電子情報通信学会誌

vo
l
.
75 No.
6 pp.
5
75‑
5
80 1
99
2年 6月

5
7
5

会長就任あいさつ

技術の発展と学会
講

演

兼松安晴 :正員 東京 工 業 大 学

末 松 安 晴
ThePres
l
dent
'
sI
nauguralAddr
e
ss.ByYas
uhar
uSUEMATSU,Member(
Tokyol
ns
t
l
t
ut
eOf
Te
c
hn
ol
og
y,To
ky
o,1
5
2J
a
pa
n).

た新分野 を育てなが ら発展 し,国際的な視野の

1. 電子情報通信学会の沿革

下 にこの重要 な技術分野の発達 を助 けてお りま

電子情報 通信学会創立以来 7
5年 目の本総会
で将来 に向 けた諸懸案 の審議 を無事 に終 え られ
たことに深 い敬意 を表 したい と存 じます. この

す ことは慶賀の至 りで ござい ます.

2. 社会の発展 と技術 ･生産革新

長 い伝統 に培 われた本学会の総会で,会員の皆

古来,人類の歴史 に特筆 され るような大 きな

様 の御推挙 によ り浅学非才の私が会長 を拝命致

文明の興亡 は,必ず技術 ･生産革新 の成否 と連

したことは誠 に光栄で ござい ます と同時 に,大

携 して参 りました.特定 の分野 とはいえ,技術

変 な重責 を感 じてい る次第で ござい ます.
今後,

進歩 の研究成果 を討論 し,その動 向 を推進す る

御 出席 の皆様方,会員 の皆様方の御指導 と御鞭

本学会 を考 える一助 として,貴克 なお時間を頂

接 の下 に,歴代 の会長,特 に岩 崎昇三前会長 と

載 して,人類が これ までに経験 した技術革新 に

理事会の御方針 を引 き継 いで,理事各位 の御協

つ いて,偏見 と短慮 に満 ちて はお りますが大局

力 を得 なが ら本会の発展 のために微力 を尽 くし

として振 り返 ってみたい と存 じます.

たい所在で ござい ますので,何 とぞ御支援 の程
お願 い申 し上げ ます.

2.
1 技術 の革新 と文明の興亡
良 く知 られてお ります ように,
約‑万年前 に,

本学 会の前 身 は,明治 44年 5月 に,逓信省

中近東 で人類 史上初 め て小 麦 の栽培 技術 が発

電気 試験所 の浅野応 輔所 長 を会長 とす る約 50

明 ･開発 され,その後,何千年 もか けて品種改

名の第 2部研究会 に端 を発 し,大正 6年 (
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良 と栽培方法 の改 良が行 われて きま した. こう

午) 5月 1日に ｢
電信 電話学会｣ と改 めて,初

して食料が増 して人 口が飛躍 的に増加 し,それ

代 会長 には利根 川守 三郎 博士 が御 就任 になっ

までの緩 やかな人類 の歩が飛躍的に加速 されて

て,会員総数 は 843名で,本学会が発足致 しま

文明化 し, メ ソポ タ ミヤな どの中近東古代文明

した. その後,昭和 1
2年 に ｢
電気 通信 学会｣

の花 を聞かせ ま した. この食料生活技術 の革新

社 団法 人
に改 め られ,昭和 42年 に ｢

は,その後,粒界 中に伝搬致 しま した.そ して,

電子通

信学 会｣ に改 め られて会員が 1
8,
994名 に,更
に昭和 62年 1月 に ｢
社 団法 人

エ ジプ ト文明, イ ン ド文明, 中国 をは じめ とす

電子情報 通信

る束 アジア文明な どを生み出 し,
更 に,ギ リシ ャ

学会｣ と改 め られ,昨年度 中には瞬間風速 なが

文明や,近 くは丙欧文明やアメ リカ文明の基礎

ら会員数が 4万人の大台 を越 えて我が国の最大

を作 りま した. こうした小 麦や米 を中心 とした

級 の学会 に成長 して参 りました.本学会 は,今

食料技術 ･生産革命 に誘起 されて,農地が開拓

世紀か ら来世紀 にかけて達成 されつつ ある広義

され,区画整理 によ り幾何学が発達 し,水利が

の情報技術革命 の牽引役 として,新 しく生 まれ

囲 られ,種蒔の時期決定のために天体観測がな
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し,機械技術 が発達 し,そ して,人類 は巨大 な
動力や機械エ ネルギーを手 に入れ ま した. この
エ ネルギー技術革新 は,化石燃料 や原子力エ ネ
ルギー利用へ の道 を開 き,電機エ ネルギーの形
として も広 く用 い られ,生産規模が拡大 し,交
易 は地球規模 で行 われるようにな りました.近
代文明はこうしてエ ネルギー革命 を達成 したイ
ギ リスを中心 に形作 られ,そ して米国に,更 に
我が国に も流れて参 りま した. こうした中で,
技術 の開発者 によって学会が形成 されるように
な り,相互の意見交換 の場が作 られて,技術水
準 を向上 させ るのに大 きな役割 を果 た して きま
され,生産物 の運搬や交易,そ して生産物の管

した.

な どもこう した中で開発 されてい きました.そ

2.
2 通信電子情報技術の発展 と現代社会
現在 の広義 の情報革命 は,約 1
6
0年前の電信

して,人 口が増 えるにつれて,都市が発達 し,

技術 の開発 に負 ってい ます.釈迦 に説法で恐縮

社会体制が整備 され,更 に,精神文明が開拓 さ

至極で ござい ますが,電信 は数学者 のガウスの

理体制や記録が図 られて きました.文字や数学

れ,宗教が発達 しました.

着想 をモールスが実用化致 しました.次 いで,

次 の大 きな技術革新 は,石材,陶器,ガラス,

0
0年前 に電話が実用化 され,無線通信 の開
約1

錫 や鋼 に続 く,
鉄 を生産す る技術 であ りま した.

発 と連携 して発達致 しま した.更 に,衛星通信

0
0年前 ごろに,東欧の
す なわち,今 か ら 2千 5

技術 や光通信技術 の開拓 によって,通信 の機能

ハルシュタ ッ ト周辺で鉄鋼生産技術が発明 ･開

が画期的に進歩 し,音声か らビデオ, フ ァクシ

発 され ま した.鉄 を手 に入れた人々は,各種 の

ミリ,そ して コ ンピュータ情報 な ど,通信情報

道具や機械,船舶や馬車 などの運輸機械,道路

の 内容が広 が って参 りま した. よ り自然 な コ

網 な どの社会基盤 を整備す るのに画期 的な役割

ミュニケーシ ョンに向けたテ レビ電話へ の期待

を果 た しま した. こうした流れの中で,広域 の

も大 きいのであ ります.移動電話 は,エ レク ト

文明国家, ローマ文明や中国文明が形成 され ま

ロニクスで武装 された 自動車社会 をよ り機能的

した. こうした文明は科学 の発達 には貢献が少

に致 しました. こう して,交換技術 を中核 に し

なか った といわれてお りますが,技術 の発展 に

て ネ ッ トワー ク化 され た電気 通信 シ ステ ムは

は巨大 な貢献 を致 しま した.その後,広域食料

｢
距離短縮装 置｣ とよばれて現代文明の発展 を

生産技術 を開発 して人口を増 した西欧では機械
技術 が発達 し紡織機 な どの各種 の機械 が生み出

支 える基盤 システムにな りました.
一方で は, ラジオや TV な どの放送 システム

され,
船舶 を用いた交易 によって富 を得 ま した.

の開発,電子技術 を用 いた レーダな どの計測器

世 界 最初 の大学 レベ ルの科学技術 の研 究 が始

の開拓が進 んで,電 子技術 が さまざまなシステ

まったの も航海技術 を発展 させ ようとの要望か

ムに用い られ るようにな りました.高品位 テ レ

らであ りま した. こうして科学が進歩 し,科学

ビは,分解能の高 いイ ンタフェースを提供す る

者 による相互情報交換が始め られ ま した. こう

もの として,放送 ･通信 に とどまらず,美術 か

した動 きは機械技術 を進歩 させ るのに大 きな貢

ら教育な どの社会活動,そ して生産活動 に至 る

献 を致 しま した.

まで幅広 い活躍の場 を兄い出 し始めてい ます.

0
0年前 に,1
0
0年 間に及
衆知の ご と く,約 3

また ,
計算機 は｢そろばん｣や歯 車式 の計算機

ぶ試行錯誤の改良 を経て高性能蒸気機 関が誕生

を基盤 として,英国や米国で真空管の発達 と共
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に電子 計算機 の原型 が形作 られ,現在 の コ ン

9世
申す まで もな く,通信 技術 の多 くは, 1

ピュー タの考 え方 の基礎が 固 ま り,LSIの進歩

0担頒己の初頭 にか けて欧米 を主 と して
紀か ら2

と共 に,信頼性 の高 いコンピュー タとして社会

0世紀 の 中 ごろに は
発 達 して参 りま したが,2

全般 に普及す るに至 りました.通信 ネ ットワー

0世紀後期
その主力 が米 国 に移 り, そ して,2

クで結 ばれてた電子計算機 は,
情報 における｢
距

には,我が国の貢献が大 き くな りました.本邦

離短縮｣ を達成致 しました.‑
1
･
方で は, ワー ド

の通信 技術 は,明治 35年 のパ ルチ ック艦 隊発

プロセ ッサ は我が国の社会 に漢字 を復活 させ ,

見 の通信 の活躍で象徴 されてお ります ように,

ハー ドコピー と連動 して事務機能 を変革 させ,

我が国の近代化 と歩調 を合 わせて発達 し,次第

テ レビゲームは若者 の世界 を変 えさせ ました.

に独 自の発達 を遂 げるようになって きたのであ

こう して文化 のあ り方 に深 い影響 を与 えてお り

ります. この ように して我が国は,皆様方の格

ます.今後 に発展が期待 されているバ ーチ ヤア

段 の御努力 を被 って広義 の情報技術 を発展 させ

ル ビジ ョンが開 く新 しい機能への期待 も大 きい

る主要国の一つ に発展 して参 りま した.

ものであ ります.

2.
3 情報技術の基盤

l
H骨に進め る上
こうして,現代社 会の営み をr

衆知の とお りであ りますが,広義 の情報技術

で 情報技術 は不可欠な存在であ ります.緊急連

はハ ー ドウェア とソフ トウェアか らなる総合技

絡の窓 口を含 めて安定 な 日常生活,経済活動,

術 で あ り, 間近 に迫 った 21世紀 の社会 を牽引

政治の世界の広報活動 な ど,情報技術抜 きには

す る基盤技術 として発展 を続 けてお ります.

考 え られ ませ ん.テ レビジ ョンの画像が,一昨

その基礎 は金属 やシ リコ ン,そ してガラスや

年の東欧社会の 自由化の波 を引 き起す大 きな力

有機材料 をは じめ とす る材料技術 にあ ります.

になった こ とはあ ま りに もよ く知 られて い ま

材料 の革新 はあ らゆるハ ー ドウェアの革新 を誘

す.情報 ネ ッ トワークによる情報交換 の高速化

発す るのであ ります.最近 の材料技術 の進歩 は,

が研究開発 自体 や学術活動 の活発化 に果 た して

単純 な組成の素材 を高純度化 ･ハ ッシベ ‑シ ョ

いる役割 も大 きいのであ ります.今 日の社会活

ン化 して素材本来の性能 を高める高純度技術 か

動や生産活動 に とって,情報技術 に期待 され る

ら,複合素材 を規則正 しく組み合 わせ る複合材

役割 は広 が りを見せ る一途であ ります.

料へ と発展 し,新 しい性能や,機能 を引 き出す
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ことに成功 して きてお ります.

ます.現在, ソフ トウェア開発 に巨大なマ ンパ

情報技術 の基盤 をなす人工的に作 り上げ られ

ワーが注がれてい ます. ソフ トウェアの生産技

たデバイスはシステム的な思考 によって生み出

術 の確立 も大 きな問題 といわれてお ります.情

されてお ります. こうしたシステム思考 は,初

報 自体の理解やその蓄積の間道 もあ ります.

期の鉱石検波器 をは じめ として,真空管などの

こうして,ハー ドウェア技術 とソフ トウェア

デバ イスやコンポーネン トの技術 を開発 し,更

技術 とのバ ランス した発展が成 されなければな

に トランジス タの発明,LSIの開発へ と発展 し

らないのであ ります.

てデバイス技術の開拓 を誘発 しました.そ して,
各種の材料技術 を基礎 に して,電子や光のデバ
イスが形作 られてお ります.
材料技術 の進歩 は,
電子 ･光デバイスや各種のコンポーネン トにつ

3. 文 明 の栄 枯 盛 衰 を左右 した技 術 革 新
これ まで長々 と,人類の共有 している主要 な
基盤技術 について皆様のお耳 を煩 わせて参 りま

いて飛躍的な革新 をもた らしています.一方で

した.偏見 に基づいているか もしれませ んが,

は,人間 と機械 との問のインタフェース として

世界の頂点に立 ったような文明の繁栄は,人間

各種のセ ンサや表示装置が急速な進歩 を遂げて

性や社会 システム,そ して経済 システムや地域

います. このインタフェースでは,如何 に して

環境 に左右 されなが らも,広 い視野で眺めて見

人間の感性 に近づ け,人間性 に適合 させ るかの

ると,すべて新 しい技術革新 とそれが もた らし

人間工学的な観点 も重要であ ります. これ らの

た生産 システムの波が底流 となって招来 したの

分野 は電子技術や光エ レク トロニクス技術 とし

であ ります.文明発展の原動力 は技術革新 なの

て集約 されて きてお ります.他方では,例 とし

であ ります.通常の歴史の教科書では決 して強

て LSIを引用 させて頂 きますが,デバイスは単

調致 してお りませ んが,我 々が 日ごろ関与 して

体の技術か らサブシステムの技術へ と変革 して

いる技術革新が,文明の興亡 に直接的 ･間接的

きてお ります.そ して,デバ イスの機能 を革新

に重要 な役割 を果た しているのであ ります.主

し, これを先導す るソフ トウェアの発展 に大 き

要 な文明の基礎 は,人間性や 自然環境,そ して

な革新 が な されてお ります. こ う したハー ド

社会 システム等 に依頼することはい うまで もあ

ウェアによって斬新な物理的システムが構築 さ

りませんが,他方では,技術であることを忘れ

れてお ります.

てはな りません.前の文明が育てた生産 システ

情報システムは,物理的に構築す る側か らの

ムを基盤 に して新 しく発生 した技術革新の波 を

観点 と,使 う側か らの機能的な観点 とがあ り,

育て,生産 システムを充実 させて社会に富 をも

ここにハー ドウェアとソフ トウェアとの融合が

たらし, こうした流れの総力が前の文明に取 っ

図 られていると同時に,人工的な知能機能 を内

て代 って新文 明 を勃興 させ て来 たのであ りま

蔵 して,使 うものの個性がシステムに埋 め込 ま

しょう. こうした技術革新 は優れた人材が担 っ

れ,一般性 を持 って作 られた機械が,機能面で

てお ります.
若者達が技術 を担 う意欲 を失 えば,

個性化 しているのであ ります. こうして, ソフ

技術革新の波が弱 ま り,その文明は活力 を失い,

トウェアの技術がシステム機能の発揮 に大 きな
役割 を果た してお ります.システムが巨大化 ･

これに代 って技術革新 に成功 した地域が新 たに
文明 を起すのであ りましょう.

複雑化 し,高性能化す るほど,システムが人間

技術 は人 間 に よって使 われ る ものであ る限

に取 って親 しみやす くなればなるほど,そ して

り, よ り高性能 に, より経済的に,そ して, よ

柔軟 な対応が迫 られるほどソフ トウェア技術 の

り使 いやす さが求め られるものであ ります.技

役割が重要 になって参 ります.認知や知能に関

術 の発展 は l
Lまるこ とが ないのであ りま しょ

す る科学技術 の確立が待 たれています. 自律 シ

う.決 して技術 の発展の 目を摘 んでほな らない

ステムとしての生体 に学ぶ ことも多いのであ り

のであ ります.何時の牡にあって も,一つの技
電子情報通信学会誌 6
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術 は,その時代 には充分 に役割 を果 た していた

けて基盤 を開拓す る局面,そ して,(
彰こう した

のであ りますが,後世か らみればその技術 は未

既存技術 と新技術 とをバ ランス して発展 させ る

熟で中途半端 な ものであ ります. こうして永遠

ための情報 を提供す る局面 な どがあ ります.学

に,既存 の技術 が強化 され,新技術 が生 まれ,

会 は, こうした各種 の局面 に対応 した柔軟 な活

そ して新分野が開拓 されてゆ くのであ りま しょ

動 を行 わなければな らないので ござい ます.

ら.

本学会 は,当面す る変化 を柔軟 に受 け とめ る

こ う した観点 に立 て ば,21世紀 の基 盤技術

ために,多 くの工夫 を して これ を実行 に移 し,

と考 え られている情報技術 の革新 を見守 り, こ

例 えば,論文発表の形態が和文誌か ら英文誌 に

れを育て る手助 けをす る本学会の役 目は,同業

移 りつつあ.
るの もそ うした傾 向 を反映 している

者集団の枠 を越 えて,社会的な広が りを持 って

のであ ります. また,論文内容 の発表 ･記録が

いる といえるのではないで しょうか.

紙か ら電子的なメモ リに,そ して,近い将来 に

4. 技 術 の発 展 と学 会 活 動

は,その公表形態 も電子 メール を通 して国際的
に実時 間で行 われ始めている現状 に も目を塞 げ

4.
1 技術 の進歩 と学会

な くなってお ります.更 に,国際的 に最高水準

学会 は会員各位 の出資 に基づ いて活動 し,技

にある研究内容 の発表 について,異 なった考 え

術 の進歩 ･発展 を助 け,各分野の広が りの先端

を暖か く見守 る習慣 の導入が必要であ り,投稿

部分で受 け とめてお ります.そ うした技術発展

論文複数査読制が導入 されたの も, こう した点

の各 局面 において明 らか に され た原理 や機 能

を踏 まえて高水準 の論文 を相互評価 し,僻 耳点

を,次 の開拓 の糧 とし,人類共有の財産 として

検す ることの実行 にほかな らないであ りましょ

記録 し,会員 に衆知 してお ります.大会や研究

う.一方で は,技術 の生産性 を高め,普及 を助

会 における技術 の公表や討論,論文誌 による記

ける国際的な標準化 の仕事 も進 めなければな ら

録 ･公表活動が学会の中心 的な事業 と見 な され

ないであ りま しょう.

ている理 由であ ります.一方,技術 は深化 ･細

4.
2 会員外への啓蒙活動

分化 し,他方で は総合化が行 われてい ます.慕

本学会 は専 門家である会員や大学で学ぶ技術

先端分野の研究成果 を討論 し公表す る と共 に,

者 の卵達 に向けて,学会誌の発行や,大学教科

それ を分野が異 なる会員へ啓蒙す る仕事が欠か

書編纂事業,生涯教育事業,そ して,学生会活

せ ないのであ ります.

動 などを行 って,
啓蒙活動 を行 って参 りました.

そのために学会で は, (1)専 門的学術 ･技術

終戦直後 の我が国で は,技術が果 たす重要性が

の進歩のための相互点検 と相亙評価,そ して進

社会的に浸透 して,広 く認識 され, この分野 に

歩の学術 的な歩 を記録す る とい う技術 の直接 的

は優秀 な若者が 自ら望 んで集 まって きてお りま

な進歩 に関す る事項 ,(2)職業 人の知的再開発,

した. しか し,時代 は代 り,多 くの若者 は科学

そ して,専 門分野の人材再生産 に関す る啓蒙活

技術 に関心 を失 い始めてお ります.現在科学技

互換性 によって生産性 を高め,
動,そ して,(3)

術 に無 関心 な 20歳 の若者 は,1
0年前 に比べ て

利用者 に便宜 を図るための技術 の標準化 な どが

約 2倍 の 4
0%に増加 してい るので あ ります.

行 われてお ります.

これに加 えて,高校教育 のカ リキ ュラム選択制

衆知の ごとく,技術 の進歩 を促すためには,

の導入 によって,高校 で物理 を学ぶ生徒 は全体

①既存技術 の内容 を高め,更 に,今後 の開拓 の

の 30%以下 に減少 して きてお ります. この ま

基本原理 とす るために既存技術 を組織 的に理解

まに放置すれば, この重要 な技術 分野 に関心 を

す る局面,②技術 の基盤 を開拓す る局面,③新

持 って集 まって くる優秀 な人材が激減す ること

技術 を創案 して,それが実現で きるか どうかの

がL
､
配 され始めてお ります. もはや,優秀 な人

可能性 を探 り当て,更 にその新技術 の実現 に向

材再生産 は大学 の努力 だけで は困難 にな り始め
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てお ります. こうした杷菱 は端 に‑技術分野の

な らない時機 に来 てい るので はないで しょう

間親 だけで はな くて,それは,技術革新全般 を

か.

担 う優秀 な人材 の再生産 に陰 りが見 え始め,か
って歴史上栄 えた他 の文明の ように,我が国の
文明の繁栄 に も陰 りが見 え始めていることが心

5. お

わ

り

に

電子情報通信学会は,創立以来の 75年 間に,

配 されているのであ ります.我が国 も,いわゆ

当初の我が国の地域的な関心事解決のために世

る社会的な文明病 に掛か り始めてい るのであ り

界 に学ぶ学会か ら,国際的 に高い実力 を持 った

ます.

会員 を擁す る国際的な主要学会 の‑つ へ と変貌

この ようなおぞ ま しい風潮 は,見か けの社会的

して きま した.現在,学会 は巨大化 し,一方で

な活躍の場 や,技術 に関す る社会的な無理解 に

は新 しい分野へ の きめ細 か な対応 が必 要 で あ

も基づいてお りますが,若者 の教育 について も

り,他方で は, こう した活動 を進めるための財

一因があ るように見受 け られ ます. この ような

政的な諸問題が発生 し始めてい ます. こうした

Lめ を掛 ける一つ として,初 中
陰 りの傾 向 に歯 I

問題‑ の回答の一つ として,研究 グループ制か

等教育段 階 において,若者 にこの重要 な科学技

らソサ イエテ ィ制へ向けて変身す ることを本総

術 に関す る興味 を喚起 し,技術 が果 た している

会で方向付 けられたことは誠 に時機 を得 た もの

社会発展へ の貢献 に 目覚 め させ なければな らな

と申すべ きであ りま しょう.今年度 には,創立

いのであ りま しょう.そのためになさなければ

75周 年記 念事 業 や 国際化, そ して,社 会 の景

な らない と考 え られることの第 1は,高校 にお

気変動 と財政問題 な ど,多 くの問題が指摘 され

ける物理教 育の復興であ ります.第 2は,技術

てお ります.

の考 えの核心 を,中高校 レベルで数 え られる内

本学会 の関心事である広義の情報技術 は, 普

容 に整理,大系化 して技術 の科学 にまとめ, こ

だ,至 って未熟 な技術 であ ります.本学会 は広

れ を教科 に組み込 むことか ら始めて,社会的に

義の情報技術 の進歩,電子技術 ･光技術 ･情報

大変困難 なことで はあ りま しょうが,青少年へ

技術産業の発展 に寄与 して, こうした技術分野

科学技術教育 を施す ことであ りま しょう.第 3

の発展 を通 して, 世界的に有数 な地位 を占め る

は,本学会がす ぐにで も着手で きることであ り

に至 った我が国文明の発展 の一助 をもな してお

ますが,小 中高校生向 きの興味あふれ る広義の

り,今後 も‑
一
層 広 い視野 に立 ったこの技術分野

情報技術 の啓蒙書 を編集執筆 して出版す ること

の発展へ の努力が必要であ りま しょう.

であ ります.人材 の再生産 を気長 く考 えて,少

終 わるに当た り,本会が これ まです ぼ らしい

年層か ら行 わなければな らない時代が到来 して

発展 を して こられたのは会員各位 の御努力 と事

い るので はないか と考 え られ るので ござい ま

務局 の皆様方の御貢献 による ものであ り, ここ

す.本学会の啓蒙活動 は,長期的な展望 の下 に,

に新 ためて感謝 申 し上げる と共 に, こう した重

これ まで対象 に して きた,完成 された技術者や

要 な仕事 を進めている本会 の発展 のために,会

大学 レベルの学生 か ら更 に踏み込 んで,本格的

員 の皆様 方 の暖 い御指 導 と御 鞭 達 をお願 い し

に一般社 会へ の啓蒙,少年‑ の啓蒙 を始め,倭

て,あい さつ とさせ て頂 きます,長い間,御静

れた技術者 を再生産す る事業 に着手 しなければ

聴 を賜 り誠 にあ りが とうござい ま した.
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