
小特集これからの
キャリアを考える
～これが私の進む道？～

2015
Spring
No.32

二
〇
一
五
年
春
号
／
第
三
十
二
号
（
第
八
巻
第
四
号
）
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
印
刷

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
発
行

発
行
人
／
蓑
毛
正
洋

発
行
所
／
一
般
社
団
法
人
電
子
情
報
通
信
学
会
通
信
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ

〒
一
〇
五
ー
〇
〇
一
一

東
京
都
港
区
芝
公
園
三
ー
五
ー
八
機
械
振
興
会
館

ISSN
 1884-4863

子どもに教えたい通信のしくみ
ケーブルを使わず電力を,
より大きくより遠くへ
─共鳴方式無線電力伝送とは─

街plus探訪
ＭＵレーダー
─陶都信楽で大気を測る─

開発物語
衛星放送実用化の道のり
─安定な衛星放送システム
実現までの苦難の道─

留学生から学べ！
期待に満ちた日本留学

始めました !

春

●理工学系の学生・若手の生きる道

●研究人材のためのJREC-IN　
●博士後期課程ってどんなところ？
　─博士後期課程学生の座談会─

●キャリアデザインと能力形成
●技術士資格は,人生の選択肢を広げる！
●未踏スーパークリエータ
●弁理士資格が与えてくれたもの

●キャリア構築へのアドバイス
　─日米の社会システムの対比から─
●理系の就職活動について,
　大学のキャリアアドバイザーの
　視点から考える

こ
れ
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
〜
こ
れ
が
私
の
進
む
道
？
〜

後悔のない選択を!!

能力・資格とキャリア設計

これからのキャリアを
構築するために

研究者を目指すには

背幅２ミリ



１　日時：2014 年 3 月 20 日（木）10:00 ～ 11:45
２　場所：会場：立命館大学　びわこ・くさつキャ

３　プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文）　　　　佐波孝彦（千葉工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文） 　  笠原正治（奈良先端大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）　 太田　能（神戸大）
４　定員：400 名
５　聴講費用：無料

天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂く
ために、２０１５年総合大会（会場：立命館大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において
継続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。また、
前回に引き続き「レターの書き方」についても講座内容に含めております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌・ComEX 編集委員会の委員長／副委
員長経験者が講師を務める，大変分かりやすい講座となっております。論文執筆に
御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ちしております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１　日時：2015 年 3 月 10 日（火）10:00 ～ 12:00
２　会場：立命館大学　びわこ・くさつキャンパス
　　　　　コラーニングハウス I　3F　C305
３　プログラム：
　　　　（1）論文の書き方（和文）　　　　佐波孝彦（千葉工大）
　　　　（2）論文の書き方（英文） 　  笠原正治（奈良先端大）
　　　　（3）レターの書き方（ComEX）　 太田　能（神戸大）
４　定員：200 名
５　聴講費用：無料

写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
【郵 送】〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

32The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

象の檻（在日米軍姉沼通信所Wullenweber 式アンテナ）
岡部寿男（正員：フェロー）

　写真は，青森県三沢市の在日米軍姉沼通信所にあ
る巨大な円筒形のアンテナで，通称「象の檻」

（“Elephant Cage”）と 呼 ば れ て い ま す． 直 径 約
440 m，高さ約 36 m のスケールは，象はおろか恐
竜を入れるのにも十分すぎるほどです．

フェーズドアレーアンテナの一種で Wullenweber
式（WW 式）と呼ばれ，機械的な回転なしに水平面内
360 度全方位に指向性を向けることができるのが特
徴です．1965 年に，旧ソ連や中国，北朝鮮などの
短波通信を傍受するために設置されました．写真で
は分かりませんが，上から見ると同心円状に三重の
リング構造になっており，最外側のアンテナが 1.5〜

6 MHz，間のアンテナが 6 〜18 MHz，最内側のア
ンテナが 18 〜30 MHz をカバーしています．最長で
7,400 km 離れた所からの信号でも正確に方位を探知
できたそうです．

冷戦期には同種のアンテナが全世界に計 8 か所設
置され，軍事・外交上の最高機密扱いでしたが，冷
戦の終結，更に通信のディジタル化や高い周波数帯
への移行などにより役目を終え，最後まで残ったこ
の三沢のアンテナも 2012 年中に運用を終了しまし
た．ただ，解体には数年かかるそうで，この写真を
撮影した 2013 年 9 月にはまだそのままの姿をとど
めていました．
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皆さんは子供の頃，どのような夢を持っていたでしょうか？  筆者が子供の頃は，プロ野球選手や
歌手，刑事，幼稚園・学校の先生などが人気でしたが，最近は，プロサッカー選手やモデル，パティシ
エなどが人気のようです．また，本誌と非常に関係が深い「学者・研究者」や「エンジニア」もラン
キングの上位に入っているそうです．子供たちが理工系の職業に関心・興味を持っているというのは
非常に喜ばしいことであり，将来は，理工系分野に進んで夢をかなえてもらいたいと思います．

では，どのくらいの人が子供の頃の夢をかなえられるのでしょうか？  とあるアンケート調査では，
8～9 割程度の人が「子供の頃の夢はかなわなかった」と回答しています．夢がかなわなかった理由
は様々ですが，大半が，成長するにつれて興味・関心の対象が変わったというすごく自然なケースの
ようです．筆者自身も，幼稚園の頃は大工さんになりたかったのですが，今では全く違う職業に就い
ていますし，多くの方が，子供の頃の夢とは違う職業に既に就いているか，違う職業への就職を希望
しているのではないでしょうか．

本誌を読んでいる学生の皆さんは，これから社会へ出て，自身のキャリアを構築していくことにな
るはずです．また，筆者を含め既に社会に出ている方々も，身の周りの様々なことを考えながら，引
き続きキャリアを構築していく必要があります．しかしながら，一言で「キャリアを構築する」と
いっても，参考にすべき情報が少なく，分からないことがたくさんあります．特に，新たなキャリア
をスタートさせようというときやキャリアの岐路に立ったときなどには，「参考になる情報がもう少し
あれば助かるのに……」と強く感じます．

そこで本小特集では，理工系のキャリア設計・構築に関して，読者の皆さんと，可能な限り幅広い
情報を共有したいと考えております．そのため，就職活動からスタートしてキャリアをどのように構
築していくかについて，様々な立場の方々に，いろいろな観点から時には実体験も踏まえながら記事
を御執筆頂きました．非常に興味深い記事ばかりですので，「これが私の進む道？」と思いながらお
読み頂いて，少しでも参考になればと思います．

また本誌の電子版が，この 32 号から完全無償公開となり，バックナンバーも含めてこれまで以上
に気軽にお読み頂けるようになりました．これから就職活動で忙しくなる学生の皆さんも，就職活動
の合間などに，スマートフォンやタブレットで本小特集を気軽に読んでもらえたら幸いです．

最後に，お忙しい中，原稿を執筆頂きました執筆者の皆様，校閲業務を担当頂きました校閲者の皆
様，編集作業に御協力頂きました通信ソサイエティマガジン編集委員，並びに学会事務局の皆様に心
より感謝致します．

小 特 集の発 行にあたって

編集チームリーダ  橘 拓至
Takuji Tachibana

小特集編集チーム
橘 拓至，有吉正行，河東晴子，山岡克式

これからのキャリアを考える
～これが私の進む道？～
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一般社団法人 電子情報通信学会に帰属します．
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まえがき

携帯電話やタブレット端末，ゲー
ム機，ノート PC……様々な機器が
バッテリーで動作することで携帯可
能となっており，多くの機器で無線
通信によりほかの機器やインター
ネットにも接続できます．このよう
にケーブル不要でどこでも使える携
帯機器ですが，多くの場合充電はケー
ブルやアダプタを AC 電源に接続し
て行っています．この作業に煩わし
さを感じたことはないでしょうか．

そこで，注目されているのが無線
で電力を送る技術です．無線で充電
することができれば，充電時のコネ
クタの接続の手間がなくなります．
しかも，電気接点が露出している必
要もないので摩耗や腐食の心配もな
くなり，電動歯ブラシなど水場で用
いられる機器では感電のリスクも少
なくなくなります．このような理由
から，無線電力伝送の開発が広く進
められており，一部の応用では既に
実用化も進んでいます．

無線で電力を送る方法としては，
電界の結合を用いる電界結合方式
や，電波を用いる電波受信方式など
様々な方法が提案されています．本
稿では，現在実用化されている無線

電力伝送の主流である電磁誘導方式
と，電磁誘導方式に比べて大きな電
力を遠くに送ることができるとして
注目されている磁気共鳴方式の違い
について説明します．

電磁誘導方式

電磁誘導方式の基本的な回路構成
を図 1 に示します．矢印はエネル
ギー，すなわち電力の流れを表して
います．電磁誘導方式では送電側と
受電側にそれぞれコイルを配置し，
送電側のコイルを交流電源によって
駆動して電流を流します．このとき，
送電側で発生した磁束が受電側のコ
イルに結合することで，受電側のコ
イルに起電力が発生します．これが
電磁誘導と呼ばれる現象であり，こ
の起電力を介して受電側に電力を送
ることができます．一般的に電磁誘
導方式は送電側と受電側のコイルが
非常に近く，十分に強く結合してい
ることを前提として設計を行います．
このような場合，送電側の電流によ
り発生する磁束の大部分が受電側の
コイルと結合しますので，送電コイ
ルに供給される電力の大部分を受電
側で取り出すことができ，大きな電
力を高効率で伝送できるのです．

電磁誘導でコイル同士の距離が遠
くに離れたり，コイル同士の位置が
大きくずれたりすると何が起きるで
しょうか？  図 2 のようにコイル同
士の結合が弱くなり，発生した磁束
の一部しか電力の伝送に寄与しなく
なってしまいます．このとき，電源
から出力された電力の大半は受電側
と結合しない，すなわち伝送に寄与
しない磁束を発生するために使われ
ます．このエネルギーは消費される
ことなく電源に戻ってくることにな
り，無効電力と呼ばれます．このた
め，受電側に到達する電力は大きく
目減りしてしまいます．しかも後で
述べるように受電側で効率的な電力
の受け取りができないと伝送できる
電力は更に小さくなってしまいます．
単純な電磁誘導方式では近距離の伝
送しかできないのはこのためです．

伝送距離の長い磁気共鳴方式

弱い結合でも大きな電力を送るに
はどうすればよいでしょうか？  簡
単な方法としては，送電側のコイル
に大きな電力を供給してより大きな
磁束を発生させることが考えられま
す．図 1，2 のような電磁誘導方式
で大きな電力をコイルに供給するに

図2 電磁誘導方式（結合が弱い場合）図1 電磁誘導方式（結合が強い場合）

ケーブルを使わず電力を，より大きくより遠くへ
─共鳴方式無線電力伝送とは─

　（株）東芝　石原寛明 Hiroaki Ishihara
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は交流電源の振幅を大きくすればよ
いのですが，同時に無効電力も大き
くなりますので交流電源には大きな
電圧，電流を供給する能力が求めら
れます．無効電力自体は損失ではあ
りませんが，大きな無効電力を供給
する電源はコストの増加や効率の低
下につながってしまうため，余り良
い方法とは言えません．

電磁誘導方式に比べ，電力を伝送
できる距離が長く，位置ずれにも強
い方式として注目されているのが磁
気共鳴方式です．磁気共鳴方式で
は，なぜ距離が離れても大きな電力
を送ることができるのでしょうか？  
磁気共鳴方式の単純化した回路図を
図 3 に示します．磁気共鳴方式の
構成は電磁誘導方式と類似していま
すが，送電側，受電側共にコイルに
直列にコンデンサが接続され，直列
共振回路を構成している点が異なり
ます．

磁気共鳴方式の動作をまず，送電
側から考えてみましょう．直列共振
回路は，共振周波数でインピーダン
スが非常に低くなるという特性を持
ちます．送電側の交流電源の周波数
と共振周波数を一致させると，イン
ピーダンスが下がるため大きな電流
をコイルに流すことができます．こ
れにより，交流電源の振幅を大きく
しなくても大きな磁束を発生させる
ことができるのです．エネルギーの
観点から見ると，何が起きているの
でしょうか？  共振回路では共振周
波数でコイルからコンデンサへ，コ
ンデンサからコイルへとエネルギー
が行ったり来たりすることになりま
す．このエネルギーが電力の伝送に
寄与しない磁界成分，すなわち無効

電力を供給してくれます．このとき，
交流電源は主に受電側に伝送される
電力と，後に述べる損失分だけを供
給すればよいことになります．この
ため，結合が弱くても交流電源の負
担を増やすことなく大きな電力を送
ることができるのです．

磁気共鳴方式では電磁誘導方式に
比べてコイルの質を表す Q 値が非
常に重要になります．遠くに電力を
送るには，どうしてもコイルに大き
な無効電力を供給して大きな磁束を
発生させる必要があります．無効電
力は損失にはなりませんが，実際に
はコイルとコンデンサを行き来する
際に寄生の抵抗や遠方への磁界の放
射などにより損失が発生します．コ
イルに供給されるエネルギーとこの
損失の量の比がコイルの質を表す Q
値と呼ばれる値で，Q 値が高いほど
同じ磁束を発生させるために必要な
損失が小さいといえます．磁気共鳴
方式では大きな磁束が必要なので，
電磁誘導に比べてこの Q 値が非常
に重要なパラメータとなるのです．
磁気共鳴方式ではいかにコイルの Q
値を高めるか，というのが設計の一
つのポイントになるといえます．

送電側を共振させると大きな磁束
を発生させられることが分かりまし
た．次は受電側です．磁気共鳴方式
では電磁誘導方式に比べ，電力伝送
に寄与する磁束の割合が少ないた
め，受電側に結合した磁束はとても
貴重です．電磁誘導方式に比べ，同
じだけ受電側に磁束を供給するため
の損失が大きい，という言い方もで
きます．受電側を共振させなくても
電力を受け取ることは可能ですが，
この貴重な磁束から効率良く電力を

受 け 取 る た め
に 受 電 側 で も
共 振 が 利 用 さ
れます．

受 電 側 を 送
電 側 と 同 じ 周
波 数 で 共 振 さ
せ る と， 結 合
し た 磁 束 か ら
発 生 す る 起 電
力 の 周 波 数 と
共 振 周 波 数 が
一致するため，

この周波数でのインピーダンスが下
がり，受電側にも多くの電流が流れ
るようになります．つまり，同じ量
の磁束からより多くの電力を取り出
すことができるようになります．こ
れは，高周波回路におけるインピー
ダンスマッチングと同じ，と考える
こともできます．また，ラジオの復
調回路において，アンテナから受信
される電磁波から特定の周波数成分
を効率良く取り出すために利用され
る同調回路のような役割をしてい
る，と捉えることもできます．

このように，磁気共鳴方式では共
振を利用することと Q 値の高い質
の良いコイルを利用することで，結
合が弱くても大きな電力を効率良く
送ることができるのです．コイルの
大きさにも依存しますが，電磁誘導
は 1 cm 以下の伝送距離で用いられ
るのが一般的です．これに対して磁
気共鳴方式では数十 cm～1 m 以上
もの伝送が可能なことが実証されて
います．

なお，ここでは直列共振の場合に
ついて説明しましたが，同様にコン
デンサとコイルを並列に接続する並
列共振を利用することも可能です．

最後に

無線電力伝送は小形機器では既に
実用化が進んできていますし，共振
を利用することで電気自動車への充
電などより大きな電力を遠くに送る
応用への研究開発も進んできていま
す．今後も様々な充電や給電のケー
ブルが無線化されていくかもしれま
せん．

よく磁気共鳴方式は音波を伝える
音さの共鳴現象などに例えられま
す．また，磁束分布の観点から説明
されることもありますが，ここでは
少し視点を変えて回路図と LC 共振
の原理を用いて説明しました．興味
を持たれた方は違う視点に立った説
明も参照されるといいでしょう．無
線電力伝送に限らず，物理現象は
様々な側面から捉えることができま
すので，いろいろな視点で考えると
より深い理解が得られ，工夫するポ
イントや新たな応用の発想に役立つ
のではないでしょうか．

良く

図3 磁気共鳴方式



1 はじめに
景況感の改善と将来の若年労働力不足への対応から，

2015 年卒の就職環境は完全に売り手市場に転換した．
新卒の求人倍率も 1.61 倍と 2014 年卒の 1.28 倍から
大幅に上昇している（図 1）．大卒（理系）の採用を増
やすという企業は 29％に上り（図 2），学校推薦への回
帰を探る企業も増加しそうである．

内々定率も 8 月末時点では前年同月の 64.7％から
5.1％増の 69.8％で約 7 割となり，上昇している（マイ
ナビ内定率調査）．しかしながら，売り手市場で就職し
た学生が学部や大学院で学んだ専門知識を生かしたキャ
リアを積めているか，専攻とは一致しないが研究で学ん
だ論理的思考や作業効率を仕事で生かせているかという
と必ずしもそうではない．更に，2016 年卒からは採用
活動のスケジュールが大幅に変更になり，応募先の絞り
込みから選考までが短期化することも考えられる．選考
が遅い分，勉強してきたこと，研究内容，学会発表など
が評価されるだろう．一方で，自由応募でも複数の企業
の併願が難しくなり，企業選びの基準や判断する意思決
定のスピードが非常に重要になってくる．早期から就職
活動に血道を上げる必要は全くないが，キャリアについ

て考えることは進学，研究，就職，将来のキャリアを考
えるということであり，在学中の学習意欲にも影響する．
理工系の就職活動の実態を知って頂き，今後の学生生活，
研究を充実させることを期待したい．

2 大学院・学部での就職活動
2.1　大学院への進学と学部卒での就職

学部卒と大学院修了では，大学院の方が有利と言われ
るが実態はどうなのか．業界や企業によって違いはある
ものの，大企業の研究職の採用は大半が大学院生である
のは事実である．ただし進学率が非常に高くなっている
ため，大学院に進学したから研究職に就けるというわけ
ではない．中堅・中小企業は学部卒が中心で大学院生の
採用実績が少ないため，学部卒でも研究ができるという
側面がある．どちらが有利と断定はできない．

2.2　大学院修了での進路選択
大学院修了であれば，2 年分プラスαの能力が期待さ

れる．研究をする能力は当然だが，研究をしていく上で
培われるコミュニケーション能力やプレゼンテーション
能力を身に付けていることを期待されている．また，研

究生活と就職活動との両立についてもあらか
じめ考えておく必要がある．特に，2016 年卒
から就職活動のスケジュールが変更になり，3
月に採用情報公開，8 月に選考開始となる．
大学院生の場合は，修士・博士ともに夏の学
会シーズンと就職活動の面接シーズンが重な
ることになるが，学会発表や研究の時間を確
保するのもキャリア形成の上では非常に重要
である．このようなスケジュール管理ができ
るというのは，企業では非常に評価される．

研究職の場合は，最低でも修士以上を条件
としていることがある．その場合，大学院に
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図1　新卒求人倍率の推移
（出典：「第31回ワークス大卒求人倍率調査（2015年卒）」株式会社リクルートホールディ
ングス リクルートワークス研究所http://www.works-i.com　2014年4月24日発表）
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進学するのは必須であると言える．企業が大学院修了者
に求めるのは，即戦力となる高い研究スキルや専門性な
ので，まずは専門分野でしっかり努力することが必要で
ある．学部卒と初任給で差は付けても，入社後は昇進や
その他の面で，学歴に一切関係なく，実力主義という企
業も多い．

博士課程へ進学を考えている場合，博士課程修了後の
就職先は専攻を生かせる仕事を選択することが多い．し
たがって，修士で就職する友人と一緒に，学内の就職セ
ミナーに参加するなど，事前に情報収集などの準備をし
ておくとよい．

2.3　学部卒での進路選択
理系の大学院進学が一般的になった現在でも，企業の

理系学部卒のニーズは多い．しかし，「何らかの理由で
進学できなかったから」や「もう研究は嫌」といった理
由だけで就職を選択すると，なかなかうまくいかない．
学部卒で就職することは不利ではなく，更に理系である
ことは，技術系職種でも事務系職種でもどちらも選べる
という意味で，文系より選択肢が広く有利である．企業
は理系の専門性プラス理論的な思考能力や研究へのアプ
ローチの仕方を評価しており，高い基礎学力を付けてい
ることが何よりも大きな武器となる．

理系人材が学部卒で就職することにはメリットもあ
る．修士修了の場合，入社時の年齢は 24 歳だが，学部
卒であれば 22 歳である．修士を修了した学生よりも早
く入社し，吸収力の高い若いうちの 2 年間にビジネス
現場で実務経験を積むことが成長につながる．このこと
は企業にとっても，また，組織で働く個人にとってもメ
リットと言える．本当に研究がしたいのか，そうでない
のかは，将来の進路も変わってくるので，学部時代にしっ
かり考えるべきである．単に「研究が嫌だから」という
ネガティブな理由だと就職活動では苦戦するかもしれな
い．自分がどのような道に進みたいのかを考え，就職活
動でしっかりとアピールするべきである．そのためには，
まず自分の経験を棚卸して，自己分析をすることが重要
となる．先輩訪問などを行う場合でも，できる限り複数
の人の話を聞くようにするとよい．一つの情報からだけ
では，物の見方も偏りがちになる．様々な意見や考え方

に耳を傾け，情報収集をすることで視野が広がるだろう．
また，研究職に就きたいと考えている場合も，「学部

卒では無理」と諦める必要はない．研究職への道が閉ざ
されているわけではないので，気になる企業の採用情報
は早めに収集するとよい．ものづくりの開発職であれば，
学部卒の採用に熱心な中堅・中小企業は多い．また，理
系人材の採用に積極的で，学部・修士・博士を問わず募
集する外資系メーカもあるので，固定観念にとらわれず
に広く複数の業界を見渡してみることが大切である．

2.4　大学・大学院での過ごし方
大学院修了の場合，「専門分野を生かした就職」とい

うイメージを持ちがちだが，必ずしも将来の選択肢はそ
れに限ったことではない．「仕事」は，実際に業務につ
いてからの柔軟性が大切である．理系学生に対して，企
業は専門性を期待はしているが，それは学んできたこと
に対する期待であると同時に，研究活動の中で身に付け
てきた思考力や研究に取り組んできた姿勢などへの期待
も含まれている．
「専門分野での仕事」と「研究活動で身に付けた能力

が生かせる仕事」，専門性の生かし方は一つではないと
いう捉え方が大切になる．理学研究科数学専攻出身で食
品メーカの研究職，工学部電気電子工学科出身で化学
メーカの研究職というキャリアもある．研究の仕方を身
に付けるということを踏まえ，大学院へ進学するのであ
れば，大学院での過ごし方全てが将来（キャリア）につ
ながるということをしっかり考えるべきだ．

2.5　研究生活と就職活動の両立
2016 年卒より就活スケジュールが変更になり，自由

応募の場合は，企業へのエントリーが学部 3 年生及び
大学院 1 年生の 12 月から 3 月，選考開始は最終学年の
4 月から 8 月へと変更になった．しかし内定開始は 10
月からと変更はない．経団連に加盟している大手メーカ
の採用は，上記スケジュールで進む場合が多いと思われ
る．ただし，最終学年の 8 月以前に，エントリーシー
トや適性試験が実施される可能性が高い．また会社説明
会は 8 月以前に実施されることを考えると，最終学年
の研究や学会の時期と就活時期が重なってくる．忙しい
研究生活と就職活動を両立させるために，早期にエント
リーシートや面接の基本知識を身に付けておくと，研究
と就職活動の両立がスムーズに進むだろう．

選考開始が遅くなり短期決戦になると，中堅・中小企
業や地方の企業にとっては，学生に発見，理解してもら
うのが難しくなる．大手の採用が終わってから採用活動
を開始すると，採用基準を満たす優秀な学生が残ってお
らず，採用できない可能性も高くなる．大手企業の選考
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図2　採用予定数の増減
（出典：2015年卒マイナビ企業新卒採用予定調査）
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が始まる前に，中堅企業や地方の会社が選考を始めるこ
とも考えられる．また，U ターン採用も考えると，春休
み中に選考を始める企業も出てくる可能性があるので注
意が必要である．

3 専攻を考慮した就職活動
文系学部に比べ，理工系の場合は専攻にこだわる傾向

が非常に強い．専攻にこだわり過ぎて視野が狭く，一つ
の業種の大手に同じ専攻の学生が集中するということが
多く見られる．就職先を選ぶのに必要な視点は，「企業は
専門性を評価するので専攻分野の仕事を探す」や「自分
の専攻では評価されない」といったものだけではない．
自分にとって，企業選びの基準は何かを考える必要があ
る．興味，能力，価値観，やりがいなどを自己分析した
上で，自分の能力がこの職種でどのように生かせるのか
を考えていくとよいだろう．

3.1　専攻を生かした仕事を探す場合
企業によっては採用学科を指定している場合があるの

で，志望する企業の採用予定学科はチェックすべきである．
しかし，自分の専攻と企業の採用予定学科が合致してい
ることが，採用に直結するわけではない．企業が評価する
のは基礎能力や潜在能力である．企業は，市場のニーズ
や経済動向といった様々な要因の中で活動している．速い
スピードで変化する経営環境の下，組織の中で，どれだ
け力が発揮できる人材なのか，どのようなポジションでも
応用が利くのか，そのポテンシャルを見ているのである．

3.2　専攻分野以外の業種・職種に就く場合
大学での専攻と直結した仕事に就くことや，専攻を

100％生かせる仕事に就くことは，そう多くはない．大学
と企業とでは，扱う研究テーマも異なるし，市場のニーズ
に合った，事業化の可能性が高いことが優先される．だ
からといって，学んできたことが無駄になるわけではない．

大学で培ってきた課題発見能力や解決に向けたアプロー
チの仕方など，習得した知識・経験は，様々な分野に応
用ができる．世の中に存在している仕事は多様で幅広い．
自分の可能性を広げるために，専攻以外の分野だったと
しても，幅広い視点で業種・職種研究をすることをお勧め
する．視野を広げることで，業界や仕事の理解も深くなる．

3.3　理工系学生に必要なプラスαの能力
技術系の就職では，当然のことながら専門性が評価さ

れる．その一方で，人事担当者は文系学部出身者が多い．
したがって，自分の専門と違う専攻の人でも理解できる
ように，分かりやすく伝えないといけない．自分がなぜこ
の分野を専攻し，研究ではどのようにアプローチをし，ど
のような成果を出したかをアピールすることが必要であ
る．また，学んだことを将来どう生かしたいのか，という
ことを，分かりやすく人事担当者に説明し，相手に自分の
ことを理解してもらうよう心掛けることが必要である．企
業は，コミュニケーション力や，チームで成果を上げられ
るかどうかも評価のポイントにする（図 3）．そのために，
普段の研究室での取組みから意識しておくとよいだろう．

3.4　大学院修了で専攻外の業種・職種に就職する場合
大学院修了の場合でも，専攻分野外で就職する学生が

多く存在する．事業内容，企業規模や風土など様々な観
点から，多角的に企業を見ていくことも重要である．ま
た，なぜ大学院に進学しながら専攻とは関係のなさそう
な業種・職種を志望するのかということも聞かれる可能
性が高いので，志望理由を考えておくことが必要だろう．

理工系ならではの論理的思考力や分析力を生かし，金
融業界やコンサル・マーケティング業界に就職する人も
いる．また，メーカや商社の営業職で，文系出身者には
ない専門知識を武器に活躍している人もいる．理系は，
基礎学力も高く，文系領域の職種でも大いに歓迎される．
ただ，どんな仕事であってもチームで働くことが要求さ
れるので，コミュニケーション能力などの面で，苦手意
識がある場合，社会人と話をする，違う専攻の学生と話
をするなどの経験が必要かもしれない．

4 就職活動の方法とスケジュール
4.1　スケジュールの管理と調整

研究に忙しい理系の場合は時間的な制約が多く，その
面では就活で不利と思われるかもしれない．希望する企
業の採用スケジュールと自分の研究スケジュールを考
え，全体感の把握が重要である．マイナビなどの就職情
報サイト，学内のキャリアセンターなどが主催する就職
ガイダンス情報などもこまめにチェックするとよい．更
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図3　選考で重視する社会人基礎力
（出典：2015年卒マイナビ企業新卒採用予定調査）
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に，普段から指導教官とコミュニケーションをとり，就
職活動に対する理解が得られるような関係作りも大切と
なる．研究の都合で企業が実施する説明会や選考に参加
できない場合は，日程調整が可能か人事担当者へ事前に
打診するとよい．最近では，大学の授業を考慮し，土日
に会社説明会やセミナーを開催する企業が増えている．
また，学校推薦があるのは理系の強みで，推薦以外にも
専攻別の学内企業説明会を開催している大学もある．

ここ数年の間に，PC・スマホから視聴できる生配信
の Web セミナーが増えており，自宅や研究室から企業
のセミナーに参加できる取組みが広がっている．マイナ
ビでは，「マイナビ TV」という Web セミナーを提供し
ているので，是非有効活用して頂きたい＊ 1．

4.2　自由応募と学校推薦
「幅広い選択肢から将来を決めたい」「行きたい企業が

選べる」など，自由応募で就職活動に取り組むメリット
は多い．ただし，他学部の学生をはじめ，ライバルが多
いのも事実である．これに対して，学校推薦は 30 年前
ならほぼ内定と同義だった．しかしながら，現在では学
校推薦イコール合格ではない．それでも，学校推薦は自
由応募よりも採用の確率は高く，更に就職活動に費やす
時間は短くて済む．その一方で，一度に多数の応募はで
きず，先決優先のルールがある．自由応募と学校推薦の
メリット，デメリットを考えてみたい．

4.2.1　自由応募の場合
自由応募とは文字どおり，受けたい企業をマイナビな

どから自分で探し，選考に臨んで内定を得る方法である．
豊富な選択肢の中から，自分の希望する企業を選べると
いうメリットがある．「マイナビ学生就職モニター調査」
では，2014 年卒では 65％以上の理工系学生が自由応
募での就職活動を考えているという結果が示されてい
る．更に 2015 年卒では，自由応募の割合が更に増加し
ている（図 4）．自分の希望に添って就職活動ができる
点と，推薦と違って複数社から内定を獲得することも可
能で納得できる進路を選びやすいという点が，自由応募
を利用する学生が増えた理由である．

一方で，自由応募は誰もがエントリーできるため，人
気企業にはエントリーが集中し，競争倍率が学校推薦に
比べて高くなる．また企業は，大勢の応募者の中から採
用者を選ぶ必要があるため，筆記試験，エントリーシー
ト，グループディスカッション，複数の面接など，選考
回数が多くなる．（推薦の場合は応募書類と 1～2 回の
面接だけで終了という場合が多い．）企業を選ぶ自由が

＊1	 「マイナビTV」http://job.mynavi.jp/conts/2016/tv/

ある分，選考試験対策も必要になるので，研究と両立で
きるようなスケジュール管理が重要になってくる．

また企業の中には，自由応募であっても最終選考の前
に，学校からの推薦状提出を求める場合がある（図 5）．
このような場合であっても，推薦状は推薦状である．発
行後に内定辞退をしようとすると，大学や就職担当教官
を巻き込んでのトラブルになりかねない．推薦状は本当
に行きたい企業のみに提出する，と慎重に考えるべきで
ある．学校推薦がもらえる企業数が限られている場合は，
推薦を本命企業に，それ以外を自由応募でエントリーす
る，といったように，使い分ける方法が主流になってい
る．推薦枠があるかどうかは大学・学部・専攻によって
事情が異なる．そのため，自分の所属する研究室の先輩
や就職担当教官に，推薦枠の状況について事前に聞いて
おくといった対策を考えたい．

4.2.2　学校推薦の場合
学校推薦の場合は，企業に推薦状を提出しなければな

らない．推薦状は，大学や教授が発行する「保証書」の
ようなものであり，「この学生は優秀であり，貴社を強
く志望しています．入社してからの活躍をお約束します」
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図4　企業への応募方法
（出典：2015年卒マイナビ学生就職モニター調査（2014年3月調べ））

図5　推薦状の提出（予定）フェーズ
（出典：2015年卒マイナビ学生就職モニター調査（2014年3月調べ））
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というような意味を持つ．大学・教授と企業の双方の信
頼関係で成り立っており，自由応募のように競争倍率が
跳ね上がることはない．選考試験の回数が少ない点も，
研究に忙しい理系学生にとっては利点であろう．

近年は，推薦からの応募の場合でも，最終選考で不採
用になるケースが時々見られる．理由は様々だが，自由
応募の学生と比べると面接慣れしていないため，志望動
機が弱い，自分をうまく伝えられないということが原因
となっている．推薦といえども，受験する企業のことは
事前に下調べをし，面接では熱意を伝えられるように十
分な準備が必要である．模擬面接などで面接の経験値を
上げておくことも有効となる．マイナビには，選考対策
のコンテンツが数多くあるので，是非有効活用頂きたい．

なお，学校推薦は採用に直結しやすいメリットがあるも
のの，推薦枠を使っての入社は当然のことながら責任も
重いので注意が必要である．推薦を出した大学を信頼し
た上で採用を決定するため，内定辞退はトラブルや来年
以降の推薦にも影響が出ることがある．また，推薦は 1 回
出せば，その企業の採否の結果が出るまでほかの企業へ
の推薦をもらうことはできない．内定が得られなかった場
合，その時点で別の企業の推薦枠があるかは不透明であ
る．途中から自由応募へ切り換えることは可能だが，選考
対策など負担は軽くないので気を付けなければならない．

4.2.3　自由応募と学校推薦の併願
企業が自由応募と学校推薦による選考の両方を設け

る場合，受験はどちらか 1 回だけとしているケースが
多い．自由応募で受けた企業で不採用になった場合，学
校推薦枠で再受験できるチャンスがあるかどうかは，企
業に確認を取るべきである．自由応募でも，学校推薦に
切り換えるように企業から言われることもある．

5 理工系人材の転職
社会の IT 化が進み，技術革新のスピードが速い現在

の産業界で，理工系人材は社会的なニーズが非常に高い．
製造業だけでなく，商社，金融，マスコミなどあらゆる
業界で，理工系人材が求められている．その理由は，専
門知識ももちろんだが，論理的思考，研究室や卒業研究
で身に付いた効率性や努力を継続する能力など，多様な
職種に対応できる人材が期待できるためである．

新卒で就職する 1 社目は，自身のキャリアにとって
非常に大事である．たとえ，1 社目が第一志望以外の企
業であったとしても，技術職として専門性を高めたり，
事務系職種としてのキャリアを積むことによって，自分
自身の労働市場での価値が上がる．自分に合っていれば
1 社目でキャリアを全うすることも可能であるが，万が

一キャリアチェンジを望む場合も，転職市場で理工系出
身者の求人は非常に多い．ただし，求められるのは在学
中に勉強，研究，学会発表などで学生生活を充実させて
きた人材であり，就職後も勉強，研究，努力を継続して
きた社会人であることは言うまでもない．

6 理系のキャリアパス
最後になるが，理系のキャリアパスを考えていく上で

大切なことは，「どんな人生を積み重ねていくつもりな
のか．」という意識を常に持つことである．そういう客
観的な目で自分を見て，自分の仕事を選ぶべきである．
例えば，20 代の技術系社員に求められるのはスペシャ
リティだが，30 代以降はそれ以外の要素も評価の基準
となる．当然，役職が上がるにつれて，技術力は当然だ
が，マネジメント力が重視されるようになるだろう．将
来，「技術系」スペシャリストを目指すか，マネジメン
ト力を生かして管理職を目指すのか，自分の適性を見極
めて仕事を選ぶ必要がある．

就職した後は教育研修が行われるが，理系社員に対す
る教育研修の基本は OJT（On-the-Job Training）であ
る．そのため，短い集合研修の後で，実際の職場に配属
されてから教えられることがほとんどである．入社時に
ついた上司や先輩次第で OJT の密度に差があるため，
自ら学ぶ姿勢が重要となってくる．時間を見付けては英
語や経営全般の勉強をすることも，これからの理工系人
材には必要になってくる．更には，大きな組織では，総
合的なコミュニケーション能力もものをいう．将来を考
えて，学生時代から，異なる学部の友達を多く持つのも
いいだろう．1 社目で納得できる就職ができれば，若い
うちからのキャリア形成がうまくいき，社会人としての
すばらしいスタートにつながる．

2016 年卒から採用活動の時期が大きく変わる．学業・
研究に注力できる期間を長くするための時期改変であ
る．マイナビなどの就職サイトや学内セミナーなどを利
用して効率良く就職活動を進め，学業・研究に打ち込ん
で頂きたい．

三上隆次 　
1986 入社．1989 から採用コンサ
ルタントとして，新卒採用に携わる．
1993 大阪支社広報課．以後，マイ
ナビの学生向け広報業務に携わり，
大学での就活支援講座を行うなど，
学生向け支援を精力的にこなす．大
阪支社広告統括部長，北陸支社長を
経て，2012-07からマイナビ編集長．
日本キャリア開発協会会員（CDA）．
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1 はじめに
本稿ではキャリアデザインの考え方と具体的な方法

について，理論を解説していく．誰しも自分の理想とす
る人生を生きたいものであり，それはキャリア（仕事人
生）についても同様である．そんな自分の仕事人生を実
現させるために，どのように考え，デザインすればいい
のかというキャリアデザインの考え方は，経営学の分野
で盛んに研究されている．デザインの発想がなく漫然と
仕事をしていても望むキャリアを実現できる可能性は低
い．しかし闇雲に考えてもうまくキャリアが実現できる
とは限らない．キャリア論はそこに具体的な方法論を提
供するものである．

本稿で解説するキャリア論の基本的な考え方は，「能
力形成がキャリアを開く」である．本来自身の能力を向
上させることと，自身のキャリアが進展することは，同
時進行であると考えられる．能力が向上することにより
新しい仕事を任されたり，やりたかった仕事に携わるこ
とにより，試行錯誤の末今まで苦手だった仕事能力が向
上したりする．しかし行き過ぎたキャリアアップ志向は
しばしば，理想とするキャリアイメージが先行し過ぎて
自身の成長が追い付かず，かえってストレスをためてし
まうという悪い状況を生み出してしまう．本稿では「地
道な能力形成がキャリアを実現する原動力である」とい
う考え方をキャリア論の基本に据えている．

その上で本稿は，キャリア論の志向性（何を重視して
キャリアを考えるかの方向性）に基づいて説明する．こ
こで，キャリア論には二つの志向性がある．一つめは，
自身のキャリアについてしっかりと考え，進むべき方向
を見定める「準備」を重視した志向性である．それは自
分自身についてしっかりした自己イメージを構築したり，
仕事環境の中で自身がどのような役割を果たすべきかを
考えたりする志向性である．もう一つはキャリアを実現
する上で起こる出来事や組織，状況に対して「適応」す

るという志向性である．「人生の転機」となるような出来
事に遭遇してそれに対処したり，新しい仕事や新しい組
織との出会いに対して試行錯誤しながら適応することで
ある．そして両者は互いに影響を与え合うものであり，
どちらが欠けてもキャリアデザインはうまくいかない．

理系や技術職の人々にとって，キャリアデザインは重
要であると考える．その理由を準備と適応の志向性に基
づいて考えると，まず準備面では，技術的な能力形成が
キャリアを実現するために不可欠な側面が大きいことが
挙げられる．システムエンジニア（SE）であればプロ
グラミングの技術・技能を向上させることで，次のキャ
リアも見えてくるであろう．しかし同時に，いつまでも
技術面ばかりにこだわっていると，キャリアプラトー

（キャリアの伸び悩み）に陥ってしまう．すなわち，資
格等で技術を身に付けることと同時に，適応面において
現場での実践から，自身の仕事を進める能力も高める必
要があり，それが自身のキャリアを高めることにつなが
る．SE の事例では，エキスパートは単にプログラミン
グ技術だけではなく，仕事の優先順位を付けたり，状況
に応じて能力を使い分けるような能力が必要となる（1）．
また部下を持つ管理職的な地位に就くと，部下を管理す
るマネジメントの仕事も重要になる．それは未経験かつ
異質な仕事であり，多かれ少なかれ混乱と苦悩をもたら
すという （1）．技術を高めることが「準備」であるなら，
管理業務での試行錯誤に基づく能力形成は「適応」であ
る．この両面を考えることがキャリアデザインで重要で
あることは理解できるであろう．

そして資格取得とキャリアの関連についても若干触
れておきたい．資格は能力形成を促しステータスを構築
するが，キャリアの視点からはまた異なった意味合いを
持つ．資格取得それ自体がキャリアをステップアップさ
せる「転機」になり得るのである．このような視点から
も，以下で解説するキャリアデザインの考え方を学んで
いってほしい．
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以下では 2．においては準備型のキャリアデザインの
理論について，3．では適応型のキャリアデザインの理
論について分かりやすく説明し，それらを踏まえて，具
体的な提言を行う．4．では全体のまとめと「学びのコ
ミュニティ」についての提言を行う．

2 準備型のキャリアデザインの
理論

まずは「準備型」のキャリアデザインの理論について
見ていこう．準備型は自身のキャリアについてしっかり
考えて準備することを推奨するものである．そしてその
準備型の中でも，①自分に対するイメージ（自己イメー
ジ）を知る，②来るべき将来についてのイメージ（キャ
リアステージ）を知る，というふうに二つに大別できる．
どちらもキャリアデザインにとって重要である．以下，
順に説明する．

2.1　自分に対するイメージ（自己イメージ）を知る
「自分にはどんな職業が向いているんだろう」という

問いは誰しも立てるものである．しかしこの問いに答え
るためには「自分」と「職業」の両方について，自分に
対するイメージ（自己イメージ）を知る必要がある．図
1 はその必要性を図示したものであり，自分（self）と
職業（work）のどちらも考えない（「sw 型」），あるい
はどちらか一方（「Sw 型」と「sW 型」）しかイメージ
を深めていないのではなく，両方についてしっかりと準
備して知ること（「SW 型」になること）が，充実したキャ
リアデザインには重要であると考えられる．

このうち自分に対するイメージ（自己イメージ）は，
特に就職活動においてはいわゆる「自己分析」でそのイ
メージを構築することになるが，キャリアデザインにお
いても「自己イメージを把握することが，充実したキャ
リアデザインにつながる」という基本的仮定があると言
える．このようにキャリア論においては，自己イメージ
の類型化をキャリアデザインに役立てることが考えられ

ている．
職業選択におけるパーソナリティ（個人の性質）と職

務特性の適合という点からキャリアを捉える「六角形モ
デル」を紹介する．このモデルでは，6 種類のパーソナ
リティを類型化し，職業選択の意思決定を考えている（2）．
そして職業的な満足，安定性，業績は，個人のパーソナ
リティとその人の働く環境との一致度によるという考え
の下，パーソナリティタイプが「現実的タイプ」「研究
的タイプ」「芸術的タイプ」「社会的タイプ」「企業的タ
イプ」「慣習的タイプ」の 6 タイプに大別されている．
図 2 は六つのタイプとその関係性を図示しているもの
であり，大多数の人がこの六つのパーソナリティタイプ
の一つに分類される．職場環境にも同様に六つの環境的
モデルがあり，この両者の一致度が人の行動を決定する
のである．

六角形モデルにおいては，関連のあるタイプほど近く
に配置されている（距離が短くなる）．そして個人のパー
ソナリティタイプに一致するような職場環境に引きつけ
られ，その一致度が高ければ，職務満足，安定性，業績
が高まるというのが基本的な考え方である．このモデル
により，自分に合った職業を見付ける手掛かりを得るこ
とができる．

他方で，自身がどのようなキャリアを志向しているか
という，キャリアに対する志向性を考えるのが「キャリ
アアンカ」である （4）， （5）．アンカ（anchor）は錨のこと
であり，自身の自覚する能力・動機・価値観に基づいた
キャリアの自己イメージである．その自己イメージは，
基本的な三つの問いによって表現される（6）．
・自分は何が得意か．（能力・才能についての自己イ
メージ）
・自分はいったい何をやりたいのか．（動機・欲求に
ついての自己イメージ）
・どのようなことをやっている自分なら，意味を感じ，
社会に役立っていると実感できるのか．（意味・価
値についての自己イメージ）

三つの問いを深めていくことはキャリアデザインに
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とってのスタートラインになる．SE を例に考えてみる
と，まず「得意なことを好きなことと勘違いする」こと
を防ぐことができる．プログラミングが得意だとして，
自分が好きなことがプログラミングではなく，世の中を
便利にしたり，他者とのコラボレーションによって喜ん
でもらったりと，異なることに関心がある場合が考えら
れる．また SE にとってエンドユーザが想像しにくい環
境に置かれると，自身の仕事の意義について実感できな
いこともある．

その上で，キャリアアンカは，「専門・職能別コンピ
タンス」「全般管理コンピタンス」「自律・独立」「保証・
安定」「起業家的創造性」「奉仕・社会貢献」「純粋な挑戦」

「生活様式」の八つのタイプに分類されている（5）．表 1
はそれをまとめたものである．

自分自身のキャリアアンカは，簡単な質問票 （5）に答
えることで調べることができ，自身のキャリアアンカを
把握し，それを仕事を通じて深めていくことができる．
このモデルから自分のやりたいことや自分自身を知るよ
りどころを得ることができる．

2.2　�将来についてのイメージ（キャリアステージ）を
知る

学校生活が小学校 6 年，中学校 3 年，高校 3 年，大
学 4 年と分かれているように，仕事人生を幾つかのス
テージに分けることが可能である．本稿ではそれを「キャ
リアステージ」と総称する．キャリア論では，①人生全
体のステージ（ライフサイクル）と， ②会社人生のステー
ジに大別することができる．

ライフサイクルの視点からは，人生全体を大きく，児
童期と青年期（0～22 歳），成年前期（17～45 歳），中

年期（40～65 歳），老年期（60 歳以降）の四つに分け，
青年期以前を除くそれぞれの時期を細かく分けてその中
で発達課題を考えることができる （7）．図 3 に図示した
階段状のモデルの特徴は，人生全体に「成人への過渡期」

「人生半ばの過渡期」「老年への過渡期」の三つの大きな
「過渡期」を想定していることである．

まず「成人への過渡期」は 17～22 歳で，未成年時代
の世界から離れ，大人の世界への第一歩を踏み出すこと
であるとされる．ちょうど大学生の時期がここに当たる
と言えよう．成人前期と中年期の間には「人生半ばの過

表1　八つのキャリアアンカ （5）

専門・職能別コンピタンス 自分のキャリアが開花していくにつれ，特定の仕事に対する才能と高い意欲を持つに至った人たち．
自分の才能を発揮し，専門家であることを自覚して満足感を覚える．

全般管理コンピタンス キャリアを歩むにつれ，ゼネラルマネージャ（GM）に本当になりたがっている自分に気付く人たち．
経営管理そのものに関心を持ち，GMに求められる有能さを身に付けている．

自律・独立 ごく当たり前の規則や手順，作業時間，服装規定や，諸々の規範に束縛されることが我慢ならない
人たち．
どんな仕事でも自分のやり方，自分のペース，自分の納得する仕事の標準などを重視する．

保証・安定 安全で確実と感じられ，将来の出来事を予測することができ，しかもうまくいっていると知りつつ
ゆったりとした気持ちで仕事ができることを最優先させる．
安全の保証という課題がキャリア全体を通して支配的であり，キャリアについて大きな決断をする
ときは必ず，これらの関心が指針ともなり，また制約ともなる．

起業家的創造性 新しい製品やサービスを開発したり，財務上の工夫で新しい組織を作ったりと，事業を興す欲求を
人生のかなり早い時期から強く意識している人．

奉仕・社会貢献 自分の中心的な価値観を仕事の中で具体化したいと考える人たち．
何らかの形で世の中をもっと良くしたいという欲求に基づいてキャリアを選択する．

純粋な挑戦 自分のキャリアの特徴は，何事にも誰にも打ち勝つことができると自覚している人たち．
成功の定義は不可能と思えるような障害を克服し，解決不能と思われてきた問題を解決すること，
極めて手ごわい相手に勝つこと．

生活様式 生き方全般のバランスの調和を求める．
プライベートと仕事をバランスさせたり，個人のニーズ，家族のニーズ，キャリアのニーズをうま
く統合させる方法を見いだしたいと考える．
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図3　Levinsonの発達段階 （7）
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渡期」がある．40～45 歳のこの時期はそれまでの生活
に疑問を抱き，問い直しが行われたりする．それまでの
生活の中で無視したり捨ててきたものはないかを考え，
それに応じてそれまでの生き方を変えたりすることもあ
る．それによって自己により忠実な生活を実現しようと
する．その上で老年期に入る土台を築く「老年への過渡
期」と続いていくのである．ライフサイクルからキャリ
アを見ると，過渡期をうまく乗り切ることの大切さが分
かる．大学生活から社会人 1 年目辺りの苦悩や，40 歳
前後の悩みは重要な過渡期と考えられている．悩みが
あって当然と考え，準備することが求められていると言
える．ライフサイクルのキャリアモデルは人生全体を一
つのキャリアと捉え，デザインすることを助けてくれる．

ライフサイクルの理論に対して，会社人生全体を幾つ
かのキャリアステージに分ける理論もある．例えば会社
人生を 10 のステージに分割し，それぞれに対して直面
する問題と対処を挙げている研究がある （4）．これらを想
定して準備することが有効である．表 2 はそれを段階
ごとに図示したものである．このモデルは実際の企業人
生のどの場面にどんな問題があるかを予測し，準備する
ことを助けてくれる．IT 技術者の事例では（1），最初の

頃はシステム設計・開発における技術の高度さが求めら
れるが，中期・後期では部分から全体を見渡す力や，顧
客，自社の組織戦略に直結した職務をこなす力が求めら
れるという．キャリアステージを見越して資格取得を考
えたり，マネジメント業務に積極的に取り組むといった
姿勢は，キャリアデザインに資するものである．

ここではもう一つ，人生全体を大きく二つの時期に分
けているキャリアステージの理論を紹介する （8）．図 4
のように図示されるこのモデルの特徴は，二つのキャリ
アステージと能力形成を関連付けていることである．ま
ず入社してから 5～10 年目までの時期を「筏

いかだ

下り」の
時期とする．この時期はまだ能力も身に付いていないた
め，文字どおり筏で激流に挑むように，目の前の課題に
没頭してこなしていくことが求められる．そしてその経
験の中から，基礎的な知識・能力を身に付ける時期であ
るとしている．しかしいつまでも基礎知識ばかりを身に
付けていくわけにもいかない．筏下りを続けていると，
やがて激流は緩やかになり，大きな川をゆっくり漂うこ
とになる．これが先述の「キャリアプラトー（キャリア
の伸び悩み）」に当たる．そこで適切な時期で自らの意
志により「筏を下り」，「登るべき山を探す」ことが求め

表2　Schein における発達段階モデル （5）

段階 直面する一般問題の例 対処方法の例
1．成長，空想，探究 現実的な職業選択のための基準を開発する 自分自身の欲求と興味を開発し発見する
2．仕事世界へのエントリー 労働市場に入る─キャリアの基礎となり得る

初めての仕事に就く
仕事の探し方，応募法，就職面接の受け方を
学ぶ

3．基本訓練 できるだけ早く効果的なメンバーになる 未経験ゆえの不安を克服し，自信を持つよう
にする

4．キャリア初期の正社員資格 責任を引き受け，最初の正式な任務に伴う義
務を首尾よく果たす

効果的に職務を遂行し，物事がどのように行
われるかを学び，向上する

5．正社員資格，キャリア中期 技術的に有能であり続け，自分の選択した専
門分野（あるいは管理）において学び続ける

どれだけ専門化するかの決定基準として，自
分の動機・才能・価値を慎重に判断する

6．キャリア中期の危機 自分のキャリアの抱負を，中年の転機のより
一般的な諸側面と対比させて評価する

自分のキャリアアンカ─自己の才能，動機，
及び価値─を知るようになる

7．A.非指導者役にある
キャリア後期

助言者になる，つまり，他者を動かし，導き，
指図し，また，彼らに対して責任を負うよう
になる

どのようにして，技術的に有能であり続ける
か，あるいは直接の技術的技能に代えて経験
に基づく知恵を用いるようになるか

7．B.指導者役にある
キャリア後期

組織の長期的繁栄に自分の技術と才能を役立
てる

どのようにして，自己に主には関わらず，組
織の繁栄に一層責任を持つようになるか

8．衰え及び離脱 権力，責任及び中心性の水準低下を受け入れ
るようになる

趣味，家庭，社会及び地域の活動，パートタ
イムの仕事などに，新たな満足源をどのよう
にして見付けるか

9．引退 ライフスタイル，役割，生活水準におけるよ
り劇的な変化に適応する

常勤の仕事や組織での役割を持たずに，アイ
デンティティと自尊の意識をどのように保持
するか
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筏下り（入社 5～10年）
目の前の仕事に没頭する
ことで，基礎知識・能力を
獲得する

山登り（入社10年～）
より専門的な仕事経験を
通じて，他者に差を付ける
専門知識を身に付ける

筏を下りて
山を見付ける

図4　キャリアの筏下り・山登りモデル （8）
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られる．次の時期「山登り」はより専門能力を身に付け
る時期であり，他者に差を付ける専門能力を磨くことで，
エンプロイアビリティ（雇われ続ける資質・能力）を高
めることが求められる．この理論で重要なのは二つのス
テージに加えて，その移行を自らの意志で実行する点に
ある．理系のキャリアプラトー研究でも （9），40 代で専
門性が高められなかったり先進技術について行けなかっ
たりといった感覚がキャリアプラトーにつながると言わ
れている．このモデルから，組織・個人共に対処を考え
ておくことが示唆されていると言える．理系でいえば筏
を下りる時期を考え，有益な資格を取得して山登りに備
える，といった考え方が挙げられよう．

2.3　�準備型のキャリアデザインの理論を踏まえての提言
以上のように本章では準備型のキャリアデザインの

理論について説明してきた．本章の最後にそれらを踏ま
えて，キャリアデザインについての具体的な提言を行う．

準備型のキャリアデザインの理論が示唆するのは，来
たるべきキャリアの転機に向けて備えることの重要性で
ある．確かに将来を予想するのは難しい．しかし就職・
転職活動に向けては企業の概要や経営理念，既に働いて
いる人々にとっては所属する企業の人事労務制度や先輩
のキャリアパスなど，参考にできる情報は少なくない．そ
れらをできるだけ集め，将来についてのイメージを構築
することである．それと同時に自身の自己イメージやキャ
リアアンカについての理解を深めることが肝要である．

その際に有効なのは，就職・転職活動であれば実際に
働いている人への接触による情報収集，既に働いている
人であれば社内での成功談・失敗談を共有することであ
る．前者は具体的な情報を入手でき，正確なイメージ構
築につながるし，後者は社内コミュニケーションの活性
化にも寄与できる．

3 適応型のキャリアデザインの
理論

次に「適応型」のキャリアデザインの考え方について
見ていく．「適応型」はキャリアを実現する上で起こる
出来事や組織，状況に対して「適応」するという志向性
である．この考え方の基底にあるのは「キャリアは考え

たとおりに進むとは限らない」というものである．いか
に綿密なキャリアをデザインしても，突発的な事態の発
生でそれが大きく狂ってしまうこともあるであろう．そ
んなときにいかにうまく適応するかを考えるのがこのタ
イプの理論である．そして適応型の中でも，転機や偶然
にどう対処するか（3.1），新しい環境にどう適応する
か（3.2），というふうに二つに大別できる．

3.1　転機や偶然にどう対処するか
まずはキャリアトランジション（キャリアの転機）に

ついての理論である．本理論は，キャリアを幾つかの転
機の連続と捉え，それにどう対処するかを考えるもので
ある．トランジションという問題にいち早く取り組んだ
研究では （10），自らが主催するトランジションに伴う苦
しみを乗り越えるセミナーに参加した 25 名から詳細な
定性的データを取り，それを基にトランジションモデル
を構築した．その骨子は，トランジションは「何かが終
わる時期」→「混乱や苦悩の時期」→「新しい始まりの
時期」の三つで構成されるというものである．図 5 の
ように図示されるこのモデルのポイントは，第 2 段階
の混乱や苦悩の時期（ニュートラルゾーン）である．こ
れは新しい始まりの前に一時的な喪失状態に耐えなけれ
ばならない時期である．この時期では，一人になる時間
と場所を確保する，体験の記録を付ける，それまでのこ
とを捉え直すために一休みする，本当にしたいことを見
いだす，自分なりの通過儀礼を体験するなど，新しい始
まりに向けて考えを整理し方向性を見いだすことが重要
であるとしている．これはキャリアにおける転機におい
ても同様である．このモデルから，人生の転機，キャリ
アの転機を軽視せず，乗り越えていく重要性を知ること
ができる．

転機をうまく活用してキャリアデザインをすること
を推奨している研究もある （6）．この研究では人生の転機，
転勤や異動・昇進，あるいは結婚，出産などの時期にお
いて適切にキャリアの方向性を検討することと，それ以
外の時期で仕事などに打ち込むことの繰り返しによって
キャリアを方向付けることが考えられている．もちろん
ライフサイクル的な転機でなくても，会社の研究などに
よって，見直す転機は意識的に作り出すこともできる．
この考え方からは，キャリアデザインをする時期の適切
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図5　Bridges（1980）のトランジションモデル （10）
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さを重視することを学ぶことができる．IT 技術者の事
例では （1），技術者から管理職になったときは，自分の能
力とキャリアを見つめ直す重要な転機であると言える．
「計画された偶然（planned happenstance）」という

ユニークな名前のキャリア理論もまた，偶然という転機
をうまく生かすことを推奨している （11）．偶然に左右さ
れるということを認めた上で，偶然のもたらすチャンス
を逃さないように，新しく予期せぬ機会に対してオープ
ンな態度で臨むことを提唱している．そしてチャンスを
キャリアの機会として認識し，作り上げ，用いるために
は，五つのスキルを学習すべきであるとしている．それ
は「好奇心（新しい学習機会を探索すること）」「忍耐（進
歩を妨げる障害に対して努力を続けること）」「柔軟性（自
分の態度と周囲の環境を変えること）」「楽観主義（新し
い機会を達成可能なものと捉えること）」「リスクテイキ
ング（不確かな結果でも向き合って行動を起こすこと）」
の五つである．注目したいのは，彼らはこれら五つを，
スキル，つまり学習によって獲得可能なものと捉えてい
ることである．つまり，五つのスキルは努力すれば獲得
できるものであるため，向き不向きがあっても，一つず
つ会得することが重要であると言えよう．このモデルか
らは自律的キャリアを実現する上で大切なスキルがある
ことと，その獲得が重要であることを学ぶことができる．

3.2　新しい環境にどう適応するか
新しい環境になじめずにいると，人は不安やストレス

を感じる．翻ってキャリアにおける転機（異動や転勤，
あるいは転職）にうまく適応することが，キャリアデザ
インにおいて重要であり，その方法を提唱しているのが
トランジションサイクルモデルである（12）．この理論にお
いては，企業や職場を変わる際には能力的なコスト（新
しい職場で必要なことを学ばなくてはならない）が掛か
り，この問題を解決しないとキャリアはトラウマだらけ
になってしまうとされている．そこで企業や職場を変わ
るたびに重要なのは，適応力を養うことであり，それを「探
索（exploration）」「試行（trial）」「確立（establishment）」

「練達（mastery）」から成る学習サイクルを通じて達成
することが提唱されている．これによって仕事のやり方
と，早く新しい組織に適応する方法を体得するメタスキ
ル（スキルを学ぶスキル）を体得し，環境や組織の変化，
及び移り変わる組織にうまく適応していくキャリア，プ
ロティアンキャリア（protean career，変幻自在のキャ
リア）を志向すべきであるとしているのである．このモ
デルでは新しい環境になじむ方法が具体的に示されてお
り，四つの学習サイクルを意識して適応することが，や
がて充実したキャリアを歩むことにつながっていること
を学ぶことができる．

3.3　�適応型のキャリアデザインの理論を踏まえての提言
以上のように，本章では，適応型のキャリアデザインの

理論について説明してきた．本章の最後にそれらを踏ま
えて，キャリアデザインについての具体的な提言を行う．

適応型のキャリアデザインの理論が示唆するのは，
キャリアの転機に適切に対処する重要性である．それは
異動や昇進のようにある程度予想できるものもあれば，
不意に訪れるものもある．転機にうまく対処するには，
その方法についてあらかじめ知っておくことと，転機の
対処の方法を対処しながら学ぶことの二つが重要であ
る．前者は既に対処した人々の経験を聞いて学ぶことで
ある．そのためにも個人的なネットワークの確立と，日
頃からのコミュニケーションが欠かせない．後者につい
てはトランジションサイクルモデルや「計画された偶然
理論」の五つのスキルが参考になろう．

4 能力形成がキャリアを開く
─ 結びに代えて ─

本稿では「準備型」「適応型」という二つのタイプに
基づいて，キャリアデザインの理論を紹介してきた．ど
ちらのタイプがよいかは個々人によって異なると考えら
れるが，自身の向いている方を選択してもらってよい．
しかしこれまで見てきたように適応には準備が必要であ
るし，準備しても適応がうまくいくことも重要である．
両方のバランスを取ることが肝要である．

また理系のキャリアデザインにとって，資格取得は能
力を形成し，エンプロイアビリティ（雇われ続ける資質・
能力）を高めるだけではなく，自発的にキャリアの節目
を形成し，転機をもたらすと考えることができよう．資
格取得によって次の仕事の準備ができ，また適応する力
も涵養される．新たなキャリアの節目は苦しみをもたら
すこともあるが，それを乗り越えることで，技術と管理
能力を兼ね備えたエキスパートの道が開けるのであ
る （1）．積極的に挑戦することを推奨したい．

最後に冒頭で紹介した「能力形成がキャリアを開く」
ということに関して述べておきたい．個人の能力を伸ば
すことと，自身の望むキャリアを実現させることは車の
両輪のようなものである．キャリアデザインが先行する
不幸は避けなければならないが，押さえておきたいポイ
ントは，キャリアは「計画された偶然」理論のように偶
然やタイミングによって影響を受けるが，能力形成は自
分のペースで，着実に進めることが可能であるというこ
とである．そして先述のキャリアに関する三つの問いの
一つ，「自分は何が得意なのか」をはっきりさせる，ある
いは得意なことを増やしていくことは，ひいては自身の
働く動機，働く意味にも良い影響を与える．「なぜ働くの
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か」「働く意味とは何か」はすぐに答えが出ない難問であ
る．焦って答えを出すよりも，焦らず地力を付けること
の方がよい．将来を見据えて資格取得に取り組んだり，
マネジメントの勉強をしたりと，キャリアに良い影響を
与えるような能力形成を考えてみることは重要である．

その際に勧めたいことは，社内外に「学びのコミュニ
ティ」を作るということである．一人で勉強することは，
モティベーションの面でも困難である．興味のある仲間
を募り，資格の勉強会や先端技術の勉強会を発足させ，
継続的に学習するコミュニティ，実践共同体 （13）を作る
ことで，学びは更に進展する．それと同時に社内外の人
的ネットワークが構築され，その人的ネットワークは，
キャリアデザインにおいても適切な相談相手やアドバイ
スの獲得につながる．「能力形成がキャリアを開く」，こ
の言葉を念頭に，まずは仲間に声を掛けてみるところか
ら始めてほしい．
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1 はじめに
かつて筆者が所属していた企業では，「研究所勤務者

は博士号取得，工場勤務者は技術士の取得」を目標にし
て働いていた．当時 30 代で，博士・技術士両方の資格
を持っていなかった筆者にとって，それらは「とても手
の届かない資格」に思えた．技術士取得の動機は，単に

「自分の実力を全国的な指標で測りたい」，「将来の保険
のために今のうちに資格を取っておきたい」程度のもの
であった．まさしく不純な動機である．幸運にも技術士
資格を取得後，SE（当時の職務）としていろいろな場
面に遭遇した．やがて先輩が言っていた「技術士とは，
その資格を取ったときに自分がどう思うかではなく，周
囲がどう思うかである」の言葉を肌で感じるようになっ
た．そこで本稿では，技術士の資格を取得すればどのよ
うなメリットがあるのか，自身の経験から簡単に述べる．

2 技術士及び技術士の資格とは
技術士の資格は，難易度（直近 5 年間の平均合格率は

14％前後，受験者 25,000～30,000 名中，合格者 3,500
～3,800 名）の割には社会的評価も低く，一般的に余り
知られてないのが実情である．しかし，実践的な技術に
携わる分野に身を置く立場であれば，この資格は経済的

（給料や資格手当に反映）にも社会的（資格の希少性や利
便性に対しての評価）にも取得者に潤いをもたらす．また，
近年高専の教員採用条件が変わり，従来の博士取得者と
いう条件以外に技術士の資格を持っていれば採用可とし
ている．文部科学省はそれだけ実践面の技術教育分野に
おいても，この資格に重きを置いているのであろう．

2.1　技術士と部門（分野）
技術士法第 2 条に，「技術士とは，登録を受けて技術

士の名称を用いて，科学技術に関する高等の専門的応用

能力を必要とする事項についての計画，研究，設計，分
析，試験，評価またはこれに関する指導の業務を行う者」
と書いてある．すなわち，高度な技術能力を有し，日々
変化する技術的課題や問題点を解決する能力を有する者
とされている．このため技術士は，科学技術分野の最高
峰の資格と言われている．更に技術士は，日本技術士会
によれば，現在 21 の技術部門（電気電子，情報工学，
経営工学，応用理学，環境，総合技術管理，ほか 15 部門）
に分かれ，更に，各部門は幾つかの選択科目に細分化さ
れている（詳細は日本技術士会 HP 参照）．

2.2　技術士のメリット
最大のメリットは，「技術士」の看板を掲げて，表

1 （1）の生業ができることである．例えば会社によっては，
会社に所属していても社内技術士として社内外のコンサ
ル業務を認められており，もちろん退職後に技術士事務
所を構えることも可能である．また技術士の資格がある

表1　技術士の職業形態の例
区　分 内　容

技術
コンサルタント

個人でコンサルタントとして業務を営
む技術士及びコンサルタント企業に所
属し，コンサルタントとして業務を営
む技術士

企業内技術者

企業との雇用契約によって担当業務の
責任を負う技術士で，職務内容として
は，研究職，計画・設計職，製造職，
監理・監督職などで責任者としての役
割を担う技術士

公務員技術者

行政サービスにおいて，技術面での知
識や判断を必要とする業務や関係機関
との協議や地域住民との折衝などを担
う技術士

教育・研究者
大学等の高等教育機関や公的な研究機
関に属し，学生や組織人の教育や自ら
研究を行う技術士

その他 知的財産評価，企業経営，民間団体，
ボランティアで活躍する技術士
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と国の入札案件に参加できることより，ゼネコン関連企
業ではこの資格は特に優遇されている．ちなみにその公
的活用例の一部を表 2 （1）に示す．更に，ほかの国家資
格等を取得する際に，表 3 （1）で定める試験科目の免除
など制度上の特典が与えられている．その中には，各省
庁で実施されているコンサル業務（技術管理者），中小
企業診断士，環境カウンセラー等の筆記試験免除，また
最難関資格の一つで知られる弁理士（特許庁）の論文試
験免除等が含まれている．これらはものすごいアドバン
テージで，この試験を第一次試験から受験するとなれば
相当の労力を強いられるが，筆記試験相当が免除となれ
ば受験生にはかなりの負担軽減となり得る．

2.3　技術士試験の仕組み
技術士になるには，図 1 （2）， （3）のとおり，①技術士第

一次試験に合格し必要な実務経験を積んだ後，②技術士
第二次試験に合格し，更に③文部科学省に登録する必要
がある．認定された教育機関（Jabee 等）を修了した者
は第一次試験を免除されるが，それ以外の者は第一次試
験から受験する．また受験者の多くは，実務経験豊富で
体力的にも若い（8 月に実施する第二次試験は，丸 1 日
かかるため集中力が最重要！）40 歳前後の若手管理職
が占める傾向にある．

3 技術士の資格で筆者が得た
メリットとキャリアへの影響

自身の仕事の上では，ドラスティックなメリットが
あったとは思えないが，この資格のおかげで己の技術力

（問題解決能力，着眼点，予防保全の考え方など）に自

表2　技術士または第二次試験合格者の公的活用法例
所轄省庁 資格の名称 区分 該当技術部門（選択科目）

厚生労働省 労働契約期間の特例（専門知識等を有する労働者）
（労働基準法） 技術士 全技術部門

経済産業省
（中小企業庁）

中小企業・ベンチャー総合支援事業派遣専門家と
して登録される専門家（中小企業支援法） 技術士 全技術部門

国土交通省

設計管理者（鉄道土木，鉄道電気，車両）（鉄道事
業方）

第二次試験
合格者 電子電気，機械，建設

一般建設業の営業所専任技術者又は主任技術者（建
設業法）

第二次試験
合格者 電子電気，機械，建設，他

特定建設業の営業所専任技術者又は監理技術者（建
設業法）

第二次試験
合格者 電子電気，機械，建設，他

建設コンサルタントとして国土交通省に部門登録
をする場合の専任技術管理者（建設コンサルタン
ト登録規定）

技術士 情報，ロボット，精密機械，他

総務省 「情報システムに係る政府調達の基本方針」（入札
事業者の資格要件） 技術士 情報工学，上記を選択科目とす

る総合技術監理

表3　技術士または第二次試験合格者の公的資格取得上の特典例
所轄省庁 資格の名称 特典事項 区分 該当技術部門（選択科目）

総務省
消防設備士（甲種・乙種）

筆記試験一部免除 第二次試験
合格者

電子電気，機械，化学，衛生工学

甲種受講資格を認定 全技術部門

消防設備点検資格者
（特種・第 1種・第 2種） 受講資格を認定 第二次試験

合格者 電子電気，機械，化学，他

厚生労働省

建築物環境衛生管理
技術者 受講資格を認定 技術士 電子電気，機械，上下水道，衛生工学

労働安全コンサルタント
筆記試験一部免除 第二次試験

合格者
電子電気，機械，船舶・海洋，他

受講資格を認定 全技術部門

経済産業省 中小企業診断士 筆記試験一部免除 第二次試験
合格者 情報工学

〃（特許庁） 弁理士 論文試験免除 技術士 全技術部門

国土交通省
気象予報士 学科試験免除 技術士 応用理学

電気工事施工管理技士
（1級・2級） 学科試験免除 第二次試験

合格者
電子電気，建設上記を選択科目とする
総合技術監理
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信が付いたことは間違いない．また前出の先輩の言葉ど
おりの経験があった．例えば，あるメーカとの共同研究
会で通信プロトコルの仕様を決める際，技術士の肩書き
のせいか，意見が通りやすくなり自社の技術仕様が優先
的に採用されたことが結構あった．また，海外，特にヨー
ロッパでは Chartered Engineer（国家が認定した技術
者）と同等（マエストロ級）の資格とみなされ，場合に
よっては極めて名誉な待遇を得ることができる．一方，
米国では PE（Professional Engineer）の資格に相当す
るが，この資格は比較的容易に取れるため，ヨーロッパ
と違って評価は低い．やはり米国は，資格より実力重視
の世界のようである．

4 おわりに ─ 人生の選択肢を
どう広げたか？

人間の欲というのは際限がなく，目的とする資格を取
得したらそれまでの苦労を一瞬のうちに忘れ，新たに次
のステージに向かうべく努力するようになる．この次の
ステージをあれこれ考える“ゆとり”の時間は，年齢に
かかわらず何となく楽しいものである．本誌読者の大半
は，学生，あるいは現在組織に所属している方々と拝察
しているが，いずれ時期が来たら，筆者のように様々な
分野で己の力を試したいと思うようになるかもしれな

い．そのためには，表 1 （1）の職業形態を自由に選択で
きる技術士資格は，人生の選択肢を大いに広げるツール
と思われる．ただし，技術士の資格だけでは十分に食え
るものではなく，その後の技術蓄積や，時代に合った柔
軟な対応力が備わっていないと無用の代物になることは
言うまでもない．世の中はそんなに甘くないのである．
最後に，若いうちに色々な分野に果敢に挑戦されんこと
を切に願うものである．

■ 文献
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1976～2005 民間企業で設計・開
発業務に従事後，2005-04 から現
職．専門は，遠隔監視制御工学，複
雑系システム，エージェント工学，
音楽情報科学など．最近は三味線
を弾けば自動的に譜面ができる「自
動採譜」装置を開発し，国内外を問わず民族音楽の自動譜面化
（アーカイブ作製）に従事している．日本音響学会ほか会員．
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1 未踏
ここで「未踏」とは，独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）が行っている未踏 IT 人材発掘・育成事業 （1） を指
す．まずは，何か作りたいもののネタを持っている 25
歳未満の若手人材が，これは面白いから開発を支援して
くれ！  と提案する．それが未踏クリエータとして採択
されると，1 年弱の間，担当プロジェクトマネージャか
らの指導，ほかのクリエータや OB との交流，開発費と
いった様々な支援を受けられる（図 1）．

2014 年度は 14 件，25 名が採択された．倍率は例年
およそ 4～6 倍である．人材育成／開発期間は 6 月下旬
から 3 月中旬までの約 9 か月間，その間，各プロジェ
クトには上限 230 万円ほどの開発費が支援される．こ
の金額は，大学院生や大学生 1～2 名のチームがアルバ
イト等をせずに開発に専念するのに十分な額であろう．

2 スーパークリエータ
2000 年度に始まった「未踏」は 2014 年度で 15 年

目を数える．2014 年度までで，採択件数は 1,005 件，
採択人数は延べ 1,627 名を数える．育成／開発期間終
了後，特にすばらしい成果を挙げた，あるいはすばらし
い成長を遂げたクリエータには「スーパークリエータ」
の称号が与えられる．2013 年度までの 14 年間に 265
名がスーパークリエータとなった．採択された上で更に
約 6 倍というそれなりに狭き門である．

スーパークリエータは，担当プロジェクトマネージャ
による評価を基に，審査委員会での審議を経て，IPA が
決定し認定する．IPA は国家資格を認定する情報処理技
術者試験も実施しているが，一方で，未踏の採択やスー
パークリエータ認定はというと資格ではない．そのため
か，そのメリットは一通りではなく，人それぞれ，とて
も様々に表れている．
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未踏 
スーパークリエータ

 首藤一幸　Kazuyuki Shudo　未踏プロジェクトマネージャ／東京工業大学

解 説

能力・資格とキャリア設計

図1　未踏事業の概要
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3 未踏と事業化
まず，経済産業省も期待する事業化や会社設立，これ

はとても多い．2008～2012 年度のクリエータのうち，
未踏での成果を基にした事業化や会社設立を行った割合
が 23.7％である（IT 人材白書 2014 から）（図 2）．また，
2011 年度に行われたアンケートでは，未踏のクリエー
タであった当時に学生だった 75 名のうち，会社設立し
た者が 7 名であった（IT 人材白書 2012 から）．それに
対して，日本全体では，人口 1 億 2,000～3,000 万人に
対して会社設立数は年間 10 万社弱，つまり 1,000 分の
1 未満にすぎない．未踏のクリエータによる事業化・会
社設立数は極めて多いと言えるのではないだろうか．

未踏での成果物を基に設立された会社に，3D アニメ
の Live2D 社，Web ブラウザの Lunascape 社，ダンサー
向け LED スーツの mplusplus 社，ニュースリーダの
Gunosy 社，VPN のソフトイーサ社，分子モデリングソ
フト Winmostar のテンキューブ研究所社などがある．
筆者も，2006 年度未踏での成果物をウタゴエ社の中で
ほかのメンバーとともに事業化した．成果物とは異なる
事業での未踏 OB による会社設立も多く，米 CloudBees
社， 米 fluxflex 社， 米 FlyData 社， 米 Treasure Data
社などベイエリアの会社も増えてきた．

4 未踏とキャリア
成果物それ自体がキャリアを形作るのでなくとも，採

択やスーパークリエータ認定，また，ほかのクリエータ
との出会いによって人生が変わった例もよく聞く．

採択と取組みを評価されて，大学の推薦入試に合格し
た未踏 OB がいる．スーパークリエータ認定をきっかけ
に，研究開発部門の長と話す機会を得て，法人営業から
研究開発に移った未踏 OB がいる（山添氏）．Web 企業
に転職した未踏 OB がいる（衣川氏）．大学院でも未踏
でも取り組んできた日本語入力ソフトの開発にグーグル
社にて再び取り組んでいる未踏 OB がいる（小松氏）．
未踏の成果報告会での出会いをきっかけに米国勤務と
なった未踏 OB がいる（大島氏）．

筆者がプロジェクトマネージャを拝命したのも，
2006 年度のクリエータとしてスーパークリエータ認定
を受けたことと無関係ではないだろう．

5 未踏と出会い
未踏の運営では，同期のクリエータや OB，また，一

線の方々との交流（あとはもちろんプロジェクトマネー
ジャによる指導）を非常に大切にしている．これをもっ
て，未踏は出会い系だ，という冗談がよく使われるのだ
が，本当に未踏 OB 同士の結婚もあれば，プロジェクト
管理会社の一員と結婚した OB もいれば，元プロジェク
トマネージャと結婚した OB もいる．結婚はともかく，
意気投合して共に事業に取り組むクリエータ・OB 同士
も多い．ポーズ入力用人型デバイス QUMARION のセ
ルシス社や，クレジットカード決済サービスの WebPay
社はそうした企業の例である．

未踏はともすると，若いクリエータ側からは金銭の支
援が魅力的に見えるかもしれない．しかし未踏で得られ
る本当に貴重なものは誰かとの出会いであり，これがク
リエータを飛躍させる力だと信じている．

■ 文献
（1） 未踏 IT 人材発掘・育成事業，http://www.ipa.go.jp/

jinzai/mitou/

首藤一幸 （正員）
東工大准教授．IPA未踏PMを兼任．
早大，産業技術総合研究所（エンジ
ニアリングと研究），ウタゴエ（株）
（経営・執行）を経て，2008-12 か
ら現職（研究と教育）．エンジニア
としての作品に，Java スレッド移
送システムMOBA，JavaJIT コン
パイラ shuJIT，オーバレイ基盤ソフ
ト OverlayWeaver， 書 籍 Binary
Hacks など．
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図2　 未踏クリエータ（2008年度～2012年度）の直近
１年間に行われた取り組み



このたび，本誌へ，学生・若手のキャリアデザインに
関する記事を執筆させて頂く機会を頂きました．まず，
簡単に自己紹介をさせて頂きますと，筆者は国内通信事
業者で約 10 年を過ごした後に転職し，現在に至るまで
大塚国際特許事務所で弁理士として働いております．本
稿の主題である「キャリアデザイン」は，人それぞれ，
自分自身で定めるものであって，「○○すべき」などと，
筆者のような他人が偉そうに言うことができるものでは
ありません．ですので，本稿では，あくまでも読者の皆
様が御自身でキャリアデザインを考える際の一つの参考
として，弁理士という資格について，時々筆者の経験な
どを織り交ぜながら，簡単に御紹介させて頂きます．

弁理士という資格は，有資格者の理工系出身比率が高
い点で，ほかの法律系資格（弁護士，司法書士，行政書
士など）と性質が大きく異なります．実際，弁理士の仕
事の多くは，研究開発職の方々から発明の説明を受けて
特許明細書を作成するものであるため，技術理解度が低
い弁理士では業務が難しいという側面もあります．した
がって，弁理士は，多くの場合，法律と技術という二つ
の側面での専門性が求められるため，おのずと理工系出
身比率が高まってしまうのです．

ところで，弁理士資格は，知的財産に関する法律を普
通よりは知っている，ということを証明できるものでは
ありますが，資格を持っていても，特許明細書等を書く
スキルを持っている証明とはなりませんので，大変残念
ながら，取得しただけで仕事が大量に舞い込んで人生が
変わる，というようなインパクトはありません．（昨今は，
そのようなインパクトがある資格はほとんどない，とも
言えます．）しかしながら，弁理士資格は，取得によっ
て人生に保険が掛けられるという程度のメリットはある
資格だと思います．実際，筆者は，転職することを前提
に人生を考えていたのですが，転職に失敗しても家族を
路頭に迷わせないための保険として，転職前に弁理士資
格を取りました．つまり，特許事務所へ転職することを

考えていましたので，転職先の特許事務所が自分に合わ
なくて辞めたとしても，弁理士有資格者で多少なりとも
実務経験があれば，ほかの事務所や企業知的財産部への
再転職が無資格者より少しは容易になるだろう，と考え
て弁理士資格を取ったわけです．なお，転職後の職場が
自分にとても合っていたため，このメリットが実在する
かについての検証は行われておりませんことを，念のた
め付言させて頂きます．（つまり，このメリットがある
ことを保証できかねますのであしからず．）

一方，特許事務所で働くことを前提とすれば弁理士資
格はとても有用です．例えば，顧客の出願の審査に関し
て特許庁の審査官に問い合わせることなどは，弁理士で
ないとできないため，資格の有無がものを言います．ま
た，特許侵害訴訟の保佐人（特許の技術内容の解析，訴
訟対象製品などが特許法や判例に照らして本当に特許を
侵害しているかの検討，これらの裁判官や弁護士への説
明，等を行います）等，弁理士であることによって舞い
込んでくる仕事もあり，資格の有無で仕事の幅は大きく
異なります．

また，より一般的な観点から言えば，弁理士資格は，
特に技術者にとっては，「資格取得のための試験勉強」
によって視野を広げてくれる資格です．弁理士試験は法
律資格ですので，試験勉強をすることで，技術系の仕事
ではほぼ触れることのない，法律・条約などに多く触れ
ることとなります．そして，これにより，「法律の知識」
のみならず「法律的な考え方」「法律的な視点」を新た
に身に付けることができます．「技術的な考え方」とは
全く異なる「法律的な考え方」が身に付くと，技術に関
する考え方，技術に関する業務の進め方などを，それま
でになかった視点で見ることができるようになり，視野
が広がります．実際，筆者は，転職前の研究所在籍中に
試験勉強を始めたのですが，勉強開始後にそれを強く実
感していました．（実感し始めたぐらいのタイミングで
知的財産部へ異動した，というオチも付きますが……．）
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 前田浩次　Koji Maeda　大塚国際特許事務所
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このように，弁理士資格は，その取得によって多くの
メリットを得ることができる資格です．また，筆者自身
は，とりわけ，「専門外の法律」を「全力で勉強した」
ことによって自分の視野が広がったことを，最大のメ
リットとして感じています．そして，このメリットは，
筆者にとって，仮に生涯を研究開発に費やしていたとし
ても，また，今後知的財産分野またはほかの分野で働く
としても，必ず生き続けるものであることははっきりと
確信しております．ですので，最後に，筆者自身の経験
から，「専門分野の勉強のみならず，専門外の分野の勉
強へ全力で挑戦すること」を「お勧め」させて頂き，本

稿を締めさせて頂きたく思います．ここまで拙文をお読
み頂き，ありがとうございました．

前田浩次 　
1999 東工大・工・電気電子卒，
2001同大学院修士課程了，国内通
信事業者で約 8年間の無線通信技
術の研究と約 2年の特許の権利化
業務に携わった後，大塚国際特許事
務所勤務．2010弁理士登録．現在，
弁理士として特許出願業務，侵害訴
訟等に携わる．日本弁理士会，
IEEE各会員．
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1 はじめに
筆者は 1997 年に早稲田大学大学院で博士後期課程を

修了後渡米し，カリフォルニア大学ロサンゼルス校（図
1）の情報科学科でほかの先生と共同で大学院生の研究
指導をしています．大学院時代は離散事象システムの効
率的なシミュレーション手法について研究し，渡米後は
離散事象システムの一つであるモバイル通信システムを
含む様々なシステムの設計及びその評価に関する研究を
行っています．2001 年に大学の研究プロジェクトで開
発したシミュレータを商用化するために設立した会社と
の兼務を始め，2007 年にはそこから独立して Space-
Time Engineering, LLC（図 2，3）を起業しました．
また，日本市場を開拓するため，翌年 2008 年に 100％
子会社の（株） スペースタイムエンジニアリングを東京
に設立し，現在は日米両方で事業を行っています．

若い研究者や学生に対してキャリア構築に向けたア
ドバイスを与える本小特集への寄稿の誘いがあった際，
正直筆者が書いてよいものかと躊躇してしまいました．

渡米して起業と聞くと強い志を持って精力的に活動して
きた印象ですが，実際は成り行きでここまで来てしまっ
た感がありますし，自身のキャリアパスについて真剣に
考え出したのも渡米後数年たってのことだったからで
す．ただ，幸いこれまでの経緯から日米でいろいろな方
のキャリア構築に関与してきた経験がありますので，少
しは参考になることが書けるのではないかと思い本稿を
寄稿させて頂くことにしました．

2 社会システムをよく理解する
自分のキャリアを構築するということは，自分が置か

れている社会システムの中での自分の立ち位置や役割分
担を決めていくことにほかなりません．そのためには，
社会の仕組みそのものをよく理解する必要があります
が，最も簡単な方法は，外国という異なる社会システム
に身を置き，日本という社会システムを外から見てみる
ことでしょう．そうすると，今まで常識だと思っていた
ことが実は世界的には常識ではないことに気付かされま
すし，そのような発見から社会の仕組みへの理解を比較
的簡単に深めることができるからです．

筆者は修士課程修了時の就職活動で働きたいと思え
る会社が見付からず，博士後期課程に進学したのですが，
研究職に就くのであれば海外での研究実績があった方が
よいだろう，という安易な発想から渡米しました．ただ，
渡米前には想像もしなかった体験をし，また文化背景が
異なる人々との交流を通じて，前述のように何が世界的
常識なのかを考えさせられる経験をすることができまし
た．また，米国という全く異なる社会システムも，過去
に遡ると現在の日本のシステムに非常に似ている場合が
あることにも気付かされました．本稿のキャリア構築と
いうトピックに直接関係のある雇用システムもその一つ
で，米国の雇用システム・採用プロセスを理解すること
は，日本の雇用システムの今後を考える上でも大いに役
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─ 日米の社会システムの対比から ─

 髙井峰生　Mineo Takai　Space-Time Engineering, LLC

解 説

これからのキャリアを構築するために

図1　 カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）の 
Royce Hall．大学では米国の研究教育システム，
ひいては米国の社会システムを学ぶ機会に恵まれま
した．
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立ちますので，特に米国の社員採用プロセスについて少
し詳しく説明したいと思います．

3 米国の採用プロセス
筆者は大学で大学院生の Referral（照会）役を担う

と同時に，自身の会社でエンジニアを採用する機会もあ
るので，米国の採用プロセスの両側を知る立場にありま
す．特に米国の採用では年齢差別につながるような新卒，
既卒，中途の区別なく求人を出しますので，実に様々な
背景を持った求職者が応募してくることになります．中
には何十年にもわたる職歴を持つ人も応募しますが，そ
のような応募者の経歴を正しく理解するためには，米国
の現在だけでなく過去の雇用・社会システムについても
理解する必要が出てきます．すると，実は米国も昔は日
本と同様，終身雇用と言わないまでも長期にわたって同
じ会社に勤めるのが普通だったことが分かります．それ
が数回にわたる景気のサイクルを経て，体力が落ちた企
業や業種が長期雇用を維持できなくなり，必要に応じて
必要な人材を採用する現在のシステムに変化していった
ようです．この変化は現在進行形で，現在でも安定した
雇用を維持している労働組合が強い業種や，公務員の雇
用に対しても徐々に広がってきています．

米国の求人票は Job Description（職務記述書）が基
本となっており，Duties and Responsibilities（職務内
容の詳細と責任範囲）と Qualifications（必要な知識，
スキル，学位や関連する職務の経験年数）を明確に記述
します．応募する側が用意する Resume（履歴書）もそ
の最初に必ず Objectives（応募の目的・動機）を書き，
自分がどのような仕事を希望しているのか明確にしま
す．Objectives の後は日本の履歴書と同様に学歴・職
歴が続きますが，順序は関連の深い事柄，つまり新しい
ものから順番に記述していくので，学歴よりも職歴が先
に記述されます．また，職歴では雇用主，雇用期間と肩
書だけでなく，在職中に手掛けたプロジェクトやその成

果を記述し，提示されている Job Description に対して
自己がいかに適任かのアピールをします．

この方式では，たとえ新卒向けエントリレベルの求人
で あ っ て も，Job Description に 関 連 す る 経 験 を
Resume に記述する必要があるため，学生は在学中に希
望する業種に関連するプロジェクトベースの授業を取っ
たり，夏休みの 3 か月を利用してインターンシップに
参加したりします．また，求められる知識・スキルを持
ち合わせている人しか応募しないため，会社名だけで大
量の学生が応募してくることもありません．採用面接も，
空きポジションへの適性を審査するため採用部署の社員
が直接行い，報酬や福利厚生など採用の具体的な条件の
話合いになるまで人事担当者が出てくることはありませ
ん．そして，基本的に必要なときに必要な人材を採用す
るので，採用が決まってから 1 か月以内，夏休みを挟
んだりして長くなっても 3 か月以内には仕事を始める
のが一般的です．

4 日本の採用プロセス
米国の雇用システムと比較して，現在の日本の雇用シ

ステムは御存じのように終身雇用を前提に作られていま
すので，特に新卒社員の採用プロセスは終身雇用に適し
た形で行われています．終身雇用が前提にあれば，採用
時に持ち合わせている知識やスキルが十分でなかった場
合でも，入社後に手間暇掛けて会社にとって必要なこと
を教えることができます．言い換えると，社員のスキル
向上につながる投資を惜しまずに行っても，その社員が
長期にわたって会社に相応の貢献をしてくれれば，投資
に対する費用の回収ができるわけです．

また，長い目で見ると会社にとって必要となるスキル
は変化していきますので，採用時に会社として必要なス
キルを持ち合わせている人材を採用するよりは，潜在能
力や適応能力の高そうな人を選ぶことになります．これ
が結果的に学歴重視の選考につながってしまうのだろう
と思います．入社の 1 年近く前に出される内定システ
ムも，現在会社で必要な人材を採用するわけではないか
らこそ成り立つ日本独自のシステムでしょう．

5 大企業と安定志向
日米の学生の職に対する意識を比較すると，日本の学

生は大学や大学院で習得する知識やスキルと就職との関
連性が薄いこともあり，米国の学生のように在学中に自
分の将来やキャリアに対する構想や展望を持っていない
ことが多いように感じられます．そうすると，いざ就職
活動を始めるにあたり，普段の生活でよく目や耳にする
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図2　 Space-Time Engineering, LLC のオフィスが
ある建物．ロサンゼルス郊外の Rolling Hills 
Estates 市にあります．
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大企業から調べてしまうことになるのでしょうか．就職
人気ランキングで，その年に好業績で話題になった企業
が上位を独占するのはその表れであるように思えます．

また，失われた 20 年とも言われる長期の不景気で中
小企業はおろか大企業も終身雇用を貫けなくなってきて
いますが，以前は終身雇用を守り続ける体力のあった大
企業の残像に，雇用の安定を求めた学生が集まっている
面もあると言えます．最近まで就職氷河期で内定が取れ
ないといった報道と，中小企業の求人倍率が高いという
報道が同時になされていたことはその象徴のように思え
ます．筆者が 2008 年に設立した日本法人も，業種が
B2B（Business to Business の略）で知名度が低く，ま
た小さな会社ということもあり，新卒の学生に関しては
募集しても応募すらほとんどありませんでした．

ところで，設立後間もない小さな会社を日本では「ベ
ンチャー」と呼びますが，これは和製英語であることを
御存じでしょうか？  米国ではリスクを伴う新規事業の
ことを Venture（新規事業への投資資金の Venture 
Capital，複数の企業で新規事業を立ち上げる Joint 
Venture など）と呼びますが，設立後間もない会社は
Startup Company と呼びます．新興企業はリスクを伴
う 新 規 事 業 を 手 掛 け る こ と が 多 い た め，Startup 
Company を Venture Company と呼べなくはないです
が，少なくとも Venture に会社の規模の意味合いは含
まれていません．恐らく，小さな会社は雇用が不安定で
危ないというこれまでの日本の社会システムの常識が，
小さな会社だからリスクが高いということで Venture
という言葉を当ててしまったのではないかと思います．

ただ，大企業による比較的安定した雇用は確実に崩れ
つつあります．時代の流れとともに要求されるものや
サービスは変化していきますので，右肩上がりで打ち切
る事業がなかった時代は別として，雇用維持のために新
分野の商品開発を撤退分野に従事していた社員で賄って
しまうと，既に必要な知識やスキルを持ち合わせた人を
採用する企業や，新分野のために新たに起業された会社
に太刀打ちできないからです．そうすると，現在の米国
の雇用システムの方が有利になり，結果として日本の社
員採用システムが現在の米国のようになる可能性が高い
と思われます．

6 本当の安定志向とは
では，今後大企業に就職しても安定した雇用が期待で

きなくなったとき，本当の安定志向とは一体何を目指す
ことになるのでしょうか？  自分自身道半ばの分際です
が，筆者は時代の流れとともに変わっていく社会システ
ムを理解し，その時々に必要な知識とスキルを身に付け

ていくことによって，常に社会に求められる人材であり
続けることだと考えています．

極端な話，終身雇用が前提であれば新たな知識やスキ
ルを身に付けなくても雇用が維持されるわけですが，そ
のような状態で頼っていた会社が立ちゆかなくなった場
合，新たな職を見付けることはほぼ不可能です．ただ，
その時点で必要な知識やスキルセットを身に付けてお
り，複数の企業から「欲しい人材」とみなされれば，新
たな職が簡単に見付けられますし，現在所属している会
社の行く末に依存することなく，安心してキャリアを構
築していくことができます．

しかし，社会に求められる知識やスキルといっても，
闇雲に流行の分野を追っていたら良いキャリアを構築す
ることはできません．流行分野というのは流行した時点
で人材の供給が需要を上回っていることがほとんどだか
らです．また，頻繁に職を変えると就業を通じて得られ
るスキルが減ってしまいますので，やはり「良い会社」
に長きにわたって所属するのが望ましいことに変わりは
ありません．雇用が流動的な米国であっても，3 年未満
で転職を繰り返す Job Hopper は採用側も敬遠しがち
です．まずは将来性があり今後も拡大が見込める分野を
自分の活動分野として，その中で安定した職について
キャリアを構築していくべきです．

7 キャリア構築のための活動分野
では，自分のキャリアを構築する上でどのように活動
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図 3　 会社から数分車を走らせると美しい景色が堪能でき
ます．
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分野を決めればよいでしょう？  学生であれば専攻分
野，既に職に就かれている人であれば現職の分野がス
タート地点になると思います．そして，社会システムの
中で当該分野の位置付けや役割を考え，将来性があれば
その分野でキャリアを構築していけばよいですし，そう
でない場合はほかに将来性のある分野を探す必要が出て
きます．「好きこそものの上手なれ」とは言いますが，
好きな分野，興味のある分野を自分の活動分野にすると
いうのは少々安直過ぎます．好きなことであれば，その
分野についての理解が深いことが多いですから，将来性
があるかを判断するのが容易なだけです．将来性がなけ
れば自分のキャリアを築く分野とせず，趣味の範囲にと
どめましょう．

ちなみに米国では筆者のように博士論文の内容に関
連した仕事についている人はまれで，分野を変えないま
でも学位論文のテーマとは全く関係のないことをしてい
る人がほとんどです．日本の博士後期課程の学生や若手
の研究者は，学位を取得した分野に凝り固まってしまい，
将来性がなくてもその分野でキャリア構築をしていこう
とする傾向があります．ただ，学生のときにたかだか数
年の研究経験を積んだ分野でその後数十年活動する分野
を決めてしまうのは賢明ではありません．研究者であり
たいのであればなおさら，社会で今後求められるであろ
う新分野を発見，または開拓する必要があります．そし
て，活動分野が全く異なる分野になったとしても，学位
取得を通じて得た研究スキルは適用可能ですので，自分
の学位取得のために注ぎ込んだ労力が無駄になるわけで
はありません．

また，何十年も先まで将来を予知できる人は別とし
て，当初将来性があると思った活動分野が社会システム
の変化や技術革新によって取り残されてしまう可能性は
大いにあります．更に，活動分野が成熟するに従い，れ
い明期に比べると研究職の需要が低下するなど，活動分
野における自身の職種と必要とされる職種の需要にずれ
が生じてくることは，キャリアを構築していく上で必ず
発生します．そのような変化を感じ取った際には，現職
に固執したりせず，早めに変化に適応する軌道修正を始
めることが，良いキャリアを構築する上で大変重要だと
思います．米国では一度社会に出ても大学へ戻って勉強
する人がたくさんいますが，それらの中には自分の従事
している分野に将来性を感じなくなり，ほかの分野への
移行準備をする人が少なくありませんし，同一分野でも
必要となるスキルや資格が変化したために大学へ戻る人
も多くいます．米国の大学はキャリア構築上の軌道修正

を行う際に大きな役割を担っているのです．

8 キャリア構築と社会貢献
ある分野の将来性を見極める際には，冒頭で述べた複

数の社会システムを理解することが大変有用です．異な
る社会システムの中で様々な分野がどのような役割を
担っているのか，役割に違いがあればその理由は何か，
今後どちらの役割になっていくのか，などを考えていく
と自然と自分の社会観が形成されていきます．

そして，自分の考える将来性のある分野で，将来性の
ある事業内容を行っている会社の職に就くことを試みま
しょう．ここでは会社の大きさにこだわるべきではあり
ませんし，将来性のある事業をしている会社が見付から
なければ，自らの起業を考えてもよいかもしれません．
大切なのは，自分自身の社会観・価値観を明確にし，仕
事を通じて自己がどのように社会に貢献していくかを考
えることであり，それが良いキャリアを構築していくこ
とにつながります．

9 おわりに
近年「就活の勝ち組・負け組」という言葉をよく耳に

しますが，大企業の内定を複数獲得して就職の選択肢の
多いのと，思いどおりのキャリアを構築するための就職
をするかどうかは全く別の話です．就職活動に成功して
も良いキャリアを構築できなくなることにならないよ
う，社会システムの中での自己の立ち位置や役割分担を
よく考えて仕事を選んで下さい．

本稿で書いたことは，キャリアを構築するにあたって
継続的に行う必要があります．筆者自身今後も継続して
実践し，自分で納得できるキャリアを構築していくよう
努力したいと思います．

髙井峰生 　
平 9 早大大学院博士後期課程
了．平 19 米国法人 Space-Time
Engineering,LLC を起業しその代
表を務める．現在，カリフォルニ
ア大ロサンゼルス校主幹開発研究
員及び阪大大学院情報科学研究科
招へい准教授を兼務．産学両方で
の活動を通じモバイル通信システ
ムの研究及びその評価手段の開発
に従事．ACM，IEEE各会員．
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1 はじめに
「理系の就職活動にはどのような特徴があるのだろう

か？」「世間一般で話題となるいわゆる“就活”とはどのよ
うな点が違うのだろうか？」筆者は，かつてある理工系大学
でキャリアアドバイザーとして就職相談の業務を担当して
いました．その経験から理系学生の就職活動について述べ
てみたいと思います．本稿は，主に理系学生の就職支援を
行う立場にある大学関係者を対象に書いていますが，「2．
相談内容について」は学生の皆さんにも参考にして頂けれ
ばと思います．また，「3．就職活動に対する学生自身の考
え方と親の対応」は学生とその親に対するアドバイスを兼
ねて書いています．ただし，内容につきましては，あくまで
も筆者の限られた経験からですので，理論的ではない部分
や独断も多々あろうかと思います．その点は御容赦下さい．

就職活動の構造は，基本的には理系学生も応募者（学
生）と採用者（企業・団体・官公庁など）とのマッチン
グであるという点で，文系学生と同じ部分や似た部分が
多くあります．しかし，一方で理系ならではの特殊性や
悩みも存在します．後ほど具体的な事例を挙げながら考
えてみたいと思います．

理系学生の場合，大学で研究する分野は比較的明確で
専門性が絞り込まれています．そのため，その専門性を
生かした分野の企業で仕事をしようとする場合には，ど
のレベルの企業に入れるかといった悩みはあるにせよ就
職活動で悩むことは余りありません．自分の専門を生か
す場合は，指導教員やゼミの先輩のつながりなどから情
報を得て推薦や紹介で決まるケースもあり，その点は理
系就職の特徴で文系学生にはない有利な点と思われます．
こうした理系のメリットを使って“順調”に就職できる学
生はほとんど問題ありません．キャリアセンターに相談に
来たとしても，履歴書やエントリーシートの書き方や面
接の受け方といった，いわゆる“就活”のテクニック的な
内容なので，一度説明すれば後は自分でやっていけます．

キャリアセンターに通常相談に来る学生は，こうした
“理系の王道”ともいえる就職活動からのメリットを享受
できず，それが悩みや問題の原因となっている学生です．
就職活動は，学生が社会人になるための一種の“通過儀
礼”の要素があります．小さいときからずっと学校社会
の中で生活してきた学生が社会人として働く立場になる
ということは，今までの住み慣れた環境から未経験の世
界へ飛び込んでいくということを意味します．そこには
夢や希望や目標の実現といった前向きの期待がある反
面，未知の世界へ踏み出すことへの躊躇・戸惑い・恐れ
などのマイナスの心理的要素も強く働きます．そのため
一人で悩みを抱え込んでしまい，キャリアセンターに相
談に来ることすら避けてしまう消極的な学生もいます．

受験偏差値の高い，いわゆる有名大学の学生は，学校
社会の価値観の中で勝ち抜いてきた経験を持っていま
す．それは彼らの強みではありますが，また，就職活動
では弱点ともなり得ます．つまり，彼らは成功体験があ
るために，その延長上で就職活動を考えようとします．
具体的には，就職活動を就職試験と捉え，筆記試験（SPI
や論述問題等）に精力を注ぎ込み高得点を狙います．公
務員試験ではこうしたやり方もある程度は通用するかも
しれません．しかし，一般企業の採用試験では，筆記試
験は基礎的な学力をチェックするための予備的審査であ
ることが多く，最終的には面接で採用の合否が決まりま
す．筆記試験のない企業はあっても面接試験のない企業
はないからです．面接試験では，その学生の持つ知識・
能力・資質・性格・考え方・生活習慣・大学での過ごし
方など様々な側面から質問が出され，複数の立場の面接
官によって総合的に判断されます．加えて，理系では専
門性とのマッチングを見るために，現場の管理者や技術
者による技術面接があります．学生にとっては一般的に
面接の経験は少ないため，この面接を受験準備のような
面接テクニックを身に付けることによって乗り切ろうと
する学生がいます．しかし，テクニックでは面接は乗り
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切れません．面接はいかに“素の自分”をさらけ出せる
かということがポイントであり，面接官も学生の本当の
姿を求めて厳しい質問を浴びせてくるからです．

2 相談内容について
学生がキャリアアドバイザーに寄せてくる就職相談の

内容は多岐にわたります．就職活動そのものに関する相
談はもとより，研究上の悩み・研究室の人間関係・家庭内
の問題・親との確執・サークルや部活動の悩み・アルバイ
トや奨学金などの金銭上の問題・留学生の抱える諸問題
など多種多様です．表向きは就職の問題（「就職活動がう
まくいかない」「内定がとれない」「エントリーシートが通
らない」等々）ということで相談に来ても，話を聴いてい
くとその背景には様々な個別の要因があります．その問
題を解決しなければ前向きの気持ちになれず，結果とし
て就職活動がうまくいっていないということにつながって
います．また，メンタルの問題を抱えている学生もおり，
その場合は学生相談室や健康管理室の臨床心理士などと
水面下で連携しながら対応に当たることもあります．

純粋に就職に関する問題の場合は，大きく三つに分類
されると思います．「学生自身の意識に起因するもの」「取
り巻く環境に起因するもの」「就職活動の方法に起因す
るもの」です．以下，具体的な相談や悩みの内容と学生
の問題点，それに対するキャリアアドバイザーとしての
筆者の対応について述べてみたいと思います．

なお，丸付き数字で示した各項目が相談や悩みの内容
と学生の問題点を表し，四角内の文章が筆者のとる対応
の仕方や考え方を示します．

2.1　学生自身の意識に起因する問題
学生自身の問題としては，一言でいうと本人の意識が就

職活動を行うレベルに達していないという場合が多くあり
ます．その結果，やりたいことが分からなかったり，研究
職だけにこだわったり，限られた自分の狭い知識に基づい
た思い込みに左右されたりします．それは働くことや働く
環境に対する知識が乏しく，働く具体的なイメージが持て
ていないことにも起因しています．例えば，研究に没頭し
てしまうと研究そのものが目的となってしまい，研究の成
果が社会のどんな活動につながり，具体的にどのような製
品やサービスとなって社会の役に立っているのかという点
に思い至らなくなってしまいます．企業は社会に役立つ活
動を行っているからこそ，その存在が許され発展できるわ
けで，企業で働くということはその活動の一端を担うとい
うことにほかならないことを認識する必要があります．

工学系の学生は研究等で企業と連携する機会を比較
的持てるので，このことが感覚的に分かっていることが

多いのですが，理学系の数学や物理などの基礎的学問を
専攻している学生は，自分の研究が直接企業の製品や
サービスと結び付くことが少ないためにイメージが湧き
にくいようです．

相談や悩みの内容と問題点には次のようなものがあ
ります．
①やりたいことが分からない．

自分が歩んできた道をもう一度よく振り返ってみましょう．
現在の専攻が嫌でないなら，専攻を選ぶときには興味のある
やりたい分野を無意識に選択しているはずです．「分からない」
ということは知識がないから分からないので，まずよく調べ
てみましょう．また，やりたいことの“正解”を一つ見付け
なければならないと思い込んではいませんか？  やりたいこと
は一つではないはずです．

②理系に向いていないので，文系就職したい．理系の
勉強はこれ以上したくないので，学部卒で就職したい．

文系就職をする場合は，自己アピールやコミュニケーショ
ン能力にたけた社会科学系や人文系，スポーツ系などの学生
と競争しなければなりません．文系就職といっても理系から
の逃げの姿勢で内定が取れるほどは甘くはありません．理系
で培った知識や合理的思考力，IT 対応能力などが武器になら
ないか考えてみましょう．

③研究職以外には就きたくない．

企業には研究以外にも生産管理や知的財産管理，システム
設計，技術営業など，理系が活躍できる職種は数多くあります．
それらの職種はどれ一つが欠けても企業活動は成立しないの
で，仕事の内容を調べてみましょう．もし，「研究が上で現場
が下」というような考え方をしているのならそれは間違って
いると思います．

④理系ではあるが本来志望していた専門とは違う．

学問の分野は皆つながりがあり，重なり合っている部分が
あります．就職に際しては，今までやってきたことと本来目
指していたこととの関連を考えて自分の目標を決めましょ
う．

⑤第一志望の大学（学部）を落ちて劣等感を引きずっ
ている．偏差値上位の大学に対するコンプレックスを強
く持っている．

入試の偏差値は大学受験で大学をランク付けるための“物
差し”ではあるけれど，既に通り過ぎてしまった過去の遺物
です．そんな過去の失敗を引きずっていても何のメリットも
ありません．むしろその挫折から学んだことをアピールの材
料に使いましょう．そして，自分が学んでいる大学と研究に
誇りを持ちましょう．社会には数多くの“物差し”があります．
就職選考では知識以外の複数の“物差し”も使われるので，
自分が得意とする能力をアピールすることが大切です．

⑥他大学の学部から偏差値の高い大学院に進んだが，
出身大学に対する劣等感を引きずっている．

他大学から進学してきたということは，自分なりに目的意
識を明確にしてチャレンジし，結果を出してきています．そ
のような前向きの姿勢が就職活動では何より大切です．企業
に評価されるのでアピール材料に使いましょう．
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⑦指導教員が指示（推薦）する企業には行きたくない．

推薦で得た内定を断ることは，推薦してくれた専攻科や指
導教員，研究室に多大な迷惑を掛けることになるので，断る
べきではありません．もし，第一志望ではないのなら，事前
に指導教員に相談して自分の意思を伝えアドバイスをもらい
ましょう．

⑧研究ではなく現場の仕事がしたい．

自分のやりたいことを大切にした方がよいと思います．（建
築学科で 1 級建築士を取った修士の学生が，大工になりたい
と一般の工務店に就職した例もあります．）

⑨研究が忙しくて就職活動をする暇がない．就職活動
を避けて研究活動に逃げている．

研究は重要で卒業研究や修士論文を仕上げることは優先し
てやるべきです．しかし，就職活動にも時機があり，それを
逃すと後手に回ってしまい苦労することがあります．大変で
はあるけれど事前にしっかりと準備をし，研究活動の合間に
短期間で効率の良い就職活動をして，早期に内定を取ること
を心掛けましょう．

⑩たまたま数学ができたので高校の先生や親の勧め
るままに理系へ進んだが，自分の中では納得していない．

現在は過去の積み重ねの上に成り立っているので，過去を
否定することはできません．現在の自分を肯定した上で，就
職という将来に向けて自分の意思をはっきりさせ，今度は自
分で決めましょう．

⑪就職活動をする気持ちになれない．頭では考える
が，やってみようという勇気が出ない．

就職活動をしたくない理由や原因は何かを考えてみましょ
う．理由や原因に気が付けば対応方法は見付けられるはずで
す．就職活動はやってみて初めて気付くことが多いので，失
敗を恐れずにまず動いてみることが肝心です．

⑫就職できないので，修士課程または博士課程へ進学
する．

やらなければならないことを先延ばしにしても解決にはな
りません．大学院は研究目的を持って本気で研究に打ち込む
ところであり，中途半端な気持ちや惰性では耐えられないで
しょう．卒業までに何とか内定が取れるように頑張ってみま
しょう．

⑬エリート意識が強い．自己中心的な態度が見られ
る．

企業は同僚や取引先などいろいろな人たちとの協力によっ
て成果を上げています．企業での評価は出身大学の名前では
なく，仕事ができるかどうかによって決まります．謙虚さや
分け隔てなく人と接する態度が周囲の人との人間関係を良く
し，結果的に仕事の成果も上がります．

2.2　取り巻く環境に起因する問題
就職活動を行おうとする学生にとって，周囲の人の理

解や協力があるととても助かります．最も身近な親の影
響は極めて大きいのですが，就職活動に取り組んでいる
学生を持つ親の対応の仕方については後述します．親と

並んで大きな影響力を持つのが指導教員です．卒業研究
や修士論文の作成を抱えながらの就職活動は学生にとっ
て大きな精神的・肉体的負担です．指導教員に就職活動
への理解を示してもらえない場合は，研究の合間を縫っ
て教員に隠れて活動せざるを得ません．教員の側からす
れば学生は学問が第一義であり，研究成果を上げること
が就職に結び付くと考えますが，学生の考え方は様々で
必ずしも専攻の先にある職業に就こうとは考えていない
場合もあります．教員は積極的に就職活動を応援しない
までも，個々の学生についての考えや希望を理解してあ
げることが学生への支援となります．

環境のもう一つの要素は研究室の仲間です．研究では
共同したり協力したりしている関係であっても，就職に
関してはライバルです．推薦を得るための仲間内の競争
があります．第一志望の企業の推薦を仲間に取られてし
まったり，同じ企業に応募して自分だけが内定を得られ
なかったときのショックは大きいものです．それがきっ
かけとなって就職活動を断念してしまう学生もいます．

相談内容や問題点には次のようなものがあります．
①専攻する専門が直接職業に結び付きにくい．

数学や物理学などは理系学問全ての基礎となっています．
研究によって培った論理的思考力や分析力，IT スキルなどは，
どんな仕事をする上でも非常に役立ちます．視野を広げて，
専門以外の職業でも研究内容が使えないかどうか探してみま
しょう．

②同じゼミの友人と同じ企業を志望したが，友人は内
定を得，自分は不採用だった．

その企業にとってはたまたま友人の方が求める人材に近
かったのでしょう．能力の優劣ではなく，企業との相性だっ
たのかもしれません．同じ業種にはほかの企業もたくさんあ
るので，またチャレンジしてみましょう．

③指導教員が研究を優先させ就職活動をさせない．指
導教員と反りが合わない．

先生はしっかりとした研究成果を出させようとして研究に
注力することを求めているのだと思います．しかし，就職す
ることも大切なので，先生に自分の考えを話してみましょう．
コミュニケーション不足が問題なのかもしれません．もし，
それでも駄目なら研究の合間に頭を使った効率的な就活をや
るしかありません．

④研究を頑張り過ぎたため精神的に病んでしまって
いる．

就職活動をしなければならないと思い込まないようにしま
しょう．医師に相談した上で，できることから少しずつやっ
ていけばいいと思います．焦っても仕方がありません．（学部
の専攻と大学院の専攻が異なっていたためにかなりハードな
勉強をした学生が，その頑張りが原因となって統合失調症な
どの精神疾患を引き起こしてしまった例もあります．）

2.3　就職活動の方法に起因する問題
就職活動では就職支援サイトの活用が欠かせません．
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就職支援サイトには自己分析のやり方，履歴書やエント
リーシートの書き方，面接の受け方など“就活”に関す
る様々なノウハウが載っています．そして，就職支援サ
イトへ登録しておけば，自動的に企業の求人情報が提供
されます．こうした便利な就職支援サイトなので，就職
支援サイトに頼ってさえいれば必ず就職できると錯覚し
てしまう学生がいます．提供された情報によって有名企
業の会社説明会に出席し，エントリーシートを提出しま
すが多くの学生は面接には進めませんし，たとえ一次面
接に進めたとしても最終面接まで進めるのは一握りの学
生にすぎません．企業は，就職活動の初期段階で関心を
持ってくれた学生をなるべくたくさん抱え込んで“母集
団”の形成を図ります．母集団が大きければ大きいほど
優秀な学生が数多く含まれていると考えているからで
す．名前の通った一流企業であれば数十人の募集に対し
て 1 万人単位の学生が殺到することもざらにあります．
この母集団が絞り込まれていく段階でほとんどの学生が
落とされていきます．こうした“就活”を繰り返すうち
に学生の就職に対する意欲が削がれていき，中には就職
活動を諦めてしまう学生も出てきます．この“就活”の
欠点は，受け身の消極的な就職活動であることです．甚
だしい場合は，就職支援サイトを眺めるだけで何も行動
を起こしていないのに，就職活動をした気分になってし
まう学生もいます．専門性の垣根の低い文系学生は多か
れ少なかれこのような“就活”の影響を受けていますが，
理系学生の中にもこのような“就活”を行う学生が少な
からずいます．それは理系就職の良さを生かしていない
方法です．前述のとおり，理系の学生は専攻によって絞
られた専門性があります．その専門性を生かせば，闇雲
に専門以外の業界が異なる有名企業に応募することはな
いはずです．専門性を生かすのであれば就職支援サイト
に頼り切ったような就職活動にはならず，もっと自主的
で能動的な活動になるはずです．

相談内容や問題点には次のようなものがあります．
①就職活動のスケジュールが分からない．

一般的な“就活”スケジュールは，キャリアセンターやイ
ンターネットの情報で知ることができます．しかし，就職活
動は周りから言われて始めるものではなく，あくまで自分の
意思で始めて自分の意思で終わらせるものです．一般的なス
ケジュールを参考に，自分のスケジュールを立てましょう．

②就職活動はテクニックだと思っている．

企業が内定を決めるのは，その企業で働きたいという学生
の熱意と意欲を認めたからです．熱意や意欲を表現するテク
ニックはありますが，内容の伴わないテクニックは薄っぺら
ですぐ見破られます．

③就職支援サイトに掲載されている企業が求人情報
の全てだと思っている．

就職支援サイトの求人情報は，手数料を支払って掲載して
いる企業だけで，最大の就職支援サイトでも毎年 1 万社程度
です．日本には約 200 万社の企業があるとも言われています
から，大半の企業は学校への直接求人や自社のホームページ，
企業団体の求人サイト，ハローワークへの求人申込みなど，
費用の掛からない採用ツールを利用して求人活動を行ってい
ます．

④就職活動に差し障りがあるので，長期間の留学はし
たくない．

留学中の期間が就活時期に重なってしまうと，国内での就
職活動ができずに不利になるので留学はしたくないと考えて
いるとすれば，それは非常にもったいない話です．目的を持っ
てしっかりと海外生活を過ごしてきた学生は，企業にとって
はとても魅力のある学生です．海外にいても就職活動を行う
方法はあります．

⑤企業を偏差値や有名度で測ろうとする．
企業を単一の尺度で測ることはできません．その企業が

存立できているのは他企業と競争していける優位さがあるか
らです．その企業の特徴や強みはどこにあるのかを調べてみ
ましょう．

⑥エントリーシートや履歴書などの応募書類を見て
ほしい．

誤字・脱字や明らかな間違いは指摘しますが，文章の添
削はしません．自分で書かなければ面接段階で質問されたと
きに答えられないからです．どうしてそのように考えたのか
について訊き，書き方のアドバイスをします．

⑦面接練習をやってほしい．
やってみましょう．面接は慣れることが大切で，スポーツ

のように練習すればするほど自分をうまく表現できるように
なります．

3 就職活動に対する学生自身の
考え方と親の対応

学生にとって就職活動はそれまでの人生で経験したこ
とのない未体験のゾーンといってもいいでしょう．それ
に加えて，卒業までに次の行き先を確保しておかなけれ
ばならないというプレッシャーがあります．大学受験の
ように浪人してやり直すというチャンスも限定的です．
卒業研究や修士論文作成に向けて必死になっているとき
に並行して就職活動を進めなければならず，学生には大
きな精神的・肉体的負荷が掛かります．また，親にとっ
ても子供の将来を大きく左右しかねない就職活動には無
関心ではいられません．子供の悪戦苦闘を見ると，スムー
ズに就職できるように口を挟みたくなります．親が経験
した自分自身の就職活動の体験に照らしてアドバイスを
しようとします．しかし，親が経験した時代と現在の就
職活動とでは状況が大きく変わっています．そのため，
親の体験的アドバイスは的外れで，子供にとっては単な
るプレッシャーの増加にすぎないこともあります．以下，
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学生自身は就職活動に対してどのように取り組んだらい
いのか，また，親がとるべき態度はどのようなものが好
ましいのかについて述べてみたいと思います．

3.1　学生自身
社会に出て働くということも，多くの学生にとって未

経験の世界です．アルバイトをしていたとしてもそれは
仮の働き方であり，自分の人生を賭けた本気の働き方で
はありません．ましてや実験や研究に明け暮れる生活を
強いられる理系の学生にとっては社会に出ることに大き
な不安があります．こうした不安に打ち勝つためには，
学生が自分自身に自信と誇りを持つことが大切です．そ
のためには現在の自分の立場をいかに自分で肯定できる
かがポイントになります．自分の意思とは違った専攻や
嫌々ながら理系に進んできている場合は，過去に遡って
みてもう一度自分の歩んできた道筋を振り返り，「自分
はこれで良かったのだ」と思えるように自分自身を深く
検討してみる必要があります．そして，将来に向けて気
持ちを前向きにすることが就職活動に取り組むための何
よりの原動力になります．

もう一つ大切なことは，学生が働くことの意味を考
え，働き方や企業や団体・官公署などの働く場について
の幅広い知識を持つことです．社会には様々な仕事があ
り，それぞれに異なった仕事人生の過ごし方があります．
こうしたことへの知識がないと，社会へ出るにあたって
も学生時代の生活と同じものを求めがちになり，「職種
は研究職」「会社は研究環境のいい安定した大企業」と
いった狭い選択肢しか思い浮かばなくなります．理系学
部はその性格上，文系学部に比べてこうした知識を学ぶ
機会が限られますので，大学側でも学生自身が働くこと
の重要さに気付くような指導（キャリア教育など）がよ
り一層必要であろうと考えます．

3.2　親の認識と態度
大学生の就職を取り巻く環境は，親が就職活動をした

頃と比べて大きく変化をしています．表1は正規雇用（正
社員）と非正規雇用（契約社員・派遣社員・パート・ア

ルバイトなど）の 5 年ごとの推移を示したものです（大
卒以外も含みます）．

この表を見ると，日本の雇用者数は 1985 年の 3,999
万人から 2010 年の 5,071 万人へと 1,000 万人以上増
加しています．しかし，正規雇用者数は 1985 年の 3,343
万人から 2010 年の 3,363 万人とほとんど増えていま
せん．代わりにパート・派遣・アルバイトなどの非正規
雇用者数が 1985 年の 665 万人から 2010 年の 1,708
万人へと大幅に増加しています．つまり，企業は雇用者
の増加分を賃金が安く人員削減のしやすい非正規雇用者
を増やすことによって対応してきていることが分かりま
す．そして，大学進学者数も進学率の向上によって，
1960 年の約 16 万人から 2010 年の約 62 万人に増加し
ていますので，大学生の就職を取り巻く環境は大変厳し
いものになっているといえます．親はこの就職環境の変
化をよく認識した上で，子供の就職活動に理解を示す必
要があると思います．

その一方で，多くの学生は就職が本人自身の問題であ
ることを認識しており，どの学生も自分で対処しようと
いう気持ちを持っています．そして，自分の希望と周囲
の環境との折り合いをいろいろと考え悩んでいます．親
の意向や継承しなければならない家業や資産などについ
ても十分知っていて，親が何を望んでいるかもよく分
かっています．親にはこうした子供の気持ちを酌んで，
良き相談相手となって子供の背中をそっと押してあげる
ような態度が望まれます．
　①やる気を引き出す言葉

就職活動がうまくいっていない場合，子供の頃の良い
ところを見付けて褒めてあげて，自分の良さに気付かせ
ることが傷ついた本人の心を癒し，自信を取り戻すこと
につながります．親が社会人として経験してきたことを
話したり，知っている企業の知識などを教えたりすること
も役に立ちます．具体的には次のような対応の仕方です．

 ・小さい頃からこういうことが得意だったよね．
 ・自分は気付いていないかもしれないけれど，こんな点はと

ても良いところだよ．
 ・○○をしているときが一番楽しそうだったから，こういう

仕事も向いているかもかもしれないね．トライしてみたら
どうだろう．

 ・自分が就職活動をしたときにはこんな失敗をしたな．
 ・企業の規模や人気だけにとらわれるなよ．時代は変わるの

だから．
 ・その会社は□□という新製品を出したところだろ？  
 ・世間では余り知られてないかもしれないけれど，その業界

には△△という会社もあるよ．
 ・どんな会社かということも大事だけど，どんな仕事をする

かがもっと重要なのだよ．
 ・初めて仕事を任されたときはうれしかったな．
 ・仕事のやり方にはこんなコツもあるんだよ．
 ・会社では上司や同僚と上手に付き合うために，こんなこと

に気を付けてきたよ．
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表1　雇用形態別雇用者数の推移
〔単位：万人，カッコ内は雇用者数に対する割合（％）〕

年 雇用者数 正規雇用者数 非正規雇用者数

1985 3,999 3,343（83.6） 655（16.4）

1990 4,369 3,488（79.8） 881（20.2）

1995 4,780 3,779（79.1） 1,001（20.9）

2000 4,903 3,630（74.0） 1,273（26.0）

2005 4,923 3,333（67.7） 1,591（32.3）

2010 5,071 3,363（66.3） 1,708（33.7）
［出所：厚生労働省編『平成 23年度版　労働経済白書』p.21 から作成］
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島影義和 　
1946 生まれ．1969 早大・商卒．
2005法政大大学院社会科学研究科
修士課程了．生命保険会社に35年
間勤務．その後，私立大学で文系，
国立大学で理系学生の就職支援業務
を担当．2008 流通経済大・社会・
教授，現在，同大学・経済・教授，
就職支援センター長．キャリア科目
を担当している．

　②言ってはいけない言葉
本人の就職活動を一方的に否定したり，親の考えを押

しつけたり，突き放したりすることはよくありません．
また，誰かと比較したり，プレッシャーを与えたりする
ことや，逆に甘えの気持ちを引き起こすような言葉も避
けた方がいいと思います．

 ・そんな会社は知らないぞ．大丈夫なのか？  
 ・そんな会社は恥ずかしくて親戚には言えないじゃないか！
 ・そんな仕事，お前には向いていないんじゃないのか？  
 ・どこを受けているのか知らないけれど，真面目にやってい

るのか？  
 ・就職するなら地元にしなさい．
 ・安定しているから絶対に公務員にしなさい．
 ・友達はもう内定をもらっているのでしょ．
 ・もう大人なのだから就職くらい自分で決めなさい．
 ・いい会社がないのなら就職浪人して，来年再チャレンジす

ればいいじゃないか．

4 おわりに
就職は大学教育の出口として，入学と並んで重要な要

素となっています．近年では少子化の進行によって多く
の私立大学が定員割れの危機に直面している中，特に出
口の就職活動に焦点が当たっています．それは学生の父
母が高い授業料を負担しなければならないために，子供
が順調に就職できる大学を選ぶ傾向があるからです．そ
のため，大学にとっては学生数を確保し経営を安定させ
るために，就職率の向上と就職先の確保が極めて重要な
課題となっています．他方，採用する企業の側は，国際
化が進んだ厳しい競争の下では従来のように新人の教育
訓練に十分な費用と時間を掛けることができず，すぐに
でも戦力になり得る学生が欲しいというニーズがあり，
望むような学生をいかに効率良く採用するかが課題とな
ります．

理系は一般的に学部 4 年間と多くは修士課程 2 年間
を加えた 6 年間という期間を通じて，学生を専攻分野
の専門家となるように教育しています．その結果，その
専攻を生かせるような分野の企業に就職するのであれ
ば，企業のニーズとも合致するのでそれほど苦労するこ
となく就職ができています．学部や専攻科の推薦，指導
教員の紹介などによる方法は，大学・企業の双方にとっ
て効率の良い合理的なマッチングの方法です．企業に

とっては採用実績から，大学での専攻内容，技術の習得
レベル等が分かっていることが採用時の安心感につなが
ります．この方法は理系就職の大きな特徴ですので，今
後も維持・強化を図ることが必要であると思います．

一方文系は，音楽や芸術などの一部の専門性を追求す
る学部を除き，経済・経営・法律・社会などの学部は，
学ぶ範囲が広く大半の学生は特定分野の専門家として教
育されているわけではありません．そのために，就職に
際しても専門性をアピールすることよりも，学生の持つ
潜在的能力や人間性，社会性，生活習慣などを自分の“売
り”とせざるを得ません．就職活動は自己アピールに重
点が置かれるため，いわゆる“就活”のノウハウが必要
となります．大学の就職部やキャリアセンターなどが 3
年生を中心に就職活動のサポートを行っているのはその
ためです．

しかし，最近では理系学生に対しても，“就活”のノ
ウハウを教えなければならなくなってきています．その
理由は学生の個性や志向が多様化し，専攻外の分野を志
望する学生が増えていることです．また，本当に理系が
好きで理系へ進学してきたのではなく，はっきりした目
的がないままに周囲から勧められて来てしまったという
ような受動的な学生は，就職活動を前にして戸惑い悩ん
でしまうからです．

理系学生の就職活動は，従来から行っている専門性を
生かす推薦などの方法をメインとしながら，そこから外
れる学生に対しては，文系と同様の就職活動のサポート
を行う必要があると思います．そして，理系学生に対し
ても，今後は自分自身の生き方を深く考えるためのキャ
リア教育の充実がますます必要となっていくのではない
かと感じています．
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1 はじめに
読者の皆様は，JREC-IN（ジェイレックイン）とい

う Web サイトを御存じだろうか．恐らく，大学や公的
機関に所属する研究者の方，特に任期付きの職にある方
には御存じの方が多いと思われるが，企業に所属する方
には御存じない方が多いであろう．この機会に，企業で
研究開発に携わる方をはじめ，博士課程に在籍の学生の
方，博士課程に進もうとする修士課程学生の方にも是非
知って頂けたらと思い，御紹介をさせて頂きたい．なお，
JREC-IN は， 平 成 26 年 10 月 か ら JREC-IN Portal

（http://jrecin.jst.go.jp/）としてリニューアルオープン
している．

2 JREC-IN のあらまし
JREC-IN は，独立行政法人科学技術振興機構（JST）

が運営する，研究人材向けの求人求職サイトである．大
学・公的研究機関の研究者の間では，国内の大学や公的
研究機関の研究職ポストの公募情報を一元的に入手でき
る唯一のサイトとして知られている．

平成 13 年 10 月に一般公開された JREC-IN の誕生の
背景には，大きく二つの課題があったと思われる．一つ
には，科学技術創造立国の実現に向けて，高度な教育を
受けた研究人材が研究開発に関わるあらゆる場面で幅広
く活躍できるよう，多様なキャリアパスを開拓すること
が求められていたこと，もう一つには，第一期科学技術
基本計画（平成 8～12 年度）の下で 1 万人規模を達成
したポスドク人材のキャリアパスが喫緊の課題となって
いたことが挙げられる．

JREC-IN はそれらの課題を解決する手段の一つとし
て，ポスドク等若手研究者の人材情報を産官学の各セク
ターへ提供すると同時に，産官学各セクターにおける求

人情報を研究者へ提供し，研究分野や希望の職種で検索
できる機能や研究者への求人情報配信機能，求人側が研
究者へメール照会できる機能等を持たせる形で開発され
た．求人情報の収集については，大学教員の公募情報は
国立情報学研究所（NII）の「研究者公募情報」から，
国立研究機関や公設試験研究機関の求人情報は JST の

「人材募集案内情報」から引き継ぎ，更に民間企業や公
益法人等の求人情報を新たに追加する形でサービスを開
始した．

このように，当初はポスドク等若手研究者のキャリア
支援として構想された JREC-IN であるが，現在は，後
述するように20代から70代まで幅広い年齢層が利用し，
掲載されるポストも，いわゆるアカデミックポスト以外
に，リサーチアドミニストレータや産学連携コーディネー
タといった研究管理者，リサーチアシスタントやテクニ
シャンといった研究支援者，技術営業や学術誌の編集，
広報といった専門職等に広がり，平成 27 年現在では，
登録利用者数が 7 万人以上，年間に掲載される求人情報
が 16,000 件以上のサービスに育っている．

3 JREC-INの仕組みと利用方法
JREC-IN では，採用したい機関と，職を探したい研

究人材がそれぞれ求人機関または求職ユーザとして登録
をし，情報を登録する．あっせんサービスではないので，
登録された情報を加工したり，個別に紹介したりするこ
とはないが，サービスや掲載する情報の品質が保たれ，
必要な人の元へ届くよう努めている．ここでは，JREC-
IN の仕組み（図 1）と利用方法について少々御紹介し
たい．

JREC-IN に求人情報を掲載するには，求人機関とし
て登録をして頂く必要があり，対象となる機関を表 1
に示す．登録が認められた機関には ID・パスワードが
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研究人材のためのJREC-IN
 壁谷如洋　Yukihiro Kabeya　独立行政法人科学技術振興機構 知識基盤情報部
 根上純子　Junko Negami　独立行政法人科学技術振興機構 情報企画部
 木浦　直　Tadashi Konoura　独立行政法人科学技術振興機構 知識基盤情報部
 稲垣智子　Tomoko Inagaki　独立行政法人科学技術振興機構 知識基盤情報部
 川井千香子　Chikako Kawai　独立行政法人科学技術振興機構 知識基盤情報部

解 説

研究者を目指すには
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発行され，求人公募情報の登録や求職ユーザ情報の閲覧，
求職ユーザへのメール照会（求職者照会メール機能）が
可能になる．求人機関登録の単位は任意であり，大学や
会社として一つの ID の場合もあれば，研究所や学部，
研究室の単位で ID を発行する場合もある．平成 26 年
現在，ID 発行数は 1 万を超えており，ほぼ全ての国公
立大学と高等専門学校，研究開発系独立行政法人，国立
研究機関で利用実績がある＊ 1．そのほか，数としては多
くはないものの，民間企業，小中学校・高等学校，海外
研究機関，国際機関等にも利用が広がっている．

求人公募情報は JREC-IN 上で全て公開されているの
で，誰でも見ることができる．それでも，職を探す方に
は是非ユーザ登録をお勧めしたい．ユーザ専用機能には，
検索条件の保存やブックマーク機能などがあるが，一番
のお勧めはマッチングメール機能である．自分の希望す
る機関種別（大学，独法，企業など）や研究分野，職種，
勤務形態（常勤／非常勤，任期有無）などを登録してお
けば，毎日，新着情報と更新情報の中から条件に合うも
のがメールで配信される．本機能の有用性は本稿でも後
述するが，利用者アンケートや利用者座談会でも語られ

＊1 それらの機関の全ての求人公募情報が掲載されている
わけではない．

ているので御興味があれば御覧頂きたい．
 ・  平成 25 年度利用者アンケート結果：https://jrecin.

jst.go.jp/seek/html/h25/anketo2013.pdf
 ・  座談会：https://jrecin.jst.go.jp/seek/html/h23/201

20324article.html
また，自分の経歴や業績を登録し，求人機関に公開す

ることで，より積極的にアピールすることもできる．こ
の機能については，後述するように，平成 26 年 10 月
の大幅リニューアルで実装された researchmap（http://
researchmap.jp/ ＊ 2）連携機能及び Web 応募機能によ
り，一層便利に，効果的に利用できるようになった．

4 JREC-IN のシステム・
サービスの運用

上述のように，JREC-IN はユーザ数が 7 万人を超え，
年に数万件の公募情報を扱っている．求人情報を日々登
録・更新し，それら求人情報を利用者に提供するために，
システム運用とサービス運用を行っている．ここでは，
普段表に出ないシステムとサービス運用を御紹介したい．

JREC-IN の利用者は，求人情報の検索を主な目的と
している．その利用者に快適に JREC-IN を利用して頂
くため，検索の速さを重視している．実際に選択できる
全ての検索条件を指定し，求人情報を検索しても，即座
に応答が返ってくる．この検索の速さを生み出すものは，
JREC-IN が持つ「検索管理システム」である．このよう
な素早い検索を実現するのは，そう容易なことではない．

「検索管理システム」は，データベースに登録された公
募情報の中身をあらかじめ分類整理し，検索に適した形
式で情報を生成し直している．これにより，検索要求が
来たときには，新たに生成されたデータを検索して即座
に該当する公募を表示することが可能となる．しかしな
がら，「検索管理システム」の検索用データの生成は 22
時に一括して行われるため，修正後の内容が公開される
までにタイムラグが生じる点に注意が必要である．

サービス運用は，掲載を依頼された求人情報やユーザ
情報の確認及び登録業務や利用者からの問合せ対応など
アナログな人的作業である．サービス運用を担う事務局
の働きがあってこそ，JREC-IN はこれまで継続・発展
してこられたといっても過言ではない．

求人情報掲載依頼は日に 100 件ほどにもなるが，事
務局はそれらを JREC-IN のガイドラインに基づき 1 件
ずつ目視で確認し，JREC-IN への登録の可否を判断す

＊2 researchmap（リサーチマップ）：日本の研究者約23万
人が登録する研究者総覧．サービスの提供及び運用は
JSTが行い，サービスに関する研究開発はNIIがJSTの
委託を受けて行っている．
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図1　JREC-IN の仕組み

表1　求人機関登録の対象機関

日本国内の機関 国立大学，公立大学，私立大学，短
期大学，高等専門学校，専門学校（専
修学校専門課程），小中高等学校，
大学校，大学共同利用機関法人，独
立行政法人，国立研究機関，省庁，
公設試験研究機関，地方自治体，特
殊法人，認可法人，公益法人※1，民
間企業※1

海外の機関 大学※2，公的研究機関※2，国際機関

※1　これらの機関については，登録にあたり公募内容等の確認
をさせて頂きます．

※ 2　これらの機関については，下記（a）～（d）のいずれかを満
たしている必要があります．

　　　（a）日本政府または公的機関と，覚書・協定等を結んでい
ること

　　　（b）日本の大学または公的研究機関と，覚書・協定等を結
んでいること

　　　（c）日本の大学または公的研究機関と，共同研究等の実績
があること

　　　（d）上記（a）～（c）に準ずると機構が判断できること
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る．加えて，平成 22 年から国際機関や海外機関の求人
機関登録が可能になったことから，グローバルな公募情
報が増え，想定していなかった職種，勤務形態等，公募
の内容も多種多様になっているため，登録の可否の判断
が難しくなってきているが，事務局の奮闘により日々求
人情報が掲載・更新され続けている．

また，サービス運用では電話やメールによる JREC-IN
システムに対する御意見，御要望の受付と対応等も重要
な業務である．利用者の御意見を受け，それを反映する
ことで，JREC-IN はより良いサービスの提供へとつなげ
ている．サービス運用とは異なるが，JREC-IN では登録
ユーザにアンケートに御協力頂き，御意見をお聞きして
いる．アンケートは「はい」「いいえ」で答えるものと，
御意見を記入して頂くものがあり，合わせて 20 項目程
度の質問があり，特に御意見は JREC-IN のサービス改善
等に参考にさせて頂いている．また，求人を掲載した機
関にも，掲載終了後簡単なアンケートをお送りし，周知や
採用への効果についてフィードバックをお願いしている．

JREC-IN は運用開始から既に 10 年以上がたち，当時
とは利用者が求める機能は変化している．時代に則した
サービスを提供にするため，平成 26 年 10 月に JREC-
IN は新しい機能を実装し，JREC-IN Portal としてリ
ニューアルした．リニューアルは，利用者の御意見・御
要望を反映させた結果である．

5 JREC-IN から
JREC-IN Portal へ

利用者から，求人応募書類作成の省力化や Web 応募，
各省庁・機関が個別で対応して散在している人材ニーズ
や研究人材の育成ノウハウの一元化などの御要望を多く
頂いていた．そのような要望を受け，求人・求職情報の
提供に加え，新たに e ラーニングやキャリア啓発・形成
に役立つ情報（イベント情報や研究助成金情報，インタ
ビューコンテンツ等）を追加・一元化しワンストップで
提供を開始したのが，JREC-IN Portal である．図 2 は
JREC-IN Portal のトップページである．

以下，JREC-IN から追加となった機能部分を中心に
御紹介する．

5.1　Web応募機能
JREC-IN Portal では，応募書類を従来の紙媒体の郵

送だけでなく Web 経由で求人機関に提出できるように
なった．Web 応募によって，応募者が申請書類を印刷
し採用機関に郵送していた手間が省かれ，応募後は応募
内容や応募状況を確認することが可能となった．

Web 応募はユーザに登録することで使用できるが，

全ての求人情報で Web 応募機能を利用できるわけでは
なく，求人機関が Web 応募を「可」に設定したものに
限り利用できる．求人機関は Web 応募を「可」とする
ことで，応募書類のダウンロード，応募状況の変更・通
知も行うことができるので，採用する機関側にも審査の
効率化や応募情報管理の簡便化という利点がある．求人
機関には，積極的な Web 応募の利用を期待している．

5.2　求職者情報項目の充実
求職者情報（図 2，ユーザメニュー上段）を皆様御存

じだろうか？  JREC-IN で従来から提供している情報だ
が，ユーザ登録をして，マイページにログインしないと
目に触れない情報だったため，御存じない方も多数おら
れるかと思う．求職者情報とは，ユーザが求人機関に対
し，自らを匿名でアピールすることができる情報のこと
で，登録時に登録情報公開対象の機関種別を限定するこ
とも可能となっている．求職者情報を登録・公開してお
けば，個人が特定されない状態で，求人機関から照会メー
ルを受け取ることもできる．

JREC-IN Portal では，大学関係の方々や学術コミュ
ニティからの要望を踏まえ，国内外での研究経験，論文
業績や特許業績，受賞歴，研究管理・支援経験，共同研
究経験等の件数や数値を登録できる項目を追加した．こ
れにより，ユーザにとっては経験・実績をより詳細にア
ピールすることができ，求人機関側はより詳細な条件に
合致する研究人材を照会できるようになった．

更に JREC-IN Portal では，researchmap マイポー
タルの公開や自由記入欄，URL を活用することで，よ
り踏み込んだアピール（個人を明らかにしたアピール）
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図2　JREC-IN Portal のトップ画面イメージ
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をすることができる．

5.3　応募書類作成支援機能
上記 5.1 節の Web 応募をする際に，併せて是非御活

用頂きたい機能として，応募書類作成支援機能がある（図
2，ユーザメニュー中段）．この機能は，求職者や学術コミュ
ニティより強く要望されていた．「それぞれの大学や研究
所で書式がばらばらなため，申請のたびに書類を作成す
るのは大変」，「JREC-IN とほかの関係データベースの連
携により，一度のデータ入力で履歴書，業績書といった
書類について統一様式によって出力可能なシステムの構
築を望む」等の御意見を踏まえ，JREC-IN Portal では日
本最大級の研究者総覧である researchmap と連携し，
researchmap に登録した業績情報をフィードすることに
より，応募書類を効率的に作成できるようにした．

作成できる応募書類は 2 種類，履歴書と業績リスト
である．なお，researchmap からの情報フィードを御
利用頂くには，ユーザマイページへログインする際に，
researchmap の ID とパスワードでログインして頂く必
要がある（図 3）．

5.4　eラーニング機能
研究者，研究支援者，技術者など研究人材のキャリア

形成・能力開発に役立つ様々な分野の教材として，前に
は技術者向け e ラーニングサービス「Web ラーニングプ
ラザ」 ＊ 3 で提供していた教材（100 コース，880 レッスン）
及び新たに作成した研究支援人材のキャリアパスの確保
を目的にした能力開発のための教材を提供している．

教材を利用するためには，JREC-IN Portal へログイ
ンし，「研究人材のための e-learninng」ボタン（図 2，
右下のバナー）を押す．また，トップ画面中央のコンテ
ンツを見る部分の「e ラーニング」タブを選択すれば，
ログイン前であっても e ラーニング教材のタイトル一覧
を御覧頂ける．

教材は分野ごとに，コース，レッスンから構成されて
おり，1 コースは 6～10 のレッスンで構成されている．1
レッスン当たりの学習時間は 15 分程度で，各レッスンの
最後に自己診断テストがあり，学習成果の把握ができる
ようになっている．コースごとに修了通知も発行できる．

5.5　�研究人材のキャリアに資するコンテンツ等の閲覧
機能

最後に，どなたでもログインなしで御覧頂ける研究人

＊3 Webラーニングプラザ：技術者の継続的能力開発や再
教育の支援を目的とした，技術者向けeラーニングサー
ビス（平成13年から情報提供開始）．平成26年10月か
らJREC-INPortalへ統合．

材のキャリアに関わるコンテンツ及び関連情報を御紹介
する．

JREC-IN Portal では，研究人材のキャリア開発に関わ
る各種イベントや助成金情報等の関連情報を提供すると
ともに，研究推進やキャリア形成上での問題点や課題に
対する理解を促すコンテンツ，多様なキャリアパスを選
んだ博士へのインタビュー記事，ポストドクターキャリア
開発事業でのイベント収録，研究費の不正使用に関する
映像（文部科学省制作）等の Web コンテンツが閲覧で
きる．これらの内容が研究人材のどういったスキルを向
上させるものであるのかを分かりやすく提示する教材ス
キルマップとして，Vitae RDF（Research Development 
Framework） ＊ 4 の利用も今後試みる予定である．

6 JREC-IN の便利な使い方
さて，ここからは，実際に JREC-IN のヘビーユーザ

であった筆者が，利用者目線で JREC-IN の使い方につ
いて述べたいと思う．

筆者は，最近までアカデミアで研究に従事しており，
JREC-IN を利用する立場であった．実際に JREC-IN に
よって研究員の職を得たこともある．最近では，アカデ
ミアの職だけでなく民間企業の職の掲載も増えてきてお
り，民間企業への就職・転職を目指す研究人材も有益な
情報を得ることができるようになってきた．

JREC-IN は，ユーザ登録せずに誰でも無料で求人情
報を閲覧することができる．筆者も御多分に漏れずユー
ザ登録せずに利用していた．しかし，当機構に職を得て
から，ユーザ登録して利用することの利点を知ったので，
それを含めて利用者目線で JREC-IN の便利な使い方に
ついて御紹介したい．

＊4 世界トップクラスの研究者の育成を目指し，研究者の
総合的な能力開発を目的に英国Vitaeが開発したフ
レームワーク．
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researchmap から情報フィードしたい場合は、こちらからログイン

図3　JREC-IN Portal ログイン画面
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博士課程やポスドク時代，自分の研究分野に合うアカ
デミアのポストの求人情報を見逃してはならぬと，ほぼ
毎日 JREC-IN の求人情報を眺めていた．JREC-IN で毎
日更新される求人情報は多いため，「研究分野で探す」
で自分の研究分野を選び，厳選して見ていた．当時の筆
者はアカデミアでの研究職を目指していたので，アカデ
ミアのポストの情報のみを見たかったのだが，民間企業
の求人情報もそれなりに多く，それらの情報の中から自
分が求める情報を見付け出すのは正直煩雑な作業だっ
た．現在では，民間の就職エージェントと JREC-IN が
提携したことにより，民間企業の求人情報の数が増えて
いることを考えると，アカデミアの求人情報だけを探し
出すのは更に面倒になっていることと推察される．「複
数の条件で探す」でキーワードを入力し，「機関種別」
を選択することで，確かにアカデミアと民間企業の求人
情報を分けることも可能であるが，毎日その条件を入力
して検索するのも面倒である．また，「研究分野で探す」
で大分類と小分類で研究分野を選択して検索することも
できるが，その分類はそれほど細かいものではないため，
自分の求める分野の求人情報だけを表示することができ
ない．もっと使いやすくならないものかと，よく思った
ものである．

さて，実は JREC-IN にはユーザ登録しないと使えな
いサービスがあるのだ．それがマッチングメール機能で
ある．マッチングメールとは，自分の条件に合った求人
情報をメールで受け取ることができるサービスである．
実は筆者がその存在を知ったのは，当機構の職に就いて
からである．正確にはユーザ登録すること自体気付いて
いなかった．

マッチングメールを使用するためには，まずはユーザ
登録してからログインする．ユーザメニューの「マッチ
ングメール設定」（図 2 右側）で，複数のキーワード，
機関種別，研究分野，勤務地，職種，勤務形態について
自分の求める条件を設定する．その設定した条件に合っ
た求人情報が掲載されると，メールが来るのである．毎
日 JREC-IN の求人情報を見るのもそれなりの時間が掛
かるので，マッチングメールは研究に忙しい研究人材に
は非常に便利な機能ではないだろうか．ポスドク時代に
知っていればもっと時間を有効活用できただろうに……
と思わずにはいられない．また，マッチングメールには，
求人情報だけでなくイベント情報や助成金情報も載って
いることがあるのだが，これもうれしいところである．

一方，マッチングメールではなく JREC-IN の求人情
報を Web サイトでチェックすることで，これまで知ら
なかった企業や職種を知ることもできると筆者は思う．
JREC-IN に掲載されている求人情報は，やはりアカデ
ミアのポストが多いが，上述のように民間企業の情報も

多くなってきている．有名企業から余り名前の知らない
中小企業まで，日々掲載されていくそれらの求人情報を
見ることで，今まで知らなかった企業を知ることができ
たり，ある分野で有名な企業が意外な分野にも仕事を広
げているというような情報も得ることもできる．研究人
材向けの就職エージェントは，博士人材は転職する際，
自分が名前を知らない中小企業を避ける傾向があると
おっしゃっていた．しかし，名前は知られていないが技
術力が優れている優良中小企業は結構あるそうで，
JREC-IN の求人情報を見ることでそのような企業を知
るきっかけとなるかもしれない．また，時々「このよう
な職があったのか」と思う面白い職種に出会うことがあ
る．このように，今まで知らなかった企業や職種を知る
ことができるので，アカデミア以外を考えている学生や
ポスドクのキャリアパスが広がるとともに，よりはっき
りと職に対するイメージが持てるかもしれない．また，
利用者の声として「自分の研究分野の近くのホットな研
究分野の発見にもつながります」というものがあった．
似たような意見だが，利用者それぞれが JREC-IN を利
用して刺激を受けているようである．研究の合間の時間
で，JREC-IN の求人情報を眺めてみることをお勧めし
たい．

7
JREC-INが持つデータ
─公募のデータ解析による電気電
子工学分野における求人の傾向─

JREC-IN では，掲載された求人情報やユーザによる
アンケートなどのデータを蓄積している．まずは，求人
情報のデータから「研究分野」で本誌の読者の分野であ
る工学分野，更には電気電子工学における求人の傾向に
ついて，簡単に解析してみることにする．

求人情報の記載項目は，登録公開開始日，更新日，タ
イトル，機関名，機関 URL，部署名，部署 URL，機関
種別，公募の URL，機関の説明，仕事内容，研究分野，
職種，勤務形態，勤務地，勤務地住所等，募集人員，応
募資格，待遇，募集期間，着任時期，応募書類，添付書
類，選考内容，連絡先，備考である．これらの情報は，
それぞれの記載項目で検索することができる．平成 25
年度の求人情報を見てみると，JREC-IN に掲載された
求人情報は 37,332 件であり，そのうち民間企業からの
求人は 1,589 件だった．JREC-IN の求人情報は，12 の
大分類とそれぞれの分野の小分類から選択して登録す
る．工学の大分類に目を向けると，4,787 件の求人情報
が掲載されていた．全体の求人件数の約 13％であり，
相対的に工学分野は求人情報が多いと言える．

求人情報をアカデミアによる求人と民間企業による
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求人に分けてみると，アカデミアの求人は 4,480 件で
あり，民間企業の求人は 307 件だった（図 4）．JREC-
IN 全体の民間企業からの求人は 1,589 件なので，民間
企業だけ見ると工学分野は 20％近くを占める．工学分
野については，民間企業による求人が多いのだが，やは
り研究人材数から比べるとまだまだ求人数は少ない．

更に詳しく見てみよう．工学分野の小分類は「全て」
「応用物理学」「機械工学」「電気電子工学」「土木・建築
工学」「材料工学」「プロセス工学」「総合工学」「その他」
に分かれている．それぞれの小分類に対するアカデミア
と民間求人の割合を図 4 に示した．アカデミアと民間
企業の求人割合を比べると，民間企業による求人では，

「全て」以外はアカデミアと同等か若しくは減少し，そ
の代わり「全て」が 40％近くに増加していた．「全て」
の割合が多いということは，民間企業では求める人材に
ついて特に細かな専門を望んでいない，と考えることが
できるのではないか．電気電子工学分野について見てみ
ると，アカデミアと民間企業どちらも求人の割合が高く，
工学全体の 18.2％だった．民間企業では，「全て」が約
40％であることから，電気電子工学分野の研究人材へ
の求人は実質 18.2％を超えるのではなかろうか．

電気電子工学分野に注目してみる．電気電子工学分野

の全体の求人件数は 861 件であった．図 5 は大学や高
等専門学校，独立行政法人，民間企業など 12 の機関別
の求人情報の割合で，最も割合が多かった機関は国立大
学であり，次いで私立大学，大学共同利用法人・独立行
政法人・国立研究機関・省庁等であった．また，高等専
門学校の求人も電気電子工学分野の 9.3％（80 件）と
多かった．これは，工学全体の特徴であり，高等専門学
校の求人全 668 件のうち，工学分野は 304 件も占めて
いる．

アカデミアの求人情報を更に職種ごとに見てみると，
図6のようなグラフになる．国立大学から短期大学まで，
大学教員ポストと比べて研究員・ポスドクの職種の求人
が少ない傾向が見られた．一方，大学共同利用機関法人・
独立行政法人・国立研究機関・省庁等では，研究員・ポ
スドク相当の職種の求人が抜きん出て多く，その数はほ
かの機関の研究員・ポスドク相当の数を足した数より多
い．ほかの分野，例えば生物学分野や化学分野と比較す
ると，やはり大学共同利用機関法人・独立行政法人・国
立研究機関・省庁等では研究員・ポスドク相当の求人件
数はほかの教員ポストと比べて圧倒的に多いという傾向
は同じだが，大学での研究員・ポスドク相当の求人件数
も多く大学共同利用機関法人・独立行政法人・国立研究
機関・省庁等とほぼ同数程度の求人件数になる．全ての
求人公募情報が JREC-IN に掲載されているならば，工
学分野のアカデミアでのキャリアパスは，大学共同利用
機関法人・独立行政法人・国立研究機関・省庁等でポス
ドクを経験し，その後大学教員のポストを得る，という
のがよく見られるのではなかろうか．

以上，簡単な解析を行ってみた．本解析は，当初は
10 年間分のデータ比較として行いたかったのだが，3
年前に職種名の変更があり，正確な比較が難しかったた
め，2 年分のデータ比較となってしまった．データは今
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図4　 工学分野の各小分類に対する求人情報の割合．   
内側はアカデミア，外側は民間企業の求人情報の割
合．単位は％である．

　 図 5　 電気電子工学分野における求人公募情報の割合．  
機関別の割合．単位は％である．

図6　 平成 25年度の電気電子工学分野のアカデミアにお
ける求人の詳細．   
電気電子工学分野の求人された職種の求人件数．青
は教授相当，赤茶色は准教授・常勤講師相当，緑は助
教相当，紫は研究員・ポスドク相当の求人件数である．



Technology Reviews and Reports 小特集 これからのキャリアを考える～これが私の進む道？～解 説

後も蓄積していくので，毎年データ解析を行い求人情報
の傾向を見ていくのも面白いだろう．

8 最後に
JREC-IN は，サービス開始以来，利用者の皆様に支

えられるとともに，皆様の御意見・御要望を反映させる
こ と で， サ ー ビ ス の 充 実 を 図 っ て き た．JREC-IN 

Portal となり，総合的なキャリア支援サイトとして，
より一層多くの皆様に御利用・御愛用頂けることを期待
している．今後更にJST内外の関連機関との連携を進め，
求人情報の拡大を図るとともに，研究人材の育成ノウハ
ウ等を集約共有できるようなコンテンツを制作拡充して
いく．研究に携わる方々のキャリアパスの拡大，活躍の
場の多様化促進へ貢献できるよう，スタッフ一同頑張っ
ていく所存である．

執筆者集合写真
左から，稲垣智子，根上純子，川井千香子，壁谷如洋，木浦　直

壁谷如洋　博士取得後，植物の研究に従事．平25年度から現職にて，コンテンツを担当．

根上純子　平13～ 24年度 JREC-INの企画・運用・広報等を担当．

木浦　直　平23年度から JREC-INのシステム運用を担当．

稲垣智子　JREC-IN 事務局業務の従事後，平25年度から利用者サービス運用を担当．

川井千香子　平24年度から JREC-INの「2代目お姉さん」として就任．
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橘：本日は座談会に御参加頂きまして，ありがとうござ
います．最初に，現在取り組んでいる研究テーマにつ
いて，簡単に教えて頂けますでしょうか？

永島：研究テーマは，「無線給電システムの高効率化」
です．無線給電システムは基本的に，インバータ，無線
結合部，整流器で構成されます．システム全体を高効
率化するためには，三つの構成要素全ての高効率化が
重要です．現在は特に，高効率を達成可能な新しいシ
ステム構成及びその設計手法の提案を行っています．
豊田：研究テーマは「セキュリティ & プライバシー」

です．具体的な研究内容としては，センサ端末やス
マートフォン向けの軽量な端末間の認証方式，IP 電
話の普及に伴う迷惑電話発信者の検知手法，RFID（電
波による個体識別）を用いた安全な物流管理システム
の検討などを行っています．
沈�：私は，将来大容量通信を支える基盤となる「光ネッ

トワーク技術」を研究しています．今までの通信需要
に応じて可変帯域を割り当てる検討は，高い周波数使
用率を達成できる一方，高コスト化が課題となりま

す．そこで私は，各通信需要の必要帯域ごとに一定の
周波数配置間隔を設定するコスト面で優れた方式を
提案し，その効果を実証しています．
下平：広い範囲に信号が伝送できる「マクロ基地局」と，

限られた狭い範囲に信号を伝送する「ピコ基地局」を
組み合わせた「ヘテロジニアスセルラネットワーク」
と呼ばれる次世代の携帯電話ネットワークに関して，
基地局の設置位置や，通信リソース配分，及び端末の
接続基地局の最適化等を行っています．

村上：アンテナの課題である薄形・小形設計を，自然界
に存在しない特性を持つ「メタマテリアル」を用いて解
決する方法があります．メタマテリアルの一例として，
表面での反射位相が 0° の特性を持つものなどがありま
す．私の研究は，そのメタマテリアルを用いたアンテ
ナ設計の最適化と設計法の確立を行うことです．
藤橋：多様なネットワーク上での効率的な「複数視点映

像の伝送手法」について研究しています．複数視点映
像は，3D 映像や自由視点映像といった次世代の映像
技術を支える技術として注目されています．この研究
を進めることで，部屋にいながら，まるで別の場所に

座談会参加者：	 	 	
金井謙治　Kenji Kanai，早稲田大学D3  豊田健太郎　Kentaroh Toyoda，慶應義塾大学D2

沈　志舒　Zhi-shu Shen，名古屋大学D3  永島和治　Tomoharu Nagashima，千葉大学D2

村上靖宜　Yasutaka Murakami，福井大学D3　  下平英和　Hidekazu Shimodaira，東京工業大学D1

諶　　璐　Lu Chen，大阪大学D2　  藤橋卓也　Takuya Fujihashi，大阪大学D1

司会：	 記録係：
橘　拓至　Takuji Tachibana  浦山康洋　Yasuhiro Urayama，福井大学D1

情報通信技術の研究・開発分野では，世界の舞台で活躍するために「博士号」が必要となる場合があり
ます．この博士号を取得するには，博士後期課程（博士課程）に進学して課程を修了することで博士号を
取得する方法（課程博士）と，論文審査により研究能力を認定されて博士号を取得する方法（論文博士）
の 2通りがあります．本座談会では，博士後期課程に進学して博士号の取得を目指している学生の皆さん
に集まって頂き，博士後期課程での研究活動や生活，博士号取得後の進路などについて語って頂きました．
この座談会を通じて，博士後期課程が一体どんなところか，博士後期課程の学生がどんな生活をしている
のか，といった疑問に少しでも答えられたらと思います．また，博士後期課程学生の皆さんが博士号取得
に向けて頑張っているということを，読者の皆様に知って頂けたらと思います．
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博士後期課程ってどんなところ？
─博士後期課程学生の座談会─

解 説

研究者を目指すには



いるような臨場感あふれるサービスが実現できると
考えています．
金井：私が現在取り組んでいる研究は，主に，「移動無

線ネットワーク」及び「マルチメディア通信」です．
最近では，交通機関に乗車中の利用者を対象に，通信
品質の変動が激しい乗車中でも，安定したビデオ配信
が実現できるような仕組みを考えています．
諶�：私は「ネットワーク設計」の研究を行っています．

インターネットの社会インフラ化が進むにつれ，通信
需要の変化や機器故障に対する適応性や拡張性の高
いネットワーク設計が重要になりつつあります．私の
研究では生物システムに習い，ネットワークの構造に
多様性を持たせることで適応性や拡張性を高めるこ
とを考えています．

研究者への憧れで進学を決めた

橘：ではこれから，本座談会のテーマである博士後期課
程について，皆さんにいろいろと語って頂きます．皆
さんは，博士前期課程を修了すると就職する学生が多
い中，なぜ博士後期課程への進学を選ばれたのでしょ
うか？��

沈�：博士前期課程の間に取り組んでいた研究に興味があ
り，もっと深く研究に取り組みたいと考えたからです．
下平：博士前期課程 2 年のときに，興味深い共同プロ

ジェクトがあったのですが，そのプロジェクトが 3
年計画ということで博士後期課程＊ 1 への進学を決め
ました．
永島：指導教員から進学を勧められてはいましたが，他

大学の先生から「博士後期課程に進学しないの？」と
言われて，博士後期課程を強く意識し始め，最終的に
進学を決めました．

＊1 博士後期課程（博士課程）は通常3年間で，所属してい
る学生は，ドクター学生と呼ばれることがあります．
また，学年ごとに，D1，D2，D3と呼ばれることもあ
ります．

藤橋：研究室に博士後期課程の先輩がいたことと，博士
前期課程 1 年の 8 月から 11 月に掛けて，指導教員の
先生と関係が深い海外の研究機関を訪問する機会が
あり，海外で研究している研究員の影響を受けたこと
が進学を考えたきっかけです．特に，自由に研究して
いる研究者の生活にあこがれました．
村上：私の場合も，研究室にドクターの先輩がいたのが

大きなきっかけになりました．
豊田：研究室に博士後期課程の先輩はいませんでした

が，元々，先生になりたいという夢があったので，博
士号を取りたいと思っていました．また，博士前期課
程 1 年のときに初めての研究会で屋久島に行き，研
究を頑張ればいろいろな場所に行く機会ができるこ
とに魅力を感じたからです．
下平：私も屋久島に行きましたが，往復 10 時間掛けて

屋久杉を見に行きました．すごく良かったです．
諶�：私の場合も，研究成果が出るといろいろな場所に行

くことができ，更にいろいろな研究者と交流できるこ
とに魅力を感じています．研究室には 8 人の博士後
期課程学生がいて，博士後期課程への進学が特別では
ない環境だった，というのも大きいと思います．その
ため，研究室には，学部 4 年のときから博士後期課
程への進学を考えている人もいます．
金井：博士後期課程について詳しく分かっていなかった

のですが，研究者へのあこがれがあったので進学しま
した．また，企業での生活に比べると，自分の時間が
多くやりがいもあると感じたからです．その一方で，
指導教員の先生がすごく忙しかったので，進学すると
大変かもしれないという考えもよぎりました．

規則正しい生活をした方が，
研究の効率が良い

橘：皆さんは普段どのような学生生活を送っているので
しょうか？��夜型の人が多いイメージですが，実際は
どうでしょうか？��
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金井謙治 　
早大基幹理工学研究科情報理工学専
攻甲藤研究室D3．2012～13IEEE
WasedaStudent BranchChair,
2014～早大基幹理工学研究科助
手，2013本会ICM英語セッション
奨励賞受賞．

沈　志舒 　
名大大学院工学研究科電子情報シス
テム専攻佐藤研究室D3．2011
Runner-up forBestStudentPaper
Award: SPIE-OSA-IEEE ACP,
2013Shortlist forBestStudent
PaperPrize:IEEEECOC,2014本
会フォトニックネットワーク若手研
究賞各受賞．
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豊田：朝 8 時頃に登校して午前
中に自分の研究をします．午
後になると後輩が来るので，
後輩たちの指導なども行いつ
つ 18 時頃に帰宅します．それ
から，趣味の水泳をすること
が多いです．午後になると，
研究室に人が多くなるので，
自分の研究はできないと割り
切っています．また，徹夜で
体調を崩してしまうよりは，
無理せず規則正しい生活をし
た方が，研究の効率が良いと
思っています．
藤橋：研究室内の仕事だけでなく，後輩からの質問も多

くなるので，午後からは自分の研究が余りできなくな
ります．そのため，私も朝型の生活になっています．
金井：現在，学生という立場だけでなく，大学で助手＊ 2

としても働いているので，朝型の生活になっていま
す．
下平：私も朝型です．実家暮らしよりも一人暮らしの方

が，夜型の生活になる確率は高いと思います．
藤橋：一人暮らしだと自由なので，夜遅くまで滞在した

りするのだと思います．
諶�：私も朝，大学に行って夜帰る朝型の生活です．
沈�：私も朝型です．
村上：私の場合は，一つの部屋を，博士後期課程学生の

2 人だけで使っているので，集中して研究ができる時
間が多いです．それが原因か分かりませんが，午後に
来て朝に帰る夜型の生活です．もちろん，ほかの皆さ
んと同じように，後輩の原稿のチェックや研究アプ
ローチについてのアドバイスもしています．

＊2 高等教育機関では，教員の職階として，教授，准教授，
講師，助教，助手が設けられています．また，勤務形
態などに応じて，特任，客員，非常勤などが職名に含
まれる場合もあります．

想像していたよりも，
金銭面での苦労は少ない

橘：博士後期課程になると，自分の研究以外にもやるべ
きことが多いようですが，アルバイトが余りできずに
金銭面での苦労が多いのではないでしょうか？��

金井：現在，大学で助手として雇用されており，3 年間
という制約はありますが助手の給料をもらっています．
また，助手になる前も，大学から RA＊ 3 として雇用さ
れていましたので，金銭的には問題ありませんでした．
豊田：私は，助教として大学から雇用されていて，給与

をもらっています．この雇用は 2 年間だけという期
限があり，多くの博士後期課程学生が雇用されるよう
になっています．そのため，雇用期間中に学振＊ 4 や
その他奨学金に申請し，採用されることが期待されて
います．
下平：私は，学振の DC1 ＊ 5 に採用されましたので，想

像していていたよりも金銭面での苦労は少ないです．
永島：同じく，DC1 に採用されたので，金銭面での苦

労はほとんどありません．
藤橋：私も DC1 に採用されましたので，金銭面での苦

労はほとんどないです．
永島：DC1 は，博士前期課程の業績が少ない時期に申

請するので，指導教員の先生からは，申請書の作成が
大事だと教えて頂き，申請書の作成に時間を掛けまし

＊3 ResearchAssistantの略で，教員の指示の下，研究の
補助を担当する業務のことを表します．また，この業
務を担当している学生自身を表すこともあります．

＊4 日本学術振興会特別研究員のことを表します．博士後
期課程の在学年時や博士号の有無によって，DC1,
DC2,PDなどに分類されます．

＊5 DC1に採用されるには，採用年度の4月に博士後期課
程1年次に在籍している必要があります．学振の申請
締切は，採用の前年度6月頃ですので，DC1は博士前
期課程在籍中に申請することになります．
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村上靖宜  
福井大大学院工学研究科システム設
計工学専攻堀研究室D3．2012本
会A・P研若手奨励賞，2012本会
北陸支部優秀学生賞，2013本会学
術奨励賞各受賞．

図1　 左から，村上靖宜さん，金井謙治さん，諶璐さん，永島和治さん，下平英和さん，
藤橋卓也さん，沈志舒さん，豊田健太郎さん
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た．そのときに，指導教員の先生から多くの助言を頂
きました．
諶�：私は，大学から RA としてお金をもらっているので，

金銭面での苦労は特にありません．
村上：博士後期課程の 3 年間，財団から研究奨励金を

もらっています．この研究奨励金は，日本学生支援機
構の奨学金やほかの給与とも併用が可能な場合があ
り，私は大学で RA としても雇用されています．
下平：学振の場合は，アルバイトの禁止などの制限はあ

りますが， 学振だけでも十分な金額がもらえます．ま
た，採用されたこと自体が評価につながると聞いてい
るので，そのような制限は余り気になりません．

沈�：文部科学省の国費外国人留学生＊ 6 に採用されて，
奨学金をもらっています．学振との併用はできないの
で，学振には申請していませんが，TA ＊ 7 としても働
いているので，金銭的には全く問題なく生活できてい
ます．

諶�：研究室によっては，研究プロジェクトに参加するこ
とで，金銭的なサポートを受けられる場合があります．

橘：多くの大学が，博士後期課程の学生に対して様々な
支援制度を設けています．博士後期課程に興味がある
人は，一度調べてみるとよいと思います．

他大学の博士後期課程学生と
交流する機会が増えるとうれしい

橘：博士前期課程と比べると，博士後期課程の学生数は
かなり少ないと思うのですが，学生同士での交流はあ
りますか？��

下平：博士後期課程の学生との交流はほとんどありませ

＊6 留学生に対して，渡日旅費や帰国旅費，日本での学費・
生活費を，奨学金として支給する制度です．年齢や資
格などによって，幾つかの種類に分類されています．

＊7 TeachingAssistantの略で，教員の指示の下，主に授業・
実験・演習などの補助を担当する業務のことを表しま
す．また，この業務を担当している学生自身を表すこ
ともあります．TAよりもRAの方が，時給が高い場合
が多いです．

ん．友達がみんな就職してしまったので，寂しく感じ
るときはあります．
藤橋：大学内には，博士後期課程の学生が結構多いので

すが，余り交流はありません．諶さんの研究室と私の
研究室は，同じ階の隣同士ですが，学生間の交流は多
くありません．

諶�：藤橋さんがいる研究室とは，大学院の専攻は同じで
すが，学部が異なります．大学院生の多くは学部時代
の人間関係が続く場合が多いので，交流が少ないのだ
と思います．
藤橋：これからは，もう少し交流できればと思っていま

す．
豊田：研究会で仲良くなった学生と遊びに行ったことは

ありますが，これまで，博士後期課程の学生と知り合
いになったことはありません．

諶�：個人的には，研究室に博士後期課程の学生が多いの
で，研究室内で十分な交流ができていると思います．
ですが，今回の座談会のように，他大学の博士後期課
程の皆さんと交流できる機会がもっと増えればうれ
しいです．
永島：私も，博士後期課程の学生が交流できる機会が

もっと増えると，刺激にもなるのでうれしいです．

研究不正に関しては，
いろいろと考えるようになった
村上：皆さんに質問したいことがありますが，伺っても
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諶　　璐 　
阪大大学院情報科学研究科情報ネッ
トワーク学専攻村田研究室D2．
2012Bestpaperaward:Thesec-
ond international conference on
advanced communications and
computation，2014本会NS研究会
ネットワークシステム研究賞各受
賞．

豊田健太郎 　
慶大大学院理工学研究科開放環境科
学専攻笹瀬研究室D2．2013～慶大
大学院理工学研究科助教（有期・研
究奨励），2012本会通信方式研究
会奨励賞受賞．

図2　左から，村上靖宜さん，金井謙治さん，諶璐さん
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よいですか？  

橘：はい．お願いします．

村上：皆さんは，研究不正について，どのように考えて
いますか？  
　　個人的には，論文の書き方にはある程度ルールがあ

るし，分かりやすい文章を書くためにも，ほかの論文
の文章を参考にすることは問題ないと思います．もち
ろん，適切な引用は必要です．一方で，データの改ざ
んは問題外だとは思います．周りから研究不正に関し
て聞かれることが増えたので，改めて論文の書き方や
研究に対する取組み方について考えるようになりま
した．
豊田：時間的な余裕がないと，ミスにつながりやすいの

で，注意が必要だと思いました．私たちの分野では，
例えば，シミュレーションプログラムが誤っていて，
間違った結果を発表してしまった場合はどうなの
か？  と思うことはあります．シミュレーションプロ
グラムは，作成者以外が確認することはほぼ不可能な
ので，これまで以上に気を付けるようにしています．
特に，時間に余裕を持ってプログラムを作成して見直
しもしっかりやっていきたいと思っています．
金井：文章のコピー＆ペーストに関連しますが，従来研

究については，その従来研究を行った人が一番よく分
かっているので，従来研究の文章を適切に引用して使
うのがよいと思っています．逆に，自分に都合良く従
来研究を解釈して文章を書くことが不正につながる
と考えています．

博士後期課程に進学して
後悔した人はいない

橘：この座談会を通して，博士後期課程のことを少しで
も多くの学生に知ってもらえたらと思っていますが，
なぜ博士後期課程への進学が少ないのでしょうか？��

豊田：研究が面白くなる頃には，既に内定が出ていて就

職先が決まっているケースが多いと思います．また，
分野によるかもしれませんが，博士後期課程は就職に
困るイメージがあるので進学する人が少ないように
思います．
沈�：博士の就職活動は，修士の就職活動と全く違うと思

うかもしれませんが，同じ点も多いと思います．博士
の学生は研究分野に近い企業にしか就職できないと
思うかもしれませんが，必ずしもそうではありませ
ん．就職活動のスケジュールも，博士前期課程と後期
課程で全く同じ企業も多いと思います．
藤橋：博士の求人情報が，修士の学生に伝わっていない

のが原因かもしれません．また，多くの学生が，修士
を修了して大企業に就職する方がよい，という考え方
を持っているのも原因のように思います．
村上：博士後期課程って何？  どこにあるの？  という

のが一般的な家庭内での反応だと思います．博士後期
課程の学生が何をしているのか，一般の人にはほとん
ど知られていないので，家族にも理解されにくいので
はないかと思います．博士後期課程に理解のある家庭
が増えると，進学する学生も増えるのではないかと思
います．
金井：学生自身が，国際会議への投稿を躊躇する傾向に

あるように思います．英語で文章を書くことに抵抗が
あるようです．
藤橋：頑張って英語で文章を書いても先生に真っ赤に修

正されてしまうので，学生はそこで苦手意識を持って
しまうのかもしれません．
金井：確かに，先生からの指導や論文の査読などがある

ので，打たれ強いことが博士後期課程への進学に重要
な気がします．
永島：博士後期課程では大変なこともありますが，他大

学の先生から，博士後期課程に進学して後悔した人は
いない，という話を聞きました．余り心配する必要は
ないと思います．

永島和治 　
千葉大大学院融合科学研究科情報科
学専攻関屋・小室研究室D2，特別
研究員（DC1）．2012Studentpa-
per award: RISP International
WorkshoponNonlinearCircuits,
CommunicationsandSignalPro-
cessing,2014本会非線形問題研究
会発表奨励賞各受賞．

下平英和 　
東工大大学院理工学研究科電気電子
工学専攻阪口研究室D1，特別研究
員（DC1）．
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自分自身が設定した目標にチャレン
ジすることが博士後期課程の醍醐味

橘：博士後期課程への進学は余り心配しなくてよいとい
うことでしたが，それでも，不安に思うことはありま
すか？��

豊田：研究業績に関しては，D1 の頃はこれで大丈夫か
な？  と不安に思っていました．でも，業績が徐々に
増えてきて，逆に楽しくなってきました．
村上：博士号の取得に関して不安に思うこともあります

が，研究を続けていればいつか取れるだろうと考えて
頑張っています．
豊田：研究会などで活躍されている著名な先生方も博士

後期課程の頃は苦労していた，という話を聞くことが
あるので，少し救われる気がします．
沈�：博士号の取得には論文数などの条件があるため，3

年後にその条件を満たせるかどうか心配している学
生も多いと思いますが，充実した研究生活を日々過ご
しながら，自分自身が設定した目標にチャレンジする
ことが博士後期課程の醍醐味だと思います．
金井：研究会発表後に国際会議で発表し，それから学術

論文を投稿するという流れがしっかりとあれば，研究
成果は出て博士号は取れると思っています．
村上：性格的には，細かいことを余り気にせず不安に押

しつぶされないような人が，博士後期課程に進学して
いるような気がします．
金井：論文の査読コメントできつく書かれていることも

あるので，負けず嫌いの人の方が，博士後期課程に向
いている気がします．

橘：博士後期課程へ進学するにあたり，周りの先生や先
輩から教えてもらったことで，心に残っていることは
ありますか？��また，心掛けていることがあれば教え
て下さい．

村上：生活にメリハリをつけて，研究だけに没頭しない
ようにというアドバイスをもらいました．また，博士

号を取得するなら，若いうちがいいと言われました．
下平：「迷ったら進学すべき」ということを言われまし

た．また，休むときにはちゃんと休む，ということを
心掛けています．
永島：先生からは，常に世界トップの研究を目指すよう

にと指導されています．博士後期課程に進学してか
ら，この分野でトップになるという思いがより強くな
りました．
豊田：論文を書くには，問題設定，アプローチ，定量的

な評価を自分で考えることが必要で，これらのプロセ
スは，企業でも必要になる能力だと教わりました．で
すので，博士後期課程では，普段の研究生活から，こ
のプロセスを身に付けたいと思っています．文章能力
などの博士後期課程で鍛えた能力は，社会に出ても十
分役に立ちます．
藤橋：博士前期課程のときに，指導教員の先生が現在の

大学に異動されました．その時点で既に進学を決めて
いたので，前期課程を早期修了して現在の大学に進学
しました．できるだけ早く先生の指導を直接受けたい
と思っていたので，大学の変更については悩みません
でした．

博士後期課程修了後の職は？

橘：それでは，博士後期課程修了後の就職については，
どのように考えていますか？��今後変わるかもしれま
せんが，現時点での希望を教えて下さい．

下平：企業の研究所に就職したいと思っています．大学
の外に出たいと思っているので，今のところは，大学
の教員は考えていません．

沈�：私も下平さんと同じ考えで，企業への就職が決まっ
ています．
豊田：大学の教員になりたいと思っています．
諶�：理論的な研究がしたいと思っています．大学の方が

理論的な研究ができる可能性が高いかもしれません
が，理論的な研究ができる環境があれば，企業も魅力

藤橋卓也 　
阪大大学院情報科学研究科情報ネッ
トワーク学専攻渡辺研究室D1，特
別研究員（DC1）．2013情報処理学
会DICOMO優秀プレゼンテーショ
ン賞，2013MBL研究会優秀論文
賞各受賞．

図3　左から，永島和治さん，下平英和さん
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的だと思います．特に，新しい研究に挑戦したいと
思っています．
村上：アンテナ伝搬の研究は，製品開発に関連した研究

も多く，どこでも同じように研究ができると考えてい
るので，大学・企業などにこだわらず，どちらでもやっ
てみたいと思っています．
藤橋：元々，学生への教育・指導に興味があり学部時代

に教員免許を取得していましたので，教員を希望して
います．ただ，研究成果の社会への影響度を考えると，
企業の研究所への就職もよいかな，と思っています．

金井：私も学生への指導にやりがいを感じていますので，
教員を考えています．ただ，企業の研究所にも魅力を
感じており，何らかの形で関われたらと思います．
永島：私は企業に就職したいと考えています．工学分野

で研究する中で，理論的なことだけでなく，製品化す
るためのプロセスも大事だと感じています．企業へ就
職すれば，アカデミックに残ったままでは得られない
ような，製品化に関する経験ができるのではと考えて
います．

後輩の皆さんへ一言！！

橘：最後に，博士前期課程及び学部に在籍している学生
の皆さんに一言をお願いします．

金井：周りに流されて就職する人が多いような気がする
ので，自分でやりたいことをよく考えて，将来を決め
た方がよいと思います．博士後期課程への進学と，前
期課程修了後の就職は大きく違うように思うかもし
れませんが，実はそれほど大差はないと感じます．
藤橋：研究に取り組んでいく中で，どんなささいなこと

でもよいので，「面白い」と感じた一時の感情を，そ
の後の研究生活でも大切にしてほしいと思います．
村上：博士号を取得したい人は，社会人ドクターなども

ありますが＊ 8，博士前期課程修了後に博士後期課程へ
進学するのが一番良いと思います．特に，前期課程の
ときに学んできた知識に新たな知識を積み重ね，更
に，一番体力のある時期に博士後期課程で研究に取り
組むのがお勧めだと思います．

＊8 修士号を持っている社会人の方，若しくは修士号と同
等の能力を持つ方が，社会人として働きながら博士後
期課程に入学して，博士号取得を目指す方法がありま
す．この方法で博士号取得を目指している方を，社会
人ドクターと呼ぶことがあります．

諶�：博士後期課程への進学を考えている人は，博士後期
課程の学生が周りにいるかどうか，研究環境はどう
か，などを考えて研究室を選ぶのもよいと思います．
永島：先生から進学を勧められているのであれば，むし

ろそれを誇りに思い，研究が好きであれば進学するこ
とをお勧めします．そうでなくても，海外含め外に出
られるチャンスが博士前期課程と比べて圧倒的に多
いと思いますので，様々なチャンスを生かして自分に
合った道を見付けるのもありかと思います．
豊田：皆が進む道とは違う別の道に進む方が，チャンス

が大きいと感じます．また，博士後期課程に進学しな
いと気付けないこともあります．人とは違うプロセス
に進むと，メジャーな道を進んだ人とは，全く別のこ
とを経験できます．
下平：博士後期課程の学生であれば，指導教員の先生の

指導の下で，国内外で特殊かつ貴重な仕事ができる可
能性があります．世界で早く活躍したい人は，博士後
期課程に進学するのもよいと思います．

沈�：進学するかどうかを最終的に決めるのは，結局は自
分自身です．将来もっとアカデミックの世界で活躍し
たいなら，迷わず進学すべきだと思います．特に，進
学か就職かで迷っている時間の方がもったいないと
思います．

橘：本日は貴重なお話を聞かせて頂きありがとうござい
ました．

全員：ありがとうございました．

橘：まだ話し足りない人は，この後の懇親会でお願いし
ます．次回の座談会を開催することがありましたら，
是非，参加をよろしくお願いします．

図4　左から，藤橋卓也さん，沈志舒さん，豊田健太郎さん
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2015年総合大会の
開催地から

福水　洋平 （立命館大学）

2015年総合大会の開催会場となる立命館大学びわこ・
くさつキャンパス（写真1）は，1994 年 4月，滋賀

県が整備する「びわこ文化公園都市」の一角に開設されま
した．JR琵琶湖線南草津駅から近江鉄道バスで約15分，
その敷地面積は61haを超える広大なものであり，理系各
学部（理工，情報理工，生命，薬，スポーツ健康）に加え，
文系 2学部（経済，経営）が集結しています．2014年度
は本キャンパスの開設から20周年，理工学部の前身であ
る電気工学講習所の創設から100周年，情報理工学部の
創設から10周年に当たる記念すべき年です．
本キャンパスには建設造成に伴う発掘調査で発見された
古代の製鉄コンビナートとも言える生産施設跡である木瓜
原遺跡（写真 2）が陸上競技場（クインススタジアム）地
下に保存されています．その遺跡では，7世紀から8世紀
にかけて製鉄や製陶，木炭窯，梵鐘の鋳造など火熱を伴う
生産が行われていたと考えられています．
本学近隣に位置するびわこ文化公園は，滋賀医科大学，
龍谷大学に囲まれた文化ゾーンを形成しています．キャン
パスから少し足を伸ばすと，県立近代美術館（常設展：大
人500円，高校・大学生300円），県立埋蔵文化財センター
（入館無料），茶室夕照庵などの文化施設や日本庭園が楽し
んで頂けます．
本キャンパスが位置する草津市の玄関口である草津駅周
辺では，江戸時代に東海道と中山道が合流する交通の要衝
として宿場町（草津宿）が置かれ，多くの旅籠が軒を並べ
たと言われています．中でも大名や公家などの貴人が休泊
したとされる草津宿本陣（大人 240 円，高校・大学生
180円）は現存する宿場本陣で最大規模と言われます．草
津宿の町並みや道中記など歴史に触れたければ市立草津宿

街道交流館（大人 200円，高校・大学生150円）も併せ
て御覧になるとよいでしょう．草津宿本陣からすぐ近くに
は旧草津川が流れています．この旧草津川は全国的にも有
名な天井川で，その川べりは桜並木の下，琵琶湖へと続く
サイクリングロードとなっています．草津駅へも本キャン
パスから直通バスが出ています．
更に琵琶湖の湖岸，烏丸半島まで足を伸ばしてはいかが
ですか．草津駅からバスで約 30分，琵琶湖の自然を存分
に体感できる市立水生植物公園みずの森（大人 300円，
高校・大学生 250円）と，400万年に及ぶ琵琶湖の歴史
に触れられる県立琵琶湖博物館（大人 750円，高校・大
学生400円）があります．
JR南草津駅から京都方向へ 2駅のところに石山駅があ
ります．ここで京阪電鉄に乗り換えると，清流として名高
い瀬田川に架かる瀬田の唐橋や，紫式部ゆかりと言われる
石山寺にアクセスできます．また，琵琶湖を満喫したけれ
ばクルーズもよいでしょう．京阪で石山寺とは逆方向に向
かい，浜大津駅から大津港へアプローチすると外輪船ミシ
ガン（大人 2,260 円，学生 1,850 円）での琵琶湖パノラ
マが味わえます．京阪の終点，坂本駅まで足を伸ばすと，
全国に3,800余ある日吉，日枝，山王神社の総本宮である
日吉大社へ，更に坂本ケーブル（大人 860円）に乗り換
えると，11分ほどで天台宗総本山である比叡山延暦寺へ
お参りすることもできます．
ほかにも本キャンパスの周囲には古都・京都のみならず，
琵琶湖疏水（蹴上），彦根城（彦根），近江商人の町並み（近
江八幡），多賀大社（彦根），黒壁スクエア（長浜），信楽
焼（信楽）など多くの観光スポットがあります．大会参加
の折には，是非足を運んでみて下さい．

電 子 情 報 通 信 学 会

写真 1　キャンパス遠景 写真 2　木瓜原遺跡

ⓒ電子情報通信学会2015
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  1  はじめに
滋賀県の甲賀市信楽町の外れにある国有林の山

中に大形大気レーダ「MU レーダー（MU radar: 
Middle and Upper Atmosphere Radar）」が 1984
年に完成して 30 年以上になります．京都大学生存
圏研究所は MU レーダーをはじめとする各種の大
気計測装置を共同利用に提供していて，全国及び世
界の研究者が研究に活用しています．今回は陶器で
有名な信楽町の話を交えつつ，信楽 MU 観測所の
紹介をします＊ 1．

  2  甲賀市信楽町
まず，この住所が読めたでしょうか．正解は「こ

うかししがらきちょう」です．忍者と言えば，伊賀・
甲賀（いが・こうが）と並び称せられますが，町名
は「こうか」と濁りません．信楽は，後述するよう
に古くは「紫香楽」とも書かれました．

近畿の水瓶とされる琵琶湖が滋賀県の大部分を
占めていると思われがちですが，その南東には湖を
上回る面積の平地があり，江州米で知られる穀倉地
帯が広がっています．東には御在所岳に連なる鈴鹿
山脈が三重県との境を成しています（図 1）．織田
信長が栄華を極めた安土城をはじめ戦国時代の数々
の史話の舞台です．最近では多くの工場が立地して
いて，人口が増加している全国でも数少ない府県の
一つです．信楽町は滋賀県の南端に位置し，西は京
都府宇治田原町，南東は三重県伊賀市に接していま
す．海抜高度が約 300 m の盆地にあり，真夏の酷
暑で知られる京都に比べれば涼しく，かといって冬
に雪が多いわけでもありません．

列車で行くなら，京都または米原からまず琵琶湖

＊1 学会ではレーダが公式用語ですが，「MUレーダー」は
固有名詞化しています

線で草津まで行き，枝分かれする草津線に乗り貴生
川（きぶかわ）で降ります．そこから，信楽高原鐡
道に乗り換えて，自然豊かな景色を楽しみつつ，お
よそ 25 分かけて信楽駅に向かいます．（高原鐡道
は平成 25 年 9 月の台風 18 号で鉄橋が流出する被
害を受けて運休していましたが，地元の熱心な要請
により，2014年11月29日に運行を再開しました．）

貴生川から坂を登り，峠を越え盆地に入り高原鐡
道と国道が並行する辺りに慰霊碑が立っています．
既に 20 年以上前になりますが，平成 3 年に 42 名
の犠牲者を出した痛ましい列車正面衝突事故は記憶
から消えません．

  3  紫香楽宮の旧跡
新名神高速道路は草津から南回りで鈴鹿山脈を

迂回して名古屋方面とつながります．信楽インター
チェンジを降りると，すぐ近くに紫香楽宮跡があり
ます（図 2）．

こんもりとした丘に整然とした礎石群があり，大

ⓒ電子情報通信学会2015

図 1　滋賀県の地図（手描きのイメージ図です）

京都大学　津田敏隆　Toshitaka Tsuda
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正時代の発掘調査では聖武天皇による紫香楽宮の遺
跡として国史跡に指定されました．しかし，その後，
大仏建立のための寺院（甲賀寺）だったのではない
かと思われています．（大仏は奈良の東大寺にまつ
られました．）

今では，甲賀寺跡から 2 km ほど北に向かい，新
名神高速道路を越えたところに位置する信楽町宮町
に紫香楽宮があったとする説が有力になっていま
す．1970～1985 年頃に行われた発掘調査では建物
の柱や木簡の一部が出土し，全長 100 m を超える
建物を含む大きな宮殿があったことが分かりまし
た．筆者はその時期に MU レーダーの建設に携わっ
ていたので，宮町遺跡の発掘を見学する機会があり
ました．その際に撮った発掘調査の写真を掲げます

（図 3）．なお，既に遺跡は埋め戻され，今は水田が
広がっているばかりです．

聖武天皇が信楽を行幸したのは 742 年とされて
おり，それから 1,270 年目に当たる 2012 年に当
地で記念行事が行われたそうです．その名残か，畦
道には「遷都千二百七十周年」ののぼりがはためい
ていました．

ところで，木材の年輪幅がその木が育った環境
（気温，降水量など）に関係することから，木材が
使用された年代を知ることができます．この年輪年
代学の手法を用いて奈良文化財研究所の光谷博士が
行った分析により，紫香楽宮跡の木材が 742～743
年に伐採されていたことが分かりました．なお，関
連する話題として，年輪の分析から古い時代の気温
変化（古気候）を知る年輪気候学も最近注目を浴び
ており，長期の地球環境変動の研究に活用されてい
ます．

今は土中に遺構が眠るのみですが，短い期間とは
いえ信楽に都が定められたことにしばし思いをはせ
ました．近くの駅名には「勅旨（ちょくし）」があり，
天平時代から 1,000 年にわたる歴史の重みを感じ
ます．

  4  御斉峠と多羅尾代官所
信楽町南端の多羅尾（たらお）地区と三重県伊賀

市との境に御斉峠（おとぎとうげ）があります．本
能寺の変の折，堺にいた徳川家康が枚方から宇治田
原を経て御斉峠を越え，伊勢方面に逃れた「伊賀越
え」は有名です．その際に随行した多羅尾氏は，家
康が征夷大将軍になった後，その功績により当地の
代官に任命され，幕末まで代々世襲しました．多羅
尾にはゴルフ場や温泉があり道路も整備されてい
て，御斉峠には車で容易に行けます．しかし，峠か
ら遠望する伊賀上野城に向かう坂道は険しく，伊賀
越えの苦難が偲ばれます．なお，伊賀忍者も家康を
助けており，江戸城の警護に登用され，半蔵門とし
て名前を残しています．

  5  癒しの街，信楽
言うに及ばず，信楽は陶器で有名で，読者の方々

が立ち寄られる居酒屋の店先に置かれた狸の多くは
信楽焼です（図 4）．瀬戸，常滑，越前，丹波，備
前と並んで，信楽は日本六古窯の一つです．古くか
ら実用的なつぼや食器が作られていて，信楽町の中
心部にある「甲賀市信楽伝統産業会館」（図 5）では，
鎌倉時代から続いている信楽焼を時代ごとに展示し
ています．同時に，現代の名工や若手陶芸家の作品
が随時企画展示されています．この会館そのものに
も信楽焼が使われていて，外観も美しい．

毎年10月中旬の連休に「信楽陶器祭り」が開かれ，
信楽焼の即売でにぎわいます．国道沿いには大規模
な陶器ショップが並んでいて，様々な陶器が陳列さ
れています．一方，伝統産業会館から少し西方向に
向かうと「窯元散策路」に至ります．入り組んだ細
い街路には多くの店が構えられています．作家それ
ぞれの個性のある焼き物が手に入ることでしょう．
週末にはボランティアの散策ガイドを依頼すること

図 2　国史跡「紫香楽宮跡（甲賀寺）」
の礎石

図 3　宮町の紫香楽宮遺跡での発掘調査 図 4　信楽焼の代名詞ともなっている狸
（宗陶苑にて）
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もできるそうです．
信楽焼の特徴を解説できるほど筆者は陶器に造

詣が深くないので，所蔵品を二つ写真でお見せして，
読者の御鑑賞の助けにしたいと思います．いずれも
信楽焼の老舗である「宗陶苑」で作られました（図
6）．

1990（平成 2）年に完成した滋賀県立「陶芸の森」
は広々とした緑地公園の中にあり，陶器に関する
様々な展示がされています．陶器を手ひねりできる
コースや，鑑賞法の解説講座も開かれています．「陶
芸館」では国内の陶芸作品の展覧会に加え海外から
の特別展も開かれ，また，伝統的な器から現代的な
若手作家の作品まで幅広く信楽焼を紹介する「信楽
産業展示館」では，お気に入りの陶器を購入するこ
ともできます．時間があれば，手ひねりでマグカッ
プなど自作するのも一興です．

良質の陶土が豊富で，現在では伝統的な焼き物に
加えて，大形の建築材料や屋外の標識・サインも作
られています．街の歩道には陶器タイルが用いられ
ていて，陶器のモニュメントも数多く展示されてい
ます．中でも，大塚オーミ陶業株式会社は，伝統的
な陶器産業に最新のセラミック技術を活用した世界
屈指の大形陶板作成技術を開発し，家屋の外壁用の
建材などに加えて，絵画の複製や現代的な芸術作品
を陶板で制作しています．20 年ほど前ですが，筆
者がショールームを訪問した際に，横尾忠則氏の製
作を見学する機会がありました．フィレンツェのウ
フィッツィ美術館収蔵の名画やバチカンのシス
ティーナ天井画をはじめ幾多の歴史的美術画が陶板
で再現され，徳島県鳴門市にある「大塚国際美術館」
に展示されています．

店先に陳列されている焼き物を見て回るだけで
も楽しいのですが，信楽町内には実は魅力的な美術
館もあります．町の中心から少し外れた山中にある
MIHO Museum です．中央アジア，ギリシャをは
じめ幅広いコレクションも見事ですが，自然に囲ま

れた美術館の建物と，それに至るアプローチがすば
らしい．

また，信楽町の朝宮はお茶の産地としても有名で
す．たっぷりの茶葉にぬるめの湯で注したお茶は，
少しで喉の渇きを癒やしてくれます（図 7）．

  6  MUレーダー
さて，そろそろ MU レーダーの話をしましょう．

筆者は京都大学工学部で電子工学を学び，大学院の
修士課程修了とともに助手となって，大気の動きを
リモートセンシングするレーダの開発に取り組みま
した．その当時，地面に近い高度約 10 km までの
大気層（対流圏と呼ばれる）における気象の観測は
定常的に行われており，一方，高度約 100 km 以上
の電離層（超高層大気とも別称される）の研究も進
んでいました．

し か し， そ の 間 に あ る 中 層 大 気（ 高 度 10～
100 km）については有効な観測手段が乏しかった
ため，長く「未知圏」と呼ばれていました．ところ
が，1970 年代に大気中の僅かな空気の乱れ（乱流）
によって電波散乱が起こることが分かり，中層大気
の状態をレーダ観測できることが示されました．こ
の発見が契機となり，各国で乱流散乱を用いた大気
レーダの開発が行われました．

京都大学でも，1970 年代後半に，対流圏はもち
ろんのこと，中層大気（Middle atmosphere）か
ら超高層大気（Upper atmosphere）までを一気に
測定できる大形大気レーダの建設計画が進められま
した．このレーダは，観測対象の高度層の英文頭文
字を組み合せて，MU レーダーと命名されました．
3 年間にわたる建設と調整を経て，1984 年 11 月
に MU レーダーが完成しました．ちょうど南極上
空の中層大気で起こったオゾン層破壊（オゾンホー
ル）の探求も拍車となり，中層大気の研究が画期的
に進みました．

図5　信楽焼のタイルが使われてい
る信楽伝統産業会館の外壁

 

図 6　信楽焼のつぼ（左）と吊り花入れ「旅枕」
（右）

図 7　信楽町朝宮地区の茶畑
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MU レーダーの計画推進にあたり，システムの設
計開発と並んで，建設用地を探すことが重大な課題
でした．大変微弱な大気からの電波散乱エコーを検
出するには，人工的な電波雑音が低いことが必須で
す．つまり，人里離れた場所が候補地になります．
一方，本拠地である京都大学の宇治キャンパスから
余り遠いと実際的な運用に支障が出かねないので，
近畿圏内で建設用地を探しました．地球観測衛星に
よる精密な地形写真や，ましてや Google Map も
ない時代なので，京都の北山から紀伊半島まで実際
に出掛けて検分しました．しかし，直径が 100 m
もあるアンテナを設置する平地は，当然ながら既に
宅地や農耕に使われています．数十年にわたって周
辺の状況が変化しないことも重要で，国有林を借り
られないかと考えました．結局，灯台下暗しで，京
都大学の宇治キャンパスから比較的アクセスが良
い，信楽町の国有林の山中に建設地を求めることが
できました（図 8）．MU レーダーに先立って 1977
年から同所に小形の流星レーダを運用していた経験
が役立ったのに加え，地元の理解と熱心な誘致のた
まものです．

MU レーダーは設計当時に最新技術であった，ア
クティブフェーズドアレーを採用しています．つま
り，直径約 100 m の円形アレーを構成する 475 基
の 3 素子直交八木アンテナのそれぞれに半導体化
した送受信機を備えていて，送受信アンテナビーム
を自由自在に走査できます．30 年間に幾度かの改
修を行い，25 チャネルのディジタル受信システム
も付加して，多種多様な観測に対応できるレーダと
なっています（図 9）．MU レーダーの技術を活用
して，インドネシアのスマトラ島に「赤道大気レー

ダー（EAR）」，南極昭和基地に PANSY レーダが建
設されました．また，筆者らは EAR を増強した「赤
道 MU レーダー（EMU）」をインドネシアに建設
する計画を推進しています．これは日本学術会議が
審査した大型研究プロジェクトのマスタープラン，
更に，文部科学省によるロードマップ 2014 に採択
されました．

  7  むすび
大学院生の頃から 40 年近く研究のために信楽に

通っていますが，今回改めて観光の対象として街を
探索する機会を得て，これまで聞きかじりだった知
識を少し深めることができました．皆さんも是非と
も信楽にお越し下さい．きっと癒やされますよ．

■ 参考
　京大生存研では毎年秋に MU レーダーの見学ツアーを開
催しています．是非御参加下さい．http://www.rish.kyoto- 
u.ac.jp/mu/openhouse14/
　信楽での各種イベント等は信楽町観光協会の HP を御参
照下さい．http://www.e-shigaraki.org/
　また，信楽の案内マップは下記の信楽 GIP が提供する HP
にもあります．http://www.s-gip.com/map/

津田敏隆 （正員）
昭52京大大学院工学研究科修士了後，
京大に奉職し，電波・光を用いた大気環
境計測技術の開発並びに大気力学過程の
研究教育に従事．赤道大気のフィールド
観測を1980年代から実施し，インドネ
シア等への渡航回数は約200回を数え
る．現在，京大生存圏研究所教授・所長，
日本地球惑星科学連合・会長．

図 8　MUレーダーの鳥瞰図（34.8541N,136.1055E） 図 9　MUレーダーのアンテナ面
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  	はじめに
我が国の衛星放送は現在 B-SAT（（株） 放送衛星シス

テム）の衛星 3 機により，20 事業者以上で 30 を超え
るサービスを安定に提供している．この安定な衛星放送
実現までには，一難去ってまた一難の，長い苦難の道の
りがあった．筆者は放送衛星に，まだ実験準備時期の
1973 年から B-SAT の 3 機体制が確立した後の 2013 年
までの 40 年間にわたり，NHK 及び B-SAT において研
究，開発，調達，運用などで関わり続けてきた．

その前半の 20 年間を要した安定な実用衛星放送実現
までの各段階だけでも，様々な方々が尽力されたが，筆
者も新人研究者の時代から，衛星調達プログラムマネー
ジャ（以下プロマネ）としてまで，この過程に関わった
ことから，筆者自身が体験した苦難の道のりとして，限
られたページ数で可能な範囲で御紹介したい．

  	実験用BSの打上げ
テレビ放送の山間地や離島での難視聴を解消するた

めには放送衛星の利用が有効であることから，1965 年
に NHK は自前の放送衛星構想を表明し，放送衛星技術
の早急な研究，開発を目的として，東京大学宇宙航空研
究所のロケットでの打上げを目指した衛星の製作，試験
まで実施したが，ロケットの打上げ失敗が続き，製作し
た衛星の打上げには至らなかった．

また，実用とする衛星の製作，打上げは一企業の負担
としては過大であることから，気象，通信，放送などの
実用衛星の開発，打上げを国のプロジェクトとして一元
的に行う NASDA（現 JAXA）が 1969 年に設立され，
12 GHz 帯の実験用放送衛星 BSE（後に BS に改称，以
下 BS は全て旧 BSE，図 1）を 1976 年度めどで開発し，
打ち上げることが決定した．

衛星の設計・開発過程は概念レベルから詳細レベルま
で幾つかのフェーズに分けられる．各フェーズの分け方
や名称は開発する衛星の技術レベル，開発機関などに
よって異なるが，BS では実施の可能性を検討する「概
念設計」，設計要求仕様を確定する「予備設計」，実際の
製作のための技術開発モデルの製作・評価も含めた「基
本設計」，部分的な最終見直しのための「詳細設計」に
分けて，郵政省（現総務省）で予備設計までを実施，

1973 年 11 月に NASDA に移管し，翌年 1 月に東芝／
GE（General Electric）社を選定して基本設計以降に
進んだ．

衛星放送実現の課題となる安価な家庭用の 12 GHz 帯
受信機については，NHK の技術研究所が画期的な立体
平面回路方式を開発し，カナダの通信技術衛星 CTS で
の衛星放送受信実験にも提供した．また，家庭用受信機
を使用可能とするためには衛星からも高出力での送信が
必要であるが，12 GHz 帯の高出力電力増幅器で衛星に
搭載可能なものは進行波管と呼ばれる高効率の真空管を
用いた TWTA（Traveling Wave Tube Amplifier）で
あり，この開発も重要であった．

一方，筆者は 1973 年 6 月から 1 年間，NHK の人事
本部付海外留学で，米国西海岸の Hewlett-Packard 社
で，やはり CTS 受信実験用のマイクロ波 IC での衛星放
送受信機開発チームに加わっていた．そして，その滞在
期間中，1973 年末に開始した BS のメーカ選定のため
の調査や筆者が滞在していたパロアルト近郊の TWTA
用真空管開発・製作メーカの調査などの一部，1974 年
初めから開始した NHK の技術研究所の専門家を中心と
した技術者が東海岸の GE 社工場に長期出張滞在しての
BS の中継器技術開発モデル製作など，BS 開発における
初期立ち上げ時の重要な機会に立ち会うことができた．

筆者の帰国した時期，BS は基本設計を開始していて，
NHK では技術研究所が中心になって BS プロジェクト
を組織し，BS 開発，実験準備に取り組み始めた頃で，

1974 年 8 月から筆者もこの
プロジェクトに加わった．

BS は打上げ準備の都合で
当 初 の 計 画 よ り 遅 れ て，
1978 年 4 月 に Delta2914
ロケットにより米国東部射
場から打ち上げられ，開始
し た BS 実 験 は NASDA が
管制関連実験，電波研究所

（現 NICT）及び NHK が送
受信関連実験を主に担当し
た（図 2）．BS は成功裏に
打ち上げられたが，安定な
実用衛星放送実現までの長
い苦難の道のりはここから

衛星放送実用化の道のり
─ 安定な衛星放送システム実現までの苦難の道 ─

ワイリサーチ　横山正基　Seiki Yokoyama

図1　BS外観図
（提供：JAXA）
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始まった．

衛星の姿勢喪失
BS の姿勢制御方式は衛星固定直交座標系の 3 軸それ

ぞれを制御する三軸安定ゼロモーメンタム方式と呼ばれ
るもので，各軸用にリアクションホイールと呼ばれる
ジャイロのような装置を備えて，各軸回りの姿勢変動発
生に対応して通常はゼロであるそれぞれのホイールの速
度を増減し，その反作用で精密に 3 軸の衛星姿勢を制
御するものであった．

また，衛星の軌道制御では，充填後加圧してタンクに
搭載している推進薬を噴射するスラスタと呼ばれる小形
ロケットを，衛星が回転しないように対で噴射するが，
このスラスタを，衛星を回転させる組合せで噴射して姿
勢制御も行えるシステムであった．

1978 年 6 月 27 日，衛星が東経 110 度の定位置に静
止して約 2 か月後の打上げ後 2 回目の南北方向軌道制
御時，スラスタ噴射直後に衛星姿勢が大きく乱れ，衛星
の三軸姿勢喪失，すなわち，衛星が引っ繰り返る事態が
発生し，12 時間後に復旧した．まだ中継器実験開始前
であった．このときの原因はスラスタ噴出ガスの想定以
上の広がりが太陽電池板に衝突し，じょう乱トルクを発
生させたためであった．

更に，1979年11月3日，各軸用に3基あるリアクショ
ンホイールの一つ，軌道面垂直のピッチ軸回り制御用リ
アクションホイールが突然停止し，姿勢喪失に至った．
このときは，ホイールに代えてのスラスタでの制御が長
時間の連続自動噴射となり，軌道位置に影響して大きく
定位置から外れ，元の位置に戻すのに何日もかかる結果
となった．

1980 年 3 月 19 日には，東西方向軌道制御時に姿勢
変動が発生し姿勢喪失となった．これはスラスタの異常
噴射によるもので，推進薬タンク内の圧力剤との隔壁膜

に推進薬が反応，分解し，推力低下で，対で噴射するス
ラスタの不平衡が発生したと推定された．

これらの姿勢喪失で放送波が途絶えても受信者はま
だほとんどおらず，問合せもなく，衛星放送が普及する
までの道の遠さを感じさせられたものであった．

全国各地で受信レベル変動発生
NHK 独自の BS 実験項目に全国の受信モニタ局での

受信状況を分析する，というものがあった．これは，各
受信モニタ局での受信レベルの変動状況から衛星の送信
アンテナ方向変動状況を把握し，その変動要因を解析す
る実験で，BS の実験放送開始とともに，全国の受信デー
タが渋谷の NHK 放送センターで収集された．

この受信状況については，かなりの変動が存在し，毎
日昼過ぎ頃に現れる変動では時には受信不能となるほど
のものもあることが判明した．

全国での受信電界は衛星の姿勢，すなわち，衛星搭載の
送信アンテナ方向が変動すると，図 3 に示すように想定
するサービス領域に対する送信アンテナ利得パターンが
移動してしまうため，アンテナ方向変動に対応したパター
ンの移動による利得変動分だけ受信電界が変動する．

そこで，全国の受信電界変動の相関状況から衛星搭載
送信アンテナ方向の変動状況を解析したところ，ヨー回
転，すなわち衛星から地球中心方向軸回りの回転が特に
大きいことが推定できた．

NASDA 取得の姿勢テレメトリーデータには該当する
変動はないため，電波研究所，NASDA，NHK から成る「受
信レベル変動要因検討会」が設置され，東芝の協力も得
て，テレメトリーデータ，衛星製作時データ，受信デー
タとその処理結果で原因究明を行い，アンテナ方向変動
要因を特定して実用衛星 BS-2 の設計改善に反映した．

特定した各種変動要因のうち，BS-2 設計改善に反映
した主なものは，放送用アンテナ反射鏡の急激な温度変

図2　 鹿島電波研究所BS主局前での各機関BS実験メン
バーの集合写真（後列右から4人目が筆者）

図3　 衛星から見たBS送信アンテナ利得パターンと衛星
姿勢変動発生時のパターンの移動方向
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化時の表裏温度差による熱ひずみ，地球からの赤外線ふ
く射を検知する地球センサの温度変化による検出誤差，
太陽方向の角度情報で衛星ヨー回転を検出する太陽セン
サが衛星公転位置によりヨー回転検出不能となる時間帯
での外乱トルク推定制御による姿勢誤差，などの影響が
ある．

TWTA故障で放送実験終了
BS のミッション部分である中継器（図 4）は，地球

局から送信される 14 GHz 帯の上り回線を受信して
12 GHz 帯に変換する受信部と，受信部出力を送信チャ
ネルごとに分けて TWTA で増幅した後に合成し出力す
る送信部から成る．

BS の送信チャネル数は A，B の 2 系統であったが，
搭載 TWTA 数はこの両系統専用のほかに，切換で共通
予備にできる R 系統との計 3 基であった．

これらの TWTA のうち，実験開始 1 年後の 1979 年
6 月 8 日に，まず B 系統の動作が停止した．原因の結
論は出ないまま，更に 1 年後の 1980 年 5 月 19 日に R
系統，6 月 17 日に最後の A 系統が停止し，BS からの
放送波送信は不能となった．

TWTA の電源部高圧発生回路の充填剤内部のクラッ
クが原因で放電が発生したもの，と結論付けられたが，
故障発生時期は 3 基とも，TWTA 取り付けパネル温度
が 1 年で最も高くなる夏至の直前の時期で，衛星温度
環境の厳しさ，熱設計の重要性を予告していた．

搭載 TWTA が全て故障し，中継器系実験は終了となっ
たが，管制制御実験は，それから 2 年後の 1982 年 1
月 23 日に推進薬枯渇で制御終了となるまで継続した．

姿勢制御用ホイール故障
衛星の 3 基の制御用ホイールのうち，前述のピッチ軸

回りホイール停止の翌日，軌道進行方向軸であるロール
軸回りホイールも停止し，これ以降，これら 2 軸につい
ては，姿勢変動が一定値に達した時点で，スラスタ噴射
で姿勢を元に戻す制御となったため，制御精度は粗くな
り，また，太陽光ふく射圧による外乱トルクの極性も半
日で反転するため，各地の受信レベルはスラスタ噴射間

隔の数分周期と，極性反転による 1 日周期変動の合成で，
受信地によっては数 dB の幅で変動することとなった．

ホイール停止の原因についてはベアリング故障も疑わ
れたが，1980 年 3 月 19 日の姿勢喪失時にピッチ軸用が
突然回復した．ただし，ロール軸用についてはその後一
時的な回復の兆候はあったが，そのままで，6 月 17 日に
最後の TWTA の故障が発生し，放送実験は停止した．
原因はホイール駆動電子回路の不具合と結論された．

  	実用衛星BS-2a，2b打上げ
BS での不具合の経験から，本放送用 BS-2（図 5）に

ついてはピッチ軸回りホイールの常時高速回転による
ジャイロ剛性で姿勢安定を得ることでヨー姿勢センサ
が不要なバイアスモーメンタム方式の別メーカの衛星
も候補となったが，最終的には BS での経験を生かすた
め BS と同規模衛星でメーカも BS 時の東芝／ GE 社と
なった．

また，BS-2 や CS-2 などの実用放送衛星や通信衛星
を管制する通信・放送衛星機構（TSCJ，現 NICT）も
設立され，衛星製作・打上げは TSCJ 経由で NASDA に，
運用は TSCJ に委託する体制が出来上がった．

君津の TSCJ 衛星管制センター，NHK 放送センター
内の衛星運用センターの建設など，BS-2a 打上げの準備
は着々と進み，1984 年 1 月に N-2 ロケットにより種子
島から無事打ち上げられた．

モノパルスセンサ不具合
BS-2a の姿勢制御では，ヨー回転検出不能時間帯があ

る太陽センサは予備として，地上管制局からの上り回線
受信で衛星姿勢を検出するモノパルスセンサが指向する
管制局方向と，地球センサが指向する地球中心方向のず
れを利用して，両出力の組合せでヨー回転を検知する運
用を現用とした．

ところが運用開始後，この運用での姿勢制御状況が設
計と異なっていることが判明した．これは，衛星の放送
用アンテナの近くに取り付けたモノパルスセンサ用アン
テナが地上での測定後に取り付けた多層断熱シートへの

導通で，管制局方向からの指向
ずれに対応する受信特性が変化
してしまったことが原因であっ
た．

BS-2 ではヨーの姿勢制御はこ
の組合せ運用となり，大きな受
信レベル変動の発生はもうない
ということで，全国の受信状況
確認のための受信モニタ局も主
要都市への設置だけであったが，
衛星の送信アンテナ方向変動の
影響が大きい離島への追加設置
が急きょ行われた．

図4　 BS用中継器，手前側3個の缶状部は
TWTAコレクタ電極放熱部

（提供：JAXA）
図5　BS-2外観図

（提供：JAXA）
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再びTWTA故障で試験放送に切換
BS で故障した TWTA については，重量を軽減して搭

載推進薬量を増やすために，BS 時の結合空胴形からヘ
リックス形に変更し，メーカも変更となった．

打上げ後の中継器系の初期機能確認試験で，共通予備
も含めた TWTA 3 基が問題なく起動され，本放送開始
の準備が整いつつあったが，1984 年 3 月 23 日に A 系
統が突然断となった．しかし，B，R 系統を用いて 2 チャ
ネル分の放送には問題はなかった．

ところが 5 月 3 日に R 系統の断が発生した．GE 社
での解析結果でも A，R 両系統の回復は絶望的と判明し，
本放送としての免許が急きょ変更され，1984 年 5 月
12 日，衛星第 1 テレビのみの試験放送を開始した．

不具合の原因は TWT 電子銃部の熱環境ということで
BS-2b 製作に反映された．

太陽電池発生電力の予想外の低下
試験放送開始後，全国の受信データの解析で，アンテ

ナ熱ひずみや地球センサ温度変化の影響によるアンテナ
指向方向変動対策の効果は確かめられたが，しばらくす
ると太陽電池発生電力低下が予測より速いことが判明し
た．ただ，TWTA は 2 基故障のため 1 チャネル送信で，
発生電力不足は問題にはならなかった．BS のときにも
発生電力実測値は，打上げ後 3 年目の後半ぐらいから
は明らかに予測値を下回っていて，宇宙放射線の影響に
よる太陽電池セル接続回路の絶縁ダイオードのショート
などが原因と推定された．ただ，BS でもこの時期には
TWTA は全て動作が停止しており，発生電力の予想以
上の低下については余り深刻には考えられなかった．

しかしながら，設計改善により不具合対応をしたはず
の BS-2a で同じ現象が発生したことから，更なる調査・
解析の結果，衛星をだ円軌道から静止軌道に投入した際
に 用 い た 固 体 燃 料 ロ ケ ッ ト AKM（Apogee Kick 
Motor）からの噴出物質が，折り畳んだ太陽電池板の縁
を汚染し，これが経時変化で光透過率を低下させ，全体
の発生電力を予測以上に低下させたと推測された．
BS-2b ではこの対策として，汚染される部分を太陽電池
板展開まで耐熱シートで遮蔽し，電池板展開時にこの
シートをロールスクリーンのように巻き取るシールド機
構を製作し取り付ける改修が行われた．

このシールド機構取り付けのための改修及びテスト
の最中で，BS-2b のシステムテストに入る直前の 1985
年夏，筆者は技術本部の衛星開発グループに異動となり，
GE 社でのシステムテストにも立ち会うこととなった．

そして，このシステムテスト立ち会い中の 1985 年 9
月，BS-3 の機種決定，すなわち，担当メーカ決定が行
われ，NEC ／ RCA 社提案の衛星が選ばれた．ところが，
BS-2b を種子島に搬入し，射場試験中の 12 月に，GE
社による RCA 社吸収，合併が公表された．

不具合対策反映のため半年遅れとなった 1986 年 2 月，
BS-2bはN-2ロケットで種子島から無事打ち上げられた．

姿勢制御用CPU故障，予備なし状態
打上げ後最初の夏至の少し前まで，BS-2b は順調で

あったが，1986 年 6 月 1 日に突然大きな姿勢変動が発
生した．このときは短時間で回復したが，6 月 3 日に再
発生して三軸姿勢喪失に至り，姿勢制御系の CPU を予
備系に切り換えて回復した．この CPU 不具合の原因は，
IC の偶発故障と結論付けられたが，以後，姿勢制御系
は CPU が予備なしの片肺飛行ということになった．

打上げ後の発生電力状況確認のため，NHK による引
取りは夏至を経た後の 7 月となり，BS-2a からの切換
はその 2 か月後の 1986 年 9 月に実施され，12 月から
2 チャネルでの試験放送を開始した．

予備衛星BS-2Xの打上げ失敗
1988 年 8 月，BS-2a は 4 年半の設計寿命を終えミッ

ション終了となった．そして，BS-2b で実施してきた試
験放送は予備機のない状態となり，打上げが 1 年延期
されて 1990 年 8 月打上げとなった BS-3a までは 2 年
間もあり，BS-2b の設計寿命もぎりぎりという状態で
あった．したがって，BS-3a 打上げ前に本放送に移行す
るためには別に軌道上予備機の確保が望まれた．

この頃，BS-3 製作社の GE（旧 RCA）社が米国の衛
星放送会社 STC 社から受注，製作していた衛星 2 機を，
STC 社親会社の衛星放送事業からの撤退で契約破棄，1
機は完成，1 機は完成直前の状態で，GE 社に保管中であ
ることが分かった．したがって，この衛星を改修すれば
短期間で軌道上予備機が得られるということで，契約締
結や各種審査に要する時間短縮のため，NHK が直接発
注することとし，NASDA の理解も得た．こうして，予
備衛星が 1989 年末頃に得られる見通しがつき，BS-2b
での試験放送は 1989 年 6 月 1 日に本放送となった．

BS-2X は 6 月にバス系，7 月に中継器系の設計改修内
容審査を実施し，8 月から改修作業や試験を開始した．こ
の時期から筆者は初めての NHK 発注の駐在として GE
社で10月の出荷前審査終了まで立会いを実施した（図6）．

1990 年 2 月，BS-2X は Ariane44L ロケットでギア
ナ射場から打ち上げられた．打上げ時，筆者は GE 社衛
星管制センターで立ち会い，射場からの中継映像と，管
制センターと射場とのやり取りをモニタしていたが，「美
しい軌跡を描いて上昇中」との実況中継にもかかわらず

図6　 工場搬出時のBS-2X衛星コンテナ前でGE社プロ
マネと筆者（左）



274 通信ソサイエティマガジン　No.32  春号 2015

打上げ後の状況がおかしいことが分かってきた．GE 社
担当者に打上げ失敗を確認した後も，ほぼ 1 年間の全
力での取組みが一瞬にして消えてしまったことの実感は
なかなか得られなかった．

発生後すぐ，ロケットの液体推進薬ブースタへの配管
に布切れが入っていた可能性が発表され，海中から回収
された機体からも布切れが発見されて原因が確定した．

BS-3Hで二度目の打上げ失敗
BS-2X の 打 上 げ 失 敗 の 4 か 月 後 の 1990 年 6 月，

NHK は STC 社用に製作・保管されていたもう 1 機の
衛星を BS-3H として購入契約し，更に 10 か月後の打
上げを目指してプログラムを再スタートした．

1991 年 4 月，今度は Atlas-Centaur ロケットでケー
プカナベラルから打ち上げたが，2 段目の点火失敗でま
たもや長期間の取組みの結果が一瞬にして消えることと
なった．原因は 2 段目の設計上の問題とされたが，改
善を行った次の打上げでまた失敗し，再調査の結果，燃
料タンク洗浄法に問題があった可能性が高いとして作業
内容を改善，以後の事故の発生はなくなった．

  	綱渡りでBS-3a，3bに移行
BS-3 衛星（図 7）は NHK の技術研究所が開発を指

導した TWT の使用が大きな特徴であったが，更に，送
信アンテナ指向精度向上のため，放送用アンテナと反射
鏡を共用して地上からの上り回線を姿勢制御用に受信す
るミッション共用 RF センサと呼ばれる姿勢センサを地
球センサに加えて搭載することも特徴の一つであった．

しかしながら，この RF センサは設計・開発の最終段
階で NEC から搭載用としての実現が困難になったとの
報告がなされ，代わりに NHK 開発の受信モニタ局デー
タによるアンテナ方向決定システムで指向精度要求を満
足させることとなった．

ユーザの設計審査会出席拒否
GE 社での最初の設計審査会となるバス系基本設計審

査会開催にあたり，GE 社は
ユーザである NHK，JSB（現
WOWOW），TSCJ の参加に
強硬に反対した．ユーザが設
計審査をできるわけがない，
必要以外の者を参加させられ
ない，ということだった．

BS-2 までの経緯から参加
は必要とするユーザ側と対
立したが，妥協案として，
セレモニー部分と概要報告
以外は NASDA が審査会終
了後にホテルで審査会状況
をユーザに報告し，質問を

受けて，説明できない場合は翌日 NASDA から GE 社に
質問をする，ということになり，NASDA にとってかな
りハードな毎日となった．

GE 社は TWT が NEC 製に，ロケットも国産に，プ
ログラム開始後に AKM も日産製に変更するという状況
から，設計ノウハウの日本への流出を非常に警戒してい
て，ユーザの審査会参加などは到底考えられなかったよ
うであったが，実際の審査会での実績で GE 社も必要性
を認め，その後の審査会ではユーザはオブザーバとして
出席し，直接質問をしてもよいことになった．

発生電力不足判明
1990 年 8 月，BS-3a は H-1 ロケットで種子島から打

ち上げられ（図 8），静止軌道投入も順調であったが，
太陽電池板展開後に発生電力が予定の 4 分の 3 である
ことが判明した．この不具合は衛星製作中に行った太陽
電池板の配線変更時の作業ミスが，作業後の照射確認試
験を行わない手順であったため，軌道上で太陽電池板を
展開した後に初めて判明したというものであった．

この発生電力不足の影響についての GE 社の解析では
BS-3b 打上げまでは発生電力最低の夏至でも JSB も加
えた 3 チャネル運用は大丈夫，とのことであったが，
運用開始後 1 年もたたないうちに想定以上の太陽フレ
アの影響で，3 チャネル運用は最初の夏至でも無理な見
通しとなり，寿命期間を過ぎて役目を終了していた
BS-2b を夏至前後の期間に再使用する事態となった．

BS-3a での不具合も踏まえた製作・試験の後，1991
年 8 月に H-1 ロケットで種子島から打ち上げられた
BS-3b に不具合はなかったが，BS-3a とは送信可能チャ
ネル周波数が異なるため，JSB はチャネル周波数を変更
してハイビジョン放送と共に BS-3b からの送信となり，
BS-3a，3b 各 2 チャネルずつの放送となった．

補完衛星BS-3Nで初めての国際入札
BS-3a，3b ともに打上げには成功したが，BS-3a の

発生電力不足のため，完全な現用，予備機体制とするた
めには更に補完する衛星が必要であった．

BS-2X，BS-3H の失敗により，放送衛星として出来
上がっている衛星，いわば在庫衛星はもう世の中になく
なってしまい，再打上げ衛星は新規製作でなければなら

図8　 種子島でBS-3a 用ロケット準備立会時，H-1 機体
前でユーザ参加者（左から4人目が筆者）

図7　BS-3外観図
（提供：JAXA）
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ないこと，BS-3H を契約した 1990 年 6 月には米国の
スーパー 301 条適用で，日本も国の衛星は国際入札に
なったことなどの状況から，NHK も補完衛星について
は国際入札で調達することの検討を開始した．

補完衛星の必要性が郵政省にも認められたことから
BS-3N（図 9）として国際調達作業はスタートし，
1992 年 1 月に入札のための調達企画を発表した．

NHKとしては衛星の国際入札は初めての経験であり，
INTELSAT，AUSSAT や，やはりスーパー 301 条対応
のため直前の 1991 年に国際入札を行った NTT などの
入札基準を参考にした．特に世界の大手衛星メーカから
入札のやり方や結果に苦情が来ないよう，世界標準とも
言える NASA の評価基準に最大限準拠するようにした．

そして GE（現 LM（Lockheed Martin））社を 1992
年 9 月に選定，11 月に契約締結し，1994 年 7 月に
Ariane 44L ロケットによりギアナ射場から成功裏に打
ち上げて，NHK 独自調達衛星としては BS-2X，BS-3H
の失敗後の三度目の正直となった．

筆者は BS-3N のプロマネを設計審査終了まで務めた
後，1993 年 1 月から BS-3 の次の BSAT-1 衛星調達の
プロマネとして国際入札の準備を開始し，同年 4 月の
B-SAT 設立とともに B-SAT に出向した．

  	安定な衛星放送体制確立
BS-3a，3b は補完衛星 BS-3N とともに安定な放送サー

ビスを提供した後，補完衛星なしの安定な運用体制が確
立した B-SAT の BSAT-1a，1b にサービスを引き継い
で 1998 年にミッションを終了した．

NHK 独自の衛星放送研究から BS-2a で 1984 年に世
界初の実用衛星放送を開始するまでの NHK の研究，開
発の技術的功績が「25 年以上，国際的に高評価を受けた」

として IEEE マイルストーンに認定され，BS-2a の打上
げから 27 年後となる 2011 年 11 月に，NHK は BS-2a
実現に関わった電波研究所，NASDA，TSCJ，東芝，
GE 社，NASA とともに，表彰を受けた．

IEEE から NHK への認定銘板贈呈式当日，BS-2a ま
でに関わり苦労した多くの方々が NHK 技術研究所に集
まり，現在の安定なサービス状況に隔世の感を深くした

（図 10，11）．

  	おわりに
安定な衛星放送システム実現までの道のりを振り返

ると，異常や不具合などの分野は中継器系やバス系の各
種サブシステムから打上機までと，かなりの広範囲で
あった．これら一つ一つに詳細に関わり，解決し，日本
の放送衛星技術として開発，運用してきた結果として，
今日の安定な衛星放送の実現がある．

文中では余りに関係者が多いため個人名は全て省略
したが，この間に大変な御苦労をされてきた，若しくは
苦労を御一緒させて頂いた関係の各機関，各企業の方々
に感謝するとともに，現在の安定なシステムをベースに
更なる我が国の衛星放送の発展を願う次第である．

図9　BS-3N外観図
（提供：LM 社）

図10　 IEEEマイルストーン認定銘板碑
前で（左から筆者，元NASDA･ 
GE社駐在，元東芝プロマネ）

図11　 IEEE マイルストーン記念祝賀会
にて（右端が筆者）

横山正基 （正員）
1970東大・工・電子卒，同年NHK入局，
静岡局（技術運用），1973人事本部付（米
HP社：衛星受信機開発），1974技研（BS
プロジェクト），1985 技本（衛星開発），
1993技術局付（B-SAT：BSAT-1調達），
1998TV 中央送信室（衛星・地上 TV送
信運用），2001技研（放送衛星研究企画），
2003B-SAT 転籍（アップリンク運用，
B-SAT20 年史編纂），2013 退職，ワイ
リサーチ（放送衛星コンサル），博士（宇宙電子工学），JSASS正
会員，IEEEライフメンバー，AIAAシニアメンバー．



1  はじめに
筆者は現在スリランカから日本に留学をしている学生

である．日本に来て 6 年になった．現在，宇都宮大学大
学院工学研究科の博士前期課程 1 年生として勉強してい
る．筆者が留学に至った経緯や，留学を通して経験した
日本，そして今後の計画について記していきたいと思う．

2  日本への留学のきっかけ
筆者は来日する前にスリランカのモラテュワ国立大学

で通信分野について勉強していた．通信分野の基本的な
ことはスリランカの大学でも勉強できたが，専門的なこ
とをより深く学び，また研究するためには設備などの面
で困難と考えた．そこで，高い技術力でアジアだけでな
く世界をリードする日本へと留学することを決心した．
日本人はスリランカの文化や習慣に理解があると思い，
そのような日本社会で工学分野の優れた技術者になれる
と信じ，全く未知の新しい世界へ行くことを決意した．

3  いざ日本へ！
平成 20 年 4 月 2 日，筆者に新たな夢と希望を持たせ

てくれて人生を大きく変えた日である．成田空港の出口
を出た筆者の目の前に現れた風景に，また，体に感じた
春の涼しい風に筆者はただただ感動していた．空を支え
ているかのような高層ビル，美しい桜で飾られたきれい
な道路，それらを走り抜ける最新型の自動車，見たこと
のないほどの明るさで輝く電気街などを見て驚いた．子
供のとき，スリランカのテレビで放送されていた NHK
ドラマ「Oshin」をよく見て想像した日本のイメージ，
これが最初の 1 日で逆転してしまった．駅や電車に関
しても，あれほどの人数が毎日使用していても，とても
きれいなままであることに驚いた．先進国ってこんなに

すばらしいものなのかと思った．
来日当初は日本語が全く話せなかったが，それでも自

分が身振り手振りで言いたいことを伝えると，それを一
生懸命理解しようと努力してくれた人たちのことを今で
も思い出す．何かの手続きのために役場に行ったとき，
道に迷って交番を尋ねたとき，また何か商品を買いに店
に行ったとき，役場の方，警察官，店員さんに何回も助
けられた．1 日中仕事をして疲れていても，なぜか毎回
笑顔で応対してくれる．母国ではめったに目にすること
ができないこの雰囲気こそが，豊かな日本を支えている
根本なのではないかと思った（図 1）．

4  始まった日本での生活
筆者は最初の 1 年間は東京で日本語の勉強をした．

その後，母国とは完全に異なった寒い気候である，北海
道の苫小牧工業高等専門学校に編入学した．地方での留
学生としての寮生活や，慣れない日本語での専門科目の
授業は大変だったが，先生方や友人たちの協力もあり，
時間の経過とともに学んだ科目で優秀な成績を修めるこ
とができた．

苫小牧にいたとき，勉強以外にも様々な経験を味わう
ことができた．特に，母国で雪
は全く降らないため，初めて雪
を見たときは感動した．母国で
は絶対に経験ができないス
キー，スケートなどのスポーツ
ができてよかったと思う．高専
祭をはじめ，高専でのいろいろ
なイベント，札幌の雪祭り，北
海道の冬などは心に一生残る
だろう．苫小牧の市民，小中学
生や苫小牧東ロータリークラブ
との交流で身に付けた貴重な
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図1　日本事情の授業で
浴衣を着た際の
写真．



経験はお金で買えないものだと思う（図 2）．

5  大学での留学生活へ
「母国で学べない新しい技術を身に付け，帰国する」と

いう強い目標を持って来日した筆者は，高専で勉強する科
目の中でも特に情報通信分野の勉強に励んだ．その後，
情報通信分野について深く学び，研究するために，宇都
宮大学の情報工学科に編入学した．学部のときは情報通
信に関する基本的なことを勉強することができた．また，
その分野について更に深く学習するために大学院に進学
することを決めた．筆者は今，無線通信の中で OFDM シ
ステムに関する研究をしている．OFDM とは Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing の略であり，現在最も
注目され広く用いられている無線変調方式の一つである．

研究のほかにも研究室で様々なイベントがある．運動
会，忘年会などのイベントが毎年行われている（図 3）．
積極的にそれらのイベントに参加することで自分の世界
を広げることができた．先輩と話せる機会が少ないので，
イベントに参加することで自分の将来の計画をうまく立
てることができる．

いつも一緒にいてくれる家族や友達がいないのは不
安なものである．家族や友達が「近い存在」であればあ
るほど，離れたときの寂しさは大きい．筆者も初めて日
本へ留学する際，家族から離れたときの気持ちは言葉で
表せない．休みのとき，電話で長い時間，家族と話をす
るととても落ち着く．国のこと親戚のことなどを知るこ
とができて幸せになる．

平日は学校の勉強に注力し，休みのときは勉強から離
れて運動をする．筆者はクリケットというスポーツが好
きで，休みのとき，友達または先輩と一緒に遊ぶ．これ
も日本での大切な思い出となっている．

6  今後
世界最高水準の高度な技術を持っている日本への留

学の最終的な目標として，筆者は大学院の博士後期課程
まで進学したいと考えている．その後，日本で学んで身

に付けた知識や技術を国に持ち帰って，より多くの人に
伝えられるように母国の大学の教師になりたいと思って
いる．そのためには，大学院在学中に今まで以上に充実
した研究を行い，人に教えられるような専門的知識を身
に付けなくてはならない．

筆者は身に付けた日本の技術を母国に導入し，スリラ
ンカの通信技術を発展させ，国民の生活を助け，支える
仕事に心血を注ぎたいと思っている．また，スリランカ
全土にインターネット環境を整備することができたら，
様々なビジネスが活発化し，人々の生活を支えることに
つながると考えている．

更に，日本の友人や留学生の友人及び恩師を大切に
し，交流を継続することで，日本との学術交流や友好親
善に寄与できるように努力していきたい．筆者が今まで
学んできた日本の独特な文化や大切な習慣などをスリラ
ンカに紹介し，日本とスリランカの架け橋としての役割
を果たしていきたいと強く考えている．

30 年間にわたる内乱に巻き込まれていた母国スリラ
ンカでは，いまだ様々な経済的，社会的な問題がある．
その中で経済的に勉強が困難な学生を支援する奨学会を
設立し，優秀な学生を日本へ留学させる道筋を作るのが
筆者の夢である．

Salgado Chamara  
Sasanka 　
2007D.S.SenanayakeCollege-Sri
Lanka（高校）を卒業．2008日本へ留学．
2009日本語学校（東京日本語教育セン
ター）卒．2009-04 から苫小牧工業高
等専門学校3年次編入．2012宇都宮大
学情報工学科3年次編入．2014現在同
大学院修士1年生として在籍．無線通信
の方式であるOFDMに関連する研究を
している．将来は，無線通信に関連がある企業に勤めたいと考えている．
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から学べ！
図 2　苫小牧ロータリークラブと一緒にボランティア活動

（ゴミを拾うときの写真）

図 3　大学の研究室の仲間との生活（運動会，集合写真）．
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また参加者と来場者から「力作がそろっており，大変
にすばらしいです．皆さんの努力が未来をひらくことを
期待します」，「とても斬新な企画です．学生さんが生き
生きしています」，「動くものが展示されている発表は活
気を感じ楽しく見させて頂きました」，「とても刺激にな
りました」，「今後も是非続けて下さい」などなどうれし
いコメントと温かい激励の言葉も聞かれました．

最後に，展示学生諸君の御努力，来場者からのコメン
トや温かいアドバイスに深く感謝致します．

2014 年度から無線電力伝送研究会は常設研究会（一種研）として新たにスタートしました．幕開け活動の一環として，
将来の電力伝送技術開拓を支える若手研究者，学生をもの作りの観点から育成することを目指した「大学高専発ワイヤレス
電力伝送システムと要素技術のモデル設計試作」を 2014年ソサイエティ大会にて企画セッションとして開催しました．大
学・高専の学生たちによる手作りモデル作品の設計やキーコンポーネント試作測定結果をプレゼンテーション発表し，作品
を実演しました．
9月 24日午前中半日の企画セッションで，大学と高専から 12件の実機展示で，延べ 70名ほどの来場者があり，大変
な盛り上がりを見せました．その中から，56件の投票により，下記 3件の優秀賞が選ばれました．

2014年電子情報通信学会ソサイエティ大会WPT研専企
画セッション「BI-8 大学高専発ワイヤレス電力伝送システ
ムと要素技術のモデル設計試作」

受賞者及び参加者

最優秀賞：水槽内を遊泳する観賞用魚ロボットへの無線
電力供給

　　　　　　伊藤竜次・澤原裕一・石崎俊雄（龍谷大）・
粟井郁雄（リューテック）

優 秀 賞：受電体の角度変化に対応した共振型無線電力
伝送システム

　　　　　　山本輝彦・宮本　亮・石崎俊雄（龍谷大）・
石田哲也（WaveTechnology）

優 秀 賞：GaNFET を用いた 6.78MHz 直流共鳴方式
ZVSE 級ワイヤレス給電の検討

　　　　　　吉川　徹（同志社大）・細谷達也（村田製作
所）・藤原耕二（同志社大）

WPT企画セッションにて御発表を頂いた題目と発表者
BI-8. 大学高専発ワイヤレス電力伝送システムと要素技術のモデル設計試作

（無線電力伝送研専）
9月24日　 9:00～12:00　工学部共通講義棟　K309　座長　袁　巧微（仙台高専）

BI-8-1 ダイバーシティ合成を用いた近傍界無線電力伝送システム
○丸山　駿・大尻勇気・陳　強（東北大）・阿部晋士・袁　巧微（仙台高専）

BI-8-2 1 kW 7 MHzリアルタイム負荷追従インピーダンス自動整合回路
○斉藤　彰・佐藤翔一・水谷　豊・坂井尚貴・大平　孝（豊橋技科大）

BI-8-3 マイクロ波による車両給電システムの小型展示モデル
石川峻樹・黄　勇・◎松室尭之・塚本　優・西村貴希・後藤宏明・三谷友彦・
篠原真毅（京大）

BI-8-4 磁界共振結合ワイヤレス電力伝送における二次側コンバータを用いた負荷電圧
制御手法の実験検証
○郡司大輔（東大 /日本精工）・佐藤　基（東大 /東洋電機製造）・居村岳広・
藤本博志（東大）

BI-8-5 受電体の角度変化に対応した共振型無線電力伝送システム
○山本輝彦・宮本　亮・石崎俊雄（龍谷大）・石田哲也（Wave Technology）

BI-8-6 2 MHz・2 W級無線電力駆動ミニ四駆 
─ インピーダンス整合による整流回路の高効率化および送受信素子の小型化─
○阿部晋士・鈴木暁士・袁　巧微（仙台高専）・大尻勇気・陳　強（東北大）

BI-8-7 マイクロ波無線電力伝送用GaNショットキーダイオード
○藤原諒太・劉　強・李　柳暗・板井勇樹（徳島大）・大野泰夫（レーザーシステム）・
敖　金平（徳島大）

BI-8-8 GaN FETを用いた6.78 MHz直流共鳴方式ZVS E 級ワイヤレス給電の検討
◎吉川　徹（同志社大）・細谷達也（村田製作所）・藤原耕二（同志社大）

BI-8-9 ワイヤレス送電におけるフラクタルの適用効果（その2）
○石川裕規・桑原義彦（静岡大）

BI-8-10 家庭用太陽光発電の電力引き込みに向けたスパイラルアンテナを用いた壁越し
給電
○中村圭吾・深沢翔平・平山　裕・菊間信良・榊原久二男（名工大）

BI-8-12 水槽内を遊泳する観賞用魚ロボットへの無線電力供給
◎伊藤竜次・澤原裕一・石崎俊雄（龍谷大）・粟井郁雄（リューテック）

BI-8-13 ディスクリピータを用いた非接触ケータリング給電
◎生田祐也・澤原裕一・張　陽軍・石崎俊雄（龍谷大）・粟井郁雄（リューテック）

大学高専発
ワイヤレス電力伝送システムと
要素技術のモデル設計試作
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B-plus オープン化
通信ソサイエティ編集長  中里秀則

Hidenori Nakazato

電子情報通信学会通信ソサイエティマガジン
B-plus は 2007 年 6 月に創刊し，以来約 8

年が経過し，今号で 32号を迎えました．
B-plusは当初，通信ソサイエティ会員に向けてのサー

ビスであるとともに，非会員に情報通信技術に興味を
持ってもらうことも目的として刊行が開始されました．
したがって，電子情報通信学会誌よりも読みやすい記
事，興味を持ってもらえる記事を心掛けて編集が行わ
れてきました．学会は，研究者や技術者が相互に支援
する組織であり，様々な社会的機能を持ちます．論文
誌，いわゆるジャーナルを発行し，研究者がその成果
を発表する場を提供することや，研究会での会員相互
の意見交換も学会の機能ですし，会誌や B-plus のよ
うな情報共有もその機能です．学会のもう一つの機能
として，その学会がカバーする学術領域，技術領域の
発展を支援するという機能があります．その学術・技
術領域の意義，重要性を社会に認識してもらい，社会
にその領域の発展を後押ししてもらえるようにするこ
とです．社会的に意義，重要性を認められた結果，研
究者・技術者人口が増え，またその学術・技術領域に
注がれる投資も増えることになります．この点でも，
B-plus は一定の役割を担ってきました．
人口減少や理科離れにより，理工系の卒業生数が

減っていますが，その中でも，情報通信系の卒業生は
減少幅が大きいようです．パソコン，インターネット，
携帯電話が普及し，コンピュータやネットワークは空
気のように当たり前のものになりました．その特殊性
が薄らぐに従い，これからキャリアを積んでいこうと
する若い人たちの間で，情報通信技術に対する興味が
薄れてきたのではないでしょうか．
その一方で，あらゆるものにコンピュータが組み込

まれ，それらがネットワークに接続されるようになっ
ており，情報通信技術者に対する高い需要は継続して
います．情報通信技術を守備範囲とする学会としては，
需要に見合う人材が供給されるような，社会からの情
報通信分野への後押しがもらえるように，努力をする
必要があります．
2013 年冬号（第 27号）に掲載したアンケートの結

果にもあるように，これまで B-plus は，一般読者向
けの販売も行ってきましたが，主たる読者は電子情報
通信学会通信ソサイエティの会員でした．また同じア
ンケートの結果から，B-plus に掲載している記事は高
く評価されていることが分かります．会員の皆様から
様々な折に頂く御意見も好意的なものであります．
そこで，評価の高い B-plus をインターネット上で
無料公開し，通信ソサイエティの学術領域，技術領域
に関する一般の方々の関心を高め，その分野の研究開
発の意義，重要性に対する社会からの認識を拡大する
ことを目指すことと致しました．せっかくの良い記事
が，会員にしか読まれないのはもったいないですし，
その良い記事を活用して社会の関心を高めることが，
間接的で，時間は掛かるかもしれませんが，通信ソサ
イエティの学術領域，技術領域，そして何よりも会員
の皆様への利益となるのではないかと思います．
電子媒体での発行には様々な利点があります．以前
の巻末言で，当時の編集委員長が言及していますが，
紙媒体での発行には多くの費用が掛かることもあり，
和文，英文の論文誌が全て電子化され，紙媒体での配
布がなくなりました．B-plus も電子化により発行のコ
ストを削減ができます．また電子化により，学会から
の情報発信だけではなく，読者からのフィードバック，
あるいは更に一歩進めてインタラクティブなコンテン
ツとする可能性もあります．検索性も良くなります．
更に，重い冊子を持ち歩く必要もなくなります．一方
で，電子化の欠点と考えられるものとして一覧性の悪
さがあります．
今後，B-plus は主として電子的に配布を行うことと
なります．一覧性の欠点に対処するため，必要な読者
の方々には，若干の料金を頂戴しますが，冊子体での
販売もオプションとして継続します．冊子体は，読者
の拡大のためにも活用する予定です．また，電子情報
通信学会誌から会告ページがなくなったことに対する
対応として，通信ソサイエティとしては会告に変わる
ものをB-plus に掲載していく予定です．
今後とも B-plus をお引き立てのほどよろしくお願
い致します．

巻 末 言

Afterword
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小特集   実用化を迎えたメタマテリアル

私の技術者歴   土井美和子

開発物語：南極大型大気レーダーPANSY
子どもに教えたい通信のしくみ：  命を救え！ 携帯電話の

緊急地震速報の仕組み
留学生から学べ！：その2 日本での滞在記
街 plus 探訪：赤道直下の先進都市国家 シンガポール
  ……他，御期待下さい

B-plus 編集委員の任期は昨年満了し，今回の小特集担当
が最後のお仕事となります．個性的でパワフルな編集委
員や事務局の方々と御一緒させて頂き，楽しく有益な経
験でした．どうもありがとうございました． （H.K.）

B-plus の編集委員に就任し，今回で記事を担当させて頂
くのは 2件目でした．1件目は担当者が執筆してくれず，
不掲載になってしまったのですが，今回は執筆者，2名の
校閲者共に期限を守って無事に掲載されました．執筆者・
校閲者の方々に深謝致します． （Y.T.）

B-plus の編集委員を 5年間担当しましたが，今年度で退
任となります．本小特集の担当を含めて，数多くの貴重
な経験をさせて頂きました．終電の都合で編集委員会の
途中退席が多く御迷惑をお掛けしましたが，北陸新幹線
の開通が数年早ければ……もう遅いですね． （T.T.）

B-plus の編集を卒業していましたが，また復帰致しまし
た．ウォーミングアップなしで前線投入，いきなりのフ
ルスロットル状態です．このまま 2年走り抜けられるの
か．適切なタイミングでピットインして，整備する必要
がありそうです．どこかで温泉，離島かなぁ． （M.T.）

Facebook, 
Twitter
も御覧下さい．

アカウント名は
「電子情報通信学会
　通信ソサイエティマガジン」
　　　 です．



写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300 字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジン HP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：

【郵　送】〒 105-0011　東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内　電子情報通信学会　通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

32The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

象の檻（在日米軍姉沼通信所Wullenweber 式アンテナ）
岡部寿男（正員：フェロー）

　写真は，青森県三沢市の在日米軍姉沼通信所にあ
る巨大な円筒形のアンテナで，通称「象の檻」
（“Elephant	Cage”）と呼ばれています．直径約
440	m，高さ約 36	m のスケールは，象はおろか恐
竜を入れるのにも十分すぎるほどです．
　フェーズドアレーアンテナの一種でWullenweber
式（WW式）と呼ばれ，機械的な回転なしに水平面内
360度全方位に指向性を向けることができるのが特
徴です．1965 年に，旧ソ連や中国，北朝鮮などの
短波通信を傍受するために設置されました．写真で
は分かりませんが，上から見ると同心円状に三重の
リング構造になっており，最外側のアンテナが1.5〜

6	MHz，間のアンテナが 6	〜18	MHz，最内側のア
ンテナが18	〜30	MHzをカバーしています．最長で
7,400	km離れた所からの信号でも正確に方位を探知
できたそうです．
　冷戦期には同種のアンテナが全世界に計 8か所設
置され，軍事・外交上の最高機密扱いでしたが，冷
戦の終結，更に通信のディジタル化や高い周波数帯
への移行などにより役目を終え，最後まで残ったこ
の三沢のアンテナも 2012 年中に運用を終了しまし
た．ただ，解体には数年かかるそうで，この写真を
撮影した 2013 年 9月にはまだそのままの姿をとど
めていました．
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子どもに教えたい通信のしくみ
ケーブルを使わず電力を,
より大きくより遠くへ
─共鳴方式無線電力伝送とは─

街plus探訪
ＭＵレーダー
─陶都信楽で大気を測る─

開発物語
衛星放送実用化の道のり
─安定な衛星放送システム
実現までの苦難の道─

留学生から学べ！
期待に満ちた日本留学

始めました !

春

●理工学系の学生・若手の生きる道

●研究人材のためのJREC-IN　
●博士後期課程ってどんなところ？
　─博士後期課程学生の座談会─

●キャリアデザインと能力形成
●技術士資格は,人生の選択肢を広げる！
●未踏スーパークリエータ
●弁理士資格が与えてくれたもの

●キャリア構築へのアドバイス
　─日米の社会システムの対比から─
●理系の就職活動について,
　大学のキャリアアドバイザーの
　視点から考える
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後悔のない選択を!!

能力・資格とキャリア設計

これからのキャリアを
構築するために

研究者を目指すには

背幅２ミリ

通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議

「Welcome Party」
学生会員や若手会員の方々が、諸先輩方と自由にコミュニケーションできる場の提供を目的として、

7 回目の「通信ソサイエティ Welcome Party」を開催致します。

●様々な場で活躍されている技術者、研究者の方々と自由に交流できます。
●どなたでも無料で御参加頂けます。
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無線 LAN 会場　C101
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Welcome Party 開催会場
（立命館大学内マップ）

立命館大学　リンクスクエア カフェテリア

・通信ソサイエティ会長挨拶
・研究専門委員会の活動の紹介
・パネル展示企業・公的機関の紹介

16:30
受付開始

17:00
第一部

18:00
第二部

19:00
閉会

御参加の皆様との交流をお楽しみ下さい
　（軽食を御用意します）。

・パネル展示（企業・公的機関、研究専門委員会）、
  並びに意見交換会

通信ソサイエティ企画

の御案内

学生・若手の皆様へ

【パネル展示企業・公的機関（50音順）】（予定）

　NICT、NEC、NTT、NTTドコモ、OKI、
　KDDI 研、住友電工、ソフトバンクモバイル、
　電子航法研、東芝、パナソニック、 日立、
　フジクラ、富士通研、古河電工、三菱電機

2015年 3月10日●火（大会初日）17:00～19:00

リンクスクエア
カフェテリア

是非、
お気軽に

御参加下さい。




