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ご　 挨    拶

横浜電子情報工学会　会長挨拶
　会報第25号の発行に当たって一言ご挨拶申しあげます。
経済活動のグローバル化の進展により、大学の秋入学による外国人留学生の受入れや英語
による授業など、グローバル化に対応した教育や研究活動の見直しなどの大学改革や、企
業の採用・人材育成のグローバル化への対応が強く求められております。世の中の変化に
対応するために、横浜電子情報工学会としても、卒業生のみならず在校生や教職員も含め
た幅広い交流が望まれていると思います。
　このような状況に対応して、組織、会員、活動、会費等の抜本的に見直しを行ない、昨年
11月に開催しました横浜電子情報工学会の総会で会則を変更致しました。特に大きな変更と
しては、平成24年度入学の理工学部、数物・電子情報系学科、電子情報システム教育プログ
ラムと情報工学教育プログラムの新入生を学生会員として受入れたことです。
　４月６日（金）～７日（土）には、新入学生会員を中心に卒業生会員と多くの教職員が参加して合宿を行い大いに交流を深
めることができました。来年は更に多くの卒業生や教職員に参加して頂きたいと考えています。
　また、従来の同窓会名簿に変わって、個人情報の保護と会員同士の交流の活性化等を目的としてWebを用いた同窓会
システムの導入を進めております。
　本システムの活用により更に会員同士の交流が活性化されることを期待しています。
横浜電子情報工学会としましては更に活動内容の充実を図り、会員にとって有意義な会にしてまいりたいと考えておりま
すので会員各位の積極的なご参加、ご協力をお願い申し上げます。

電子情報工学科長/電子情報システムEP長挨拶
　昨年度から引き続き本年度も電子情報工学科長および電子情報システムEP長を務めさせ
ていただいております羽路です。
　23年３月には一昨年度は震災のため行えなかった全学卒業式を挙行し、152名が電子情報
工学科を卒業いたしました。卒業生の進学意欲は高く、89名が工学府電気電子ネットワーク
コースへ、29名が環境情報学府情報メディア環境学専攻へと進学しております。他大学大学
院へも11名が進んでいます。
　また、電子情報システムEPとしても２期目の１年生を迎え入れ、この学生たちからは入学
時から同窓会の会員として加入させていただくこととなりました。早速４月６－７日には新
入生合宿を上郷・森の家にて行い、互いの親睦を深めるとともに、OBの方々にもご参加いた
だき、今後の勉学意欲を高め、個々のキャリア設計などについてもおおいに啓発されたと思
います。今後もOBの方々にはご講演などご協力いただく機会も増えてくると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
　異動といたしましては、５年間お勤めいただいた小野文枝先生(助教)が４月より情報通信機構NICTへ移られました。
また、事務室には以前おられた尾沼博子さんにお手伝いいただいております。
　さて、我々教員は今後とも電気・電子・通信・情報の分野において、高度な社会（医療）インフラストラクチャ・システム
の構築、電気・電子機器や材料の研究・開発などを学生とともに進めてまいりますとともに、自立・自律した人材を社会に送
り出してまいります。どうぞ、OBの方からも我々にご意見やご注文をお気軽にいただければと思っています。
　以上、簡単ではございますがご挨拶と大学の近況報告とさせていただきます。同窓会の皆様には今後ともご支援のほど、
よろしくお願いいたします。

情報工学EP長挨拶
平成23年度～24年度情報工学EP長を務めさせていただいている有澤です。平成23年４月に長
い伝統を誇る横浜国立大学工学部が理工学部に改組され、多くの新しい教員を迎えて新しいス
タートが切られました。私個人のことですが、昭和49年に横浜国立大学に奉職当時は電気工学
科、次いで情報工学科、昭和60年改組により電子情報工学科、そして今回4度目の所属変更と
なります。今までの電子情報工学科は電子情報システムEPと情報工学EPという二つに分かれ、
それぞれの特徴を生かした新しい教育体制による教育が着々と進んでいます。EP（Education 
Program）という教育体制になってからまだ２年目ですが早くも情報工学EPの学生には新しい
特徴がみられます。その一つは目的意識が明確なことで、大部分の学生は入学前から「とにか
くコンピュータをやりたい」、「最先端の人工知能を作ってみたい」など明確な意志をもってお
り、希望に満ちあふれて当EPに来られたように感じます。また世の趨勢に反して受験倍率も高
く難関の一つとなっています。こんな出来たてのEPですが、これから学生たちが高学年に進み、卒業研究、大学院進学/就
職などをどのように指導して行ったら良いか、教員一同いつも議論しています。情報工学EPは小さい所帯ですが、教員同士
の連携が非常に密であり、また学生の顔も一人ひとりが見える社会なので、コンピュータ・サイエンスの真髄を（時により
独断と偏見も込めて）教えこめるのではないか、また学生たちの若い感覚を生かして新しい研究分野を切り開けるのではな
いかなどと期待を膨らませているところでもあります。昨今の日本の状況をみるとやや落ち込みがちで、成長・発展から持
続性（sustainability)を重視する方向に向かっています。しかし情報工学とは本来的に安心・安全や持続性を高めるための技
術要素であり、同時に工学の大きなブレークスルーを生みだす独創性の高い分野といえます。学生たちと共に「役に立って
面白い事」を目指して日々研鑽に励んでいるこの頃です。皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

三上　哲郎（昭和50年卒）

教授　羽路　伸夫

教授　有澤　　博
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会則変更のご案内

会則変更について

　昨年11月５日に開催された総会におきまして、組織、会員、活動、会費に関する以下のような会則変更を役員会が提案
し、出席者の賛成多数で承認されました。これまでと比べても大幅な変更となりますため、皆様にもこの内容を御一読い
ただき、ご理解を賜りますと共に、本会の新しいサービスの御活用、本会の新しい活動への参画をよろしくお願いします。

出身母体について　
　平成23年度に工学部が理工学部に改組され、電子情報工学科は１年生から数物･電子情報系学科電子情報システムEP／
情報工学EPに変わりました（年次進行）。今後、この新学科を本会会員の主な出身母体として組み入れることとしました。
（注。 EPとはEducational Programの略です。数物･電子情報系学科には４つのEPがあります。このうち上記の二つのEP
が電子情報工学科におよそ対応しています。）

会員名簿作成の廃止とWEB情報管理システムの運用について　
　従来、本会の主要な活動の一つであった会員名簿作成は、個人情報保護のために情報量が減り、徐々に実効性がなく
なってきたため、定例の発行を見送っていました。そこで冊子体の名簿を正式に廃止し、これに代わるWEBシステムを
立ち上げます（裏表紙の案内参照）。ここに各会員が情報を登録すれば、必要な内容が必要な相手に公開されるようにな
り、会員同士の交流が可能になります。近い将来、本会からのニュースやイベント情報、会員からのアナウンス、就職情
報などを見ることができる掲示板としての機能を加え、会員の皆様に役立てていただきたいと考えています。

学生会員の導入と学生支援について　
　学生数の増加、若者気質の変化などで学生どうしの交流が減っているため、卒業後の同窓生の交流も希薄になっていま
す。これを改善するため、平成24年度の入学生から学生会員として同窓会に組み入れました。また本会が既に行ってきた
学生支援活動（父母会、講演会、謝恩会の一部）を充実させ、さらに新入生のための合宿、学生の総会への参加、同窓生
による就職支援セミナーなどの企画を加えます（新入生合宿は既に実施済み、別ページ参照）。卒業（または大学院修了）
した学生会員は自動的に正会員とします。退学者は原則として退会とします。これは年次進行で実施します。平成23年度
以前の入学生についてはこれまで通りです。

会費、終身会員、名誉会員について
○ 維持会費積立金が増え続けていますが、預金利息収入がほとんどなくなっています。またこの積立金をさらに増やすと、
資金管理上、問題になる可能性があります。そこで積立金は維持しつつ、維持会費の今後の受け入れは中止し、賛助会
費に集約します。
○ 入学時に学生入会金３万円を徴収します。これは学生支援活動に積極的に利用します。
○ 年会費は維持しますが、会員が増え続けているため、会費徴収業務が肥大化しています。これを簡素化するため、終身
会員の条件を引き下げます（学生入会金＋賛助会費＋従来の維持会費＋寄付金の累積額３万円）。多くの会員に終身会
員になってもらい、その人たちの会費徴収業務を削減します。したがって、学生入会金を支払った学生には、以降の年
会費徴収は行いません。
○ これまでの終身会員条件（賛助会費＋維持会費＋寄付金の累計10万円）を満たす会員は名誉会員とし、有料イベントの
無料化など、特典を用意します。上記の新しい終身会員についても、名誉会員になるための賛助会費受け入れは継続し
ます。
 （役員会）

　　賛助会費納入のお願い（終身会員に向けて）

　会則変更のページでご説明しましたように、本年度より維持会費が廃止されて賛助会費に一本化され、また終身会
員費が従来の10万円から３万円に引き下げられました。したがいまして、毎年の煩雑な年会費支払いを賛助会費（一
口1万円）のお支払いに切り替えていただき、累積３万円（従来の維持会費の累積を含む）を達成されますと、以降
のお支払いが不要となります。これは事務局の作業縮減にも大変ありがたく、皆様にご協力いただけますと幸いです。
各会員の累積額につきましては、Emailもしくは電話にて事務局（連絡先は会報の裏表紙参照のこと）にお問い合わ
せください。どうぞよろしくお願いしいたします。
　注）今回の会則変更では新たに名誉会員（累積10万円）も設定させていただきました。3万円を越えてお支払いい
ただきました賛助会費は名誉会員に向けたお支払いとさせていただきます。また名誉会員になられた後の賛助会費の
お支払い、これらと重複した年会費も本会へのお志として拝受しております。どうぞご理解ください。
 （事務局）
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横浜電子情報工学会会則

横浜電子情報工学会会則　（太字下線部分が改訂箇所）
　（平成元年７月２日　一部改正）
　（平成５年７月４日　一部改正）
　（平成10年７月11日　一部改正） 
　（平成13年７月14日　一部改正）
　（平成16年７月10日  一部改正）
　（平成18年７月８日　一部改正）
　（平成19年７月７日　一部改正）
　（平成22年７月10日　一部改正）

１．名　称 
本会を横浜電子情報工学会と称する。本会の事務局を下記に置く。
〒240-8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台79-５ 
TEL　045-339-4112･4113　FAX　045-338-1157

２．目　的 
　本会は会員相互の連絡と知識の交換並びに親睦の場となると同時に会員と関連団体との連絡提携の場となり、

横浜国立大学工学部電子情報工学科を中心と
して、電気・電子・通信・情報工学に関する学術の進歩普及と産業の発展に寄与する事を目的とする。

３．事　業 
本会は、下記の事業を行う。 
（１）総　会　　 原則として毎年１回開催する。
（２）  
（３）
（４）
（５）その他、２．の目的を達成するために必要な事業を行う。

４． 会　員 
本会は次の会員をもって構成する。 
（１）正会員 
　　  　電子情報工学科とその前身の卒業生、

現旧教職員、本会に貢献し総会で適当と認められた者。また､ 大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻修了者
は、本会への帰属の資格を有す。

（２）学生会員 
　　  　

（３）賛助会員 
　　  　本会の目的に賛同し､ 発展を希望して賛助会費を納入する法人または正会員。
（４）  
　　  　

５．学年幹事
（１）学年幹事は学年毎に任意の方法で１名以上選出される。
（２）学年幹事は以下の任を負う。
　　 ・各学年所属会員についての情報収集及び情報管理
　　 ・本会事務局及び同窓会役員との窓口

６．役　員 
（１）会の運営のために次の役員をおく。 
　　 会　　長　　１名　　　　　副会長　　若干名
　　 会計監査　　１名　　　　　理　事　　若干名
　　 常任幹事　　若干名　
（２）役員の任務は次のとおりである。 
　　 イ　会長は会を総括代表する。
　　 ロ　 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はあらかじめ定められた順位によりその任務を代行する。
　　 ハ　 理事及び常任幹事は、会の運営に関する事務及び連絡業務にあたる。但し、１名は会計幹事とする。
　　 ニ　 会計監査は会計報告書を監査し､ その結果を総会に報告する。
（３）役員の選出は次のようにして行い、総会において承認を得なければならない。 
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横浜電子情報工学会会則

　　 イ　会長は、役員会の推薦に基づき総会において決定する。
　　 ロ　副会長及び会計監査は、会長が指名する。
　　 ハ　理事及び常任幹事は、会長及び副会長が合議の上指名する。
（４）役員の任期は２年とする。但し、重任は妨げない。

７．相談役
（１） 副会長以上の役員の閲覧を有する会員の中から役員会で推薦し､ 総会の承認を経て相談役を委嘱する事が出来る。
（２） 相談役は会長の諮問に応じ、役員会に出席して本会の運営に意見を具申する事が出来る。
（３） 任期は役員に準ずる。

８．役員会 
（１） 会長、副会長、会計監査、理事、常任幹事をもって役員会を構成し､ 会則の変更を必要としない範囲で会の運営に関

する事項を決定し､ 遂行する。
（２） 役員会は、役員の２名以上の発議により会長が召集する。

９．会　計 
（１）本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
　　  ①年会費　②入会金　 　④賛助会費　⑤寄付金　⑥本会の財産（例：維持会費積立金）の運用から生ず

る収入　⑦その他の収入
（２） 役員会の承認により前会計年度末の維持会費積立金残高の10％を上限に当該年度の経費収入に組み入れることができ

る。また、維持会費 から組み入れた収入に年度末で剰余金がある場合は、役員会の承認により、その全額また
は一部を維持会費 に組入れ戻すことができる。

（３） 賛助会費は取崩し可能な積立金（賛助会費積立金）に組み入れる。役員会の承認によりその残高の全部または一部を
経費収入に組み入れることができる。

（４） 

（５） 

（６） 会計幹事と会計監査は、総会においてその前年度の会計結果と監査結果の報告をそれぞれ行う。 
（７）本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

10．会　費 
（１）正会員は、年会費規定を納めなければならない。
（２） 入学、編入、転EPにより学生会員として新たに本会に入会する者は、学生入会金を納めなければならない。
（３）学生会員を経ずに正会員として新たに本会に入会する者は、入会金を納めなければならない。 
（４）賛助会員になろうとする者は、賛助会費を納めなければならない。

11．会則の変更 
会則の変更は、役員会の議を経て提案し、総会の議を諮って決定する。
［付則］本会則は平成24年４月１日より実施する。
１．会費規定
　　会費等については以下の通りとする。 
　　（１）年会費　　　　　2,000円 
　　（２）入会金　　　　　3,000円 
　　（３）学生入会金　 　30,000円
　　（４）賛助会費
　　　　 個人賛助会費　　年額10,000円を一口として一口以上。
　　　　 法人賛助会費　　年額50,000円を一口として一口以上。
　　　　 個人賛助会費を納めた会員はその年度の年会費を免除する。
　　（５）寄付金　　　　　金額に関する規定なし。
　　（６） 学生入会金、賛助会費、維持会費（本会則変更前）、寄付金の納入累積合計が3万円以上に達したら終身会員とし

て登録し、以後の年会費を免除する。
　　（７） 賛助会費、維持会費（本会則変更前）、寄付金の納入累積合計が10万円以上に達したら、名誉会員として登録する。
２．組織規定
　　 会長は役員会の承認を受けて、必要に応じて事業を実施する目的でワーキンググループを設置及び廃止することができる。
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新入生合宿報告

新企画 ～新入生交流合宿～ WG報告

　新たに導入された学生会員。入学と同時に入会してもらった多数の
新入生への最初のサービス企画として、本学科では前例のない（？）
一泊合宿を敢行しました。これはその最初の記録です。
　桜満開前の４月６日（金）～７日（土）、開講初日の夕方から新入
生93名、同窓生･教員15名を乗せた団体バス３台が大学から出発しま
した。車中では挨拶代わりのBGM：学生歌「みはるかす」。向かう先
は金沢八景にほど近い上郷森の家、豊かな森に囲まれた宿泊施設で
す。到着すると早速、全員が体育館に集合。起立のまま同窓会長･三
上さんのご挨拶と同窓生･教員の自己紹介、そして聞いたばかりの「み
はるかす」を全員で練習しました。夕食後は相部屋の学生どうしが円
陣を組んで詳しい自己紹介と質問タイム、さらには大学や学科にちな
んだクイズ大会。ユニークな設問とチーム得点競争が会場を大いに盛
り上げました。ちなみに優勝賞品は授業でも使うCプログラミング教
科書。宿泊は各部屋に８名前後が振り分けられ、深夜を通した交歓
があったのでは？と想像します。
　翌朝は朝食後、ホールに集合し、全員で「みはるかす」斉唱。こ
れでもう忘れないでしょう。続いて会長、教員、同窓生が新入生に
向けたメッセージを述べました。挨拶！笑い！前向き！自主性！挑
戦！知識ではなく勉強法を学ぶ！などなど。さらに会長と教員が壇
上のパネラーとなり「未来はどうなる？」、「GeneralistかSpecialist
か？」、「キャリアか愛か？」を討論しました。実は前夜、新入生に
も同じテーマを宿題にしておいたので、パネラーのシリアスな意見
と新入生のユニークな回答が楽しいセッションを作り上げました。
最後は広場でバーベキュー。薪を割って炭火を熾し、食材を切って
火に載せ食べる！指導なしでも作業がどんどん進んで盛り上がる有
機的な展開が大学生の第一歩を感じさせてくれました。現地解散後
はバス停に向かう一群の他に、上郷の森の散策に出かけた
学生たちも。
　初回でどうなるかと様々な心配がありましたが、天候も
身方してくれて無事終了しました。新入生の皆さんが互い
を知るきっかけになったのは間違いありませんし、教員と
学生と同窓生が直に触れ合ったこれまでにない企画になっ
たと思います。他の学年にも印象を尋ねたところ、「自分た
ちにもあったらよかったのに」という意見が多く聞かれま
した。来年度以降、他の皆さんの参加も得て続けて行きた
いと思います。何よりも会長･同窓生をはじめ、多くの教員
有志に深く感謝する次第です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （教授　馬場）
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情報工学EP教員の紹介

　昨年度の理工学部への組織改組に伴い、新たに３名の先生方が情報工学EP所属の教員として、本同窓会の一員となら
れましたのでご紹介いたします。

情報工学EP　教授　田村 直良
　平成９年９月までは、工学部電子情報工学科に所属しておりました。それ以降、教育人間
科学部、環境情報研究院と所属先が変わり、名称は変わりましたが学部担当としては理工学
部に戻ってきたことになります。教育人間科学部では、マルチメディア文化課程を担当して
おりました。同課程は、「メディア」という語をキーに、それをデータの様態ととらえる数理
情報系と、その上で展開される文化を扱うメディア文化系、それら二つの講座により支えら
れていました。電子情報工学科と比べて、完全にソフトウェア志向、さらに文化を論じるこ
とを目的とする学問教育領域を担っていました。研究面では、本学に着任以来ずっと、自然
言語処理の研究分野に従事してきました。独創的なモデルの提案と、それを計算機環境で実
働させてしまうことが情報工学に共通するアプローチですが、マルチメディア文化課程や教
育人間科学部の先生方には、言語や文章論に関わる先生も居られ、新しい見方、参考になる
ことや教えて頂く事項も多くありました。研究面以外でも、いろいろな分野の先生たち（研究者）がそれなりに主張され
ることは、一般教養的に刺激的ではあります。
　大学院についてはずっと同一の専攻を担当しておりましたが、昨年度より新規発足の情報工学EPを、昔一緒だった先
生方と担当しております。小さいですが、ようやく純粋に情報工学としての教育ユニットが発足したと実感しております。
現在、ほとんど新EPでの担当授業が始まっていませんが、卒研指導など学生さんたちとのより密接な関わり合いを楽し
みに期待をしております。

情報工学EP　准教授　マーティン ロジャー
　Although I have been a faculty member at Yokohama National University since 1999 (my original 
appointment being with the College of Education and Human Sciences), I was reappointed to newly 
founded College of Engineering Sciences last year. I now concurrently hold posts, as an associate 
professor, in the Department of Information Media and Environment Sciences in the Graduate 
School of Environment and Information Sciences as well as the Department of Mathematics, 
Physics, Electrical Engineering and Computer Science in the College of Engineering Sciences. 
　I received my Ph.D. in Linguistics from the University of Connecticut in 1996. My area of 
specialization is linguistic theory, in particular syntactic theory, and biolinguistics. Working 
mostly within the Chomskian generative tradition, my main research goal is to shed light 
on the structure of the computational component of the human language faculty, as well 
as how this component fi ts within the overall architecture of the human mind (including 
its interfaces with external components regulating thought and speech). I am also very 
interested in questions pertaining to the acquisition of language by individual humans and the evolutionary origins of 
language in the human species, as well as the genetic and neural bases of language. 
　Having taught these topics, at the undergraduate level, to students in the College of Education and Human Sciences 
for the past 13 years, I look forward to working with students with very diff erent backgrounds, skills and interests in 
the College of Engineering Sciences. 

情報工学EP　准教授　藤井 友比呂
　この（平成24年）４月で、本学に着任して４年目を迎えます。現在、環境情報研究院に所
属し、教育担当としては、理工学部・情報工学教育プログラムに加えて、教育人間科学部・
マルチメディア文化課程（平成22年度入学生以前）、環境情報学府・情報メディア環境学専攻
を担当しております。
　専門とする研究領域は、多くの方々にとってはなじみが薄いかもしれませんが、認知科学と
呼ばれる学際的領域の一分野をなす（理論）言語学と呼称される分野です。簡単な研究事例を
挙げますと、日本語において「ヒロシは先生に誰が来たか教えました」や「ヒロシは誰に先生
が来たか教えましたか」と異なり、「ヒロシは誰に先生が来たか教えました」は不自然な文で
す。どんな規則の体系に私たちはしたがっているのでしょうか。そして、このタイプの不自然
な文を不自然であると大人に教えられることはないのに、そのような直観を日本語話者の、お
そらく全員が共有しているのはなぜなのでしょうか。この分野は、自然言語（＝数式やプログ
ラミング言語でない、人間が話す言語）の話者がもつ文法知識とは厳密にどのようなものか、その知識の有り様について
何か一般的な制約はあるのか、そして制約がある場合はどのような制約なのか、そのような制約を子どもはどのようにし
て獲得するのか、その制約は究極的に何に由来するのかといった問いに関心を寄せる分野です。
　理工系の学部で言語学者が理論言語学関連の専門科目を教えているケースは、日本では本学理工学部のほかにはないと
言ってしまってよいように思いますが、このような（言語学者にとっては）希有な、興味深い環境で仕事ができることの
強みを意識しつつ、教育・研究に励みたいと考えております。今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。

教授　田村　直良

准教授　藤井友比呂

准教授　マーティン　ロジャー
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学生支援の記事

電子情報工学科大ゼミ（同窓会支援企画）「先輩からのメッセージ」
（社会で活躍するOB/OGから学生の皆さんの将来に向けた提言）

　昨年秋の総会では大幅な会則変更（別ページ参照）が認められました。そこで新たに導入されたのが学生会員。これま
で卒業生･修了生のものだった同窓会の対象が在学生まで拡大され、本企画も晴れてメンバー間の正式な交流行事となっ
たわけです。さて、昨年度の講師は図らずもグローバル経験豊富な方々となりました。近年、日本が本気で取り組まざる
を得なくなった国際化。企業では国内生産→輸出の構図が現地生産･販売へと変化し、海外に出て行かなければジリ貧に
なるかもしれない難しい状況が伺えます。社会で活躍する皆様にも参考になる話が多いのではないでしょうか。

新本哲夫さん （1971年卒、経営人材育成コンサルティング）
「グローバル化が進展する社会に向け大学で学んでおきたいこと」
― NECで計18年の多彩な海外経験の末、現在は企業の海外展開コンサルタントを経営する新本さ
ん。英語の教科書を1000回読んで覚えた英語を携えてアメリカ、中国、アジア各国など21ヶ国
に出張･駐在。各国の事情に対応し、人付き合いのドラマを経験しながら業務に苦闘したお話
しを伺いました。アメリカでの入札における盗聴、中国の政治戦略など話題の生々しいこと！
物事を多角的に捉える複眼思考が困難を打開する秘訣とか！

安田陽さん （1989年卒、関西大学）
「風力発電と国際規格のおはなし」
― 風力発電の研究で国内を牽引、国際規格化会議にも参加する安田さん。世界的に見ると風力発電
は既に原発の１/２の発電量を生んでいるという話には皆びっくり。日本語が情報鎖国を生む、
日本は環境後進国、国際規格化は勝ち負けはなく誰でも参加して発言･説得すれば受け入れられ
る、といった指摘には考えさせられました。夢を追うのもいいが先ずは目の前を全うすべき、
Generalist対Specialistどちらを目指すべきか、といったアドバイスや問いかけは学生にも強く印象
に残ったはず。

澁谷長史さん （2003年卒、筑波大学）
「若手大学教員奮闘記」
― 本企画のこれまでの最若手、澁谷さん。人工知能を研究しながら学生→助教に至る様々な体
験をご紹介いただきました。鳥人間サークルでプロペラの流体設計をしたとき電磁気のビオサ
バール法則が登場して感動、様々な分野のつながりを実感した逸話や、授業以外の時間に先生
はどこにいるの？授業中に先生が見ているノートは何？、博士号を取ってどんなキャリアパス
があるの？などなど、在学生が考えそうな素朴な疑問と回答は若手ならではの初々しさ。人生
で大事なのは「元気」（巨大なフォント）！

伊藤俊彦さん （1975年卒、日立製作所）
 「YNUからグローバルに広がるビジネスチャンス」
― 入社時はオイルショックで仕事がなく、草むしりからスタートしたという現同窓副会長の伊藤さ
ん。当初は英語がやりたくなかったにも関わらず、現在は大型産業システムを各国に売り込むグ
ローバル活動の中心におられます。ハーバードビジネススクールAMPでの厳しい研鑽のお話に加
え、アメリカ、中国、インド、アフリカなど様々な国際展開において、英語がないと何もできない、
日本人採用を減らして現地採用を増やさざるを得ないといった難しい現実もご紹介いただきまし
た。

鈴木扇太さん （1984年卒、NTT）　
「豊かなコミュニケーション社会を拓く光通信技術」
― 筆者の直接の先輩で、学生時代は750ccライダーでもあった鈴木さん。最近、NTTのネットワー
ク研究部長に就任されました。まずは昨年の3.11の際のNTT災害対策本部の苦闘のお話。太平
洋につながる海底光ケーブル６本のうち５本が切れ回線が太い1本で乗り切った、東北は海沿
い回線が寸断され内陸回線で凌いだ、などなど。動画サイトやスマートホンのおかげで光ネッ
トワークは年率40%増の急成長。20年で1000倍になりそうな勢いだそうです。



9

Al
um

ni
 A

ss
oc

ia
tio

n 
of

 th
e 

De
pa

rtm
en

t o
f E

le
ct

ric
al

 E
ng

in
ee

rin
g 

an
d 

Co
m

pu
te

r S
ci

en
ce

, Y
ok

oh
am

a 
Na

tio
na

l U
ni

ve
rs

ity

学生支援の記事

洲崎崇之さん （1997年卒、GE Healthcare）
「医療業界の特殊事情とグローバル企業で働く楽しみ」
― 学生時代は犬に対する磁気刺激を研究した洲崎さん。外資系医療機器メーカーに入社後はMRI
断層撮影装置を手がけ、現在は多数の外国人で構成される新製品開発チームの舵取り役：イン
テグレータとして活躍されています。海外との電話会議は朝出勤中が多い、高齢化が進む日本
は人口あたりの医療機器が最も充実した国、世界が日本市場を目指して開発いるという話には
驚きました。また検診したことがない自分にとっては、MRIの騒音がひどいという話も初耳で
した。

三上哲郎さん （1975年卒、日立電線） 
「情報通信の波」
― 年度の最後は現同窓会長に締めていただきました。ここでもNTT在籍時からの多彩なグローバ
ル体験談が登場。金髪美女とのお付き合いを目指して米軍ラジオで培った英語力、NTTアメリ
カ出向時のNY9.11で金融データ喪失回避に貢献したクラウドサービス販売、富士山→芸者→日
立電線といった「つかみ」テクニックで外国人を魅了したプレゼンスピーチ、遅いインターネッ
ト回線はWorld Wide Wasteなどなど話が止まりません。人生の成功の秘訣は、人を幸せにす
る「笑い」と適度な緊張感を保つ「挑戦」!

大学院授業の英語化に向けた特別企画

― 大ゼミではありませんが、今年４月、大学院生向けガイダンスで
上記の伊藤さんに再登場いただきました。というのも、昨今の急
速な国際化で英語がますます重要になってきたことについて学
内で議論･検討を重ねた末、電子情報工学科の大学院組織の一つ
である電気電子ネットワークコースが修士課程の授業をほぼ完
全に英語化する取り組みを本年度から始めたためです。英語の必
要性を学生に認識してもらうと共に外向きのコミュニケーショ
ン意識を持つよう、伊藤さんから学生たちに強いメッセージを
送っていただきました。

　本企画の初回、まさに最初の講演でNECの大竹さんに「グローバル！」と語っていただいてから５年が経ちました。
当時も既に十分にその波が感じられましたが、昨今の激変は黒船以来の感もあります。社会の要請に応じて大学も組織改
革、教育改革を進めていますし、同窓会もより実効性のある形に変えようと役員会一同取り組んでいます。本企画は今後
もどんどん続いて参ります。多くの同窓生の方にホームカミングしていただき、後輩たちへの語りの場を楽しんでいただ
ければ幸いです。本年度もどうぞよろしくお願いします。
 （1985年卒馬場俊彦（本学教員））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本学科OB／OGであればどなたでも！

　　　　　自薦／他薦は問いません。　　あなたも学生に語りかけてみませんか？

大ゼミ講師募集中
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クラス会だより

昭和39年卒　クラス会開催（2012年３月29日） 学年幹事　　堀　　龍之

　昨年11月、パシフィコ横浜で開催された「MWE2011」に、クラスメートの黒野修さんに誘われて参加しました。同じ
クラスメートの伊藤龍男さん（UCLA教授）の、IEEE　MTT-S　Career　Award　受賞を祝う祝賀会と記念講演会が
あったのです。その際、電気39年の同窓会をやろう、という話になり、日取りは彼の次回来日に合わせて、2012年３月29
日としました。
　黒野、田中繁夫、堀、の３名が幹事役を務め、場所は東京・日本橋の居酒屋に設定して、クラス各位に声をかけたとこ
ろ、参加者は25名となりました。
　当日は天候にも恵まれ、午後６時、最遠方から参加の伊藤龍男さんの乾杯でスタート、以降各自の近況を紹介、懇談し
ました。全員古希を越えていますが、身体の年齢はさておき、気持ちは元気です。〆は四国・徳島から参加の中島宣明さ
んで、次回同窓会は2年後開催、となりました。

（参加者、敬称略）出雲章弘、伊藤龍男、伊藤正斎,桶田吉紀、窪田茂樹、黒野修、香西甲矢夫、佐久間利昭、佐土徳行、
鈴木耀夫、鈴木寿夫、鷹野致和、高橋弘忠、田中繁夫、中島宣明、羽下雄之輔、橋口住久、畠山重光、花沢順、日高佳也、
堀龍之、森弘之、山口巖、山本瑛一、和田金三
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クラス会だより

第15期(昭和42年卒)　クラス会 学年幹事　　影井清一郎

　15期のクラス会活動は、全員に参加を促すものと、随意でご参加頂くもの、それと中間型の３つのタイプがあります。

　隔年７月開催のクラス会が、昨年桜田門で開催し、24名が出席しました。当時、最も若手の教授であられた関口先生に
ご出席頂きました。

会誌「むつごろう」
　前回のクラス会だよりで紹介しました毎年発行のク
ラス会誌（有志執筆、全員配布）の第７集（約100頁）
を昨年発行しました。今年も第８集発行へ準備進行中
です。
　書きたいこと、書いておきたいこと、あまり書きた
くはないが勇気をだして書いてみようかと思うこと、
など何でもありです。書くこと（アウトプット）は読
むこと（インプット）より脳を10倍も活性化させると
いう説もありますから、ボケ防止には良いかもです。

むつごろう会
　既に現役リタイアされた方も多い中で、適時、任意参加で開催するイベントの「むつご
ろう会」は、枯れない好奇心と健康維持、旨い物への欲求をベースに観月会、観桜会、名
所を歩く散歩の会などが実施されました。
　今春は、隅田川を水上バスで上り、満開の桜とスカイツリーを眺めて、すき焼きに舌鼓
を打って来ました。

（平成23年７月23日 法曹会館 富士の間 にて）

第６集表紙（平成22年） 第７集表紙（平成23年）
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ベンチャー企業特集

　本会にご関連の皆様の中には、ベンチャー企業を起業し、世の中で求められているものを的確に分析し、提供すること
により活躍されている方々もいらっしゃいます。そのような方々をご紹介し、会員の皆様のビジネスチャンス発見や進路
決定のお役に立てることを目的として、本特集を企画しました。

　第一回目は昭和39年電気工学科入学で、同入学の同期会・YK39会のメンバーでいらっしゃる坂口さんのベンチャー企
業をご紹介いたします。

株式会社 プラネット
　社名プラネット「Planet」 は、新たなことやものを企画「Plan」する、周囲と
協働「Net」 する集団というコンセプトに由来します。
　ソフトウエア技術を磨き、ソフトウエア技術で社会に貢献するというモッ
トーにして、経験５～10年の中堅技術者10人で会社を創立しました。
　これまでネットワーク構築・運用やソフトウェア開発の受託をおこなう一方
で以下のようなソフトウェア製品を企画・開発してきました。
　（１）バーコード作成ソフト「BarStar」
　（２）バーコードラベル作成ソフト「LabelStar」
　（３）出席管理サポートシステム「Caross」
　（４）携帯端末認証モデル「SeaMss」
　特に「BarStar」「LabelStar」はプリンタメーカー様をはじめ様々な分野で利
用されています。
　そのようななか数年前に、特許4536329号の専用実施権を得て、遠近両用めが
ね作製用の視線測定装置「Epiload」を商品化して販売を開始しました。読売広
告社との提携により、次第にめがね業界での周知度も上がり、めがね店での具
体的な契約も増えてきていますで、今後の発展が楽しみです。
　人との出会いが、弊社発展のキーワードです。新たな製品、新たな顧客は、
みな、人との繋がりで出てきたものです。また、経済環境の厳しい中での投資
や融資に横浜国立大学の同期生たちが大きく支えてくれています。
　このようなご縁も、絶えず自己成長するという社員の熱い想いと顧客を大切
にする心を評価していただいているのではと思っています。
　これからも高い志と暖かな心を保ちながら仕事をしていきます。
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研 究 室 紹 介

吉川研究室
 電気電子ネットワークコース／電子情報システムEP
 教授　吉川　信行

　本研究室では、新しい動作原理に基づく電子デバイスを用いて、大規模集積回路（VLSI）の性能を極限的に向上させ
ることを目標に研究を行っています。
　例えば、単一磁束量子（磁束の最小単位）を情報の１ビットに対応させれば100 GHzを超えるクロック周波数で動作す
る超高速ディジタル回路を作ることができます。更に、超伝導回路を断熱的にゆっくりと動作させれば、現在の半導体回
路に対して百万分の１のエネルギーで情報を処理できます。量子状態を利用した量子コンピュータは、従来不可能だった
膨大な計算を短時間で実行できる可能性を秘めています。一方、デバイス自体の機能が新しくなると、これらの機能を生
かすために、新しい回路アーキテクチャやシステムアーキテクチャの検討が必要になります。我々は、極限的な性能を持
つVLSIシステムを、デバイスの動作原理、アーキテクチャならびに設計手法という多方面から眺め、研究を行っています。

 
 

西島研究室　　　　　
 電気電子ネットワークコース／電子情報システムEP
 助教　西島　喜明

　本研究室では、プラズモニクスに関する研究を行っています。プラズモニクスは光と金属表面の自由電子との相互作用
によって誘起される現象であり、ナノメートルの空間に光を局在化させることにより様々な非線形光学現象を観測するこ
とが可能となります。本学に着任してからは、電子線リソグラフィーやフォトリソグラフィーの技術を駆使することによ
り①金、銀あるいは銅といった様々な合金を用いてプラズモニクス材料の開発、②遠赤外～テラヘルツ帯域における増強
場の構築と分子系との相互作用、③フォトニック構造と金属ナノ構造体との相互作用に関する研究。と、材料開発・機能
の探求・応用に向けた技術開発を求めて、新たに立ち上げてスタートしました。これらの研究を達成することにより、光
触媒・太陽電池の高効率化や高感度センサーの開発を低コスト・低環境負荷材料を用いて実現することができるように、
研究を行っています。

 

20GHz単一磁束量子マイクロプロ
セッサチップ

低温VLSI実験室の様子

本研究室で作製した合金ナノ構造体(上)と遠赤外共鳴メタルマイクロホール構造体
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研 究 室 紹 介

高橋研究室
 電気電子ネットワークコース/電子情報システムEP
 教授　高橋冨士信

　身近になってきたスマートフォンやカーナビには、高橋研の研
究課題が詰め込まれています。まずは皆さんご存じのGPSナビ。
もともとは星からの電波を受ける宇宙測位技術が衛星電波でも高
精度なナビを可能にして、いまや日本人のスマホや携帯のナビ必
需品となってしまいました。しかし余りにも当たり前になって日
本ではブラックボックス化が進んでしまい、その原理が分かる人
材はわずかになってきています。高橋研では一番基本の天文・測
地・測位から受信・信号処理まで実践的に勉強しています。いざ
というとき米国や中国など外国の衛星に依存していては国民の安
全を守ることができません。準天頂衛星はわが国の測位衛星第一
号で、高橋研は注目される成果を挙げはじめています。またイン
ターネット衛星WINDS利用した医療ICT実験にも精力的に取り組
んでいます。これらの観測結果は高速ネットワーク接続により大
学やサテライト・ラボなどに伝送されています。高橋研ではLinuxサーバやコンピュータネットワーク実験にも意欲的に
取り組んでいます。JAXA・NICT・国土地理院などと緊密に連携して、実践力のある学生を育成するようにしています。

松本研究室
 環境情報学府・情報メディア環境学専攻／情報工学EP
 教授　松本　　勉

【情報・物理セキュリティの研究】
　サイバー攻撃等や電子化・情報化に起因する多様なリスクを軽減し、セキュ
リティが維持された持続可能な社会を構築することは大きな課題であるとい
えます。松本研究室では、情報の論理的側面と物理的側面や、人の思考・行
動をも総合的に考え、人・モノ・データ・お金・ソフトウェア・ハードウェ
ア・ネットワーク・生活・ビジネス・社会に係るセキュリティの基礎から応
用までの未解決問題を研究対象としています。特に、計算リソースの制約、
リアルタイム性のニーズ、ユーザビリティとの相反などにより、従来はセキュ
リティ技術を導入できなかった厳しい環境においても利用可能となるセキュ
リティ技術の考案に挑戦しています。具体的には、
【インフラストラクチャ向け組込みセキュリティ技術の革新】
　クラウド向け超高速秘密分散ストレージ技術、電力通信のリアルタイムセ
キュリティ技術、自動車の内部ネットワークセキュリティ（図１）と外部通
信セキュリティ、
【ソフトウェア・ネットワークセキュリティ技術の革新】
　サイバー攻撃の早期検知、攻撃コード・マルウェアの解析、機能の不当な改
変や秘密データの不当な読出しに強いソフトウェア（耐タンパーソフトウェア）、
【端末・ハードウェア・人のセキュリティ技術の革新】
　ハードウェア・デバイスの耐タンパー性・耐クローン性強化、物体と不可
分の固有情報抽出技術、人工物メトリクス、バイオメトリクスセキュリティ
評価（図２）、などの研究に強みをもっており、産業界や国と連携して「情報・
物理セキュリティ」技術分野を深めるとともに、また研究を通じてセキュリ
ティ直観力（対象のセキュリティの本質を見抜くセンス）を強化するための
教育方法論の開発も実践しています。

図２． バイオメトリクスのセキュリ
ティ評価用テスト物体

図１． 車載ネットワークセキュリティ
実験システム
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24 3  

学部学位記授与後 修士学位記授与後 

23年度　成績上位５名表彰

　 高林　健人様
　 杉本　祐亮様   
　 品川　淳 様
　 澤田　正貴様
　 吉田　稔 様
　 山本　尚希様

 以上、５名の皆様おめでとう
ございました。記念品といた
しまして腕時計が三上会長よ
り授与されました
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名簿管理システム導入のご案内

 同窓会システム検討WG
 リーダ　岸川　徳幸
背景と経過
　昨今の個人情報保護強化の流れにしたがい、会員の皆様に配布していた名簿が2007年を最後に中止されました。名
簿は、同窓生が相互の連絡先を知る手段として役立っていましたが、その配布が中止されたことにより連絡先を得る
有効な手段のひとつがなくなってしまいました。
また、事務局側としても名簿が提供できなくなったことにより会員の皆様から情報のフィードバックがなくなり、そ
の結果、情報が古くなり価値が落ちはじめています。　
　同窓会にとって、会員名簿データはとても重要で、連絡先の喪失によって同窓の絆が失われていくのは耐え難い損
失です。同窓会役員会では、その問題解決のための議論を続けてきました。その結果、ITに強いメンバーを加えた上
で2011年２月に同窓会システム検討WGが発足しました。WGでの１年にわたる検討の結果、名簿管理のシステムを
Webサーバの上で提供していただける複数の企業のなかから、株式会社イーストゲート社のアルムネット（http://
www.alumnet.jp/）を選択しました。

そしてこのたび、名簿をシステム内へアップロード、2012年６月から利用できるようになりました。

１．アルムネットの特徴
　　●　名簿の安全性が高い
　　　　▷　ログインの連続失敗に対して一時的にアクセス禁止となる
　　　　▷　ログインの記録が保存される
　　　　▷　自分の情報について公開範囲を限定できる
　　●　情報交換の場として機能が豊富
　　　　▷　同期の連絡が容易にできるグループ機能
　　　　▷　リアルな集まりをサポートするイベント機能
　　●　低価格

２．アルムネット導入の効果
　アルムネットを利用することで以下のような名簿を利用した会員内の交流活動が可能になります。
　　●　検索機能により同窓生同士の連絡が容易になる
　　●　同期会の開催通知が行えるので、同期会の開催が容易になる
　　●　OBと学生間の連絡が可能になり学生の就職支援が活発になる

会員の皆様へのお願い
　当該会報の封筒には、皆様各自のログインIDとPasswordが記載された用紙を同封しております。ぜひ会員の皆様
には、ログイン（http://www.ynu-dnj.alumnet.jp/）の上お使いいただきたく思います。

　今回のシステムは、まだ導入したばかりで至らぬ点も多々ありますが、今後とも機能強化、活用法のご提案など会員
の皆様のお役に立つよう努力を続けていきます。
　皆さまに於かれましても、システムを育てるという見地から色々なご意見等を事務局までお寄せいただけると幸い
です。
 以上

～事務局からのお知らせ～
　３万円以上までの（終身会員）、10万円以上までの（名誉会員）累計額をお知りになりたい方は以下の連絡先まで
お問い合わせください。

横浜電子情報工学会

〒240-8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台79－５　横浜国立大学　工学部　電子情報工学科棟内
横浜電子情報工学会　事務局　　火・水・金　10：00～17：00
TEL：045-339-4113　FAX：045-338-1157　Email：dnj-doso@ml.ynu.ac.jp
横浜国立大学　電子情報工学科：http://www.dnj.ynu.ac.jp/DNJ/index-j.html
横浜電子情報工学会：http://www.yoshilab.dnj.ynu.ac.jp/obog/index.html

会員の皆様には、同窓会システムにログインいただき
・ご自身のデータを現在のものに更新
・なるべくご自身の情報について会員向けに公開
をお願いしたくおもいます。

同窓会システムの導入について重 要 !!




