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マイルストーンの提案については、
http://ieeemilestones.ethw.org/Milestone_Guidelines_and_How_to_Propose_a_Milestone
で説明されている。以下では要旨を抜書きした。

1.IEEE Milestone
マイルストーンは IEEE 関連分野の重要な技術業績を顕彰するものである。
重要な 5 つの事項
1）IEEE 活動を促進するためのボトムアップ型のプログラムである。
2）マイルストーンは、人物や場所というより業績を顕彰するものである。
3）提案から贈呈までは 9-15 ヶ月を必要とする。
（通常は 12-14 ヶ月）
4）達成されてから 25 年以上経過した業績である。
5）マイルストーンは、業績の重要性を世間に周知する活動の一つである。

2.Milestone のプロセス
1）提案者（最低 1 名は会員）は IEEE 組織から支援(sponsorship)を得る。
2）提案者は銘板の設置場所の所有者の許可を得る。
3）提案者は、Milestones Wiki で提案書を作成し提出する。
4）Advocate が指名される。
5）Advocate は提案をレビュウし History Committee に推薦する。
6）History Committee は承認し Board of Directors に提出する。
7）Board of Directors が承認する。
8）IEEE 支援組織が贈呈式を計画、銘板を発注、業績を祝う。

3.提案書の提出前に
・提案者は銘板設置場所の所有者の許可を得る。
（上記 URL に例文へのリンクがある）
・IEEE 組織(section、society、chapter、student branch)の支援を受ける事の同意を得る。
支援は、①銘板費を支払う ②贈呈式を行う ③銘板設置場所の管理をする の 3 項で
①、②はどの組織でも良い（別々の組織でも良い）
。③は支部(section)が担う。
それぞれについて同意の letter/email が必要。
（上記 URL に例文へのリンクがある）

4.提案書の提出と評価
1）提出 http://ieeemilestones.ethw.org/Main_Page
提案書の作成は ETHW（Engineering and Technology History Wiki）で行う）”Create a
Milestone Proposal”にタイトルを入力し提案書の書式を開き項目に沿って書き込んで完
成する。参考までに主な記載事項を付録に記載する。
提案する案件の基本的事項は、達成年・名称・業績（Citation）であり、業績（Citation）
は Plaque（銘板）に鋳込まれる 。文案は上限 70 語、推奨 60 語程度に要約する。
提案をサポートする資料では、少なくとも 1 件の学術論文を含む 5 件以上の参考文献が求
められている。
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2）Review
提案が提出されると History Committee では、その Milestone を担当する Advocate を選
定し提案者に協力して提案書を完成させる。
3）Discussion
提案書は ETHW 上で公開され、関係者の意見が書き込まれる。提案者はそれらに適切な修正
や反論を加えることが必要となる。Advocate は ETHW 上の議論も含めて、提案の内容を検
討し、適切なものと判断すれば、その結果を History Committee での審議に諮りここで承
認される。
4）Board of Directors （BOD）の承認
IEEE 最高決定機関である(BOD) に上程され審議される。ここで承認されればマイルストー
ンの認定が正式決定となる。
以下その後の手順が
5）銘板の発注、贈呈式の計画
6）銘板の製作
7）贈呈式
8）銘板の管理 として記載されている。

[付録] Milestone-Proposal 記載項目
[基本要件として、Yes/No で回答する項目]
[Title/Citation]
・Year or range of years in which the achievement occurred:
・Title of the proposed milestone:
・Plaque citation summarizing the achievement and its significance:
・In what IEEE section(s) will the milestone plaque(s) reside?
[支援する IEEE 組織]
・IEEE Organizational Unit(s) paying for milestone plaque(s):
・IEEE Organizational Unit(s) arranging the dedication ceremony:
・IEEE Section(s) monitoring the plaque(s):
[Proposer(s)]
・Milestone proposer(s):
[Plaque(銘板)の設置]
・Street address(es) and GPS coordinates of the intended milestone plaque site(s):
・Are the original buildings extant?
・Details of the plaque mounting:
・How is the site protected/secured, and in what ways is it accessible to the public?
・Who is the present owner of the site(s)?
[業績の説明]
・What is the historical significance of the work (its technological, scientific, or social
importance)?
・What obstacles (technical, political, geographic) needed to be overcome?
・What features set this work apart from similar achievements?
・References to establish the dates, location, and importance of the achievement:
・Supporting materials (supported formats: GIF, JPEG, PNG, PDF, DOC):
以上
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