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横浜電子情報工学会会長挨拶
会報27号の発行にあたって一言ご挨拶申し上げます。

技術革新の加速と経済のグローパル化、更には長寿化の進展に伴って、卒業生の皆様は

益々ご活躍され、楽しい人生を送られておられることと存じます。

戦後の高度経済成長による、f年功序列、終身雇用、 年金生活jが保証された時代が終わ

りつつあり、卒業生のみならず、在学生にとっても新しいワークスタイルやライフスタイ

ルが求められています。

ネットワークの発展により、ビジネスの世界では国境を超えて、クラウドソーシングや

クラウドファンデイングの活用が始まりましたが、大学教育でもMOOC:Massive Open 

Online Courseのような聞かれた教育も始まりました。

このように環境変化の激しい時代に、大学のあり方の見直しが強く求められていますが、

残念ながら過去の慣習や制約等から、必ずしも新たな環境に適応できる状況にあるとは言えない状況にあります。

当同窓会としては、日々激変するビジネス環境で活躍されている卒業生と、在学生や教職員がバーチャルなネットワー

クでは得られない、温もりのある リアルな関係を作り、少しでも大学改革に貢献したいと考えており ます。

この一環として、学生会員化、入学時の合宿、卒業生からの講義、同窓会システムの活用、今年からは学生会員の同窓

会総会懇親会への招待等、交流の機会を拡大しておりますので、皆様の積極的な参加をお願い致します。

哲郎 （昭和50年卒）三上

電子情報システムEP代表／電子情報工学科長挨拶
本年度も電子情報システムEP代表および電子情報工学科長を務めさせていただきます足

立です。

平成26年3月に全学卒業式を挙行し、 130名が電子情報工学科を卒業いたしました。卒業

生の内、 71名が工学府電気電子ネ ットワークコースへ、 27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。他大学大学院へは6名が進んでいます。

また、電子情報システムEPとしては4期目の 1年生を迎え入れ、入学時に同窓会の会員

として加入させていただきました。4月4～ 5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

のキャリア設計なとε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、高橋先生 （教授）、カトフ先生 （研究教員）、元井先生 （研究教員）が退任され、野Iii奇先生 （研

究教員）が新たに着任されました。

本学科およびEPでは、今後とも電気 ・電子 ・通信・情報の分野において、高度な研究 ・開発を学生とともに進めてま

いりますとともに、優れた人材を社会に送り出してまいります。OBのみな様からのご助言やご意見をお寄せいただけれ

ば幸いです。

以上、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。

武彦

情報工学EP代表挨拶
平成26年度の理工学部／数物 ・電子情報系学科／情報工学EP（教育プログラム）代表およ

び工学部／電子情報工学科／情報工学コース代表を担当しております松本です。横浜電子情報

工学会の皆様には日頃の様々なご支援につき改めて感謝申し上げます。例年入学式の週の末に

行われる電子情報システムEPと情報工学EP合同の新入生合宿も、 学生から大変好評です。

理工学部はこの春、発足4年目の完成年度を迎え、情報工学EPも東日本大震災直後の平

成23年4月に入学した4年生以下、全学年の学生が揃いました。情報工学EPのカリキュラ

ムは、情報工学の基礎を濃密に学べる体系を組んでいることが特徴です。カリキュラム設計

時の期待通り、志の高い学生の関心を継続的に惹きつけることができていると考えておりま

す。一例をあげますと、平成25年4月に入学した現2年生が受験した入学試験 （前期日程と

後期日程があります）から、理工学部は従来に比して前期日程入試の定員を増やましたが、

情報工学EPの前期日程試験も後期日程試験も多くの入学志望者を得て、まず入り口面で極

めて好調です。また理工学部では 1年生の終了時の成績等の要件が整うと学科内で転EPができる制度がありますが、 平

成25年度、平成26年にそれぞれ1名、情報工学EPに転じた学生がおります。

このように意欲のある学生の教育につき、担当教職員一向、情熱を持って工夫を重ねているところです。数物 ・電子情

報系学科は、電子情報システムEPと情報工学EPの他に、数理科学EPと物理工学EPを含む巨大な学科です。情報工学EP

設置時に新設した特徴ある講義科目がありますが、それらを複数のEPの学生が一つのクラスで履修する機会も増え、新

たな文化が生まれつつあると認識しております。

諸々の環境が大きな転換にある今日、新4年生がじっくりと卒業研究を行い、先輩である皆様にとっても見所があると

評価していただける情報工学EPの第 1期の卒業生として、無事平成27年3月を迎えられるよう、教員は学生とともに努

力してまいりますが、横浜電子情報工学会の皆様からも、各方面からのご支援を引き続き賜れれば大変幸いで、ございます。

本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

足立教授

勉松本教授
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高橋先生への「贈る言葉」

高橋富士信先生の定年退職・名誉教授称号授与を祝して

本年3月本学を定年退職された高橋冨士信先生に、感謝とお礼の気持ちを込め

て、高橋先生の本学への貢献などについて本会の皆さんにご紹介させていただきま

す。

高橋先生は、昭和46年に名古屋大学理学部物理学科卒業、 48年に東北大学大学院

理学研究科地球物理学専攻修士修了され、郵政省電波研究所 （現情報通信研究機

構 ：NICT）に入官され、平成16年に退職されました。その31年間、 主にVLBI（超

長基線電波干渉計）の研究分野での世界的権威として活躍し、衛星電波利用計lJllj.
通信、標準時刻ならびにネットワークアーキテクチャーなどの分野で部長、 I拘束支

所長、総合研究官、主席研究員を歴任されました。その問、昭和60年に東京大学大

学院理学研究科より学位取得され、米国NASAゴダード宇宙飛行センター客員研究官、 JICA要請によりフ ィジーの南太

平洋大学理学部客貝教授を併任されました。

本学では、 平成12年から本学大学院工学研究院知的構造の創生部門（電気電子ネットワークコース）NICT述携講座客

員教授、平成16年より同部門教授として、文部科学省21世紀COEプログラム 「情報通信技術に基づく未来社会基盤の創生」

における衛星やインターネット利用によるユピキタス医療の中心となり、本学の研究教育に貢献されました。平成19年か

らは、本学未来情報通信医療社会基量産センターの教授として、グローパルCOEプログラム 「情報通信による医工融合イ

ノベーション創生」の研究教育に従事し、同センター執行委貝として運営に貢献し、医療情報通信技術の研究教育ならび

に国際連携による臨床・社会笑験に成果を上げられました。

その聞に、郵政大臣表彰（H2）、米国NASA長官賞（H2）、 科学技術長官賞功労賞 （H6）、米国地球物理学会功労メ

ダル (H21）、日本ITU協会'.D・国際協力武 （H21）を受賞されました。

教育面では、優しさと包容力のある人柄により、学生はもとより i隙貝からも敬愛され、数物・電子情報工学科に自由な

気風をもたらされました。学部教育では「コンピュータネットワーク」、大学院では「高精度環境計iMIJ」を担当し、基礎

から最先端の専門学術までの広い学問領域を豊富な学識に基づいて教授し、確かな基礎知識と優れた応用力を身に付けた

多くの学生を社会に送り 出されました。

以上のように、高橋先生は本学の学術研究と工学教育に貢献し、多くの優れた人材を育成し、 本学の国際的な評価を高

めることに貢献し、本学の発展に果たした功績は誠に顕著であり、本学名誉教授の称号を付与されました。

河野隆二（昭和54年卒、工学研究院教授、未来情報通信医療社会基盤センター長）

H26,3,7高橋先生最終講義にて

有津先生への「贈る言葉」

有j畢1専先生は、昭和48年3月に東京大学理学部を卒業され、同年4月より

富士通株式会社にて勤務された後、昭和49年12月に横浜国立大学工学部に助

手として採用になられました。昭和56年に講師になられた後、助教授を経て

平成 7年に大学院工学研究科教授となられました。 この問、昭和61年に京

都大学より工学博士の学位を授与されています。平成8年には電子情報工学

科長を務められ、平成13年に大学院環境情報研究院に配置換えとなりました

が、 40年近くの長きにわたって本学の教育研究や管理運営に貢献されまし

た。

先生は、情報工学、並びに、情報工学と医学の連携融合分野の研究を推進され、研究活動だけでなく社会活動の面でも

この分野の発展に貢献されました。特に、データベースの設計理論の分野で日本における先駆的な役割を果たされ、平成

13年には概念モデリング国際会識を本学に誘致し、成功を収められました。また医学との連携融合分野では、PET,CT. 

MRIなど画像診断機器の検査画像から、がんを中心とする異常領域を発見して自動診断を行うシステムを構築し、 医療機

関と共同で研究プロジェク トを推進されました。これらの功績が評価され、「我が国のデータベース禦明期よりその発展 ・

振興へ多大の貢献をされ今日の興隆の礎を築いた」として平成24年3月に日本データベース学会功労賞を受賞・されていま

す。

教育面では、誠実で、JU捨な人柄によって学生に慕われ、多くの優秀な人材・を社会に送り出すだけでなく 、先生自らが設

置に携わられた双方向日画質迫｜煽講義システムによってアジア ・アフリカ地域の9か国10大学を結ぶ地球規模の講義を笑

現されま した。

有i筆先生のこれまでのご尽力に心より感謝し、お礼申し上げるとともに、先生のこれからのますますのご活脱とご健康

をお祈り申し上げます。
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富井尚志 （平成6年卒、大学院環境情報研究院准教授）



新任教員紹介

平成26年4月より研究教員として着任致しました。活イ壬Hi！は新たな生活への不安を感じ

ておりましたが、先生方はじめ職員の方々や学生のみなさんに支えていただきながら、今

では非常に充実した日々を送っております。

大学・大学院では制御工学を援用した人間動作の解析や再現に取り組んで参りました。

位置決めを目的とする数値制御に端を発し発展してきた従来のロボットの運動は、長年の

経験に下支えされ力強さと繊細さを兼ね備えた人！日！の動作には迫く及びません。しかし、

遠隔操作システムを用いることで人間の動作を高精度に抽出することが可能であり、また、

得られた情報を解析することで動作認識や技能解析、さらには再現が可能となります。物

言わぬ人間の動作を理解し実現することは容易なことではありませんが、少子高齢化に起

因する熟練技能の消失や労働力の減少に歯止めをかける有効な手段であると信じ、日々研究を進めております。

今後は自らの研究はもちろんのこと、教育・育成にも尽力していきたいと考えており ます。学生の好者T心がかきたてら

れ、学生自身が研究の意義や喜びを感じ自発的に学ぶ、そんな環境づくりを心がけながら、学生のみなさんと向き合って

いく所存です。ご指謀、ご鞭縫の程よろしくお願い致します。

野崎

貴裕先生野崎

クラス会だより

出
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クラス会幹事836卒横浜国大電気工学科昭和36年卒（YNUEE36)

今年のクラス会を10月30日午後12時から15時頃まで、NEC芝クラブ (JR凹町駅近く ）で開催しました。

出席者は、倉田 （山崎）、塚原、野々村、松本守、松本慈、宮崎、渡辺の諸氏、 7名でした。

話題は、配布資料（名簿）に記載の個々人の近況に加えて、研究室の先生方の消息、電話等で確認できた欠席者の近況、

退職後の会社とのかかわりや健康のことでした。

今でも現役で事業に関わっている岡、山地、吉見の各氏には、是非、次回は参加していただきたいと思います。

出席の皆さんが元気で若いのに吃驚しています。健康維持に留意して、次会も元気に出席できるようお願いします。

次会は、来年、 奈倉邸の表敬訪問もかねて、八ヶ岳山ろく リゾートホテJレ1泊の旅行を計画することになりました。

4 



弘明寺を巣立って51年目の集まり 838卒 第11期学年幹事 鈴木 靖男

私共は、第11期電気工学科卒として、昭和38年3月に「名教自然」の碑が建つ弘明寺のキャンパスを去って今年で51年

になります。その時の第11期生は37名でしたが、残念なことに現在までに10名の方々が鬼籍に入られました。当時の教室

や実験室は、今では考えられないほどの貧弱、且つ粗末この上ない状態で、たとえば、私の所属した研究室は、それまで

倉庫として使われていた小窓が一つあるだけの急都えの粗末な小部屋で、日中でも薄暗く、また暖房設備もなく、論文締

め切りが迫る冬期はオーバーコートにマフラーといういでたち、夜遅くまで寒さに震えながらの実験でした。そのころ、

市電・弘明寺の停留所の前に“ナカノ”という小さな喫茶店がありました。一杯25円のコーヒーをすすって、毎夜遅くま

で続いた実験後の冷えた体を温めてから、市電に乗って帰宅の途についたものでした。

そのような母校から実社会に出ると、時は将に戦後の高度成長期が緒に就いたころで、日本中が怒涛のような産業活動

の渦となって動き始めた時期でした。ある技術の開発が終らないうちから次の開発を、と言うようなめまぐるしさ、以降

の日本の急成長を象徴するような時期でした。

しかし、 1990年代になると開発途上国からの急激な追い上げによって、 今まで

外にその生産拠点を移すようになり空洞化現象が始まりました。そして、パフeル崩壊を経て、長いデフレのトンネルに入札

日本中が苦闘しているこの時期に、我々電気工学科第11期生は、 一人また一人と第一線を退いて今日に至ったという次第です。

将に、私どもの世代は、日本の栄枯盛衰のワンサイクルを経験した世代です。なかんずく日本の製造技術は世界ーだと

世間から言われ、“ジャパンアズナンバーワン”などともてはやされた時期も、今振り返ってみますと、意外に早く終鳶を

迎えたという印象です。

私共第11期生の同期会は、ほぽ毎年集まる機会を持っており、大体15名前後の参集です。年齢的にも70代の半ばになり

ましたので、昼食会という形で実施しております。一部の方は、いまだにご自分の事業を率いておられますが、ほとんど

の方は一線を退いて年金生活を送るようになりました。今年は、さる 4月16日、横浜みなとみらい地区 ・ランドマークタ

ワー68階にある中華レストランにて14名の同期生が集い昼食を共にしました。学窓を巣立って半世紀が過ぎ、この日は感

無量の思いで68［暗からすっかり様変わりした横浜の市街を眺めながら語り合ったひと時でした。

成26年4月16日電気工学科第11期生

l同期会みなとみらい治区のランド

ークタワー68Fにある中事レストラ

ン・皇苑にて

平成6年卒業生（平成2年入学生）状況報告 H6卒 富井 尚志 （本学准教授）

平成16年に開催された同窓会会合以来、クラス会として公式に活動することはほとんどありませんでした。しかし、個

人的な 「つながりJは各方面で現在も維持されています。平成25年7月には、横浜市職員である数名の卒業生を中心と

して、懐かしい同期の面々が集合しました。文字通り電子情報工学科の卒業生として、現在では行政、電力、製造、通

信、情報などの各関連分野で活躍していますが、学生当時共通の趣味だった自動車には今でも相変わらずデイープに興味

を持ち続けていました。（←昨今の若者の自動車離れとスポーツカー市場の縮小をよそに、現在でも元気な 「エンスー－

enthusiast熱狂的ファン」のままでした！ ）また、新人採用活動を兼ねて久しぶりに大学を訪れてくれる卒業生もいまし

た。

近年はFacebookなどのSNSで発信する卒業生も多くいます。筆者も何人かの近況をSNSを通じて垣間見ており、そん

な友人らについてはまったく離れている気がしません。皆さんも懐かしい友人を検索してみてはいかがでしょうか。

5 



龍之

昭和39年卒業（第四期）の我々のクラスは、今春卒業50周年を迎えました。東海道新幹線が開通し、東京オリンピック

が開催された年の卒業です。クラス人数は50名。爾来、日本の高度成長期と歩みを共にし、各分野で活躍してきた、と自

負しています。現在も元気で活動している面々も多い反面、物故者や連絡の取れない人も出て、現時点で述絡が可能なの

は38名となっています。黒ll努さん、問中さん、堀の3名が幹事・を務め、最終的に23名の出席を得て、 4月12日（土）の昼

に横浜中華街 ・i隙珍機織演本店でクラス会を開催しま した。当日は出席者名簿筆頭の伊藤さんに司会を願い、各自の近況

等を語り合って楽しいひとl時を過し、再会を約して散会しました。

堀839卒（卒業50周年）昭和39年卒クラス会

出席者：伊藤正斎、 符i田吉紀、窪田茂樹、幾野修、香西甲矢夫、佐久間利II百、鈴木寿夫、須田昌利、鷹!L't致杭l、高橋弘忠、

問中繁夫、中島宣明、羽下主任：之輔、 J橋口住久、 畠山霊光、花沢JIJf(、日高佳也、掘龍之、牧原洋、森弘之、山口殿、

山本瑛一、和田金三

賢

手元にある卒業アルバムで懐かしい顔を数えると48名、一方アルバムに挟まれていたガリ版刷りの「工学部の第16回卒

業者名簿（昭和43年3月18日）」には電気工学科41名とある。おぼろげな記憶では入学した昭和39年時は定員80名に対し

68名だった。その後の4年間でおよそ20名の仲間が出たり休学したりした勘定だ。特に最終年は学生運動が激しくなって

卒業できない怖れが現実化、厳粛な卒業式の記憶は無い。識がとーうなったか定かでないま まの卒業だ‘った。翌年の東大安

田講堂事件を社会人一年生としてテレビで見たことを思い出す。こうした経緯があって我が電気工学科同級会は卒業年度

でなく入学年度の仲間でYK39会と称して毎年 1、 2聞の集まりを持つ。現在はEメールアドレスを登録している仲間が

51名で、同級会開催はすべてメールで連絡される。昨年5月の伊豆雲見への一泊旅行は11名参加、 11月の横浜ーのホテルで

の飲み会には20名が集った。大半が悠悠自適生活だがまだ現役の仲間も居て話題は多岐にわたるが、最後は卒業後に医学

へ転身した変わり種の開業医S先生に健康相談をするのが恒例だ。またゴルフ会が3組で年JI{]3回開催され死ぬまで元気

な年寄りを目指している。（文n・ ・林＠宴会幹事）

平成25年5月 ・伊豆雲見旅行にて （上段左から川崎、西村、問、水野、木本、佐木、手前左から林、山本、制Ii瀬、植野、池原）

林843卒第16期電気工学科卒「クラス会だよりJ
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聖雪重堕璽Ji

電子情報工学学生会員より

大学生活のレポート

一回生時と比べ、昨年度の講義はより電子情報システムEPとして専門性の増した、内容の濃い一年となったと感じて

います。これは教授の先生方を始め、卒業生の方々の素晴らしい功績があるからこそ、こうして今私たちが学習できてい

るのだと改めて感じました。二回生時における私個人が最も印象に残っているのは、秋学期における電子情報システム基

礎実験Eにおける大ゼミの内容です。卒業されて何十年も縫っ方からまだ数年の方、その方々の人事部を経験された話や

企業の研究所に配属されている方の話まで、様々な職業の内容や在学時代における経験談をご教授していただきました。

このゼミがあったからこそ今後の進路について暖昧であった私が再度自己確認し、進路について強い考えを持つことがで

きました。三回生となる今年度も、先のような素晴らしい講義を受けられることを期待しています。

電子情報システムEP3年 宮崎俊洲

情報工学EPも、 一年次までは電子情報システムEPと共通の科目が多かったのですが、 二年次には専門の科目が続々と

増えました。中でも印象に残っているのは、プログラミング演習Eの授業です。この授業は、週一回午後に計算機演習室

に集合し、時間内で与えられた課題の通りにプログラムを組むことで、 Javaでのプログラミング技術を身に着ける授業で

す。これまで℃言語を扱ってきた私たちにとって、 Javaは未知の領域でしたが、研究室や就職後にJavaを使用することが

多くなるため、この時点で学ぶことができて、大変でしたが為になったと思います。今年度はさらにレベルの高い演習科

目が登場しますので、一歩一歩実用に近い能力を付けていきたいと思います。

情報工学EP3年 大門利郁子

私が紹介するのは一年生の秋に履修した「電子情報システム概論」で・す。無線通信技術に関する講義では、高速道路な

どの制御に関することの、今現在の状況やその未来などについて講義を受けた時は、とても面白くとても考えさせられま

した。しかし、特に私がこの授業で、印象に残っているのは春休みに、河野先生が講義なさった医療シンポジウムです。

医療シンポジウムは横浜国立大学での講義ではなく、横浜パシフィコでの講義でした。

私はこういう学会みたいなものにいくのが初めてで、且つ、はるばるフィンランドからいらっしゃった先生もおり、と

ても国際的な場でとても緊張していました。正直英語はあまり得意ではないのでフィンランドの先生のおっしゃっている

ことはよくわかりませんでしたが、河野先生をはじめ黒岩知事などの講義はとてもユーモアにあふれ、とてもわかりやす

く講義なさってくれてとても楽しかったです。

情報工学EP2年 野平治生

7 
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同窓会システムを利用することで同期会開催が楽になった！

859卒 岸川 徳幸

S59卒の同期会は 2年に一度開催しています。毎回20～30名が出席し、近況の報告等をしています。幹事は、開催の4

か月前から、場所の手配、案内書作成、約60名に連絡、出欠の集計、当日の司会と準備をします。その仕事のなかでも出

欠確認は、なかなか返事がもらえないことからかなりの負担となっています。

さて、 2012年6月に横浜電子情報工学会では同窓会システムが導入されました。それまで事務局内で会報でしか利用さ

れてこなかった皆様の情報が、同窓会の会員聞で連絡をすることに利用できるようにな りました。我々 S59年卒は、学年

幹事の努力により情報が同窓会システム内に登録されています。同窓会システムには、イベント開催をサポートする機能

があり、 今回、これを利用しました。皆様の参考になればとおもい紹介します。

同窓会システムのイベン ト機能は、イベント開催をメールで案内、

ています。

そして出欠を統ーのページにて管理する機能をもっ

まずは、幹事が同窓会システムにログイン後、グループ内のイベン トを作成しました。同窓会システムにログイン後、

左のグループ→右側のグループリス トからS59年卒業生を選ぶ→左のイベントを選ぶ→右上にある新規イベン ト作成を選

びました。これでS59卒業グループのメンバなら出席できるイベントとなりました。日程、時間、主催者名、会場名、 会

場HP、連絡先番号などを入力、イベント詳細設定で、公開設定、参加権限設定をグループメンバーのみ参加できるとし

ました。
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保存を押すとイベントが作成され、参加者に各自のメールア ドレスに以下のような案内が送られました。

S59卒同期会の招待状が

xxxxさんから届きました。

同期会を以下のように行います。

日時 11月30日 （土） 16 : 00-18 : 00 

場所 ヨコハマプラザホテル 5階 芙蓉の間

次のURLにアクセスし、招待状を確認してください。

https://alumnet.jp/ynu-dnj/index.php/event/event_invitation mail/NTM3/NDQy 

イベントの詳細は下記のURLにアクセスし、確認してください。

https://alumnet.jp/ynu-dnj/index.php/event/detail event_info／”” 

S59卒同期会の詳細情報を確認し、出欠情報を返信してください。

上記のメールの招待状のURLをクリ ックすると、以下が表示されました。
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メールの内容をみて参加者は出欠を連絡します。（上記は期限を過ぎた後なので出欠のボタンが表示されていません）

この時、 同窓会システムに入る必要はありません。ですので、ID／パスワー ドを忘れた方でも簡単で即時に返事をするこ

とができます。参加者の操作はこれだけです。

さて、幹事は同窓会システムの中からイベントページを表示すると、下記のように
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イベントの内容、イベントに出席／欠席する人がわかります。このページは、参加者も見ることができます。誰が出席

するか明らかになるので、「あいつ出席か？じゃ、おれも参加するか。」という軽いのりで参加者が増えることを期待しま

した。

まだ初回だ、ったことから別途のメール連絡も併用したのですが、

た。幹事として一番面倒な出欠連絡に役立つことが証明できました。

同窓会システムを利用しました。

出席者の半数がこのシステムで回答をいただけまし

当日使ったプレゼン資料や出席者の名刺の配布にも

蛇足ですが、今回、同期会の様子をUstreamで中継してみました。iPad/iPhoneとインターネッ ト回線があれば、 30分

ほどで準備でき手軽に実施することができました。放送時の視聴者は数名でしたが、保存されたビデオは後日40回程度の

アクセスがありました。

同期会などリアルなイベントもITシステムを活用して様々な広がりをもたせることができます。ぜひ、

て今後とも同窓会システムを活用していきたいとおもいます。
そのーっとし
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数物・電子情報系学科大ゼミ（同窓会支援企画）「先輩か5のメッセージ］

（社会で活躍する08/0Gから学生の皆さんの将来に向けた提言）

3月に昨年度の4年生が卒業し、これで旧工学部電子情報工学科が終了しました。本年度からは全ての学年が数物・電

子情報系学科にな り、 3年生までが学生会員としての同窓生となります。そして卒業生は当然、同窓会員なので、現在の

4年生だけが同窓会に入会していない狭間世代となりました。この大ゼミから始まった近年の同窓会企画は、新入生合宿、

同窓生交流会、就活支援セミナーへと拡大していく予定です。また一昨年度スター卜したWEBシステムも、少しずつ利

用が増えてきました。これらの流れは本学科にとどまらず、理工学部や大学全体の同窓会に波及しつつあり ます。

三上哲郎さん（1975年卒、CASL)

「グロー｝＼）レ化にどのように対応すればよいかJ
一昨年度で目立電線の役員を退任され、自らChallenge& Smile Laboratories (http:// 

www.casl.jp）を起業した同窓会長。前会長の谷さんのときにもお願いしたのですが、

ピンチヒッターとして急速、 二回目のご登壇をお引き受けいただきました。退任して

「サンデー毎日Jと思っていたのに、新会社の多忙でむしろ「マンデー毎日」に。会社

名にもなっているスマイルとチャレンジをバランスさせることで人生のストレスがコ

ントロールできる！という最近の会長のトレードマーク的持論を展開していただきま

した。

松本直也さん（2002年卒、浜松ホト二クス）

f Photon is our businessJ 
一光デバイスと医療応用などを研究開発している松本さん。有休取得率が高く、離職率

が低く、スーパーカミオカンデやヒッグス粒子など三つのノーベル賞に絡む個性的な

自社をご紹介いただいた後、ご自身の研究の話に。実は筆者が企画した日本学術会議

主催のシンポジウムで圏内90機関に発表をお願いしたとき、同社の代表として推薦さ

れたのが松本さん、第一線で活躍中です。フーリエ／テーラー／マックスウェルなど、

基礎をもっと使えるようになって 1できないと言わずやってみて！など学生へのメッ

セージ。

田中公康さん （1992年卒、NTTコミュ二ケーションズ）

「通信業界で必要とされる人材」

一就職面接の際に会社の問題を指摘し、面接員とl直l確になりながらも採用されたという

田中さん。自分が主導したIXプロジ、ェクトでは周囲に理解されずつらかった、これを

釆り越えられた経験が今の自分を支えてくれている、と熱く語っていただきました。

また人事諜での苦労話はなかなか貴重。一人の採用決定は3億円の買い物をする責任

と同じ！昇格／異動／退職／懲戒など、相手と悲喜を分かち合う大変な現場です。次

の同窓会企画 ・就活サポートでもご協力いただけそうです。

膏藤祐さん （2005年卒、島津製作所）

「医用X線診断装置と先端アプリケーション」

ーレントゲンの翌年にX線を開発したという自社の歴史からスタートする斉藤さん。自

ら研究開発に従事するCT、MRI、超音波など様々な医療用画像装置についてわかりや

すくご説明いただきました。仕様決定、製作・評価、規格試験、臨床試験から展示会

まで、 一連の業務のご紹介に加え、徹夜の試行錯誤で難局を乗り切った興味深いドラ

マもお話いただきました。いろいろな知識を得た方がいい→いつか役に立つ、巻き込

め／巻き込まれろ、 English 勉強は今、などなどメッセージも明快です。
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保坂岳深さん（1980年卒、NEC)

「ICT業界に身をおいて」

一同窓会の役員を務める保坂さんはNECでも執行役員の重賞。同社見守りロボッ トの記

者会見後に駆けつけてくれました。高度成長→バブル→失われた20年→復活という社

会の変遷、岐路に立ったとき人のつながりが貴重になる、困ったときに四六時中考え

ると解が出てくる、重要な局面のスピーデイーな決断が話を次のステップに進める、 l

勝9敗でも負けが人を育てる、当事者意識があると情報が集まって運が上がる、などな

ど、経験豊富な先輩、大企業経営者としての多角的なお話を聞くことができ、我々教

員も非常にためになりました。

中野雅之さん （1990年卒、KDDI)

「母校との共同研究を通してJ
一屋上から棒が突き出た大学会館の写真に 「さて何が見えるでしょう？」と質問から入

る中野さん。アンテナ開発で大活躍されています。携帯電話初期の重要な発見や、ア

ンテナが消えた近年の携帯電話に役だっファントム（人形）の開発など、産学共同研

究の成功例をご紹介。さらに実験の大切さ、実験や実証の正しいやり方を学生に伝え

る講義形式に。まず実験してみる→理論を組み立てる→追求する→実証する、あるい

は、再現性→記録→統計！など、昨今の社会問題の後ではさらに貴重なお話だ、ったと

感じられます。

杉山実さん （1993年卒、東急電鉄）

f電子情報系の専門知識をより広いフィールドに活かすJ
一鉄道会社は鉄道ばかりやっているわけではあ りません、 とi様々な事業をご紹介いただ

いた杉山さん。クランベリーモール、ヒカリエなどを例に、 電気屋、鉄道屋というより、

駅作り、街作り、ビル運営に関わる建築屋のお話をしていただきました。実は昨今、

ピルの省エネ電機設備、空調・衛生、耐震技術は脚光を浴びている分野だとか。また

大学入試では合格圏内の国大へ、つぶしが利く電気屋志望、受注者より立場が上の発

注者になりたい、など軽妙な本音トークでも楽しませていただきました。

小南学さん （2006年卒、セコム）

「誰もが安心して暮らせる社会を目指してj

一本企画で歴代最若手、小南さん。ジブリの森美術館にほど近い研究所で「快適さや便

利さを生む安心・安全とは何か」、「安全でも安心とは限らないj。などと日々、考えて

いるそうです。昨今の防犯カメラ網、顔パスを可能にする最新の顔認識や人物追跡、

小型監視ロボットなど、ビデオを使ってを面白くご紹介いただきました。また若い先

輩から学生へアドバイス。CEATECはためになる、自分をよく知ってもらう努力、挨

拶と感謝の気持ち、段取り力、そして最後に 「保倹に入って！」と、さすが安心・安

全の専門家。

日一

7年目を迎えた本企画ですが、この年度の特徴は、対象が初めて学生会員としての同窓生になったことです。数物 ・電

子情報系学科の中では、 主に必修として出席を諜している電子情報システムEP向けの企画となっていますが、情報工学

EP所属の学生会員に対しでも、この講演会は常に開放されています。大学での過ごし方、将来の就職や社会生活の参考

になるので、ぜひ多くの学生に出席してもらいたいと思います。また、 7年目にして初めて男性ばかりの登壇になってし

まいました。すみません。男女共同参画が叫ばれる昨今、次年度は女性をたくさん入れたいと思います。同窓生の皆様に

はぜひご協力いただきたく存じます。

(1985年卒馬場俊彦（本学教員））

11 
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荻野研究室

電気電子ネットワークコース／電子情報システムEP

教授荻野俊郎

物質を小さくすると、 同じ大きさの中により多くの紫子を集制することができます。数ナノメーターまでソトさくすると、

もともともっていた性質に加えて新たな性質が現れます。しかし、原子まで小さくすると原子特有の性質しか得られませ

ん。一方、数種類の原子を特定の目的に向けて組み立てていくと、生命の源であるタンパク質のように、数ナノメーター

の大きさで多彩な機能が出現します。原子を基本単位とする物質世界においては、数ナノメーターから数十ナノメーター

において機能のピークを迎えます。当研究室では、物質の究極のテクノロジーと言えるナノテクノロジーの研究を幅広く

行っています。超高速で電子を走らせることができる原子一胞の物質であるグラフェンは、各種デバイスへの応用が期待

されている材料です。私たちは、グラフェンのキーテクノロジーである薄膜形成、加工技術、基板に貼り合わせた時の界

面の性質などを研究しています。また、安定性な固体表面を使って、生体分子を精度よく分離したり検出したりする技術

を開拓しています。近年、エネルギー技術にナノテクノロジーを適用することへの期待が高まっています。当研究室では、

電気エネルギーの高密度貯蔵へ向け、ナノテクノロジーを応用したリチウムイオン電池の電極材料を開発しています。

サファイア表面上に成長させたク．ラフェン薄膜の

原子間力顕微鏡像（左：形状、右：摩擦像）

田村研究室

リチウムイオン電池用マイクロ

ナノシリコン電極

環境情報学府情報メディア環境学専攻／数物 ・電子情報系学科情報工学EP

教授田 村直良

コンピュータは、あいまい性なく記述された手Jll買を、超高速に処理する機械です。当研究室近辺での情報工学の研究は、

対象をコンピュータの中でどのように表現するか、その対象の現実世界での振る舞いをどのようにとらえ、コンピュータ

のなかで：再現するかというところに本質があり、研究者の対象についての考え方、対象の本質についての主娘、哲学があ

ります。対象の扱い（モデル）がうまくいけば、現5定也．界での対象の振る2
再現で、き、 未知の状況においても役に立つ予測をしてくれます。

当研究室では、自然言語処理、特に、文章の文脈や主張、意見の展開を「理解」する方式について研究しています。も

ちろん「其の理解Jが何なのかは、あいまいな概念ですが、現実をできるだけ多く説明できるようなモデルを求めていま

す。具体的なテーマとして、（a）小論文の採点や校正支援と、（b）物語文章からのラジオドラマの自動生成に取り組ん

でおります。（a）では主張の展開や論法をグラフ構造により表現し、構造に関するパラメータを用いて文章の普し悪しを

判断します。（b）では登場人物や会話の特定、場面の状況などを個別に抽出し、音声合成器のためのパラメータ設定や

音源素材、？ニ刊誌音楽などの選択のために利用します。

自然言語処理システムは、基本的に何がしか動作しますが、常に改良を試みます。ほどほどに動いたり、その甲斐なかっ

たり、 一喜一憂（正確には一喜九憂）。そのあたりを楽しみながら、研究を進めております。

文章楠造のモデル

主題維持

主題変化

金属鹿．声
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藤本研究室

電気電子ネッ トワークコース／電子情報システムEP

教授藤本康孝

近年、高齢人口の附加や労働人口の減少が社会問題となっています。そこで、これまで、人手で、行っていた多くの作業を

自動化・ロボット化する技術に注目が集まっています。たとえば、高齢者支援ロボットや工場内作業支援ロボット、家事

サービスロボットの研究開発が活発に進められています。これらの人間支援型ロボットは従来の産業用ロボットとは異な

り、人間のすぐそばで利用することが想定されるため、人との親和性が重姿になります。

当研究室では、システムの自動化とロボティクス／メカトロニクスに｜測する様々な研究に取り組んでいます。ロボット

の安全性を高めるための一つの嬰紫技術として、小型かっ高推力で柔らかい制御が可能なスパイラルモータの開発を行っ

ています。スパイラルモータは、らせん形状の固定子と可動子から構成されるモータで、柔軟性を損ねる要素である減速

機を用いることなくロボットの関節を駆動することができます。そのほか、自律運転電動車椅子ロボットなどの様々な人

間支援型ロポットの研究や、従来熟練オペレータが行っていたプラン トの運転を支援するシステムの研究を行っています。

4脚4輪ロボッ ト

久我研究室

自律運転電動車椅子ロボットの実験の様子

電気電子ネッ トワークコース／電子情報システムEP

准教授久我 宣裕

本研究室では、主に移動体通信用アンテナシステムの高性能化、高効率化を目指した研究に取り組んでおります。アン

テナ素子自身の高性能化に｜刻する研究では、その時々のニーズに基づき、移動端末用から基地局用まで、各種多様なアン

テナを考案 ・提案ーしております。その一方で、アンテナシステム内で発生する非線形性ノイズ（PIM、CPD）に｜刻する研

究課題にも取り組んでおり、これが本研究室の大きな特徴といえます。特に本研究室で考案された非接触測定法とその基

礎理論は、これまでの測定手法 ・理論に比して非常に簡便な新手法として評価されており、プリント基板材料の評価に利

用されております。また無線装置のみならず有線通信回線においても問機の問題が存在することがしられております。そ

のため無線 ・有線問わず、「超高品質通信回線の実現」 を目標に、研究室に所属する学生諸君、学外企業、大学と協力し

て研究をすすめております。

PIM非接触測定用同軸管 開発した小形アンテナの一例子

13 
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～新入生交流合宿2014レポート～

今年もやってきました、新入生の春 ！そしてこの合宿も今年

で3年目となりました。パタパタの中で始まった初年度も今は

昔の話。引率スタッフ一同も企画自体も、かなり こなれてきま

した。昨年度は初年度に比べて33名の参加者増でしたが、今年

度はさらに15名増で新入生は138名、同窓生・教員を含めて156
名に！ ：新入生のほぼ全員が参加する恒例行事に定着したようで

す。

さて、これまでと同様に、4月4日（金）、開講日の4時限

目の講義終了後、補助椅子まで、使ってパス 3台で上郷森の家に

出発しました。「みはるかすJDVDを鑑賞しながら到着すると、

天気が微妙だった過去2固に比べると、今年は快晴かつ温暖！

いままで、気付かなかった桜もちらほら見える最ー高の環境となり

ました。 ミニドームに集まって同窓会長のご挨拶と同窓生・教

員紹介、そして理工学部長も板に付いてきた河村先生ご指導の

「みはるかす」練習までは例年通り。ただしここまでが順調に

進みすぎて時間が余ってしまい、夕食後に予定していたこだわ

りマップによる自己紹介にさっそく突入。8～12名から成る17

個の円陣で全員が自己アピール。その後の夕食は、実は例年の

廉価プランがなくなったため、ややハイグレードメニューに。

再びドームに集合すると、 4人チームが18分という短時間に与

えられた素材で最も高い搭を作る「タワー作り」ゲームへ。何

度見ても傑作な理主系実践問題ですが、冒頭から戦略を練り、

終了間際に一気にタワーを完成させた優勝チームの見事さには

同窓生・教員も絶賛。賞品の関数電卓には拍手喝采。続く YNU

クイズ大会も、優勝者の正答率の高さには驚かされました。

翌朝は朝食後には、これまでなかった集合写真撮影（下）。

ホールでは定番の 「みはるかす」練習、会長、教員、同窓生の

挨拶。さらに昨今、社会的な問題となっている不正防止教育＝

「正しく生きる」ためのキャンパスマナー講習が行われました。

藤井先生の名司会によるパネルデイスカッションでは、初年度

のテーマ ：「良い学生とは？ J、「キャリアか愛か？ Jについて、

初年度とは逆の担当で再デイベート。以前の真逆の主張に登壇

者も四苦八苦。ある学生からは「リア充な人の勝手な意見」と

一括される始末。最後のバーベキューは、それこそ春うららな

空気の中で、ゆったりした昼食が満喫できました。現地解散後

は3km以上離れた駅まで徒歩で向かう人たちもチラホラ。こ

んな天気を毎年期待したいものです。毎年のことながら、協力

いただいた各位に感謝します。（馬場）


