IEEE Milestone 贈呈式の手引き
2015 年 7 月 16 日

改訂

IEEE マイルストーンの贈呈式を計画される方のために、贈呈式の枠組み、マイルストーンの HP、及び
支部の HP の見方について記載した。
（１） IEEE マイルストーン贈呈式の枠組み
① マイルストーンへの認定が決まると、IEEE 本部 歴史委員会から提案者と IEEE 支部宛てに通知
メールが送られる。
注）支部に通知メールが届かないことがあるので、提案者は通知メールを受け取ったら、IEEE 支
部 History committee にも連絡願いたい。
② メールには次のステップ（贈呈式計画、銘板の発注）への手順が記載されており、これと ETHW
記載のマニュアルを参照しながら贈呈式を計画する。
③ 記念の式典としては、贈呈式、記念講演会、記念祝賀会、除幕式、等がある。
補足）最近、IEEE History Committee から、提案者、及び、支部宛に感謝状が届くようになりま
した。
（２） 参照資料
① 上記本部からのメール（Next Steps）
② ETHW(Engineering and technology History Wiki)
http://ieeemilestones.ethw.org/Milestone_Guidelines_and_How_to_Propose_a_Milestone
③ 本手引きに添付
・添付１：
「IEEE マイルストーン贈呈式の計画についてのメモ」
・添付２：IEEE マイルストーン記念式典 Q&A
・添付３：IEEE マイルストーン記念式典 式次第（例）
以上
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（添付１）
IEEE マイルストーン贈呈式の計画についてのメモ
2015 年 7 月 16 日

改訂

IEEE Board of Directors (BoD) において Milestone の認定が最終決定すれば、History Center の
Milestone Administrator より提案者と IEEE Section Chair に連絡される。下記事項を念頭に、関連組織
が協力して Dedication Ceremony (贈呈式)、および、関連行事を計画し準備に取り掛かる。
１） 贈呈式と関連行事
贈呈式関連行事としては、次のようなものがある。それぞれの主体組織も併記する。
a) 贈呈式：IEEE から銘板を受贈者に贈呈。中心となる行事で、IEEE 支部主催。
b) 祝賀会：通常、受贈者が主催し、贈呈式に続いて開催。記念講演会の後に開催しても可。
c) 記念講演会：認定された業績に関する講演会。IEEE 支部主催。他組織との共催も可。
d) その他：関連施設の見学会など。
上記の中、a) の贈呈式は必須であるが、b) ~ d) の行事は主催者と関連組織が自由に行えば良い。
２)
実施日の決定
贈呈式の主役である受贈者と贈呈者の日程、銘板の製作期間、及び、会場の都合を考慮して決定し、
関係者に通知する。
a) 参加者の都合：受贈者側の VIP 、贈呈者である IEEE 本部 VIP 、主催者の IEEE 支部の都合
で候補日を決めて調整する。
IEEE 本部 President office < http://www.ieee.org/about/corporate/leadership.html >
IEEE Japan Office < http://jp.ieee.org/index.html >
b) 銘板の製作期間：製作に最低 8 週間が必要。銘板には贈呈式の年月が鋳込まれるので、実施日を
早急に確定し発注する。
c) 会場の確保：適当な会場が確保できることが必要。
３） Citation の確認と Plaque（銘板）の製作依頼
Milestone の象徴となる銘板には、Citation と贈呈式の年月が書き込まれるので、Citation の文章を
確認し、History Center に製作を依頼する。BoD で一旦承認された Citation の変更は、許されないが、
単純な修辞上の修正は History Center の担当者の判断となるので早急に申し出る。
銘板は、複数個の製作を依頼できる。最終承認通知の最後に、Milestone Plaque Order Form がある
ので、それに必要事項を記入し依頼する。
製作の途中で鋳型の電子コピーが送られて来るので、誤植や誤字などないか注意深く検証し、返信す
る。銘板作成に最低 8 週間が必要であるので、贈呈式の実施日を考慮し早急に手配する必要がある。
銘板の費用は年々変化しているが、大略 1,000 ドル、送料は 200 ドルである。費用の支払い方法など
は支部と相談して決める。
銘板本体の寸法は 45ｘ30cm x 3cm、重量は 9kg である。（台座など、銘板の設置や取り付けについ
ては考慮する必要がある）
また、関係者への配布用として、小型レプリカ、ガラス製のミニチュアも製作可能であるので、必要
な場合は別途 History Center に依頼する。
４） 招待者の選定と招待状の発送
贈呈式には、IEEE 本部を始め、国内外の関連部門から招待者を選び、招待状を発送する必要がある。
（本部関係からは IEEE President を招待する。困難な場合は、銘版贈与を行うに相応しい人の来訪を要
請する。本部からの参加者の旅費は、IEEE 本部が負担する。)
国内では、IEEE 国内支部関係者、受賞組織関係者の他、政府、地域行政、大学、学会・協会などの
関係者から、選定して招待する。通常 IEEE 支部長と受賞側代表者の連名の招待状を発送する。
海外からの特別な招待（講演者を含む）を考える場合は、旅費なども検討する必要がある。
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５） 贈呈式当日の実施計画
贈呈式は、主役となる銘板贈呈者（IEEE 本部よりの参加者）、受贈者（受贈組織の代表者）を決め、
支部主催で準備する。式典参加者には、受賞テーマや Milestone に関する説明を含む小冊子を準備し配
布する。
記念祝賀会は贈呈式の後、参列者に加えて、認定された業績に関係深い人々が参加し祝賀する会で、
受贈した組織が主催する。
記念講演会は、認定された業績に関する専門家を講師に招いて行われる。IEEE 支部の行事として、
一般会員の参加も募集して行う。
６） マスコミ・メディアへの情報提供
マイルストーン贈呈式は、地域のメディアを巻き込んで、技術や技術者に対する地域社会の認識・理
解を向上させる絶好の機会である。マスコミ関係者に贈呈式関連行事を知らせ、マイルストーンの説明
や広報・ＰＲを積極的に行うことが望まれる。
７） 事後報告
贈呈式終了後、写真などを含む記録を作成し、支部ホームページや Region10 News Letter 等に公開
している。
８） ETHW での公開
下記の ETHW には過去の受賞から現在申請中までのマイルストーンに関する多くの情報が得られる。
受賞したものについては、Google map を使った Innovation Map に世界中のマイルストーンの銘板設
置場所が示されている。
http://ethw.org/Milestones:List_of_IEEE_Milestones
９） 贈呈式終了後の変更
極く稀ではあるが、贈呈式終了後に、受賞組織が合併・吸収・分割などの変更により、銘板展示場所
の移動が生じることがある。そのような場合には、速やかに支部事務局を通じて、本部 History Center に
通知する。
以上
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（添付２）

IEEE マイルストーン記念式典

Ｑ＆Ａ
2015 年 7 月 16 日

改訂

Ｑ：参考資料は？
Ａ：
①IEEE マイルストーン贈呈式の計画についてのメモ
②IEEE 本部 HC からの認定通知に付いている「Next Steps」
③ETHW(Engineering and technology History Wiki)
http://ieeemilestones.ethw.org/Milestone_Guidelines_and_How_to_Propose_a_Milestone
Ｑ：基本的な考え方？
Ａ：
① 支部主催行事：贈呈式、記念講演会
② 受贈団体主催行事：記念祝賀会
③ 贈呈式を除いて任意の行事で時間、順序、内容などに決まりはない。効果的な行事を受贈者側の意向
に沿って行う。
④ IEEE 側の行事は、会場を受贈者側から提供を受ける形で実施する。
Ｑ：会場選び？
Ａ：
① 会場：ホテル、大学施設、会社施設など。
② 他の行事：除幕式、見学会など

どんな式典にしたいかで決める。

Ｑ：日程？
Ａ：
① IEEE 支部、IEEE 本部（会長）
、受贈者の都合で決める。
② IEEE 本部（会長）との調整は直接会長室とコンタクトするか、あるいは Japan Office に依頼する。
③ IEEE 会長：出来るだけ出席の意向で、先に都合を聞けばご出席、都合悪ければ元・次期会長が出席、
の模様。
Ｑ：招待者？
Ａ：
①IEEE 側：支部理事、本部会長、IEEE 本部 HC 委員（日本在住）
、R10、Japan Council、Japan Office
など約 30 名程度（出席は 20 名程度）
②受贈団体側：任意（団体関係者、官庁、業界団体、学会、大学など様々、会の性格付けも様々）
③招待者数：様々な規模。
Ｑ：招待状？
Ａ：
①便宜のために贈呈式、記念祝賀会、記念講演会を纏めて作成し、出欠の回答は受贈団体に送る形にする。
②IEEE 側招待者リストは事務局で作成し受贈団体に渡す。
（事前に事務局からメールでの日程の予告も方
法。）
③講演会は通常の講演会と同様な参加者募集もする。
Ｑ：銘板？
Ａ：
①費用の支払い方法などは、受贈団体の都合を勘案して、米国側との発注、送付先、支払方法を決める。
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②IEEE 支部は取次や立替は可能、費用負担はしない運用をしている。
③正、複製は全く同一物。記録・管理の対象か否かの差。
④納期、送付先などでトラブルの可能性があり受贈団体側で十分なフォローをする。
➄枠や置台を作るケースもあり。（祝賀会などで展示のため）
Ｑ：会場の準備？
Ａ：
①横断幕（看板）、プロジェクター、スクリーン、その他は受贈団体側で準備する。
②IEEE 支部旗は事務局から借り出す。
③案内板、受付、飾り付けなどは任意（会場の習慣的なものに合せる）
④写真、動画の撮影などは問題ない。
④ 板、ゆかりの品、関連製品など展示は任意。スクリーンを使う事も可。
Ｑ：記念品？
Ａ：
①式次第の小冊子、マイルストーンの小冊子の配布が薦められる。IEEE ロゴは本部ＨＰからダウンロー
ドして使用する。
②記念品、みやげなどは任意。招待者別に区分しても良い（ミニプラークも作成可）
。
③記念品等の渡すタイミングは、名札と引換にして任意の時にすると良い。
Ｑ：通訳？
Ａ：
①英→日は不要（一般的には）
。受贈者側の意向による。
②日→英は、大概の場合は IEEE 会長のみとなる。
（横で短くコメント出来れば親切な運営となる。
）
Ｑ：講演会？
Ａ：
①構成は、受贈団体側の企画に依る。
②IEEE 関係者は学会側から依頼、他の講師は受贈団体から内諾を得る。
③正式な講演依頼は学会からする。
④IEEE から講演料、旅費の負担はしない。
Ｑ：広報？
Ａ：
①広報発表、プレス取材などは任意。連名（IEEE/受贈側）の案内は可能。IEEE ロゴは本部ＨＰからダウ
ンロードして使用する。
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（添付３）
201〇/〇/〇
ＩＥＥＥマイルストーン記念式典
日時

場所

式次第

：２０１○年 ○月○日（○） （受付開始：10:30）
贈呈式：11：00〜11：30
記念祝賀会：12：00〜13：30
記念講演会：13：45〜15：00
：ホテル○○○ ○階 ○○の間（贈呈式、記念講演会）
○○の間（記念祝賀会）
Ⅰ. ＩＥＥＥマイルストーン贈呈式
■ 11：00 〜 11：30
○○の間
司会
■ 贈呈式次第：11:00 〜 11:30
1）開会
2）IEEE 東京支部 挨拶
3）IEEE 本部 挨拶
4）銘板の授与
（写真撮影）
5) 受賞者代表挨拶
6）閉会
■ 写真撮影： 適宜
■ プレス発表：適宜

<主催：IEEE 東京支部>
IEEE 東京支部

○○Secretary

IEEE 東京支部
○○Secretary
IEEE 東京支部
○○東京支部長
IEEE President and CEO ○○○
同上→○○会社 ○○社長

<20 秒>
<3 分>
<3 分>
<6 分>

○○会社 ○○社長
IEEE 東京支部
○○Secretary

<3 分>
<20 秒>

Ⅱ．記念祝賀会
<主催：○○会社>
■ 12:00 〜 13:30
○○の間
司会
1) 開式
2) 挨拶
3) 来賓祝辞
[1] IEEE 東京支部/JC
[2] ○○省
○○○○
[3] ○○会社/○○大学
[4] ○○工業会/○○学会
4) 乾杯
‑‑‑‑‑‑‑
ご歓談 ‑‑‑‑‑‑‑
5) 閉会の辞

○○会社

○○○○

○○会社

○○○○

○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○会社 ○○○○
○○会社

<3 分>
<3 分>
<3 分>
<3 分>
<3 分>

○○○○

Ⅲ．記念講演会
<主催：IEEE 東京支部>
■ 13:45 〜 15:00
○○の間
司会
IEEE 東京支部
○○TP Chair
1)講演 1 ： 演題 ｢IEEE マイルストーンの概要｣
講演者： IEEE ○○
○○○○
2)講演 2 ： 演題「○○○○」
講演者： ○○○○
○○○○
3)講演 3
演題「○○○○」
講演者： ○○○○
○○○○

<15 分>
<30 分>
<30 分>
−以上−
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