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　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、２０１８年総合大会（会場：東京電機大学）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。
　通信ソサイエティ和文論文誌・ComEX の現役委員長／副委員長から論文執筆の
ポイントを聞ける貴重な機会となっております。また、今回の書き方講座では、
第一回判定で条件付き採録となった場合の回答文の書き方についても解説頂きます。
大学あるいは企業において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致しております。

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

　　　　　　回答文の書き方　　　　　　萬代雅希（上智大学）
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　　　　（2）回答文の書き方  　萬代雅希（上智大学）
４　定員：180 名
５　聴講費用：無料
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業務や研究の過程で特定の資格を取得する必要性に迫られる場合を除き，「資格は取得しておいた方が
よい」，「どこかで役に立つだろう」，といった漠然とした思いがある一方で，数多ある資格の中から，自
身の投資対効果に見合う資格はどれなのか分からず，結局は資格取得から縁遠くなってしまう，という
経験はありませんでしょうか．本小特集の立案にあたり，このような疑問や不安を解決するためにはど
うしたらよいか議論した結果，単に各種資格を紹介するよりも，資格に関わる三つの視点（資格提供者，
資格取得推進者，資格取得者）に立ってそれぞれの考えを俯瞰し，各種資格の意義を理解することで，
これから社会に羽ばたく学生や若手研究者が実際の行動に移せるのではないかと考えました．
IT 人材白書によれば 8割以上の企業が人材不足を感じており，これら企業において人材数と人材レベ

ルの把握率が向上しています．技術が急速に進展する中で研究・開発を推進するためには，相応のレベ
ルを有する人材が抜け・漏れなく携わる必要があり，資格は人材育成手段と，技術を扱う人材を指標化
する手段として有効と考えます．また，IEEE などが提供する一部の資格は世界に通用するものもあり，
資格を武器にしたグローバルな活躍が期待できます．
このような背景の中，本小特集では ICT に関連する資格を俯瞰するとともに，資格制度の意義を，以

下に示す三つの視点でまとめています．資格提供者の視点では，資格は社会全体における技術基盤の底
上げと，一定水準以上で技術・ルールを運用するための手段の提供であり，情報・通信の国家資格に加
え，ベンダや協会が提供する民間資格が存在します．また，多様化する資格を体系化したデータベース
も提供されています．資格取得推進者の視点では，資格がプロジェクト内の明確なコミュニケーション
ツールとなり得，技術水準の見える化により，プロジェクト遂行の最適人材配置を可能とします．また，
企業・大学では資格取得を推進するため，金銭的な支援や単位認定などのインセンティブに加え，実践
的講座によるモチベーション向上施策が実施されています．資格取得者の視点では，成長機会創出のた
めに自身の技術力を証明する手段であり，学習の動機付けとして資格を活用できます．しかし，人生の
限られた時間の中で，全ての資格を取得するのは困難です．そこで，本小特集を通じて ICT に関連する
資格を眺めて自身の道標を探し，自らが希望する道を切り開いていくための一手段として資格を取得す
ることをお勧めします．
最後に，本小特集の発行にあたり，貴重な時間を割いて原稿を執筆頂きました著者の皆様と，校閲業

務や編集作業の協力を頂いた皆様に，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  谷 重紀
Shigenori Tani

ICT分野における資格活用術

小特集編集チーム
谷 重紀，有馬卓司，鈴木健治，橋本尚久，

畑本浩伸，宮本伸一，山中仁昭
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1. まえがき

スマートフォンでのインターネット
利用が一般化し，ネットショッピン
グを今まで以上に利用している方が
多いと思います．アプリを含むWeb
サービスの多くは，クレジットカード
番号等の個人情報を安全に扱うため
にHTTPSの仕組みで動作していま
す．「HTTPS」と初めて聞いた方は，
ChromeやSafariで普段使うWeb
ページを開いて，画面上部の文字列
（URL）を確認してみて下さい （図1）．
文字列先頭にHTTPまたはHTTPS
と付いていると思います．

2. HTTP「S」の意味

インターネット上の通信は，階層的
に役割を分担して行われています（図
2）．HTTP（Hypertext Transfer Proto-
col）は，Webサービスを実現するため
の最も上位に位置する通信手順です．
HTTPS（HTTP Secure）は，更に，こ
れから通信する相手が信頼できる
Webサービスであることを確認し，
通信内容を暗号化して，安全に通信
を行うための手順です．HTTPSで通
信している場合は，URL左側に緑色
の鍵マークが表示されます （図1）．
HTTPSが安全であるのは，SSL

（Secure Socket Layer）という下位
の通信手順のおかげです（図2）．
SSLに関して，日常生活で直接目に
することは少ないですが，縁の下の
力持ちとして，インターネット上の通
信を安全に守っています．SSLの役
割からすれば，イメージは「縁の下
の忍者」に近いかもしれません（図
2）．以降，SSLの役割を忍者になぞ
らえて紹介します．

3. 忍者の通信手段

伊賀忍者は，歴史上有名な「家康
の伊賀越え」の際，徳川家康の命
に関わる情報を安全に伝える重要な
任務を負っていたと言われています．
忍者の通信手段には，現代のSSL
通信に通じるエッセンスがあるため，
簡単に紹介します （図3）．
（1）［暗号化］：通信内容を，敵が
盗み見ても分からないようにランダ
ムに変換する技術です．忍者が同様
の目的に使ったと言われる「忍びい
ろは」は，各7個のへん／つくりを
組み合わせて作られる架空の漢字
49文字に対して，ひらがな48文字
及び句読点を対応させて，元の文章
をランダムに変換します．（図3, 参考
ページ：https://ja.wikipedia.org/ 

wiki/忍びいろは）
（2）［認証］：通信内容を，味方に
なりすました敵に誤って伝えないよ
うに通信相手を確認する技術です．
忍者は夜間に行動することが多かっ
たため，現代のように周囲に街灯の
ない状況では，出会った相手の顔も
見えません．そのような状況でも
敵／味方を判断するために，合言葉
（有名な例では「山」「川」）を用いた
と言われています．インターネットと
いう通信相手の顔が見えない状況に
おけるユーザ認証と，利用される状
況は似ています （図3）．

4. SSL 通信の説明

本章では，現代の通信における暗
号化／認証について，忍者 （SSL）と

図1 「HTTPS」の確認方法（例）

図 2 SSL/TLS の動作する階層

日本電信電話株式会社NTTセキュアプラットフォーム研究所 奥田哲矢　Tetsuya Okuda
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④ 鍵交換
ユーザ／ショッピングサイト間の通
信で，暗号化／認証 （①〜③）を実
現するためには，パスワード／共通
鍵等の秘密を事前に共有する必要が
あります．インターネット上では初め
て通信する相手が多く，新しいショッ
ピングサイトを使うたびに，口頭で
共通鍵等を伝えることは現実的では
ありません．このため，インターネッ
ト上で安全に共通鍵等を配送する，
鍵交換の技術が利用されます．
以上，技術的ポイント①〜④を組

み合わせて，HTTPS/SSL通信は実
現されています （図4は組合せ方法
の一例です）．

5. むすび

アプリ／Webサービスの裏側で，
縁の下の忍者として通信を守るSSL
を紹介しました．あなたのスマート
フォンの中でも，忍者SSLが今も頑
張っているかもしれません．

具体的には，文字単位の3.「忍びい
ろは」に似たビット単位の変換表を
使って，ランダムなビット列 （暗号文）
に変換します （図2）．変換過程で，
秘密のビット列（共通鍵と呼ぶ）を計
算に使うため，秘密の共通鍵を知る
ユーザ／ショッピングサイトのみが，
元のメッセージを復元できます．
また，認証 （①，②）した相手と通
信を行う場合でも，通信途中でメッ
セージ内の注文情報が不正に書換え
られると，誤って高額を請求される
等の恐れがあります．こうした事態
を回避するために，メッセージの正
しさを保証するメッセージ認証を行
います．具体的には，メッセージを
（一方通行的に）圧縮して生成される
認証用ビット列を，メッセージに添
付します．圧縮時に，秘密のビット
列を計算に使うことで，秘密を知る
ユーザ／ショッピングサイトのみが，
添付の認証用ビット列を検算し，メッ
セージが不正に変更されていないと
確認できます．

道具屋 （ショッピングサイト） の会話
の流れを通じて，技術的内容を紹介
します（図4）．SSLの通信手順は，
事前手続きと通信本体に分かれてい
ます．実際の通信手順とは前後しま
すが，技術的ポイントを①〜④に抜
粋して説明します．
① ユーザ認証 （パスワード）
ショッピングサイトが，ユーザの本
人確認に利用します．3.「合言葉」同
様に，ユーザのみ知るパスワードを
使う方法がよく利用されます．しか
し，パスワードを使っている通信を
敵に盗み見られると，敵が同じパス
ワードを使って不正になりすましを
する恐れがあります．このため，ユー
ザ認証は，SSL通信で暗号化され
た後にHTTP通信中（図4の巻き物
内）で行われることが多いです．（実
際のショッピングサイトが，ユーザに
パスワードを求めるタイミングも，
来店早々ではなく，注文時や支払時
が多いと思います．）
② サーバ認証 （証明書）
ユーザが，ショッピングサイトの
信頼性確認に利用します．これから
クレジットカード等の情報を渡す相
手が，偽のショッピングサイトでな
いことを確認するため，事前手続き
で行われます （図4）．日常生活で例
えると，飲食店は，各自治体が認め
た食品衛生責任者を置いて，各自治
体から営業許可証を受けています．
営業許可証は，「各自治体が飲食店
の食品衛生を確認している」証拠に
なります．一方，SSL通信では，ショッ 
ピングサイトは営業許可証の代わり
にサーバ証明書をユーザに送信しま
す．サーバ証明書は「証明書発行会
社がショッピングサイトの存在を確
認している」証拠になります．信頼
できる証明書発行会社一覧は，
ChromeやSafariに元々登録され
ており，この仕組みで「Googleや
Appleが間接的にショッピングサイ
トを信頼している」と確認できます．
③ メッセージ暗号化＋メッセージ 
認証
ユーザ／ショッピングサイト間の通
信内容を，ここではメッセージと呼
びます．メッセージ内のクレジット
カード情報が盗まれて高額の買い物
をされる等のトラブルを回避するた
めに，メッセージ暗号化を行います．

図 3 忍者の通信手段における暗号化／認証のイメージ

図 4 SSL 通信の流れ（イメージ：忍者と道具屋の会話）

子どもに教えたい通信のしくみ HTTPS/SSL の仕組み ── 忍者と SSL の意外な関係 ──



1 はじめに
情報通信技術（ICT）の進展やインフラの整備によっ

て，ビジネスや社会の在り方が変わり始めている．あら
ゆるものをネットワークに接続する IoT（Internet of 
Things）の広がりにより，様々なデータをディジタル
化して取得し，分析することでより効率的な運用を図る
第 4 次産業革命への変化が顕著である．このような社
会変革の中では，ICT 分野の業界だけではなく，ユーザ
企業においても ICT を理解し，活用できる人材が必要
となるが，その数はニーズに比べて不足している．ICT
人材育成のために国や公的機関，民間企業においても各
種資格制度を準備している．ディジタル革命時代に必要
な ICT 人材を育成するために，どのような資格を誰に
取得させるべきか，インセンティブの与え方，モチベー
ションの醸成に向けた取組みを紹介する．

2 「IT 人材白書 2017」概要
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では，IT 関連

産業における人材動向，産学における IT 教育等の状況，
IT 人材個人の意識を把握すること等を目的に調査を行
い，年に一度「IT 人材白書」を発行している．
・ディジタルトランスフォーメーションの進展

2017 年に発行された「IT 人材白書 2017」 （1）では，
情報通信業界において，ディジタル化による産業界の変
革，いわゆる「ディジタルトランスフォーメーション」
は既に始まっていると解説している．ディジタルトラン
スフォーメーションへ対応するためには，IT 企業や IT
部門だけではなく，経営陣やユーザ企業にこそ IT スキ
ルが必要であると示している．

あらゆる産業の動向がディジタル化され，そのデー
タに基づく企業経営を図るには，経営者等のリーダー
が周囲を巻き込み，改革を進める必要がある．そのよ
うなディジタル化人材は，現在市場でも不足しており，
中途採用が困難であり，自ら育成する必要がある（図
1）．
・日米の IT人材の差

「IT 人材白書 2017」では，日本と米国での IT 人材の構
成の差を示している．日本では，情報通信人材は IT 企業

に所属している割合が 72％と高い
が，日本以外では IT 企業以外が
50％以上，特に米国では 65.4％と
傾向が逆転している（図 2）．

米国では，経営学修士レベルで
の情報セキュリティ技術者の育成
が活発である．これは経営者の
IT への理解，セキュリティへの
意識の高さの表れであろう．
・日本の IT人材動向

一方，日本では IT 人材は IT
企業での育成が中心かつ不足して
いる．この傾向はここ 5 年間で
変化はない．また，IT 人材の職

�図 1　ディジタル化の推進をリードする人材に必要な能力と環境
（出典：IPA「IT人材白書2017」）

240 通信ソサイエティマガジン　No.44  春号 2018

小特集 ICT分野における資格活用術

ⓒ電子情報通信学会2018

解 説

ICT 分野における
資格制度

�

�千村保文　Yasubumi Chimura　沖電気工業 （株）



場環境，満足度に対する回答も同
様である．特に，IT 人材は現時点
でのキャリアは明確だが，将来の
不安感は数年前から高く，最近で
もその傾向は弱まっていない．

そのため，日本では今後 IT 人材
の不足が更に顕著になっていくこ
とが懸念される．

3 日本の ICT
資格制度

次に，日本の ICT 資格制度につ
いて，国家資格，公的資格，民間
資格の制度を概観する．

（1）　国家資格
国家資格は，法律に基づき，特定の職種に必要な技能

を認めるものである．職種の末尾に「士」，「師」が付加
されるものは当該資格の取得が必須なものであり，それ
以外は必須ではないが，当該職種において必要と認めら
れる技能の保有を示すものである．
（a）情報関連の資格

情報関連の国家資格を表 1 に示す．
（b）通信関連の資格

通信関連の国家資格を表 2 に示す．

（2）　公的資格
公的資格を表 3 に示す．公的資格は，法律での規定

はないが，特定の団体が定めるスキルを試験によって認
定するものである．

（3）　民間資格
民間での資格制度を表 4 に示す．民間資格は，民間

企業が自社の製品やサービスに対する知識，運用の技能
を認めるものである．企業によっては，一企業だけでは
なく，複数企業が連携して共通的なスキルを育成，認定
する制度もある．

4 資格制度の活用
3.で紹介したように，IT に関する資格は，国家資格，

公的資格，民間資格等多数存在する．IT 人材を育成す
る上で，どのような資格を誰に取得させるか，そのため
の主な取組みを資格提供側，資格取得推進側，資格取得
者の視点で紹介する．資格提供側とは，資格制度を提供
する教育機関や教育制度を構築している公共機関などで

�図 2　日米の情報処理・通信に携わる人材の業種別人材の割合
（出典：IPA「IT人材白書2017」）

表 1　情報関連の国家資格

関連する法律 資格　制度

情報処理の
促進に関す
る法律（情
報処理促進
法）

 ・ 情報処理安全確保支援士
 ・ 情報処理技術者試験－ITパスポート試験
 ・ 基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
ITストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験　
 エンベデッドシステムスペシャスト試験
 IT サービスマネージャ試験システム監査技術
者試験
ソフトウェア開発技術者試験＊1

 情 報セキュリティアドミニストレータ試験＊2

 ・ 上級システムアドミニストレータ試験 ＊3

 ・ 初級システムアドミニストレータ試験 ＊4

 ・ システムアドミニストレータ試験＊5

 ・ マイコン応用システムエンジニア試験 ＊6

 ・ オンライン情報処理技術者試験＊7

 ・ 情報セキュリティスペシャリスト試験
 ・ 特種情報処理技術者試験＊8

 ・ 第一種情報処理技術者試験＊9

 ・ 第二種情報処理技術者試験＊10

技術士法  ・ 技術士，技術士補（情報工学部門）

職業能力開
発促進法

 ・ ウェブデザイン技能検定試験

注記： ＊ 1  応用情報処理技術者試験を後身とする．
  ＊ 2   テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）と統合し，情

報セキュリティスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 3   システムアナリストと統合し，IT ストラテジスト試験を後

身とする．
  ＊ 4  T パスポート試験を後身とし，同試験を包含している．
  ＊ 5   上級システムアドミニストレータ試験新設に伴い，初級シ

ステムアドミニストレータ試験へと名称変更．
  ＊ 6  エンベデッドシステムスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 7  ネットワークスペシャリスト試験を後身とする．
  ＊ 8  各高度情報処理技術者試験を後身とする．
  ＊ 9   応用情報処理技術者試験，ソフトウェア開発技術者試験を

後身とする．
  ＊ 10 基本情報技術者試験を後身とする．
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ある．資格取得推進側とは，資格取得を推進する高等学
校や大学などや企業などの指導者のことである．資格取
得者は，教育機関や企業などに在籍し，資格取得を目指
す学生や社会人である．

（1）　資格提供側（教育機関）の取組み
・分かりやすい資格体系

まず，資格を提供する教育機関においては，当該資格
の対象者を明確にし，分かりやすい資格体系を構築する
必要がある．国家資格，公的資格，民間資格によらず，
各機関とも努力はしているが，ほかの資格との関係も含
めて全体の関係の整理が必要である．
・iコンピテンシ・ディクショナリ（例：IPA）

資格体系の整理としては IPA がタスクごとに必要と
なるコンピテンシースキルをデータベース（i コンピテ
ンシ・ディクショナリ （2））として公開している（図 3）．
また，情報処理技術者試験との対応も明確になってお
り，企業や大学においては，人材育成計画を立案する際
に，これらのデータベースが役に立つであろう．
・プロ育成機関とプログラム

ICT 分野で特に注目されているサイバーセキュリティ
やデータアナリスト等の育成については，資格制度だけ
ではなく，プロ育成のためのセンタ等が設置されてい
る．例えば，サイバーセキュリティの分野では，IPA は
産業サイバーセキュリティセンター （3）を設立している．
このセンターでは高度なサイバーセキュリティ知識を有
する人材を育成するための事業を行っている．また，国
立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）では，2017
年 7 月に NICT ナショナルサイバートレーニングセン
ター （4）を発足した．このセンターでは，国の行政機関，
地方公共団体，重要インフラ等を対象とする実践的なサ
イバー防御演習（CYDER）や 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の適切な運営に向け，大会
開催時を想定した模擬環境下で行う実践的なサイバー演

表2　通信関連の国家資格

関連する法律 資格制度

電波法，無
線従事者規
則

 ・ 無線従事者　総合無線通信士
第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士

 ・ 海上無線通信士　第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士

 ・ 航空無線通信士
 ・ 陸上無線技術士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士

 ・ 海上特殊無線技士
第一級海上特殊無線技士
第二級海上特殊無線技士
第三級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士

 ・ 航空特殊無線技士
 ・ 陸上特殊無線技士
第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士

 ・ アマチュア無線技士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士

電気通信事
業法，電気
通信主任技
術者規則

 ・ 電気通信主任技術者
伝送交換主任技術者
線路主任技術者

電気通信事
業法，工事
担任者規則

 ・ 電気通信設備工事担任者
AI 第一種
AI 第二種
AI 第三種
DD第一種
DD第二種
DD第三種
AI・DD総合種

情報処理の
促進に関す
る法律（情
報処理促進
法），情報
処理技術者
試験規則

 ・ 情報処理技術者
　ネットワークスペシャリスト

技術士法，
技術士法施
行規則

 ・ 技術士
技術士補　技術士電気電子部門
技術士情報工学部門

職業能力開
発促進法，
職業能力開
発促進法施
行規則

 ・ 技能検定　情報配線施工技能士

表3　公的資格

推進団体 資格制度

日本商工会議所他 ・日商PC検定試験

日本商工会議所他 ・電子メール活用能力検定試験

日本商工会議所他 ・EC（電子商取引）実戦能力検定試験

情報処理学会 ・情報検定（J検）
・情報活用試験
・情報システム試験
・情報デザイン試験
・ビジネスキーボード認定試験
・キータッチ 2000 テスト
・認定情報技術者
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推進企業 資格制度

Microsoft  ・ MCP（Microsoft Certified Professional）
 ・ MCA（Microsoft Certified Associate 
Program）

 ・ MOT（マイクロソフトオフィシャルトレーナー）
 ・ MOS（Microsoft Office Specialist）
 ・ MBMSプログラム（Microsoft Business 
Management Solutions Certification 
Program）

画像情報教育
振興協会（CG-
ARTS）

 ・ CG-ARTS 検定
マルチメディア検定
CGクリエイター検定
Web デザイナー検定
CGエンジニア検定
画像処理エンジニア検定

Cisco  ・ CISCO技術者認定

CompTIA  ・ CompTIA（Computing Technology Industry 
Association）

日本印刷技術
協会（JAGAT）

 ・ DTP エキスパート認証資格

オデッセイコ
ミュニケーショ
ンズ

 ・ IC3（Certiport）

ICT 教育推進
プログラム

 ・ ICT スキルアッププログラム

オープンテク
ノロジー技術
者認定機関

 ・ LPIC（Linux 技術者認定試験）

 ・ PostgreSQL CE
　RHCE（Red Hat Certified Engineer）

Oracle  ・ ORACLE MASTER

 ・ Oracle Java Certification（旧 Sun Certified 
Java Programmer）

ICT プロフィ
シエンシー検
定協会（P 検
協会）

 ・ ICT プロフィシエンシー検定試験（P検）

アイキュエス  ・ SAIR Linux and GNU Certification

ターボリナッ
クス

 ・ Turbo-CE 認定試験

XML 技術者育
成推進委員会

 ・ XML マスター

ローグウェーブ
ソフトウェア

 ・ Zend PHP Certification

パソコン整備
士協会

 ・ パソコン整備士

ICT 利活用力
推進機構

 ・ 情報活用力診断テストRasti

推進企業 資格制度

CPジャパン  ・ CIW（Certified Internet Web Professional）

NTT コミュニ
ケーションズ

 ・ NTT コミュニケーションズ インターネット
検定（.com Master）

国 際 文 化 カ
レッジ

 ・ ディジタル技術検定試験（実務技能検定協会）

サーティファイ  ・ 情報処理技術者能力認定試験

 ・ C言語プログラミング能力認定試験

 ・ Java プログラミング能力認定試験

 ・ ワードプロセッサ技能認定試験

インターネット
実務検定協会

 ・ インターネット実務能力検定

PHP技術者検
定機構

 ・ PHP技術者認定試験

日本情報処理
検定協会

 ・ パソコンスピード認定試験

 ・ 日本語ワープロ検定

 ・ 情報処理技能検定

 ・ 文書デザイン検定

 ・ ホームページ作成検定

 ・ プレゼンテーション作成検定

イータイピング  ・ タイピング技能検定

全国商業高等
学校協会

 ・ 全商ワープロ実務検定

 ・ パソコン入力スピード認定試験

情報科学技術
協会

 ・ 検索技術者検定

日本 CATV 技
術協会

 ・ 有線テレビジョン放送技術者
第 1級有線テレビジョン放送技術者
第 2級有線テレビジョン放送技術者

日本アマチュア
無線振興協会

 ・ アマチュア無線技士養成課程講師

モバイルコン
ピューティン
グ 推 進 コ ン
ソ ー シ ア ム
（MCPC）

 ・ モバイルシステム技術検定
モバイルシステム技術 1級・2級
モバイル技術基礎検定
スマートフォン・モバイル実務検定
IoT システム技術検定

IP 電話普及推
進 セ ン タ
（IPTPC）

 ・ IPTPC認定資格制度
VoIP アドバイザ
VoIP デザイナ
無線 LANデザイナ
セキュリティデザイナ
ビジュアルコミュニケーションアドバイザ

表4　民間資格
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習（CYBER COLOSSEO），若手セキュリティエンジニ
アの育成を目的として，NICT が若年層の ICT 人材を
対象に，セキュリティの技術開発を本格的に指導する新
規プログラム（SecHack365）を行っている．

（2）資格取得推進側（企業・大学）の取組み
資格取得を推進する企業や大学等では，単に資格制度

や研修を紹介するだけでは人材は育たない．そこで，イ
ンセンティブの設定や資格取得支援制度，講師育成の課
題と対策を事例を踏まえて紹介する．
・インセンティブ

高度なスキルを要するシステムエンジニアや特定の
技能を要するオペレータに対しては，仕事上必要な資格
を設定し，その資格を有していることで仕事の幅の拡
大，給与の支給条件と連携しているケースがある．

・資格取得支援制度
また，企業では資格取得に必要な受験費を合格時に支

給する制度を有している会社も多い．このような制度は
とても有効だが，時代の変化は早いため，適宜対象資格
を見直すことが必要である．
・講師の確保

人材育成において，課題になっているのが講師の確保
である．最新の技術が対象の場合，講師が可能な人材が
不足することが多い．このようなケースは，当初は対外
研修を受講する等して社内人材を育成している．しか
し，基礎技術として維持が必要な分野では，講師が高齢
化等により退職してしまい，自社にいないケースも増え
ている．このような研修は対外的にも対象者が少ないた
め，外部での研修も少ない．例えば，IP 電話の分野で
は，沖電気工業（OKI）や NEC，富士通，日立情報通
信エンジニアリング，パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン，岩崎通信機，サクサの 7 社で連携
し，IP 電話普及推進センタ（IPTPC） （5）という任意団
体を設立している．IPTPC ではマルチベンダでの VoIP
技術者認定資格を設定し，共同で研修や資格試験を運用
している．この制度により，講師の確保や業界での技術
レベルの維持が可能となっている（図 4）．
・シニア社員の活用

大学においても，情報や通信の基礎的な講座を維持す
るためには現在の教員だけでは不足するケースもある．
そこで，企業を退職，あるいはシニア制度で勤めるシニ

ア社員の活用を提案したい．もちろ
ん，シニアのスキルが現在の市場や
技術状況に全てマッチするわけでは
ないだろう．しかし，基礎的な技術
の育成に際しては講師として活用す
ることは可能である．

また，基礎能力のあるシニアを再
教育することで，不足する分野の技
術者を補うことも可能である．例え
ば，冒頭で紹介したサービス企業に
おける IT 人材やセキュリティ人材は，
基礎的な能力のあるシニアに対して，
サービスやセキュリティ運用に関す
る研修を行うことで短期間での育成
が可能であると考える．

（3）　�資格取得者（社員，学生）の取
組み

資格を取得する企業の社員や学生
は，どのようにモチベーションを維
持すればよいのであろうか．私見で�図 4　IPTPC認定技術者資格制度

�図3　�iコンピテンシ・ディクショナリと情報処理技術者試
験の関係（出典：IPA「iコンピテンシ・ディクショナリの概要」）
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はあるが，資格取得をする上で重要なポイントを示す．
・資格取得のモチベーション

資格の取得は，あくまで手段である．ある仕事に就
く，研究を行うための技術や技能を取得するためのもの
である．従い，何のために資格取得するのか，その目的
の設定を明確にすべきである．目的が明確になったら，
いつまでに取得するのか目標の設定と，そのスケジュー
ルを明らかにする．同様の資格取得を目指す仲間でグ
ループを作り，勉強会等を行うことも互いに刺激にな
り，有効である．

例えば，OKI では VoIP 製品の販売に携わっている営
業や SE に対して前述の IPTPC の VoIP アドバイザー資
格の取得を推奨している．社内において研修を行い，合
格時には受験費を会社から支給している．また，特定の
製品を販売，取り扱う営業や SE に対して，関連する資
格の取得を義務付けているケースもある．このような
ケースでは，資格取得時に名刺に対して，特別なポジ
ション（「○○○スペシャリスト」等）を明示すること
ができる．
・キャリアプラン

また，資格取得は単発ではなく，自らのキャリアプラ
ンと連動していることが望ましい．企業の場合は，自社
の事業の方向性に合わせた教育計画があるのが一般的だ
が，個人においてキャリア目標を明確にし，自分が今何
合目まで来ているのかを常に意識することが重要である．

本稿では「ICT 分野における資格制度」をテーマとし
たが，最近注目されているデータアナリスト等を目指す
ケースでは，今回紹介した資格のほかに「統計検定」や

「統計データ解析士」「統計士」「データ解析士」等も重
要である．しかし，これらの資格は難易度も高く，取得
に時間も掛かるので，自らの研究や仕事のキャリアプラ
ンの中で取得を目指していくことが望ましい．

5 まとめ
資格取得は趣味で行うものではない．自己啓発で取得

する方もいるとは思うが，仕事や研究開発を進める上で
の資格取得は，誰のための資格取得か，その目的は何か
を明確にすることが必要である．また，IT 人材は ICT
分野だけではなくサービス分野でも必要である．また，
経営陣にも ICT スキルは重要である．時代変化のスピー
ドに対応するための人材スキルの定点観測を行うことが
望ましい．

また，IT 人材不足を補うために少子高齢化が進む日
本だからこそのシニア人材の活用策を提言した．日本の
ICT 業界が元気になるためには，地道な活動ではある
が，人材育成を継続することが必要と考える．

■ 文献
（1） 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA），IT 人材白

書 2017，2017．
（2） IPA，i コンピテンシ・ディクショナリの概要，2015．
（3） IPA 産業サイバーセキュリティセンター，https://

www.ipa.go.jp/icscoe/
（4） NICT ナショナルサイバートレーニングセンター，

https://www.nict.go.jp/nct/
（5） IP 電 話 普 及 推 進 セ ン タ（IPTPC），http://www.

iptpc.com/

千村保文 （正員）
沖電気工業株式会社経営企画本部政
策調査部主幹，IP 電話普及推進セン
タ（IPTPC）OKI 代表．
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1 はじめに
2016 年（平成 28 年）10 月 21 日，サイバーセキュ

リティ分野において初の国家資格となる「情報処理安全
確保支援士」制度が開始された．

近年，情報技術の浸透に伴い，サイバー攻撃の件数は
増加傾向にあり，企業等の情報セキュリティ対策を担う
実践的な能力を有する人材も不足する中，情報漏えい事
案も頻発している．このためサイバーセキュリティの対
策強化に向け「情報処理の促進に関する法律」（昭和 45
年 5 月 22 日法律第 90 号）の改正法が施行され，我が
国企業等のサイバーセキュリティ対策を担う専門人材を
確保するため，最新のサイバーセキュリティに関する知
識・技能を備えた高度かつ実践的な人材に関する新たな
国家資格制度が整備されるに至った．

2 国家資格「情報処理安全確保
支援士」の概要

「情報処理安全確保支援士」とは，サイバーセキュリ
ティに関する知識・技能を活用して企業や組織における
安全な情報システムの企画・設計・開発・運用を支援
し，また，サイバーセキュリティ対策の調査・分析・評
価を行い，その結果に基づき必要な指導・助言を行う者
である．

サイバーセキュリティの確保に取り組む政府機関，重
要インフラ事業者，重要な情報を保有する企業等のユー
ザ側，及び，これら組織に専門的・技術的なサービスを
提供するセキュリティ関連企業等のいわゆるベンダ側の
双方において活躍が期待されている．
「情報処理安全確保支援士」の活躍が期待される業務

は，次のとおり．
①経営課題への対応
・ セキュリティ対策の策定・更改・実施指導

・ 組織・技術上のリスク評価
・ 監査・検査・調査・分析　等
②システム等の設計・開発
・ 設計段階までのセキュリティ対策
・ セキュアコーディングの推進
・ セキュリティテストの実施・評価　等
③運用・保守
・ ポリシー実践，ぜい弱性への対応，品質管理，情報

収集
・ 教育・啓発活動　等
④緊急対応
・ 緊急時に備えた準備
・ インシデント対応の全体統制
・ インシデント処理・復旧等

2.1　登録手続きと講習の受講
「情報処理安全確保支援士」は，独立行政法人情報処

理推進機構（以下「IPA」という．）が実施する国家試
験「情報処理安全確保支援士試験」に合格し，登録をし
た者が，名称独占資格として名乗ることができる．

また，制度開始から 2 年間に限り，過去に実施された
国家試験「情報セキュリティスペシャリスト試験」また
は「テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験」
に合格した者も登録を受けることが可能となっている．

既に，上述の試験に合格している場合は，是非，「情
報処理安全確保支援士」への登録を検討頂きたい．
「情報処理安全確保支援士」は，継続的にサイバーセ

キュリティに関する最新の知識・技能を維持等してもら
うため，IPA が経済産業大臣の認可を受けて実施する講
習を毎年受講することが義務付けられている．

具体的には，登録日を起点として，1 年に 1 回 6 時
間のオンライン学習と，3 年に 1 回 6 時間の集合講習

（グループ討議を含む．）を受けることが義務付けられる
（図 1）．講習は，知識・技能・倫理の 3 科目で，毎年，
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内容を更新するため，常に最新のサイバーセキュリティ
について学ぶことができる．ただし，所定の講習を期限
までに未受講の場合は，法律に基づき，登録の取消しま
たは名称の使用停止になる場合があるので，十分に留意
されたい．

なお，「情報処理安全確保支援士」への登録申請は，
通年で受け付けているが，登録日は，年に 2 回（4 月 1
日と 10 月 1 日）と定められている．

参考まで，初回の登録日（2017 年（平成 29 年）4
月 1 日）には，4,172 名の「情報処理安全確保支援士」
が誕生した．平均年齢は 40.5 歳で，全ての都道府県に
おいて，「情報処理安全確保支援士」が配置された．
「情報処理安全確保支援士」の属性を表 1 に示す．

2.2　通称名とロゴマーク
「情報処理安全確保支援士」には，社会全体で活用さ

れ，企業等におけるセキュリティ対策を進めるため，法
律上の名称に加え，通称名とロゴマークが設けられてい
る（図 2）．参照されたい．

・ 法律名：情報処理安全確保支援士
・ 通称名： 登録セキスペ 

（登録情報セキュリティスペシャリスト）
・ 英語名： Registered Information Security 

Specialist（RISS：アールアイエスエス）

3 国家試験「情報処理技術者試
験」の概要

IPA では，前述の「情報処理の促進に関する法律」に
基づき，国家試験として，「情報処理技術者試験」及び

「情報処理安全確保支援士試験」を行っている．
「情報処理技術者試験」は，産業の情報化，社会の情

報化，生活の情報化が進展し，全体として一つのネット
ワークとして結び付けられた高度情報化社会の中核的役
割を果たすべき情報処理技術者の育成・確保の観点か
ら，次の 3 点を目的に実施している．
① 情報処理技術者に目標を示し，刺激を与えることに

よって，その技術の向上に資すること．
② 情報処理技術者として備えるべき能力についての水

準を示すことにより，学校教育，職業教育，企業内教
育等における教育の水準の確保に資すること．

③ 情報技術を利用する企業，官庁などが情報処理技術
者の採用を行う際に役立つよう客観的な評価の尺度
を提供し，これを通じて情報処理技術者の社会的地位
の確立を図ること．
また，「情報処理安全確保支援士試験」は，サイバー

攻撃の急激な増加に対し，政府機関や企業等のセキュリ
ティ対策強化に向けて，サイバーセキュリティに関する
実践的な知識・技能を有する専門人材の育成と確保を目
的に実施している．

以降では，「情報処理安全確保支援士試験」を含めて，

図1　集合講習（グループ討議）

表1　「情報処理安全確保支援士」の属性

※2017年（平成 29年）4月 1日現在

�図 2　「情報処理安全確保支援士」ロゴマーク
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便宜上，「情報処理技術者試験」と称して説明を行う．

3.1　試験制度の沿革
「情報処理技術者試験」が創設 50 年を迎える．当該

試験制度の沿革について，表 2 に示す．

3.2　受験のお薦めポイント
国家試験「情報処理技術者試験」の受験をお薦めする

ポイントを八つに大別して紹介する．

（1）�ITの知識・技能に関する共通の評価指標として活用
情報処理技術者試験制度は，IT エンジニアの不足等

を背景として，1969 年（昭和 44 年）の創設以降，情
報技術の進展や人材需要の変化を見据えて，都度，試験
制度の改正を行い，累計で，延べ応募者数 1,897 万人
超，延べ合格者数 247 万人超の大規模な国家試験となっ
た．応募者の推移を図 3 に示す．

現在では，IT に関する知識レベル・技術力の共通的

かつ客観的な評価指標として，IT 業界をはじめ，IT を
利活用する企業等の組織や教育機関等においても，幅広
く認知・活用されている．

（2）技術の多様化・需要変化に対応できる人材育成
技術が急激に変化し多様化する中で，情報処理技術者

試験では，特定の機種や OS（企業や製品）に依存しな
い出題を行っており，IT の技術や利活用等に関する本
質的な知識を幅広く習得できる．

本質的な IT に関する知識を備えることで，これに基
づく新たな技術・手法を理解しやすくなり，また，自身
の担当以外の幅広い知識を持つことで，キャリアアップ
や組織内での担当業務の変更などへの適応力の向上が期
待できる．

更に，技術の発展やトレンドの変化によって，求めら
れる人材や技術が変化する IT 業界においては，様々な
変化に適応できる人材を確保することは，企業競争力の
強化につながる．

表2　「情報処理技術者試験」等の沿革
1969 年（昭和 44年） 情報処理技術者の不足，プログラマ認定制度創設への要望を背景に，産業構造審議会情報産業部会での答申

に情報処理技術者の育成が盛り込まれ，通商産業省告示によって，「情報処理技術者認定試験制度」を創設．

1970 年（昭和 45年） 初回試験の大きな反響を踏まえて，1970 年（昭和 45年）制定の「情報処理振興事業協会等に関する法律」
において試験制度を法制化．

1971 年（昭和 46年） 情報処理システムの分析・設計に従事するシステムエンジニアを対象とする「特種情報処理技術者試験」を
追加．

1984 年（昭和 59年） 「情報処理振興事業協会等に関する法律」に基づき，通商産業大臣が財団法人日本情報処理開発協会
（JIPDEC）を指定試験機関として試験事務を委譲．情報処理技術者試験センタ－（JITEC）を設立．

1986 年（昭和 61年） システム監査の導入を促進するため，「情報処理システム監査技術者試験」を追加．また，受験者数の多い
第 2種のみ，試験を年 2回の実施に変更．

1988 年（昭和 63年） 情報システムの企業内システムから企業間ネットワークシステムへの進展に対応して，「オンライン情報処
理技術者試験」を追加．

1994 年（平成 6年） 1993 年（平成 5年）の産業構造審議会（情報化人材対策小委員会）における提言を踏まえ，試験制度を改
革．同年秋期から 11試験区分に整理．

1996 年（平成 8年） マイコン応用システムエンジニア試験及び上級システムアドミニストレータ試験の追加．

2001 年（平成 13年） 産業構造審議会（情報化人材対策小委員会）の中間報告（試験制度改正）の提言に沿って，新制度（13試
験区分）で実施．

2004 年（平成 16年） 「情報処理の促進に関する法律」の一部改正（2004 年（平成 16）年 1月 5日施行）に基づき，試験事務
の実施機関が財団法人日本情報処理開発協会から独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に移管．

2005 年（平成 17年） ソフトウェア開発技術者試験を年 2回の実施に変更．

2006 年（平成 18年） テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験の追加

2009 年（平成 21年） 我が国が育成を目指すべき高度 IT 人材像に即したキャリアとスキルを示した共通キャリア・スキルフレー
ムワークを構築し，その下での客観的な人材評価メカニズムを構築するため情報処理技術者試験を改定．エ
ントリレベルの試験として「IT パスポート試験」を追加．

2011 年（平成 23年） 「IT パスポート試験」をCBT（Computer Based Testing）方式による試験に変更．

2016 年（平成 28年） 「『日本再興戦略』改訂 2015」や経済産業省の産業構造審議会の方針を踏まえて「情報セキュリティマネジ
メント試験」（年 2回実施）を追加．

2017 年（平成 29年） 情報処理安全確保支援士制度の新設に伴い，「情報処理安全確保支援士試験」（年 2回実施）を整備．
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情報処理技術者試験では，近年の技術動向（IoT，
ビッグデータ，AI 等）や環境変化などを反映すること
で，現代社会で必要とされる知識・技能を問う試験問題
を提供している．

（3）質の高い試験問題
急速に進む情報技術に柔軟に対応し，質の高い試験問

題を常に提供するため，IT 現場の第一線で活躍してい
る専門家や，大学・研究所など高等教育機関に所属して
いる専門家（合計 400 名以上）から構成される試験委
員が問題を作成している．IT 動向を収集して深い知見
を有する試験委員や，実務で様々な課題に直面している
試験委員によって作成された試験問題は，教育的かつ実
践的であり，IT 業界で培われた効率の良い標準的な考

え方や手法を知ることで，品質向上や業務改革・業務改
善等，実務で生かすきっかけになり得る．

（4）自己のスキルアップ，能力レベルの確認
「情報処理技術者試験」は，対象者別（IT 利活用者・

IT エンジニア），レベル別（エントリー・基本・応用・
高度），専門別に，「情報処理安全確保支援士試験」を含
めて，合計 13 区分の試験体系を構築している（図 4）．
下位の試験区分の合格を足掛かりに，より上位の試験区
分を目指すことで，自身のスキルを一歩ずつ向上させる
ことが可能となる．また，全ての試験区分で個人成績の
照会や解答例等の情報提供を行っているので，合否だけ
でなく，自己の能力レベルの向上度合いについて確認す
ることもできる．

�図 3　「情報処理技術者試験」における応募者の推移

�図 4　「情報処理技術者試験」等の体系図
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（5）企業等の組織での活用
「情報処理技術者試験」は，基本・応用から専門分野

別の試験区分まで，IT エンジニアのキャリアパスに沿っ
た試験体系となっていることから，組織における IT 人
材育成に活用されている．

また，合格者に対して，資格手当・一時金などといっ
た報奨金制度を設ける企業や採用の際に試験合格を考慮
する企業があるなど，多くの企業が情報処理技術者試験
を高く評価している．

更に，「情報処理技術者試験」が IT 業界全体での共
通的な評価指標となっていることや，公平な評価に資す
る国家試験であることを受け，例えば，システム開発案
件等を発注する場合に，試験合格者のプロジェクトへの
参画を求めるなど，「情報処理技術者試験」への取組み
を発注先選定の際に考慮している組織も数多くあり，自
組織の技術力の証明としてアピールすることも可能と
なっている．

なお，「政府情報システムの整備及び管理に関する標
準ガイドライン実務手引書」では，人材に関する要求要
件として，情報処理技術者試験の各試験区分を例示して
いる．これを受け，官公庁，地方公共団体では，情報シ
ステム開発に関わる競争入札の参加申請において，情報
処理技術者試験合格者数について記入を求めたり，試験
合格者のプロジェクトへの参画を要件とするケースが増
加している．

（6）あらゆる業種・職種で活用
IT 化が進んだ現代社会において，安全で効果的な IT

活用を促進するためには，IT 業界・IT 職種のみならず，
あらゆる業種・職種でも，IT や情報セキュリティに関す
る知識が欠かせない．「情報処理技術者試験」では，あ
らゆる業種・職種で活用できる IT 利活用力・情報セキュ
リティ管理の向上に資する二つの試験を提供している．
 ・ IT パスポート試験

　 IT を利用する全ての社会人・学生を対象．コン
ピュータを利用する試験方式で随時実施．参考まで，
IT パスポート試験の公式キャラクタを図 5 に示す．

 ・ 情報セキュリティマネジメント試験
　 個人情報保護や情報セキュリティ等に関する業務

に従事する者を対象．春期と秋期に試験を実施．

（7）大学における活用状況
「情報処理技術者試験」が企業等で広く活用されてい

ることを受け，実社会で活躍する人材の輩出を目指す教
育機関（大学，短大，専門学校，高校等）でも幅広く活
用されている．IPA の調べによると，教育機関の取組み
としては，入試優遇 195 校，単位認定 106 校，シラバ

スの一部または全部を参考とした授業カリキュラムの策
定 71 校，受験対策支援講座の実施 131 校，受験を推奨

（受験料補助，合格者の表彰，報奨金等支給）105 校と
なっている（2018 年 1 月現在）．

（8）ほかの国家試験などにおける優遇制度等
「情報処理技術者試験」の合格者は，ほかの国家試験

（中小企業診断士，弁理士）や IT コーディネータ試験
の一部免除制度を受けることができる．

また，警視庁，千葉県警，群馬県警，茨城県警等で募
集するサイバー犯罪捜査官及び兵庫県警で募集する情報
処理区分での採用は，「情報処理技術者試験」の合格が
応募資格の一つとなっているとともに，埼玉県警，静岡
県警等の警察官採用試験においては，「情報処理技術者
試験」合格者に対して加点を行う制度が設けられている．

更に，厚生労働省「ものづくりマイスター事業（IT
マスター）」においては，応用情報技術者試験や高度試
験などが IT マスター募集条件の一つになっている．

4 おわりに
手前味噌になるが，IPA が毎年度公表している調査

「IT 人材白書」から，国家試験「情報処理技術者試験」
の活用状況に関する項目を抜粋して紹介する．

（1）情報処理技術者試験の活用状況
IT 企業，ユーザ企業に対して，情報処理技術者試験

の活用状況について尋ねた結果を図 6 に示す．
2015 年度と 2016 年度を比較してみると，IT 企業，

ユーザ企業ともに，情報処理技術者試験の活用の割合が
10％以上高くなっている．改めて，情報処理技術者試
験が広く活用されていることが分かる．

�図 5　「ITパスポート試験」（通称：ｉパス）
公式キャラクタ��上
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峰亜

あ い
衣

250 通信ソサイエティマガジン　No.44  春号 2018



Technology Reviews and Reports 小特集 ICT分野における資格活用術解 説

（2）情報処理技術者試験の活用理由
IT 企業，ユーザ企業に対して，情報処理技術者試験

の活用理由について尋ねた結果を図 7 に示す．
情報処理技術者試験の活用で得られる広範な知識が

人材育成で必要であることを理由とした企業が多く，
ユーザ企業では，その割合が更に顕著であった．

上述のとおり，IPA は，国家資格「情報処理安全確保
支援士」（登録セキスペ）の運用や国家試験「情報処理
技術者試験」の実施を担っている．今後も，更なる利便
性の向上等に努めていきたい．

本稿を御覧になった皆様においては，IT 技術の進展
によって創出される新たなビジネスチャンスを逃さない
組織体制（人材育成含む）を整備するためにも，また，

個人の可能性を広げるためにも，より一層，情報処理技
術者試験を活用し，社会変化等に対応する広範な知識の
習得に役立ててほしい．

�図 6　「情報処理技術者試験」の活用状況
（IPA「IT 人材白書 2017」（2017年 4月）から引用）

�図 7　「情報処理技術者試験」の活用理由
（IPA「IT 人材白書 2017」（2017年 4月）から引用）

千脇誠司 　
 1998 特別認可法人情報処理振興事業
協会（現 独立行政法人情報処理推進
機構）入職．特定プログラム開発普及
業務，中小企業向け業務アプリケー
ション開発支援業務，ソフトウェアエ
ンジニアリング業務など IT 関連施策
事業に従事．2016から，情報処理技
術者試験センター企画グループリー
ダーとして国家試験の運営を担当．
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1 はじめに
我が国の通信分野の代表的な資格制度には，無線従事

者制度 （1），電気通信主任技術者・工事担当者制度 （2），
CATV 技術者制度 （3），情報配線施工技能士制度 （4）など
があり，通信分野を含む関連資格としては技術士制度 （5）

や情報処理技術者制度 （6）などがある．本稿では，これら
の中で約 100 年の歴史を持つ無線従事者制度について概
説するとともに，今後の課題について私見を述べたい．

2 無線従事者資格の背景
1912 年 4 月 14 日に起きた歴史的な海難事故である

タイタニック号（図 1）の氷山衝突は，深夜であったた
め SOS が発信されたものの至近距離にいたカリフォル
ニアン号の通信士が就寝中でそれをキャッチできなかっ
た．SOS をキャッチしたのは約 100 km も離れていた
カルパチア号で，全速力で救助に向かったが事故海域に
着いたときには既に沈没後であった．1,490 名が犠牲者
となったが，無線電信のおかげで 700 余人が救助され
た．カリフォルニアン号の航海士はタイタニック号が打

ち上げた信号弾や明滅灯による救助信号を見て不審を感
じたとのこと，もし通信士を起こして業務に就かせてい
ればもっと多くの乗客を助けることができたはずであっ
た （7）．

この大事故が契機となり，1914 年にロンドンで開催
された「海上における人命安全のための国際会議：
SOLAS（the international convention for the Safety 
Of Life At Sea）」において，船舶の安全運航のため 50
人以上が乗る船舶は無線電信装置を装備し，遭難通信を
行う波長 600 m（500 kHz）の電波を 24 時間聴取する
ことが定められた ＊．このため 50 名以上が乗る外国航
路の船舶には無線局の設置と，8 時間交代として 3 名の
通信士の配置が不可欠となった．

当時，日本においても私設無線局認可への気運が高
まってきたことから，1915 年に無線電信法が制定され，
官営の無線局とは別に一般の船舶などの無線局を規定す
る「私設無線電信規則」が定まり，併せてそこに従事す
る無線従事者を検定する「私設無線電信通信従事者資格
検定規則」が定まった （8）．これが，現在に至る無線従
事者資格制度の基となっている．

国際的には，公海上を航行する船舶または航空機に搭
乗する無線従事者には，ITU（International Telecom-
munication Union）憲章及び ITU 条約を補足している
国際無線通信規則（Radio Regulations，略称 RR）で
規定された無線通信士証明書が必要とされる．日本で
は，総務大臣が交付する無線従事者免許証がこれに当た
る．RR では，各種業務の周波数割当などとともに無線
従事者の資格要件についても規定している．そのため，
各国の無線従事者資格制度は RR の規定に合致するもの
となっている．

図1　タイタニック号の無線室
（出典：ウィキペディア・コモンズ）

＊  これが現在に続いているSOLAS条約の発端であり，
1914年に決議はなされたが第一次世界大戦の影響で発
効には至らず，その後新たな安全規制を追加するなど
の修正が加えられた条約が1929年に締結された．
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3 無線従事者資格制度の概要
前章に説明したような背景を持つ無線従事者資格制

度は，その発端が遭難通信のような重責を担う無線通信
士の証明が目的であったことから，無線局の運用能力を
担保するという性格が濃いものになっている．またモー
ルス電信が唯一の遠距離通信手段であった時代からの経
緯で，無線通信士の資格取得にはモールス電信の技能試
験が必須であった．そのため 1980 年代までは長い間，
技能別にモールス電信を必須とする船舶や航空機の通信
士，ラジオ・テレビ放送やマイクロ波多重通信などの運
用に携わる技術者，警察・消防・タクシー等の業務のた
め無線通信を利用する者，及び趣味としてアマチュア無
線を行う者という区分けによる資格制度となっていた．

1980 年代になると衛星通信技術が進歩しインマル
サット衛星などが船舶や航空機の通信にも利用されるよ
うになってきた．そのため，遭難時にはモールス電信に
代わって衛星通信により事故発生や位置情報の自動発信
な ど を 行 う GMDSS（Global Maritime Distress and 
Safety System）という最新技術を取り入れたシステム
の導入が国際的に合意された．それに従い 1988 年に
SOLAS 条約が改正され，GMDSS を 1992 年から段階
的に導入し 1999 年までに完全移行することが決まっ
た．したがって，船舶や航空機の通信に従事する者に
は，モールス電信に代わって GMDSS を構成する技術
の知識とその操作能力が必要になった．これに対応する
ため，無線従事者資格を定めている電波法第 40 条の改
正が 1989 年に行われ，海上，航空，陸上という利用分
野を主にして再編され現在に至っている （1）．再編され
た分野区分は，①総合無線通信，②海上無線通信，③航
空無線通信，④陸上無線技術，及び⑤アマチュア無線で
あり，表 1 に示すような 23 の資格が存在する．

それぞれの分野において，第一級はその分野での全て
の操作を行うことができる資格であり，それ以下の級は
限定された範囲（送信電力，周波数範囲など）での操作
ができる資格である．また，海上，航空，陸上の 3 分
野にある特殊無線技士は，限定された無線設備のみを操
作できる資格である．

4 主任無線従事者制度
無線設備を操作するには，それに必要な無線従事者資

格を有することが原則であるが，主任無線従事者の監督
下であれば一定の範囲内で無資格者による無線設備の操
作が認められている．例えば，タクシー無線の操作には
第三級陸上特殊無線技士かそれより上位の資格を必要と
するが，主任無線技術者として任命された有資格者が監

督する体制をとっていれば，資格を持たない運転手で
あっても操作ができる．放送局や携帯通信事業など無線
機器の操作に多くの無線技術者を必要とする分野では，
この主任無線技術者制度が活用されている．ただし，ア
マチュア無線はこの制度の対象外である．

主任無線従事者に選任された者は，選任後 6 か月以内
に主任無線従事者講習（公益財団法人日本無線協会が実
施）を受講しなければならず，その後も 5 年ごとに受講
して最新の知識を身に付けることが求められている．

5 資格取得のための国家試験及
び養成課程

無線従事者国家試験は，資格別に表 2 及び表 3 に示
す試験科目が課せられており，その試験は公益財団法人
日本無線協会によって全国 11 地域（総務省総合通信局
管内及び沖縄総合通信事務所の管内）にて，無線通信士
と無線技術士は年 2 回，特殊無線技士は年 3 回実施さ
れている．またアマチュア無線技士は，一級・二級が年
3 回，三級・四級は多数回実施されている．

モールス電信の必要性は減ったものの一部では使われ
ているため，今でも総合無線通信士にその技能が課せられ
ている．ただし，求められる技能レベルは図 2 に示すよう
に変遷している．アマチュア無線ではモールス電信が相
変わらず広く利用されているが，実技試験は 2011 年に廃
止され，現在はペーパーテストの中でモールス符号の知識
を確認しているだけである．その背景は，かつては船舶
通信や公衆通信との混信の回避などに必要な技能として
モールス電信が RR で義務付けられていたが，GMDSS
への移行で根拠が乏しくなり，WRC（World Radiocom-
munication Conference）の 2003 年会合において RR
の条文が「アマチュア無線におけるモールス電信の実技
試験は主管庁の判断に委ねる」と改定されたことによ
る （11）．

無線従事者資格を得るには，国家試験に合格する道以
外に養成課程という道がある．養成課程が設けられてい
るのは，海上無線通信士の第三級・第四級の 2 資格，
特殊無線技士の 9 資格及びアマチュア無線技士の第一
級を除く 3 資格である．国が認定した組織や教育機関
が開講する養成課程講習会を受講して修了試験に合格し
た者は，国家試験の合格者と同等に扱われて無線従事者
資格を取得することができる．講習時間は，短いもので
10 時間，上級資格では 150 時間ほどになるものもある．
これまでの講習はスクール形式で行われていたが，
2013 年度からは一部の資格について e ラーニング形式
で提供されている．e ラーニングは，受講者にとって場
所と時間の制約を受けずメリットが大きいので今後は更
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に拡大されていくものと思われる．

6 無線従事者資格の活用におけ
る課題

図 3 に過去 50 年ほどにわたる無線従事者資格の年間
交付数を示す．1989 年 11 月に資格制度の再編が行わ
れたため各資格の交付数が大きく変化したが，アマチュ
ア無線技士を除けば総数の傾向に大きな変化はない．し
かしながら，この 50 年間の無線通信の発展とその普及
のすさまじさを考えると疑問が湧いてくる．

50 年ほど前，筆者が学生時代だった頃は，通信工学
を学ぶ学生にとって，無線業界に就職しようとする者は
もちろんだが，そうでなくとも技術力の証として無線技
術士や無線通信士の資格を取得することが目標になって
いたように思う．在学中に第一級無線技術士と第一級無
線通信士の両方を取得すると大いなる賞賛を浴び，周り
の者もいずれかの資格を取得したいと考える雰囲気が
あった．しかし，最近は学生にとって無線従事者資格の
存在感が乏しいように思える．無線通信や無線技術に携
わる者が当時とは比べものにならないほど増加している
にもかかわらず，業務に求められる能力の証として資格

表1　無線従事者資格一覧表�（9）

分野 資格名（略称） 操作対象となる無線設備の概要

総
　
合

第一級総合無線通信士（一総通） 無線通信業務全般ではあるが，主として国際航海に従事する商船の船舶局または船
舶と通信を行うために開設する海岸局などの無線設備

第二級総合無線通信士（二総通） 近海区域を航行する商船の船舶局及び比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の
海岸局などの無線設備

第三級総合無線通信士（三総通） 遠洋で操業する漁船の船舶局や漁業用海岸局の無線設備

海
　
上

第一級海上無線通信士（一海通） 船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備

第二級海上無線通信士（二海通） 制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の中規模
海岸局などの無線設備

第三級海上無線通信士（三海通） 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局，GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線
設備

第四級海上無線通信士（四海通） 無線電話を使用する漁船の船舶局，漁業用海岸局などの無線設備

第一級海上特殊無線技士（一海特） 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局，商船が装備した国際 VHF無線電
話などの無線設備

第二級海上特殊無線技士（二海特） 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局，VHFによる小規模海岸局などの無線設備

第三級海上特殊無線技士（三海特） 沿岸海域で操業する小形漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備

レーダー級海上特殊無線技士（レーダー特） 商船などが装備した大形レーダー，レーダーのみを備えた船舶，沿岸監視用レーダ
などの無線設備

航
　
空

航空無線通信士（航空通） 航空運送事業用航空機に開設された航空機局，この航空機と通信を行う航空局など
の無線設備

航空特殊無線技士（航空特） 航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局，この航空機と通信を行う航空
局などの無線設備

陸
　
上

第一級陸上無線技術士（一陸技） 放送局（テレビ，ラジオ），固定局，無線標識局などの無線設備

第二級陸上無線技術士（二陸技） 小・中規模放送局，航空用無線航行局などの無線設備

第一級陸上特殊無線技士（一陸特） 多重無線設備を使用した固定局などの無線設備

第二級陸上特殊無線技士（二陸特） 陸上移動系の無線局，VSAT（ハブ局）などの無線設備

第三級陸上特殊無線技士（三陸特） タクシー無線の基地局などの無線設備

国内電信級陸上特殊無線技士（国内電信特） 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作

ア
マ
チ
ュ
ア

第一級アマチュア無線技士（一アマ） アマチュア無線局の無線設備

第二級アマチュア無線技士（二アマ） アマチュア無線局の空中線電力200 W以下の無線設備

第三級アマチュア無線技士（三アマ） アマチュア無線局の空中線電力50 W以下の無線設備で18 MHz 以上または8 MHz
以下の周波数の電波を使用するもの

第四級アマチュア無線技士（四アマ）

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるもの．（モールス符号による通信操作を除く）
（1） 空中線電力10 W以下の無線設備で 21 MHz から 30 MHz までまたは 8 MHz

以下の周波数を使用するもの
（2） 空中線電力20 W以下の無線設備で30 MHzを超える周波数の電波を使用する

もの
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表2　無線通信士及び技術士の国家試験科目とレベル（出典：文献 （10） を参考に作表）

試験科目

資　格

無線工学
の基礎

無線工学
A

無線工学
B

電気通信術
法　規 地　理 英　語モールス

電信 印刷電信 電　話

第一級総合無線通信士 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎

第二級総合無線通信士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第三級総合無線通信士 ○ □ ○ ○ □

第一級海上無線通信士 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

第二級海上無線通信士 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

第三級海上無線通信士 ■ ○ ○ ◎ ◎

第四級海上無線通信士 □ ○

航空無線通信士 □ ○ ○ ○

第一級無線技術士 ●

第二級無線技術士 ◎ ◎ ◎ ●

〔注〕無線工学の基礎： 電気物理，電気回路，半導体及び電子管，電子回路，電気磁気測定（ ：詳細な基礎知識，◎：通常の基礎知識，○：概要の知識）
　　 無線工学A：無線設備とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用
　　 無線工学B： アンテナ系等とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用（ ：詳細な知識，◎：通常の知識，○：概要の知識，□：基礎的

知識のみ，■：設備取扱方法のみ）
　　 電気通信術： ①モールス電信：欧和文の手送り送信及び音響受信（速度は図 2参照） 

②印刷電信：速度 50字／分の欧文普通語の手送り送信 
③電話：欧文通話表による速度 50字／分の送話及び受話

　　 法規： 電波法等・航空法等・電気通信事業法等，通信憲章・通信条約・RR・国際電気通信規則・SOLAS条約・船員に関する国際条約・国際民間
航空条約（◎：通常の知識，○：概要の知識，●：国内法に関する概要の知識）

　　 地理：主要な航路・航空路・電気通信路を主とする世界地理
　　 英語：英文和訳・和文英訳・英会話（◎：英検準 1級～2級レベル，○英検 2級～準 2級レベル，□：英検 3級レベル）

表3　特殊無線技士及びアマチュア無線技士の国家試験科目とレベル（出典：文献 （10） を参考に作表）

試験科目
資　格

無線工学
電気通信術

法　　規 英　　語
モールス電信 電　　話

第一級海上特殊無線技士 ■ ○ ■

第二級海上特殊無線技士 ■ ■

第三級海上特殊無線技士 ■（無線電話） ■

レーダー級海上特殊無線技士 ■（レーダー） ■

航空特殊無線技士 ■ ○ ■

第一級陸上特殊無線技士 ○（多重無線） ●

第二級陸上特殊無線技士 ■ ■

第三級陸上特殊無線技士 ■ ■

国内電信級陸上特殊無線技士 ○ ■

第一級アマチュア無線技士 ○ ○

第二級アマチュア無線技士 □ ○

第三級アマチュア無線技士 △ □

第四級アマチュア無線技士 ▲ ■

〔注〕無線工学： 無線設備・アンテナ系等とその測定機器の理論・構造・機能及び保守・運用（○：概要の知識，□：基礎的な知識，■：取扱方法のみ，
△：初歩的な知識，▲：測定機器を除く初歩的な知識）

　　 電気通信術： ①モールス電信：和文の手送り送信及び音響受信（速度は図2参照， は実技不要でモールス符号の知識のみが課せられる） 
②電話：欧文通話表による速度50字／分の送話及び受話

　　 法規： 電波法等・通信憲章・通信条約・RR （ ：国際電気通信規則・船員に関する国際条約を含めて簡略な概要の知識，○：概要の知識，●：国内
法のみの概要の知識，□：簡略な概要の知識，■：国内法のみの簡略な概要の知識）

　　 英語：英会話（■：英検 3級レベルのリスニング）
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制度が十分活用されていないとすれば問題である．そこ
で，考えられる課題を以下に挙げてみる．

まず言えることは，無線従事者資格制度がモールス電
信時代の延長線上で変遷してきたことである．無線シス
テムの発展に伴って資格の種別が増え，現在では前述し
たように 23 もの資格に細分化されている．しかも無線
設備そのものの運用・保守に主眼が置かれている．確か
にアナログ技術が主であった時代の無線設備の運用や保
守には現場での修理などが必要であった．しかし，現在
ではディジタル化や自動化が高度化したことで，現場で
の運用や保守は省力化されている．対して，そこで用い
ている高度な設備やシステムの設計・実装などに携わる
無線技術者に高い能力が求められている．現在の無線従
事者制度は，このような設備やシステムを作る技術者に
必要な能力を担保する上で，十分進化していないように
思える．

次に，現在の無線従事者資格は，ネットワーク化とソ
フトウェア化の進んだ最近の無線通信システムに対応し

切れていないという問題がある．技術の変化が早くなっ
ていることから，求められるのは技術の変化にも対応で
きる基本的能力を担保する資格であると考えられる．ま
た，無線設備やシステム全般に通用する汎用性のある資
格も望まれる．

第 5 世代移動通信をはじめセンサネットワークや IoT
などの発展にとって，無線通信分野の人材育成は極めて
重要である．この問題について，総務省では 3 年前に
電波政策ビジョン懇談会を開催して，電波利用の将来像
とその実現方策に加え，電波利用を支える産業の在り方
として人材育成を取り上げて議論している．議論の結果
は 2014 年 12 月に報告書としてまとめられており，“従
来のような「電波」に閉じた人材育成のみならず，無線
通信技術に加えて IP/Web 関連技術の知識を併せ持つ人
材，無線技術と有線技術を統合した高度複合技術の知見
を有する人材，ソフトウェア技術者等を戦略的に育成し
ていくことが重要である”と極めて的確な結論が記され
ている （12）．これに向けて，人材育成の重要な手段であ
る資格制度の見直しが求められていると感じる．

更に加えて言えば，現在の無線従事者資格は終身免許
制である．これだけ技術進歩の早い分野では，免許証を
得た後も新たな知識の取得が不可欠であり，それを保証
する免許更新制も検討の余地がある．

7 おわりに
現在の無線従事者資格制度について，その生い立ちか

ら現在の課題までを解説したが，国境のない電波に関連
した制度であることから国際的協調が求められることも
一因となり，現状に対して後追いの面がある．そのこと
について，無線従事者資格がより広く活用されるために

�図 2　無線従事者国家試験に課されているモールス電信の実技レベルの変遷

�図 3　無線従事者資格の年間交付数の変遷
（出典：総務省発表データをグラフ化）
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必要と思われる課題を私見として述べた．一方，現在の
資格の中で陸上無線技術士に関しては，名称はさておき
無線技術者に必要な基本的技術と関連法規の知識を証明
する汎用的な資格と思える．この資格が，企業や教育機
関においてもっと広く活用されることが期待される．

また，無線従事者資格の特色の一つは，趣味としてア
マチュア無線を行う者にも国家資格が与えられることで
あろう．アマチュア無線は一時のブームが去ったが，青
少年の科学技術への関心を高める上で非常に有効であ
り，若年層の資格取得者の増加策が望まれる．

本稿が，現在の無線従事者資格制度を理解し活用する
上で参考になれば幸いである．
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1 はじめに
本稿ではまず，ORACLE MASTER 認定資格につい

て御紹介を行った上で，ORACLE MASTER 認定資格取
得の意義について御説明致します．次に，Oracle 
Corporation の日本法人である日本オラクル社員 2 名
の体験談とアドバイスを記載致します．1 人目は IT 業
界での業務経験が豊富な木村より，「システムエンジニ
アとしての ORACLE MASTER 取得体験記」，2 人目は
学生時代よりデータベースの研究に携わっていた金子よ
り，「ORACLE MASTER Platinum 取得者の体験記と
アドバイス」となります．最後に，現在のトレンドであ
るクラウドに関係する資格を御紹介致します．

2 ORACLE MASTER とは？
Oracle Corporation で は， 皆 様 御 存 じ の と お り

Oracle Database というデータベース製品を扱っていま
すが，データベース以外にアプリケーションやハードウェ

アの製品も扱っています．更には Oracle University よ
り研修サービスやオラクル認定資格を提供しています．
実は，オラクル認定資格の総資格取得者数は 25 万を超
えています（図 1）．オラクル認定資格では，データベー
スをはじめ Java やアプリケーション等の他製品も扱って
おりますが，本稿ではデータベース試験である認定資格

“ORACLE MASTER”のみを対象に記載を致します．
情報処理に携わる皆様は，IPA が実施している情報処

理技術者試験については試験要項も御覧になったことが
あるかと思います．情報処理技術者試験に関しては，大
学等で学ぶ情報科学の学習要項と類似していることもあ
り受け入れやすい資格ではないかと思います．一方，ベ
ンダ資格についてはそもそもどんな資格があって，どん
な内容なのか，いまいちピンと来ず，受験を御検討頂く
のにハードルが高いと感じられるかもしれません．しか
し，こういったベンダ資格の取得者数は決して少なくな
いのです．一体どんな価値があるのか，次章に ORACLE 
MASTER 認定資格の意義について記載致します．
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ORACLE MASTER
認定資格取得のススメ

�木村達也　Tatsuya Kimura 　日本オラクル株式会社
�金子静花　Shizuka Kaneko　日本オラクル株式会社

�図 1　ORACLE�MASTER認定資格取得者数の推移



3 ORACLE MASTER 認定資格
取得の意義

認定資格は「スキルを証明する指標」であり，それを
測る手段として認定資格試験があります．この試験で
は，「ある（固有の）製品」について問われます．つま
り，各試験の導入は「この製品はこのプロセス XX から
構成されていて…」等のアーキテクチャを記憶するとこ
ろから始まります．

アーキテクチャの学習など，今すぐその製品を導入す
る予定もなければ役に立たないのでは…と思うかもしれ
ませんが，ここで，その製品の価格 （!） を確認してみて
下さい．その金額を出す価値のある製品として，世の中
に活用されている仕組みなんです．今，皆様が研究・開
発している技術を成功させるためには，世の中一般に普
及し，かつ試験として成り立つほど有名な製品から学べ
ることは山ほどあると思います．確かに，基礎からの学
習は骨が折れる部分がありますが，まずは「学ぶ（まね
ぶ）」してみて下さい．

アーキテクチャ等の基礎を習得し，更に理解を進める
と，下記のメリットが見えてきます．

学術論文で題材になるものは主に新しい機能・技術で
すが，IT システムにおいて多くの人・時間・お金が費
やされているのは保守・運用フェーズとなり，学校では
余り習いません．対して，ベンダ製品は実際にナマモノ
である IT システム上で動いており，保守・運用フェー
ズでの動きについて熟慮の上作られています．

先ほど苦労して学んだアーキテクチャの学習がここ
で生きてきます．「あぁ，このアーキテクチャ設計はこ
こで役に立つんだ」「保守・運用で着眼すべき XX とい
う文句は実際にこういった部分に生きるんだ」といっ
た，ナマモノの技術・運用方法が学べます．こういった
情報・視点を得ることは，IT 分野で活動していくにあ
たって非常に重要であると筆者は考えます．ORACLE 

MASTER 認定資格の意義については，図 2 を御参照下
さい．

4 ORACLE MASTER 認定資格
Oracle Database 製品の運用管理スキルを認定する

ORACLE MASTER 認定資格（図 3）は，四つのグレー
ドから構成されています．Bronze → Silver → Gold → 
Platinum の順に難易度が上がり，取得者数も少なくな
ります．本稿では試験のアドバイスを後述しています．

5 システムエンジニアとしての
ORACLE MASTER 取得体験記

（木村記）筆者は，2013 年に Oracle Corporation の日
本法人である日本オラクルに中途入社しました．現在は，
Oracle Database のコンサルタントとして，Oracle 
Database における要件定義，設計，構築，アップグレー
ド，移行，運用，DBA（Database Administrator）育
成の御支援をさせて頂いています．前職は，システムイ
ンテグレーションを行う SIer で，アプリケーション担
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�図 2　オラクル認定資格の意義

�図 3　ORACLE�MASTER認定資格のグレード

※  “12c”は Oracle Database のバージョンであり，現時点では
「11（11g）」と「12（12c）」を選択することができます．12c
が最新のバージョンとなります．

※  各試験の位置付けや認定パスについての情報は以下より参照して
下さい．

　 ［ORACLE MASTER Portal─be an ORACLE MASTER─］
http://www.oracle.com/jp/education/index-172250-ja.html
　 上記 URL は 2017 年 7月時点の情報を記載したURLとなりま
す．提供されるコンテンツの内容やURLは，予告なく変更され
ることがありますので，あらかじめご了承下さい．

※ 各試験の費用や試験内容についての情報は以下より参照して下さい．
　 ［認定試験一覧］http://www.oracle.com/jp/education/examli 
st-172597-ja.html
　 上記 URL は 2017 年 7月時点の情報を記載したURLとなりま
す．提供されるコンテンツの内容やURLは，予告なく変更され
ることがありますので，あらかじめ御了承下さい．
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当のシステムエンジニアの業務に 8 年間ほど従事してい
ました．

本章では，前職でのシステムエンジニアとしての
ORACLE MASTER取得体験記を皆さんにお伝えします．

なお，筆者はこれまで，ORACLE MASTER，Oracle
認定 Java 資格，Oracle Solaris 認定資格を取得しまし
たが，その中でも Oracle Database に関する資格であ
る，ORACLE MASTER 認定資格に焦点を絞ってお伝え
します．

ORACLE�MASTER認定資格取得のきっかけ
筆者が前職でアプリケーション担当のシステムエン

ジニアの業務に従事した際は，Java や C 言語といった
アプリケーションの動作を定義するプログラミング言
語，OS，アプリケーションサーバ，データベースの知
識が必要でした．その中でも，データベースの知識，特
に 多 く の 情 報 シ ス テ ム で 採 用 さ れ て い る Oracle 
Database のスキル習得が必要になったことが，筆者の
ORACLE MASTER 資格取得のきっかけになりました．

ORACLE�MASTER認定資格取得で苦労したところ
ORACLE MASTER 認定資格試験は，試験範囲が広

く，Silver，Gold レベルになると深い製品知識の理解
も求められます．

ここでは，筆者が資格取得に苦労した，ORACLE 
MASTER Gold に つ い て 御 説 明 し ま す．ORACLE 
MASTER Gold は，バックアップ，リカバリが主な試
験範囲となり，アーキテクチャの深い理解や実機操作の
経験が問われる問題も出題されるため，試験対策が必要
になります．

一般的な試験対策としては，日本オラクル提供の無償
コンテンツ内の「Oracle Database 初心者」や，「ORACLE 
MASTER 対策」のトピックを活用したり，試験対策をま
とめた市販本を購入したりする方が多いようです．
　日本オラクルが提供している無償コンテンツについて
は以下 URL を参照して下さい．
　 ［OTN セミナーオンデマンドコンテンツ一覧］ 
https://blogs.oracle.com/oracle4engineer/otn-v15
上記URLは 2017年 7月時点の無償コンテンツの
情報を記載したURLとなります．提供される無償コン
テンツの内容やURLは，予告なく変更されることがあ
りますので，あらかじめ御了承下さい．

また，中には短期間で資格取得を目指す方もいらっ
しゃるかと思います．その場合は，Oracle University
が提供している研修サービスが効果的です．筆者の場合
も，ORACLE MASTER Gold の試験対策に苦労したの
で，最終的には Oracle University が提供している研修

サービスを利用しました．
研修サービスは，講義だけでなく，Oracle Database

の実機操作も行えますので，筆者は実機操作を繰り返す
ことで，バックアップ，リカバリなどの機能の理解を深
めることができました．

ORACLE�MASTER認定資格取得後のメリット
アプリケーション開発のライフサイクルにおけるほ

ぼ全てのフェーズにおいて資格取得で得たスキルが役立
ちました．具体的には，試験で学習した知識を活用し
て，Oracle Database のアーキテクチャやパフォーマ
ンスを意識した論理設計，SQL コーディング，トラブ
ルシューティングなどを効果的に行えるようになり，資
格取得前に比べてアプリケーション開発の現場で頼りに
される機会が増えました．

また，資格取得者として周囲に認知されたことによ
り，Oracle Database に関する人材教育も担当するよ
うになりました．それにより，資格取得後の更なる技術
力向上にもつながりました．そして，自分自身の技術力
に自信がつき，アプリケーション開発の仕事がより一層
楽しくなりました．振り返ってみると，これが仕事上，
一番のメリットであったと感じています．

ORACLE MASTER 認定資格は，世界中で非常に多
くの情報システムで利用されているデータベースである
Oracle Database に関する資格ですので，担当する情
報システムが変わったとしても，データベースは
Oracle Database を採用している情報システムは非常
に多いです．そのため，アプリケーション担当のシステ
ムエンジニアとして仕事をしていく中で，身に付けたス
キルが陳腐化することはありませんでした．

また，ORACLE MASTER 認定資格取得のために身
に付けたスキルが，Oracle Database のコンサルタン
トとして仕事をしている現在もベースとして役立ってい
ることは言うまでもありません．

6 ORACLE MASTER Platinum
取得者の体験記とアドバイス

（金子記）は じ め ま し て． 筆 者 は 新 卒 で Oracle 
Corporation の日本法人である日本オラクルに入社し，
コンサルタントとして勤務しています．2016 年初に
ORACLE MASTER 認定資格の最高峰である Platinum
を取得致しました．その経験を生かし，様々なユーザへ
育成支援を行っております．本章ではその経験から
ORACLE MASTER 認定資格取得後のメリット及び
ORACLE MASTER 認定資格取得に向けたアドバイスを
御紹介致します．ちなみに筆者は学生時代から情報科学
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科データベース研究室に所属し，データベース技術関連
の留学・海外インターン等でも，どっぷりデータベース
につかっていました．しかし ORACLE MASTER 認定
資格に興味を持ったのは社会人になってからで，今と
なっては学生時代に勉強しておけばよかった…！  と感
じています．この機会に，皆様に ORACLE MASTER
認定資格をはじめとしたベンダ資格について知って頂け
るとうれしいです．

ORACLE�MASTER認定資格取得後のメリット
ORACLE MASTER 認定資格のメリットについては，

Oracle 製品に携わる者としてはもちろん，常に役立っ
ていると言えます．更にコンサルタントとして，名刺に
資格のマークがあることで第一印象から信頼を得ること
ができます．ただ，これはコンサルタントや SIer だけ
でなく，ユーザの立場でも同じではないかと思います．
オラクルコンサルタントが御支援するエンドユーザ企業

（金融や通信等）では，近年，データベースを専門とす
る技術チームの立ち上げを行い，ORACLE MASTER 認
定資格で技術力を裏付けようとする動きがあります．
ユーザとして情報システムを発注する立場で，しっかり
とした技術力を持つことで，情報システムの品質向上に
寄与します．また，ユーザが技術を学ぶうちに，「こん
な機能があるならシステムで xx ができるかもしれない」

「この技術を利用してもっと yy なシステムを作れない
か」といった思いから，“より良い”システムの構想が
でき，最終的にはそのシステムが支える業務の幅を広げ
たり，新しい業務を創造することにつながります．

筆者個人の話に戻りますと，やはり周りからの信頼
度が全く違うため，資格を取得していない場合と比較
し，任せて頂ける仕事の範囲が広がります．また，仕
事を任せる側も，資格という目安があることで仕事を
振りやすいと感じます．筆者自身，ユーザや後輩と交
流する際，とても大切なインプットとして資格の状況

を扱っています．
エンドユーザ企業の新卒であれば Bronze 以上，SIer

で中堅以上となれば Silver 以上を取得することで技術
力を証明できます．更に Gold 以上を保持していること
は，図 4 に示すとおりトップレベルのデータベース・
エンジニアの証となります．

ORACLE�MASTER資格取得に向けたアドバイス
今までのコンサルタントとしての育成支援経験より，

資格取得にあたってのアドバイスを記載致します．

�・ORACLE�MASTER�Bronze
Bronze 資格は，SQL 試験と DBA 試験の二つの試験

から構成されています．
─ DBA 試験：先にも記載したとおり，まずはアーキテ
クチャの学習から始まります．プロセス構造や内部動作
をひたすら覚えないといけないのはとてもつらいです．
こ こ で 何 よ り も 大 事 な の は，Bronze を 乗 り 越 え，
Silver に到達することだという目標設定をすることであ
ると筆者は思います．マニュアルから学ぶことが理想で
はありますが，最近は効率の良い参考書もありますの
で，よかったら是非活用してみて下さい．とりあえず頑
張れば，後から振り返ることは幾らでもできます．

�・Bronze�SQL
ORACLE MASTER 認定資格の中で毛色の異なる試

験となり，SQL（データベースの問合せ“言語”）に関
する試験となります．SQL に関する知識は大事ですが，
本試験ではたくさんの関数を覚える必要があり，意外と
量の多い暗記科目です．御自身に合った効率的な暗記勉
強法を実施することを前提に取り組まれることをお勧め
致します．
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�・ORACLE�MASTER�Silver
Bronze を乗り越え，試験勉強が少し楽しくなってき

た頃かと思います♪  Silver に取り組むと，Bronze で覚
えた知識を生かすイメージが湧いてくるのではないで
しょうか．お勧めの学習法は，Bronze DBA 取得後，間
を置かずに Silver の学習に取り掛かり，知識を定着させ，
早期に Silver 取得を目指すことです．Silver 以上の認定
資格は，Oracle Certification Program（OCP）と呼ば
れるグローバルの認定資格として扱われるため，世界的
にも対外的影響力のある資格となります．

�・ORACLE�MASTER�Gold（図 5，6）
Gold は Bronze, Silver とは一線を画した試験となり

ます．“トップレベルのデータベース・エンジニアの証”
たる Gold 合格のためには，バックアップ・リカバリを
中心とした Oracle Database の仕組みを根本的に理解
している必要があります．Gold の認定には Oracle 
University 提供のコースの受講が必要となるため，コー
スもうまく活用し，計画的に学習を進めることをお勧め
致します．Oracle 社では認定資格取得支援を目的とし
たキャンペーンを適宜実施しています．こういったキャ
ンペーンを活用することも非常に有効です．Gold のポ

イントは「計画的に」です．膨大な量の試験範囲及び深
い内容を計画的に学ぶことで，Oracle Database の根
本的な仕組みを理解し，アーキテクチャから運用までが
一気につながり，試験以外でも皆様の成果を期待できる
ようになることを祈っております．

7 おわりに
（金子記）今 回， ベ ン ダ 資 格 を 代 表 し て ORACLE 
MASTER 認定資格について記載しました．大学で学ぶ
Computer Science や IPA の提供する国家資格ではな
かなか触れることのない「実業務にて使われている」製
品の設計・構築・運用・保守の基礎，応用，発展を包括
的に学ぶことができ，そのまま実業務に生かすことがで
きるといった点で，ORACLE MASTER 認定資格取得を
お勧めします．

最後に，最新の ORACLE MASTER 認定資格につい
て御紹介致します．
（木村記）昨今，クラウドコンピューティングの普及が
本格化しています．クラウドコンピューティングとは，
端的に表現すると，ネットワークをベースにしたコン
ピューティングリソースの提供サービスのことです．ク
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ラウドコンピューティングは，初期投資に掛かる費用や
時間の大幅な削減や，コンピューティングリソースを即
座に調達することができる俊敏性，利用した分のみの支
払いが可能といった特徴を持っています．そのクラウド
コンピューティングの特徴が，刻一刻と変化するビジネ
スの要件を柔軟に満たしつつ，コストやビジネスの最適
化やイノベーションの更なる加速化を可能にしていま
す．昨今，企業のクラウドコンピューティングの活用が
活発化しており，それに伴い，クラウドコンピューティ
ングのテクノロジーも更に進化を遂げることが予想され
るため，IT エンジニアとしてクラウドコンピューティ
ングの分野のスキルが重要になってきます．

そのため，筆者は今後，以下の資格を取得したいと考
えています．

・ ORACLE MASTER Cloud Oracle Database 
Cloud Service

上記試験に御興味のある方は，図 7 を御参照下さい．

木村達也 　
 日本オラクル株式会社コンサルティン
グサービス事業統括クラウド・テクノ
ロジーコンサルテイング事業本部所
属．SIer にてアプリケーション担当
のシステムエンジニアとして，アプリ
ケーションの設計，実装，保守を手掛
ける傍ら，Oracle Database の設計，
導入，性能分析，チューニングにも従
事．現在は日本オラクル株式会社に
て，Oracle Database の設計・構築・運用に関する提案や支援，
プロジェクトマネジメントを担当．ORACLE MASTER Oracle 
Database，ORACLE MASTER Expert，Oracle 認定 Java 資格，
Oracle Solaris 認定資格取得．

金子静花 　
 日本オラクル株式会社コンサルティン
グサービス事業統括クラウド・テクノ
ロジーコンサルテイング事業本部所
属．2011お茶の水女子大・理・情報
科学コース卒，データベースに関する
研究室に所属，2013同大学院理学専
攻博士前期課了．在学中，フランス海
洋開発研究所就業体験にて Oracle 
Database を活用，スイス連邦工科大
ローザンヌ校へ研究留学しDBaaSの研究を進める．2013日本オ
ラクル株式会社入社以来，人材育成案件を主に担当．2016 
ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 11g 取得．
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�図 7　ORACLE�MASTER�Cloud 認定資格



1 はじめに
学生に「資格は必要か？」という質問をすると，「必要

ない」と回答する人はほとんどいないであろう．では「な
ぜ資格は必要か？」と問われたらどうだろうか．はっき
りとした回答を持っていない人もいるであろうし，持っ
ていたとしても，様々な回答が挙がることだろう．

それでは大学は「学生に資格は必要」と考えているの
だろうか．やはり「必要ない」と答える大学はほとんど
ないはずである．ただし，資格を取ることの意義につい
ては，学生の考えと少し違うところがあるかもしれな
い．そこで，学生の資格取得を大学がどのように考えて
いるかについて，神奈川工科大学の事例を交えながら解
説する．

2 学生にとっての資格
まず初めに，本学学生の一部に「資格は必要か？」と

聞いてみたところ，全員が「資格は必要」と答えた．そ
の理由は「将来役に立つ」「就職に有利」「履歴書に書け
る」「自信につながる」「知識が増える」「持っているに
越したことはない」「何となく」など，様々である．た
だし，どんな資格が必要かと尋ねると，「運転免許」と
いう回答が多く挙がった．

このように，ある行為のために取得が法律で定められ
ている「免許」も，学生には資格の一つのとして受け取
られている．実際に本学でも学科によっては，「管理栄
養士」や「看護師」など，特定の職業に就くための免許
取得を前提とした教育を行っているところがある．本稿
では，このようないわゆる免許については扱う対象から
外し，例えば「英検＊級」のように取得が義務付けられ
てはいない「資格」について考えてみる．

3 大学の教育課程と資格
大学には，卒業認定や学位授与についての方針を指す

ディプロマポリシーと，ディプロマポリシーや教育目標
に基づいた教育課程編成についての方針を指すカリキュ
ラムポリシーが存在する．そして，これらのディプロマ
ポリシーとカリキュラムポリシーが，大学単位，学部単
位，あるいは学科単位で明確に定められている．

例えば神奈川工科大学では，大学全体のディプロマポ
リシーとして，創造的思考力（創造力，課題解決力，行
動力），チームワーク（コミュニケーション力，社会的
責任と倫理観），基礎学力（専門分野の基礎的な知識・
技能，職業人の素養としての基礎知識）を有することを
掲げている．そしてカリキュラムポリシーでは，基礎力
育成を重視した教育，共通基盤教育と専門教育，学力に
あった教育，創造性を育む能動・体験型教育，得意分野
を伸ばす個人指導の 5 項目を挙げている．それぞれの
ポリシーには具体的な説明が付け加えられている．更に
これらのポリシーは，学部・学科単位でより細かな内容
で記されていく．しかしながら，これらのポリシーのど
こにも資格という言葉は含まれていない．

では大学にとって資格は必要のないものなのであろ
うか．筆者らはそうは考えていない．表 1 は，本学情
報学部（情報工学科，情報ネットワーク・コミュニケー
ション学科，情報メディア学科）の学生が取得すること
で，単位認定される資格の一覧である．2016 年度には
述べ 360 単位の認定が行われた．更に，単位認定され
ない一部の資格も含めて大学在学中に取得したものにつ
いては，その受験料を全額支援する制度も設けている．
これらも含めて様々な制度が多くの大学で設けられてい
る．つまり大学としては学生の資格取得を大いに推奨し
ていると言える．では，その理由は何であろうか．
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4 大学の立場における学生の
資格取得の意義

大学は，学生が資格を取得することを，二つの側面で
活用していると，筆者らは考えている．第 1 に，基礎学
力の一部を有していることの担保である．ディプロマポ
リシーで学部や学科がそれぞれ求めている基礎学力は，
この資格とこの資格を取れば十分，というものではない．
しかしながら，この部分の学力を有しているならこの資
格は取得可能，ということは言えるかもしれない．例え
ば図 1 に示すように，資格 M を持っていることで，講義
A と演習 A を学修することによって身に付く学力がある
とみなせる．したがって，そのような資格の取得に対し
て単位を認定することで，大学における同等の課程科目
学修に当てる時間をほかの学修に役立てられるといった，
履修の効率化が図られると期待している．

第 2 に，学生の学習意欲の喚起・向上である．日本

の大学生の学習時間，特に授業外学習の時間が非常に少
ないことが問題としてよく挙げられる．その理由の一つ
に学習意欲の低さがあると考えられる．一方で資格取得
は，①その達成基準が公平で明確であること，②達成し
たことを第三者に容易に示せること，から，学習に対す
る動機付けがしやすいという特徴がある．また，授業外
学習の時間が増え日常的な学習習慣が身に付くこと，取
得による達成感が更なる学習意欲の向上につながるこ
と，なども期待できる．

上記の二つのほかにも様々な活用面があるが，いずれ
にしても，大学は学生の資格取得を大いに推奨している
と言える．ただし先にも述べたとおり，資格取得をポリ
シーに挙げているわけではないため，正課として資格取
得のための講義を開講するのではなく，様々な手段によ
り支援をしているのである．

しかしながら，資格取得に対する単位認定や受験料支
援は，根本的な資格取得支援にはなっていない．なぜな
らこれらは資格取得という成功に対する支援であり，そ
こに至る過程に対しての支援としては不十分なためであ
る．先ほど述べた資格取得の第 2 の活用を考えると，
資格を取得したいという学生の意欲を支えられる仕組み
も必要である．そこで考えられるのが，正課外の学習プ
ログラムである．次章では，本学での取組み事例として
IT エクステンションセンターについて紹介する．

5 IT エクステンションセンター
の資格取得支援

IT エクステンションセンターは，平成 16 年に現在の
情報学部体制確立に併せて開設された．その大きな目的
は，本学学生に対する IT 技術者育成のサポートと，近
隣市民への IT 技術教育の提供を通じた地域貢献である．
今回紹介する資格取得プログラム講座だけでなく，幼児
～小学生を対象とした教育プログラム「未来塾」など，
様々なプログラムを提供している（図 2）．

表1　本学情報学部で単位認定される資格※

資格の分類 資格名称 認定科目
（単位数）

語学検定 英 語 技 能 検 定（TOEIC, 
TOEFL iBT 含む）

英語
（2：TOEIC400 以
上，4：500 以 上，
6：650以上）

ドイツ語技能検定 ドイツ語（2）
フランス語技能検定 フランス語（2）
中国語技能検定 中国語（2）

情報処理
技術者試験

基本情報技術者試験 基本情報技術者（2）
応用情報技術者試験 応用情報技術者（2）
情報セキュリティマネジメ
ント試験

セキュリティ情報
技術者（2）

ITストラテジスト試験，シ
ステムアーキテクト試験，
ネットワークスペシャリス
ト試験，データベーススペ
シャリスト試験，エンベ
デッドシステムスペシャリ
スト試験，IT サービスマ
ネージャ試験，情報処理安
全確保支援士試験

高度情報技術者（上
限 2）

プログラミン
グ能力検定

C言語プログラミング能力
検定

C言語（上限 6）

JAVA 言語プログラミング
能力検定

JAVA言語（3）

CG-ARTS
検定

CG クリエイター検定，
Web デザイナー検定，画
像処理エンジニア検定，マ
ルチメディア検定，CGエ
ンジニア検定

メディア技術者（上
限 2）

シスコ技術者
認定試験

Cisco  Cer t i f ied  Ent ry 
Network ing  Technician
（CCENT）

初級ネットワーク
技術者（2）

Cisco Certified Network 
Associate（CCNA）

応用ネットワーク
技術者（2）

Cisco Certified Network 
Professional 
（CCNP）

高度ネットワーク
技術者（2）

※ 2017 年度．重複取得による認定単位には上限が設けられている．学
科によって認定されない資格もある．

�図 1　資格とカリキュラムの関係
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表 2 は 2017 年度に開講している（予定も含む）資格
取得プログラム講座の一覧である．表からも分かるよう
に，資格の中には IT 技術に余り関連のないものもある．
これは講座の受講対象を情報学部学生に限らず，本学の
全学生，更には近隣市民にも広げているためである．大
学が資格を生涯学習のきっかけとして考えていることの
一つの現れである．

学生は，キャンパス内にある本プログラムの受付を訪
ねることから始める．そこでは専用のスタッフが個別相
談を受け付けている．資格は取得したいと漠然と考えて
いるものの，どの資格を取ればよいのか分からないとい
う学生は多い．そこで「あなたにとって必要な資格は？」

「どのような資格が就職に生かせるの？」など，講座が
用意されていない資格も含めて，気軽に相談することが
可能となっている．そして受講講座が決まると受講料を
支払い講座が開始される．講座は年に複数回開催される
ので，年間を通じてある程度好きなタイミングで受講す
ることが可能である．また，受講料を支払わなければ受
講できないが，同じ講座は原則として何回でも受講でき
るため，資格取得に失敗しても容易に再挑戦できる仕組
みになっている．この点が，単位認定や受験料返還によ

る支援と異なり，資格取得のための過程の支援であると
言える．2017 年度にはこれまでに述べ 80 名の学生が
本講座を利用している．

6 学科独自の資格取得支援の
取組み

専門性の非常に高い資格については，学科単位で資格
取得支援の仕組みを設ける方が高い効果を得られる場合
もある．ここでは，本学情報学部における，二つの資格
取得支援について紹介する．

（1）　シスコ（CISCO）技術者認定
情報学部の 1 学科である，情報ネットワーク・コミュ

ニケーション学科では，学生の多くが卒業後ネットワー
クエンジニアとして就職する．彼らネットワークエンジ
ニアに広く求められる資格の一つにシスコ技術者認定が
ある．これは，シスコシステムズ社のネットワーク機器
製品を用いたネットワークの設計，導入，運用，サポー
トに関する能力を認定するものである．実際の機器操作
能力だけでなく，ネットワークの知識も広く問われるた
め，ネットワーク業界において高い評価を得ている．そ
の分，資格を取得するには多くの時間を費やして学習及
びトレーニングをする必要がある．

そこで本学科では，正課外の特別プログラムとしてシ
スコ資格取得講座を夏季休暇期間と春期休暇期間の年 2
回実施している（図 3）．講座に使用する機器の制約上，
受講者数は 10 名程度に限られるが，毎回多数の希望者
から受講者の選抜を行うほど人気の講座である．本学は
シスコネットワーキングアカデミーの認定も受けてお
り，講師はインストラクターの資格を持つ技術職員が担
当している．2015 年度から開講したが，これまでにエ
ントリーレベルの CCENT だけでなく，10 名弱と少数
ではあるものの，より高度なレベルの CCNA・CCNP

�図 2　ITエクステンションセンターのプログラム

表2　資格取得プログラム（2017年度）

基本情報技術者試験

情報セキュリティマネジメント試験

IT パスポート試験

簿記検定 3級

ビジネス文書検定 3級

TOEIC

秘書検定 2級

Microsoft Office Specialist Access

Microsoft Office Specialist Word

Microsoft Office Specialist Excel

色彩検定 3級 図3　CISCO講座（2017年度夏季）
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の合格者も輩出している．特にこれらの合格者の 100％
が非常に早い時期（学科就職率 20％程度）に就職内定
を得ており，本資格取得が就職に対して有利に働くこと
を裏付けている．

（2）　CG-ARTS検定
同じく情報学部の 1 学科である情報メディア学科で

は，情報コンテンツに関わるエンジニアやクリエイター
を輩出するための教育に力を入れており，その一環とし
て，CG-ARTS 検定の受験を積極的に推奨し，合格につ
ながるように複数の正課講義科目で連携を取るなど力を
入れている．CG-ARTS 検定は画像を中心とした情報分
野のスキルアップ向上を目的とし五つの認定試験があ
る．また表 1 にも示したように資格取得による単位認
定制度も設けている．平成 28 年度には合計で約 330 名
の合格者を出し，CG-ARTS 協会の所管である文部科学
省から，優秀な成績を修めた団体として 4 年連続とな
る文部科学大臣賞「団体賞」を受賞した．またトップレ
ベルの合格者数を記録した実績において，優秀校として
も表彰された．

7 大学における資格取得支援の
課題

これまでに述べてきたように，大学にとって学生の資
格取得は教育の目的ではなく，その効果を高めるための
手段の一つである．したがって，有効的に活用しなけれ
ばならない．そのために解決しないといけない課題が幾
つかあると考えている．

第 1 に支援の公平性・妥当性である．現在存在する
膨大な数の資格に対して，例えば単位認定制度を設ける
場合に，どの資格を対象とすればよいか，そして認定単
位数を幾つにすればよいか，を決めることは非常に難し
い問題である．例えば図 1 における資格 N の取得に成
功したとする．この資格の難易度がどれだけ高くても，
講義 B, C や演習 B, C に関する全ての学力を有してい
ることの担保にはならない．したがって，この資格取得
に単位を認定すると，講義 B, C や演習 B, C の修得が
不十分であるにもかかわらず学生が科目履修をしない，
あるいは講義 B, C や演習 B, C を履修することで一部
の学修内容に対して重複して単位が与えられることにな
る．このように，安易な認定は大学における教育効果を
かえって下げる可能性もある．また，資格の難易度と単
位認定の有無や単位数に大きな隔たりがあると，教育の
質保証という点での信頼性が損なわれる．

第 2 に学生の履修計画の乱れである．4.で述べたよ
うに大学は資格取得を学力の担保として考え単位認定し
ているが，学生からは資格を取れれば単位がもらえると
安易に受け取られがちである．実際，資格取得による単
位取得を前提とした履修をした結果，資格が取れなかっ
たために進級・卒業ができなかったという事例が発生し
ている．そこで履修指導等を通じて学生の意識を正しい
方向に向けることが重要となる．

第 3 に費用対効果の問題である．5.や 6.で紹介し
た，具体的な資格取得支援講座を大学内に設けるために
は，講師や教材の手配など多くの費用が掛かる．一方で
講座を受講する学生がいなければ，これらの費用は無駄
になってしまう．この問題を解決するには，資格に対す
る社会や学生のニーズを的確に把握し支援できる仕組み
作りが必要である．そのためには支援制度の有効性に関
する定量的かつ客観的な評価が必要であるが，残念なが
ら本学ではこの部分が不足しており，大きな課題である
と考えている．

8 おわりに
大学が考える学生の資格取得について述べたが，本学

の事例に基づいた筆者らの考えであり，それぞれの大学
が置かれた環境により異なる考え方があるかもしれしな
い．しかしながら確実に言えることは，資格取得の主体
は学生だということである．大学としては，これからも
学生の意欲を十分に尊重し，積極的に支援していきたい．

塩川茂樹 （正員：シニア会員）
 平 10慶大大学院博士後期課程了．同
年名工大・電気情報工・助手．平13
神奈川工科大・情報ネットワーク工・
助手，助教授を経て教授．現在に至
る．無線マルチホップネットワークの
研究に従事．博士（工学）．平 8本会
交換システム研究会優秀論文賞，平
12電気通信普及財団テレコムシステ
ム技術学生賞，平 20・平 26・平 28
本会通信ソサイエティ活動功労賞各
受賞．

長谷部正孝 　
 昭 55玉川大・文・外国語・英語専攻
卒．同年自動車整備機器商社に入社．
平7学校法人幾徳学園神奈川工科大．
企画広報課課長，総務部総務課部長，
入試課　担当部長を経て現在，監査
室室長兼キャリア就職課担当部長．
平 26（株）神奈川工科大企画 IT エ
クステンションセンター非常勤取締
役．
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1 はじめに
MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシ

アム・会長：安田靖彦東京大学名誉教授）は，モバイル
コンピューティングの技術者育成とその普及を目的とし
て，2005 年から「モバイルシステム技術検定」制度の
運用を実施してまいりました．

モバイルシステム技術検定は，ICT システムエンジニ
ア，IT/ICT 企業のセールスエンジニアまたは営業担当
者，情報システム部門の担当者や責任者，更にはコンサ
ルタントとして IT 関連業務に従事される方々を対象者
として設けられた制度です．本検定ではモバイルシステ
ムを構成する技術的要素として，ワイヤレス通信，モバ
イル端末，モバイル関連ミドルウェアとシステムソフ
ト，モバイルコンテンツとアプリケーションに関連する
基礎技術に加え，応用技術として，システムの分析と構
築に必要な技術と手法を取り上げています．更に最上位
のシニアモバイルシステムコンサルタント認定研修で
は，優れたモバイルシステムの実例講習，システム企
画，構築プロセスの習得，プロジェクトマネジメント演
習など通じて，コンサルタント（または指導者）として
の学習ができるようになっています．

従来，通信関連とコンピュータシステム関連の技術が
各々独立しているかのように，システムの提案・構築・
運用が行われてきましたが，これはそれぞれの生い立ち
に起因しており，利用者の立場からは，必ずしも整合性
のとれたシステムが提供されたとは言えませんでした．
MCPC のモバイルシステム技術検定制度は，モバイル
システムの提案・構築・運用に必要となる知識の範囲と
そのレベル（2 級，1 級，シニアモバイルシステムコン
サルタント）を明示することによって，IT 関連技術者
の学習意欲を喚起し，検定（試験または認定研修）を通
じて，その学習成果を測定することを可能にしていま
す．また，モバイル技術基礎検定は，入門レベルの資格

として，モバイル情報端末やモバイルサービス等の基礎
学習を目的として設定された制度です．

おかげさまで，2017 年 7 月に通算の受検者数が約 7
万人を突破しました．ワイヤレス通信機能の充実と高速
化があいまってモバイルシステムの利活用がますます拡
大しており，システム構築技術者の育成は技術の進化に
合わせて，今後とも必要不可欠なものとなっています．
また 2016 年には，あらゆる‘もの’がネットにつなが
る「IoT」時代に求められる人材育成を目的に，IoT シ
ステムの基本的な技術知識を体系化し「IoT システム技
術検定」制度の運用を開始しました．

2 ICT 業界を中心に受検
2005 年から実施したモバイルシステム技術検定は，

2009 年に 2 万人，2013 年に 5 万人，そして 2017 年
に 7 万人と累計受検者数を伸ばしてきました（数値は
年度末）．受検者 7 万人は ICT 業界を中心に，業種別分
類では，大手移動体通信事業者が全体の 43.9％，第 2
グループは電機通信機器メーカで 10.9％，第 3 グルー
プがシステムインテグレータで 8.4％，第 4 グループが
その他（中小企業，個人，学生など）36.8％となって
います．最近の受検者の傾向として小規模企業，ベン
チャー，学生を含む個人やインテグレータが増加し，受
検者の裾野が広がってきています．

3 モバイルシステム技術検定の
特徴

3.1　4階層の検定レベル
モバイルシステム技術検定は，IT/ICT エンジニア，

営業，セールスエンジニア，コンサルタント，企業内技
術者のために設けられた制度で，その知識レベルによ
り，最上位資格のシニアモバイルシステムコンサルタン
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ト（SMC），1 級，2 級，そしてモバイル技術基礎／ス
マートフォン・モバイル実務検定の 4 段階で構成され
ています．試験は年 2 回実施しています．図 1 はモバ
イルシステム技術検定体系を示しています．

3.2　資格別認定内容
• モバイルシステム技術検定2級では，モバイルシステ

ムを構成するワイヤレス通信ネットワーク，モバイル端
末（ハード，ソフト），モバイルコンテンツとサービス，
セキュリティなどに関する基本知識の全般を問います．

• モバイルシステム技術検定 1級は 2 級合格者のみ受
検できる資格で，高度なネットワークサービス，セ
キュリティ，各業種への具体的対応，システム構築技
法，運用などエキスパートとしての知識を問います．

（1）ネットワーク，（2）端末・アプリケーション，
（3）モバイルシステムの 3 科目の合格を要する高レ
ベルな資格です．

• シニアモバイルシステムコンサルタント（SMC）認
定研修は 1 級合格者のみ受検できる資格で，モバイ
ルシステム構築やシステム運用などの経験をベース
にプロジェクトマネジメント，コンサルタント技術を
実習形式で研修する業界最高峰の資格で，既に 580
人が認定されました．SMC 有資格者は経済産業省が
取得推奨する IT コーディネータ協会認定の「IT コン
サルタント」試験の専門分野試験が免除される特典が
付与されています．

• モバイル技術基礎検定はスマートフォン等のモバイ
ル端末の関連技術の基礎知識（機器／ソフトウェア／
コンテンツ）を中心に，その習熟度を問います．本検
定は 2016 年 6 月にジュニアマイスター顕彰制度 ＊ 1

 ＊1  ジュニアマイスターは公益社団法人全国工業高等学校
長協会の登録商標です．

に登録されました．
• また，モバイルシステム技術検定とは別に，総務省が

後援するスマートフォン・モバイル実務検定も実施し
ています．この資格は消費者保護の観点から，スマー
トフォンやタブレット端末等のモバイル端末やサービ
スを扱う販売店スタッフが主な対象で基礎技術に加え
て業界知識，法知識を問う資格です．実務に結び付く
資格として企業教育の一環にも活用されています．

3.3　公式テキストの発行
基礎，2 級，1 級のそれぞれの検定試験に対応した公

式テキストとして「モバイル技術基礎」「モバイルシス
テム技術（2 級対応），及びエキスパート編（1 級対応）」
テキストを MCPC 監修の下，刊行しています．テキス
トは最新の技術をいち早く取り入れるべく，それぞれ 2
年ごとに改訂を行い 2 級対応テキストは既に第 7 版ま
で刊行しています．

SMC 検定試験は認定研修方式で行い，市場の第一線
で活躍する技術者から最新の技術情報，知識，ノウハウ
及び先進事例などを含めたハンドアウトが提供されま
す．発行されているテキストは全国の書店で市販されて
います．テキストの名称等を図 2 に示します．

4 IoT システム技術検定の特徴
4.1　求められる IoT人材像

IoT は様々な IoT コア技術により構成されており，効
果的に導入するには複数の専門家の協力が必要です．そ
のため IoT の導入現場とこれら専門家が共通の土俵で方
向を定めることが重要になります．IoT 時代に求められ
る人材には，専門性に加え共通の知識として IoT システ
ムの仕組みを理解し全体を俯瞰できることが必要になり

�図 1　モバイルシステム技術検定体系 �図 2　MCPC認定テキスト
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ます．IoT はビジネス・産業などへの大きな変革をもた
らす可能性があり，IT 技術者だけでなく経営者や営業・
スタッフの方も含めリテラシーとして身に付けていくこ
とが必要となります．このような要求に応え，MCPC で
は多くの有識者の協力により，図 3 に示すように IoT コ
ア技術 8 分野を体系化しました（IoT スキル体系）．

4.2　3階層の検定レベル
IoT システム技術検定は，新ビジネス推進や IoT で活

躍が期待されている方々の資格制度です．対象としては，
IT/ICT 業界はもとより，環境エネルギー，運輸交通・自
動車，社会インフラ公共設備，製造業，農業，流通業

（小売り），医療ヘルスケア，建設・保全（家屋，ビル），
自然環境（天気，防災等），サービス業（メディア）な
ど，システムに関係する全ての方を対象としています．
主な対象者別に上級，中級，基礎の 3 階層の検定で構成
されます．検定体系を図 4 に示しました．試験は年 2 回
実施しています．各検定はどなたでも受検できます．

4.3　資格別認定内容
IoT 検定ではセンサ／アクチュエータ，通信技術，

データ分析技術，セキュリティ対策など IoT 活用に共
通，かつ必要な技術を基礎，中級，上級に分けて検定を

実施しています．
• IoT システム技術検定 上級では，ユーザ企業の ICT

上位技術者，IT/ICT 企業上位技術者，実務経験者向
けに高度な IoT システム構築，業界固有または業界
をまたがるサービス，専門技術の習得を認定します．

• IoT システム技術検定 中級では，ユーザ企業の中堅
社員，IT/ICT 企業のエンジニア向けに IoT を活用で
きる仕組み，IoT システム構築に取り組むための基本
技術の習得を認定します．

• IoT システム技術検定 基礎では，ユーザ企業，IT/
ICT 企業の入社 1～2 年目社員，営業・スタッフ及び
大学／短大／専門学校の学生向けに IoT に関する基
本用語の理解，IoT システム構成各要素の概要，基礎
知識の習得を認定します．

4.4　公式テキストの発行
基礎，中級のそれぞれの検定試験に対応した公式テキ

ストとして，IoT 技術テキスト基礎編，IoT 技術テキス
ト（中級検定対応）を MCPC 監修の下，刊行し全国の
書店で市販されています．IoT テキストの名称等を図 5
に示しています．

5 人材育成へ貢献
移動体通信事業者，コンピュータメーカ及びソフト

ウェアベンダが，技術者のキャリア，スキルアップを目
標に，この検定制度を活用し IT/ICT 関連技術者の育成
に取り組まれています．MCPC 会員の大手企業を中心
に既に 30 社以上が，モバイルシステム技術検定，IoT
システム技術検定を社内「取得推奨資格」として認定し
ています．

5.1　企業における活用事例
複数の大手通信事業者やシステムインテグレータに

おいて，全ての社員にモバイルシステム技術検定 2 級�図 3　IoTスキル体系

�図 4　IoTシステム技術検定体系
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の取得を義務付けています．
多くの通信事業者，モバイル関連ベンダにおいて，社

員の最新技術レベルの修得を促進するため，受検料の全
額負担，合格時の報奨金支給，人事記録への記載等を実
施しています．

5.2　大学への教育支援の取組み
大学では，学生の技術教育の一環として，検定を活用

する動きもあります．こうした教育機関のニーズに応え
るため MCPC では教材としてテキストの提供，指導講
師の派遣など積極的に提携支援を進めています．現在

（2017 年 9 月）では，下記の大学で，技術検定教育の
活用を推進しています．
• 国立大学法人 群馬大学 社会情報学部
• 玉川大学 工学部 ソフトウェアサイエンス学科
• 東京電機大学 工学部
• 国士舘大学 経営学部

6 IEEE との連携でグローバル
資格 WCET を運用

2011 年に米国 IEEE（電気電子学会）の ComSoc 

（ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ソ サ イ 
エティ）と提携して，世界に通じ
る 高 度 な 通 信 技 術 者 の 育 
成を目的に，WCET（Wireless 
Communication Engineering 
Technologies）資格試験の推進
を委託されました．WCET 資格
は，ワイヤレスの高度な理論と実
務に関する試験（英語）です．試
験に関する受検資格や，試験内容
等を図 6 に示します．

既に国内で 130 名以上が受検
され約 60 名（2017 年 8 月現在）
が合格しています．

IEEE ComSoc は WCET 合 格
者はプロフェッショナルな能力を
維持するために 3 年ごとの資格更
新を行うことになります．この
WCET 資格更新ですが，国内のモ
バイルシステム技術検定の最上位
資格である SMC 資格を持ちかつ
2 年ごとの更新をしている方は，
WCET 資格更新を容易に行うこと
ができる特典を有しています．

7 おわりに
MCPC は，業界を超えたモバイルコンピューティング

の普及促進団体として 1997 年に発足しました（MCPC
加盟企業 170 社（2017 年 11 月現在））．モバイル，IoT
関連技術の仕様書，ガイドラインとして，「端末インタ
フェース」及び「Bluetooth」など多数の標準化作業を
はじめ，「セキュリティ対策ガイド」，「モバイル充電に関
するガイドライン」，IoT 活用の「MCPC アワード事例
集」等の発行，「モバイルシステム技術検定」及び「IoT
システム技術検定」実施などを通して，モバイル／ IoT
利活用のビジネス拡大に貢献しています．

［本件に関する問合せ先］
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
MCPC検定事務局

URL：http://www.mcpc-jp.org/
所在地： 〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-5-12 

長谷川グリーンビル 2F
TEL：03-5401-1735　FAX：03-5401-1937
E-mail：msec@mcpc-jp.org

【寄稿：MCPC 検定事務局 主査　田島正興】

�図 5　IoT技術テキスト

�図 6　IEEE�WCET資格試験要項
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 まずは，私的「研究者の心得」
長いような短いような研究者人生でたまった資
料を整理していたら，数十年前，まだ 40代の頃に
記したメモが出てきた．題してそのものずばり「研
究者の心得」．まずはそれを紹介することから始め
よう．項目は当時のままであるけれども，それぞれ
の解説は少し充実させている．

「自分でしかできない研究をやる」　“○○も”では
なく，“○○が”やっている研究をやる．そのため
には競争がしんどい研究はしない．世界中の優秀な
研究者との競争は，精神衛生上良くないし，結局は
誰かがやることを，わざわざやる必要もない．
「新しいテーマは5年は頑張る」　何事も本気になら
なければ結果は出ない．新しいテーマは5年間は続
ける．5年間感動が続けば，そのテーマには何かがあ
る．本物であると考えていい．逆に5年やったら見
直しをすること．感動がなくなったらやめた方がよい．
「一流の研究者と接する」　研究者としてまずは新鮮
な刺激を受け続けることが大切である．一流の業績
を挙げた研究者には，必ず学ぶべきことがある．研
究の内容はもちろん，研究態度，人との接し方，更
には人生観や世界観に至るまで，全てが学びの対象
となる．

「顔を覚えてもらう」　研究者は広く顔を覚えてもら
うことが大切だ．そのために例えば学会を活用する．
発表すべき研究があればもちろんのこと，なくても
質疑応答に積極的に参加する．更には懇親会を通じ
て顔見知りになる．学会の雑用も，人脈を広げる好
機であると考えれば，励みになる．
「火事場の○○力に期待する」　どんなに難しい課題
でも，切羽詰まれば，何らかの解決策を思い付くもの
である．火事場に自分から身を置くことは結構つら
いけれども，研究とはそういうものだと割り切る．そ
の修羅場をも楽しむことが，研究者には要求される．
「評論家的な専門家にならない」　専門家には2種類
ある．評論する側の専門家と評論される側の専門家．
前者は国内外の動向に精通して，マスコミにもよく
登場する．一方の後者は評論に値する業績を出して
いる専門家だ．研究者として評論される側の専門家
になる．

今改めて読み直してみると，筆者自身が果たして
これらを実行できたかどうかが気になる．実行でき
ないから「心得」なのかもしれない．そして何より
も，このように「心得」を先に示してしまうと，こ
れから自分のことを語ることが恥ずかしくなる．し
かしそれは耐えなければいけない．
これから記すのは，筆者のささやかな研究者人生

東京大学 
原島　博

 Hiroshi Harashima

コミュニケーションの
原点を探る
―― 研究者として歩んできた道，
そしてこれから ――

原島 博 （名誉員：フェロー）
��1945東京生まれ．2009東大を定年退職．大学では大学院情報学環と工学部に属し，
人と人の間のコミュニケーションを技術的に支援することに関心を持ってきた．その
一つとして「顔学」の構築と体系化にも尽力．定年後は，女子美術大（芸術），明大（数
理），立命館大（文学）の客員教授などを務め，2015-12に東大に戻って，現在特任教授．

私 の 研 究 者 歴
My Front ier Journey

（撮影：中村年孝）
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である．他人の人生など興味がないかもしれないけ
れども，よろしければ少しの間お付き合い頂きたい．

 0代は芸術家，10代は哲学少年
筆者は，1945 年 9 月 12 日，終戦の直後に東京
で生まれた．10 歳までは，日曜日や夏休み，冬休
み，春休みは毎日数時間絵ばかり描いていた子で
あった．親はこの子は将来アーティストになると
思っていた．幼稚園のときに描いた絵を母親が保管
していた．図 1がその一つである．「かみさま」と
いうタイトルが付いている．
このようにアーティストになるかもしれなかっ
た筆者であるが，10代になって強烈な反抗期を迎
えた．親から与えられたもの，親が期待しているこ
とは全て拒否するようになった．アートも，実は絵
画のほかに，書道や音楽（ヴァイオリン）の教室に
通っていたのであるが，ほとんどやめてしまった．
代わって，哲学，宗教学，心理学の本を読みあ

さった．いわば哲学少年としての10 代で，中学・
高校時代は人生ばかりを考えていた．毎日自分が変
わっていく感覚で，正直自分がこれからどうなるの
か怖かった．このままの道を歩むのは危険であると
考えて，大学は，人生を考えなくても生きて行けそ
うな理系進学を決め，東京大学理科一類に入学した．
このような筆者であるが，実はアカデミックな世
界との付き合いは，筆者が小学校のときに始まっ
た．父親が企業（日本電気）の研究所の研究者で
あったからである．電子管の研究をしていて，ちょ
うど筆者が 10歳のときに「真空管」という本を岩
波書店から出版している．この執筆を自宅で行って
いたので，それを身近に眺めながら筆者は育った．
学会では，テレビジョン学会（現映像情報メディ

ア学会）の編集長を務め，電子情報通信学会では量
子エレクトロニクス研究専門委員会の初代の委員長
となっている．
そのような父親であったが，筆者が 21歳のとき
に急逝してしまった．大学 3年の秋であった．そ
の春に筆者が電気系の学科へ進学した．そのような
時期の父親の急逝は，筆者にとって正にショックで
あった．「人生のバトンタッチが無理矢理行われた」．
それがまだ学生であった筆者の実感であった．

 研究者としての20代へ
結局，中学・高校時代の哲学少年は，大学では父
親と同じ電気系の学科で学ぶことになった．そして
父親が亡くなって 1年後に，東京大学電気工学科
の宮川洋教授（当時助教授）に卒論生として教えを
受けることになった．大学院も同じ研究室にそのま
ま進学した．
宮川研究室では当時花形であった情報理論の研
究が行われていて，その数学的な美しさのとりこに
なった．大学院入学直後はちょうどいわゆる「東大
闘争」の時代で，それは筆者にとって波乱と葛藤の
日々であったが，一方で情報理論という心身共に没
頭できる世界を持てたことは幸せであった．
当時の宮川研究室はすばらしかった．筆者が大学
院に進学したときは，大学院生が筆者も含めて 3
名の小さな研究室であったけれども，その先輩がと
んでもなく優秀であった．2年上に今井秀樹氏（直
接の恩師を除いて敬称を「氏」で統一することをお
許し頂きたい），1年上に青山友紀氏がいて，当時
の研究室の大学院生全員が後に東京大学教授になっ
た．ほかにもその後に学会等でお世話になった方を
挙げると，一緒に研究打合せ等を行っていた瀧保夫
先生の研究室の 1年下の卒論生に，東京工業大学
教授になった酒井善則氏がいた．また隣の猪瀬博先
生の研究室には，1年上に安田浩氏が，1年下に坂
内正夫氏がいた．お二人とも後に東京大学教授に
なっている．

 �伝送路に整合した�
高密度データ伝送の研究

このような環境の中で，筆者はまだよちよち歩き
だったけれども，のびのびと研究ができた．卒論で
は非同期多重通信のための符号化方式をテーマにし図 1　かみさま（幼稚園時代の絵）
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たけれども，大学院では高密度のデータ伝送方式に
興味を持った．
帯域が制限された伝送路では，送信側から単一の
パルスを送っても，受信側ではそのパルスがなまっ
て，後続するタイムスロットに影響を及ぼしてしま
う．これを符号間干渉という．
筆者が面白いと思ったのは，その符号間干渉を積
極的に利用するという逆転の発想だった．それは
パーシャルレスポンス方式と呼ばれていた．ただ
し，パーシャルレスポンス方式は符号系列に対して
論理演算でプリコーディングを行うので，パルス応
答が整数値に限られていた．これを任意の実数値に
拡張することを研究テーマとした．
試行錯誤の上，修士 1年の正月休みに思い付い
たのが，図 2のような方式であった．符号間干渉
をなくすには，送信側で，その干渉（図の F （D））
をあらかじめ差し引いておけばいい．しかしこれで
は，送信出力のピーク値は大きくなって，発散して
しまうこともある．これを避けるには，図 2のよ
うに送信出力が元々の信号の振幅（± M）の範囲に
収まるようにも信号値のシフトを行えばいい．
このシフト演算はモジュロ演算と呼ばれていて，
図 3のような入出力特性を持つ．図 2では，この演
算をMODと記している．ここで行っているのは単
に信号値のシフトだけであるから，受信側もそのシ
フトを元に戻すだけで復号できる．ポイントは非線
形的なモジュロ演算を，送信側のループの内側に置
いたことである．これによって受信側ではモジュロ

演算だけで一意に復号することが可能となる．
着想してすぐこの方式が，情報理論的にも極めて
興味深い特性を持つことが分かった．その基礎的な
検討も含めて，1970 年 3月に筆者の修士論文とし
てまとめられた．
なお，この方式は数十年たって脚光を浴びるように
なった．現在ではTomlinson-Harashima Precoding
（THP）と呼ばれているものがこれである．2006
年に 10 Gbit/s のより線対イーサネットの世界標準
（IEEE規格）の基幹技術として採用されて，最近で
は無線通信の分野でMIMO（Multiple-Input and 
Multiple-Output）の非線形プリコーディング手法
として注目されていると聞く．
方式名が二人名前になっているけれども，共同研
究をしたわけではない．方式のアイデアを和文論文
誌の研究速報欄で公表したのが1969年 6月，IEEE
の論文誌で英文になったのは1972年 8月であった．
実はその IEEE論文誌の査読が約2年掛かり，その間
の1971年 3月にTomlinsonが Electronics Letters
に同じアイデアを発表してしまったのである．当時
は欧米と日本で同時に研究している場合は，日本が
無視されることが多かったが，独立に研究をしたと
いうことで二人名前になった．なお，このTHPにつ
いては，本誌 45号（2018年 6月発行）の「開発物
語」に独立して解説する機会が与えられたので参照
されたい．

 社会に出るか，大学に残るか
博士課程では，これを多入力多出力のベクトル通
信路に拡張して，その情報理論的な解析を行い，信
号空間論の立場から線形並びに非線形の変復調方式
の体系化とその最適化を試みた．更にはこれを受信
側から送信側にフィードバックがある帰還通信方式
も含めた統一理論へと発展させた．「連続通信系に
おける情報整合の理論」と題された博士論文は，ま
だワープロもない時代であったので，全て手書きで
数か月自室に籠もって執筆した．結果としてほとん
ど数式だけの 573ページに及ぶ論文となった．
こうして大学院時代を過ごした筆者であったが，
大学 3年のときに父親を失って，その後も就職を
せずに勉学を続けることができたのは，哲学を志し
ていた五つ違いの兄とともに二人の子供を育ててく
れた母親のおかげであった．アルバイトもほとんど
しなかったので，経済的なことも含めて大変な苦労図 3　モジュロ演算

図 2　THPの原理
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があったはずである．その母親には，先にも述べた
ように強烈な反抗期が長く続き，悲しい思いをさせ
てしまった．
就職という意味では，博士課程を出るときに筆者
にとって人生の大きな節目が来た．それは父親と同
じように企業に就職するか，そのまま大学に残るか
であった．元々は漠然と企業の研究所で研究生活を
送ることを考えていたときに，学科から大学に残る
という選択肢があることを聞かされた．
そして悩んだ末に大学に残ることを決断した．実
は大学の教職に就くことは父親の夢であった．結局
は果たせなかったけれども，亡くなる数年前にある
私立大学から教授の話が持ち込まれたときのうれし
そうな顔を，今でもはっきり覚えている．それも
あって，大学に残ることにした．母親も賛成してく
れた．
そして心に誓った．「大学に残ったからには，大
学でしかできないことをしよう．企業では絶対にで
きない自分なりの新しい学問体系を，自分の手で築
こう」と．

 30代は模索の時代
大学に残ってからの約 10年間は，その意味では
模索のときであった．引き続いて宮川教授の下で研
究を続けることになったので，必ずしも専門を変え
る必要はなかったけれども，自分なりの分野を見付
けることが，筆者の最大の関心事であった．
様々な分野の模索を始めた．関連する書籍や論文
も読みあさった．学会も電子情報通信学会，映像情
報メディア学会（旧テレビジョン学会），米国
IEEE，情報処理学会をはじめとして，情報理論と
その応用学会，日本ME学会，脳波・筋電図学会，
人工知能学会，神経回路学会，日本知能情報ファ
ジィ学会，ヒューマンインタフェース学会，ロボッ
ト学会など，数多くの学会に所属して（40代以降
の入会も含む），それぞれの分野で第一線の研究者
の方々と親しく交流することができた．こうして模
索を通じて得たネットワークは，筆者のその後の研
究者人生において財産になった．
このように30代は模索の時代であったけれども，
一方で当時の宮川・原島研究室には優秀な大学院生
がいて，研究活動が活発に行われた．その幾つかを
紹介しておこう．

相関のある変復調方式の研究：これは元々大学院時
代からの関心テーマであった．あるとき研究室で，
FSKにおいて周波数の違う信号波形をつなぎ合わせ
るときに，位相が連続するようにして信号に相関を
持たせたら帯域が狭くなるのではないかとの議論が
行われた．その特性を評価したところ情報理論的に
も興味深い方式であることが分かって1974年に学
会発表を行った．
相関がある信号系列は，複数タイムスロット観察
することにより誤り率の小さな受信ができる．この
立場から当時大学院生であった田中良明氏（現在早
稲田大学教授）が優れた研究を行い，宮川，原島，
田中三人の名前で電子情報通信学会の業績賞を受賞
した．
ディジタル信号処理のほう芽的研究：大学院を出て
から新たに始めた研究が，まだほう芽期にあった
ディジタル信号処理である．直接的なきっかけは，
1973年の秋に電気関連学会連合大会でシンポジウ
ムが開かれたときに，大学院を出たての筆者もそれ
に加えて頂いたことである．そのシンポジウムの内
容は，その後電子情報通信学会から出版された．こ
れは日本で書かれた最初のディジタル信号処理の成
書となった．
ちょうどその頃大学では，大学院教員として回路
理論特論と題した講義を持つことになった．当時の
回路理論はアナログが中心であったが，それは筆者
の専門ではなかったので，講義の内容をディジタル
信号処理とした．1975年に開講されたその講義は，
ディジタル信号処理そのものを対象としたものとし
ては，日本では比較的早かったのではないかとの自
負がある．
研究面では，ディジタルフィルタの設計理論はそ
れなりに完成されているように思われたので，統計
的な信号処理を行う適応フィルタや非線形フィルタ
を対象とした．前者は藤井哲郎氏（NTTを経て東
京都市大学教授），後者は荒川薫氏（現在明治大学
教授），藤井竜也氏（現在NTT）が優れた研究を
行った．
図 4に，非線形ディジタルフィルタとして提案
したεフィルタの特性例を示す．エッジを残しなが
ら小振幅の雑音を除去できていることが分かる．
多重時系列の因果性の解析：情報理論と信号処理を
結び付けた研究も行った．中でも力を入れたのが，
多重時系列の因果性を解析する手法の理論構築であ
る．その下となったのがドイツのミュンヘン工科大
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学のH.マルコが提案した二方向の対話型情報理論
である．よく知られているようにシャノンの一方向
情報理論は通信方式設計の基礎理論であったが，マ
ルコの二方向情報理論は，むしろ多重時系列の解析
に適していると考えた．この立場から，これを時系
列における情報の流れの理論として展開して，更に
は有向情報量，有向コヒーレンシーなどの量を新た
に定義して，具体的な時系列解析アルゴリズムの開
発も行った．これは神竹孝至氏（その後東芝）の博士
論文となった．
生体データ解析と脳の情報伝達モデル：更には生体
データ解析分野にも関心を持った．まず始めたのは
上記の時系列解析法に関連して，医学部と共同で
行った脳波解析であるが，実は筆者は脳における情
報処理には，元々強い関心があった．東京大学に任
官したての頃，同僚の岡部洋一助教授（当時，その
後放送大学学長）と私的なサロン（ブレイニクスと名
付けていた）を定期的に開催して，夜遅くまで議論
したことは楽しい思い出になった．個人的にも，情
報理論の観点から「脳の多重ループ階層モデル」を
提案した．これは脳の仕組みをブロック図ではなく
て，全て閉ループでモデル化するものであった．こ
の研究はきちんとした論文にはならなかったが，中
山書店から出版された精神医学体系で，原島の脳の
モデルとして紹介された．その基本モデルを図5に
示す．このモデルを精緻化して，関連してポジトロ
ンCT画像の解析も行った．
画像と音声の情報圧縮：画像と音声の情報圧縮符号
化は，元々情報理論の基本テーマであり，大学院の

学生時代から興味があった．宮川・原島研究室にお
いても，大学院生であった齋藤隆弘氏（現在神奈川
大学教授）を中心にその研究が続けられた．相澤清
晴氏（現在東京大学教授）が修士時代に研究した
DCT-VQ（Discrete Cosine Transform-Vector 
Quantization）は，静止画像符号化の国際標準の候
補の一つになった．森島繁生氏（現在早稲田大学教
授）は，人工知能的手法を用いた音声情報処理の研
究に従事していた．

このほかにも，暗号に興味を持っていた松本勉氏
（現在横浜国立大学教授）が大学院生として在籍し
ていた．松本氏が幹事となって研究室の会議室で，
今井秀樹氏（当時横浜国立大学）や辻井重男氏（当
時東京工業大学）を中心に「明るい暗号研究会」が
開かれていた．また少し後の 1980 年代後半になる
けれども，やはり研究室の会議室でCD-ROM用の
画像符号化の標準案作成の検討が，安田浩氏（当時
NTT）を中心に関連業界の研究者が集まって進め
られた．これは後に動画像の国際標準である
MPEGに結び付いた．

 学会の組織改革
筆者の 30代の研究者人生を語るときに，学会と
の関わりを無視するわけにはいかない．研究内容と
は直接関係はないが，ここで触れておきたい．
筆者が初めて学会に聴講という形で参加したの
は，まだ学部生であった 1968 年の春の電子通信学
会（当時）の全国大会，学会発表という形の学会デ
ビューはその年の秋，修士 1年のときであった．
大学院時代は学会を研究発表の場として利用しただ
けであったが，大学に職を得てからは様々な形で運

（a）雑音のある信号入力

（b）フィルタ出力

図 4　εフィルタの処理例

図 5　脳のモデルの一例
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営のお手伝いをするようになった．
筆者の 30代に最も心血を注いだのが，電子通信
学会（当時）の組織改革であった．その頃学会の硬
直化が問題となっていて，理事会の下に学会の基本
問題を扱う委員会が設置された．筆者はその幹事に
なった．1980 年，筆者が 30 代半ばの頃である．
この委員会は形を変えながら，1985 年のグループ
制の導入，1995 年のソサイエティ制発足まで続い
た．筆者はそのほとんどの期間を（海外長期出張の
1年間を除き）関わった．
その基本課題は，学会に分野ごとのいわば事業部
制を導入することであった．ソサイエティの数と構
成，担当分野，名称の原案作りから始まって，研究
会の開催形式（第一種，第二種，第三種）の提案，
更には制度を導入したときの会計シミュレーション
も行った．
それは，ある時期は学会の事務局がある神谷町に
週数回通うなど，正直言って筆者にとってかなりの
負担であった．一方で電子情報通信の全分野を勉強
するいい機会となった．そして何よりも，尊敬する
重鎮の先生方がそろう委員会のお手伝いをするとい
う経験は，研究者として貴重な財産となった．
ただし，これは厳しい環境にあってまずは自らの
研究を第1としなければならない現在の若手研究者
には，ほとんど無理な時間の使い方だろう．古き良
き時代を筆者が過ごさせて頂いたというべきであろ
うか．なお，学会との付き合いはその後も続く．30
代の末に就任した電子情報通信学会のハンドブック
委員会は30年にわたってお手伝いをした．40代初
めに就任の教科書委員会は今でも続いている．

 40歳のとき，第2のバトンタッチ
上で述べたように，研究者としての 30代は，学
生に助けられながら，様々な分野で模索を繰り返し
ていた．30 代の終わりに約 10 か月間，米国のス
タンフォード大学とドイツのミュンヘン工科大学に
在籍したときも，基本的には模索を続けていた．
このような模索を，恩師の宮川先生は温かく見
守ってくれた．それが，筆者が 40歳のとき，突然
に終わりを告げられた．海外留学から帰国した翌年
の秋に，宮川先生が急逝されたのである．遠いバン
コックに御出張中のことであった．
言い尽くせないショックであった．筆者の父親は
54歳で亡くなった．その 1年後に卒論性として宮

川先生に教えを乞うようになって，そのまま 20年，
正に宮川先生は筆者の第 2の父親であった．その
宮川先生が 53歳で亡くなった．
筆者はそこに運命的なものを感じた．筆者が 21
歳のときの父親の死は，人間として一人前になれと
いうメッセージであった．40歳にして，宮川先生が
亡くなられたことは，研究者としてそろそろ一人前
になれというメッセージであると，筆者は思った．
宮川先生は，筆者にとって非常に大きな存在で
あった．宮川先生と同じことをしていたのでは，と
てもかなわない，一人前になれない．自分なりの新
しい領域を立ち上げなければいけない．今思えばそ
のときから筆者の研究に対する姿勢が変わった．
それまでは先行する研究論文を読みあさる形で
新しい分野を模索していたけれども，それはやめ
た．新しい分野は，結局は自分自身に聞かなければ
生まれない．「自分は何を本当は面白いと思ってい
るのか，何をやりたいのか」．それを自問自答する
ことが，研究の原点になった．
幸い宮川先生は，優秀な学生を数多く研究室に遺
してくれた．学生たちとの討論は刺激的であった．
宮川先生からバトンタッチされた後の研究者人生が
始まった．

 画像の知的符号化の研究
こうして，筆者の 40代は，専ら自分なりの新し
い研究分野を立ち上げることに全精力を傾けた 10
年になった．
そのきっかけになったのが画像の知的符号化の研
究であった．博士課程に進学した相澤清晴氏が，既
にOBとなっていた齋藤隆弘氏とともに1985年に始
めた研究である．この研究をまとめて1989年の電子
情報通信学会論文誌に掲載された論文は，1,000 件
以上の論文から選ばれる年間最優秀論文賞（米澤ファ
ウンダーズ・メダル受賞記念特別賞）を受賞した．
知的符号化では，図 6のように信号を波形のま
ま符号化するのではなくて，波形を知識（モデル）
に基づいて分析して，その結果得られたパラメータ
情報だけを符号化して相手に送る．送信側と受信側
で知識を共有していれば，受信側で，また知識を
使って信号を再合成できるのではないかということ
である．
既に音声では分析合成符号化の試みはあったが，

たまたま当時はテレビ電話の符号化が話題になって
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いたので，そこで映っている顔画像を対象とするこ
とにした．顔画像の場合は，例えば知識として1枚
顔写真を先に相手に送って，それを送受信端で蓄え
ておけば，その1枚の顔写真がどう動いたか，ある
いはどう表情を変えたかという情報だけを符号化す
ればいい．送信側ではコンピュータビジョン技術，
受信側ではコンピュータグラフィックス技術を駆使
して，それを符号化でブリッジするという，当時と
しては（恐らくは今でも）思い切った研究であった．
この知的符号化の研究は，最初は分析情報だけを
送れば，かなり大幅な情報圧縮ができるだろうとい
うことで始めたのであるが，この符号化の本質は情
報圧縮ではないということに関係者はすぐ気付いた．
すなわち，知的符号化の本質はむしろ映像の構造
化である．情報圧縮は，構造化した結果のたまたま
一つの効果にすぎない．映像が構造化されていれ
ば，映像そのものに対してもいろいろな知的処理が
可能になる．それを通信に使うことによって，従来
の，単に信号・波形を伝達するだけの通信から，意
味・内容にも立ち入った知的な通信も可能になる．
この映像の構造化の研究は森川博之氏（現在東京大
学教授）を中心に進められた．また，このような画
像の構造情報と波形情報を組み合わせたハイブリッ
ド符号化が中屋雄一郎氏（その後日立中央研究所所
長）によって研究された．

 �知的コミュニケーション，�
そしてヒューマンコミュニ
ケーション工学へ

知的画像符号化は，符号化方式としては先に行き
過ぎていたかもしれないが，様々な展開があった．
実際にいろいろと議論が発展した楽しい時代であっ
た．学会では 1988 年に「知的コミュニケーション
と符号化研究会」（第三種研究会）を電子情報通信

学会で立ち上げた．
合宿もして徹夜で議論した．知的コミュニケーショ

ンは，英語では何と言うのだろう．そこから知的コ
ミュニケーションの意味付けができるのではないか．
例えば，「Intelligent Communication」．これは

「頭が良い便利な通信」という意味になる．これに
対して「Knowledge-based Communication」と
すると「知識を積極的に活用する通信」になる．
「Semantic Communication」もあるかもしれない．
これは「意味・内容に立ち入った通信」である．
議論は更に発展した．人間が知的だと言われるの
は，頭が良いからなのか，知識を利用しているから
なのか，意味・内容も理解しているからなのか．必
ずしもそうではないのではないか．人間が本当に知
的なのは，自ら成長するからなのではないか．その
立場からは，自ら成長・進化するような仕組みを
持っている通信，これを知的コミュニケーションと
呼ぶべきではではないか……．
この研究会は大学だけでなく企業の研究者も積
極的に加わっていた．その中心の一人が，当時
KDDで知的画像符号化の研究をしていた金子正秀
氏（現在電気通信大学教授）であった．金子氏とは
その後東京大学で 3年間研究を共にした．
「ヒューマンコミュニケーション」というキーワー
ドの提案も行った．通信の端末は通常は電話機とか
ファクシミリを指すけれども，本当の端末は人間な
のではないか．人間と人間のコミュニケーションを
サポートするという立場から，これまでの通信技術
をもう一度見直すべきではないか，というメッセー
ジが「ヒューマンコミュニケーション」である．
同じことを考えていた研究者が集まって，「知的
コミュニケーションと符号化研究会」の発展とし
て，1990 年に電子情報通信学会でヒューマンコ
ミュニケーション研究専門委員会を発足させた．こ
れは，1995 年に電子情報通信学会がソサイエティ
制になったときに，ヒューマンコミュニケーション
グループという形に発展して現在に至っている．
なお，ヒューマンコミュニケーションは，技術用
語としてはこのときに初めて使われた造語であっ
た．カタカナばかりで多少抵抗はあったが，日本語
では表現しにくいということで，この名称になっ
た．今では技術用語としてもそれなりの認知度があ
るように思っている．

図 6　知的符号化
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 �顔を中心とする�
感性コミュニケーションへ

この頃（40 代前半）から，人の顔にも関心を持
つようになった．きっかけは先に述べた知的画像符
号化を用いた「いい顔に映るテレビ電話の研究」で
ある．
これに関連して，研究生として在籍していた崔昌
石氏（現在韓国明知大学教授）を中心に様々な顔画
像処理手法が開発された．心理学における顔の表情
記 述 手 法 で あ る FACS（Facial Action Coding 
System）を用いた表情合成（図 7），顔の印象を探
るための平均顔合成などなどである．
そしてこの顔の研究は，テレビ電話のみならず，
学際的な広がりを見せた．次第に心理学者，人類学
者，化粧の研究者，解剖学者などとのネットワーク
ができ，1992年夏に軽井沢で「ワークショップ顔」
を開催，また1993 年春からは毎年1回「シンポジ
ウム顔」を開催した．そして，1995年 3月には世界
初の顔を専門に研究する「日本顔学会」が設立され
た．
こうして「顔学」なる新たな学問分野が誕生し
た．顔の学会は外国にはない．「顔学」という言葉
自体がこのときに生まれた．研究者として既存分野
で最先端の研究に携わることも重要であるが，自分
の力で今までにない新しい学問分野を創造すること
ができれば，それは大学人として本望である．筆者
は幸運であった．
顔学は人相学と間違えられることが多いが，決し
て占いではなく，科学の立派な対象である．この
メッセージを社会に発信すべく 1999 年に上野の国
立科学博物館で「大顔展」を開催した．これはその
後，札幌，名古屋，福岡にも巡回し，約 40万人の
入場者を集めた．生まれたばかりの会員数百人（当
時）の弱小学会が開いた壮大な研究発表会であっ
た．また 2015 年には日本顔学会創立 20周年を記
念して，筆者が編集代表となって「顔の百科事典」
が刊行された（図 8）．
こうして知的画像符号化の発展として顔に興味を
持った筆者であるが，顔に関係してみると，それが
恐ろしい学術領域であることが分かった．何よりも
マスコミに代表される社会からの注目度の高さには，
驚くべきものがあった．それまでの筆者の本来の研
究はほとんど無視され，「顔研究ひと筋の……」と紹
介されることも茶飯事であった．世の中では学者は

「その道ひと筋」でななければいけないようである．
一方で，顔学を通じて，文系や芸術系も含めて
様々な分野の研究者との学際的な交流が始まった．
これは筆者にとって貴重な財産となった．

 空間共有コミュニケーションへ
知的画像符号化の発展をもう一つ紹介しておこ
う．それは空間共有コミュニケーションへの発展で
ある．知的画像符号化では平面的な二次元動画像を
対象としていたが，符号化に際しては符号化対象の
三次元モデル（例えば顔の構造モデル）を利用して
いた．平面的な画像であっても，その裏には三次元
的な空間があると考えたからである．
この考え方は，筆者らを自然に三次元画像処理へ
と向かわせることになった．ちょうどそのとき修士
に苗村健氏（現在東京大学教授），博士に藤井俊彰
氏（現在名古屋大学教授）が研究室に加わって，こ
れは研究室の柱の一つになった．
この立場から三次元統合画像通信を提案したのが
1992 年である．そこでは，様々な三次元入力デバ
イス（ステレオ画像，レンティキュラ，ホログラ
フィーなど）から得られた三次元情報が中立の共通

図 8　顔の百科事典

図 7　モナリザの表情合成
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フォーマットで記述される．
問題は，その中立的な三次元情報，すなわち空間
情報をいかに記述するかであった．ここで再び発想
の転換を行った．通常の空間記述はそこにある物体
情報を記述するのであるが，筆者らは空間の本質は
物体ではなくて，光線であると考えた．元々画像
は，空間の 1点（ピンホール）に集まる光線情報
を記録したものである．筆者らが観測している空間
情報は光線であり，もしこれを全て記述できれば，
それこそ中立的な空間記述になる．この光線情報
は，その光線が通過する空間の位置 x，y，z，通過
する方向θ，φ，光線の波長（色）λ，時間 tを変
数とする光強度として記述できる（図 9）．
筆者らは，この光線の空間を1994 年に「光線空

間」と名付けて，この記述法を体系化した．これを
使えば，画像符号化ではなく空間符号化が可能にな
る．画像通信ではなくて空間共有通信が可能になる．
実はこれとほぼ同様の考え方が，2 年後の
Siggraph ’96 で，“light  field rendering”，あるい
は“lumigraph”としてコンピュータグラフィック
スの分野で提案された．あることに気付いたとき
は，世界で少なくとも 3箇所で同じことに気付い
ているという教訓であった．
この空間共有コミュニケーションの研究は，筆者
の中では，後にバーチャルリアリティ，超臨場感コ
ミュニケーションへと発展していった．

 50代，学際的な組織作りへ
40 代の話が長くなってしまったけれども，筆者
にとってそれは研究者人生で一番楽しいときであっ
た．新しい時代が来るという予感があって，その予
感を関係の方々と共有することができて，いろいろ
な議論ができた．そして次から次へ新しいコンセプ

トが生まれてきた時代であった．
これに対して，その後の 50 代は，逆に筆者に
とっては人生で一番大変な 10年間になった．コン
セプトを提唱するだけでなく，それを実現するため
の組織作りに関わったからである．更には次第に大
学の管理，学会の運営，国の審議会などに関係する
ようになって，自分自身の時間がほとんどなくなっ
てしまった．
自分で研究できなくなったということは研究者
として悩みだった．ここで筆者は割り切ることにし
た．研究は楽しいけれども，自分で全て行っても限
りがある．むしろ，若い人たちが新しい分野で自由
に研究できる環境作り，組織作りをした方が，はる
かに意味があるのではないか．それは研究者として
名前を残すことにならないけれども，それはそれで
いいのではないかと．
組織作りという意味では，先に述べたように 30
代後半は電子情報通信学会の新体制（ソサイエティ
制）の設計を担当させて頂いた．40代に入ってか
らは，新分野の発展のため幾つかの研究集会の創設
に関わった．その一つが 1986 年に創設された画像
符号化シンポジウム（PCSJ）である．またほぼ同
時期にディジタル信号処理シンポジウム（その後信
号処理シンポジウムと改称）が創設された．いずれ
も筆者が創設の際の事務局を務めた．
そして 50 代の初めに関わったのが，1995 年発
足の電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショ
ングループ，同じ年に発足した日本顔学会，そして
翌年の 1996 年に発足した日本バーチャルリアリ
ティ学会などである．日本顔学会は最初の 10年間
は筆者の研究室に事務局を置いて運営して，その後
2代目の会長を務めている．バーチャルリアリティ
学会は，東京大学の舘暲教授（大学教養学部時代の
同級生であった）が初代会長となって発足し，筆者
は 2代目の会長を 5年間務めた．
このような未来志向の学際的な学会の創設メン
バーに加えて頂いたことは，研究者として本当に幸運
であった．それぞれの分野の刺激的な研究者との出
会いは，その後の筆者の研究者人生を大きく変えた．

 �東京大学情報学環の発足，�
そしてダ・ヴィンチ科学へ

学会の設立もそう簡単なことではなかったが，そ
れ以上に大変だったのは，大学の組織改革であった．
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図 9　光線情報の記述
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具体的には，2000 年に東京大学で設立された「情
報学環」という大学院組織の発足の手伝いをした．
情報学環は，文系や理系にまたがる学際的な大
学院組織である．芸術系の教員もいる．それまで
の大学の組織名はほとんど全て分類用語でできて
いた．学「部」とか研究「科」とか学「科」とか，
いわば縦糸である．そこに横糸を通してみよう，
名称も分類用語ではなく，むしろ「環」というよ
うな逆の名前を付けようということで，名称が情
報学環となった．
このような文系と理系，そして芸術系が連携する
ことで初めて可能となる未来志向の学際科学を，筆
者は「ダ・ヴィンチ科学」と呼んでいる．例えば日
本顔学会はいろいろな分野の研究者が自然につな
がっている．そこは正にダ・ヴィンチ科学の実験の
場である．
更に言えば，大学は異なる専門分野の研究者の集
団であり，これらが連携する仕組みが大学にできれ
ば，大学そのものが現代の「ダ・ヴィンチ」になれ
る．この立場から設立されたのが，東京大学におけ
る文理融合型の教員組織である情報学環である．こ
れには大学院生の教育組織として学際情報学府が併
設された．
そしてこれをきっかけに，筆者自身も，理系と文
系，更には芸術系の垣根を取り払った新しい学問分
野に強い関心を持つようになった．新たな教育組織
ができて，筆者の研究室にも多様なバックグラウン
ドを持つ大学院生が入学してくるようになった．外
国での生活が長く音楽に関心を持って入学してきた
森村久美子氏はその一人である．森村氏はその後東
京大学大学院工学系研究科の英語教育に尽力して，
東京大学特任教授になった．
こうして研究室は次第にメディアアートも含め
て，工学と芸術の融合領域も研究の対象とするよう
になった．これを指導してくれたのがペアを組むこ
とになった苗村健准教授（当時．現在東京大学教
授）であった．
筆者自身も，芸術と技術を結ぶ教育プログラム

（東京大学コンテンツ創造科学産学連携教育プログ
ラム）や研究プロジェクト（CREST/ さきがけ「デ
ジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」）
にも代表として関わるようになった．日本アニメー
ション学会の副会長，文化庁メディア芸術祭審査委
員長・アート部門主査，グッドデザイン賞（Gマー
ク）審査員を務めたのも，これが縁であった．

 �還暦を迎えて，�
文化創造学としての工学へ

そして 60 代，東京大学はそれまでは 60 歳定年
であったけれども，その定年が段階的に延長されて
筆者の場合は 63歳になった．
筆者は元々 60歳を人生の一つの区切りと考えて
いた．還暦は長寿の祝いのように思われているが，
むしろ新たな二度目の人生の誕生日と考えた方がい
い．還暦になったときに赤いちゃんちゃんこを着る
のはそのためである．
そのような人生の区切りが 3年も延長されてし
まった．しかしそれに甘えてはいられない．とりあ
えず区切りを付けて，それまでの人生の恩返しをし
なければならない．
まずは，研究室の運営をそれまで一緒に研究をし
てきた苗村准教授にほぼ全面的に譲った．名目的に
筆者が指導教員であった大学院生の研究指導も，ほ
とんど全て苗村准教授に任せた．唯一の例外が，中
洲俊信氏（現在東芝）の似顔絵研究である．プロの
似顔絵師に匹敵する腕を持っていた中洲氏は，卒論
から博士課程まで一貫して，似顔絵の立場から顔学
にアプローチをしていた．彼は筆者が大学定年のと
きに似顔絵研究で学位を取得して巣立っていった．
恩返しという意味では，筆者は長いこと工学部に
属していたので，未来へ向けた新たな工学像を探る
ことが筆者の課題になった．そして次第にこう思う
ようになった．工学は理系の一分野とみなされて理
工学と呼ばれているけれども，これからはむしろ文
化創造学という位置付けをすべきなのではないかと．
元々工学には二つの顔があった．その一つは物理
学や化学を中心とする理学的な方法論をベースにし
て発展してきた応用理学としての工学である．そし
てもう一つが，人間や社会のための文化創造学とし
ての工学である（図 10）．

図 10　工学の二つの顔
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もし学問体系を，強引に自然学と人間学に分ける
としたら，工学はどうなるだろうか．自然学は，物
理や化学，生物，そして宇宙を対象として，人間が
いなくても成り立つ．これに対して，人間がいるこ
とを前提に成り立つ学問が人間学である．その意味
では，工学は明らかに人間学である．人間がいなけ
れば工学は全く意味がない．むしろ，そのように工
学を捉えて，人間学，あるいは文化創造学としての
工学を追求すべきではないか．
この立場から，大学としての新たな研究拠点，教
育拠点を築こうとしたけれども，残念ながらこれは
時間切れとなってしまった．

 大学を定年，自分で自分をデザイン
2009 年 3月，18歳のときに入学して以来 45年
間在学してきた東京大学を，ようやく定年という形
で卒業した．工学部での最終講義のタイトルは「メ
ディアルネッサンスの時代を生きる」，情報学環で
の特別講演会のタイトルは「人の環，学びの環，夢
の環」であった．合わせて 700 名以上の来場者が
あった．感謝である．
大学を定年退職後は，理系の場合，それまでの
経験を生かして公的な研究機関などのリーダーあ
るいは私立大学などの教育機関の運営に関わるこ
とが多い．ところが筆者は結果としてその道を選
ばなかった．
何よりも筆者は自分自身の時間が欲しかった．自
分を見つめ直してみたかった．特に 50代は自分の
時間が持てなかった．それまでの自分は組織（筆者
の場合は東京大学）が，そして肩書（筆者の場合は
東京大学教授）が自分をデザインしているように見
えた．定年後は自分で自分をデザインしてみたい．
そのように思った．
結局，大学は全て非常勤客員教授という形にな
り，最初に呼ばれたのが女子美術大学の芸術学部で
あった．次いで明治大学の理工学部，3年後に新学
部が創設されて総合数理学部になった．そして立命
館大学，衣笠総合研究機構に所属したが，大学院は
その後に新設された文学研究科の文化情報学専修
コースに関係した．たまたまであったが，芸術，数
理，そして文学と，正に学際的な経験をさせて頂い
たのはうれしかった．
公的には総務省の電波監理審議会の会長，
SCOPE のプログラムリーダーなどを務めさせて頂

いた．また筆者の出身校である私立麻布学園の理
事，出身校ではないけれども私立女子学院の評議員
なども務めた．もちろんいずれも非常勤である．
そして，2011 年 6 月，東日本大震災の直後に，
ささやかな個人塾を始めた．HC塾と名付けられた
その塾は，たまたまそのときに筆者が興味を持って
いることを 90分話す，それだけの個人講演会であ
る．毎月 2回，土曜日と平日に開催（同じ月の内
容は同じ）している．HC塾は，原島のHと私塾
→ C塾を組み合わせたいい加減な名称であるけれ
ども，特に限定せずに来会者の勝手な解釈に任せて
いる．Human Communication 塾であると思って
頂いてもいい．
このHC塾での講演内容は，必ずしもそれまでの
筆者の専門分野ではない．むしろ，人生も一巡した
ので，もう一度ゼロに戻って新鮮な気持ちで学問そ
して時代を見つめ直すことを目的とした．情報メ
ディアの俯瞰や顔学から始まって，138 億年の歴
史，人の一生，科学技術の在り方，近代の見直し，
人類の未来などが，そのテーマになった．
まずは勉強したい．そして思索の時間を持ちた
い．勉強したこと感動したことを，次の時代を担う
若い人たちに伝えていきたい．語り部となりたい．
HC塾は，このような思いで開いている（図 11）．

 今振り返ってみると
これが筆者の研究者としての半生である．今振り
返ってみると，わがままな研究者人生であった．学
界の動向とは無関係に，勝手に自分自身の関心だけ
で研究テーマを選び，それも（筆者の中では一本の
筋が通っているのであるが）はた目から見ると次か
ら次へと関心が移っていった．
筆者にとって一番楽しいのは，誰も考えていな

図 11　HC塾
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かった新しい学問分野を立ち上げることであった．
逆にそれにほかの研究者が関心を持ち始めると，必
ずしももう自分がやらなくてもいいという気持ちに
なり，興味がまた次のテーマに移っていった．その
意味では，種子はまいたけれど，収穫は自分でしな
い，そもそもその場には自分はいない……今から考
えるとそういうことだったのかもしれない．次第
に，すぐ次のテーマではなく，すぐにはほかの人が
研究を始めることができない，次の次のテーマに関
心を持つようになった．
これは研究者としてはかなり損をしたのでない
かと思うことがある．若い研究者には勧められな
い．もしかしたら筆者は研究者としては元々失格
だったのかもしれない．筆者にとって研究は，ま
ずは自分が楽しいことが大切であった．要するに，
次の研究の方が楽しく，新しい分野を立ち上げる
ことが面白く，それぞれの研究をきちんと業績と
してまとめることをさぼったのだ．研究者が陥り
やすいわなに，筆者は完全に，それも自覚的には
まっていた．
もしかしたら 20 代の後半に大学に残ったとき，
ある長老の先生から言われた次の言葉が，ずっと心
に刻み込まれていたので，このような弁解をしてい
るのかもしれない．「自分の業績を挙げることだけ
を考えて研究するな．むしろ，大学のこの学科更に
は学会も含めた学術領域全体に対して，将来にわ
たって責任を持て」と．
果たしてそれができたか．今改めて自分に問い掛
けてみると，全てが中途半端だったというのが実感
である．せっかくの恵まれた機会を与えられながら
申し訳ない気持ちでいる．でも少しでもできたとす
れば，それは支えてくれた恩師，先輩，同僚，そし
て何よりも優秀な後輩・教え子のおかげであると
いってよい．正に感謝である．

 そして，これから
そして今，わくわくしている．70 代になってこ
れから何が起こるのであろうか．まだまだ知らない
自分があるのかもしれない．その自分に会いに行き
たい．
実は古希を過ぎて，筆者にとってびっくりするこ

とが起きた．古巣の東京大学から，もう一度戻るよ
うに言われたのである．先にも述べたように，筆者
は18歳のときに東京大学に入学して，そのまま63
歳の定年まで，45年間いわば留年し続けた．もしか
したらまだ単位が足りていなかったのかもしれない．
東京大学での役割は，自分で話を聞きたい魅力的
な講師を，文系，理系，芸術系を問わず筆者の講義
に毎週招へいして，自らが勉強することである．エ
グゼクティブ・プログラムと呼ばれているその講義
は，形の上では，全学共通の大学院講義になってい
る．東京大学にはすばらしい先生方がおられるけれ
ども，研究科が違うと大学院生といえども話を聞け
ない．それが可能になる講義をデザインしろという
ことであった．
全学の大学院生が受講可能な毎週木曜日夜に開
講され，元総長，ノーベル賞受賞者をはじめとする
東京大学を代表する教員が勢ぞろいするぜい沢な講
義になっている．何よりも筆者にとっては新たな勉
学の場が与えられて感謝である．
これも含めて，筆者の今のささやかな専門は，た
またまそのときに興味を持っている分野であると，
時々うそぶいている．それは理系，文系，芸術系に
限られない．元々10歳まではアートが好きだった，
それが 10 代のときに哲学や心理学が好きになり，
その後に理系に進んだ．そして今，人生を振り返る
と，歳とともにまた，理系から文系，そして芸術系
へと逆戻りしてきた感もある．一人の人間としてそ
れでいいと，筆者は思っている．



1  はじめに
筆者は 2012 年に同志社大学大学院で博士後期課程
を修了後，米国カリフォルニア州にある日系企業
TOYOTA InfoTechnology Center, U.S.A., Inc.（以下，
Toyota ITC US）（図 1）に研究員として就職し，自動
車に関する通信システム（協調自動運転向けV2X通信，
ミリ波V2X通信，EV/PHV向けスマートグリッド通信
等）の研究・開発及び国際標準化に従事している．ま
た，筆者は日本生まれ，日本育ち，日本の教育を受け
た日本人であり，大学院生で米国の大学に交換留学に
行くまで長期での海外生活の経験はなかった．本稿で
は，そのような筆者が米国の日系企業に就職するまで
の経緯や米国で生活・仕事をするにあたっての苦労・
知見について紹介したい．なお，筆者の経験は，その
ときの状況，運，縁によるところが大きく，海外就職
指南という点では万人の参考にはならないかもしれな
い．あくまでも海外就職の一例として読者の皆様の参
考になれば幸いである．

2  なぜ米国で就職しようと思ったか
本章では，日本で生まれ育った筆者がなぜ米国で就職

したいと思うようになったかについて述べる．元来，筆
者は新しい知識や能力を得たり，未知の経験をしたりす
ることが好きな性格であり，また，人とは違うユニーク
なことをやりたいという欲求を持っていた．そのような性
分であったため，大学4年生で研究室に配属され，研究
という誰もやったことがない問題に取り組むことの楽し
さ，難しさ，奥深さを知り，博士前期・後期課程に進学
し，その後は研究職に就きたいと考えるようになった．
またその一方，米国は様々な研究・産業の分野で世界を
けん引している．特にシリコンバレーはGoogle, Apple, 
Facebookなど名だたるハイテク企業を排出しており，そ
こで一体どのような仕組みで米国が成功しているのか知
りたいと思うようになった．この思いは，博士後期課程
在籍中に，交換留学で米国スタンフォード大学に滞在し
た経験を通して，より強く持つようになった．このような
背景から，当時大学院生だった筆者は，将来米国で研究
職として働いてみたいと考えるようになった．米国で就
職するという新しい経験を通して，自分の今までの価値
観や知見を広げ，研究者としてより成長したいと考えた．
後述するが，幸いにもその機会は思いのほか早く訪れ，
博士後期課程修了後すぐに米国シリコンバレーにある
Toyota ITC USに研究員として入社することになる．
ここで補足しておきたいのは，海外就職はあくまでも
自己実現や夢を実現するための手段の一つである，とい
うことである．もし自己実現や夢を実現する上で日本国
内にいるのがベストだと思うのであれば，国内にいるこ
とを選択するのがよいし，海外でしか実現できないので
あれば海外を目指すのがよい．就職のような人生のキャ
リアで重要な決断をする際には，日本国内だけでなく海
外の選択肢もあるということを知っておき，それを選択
肢の一つとして検討することが重要ではないかと思う．
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図 1　�筆者の勤める TOYOTA�InfoTechnology�Center,�
U.S.A.,�Inc. のオフィス外観



ちなみに，このように偉そうなことを書いてはいるが，
筆者の場合，様々な縁や自分の興味に従ってやってきた
ところ，結果的に米国で就職することになったというの
が実際である．

3  米国就職するまでの経緯
本章では筆者の大学院での研究生活と米国に渡米・就
職するまでの経緯について述べる．

3.1　同志社大学大学院での研究生活
筆者が同志社大学の大学4年生で笹岡秀一教授と岩井
誠人教授の研究室に配属され，そこでディジタル無線通
信での誤り訂正に関する研究を行った．このときに初め
て英語の論文を参考文献として読むことになり，それま
で英語の論文を読んだことのなかった筆者は四苦八苦し
ながらその論文を解読した．最終的にその論文の提案手
法を理解し，笹岡教授と一緒にその性能改善手法を考え，
シミュレーションでその改善効果を示すことができた．
この一連の経験を通して，筆者はディジタル無線通信の
奥深さと研究の楽しさを知り，研究者を志したいと思う
ようになった．大学院に進学後も同研究室で過ごし，博
士前期・後期課程では電波を活用した物理層セキュリ
ティに関する研究に没頭した．大学院では研究成果を論
文にまとめ，6件の国際会議発表及び学術論文3本が採
録された．国際会議への論文投稿・発表や英語での論文
作成の経験を通して，英語で論文作成・研究発表するス
キルが非常に鍛えられた．また，論文作成の際に多くの
参考文献を読んだことも英語力アップの大きな要因の一
つであったと思う．最終的に，それらの研究成果を博士
論文にまとめ，無事学位を取得することができた．

3.2　米国スタンフォード大学への交換留学
同志社大学では米国のスタンフォード大学（図 2，3）

との交換留学プログラムがあり，筆者はそのプログラム
を利用し，博士後期課程 1年生の約半年間，スタン
フォード大学に客員研究員という身分で留学することが
できた．スタンフォード大学は米国西海岸にあるカリ
フォルニア州の私立大学で，シリコンバレーのハイテク
企業に優秀な人材を多く供給し，今日のシリコンバレー
の発展に大きく関わっている大学である．
この留学では，ディジタル無線通信（特にMIMO通
信）の著名な研究者であるArogyaswami Paulraj 教授
の研究室に受け入れてもらうことができた．この留学中
に，これまで同志社大学で研究してきた電波を活用した
物理層セキュリティを無線中継システムに拡張したテー
マについてPaulraj 教授と共同で研究を行った．留学の
最後には，その研究結果を論文としてまとめ，国際会議
（IEEE GLOBECOM）に投稿し発表を行った．また，
同じ研究室のメンバー（博士課程の学生やポスドク）と
研究について定期的にディスカッションを行い，研究に
有用なアドバイスを多数もらうことができた．このディ
スカッションでは，彼らの知識量・理解力・頭の回転の
速さに非常に驚かされた．彼らは，筆者が自身の研究内
容について少し話しただけで，筆者の研究のポイントを
即座に理解し，すぐに適切なアドバイスをくれるのであ
る．スタンフォード大学が世界トップレベルであり続け
られるのは，彼らのような優秀な学生やポスドクが多く
在籍しているからだと実感した．また，留学中には大学
院生向けの無線通信や情報理論に関する講義も幾つか聴
講した．留学当初は講義で話される速いスピードの英語
についていくのに苦労したが，留学が終わる頃には話さ
れている内容が自然と頭の中に入ってくるようになって
いた．この留学までは英語のリスニングやスピーキング
に苦手意識を持っていたが，留学中のディスカッション
や講義の聴講を通して，それらの英語力が大分鍛えられ
たように思う．
この留学を通して，シリコンバレーの自由な精神とア

図 2　スタンフォード大学のキャンパス 図 3　スタンフォード大学のロマネスク様式の美しい建物
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カデミアとハイテク産業が融合した街の雰囲気に触れ，
将来はこのような場所で研究者として挑戦してみたいと
いう思いとともに帰国の途に就いた．

3.3　Toyota�ITC�USへの入社
留学から帰国後，Toyota ITC US と車向け無線通信
についての共同研究（干渉アラインメントを用いた車々
間通信）を行う機会を得た．日本 –米国間で定期的に
TV会議を行い，研究を進めた．最終的に研究結果をま
とめ，電子情報通信学会の無線通信システム研究会や国
際会議（IEEE VTC Fall）で発表を行うことができた．
この共同研究が縁で，共同研究終了後に Toyota ITC 
US から研究員としてのジョブオファーを頂いた．スタ
ンフォード大学留学後からいつかは米国で研究職として
働きたいと考えており，またこれから自動車と通信の融
合がますます重要な技術領域になると考えていたため，
ジョブオファーを快諾した．
米国で働くためには就労ビザを取得する必要がある．
入社オファーを承諾後，早速，ビザ取得の手続きを行っ
た．筆者は研究員という専門職での就職であったため，
H-1B（特殊技能）ビザのカテゴリーで申請を行った．
必要な書類を集め，ビザ面接を受け，博士後期課程修了
直前に無事ビザを取得することができた．なお，H-1B
ビザの発行数には上限があり，例年では年間 65,000 ま
でと定められている（米国の大学の修士号以上取得者は
追加枠で年間 20,000）．上限数を越えた場合には抽選
で選ばれることになる．筆者がビザ申請を行った 2011
年は申請数が上限数を下回ったため，何の問題もなく
H-1Bビザを取得できた．しかし，ここ数年は申請数が
年間の発行上限数を上回っており，抽選が行われてい
る．つまり，ジョブオファーをもらっても，H-1Bビザ
が取れるかどうかは運任せなのである．米国に限らず，
ビザについてはその時々で状況が変わったり，ビザの制
度が突然変更になったりすることがあるため，海外での
就職を考えている人は注意が必要である．

4  渡米後の経験・苦労
本章では筆者が米国シリコンバレーで仕事や生活す
る中で得た経験や様々な苦労について述べる．

4.1　シリコンバレーで働くことの利点
シリコンバレーで働くことの利点として，多くのス
タートアップ企業（新しいビジネスで急成長を目指す新
興企業）がシリコンバレーに拠点を構えているため，シ
リコンバレーにいれば実際に会ってデモや製品を見せて
もらうこともできる．また，それをきっかけとして協業

が始まる場合も多くある．更に，シリコンバレーでは
Google, Apple, Facebook など世界的なハイテク企業
が開催する製品発表イベントやスタートアップ企業の
ピッチコンテストイベントなどがあり，最新の技術や製
品についていち早く知ることができる．

4.2　英語のなまり
シリコンバレーは様々な国から人が集まるため，それ
ぞれがその国のなまりを持って英語を話す．米国に来た
当初は様々な国のなまりに慣れるのに非常に苦労した．
強いなまりの場合，相手が英語をしゃべっているのに筆
者には英語に聞こえないのである．また，日本語話者に
も特有の英語のなまりがあるため，別の国のなまりを持
つ人にとっては聞き取りづらいようである．興味深いの
は，英語のネイティブスピーカはどの国のなまりでも比
較的正しく聞き取れることである．日本語のネイティブ
スピーカがいろいろな国のなまりのある日本語を理解で
きるのと同じ感覚であろうか．シリコンバレーの人たち
はその土地柄，英語のなまりにも比較的寛容で，英語の
文法が正しければ多少のなまりがあっても理解してもら
えるように思われる．なまりがあっても自分の言いたい
ことを正しい英語の文法で自信を持って言うことが肝要
である．ちなみに筆者は仕事で必要な技術的な議論は英
語でできるが，仕事以外の日常会話での英語はまだまだ
難しいと感じている．これは日常会話では多種多様なト
ピックについて話すことになるのに加えて，そのトピッ
クについての背景知識が乏しかったり，そもそもそのト
ピックの英単語を知らなかったりするためである．本や
ニュースなどでいろいろなトピックを英語で情報収集す
る必要性を感じている．

4.3　マイノリティとして生活をするということ
米国では日本人はマイノリティである．マイノリティ
であるということは，周りの多くの人が自分とは異なる
価値観や文化を持っているということであり，自国とは
大きく異なる社会システムの中で生活しなければならな
いということを意味する．日本では当たり前だと思って
いたことが当たり前ではなくなるのである．今まで自分
が持っていた文化や価値観は通用しないため，新たにそ
の国の文化，価値観，社会システムについての知識を一
つ一つ再構築していく必要がある．これは，今まで日本
でマジョリティとして生活をしてきた筆者にとって，非
常に大きな転換であった．マイノリティとして生活する
ことは苦労も多いが，それと同時に，マイノリティとし
ての経験は筆者にとって大きな財産でもある．マイノリ
ティとしての視点や苦労を知ることで，自分の価値観を
広げられ，また，そのような立場の人たちにより優しく
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なれるからである．これは海外で生活することで得られ
る大きな価値である．

5  活動分野について
本章ではキャリア構築における活動分野の選択につ
いて述べたい．その時々ではやりの技術や社会から求め
られる人材は変わるため，自身が取り組む活動分野や職
種を選択する際はある程度の見極めをすることが重要で
ある．新しい技術の誕生で今ある技術が陳腐化したり，
時には職業そのものがなくなってしまうことがある．そ
の一方で，その技術革新によって新たな技術領域や職業
が創出されることも多くある．例えば，コンピュータや
インターネットが普及する前は，ITエンジニアという
職業は一般的ではなかったが，現在では男子中高生の将
来なりたい職業の上位にランクインするようになってい
る．世の中を大きく変える可能性のある技術として，最
近では人工知能やロボットが大きな可能性を秘めてい
る．最近，スタンフォード大学でお世話になった
Paulraj 教授と話す機会があったが，そこで無線通信の
権威である教授が「これからは人工知能が重要になる．
無線通信だけでなく人工知能も勉強しておきなさい．」
とおっしゃっていたのが印象的である．将来を予測する
ことは難しいが，これまでと現在の状況から将来有望な
分野を見据えながら，自身の活動分野を選択し，キャリ
アを構築していくのが重要であると考える．また，生涯
を通して，一つの活動分野でやっていくことはまれであ
り，多くの人が活動分野を変える必要が出てくると思わ
れる．全く新しい分野を一から始めるのもよいが，でき
れば今までの活動分野と絡めて，新たな活動分野を開拓
するのがよいと思われる．そうすれば，これまでの知識
や経験が無駄にならずに済むし，異なる分野の技術を組
み合わせることでよりオリジナリティのある成果を出す
可能性が高まるからである．
筆者の場合，大学院では電波を活用した物理層セキュ

リティの研究に従事していたが，Toyota ITC US に入
社後は研究テーマが変わり，将来の自動運転を見据えた
V2X通信（車と様々な‘もの’との通信）についての
研究を行っている．大学院での研究と今とでは研究テー
マは変わっているが，大学院生で学んだ無線通信や電波
伝搬の基礎的な知識やシミュレーションプログラムを実
装するスキルは大いに役立っている．また，博士前期・
後期課程で得た研究を進めるメタスキル（先行研究調
査，目的・課題設定，実験・評価，考察，論文執筆など
研究活動に必要な一連の過程を遂行するスキル）はどの
ような研究分野でも適用可能である．これまでの自分の
知識や経験を生かしつつ，将来性のある活動分野につい
ての新たな知識を日々勉強し，新たな活動分野を模索す
ることが重要であると考える．

6  おわりに
本稿では筆者が米国の日系企業に就職するまでの経
緯や米国で仕事や生活をするにあたっての苦労・知見に
ついて紹介した．振り返ってみると，様々な方のサポー
トや縁のおかげで，筆者は米国で就職することができ
た．海外で生活することによる苦労も多いが，その分得
られることも多い．本稿が皆様の海外就職・キャリア形
成の助けになれば幸いである．最後に，本稿を書かせて
頂く機会を与えて下さった同志社大学 岩井誠人教授に
感謝致します．

海外就職指南・キャリア形成術　シリコンバレーの日系企業への就職 287

清水崇之 （正員）
平 19同志社大・工・電子卒．平 21同
大学院博士前期課程了．平 24 同大学
院博士後期課程了．同年 TOYOTA�
InfoTechnology�Center,�U.S.A.,�Inc. 入
社．以来，協調自動運転向け無線通信，
ミリ波V2X通信，EV/PHV向けスマー
トグリッド通信システム等の研究・開
発及び国際標準化に従事．博士（工
学）．



288 通信ソサイエティマガジン　No.44  春号 2018

	1. はじめに
ポケットに入る手の平サイズで，常時ネットワー

クに接続されていて，電話はもちろん，メールをや
り取りしたり，ニュースや天気予報を見たり，音楽
やゲームをダウンロードして楽しんだりできるデバ
イス．今から 20 年以上前，iPhone の登場するは
るか以前に，こんなスマートな機能を携帯電話に搭
載するプロジェクトが始まっていた．

20 世紀最後の大ヒットとも称される NTT ドコモ
の「i モード」である．当時，筆者は（株）ACCESS
で，携帯電話向け Web ブラウザを開発するプロジェ
クトを率い，i モードを実現する端末ソフトウェアを
開発していた．携帯電話にインターネット機能を搭
載した「ネット携帯」は，その後世界中に広がり

（図 1），スマートフォンへとつながることになる．
携帯電話向けのブラウザソフトは，10 年以上にわた
り，ハードウェアの進化や無線通信の高速化（2.5G
から 3G，LTE へ）と歩調を合わせて様々な機能を
拡張し，ありとあらゆるサービスを実現するための
プラットホームとして進化して行った．

本稿では，携帯電話向け Web ブラウザを開発し
た経緯やその背景，技術的チャレンジ，市場開拓や

グローバル展開について紹介する．

	2. 	インターネットを携帯電話に	
載せる

メールやブラウザなどのインターネットを活用
する機能を携帯電話に載せる，後から考えれば，必
然的な流れのように思える話だが，当時そこにたど
り着くまでには長い道のりがあった．

ACCESS 社は，創業当時から「全ての機器をネッ
トにつなぐ」というミッションを掲げ，将来はあら
ゆる機器がネットにつながる時代が来ると予測し，
インターネットの通信プロトコルである TCP/IP ソ
フトウェアや，メールソフト，ブラウザソフトなど
を開発していた．パソコン向けのソフトウェアでは
なく，機器の中に搭載するいわゆる「組込みソフ
ト」として，省メモリ，低速 CPU でも動作するよ
うに最初から設計しているところが特徴である．

（1）　インターネットテレビの失敗
まず，最初に目を付けたのが，テレビであった．

画面が大きく，元々番組コンテンツを見るためのデ
バイスだ．これに Web ブラウザを搭載して，イン
ターネットのコンテンツも閲覧できるようにする．
一見良いアイデアのように思えた．1995 年に「イ
ンターネットテレビ」を発表し，テレビメーカ数社
と製品化した．しかし，これは全くうまくいかな
かった．まだ Wi-Fi も光回線もない時代，しかも
アナログテレビである．今から思えば，どう考えて
も時期尚早である．

失敗の原因は幾つもあったが，大きな要因は通信
環境とコンテンツであった．一つ目の課題は通信環
境のセットアップ．当時は，インターネットに接続
するには，電話回線経由でダイアルアップ接続する
という方式で，電話線をテレビにつなぐ必要があ
る．通信が遅いという問題もあるが，そもそもテレ

ⓒ電子情報通信学会 2018

図1　�携帯電話向けWebブラウザを世界にアピール� �
（3GSM�World�2003,�現在のMobile�World�
Congress）

世界初携帯電話向け
Webブラウザの開発

TomyK Ltd.　鎌田富久　Tomihisa Kamada
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ビが置かれている場所と電話が置かれている場所が
離れている．電話線を引き回してつなぐというのが
面倒だ．この問題は LAN の時代になっても，LAN
ケーブルをつなぐ課題として残り，無線 LAN 環境
になって初めて解決された．

二つ目の課題は，テレビ向けのコンテンツの不
足．当時は，まだインターネットが普及し始めた段
階，マーケティング用語で言えば，アーリーアダプ
タがインターネットを使い始めたところだった．テ
レビユーザという一般大衆向けのコンテンツがそ
ろっていなかった．しかも，テレビユーザは動画像
を見慣れているので，通信が遅くてパラパラ画像が
出てくるというのは受け入れられなかった．更に，
テレビを視聴するというシーンは，ユーザはリラッ
クスして極めて受け身の状態である．テレビ放送と
は，いわゆるプッシュ型のサービスだ．一方，イン
ターネットはコンテンツを選択するなどアクティブ
な操作をユーザに要求するプル型のサービスであ
る．ユーザ体験としても相性が良くない．

（2）　ワープロ，ゲーム機，PDAへと続く
インターネットテレビはいささか早過ぎたもの

の，インターネットを様々な機器につなげて便利な
サービスを実現するというアイデアは，「いずれ来
る未来」という確信があった．次に，当時年間数
百万台売れていたワープロ専用機にネット機能を売
り込んだ．ワープロは文書作成が目的なので，文書
を送るメール機能と相性が良い．ブラウザとセット
で売り込んで，多くの製品に搭載された．

更には，家庭用ゲーム機，電子手帳から進化した
PDA（Personal Digital Assistant: 携帯情報端末，
当時シャープのザウルスなどが販売されていた）に
ネット機能搭載を提案し，次々と製品化して行っ
た．当時既に，電子エレクトーンにネット機能を搭
載して楽曲データをダウンロードするとか，イン
ターネット対応カーナビやブラウザベースの受付端
末など，様々な先進的なプロジェクトをメーカと進
め て い た． 今 で い う と こ ろ の IoT（Internet of 
Things）をかなり先取りした感じである （1）．

（3）　携帯電話は理想のターゲット
家電向けの Web ブラウザ NetFront を様々な機

器に搭載して製品化したものの爆発的なヒットに
はなっていなかった．そこで，次にターゲットと
して目を付けたのが携帯電話であった．既に PHS

（Personal Handy-phone System） 機 能 搭 載 の
PDA にブラウザを搭載して機能的にはいける自信
があった．

この頃，ちょうど NTT ドコモが携帯電話網にイ
ンターネット通信に向いているパケット通信サービ
ス（DoPa）を開始していた．1997 年の春に Web
ブラウザ搭載の携帯電話機の提案をすることにな
る．携帯電話がネット機能搭載に向いている理由
は，インターネットテレビなどで苦労していた配線
の問題や，通信モジュールを装着するなどの必要が
ない点だ．最初から無線通信機能が組み込まれてい
る．それに携帯電話はアクティブに操作する端末
だ．インターネットのプル型サービスと相性が良い
はずだ．

残りの課題は，コンテンツということになる．こ
れには，コンテンツパートナーの協力が不可欠であ
る．携帯電話は画面が小さい．パソコン向けのコン
テンツをそのまま見せるわけにはいかないだろう．
できるだけ簡単にコンテンツを作成できるようにす
る必要がある．世界で誰もまだやっていないチャレ
ンジである．

	3. 	Compact	HTMLをW3Cに	
提案

携帯電話向けの Web ブラウザを開発する際に，
インターネットの仕様にできるだけ合わせると同時
に，携帯電話向けの制約を考慮した仕様・ルールを
決めることが重要だと最初から考えていた．

（1）　インターネットの資産をフル活用
ACCESS 社では，1980 年代にいち早くインター

ネットのプロトコルスタック TCP/IP 通信ソフトを
組込み向けに開発し，様々な機器に提供して来た．
インターネットの普及を確信し，そのとおりになる
のを見てきた．当時は，ISO 国際標準の OSI の 7
階層モデルに基づいた OSI プロトコルスタックが
最後は普及するだろうという見方が多かった．しか
し，一旦普及したデファクトスタンダードとエコシ
ステム（アプリケーションをどんどん生み出す力）
の威力は絶大で，インターネットは揺るぎない地位
を確立する．

爆発的に広がりつつあるインターネットコミュ
ニティの資産を活用するには，インターネットのコ
ン テ ン ツ 記 述 言 語 で あ る HTML（HyperText 
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Markup Language），HTTP（HyperText Transfer 
Protocol）や SSL（Secure Sockets Layer）などの
標準仕様を採用することが不可欠である．ソフト
ウェアの研究開発としては，いかにこれらの仕様を
携帯電話の小さなメモリと低速の CPU で実装する
かということになる．

（2）　仕様をリードする側に回る
世界では，インターネットの標準仕様を策定し

て，普及を加速しようという団体 W3C（World 
Wide Web Consortium）が 1994 年に設立され，
HTML 仕様やその周辺の仕様策定が進んでいた．
日本では，1996 年に慶應義塾大学がホストとなっ
て，日本からの参加企業を増やそうという段階で
あった．ACCESS 社は，ベンチャー企業ながらも
積極的に W3C に参画し，当時機能追加ばかりが議
論されていた中で，1997 年 6 月に既に「Embedded 
WWW」という，家電をターゲットにした Web 仕
様の検討を提案していた．この中で，筆者は，初め
て対外的に携帯電話向けの HTML 仕様「Compact 
HTML」の必要性を提案した（図 2）．その会議に
HTML と互換性のない HDML（Handheld Device 

Markup Language，後に WAP 仕様のベースとな
る）を提唱する米ベンチャーも来ていて議論になっ
たが，そもそも彼らは HTML ブラウザを携帯電話
に実装するのは不可能だと思っていたようだ．

1997 年のちょうどこの頃は，NTT ドコモに携帯
電話向け Web ブラウザの提案をしていた時期で
あった．NTT ドコモと共同の試作が始まり，その
中で具体的なコンテンツ・サービスの内容も見据え
て，携帯電話向けの HTML の詳細な仕様を詰めて
行った．単なる机上で検討した仕様ではなく，翌年
にはサービスを始める現実的な仕様である．その結
果，1998 年 2 月に NEC，Panasonic，富士通，三
菱 電 機， ソ ニ ー と ACCESS の 連 名 で Compact 
HTML 仕様を W3C に提案した （2）， （3）（図 3）．

仕様を公開するということは，誰でもその仕様に
基づいてブラウザソフトを開発できることになる．
ライバルを作る可能性もある．しかし，携帯電話向
けの HTML コンテンツを作るという未知の市場に
多くの人を巻き込むには，できるだけ技術をオープ
ンにして，まずは市場を作る必要があると考えた．

実は，遡ること数年前，インターネットテレビを
開発した際にも同様のことを考えていた．そのとき
は，ライバルのテレビ向けインターネット端末を開
発していた米ベンチャーと一緒に仕様（TV-HTML）
を決めようと相談を開始し，結果的にお互いの思惑
がすり合わず時間を浪費した苦い経験があった．今
回は，まず世界に向けて提案するのが先だ．すり合
わせはその後でよい．Compact HTML は，世界中
の業界関係者に，携帯電話向け Web サービスを意
識させる最初の契機となった．

図2　W3Cで家電向け仕様の必要性を提案 図3　Compact�HTML仕様をW3Cに提案
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	4. 	携帯電話向けブラウザのキー	
テクノロジー

携帯電話向けに Web ブラウザを実装するには，
様々な技術的なハードルがあった （4）．パソコン向
けとは大きく違う部分もある．以下では，重要な項
目について解説する．

（1）　携帯電話ならではの要求事項
テレビやワープロ，カーナビ，ゲーム機，PDA

など様々な家電機器向けの組込みソフトとして，実
績を積み重ねてきた NetFront ブラウザであるが，
携帯電話に載せるには更に厳しい制約をクリアする
必要があった．

・通話優先，リアルタイム処理
携帯電話の一番重要な機能は，通話機能である．

これは何をおいても最優先で処理すべきタスクであ
る．ブラウザ処理を中断して，リアルタイムに通話
タスクに切り換える構成が必要である．当初は，
ITRON などのリアルタイム OS を使うことが多
かった．

・即時起動
ソフトウェアの起動時間も問題となる．パソコン

のように起動で待たせるわけにはいかない．実行プ
ログラムを RAM にロードすることなく，ROM に
置いておき直接実行する．また，前回の動作状態を
記憶しておき，再開できるようにしておくなどの工
夫が必要になる．後に，ハイエンドの携帯電話で
は，Linux を搭載するようになっていくが，この際
にも Linux の高速起動を実装する必要がある．

・省メモリ，低速CPUで実装　
1997 年当時の携帯電話のハードウェア資源は，

極めて制約が大きかった．16 bit で 1～2 MHz の
CPU，メモリは 256 kByte といった感じである．
これに合わせて，プログラムコードはできるだけコ
ンパクトに設計する必要がある．共通部分をコン
ポーネント化するなど，ありとあらゆる工夫をする
ことになる．

・低消費電力
もう一つ携帯電話の重要な要件として，電池の持

ち時間という点がある．ブラウザはイベント待ちな

どの状態では，スリープするなど電力消費を押さえ
る構造にする．また，メーカとの共同作業として，
状態によって，CPU を低速モードにしたり，画面の
明るさを調節したりといったことが必要になる．

（2）　ローカルWebアプリ
ブラウザは，HTML で書かれたアプリ（コンテ

ンツ）を実行する言語処理系である．ローカルに
Web アプリをブラウザに実行させる仕組みを筆者
らは用意していた．携帯電話のメモリは簡単には増
やせないので，多くのアプリを載せるのが大変で
あった．設定画面やメールアプリなど，HTML ベー
スで記述してブラウザに処理させるわけである．
HTML のタグを拡張して，端末側の HTML を呼び
出す仕組みを作っていた．

当初，メモリ容量が厳しい段階では，この仕組み
は非常に役に立った．アプリは，HTML データを
生成してブラウザに渡す処理だけでコードを大幅に
小さくできる．今では，CSS と JavaScript でアプ
リを記述する話は一般的であるが，当時としては斬
新であった （5）．

（3）　携帯電話向けの拡張
ローカル Web アプリは，効率良くアプリを実装

する内部の仕掛けであるが，Compact HTML のコ
ンテンツでは，幾つか携帯電話の機能を呼び出すこ
とができた．端的な例としては，コンテンツの中に
電話番号を記述して，電話を掛ける機能を呼出せ
る．ブラウザは，拡張スキーム tel:（あるいは，
phoneto:）を解釈して電話機能を呼出す．同様に，
mailto: で携帯電話上のメールアプリを呼出したり
もできる．

ブラウザの操作で，端末上のキーボタンを入力に
使えると便利である．A タグの属性で，accesskey
に数字キー 1～9 を指定することができる．

<A HREF=”http:...” accesskey=”1”> 1. ホーム

この例では，数字の「1」キーを押すと，「1. ホー
ム」が選択されることになる．accesskey 機能は，
携帯電話向けのコンテンツで非常によく使われた．

（4）　コンテンツダウンロード
携帯電話ブラウザに向けたサービスでは，パソコ

ンでは実現が難しかった著作権を保護したコンテン
ツ配信を可能にした．携帯電話にダウンロードした
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コンテンツは，外部に持ち出せないようにした．こ
れにより，着メロや写真，音楽，書籍やコミック，
動画像といったコンテンツビジネスが花開くことに
なる．

ネット携帯では，携帯電話事業者の課金システム
を利用して有料化できた．この結果，多くのコンテ
ンツベンダが参入することとなった．

	5. 	携帯電話向けブラウザの進化の
変遷

i モードは，1999 年 2 月にサービスを開始し，
半年後には 100 万人加入，その 1 年後には早くも
1,000 万人加入を達成している．予想以上の急成長
で，コンテンツベンダの興味はより大きくなり，端
末の普及も加速した．その後，ほとんどの NTT ド
コモの携帯電話加入者，約 5,000 万人のユーザを
獲得することになる．

（1）　ブラウザの進化
筆者らは，最初からブラウザの拡張性が重要だと

考えていた，当初は，携帯電話のハードウェアの制
約で搭載できる機能は限定されるが，基本的にイン
ターネットではやっている機能は，順に携帯電話で
も取り入れる必要があると考えていた．特に，セ
キュリティ通信の SSL の対応，コンテンツのタイ
プを拡張するためのプラグインの仕組みなどであ
る．最初のモデルからこれらの拡張を意識したアー
キテクチャにしておいた．

実際，図 4 にあるように，ブラウザ及び携帯電
話の機能は，年々進化していくことになる．1999
年からの 10 年間で驚くべき発展を遂げた．以下に

代表的な機能拡張の例を挙げる．
・ カラー画面化（256 色，4,096 色，24 bit 1,677

万色）
・大画面化（120 × 160, QVGA，VGA）
・SSL 対応
・Java アプリ
・3D エンジン対応
・Flash 対応
・Adobe Reader（PDF）対応
・HTML メール（デコメール）
・ワンセグテレビ視聴

通常，ムーアの法則で，CPU 性能は 18 か月で 2
倍の性能になる．大雑把に言えば，同じ値段で性能
が 2 倍のものが手に入る．この期間，携帯電話は
それ以上にハードウェアが急速に進化して行った．
ソフトウェアの機能は膨大となり，携帯電話に搭載
されるソフトウェアのコードサイズは 10 年間で
1,000 倍になった感触である．

（2）　携帯電話ブラウザのアーキテクチャ
図 5 は，携帯電話向けブラウザのアーキテクチャの

当時のメモである．リアルタイム OS 上に，描画や通
信などの共通ライブラリを載せて，その上に各種アプ
リを構築する．ブラウザエンジン（NetFront コア）は，
HTML などの描画エンジンとして他のアプリからも
呼び出せる．DRM（Digital Rights Management）は
ダウンロードしたコンテンツを管理する．海外仕様を
考慮して，WAP（Wireless Application Protocol）や
MMS（Multimedia Messaging Service）への対応も
含めている．ブラウザ単体というよりは，ネットサー
ビスに関連する機能一式を統合した感じである．

当初は，携帯電話では，様々な CPU が採用され
ていたので，ソフトウェアの移植性は重
要であった．徐々に，32 bit RISC CPU
が主流になっていった．2000 年代半ばぐ
ら い か ら， ハ ー ド ウ ェ ア も 進 化 し て，
Linux を 採 用 す る よ う に な る．CPU も
MMU（Memory Management Unit） に
対応して，仮想メモリが携帯電話でも可
能になった．

（3）　検証・テストの難しさ
携帯電話にブラウザやメールをはじめ，

様々な機能が搭載されるようになって，携
帯電話の品質管理，テストが飛躍的に難図4　携帯電話向けブラウザの進化
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しくなっていった．回線交換による電話の通話機能
は，つながることを保証するサービスである．ネッ
トワークのトラヒックの負荷で途中で切れたりしな
い．一方，インターネットは元々ベストエフォート
で設計されている．インターネットのトラヒックは
常時変化するので，コンテンツが通信のタイムアウ
トで取得できないこともある．

しかも，オープンなインターネットに接続すると
いうことは，ブラウザや Java が相手にするコンテ
ンツは何が来るか分からない．日々新しいコンテン
ツが作られるので，事前に予測することも難しい．
このようなオープンなシステムで，端末側のソフト
ウェアを事前に 100％テストするのは不可能と言
わざるを得ない．

このネット機能の柔かい仕様が，携帯電話の中に
入り込むというのは，製品テストという点でも大き
なチャレンジであった．実際，度々ソフトウェアの
問題も発生した．この時期，業界全体で携帯電話の
テストに膨大な人員が必要となり，自動テストの機
器やツールも開発された．徐々にユーザの理解も進
み，安定して行った経緯がある．

ACCESS 社では，パソコン用のシミュレータ（携
帯電話ブラウザの Viewer）を提供して，コンテン
ツベンダが Compact HTML のコンテンツを事前
にチェックできるように支援した （6）．

	6. グローバル展開
日本でスタートした HTML をベースとした携帯

電話向けのコンテンツサービス．海外では，その
頃，HTML ではなく，携帯電話向けに特化した
WAP という仕様に基づいたコンテンツサービスが
開 始 さ れ て い た． し か し， 広 く 普 及 し て い る

HTML と全く互換性のない仕様ということでコン
テンツが集まりにくく，苦戦していた．当時，

「i-mode vs WAP」という構図で，日本で成功して
いるネット携帯は，国際会議やイベントでも大変注
目されていた （7）（図 6）．

ACCESS 社は，NTT ドコモの i モードサービス
を海外展開するのを支援すると同時に，WAP コン
テンツもカバーするブラウザを開発し，WAP サー
ビスを既に行っている通信事業者も，発展的に
HTML サービスへ移行できるようにした（図 7）．

海外では，市場シェアの高い端末メーカをパート
ナーすることが重要であり，Nokia，Samsung，
LG などにブラウザソフトを提供した．当時，海外
では日本ほど通信インフラが整備されておらず，利
用者は急速には増えなかったが，日本発で世界を
リードした時期であった．

ACCESS 社のブラウザ NetFront は，日本市場向
けに加えて，海外の携帯電話にも多く搭載され，結
果的に 10 億台以上が出荷された．グローバルに成
功した組込みソフトの事例となった．

図5　携帯電話ブラウザのアーキテクチャ（メモ）
図6　海外でも注目される i モード

図7　海外WAP仕様も取り込むソリューション
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	7. おわりに
1999 年からスタートした日本のモバイルイン

ターネットの隆盛期は，世界初のイノベーションを
起こすというわくわく感があった （8）， （9）．通信事業
者，メーカ，コンテンツベンダ，ソフトベンダが一
丸となって，一つの産業を作ろうという熱気があ
り，実際に大きな事業となった．大企業も多くのベ
ンチャーと協業し，ベンチャーが成長する機会と
なった．大企業とベンチャーの協業がイノベーショ
ンを加速させたといってもよいのではないだろう
か．筆者自身，この歴史に残るムーブメントに深く
関われたことに感謝するとともに，当時お世話に
なった多くの皆さん，苦労を共にした ACCESS 社
のメンバーに感謝する次第である．

その後のスマートフォン旋風で米国勢に主導権
を取られたのは残念ではあるが，勝者が入れ替わる
のは常である．日本勢としては，ネット携帯で培っ
たノウハウ，ハードウェアとソフトウェアを組み合
わせて，サービスのプラットホームとする成功モデ
ルを次の時代に生かしたい．IoT やロボット，日本
が得意な分野でもある．大企業とベンチャーの協業
で，新たな産業を作るようなイノベーションを期待
したい （10）．
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2018年総合大会の開催地から
── 千住入門 ──

齊藤泰一（東京電機大学）

千住は，荒川と隅田川に挟まれた胃袋（図1）のような

形をした土地で，南の千住大橋と北の千住新橋をつな

ぐ日光街道が千住を縦断しています．千住のほぼ真ん中に北

千住駅があります．改札を出て，東口（電大口）のエスカレー

タを降りるとすぐに学園通りに出ます．学園通りを東に1分

進むと，右手に東京電機大学千住キャンパスが現れます．

右に曲がらずに学園通りの商店街を東に進むとします．
今，北千住駅の東口側を歩いていますが，こちら側は西
口側と異なり何もありません．普通の東京の下町が広がっ
ています．途中で道が分かれたりするかもしれませんが，
東に向かいます．大学に戻るときのために通った道は覚
えておいた方がいいかもしれません．千住の路地裏では
簡単に迷子になります．どんどん東に向かうと荒川の堤
防が見えてきます．車に注意して堤防に上ると，河川敷
にある整備されたランニングコースが現れます．Google
マップを見ると“金八先生のOPの土手”と表示されて
います．歩いて来た方へ振り返ると北千住駅と東京電機
大学が見えます．荒川河川敷のランニングコースは，道
幅があり，河口まで信号がないため，自分のペースで走
り続けることができる理想的なコースです．コース脇に
は1�kmごとに河口からの距離が表示されていて，この
まま海まで走ることもできます．荒川土手を海に向かっ
て南に走っていくと，胃袋の出口辺りにある堀切駅が見
えてきます．荒川土手を下りて堀切駅の辺りを歩くと，3
年B組金八先生で見たことがある風景があちこちにあり
ます．堀切駅近くの桜中学の跡地には，現在は東京未来
大学が建っています．1953年封切りの映画東京物語で
は，老夫婦が尾道から上京して初めて見た東京の風景が
お化け煙突と“堀切駅”でした．堀切駅から東京スカイ
ツリーラインで北千住駅へ戻ることができますが，町工
場がある下町の風景を西へ通って進んで行くと，牛田駅
と京成関屋駅に出会います．牛田駅からでも東京スカイ
ツリーラインで北千住駅へ戻ることもできますが，京成
関屋駅から隣の千住大橋駅へ向かうことにします．
千住大橋駅を下りると，ラーメン二郎千住大橋駅前店
がありますが，朝の早い時間でしたら，南にある足立市場
で寿司を食べることもできます．足立市場は水曜と日曜・
祝日が休みです．更に南に行くと隅田川を渡る千住大橋
があります．たもとの大橋公園には「おくのほそ道矢立初
の碑」が立っています．荒川区から千住大橋を渡る日光
街道（国道4号線）はこの辺りから，松尾芭蕉が通った
旧日光街道に分岐します．日光街道を北へ向かうと巨大
な狛犬で有名な河原町稲荷神社があります．そこから千

寿七福神巡りを始めることもできます．福禄寿の稲荷神
社，弁財天の氷川神社，毘沙門天の八幡神社，恵比寿天
の千住神社，大黒天の千住本氷川神社，布袋尊の氷川神社，
寿老神の本宿神社の全てを歩いて3時間ほどで巡ること
ができます．本宿神社は，胃袋の入り口辺りにあり，近く
にあったお化け煙突は浅草からも見ることができたそうで
す．本宿神社の近くには帝京科学大学があり，千住キャ
ンパス本館前にはお化け煙突のモニュメントがあります．
千住には，江戸日本橋から始まる日光街道の最初の宿
場である千住宿がありました．旧日光街道にはかつての
宿場町の痕跡を見ることができます．千住大橋から旧日
光街道を北に向かい足立市場の脇を通ると千住宿歴史プ
チテラスがあり，道路沿いの建物には昔の問屋の木製看
板が掛けられています．そのまま東京芸術センターの大
きなビルまで進むと，ふもとに千住宿問屋場・貫目改所
跡の碑があります．この辺りから旧日光街道は千住ほん
ちょう商店街という名前になり，かなりにぎやかになっ
てきます．駅前通りを横断すると，旧日光街道は宿場町
商店街という名前になります．宿場町商店街を北に向か
うと，千住宿本陣跡，案内所「千住 街の駅」，煮込みの「大
はし」，横山家住宅，絵馬屋・吉田家，槍かけだんご，名
倉医院などの魅力的なスポットが続きます．荒川土手に
ぶつかり，それを越えると虹の公園に着きます．左を見
ると千住新橋があります．
千住入門はこれで終わりです．このまま北千住駅まで
戻ってもいいですし，近所の銭湯で汗を流してもいいと
思います．北千住駅前へ行けば，駅前の飲み屋横丁で安
く飲むこともできるそうです．

電 子 情 報 通 信 学 会

図 1　千住概要
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1 	はじめに
時速 500 km 以上で走行するリニアの営業運転が

2027 年に開始されると発表されました．これは，日本
の鉄道が開業した 1872 年から数えて 155 年目に当たり
ます．今回はこの世紀を超えた鉄道の歴史と未来を訪ね
ようと思い，リニア・鉄道館に行ってきました．当日は
リニア・鉄道館の西田さんに案内して頂きました（図 1）．
西田さんとの会話を交えながら紹介します．

2 	鉄道車両の勇姿
リニア・鉄道館には C62 形式蒸気機関車から超電導

リニア試験車両 MLX01-1 まで，実際の鉄道車両が計
39 両展示されています．入館した瞬間，蒸気機関車・
955 系新幹線試験電車・超電導リニアの 3 両が目に入
ります（図 2）．
筆	者：この 3 両を並べている意図は何ですか？  
西	田さん：この 3 両は全て当時の世界最高速を記録し

ています．そして当館のコンセプト「在来線から超電
導リニアまでの展示を通じて，「高速鉄道の進歩」を
紹介する．」ことを明確に表しています．
そしてその奥に進むと空間は一気に明るくなり，C57

蒸気機関車，クハ 381 系電車，100 系新幹線 2 階建て

車両など数十両の車両があり，鉄道が好きな人もそうで
ない人も数時間は見て回れる量の展示があります（図 3）．
筆	者：皆きれいに保管されていることに驚いています．
西	田さん：当館は，車両の保全を目的として，屋外展示

を除いては，全ての車両を空調の効いた室内で保管し
ております．

3 	リニア・鉄道館で学ぶ
車両展示だけでなく，館内には鉄道シミュレータ，鉄

道の 1 日をお楽しみ頂ける国内最大規模の鉄道ジオラ
マ（図 4），国内でここだけでしか体験できない超電導
リニアの模擬乗車（図 5）やその仕組みが学べる超電導
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図1　案内して頂いた西田さん．ありがとうございました．
図3　 車両の静態展示．圧巻です．運転台を含め多くの車両

に乗り込めます．

図2　3両のシンボル展示．思わず引き込まれます．

有馬卓司　Takuji Arima　 東京農工大学

リニア・鉄道館
科学館・博物館めぐり



リニア展示室，映像シアターなど，鉄道に関する技術を
学ぶための展示が幾つもあります．このため，鉄道，新
幹線，超電導リニアの仕組みや鉄道の歴史などを体験し
ながら理解できるようになっています．
筆	者：車両展示以外も充実しているのに驚きました．余

り知られていない情報はありますか？  
西	田さん：鉄道ジオラマは東京から関西圏までを表して

いますが，この中に，おとぎ話の一場面や昔にはやっ
た CM の一場面など，小ネタが幾つか仕込んであり
ます．是非お探し頂ければと存じます．

4 	通信とリニア・鉄道
本誌の読者が特に興味を持ちそうな通信関連の技術

があるのか西田さんに聞いてみました．
筆	者：館内に通信関係の展示物はありますか？
西	田さん：例えば，100 系新幹線の先頭車両の屋根の

上に静電アンテナが付いております（図 6）．
　 このアンテナは架線の電圧を測定していますが，無線

用アンテナも同時に装荷されております．静電アンテ
ナ取り付け位置は新幹線車両によって異なっているも
のもあります．是非比べてみて下さい．

5 	おわりに
訪問して感じたことは，鉄道の進歩はまだまだ続き，

終わりはないだろうということです．見学後は歴史映
画，現代映画，そして未来映画を一気に見たような満足
感があり，生きているうちに続編を見たいと切に願いま
した．車両を見ているだけで様々な思い出が思い起こさ
れたのも印象的でした．この先，鉄道のますますの高速
化により我々の生活は大きく変わるかもしれません．で
も，時にはオレンジとグリーンのいわゆる湘南色と呼ば
れた車体で東海道線をはじめ日本各地を走った 111 系
のような車両でゆっくり旅をしたいですね．

また，リニア・鉄道館では企画展示なども定期的に開
催されており見所一杯です．皆さんも是非足を運んで下
さい．すぐに行けない人は HP でも各種車両を見ること
ができます．また，デリカステーションのドクターイエ
ローランチボックスはここでしか買えないとのことです．
　謝辞　本稿執筆にあたり，リニア・鉄道館の皆様あり
がとうございました．

Access
「リニア・鉄道館」

開館時間：10：00～ 17：30
休 館 日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日，夏休み等は変更あり）
入 館 料：大人 1,000 円，小中高生 500円
交　　通： 名古屋駅より あおなみ線「金城ふ頭駅」下車　徒歩 2分

   

Ｕ Ｒ Ｌ： http://museum.jr-central.co.jp/   

有馬卓司 （正員）
 2003東京農工大大学院博士課程了．博
士（工学）．2003 同大学助手，2008
同大学講師，2013同大学准教授，現在
に至る．2012米国ペンシルベニア州立
大客員研究員．電磁界解析手法の開発，
メタマテルアルの開発に従事．2002本
会学術奨励賞，2007同通信ソサイエ
ティアンテナ伝播研究専門委員会若手
奨励賞各受賞．
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図 4　 国内最大規模の鉄道ジオラマ．小ネタを探してね！ 図 6　 静電アンテナ．車両によって位置が異なっています．

図 5　 超電導リニア模擬乗車体験．タイヤが収納される瞬
間に振動が変化します．



1  はじめに
筆者は現在，宇都宮大学大学院工学研究科の博士前期
課程 2年生として勉学に励んでいる．本稿では，筆者
が国際会議での発表に至った経緯や，発表を通して得ら
れたことを記す．

2  国際会議の挑戦のきっかけ
まずは，国際会議に挑戦しようと思ったきっかけにつ
いて記す．筆者が学部 4年生のとき，同じ研究室の先
輩が国際会議へ参加したときの体験を話して下さった．
国際会議の道中の話や異国の写真の風景に魅了され，国
際会議への挑戦を勧められた筆者は，国際会議で発表を
したいと思うようになっていた．しかし，大学卒業を迎
えても，思うように研究成果が出ず，モチベーションが
下がっていたように思う．しかし，同大学院へ入学した
数日後，指導教員が，10月までに成果が出たらこの国
際会議に参加しようと具体的な提案をして下さった．こ
の一つの具体的な目標ができてから，今まで以上に研究
に取り組むようになった．締切がプレッシャーになるこ
ともあったが，それ以上に国際会議で発表したいという
気持ちが強く，めげずに頑張り，何とか 9月に成果と
言える結果が出たのである．

3  国際会議 ITST について
紹介して頂いた国際会議は，ITST（Intelligent Transport 

Systems Telecommunications）である．高度交通システ
ム全般と特に通信に特化した国際会議であり，交通通信
分野の有力な企業や科学研究機関からの最新のアイデア
や研究成果が集う会議である．筆者の研究テーマは「衛
星測位による移動体の高精度測位」であり，ITST国際
会議で扱われる分野と合致しているとのことで御紹介頂

いたのであった．

4  国際会議への準備
4.1　投稿原稿の準備
2017 年の ITST 国際会議の開催地はポーランドのワ
ルシャワで，原稿投稿の締切日は 2016 年 12 月 10 日
であった．筆者の研究成果がまとまったのは 9月下旬
であったので，10月に日本語原稿の作成，11月に英語
原稿の作成という日程で原稿執筆を行った．ITST国際
会議の場合はA4用紙 2段組で7枚の分量が必要であっ
た．原稿執筆は初めてのことであり，うまく書けるか不
安だった．しかし，やってみると意外と書けるもので，
今まで読んだ先人方の論文を参考に，原稿を作成した．
しかし，「書ける」と「うまく書けている」は別物で，
指導教員に添削して頂くと，多くの修正箇所が見付か
り，自分の考えの浅はかさを思い知らされた．添削で見
付かった修正箇所をしっかりと見直し，再度先生に添削
して頂くという工程を繰り返し，最終的に日本語原稿で
4回，英語原稿で 3回の添削を経て，原稿を完成させ
た．その後，採択されるよう祈るようにして原稿を
ITST国際会議に投稿した．

4.2　査読結果の通知
ITST 国際会議の査読結果は翌 2017 年の 3月 8日の
早朝にメールで来た．文面の1行目にCongratulations!
と書いてあり，瞬時に採択されたことを悟った．その瞬
間の興奮は今でも鮮明に覚えている．採択結果と御礼の
メールを指導教員に送った後，研究室に向かった．実は
同じ研究室の同期である長岡俊明君も同じ ITST国際会
議に論文を投稿していたので，結果を聞こうと思ってい
たのだが，聞く前に彼の満面の笑みに既に結果が書いて
あった．喜びを分かち合った後，お互い査読者からの論
文の評価と修正推奨箇所を確認した．筆者の場合は2名
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の方に査読をして頂いており，各査読者から，5段階評
価中4というまずまずの評価を頂いた．修正推奨箇所に
ついては，語彙の説明不足等，10点ほどの指摘を頂いて
おり，修正を加えた最終的な原稿であるカメラレディの
作成を開始した．提出までに3週間あったが，就職活動
も控えていたため，喜びを分かち合ったのも束の間，早
急に取り掛かった．

5  渡航・発表資料の準備
発表スライドの準備は発表の 1か月前から行った．
指導教員にも三度発表練習に付き添って頂き，自主的な
発表練習も 30回以上繰り返した．当時は質疑応答に応
えられるか非常に不安だったので，どんな質問が来るの
かを予想し，それに応じた 40枚以上の補足スライドを
用意した．更に，どのページの補足スライドに何の説明
が書いてあるかを簡単に記載した紙を用意して，質問を
受けたときに，すぐに表示できるようにした．同時にパ
スポート取得等の旅行の準備や助成金の申請など必要な
準備を進めた．しかし，すべき準備は思った以上に多
く，就職活動も同時平行で進める必要があったので，大
変ではあったが，長岡君と協力しながら進め，不明点は
随時，指導教員に相談することができたため，効率良く
進められた．

6  いざ発表へ ─ ポーランドへ渡航 ─
6.1　研究発表
筆者は 20分の研究発表と 5分の質疑応答で計 25分
の口頭発表を行った．研究発表に関しては，発表練習は
何度も練習したという事実が自信につながり，落ち着い
て説明をできたように思う．特に，緊張で早口になった
り，説明画面ばかり見たりしないよう，聴衆の顔を見な
がらゆっくりと説明することを心掛けた（図 1）．しか
しながら，質疑応答のときに頂いた質問には，日本語で
は説明できるのだが，英語が出て来ず，的確に答えるこ
とができなくて，大変悔しい思いをした．

6.2　開催地について
ワルシャワの街並みはおしゃれで落ち着いており，特
にワルシャワ歴史地区（図 2）は美しく，圧倒されるも
のがあった．ポーランド料理（図 3）も頂いたが，非常
に美味であった．特に，ピロギと呼ばれる伝統料理は一
見，日本の餃子に似ているが，皮は厚く，実は大量の野
菜が詰められ，更にチーズソースが絡まっており，一味
違ったおいしさを感じた．

7  得られたこと
国際会議 ITSTに参加して，得られたことは三つある．
一つ目は，英語の重要さである．もとより英語の重要
性は頭では理解しているつもりでも，日本にいると英語
に触れる機会が少なくどうしてもその重要性が薄れてし
まう．しかし，ITST 会場では，ほとんどの方が，英語
が公用語ではない国の方でも，当たり前に英語を話す．
筆者はその中で自分の英語力の欠如を感じた．発表から
3か月ほど経過したが，今まで余り続かなかった英語の
勉強を，今では毎日 3時間は欠かさず行っている．や

図 1　発表中の様子

図 2　ソーシャルイベント会場．
世界遺産ワルシャワ歴史地区にて

図 3　ポーランド料理（同僚の長岡俊明君と筆者）

初めての国際会議体験記　挑戦して良かった！  国際会議 299



はり直接身に付けた貴重な体験はお金で買えないものが
ある．
二つ目は，研究成果を原稿にまとめる重要さである．
基本的に研究成果は原稿を通して多くの人に認知され
る．したがって，自分の研究成果が正しく理解して頂け
るよう，原稿の読者の視点を意識して，関連研究との差
異や実験結果の着眼点を効果的にかつ，分かりやすく示
す必要がある．原稿執筆当初は，この点を意識せず書い
ており，自分では読めても，相手には本質の重要な部分
が伝わりづらいものとなっていた．したがって，まず，
原稿で伝えたいあるいは，強調したい部分を事前にまと
める．更に，話の流れを意識して原稿を作成する．そう
することで，読者にとって読みやすい原稿となるだけで
なく，自分自身の研究に対しても新たな知見が得られる
可能性がある．
三つ目は，発表に至るまでの計画性の重要さである．
筆者は発表までに，多くの準備が求められた．国際会議
に向けた発表資料作成，発表練習，同時に就職活動に向
けた企業研究，自己分析，面接練習などである．これら
をただ闇雲に行おうとすると，各準備にどの程度の力を
注げばよいのか分からず，時間は足りるのかなどといっ

た不安ばかりが募ってしまう．したがって，必要な準備
を箇条書きにして全て書き出し，各準備の優先度を把握
する必要がある．これによって，各準備に割り当てられ
る時間を把握でき，その時間内で余裕を持って準備に取
り組むことができる．また，新たにすべき準備が増えて
も混乱しないで済む．筆者はこの作業をする前と後では
心の余裕が全然違っていたように思う．
謝辞　国際会議での発表機会を与えて下さり，原稿添
削から発表準備に至るまで付き添って下さった宇都宮大
学大学院工学研究科・羽多野裕之先生，渡航助成をして
下さった宇都宮大学地域共生研究開発センターイノベー
ション創成部門に深く感謝の意を表する．

因　紘生� 　
�2016 宇都宮大・工・情報卒．2017 現
在同大学院工学研究科修士 2年生とし
て在籍．衛星測位の方式であるキネマ
ティック測位に関する研究に従事．来年
度から，キヤノン株式会社に入社予定．
周囲への感謝の気持ちを忘れず，自己研
さんに努めたい．
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アンテナのあった風景 in「沖縄」 

今回は沖縄本島にかつて存在していたり今もある大
形アンテナのお話です．
おおよその位置は図 1のとおりです．

 1  VOA 中継局のお話
青い海と青い空のトロピカルリゾート沖縄，その最北

のリゾートであるオクマビーチは，風の強い日は波しぶ
きが直接降りかぶるほどの海岸際を走る国道 58号を名
護市から 40分，沖縄本島北端の国頭村に入ってすぐの
奥間集落にあります．「奥間」の交差点から海に向かっ
て進むと“OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT”
の看板が出てきます．コテージを中心とした，美しい
ビーチに隣接するリゾートです．更にその先に進むと
“OKUMA RECREATION FACILITY”と書かれた，
沖縄でよく見る米軍基地を示す鳥居形の看板と金
網の柵が見えてきます．ここは，米軍人向けの保
養施設となっており，岬の先まで米軍管理地です．
普天間や嘉手納の基地だけでなく，こういうとこ
ろにも沖縄の置かれた状況を垣間見ることができ
ます（図 2）．
さて，日本人がリゾートする方のオクマプライ
ベートビーチアンドリゾートの敷地とその後背地
の農地が，かつて冷戦下で米国の宣伝放送を担っ
たVOA（Voice of America）中継局の送信施設で
あったことは，地元の人を除いては沖縄でも知る
人は少なくなりました．昭和 26年（1941 年）に
強制接収して建設後，昭和 28年（1953 年）の放
送開始から昭和 52年（1977 年）まで，朝鮮半島，
中国全土，ベトナムに向けて中波 1波，短波 7波
での放送が続けられました．中波については，当
時国内の放送局の最大出力が 100 kWであったと
きに，その 10倍の 1 MW出力を誇っていました．
このため，近隣地区では戸外の金属が全て帯電し，
触ると電気ショックを受けたり，夜中に消してあっ
たテレビが火を噴くといったこともあったそうで
す．中には配線なしに電灯がともることから，照
明に使っていた者もいたという話もあります．オ
クマプライベートビーチアンドリゾート北側の現
在の農地一帯が，中波アンテナとして鉄塔 6基，
短波用の各方位向けのロンビックアンテナ用の鉄
塔 16 基から成るアンテナ群の敷地になっていた

ⓒ電子情報通信学会2018

図 1　沖縄本島の大形アンテナ

図 2　VOA送信施設跡（国頭村奥間）

アンテナのあった風景
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琉球大学　藤井智史　Satoshi Fujii

街

探訪
plus



302 通信ソサイエティマガジン　No.44  春号 2018

アンテナのあった風景 in「沖縄」 

ようで，壮観な眺めだったことでしょう．
実は，このVOA中継局の送信施設と対になる受信施
設が恩納村にありました．恩納村は沖縄本島中ほど西海
岸（東シナ海側）に長細く位置し，数多くのリゾートホ
テルが立地しています．この辺りでは山が海岸近くまで
迫り，小さな平地が谷筋の河口ごとにしかないのですが，
村役場がある恩納地区だけは海側に100 haもの平地が
広がっています．村内で唯一まとまった面積のこの平地
は戦後米軍が接収し，南側 60 ha は米軍恩納通信所に，
北側の残りは国務省管轄のVOA受信施設となりました．
恩納通信所は平成 7年（1995年）まで米軍基地として
稼動し，返還後にPCB等の有害埋設物が発見され開発
が滞り，返還されてもなお存在する米軍基地問題として
衆目を集めました．これに対して，北側のVOA受信施
設については，送信施設のような“電波公害”もなく，
また送信施設と同時の復帰5年後に返還され，施設撤去
後すぐに農地整備が行われたため，この施設のことは恩

納村以外では沖縄でも知る人は少ないでしょう．筆者は，
現在の情報通信研究機構沖縄電磁波技術センター（以
下，NICT沖縄センター）が総務省通信総合研究所沖縄
電波観測所と呼ばれていたときに，移転先を米軍恩納通
信所跡地と定めて地元との交渉中に，“昔この辺りは何
本も鉄塔が立っていたんだけど，あんたらも電波の研
究っていうとあんな鉄塔立てるのかい”と話されたこと
で，VOA受信施設跡地を知ったのでした．当時はオク
マの送信施設を上回る26本の鉄塔が林立していたと記
録されており，隣接の米軍恩納通信所と合わせると，大
アンテナ拠点だったことが伺えます．国道 58号旧道の
「恩納（北）」のT字路を沖縄北部随一の景勝地「万座
毛」に向かって進み，民家が途切れてNICT 沖縄セン
ターへの案内標識が見えるところから南側にかけて農地
が広がっています（図3）．ここがVOA受信施設跡地で
す（NICT沖縄センターはその先にあります）．この交差
点からは米軍恩納通信所跡地の先まで見渡すことがで

き，アンテナ設置には好都合だったのでしょう．今
はアンテナや建物は撤去され，万座毛の散策路から
見えるアダン林の先にVOA受信施設の庁舎跡の広
場が残っているのみです．その崩れかけたアスファ
ルトが時間を経たことを示しています．現在この付
近のアンテナ施設は，NICT沖縄センターの 25 m
プラットホームと幾つかの小形アンテナだけです．

  2  30 m 級アンテナたち
次に，沖縄本島内の今はもう見ることができな
い 30 m級アンテナの跡地を三つほど．
沖縄本島で 2番目に高い八重岳（453 m）には，
各種中継局と航空局航空路監視レーダが最高点に
設置されています．そこから尾根筋を西に目を向
けていくと，鉄塔と庁舎が望めます（図 4）．こち
らは，八重岳サイトと呼ばれる米空軍の通信施設
です．かつては，ここには直径 100 ft（≒ 30 m）
のパラボラアンテナが 2基，北を向いて据え付け
られていました．稚内から沖縄まで結んでいた米
空軍のAC&W（Aircraft Control & Warning）回
線のうち，鹿児島県知覧まで 600 km以上無中継
の 2 GHz 帯通信用のアンテナです  （2）．これは南西
諸島の山岳回折を使ったもので，当時世界最長記
録ではなかったでしょうか．ちなみに，民生用の
マイクロ波回線は，国道 58 号を挟んだ多野岳山
頂で 10 m アンテナを使って，鹿児島までは一旦
奄美大島で中継していました．

図 3　VOA受信施設跡（恩納村恩納）

図 4　八重岳通信サイト（本部町）



街 plus 探訪　アンテナのあった風景 in 沖縄 303

アンテナのあった風景 in「沖縄」 

八重岳山頂までは舗装されており車で上ることがで
きます．山頂手前で通行止めになっていますが，手前
の展望台からの海洋博記念公園や伊江島への眺望はす
ばらしいものがあります．この道路には麓から山頂ま
で約 7,000 本の桜が植えられており，例年 1月中旬か
ら下旬に満開を迎え，日本で一番早い桜祭りが開催さ
れます．この桜並木は寒緋桜という品種で，本土のソ
メイヨシノのように淡白い花ではなく，濃いピンクと
いうか赤に近い花がややまばらに咲きます．沖縄では
桜は山頂から咲き始め，北から南に向かって桜前線が
南下します．これは，桜は一度寒くならないと開花し
ないという性質によるものだそうです．そのため高地
にある八重岳の桜が沖縄でも最初に開花します．
さて，同じ 30 m 級アンテナとしては，固定式では
なく衛星追尾の可動形アンテナが宇宙研究開発機構
（JAXA）沖縄通信所にありました．国道 58 号の恩納
村安

あ ふ そ

冨祖交差点から県道 104 号に折れ，次の T字路を
左折した後はサトウキビ畑の中を道なりに進んで行き，
最後のY字路の案内板を見落とさなければ 10 mパラ

ボラアンテナが見えてきます（図 5）．その先のX–Yマ
ウントの 18 mパラボラアンテナと 14 mのレドーム 2
個を右手に見て進むと，JAXA沖縄通信所の庁舎があ
ります．その対面に円形のコンクリート基礎が残って
います．この上に直径 30 m の衛星追尾可動形のパラ
ボラアンテナがつい最近までありました．この何年か
は実際に衛星管制には使われてはいなかったようで，
毎年恒例の「宇宙の日」の施設一般公開日にこのアン
テナを参加者が動かせるというイベントを行っていま
した．間近から見上げる 30 m ディッシュの動くさま
は迫力もので，子供たちのみならず大人にも大受けの
“アトラクション”でした．
最後の 30 m 級アンテナは，沖縄本島南端の南城市
玉
たまぐすく

城の KDDI 衛星通信所にあったパラボラアンテナで
す．沖縄本島南部を巡る国道 331 号は海から少し離れ
て山際を走っていますが，南城市辺りでは海が望める
ドライブコースです．かつては，国道 331 号を時計回
りに南城市佐

さし き

敷，知
ちね ん

念と回って来て，沖縄随一の聖地
である世界遺産「斎

せーふぁうたき

場御嶽」を過ぎ，沖縄の稲作発祥
の地と言われている「受

うきんじゅはいんじゅ

水走水」の案内が見えた
辺りで，急にどでかいアンテナが見えたものでし
た（図 6）．現在は，沖縄セルラー au 南城ネット
ワークセンターに衣替えしてしまい，真新しいビ
ルの中でルータ群が日々稼動し沖縄の携帯網とイ
ンターネットの半分 （？）を担っています．ここ
は，海岸にせり出した崖の上にあり北側の後背山
地からも出張っているので，太平洋やインド洋の
静止衛星に向けるにはちょうど良い場所だったの
でしょう．茨城や山口のKDDI 衛星通信所のパラ
ボラアンテナは国立天文台や大学で後活用されて
いるのですが，残念ながら沖縄のものは引き取り
手がなかったのでしょうね．この丘の東側崖下に
ある新

みーばる

原ビーチは，リゾート開発とは無縁で観光
客には余り知られていない素朴で隠れ家的な海水
浴場です．沖縄にはこういうビーチが各所にあり
ます．隠れ家と言えば，観光客には，新原ビーチ
とはネットワークセンターを挟んで西側の崖下に
ある“浜辺の茶屋”“山の茶屋”が隠れ家カフェと
して知られているかもしれません．窓際の席から
目前の青い海を見ながら，お茶や食事をしてゆっ
たりくつろぐのは，いかにも沖縄っぽい時間の過
ごし方です．とはいえ，結構人気が高くいつも人
が多いんですけどね．最近，超高級リゾートホテ
ルもすぐそばにできました．

図 5　JAXA沖縄宇宙通信所（恩納村安冨祖）

図 6　KDDI 沖縄衛星通信所跡（南城市玉城）
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 3  今ある大形アンテナは
上に述べたような 30 mを超える大きなアンテナは，
沖縄本島にはもうなくなったようです．現存の大きな
アンテナと言えば，本島南部の沖縄自動車道那覇空港
線脇に林立するTV・FM鉄塔やAM放送のアンテナと
慶佐次ロランCアンテナを除けば，筆者の知る限りで
は，航空自衛隊与座岳分屯基地の新型フェーズドアレー
レーダくらいでしょうか．この六角柱レドームは 30 m
以上の高さがあり，隣接のゴルフ場越しに間近に見え
結構な迫力ですが，肝心のアンテナは見えません（図
7）．あとは，宜野湾市普天間にある米陸軍 58通信大隊
フォートバックナー基地内の 20 m 超級のレドームで
しょう．最近まで 2個だったのが 4個に増えて林の中
に埋もれるように設置されています．これらは米軍の
極東地域を一手に担う衛星通信用のアンテナだそうで，
この基地の警戒は厳しくさすがに中を伺うことができ
ませんが，国道 58号からちらっと望むことができます

（図 8）．沖縄本島以外も含めるならば，石垣島の国立
天文台VERA石垣観測所の 20 mパラボラアンテナが
県内で最大のアンテナでしょう．
既になくなったアンテナを中心に，沖縄の大形アン
テナのお話をしました．図 1を参考に，沖縄での観光
地巡りの途中にでも探してみて下さい．

■ 文献
（1）  沖縄郵政管理事務所電波監理部，VOA沖縄放送傍受

業務概要，1977.
（2）  森田正典，“高感度受信方式発明を巡る往時の状況に

ついて，”電気技術史，第 28号，pp.1–2，電気学会
電気技術史技術委員会，東京，2002．

藤井智史 （正員）
昭55北大・理・地球物理卒，昭58同
大学院理学研究科地球物理学専攻博士
課程中退，昭60同大学院工学研究科情
報工学専攻修士課程了．同年郵政省電
波研究所（現情報通信研究機構）入所，
ATR光電波通信研究所出向，情報通信
研究機構沖縄亜熱帯計測技術センタ－
長．平17琉球大・工・教授．博士（工
学）．海洋レーダの信号処理・観測応用
に関する研究に従事．沖縄在住はそろそ
ろ25年に．

図 7　航空自衛隊与座岳分屯基地（糸満市与座）

図 8　米陸軍フォートバックナー基地（宜野湾市普天間）
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引くべき論文がない！
 通信ソサイエティ編集長 佐波孝彦

Takahiko Saba

ソサイエティ編集長は通信ソサイエティ（以下，
通ソ）の発行する四つの雑誌（和文論文誌，

英文論文誌，ComEX，和文マガジン）の編集委員長・
副委員長などから構成されるソサイエティ編集会議
を取りまとめることになっています．普段，各誌の
委員長・副委員長とは密に議論を交わせますが，論
文誌編集の実務を担って頂いている編集委員の方々
に自分の考えを直接伝える機会はほとんどありませ
ん．そこで，現状の通ソ論文誌に対する私の個人的
な考えを書き連ねたいと思います．
実は過去に通ソの編集長を務められた方々のリス
トを眺めると，私は異例に若い編集長です．通ソ論
文誌の活気を取り戻すために思い切った施策を実施
せよ，という大変に荷の重いミッションを託されま
した．目標の一つにインパクトファクタの向上があ
ります．インパクトファクタが高い＝その雑誌の質
や価値が高い，ということには必ずしもなりません
が，近年インパクトファクタが論文の投稿数に影響
を及ぼしているのは事実です．したがって，数値を
上げておくに越したことはありません．そのための
方策として，一昨年から論文を投稿して下さる皆様
に，できるだけ多くの（そして可能なら本会の最新
の）論文を引用して下さるようお願いしています．
自分たちで決めた方針ですから，自らも実践する
必要があります．私は大学にいますので，学生たち
になるべく多くの論文を引用するように指導しま
す．ところが，ある問題に直面してしまうのです．
分野にもよると思いますが「本会の論文誌の中に引
用可能な論文がありません」という報告を受けるの
です．海外における研究のトレンドと日本における
トレンドに若干の違いがあってそのような結果にな
ることもありますが，そもそも掲載されている論文
の数が減少しているというのが最大の理由です．そ
れでは，学生たちがどこの論文を引用するのかと言
えば，IEEEは一般的だとしても，決してクオリティ
が高いとは言えない海外のオープンアクセスジャー
ナルなのです．技術的な進捗が僅かであったり検証
が十分でなかったりするのですが，確かにアイデア
としては先行しているので，その論文を引かざるを
得ません．著者の方々に多くの論文を引用しようと

いう意識が芽生えたとしても引用できる論文がない
のです．これでは，通ソ論文誌のインパクトファク
タ向上につながらないまま，ほかのオープンアクセ
スジャーナルのインパクトファクタを押し上げるこ
とになってしまいます．これは大変残念なことです．
本会の中には，伝統ある学会なのだから，査読を
厳しくして，良い論文だけを厳選すべきという意見
があるのは承知しています．しかし，引くべき論文
がなくなってしまっては本末転倒だと思います．ど
の辺りでバランスを取るのかというのは大変難しい
問題ですが，私はもう少し多くの論文が載るように
シフトしてもいいと思っています．著者の方々が論
文を投稿する目的は，論文が掲載されることです．
技術的な間違いがある論文を載せるのは論外です
が，僅かでも新規性があり，限定されたケースであっ
ても有効性が認められるなら，多少検証が不十分で
も掲載すべきとすら考えています．
うれしいことに昨年，通ソ英文論文誌のインパク
トファクタが一気に 0.5 ポイント向上して 0.827
となりました．インパクトファクタは過去 2年間
に掲載された論文の被引用数で計算されるため，こ
れは私の手柄というよりも長いこといろいろと取り
組んで来たことの積み重ねによるところが大きいと
思っています．加えて，非常に多く引用された 1
編の論文を拾い上げた編集委員の方の手柄もありま
す．「石を拾うことを恐れて宝石を逃すことのない
ように」という本会の査読方針が正に実践された結
果です．編集委員の方々には，事あるごとにこの方
針を思い出して頂くようお願いしたいと思います．
最後に個人的な話で恐縮ですが，通ソの編集活動
に携わるようになって 13 年がたちました．途中，
1年間だけお暇を頂きましたが，その間も自分の担
当分は残っていましたので，この 13年間，常に編
集に関わってきたことになります．しかし，編集長
という最後の大役ももうすぐ任期満了となるため，
いよいよ編集活動も卒業です．卒業までにもう一つ
道筋をつけておくべきミッションがありますが，そ
れはここでは触れないこととして，通ソが今後も大
いに盛り上がることを祈りつつ筆を置きたいと思い
ます．長い間，ありがとうございました．

巻 末 言

Afterword
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小特集  IoT × AI が 
描く未来

私の技術者歴  松井 充

開発物語：  THP （Tomlinson-Harashima Precoding） はどのようにして生まれたのか？
街 plus 探訪： クアラルンプール
子どもに教えたい通信のしくみ： スマートフォンのセキュリティ
若者よ！ 世界へでよう！： 海外就職指南・キャリア形成術（2） 

初めての国際会議体験記（2）
 ……他，御期待下さい

今年で編集委員の任期を終えます．微力ではありましたが企
画立案から出版まで携わることができたのは貴重な経験です．
もうすぐ新年度を迎えるにあたり，今回の小特集を参考にして，
新たな資格取得にチャレンジしてみたいと思います．�（S.T.）

本号の編集委員としての貢献度は皆無でしたが，資格取
得について改めて考えるよい機会になりました．以前か
ら気になっていた無線技術士の資格取得に向けて重い腰
を上げた今日この頃です．� （M.Y.）

資格を取ることは目標等に対する通過点であり，取ること
だけでは道半ばと思います．ICT 分野における資格は数多
くありますが，単なる資格マニアにならないよう，目的を
持って資格を取っていきたいと思います．� （H.H.）

皆様は国家資格を幾つお持ちでしょうか？��私は自動車免許
以外にとある無線従事者の資格も持っています．ちなみに大
型自動二輪免許も持っています．今回の小特集を通して是非
新たな国家資格取得に挑戦して頂ければと思います．（T.A.）

著者選定で苦労しましたが，皆さんに助けられ何とか記
事にすることができました．御協力ありがとうございま
した．� （K.S.）

「若者よ，世界に出よう！」の新コーナーを始めました．
いかがでしょうか？��読者の皆さんからの御意見待ってま
す．お近くに編集委員がいたら直接でもいいですし，以
下のメアドにメールでも．� （H.I.）

編集委員長 岩井誠人

編集副委員長 羽多野裕之　吉村直子

編集委員
明星慶洋  有馬卓司  石橋圭介  井上和弘

鎌倉浩嗣  久保亮吾  後藤　薫  小林亜樹 

笹部昌弘  鈴木健治  田久　修  谷　重紀 

登内敏夫  橋本尚久  畑本浩伸  平野拓一 

福元徳広  古川智章  真鍋哲也  山口典史 

山田　曉  山中仁昭  湯田泰明



「千葉県船橋市行
ぎょうだ

田」とGoogle 検索をかけ

て，地図を開いてみて下さい．地図で見ると，

直径800 mの円形の道路に囲まれた箇所があ

り，その中に団地や公園，商店などがあるの

が分かります．その円の中心にあるのが，写

真にある船橋無線塔記念碑です．

行田の円形道路の内側には，かつては，海

軍省所管の船橋無線電信所がありました．こ

れには，高い技術を誇るドイツのテレフンケ

ン社の送信機が採用されました．1915（大正4）

年に完成しましたが，当初は，中央に上下平

行で高さ200 mの主塔，周囲に高さ60 mの

副塔 16基が取り囲む形で，主塔は半自立型

であったそうです．半自立とは，主塔から数本，

副塔方向手前の地上に鋼鉄線を張り，副塔へ

は電信線が延び，支線と電信線に掛かる力の

均衡を取るために，支線台と副塔は主塔から

等距離でなくてはならなかったそうです．そ

の結果，その周囲は円形となり，現在も残る

円形道路となったようです．

1916（大正 5）年にはハワイを中継してアメ

リカのウイルソン大統領と日本の大正天皇とで電波の交信があったそうです．そのときから，電波塔は，広く平

和的に利用され，フナバシの地名が初めて世界地図に書き込まれたそうです．

1941（昭和 16）年には長短波用の大アンテナ群が完成し，太平洋戦争開戦の暗号「ニイタカヤマノボレ

1208」が艦船へ向けて送信された電波塔ということでも広く知られるようになりました．船橋のシンボルとして

市民に親しまれていましたが，1971（昭和 46）年 5月に解体され，その歴史を閉じました．

電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1） �h t t p : / / w ww . n t t w em . c o . j p /

knowledge/subaru/index.html�

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．

44The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

船橋無線塔記念碑
鎌倉浩嗣（正員）
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●ICT分野における資格制度
●サイバーセキュリティ分野における初の国家資格「情報処理安全確保支援士」（登録セキスペ）と
　創設50年を迎える国家試験「情報処理技術者試験」の概要について
●国家資格の概要と意義（通信）
●ORACLE MASTER認定資格取得のススメ
●大学が考える学生の資格取得
●MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム）
　人材育成への取組み　

ICT分野における
資格活用術

小特集
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プログラム

・開会の挨拶
・パネル展示企業・機関名の
  紹介

16:45
受付開始

17:00
開会

（17:45）

19:15
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）。

・企業・機関・研究専門委員会
  からのスピーチ

【パネル展示企業・機関（五十音順）】（予定）
NICT、NEC、NTT、NTTドコモ、OKI、
KDDI総合研究所、構造計画研、住友電工、
電子航法研、デンソー、東芝、東芝メモリ、
豊田中研、日本無線、パナソニック、日立製作所、
フジクラ、富士通研、古河電工、三菱電機、
村田製作所、ルネサスエレクトロニクス

学生食堂
（3号館）

2018年 3月20日●火（大会初日）17:00～19:15
東京電機大学　東京千住キャンパス
3号館学生食堂　1階、中2階、2階

●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。

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、
「Welcome Party」を開催致します。

「Welcome Party」の御案内

是非、お気軽に御参加下さい。

学 生 ・ 若 手 の 皆 さ ま へ

Welcome Party 開催会場
（東京電機大学内マップ）
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