
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36The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

VERA 石垣島観測局の電波望遠鏡
平野拓一（正員：シニア会員）

　石垣島は透き通ったエメラルドグリーンの美しい

海で有名だが，それだけではなく，非常に美しい星空

も見ることができる（天の川も！）．市内から見える

前勢岳の頂上には石垣島天文台があり，中部の於茂

登岳の麓には国立天文台 VERA（VLBI Exploration 

of Radio Astrometry）石垣島観測局がある．VERA

石垣島観測局には口径 20 m の大きなパラボラア

ンテナがあり，名蔵ダムから眺めると（東シナ海

からの電波を避けるために）山陰にひっそりと 

隠れている．VERA は VLBI（Very Long Baseline 

Interferometry，超長基線電波干渉法）の技術によ

り，水沢局（岩手県），入来局（鹿児島県），小笠

原局（東京都）と合わせて 4 局のデータを総合的

に処理し（素子間が非常に離れたアレーアンテナ），

星の位置を調べて銀河系の三次元地図を作成する

プロジェクトである．宇宙の構造・起源を知りた

いという夢に動かされて地道な計測が行われてい

るのを実感した．



●東京支部教育イベント「子ども科学教室」を通して
──子どもたちの豊かな好奇心を引き出す── 

●研究会が実施する「子供の科学教室」

小特集学会とは
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電子情報通信学会通信ソサイエティマガジン
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留学生から学べ！
ロシアからの留学

開発物語
MUレーダー

街plus探訪
北陸の研究開発拠点

「いしかわサイエンスパーク」散歩

科学館・博物館めぐり
国土地理院「地図と測量の科学館」訪問記
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●学会の意義と役割 ──電子情報通信学会を例として──

子供の科学教室について

電子情報通信学会って何をしているの？ ──具体的な活動を知ろう──

海外の学会の紹介

●学術活動について

●論文とは ──読み手,書き手,査読編集の視点から,良い論文に向けて── 

●東京支部学生会の紹介

●IEEEの紹介と日本での学会活動
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通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議

「Welcome Party」
学生会員や若手会員の方々が、諸先輩方と自由にコミュニケーションできる場の提供を目的として、

8 回目の「通信ソサイエティ Welcome Party」を開催致します。

●様々な場で活躍されている技術者、研究者の方々と自由に交流できます。
●どなたでも無料で御参加頂けます。

通信ソサイエティ企画

の御案内

学生・若手の皆様へ

2016年 3月15日●火（大会初日）17:30～19:00
九州大学　ビッグダイニング（ビッグさんど 地下1階）

プログラム

・ パネル展示（企業・公的
 機関、研究専門委員会）、
 並びに意見交換会

御参加の皆様との交流をお楽しみ
下さい（軽食を御用意します）。

・通信ソサイエティ会長挨拶
・研究専門委員会の活動の紹介

17:00
受付開始

17:30
第一部

18:00
第二部

19:00
閉会

ビッグダイニング
（ビッグさんど 地下1階）

【パネル展示企業・公的機関（50 音順）】（予定）
NICT、NEC、NTT、NTTドコモ、OKI、KDDI 研、
産総研、住友電工、ソフトバンクモバイル、
電子航法研、東芝、 日立、フジクラ、富士通研、
古河電工、三菱電機、等

是非、
お気軽に

御参加下さい。




