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会 長 就任 あ い さつ
猪 瀬
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1.は じ め に

き私見 を申し述べ させて頂 きまして,責をふ さがせて
頂 きたい と存 じます.

この度 ,はからず も会員の皆様の御推挙 によ りまし

2
.‑研究者の体験

て,伝統 ある本学会の会長 に就任することにな り,誠
に身 に余 る光栄 と存 じてお ります. もとよ り浅学非才

工学 における研究 とい うものは一人の力だけでは達

であ りま して,その重責を果たし得 るか否か,甚だ心

成できません.先達諸賢のあたたかい御庇護 ,同僚 の

もとな く存 じてい る次第であ りますが,役員各位お よ

方々の友情あふれ る御支援 ,そ して後進の人々の情熱

び会員の皆様方 ,ならびに事務局の方々の御指導 と御

に満 ちた御協力 ,それ らが陰 に陽に支えとなって今 日

支援 を頂いて,本学会の発展 のために微力を尽す所存

まで仕事 を続 けることができた とい う事実を痛切 に感

でございますので,
何分 よろしくお願い 申し上げます.

じます.研究生活 に入 った当時は,連合大会 などの場

本学会 が創立 され ましてか ら今 日に至 るまで ,70年

で大先輩 の方々か ら時 には御叱正を うけ,時 には御激

近 くにな りますが,その間の電子通信技術の進歩は誠

励 を頂いて,それが非常な励 みにな りました.また年

に目覚 ましい ものがあ り,旺盛な需要 に支えられて大

を経てか らは,若い方々の噴 き上げるよ うなエネルギ

発展を遂げ,先端技術の主流 としての地位 を確立する

ーに支えられて難局を切 り抜 けたことも度々あ りまし

よ うにな りました, この中にあって本学会は,歴代会

た. ここでは私 の雑多な研究歴 を事細か く申し述べ る

良 ,役員各位 をは じめ,会員の皆様方の御尽力によ り,

つ も りはございませんが,その うちの幾つかに関連 し

会員数 3万を超える大学会 とな り,技術革新 の中核的

て,私な りに考え,また学ばせて頂いた事柄 を申し上

役割を果たすことによって,国内はもとよ り国際的 に

げてみたい と存 じます.会員 の皆様方 にとりましては

も重 きをなす に至 りましたことは,誠 に御同慶 に耐 え

至極当 り前のことばか りとは思いますが,ど うかお聞

ない ところであ ります.

き流 し頂 ければ幸いでございます･

不肖私 も,本学会 に加入を許 されましてから 40年

(1)

PCM 統合通信

近 くにな りますが,幸いにして電子通信技術の大発展

大学 を卒業 して間 もな く,電話交換 に興味をもつよ

期 にめぐまれ ,本学会の諸先輩の御懇篤な御指導 にあ

うにな りました.当時は国の内外 を問わず,電話交換

ずか り,また優れ た同学の方々 との切瑳琢磨 を通 じま

は大学 の研究対象 としてあま り取 り上げ られ てお りま

して,貴重な研鎖 の機会を与えられ ましたことを,心

せんで したが, トラヒック理論 を勉強 してお ります う

から感謝 している次第であ ります.本 日は私 の乏 しい

ちにその限界 に気付 き,パルス技術 を応用 して トラヒ

体験 を通 じまして感得いた しましたことの若干 を申し

ックシミュレータを作 る方が早手回 しではないか と考

上げ,併せて電子通信技術 にかかわる今後の課題 につ

えるよ うにな りました. この仕事が縁 にな りまして昭
電子通信学会誌 6
/
'
8
5

6
2
3

講演/会長就任あいさつ

和 3
1年 に渡米 し,ペンシルバニア大学 に籍 をおきな

ささやかな着想ではあ りますが,当初 の風当 りにも

がら,ベル電話研究所 のコンサルタン トとして,ディ

かかわ らず,それ が社会 に定着するのを日のあた りに

ジタル交換 の研究 に参画 したのであ ります.

す ることができましたことは,研究者冥利 に尽 きる と

当時は 2
4チャネルの PCM 伝送の試作装置がや っ

申せましょうが,それ も集積回路技術 の大進歩 があっ

とでき上がった状態であ りましたが ,PCM によって

たればこそのことで,そのインパ ク トの大 きさに今更

伝送 と交換 を統合 しよ うとい う野心的な研究が E
S
S
E

なが ら深い感銘 を受 けるのであ ります.今後 システム

X の名 のもとに進 められてお りました.このシステム

技術 はますますデバイス技術‑の依存性 を高めるで し

は時分割 ゲー トを制御することによって,時分割伝送

ょうが,両者 のよ り密接な連係が技術革新 の重要なか

路 の相互接続をす るもので したが,このままでは同 じ

ぎとなるよ うに思います.

タイムス ロッ ト間の接続 はできて も,
時間的 にずれた,

それ と同時 に,当時所内で唯一人の日本人であった

異なるタイムス ロッ ト間の接続ができず,交換網 とし

私 を,わけ隔てな く最先端の技術開発 に参加 させて く

ては不完全なものであることに気付 きました･そこで

れた,ベル電話研究所 のおお らか さに心 を打 たれ るの

メモ リを使 うことによって,異なるタイムス ロッ ト間

であ ります.それ は私 にとって開眼の大 きな機会であ

の接続 を可能 にする方式 を案出 し,これ をタイムスロ
ッ ト入換 え (
t
i
me
s
l
o
ti
nt
e
r
c
ha
nge
) と名付 けたので

貢献 をすることができました.最近は米国の国防省な

りましたし,自己啓発を通 じて先方 に対 して も応分 の
どに,先端技術開発‑の外国人の参加 を規制 しよ うと

す.

しかし当時 は,メモ リがま だ極 め て高価で あ り,

pcM 伝送 も普及 してお らず,その上通話路 に金属接

する動 きがあるよ うですが,過去 における米国の科学
技術 の発展 に外国人研究者が大 きな役割を果た してき

点を使 う空間分割電子交換機 の実用化が主流であった

たことを考 えると,これ は米国にとって も得策 とはい

ことなどか ら,理論でその効用を裏付 けて も,また装

えないで しょう. また自由世界の研究者 にとって も技

置 を試作 して実証 してみせて も,なかなか理解を得 る

術交流の機会が減殺 され ることにな り,ひいては研究

ことはできませんで した.日本 の電話交換 の権威 か ら,

開発‑の重複投資や規格 の多様化などを招き,技術革

"メモ リのお化 けのよ うな方式 を考案するなども っ て

新能力の減退 ,自由貿易の阻害など,自由世界の経済

のほか,大学教授 の非常識 の典型'
'とお叱 りを うけた

力の低下をもたらしかねない事態 となるで しょう.

こともあったのです.機械式交換機用の電話機が広 く

(2) 道路交通管制

普及 してお り,時分割スイッチではそのベルを直接作

昭和 3
0年代 の後半 にな ります と,自動車の著 しい

動 させ るだけの電流供給ができなかったことも問題点

普及 に対 して道路 の増設や拡張が追随できな くなった

の一つで した.既存 のネッ トワークが大規模であるほ

ため,交通渋滞の激化 ,交通事故の増大 ,大気汚染の

ど,それ と親和性 の乏 しい新技術の導入は困難である

深刻化など,新 しい社会問題 が発生 しました.そこで,

こと,過去 の技術‑の両立性が優先 され ,将来 の技術

オンライ ンコンピュータを導入することによって疎通

への両立性 は見過 ごされ勝 ちであることを,これは示

の円滑化 を図 り,既存の道路網 の有効利用 ,交通事故

してい るといってよいで しょう･

の抑制 ,大気汚染や運転者の疲労の軽減 に役立てよ う

ところがその うちに,長距離通話の需要が急速 に拡

とす る,いわゆる道路交通管制が注 目を集 めるよ うに

大 し,極 めて大容量の中継交換機 を空間分割方式で構

な りました.従来か ら勉強 していた電話 トラヒック理

成することの不経済 さが次第 に認識 され る よ う に な

論 とも類似性があ り,またデータ通信 に関する研究 も

り,既存の電話機 との両立性 を考 えな くてよい ことも

若干手掛 けてお りましたので,この道路交通管制の問

あって ,PCM 交換 はまずこの面で実用化 され るよ う

題 に関心 をもつよ うにな りました･

にな りました,一方 ,この間に集積回路技術 が驚異的

道路交通管制 の中心的な課題 は,都市道路網 におけ

な進歩 を遂げ,かつてはゲー トよ りも高価であったメ

る信号機群を,交通需要 に見合って適切 にオンライ ン

モ リの価格が急激 に低下 し,メモ リのお化 けの方が経

制御することであ りましたが,これ には電話 トラヒッ

済的 になって参 りました･その結果 ,PCM 交換は中
継交換機 のみな らず ,加入者交換機や

PABX にも導

クの問題 とは似て非なる面 が多いのであ ります･すな
わち,
大都市の道路網は極 めて複雑な形状 をしてお り,

入 され るよ うにな り,今 日の隆盛をみるに至ったので

その上を流れ る交通量 のパターンは 2次元的で しか も

あ ります.

時間 と共 に変って行 きます.従 って,個々の道路区間
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の交通量 を監視 しながら,交通量 の大 きい道路区間の

的優位 を裏付 けてい るといってよいでしょう.車上の

疎通 を円滑 にするよ うに,三つの制御パ ラメータ,つ

機器 に依存せず ,すべて地上の機器だけでシステムが

ま りサイクル,スプ リッ ト,オフセッ トを設定する必

構成 されていること,都市の景観をできるだけさまた

要があ ります.また信号機 によって制御 され る車両は

げないよ う機器が設置 されていることなども,社会的

一群 となって,いわば台形波 に近い形 で進行 しますの

受容性 を高 めているといえるで しょう.車上機器 を使

で,個々の車両 に着 目す る微視的な取扱いよ りは革両

う,よ り高度のシステムもいろいろ提案 されてはいま

群 を対象 とした巨視的な交通流制御理論が適 していま

すが,車上機器の普及率が相当高 くないかぎ り,これ

す.

をサポー トする地上 システムの建設 を公的負担で行 う

そこで私共 は,複雑な トポ ロジーをもった道路網の

ことは困難のよ うに思われ ます.

各区間を,交通量 の大 きい ものか ら順次選択 して トリ

(3) コンピュータネッ トワークとデータベース

ーを構成 し,これ に最適な制御パ ラメータをダイナ ミ

昭和 4
0年代 に入 りまして,大学の研究者 による,

ックに設定する方式 を案出 しました.時 あたかも東京

情報処理関連のプロジェク ト研究が,文部省科学研究

都 の道路交通管制 システムが開発 され ることにな り,

費 の特定研究 とい う形で盛 んになって参 りました.そ

これを取 り入れたマスタプランができ上が りました.

の一つ ｢
広域大量情報 の高次処理｣に参加 しましたと

何分 にも数千 の信号機 と,それ を上回る数 の車両感知

ころ,大学間 コンピュータネッ トワー クの開発を指示

器か ら成 る巨大なオンラインシステムであ りまして,

され ました.当時 は,知的欲求充足形の基礎研究 も大

データ伝送 の面で も,制御の面で も,マン ･マシンイ

切だが,プロジェク トの中にす ぐ役 に立つ開発研究 も

ンタフェースの面で も種々の課題 があ りま したが,そ

必要だ とい う風潮があったよ うに思います.

れ に加えて信号機や車両感知器の信頼性向上が大 きな

その際考えましたことの第 1は,大学間 コンピュー

課題でした.集積回路技術 の壌用はこの面でも決定的

タネッ トワークを実現 した として,ネッ トワークを介

ともいえる役割 を果たしましたが,それな くしてはこ

して共用する価値 のある情報資源 を日本 の大学は持 っ

のよ うな大規模で広域 にわたるシステムの運用は不可

てい るのか とい うこと,第 2はこの種 の開発研究 には

能だったに違いあ りません･

大学間の協調が必要であるばか りでな く,通信事業体

システムが稼動 してみます と,旅行時間の短縮 ,交

との密接な協力が不可欠だ とい うことで した･

通容量の増加 ,事故や運転者の疲労の軽減 ,燃料消費

第 1の点につきましては,共用 のための資源 にはス

や大気汚染の低減など,相当の効果が上がっているこ

ーパ コンピュータなどの特殊なハー ドウェアや種々の

とが確かめられ ました. しかし,何分 にも交通需要は

ソフ トウェアパケージなどもあ りますが,何 と申して

増大 の一歩 をたどってお り,道路網内の疎通が改善 さ

もデータベースが最重要の資源であること,そ して我

れ ると新 たな交通需要が喚起 され るとい う,丁度 ,定

が国はこの面で欧米 ,特 に米国に比較すると極端 に立

電圧源 をもつ回路網でインピーダンスを下げるほどよ

遅れていることに気付いたのです･そこでネッ トワー

り大 きな電流が流れ るの と同株の事態が続いてお りま

クの開発 と並行 して,データベースの立遅れ を取 り戻

すので,運転者 の方々はあま りその効果 にはお気付 き

す必要のあることを広 く訴 えるキャンペーンを展開 し

でないかもしれ ません. しか し,このシステムが全面

よ うと考えました.
丁度そのころ石油危機 に見舞われ ,

的 にダウンすれば相当の混乱が起 ることは 明 ら か で

"
油断"とい う言葉 が大流行 してお りましたので,それ

す.人 目につかず にいわば縁 の下の力持 ちの役割 を果

にあやかって "
情断'
'キャンペーンと名付 け,新軌

たすのが,このよ うな社会 システムの宿命 といえるで

雑誌 ,テ レビなどにもお願い して,細々なが ら今 日ま

しょう.

で続 けて参 りました.その間東大の大型計算機センタ

我 が国ではこの種の道路交通管制 システムは,全国

ー長 を務 めてお りました とき,ケミカル ･アブス トラ

の主要都市に急速 に普及するよ うにな りました･高速

ク トの 3倍値上げ といった事態 も発生 し,私 自身 も被

道路の建設費 とは比較 にな らないわずかの経費で構築

害者 となったこともあって,危機感は強まるばか りで

できるシステムではあ りますが,公的負担 によらなけ

した.幸い に最近は政府 ,民間を問わず,データベー

れば実現 は不可能です.我が国の政府が先見性 をもっ

スの重要性が次第 に認識 され るよ うになって参 りまし

て積極的 に財政支援を与え,また地方 自治体 も起債な

たが,この機運が更に高 まって国を挙げての取組みが

どの努力をもってこれ にこたえたことが,今 日の国際

実現するよ う祈念 してい る次第であ ります･
電子通信学会誌
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次 に第 2の点であ りますが,東京大学 ,京都大学お

ければな らない課題 は数多 くあると思いますが,ここ

よび電電公社 を中心 とする協同研究態勢が実現 し,そ

ではこれ らの点 について私見を申し述べたい と存 じま

の後 これ に東北大学 も参加 して,今 日の N‑
1 プロ ト

す.

コルの開発が推進 され ました.当時は Ⅹ.
2
5プ ロ トコ

(1) 基礎研究 と独創性

ルも制定の渦中にあ り,不確定要素 も多々あ りました

我が国の技術水準が高 まるにつれて,独創的な基礎

し,資金的にも人的 にも苦 しい状況 にあ りましたが,

研究成果‑の期待は 日に日に高まってお ります. しか

メーカの方々か らも全面的な協力が得 られ ,関係者一

し,応用研究が主流 を占めていた時代が長 く続 きまし

致団結 して膨大な ソフ トウェアを開発することができ

たか ら,有用性 ,効率性 といった面 がまだ重視 され勝

ました. これ によ り電電公社 の

DDX 網 を経 由して,

ちなよ うに思います.真 に基礎的な研究 とい うものは

7箇所 の大型計算機 センターはもとよ り,全国の大学

役 に立つか否かを判断すること自体困難です し,失敗

を結ぶネッ トワー クが稼動す るよ うになったのです.

率 も極 めて高い といってよいで しょう.換言すれば,

これは我が国 としては最初 の,全国的規模のコンピュ

す ぐ役 に立ち,成功率 も高い研究は,基礎研究ではな

ータネッ トワークであ りま して,その後 に登場 した種

いのです.我が国には有用性 の高い研究成果 をあげ ら

々のネッ トワークプロ トコ/
レの先駆的役割を果たした

れ た優れ た研究者 が多数居 られ ますが,そろそろこれ

ばか りでな く,複数の大学 と電電公社 による協同開発

らの方々に,
有用性 とか効率性 とかの枠 をはめないで,

とい う,これまで類例 のない形態での長期にわたる協

自由潤達 に基礎研究 を推進 して頂 くべ きではないで し

力が可能であることを実証 したものといえましょう.

ょうか.従来 のし が ら み を断ち切 る意味を込 めて,

人の和 とい うものが,どれほ ど貴重 なものかをこの時
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h とい った研究所 を設

ほど身 に染みて感 じたことはあ りませんでした.

立 し,これ らの方々に十分 の研究費を差 し上げる くら

ただ今はデータベース構築の一案 を担いたい とい う

いの意気込みがあってもよい と思 うのです.

心情か ら,全国の大学図書館 に所蔵 され る図書や雑誌

独創的な着想は,みずみず しい感性 につちかわれ た

に関する目録 ･所在情報 のデータベース化のお世話を

ひ らめ くよ うな直観 から生れ るものであって,理詰 め

してお りますが,いずれは文献情報検索のサー ビスも

の論理的思考は,このよ うな着想 に肉付 けし成果 とし

することになるで しょうし,窮極的 には原文書そのも

て取 りま とめる上では大切ですが,着想 自体 を生み出

のの検索授供サー ビスも必要 となるで しょう.誠 に気

すカを持 ってはいないよ うに感 じます. 日本人は元来

の遠 くなるよ うな息の長い事業 に手 を付 けたことにな

感性豊かな民族であ りますが,明治以来欧米に追い付

りますが,これ までの教訓を生かし,和やかな協力態

こ うとする近代化 の過程で,あま り得意でない欧米流

勢 を作 って参 りたい と考えてお ります.

の論理的思考の世界 に自らを閉 じ込 めてきたのではな

3
.今 後 の 課 題
昔話 はこの くらいにいた しま して将来 に目を転 じま

いか と思 うのであ ります. 日本人の独創性が世界から
問われてい る今 日,我々のもつ豊かな感性 を再び解 き
放つべ きではないで しょうか.

す と,これ まで大発展 を遂 げてきた我が国の電子通信

(2) 国際的な競争 と協調

技術 を更 に一回 りスケ‑/
レの大 きな ものとするために

先端技術 の発展は,激烈な技術革新競争無 くしては

は,いろいろな課題 に取 り組 む必要があるよ うに思い

期待できません.最近は貿易不均衡 の要因 として技術

ます.当然 のことながら,基礎研究を強化 し創造性 を

革新競争を目の敵 にす る大国 もあ りますが,実情 をみ

高めて行 く必要 もあるでしょうし,国際場裡での公正

れば市場開発能力や生産技能の方が,貿易面ではるか

な技術革新競争を展開 しながら大局的な国際協調 に努

に大きな要因 となってい ることがわか ります.技術革

めることも必要で しょう.産業構造 の急激な変革 に対

新競争は,それが公正 に行われ るかぎ り,世界経済発

応 した教育 ･訓練体制の見直 し,学際化 を続 ける一方

展 の原動力 として不可欠 のものです.

細分化 の方向をたどる電子通信技術 の今後の研究態勢

しか しどのよ うな大国であろ うとも,先端技術 のあ

の確立な ども重要な課題で しょう.そ して我々 日本人

らゆる分野で卓越 した技術革新能力をもっ ことは不可

のもつ巨大なエネ/
レギーを,電子通信技術 の分野 を通

能です.
た とえ経済面でそれ が可能であった として も,

じて,いかに世界の人々のために役立てて行 くかも考

その任 に耐 える人材 にはおのずから限 りがあるか らで

えなけれ ばならないで しょう.その他今後取 り組 まな

す. ここに技術 開発における国際協調 ,国際分業の必
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然性 があるといえるで しょう.また前 にも述べたよ う

粗で行 うことは機会均等の面からも不都合であって,

に研究努力の重複や分散 を防 ぎ,規格 の多様化を回避

公的負担 による支援 と,公的資格 の付与など,制度面

す る上で,研究者の交流 ,技術知識の流通は自由なも

の見直 しが必要なよ うに思われ ます.

のでなけれ ばな りませんが,これ も国際協調の基本的

歴史上未 曽有の産業構造 の変革 が急速 に運 んでいる

条件 といえましょう.研究者の交流は とりわけ重要で

今 日,社会 の需要 に見合 った専門知識 を備えた人材 を

あ りまして,このことはナチス ･ドイツの支配を逃れ

豊富 に供給できるよ う,若い人々を対象 とした技術教

て大量 に移住 した ヨー ロッパの研究者が ,
1
9
3
0年代以

育 ,技能訓練 も抜本的見直 しが必要で しょう.なかで

降の科学技術面 における米国の優位 の確立 に,決定的

も高等教育 については,電子通信分野 において年 々増

役割を果たしたことをみて も明 らかであ ります.

大する求人 に応 じ切れない状況が続いてお ります.義

その米国で昨今は外国人研究者 の先端技術開発‑の

退分野 ,成熟分野の学生定員 を成長分野に振 り向ける

参加 を規制す る動 きがみ られ ることは,当の米国にと

など,大学は自律機能を発揮 して社会の要請にこたえ

って も,また自由世界 にとって も残念なことであ りま

るべ きで しょう･また最近は問題解決能力は高いが,

す. もしこの傾向が続 くのであれ ば,科学技術大国 と

問題発見能力 ,問題形成能力の低い研究者が増えてい

しての日本は,胸襟を開いて世界 の優れた研究者 を受

ることがしば しば指摘 され ますが,高等教育特 に大学

け入れ ,自由な研究の場 を提供すべ きではないでしょ

院教育 もこれか らのあ り方 を再検討すべ き時期 にきて

うか. 日本 は既 に人 口過剰で移住者 を受け入れ る余地

いるのではないで しょうか.

はない とい う考え方 もあるよ うですが,既 に過密状態

(4) 学際化 と細分化

となってい るこの国に,数万人の優れた外国人研究者

電気通信 と交通 の発達 に伴い ,関心 を同 じくす る人

を受 け入れたか らといって,大勢 には影響はないで し

々を構成員 とする,多様な知的 コミュニティが,距離

ょう.む しろそれ らの人々のもつ多様な価値体系や思

や国境を超克 して成長 を続 けてお ります.電子通信 の

考様式は,単一民族性の強い この国の人々の心 を広 く

分野で も,
本学会の全国的規模での着実な発展 ,I
EEE

世界に向って開かせるで しょうし,何 よ りもこれ らの

な ど海外 の諸学会 との連係の強化は,そのよい例 とい

人々の技術革新面での貢献は,日本 はもとよ り世界に

えるで しょう･ この種 のコミュニティは,専門学術か

とって貴重な もの となると考えるのです.

ら趣味に至 るまで極 めて多様なものがあ りますが,今

開発途上諸国,特 に NI
CS とよばれ る新興工業国 と

後 とも絶え間な く成長を遂げ,世界の人々の間に相互

の国際分業 も重要な課題で しょう.いわゆるブーメラ

理解 の環 を広げて行 くで しょう.私共 の専門 とする電

ン現象がしば しば問題 とな りますが,自己の創造性,

子通信技術 は,これ らのコミュニティの存立 にかかわ

技術革新能力 に自信があるな ら,それは柁菱です. ソ

る重要なインクラス トラクチャであると同時に,本学

フ トウェア危機が現実のもの となろ うとし て い る と

会 はこの種 のコミュニティの中で も最 も強力なもので

き,中国系の人々の多い東アジア諸国 との ソフ トウェ

あることに,誇 りを感ずるのであ ります.

ア生産面での国際分業は,日本 の産業 にとって有益で

ところで電子通信技術 の最近の動向をみます と,材

あるばか りでな く,これ ら諸国の経済発展 に大 き く寄

料 か らシステムに及ぶ極 めて広範 囲な分野 に拡大 を続

与 し,ひいては東アジア地域 の政治的安定 にも貢献す

けてお りますが,その反面研究者はよ り狭 く深い分野

るで しょう･米国の優れ たソフ トウェア技術者 に中国

‑の関心 を高 めているよ うに思われ ます.換言すれば

系の人が多いのをみても,この可能性は大 きいよ うに
思 えてな りません.

学際化 と細分化が同時 に進行 してい るといってよ く,
本学会が最近関連諸学会 との定期的な懇談の機会 をも

(3) 教育 ･訓練体制の見直 し

ち連係強化 の努力 をしてお りますのは学際化‑の対応

電子通信技術 の導入 に伴 う熟練技能者や一･
般事務員

であ り,また本年から新 しい研究体制‑移行すること

の失業問題 は ヨー ロッパを中心 にしば しば話題 となっ

となったのは細分化‑の対応であると申せましよう.

てお りますが,一方 ,日米両国では,ソフ トウェア分

学際化の中にあっても特定 の専門領域 についての深い

野での人手不足 が顕在化 し,ソフ トウェア危機が喧伝

学識は必須であ ります し,細分化 の中にあって も関連

され ています･失われ る職場か ら創出され る職場‑の

諸領域 をカバーす る広い視野がな くては今後 の発展は

職域の転換は不可避であ り,そのための再教育 ･再訓

望 めないで しょう･従来の領域区分や学会構成の枠 を

練は不可欠で しょう. しか し,これを私企業のみの負

超えて,学際化 と細分化‑の適切な対応 が必要のよ う
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講演/会長就任あいさつ
に思われ ます.

そ,私共のエネルギーを燃焼 させ る格好の分野である

4.お わ り に
以上 とりとめのない感想を申し述べ させて頂 きまし
たが,昨今 の貿易摩擦 の激化 につけても思います こと

と,私 は考えてお ります.電子通信技術 の文明史的意
義は誠 に大きい ものがあ ります し,また今 日では新 し
い技術文化がその上 に花咲こ うとす る兆候 も見 られ る
か らであ ります.

は,日本人の巨大なエネルギーをこの四つの小島に閉

これ まで私共 日本人 に対 しては "よ く働 くし戦争 も

じ込 めてお くことは不可能だ とい うことであ ります.

強い,よい製品は作 るし商売 もうまい ,しか しこれ ま

戦前はその余剰エネルギーが軍事進出 とい う形であふ

でに,科学 ,思想 ,宗教 ,芸術などの面 で,人類 のた

れ出て,近隣諸国に大 きな迷惑 をかけました し,我々

めに顕著な貢献は何 もしていないではないか" といっ

白身 も深 く傷つきました.戦後は,経済進出に形 を変

た評価 が国際的 に定着 してお り,それ が私共 の国際場

えて私共 の余剰エネルギーが,また国際間題 をおこそ

裡での行動上大 きな負い 目となっているよ うに思いま

うとしてお ります.

す.私共が本学会活動 を含 め,電子通信技術 の分野 に

この過剰エネルギーのはけ口をどこに求めたらよい

全エネルギーを投入 し,着々 と独創的な成果 をあげて

のか,どのよ うにすれ ばそれを安全 に,しか も私共 に

人類の文明のために寄与 してゆ くならば,日本人 に対

とって有益 に,そ して国際社会か ら感謝 され る形で放

す る評価 も改 ま り,我々の子孫の時代 まで,このよ う

散 できるのか,長期的課題 として真剣 に考えて見 るべ

な負い 目を残 さずにすむのではないか と考える次第で

きではないで しょうか.い ささか手前味噌 になるか も

ございます.

しれ ませんが,日本 の最 も得意 とする電子通信技術 こ
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