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小特集の発行にあたって

再び，大学 ・ 大学院で学ぶことの意味
編集チームリーダ　山崎克之

　シリーズ掲載している関屋先生のアメリカ留学記ですが，今回は小特集に合わせてアメリカ・
カナダの大学院事情です．日本との違いなど大変に勉強になります．ITの技術力や産業力に
おいてシリコンバレーに遅れをとったことから，国内では大学院教育の充実とか工学博士の育
成とかいろいろな議論があります．ですが，留学記に書かれているように，かの地のシステム・
制度は，一朝一夕には我が国が見習えるものでもなさそうです．
　ずいぶん前ですが，知り合いのスタンフォード大学の教授と雑談の折，「卒業，つまり
Ph.D.を出す条件は何か」と聞いたことがあります．彼の答は明確でした．「ベンチャー企業の
社長ができること」．むろん，実際にベンチャーを起業するか否かにかかわらず，つまり，技 
術・知識だけでなく，経営的センスや他組織・企業との交渉能力など，ジェネラリストでもあ
ること，ということでしょう．
　また，よく知られていることですが，アメリカ西海岸のベンチャー企業の多くは，大学院の
学生が起業したものです．彼らは Ph.D.を取得して卒業することよりも起業を選択します．大
学院は Ph.D.取得の場であるよりも，起業の incubator（孵化機関）でもあるわけです．

　今回の小特集に合わせて，通ソマガジンでは社会人を対象とする大学・大学院の学科，専攻，
プログラムなどの寄稿をお願いしました．受領した計 16大学の寄稿を受付順に掲載しました．
また，日本におけるMOT教育，早期修了制度，通信学会の生涯教育活動の紹介記事を寄
稿頂きました．我が国でも様々な特色ある取組みが提供されていることが分かります．
　一度社会に出た技術者・研究者が再び大学・大学院で学ぶには，明確な目的・目標があ
ると思います．この地のシステムや制度だけでなく，かの地のシステム・制度を含めて，幅広
く視野を広げて見て頂ければと思います．

小特集　社会人のための大学 ・ 大学院
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高信頼半導体レーザ光源の
実用化の中で

（株）日立製作所取締役

中村道治
Michiharu Nakamura

　私はこの原稿を，自宅のセキュリティ PCを使って，

会社のサーバと交信しながら準備している．光ネット

ワークシステムを活用した広帯域インターネットが普

及したお陰である．1970年代以降，我々が研究から実

用化まで手掛けた光技術が，社会の発展に貢献している

ことを実感できて幸せに思う．これは，いうまでもなく，

光技術に携わってきた数々の研究者・技術者の熱い思い

と切磋琢磨によって，初めて実現したものである．本

稿では，社内外の多くの人々と一緒になって，高信頼

半導体レーザ光源の実用化に取り組んだ私のささやか

な体験を紹介したい．

　日立には全社的な社費留学制度があって，毎年事業

所から推薦されて選考試験に合格した社員に，1年間欧

米の大学などで研鑽する機会が与えられてきた．私は

幸運にも 1972年の社費留学生に選ばれたので，光集積

素子の分野に興味をもち始めていたこともあって，留

学先をどこにしたらよいか母校の霜田光一先生にうか

がいにいった．霜田先生はいつもの物静かな口ぶりで，

「最近 Bell研究所からカリフォルニア工科大学に移った

Amnon Yariv教授が，光集積回路の研究を精力的に始

めたので紹介しましょう」と言って頂いた．先生のこの

一言で，私の研究者人生が決まった．

　この当時，Yariv研究室では，レーザ物理に関する研

究とともに，半導体光集積回路の基礎研究に取り組んで

いた．誘電体光導波理論や光結合波理論を展開するかた

わら，GaAs基板にプロトンをイオン打込みして二次元

光導波路を形成し，隣り合った導波路間の光結合を確認

するなどの実験が進んでいた．また，アクティブなデバ

イスにも関心があり，液相成長炉で GaAlAs系へテロ

構造結晶を作製するところまできていた．研究室には，

日本人研究員の作田恭平氏や前田尚利氏もおられた．

　大学に客員研究員として赴任して 1週間もしたころ，

Yariv教授から「Bell研究所の H. Kogelnik博士らが色素

レーザで検証した分布帰還方式を用いて，光集積可能

な半導体レーザが実現できないだろうか」と話をもちか

けられた．Yariv教授は以前からこの構想をもっておら

れて，私は半導体デバイスの分かる研究者として期待

分布帰還形半導体レーザの誕生
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されていたようである．私にも将来に向かって可能性

のあるテーマに思われて，「分布帰還形半導体レーザ」を

研究テーマに決めるのに時間はかからなかった．

　我々は，光導波路に沿って回折格子を形成した半導体

レーザの発振条件を光結合波理論を用いて 0次近似で

計算し，レーザ構造のおおよそのイメージを描くところ

から着手した．その結果，周期 0.36ミクロンの回折格

子でレーザ発振が可能であるとの結論を得た．これは，

当時としては超微細加工であったが，レーザ干渉露光

とドライエッチングを用いて実現することにした．ド

ライエッチングは，Hughes研究所の H. L. Garvin博

士が担当した．結晶成長は，大学の装置を立ち上げて

いたのでは間に合わないので，日立に依頼した．また，

最初から電流注入型（ダイオード）レーザを作るのは大

学の手に負えないので，光励起でレーザ動作を検証する

ことにして，助教授の Elsa Garmire女史や大学院生の

H. W. Yen君と一緒に丸一日車を走らせて政府機関の某

研究所に光励起用色素レーザを借りに行った．帰り道，

砂漠の一本道で見た真っ赤な夕日は今も忘れられない．

Yariv教授や Garmire助教授のもつ幅広い研究ネット 

ワークのお陰で，実験装置の立上げは実によくはかどっ

た．今でいう「産官学連携」が当たり前のように行わ

れていたのに大きな衝撃を受けたものである．光励起

レーザの結果は，翌 1973年にワシントンで開催された

CLEO（Conference on Lasers and Electro Optics）で

Garmire助教授が初めて報告し，デンバーで開かれた

DRC（Device Research Conference）で私からその後

のデータを報告した［1］．

　1年という短期間の米国滞在とはいえ，海外に出ると

だれしも母国を意識するもので，日本人として何か足

跡を残したいという強い思いがあった．また，尊敬す

る Bell研究所と同じレベルの研究がしてみたいという

入社以来の強い気持ちもあった．CLEOには，日本か

ら稲場文男先生や内田禎二先生が見えておられて，「よ

くやったね」とお褒めの言葉を頂いて感激した．1年の

滞在期間が終わりに近づくころ，Yariv教授から「君は予

定どおり帰国して，日本における研究者としての基盤を

早く固めた方がよい」との助言を頂いた．人生の師とし

て含蓄のある御指導を頂いたことに今も感謝している．

　帰国後，上長の大友義郎部長に，Yariv研究室と協同

して分布帰還形ダイオードレーザを実現したいと提言

したところ，早速梅田淳一主任研究員をリーダとする研

究グループを作って頂いた．後になって，大友部長から，

「君の提案は自分の琴線にふれた」と言われた．中央研究

所には， 東京大学生産研究所から招聘されて第四代所長

になられた星合正治先生の「お手本のある研究は取り上

げまい」という言葉が生きていて，本質を突いた独創的

な研究が重視されていたことがこれらの背景にある．大

友部長の新しい研究の芽をエンカレッジする姿勢は，私

が研究管理職についたときに大いに見習うことにした．

図 1　分布帰還形（DFB）レーザの実現

　カリフォルニア工科大学
　Yariv研究室（1972～ 1973）

カリフォルニア工科大学 Yariv教授との
国際的産学連携研究

1973　光励起による動作実証 1975　電流励起 DFBレーザの実現

高信頼半導体レーザ光源の実用化の中で
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　分布帰還形ダイオードレーザでは，図 1に示すよう

に，ダブルへテロ構造の光導波路に沿って回折格子を形

成する構造を採用した．回折格子を形成する際に生じる

結晶欠陥をいかに減らすことができるかが，レーザ発

振のかぎであった．このために，回折格子の安定な形成，

回折格子形成に伴う結晶欠陥の低減など未踏の半導体

プロセスを開発するのは，やりがいのあることであっ

た．

　分布帰還形ダイオードレーザは，1974年の Applied 

Physics Lettersに，Xerox ［2］，日立─カリフォルニア

工科大学［3］から，Applied Opticsに Aerospace ［4］，

Rockwell ［5］から，ほぼ同時期に発表された．技術的

な深みという点では，我々が一歩先んじていたと思う．

それにしても，あちこちで同じ目標に向かって日夜研究

が続けられており，その中で他者に先んじて成果を出

すことの厳しさを実感したものである．国内でも，東

京工業大学の末松安晴教授の研究室で，動的に安定な

半導体レーザに関する先導的な研究が展開され，分布

ブラッグ反射構造が検討されていた［6］．

　私たちのグループは，分布帰還形ダイオードレーザ

の基本動作を室温で確認できた段階で研究を一時中断

して，半導体レーザの横モード制御に多くの時間を割

くようになった．まだ多モード光ファイバの実用化が検

討されていたころのことで，半導体レーザについても，

ファブリペロー形ダイオードレーザの早期実用化が最

大のテーマであった．社内では武田康嗣部長のもとで，

信頼性向上や横モード制御に集中的に取り組み，企業

としての足元を固めることになった．

　当時の半導体レーザは，光出力─電流特性にキンク現

象が現れて光出力が不安定になりやすかった．この原因

が，レーザ共振器の中で，横モードが不安定になるた

めであることは，日立の茅根直樹研究員，日本電気の

覧具博義氏らにより実験的にもシミュレーションでも

確かめられた．これは活性領域において，電子，正孔

の密度分布と光強度分布が互いに影響し合うことによ

る．この問題を「本質的な課題」ととらえて，光導波構

造を徹底的に検討したことが，日本の半導体レーザが欧

米に優位に立つ大きな要素になったといえる．日立で

は，相木國男研究員をリーダとする我々のグループが

「CSP（Channeled-Substrate Planar）構造」を GaAlAs

レーザで実現して，横モードの制御に突破口を開いた 

［7］．これに先駆け，塚田俊久研究員は，半導体レーザ

の低しきい値電流化を目的として，有名な「埋込へテロ

（Buried heterostructure）構造」を提案し，そのレーザ発

振を GaAlAsレーザで実証した．塚田さんには，この

業績により恩賜発明賞が授与された．また，三菱電機

の浪崎博文氏は，「TJS（Transverse Junction Stripe）構

造」のストライプ型レーザを提案し，当時としては極め

て低しきい値電流で動作する半導体レーザを実現した

［8］．これらの構造は，次第に，横モード制御の点でも

有効であることが実証されていった．

　このころから，研究所自ら商用サンプルを試作して，

内外の顧客に使って頂くことになった．市場や顧客が具

体的になってきた段階で，事業部門に引き取ってもらう

というわけである．このために，伊藤良一主任研究員が

中心になって，世界で初めて「半導体レーザ応用マニュ

アル」を作成し，国内外の研究開発担当者に活用して頂

いた．私も，自分たちの開発した半導体レーザをもって

米国の顧客回りをしたことが，懐かしく思い出される．

　日立の中央研究所で半導体レーザの研究を始めたの

は，1962年に GE，IBM，MITから GaAs ダイオード

レーザの低温レーザ発振が伝えられた直後にさかのぼ

る．その後，1970年にダブルへテロ型半導体レーザの

室温連続動作が，Bell研究所，RCA研究所，Ioffe研究

所などから伝えられたことに触発されて，1971年ごろ

から本格的に研究が始まった．その後，1978年ごろに

半導体事業部門が事業化に乗り出すまで，中央研究所で

よくもちこたえた．これは，光技術のもつ可能性への

会社幹部の期待と，それにこたえて世界的な成果を次々

と生み出した研究陣の努力によるものであった．

　InGaAsP系 4元材料によるレーザは，Lebedev物理

研究所の A. P. Bogatov博士やMITの J. J. Hsieh博士

らによって開発された．石英系光ファイバの低損失波

長帯（1.3～ 1.6 mm）で発振することから，1970年代後

半からこの材料を用いた長波長レーザが注目を集めた．

我々もこの重要性に着目して，最大の課題であった高温

半導体レーザの横モード制御技術

高信頼長波長レーザの実用化
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動作に耐える信頼性の高いレーザを目指して取り組む

ことにした．そのときに着目したのが塚田さんの発明し

た「埋込へテロ構造」で，横モードの安定化はもちろんの

こと，その低しきい電流動作のゆえに，活性領域の温度

上昇が他の構造に比べて低減できる可能性があった．た

だ，当時としては，幅 1 mmあまりのレーザ共振器を液

相結晶技術で作れるかどうか，だれにも予測できなかっ

た．これに対して，原理的に優れたものが最後に生き残

る，材料技術の本道を踏み外さない限り製造技術は改善

できる，という考えのもとに，「埋込へテロ構造」を躊躇

なく選択したことは結果的に正解であった．しかしなが

ら，結晶成長の専門家から，埋込界面の品質に関して強

い懸念が表明されたので，この点に特に注意を払った．

　埋込へテロ構造 InGaAsPレーザを試作してみると，

確かに期待した効果が見られ，初期的な信頼性試験でも

長期安定性を示すデータが得られたので，我々は大いに

感激していた ［9］．ちょうどそのころ，米国の通信キャ

リヤが計画中の大西洋横断海底光通信用に，我々の半

導体レーザ光源を用いる話がもち上がった．我々にとっ

ては，身に余る光栄であったが，海底通信という最も

信頼性が問われるシステムに技術開発が間に合うかど

うか全く自信がなかった．しかし，古賀康史部長のリー

ドのもとに先方の研究者と議論を重ねていくうちに，米

国パートナーのシステム的，合理的アプローチと我々

のすり合せ文化を合わせれば，未踏の挑戦も不可能で

ないと思うようになった．特に，信頼性工学にかけては，

彼らに長い実績があり，これを指針にレーザの改良を続

けて目標を達成した ［10］．我々は，全社研究所，半導

体事業部， 関係グループ会社を総動員した「特研（特別研

究プロジェクト）」を組織し，総合力でこれにあたった．

　プロジェクト開始後まず直面した課題は，研究所で

できたと思ったレーザが，工場に移管すると再現性よ

く製造できないことで，これには正直困ってしまった．

このために，研究者が製造現場に入り込んで，工場の

技術者とともに詳細に原因を究明したところ，解決策も

見えてきた．この当時の米国の仲間から，「中村は当時，

参った，参ったというのが口癖だった」と後になってか

らかわれたことがある．

　半導体レーザの研究開発と並行して，社内では光通

信の研究が進んでいた．光ディジタル伝送方式に適し

た 2値 AMI符号方式を高崎喜孝主任研究員が提案し，

これに基づく 100 Mbit／s光ファイバ伝送システムを開

発し，1975年に電力制御装置として国内電力会社に納

入した．また，電磁雑音条件の悪い環境下でも計算機

制御データを高信頼に更新できる 30 Mbit／s光データ

フリーウェイ（LEDを使用）を開発し，製鉄プラントに

納入した実績がある．1979年には，長波長光ファイバ

通信にシフトして，32 Mbit／s，35 kmの伝送実験に

成功している．その後，高速化・大容量化に取り組み，

1990年には，10 Gbit／s，4チャネル（総量 40 Gbit／s），

40 kmの伝送実験を行うに至った．

　1970年代の終わりごろから，光伝送の大容量化，長

距離無中継化の要請を受けて，分布帰還形長波長レー

ザが，内外で注目されるようになった．高速変調時に

は，縦単一モード動作が必須との末松先生の指導によ

るところが大きい．また，GaAlAs系結晶の場合と比べ

て，InGaAsP系結晶は回折格子作成に伴う欠陥の影響

が材料的に少ないことも，天の与えた絶妙の組合せと

思われた．分布帰還形 InGaAsPレーザは，KDD研究

所の山本杲也氏のグループ，NTTの池上徹彦氏のグルー

プが中心となって開発を進め，ついには l／4波長シフ

ト構造を導入して，縦単一モード発振をより確実にし

た．その後，変調速度の高速化，伝送距離の拡大には，

強度の変化に対する位相の変化が小さな光信号を出す

低チャープレーザが必要であることが分かり，厚さ数

ナノメートルの薄膜の多層で構成された量子井戸構造，

更にはバンドエンジニアリングされたひずみ量子井戸

構造が活性層に使われるようになっていった［11］．こ

れら超薄膜構造の形成には，液相成長法に代わり，有

機金属を材料とする気相成長法であるMOCVD法が使

われるようになった．

　我々も，1980年代中ごろから本格的に分布帰還形

InGaAsPレーザの開発に着手した．途中で随分回り道

をしたように見えるが，これまで開発してきた横モー

ド安定化技術，高信頼化技術は，分布帰還形レーザを

世に送り出す上で大いに役立った．

光通信事業と長波長分布帰還型半導体レーザ

高信頼半導体レーザ光源の実用化の中で
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　分布帰還方式のメリットは動的縦単一モード動作に

とどまらなかった．半導体レーザを，10 Gbit／s，ある

いはそれ以上の高速で変調するためには，どうしても

外部光変調素子を必要とするが，独立したチップの結

合では結合損が大きいし，製造コストも大きい．そこで，

日立の青木雅博研究員らは，分布帰還形（DFB）レーザ

と EA（Electro-optic Absorption）型光変調素子を同一

基板上に低損失で集積できることを示した ［12］．今日，

EA-DFBレーザは，長距離高速光通信の光源としてなく

てはならない地位を占めている．ここに至って，「光集

積回路」 にあこがれた私の夢が一部かなえられた．

　日立の光モジュール技術をベースに，2000年の初頭

に Opnext社が設立されて今日に至っている．カーブア

ウトの例である．設立直後に米国の IT バブルの試練を

受けたが，これを乗り切り，大容量光モジュール分野で

グローバルに事業を拡大している．この中で，超高速

半導体レーザ光源が中核技術になっていることは，頼

もしい限りである．

　

　1990年ごろから，私自身は研究所経営や全社の技術

経営に軸足を移すようになり，更に今世紀に入って経

団連の産業技術委員会，総合科学技術会議のナノテク

ノロジー関連の活動に携わる中で，少し広い見地から

自分たちの歩んできた道を振り返ることができるよう

になった［13］，［14］．また，これまで諸先輩に育てられ

た恩返しとして，若い世代に対して何かできないかと

も考えながら今日に至っている．

　産業の国際競争力の比較において，光技術では我が

国が常に欧米に対して優位にあると評価されてきたが，

日本電信電話公社の電気通信研究所や，電子技術総合

研究所，大学における優れた研究に加えて，多くの企

業が互いに切磋琢磨したことが，その要因として挙げら

れよう．電子情報通信学会や応用物理学会の場を活用し

て，会社の壁を超えてよく議論をした．加えて，10年，

20年を展望した長期的視点での日本企業の技術経営も，

欧米から高く評価された点である．

　今世紀に入って，光技術の研究は，大学と企業の産

学連携に負うところが大きいようである．そのような

中から，量子ドット半導体レーザ，フォトニック結晶

などの優れた成果が生まれている．しかし，光技術の

将来を展望して国家的なシナリオを推進するような大

きな動きにはなっていない．意欲のある若い研究者が

のびのびと研究開発に打ち込める風土が，国として維

持されているかも心配される点である．

　一方で，高度情報社会の進展は今後も続き，高速化，

大容量化，低コスト化に向けた技術革新の要求には根強

いものがある．また，持続的社会の実現という観点から，

情報通信システムの省電力化，省資源化が，最近特に

大きな社会的課題になりつつある．このために，機能

の向上と持続的社会の実現をともに満たす新たなパラ

ダイムの技術革新が，21世紀において我が国が取り組

むべき研究課題と認識されるに至っている［15］．

　今日発展が目覚ましいナノエレクトロニクスやナノ

フォトニクス技術は，新たな社会的課題にこたえるもの

と期待されている．これを優位に展開するために，ま

た次世代を担う優秀な人材を育成するために，長期的

な視点に立って産学官共同で研究開発できる場（under 

one roof）を構築することを提案したい．材料，デバイス，

計測，製造装置，及び幅広い応用を含めた分野融合的

な取組みが望ましい．過去を振り返ってみると，1980

年代には，電子技術総合研究所の島田潤一部長らがリー

ドされた国家プロジェクト「光応用計測制御システムの

研究開発」で，国と企業が共同研究所を運営して非競争

段階の研究開発をシェアし，人材育成に努めた．これ

は，世界を見渡しても画期的なことであった．この流

れは，1990年代に OEIC（光電子集積回路）をテーマ

にした光技術研究開発 （株） つくば研究所やフェムト秒

技術をテーマにしたフェムト秒テクノロジー研究機構

（FESTA）の集中研究所に受け継がれた．この中で，ダ

ブルへテロ構造半導体レーザの発明者である林厳雄さ

んに，常に企業の壁を超えた議論をリードして頂いた

のは，我が国の光産業にとって幸運なことであった．

　産業技術で優位に立つためには，高遠な志をもって，

長期的な研究課題に産官学が一体となって取り組むべ

きである．そのような中で，次世代を担う若い研究者

が育ち，海外の優秀な研究者が我が国に来て業績を上

げることを期待する．共同研究開発拠点は，このため

に不可欠な仕掛けであろう．

　終わりに，これまで多くの恩師，同僚，後輩に恵ま

れてきた．ここではそのすべての方を紹介できなかっ

我が国の研究開発体制について
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たが，心より感謝を申し上げたい．
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1．ま え が き

　夏も終わり秋に移り変わろうという時期にこの原稿を書い
ています．夏はちょっとした芝生の上にはホタルが舞い，幻
想的な世界を作り出します．日本で野生のホタルを見たこと
のない私にとってはそれだけで感激でした．ホタルの姿が見
えなくなるのと入れ替わりに，今度は秋の虫の大合唱が始ま
ります．木々も何となく色づき始めた気がします．長い冬を
前にした一番いい季節です．自然を通じて四季の移ろいを感
じながら，楽しく研究を進めています．
　さて，今回は「社会人のための大学・大学院」と連動した記
事として，北米の大学院と学生の考え方について実際に話を
し，聞いたことを咀嚼しながらまとめてみたいと思います．
日本と同様，大学院・研究室のあり方は，大学ごと，更には
同じ大学でも研究室ごとに様々であり，先生が 100人いれば
100通りのパターンがあります．そこで，今回は少しでも話
を一般化できたらと 3名の共著で話を進めさせて頂きたいと
思います．ここで各自の留学先，留学時期，専門分野などは
表のとおりです．場所，大学のレベルも適度に散らばってい
ると思います．
　こちらの大学に滞在し，日本とシステムが明らかに違うと
ころがあり，魅力的なところも目につきますが，かといって，
すべてにおいて日本より魅力的かと言いますと，そうとは言
いきれません．私も日本の大学教員の一人として，日本の大
学の方がいいと自信をもって言えなければなりませんし，そ

う思う点も多々あります．どちらにせよ，選択肢の一つとし
て海外の大学院を検討することは決して悪いことではないと
思います．本稿をその検討の一助という位置付けでお読み頂
ければ幸いです．

2．アメリカも理系離れ？

留学生が多い！
　6月にこちらの学位授与のセレモニーに出席しました．そ
こで学部・修士・博士の卒業者一覧が冊子になって配布され
ました．その中を見ると，学部生はほとんど地元の出身なの
ですが，修士になると，留学生（International Student） の割
合が高くなり，博士はほとんど留学生でした．アメリカ人は
どこにいってしまったのか？　と思ってしまうほどです．こ
ちらの教授に聞いてみると，ほとんどの学生は進学せずに就
職してしまうそうです．また，就職してから，改めて大学院
に戻るケースもあるそうですが，その場合も卒業大学にこだ
わることなく，今やりたいこと，興味のあることができる大
学（研究室）を選ぶ傾向にあるそうです．
　一方，アメリカでも，工学系を志望する学生が減少傾向，
つまり「理工離れ」がじわじわ進行しているようです．それは，
医者，弁護士，経営などの給料がいいので，そちらを志向す
る学生が増えているとのことで，理工離れは先進国共通の悩
みなのかもしれません．また，工学系の中で，3名の筆者が
それぞれ在籍した電子通信分野に関し，アメリカ人の興味が
薄いという可能性もあります．通信関連の論文の著者を見て

ある編集委員の留学記
　その3：アメリカ・カナダの大学院
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ポスドク
博士　　
修士　　

パワーエレクトロニクス
通信用電源回路

符号理論・無線通信システム
無線ネットワーク

次世代ネットワークシステム
光 CDMA・無線プロトコル等

ポーランド

インド

韓国

2008 年 2月～
 

2006年 10月
    ～2007年 9月

2006年 4月
    ～2007年 3月

 著者　　  　　　  　 留学先　　                   構成 ( 留学当時 )　　　　　  研究分野　　　            教授の出身　　　  留学時期

5 名
2 名

10名
1名

6名
9名
8名

小特集

社会人のための大学・大学院
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も，最近アジア系がものすごく多いと感じる方が多いのでは
と思います．

アジアからの留学生
　関屋のいる研究室は小規模ではありますが，博士課程は 5

名います．その中でアメリカ人は 1名しかおらず，そのほか
はインドから 3名，エジプトから 1名です．また，萬代，宮
澤の留学先研究室も International Student の占める割合は
高く，インド，バングラデシュなどの南アジア，韓国，中国
などの東アジアからの留学生が多数を占めています．この中
で日本の割合が低いのは，日本の大学が魅力的なためか，英
語の問題なのか．答は分かりませんが，こちらにいると，（日
本以外の）アジアのパワーを感じます．

エンジニアの社会的ステータス
　工学部離れのような傾向があったとしても，アメリカ，カ
ナダにおけるエンジニアの社会的ステータスは日本より高い
であろう，というのが筆者 3名の共通した認識です．また，
例えばインドでは，エンジニアに対するあこがれは強いらし
く，親に工学を強く勧められるのが一般的だそうです．一流
のエンジニアになるべく，そのステータスを求めて世界中か
ら様々な学生が集まる．それがこちらの大学院の姿かと思い
ます．

教員も国際的
　教員もとても国際的です．筆者 3名の留学先の教授も，ポー
ランド，インド，韓国出身の教授であり，外国からの教員が
いても何の違和感もありません．WSUを例にとると，半数
以上がアメリカ以外の出身です．世界各国から優秀な研究者
を教授として取り込み，その上で世界各国から優秀な学生を
取り込む．また，研究者から見てそれに見合った環境が整備
されているともいえます．これが日本の （目指すべき） 将来
の姿かもしれない，とも思います．

3．大学院進学のモチベーション

最大の動機は探究心
　さて，そのような中で，大学院進学のモチベーションはど
こにあるのでしょうか．実際に博士課程の学生数名に進学し

た目的を聞いてみました．すると，ほとんどの学生が「研究
を深く掘り下げたい」という回答でした．もうちょっと突っ
込んで，将来の希望給料・職種などについて聞いてみると，
当然のように「いい提示があるところに行くし，それなりの
対価を求める」と答えてくれました．これは，「博士のステー
タスはあらためて言うまでもなく高いものである」という認
識をもっていることを示しています．ちょっと変わった動機
としては，「自分の教わった教授が博士をもっていないので，
自分が博士を取って，国に帰って教授を指導したい」という
のもありました．これはインドからの留学生の話です．

学位を「資格」ととらえる
　一方，こちらの人にとっての大学院進学の意味を垣間見ら
れる例として，次の 2例を紹介したいと思います．
　お世話になっている教授の学生で，工学で修士を取得し，
2年ほど社会人として働いていた人がいました．しかし，そ
の仕事をしているうちに，放射線技師になるといい給料がも
らえて，かつ人材不足ということを知ったそうです．すると，
すっぱり仕事をやめ，放射線技師に必要な知識を付けに，改
めて専門の大学院に入り直し，今は相当な高給取りになって
いるそうです．学位の取得が，会社を辞めること，2年間新
たに学ぶことを差し引いても余りあるリターンがある一例か
と思います．

▲ International Friendship Affairでの一幕
（Wright State University）：多く国からの
留学生が集まります．

▲ナイアガラの滝（9月末）：デイトンから車で 6～ 7時間の距離です．
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　同様に工学部で修士を取得したある人は，そのまま博士に
いくことも考えたそうですが，あえて博士に進学せず，経営
修士（MBA）を取得するために，もう一度修士課程に入り直
し勉強したそうです．就職時には「工学修士をもっている経
営修士」として，良い待遇で就職できたそうです．この例では，
修士課程在学中に自分の将来設計が理系から文系に変わった
ことになります．このとき，改めて文系の大学院に入り直す
ことに何の躊躇もなかったと言っていました．これも，新た
に大学院に入って勉強し直すことによる時間と費用のマイナ
スよりも，MBAを取得することのプラスの方が大きいと判
断した例だと思います．
　以上のように，工学に限らず，大学院進学，修士，博士の
取得は自分のキャリヤアップととらえている傾向は強いと感
じます．自分の将来のビジョンをもち，そこに必要な「資格」
として修士，博士を取得するという感覚のように感じます．
修士，博士の社会的ステータス，企業の雇用制度，及び給与
体系など社会的背景の違いがあってのことで，簡単にこの考
えを日本に当てはめることはできません．しかし，日本では
なかなかない発想であり，大変興味深く感じました．

社会人への対応
　アメリカにも会社に勤めながら大学院に通う学生がいま
す．日本と同様，会社から学位を取るために大学院への入学
を許可される学生もいますが，個人的に仕事とは別の時間（夕
方や休日）を使って，学位を取りにくる学生もいます．した
がって，大学院の講義も夕方から始まる講義があり，それが
社会人対応のコースとなっています．例えば通常 8時から
17時までが定められた勤務時間とすると，7時から 16時ま
で仕事をし，16時から大学院に来て勉強・研究をします．
聞いているだけでとてもハードなのですが，学位を取得する
ということにそれだけのメリットがあるようです．また，研
究に関しても会社から派遣される場合は会社での研究を大学
院での研究成果とします．一方，仕事をもちながら個人的に
くる学生は，仕事が終了した後，及び土日に来て研究を進め
ます．

博士の社会的待遇は？
　実際に学部，修士，博士で給料はどのくらい変わるものな
のでしょうか．ある教授は「学部：修士：博士 = 2：3：4」
と言っていました．博士は学部の倍もらえるのが相場だとい
うことです．実際に具体的な額を何人かに聞いてみたところ，
博士をとった直後に年収 1000万円（10万ドル）を超えるケー
スは決して珍しくないようです．このような給与体系も，大
学院進学の大きなモチベーションの一つとなっていることは
間違いなさそうです．

自分を売り込む手段として
　日本では「博士をもっているからといって全員優秀とは限
らない．かえって視野が狭いので…」というネガティブな方
向で，博士の評価を聞くことがあります．この話をこちらで
すると，「自分が優秀であることをどうやって主張するのか？
自分が優秀であり，能力をもっていることを示す手段の一つ
が博士の取得である」という意見が返ってきました．学位に
対する考え方の違いを端的に表しているのではないかと思い
ます．

4．大学と研究室

研究室配属は大学院から
　日本のように学部から全員が研究室に配属され，研究を進
めるという大学はそれほど多くないようで，少なくとも著者
3名の留学先はいずれも研究室は大学院に入ってから配属さ
れます．UC Davis， UBC は修士から，WSUでは修士論文
も選択制となっており，希望者のみが研究室に所属します．
その代わり，学部生には学科が企業と協力して進めるテーマ
や，ロボコンのような大会に出場することを目的とした「学
科プロジェクト」を準備し，研究と同等な経験ができる場を
提供しています．このような仕組みがあることはこちらに来
るまで全く知りませんでした．
　また，前章のとおり，学生は自分の将来設計に従って柔軟
に大学院を選ぶ傾向もあり，修士，博士の進学のタイミング
で，大学，専攻，研究室を変えていくことに何の抵抗もない
ようです．したがって，学部─修士─博士と一つの大学 /研究

▲左：Wright State University（冬）， 中：The University of British Columbia（秋）， 
右：University of California， Davis（夏） 場所が違えば雰囲気も違います．
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室で終えることなく，いろいろな場所を経験して博士を取得
する学生の方が多いのではと思います．

指導教授との信頼関係
　大学院進学，特に博士課程進学の場合は，指導を受けたい
教授を決め，その教授のいる大学に進学するという順序で進
学先が決まります．教授の選択が自分の将来を決めるといっ
ても過言ではありません．大学入学の前に，教授にアポイン
トを取って，面接をし，両者納得の上で進学を決定します．
博士の取得に関しては，学内で内規はあるものの，最終的に
は教授の判断にゆだねられる部分が非常に大きく感じます．
博士取得の要件は日本と同様論文数，学会発表数が基準と
なっています．しかし，論文数は学内の内規に足りていても，
もし教授が内規以上の論文数を求める場合，修了は先送りに
なります．また，そうしても学内で何の問題にもなりません．
逆に論文の本数に対する内規がない大学もあるようです．そ
の場合，教授と学生自身が「博士号に値する見識と知識を有
する」と自信をもって言える状態になり，他の審査委員を納
得させられれば博士号を取得できるというわけです．修士も
同様で，教授が認めなければ，2年で修士を取得することは
できません．つまり，2年間で修了できる保証は入学時点で
どこにもないケースもあります．逆に教授に認められ，修士
は 1年間で博士にスキップした学生もいました．結局は実力
次第ということになります．

研究室決定にもマッチング
　たいていの教授は，研究室配属を希望する学生に対し，あ
らかじめ面談をし，相互のマッチングを取って配属を許可す
るようです．教授の示す条件に学生が納得できない場合，逆
に教授が学生の力量的に受け入れることが厳しいと感じた場
合は他の研究室に，ということになります．このとき，教授
は学生に対し何年間で博士を取らせる，という類の話は一切
ありませんし，学生もそれを求めません．教授は学生が博士

に相当する力をもったと判断した時点で博士を与え，学生も
その点に関しては教授に全幅の信頼を寄せている．そのよう
な目に見えない信頼関係が感じられます．　　

博士授与は教授にとっても名誉
　WSUの学位授与式では，学部，修士，博士を一緒に行い
ました（ただし，学部単位で分かれる）．この中で，博士号授
与は特別で，一人ひとり登壇し，学長から直接学位記を授与
されます．また，博士を取得した学生とともに指導教授も名
前が呼ばれ，学生と一緒に登壇します．そして壇上で指導教
授から学生にケープをかけるという儀式がありました．そこ
からは，学位を取得した学生に対するお祝いはもちろん，そ
れを指導した教授にも畏敬の念を表す，という姿勢が見えま
す．他大学の状況などは分かりませんが，これを見て，博士
という学位を取得すること，また授与することはとても大き
なことである，ということを感じました．

5．海外留学のために（入学方法）

まずは自分で調査
　こちらの学生にどのような手順で大学，研究室を選んだの
かを聞いてみました．まず大前提として，自分の進みたい方
向，やりたい研究をしっかりもっていることがあります．そ
の中で，Webで研究室を検索し，更に知人，先輩など，既
に留学している人の話を聞いて，研究室を選択し，教授に直
接アポイントを取るようです．もちろん，理想は大きな大学
の有名な教授の研究室に所属することですが，競争率も激し
く，そう簡単には入れません．その場合，次の考慮として，
大学のレベルは落ちるが有名な先生を選ぶか，または大学の
レベルは高いが名前があまり通っていない先生を選ぶかとい
うことになります．

Weakness produces weakness

　これは，ある教授が言っていた言葉で，一度負の連鎖に入っ
てしまうと立ち直ることは極めて難しい，ということを表し
ています．アメリカの一般社会でも言えることかもしれませ
んが，これは教授がアメリカの大学の状況を指して言った言
葉です．アメリカの大学では多額の予算を日本以上に局所的
に投入する傾向があるそうで，大学・研究室ごとに研究費の
ある，なしは極端です．大きなプロジェクトを動かしている
研究室は，多くの人材が集まり，それにより多くの研究成果
が生まれ，また多くの資金が集まる，と好循環に回ります．
一方，逆のパターンにはまり込むと，なかなか好循環にもっ
ていくことはできません．研究室選びのポイントとして，「い
かにアクティブに活動しているか」は最重要項目です．大き
なプロジェクトを多数抱えている教授，プロジェクトはもっ
ていないが多くの論文を発表している教授，など学生の立場
から見ていろいろな指標がありますが，自分なりに明確な基
準をもって研究室選びをする，というのが多くの人から聞け
た共通事項です．

▲学位授与式（Wright State University）：学部・大学
院にかかわらず多くの家族がお祝いに駆け付けます．
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　プロジェクトは共同研究という形で違う大学がメインに
なっていることもあります．例えば，WSUでは，いくつか
の研究室は隣の空軍大学院と共同でプロジェクトをもってお
り，主研究者としてこちらの教授は出てきませんが，密接に
連絡をとりながら，学生は一緒に研究を進めている，という
例もありました．日本からネットだけで調べられるとは思い
ませんが，大学間の教授同士のつながりも研究室選びの重要
な情報のようです．

国際会議もアピールの場
　論文誌，国際会議の発表論文は，研究室に入るための大き
なアドバンテージになることは間違いありません．更に，大
きなプロジェクトをもっていて，特にアクティブに動いてい
る研究室の教授は，優秀な学生を確保すべく，国際会議の場
で学生をスカウトすることもあると聞きます．学生時代にそ
のようなことを考えたことは一度もありませんでしたが，国
際会議は研究成果だけでなく，自分をアピールする大切な場
所と考えている学生がこちらには多いように感じます．国際
会議の場では，どのような人がどのように見ているか分かり
ません．もしかすると大きなチャンスが転がり込んでくるか
もしれません．学生の皆さんが国際会議で発表する機会に恵
まれましたら，自分をアピールする，ということを少し意識
しながら発表してはどうでしょう．それも国際会議の一つの
楽しみ方かもしれません．

Graduate Record Examination（GRE）
　大学院入学のためのセンター試験のようなものが，この
GREです．GREは 1年間にわたって，何回も行われており，
1人年 5回まで受験ができるそうです．GREは English， 
Math， Analytical（小論文）の 3科目からなり，配点はそれ
ぞれ 800点， 800点， 6段階の評価になります．一般的には
大学院入試に代わりこの試験の点数を要求されます．それぞ
れの科目，特に英語に関しての難易度に関する情報，各大学
で要求される点数などについてはよく分かりませんでした．

これまでの成績・業績・その他
　GREの結果に加え，自己アピール，志望動機，そして学部，
更には修士の成績を提出します．更に，推薦書を添付するの
が一般的だそうです．当然，成績は大学内の相対評価である
ため，大学間のレベルの差を考慮しなくてはなりません．そ
のため，Webなどで志望者の出身大学について徹底的に調
べることもあるそうです．ただし，多くの場合は研究室にア
ポイントを取る際にあらかじめ資料を提出していますので，
そこである程度ふるいにかけられていることになります．し
たがって，研究室から入学許可が出た場合は，よほどのこと
がない限り入学できると考えていいようです．

6．大学院の講義はきついのか？

大学院の講義内容は教授が自由に決定
　WSU を例にとると，学部の講義は学科カリキュラムに
従って教えるべき内容が詳細に決まっているため，教授に授
業内容を自由に決定する余地はほとんどありません．一方，
大学院の講義内容は，各教授の裁量に任されているところが
大きいため，教授が個人的に興味のある，現在進行形の問題
を扱うことが多いようです．授業を締切りとして，自分で本
の内容を書き進め，それを講義資料とする教授もいます．し
たがって，毎年講義の内容が変わる先生も多いと聞きます．

多種多様な評価方法
　評価の付け方は様々です．日本と同様，大きく分けると試
験かレポートか，ということになりますが，両方課す講義も
あります．また，レポートの課題の与え方も個性があります．
前述の本を書きながら講義をする先生は，本に載せる例題を
作るべく，学生に課題を解かせ，数通りの回答例を得るとい
うことを行っています．また，これらを通じて，本の中の分
かりにくいところを修正していくそうです．一方，一端の研
究になるような具体的な課題を与え，その問題に対し独自の
アイデアを要求し，結果とレポートを求める場合もあります．
このタイプは講義時間外の作業が非常に多くなります．この
ような科目が 2，3個重なると，それだけで四苦八苦して研
究どころではない，という学生もいます．

必要単位は ?

　WSUを例にすると，修士，博士で必要な単位数はそれぞ
れ 45単位，135単位です．なお，博士論文が合格した時点
で 60単位が付きますので，講義からもらうべき単位は 75単
位となります．更に，修士から博士に直接進級した場合は，
修士の 45単位を繰り替えることができます．この単位数は
日本と比較して少し多いぐらいでしょうか．なお，WSUで
は，Semester（2学期）制ではなく，Quarter（4学期）制をとっ
ており，1コマ 4単位が基本ですので，Semester制の多い
日本の大学と単位の単純比較はできないことに御注意下さ
い．
　Semester制は試験を入れて 16週，Quarter制は試験を入
れて 11週ですから，Quarter制は 1年でトータルすると
Semester制と比較して 12週多いことになります．しかし，
ほとんどの学生は，夏学期はインターンシップに出るため，
または途中長期旅行などを入れるため講義を全く取りま 

せん．この場合，学生にとってはセメスタ制と実質の講義量
は変わらないことになります．夏学期は社会人大学院生のた
めに必要であると説明してくれました．夏学期は休みを取り
やすいことなどもあり，社会人大学院生の割合が増えるよう
です．また夏学期には集中講義なども準備されており，それ
が社会人学生対象のプログラムになるようです．
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すべてがドライなわけではない
　試験期間中，点数の譲歩をお願いにくる学生の列を見かけ
ます．私が日本でもっていた印象ほどドライでなく，人情味
のある柔軟な対応も見ることができます．このような学生に
対しては，追加レポート，または研究室学生の書いた論文の
スペル /文法チェックなどを課し，多少おまけしてあげてい
るようです．私の論文もこの救済処置を使ってチェックして
もらったことがあり，「ネイティブチェック」として個人的に
は大変助かっています．また，レポートの文章が複数人全く
同じ内容だった，ということで，当該学生を全員呼び出して
いる光景も目にしました．そこら辺は日本と変わらないな，
と思いました．

7．在学中の学費

学費は高額だが
　こちらの学費ですが，日本と比較して高いと思われます．
一例として WSUの International Studentの学費は，およそ
修士で年間 1万ドル，博士は年間 2.4万ドルになります．州
立大学ですので，アメリカ人はこれと比較して費用が軽減さ
れ，また，私立大学はこれよりも高いのが相場のようです．
ところが，博士の学費に関しては，ほぼ全員何らかの補助を
得ており，額面は高額ですが，実際に学費を直接負担してい
る学生はほとんどいない，というのが現状のようです．

学費の負担
　学費の補助はいろいろな形態があります．WSUの場合，
博士に進学する学生が少ないこともあり，ほとんどの学生が
大学から Scholarship を得ており，実質学費は一切かかりま
せん．そのほか，研究室の経費から出る場合も多いと聞きま
す．また，会社などから派遣されて学位取得を目指す学生も
います．そのような学生は，学費は会社が負担するケースが
ほとんどです．会社から派遣される場合，研究内容も職務と
関連した内容で，仕事の内容がそのまま研究成果になる例が
ほとんどです．ただし，これらも入学前に指導教授との打合
せがあり，両者納得の上で研究を進めることになります．

いろいろな形で収入を得ている
　博士課程では，既に結婚している学生も多く，ある程度の
収入を確保する必要があります．例えば，プロジェクトに携
わっている研究室では，そのプロジェクトから学費補助以外
に Research Assistantとして収入を得る学生もいます．こ
の場合，博士を取得するための研究とはいえ，半分仕事をし
ているような感覚で研究室に通うことになります．
　同じような例ですが，教授が仕事場を紹介することもあり
ます．例えばWSUのある学生は，教授が空軍研究所の仕事
を紹介し，講義以外はそこで仕事をしています．ここでの仕
事内容は，研究プロジェクトの一環にもなり，仕事をしなが
ら研究を進めるという形になります．講義のほかに研究に関
する教授とのディスカッションは大学で行い，また空軍研究

所に戻り仕事をする，という生活サイクルです．このように，
研究をする場所は大学内とは限らず，大学外で研究を進めて
いる例も見受けられます．そのほかには TAで収入を得て
いる学生もいます．TAで年間 1.5万ドルほど収入があるそ
うです．
　以上のように，決してすべての生活費が賄える状況とは言
えませんし，日本人が海外留学するとしたら，それなりの負
担が増えます．しかし，このような補助が期待できるという
ことは知っておいて損はないと思います．

8．修了後の進路

就職活動は早くても半年前から
　こちらの大学院は，入学は学期替りを区切りにいつでも可
能で（Quarter制では年 4回），修了時期も教授が認める時期
によりますので，いろいろなタイミングで卒業することにな
ります．基本的には，アカデミックカレンダーに従って，秋
から仕事につくケースが多いようですが，御存じのように，
終身雇用ではありませんので，特に専門的な力が要求される
博士に対する求人は，1年中何らかの形であるようです．ま
た，日本のように 1年近く前から就職活動をすることはなく，
学部生の場合，6月卒業の学生は 3月くらいから就職活動を
する学生が多く，修士の場合は半年くらい前から就職活動が
始まります．

インターンシップ
　就職するための有効な手段として，インターンシップがあ
ります．前述のとおり，夏の間，多くの学生がインターンシッ
プで大学を留守にします．インターンシップの探し方は，自
分で応募する，教授に指定され送り込まれる，の両方がある
ようです．インターンシップを通じて互いに仕事のマッチン
グをし，そのまま内定をもらうというのも，就職するための
一つの方法です．そのため，インターンシップに参加するた
めに，自分を売り込む必要があり，ここで就職活動と同じよ
うなプロセスを踏むことになります．学生の立場から見ると，
インターンシップへの参加には，実際の職場を経験する，産
業的な立場から現状の課題を知り自分の研究に生かす，仕事
を探す手段として参加する，と様々な参加動機があるようで
す．

就職の難易度
　就職の難易度に関しては，国にかかわらず共通で，景気に
左右されます．景気がいいときは仕事に就くのは簡単で，逆
に景気が下り坂のときは，なかなか仕事に就くことはできま
せん．一方，景気の悪いときに力を発揮するのが学位だそう
で，給料が低くてもかまわないという姿勢であれば，仕事に
あぶれることは滅多にないそうです．ただし，給料の低い仕
事は契約せず，常にいい条件の会社を探す姿勢をもっている
人がほとんどです．
　例えば博士をもつ人に対しての求人があった場合は当然博
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士をもつ人の間で競争することになります．最終的にはその
人の能力が評価されるわけですが，厳然たる事実として，出
身大学，指導教授の名前で競争のスタートラインが変わると
いうのはあります．入学時に研究室探しを真剣にする理由の
一つはここにあると思われます．ただし，一度就職してしま
えば，大学名などは関係なく「博士取得者」として同じ条件で
仕事をするそうです．
　一度就職したあと，条件の良い仕事を求めて，転職を重ね
て自分のキャリヤアップを図るという例はエンジニアの世界
にもあるようです．教授のお嬢さんは，最初の仕事で良い条
件の仕事につき，結婚を機に西海岸から東海岸へ引っ越すこ
とになり，転職したそうですが，「娘は西海岸で既にひと財産
できた」と言っていました．転職するときは，アプライしたら，
その経歴書を見て逆に一本釣りされたそうです．キャリヤ
アップに博士という学位をどのように使うかは人それぞれで
すし，すべての人が成功するとは限りません．しかし，博士
という学位は自分のステータスを上げるための強力な武器と
なることは間違いなさそうです．

9．む　す　び

　今回は，こちらの学位に対する考え方，及び大学院につい
て紹介しました．ここに書いた内容は，それほど多くない 

サンプルから紹介した例であり，これがすべての場合にあて
はまるわけではない，という点は御理解下さい．本稿を通じて，
北米の大学院の様子を少しでも感じて頂き，進学の選択肢の
一つとして，海外留学を考えるきっかけとなれば幸いです．
　日本の大学にもこちらにはない，いいところがいっぱいあ
ります．いろいろ検討して，自分を高めるために最もいい進
路を決定できればいいのではないでしょうか．私は大学院を
海外で，ということは 1秒も考えませんでしたので．

関屋　大雄 （正員）
▶ 2001 慶大・電気・博士課程了．現在， 
千葉大学融合科学研究科・助教．2008よ
りWright State University訪問研究員．博
士（工学）．留学中の息抜きはゴルフとネッ
ト将棋．

萬代　雅希 （正員）
▶ 2004 慶大・開放環境・博士課程了．現在， 
静岡大学情報学部・助教．2007から 1年
間 University of British Columbia訪問研究
員．博士（工学）．留学中，息抜きの小旅行
で熊に遭遇．

宮澤　高也 （正員）
▶ 2006 慶大・開放環境・博士課程了．現在， 
（独）情報通信研究機構に勤務．2006から
1年間 University of California， Davis訪問
研究員．博士 （工学）．留学中， 息抜きで，
友人とハイキングや JAZZクラブへ．
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社会人国内留学時代を振り返って

清水　聡　沖電気工業株式会社

1．昼休みのたわ言

　大学を卒業して入社 5年ぐらいたつと，おおむね仕事の進
め方などは分かってくる．それにつれて自分の能力不足とい
うのも分かってくるのではないだろうか．大学時代にもっと
勉強しておけばよかったと後悔するとともに，どうすればい
いのか，何とかできないものかと考える．与えられた業務に
集中することで能力不足を補えるのか，それとも別な方法が
あるのか．私は漠然とそのような不安を感じつつ，仕事を続
けていた．
　そんなとき，昼休みの雑談でどういうわけか社会人国内留
学の話になった．当時の上司から「だれかうちからも行かせ
ようかな」と，ぽろりと出た言葉に，「それは私が行きます」と
とっさに答えてしまっていた．職場には，社会人国内留学を
させた実績も計画もなく，その上司としては昼休みのたわ言
だったろうが，私には何か今までの不安の解決の答があるよ
うに直感し，すぐに大学院を探し始めた．
　会社に行きながらの国内留学を考えていたので，当時の業
務（音響や通信のディジタル信号処理の研究開発）に役立つ研
究をしていて，会社とさほど離れていない大学院が条件にな
る．数日後，受験できそうな大学院のパンフレットをもって
上司に説明した．そこでやっと私が本気だと気づいたらしく，
上司もいろいろと相談に乗ってくれるようになった．平成 4

年 4月に千葉大学大学院自然科学研究科（谷萩研究室）の博士
課程に入学することになった．

2．入 学 し て

　大学院に入学して，気を付けたこと，目標にしたことがい
くつかある．
　（ 1） 朝，早く研究室に来る
　当時，会社はフレックスタイムで出勤時間は比較的自由で
あったが，社会人留学生として恥ずかしくない行動の最低条
件とした．また，仕事の都合もあり，大学院に毎日，通える
わけでもないので，行ける日は十分な時間を確保する意味も
あった．

　（ 2） 谷萩先生と会話する
　会社の場合，職場は大部屋でいやでも上司と顔を合わせて
会話しなければならないが，大学は教官が別室であることが
普通である．ゼミだけでは不十分で，日ごろの何気ない会話
からも学ぶべきところがあると思い，昼食など可能な限り先
生と行動をともにするようにした．学部学生のとき，移動通
信の分野で著名な先生の研究室にいながら，自分の能力不足
から十分に学びとれなかった反省からでもある．
　（ 3） 学生とコミュニケーションをとる
　入学当時，研究室には博士課程の学生が 3名いたが，皆，
外国人で社会人経験があった．そのため，各自やるべきこと
をきちんと理解して，それをていねいに黙々とやっていた．
ただ，博士，修士，学部の学生間のコミュニケーションが少
ないように感じられたので，日本人で社会人という少し特殊
な立場の自分ができる範囲で改善しようと心がけた．といっ
てもやったことは非常に単純なことで，数名で協力して英語
の信号処理の本を翻訳したり，休日に温泉旅行に行ったり．
他の院生にとっては，うるさいオッサンの提案だったかもし
れないが，よく協力してくれたと思う．
　（ 4） 3年で修了する
　当時から，基準を超えれば 3年を待たずして，博士の学位
を得る制度はあった．しかし，そもそも学位をとることだけ
が目標でもなかったので早く修了する気はなかった．一方で，
会社に通いながら来ている以上，4年はまずいと考え，3年
で修了することを目標とした．最低必要な正論文の数や，採
択率，採択までの時間などを考え，1年の後半から，最初の
正論文を書き始めた．それまでに海外や国内での学会発表の
経験があったので，論文には少なからず自信があったのだが，
先生にチェックをお願いした最初の論文原稿は，論旨から単
語の使い方まで真っ赤に添削されて帰ってきた．学年が進む
ごとに赤ペンチェックが減ってきたのは，先生が指導をあき
らめたのでないのであれば，少しは論文作成がうまくなった
からであろう．3年で無事に修了できたのは，何より谷萩先
生の指導のおかげである．
　（ 5） 多くの講義を受講する
　大学や大学院での授業は，その分野で一流の研究者が教え
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てくれる．こんな学生には当たり前なことでも，社会人に
なると，そういう機会はめったにない．自分の専門外の分
野からでも何か学びがあるのではないかと必要以上の単位
を取得した．博士課程の数名の学生のために授業を行わな
ければならない教官には大変なことだろうが，マンツー 

マンに近い状態で教えてもらえたので，私は本当に有難く
思った．単位をとることだけを目標にしていた学部学生時代
が本当に悔やまれる．

3．Doctor of Philosophyとは

　同じ研究室の外国人留学生に，英語での学位記をもらう
際に，Dr. of Eng.ではなく，Ph.D.と記入することに非常
にこだわって，大学と交渉している人がいた．私には，そ
の違いが分からず聞いたところ，彼の説明はこうだった．
　「Ph.D.（Doctor of Philosophy）というのは，その人がもっ
ている工学とか理学といった専門的な知識に対してではな
く，『課題を明確にして，きちんと論じ，更に解決する』とい
う，ある意味では哲学的な姿勢や能力に対して与えられる
もの．だから，Doctor of Philosophyなのだ」．
　それを聞いて何か合点がいった気がした．最先端の知識
や技術は，時によって変わっていく．長い歴史のスパンで
見れば，あるときは仏教の教義であり，軍事技術であり，
バイオであり．もちろん，それらの知識は重要ではあるが，
それだけを単純に追いかけていてはダメだ．課題を分析
して解決するという普遍的な能力にこそ価値があるはず
なのだ．
　身近に会社の中を見ても，通信だけでなく，デバイス，情報
処理の事業があり，また，職種も研究，開発，マーケティング，
営業など様々である．会社員である以上，諸般の事情で自
分の業務が変わることもあり得る．当然，得手不得手はあ
るだろうが，どんな状況においても自分に与えられたフィー
ルドで課題を見つけて分析し，それを解決（少なくとも努力）
する．これが Doctor of Philosophyのスピリットであると
私は理解している．
　ここで，その学位をとるための苦労というものを書けば
いいのだろうが，それが思い当たらない．もちろん研究室に
泊り込んで論文を書いたこともあったが，楽しんでやった
記憶しかない．あえていえば，大学院の研究で苦労できる
のも，喜びであった．社会人だからそう思える心の余裕が
あったのかもしれない．
　ただ，当時もっと考えるべきだったと思うことは，研究
生活における効率である．3年での修了は計画的に実行でき
たが，効率までは頭が回っていなかった．頑張ってはいたが，
ただ頑張るだけでは知恵がない．何をいつまでにどういう
順序でやれば効率的なのかを常に考え，ノートなどに記録
し，それを淡々と実行すべきであった．仮に計画どおりで
きなくとも，明日，今日，そして今，何をすべきかを強く
意識していれば，成果もより良い方向に変わったはずだ．

4．当時を振り返って

　平成 7年 3月，無事に社会人国内留学を終えることがで
きた．昨年，10数年ぶりに会った研究室の OBに「清水さ
んは，本当に楽しそうに研究室に来ていましたね」と言われ
た．過去を振り返って，あのころは楽しかったというのは
よくあることだが，社会人留学をしているときは，その当
時から毎日がとても楽しいと感じていた．自由に研究がで
きるから，着実に自分の成長が分かるから，研究室の仲間
に会えるから，単純に会社に行かなくていいから，いろい
ろな理由があったろう．ただ，楽しく研究している雰囲気
は同じ研究室内に伝搬して，他の学生にもいい影響を与え
たと思う．
　また，個人的にも，この留学を通じて，信号処理の知識
や課題を見つけて分析・解決する能力だけでなく，物事を
全体的にとらえて，しかもポジティブに考えられるように
なった．これは社会人経験を踏まえて，大学院で学ぶこと
ができたためであろう．
　社会人留学のためには，自分，会社，大学のバランスが
重要である．私の場合，昼休みのたわ言がきっかけだった
にもかかわらず私が社会人国内留学できたのは，当時は会
社に余裕があり，職場の協力もあり，また何より物事をじっ
くり学ぶことが大切だという雰囲気が会社内はもちろん社
会全体で強かったためと感じている．
　最近はどこの会社でも短期間での成果を求められ，イン
ターネットや携帯電話で面的にも時間的にも仕事に拘束さ
れることが多くなっている．一方で大学は少子化の影響も
あり社会人への門戸が広くなっており，留学にこだわらな
ければ，放送，インターネット，市民講座など学ぶチャン
スは確実に増えている．自分にあった方法で常に学び続け
ることが大切だ．
　このような社会人国内留学を終えて約 10年後，私はまた
自分に何か不足しているものを感じて，今度は 18か月ほど
ビジネススクールに通うことになるのだが，それは本題と
は関係ないので割愛する．

（平成 20年 9月 16日受付，11月 10日再受付）

清水　　聡 （正員）
▶昭 62京大・工・電子卒．同年沖電気工業（株）入社，現在に至る．
以来，ディジタル信号処理，音響分析，無線通信，ITSの研究開
発に従事．平 7千葉大学大学院博士課程了．平 7海洋音響学会論
文賞受賞．工博．

▶

恩師の谷萩先生（右）と
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　なお，企画第2弾「通信の未来を担う学生論文」特集号につきましては，2010年2

月号掲載予定で，現在，論文を募集しております．投稿締切日は2009年5月27日（水）

となっております．和文論文誌編集委員会では，多くの学生の皆様からの投稿をお待ち

しております．是非，この機会に論文投稿を考えてみてはいかがでしょうか．特集号の投

稿方法につきましては，こちらを御参照下さい．

　http://www.ieice.org/cs/jpn/cs-edit/CFP/cfp_JB_2010.2.pdf

▲▲  興味のある人のために………………………………………………
電子情報通信学会総合大会大会委員会企画　
論文の書き方講座

　講師：	菊間	信良（和文論文誌編集委員長）
	 朝香 	卓也（和文論文誌編集副委員長）

　日時：2009年3月17日（火）　13：30〜15：00

　場所：愛媛大学　（詳細は本会HPにて御確認下さい）

　http：//www.toyoag.co.jp/ieice/G_top/g_top.html

　通信ソサイエティ和文論文誌編集委員会では，1月号に「通信技術の

未来を拓く学生論文」特集号を発行致しました．本特集号は，通常の和

文論文誌編集委員会主体の特別企画として，これまで以上に和文論文

誌の場が学生等の若手研究者の研究活性化の契機となるよう，学生が

執筆した論文の特集号です．論文の筆頭著者を学生に限定することによ

り，将来の研究開発活動をより活発化させることが可能となるよう人的

基盤の拡充・充実・強化を目指しました．その結果，数多くの論文が投稿

され，40編もの論文を掲載することができました．通信ソサイエティ和文

論文誌編集委員会では，その中で優秀論文賞として，次の3編を選び贈

呈しました．

和文論文誌学生論文特集号の 優秀論文賞 が決定しました！

通信技術の未来を拓く学生論文特集号
優秀論文賞受賞論文　　		　　		（掲載順）

　　	フロー単位バッファ制御における高速かつ柔軟なフロー状態管理機構
　　　篠 原  悠 介（大阪大学）　戸 出  英 樹（大阪府立大学）　村 上  孝 三（大阪大学）

　　		P2Pネットワークにおけるコンテンツの人気度を考慮したレプリケーション法の提案
　　　森  　 友 則（京都大学）　朝 香  卓 也（京都大学）　高 橋  達 郎（京都大学）

　　	無線センサノードのためのハードリアルタイム保証が可能な仮想マシン
　　　鈴 木  　 誠（東京大学）　猿 渡  俊 介（東京大学）　南 　  正 輝（東京大学）　森 川  博 之（東京大学）



20 通信ソサイエティマガジン  NO. 8  春号  2009

小特集　社会人のための大学・大学院

今回の小特集に合わせて，通ソマガジンでは社会人を対象とする大学・大学院の学科，
専攻，プログラムなどの寄稿をお願いしました．受領した計 16大学の寄稿を受付順に
掲載しました．

長崎県立大学シーボルト校大学院国際情報学研究科
京都大学大学院情報学研究科
総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻（国立情報学研究所）
筑波大学
九州大学システム LSI研究センター
情報セキュリティ大学院大学
千葉大学工学部（千葉大学大学院工学研究科）
関西大学大学院工学研究科
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
秋田大学工学資源学部
横浜国立大学大学院工学府（物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース）
北海道大学大学院情報科学研究科
千歳科学技術大学大学院光科学研究科
東北大学工学部・大学院工学研究科・情報科学研究科・医工学研究科
県立広島大学大学院総合学術研究科経営情報学専攻
東京工業大学

あなたの学びたいものはここにある
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　本研究科は今年 4月に開講されたばかりの新しい大学
院（修士課程）である．国際交流学専攻と情報メディア学
専攻からなり，それぞれ定員は 1学年 6名と 4名である．
　2009年度の入学時期は，4月と 10月で，試験は 2月
と 7月に行う予定である．詳細は下記の大学事務局に照
会されたい．
　本誌に関連した分野である，情報メディア学専攻は社
会情報領域と情報技術・コンテンツ領域からなっている．
社会情報領域は，社会情報関連の科目とメディア関連科
目から構成され，情報技術・コンテンツ領域は，情報技
術関連科目と情報コンテンツ関連の科目から構成されて
いる．
　情報メディア学専攻は，先端性と学際性を重視した教
育研究に基づき，情報と社会のかかわりについて幅広い
高度な知識をもった人材，最先端の情報技術を修得し，

活用できる人材，あるいは，情報システムを創造的に構
築できる高度な知識と技術をもった人材の育成に力を入
れ，高度専門職業人の養成を目的としている．
　教授陣も理論と実践を併せて教授できるように，実務
経験者をそろえ高度専門職業人の育成に対応できるよう
になっている．
　本研究科は，特に社会人に配慮した入試システムとカ
リキュラム編成をとっている．入試科目は情報メディア
学専攻では，専門分野における論文と面接のみで社会人
にも受験しやすくなっている．
　授業は昼間ばかりではなく，夜間と土曜日にも開講さ
れ，また，夏期及び冬期における集中講義も設け，社会
人が勉学できる環境を提供している．更に，社会人を対
象とした長期履修制度がある．通常 2年で修了するコー
スであるが，働きながら学ぶ社会人のために，3年ない
し 4年で修了できるように配慮されている．
　実際，本年度入学した学生は 9名であるが，6名まで
が社会人であり，その多くが長期履修制度を選んでいる．
このことは，カリキュラムや履修制度が，社会人に適し
ていることを示しているといってよいであろう．
　こうした特徴をもつ本研究科は，社会人に開かれた大
学院として今後，ますます，長崎県内ばかりでなく，広
く九州全域から学生が集まってくるものと予想され，地
域社会から求められる大学院となると自負している．
［問合せ先］　学生支援課095-813-5065

　　　　　　gakusei-g@sun.ac.jp

社会人を対象とした長期履修制度

長崎県立大学シーボルト校大学院
国際情報学研究科
http://sun.ac.jp/graduate/global/

小特集　社会人のための大学・大学院
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　 　研究科概要
　京都大学大学院情報学研究科は，認知科学，生命・生
物学，言語学，計算機科学，数理科学，システム科学，
集積回路工学及び通信工学といった情報関連学問領域に
対して，学問体系の高度化，並びに総合的な視野から先
駆的・独創的かつ学際的な学術研究を推進し，視野の広
い優れた人材を多数養成することを目的として，1998

年 4月に設置されました．本研究科は以下の 6専攻のも
と，3本柱の研究を推進しています．
　（ 1）　人間と社会とのインタフェース
　●　 知能情報学専攻：知の解明と構築─人間らしいし

なやかな情報処理の実現
　●　 社会情報学専攻：社会と情報化技術の調和
　（ 2）　 数理的モデリング
　●　 数理工学専攻：工学／自然システムのモデル化，解

析，運用，設計と解法探索
　●　 複雑系科学専攻：複雑系における多様な挙動の解

明とそのモデル化
　（ 3）　情報システム
　●　 システム科学専攻：情報とシステムのニューフロ

ンティア
　●　 通信情報システム専攻：情報化社会を支える基盤

技術の確立
　上記の専攻間の連携を進め，より広い領域の研究教育
を推進するため，例えば以下のような教育研究プログラ
ムが遂行されています．
　（ 1）　京都大学グローバル COEプログラム（文部科学

省）：「知識循環社会のための情報学教育研究拠点」
　（ 2）　けいはんな大学院・研究所連携プログラム
　●　 京大，阪大，奈良先端大，けいはんな地区研究所

群との情報学（情報科学）に関する連携プログラム
　 　 社会人を対象とした受講プログラム：通信情報シ

ステム専攻等の取組み
　情報学研究科通信情報システム専攻等では，神奈川県
横須賀市横須賀リサーチパーク（以下 YRP）に設置され
た京都大学次世代モバイルネットワーク研究グループ
YRPラボ（以下京大 YRPラボ）におきまして，この地域

から受け入れている社会人博士課程学生等に対する遠隔
教育を実施しております．京大 YRPラボには教育・研
究活動を行うための基盤環境として以下のシステムが設
置されています．
　（ 1）　計算機ネットワーク環境：京大 YRPラボは京

大キャンパスネットワークの一部して機能し ,社
会人博士課程学生等は YRPに居ながらにして京大
キャンパスネットワーク内の教育・研究システム
が利用可能となっています．

　（ 2）　遠隔講義システム機器（図 1）：本機器は，京都
の京大吉田・宇治キャンパスにおいて既に稼動中
の遠隔講義システムの一部として機能し，社会人
博士課程学生等への遠隔講義あるいは遠隔指導に
用いられています．

　（ 3）　遠隔学習システム（図 2）：本システムによって，
京大キャンパスネットワークを経由した Eラーニン
グ環境が利用可能になっています．

　京大 YRPラボの遠隔講義システムには本学学術情報
メディアセンターが運用している学内遠隔講義システム
の機能がコンパクトに実装されており，京大 YRPラボ
を学術情報メディアセンターのサテライト講義室の一つ
として吉田・宇治地区合わせて 15箇所の講義室との間
で遠隔講義が実施できるほか，SCS （Space Collabora-

tion System）との相互接続も可能になっています．本遠
隔講義システムを利用して，例えば通信情報システム専
攻では社会人博士課程学生を含む大学院生を対象とした
必修科目である「通信情報システム談話会」の遠隔講義を
平成 15年度より実施しています．
　 　最 後 に
　京都大学大学院情報学研究科では，様々な経歴や価値
観をもった学生をあらゆる大学・学部から受け入れ，ま
た社会人や外国人留学生も歓迎する開かれた研究科を指
向しています．博士後期課程の入試では社会人特別選抜
を実施しています．本研究科の詳細や入試情報について
は，研究科Webページを御参照下さい．
　［入試情報問合せ先］
　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町
　 京都大学大学院情報学研究科事務室教務担当（工学部 10号館）
　TEL （075）753-4894, 5508 （平日：午前 9時～午後 5時）

視野の広い優れた人材養成を目指して

京都大学大学院情報学研究科
http://www.i.kyoto-u.ac.jp/

図 2　遠隔学習システム図 1　遠隔講義システム
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　 　 研究所で学ぶ─研究機関を学びの場とする大学院教育─
　総合研究大学院大学は，学部をもたずに大学院だけを
置く国立大学として，昭和 63年 10月に開学した我が国
最初の大学院大学です．本部は神奈川県の葉山にありま
すが，ほかにも全国に散在する 18の基盤機関（研究所や
独立行政法人）に支部があり，人文社会科学から自然科
学にわたる諸分野で，学際的な大学院教育を実施してい
ます．国立情報学研究所（通称 NII）は，こうした基盤機
関の一つとして，平成 14年 4月に複合科学研究科情報
学専攻を開設し，5年一貫制博士課程と博士後期課程を
設置しています（入学時期：4月，10月）．これら二つの
課程では，情報学の先駆的な国際的研究機関である NII

の専門性を生かし，21世紀の「知識社会」をリードする
優れた人材の育成を目指しています．
　 　 情報学分野のリーダの育成─高度な専門職業人の

養成と社会人学生の受入れ─
　情報学専攻は，情報基礎科学，情報基盤科学，ソフト
ウェア科学，情報メディア科学，知能システム科学，及
び情報環境科学の 6分野で構成されています．これらは
従来の計算機科学，情報工学を基盤としつつ，人文社会
科学や生命科学を広くカバーする新しい学問分野です．
また，当専攻では基礎・応用・実用の様々なフェーズの
研究 ・ 教育が行われており，アドミッションポリシー
（下記）に掲げられているように，研究者の養成のみなら
ず，情報学の分野でリーダとして活躍する高度な専門職

業人の養成も目指しており，在職の
まま広い視野と深い専門知識を獲得
しようとする社会人学生も，求める
学生像の一つとして明記しておりま
す．社会人のための定員枠など特別
な制度は設けておりませんが，平成
20年 4月現在，71名の在学生のう
ち，半数近い 34名が社会人学生となっています．入学
の目的は様々ですが，一般企業での仕事の蓄積を理論的
にまとめ直したい，情報学分野での研究開発能力を磨き
たい，といった学生が多いようです．
　 　柔軟な指導体制と社会人学生への配慮
　情報学専攻の学生は，NIIの最先端の研究環境のもと
で，情報学に対する幅広い視野と見識を養うとともに，
それぞれの専門分野における高度な知識を身に付けるこ
とができます．また，入学者選抜の早い段階から教員と
コンタクトを取ることにより，個々の学生の目的や計画
と教員の専門とする研究領域が合致するよう配慮されて
おり，マンツーマンに近い形での指導が受けられます．
カリキュラムについては，個々の学生の事情に合わせて
柔軟に対応できるようになっており，時間的制約の多い
社会人学生に対しては，次のような配慮が行われています．
　●　遠隔教育システムなど情報技術の活用
　●　夕方以降の講義を増やしたカリキュラム編成
　●　時間的拘束の少ない集中講義やレポート課題の活用
　●　マンツーマンに近い体制を生かした柔軟な研究指導
　また，社会人学生の研究成果の帰属についても，個々
の事情に合わせた柔軟な取扱いに努めており，例えば勤
務先の業務にかかわることを研究テーマとする場合，
NIIと勤務先間の知的財産にかかわる取決め・契約締結
を NIIの知的財産管理部門を通じて支援しており，学生
及び勤務先に不利益がないように配慮しています．
　社会人学生だけの特別な制度は設けておりませんが，
これらの配慮並びに都心にあるという立地の良さから，
社会人にとっても魅力的な大学院になっているようです．
　 　情報学の中核的研究機関として
　国立情報学研究所は，情報学を専門に扱う学術研究機
関としては，国内唯一の存在であり，各研究者は国際的・
学際的にも最先端の成果を追究する優れた人材ばかりで
す．そうした教員たちと，様々なバックグラウンドをもっ
た社会人や留学生との異業種・異文化交流を図ることが
できるのは，当専攻の最大の魅力といえます．
　しっかりとした問題意識をもち，幅広い視野を備え，
経験を積まれた社会人の方々，更に，自ら選んだ研究分
野において，リーダ的な活躍を目指す意欲あふれる方々
の入学を歓迎します．

［問合せ先］　国立情報学研究所総務部研究教育促進課
　　　　　　国際・教育支援チーム　daigakuin@nii.ac.jp

国内唯一の情報学専門学術研究機関

総合研究大学院大学複合科学研究科
情報学専攻（国立情報学研究所）
http://www.nii.ac.jp/graduate/

情報学専攻アドミッションポリシー（抜粋）
■専攻の基本方針 

　情報学は，従来の情報科学・情報工学を基盤としつつ，人文・
社会情報学等を包含した，情報に関する新しい総合的学問分
野である．このような先端の情報学の素養を身につけ，広い
視野，柔軟な思考力と高度な専門知識をもつ研究者，および
高度な専門職業人を養成する． 

■求める学生像 

　高度情報社会の実現に向け，自然科学から人文社会科学を
幅広く横断した学際領域である情報学に関して強い興味を持
ち，情報学の分野でリーダとして活躍する研究者や社会に役
立つ情報技術を開発する高度な専門職業人となる素質を有す
る学生，あるいは，在職のまま広い視野と深い専門知識を獲
得しようという意欲を持つ社会人．
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　 　概　　要
　筑波大学では，“筑波大学は頑張る社会人を応援しま
す！”のキャッチフレーズのもと，「社会人のための博士
後期課程『早期修了プログラム』」を導入しています．
　このプログラムは「一定の研究業績や能力を有する社
会人を対象に，標準修業年限が 3年である博士後期課程
を最短 1年で修了し，課程博士号を取得させるプログラ
ム」です．
　本プログラムは，平成 19年度から実施しており，平
成 19年度は 21名が入学し，16名が 1年間で修了しま
した．平成 20年は 24名が入学し，平成 21年 3月末の
学位取得を目指して頑張っています．
　 　対　　象
　本プログラムの対象は「一定の研究業績を有する社会
人」です．ここで「社会人」とは常勤，非常勤を問わず，1

年以上の社会的経験（企業・官公庁・教育関係機関等で
の就業．家事従事等などを含む）を有する者を指します．
現在実施している研究科は下表のとおりで，主として企
業等で関連する研究をしている方を対象としています．
　「一定の研究業績」は専攻により異なった基準を設けて
いますが，おおむね 2編以上の査読付き学術論文が必要
です．詳しくは http://www.souki.tsukuba.ac.jp/risyu.

htmlを参照して下さい．
　 　履修するためには
　早期修了プログラム履修希望者は，通常の社会人向 

け入試を受験し，合格した後，合格発表後入学手続き 

（3月上旬の予定）までの間に研究科または専攻指定の書 

類を提出しプログラム適用の審査を受けることになり 

ます．
　研究科または専攻の指定する書類は，「希望者概要（履
歴書，最終学歴における専門分野，業務内容と志望分野
の関係等），業績リスト（おおむね 2編以上の査読付き学
術論文，学会・研究会での口頭発表，その他），達成度
に関する自己評価書，博士論文の構想」等であり，これ
らの書類をもとに「一定の研究業績」を有する者か否かを
判断します．なお，必要に応じて面接を課すことになり
ますが，審査及び審査手続き書類の詳細は，合格通知書
と一緒に送付致します．
　この審査において早期修了プログラムの履修が適当で
ないと判断された場合は，通常の入学として取り扱われ
ますので，課程修了のためには，標準 3年の在学が必要
となります．ただし，通常の入学となった場合において
も，在学中に優れた研究業績を上げたと認められる場合
は，従来の早期修了制度の適用が可能となりますので，
その場合においては，3年未満（1年数か月から 2年数か
月）での修了が可能です．
　 　ね ら い
　修士課程を修了し企業に勤務する技術者が学位を取得
する主な方法は，論文博士制度であると思われてきまし
た．ところが近年，論文博士制度を見直そうという動き
が高まってきています．その一つの理由は，論文博士制
度が国際的にあまり見当たらない我が国独特の制度であ
るためと思われます．急激にグローバル化する経済活動
の中で，我が国独自の制度が今後も国際的に認知されて
いく保障はありません．そう考えると，課程博士の制度
の中で学位を取得する方が本筋ですが，休職することな
く，企業に勤務しながら，3年間の博士の課程を修了し，
博士論文を完成させて学位を取得するのは，時間的・経
済的に大変な労苦が伴います．
　このように考えて，企業に勤務する技術者の多くは，
学術的成果も十分に上げ，実力も大学等の研究者に劣ら
ないと自覚しているにもかかわらず，博士の学位を取得
していないのではないでしょうか．中央教育審議会では，
このような状況にかんがみ，「新時代の大学院教育」答申
（平成 17年 9月 5日）の一部に，課程博士でありながら，
既に研究実績のある社会人に対して，短期に博士の学位
を取得させる短期在学コースを示唆しています．
　現在，このような学位短期取得コースは実現していま
せん．筑波大学の早期修了プログラムはこのような状況
の中，がんばる社会人を応援するためにスタートしたプ
ログラムです．秋葉原から 45分と東京からのアクセス
も容易でありながら広大なキャンパスの充実した研究・
教育環境をもつ「つくばキャンパス」と地下鉄丸の内線沿
線にある通学に便利な「東京キャンパス」，二つのキャン
パスをうまく使いながら，博士号の取得という高い目標
にチャレンジする社会人からの応募をお待ちします．

早期修了プログラム

筑波大学
http://www.tsukuba.ac.jp/admission/graduate/
s-program.html

実施研究科 実施専攻

数理物質科学
研究科

数学，物理学，化学，物質創成先端科学，電子・
物理工学，物性・分子工学，物質・材料工学

システム情報
工学研究科

社会システム ・ マネジメント，リスク工学，コンピュー
タサイエンス，知能機能システム，構造エネルギー
工学

生命環境科学
研究科

構造生物科学，情報生物科学，生命産業科学

ビジネス科学
研究科

企業科学 （夜間社会人大学院）



社会人のための大学・大学院─あなたの学びたいものはここにある 25

小特集　
社会人のための大学・大学院

あなたの学びたいものはここにある

小
特
集

　シリコンシーベルト福岡プロジェクトの研究拠点であ
る九州大学システム LSI研究センターのミッションの
一つは，福岡発の地域社会人教育モデルを全国に波及さ
せ，我が国の社会人教育プログラムの研究・開発・普及
に貢献していくことである．システム LSI設計人材養
成実践プログラム QUBE（Q-shu University hardware/

software Borderless system design Education program）
はその具体的な取組みの一つで，文部科学省科学技術振
興調整費により平成 17年 7月から平成 22年 3月までの
5年間の予定で実施している．電子情報系企業において
システム LSI設計の高度かつ先端技術の修得を必要と
する中堅，ベテラン技術者及び研究者を対象とし，大学
院レベル以上の先端レベルへスキルアップする講座群を
各講座 1～ 7日間の短期集中型講義で提供する．ここで
は，QUBEの目的，カリキュラム，実施状況を紹介する．

　 　 目的は，ハードウェア設計，組込みソフトウェア
設計，及び HW/SWコデザインのシステム LSI
設計 3分野の技術者養成

　システム LSI設計に携わる技術者及び研究者には，
ハードウェアや組込みソフトウェアの垣根を超え，先端
技術や製品市場に対する広い視野をもつことが要求され
る．このようなシステム全体を見渡す高い能力を有する
システム LSI設計技術者の育成という企業ニーズにこ
たえる社会人向け教育プログラムである．

　 　 カリキュラムは，システム LSI設計・先端設計・
実践設計の 3技術習得プログラムで構成

　（S） システム LSI設計技術習得プログラム
　2～ 7日間の 2講座からな
る．HW・SW・コデザインの
3分野の設計者がチームを編
成し，共同でシステム LSIの
設計・試作・実機評価を実践
し，一貫設計フローと先端設
計技術を習得させる．九州大
学若手教員が企画開発した全
国にも例がないプログラム
で，平成 19年度まではマル

チメディアフォンを演習題材として実施してきた．
　（A） 先端設計技術習得プログラム
　1～ 4日間の 35講座からなる．技術マネジメント知
識等（4講座）も盛り込み，ハードウェア設計（10講座）・
組込みソフトウェア設計（13講座）･HW/SWコデザイン
（8講座）の 3分野の最先端設計技術を身に付けさせる．
各テーマ研究の第一人者を講師に招聘し，個々の技術を
深く掘下げて学ばせるプログラムである．
　（P） 実践設計技術習得プログラム
　1～ 4日間の 6講座からなる．実務の入口で必要な実
践技術を身に付けさせる．平成 19年度から新規に追加
したプログラムで，（S）（A）受講前の補習講座と位置づけ
ている．
　 　 特徴は，短期集中型講義で受講料は無料，新規講座の追

加や出張講義などで受講者及び派遣企業のニーズに対応
　QUBE講座は，文部科学省の科学技術振興調整費に
よる新興分野人材養成事業のため受講料は無料（教材費
のみ必要な場合あり）である．EDAツール，FPGAボー
ド等を用いた実践的演習を短期集中型で実施している．
　QUBEホームページ に実施講座のシラバスを掲載
し，講座単位で一般公募する．受講生はシラバスを見て
受講したい講座を自分自身で選択・申込み，QUBE事
務局 qube@slrc.kyushu-u.ac.jpから選考結果通知が届く
と受講できる．講座ごとに合否判定され，「（S）の 1講座
合格」または「（A）の 2講座合格」ごとに修了証が授与さ
れる．
　実施講座数は，平成 17年度は 16講座で始め，新規講
座の追加により 18年度は 28講座，19年度は 35講座と
拡大してきた．通常の講義場所は福岡市の九州大学百道
浜サテライトキャンパスであるが，講師・講義内容はそ
のままで講義場所のみ変更する出張講義も大分県・宮崎
県及び東京大学・大阪大学などで実施してきた．
　平成 19年度の受講延人数は，前年度比 2.7倍の 432

人に大幅に増加した．同じ場所（福岡市百道浜）で入門・
基礎レベルの講座群を社会人向けに提供している福岡シ
ステム LSIカレッジ（平成 13年 12月開校，福岡県が管
理運営）でも 994人の受講があり，両者が地域としての
大きな人材源となっている．

システムLSI設計人材養成実践プログラム

https://qube.slrc.kyushu-u.ac.jp/

九州大学システムLSI研究センター
http://www.slrc.kyushu-u.ac.jp/

QUBEカリキュラム

コース

HW/SW
コース

「雑音問題」「Power/Signal Integrity問題」
「回路設計技術：A/D・D/A、RF・アナログ」
「テスト設計技術」「実践的設計手法」

コース

コース
「開発方法論」「モデリング」「モデル検査手法」

「プロダクトライン」「コーディング技術」「テスト手法」
「リアルタイムOS」「ミドルウェア」

コース 「知的財産」「プロジェクト管理」「MOT（Management Of Technology）」

コース コース
「ハードウェア技術者のための組込みソフトウェア設計技術入門」

「組込みソフトウェア開発基礎」
「組込みソフトウェア技術者のためのハードウェア設計技術入門」

「デジタル設計基礎」「アナログ設計基礎」「DA基礎知識」

「システムレベル設計」「協調設計」「低消費電力設計」3 1
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　 　 技術からマネジメントまで幅広く学び企業活動の
根幹を支える情報セキュリティプロフェッショナ
ルへ

　IT技術の進展や企業活動のグローバル化に伴い，ヒ
ト・モノ・カネに次ぐ第 4の経営資源としての情報を扱
う情報セキュリティは，リスクマネジメントやコーポ
レートガバナンスの一環としても重要な経営課題となっ
ており，官民を問わず社会のあらゆる領域で高度な情報
セキュリティ専門人材への需要が高まっている．
　こうした背景から，2004年 4月，我が国初の情報セ
キュリティに特化した独立大学院として，横浜駅直近に
誕生したのが情報セキュリティ大学院大学である．教学
組織としては，情報セキュリティ研究科情報セキュリ
ティ専攻のみ（学部を置かず大学院のみ）を設置してお
り，文字どおり全学一丸となって同分野の教育研究に取
り組んでいる．本学では情報セキュリティを学際的な総
合科学ととらえ，『暗号技術』『ネットワーク技術』『情報シ
ステム』といった技術的要素から，『管理運営』『法制度』
『情報倫理』といった非技術的要素までを網羅したカリ
キュラムを編成している．
　博士前期課程においては，学際的アプローチにより，
情報科学や法制の基礎，情報セキュリティ専門技術，セ
キュリティ脅威の実例，社会制度の現状と課題等に関す
る専門知識，新技術やセキュリティ問題の調査とそれに
関する議論を中心とした輪講，実験，実習などを組み合
わせ，深い専門知識の獲得と現場知識の涵養を目指す．
また，各人の興味・関心領域，研究テーマ，バックグラ
ウンドによって，それぞれの研究推進に必要な知識を明
確にするために，「暗号テクノロジ」「システムデザイン」
「法とガバナンス」「セキュリティ／リスクマネジメント」
の四つのコースを設定し，履修指導，研究指導を行って
いる．課程修了者には，修士（情報学）が授与される．
　博士後期課程においては，内部進学者のみならず，現
職の大学教員をはじめ既に相当の研究業績を有する学外
からの入学者が多数在籍し，それぞれの専門分野におけ
る先端的な研究を遂行しつつ，新たな学問分野ともいう
べき「情報セキュリティ学」の体系化に努めている．課程

修了者には，博士（情報学）が授与される．
　 　 社会人比率 8割強─ SIerからユーザ企業，マス

コミ，官公庁まで多様なバックグラウンドをもつ
社会人学生が多数在籍─

　入学者選抜にあたっては，基礎学力のほか，情報社会
に対する倫理観と問題意識，真摯な態度で研究に臨む積
極性や主体性を重視している．博士前期課程の社会人特
別選抜の場合，筆記試験は課さず，研究計画書等の出願
書類と面接によって選抜を行い，広く門戸を開いている．
　在学生の 8割強を現職の社会人が占める本学では，シ
ステムインテグレーター，ISP，ソフトウェアハウス等
に勤務する SE，研究者，営業担当者をはじめ，ユーザ
企業のシステム担当者，人事・総務担当者，教育・研究
機関や官公庁の職員など，所属業界も多岐にわたる．博
士前期課程入学者は 4年制大学卒が約 7割を占めるもの
の，短大，専門学校，他大学院修了者と最終学歴も様々
である．また，出身学部についても，理工系のみならず，
社会科学系や人文科学系，学際系など幅広い．
　 　 夜間・土曜の授業と奨学金制度でキャリアを中断

せずに修学可能
　本学キャンパスは横浜駅より徒歩 1分に位置し，都内
の各主要ターミナル駅からのアクセスも良好である．
　また，研究指導のみならず，必修科目を含む授業時間
の多くを平日夜間（18:20～ 19:50，20:00～ 21:30）と土曜
昼間に開講しており，離職することなく修学することが
可能である．入学時期は，4月，10月の年 2回となって
いる．
　更に，社会人も利用可能な独自奨学金制度のほか，時
間的に制約のある社会人学生が存分に研究活動に取り組
めるよう，附属設備や利用時間にも配慮をしている．大
学院生研究室は，土日祝を含め年間を通して 8:00～
24:00の利用が可能であり，大学院生研究室以外にも，
実験実習室・情報処理室・講義室も授業等の使用状況に
応じて適宜自習スペースとして開放．併せて，大学事務
局は，平日は 22:00まで，土曜日は 17:30まで窓口業務
を行っており，仕事と学業の両立を目指す社会人学生の
サポートに努めている．
　［問合せ先］　 情報セキュリティ大学院大学事務局

E-mail：iisec@iwasaki.ac.jp

　

情報セキュリティ教育のスタンダードを
世界に向けて

情報セキュリティ大学院大学
http://www.iisec.ac.jp/
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　 　千葉大学工学部における社会人用教育コース
　千葉大学は約 1万 3千人の学生が学ぶ，全国でも有数
の規模をもつ総合国立大学です．千葉大学工学部には，
以前より社会人用の教育コースがおかれ，多数の社会人
学生を受け入れてきました．工学部は 39万m2に及ぶ
千葉大学のメインキャンパスである「西千葉キャンパス」
にあります．西千葉キャンパスは，JR総武線西千葉駅
の駅前という通学に便利な場所に位置しています．
　現在，工学部の社会人用教育コースは，「都市環境シス
テム学科」に設置されています．都市環境システム学科
は「都市環境」というシステムを総合的にとらえ，高度な
専門知識と豊かな創造性をもって都市にかかわる諸問題
に対処する専門技術者，研究者の養成を目的として，平
成 10年 4月に工学部の 1学科として発足しました．そ
の教育・研究範囲は，都市計画，防災，リサイクル，エ
ネルギーなど多岐にわたります．情報システムや通信
ネットワークは都市に欠かせないインフラであることか
ら，情報や通信関連の授業も多く開講されており，それ
らを専門とする研究室も複数おかれています．
　都市環境システム学科は，都市空間計画（都市計画等），
都市基盤工学（防災，ライフライン等），都市環境工学（エ
ネルギー，リサイクル等），都市情報工学（数理，情報，
通信等）の四つの領域をもち，これらが相互に連携して
教育・研究を実施します．更に，博士前期課程・後期課
程に進学したい学生のために，大学院工学研究科内に「都
市環境システムコース」が用意されています．学生の就
職先も幅広く，通信事業者や電機メーカーなど電子情報
通信学会通信ソサエティに関係の深い企業にも，毎年相
当数の学生が就職しています．
　 　逆 T字型・昼夜循環開講制カリキュラム
　都市環境システム学科には社会人学生だけでなく，高
校を卒業し，千葉大学の一般入試を受験して入学してき
た学生も在籍しています．そのため，昼間に通学する学
生と夜間に通学する社会人学生の両方が無理なく学べる
よう，大半の専門科目は昼と夜（若しくは土曜日）に開講
されています．
　社会人学生の中には，週に 1日程度集中して受講でき

るカリキュラムの方が望ましい方もいます．この点を考
慮し，都市環境システムコースでは，平日の 1日集中開
講日と夜間開講を組み合わせた逆 T字型時間割が組ま
れています（図 1）．この逆 T字型時間割において，1年
ごとに昼間開講科目と夜間開講科目を入れ換えることに
より（昼夜循環開講制），夜間受講の社会人学生，昼間集
中受講の社会人学生，一般学生のいずれもが 2年間で希
望科目を履修することができます．
　 　 3年次編入から大学院博士後期課程まで：社会人

教育の高度化
　平成 19年度まで，都市環境システム学科には昼間主
コース（Aコース：定員 40名）と夜間主コース（Bコース：
1年次入学定員 50名，3年次編入定員 40名）が並存し，
Bコースにおいて社会人学生を受け入れてきました．し
かし，高度な社会人教育に対する需要が高まっているこ
とにかんがみ，平成 19年度を最後に Bコース 1年次入
学を廃止し，平成 22年 4月入学者を対象とした 3年次
編入から大学院博士前・後期課程までつなげる社会人教
育の高度化を図りました．3年次編入定員は 45名で，
30名分が「社会人特別選抜」枠として社会人学生用に確
保されています．
　高等専門学校，大学，理工系短期大学を卒業し，社会
人として 2年以上の経験をもつ方は，社会人特別選抜枠
での受験ができます．加えて，高校を卒業し，千葉大学
指定の放送大学科目を修得すれば，社会人特別選抜枠で
の受験資格が得られる制度を新たに設けました．平成
21年 11月ごろに実施される，平成 22年 4月入学者を
対象とした 3年次編入学試験社会人特別選抜の詳細は，
千葉大学工学部 HP若しくは当学科 HP（http://www.

tu.chiba-u.ac.jp）に掲載される予定です．直接大学院に
入学することももちろん可能です．大学院入試は例年 8

月に行われ，大学院進学希望者を対象とする大学院説明
会が 4月末ごろに開催されます．
　千葉大学工学部には，多彩な専門をもち，国際的にも
優れた研究を行う教員が数多くおります．社会での経験
をベースに，より幅広い知識や高度な専門性を身につけ
て社会に戻って活躍したいとお考えの皆様，是非お待ち
しています．

逆 T字型で学びやすい社会人用コース

千葉大学工学部（千葉大学大学院工学研究科）
http://www.tu.chiba-u.ac.jp

図 1　 逆 T字型時間割（平成 20年度 都市環境システムコース 前期時間割：
6限は 18:30～ 20:00の開講）

月 火 水 木 金

1限

2限

3限 都市防災
工学

4限 環境資源
循環学

都市基盤
工学

5限 通信ネット
ワーク工学 都市計画学

6限 都市再生論 環境エネル
ギー保全論 住環境計画学 数理解析論 都市知能

情報論
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　関西大学大学院工学研究科は，関西大学工学部（1958年
設立，2007年 4月からシステム理工学部，環境都市工学部，
化学生命工学部の 3学部に改組）の第 1期生が卒業した
1962年度に開設されました．
　2009年度から数学分野，物理・応用物理学分野の理
学系 2分野を増設し，関西大学大学院理工学研究科とし
て新たに再出発する予定です．新生関西大学大学院理工
学研究科博士課程は，前期課程ではシステムデザイン専
攻（数学分野，物理・応用物理学分野，機械工学分野，
電気電子情報工学分野），ソーシャルデザイン専攻（建築
学分野，都市システム工学分野，エネルギー・環境工学
分野）及びライフ・マテリアルデザイン専攻（化学・物質
工学分野，生命・生物工学分野）の 3専攻を有し，後期
課程は，総合理工学専攻として総合的な研究指導体制を
とっています．この後期課程では，学内に設置されてい
る先端科学技術推進機構との連携はもちろん，国内の他
研究機関や海外の大学との連携・交流を強化拡大し，広
い学識と国際的視野をもつ専門研究者の育成を目指して
います．
　関西大学には，「学の実化（がくのじつげ）」という学是
があります．これは，大学が研学の府として学問におけ
る真理追究にだけ終わることなく，社会のあるべき姿を
提案し，その必要とするものを提供することによって，
学理と産業界，官界との橋渡しをするという姿，すなわ
ち，「学理と実際との調和」を求める考え方です．大学が，
その成果を実社会へ還元すること，逆に，社会における
ニーズを吸収し，より良い社会を目指した学問のあり方
を追求することを大学に求めたもので，今でいう，産学
連携，産官学連携の基本となる考え方であると理解でき
ます．このような理念のもと，関西大学は，「大阪の大学」
「日本の中の大学」から「世界の中の関西大学」を目指し，
発展していきます．
　この「学の実化」の考え方を大学院の入口論に当てはめ
ると社会人入学試験になるのではないでしょうか．社会
人入学生は経験に裏打ちされた多くのノウハウをもって
おられます．これらを，学問体系の中で正確に位置づけ
るとともに，更に新たな知識を身に付けることは，技術

革新の激しい現代社会で技術者が生き残るための，強力
な実践力と先端理論を身に付けることになります．大学
にとっても，社会経験を積んだ方々が，その社会での経
験を大学院での研究・教育にフィードバックして頂ける
ことは大変価値のあることです．一般の学生のモチベー
ションが上がるだけでなく，社会が求めている大学院で
の研究・教育を直接知ることができるからです．このよ
うな学びと実践の正しい循環を作ることが大学院の新し
い役割として求められているのではないでしょうか．関
西大学理工学研究科では，社会での経験をもった多くの
方に入学して頂けることを期待しています．
　社会人に対する入学試験制度は，前期課程，後期課程
ともに，10月と 2月に，企業，官公庁，教育・研究機
関等において継続して 2年以上の勤務経験者（あるいは
予定者）を対象とした「社会人入学試験」を実施していま
す．試験科目は口頭試問のみで，これまでの職務経験や
勉学・研究意欲を評価し，選考しています．学費は前期
課程：1,139,000円（別途，入学金：130,000円），後期課程：
819,000円（別途，入学金：130,000円）となっています．
なお，後期課程の学費は，2009年度から減額改定され
ています．
　また，後期課程では，ゼミナールは土曜日を中心に，
社会人の方の仕事との両立を可能とする形で行われてい
ます．また，個別の研究指導も，指導教員の裁量で，土
曜日，夕刻などの時間帯に行うように配慮されています．
標準修業年限は前期課程 2年，後期課程 3年ですが，後
期課程においては，優れた成果を上げた学生に対しては，
早期修了の道もひらかれています．特に，電気電子情報
工学分野では，ここ数年，継続的に社会人の後期課程修
了生を輩出しており，電気電子情報工学分野としては積
極的に社会人の入学生を受け入れています．
　本研究科へ興味のある方は，遠慮なく，個々の研究指
導教員に問合せをお願いします．電気電子情報工学分野
では，電気系のみならず，広く通信分野，情報分野を専
門とする教員も充実しており，関西大学大学院工学研究
科のホームページ（http://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/

eng/）には各教員の研究紹介が掲載されています．
　［参考］
　Kansai University Syllabus System

　（http://jmss3.jm.kansai-u.ac.jp/search/SyllabusBridge)

　関西大学 HP問合せ一覧
　（https://www.kansai-u.ac.jp/global/top/faq.html）

「学の実化（がくのじつげ）」を世界へ

関西大学大学院工学研究科
（2009年 4月1日から理工学研究科に名称変更します）
http://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/eng/
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　 　大学・研究科概要
　奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）は，先端科学
技術の発展に資する人材を養成するために，学部を置か
ない大学院大学として平成 3年 10月に設置されました．
情報科学研究科の募集人員は，博士前期課程（修士）が
146名，博士後期課程（博士）が 43名です．博士前期課
程では，旺盛な好奇心と何にでも挑戦する実行力をもっ
た人を，博士後期課程では，専門テーマにおける問題発
見と解決の方策を見出す力をもった人を求めています．
もちろん社会人にも門戸を広く開いています．以下で紹
介するように，入試制度や教育プログラムに工夫を凝ら
しており，数多くの社会人学生が本研究科を修了し学位
を取得しています．
　 　社会人に配慮した入試制度
　博士前期課程入試では，筆記試験を行わず，英語と数
学の口頭試問を含む面接と提出書類に基づき合否を判定
します．英語の口頭試問については，TOEIC公開テス
トのスコアで代えることもできます．入学時期は，春期
（4月）と秋期（10月）の年 2回です．文科系・理科系は不
問で，社会で活躍中の研究者や技術者も受験できるよう，
選抜は年 3回実施しています．なお，博士後期課程入試
では，修士の学位を有していなくても，相応の職務歴が
ある社会人には受験資格を与え，積極的に受け入れてい
ます．
　 　柔軟で多様な教育プログラム
　2カ月で講義の単位を取得できる 4学期制をとってお
り，短期間に集中的に履修するなど，時間的制約の多い
社会人でも無理なく履修計画を立てることができます．
また，大学院教育改革プログラム　「創造力と国際競争
力をはぐくむ情報科学教育コア」や「先導的 ITスペシャ
リスト育成推進プログラム（ソフトウェア技術者養成，
情報セキュリティ管理者養成）」の推進拠点に選ばれてお
り，より実践的で応用力をもつ技術者の育成にも力を入
れています．更に，中小企業産学連携製造中核人材育成
事業「次世代ロボット分野でのイノベーション型製造中
核人材育成」では，起業，スキルアップ，社員教育をキー
ワードに，関西圏の社会人教育の中核組織として展開を

始めています．
　多くの社会人学生が，短期修了制度を利用しています．
修士号は，1年ないし 1年半で取得できます．博士号も，
博士前期課程と通算して最短 3年で取得可能です．なお，
修士号については，企業での実務で開発した製品などを
テーマにした「課題研究」で取得する道もあります．
　 　社会人修了実績
　2003年度から 2007年度の 5年間に，本研究科を修了
した社会人は，修士 58名（学生定員の 7.9％），博士 50

名（同 23.3％）です． 短期修了者は，修士 16名（社会人
修了者の 27.6％），博士 29名（同 58.0％）にものぼります．
社会人博士修了者の 2割にあたる 10名は，資格審査に
より受験資格が与えられ，本研究科に合格・入学した者
です．
　情報科学研究科の詳細は，ホームページに掲載されて
います．「NAIST　情報」で検索してみて下さい．受験
生向けにブログやメールマガジンもあります．情報通信
技術の発展や変化に柔軟に対応できる能力を身に付けた
いと考えている社会人の皆さん，是非，NAIST情報科
学研究科へ．
　［問合せ先］　 学生課　gakusei@ad.naist.jp

関西圏の社会人教育の中核組織

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
http://isw3.naist.jp

社会人在校生の声：
深江唯正さん（三菱電機）

　現在，博士後期課程に在学中で，移動
体向け短距離通信システムの研究を行っ
ています．私が，NAISTを希望したのは，
やはり会社での研究テーマとリンクして
いる点が第一です．それだけ，NAIST
が名称のとおり先端技術を目指している
証でもあると考えます．

過去5年間の社会人学生の修了状況
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　秋田大学工学資源学部において社会人を対象とした通
信教育講座とMOTコースを御紹介する．
　通信教育講座は昭和 23年に全国に先駆けて，工学資
源学部の前身である秋田鉱山専門学校が，職場の勤労者
に技術を教授することを目的に通信教育部を開設し，そ
の後通信教育講座として採鉱・地質，冶金・金属材料，
電気・電子課程に拡充された．現在，国立大学唯一の社
会通信教育として重要な役割を果たし，今まで約 1,600

名以上の修了生を社会に輩出している．入学時期は随時
となっており，受講希望者が都合のよいときにいつでも
入学できる．また，入学試験もなく 18歳以上の方であ
れば学歴・性別を問わず入学できることも特徴の一つで
ある．履修コースは 8コースあり，テキストをもとに自
学自習したものを郵送により報告し，これに添削と評価
を受けて学習を進めていく．職業上の知識・技術の習得
や新たなリフレッシュ，また一般的な教養を身に付けた
い方々が自宅にいながらにして受講できることが，本講
座の最大の魅力といえる．なお，成績優秀な修了生は，
文部科学大臣や（財）社会通信教育協会長の表彰を受ける
ことができ，現在までに 309名が表彰を受けている．
　秋田大学大学院工学資源学研究科において開設されて
いるMOT（Management of Technologyの略）コースは，
大学で学んだ知識や技術を事業・経営に活かし，創造力，
マネージメント力を発揮できる人材の養成を目的とした
教育プログラムとなっており，講義は，産業界や他大学
において第一線で活躍中の講師が担当している．この
MOT教育プログラムでは①企業経営者の心得とすべき
基礎的な知識，②「ステークホールダー」，「キャッシュフ
ロー」，「デリバティブ」，「ヘッジファンド」，「サブプライ
ムローン」等のアップツーデートなテーマ，③「地域金融
機関機能と地域経済」，「ものづくり中小企業の持続性と
発展」等地域経済を重視する点が特徴であり，（1）経営の
基礎（2）ものづくり・ベンチャーの基礎（3）事業・経営戦
略と管理の三つの教育分野で構成されている．本コース
は，社会人も科目等履修生として受け入れている．入学
時期は原則として，4月と 10月であるが，社会人であ
ることを考慮して，随時受入れ可能であり，現在 4名が

大学院生に交じって熱心に受講している．大学院生にお
いては，既に 120名以上が受講しており，予想以上の人
気となっている．
　［問合せ先］　 通信教育講座担当事務（通信教育係）

tukyo@jimu.akita-u.ac.jp

MOTコース 担当事務（大学院係）
koudai@jimu.akita-u.ac.jp

社会人を対象とした通信教育講座と
MOTコース

秋田大学工学資源学部
http://www.eng.akita-u.ac.jp/
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　情報通信工学分野に従事されている社会人の皆様へ，
横浜国立大学大学院工学府を御紹介致します．横浜国立
大学は，横浜駅に最も近い国立大学です．特に神奈川県
内に在住の社会人の皆様には，仕事帰りに大学へ通学す
る場合にも大変便利です．本学府では，特に社会人に配
慮した入試制度や社会人向けの特色あるプログラムを設
けており，社会人を積極的に受け入れる体制を充実させ
ています．本稿では，特に博士号取得をお考えの社会人
の皆様に，博士課程後期を中心にこれらの特徴を御紹介
致します．
　 　社会人特別選抜制度
　本大学院では，社会人技術者または研究者で，博士課
程後期への入学にふさわしい専門知識と学力をもつ方を
対象として，高度な学術の継続研究と博士の学位取得の
道を開くため，特別選抜による入学者選抜を実施してい
ます．具体的には，社会人技術者または研究者であって，
同一企業等に 2年以上正規職員として勤務した経験のあ
る方には，筆記試験等が免除となる特別選抜の出願資格
があります．
　 　長期履修学生制度 
　職業を有している社会人の皆様には，標準修業年限（博
士課程前期 2年，博士課程後期 3年）を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了する
「長期履修学生」に認定される資格があります．長期履修
学生に認定された方は，一般の学生とは異なり，修学年

数に関係なく，標準修業年限（博士課程前期 2年，博士
課程後期 3年）分の授業料で修学することができます．
　 　柔軟な募集及び学位取得スケジュール
　社会人の募集は例年，4月入学と 10月入学の年 2回
の機会があり，入試はそれぞれ 1月と 8月に実施してお
ります．修了の機会は年に 4回（3月，6月，9月，12月）
あり，研究業績次第では標準修業年限からの短縮修了も
可能です．
　 　PEDプログラム
　 本 学 府 で は 平 成 19年 4月 よ り，PED（P

パイ

i-type 

Engineering Degree）プログラムと呼ばれる独自のプロ
グラムを開設しました．このプログラムは，科学技術の
進展をイノベーションを通じて「高度なものづくり」へと
結実させることのできる実務家型技術者・研究者の育成
を目指すものです．PEDプログラムは，“Pi（Π）”のギ
リシャ文字が表すように，工学基盤知識（Πの横棒）で連
結された複数の専門性（Πの二つの縦棒）を身に付けるこ
とを目的としたものです．博士課程前期においては，二
つの異なる専門技術を指しますが，博士課程後期では実
践的技術者・研究者の育成を指し，まさに社会人の皆様
をターゲットとしたカリキュラムが用意されています．
　PEDプログラムでは，夜間開講及び土日開講を取り
入れ，知識集積型産業が密集している横浜に実践性の高
い大学院教育サービスを提供しているため，社会人学生
の方にも無理のない履修が可能です．また，既に修士号
を取得して研究業績を上げている社会人の方は，最短 1

年で博士号を取得することも可能です．
　なお，工学府 物理情報工学専攻電気電子ネットワー
クコースでは，電気電子デバイスから情報通信・情報工
学に至るまで，幅広い分野をカバーしています．所属教
員の専門分野・連絡先は，募集要項を御参照下さい．募
集要項及び入試日程等の詳しい案内は，本学大学院工学
府のホームページ http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/

jpn_in/index.htmlを御覧下さい．志の高い社会人の皆
様の積極的なチャレンジをお待ちしております．

社会人に向けた独自の PEDプログラム

横浜国立大学大学院工学府（物理情報工学専攻
電気電子ネットワークコース）
http://www.eng.ynu.ac.jp/ENG/jpn_in/
index.html
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　北海道大学大学院情報科学研究科には，社会人を対象
とした博士後期課程への特別選抜制度があります．ここ
では，この社会人特別選抜制度の概要について紹介させ
て頂きます．
　 　北大の情報科学研究科とは
　「情報科学」というと，計算機科学あるいはソフトウェ
ア科学といった分野を思いがちですが，北大大学院の情
報科学研究科は，英語でいうと，「Graduate School of 

Information Science and Technology」で，「情報科学技
術」に関する教育研究を担っています．つまり，ハード
ウェアからソフトウェアまで，また，デバイスからシス
テムまで，実に幅広い分野に対応し，「情報・電気・電子」
といった分野すべてに関係した学術分野を対象として教
育研究を推進しております．
　現在，本研究科では，「世界最高水準の卓越した教育研
究拠点形成と大学院教育の抜本的強化」を目的とし，文
部科学省所管の二つの大型プロジェクトを推進していま
す．一つは，「グローバル COEプログラム」に採択され
た「知の創出を支える次世代 IT基盤拠点」（2007～ 2011

年度）というプロジェクトであり，今一つは，「大学院教
育改革支援プログラム」に採択された「多元的な資質伸長
を促す学びの場の創成」（2007～ 2009年度）というプロ
ジェクトです．
　 　大学院博士後期課程の社会人特別選抜とは
　情報科学研究科では，社会人の方に広く門戸を開放し
ております．学士や修士の学位を取得していなくても，
また，在職したままでも，博士後期課程に入学すること

ができます．標準修了年限は 3年ですが，在学期間を短
縮して修了することも可能です．
　出願資格審査から博士の学位取得までの流れを図 1に
示しました．この図では，例として，平成 20年度 10月
入学者に関する日程（予定も含む）が記述されておりま
す．「社会人として 2年以上の在職と卒業後 2年以上の
研究・開発歴がある」ことが，この特別選抜の資格であ
りますので，その審査を入学試験より前に行っております．
　これらの詳細は下記へお問い合わせ下さい．
　 　博士後期課程（社会人特別選抜）での教育と研究
　入学後の研究は，会社に勤務した状態で，指導教員と
ともに研究活動を進めることになります．研究を進める
にあたっては，北大に在学している学生とほぼ同様なサ
ポートが得られます．
　大学のスクーリングは，指導教員との相談により，年
間スケジュールに従って実施されますが，そのほかに，
授業科目を収録した eラーニング教材の閲覧による予
習・復習を常時可能とし，様々な期待に応える単位の実
質化を図っています．eラーニング教材の科目数は平成
19年度後期には 17科目にまで増加しています．科目数
の履歴を図 2に示しました．
　このように，社会からの要請にこたえて社会人入学を
積極的に受け入れ促進する設備・制度を拡充しており，
今までの社会人入学者数の推移は，表 1のようになって
おります．
　 　ま と め
　「守破離（しゅはり）」という言葉を御存知でしょうか．
「守」は師の教えを守る，「破」は自分の殻を破る，「離」は
もっと先に進んで従来の世界を離れて，自分の世界を創
造していくという意味です．是非，北海道大学大学院情
報科学研究科の博士後期課程に入学され，最先端の情報
科学技術を学び，皆様それぞれの「離」の実現に向けて，
学位の最高位である「博士」の学位を取得されることを期
待しております．
［問合せ先］
　〒060-0814　札幌市北区北14条西9丁目
北海道大学大学院情報科学研究科事務室教務担当
電話011-706-6946　E-mail: kyomu-t@ist.hokudai.ac.jp

ICT活用の社会人博士後期課程

北海道大学大学院情報科学研究科
http://www.ist.hokudai.ac.jp/examinfo/
a_student.html

図 2　eラーニング閲覧可能科目数の推移

図 1　博士学位取得までの流れ

表 1　社会人入学者数の推移（単位：人）
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　千歳科学技術大学光科学部は，光サイエンスにかかわ
る教育・研究を軸として設立され，2008年に開学 10周
年を迎えました．10周年を機に学科改編を行い，「グロー
バルシステムデザイン学科」「光システム学科」「バイオ・
マテリアル学科」の 3学科からなる「総合光科学部」体制
となっています．
　千歳科学技術大学では開学以来，地域社会や産業界と
のかかわりを重視し，前者では千歳市の地域ポータルサ
イト「ハローちとせ」の運用に対する協力や小学校から高
校に至る各種学校との連携を活発に進めています．特に
本学で開発した eラーニングシステムの活用を中心とす
る高大連携協定は 23高校に及んでいます．
　更に千歳科学技術大学『eカレッジ』では，社会貢献の
一環として，本学独自で開発・運用をしている eラーニン
グシステム『CIST-Solomon』の各種コンテンツを無料
で広く社会に公開しています．また産業界とのかかわり
では本学の開学と機を同一にして開設されたホトニクス
ワールドコンソーシアムが，「光」をテーマとして千歳科
学技術大学を核に産・学・官の連携により先端技術の研
究・開発・産業の集積された頭脳拠点と新技術産業の創
出・育成の場の形成を目指しており，研究クラスターを
軸とする研究交流や各種講演会などを通して産・学・官
の連携を進めています．
　大学院／光科学研究科では，社会人学生を対象とした
募集を行っています．
　学部は 3学科構成ですが，大学院は 1学科 1専攻となっ
ており，博士前期課程では，狭い専門分野を指向するの
ではなく，光科学全般の基礎知識をベースに，物質・シ
ステム・情報の各分野を結合・融合することにより光科
学分野の高度な専門職業人の育成を目指しています．ま
た博士後期課程では光科学に関する新分野の開拓を担う
高度な研究者・先端技術開発者の育成を目指しています．
　博士前期課程は完成年度から 5年，後期課程は 2年の
実績ですが，既に 4名の社会人修了者が出ており，後期
課程の在学者は 11名中 6名を社会人が占め，社会人主
体の構成になっています．また，社会人入学者のうち他
大学出身者が半数を占めており，実学を重視する本学が

企業との密接なつながりのもとに企業における研究・開
発活動に合致した大学院プログラムとなっていることの
証と考えています．
　社会人に対する施策として，博士後期課程では仕事の
関係や所属企業との調整等に配慮し，より柔軟な入学タ
イミングをとれるように春（4月）または秋（9月）の入学
が可能であり，特に秋入学は社会人のみを対象としてい
ます．更に後期課程では単位制ではなく，スクーリング
主体でロケーションを問わず研究に専念できる環境を整
えています．
　また，企業における研究・開発は問題解決型であり，
学問的な業績に直接リンクしていない場合も散見される
ため，入学前にそれまでの実績に対して学問的な価値判
断を行い，在学期間で学位論文の取りまとめが可能であ
るか等，事前打ち合わせを十分行うとともに，本学大学
院に対する理解を深めた上で入学することにより，ス
ムーズな修学体制が築かれています．
　更に近年，専門職大学院の社会的な要請がたかまりつ
つある中で，札幌医科大学，室蘭工業大学，小樽商科大
学，北海道医療大学と連携して，公衆衛生修士号（MPH）
の学位授与を最終目標とする異分野大学院連携プログラ
ムを策定し，平成 20年度文部科学省・戦略的大学連携
支援事業に選定されました．
　今後本学の特徴である eラーニングシステムの効果的
な活用を核に，社会人教育に向けた更なる充実を図って
いく予定です．
　［問合せ先］　 www-admin@guppy.chitose.ac.jp

異分野大学院連携プログラム

千歳科学技術大学大学院光科学研究科
http://www.chitose.ac.jp/
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　東北大学大学院工学研究科，情報科学研究科，医工学
研究科には，社会人特別選抜入学試験があります．入学
時期は各年度の 4月と 10月です．4月入学の試験は秋
と春にあり，それぞれ願書受け付けは 6月下旬，1月初
旬です．10月入学の試験は秋だけで，願書受付けは 6

月下旬になります．工学研究科博士後期 3年の課程では，
期待する学生像を以下のように「工学研究科のアドミッ
ションポリシー」に掲げています．出願資格は基本的に
修士の学位を有するものですが，修士号をもっていない
場合は，大学，研究所等において 2年以上研究に従事し
ていて，その成果により修士と同等以上の学力と認めた
者です．学力確認の審査のため事前に問い合わせること
が必要です．研究実績により通常は認められます．
　後期課程への編入学のための特別選抜試験は通常とは
違い，受験勉強の負担が軽くなっています．専攻により
少し違いますが，面接試問及び提出書類等だけ，あるい
はそれらに加えて小論文または筆記試験が課されます．
　通信ソサイエティの会員諸氏の専門である情報通信技
術に関連する工学研究科の専攻は電気・通信工学専攻，
電子工学専攻，技術社会システム専攻になります．また，
情報科学研究科，医工学研究科の各専攻も深く関連して
ます．これらの 3研究科において，通信・情報に関する

ほとんどすべて，すなわち通信源である音声，画像，言
語に関係する分析，生成，認識，理解，符号化等の分野，
有線，無線，光に関係する発信，受信，変調，暗号化の
方式やデバイス等の分野，インターネットの各階層に関
係するアルゴリズムやソフトウェア，コンピュータに関
係するハードウェア，ソフトウェア等の分野，電気や通
信の技術を利用した医工学機器の方式や開発の分野を学
ぶことができ，最先端の研究ができます．
　基本的に博士後期課程は博士論文の執筆のほか，3科
目以上の受講で修了できます．社会人向けには 8月最初
くらいに集中講義を行い単位をとりやすくしています．
また，入学前に研究がかなり進んでいて，博士論文にま
とめる時間さえあればよいというとき，最短で 1年の在
学で修了できます（申請により入学試験時に審査しま
す）．社会人院生には研究室に来て毎週のゼミに参加し，
通常の院生に良い影響を与えることが期待されています
が，やむを得ないときは月 1回ぐらいに軽減されること
もあります．逆に，仕事と勉学研究を両立させるために，
短い期間では履修できない，という場合に，標準修業年
限の倍の期間以内で一定の期間にわたり計画的に教育課
程を履修する長期履修学生制度があります．授業料は標
準年限で支払うものと同額になります．申請は入学時だ
けで，通常の入学後に長期履修には変更できません．申
請した履修期間を後で短縮することは可能です．
　博士課程前期 2年の課程（修士課程）への入学の社会人
特別選抜は，ほぼ博士後期課程への編入学と同じですが，
出願資格は，「原則として大学等卒業後，技術者・教員・
研究者等として，2年以上勤務した経験がある者」にな
ります．大学を卒業していない場合も，仕事での研究な
どにより入学資格があると判断されることもあります．
事前に問い合わせて下さい．入学後は，社会人というこ
とによる特別扱いはありません．16単位の講義（8科目），
セミナーを受講し，研究を進め，修士論文を完成させ，
審査を受けて，修了となります．通学を考えると仙台な
いし仙台近郊に職場がある人でないと難しそうです．
　東北大学工学部には，社会人向けの入試としてAO入
試 I期があります．出願資格は，高等学校（または相当す
るもの）を卒業後 4年以上たった者です．選抜方法は小
論文試験と面接試験及び出願書類により判定されます．
入学後は通常の学生と同じで特別な扱いはありません．
  以上について詳細はウェブページを参照して下さい． 

東北大学大学院をキーワードに検索して，「学部・大学院・
研究所等」のページから，次に進んで下さい．
　東北大学工学研究科・工学部 ＞ 大学院受験生の方へ
　東北大学大学院情報科学研究科 ＞ 入学希望の方へ
　東北大学大学院医工学研究科 ＞ 受験生の方へ
　東北大学＞受験生の方へ＞入試情報ページ＞募集要項
問合せ先は上記各ページに記載されています．

来たれ杜の都へ

東北大学工学部・大学院工学研究科・情報科学
研究科・医工学研究科
http://www. {eng, is, bme}.tohoku.ac.jp/ 

 ●   工学を学ぶために必要な基礎学力を有し，本学にお
ける勉学に強い意欲をもっている人

 ●   独自の発想を展開し，自発的に，かつ粘り強く研究
に取り組める人

 ●   チームの一員として取り組める協調性及び周囲との
コミュニケーション能力を備えている人

 ●   自然界，人間社会に深い興味をもち，人類の福祉の
ために，人や環境に優しい未来の科学技術を創造し
たいという意欲をもっている人

 ●   柔軟で幅広い知識とその展開能力を備え，国際的にも
活躍できる技術者・研究者となる意欲をもっている人

 加えて，社会人特別選抜では次のようです．
 ●   大学等を卒業後，技術者・教員・研究員等として活
躍している社会人の中で，自己の経験を勉学・研究
に生かしながら，知識・技術レベルを高度化し，創
造的能力を発展させることを希望する意欲的な人
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　社会人のための働きながら学べる大学院として，経営
情報学専攻では昼夜・土曜日に開講しています．本専攻
には通常の 2年制修士課程のほかに社会人 1年制課程が
あります．大学院の社会人 1年制課程は，全国的にも珍
しい短期集中型の修士養成課程で，現代の忙しいビジネ
スマンにとって，1年間で課程を修了できるのはハード
ですが魅力的といえます．
　経営情報学専攻の人材養成の目標は，企業，行政，
NPOなどの多様な活動主体のマネジメントリーダとな
ることができる人材を育てること，これらの組織体にお
いて，情報化戦略の策定や情報化企画・設計，システム
運営ができる高度専門職業人，また中小企業診断士や証
券アナリスト，税理士などの上級経営専門家及び IT

コーディネーター，システムアナリスト，SEなどの上
級情報処理技術者を養成することです．本専攻の教育研
究の特色は，マネジメントと情報の両分野に精通した学
際的大学院教育，最新の理論・スキル教育とソリュー 

ション型の大学院教育及び理論に基づいた実践的高度専
門職業人の育成を目指していることです．
　次に，入試制度についてですが，社会人特別選抜は小
論文と口述試問及び出願書類を総合して行いますが，受
験の際に提出する書類は 2年制課程の場合は研究志望調
書のみであるのに対し，社会人 1年制課程の場合は，こ
れまでの実務経験や仕事の内容及び大学院進学目的につ
いての実務経験報告書と修士論文の研究課題や研究内容
及び研究方法等の四半期別実施計画についての修士論文
実施計画書を提出しなければなりません．
　本専攻では，社会人 1年制課程も通常の 2年制課程と
同じカリキュラムで教育研究を行っています．講義及び
演習科目において，課題発見，企画・解決方法の提示な
ど一連のプロセスを修得させるために，学生には常に問
題意識をもって課題を発見し，改善のための解決方法を
探すことを求めます．
　また，修士課程の修了要件は講義科目 18単位以上，
演習 12単位以上の合計 30単位の取得と修士論文の作成
です．それを 1年間で行うため，カリキュラムは春学期，
夏学期，秋学期及び冬学期の 4学期制を採用し，年 5回

の修士論文中間研究発表会を行うなど研究指導密度強化
方式となっています．中間研究発表会では，「マネジメン
ト」と「情報」の分野を超えて教員全員が院生に質問やコ
メントを加え，課題を鮮明にし，テーマについて複眼的
な視点から研究できるような指導体制をとっています．
この共同指導体制の短期フィードバック方式と指導密度
強化方式が本専攻の修士論文指導の特徴であり，これに
より短期でレベルの高い研究を完成させ，修士（経営情
報学）の学位の取得を可能にしています．
　更に，本専攻では，社会人に対する専門教育機関とし
て，また再教育の場としての役割を重視し，学外の第一
線で活躍中の経営者や情報技術者など実務経験者を講師
陣に迎えています．
　なお，社会人課程の院生には，税理士，中小企業診断
士，ITコーディネーターとしての会社経営者や会社員，
高校及び大学教員など様々な分野で現在活躍中の人をは
じめ，一部上場企業の経営者を経てライフワークとして，
「経営現場から見たリーダーシップ論」をまとめた 69歳
の大学院生など多彩な院生が学修しています．このよう
な多彩な顔ぶれは，院生同士の相互啓発に有効であるだ
けでなく，また教員にとっても刺激的であるといえます．
少人数教育による教員との学問的かつ人間的な交流は，
県立広島大学大学院経営情報学専攻の魅力といえるで 

しょう．

1年間の短期集中型の修士養成課程

県立広島大学大学院総合学術研究科
経営情報学専攻
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

▲修士論文中間発表会風景

入学試験に関する問合せ

◆ 経営情報学専攻
　公立大学法人 県立広島大学　本部教学課入試担当
　〒 734-8558

　広島市南区宇品東一丁目 1-71

　電話　082-251-9540　FAX　082-251-9545

　メールアドレス　puhnyusi@pu-hiroshima.ac.jp
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小特集　
社会人のための大学・大学院

あなたの学びたいものはここにある

　国立大学法人東京工業大学（以下，東京工業大学）は，
世界最高の理工系総合大学を目指して，日々最先端の研
究に取り組んでいる大学です．したがって，大学院学生
として本学に所属する学生は，最先端の研究に実際に携
わりながら，研究者，技術者として必要な様々な能力を
身につけることができます．
　東京工業大学では，大学院の全専攻で，社会人大学院
プログラムを実施しています．社会人大学院プログラム
の内容は各専攻で異なるため，御希望の専攻に御確認頂
きたいのですが，いずれの専攻においても，社会人とし
ての日常業務と東工大における学業が両立できるよう，
可能な限り配慮がなされています．また，修士課程を修
了されていない方でも，企業での勤務実績などを考慮し
た上で本大学が認定することにより，博士課程への出願
資格を得ることができます．
　なお，社会人大学院プログラムに出願を行うためには，
志願者は，入学時において，各専攻の定める年数以上，
同一企業に正規職員として勤務している必要がありま
す．また，出願時（願書の提出時）には，所定の様式に従
い，企業での研究開発に関する経験を証明する「研究経
験証明書」（所属機関等の代表者または所属長発行のも
の），及び，企業が社会人大学院プログラムに学生とし
て在職のまま通学することを承諾する「派遣承諾書」（所
属機関等の代表者または人事担当責任者等発行のもの）
が必要になります．また，専攻によっては，筆答試験の
うち外国語試験（英語）を行わず，代わりに外部テスト
（TOEFL - iBT，TOEFL -CBT，TOEFL -PBT，
TOEIC）のスコアシート（成績証明書）の提出が必要な場
合があります．専攻によっては入学願書提出時に必要で
すので，早めの準備が必要です．なお，企業などでよく
実施されている，TOEFL-ITPや TOEIC-IPなどの団
体特別受験制度によるスコアシート（成績証明書）は，出
願には利用できませんので，御注意下さい．
　電子情報通信学会の会員に特に関係のある研究分野の
専攻は，以下のとおりです．様々な研究が，様々な専攻
で行われていますので，大学院への入学に御興味をおも
ちの方は，まずは各専攻や研究室のWWWページ，及

び大学院の募集要項などから，志望する研究室の候補を
選び，その志望教員に，事前にコンタクトをとるように
して下さい．また，毎年 10月に開催されている学祭「工
大祭」に合わせて，オープンキャンパスも開催しており
ます．学科や専攻紹介のほか，研究室公開も行われます
ので，御興味をおもちの方は，まずは足を運んでみて下
さい．場所は，東急目黒線・大井町線の大岡山駅下車，
すぐです．

　●　大学院理工学研究科
　　▶　電気電子工学専攻
　　▶　電子物理工学専攻
　　▶　集積システム専攻
　●　大学院総合理工学研究科
　　▶　物理情報システム専攻
　　▶　物理電子システム創造専攻
　●　大学院情報理工学研究科
　　▶　計算工学専攻
　●　大学院社会理工学研究科
　　▶　人間行動システム専攻
　●　大学院イノベーションマネジメント研究科
　　▶　技術経営専攻 （修士のみ）
　　▶　 イノベーション専攻 （博士のみ）

日常業務と両立できる社会人大学院
プログラム

東京工業大学
http://www.titech.ac.jp



報告

1．ま え が き

　MOT専門職大学院は，科学技術を活用し新しいビジネス
を創造し，社会に対して新たな価値を提供し，競争に勝ち利
益を得るためのマネジメントを学ぶところである．このため，
MOT専門職大学院は，先端技術の事業化に関する科目，企
業経営に関する科目など，実践的なMOT教育を実施してい
る．多くのMOT専門職大学院は理工系大学院に設置されて
いるが，それぞれ特色のあるMOT教育を実施している．
　本報告では，日本におけるMOT専門職大学院の多様な
MOT教育を紹介するとともに，東京工業大学を事例に
MOT教育の具体的内容について解説する．

2．MOT専門職大学院の現状

2.1　MOT専門職大学院とは
　（ 1）   MOTとは何か
　MOT（Management of Technology）とは，技術を創造し，
それを知的財産として活用し，事業化・社会化し新たな価値
を創造するイノベーションのマネジメントであり，イノベー
ション創出サイクルのマネジメントである．イノベーション
創出のサイクルとは，イノベーションを持続的に創出するた
めには，新技術により新ビジネスを市場に提供するとともに，
更なる市場ニーズを反映した新技術の創造・新たな事業化と
いうダイナミックな活動サイクルを表現したものである．な
お，カリフォルニア大学バークレー校は，工学研究科とビジ
ネススクールが共同でMOTプログラムを運営しており，
MOTを「ハイテク製品を市場に届けることに関連する活動
の集合」と定義している．
　ビジネススクール（MBA）で学ぶマネジメネントが，存在
する技術・ビジネスを前提にした企業成長のマネジメントで
あることが中心であるのに対し，MOT大学院で学ぶマネジ
メントは不確実性の高い新たな価値創造（イノベーション）の
マネジメントであるということができる．しばしばMOT教

育は，「技術の分かる経営者を育てる」，「経営の分かる技術者
を育てる」といわれることがあるが，「イノベーション創出を
主導する経営者・技術者を育てる」がより適切な表現である．
　日本においてMOTが注目されるようになった背景は，
2003年度から経済産業省が，イノベーションを主導できる
技術経営人材を育成プログラムの開発を推進したことによ
る．それは，日本企業は研究開発投資を積極的に行っている
ものの，新事業の創出，新たな価値創造につながっていない
状況にあるため，市場ニーズに基づき研究開発を効率的に行
い，高い技術力を確実に事業化に結び付けることができる，
技術と経営の両方に通じた技術経営人材（MOT人材）の育成
を図ったものである．
　（ 2）   MOT教育と専門職大学院
　現在，日本において多くのMOT教育（技術経営人材育成
プログラム）が開講され，年間約 4000人がMOTを学んでい
るといわれている（企業内の研修を除く）．日本における
MOT教育プログラムには，次の 4種類がある．
　①　MOT専門職大学院
　②　経営系専門職大学院MOTプログラム
　③　一般大学院MOTプログラム
　④　ノンディグリーMOTプログラム
　MOT専門職大学院は，2003年度以降，次の 8校が設立さ
れている．
　2003年度　芝浦工業大学
　2004年度　東京理科大学
　2005年度　東京工業大学，東京農工大学，日本工業大学，

山口大学
　2006年度　長岡技術科学大学，新潟大学
　経営系専門職大学院が行うMOTプログラムには，早稲田
大学，九州大学，同志社大学，関西学院大学などがある．
　専門職大学院でない一般大学院が行うMOTプログラムと
しては，北陸先端科学技術大学院大学，東北大学，立命館大
学，東京大学などがある．

日本におけるMOT専門職大学院の現状

田辺孝二　東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科
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　ノンディグリーMOTプログラムは，大学または民間企業
が実施しているもので，民間企業では，あいサポート，グロー
ビス，東レ経営研究所などがある．
　（ 3）   MOT専門職大学院の特徴
　MOT専門職大学院は，MOTに関する「高度の専門性が求
められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う
ことを目的」とするもので，法科大学院などと同様に専門職
大学院として次のような規定が設けられている．
　・必要専任教員中の 3割以上は実務家教員
　・体系的に教育課程を編成
　・事例研究，現地調査，双方向に行われる討論など実践的
　　な授業の実施
　・客観性及び厳格性を確保するため，成績評価基準の明示
　・授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及
　　び研究の実施
　修了要件に修士論文はなく，40単位程度の科目の修得と
ともに，プロジェクトレポートなどの作成が求められている．
通常は 2年間の在学期間が必要だが，大学院によっては他大
学院での修得単位を認めることにより，1年間で短縮修了で
きる．
　入学者は社会人を中心としており（社会人のみを対象とす
る大学院と，就職経験がない学部卒業生も対象とする大学院
がある），授業はほとんどが平日夜と土曜日に行われている．
同年齢の学生しかいない一般大学院と異なり，多様な年齢，
多様な産業，多様なバックグラウンドをもつ学生が入学する
ため，深い議論を行うことができ，また幅広い人脈形成がで
きる．
　MOTの授業は，講義，討論，演習，ケーススタディ，グルー
プ学習，フィールドスタディ，インターンシップなど実践的
な授業形態が採用されている．こうした実践的な授業では，
学生はMOT教育サービスの「学ぶ側」の立場だけではなく，
自らの経験・考えを積極的に発言することが求められ，質の
高いMOT教育をともに実現する「教える側」の立場でもあ
る．
　（ 4）   MOT専門職大学院の意義
　MOT教育は，専門職大学院のみならず，上述のMOT教
育プログラムや企業内においても実施されており，それぞれ
固有の意義を有している．MOT専門職大学院によるMOT

教育の意義は次のように考えられる．
　第 1に，理論と実践に基づく技術経営を学ぶことができる
ことである．MOTの研究・教育の専門家を有する専門職大
学院だからこそ，現実の実践ケースを抽象化し，最新の論文
や理論に基づくMOT教育を行うことが可能となる．
　第 2に，多様な考え方・経験，成功・失敗事例を学ぶこと
ができることである．MOTは一般解の世界ではなく特殊解
の世界であり，多様な考え方や事例を知ることや，異なる経
験・見方を有する教員・学生との討議が極めて重要であるが，
企業内のMOT教育にはない多様性がある．
　第 3に，MOTのみならず先端技術について学ぶことがで

きることである．専門職大学院は理工系の大学院を有する大
学に設置されており，技術そのものについても学ぶことがで
き，イノベーションと密接な関係にある先端技術の「かんど
ころ」を習得できる環境にある．
　第 4に，年齢が異なる多様な産業・企業の学生と人脈形成
ができることである．異業種や同業他社から多くの優秀な学
生が入学しており，ディスカッションやグループ活動をベー
スとする講義・演習を通して，広範かつ深い交友関係やネッ
トワークを形成することができる．

2.2　日本の MOT専門職大学院
　現在，日本には 8校のMOT専門職大学院が設立されてい
る．それぞれが特色あるMOT教育を実施している．各校の
目的，特色を以下に紹介する（技術経営系専門職大学院サイ
ト［1］等から抜粋）．
　（ 1）   芝浦工業大学大学院　工学マネジメント研究科
　技術展望力や戦略構想力が身に付く MOT教育により，
「経営のわかる次世代の技術幹部」や「技術のわかる次世代
の経営幹部」になる人材を養成

　●　目的
　高度化，複雑化する現代社会では，技術の全体像を展望す
る力がますます求められるようになってきている一方，技術
中心の発想で生み出された製品，サービス，システムは，市
場ニーズに合致していないことが少なくありません．した
がって，企業活動の最前線で活躍するリーダには，技術展望
力と同時に，「経営や戦略を構想する能力」や「市場とマーケ
ティングについてのセンス」も重要になってきています．工
学マネジメント研究科では，MOT教育を通じて技術展望力
や戦略構想力を身に付けてもらい，将来，「経営のわかる次世
代の技術幹部」や「技術のわかる次世代の経営幹部」になる人
材を養成していきます．
　●　特色

－MOTの学位を取得できる日本初の専門職大学院で
あり，芝浦工業大学が約 80年にわたって培ってきた
工学教育をベースに設けられています． 

－文理融合型科目群で，技術経営力を養成します． 

－実務と理論を有機的に融合した実理融合型教育を行
います． 

－学外との連携を重視し，教育現場で有効に活用しま
す． 

－多種多彩な職種，業種の実務経験者による多様な発想
の集約で高い教育効果を実現します．

　（ 2）   東京理科大学大学院　総合科学技術経営研究科
　理学と工学が一体となった「総合科学技術」と「経営」の
実践的融合を図った教育で，次代を拓く人材を育成

　●　目的
　これまで科学技術は，人々の生活を豊かにし，経済社会の
発展に寄与してきました．
　しかし，今我が国では，科学技術が産業の競争力に結び付
かないという問題に直面しています．欧米の技術や発想を改
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報告

良研究するという，これまでのキャッチアップ型を脱却し，
萌芽的研究を製品化し，新事業や新市場を創出することが求
められているのです．
　そこで，東京理科大学はこれまでに築き上げた科学技術研
究を通じて得られる成果を基礎に，技術開発から市場化への
プロセスにおける一連のイノベーションを担う人材の育成を
目指します．
　●　特色

－「理学の普及をもって国運発展の基礎となす」という建
学の精神に基づくMOT教育を実践しています． 

－産学連携メリットを生かした実践的教育を実施して
います． 

－科学・技術・市場をつなげる技術経営の実践的能力を
備えた人材を育成します． 

－社会人が学びやすい環境とシステムに配慮していま
す．

　（ 3）   東京工業大学大学院　イノベーションマネジメント
研究科

　グルーバルな視野と高い倫理観を持ち，イノベーション
創出のリーダとして活躍できる能力を持つ人材の育成

　●　目的
　本研究科技術経営専攻（専門職学位課程 :修士）は，技術を
創造し，知的資産として事業化・社会化するイノベーション
創出サイクルのマネジメントに秀でた，リーダとして活躍す
る実践的人材を育成します．
　本研究科では，アメリカ流MOTの優れた部分を導入する
一方で，今日までの我が国　「ものづくり」の強みや日本独自
の企業文化・マーケット文化に根ざした 「和魂洋才」ともい
うべき日本型MOTの教育を通じて，国内外で活躍する
MOT人材を育成しています．
　また，本学の他研究科の全面的な協力を得て，MOTを学
びながら実際に最先端の技術を体感し，ビジネスへのヒント
を模索することが可能です．各分野で最先端の研究が行われ，
新しい技術に触れる機会に恵まれている東京工業大学だから
こそ実現できるMOT教育です．
　●　特色

－常に最新の優れたケース教材の提供とリーダシップ
の養成 

－最先端の研究が行われている東京工業大学ならでは
の，技術経営と先端技術を体得できるカリキュラム 

－多彩な教授陣による総合型MOTプログラムの提供
と人脈構築 

－産官学連携によるMOTプログラムの提供 

　（ 4）   東京農工大学大学院　技術経営研究科
　技術リスクを予見し，豊かな社会を実現する

　●　目的
　先端技術の事業化においては，事業の創出・拡大・維持の
それぞれの局面に様々な技術リスクが潜在しており，時には
牙をむいて経営者を襲い事業を破壊に導きます．本専攻では，

日本で初めて事業経営に伴う技術リスクをいかにして経営者
のコントロール下におき，最小化していくかという観点でカ
リキュラムを編成し，真に先端技術の事業化を担い得るス
マートマネージャの育成を目指します．
　●　特色

－産学連携実績を社会に還元致します． 

－リスクを事前に予測し，最小化できる能力をもつ人材
を育成します． 

－学内に産官学連携・知的財産センター，インキュベー
ション施設，ベンチャービジネスラボ，TLOを完備
した，徹底した実践重視の教育を行っています． 

－豊富な実務家教員，客員教授らの実体験に基づいた実
務に応用可能なノウハウと専門的スキルを提供して
います． 

－田町と小金井のキャンパスをリアルタイムに結ぶ万
全の eラーニングシステムで，社会人学生の利便性
を高めています．

　（ 5）   日本工業大学大学院　技術経営研究科
　ものづくりに優れた独創的，実践的な技術者の育成．実
効のあがる技術経営教育で，日本の技術社会に寄与

　●　目的
　技術系経営者や技術者に不足がちな，技術経営の基礎及び
実践的知識と技術を，実務経験豊富な教授陣を通じて教育致
します．教育体制としては多忙な社会人の実情に合わせると
ともに，変化の激しい企業の経営環境に配慮し，短期（1年）
かつ平日夜間と土曜日を主体とした集中的かつ効率的な教育
を目指しています．
　これにより，上記対象者の技術経営領域での実務能力を高
め，中堅・中小企業における経営戦略，新事業開発・展開戦
略，起業戦略などにおける課題発見・解決能力をもつ人材を
育成することを目的としています．
　●　特色

－ 1年間で修士号が取得できます． 

－学歴を問わず，実務経験のある方に門戸を開放してい
ます． 

－実務に役立つ「中小企業技術経営コース」「プロジェク
トマネジメントコース」「技術起業戦略コース」の三つ
のコースで，高度な専門知識を取得できます． 

－「実務家教員」が「高度専門職人材」を育成します． 

－キャンパスは駅から 2分で快適にアクセスできます．
　（ 6）   山口大学大学院　技術経営研究科
　地域経済の自立的発展と，連鎖的イノベーションの創出
を推進できる人材を育成

　●　目的
　日本の各地域には，優れた技術シーズをもちながら戦略的
な事業拡大につながらない中小企業や，専門分野の知識と実
践能力をもつ人材を抱えているものの，地域におけるイノ
ベーション創出につなげられない中核企業が多く存在しま
す．これらの企業に欠けているのは，経営者を技術経営の立
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場で支援する人材や，複数の技術分野を横断的に俯瞰できる
戦略的マネジメント能力をもつ人材です．
　山口大学専門職大学院技術経営研究科（専門職大学院）で
は，MOT（技術経営）教育を通して，技術と経営の双方に精
通し戦略的思考ができる人材を育成し，地域経済の自立的発
展と連鎖的なイノベーションの創出を目指します．
　●　特色

－個人別の履修指導：本研究科では入学時に受講生の経
歴と希望を考慮した履修指導を行い，高度の戦略的
思考力とスキルを備えた技術経営人材の育成を目指
します． 

－地域に根ざした教育：本研究科のカリキュラムの特色
の一つは，「地域」に関する科目を開設していることで
す．「地域経済論」と「地域イノベーション論」では，特
に西中国地域を題材として地域におけるイノベー 

ションと産業活性化について講義を行います．
　（ 7）   長岡技術科学大学専門職大学院　技術経営研究科
　国際標準の安全理論，安全法規の基礎の上に立ち，安全
技術とマネジメントを総合的に応用する能力を有し，安全
確保に係わる実務のできる人材の育成

　●　目的
　我が国の安全神話の崩壊が叫ばれて久しく，問題の深刻さ
が増しています．自動回転ドアでの多くの事故，自動車ホイー
ル取付けハブの強度不足による事故とそれにかかわる隠ぺ
い，更に，JR福知山線の脱線事故による大惨事など社会の
安全を揺るがす新たな問題が次々と発生しています．
　長岡技術科学大学専門職大学院技術経営研究科「システム
安全専攻」では，国内外の安全規格・安全法規の基礎の上に
立ち，安全技術とマネジメントを統合的に応用する能力を養
成し，安全確保にかかわる実務ができる人材を育成すること
を目指します．
　●　特色

－安全対応の中核人材を育成します． 

－企業等の安全業務にかかわる有資格者育成します． 

－在職のまま学べるよう，土日に集中講義を行い，また
eラーニングを活用しています． 

－所属企業の現場を題材に演習し，企業内の問題解決，
安全管理に直結する実践的なカリキュラムを実施し
ます．

　（ 8）   新潟大学専門職大学院　技術経営研究科
　新潟における地域企業から求められる「経営品質を持続
的かつイノベイティブに向上させる能力とスキルとを有す
る高度技術管理者と事業後継者・高度経営管理者」 を養成

　●　目的
　新潟大学大学院技術経営研究科（新潟大学MOT）は，新潟
地域の産業が抱える，いかに科学技術の成果を自社の技術コン
ピタンスや市場と結び付けるか，という課題を技術と経営の
融合に基づく統合的マネジメントの視点から解決し，「経営品
質を持続的かつイノべイティブに向上し得る能力とスキルと

をもつ高度専門職業人」育成の必要性にこたえることを目的
としています．
　新潟大学専門職大学院技術経営研究科は，実務経験をもつ
社会人を主対象とした夜間・週末教育とし，社会科学と自然
科学の知の融合を目的としたケース利用，グループワーク，
テクニカルヴィジットの実施などで学生の実際の意思決定場
面での能力を高めることを目指し，実務家教員を採用して実
践的な教育を徹底して行います．
　●　特色

－経営品質を持続的かつイノベイティブに向上させる
能力とスキルとを有する高度技術 

－管理者と事業後継者・高度経営管理者の養成

3．東京工業大学の MOT教育

3.1　MOT専門職大学院の技術経営専攻
　東工大は 2005年度からMOT教育に取り組んでいる．
2005年 4月に 6番目の大学院として設立されたイノベー
ションマネジメント研究科には，MOTを学ぶ修士課程（専
門職大学院）の技術経営専攻（1学年定員 30名）と，日本では
最初のMOT博士後期課程のイノベーション専攻（1学年定
員 7名）が設置されている．
　MOT専門職大学院である技術経営専攻においては，企業
におけるイノベーション創出を担い，将来の CTOや CEO

となる人材を育成するために，技術経営戦略科目群（技術経
営概論，技術戦略論，イノベーション論，R & D戦略，技
術マーケティング，品質マネジメント，イノベーションと産
官学連携，ネット社会のビジネスモデル，コンピテンシー・
ディベロップメントなど），知的財産マネジメント科目群（IP

マネジメント，知的財産権法，実践的知的財産保護，R＆ D

戦略と知的財産戦略，企業経営と知的財産活動など），ファ
イナンス・情報科目群（金融工学，コーポレートファイナンス，
金融リスクマネジメント，組織戦略と ICT，セキュリティ
マネジメントなど），ゼミ・インターンシップ科目群，技術
科目群を体系的に配備し，ケーススタディやグループワーク
に基づく対話や討論を通して技術経営分野でのリーダシップ
を涵養している．
　40単位以上の単位取得とプロジェクトレポート（修士論文
に対応するもの）合格をもって技術経営修士（専門職）を授与
し，創立 3年目を終えた 2008年 3月まで 61名の技術経営修
士を輩出している．
　専門職大学院である技術経営専攻では，教員組織面ではほ
ぼ全員が実務経験を有する 11名の専任教員に加えて，最先
端技術とその応用への指導のため技術分野をほぼ網羅した世
界的に活躍する本学教員 12名を協力教員として配備し技術
科目の履修等に配慮するとともに，客員講座を配備し企業
トップや弁護士等の専門家の客員教授を招いた教育を行って
いる．
　修士課程の入試は，8月と 12月に実施している．8月入試
は募集人員 20名で，社会人出願と一般出願を対象とし，12
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月入試は募集人員 10名で社会人出願のみを対象としている．
8月入試で合格した場合，10月に入学することもできる．平
成 19年に実施された入試の志願者数は 96名（平成 18年は同
88名）と，定員の 3倍程度の高い倍率が続いている．入試合
格者の約 60％が社会人である．
　修士課程の標準修了年限は 2年であるが，既に修士を取得
していたり，成績優秀な社会人学生の場合は最短 1年での修
了も可能である．

3.2　東工大 MOTの特徴
　東工大MOTは，全学支援の体制のもとで，グローバルな
視野と高い倫理観をもち，イノベーション創出サイクルのマ
ネジメントに秀でた実践的人材を育成することを目的として
おり，次のような特徴のあるプログラムを提供している．　
　■イノベーション創出に対応する総合型MOT

　「技術経営戦略」を中核として，「知的財産マネジメント」，
「ファイナンス・情報」の三つの領域を専門分野とする 11名
の専任教員を配置し，イノベーション創出に関する五つのマ
ネジメントスキル（①技術経営戦略，②知財マネジメント，
③事業創出，④情報技術戦略，⑤ファイナンス）とリーダシッ
プを養うための総合型MOTプログラムを提供している．
　■東工大ならではの「技術経営」と「先端技術」の受講
　技術経営専攻におけるMOT講義だけではなく，東工大で
は他の研究科の講義を受講することが自由にできるのが特徴
である．取得すべき 40単位のうちMOT科目を 22単位以上
履修する必要があるが，18単位は他研究科で開講される科
目を履修できるため，自分の関心に応じてバイオ，ナノテク，
ロボットなどの先端技術分野を学ぶことができる．最先端の
研究を行っている東工大ならではのカリキュラムである．
　■各自の将来像に合わせたカスタマイズド履修
　MOT科目についても，学生が各自の目的・将来像に応じ
て，アラカルト的な履修を可能としている．知的財産マネジ
メント分野や金融工学分野を集中的に学習することも可能で
ある．また，入学当初から専任教員の研究室への配属を行い，

各自の希望に基づいて決められた指導教員から個別に指導を
受ける．研究室における先輩・後輩との交流は，学年を超え
た幅広い人脈形成に役立っている．

3.3　 制度面の進化─デュアルディグリーとノンディ
グリー

　日本におけるMOT教育，専門職大学院はスタートして間
もないため，学生・企業の要望等に応じて，制度面，カリキュ
ラム面において絶えず改善を図っている．学生ニーズを反映
するために毎学期末に授業評価アンケートを実施しており，
学生派遣企業・産業界のニーズを知るため，意見交換を行う
定期的な懇談会を実施している．提出された要望をもとに，
土曜開講（2005年度後学期から実施），土曜開講科目のロー
テーション（2007年度から実施）などを行うとともに，次の
ような新しいMOT教育制度を立ち上げた．
　（ 1）   デュアルディグリープログラム（2006年度開始）
　東工大の博士課程学生に対して，技術経営専攻にも在籍し，
博士学位と技術経営修士（専門職）の同時取得を目指すことが
できる制度である．先端技術の研究を行うとともに，技術経
営を学ぶことで実践的な能力を高め，大学院修了後に直ちに
実社会で活躍できる人材（高度専門職業人）を育成することを
目的としている．授業料は博士後期課程分のみである．
　これまで 13名の博士学生が入学し，3名が修了している．
修了した学生が就職活動で企業を訪問し，企業側から「そう
いう学生を求めていた」といわれたとのことである．今後デュ
アルディグリー学生が増加することを期待している．
　（ 2）   社会人向けMOTプログラム（2008年度開始）
　文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログ
ラム」に「企業内社会人のキャリアアップを支援するMOT」
が採択され，学位を授与しない社会人向けノンディグリー
MOTプログラムを 2008年 4月から開講した．東工大とし
て受講料を頂き，実施するものである．
　週 1回 1時間半の授業を 1年間受講して， MOTのエッセン
スを学ぶ．同プログラムの受講について，今年 2月に募集を

図 1　東工大MOTプログラム

技術経営戦略

技術 ＋ ＋

権利化・戦略的活用創造 新規ビジネス開拓

知的財産マネジメント分野

ファイナンス・情報

イノベーション創出サイクル

技術経営戦略分野
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行ったところ，ホームページ掲載後 1週間で定員（15名）を
上回る応募があるなど，来年度は同プログラムを複数実施す
ることを検討している．

3.4　カリキュラム面の進化
　（ 1）   カリキュラムの拡充
　学生の要望等に対応して，カリキュラムの拡充を行ってい
る．
　2006年度に「技術経営インターンシップ」の科目を設け，
インターンシップを単位として認めることにした（1か月間
のインターンシップを評価し 2単位与える）．
　2007年度には，「経営の歴史と理念」，「先端技術とイノベー
ション」，「イノベーションと標準化」，「テレワーク概論」，「技
術移転論」，「知的財産権侵害実務」，「計算ファイナンス」，「金
融リスク管理の最先端」，「金融工学特論 1」，「ディベートの実
践」，「リサーチ・リテラシー演習」の 11科目を新設した．
　2008年度は，「ライフサイエンス知財と国際制度」，「技術者
倫理とリスク管理」を新設するなど拡充を図っている．
　（ 2）   グルーバルな視点の醸成
　イノベーションマネジメント研究科は，MOTの普及・啓
蒙のために，年数回のセミナー・シンポジウムを開催してい
る．セミナー・シンポジウムの開催において，グローバルな
視点からの経営・技術戦略に焦点を当てた．
　・MOT特別セミナー　
　　 2007年 10月　「グローバル時代のイノベーション戦略」
　　 2008年 5月　 「グローバル競争に打ち勝つ技術経営」
　・国際産学官連携セミナー
　　 2007年 12月　「アジア地域における国際的産学官連携」
　また，MOTを学ぶ学生に海外の経営者を訪問し意見交換
する機会を与えるビジネストリップを企画した．2007年度
は上海及びシンガポールを訪問した（参加学生数は延べ 18

名）．今年度は，シリコンバレーへのビジネストリップを実
施する予定である．

3.5　経営者から学ぶ MOT

　（ 1）   MOT科目「経営者論セミナー」
　東工大MOTが目指す教育の理念は，米国流MOTの優れ
た部分を導入するとともに，日本の「ものづくり」の強みや日
本独自の企業文化に根差した日本型MOTの教育により，世
界で活躍するMOT人材を育成していくことである．
　こうした観点から，経営者自らが日本企業において実践し
た優れたMOT，すなわち日本型MOTというべきものを学
ぶ授業科目が「経営者論セミナー」である．
　「経営者論セミナー」は，前学期の毎週土曜の夕方に，JR

田町駅近くの東工大田町キャンパスにおいて開講されてい
る．
　技術を活用し，イノベーションを推進し企業業績を向上さ
せている経営者をゲスト講師として招き，ゲスト講師の講演・
質疑応答などを通して，経営者が培ってきた技術経営の理念・
方法を学ぶ授業科目である．単に経営者の講演を聞く授業で
はない．

　ゲスト講師の経営理念や企業の業績などを担当グループが
講演の前週の授業で発表し，予備情報を共有し，予備知識を
もって講演に臨む．講演当日に，ゲスト講師には 1時間の講
義，1時間の質疑応答の計 2時間の授業を行って頂く．授業
の後に，学生有志がゲスト講師を囲み 1時間ほど懇談させて
頂く．3時間にわたって経営者の謦咳に接することから多く
のことを学ぶことができる．
　2時間の授業内容は，ビデオ撮影し，eラーニング用のコン
テンツとして，受講生に提供される．受講生は自宅でインター
ネットを通して，講演を繰り返し見ることができる．受講生
は，翌週の授業前日までに，ゲスト講師から学んだこと・考
えたことを 1000字程度のレポートにまとめ提出する．翌週
の授業では，そのレポートをもとにゲスト講師から学ぶこと
や経営者の判断の理由をグループで討議し，その結果をクラ
スで発表し，意見交換する．このように，1人のゲスト講師
に 3週間の授業をかけているのである．
　2008年度の「経営者論セミナー」のゲスト講師は，坂根正
弘コマツ会長，滝久雄ぐるなび会長，蛇川忠輝日野自動車会
長，関誠夫千代田化工会長，南場智子 DeNA社長である．
この 3年間の他のゲスト講師は，鈴木修スズキ会長，大星公
二 NTTドコモ元社長，大竹美喜アフラック日本社創業者，
松坂敬太郎ヒロボー社長，飯塚哲哉ザインエレクトロニクス
社長，山田眞次郎インクス社長，木村佳司メディネット社長
などである．
　（ 2）   企業における三つの革新
　経営者論セミナーのゲスト講師が話されたほとんどの事例
から，高い競争力と好業績を上げている企業では，三つのイ
ノベーション（革新）が実現されている．
　第 1は，ビジネスイノベーション（事業革新）である．
　企業が競争力を確立・維持するためには，新技術を創造・
活用し，顧客が求める新製品・新事業を創出するプロダクト
イノベーションや，製造方法の効率化などプロセスイノベー
ションを不断に実現していくことが不可欠である．いかに新
製品・新事業を構想し開発するか，新事業にふさわしいビジ
ネスモデルをいかに構築するかなど，MOTの重要なテーマ
である．
　第 2は，組織イノベーション（組織革新）である．
　企業が新たなビジネスに成功するには，新たなビジネスに
対応した新しい組織（社員の能力や意識，組織体制）が構築
される必要がある．この新しい組織の構築が，組織イノベー
ションである．従来のビジネスとは異なって，新ビジネスが
画期的であればあるほど，従来のビジネスに対応していた組
織・人材・意識では対応できないという問題が生じる．事業
革新を成功させるためには，いかにコアコンピタンスを進化
させ，どのように組織を革新し，社員の意識改革を行うかが，
MOTの重要なテーマである．
　第 3に，経営イノベーション（経営革新）である．
　経営者自ら経営のイノベーションを行うことである．ビジ
ネスイノベーションを推進するために，企業の目指す理念・
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ビジョンを明確にし，トップ自らがイノベーションを主導し，
社内のビジネス常識を破壊して，新たな組織に再生する組織
イノベーション活動に取り組む．経営者自らが現場の状況を
把握し，自ら考え，会社の進むべき方向を示す．こうした経
営のイノベーションは，技術や社会が変化する中で継続的に
事業イノベーションが創造される企業となるために不可欠で
ある．経営者が担う経営イノベーションもMOTの重要な
テーマである．
　この三つの革新が行われることによって，イノベーティブ
な企業として競争に勝つことができる．企業経営において
MOTがますます重要になっているのは，経営者自らが技術・
市場に対する理解・知見をもち，事業革新，組織革新，経営
革新というイノベーションに取り組むことが求められている
からである．

4．む　す　び

　MOT専門職大学院の課題は，創設されて間もないことも
あり，MOTとは何か，MOT専門職大学院の教育内容は何か，
社会人や企業に十分に理解されていないことである．
　本報告がMOT及びMOT専門職大学院の理解に役立ち，
MOT専門職大学院と企業との結び付きが深まり，日本にお
ける活発なイノベーション創出につながることを期待した
い．
 

　参考サイト
 ［1］ 技術経営系専門職大学院サイト
  http://www.motjapan.org/

 ［2］ 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究
科サイト

  http://www.mot.titech.ac.jp/

 （平成 20年 9月 16日受付）
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1．ま え が き

　科学技術に携わる者にとって，個人としての国際標準を
もっている称号は，いうまでもなく博士の学位である．その
一方で，我が国における博士の学位は様々な議論にさらされ
ている．その中には，我が国固有の事情と，科学技術におけ
るモビリティの増加と企業活動の国際化という両側面が同時
に見られる．
　あらゆる称号の中で博士の学位ほど，長い歴史とともに権
威づけられており，国際的に通用するものは少ないであろう．
しかしながら，読売新聞での連載にあったように，博士は足
の裏の米粒にたとえられるのだそうである．つまり，「取って
も食えないが取らないと気になる」のだそうである［1］．大学
に奉職する理科系の教員にとっては，博士の学位は必須条件
であるが，これと対照的に企業からの評価は低いようなので
ある．
　上のたとえは，博士の学位の真の値打ちを意味するという
よりも，我が国の企業における評価の低さの方を表している
ように思われる．この評価の当否はここで論じるにはあまり
に大きすぎるテーマであるが，それでは，博士の学位は企業
に勤務する研究開発担当技術者には不要なものであろうか．
本報告が対象とする理工系技術者に関する限り，答は否であ
るという調査結果が示されている ［2］．図 1は社会人を対象
に［2］が実施し博士の学位取得に対するニーズ調査の結果を
示している．また図 2は企業の人事担当者を対象に行った調
査結果を示している．この結果からも，企業に勤務する技術
者の多くが博士の学位を望んでおり，企業側も（特に研究開
発関係において）それを望んでいる様子が分かる．
　このような社会的な背景の中，主に修士課程を修了し，企
業に勤務する技術者が学位を取得する主な方法は，論文博士
制度であると思われてきた．ところが近年，論文博士制度を
見直そうという動きが高まってきている．その一つの理由は，

論文博士制度が国際的にあまり見当たらない我が国独特の制
度であるためである．急激にグローバル化する経済活動の中
で，我が国独自の制度が今後も国際的に認知されていく保障
はない．そう考えると，課程博士の制度の中で学位を取得す
る方が本筋であろう．しかしながら，休職することなく，企
業に勤務しながら，3年間の博士の課程を修了し，博士論文

学位取得のための早期修了制度とそのシステム化について

宮本定明　筑波大学システム情報工学研究科リスク工学専攻

吉田健一　筑波大学ビジネス科学研究科企業科学専攻

大澤義明　筑波大学システム情報工学研究科社会システム・マネジメント専攻
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凡例

これまでの研究成果や業績を博士
論文としてまとめたい

既に取得している学位とは異なる
分野の博士号をとりたい

博士号よりもＭＢＡなどに直結し
た分野に興味

博士号よりも経営管理に関する能
力を高めることに関心

海外の技術者や研究者と交流する
とき，博士号があった方がよい

勤務時間外のコースで取得可能で
あれば博士号に興味

退職後の楽しみとして博士号を取
得したい

条件が許せば将来博士号を取得し
たい

博士号は自分とは無縁

そう思う＋ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない＋そう思わない

博士号は自分にとってあこがれ

図 1　回答者自身の博士号取得について
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図 2　人事担当者の意見



を完成させて学位を取得するのは，時間的・経済的に大変な
労苦が伴う．このように考えて，企業に勤務する技術者の多
くは，学術的成果もそれなりに上げ，実力も大学等の研究者
に劣らないと自覚しているにもかかわらず，博士の学位を取
得していないのではないだろうか．

2．社会人による早期修了制度利用の可能性

　中央教育審議会では，このような状況にかんがみ，「新時代
の大学院教育」答申（［3］, p.26）の一部に，課程博士でありな
がら，既に研究実績のある社会人に対して，短期に博士の学
位を取得させる短期在学コースを示唆している．現在，この
ような学位短期取得コースは実現していないが，それにある
程度近い制度が現行の博士課程の中にも「早期修了制度」とし
て存在している．
　早期修了制度とは，修士課程 2年間と博士課程 3年間を合
わせた 5年間を 3年間に短縮できるとする制度であり，博士
課程をもつ各大学で実施されている．短縮できる条件として
は，優れた研究業績を上げた場合とされている（大学院設置
基準第 17条）．図 3に［2］が国立大学大学院 405研究科，公
立大学大学院 132研究科，私立大学大学院 28研究科を対象
に，課程博士として学位を取得した社会人の人数を，在学期
間別年度ごとに分類して調査した結果を示す．図の中で黄色
と水色の線が早期修了制度を使った学位取得の人数を示して
いる．年度ごとの有効回答数が変わっており，右上りの曲線
となっているが，早期修了制度を使っての学位取得が難しく
取得者が少ないことは読み取れる．なお，以下では，修士課
程を博士前期課程，博士課程を博士後期課程と呼ぶ．
　早期修了は，本来前期課程からの 3年間を限度とするもの
であるが，大抵の大学院では，修士を修了した後の学生が博
士後期課程に入学するようになっている．仮に，修士課程を
修了した（あるいはそれと同等と認められる）十分な研究業績
のある社会人が博士後期課程に入学した場合，早期修了制度
が適用されて後期課程を 1年で修了し，学位を取得すること
は可能だろうか．
　このことは，原理的には可能である．そのためには，5年
間で達成すべき研究業績と同等以上の優れた成果を得たと認

められる必要がある．このことに関連して生じる問題点を次
に挙げよう．そうすることによって，短期の学位取得という
ことの意味が明らかになってくるのではないかと思われる．
　研究業績が十分にあり，例えば論文博士を申請しようかと
思っている社会人ならば，早期修了制度を利用して学位を取
得することは十分可能であるように一見思われるかもしれな
い．しかしながら，これについては二つの要素について考え
る必要がある．
　一つ目は，十分な成果を上げたと認定されるかどうかであ
る．研究業績のある社会人とはいっても，その業績は企業に
おいて上げられたものであり，それがそのまま博士課程にお
ける研究成果とみなされるとは限らない．成果の認定以前に，
適切な研究指導が伴わなければならず，企業において得られ
た業績に対して適切な指導が可能であるかどうか，むしろ，
一般的には否定的であっても仕方がないと思われる．
　しかしながら，今では，企業における研究を博士課程にお
ける研究テーマとすることを許可している例も少なくはない
と思われる．実際，後に述べる「早期修了プログラム」では，
このことをシステムとして実施している．このように，企業
における研究テーマで研究指導を受けることが認められれ
ば，企業における研究実績が，後期課程における成果とみな
され，後期課程を 1年間で修了することも可能と考えられる．
しかしながら，早期修了のみならず，博士課程全般に関する
ことではあるが，もう一つの問題が存在する．
　更に本質的な問題点として，博士とは何かという大きな問
題がある．筆者らは，この問題に対して十分に答え得るとは
思わない．しかしながら，一つの要点は，「研究業績の量と質
をもって，そのまま学位の資格に十分とみなすことができる
かどうか」というところにあると思われる．
　我が国では，大抵の大学院において，査読のある学術雑誌
に規定以上の本数の論文を発表することが，学位取得のため
に最も重要な条件とみなされている．この考え方をここでは，
論文発表実績主義，と呼ぶことにしよう．
　今，議論を整理するために，（他大学でもほぼ同じと思われ
るが）筆者らが在籍している筑波大学の博士課程において学
位取得に至るプロセスを述べると，所定の単位を取得し，規
定に示された数以上の査読付き論文を発表し，しかる後に予
備審査と本審査に合格し，最終試験に合格すれば，学位が取
得できる，ということになる．この場合，論文発表は学位取
得のための必要条件であって十分条件では決してないのであ
るが，論文発表実績主義では，この条件が十分条件に近い形
で運用されているといえる．本報告の主旨とはずれるが，論
文博士の制度も，この論文発表実績主義に基づくものであっ
て，論文を多く発表していれば，博士の資格があるとみなす
ものであるといえよう．しかしながら，この論文発表実績主
義は，必ずしも国際的に通用するものとは限らない．特に，
我が国では，日本語による学会誌が多く，英語論文を全く書
くことなしに学位を取得することも十分可能である．そのよ
うな場合，国際的に見た評価はどうなのであろうか．
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　このように見てくると，我が国の博士課程も論文発表実績
主義に安住しているとすれば，決してそれは望ましいことで
はなく，単位取得や最終試験を実質化し，博士の学位の質が
外から見ても十分に保証されているようにいっそう努力して
いく必要があることが分かる．
　3年間の後期課程を経て学位を取得する場合は，学修と研
究指導の時間が十分あるため，論文発表実績主義の弊害は比
較的少ない．しかし，早期修了のように短期間で修了させよ
うとした場合で，なおかつ，企業における研究テーマに基づ
いて研究指導をする，といった場合，論文発表実績以外に，
博士の質を保証する手段は極めて限られるのが実態に思われ
る．早期修了が安易な学位取得の道となり学位の質低下をも
たらすことを防ぐための仕組みの整備が必要と思われる．

3．早期修了プログラムについて

　論文博士の制度が現実に存在し，それなりに機能している
一方で，上に述べた諸問題をかかえている博士後期課程にお
いて，早期修了のような短期在学制度を利用して，最短 1年
間で社会人が企業における研究テーマに基づいて学位をとり
たいという場合，学位の質を保証する制度が必要になってく
る．その一つが，以下に述べる「早期修了プログラム」である．
正式名称は，筑波大学大学院において平成 20年度から実施
されている「社会人のための博士後期課程『早期修了プログラ
ム』」である．この章では，このプログラムについて述べる．

　社会人が短期に学位を取得するにあたっては，先に述べた
ような問題が存在するが，この早期修了プログラムでは，達
成度評価システムと，事前履修審査という二つのメカニズム
によってこれらの問題を克服しようとしている．これら二つ
は互いに関連しているが，学生がどのようなプロセスで入学
し，学位取得に至るかを，順を追って述べよう．なお，詳細
は，早期修了プログラムのホームページから見ることができ
る［4］．また，「プログラム」という名称は，専攻やコースと呼
ばれる制度とは違って，既存の専攻の制度の中で実施される
システムであり，独立したコースではない．したがって，そ
のシステムは，既存の専攻等における制度と整合性があるよ
うに作られている．具体的にいえば，課程修了の基本的条件
は，通常の専攻におけるそれと変わりはない．
　このプログラムを履修するには，社会人のための後期課程
入学試験を受験する必要がある．入学試験に合格した後，希
望者に対して，「早期修了プログラム」履修審査が行われる．
審査に合格すると，以下に述べる早期修了プログラムのプロ
セスに従って，履修することになるが，審査に不合格であっ
ても，後期課程に合格していることには変わりはないので，
入学自体は許可されている．言い換えれば，この履修審査は
入学試験ではなく，当該プログラムに対する審査なのである．
　早期修了プログラムを履修しようとする希望者は，次の 3

種類の書類を審査のためあらかじめ提出し，履修審査のため
の面接に臨まなければならない．なお，詳細については，先
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図 4　達成度自己評価書サンプル



に述べたホームページ［4］に記されており，ここでは概略だ
けを述べる．また，研究科・専攻によって，審査にかかわる
詳細は異なることにも注意しておこう．
　（ 1）   研究・実務業績リストと論文コピー等資料
　（ 2）   博士論文の構想
　（ 3）   達成度自己評価書
これらのうち（1）及び（2）は，これまでの研究を学位につなげ
る上で，必要な資料であることは理解しやすいが，（3）に早期
修了プログラムの特徴がある．以下，達成度評価について，
説明しよう．
　図 4は，達成度自己評価書のサンプルであり，早期修了プ
ログラム履修希望者が記入して提出するものである．この図
では，まず 8項目について達成度の自己評価が要請されてい
ることが分かる．それらは次のとおりである．
　①　専門基礎：入学者の専門分野について，博士の学位に
ふさわしいレベルの基礎能力を有しているか．
　②　関連分野基礎：専門に関連した分野について，専門分
野ほど深くはないとしても，博士の学位にふさわしいレベル
の基礎能力を有しているか．
　③　現実問題の知識：現実の問題について，博士の学位に
ふさわしいレベルのセンス・見識を備えているか．
　④　広い視野：博士の学位にふさわしい視野の広さを有し
ているか．
　⑤　問題設定から解決まで：専門的応用能力である問題設
定から解決までのプロセスを理解し，具体的解決に導くこと
ができるか．
　⑥　プレゼン・コミュニケーション能力：博士の学位にふ
さわしいプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力
を有しているか．
　⑦　国際的通用性：専門分野において国際的に通用する学
識を備えているか．

　⑧　学術的成果：博士の学位を授与してよいと判定できる
学術的成果を有しているか．
　これら八つの項目について，それぞれ希望者自身が，博士
の学位にふさわしい到達度を有していると自己判定するかど
うかを，理由とともに記して提出する．次に審査員グループ
が，自己評価書と資料をもとに，本人が努力すれば 1年間で
修了要件を満たし，学位論文を完成させて修了可能である，
と判定すれば，早期修了プログラムの履修が許可される．
　また，ここで挙げた八つの達成度項目は，⑧の研究業績だ
けが，学位のための指標ではなく，他の七つの項目①～⑦に
ついての達成度が学位にふさわしいと判定されて初めて学位
への必要条件が満たされる，とする考え方を表している．
　先に述べた達成度評価システムとは，履修審査から始め，
学位論文の本審査と最終試験に至る一連の達成度自己評価と
判定のプロセスを中心に構成されている．図 5にその概要が
示されている．入学時の履修審査で，早期修了プログラムの
履修が認められた学生は，その後，3か月ごとに行われる中
間審査，予備審査，最終試験の各段階において，図 4と同様
の自己評価書を提出し，達成度をチェックされる．入学時に
は 8項目すべてについて博士にふさわしい達成度である必要
はないが，予備審査時には，すべての項目について，達成度
が博士レベルであると判定される必要がある．予備審査時に
達成度がすべての項目について十分とされた場合，学位論文
の作成に進むことができる．ただし，達成度評価で十分と判
定されても，必要単位を取得し，論文審査に合格しないと学
位が取得できないのはいうまでもない．
　この達成度評価システムは，博士取得に至るプロセスを透
明化し，適切に管理し，在学期間が短くとも学位の質を保証
するシステムとなっていることに注意する必要がある．また，
この達成度評価システムは基本的に証拠主義に基づいてお
り，学生の自己評価も裏付けとなるエビデンスに基づかなけ
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図 5　達成度評価プロセス概要
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ればならない．なお，筑波大学では，この達成度評価システ
ムに対する外部評価を実施しており，その結果を公開してい
る［6］．
　ここで，読者には，いくつかの疑問があることと思われる．
想定される疑問のうち二つについて述べよう．
　一つは，どの程度の研究業績と実績があれば，早期修了プ
ログラムへの申請が可能かということである．これについて
は，先に述べたように，早期修了制度における優れた研究実
績としての基準が各専攻において示されているので，それを
参考にすることができる．また，各専攻では，入学時の自己
達成度評価書の記入例を示しているので，それも参考になる
だろう．大ざっぱにいえば，早期修了プログラムを履修する
ための研究業績は，通常の課程博士と論文博士のそれらの中
間と考えてよい．
　次に生じる一つの疑問として，この早期修了プログラムと，
「プログラムではない一般の早期修了制度」とはどのように関
係しているのかという問題がある．より具体的にいえば，あ
る人が十分な研究業績を有している場合，早期修了プログラ
ムを履修するのがよいか，それとも一般の早期修了制度を利
用するのがよいか，という問題でもある．実は，この疑問に
対して明快に回答するのはそれほど簡単ではない．早期修了
プログラムは達成度評価システムに基づいているため，学位
取得プロセスは適正に管理され，質の保証がされているが，
それだけに敷居も少し高く，4回の達成度審査がされるため
に，面倒なシステムであるともいえる．他方，一般の早期修
了制度では，研究業績の審査は行われるが，達成度評価は行
われていない．同じ学位ならば，一般の早期修了制度の方が，
面倒が少なくてよいと考える向きもあるのは自然である．要
するに，システム化され透明性が確保された，質保証を伴う
プログラムを履修するか，従来の制度を利用するかは，希望
者の選択によるものといえよう．

4．む　す　び

　社会人が博士の学位を取得する一つの手段として早期修了
の制度を紹介した．早期修了制度は，博士課程をもつ大学す
べてにおいて，社会人が学位早期取得のため活用できる可能
性のある制度である．ただし，在学期間が短いゆえに，学位
の取得に至るプロセスは通常以上に注意深く管理しないと，
学位の質の低下を招く可能性を排除できない．前章では，筑
波大学におけるシステムについて述べたが，これと異なる方
法によって学位の質をシステマティックに保証することはも
ちろん可能であろうし，大学によってはそれに取り組んでい
るものと思われる．
　また，短期の在学によって学位を取得しようとする社会人
にとっては，早期修了制度が利用できるかどうか検討する際，
可能ならば，学位の質を保証する制度のもとで学ぶようにす
れば，結局のところ自分にとって有利である．前記の早期修
了プログラムのような制度は，論文博士などに比べて多少と
も面倒で手間が掛かるものではあるが，質保証システムによっ

て学位を取得することの意義は明らかであるからである．
　また，本報告の主旨ではないが，ここで述べた達成度評価
システムは，早期修了プログラムにとどまらず，大学院修士・
博士課程全般に導入を検討すべきであろう．実際，筑波大学
のある専攻では，その動きが始まっている［5］．
　謝辞　本報告を草するにあたって，筑波大学「社会人のた
めの博士後期課程『早期修了プログラム』」運営委員会委員長
田中二郎教授には大変お世話になった．ここに記して謝意を
表したい．
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 ［2］ 筑波大学大学院システム情報工学研究科博士後期課程

社会システム・マネジメント専攻，文部科学省平成 18

年度「先進的大学改革推進委託事業」博士課程「短期在
学コース」の創設に係る課題等に関する調査研究成果
報告書，平成 19年 3月．

 ［3］ 中央教育審議会，新時代の大学院教育-国際的に魅
力ある大学院教育の構築に向けて-答申，平成 17年
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 ［4］ http://www.souki.tsukuba.ac.jp/index.html

 ［5］ http://www.risk.tsukuba.ac.jp/riskhp08/gsgp/

 ［6］ http://www.tsukuba.ac.jp/topics/20080919115823.

html
（平成 20年 9月 9日受付，10月 7日再受付）
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先端オープン講座の歩み
─技術者の専門能力開発への貢献を目指して─

　　井上明也　生涯教育委員会幹事

1．ま え が き

　先端オープン講座は電子情報通信学会における特徴的な活
動として，1983年秋から開講され，今年で 25年目となる．「生
涯教育講座」としてスタートした本講座は，1998年に現在の
「先端オープン講座」に名称を改めて活動を続けている．また，
本講座の目的，位置付け，開講コース，カリキュラムを技術
動向や社会のニーズの変化を考慮して改変してきた．若手か
ら中堅の現役の技術者だけでなく，大学生から第一線を退い
た年配の方まで幅広い支持を受け，これまでの受講者総数は
6000人を超えている．
　本稿では，本講座の活動状況について報告するとともに，
本講座のねらいの一つである能力開発に関する調査結果を紹
介し，今後の可能性について述べる．

2．本講座のねらいと講座の概要

　本講座は，電子情報通信学会がカバーする基礎分野の技術
の体系的理解と習得を目的とした「生涯教育講座」としてス
タートした．しかし、「先端オープン講座」という名称への変
更や，後述する近年の受講者層が表しているように，本講座
への期待は変化・拡大してきた．現在の講座のねらいと特徴
は以下のとおりである．
［本講座のねらいと特徴］
　 ●　 技術者・研究者個人のスキルアップ及び企業における

職域転換に伴う再教育
　 ●　 基礎から専門分野まで幅広く対応
　 ●　 基礎分野における基本的概念の理解と技術の体系的習

得
　 ●　 専門分野における関連技術の最新動向の習得 

　 ●　 学会活動の一環としての低廉な受講料と各分野第一級
の講師陣による直接指導

　 ●　 技術者の継続的な教育・能力開発として位置づけられ
る CPD（Continuing Professional Development）との
連携

　特に，最後の項目の CPDの重要性が高まっている．

［本講座の概要］
　本講座がカバーする分野は，情報通信，デバイス，ソフト
ウェアの 3分野であり，これは開講当時から変わっていない．
コース数やその名称，カリキュラムは，世の中の動向を踏ま
えて毎回見直し，改変してきた．現在は，以下の 3タイプの
7コースが用意されている．
　（ 1）　短期集中コース
　　　 （2日間：5回コースの時間数に相当） 
　　（1-1）　実践的プロジェクトマネジメント 

　　（1-2）　オブジェクト指向と Java技術
　（ 2）　10回コース（3時間× 10回） 
　　（2-1）　情報通信ネットワーク技術
　　（2-2）　システム LSI設計技術
　（ 3）　5回コース（3時間× 5回） 
　　（3-1）　 次世代ネットワーク（NGN）とインターネット及

び IPネットワーク技術 

　　（3-2）　情報通信プロトコル技術
　　（3-3）　情報セキュリティ技術
　毎年，春季は 5月から，秋季は 10月から開講され，10回
コース，5回コースはそれぞれ 10週，5週で修了する．各講
義は，土曜日の 13時から 16時を 1回とするが，短期集中コー
スは土曜日 2回の 2週で修了するため，9時から 17時まで
を 1回としている．

3．最近の取組みと受講者の動向

3.1　活 動 状 況　
　本講座における最近の特徴的な活動状況について報告す
る．
　（ 1）  タイムリーなコース編成とカリキュラムの見直し・

充実
　 ●　 受講者の負担軽減と選択幅を広げ，タイムリーな受講

を促進するため，5回コースを主体とするコース編成を
実施．

　 ●　 「情報通信ネットワーク技術」は 10回コースであるが，
インターネット技術に関する後半 5回を，「次世代ネット
ワーク（NGN）とインターネット及び IPネットワーク技

小特集

社会人のための大学・大学院
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術」として単独で受講可能とした．
　 ●　 情報通信分野の技術変化は早いので，新しい技術動向を

反映した継続的なコース内容の見直しを実施．
　 ●　 「情報通信ネットワーク技術」，「次世代ネットワーク
（NGN）とインターネット及び IPネットワーク技術」に
おける特別講義は，タイムリーなトピックを選定し，
毎年トピックに適した講師による講義を実施． 

　（ 2）  実践的技術習得を目的とした短期集中コースの新設
　 ●　 これまでのソフトウェア関連技術のコースを全面的に

見直し，「実践的プロジェクトマネジメント」と「オブ
ジェクト指向と Java技術」の 2コースを，2日間の短
期集中講座として新たに開設した．

　 ●　 「オブジェクト指向と Java技術」では，ソフトウェア技
術の習得に必須である PCを利用した演習を 2007年秋
季講座から取り入れた．

　（ 3）  新規受講者，大口受講団体の開拓と受講者へのサー
ビス向上

　 ●　 受講者の費用負担軽減のため，本講座の 2回目以降受
講時の割引制度，会員優待割引制度を取り入れてきた
が，優待対象者を拡大するため関連学協会へ本講座の
協賛を勧めている．

　 ●　  映像情報メディア学会・応用物理学会・照明学会・情
報処理学会・電気学会・土木学会等の個人会員の方の
受講料は，本会会員扱いとしている．また，情報処理
推進機構（IPA）利用登録団体及び情報通信ネットワー
ク産業協会（CIAJ），（社）電子情報技術産業協会
（JEITA）の企業会員に属する方の個人受講の受講料
は，維持員に所属する非会員の扱いとしての優遇制度
を取り入れている．

　 ●　 学会誌会告，ホームページによる講座案内のほか，
DM，ポスター配付，メールの配信等による広報活動
の強化を継続している．また，継続的に新聞雑誌への
記事掲載（科学新聞他）を働きかけている．

　（ 4） CPDとの連携に向けた取組み
　 ●　 技術者の継続的な教育・能力開発に対するニーズの高

まりにこたえる取組みとして，本学会員のみならず，
他学会からの受講促進，相互乗入れに向け，本講座に
CPDポイントを付与し，CPDモニタ会員の加入促進
を継続的に実施している．

　 ●　 現在本会の CPDトライアルが開始されたこともあり，
5回コース（短期集中コースを含む）は 15ポイント，10

回コースは 30ポイントの CPDポイントを付与してい
る．

　3.2　受講生の動向
　本講座の開講当時と最近 5年間の受講者について年齢比
率の変化を図 1に示す．生涯教育講座としてスタートした
本講座は，当初，中堅の技術者や年配の方が多く，20代の
受講者比率は 35％であった．最近では，企業の技術者の新
人研修や業務上必要となる新たな専門知識の習得等を目的

とした受講者が増大しており，20代の若手技術者の比率が
50％程度に落ち着いている．
　受講者層は，情報通信業界の企業からの受講者が最も多
いが，他の業界の企業，特許事務所，教員，大学生と拡大
している．
　会員比率は，ここ 4～ 5年間，60～ 70％であり，会員を
主体としたサービスから脱皮し，非会員を含む先端オー 

プン講座形態が定着している．これを契機に学会員となる
受講者もいるので，新規学会員の開拓施策としての役割も
果たしている．
　本講座の受講者に対して受講動機（複数回答）について調
査を行った結果を図 2に示す．ここ数年は，自己啓発より
上司の勧めや業務上の必要性等，研修の一環と見られる受
講者比率が最も多くなっている．今後，社員教育としてだ
けでなく，採用予定学生への入社前教育としての活用も期
待されている．　

4．今後の展望

　本講座の受講者に実施したアンケート調査では，コース
全般にわたり，その内容と質に対する評価は高い．しかし，

図 1　受講者の年齢比率の変化
（＊：2008 年は春季講座のみのデータ）

35％

40％

52％

45％

48％

47％

59％

54％

43％

42％

21％

24％

21％

18％

22％

18％

13％

13％

12％

16％

16％

18％

12％

15％

9％

5％

15％

15％

15％

16％

7％

13％

～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳～

2008年*

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

1987年

1983年

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

図 2　受講動機の変化

16

26

18

33

28

23

33

29

39

15

49

49

41

29

28

16

22

18

42

14

18

7

26

10

18

3

1

1

0

1

2004春

2005春

2006春

2007春

2008春

上司の勧め 業務上の必要性

専門的技術の蓄積・向上 一般的技術の蓄積・向上

教養の醸成 その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

先端オープン講座の歩み─技術者の専門能力開発への貢献を目指して─ 51



ここ数年受講者数は減少を続けており，受講者数の増加に向
けた取組みを継続的に実施している．
　CPDへの取組みの一環として，本学会において 2003年
11月にアンケートによる会員の意識調査が行われた．その
結果は本学会誌において報告されている [1]．この調査にお
いて，本講座についての関心度合についての調査も実施され
た．調査結果では，
　 ●　 本講座の存在を約 60％が知っている，
　 ●　 今後参加する可能性があると約 60％が回答している，
ことが分かった．しかし，この 60％の値が示す潜在需要層
はまだ受講者として顕在化していない．
　今後の取組みに参考になる二つの調査結果を紹介する．
　（ 1）　能力開発基本調査 [2]

　「能力開発基本調査」は，企業，労働者の能力開発の実態を
明らかにすることを目的として，年間の能力開発の方針，教
育訓練の実施状況，自己啓発の実施状況等について，毎年厚
生労働省において実施されている．調査の対象は，全国・全
業種の従業員規模 30人以上の企業から無作為に抽出した企
業，事業所及びその従業員である．平成 19年度の調査は，
平成 19年 11月から平成 20年 1月に実施され，平成 20年 6

月にその結果が厚生労働省のホームページで発表された．
　本講座の今後の活動に関連する調査結果のポイントを以下
に抜粋する．
　◆   労働生産性が高いと認識している企業は，能力開発の

ための制度や取組みについて，「大いに役に立つ」と回
答した割合が，企業全体に比べ，1～ 2割程度高い．
大いに役立つ取組みの上位三つは，計画的なOJT38.3％，

OFF-JT*23.2％，自己啓発 25.3％である（図 3参照）．
　◆   労働生産性が高いと考える事業所ほど能力開発の実施

率は高い傾向にある．
　◆   OFF-JTの実施事業所の比率は，業種別で見ると，金

融・保険業（95.2％）に次いで情報通信業（88.9％）が高
い．

　◆   新入社員に対して，採用後 1年間に OFF-JTを行った
事業所の総時間数の 1社当り平均は 91.6時間である．
業種別で見ると，OFF-JTの 1社当り平均時間は電気・
ガス・熱供給・水道業（351.4時間）に次いで情報通信
業（220.0時間）と金融・保険業（149.9時間）が長い．

　◆   能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」と
する事業所は 77.3％である．問題点の内容（複数回答）
としては，「指導する人材が不足している」（50.5％）と
「人材育成を行う時間がない」（47.3％）の回答割合が高
い．

　（ 2）　教育機関の情報収集に関する調査 [3]

　本調査は，インターネットアンケート・サービス「gooリ
サーチ」を提供する NTTレゾナント株式会社と慶應義塾大
学が，全国の gooリサーチ登録モニタを対象に実施したもの
である．この調査では，趣味・教養・実用から大学や大学院
への進学まで，何らかの教育機関での学習を希望するモニタ
に対し，各種教育機関へのニーズについて調査したものであ

図 3　 労働生産性が高いと認識している企業における能力開発の制度や取組みの労働生産性への
役立ち度別企業数の割合
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 *通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいい，例
えば，社内で実施（労働者を 1箇所に集合させて実施する集合訓練など）
や，社外で実施（業界団体や民間の教育訓練機関など社外の機関が実施す
る教育訓練に労働者を派遣することなど）がこれに含まれる．
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る．この調査における教育機関は，短期講座の実施機関より
学校を想定しているが，教育機関を選定するポイントは参考
になる情報である．以下に，関連する結果の要約を示す．
　◆   教育機関に関する情報収集手段は，「公式Webサイト

閲覧」などインターネットが中心．
　◆   学びたい教育機関に期待すること（複数回答可）は，「費

用負担の少なさ」の 53.8％と「授業の分かりやすさ」が
42.3％で最も高い．

　◆   教育機関を選定する際に重視する基準は，「授業の質」
が 52.7％で最も高い．

　前述の二つの調査結果も，本講座が時流にマッチした活動
であることを示しているが，技術者の能力開発を目的とした
教育講座に対する要求は，その技術領域，内容，レベル等に
関して多様化している．このため，本会会員，及び関連分野
の技術者の実業務に直接役立つ内容をすべてカバーすること
は，技術の領域の広さとその変化の早さのため，非常に難し
い．タイムリーにかつピンポイントで需要の多い内容の講座
を提供する民間の講座とは差異化し，学会が提供する講座の
独自性を明確にする必要がある．体系的に知識を確認，整理
することを目的とする層や，基礎的な技術を体系的にかつ網
羅的に習得する必要がある層を想定した内容に特化したコー
ス設計をする必要があるのかもしれない．
　今後も本会会員に限らず，多くの方々に本講座を積極的に，
かつ有効に活用して頂けることを目指した活動を続けていく
予定である．
　最後に，長年にわたり生涯教育委員会の活動を推進してこ
られた歴代の委員長，委員，学会事務局の皆様，並びに質の
高い講義により本講座を支えて頂いた講師の方々に深く感謝
したい．
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図 4　学びたい教育機関に関する情報の収集手段（複数回答）
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［先端オープン講座の予定］
　次回，先端オープン講座は 2009年 5月 9日（土）～ 2009年 7

月 11日（土）に開講予定．開講講座の詳細と申込みは，http://

www.ieice.org/jpn/event/education.html
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　本論文では，フリーのネットワークシミュレータ ns-2

を用いてトランスポート層プロトコルのシミュレーション
を行う方法について解説する．具体的には，ソフトウェ
アのインストール，シナリオファイルの記述，シミュレー
ションの実行，ログの取得方法などの基本的事項，更に，
TCPのふくそう制御方式の改造方法について説明する．
更に，トランスポート層プロトコルの性能評価を行う際
の性能指標や評価の際の注意点についても解説する．

ネットワークシミュレータ，ns-2，トランスポート層プロトコル，
TCP（Transmission Control Protocol），シミュレーション

1．まえがき 　　

　近年，インターネットに接続されるルータや計算機な
どのノード数，及びインターネットを利用するユーザ数
が爆発的に増加している．例えば，インターネットに接
続されている計算機の台数は，2004年 7月に約 2億
8,000万台であったのに対して，1年後の 2005年 7月に
は約 3億 5,000万台に，更に 1年後の 2006年 7月には
約 4 億 4,000万台に増加している [1]．これは，1年当
り約 25％の指数的増加に相当する．また，無線ネット
ワーク技術や光ネットワーク技術に代表される様々な種
類のネットワーク技術の発展により，インターネットは
より大規模化，高速化，及び複雑化しつつある．
　このように発展し続けるインターネットにおいて，そ
のトランスポート層プロトコルとしては TCP 

（Transmission Control Protocol）が依然として用いら
れている．従来より，HTTP（HyperText Transfer 

Protocol）や FTP（File Transfer Protocol）などによる
テキストデータの送受信は TCP を用いて行われていた
が，近年のインターネットトラヒックの大部分を占めて
いる P2P（Peer-to-peer）アプリケーションや動画スト
リーミング [2]も TCPを用いて転送されることが多い
[3]．そのため，TCPトラヒックは現在のインターネッ
トトラヒックの大部分を占める [4]．したがって，TCP 

のふくそう制御方式 [5] がインターネットの性能を決め
る重要な要素となる．
　一方，インターネットの大規模化，高速化，及び複雑
化の結果，TCPが誕生した 1970年代当初には想定する
ことができなかったネットワーク環境が発生し，そのよ
うな環境における TCPデータ転送の問題点が明らかに
なりつつある．例えば，ネットワークふくそうに加えて
リンクエラーによりパケット廃棄が発生する無線ネット
ワーク環境 [6], [7]や，端末の移動によりスループット
低下が発生するモバイル環境 [8]などが挙げられる．ま
た，TCPコネクションが利用できるネットワークの帯
域遅延積（リンク帯域とエンドホスト間の伝搬遅延時間
の積）が飛躍的に増大しているが [9]，従来の TCPがそ
の帯域遅延積を使い切ることができず，スループットが
向上しない問題が指摘されている [10]．これらの問題を
解決するために，これまでに多くの TCPに対する改善
が行われてきた（例えば [10]～ [20]）．そのため，これ
らの改善手法の性能，及び改善手法がインターネットの
性能に与える影響を検証することは極めて重要である．
　インターネットにおける TCPデータ通信の性能に関
しては，数学的解析，実ネットワークにおける実験，及
びコンピュータシミュレーションなどの手法によって検
討が行われてきている．
　数学的解析手法による TCPデータ転送のスループッ

ns-2を用いたトランスポート層シミュレーション
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ト推定が，[21]～ [24]などにおいて行われている．し
かし，これらの検討のほとんどは TCP Renoを前提と
しているため，近年盛んに研究されている TCPのふく
そう制御方式の改善手法の評価を行うことは困難であ
る．また，数学的解析手法では，TCPコネクションが
通過するネットワークモデルに大きな制約があり，大規
模かつ複雑なネットワークにおける TCPの特性を評価
することは難しい．例えば，大規模ネットワークの設計
問題に関する研究においては，フィードバック制御に基
づく TCPのふくそう制御がほとんど考慮されておら
ず，多くの場合，トラヒックとして変動のない UDPフ
ローを仮定している [25]～ [27]．
　実際のネットワークを用いた実験による性能評価も，
TCPの性能評価のための重要な手法の一つである．実
ネットワークにおける実験は（1）実験用ネットワークを
別途構築して行う場合，及び（2）実際のインターネット
環境を利用して行う場合，に大別される．（1）の場合，
多くのネットワーク機器や端末が必要となる大規模ネッ
トワークを構築することは困難であるため，実現される
ネットワークは小規模になる．特に，トランスポート層
プロコトルの特性評価に欠かすことができない伝搬遅延
時間の変化を実現することは難しい（注 1）．しかし，実験
するネットワーク環境を自身で制御可能であることが大
きな利点となる．一方（2）の場合，実ネットワーク環境
における性能を評価することができるため，評価対象プ
ロトコルの性能を担保するための有効な手段となり得
る．従来は，そのような実ネットワーク環境を用意する
ことが難しかったが，近年は PlanetLab [29]に代表さ
れるオープンな実験ネットワーク環境が整備されつつあ
るため，実ネットワークを用いた実験を容易に行うこと
ができる．しかし，実ネットワークを用いる場合におい
ては，ネットワーク環境を細かく制御することができな
いため，例えば，あるパラメータだけを変動させた場合
のプロトコルの特性を得る，といった実験を行うことは
困難である．また，得られた結果が期待されるものであ
るか否かの判断が難しい（注 2）ことも問題点として挙げら
れる．
　コンピュータシミュレーションによる評価において
は，ネットワーク環境を自由に制御できるため，様々な
環境におけるトランスポートプロトコルの性能評価を行
うことが可能となる．しかし，シミュレーションによっ
て実現されるネットワーク環境は実ネットワーク環境の
すべてを反映することはできない．また，評価対象とな
るトランスポートプロトコルの動作をシミュレートした
結果，実ネットワークにおける実装と動作が異なる場合
がある．したがって，トランスポートプロトコルの性能
評価を行う場合は，コンピュータシミュレーションにお
いてその基本的な性能を確認し，その後実際のネット

ワークにおいて実験による性能評価を行うことが必要と
なる．
　そこで本論文においては，TCP/IPネットワークのシ
ミュレータとして最も普及しているネットワークシミュ
レータである ns-2 [30]を利用した，トランスポート層
プロトコルのシミュレーション手法について解説する．
本論文において ns-2を取り上げた理由は，フリーソフ
トウェアであること，及び全世界で用いているユーザ数
が多く，メイリングリストなどのコミュニティが充実し
ていることが挙げられる．本論文においては，ソフトウェ
アのインストール，シナリオファイルの記述，シミュレー
ションの実行，ログの取得方法などについて説明する．
また，TCPのふくそう制御方式などの改造方法につい
て紹介する．更に，トランスポート層プロトコルの評価
を行う際の性能指標や注意点についても解説する．
　以下，2．ではネットワークシミュレータ ns-2のイン
ストール方法について解説する．3．においては，簡単
なネットワークシミュレーションを ns-2を用いて行う
ことを想定し，ns-2の設定方法やシミュレーションの実
行方法，及び ns-2における TCPのふくそう制御方式の
実装やその改造方法などについて解説する．4．におい
ては，ns-2を用いたトランスポート層プロトコルの評価
を行う際の注意点などについて触れる．最後に 5．にお
いて本論文のまとめを行う．

2．ns-2のインストール　　

　本論文においては，下記に示すように，仮想 PC環境
にインストールした Linuxマシン上に ns-2をインス
トールし，シミュレーションを行うことを想定する．こ
れは，シミュレーション環境の管理及び引継ぎを容易に
するためである（4.2を参照）．
　●    計算機：Panasonic Let’s Note CF-R7CW5AJR [31]

　●   OS：Windows XP Service Pack 2

　●    仮想 PC環境ソフトウェア : VMWare Workstation 

6.0.4 build-93057 [32]

　●    Linux：Ubuntu 8.0.4 LTS日本語ローカライズド版
[33]

　●   ns-2：ns-allinone 2.33 [30]

なお，Linuxで用いるユーザ名は ns2-userとする．
　ns2及びシミュレーション結果のアニメーション表示
ツールである namの実行には，Tcl/Tk，otcl，TclCl，
xgraphなどの外部パッケージが必要となる．これらは

（注 1）：NISTNET [28]などのネットワークエミュレータによってエミュ
レーションすることは可能であるが，性能評価結果がエミュレータの実
装やエミュレーションを行うマシンの性能に依存することがある．
（注 2）：例えば，あるTCP改良手法を用いて実験を行い，スループットが
向上することを示す場合，従来のTCPを用いた実験を同じ環境において行
い，スループットを比較することが必要となるが，実ネットワークにおいて全
く同じ環境を用意することはできない．
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個別にインストールすることも可能だが，ここでは，別
途用意されているAll-in-oneパッケージを利用する． 
インストール及びシミュレーションの実行はディレクト
リ /home/ns2-user/ns2-intro/で行うものとし，すべて
の作業を一般ユーザである ns2-userで行う．
　まず，SourceForge [34] 内の該当プロジェクトのウェ
ブページ（http://sourceforge.net/projects/nsnam）から，
allinoneパッケージ（ns-allinone-2.33.tar.gz，
52.9 MByte）をダウンロードする．ダウンロードしたパッ
ケージを下記のように展開し，コンパイルを行う．

　% cd /home/ns2-user/ns2-intro/
　% tar zxvf ns-allinone-2.3.tar.gz
　% cd ns-allinone-2.33
　% ./install

　これにより，必要なパッケージが順にコンパイルされ
るが，今回用いた環境においては，Tkのコンパイル時
にエラーが発生した．これは，X Window Systemのラ
イブラリ関連のファイルが不足していることが原因であ
るため，以下のようにしてインストールし，インストー
ルを再開する．

　% sudo apt-get install libxmu-dev
　% ./install

　環境によっては，コンパイル時に他のエラーが発生す
る場合があるが，ns-2のウェブページに代表的な問題に
ついての解決方法が示されているので参照されたい（図
1）．
　インストール終了後，下記コマンドによってインス
トールが正常に終了したかどうかを確認する．

　% ./ns-2.33/validate

　これにより，パッケージが用意している多数のシナリ

オを用いたシミュレーションが実行され，その結果が正
しいか否かの確認が行われる．すべての確認が終了する
と，下記のメッセージが表示される．

　validate overall report: all tests passed

　コンパイルされた nsの実行ファイルは，./ns-

allinone-2.33/ns-2.33/nsにおかれている．

3．シミュレーション方法　　

3.1　シミュレーション対象
　本章では，図 2に示す簡単なネットワークを用いたシ
ミュレーションを行い，TCPコネクション及びボトル
ネックルータの状態をログとして取得し，グラフ表示す
ることを想定し，シミュレーション設定方法を解説する．
　対象とするネットワークはボトルネックリンクが 1 本
存在するダンベル型のネットワークであり，ボトルネッ
クリンクの帯域は 10 Mbit／ s，片道伝搬遅延時間は 50 

msとする．また，4台の端末（TCP Sender 1及び 2，
TCP Receiver 1及び 2） が接続されており，アクセス回
線の帯域及び片道伝搬遅延時間はすべて 100 Mbit／s及
び 5 msとする．Router 1に接続されたボトルネック 

リンクの出力バッファサイズは 100パケットとする．
TCP コネクションは TCP Sender 1と TCP Receiver 1 

の間（TCPコネクション 1），及び TCP Sender 2と
TCP Receiver 2の間（TCPコネクション 2）に設定さ
れ，2本の TCPコネクションがボトルネックリンクを
共有する．TCPコネクション 1はシミュレーション開
始直後に TCP Sender 1から TCP Receiver 1へ，TCP 

コネクション 2はシミュレーション開始 30秒後に TCP 

Sender 2から TCP Receiver 2へそれぞれデータ転送を
開始する．データ転送は FTP によって行い，転送デー
タは無限に存在する．シミュレーション時間は 100秒と

図 1　ns-2 のウェブページ（http://www.isi.edu/nsnam/ns/）
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図 2　ネットワークトポロジー
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する．
3.2　シナリオファイル
　図 3に，図 2のネットワークを ns-2を用いてシミュ
レートする際のネットワークトポロジーを示す．ns-2に
おいては通常，端末及びルータはすべてノードとして扱
わ れ る． ノ ー ド n0，n1，n2，n3，n5，n6は，TCP 

Sender 1，TCP Sender 2，TCP Receiver 1，TCP 

Receiver 2，Router 1，Router 2にそれぞれ対応する．
　ns-2 によるシミュレーションを行うためには，シナ
リオを記述したファイルが必要となる．シナリオファイ
ルは Tclスクリプトとして記述する．以下に，3.1で説
明したシミュレーションを実行するシナリオファイル
2tcp.tclを示す．

 1: # create simulator

 2: set ns [new Simulator]

 3: # for TCP

 4: Agent/TCP set packetsize_ 1000

 5: Agent/TCP set window_ 1000000

 6: # create nodes

 7: set n0 [$ns node]

 8: set n1 [$ns node]

 9: set n2 [$ns node]

10: set n3 [$ns node]

11: set n5 [$ns node]

12: set n6 [$ns node]

13: # create links

14: ## bottleneck link between n5 and n6

15:  $ns duplex-link $n5 $n6 10Mb 5ms 

DropTail

16: $ns queue-limit $n5 $n6 100

17: ## access link between n0 and n5

18:  $ns duplex-link $n0 $n5 100Mb 5ms 

DropTail

19: $ns queue-limit $n0 $n5 10000

20: ## access link between n1 and n5

21:  $ns duplex-link $n1 $n5 100Mb 5ms 

DropTail

22: $ns queue-limit $n1 $n5 100000

23: ## access link between n6 and n2

24:  $ns duplex-link $n2 $n6 100Mb 5ms 

DropTail

25: $ns queue-limit $n2 $n6 100000

26: ## access link between n6 and n3

27:  $ns duplex-link $n3 $n6 100Mb 5ms 

DropTail

28: $ns queue-limit $n3 $n6 100000

29: # create TCP sender agents

30: set tcp_s1 [new Agent/TCP/Reno]

31: set tcp_s2 [new Agent/TCP/Reno]

32: # create TCP receiver agents

33: set tcp_r1 [new Agent/TCPSink]

34: set tcp_r2 [new Agent/TCPSink]

35: # attach TCP agents to nodes

36: $ns attach-agent $n0 $tcp_s1

37: $ns attach-agent $n1 $tcp_s2

38: $ns attach-agent $n2 $tcp_r1

39: $ns attach-agent $n3 $tcp_r2

40: # set TCP connections

41: $ns connect $tcp_s1 $tcp_r1

42: $ns connect $tcp_s2 $tcp_r2

43: # create FTP applications

44: set ftp1 [new Application/FTP]

45: set ftp2 [new Application/FTP]

46:  # attach FTP agents to TCP

    connections

47: $ftp1 attach-agent $tcp_s1

48: $ftp2 attach-agent $tcp_s2

49: # set start time of FTP transmission

50: $ns at 0 "$ftp1 start"

51: $ns at 30 "$ftp2 start"

52: # finish setting
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図 3　シミュレータにおけるトポロジー
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53: $ns at 100 "exit 0"

54: $ns run

55: exit

　以下，各部について説明する．
  1～  2行　 シミュレーション全体を統轄するための

Simulatorクラスのインスタンスの生成
  3～  5行　 TCPに関連する初期設定
  6～ 12行　 シミュレーションで用いるノードの生成
13～ 28行　 ノード間リンクのパラメータ設定（リンク

帯域，伝搬遅延時間，及びリンクへの出
力バッファサイズ（パケット単位））

29～ 34行　 TCP送信側と受信側のためのAgentの生
成

35～ 39行　 生成したAgentのノードへの設置
40～ 42行　 TCPコネクションの設定
43～ 45行　 FTPアプリケーションの生成
46～ 48行　 FTPアプリケーションの TCPコネク

ションへの関連付け
49～ 51行　 FTP によるデータ転送時刻開始の設定
52～ 53行　 シミュレーション停止（100 秒後）の設定
54～ 55行　 シミュレーションの実行及び終了の設定
なお，シナリオ内で使用しているエージェントである
Agent/TCP/Renoは TCP Renoを用いる場合に指定す
るものである．TCP Tahoeを用いる場合には Agent/

TCPを用いる．また，特に指定しない場合には，Delayed 

ACK及び SACK オプションは無効になっている．
　本シナリオでは，簡易的な動作をする TCPのエー
ジェントを利用しており，3-way handshakeやACKパ
ケットによる広告ウィンドウサイズの通知などが行われ
ない．これらの動作をシミュレートするためには，full 

TCPエージェントを用いる必要がある．
3.3　シミュレーションの実行
　シミュレーションは下記コマンドにより実行する．
　% ./ns-allinone-2.33/ns-2.33/ns 2tcp.tcl

　2tcp.tclはログ出力を行わないため，シナリオファ
イルに誤りがなければ上記のように何も出力されずにシ
ミュレーションが終了する．

3.4　ログの出力
　本節では，シミュレーション結果を確認するためのロ
グ出力の方法として，ns-2が用意しているトレースを用
いる方法，及び Tclを用いる方法を紹介する．ここでは，
TCPコネクション 1のふくそうウィンドウサイズ
（Congestion Window）の変化を出力することを想定する．

3.4.1　トレースを利用したログ出力
　下記をシナリオファイルへ追記する．

# Filename for trace output

set tcpf [open tcp.tr w]

# Trace setting

Agent/TCP set trace_all_oneline_ true

#  Trace congestion window for TCP 

connection 1

$tcp_s1 trace cwnd_

# Set trace

$tcp_s1 attach-trace $tcpf

　これにより，シミュレーション終了後に tcp.trとい
う名前のファイルが生成される．その内容を下記に示す．

2.34049 0 0 2 0 cwnd_ 87.500

2.34132 0 0 2 0 cwnd_ 87.511

2.34216 0 0 2 0 cwnd_ 87.523

2.34299 0 0 2 0 cwnd_ 87.534

2.34382 0 0 2 0 cwnd_ 87.546

　詳細は省略するが，各行の 1 列目がシミュレーション
時刻，最終列がふくそうウィンドウサイズであり，トレー
スしている変数の値に変化があるたびに記録される．そ
のため，変数値のすべての変化を知ることができる反面，
シミュレーション時間が長い場合には，ログサイズが膨
大になる．

3.4.2　Tclを利用したログ出力
　下記をシナリオファイルへ追記する．これは，シミュ
レーション開始後 0.1秒から 100秒までの間，0.1秒間
隔で TCPコネクション 1のふくそうウィンドウサイズ
を出力する．

# logging scheduling

for {set i 0.1} {$i <= 100} {set i [expr 

$i + 0.1]} {

$ns at $i "logging [expr $i]"

}

# logging function

proc logging { now } {

   global tcp_s1

   puts -nonewline $now

   puts -nonewline " "

   set temp [$tcp_s1 set cwnd_]

   puts $temp

}

　これにより，下記のような出力が標準出力に得られる．

42.000000000000327 60.3817 51.1093

42.100000000000328 61.514 52.0978

42.20000000000033 62.6258 53.0868
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42.300000000000331 63.6868 54.0761

42.400000000000333 64.7149 55.0658

　一定間隔でログを出力するため，変数値のすべての変
化を知ることはできない反面，シミュレーション時間や
注目したい時間の粒度に応じて出力間隔を設定すること
ができる．
　図 4に，本シミュレーションによって得られた，2本
の TCPコネクションのふくそうウィンドウサイズの変
化を示す．図から，TCPコネクションがウィンドウサ
イズをのこぎり状に変動させていることが分かる．

3.4.3　キューイベントの取得
　本シミュレーションにおいては，Router 1に接続され
たボトルネックリンクの出力バッファにパケットが蓄積
され，パケット廃棄が発生する．そこで，下記をシナリ
オファイルへ追記することで，キューへのパケットの出
入りのイベントのログを取得する．

# Queue Trace

set queue [open queue.tr w]

$ns trace-queue $n5 $n6 $queue

　これにより，下記のようなログが queue.trという名
前のファイルに得られる．

+ 0.283864 4 5 tcp 1040 ------- 

0 0.0 2.0 278 435

d 0.283864 4 5 tcp 1040 ------- 

0 0.0 2.0 278 435

- 0.28436 4 5 tcp 1040 ------- 

0 0.0 2.0 176 282

r 0.284368 4 5 tcp 1040 ------- 

0 0.0 2.0 169 272

+ 0.284613 4 5 tcp 1040 ------- 

0 0.0 2.0 279 437

　行頭の +はパケットのキューへの侵入，-はパケット
のキューへの離脱，rはパケットの受信，dはパケット
の廃棄を意味する．図 5は，このログを利用し，ボトル
ネックリンクのキュー長の変化をプロットしたものであ
る．図 4及び図 5から，TCPコネクションはパケット
廃棄が発生するまでウィンドウサイズを増加させ続け，
パケット廃棄発生時にウィンドウサイズを半減させてい
ることが分かる．

3.5　TCP のふくそう制御方式の改変
　ns-2の TCP Renoの実装コードはディレクトリ 

./ns2-intro/ns-allinone-2.33/ns-2.33/tcp/内の tcp.cc及
び tcp-reno.cc である．詳細は割愛するが，コード
は C++で書かれているため，TCP Renoの動作に精
通していればコードの理解は容易である．例えば，一つ
のACK パケットを受信した際のウィンドウサイズの増
加速度を変化させる場合は，tcp.cc内の void 

TcpAgent::opencwnd（）を改変する．改変後は，ns

のバイナリーを再度作成する必要があるため，下記のよ
うに nsを再コンパイルする．

% cd ./ns-allinone-2.33/ns-2.33/

% make

3.6　Linux の TCP コードの取込み
　[35], [36]において，Linuxカーネルの TCPコードを
ns-2のコードに変換し，シミュレーションを行う手法が
提案されている．これを用いることで，様々な研究者が
公開している TCPの改良方式の Linuxコードを使っ
て，ns-2によるシミュレーションを行うことができる．
ns-2.33には，ディレクトリ ./ns-allinone-2.33/ns-2.33/

tcp/linux/内に多くの Linuxコードが含まれている．こ
れらを参考に，様々な TCPふくそう制御方式や，自身
による改良方式の性能評価を行うことができる．
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4．注　意　点

　本章では，ns-2を用いたトランスポート層プロトコル
の性能評価の際に注意すべき点などについて述べる．

4.1　Tcl スクリプトの改善
　ns-2 のシナリオファイルは Tcl スクリプトによって
記述されているため，スクリプト自体の改善や拡張に
よって，シミュレーションの手間の削減などを行うこと
ができる．例えば配列を利用することで，ノード数やコ
ネクション数を変化させたシミュレーションを効率良く
行ったり，コマンドライン引数を利用することなどが挙
げられる．
　また，3.4.1及び 3.4.2において，シミュレーション
ログを出力する二つの方法を紹介したが，二つの方法は
それぞれ利点と欠点があるため，所望するログの精度，
時間スケールなどに応じて使い分けることが求められ
る．特に，3.4.1のトレース出力や，3.4.3のキューイ
ベントの出力は，非常に多くのログを出力するため，シ
ミュレーション実行にかかる時間を大きく増加させる要
因となる（注 3）．特に，TCPコネクション数だけではなく，
リンク帯域が大きい場合にも発生するイベント数が増大
する．そのため，シミュレーションの円滑な実行のため
には，ログのディスクへの出力の回避や，不必要なログ
出力の停止などの工夫が必要である．

4.2　シミュレーション環境
　ns-2はメモリ管理のコードにバグが多く存在するた
め，特にシミュレートするネットワーク規模が大きい場
合や，リンク帯域が大きく，単位時間当りに処理するイ
ベント数が多い場合に，メモリ使用量が増大し，
Segmentation Faultが発生しシミュレーションの実行が
停止することがある．そのため，そのような大規模なシ
ミュレーションを行う場合には，シミュレーションを実
行する計算機のメモリを潤沢に搭載することが推奨され
る．
　また，ns-2はバージョン間の互換性が確保されていな
い場合があり，研究者が公開しているパッチファイルが
特定のバージョンにのみ適用可能であることが頻繁にあ
る．また，シミュレータの実行には Tcl/Tkなどの外部
パッケージが複雑に関係するため，それらのバージョン
の違いが動作に影響を与える場合がある．そのため，シ
ミュレーション環境の引継ぎを行う場合には，単に ns

のバージョンを合わせるだけではなく，実行していた計
算機の環境も含めることを推奨したい．特に，シミュレー
ション規模が小さい場合には，本論文が前提としたよう
に，シミュレーション環境を仮想 PC 上に構築すること
で，引継ぎが容易に行えると考えられる．

4.3　シミュレーション結果の扱い
　商用のシミュレータである Qualnet [37]や OPNET 

[37]と異なり，ns-2 にはトポロジーやシナリオの設定
を行うための GUI（Graphical User Interface）が存在し
ない（注 4）．そのため，得られたシミュレーション結果が
正しいか否かの判断は，ログファイルから読み取る必要
がある．その際には，シミュレートしているトランスポー
トプロトコルに関する知識が必要となるため，プロトコ
ルの詳細が未知のままシミュレーションを行うことは避
けるべきである．特に，評価しているプロトコルの性能
が，自分の期待する結果となった場合には，それをその
まま信用せず，正しいシミュレーションが行われている
か否かを慎重に検討すべきである．

4.4　ふくそう制御方式の性能評価指標
　RFC5166 [38]において，インターネットにおけるふ
くそう制御手法の評価の際に考慮すべき指標として，下
記が示されている．

●    Throughput

●    Delay

●    Packet loss rates

●    Response to sudden changes or to transient events

●    Minimizing oscillations in throughput or in delay

●    Fairness and convergence times

●    Robustness for challenging environments

●    Robustness to failures and to misbehaving users

●    Deployability

●    Metrics for specific types of transport

●    User-based metrics

各指標の詳細は [38]を参照されたい．ここでは公平性
の評価の際に用いられる指標を紹介する．[39]において，
Fairness Index と呼ばれる指標が下記のように定義され
ている．

　 n x
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ii
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ii
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2

1

1
=

=

=

!
!

� （1）

ただし ( )nx i1i # # は n個の観測された値を表す．f
は ( )i0 1# #  の値をとり，1に近いほど公平性が高い
ことを示す．本指標は，公平性を一つの値で表現するこ
とができるため便利だが，観測個数（n）が異なる場合の
比較などには注意が必要である．

5．む　す　び

　本論文では，フリーのネットワークシミュレータ ns-2

（注 3）：3．に示した 2tcp.tclの実行に必要な時間は，ログを一切出力し
ない場合は約 2.7秒だが，トレースログを出力させた場合には約 7.1秒と
なる．
（注 4）：ns-2には namと呼ばれるシミュレーション結果をアニメーション表
示するツールは存在するが，シミュレーションの設定や実行を制御することは
できない．



解説論文：ns-2 を用いたトランスポート層シミュレーション 61

解
説
論
文

連
載
企
画

を用いてトランスポート層プロトコルのシミュレーション
評価を行う方法について解説した．本解説はトランス
ポート層プロトコルのシミュレーションを ns-2を用い
て行うための導入として書かれたものである．したがっ
て，本格的なシミュレーションを行うためには，詳細な
仕様が記述されたマニュアル（ns-2のウェブページから
入手可能）や，ソースコードそのものを参照することを
推奨する．また，ns-2を用いたシミュレーション技法に
関する文献として [40]，及び日本語の書籍として，[41]

を挙げたい．
　本論文は 2008年 8月現在の ns-2の最新バージョンで
ある ns-2.33を前提として記述したが，2008年 6月 30 

日に nsの新しいバージョンである ns-3.1 [42]がリリー
スされた．ns-3は下記のような特徴をもつ．
　●   メモリ管理など ns-2にあった不具合を改善
　●   強力にモジュール化されたコア
　●    インタフェースは C++と Pythonスクリプト（オ
プション）に統一

　●    カーネルやアプリケーションのコードを流用するこ
とによる，シミュレーション精度の向上

　●    実ネットワーク環境との組合せによるエミュレー
ションの実現

　●   ログの標準形式対応（pcap等）
　●   豊富なドキュメント群
ns-3は ns-2との互換性をもたないため，その普及には
時間がかかると予想されるが，上記のような特長をもつ
ため，今後は ns-3を用いたシミュレーションが求めら
れると考えられる．
　最後に，本論文が，学生を含めた若手研究者が ns-2

を用いたネットワークシミュレーションを行うための一
助となれば幸いである．
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　それはワシントンD.C.で開催される

Globecomへ向かう飛行機の中で読む本

を探していたときのことであった．「論文

捏造」という研究者にとってはある意味あ

まり近寄りたくない題名の書籍が，大型

書店の新書コーナーに平積みされており，

何げなく手にとって購入したのが本書と

の出合いであった．飛行機の中で読み出

したところ，硬い内容の読みづらい本で

あろうという予想に反して，テンポのよい

ストーリー展開に引き込まれ，一気に読

み終えてしまった．この本は， ベル研究所

で高温超伝導の研究分野でサイエンスや

ネイチャーといった著名ジャーナルに

2000年ごろに立て続けに多くの論文を

発表し，最終的にはベル研究所調査委員

会においてそれらの多くが捏造論文であ

るとの結論が出てベル研究所を去ること

になった，ヤン・ヘンドリック・シェーンと

いう若い研究者を題材にしたものである．

　本書では，論文が発表された過程，

その論文が研究分野に与えた大きな影

響，そして不正が明らかにされる過程を，

様々な取材を通して客観的に明らかにし

ている．また，これらの取材を通して，

なぜ不正が行われたのか，そしてなぜ不

正が見抜けなかったのかについて，いろ

いろな観点でその疑問に答えようとして

いる．なぜ不正が行われたのかという側

面はシェーン本人でなければ分からない

部分が多く，シェーン本人の取材が実現

しなかったことにより，残念ながら闇の

中に残されたままである．ただ，なぜ不

正が見抜けなかったのかという点につい

て，本書は深く切り込んでいる．アルミ

酸化物と有機物という異なる専門分野が

融合した技術として発表されたことによ

り，各分野の専門家が捏造を見抜けな

かったこと，論文の共著者が超伝導分野

の著名な研究者であったこと，シェーン

がベル研究所という権威ある組織に所属

していたこと，などがその理由として取り

上げられている．こういった事情は，実

は電子情報通信学会をも取り巻く環境で

ある．本会の扱う分野は多岐にわたって

おり，更にそれらが融合された分野も多

く，少しでも自身の分野を出た場合には，

専門家であっても不正を見抜くだけの眼

力がないこともあり得るであろう．幸い，

電子情報通信学会には，欧米の学会に

は見られない，研究専門委員会という草

の根的な組織があり，これらで発表を積

み重ねて論文となるケースが多いため，

不正を許す土壌は少ないと思われる．た

だし，学会論文が，研究者自身の評価，

研究資金獲得の際の評価基準として重視

される傾向が強まってきた昨今，本会に

おいてもこのような事例が発生しないとも

限らない．

　本書の学会やジャーナルに対する辛口

の論調を読み終えて，今後のジャーナル

論文への電子情報通信学会の取組みを

考えさせられる著書として，本会の多く

の研究者の方に一読頂きたいと思い，本

紹介記事を執筆させて頂いた．本書を読

み終えて筆者がふと心に抱いた「今後 

の学会のあるべき姿は…」という素朴な疑

問に対し，本書を読んだ上で皆様にも改

めて御一考頂きたいと思う次第である．

 （M.Y.）

知らなかった ! 驚いた ! 
日本全国「県境」の謎
浅井建爾著

実業之日本社　2007 年発行　
202 ページ　800 円
ISBN：978-4408107127

　本学会の研究会のお陰で何年間も毎月

日本中を行脚し，47都道府県すべてを

訪れることができた．研究の知識以外に 

＋αとして，街ごとの歴史や伝統，美味

しい食べ物，うまい酒，絶景や由緒ある

神社仏閣を楽しむことができた．様々な

街を訪れるたびに疑問に思うことの中に，

なぜこの県名？　なぜ県庁所在地と県名

が異なるのか？　なぜ県境が入り組んで

いるのか？　などがあった．同じような

疑問をもたれた方には，是非，本書を一

若手の技術者と研究者へ
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読されることをお勧めする．

　47都道府県になったのは，1972年に

アメリカから沖縄が返還されてからの 

ほんの 30数年でしかなく，明治のはじ

めには 3府 302県もあったのである．そ

れは，合併と分離の歴史であり，そこに

住む人たちの民意や政治上の駆け引きの

結果である．場所場所において，様々な

要因によって今の県境ができ上がって

いった事例が多数紹介されており，非常

に面白く読むことができる．石川県は日

本で一番人口の多い県だったことがあり，

福井県と富山県が分離独立した，四国は

5県あった時代があり，愛媛県と高知県

しかない 2県の時代を経て今の 4県に落

ち着いた，奈良県がなくなったときがあっ

た，北海道に青森県があった，品川県が

あり，三多摩は神奈川県だった等，これ

だけでも興味がそそられるネタであろう．

　更に，平成の時代になっているのに，

いまだに 23都県に「県境未定地」があっ

たなんて信じられるだろうか？　一つの

町が切り離され 2県で同じ地名が並んで

存在する場所や飛び地，山形・新潟の県

境に幅 1 m弱なのに 7.5 kmも伸びてい

る福島県，県境が分からない富士山や

十和田湖，各地で行われている越県合併

等，政治絡み，宗教絡み，漁業権，水

利権など，複雑な権利が絡み合って未解

決となっている案件もたくさんある．

　日本史では決して学べない話ばかりで

あり，歴史に詳しくなくても平易に書かれ

ているので分かりやすく，更に１話１事

例なので，移動中などにも簡単に読むこ

とができるであろう．本書を読まれるこ

とで，研究会の後のナイトセッションでも，

十分に話題を提供することができるであ

ろう． （M.T.）

数学をつくった人びと I ～ III
Ｅ・Ｔ・ベル著
田中　勇，銀林　浩訳

ハヤカワ文庫　2003 年発行　
各 861 円
ISBN （ I ）：978-4-15-050283-6
 （ II ）：978-4-15-050284-3
 （III）：978-4-15-050285-0

　ある人にとっては天国，またある人に

とっては地獄．この両極端の感情を抱か

せる学問が数学であろう．特に大学での

数学は一気にレベルアップし，かつ内容

も大幅に増え，数多くの数学者の名前を

冠した定理の洪水にほんろうされた記憶

をお持ちではなかろうか？

　本書は多くの大学生を悩ませるこれら

の定理の生みの親の，素顔と，行動と，

業績と，その人の置かれた時代やライバ

ルや上役 （なんとラプラスやフーリエはナ

ポレオンに仕えていた！）についての興味

深く，あるいは驚くべき逸話で彩られた

伝記である．その語り口は，数学者の伝

記とは想像できないくらい自由闊達で楽

しい．

　これを読むための最低限の条件は，「彼

らの名前をどこかで聞いたことがある」と

いうこと．後はこの本に身を任せるだけ

でよい．読み終わったころには，あなた

は数学の天才たちのことをまるで友達の

ように身近に感じ，数学の教科書をもう

一度読み返したくなること間違いない．

しかも彼らの打ち立てた金字塔の業績

を，大学の授業で受けたときよりも一段

とよく理解できるかもしれないとしたら，

この本を読まない手はなかろう．

　興味深いのは彼らの学問に対する目的

意識である．純粋数学へ献身した者と，

物理学や工学への応用のための道具とし

てしか考えていなかった者．その両者が

ともに，後世に名だたる業績を上げてい

る．目的は良い結果を生むための原動力

となるが，数学の歴史においてはその結

果の偉大さに比べて，目的はささいな違

いにすぎないことがここに示されている．

　通信の仕事に携わる我々にとって数学

はなくてはならない存在である．その数

学をつくった人々がこんな人たちだったと

知ったとき，あなたはどの数学者が好き

になるだろうか？ （Y.Y.）

現代代数学とその応用
W.J. ギルバート著
矢野健太郎，春木　茂訳

共立出版　1981 年発行

　もっと若いときに読むことができてい

たらと思う本が皆様にも何冊かあると思

う．私にとっては，この本もその一冊．

学部 1年生のときにこれを読む機会が

あったら，すべてを理解することは困難

であっても，勉強し始めた代数学に対す

るモチベーションは大きく変わったはず

である．いや，それにも増して，専門分

野の勉強もはかどったに違いない．

　方形導波管の電磁界など，鏡映対称

な境界条件のもとで波動方程式を解いた

ら，偶関数と奇関数に固有モードを分解

できる．鏡映対称なら偶関数と奇関数に

分解するという手法は，思い起こせば中

学や高校のころから，当たり前の手順の

ように教え込まれてきている．任意の関

数 f(x)を偶関数 fe(x)と奇関数 fo(x)に

分解する手法も， fe(x) = " f(x) + f(-x), / 

2とか fo(x) = "f(x) - f(-x),/2と当たり
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前のように計算している．では，なぜこ

れでいいのだろうか．星形のように 2r/5

回転でも対称の場合は，関数をどのよう

に分解すればいいのか．偶関数や奇関数

のように，境界条件を満たす任意の関数

を扱いやすい直交関数に分解できる方法

が鏡映対称な場合以外にもあるのだろう

か．この本を読むと，群論や群の表現論

が対称性の性質を考える手法として重要

な役目をもつことが分かる．

　この本は，代数学の応用という広大な

風景の要点だけを見せてくれる窓のよう

な存在である．本書は要点を押さえなが

ら多方面への視野をもつ．対称性だけで

なく，場合分けや符号理論など，多くの

分野に関係する事項がポイントを押さえ

てまとめられている．読者は，更に深く

議論する応用代数学の本に手を伸ばす足

場が得られ，自分の問題を解決するため

に次に読むべき本が見えてくるはずであ

る．例えば，群論なら「応用群論」（犬井

鉄朗著）や 「群論入門」（G.バーンズ著）な

どの名著が待っている．

　この本を手にしていろいろと考え始め

ると，それまでに読み終えた本も再度読

み直すことが面白くなる．例えば，信号

処理ではおなじみの離散フーリエ変換の

数式が，回転対称やアーベル群と深い関

係をもつことも見えてくる．誤り訂正符号

と素数の関係も，0と1だけではないパ

リティについても本書の最後の方に記載

されている．

　読後は，冒険旅行の後のように，世界

が急に広くなった気がする一冊である．

私は，この本に出合った後の数か月を，

かなりハイな気分で過ごしていたようで，

当時を知る友人が参加する同窓会では語

り草になっている．もっと早く読んでいた

ら，代数学の時間も講座ではなく高座の

ような気分で過ごせたに違いない．残念

ながら，私がこの本に出合ったのは代数

学にぎりぎりの及第点を得て大学を卒業

してからであった．この本を手にするた

びに，出合いが遅すぎた我が身の不運を

恨めしく思う．しかし，この本を見つけ

たことは，多少なりとも幸運であったと思

うべきであろう． （S.O.）

数学ガール
結城　浩著

ソフトバンククリエイティブ　2007 年 6 月発行
344 ページ　1890 円
ISBN：978-4797341379

　数学の美しさに魅せられたことはない

だろうか？　または，不思議だなと感じ

たことはあるだろうか？　こう感じたこと

がある人はもちろん，そう思ったことがな

い人でも，本書を読み物パズルとして読

むことができるだろう．

　本書で，「数学への≪あこがれ≫─そ

れは，男の子が女の子に対して感じる気

持ちと，どこか似ている」と記述されてい

るように，数学好きな男子高校生の僕と，

同級生の才女ミルカさん，後輩の元気少

女テトラちゃんの 3人が織りなす数学へ

の挑戦と，高校生の淡い思いが絡み合っ

て物語が展開していく．数学パズル＋a

という二重の期待感でどんどん読み進め

ることができるだろう．

　読み物形式でありながら，取り扱う数

学的内容は本格的であり，「素数」「絶対

値」という基本的なものから「フィボナッ

チ数列」「二項定理」「無限級数」「相加相

乗平均」「微分・差分」や「コンボリュー

ション」「テイラー展開」まで多岐にわたっ

ている．高校生をターゲットに書かれて

はいるが，その内容から高校生には難し

いかもしれない．むしろ理系の大学生や

社会人の方が，勉強してきたものと異な

る視点や新たな発見を見出し，トリビア

としても楽しんでもらえるだろう．

　本書で繰り返し語られる言葉に，「覚え

るのではなく，考えること」がある．主人

公たちが，解き方を試行錯誤し，それぞ

れ異なるレベルで解を導いたり，行き詰っ

て挫折したりと，数学で悩みながら考え，

前の知識を武器に進んでいく．彼らの姿

勢は，読者に共感を与え，理解を大いに

助けている．

　忘れていた淡い思いと，心ときめく美

しい数学の世界をあなたに． （M.T.）

この本をお勧めします
若手の技術者と研究者へ



1．ま え が き

　国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）では次世代移動通
信システムである IMT-Advanced無線インタフェース標準
化に関する回章（サーキュラーレター：Circular Letter）を
ITU内外に発出し，IMT-Advanced無線インタフェース技
術の提案募集を開始した．本論文では，ITU-Rの考える
IMT-Advancedシステム像，IMT-Advancedシステムの最
小要求条件について述べる．更に，IMT-Advanced無線イン
タフェース技術として提案された候補技術が今後 ITU-Rで
どのように評価され，勧告化されることになるのかについて
のプロセスを説明する．

2．IMT-Advancedシステムのフレームワーク

　ITU-Rでは次世代移動通信システムに関する将来展望（ビ
ジョン）をまとめ，IMT（IMT-2000と IMT-Advancedの総
称）システムのフレームワークと全体目標に関する勧告を作
成した [1]．そこでは，多様化するサービス，コンテンツ，
アプリケーションの需要が今後更に拡大すること，それらを
支える無線能力への要求が更に高まることが指摘されてい
る．図 1に IMTに必要とされる無線能力を示す．この図に
示すように IMT-Advancedが提供すべき新無線能力として，
2010年ごろには移動環境で 100 Mbit/s程度，準静止環境で
1 Gbit/s程度の高速データ通信を実現する無線インタフェー

通信ソサイエティマガジンでは標準化された技術仕様の解説だけでな
く，標準化「活動」についての報告・提言を掲載します．通信ソサイエティ
のカバーする技術分野にとって標準化は避けて通れない活動です．若手
の技術者や研究者の方々が標準化という側面・活動を理解して頂き，今
後の研究技術開発の一助として頂ければ幸いです．	 （編集委員会）

IMT-Advanced無線インタフェースの標準化動向

標
準
化解説

吉野　仁　（株）NTTドコモ　中村　元　（株）KDDI研究所　藤井輝也　ソフトバンクモバイル株式会社

IMT-2000

Mobility
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1 10 100 1000

New Capabilities
Of Systems Beyond

IMT-2000
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Mobile
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previous systems
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IMT-2000 IMT-Advanced

Dashed line indicates that the exact data 
rates associated with IMT-Advanced are 
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New Nomadic / Local
Area Wireless Access

図 1　IMTの無線能力
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標準化解説

ス技術が必要となることが指摘されている．同時に，このよ
うなユーザの需要をユビキタスに満たすためには，
IMT-2000や IMT-Advancedシステムのみならず，無線
LANシステムなど様々な他の無線システムとの連携が重要
であることが指摘されている．そして，これらの無線システ
ムが互いに連携することにより「いつでも，どこでも最適に
つながっている」状況が実現でき，ユーザに大きな利便性を
もたらすとしている．そして，そのためのかぎとなる要素が
パケットベースの無線技術であるとしている．

3．無線インタフェース標準化のプロセス

　ITU-Rでは IMT-Advanced無線インタフェース技術の標
準化開始にあたって基本原則を策定した [2]．策定内容とし
て，標準化技術の提案は一義的には加盟国など ITUのメン
バから受け付けるが，提出に際しては 3GPP等の ITU外部
機関の提案を十分に考慮すること，提案技術の評価は平等に
行うこと，標準化の途中で新たな無線インタフェース技術が
登場した場合でも時宜に採用すること，そして，標準化の最
終的なアウトプットとして ITU-Rの勧告またはレポートを
作成することが合意されている．また，この決議では，図 2

に示す基本的な標準化のプロセスについても述べられてい
る．また，全体のスケジュールを図 3に示す．
　標準化プロセスの第 1段階として，まず ITUの考える
IMT-Advanced像から無線インタフェースの最小要求条件
とその評価基準を明確にする．具体的には，勧告 ITU-R 

M.1645に記述された IMT-Advancedのフレームワークをブ
レークダウンして，IMT-Advanced無線インタフェース技
術が満足すべき最小要求条件を定義する．次に，最小要求条
件から提案技術の評価基準を策定する．最小要求条件と評価
基準が完成した時点で，ITU内外にサーキュラーレターを
発出し，IMT-Advanced無線インタフェースの最小要求条
件と評価基準，及び標準化開始を周知する．現時点（2008年
11月）ではここまでのプロセスが終了している．次に，

ITU-Rのサーキュラーレターの発出を受けて，ITU内外の
機関では，ITUが定義した最小要求条件を満たす無線イン
タフェース候補技術を策定し，それを技術記述書としてまと
め，提案元での自己評価結果とともに，ITU-Rへ提出する．
ITU-Rでは更に提案者とは独立した評価グループに提案技
術の評価を依頼し，その評価結果とともに，提案技術が
IMT-Advancedの最小要求条件を満たしているかどうかの
評価を行う．この評価の過程で，類似した技術や最小要求条
件を満たしていない技術は，他の提案技術との統合が図られ
る．このプロセスを ITU-Rではコンセンサス形成のプロセ
スと呼んで，重要なプロセスと位置づけている．なぜなら，
コンセンサス形成を経て，整理統合された提案技術は移動通
信業界で幅広い支持を得られることになると ITU-Rは考え
ているからである．こうして IMT-Advanced無線インタ 

 

IMT-Advanced 標準化の基本プロセス

最小要求条件と評価基準の定義

サーキュラーレターによる
無線インタフェース候補技術の募集

提案技術の評価

コンセンサス形成

標準化フェーズ(文書化)

最小要求条件と評価基準の見直し

必要に応じて無線インタフェースの
改訂などを継続的に実施

ITU-R勧告／
レポート完成

IMT-Advanced
システム展開

図 2　IMT-Advanced標準化の基本プロセス

( 0 )

 

提案

文書化

2011201020092008WP 5D
meetings #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

無線インタフェース策定
(20 months)

2008/2
2009/2

2009/10

2010/6

2010/10

2011/12

(8 months)
サーキュラーレター
-　ITUの考える
　IMT-Advanced像
-　最小要求条件
-　評価基準・方法

評価グループによる評価

評価の精査とコンセンサス形成

(16 months)

(20 months)

(12 months)

(1)

(2)

(3)

(4)

図 3　無線インタフェース標準化の全体スケジュール

標準化解説：IMT-Advanced無線インタフェースの標準化動向 67



フェース技術が定まると，標準化フェーズ（文書化）に移行す
る．このフェーズでは合意された技術の勧告化が行われる．
合意した技術が十分互換性が保てるようなレベルまで詳細
に，技術仕様を策定する．このプロセスは，ITU-Rとその
外部機関が協力して進める．そして，最終的に得られた
IMT-Advanced無線インタフェース詳細仕様勧告及び関連
勧告，レポートが標準化の成果となる．こうして IMT-

Advanced無線インタフェース詳細仕様の第 1版が完成す
る．第 1版が完成した後は，引き続き技術動向を見ながら必
要に応じて IMT-Advancedの最小要求条件と評価条件の見
直しを行う．これは，技術動向やユーザ動向により，IMT-

Advancedのシステム要件を常に修正するというプロセスで
あり，IMT-2000の標準化プロセスにはなかった新たなプロ
セスである．

4．IMT-Advanced最小要求条件

　IMT-Advancedの最小要求条件は，勧告 ITU-R M.1645を
もとに議論された．IMT-Advancedの最小要求条件とは
IMT-Advanced無線インタフェース技術が IMT-Advancedの
目標を満たすための最小限の条件である．すなわち，IMT-

Advancedが発揮すべきすべての無線能力や性能を示したも
のではない．また，実際の事業展開で必要とする性能を示し
たものでもない．最小要求条件としては，従来からの無線技
術上の要求条件のほかに，新たにサービス及び周波数上の要
求条件を定めた．サービスについては，ITU-Rは，2010年以
降に登場するサービスアプリケーションに関するアンケート
を加盟各国などに行った．このアンケート結果から将来の市

場動向をレポートにまとめた [3]．もともとこのレポートは
2010年以降のトラヒック動向を算定する目的で作成された
が，その内容をもとに更に ITU-Rで議論をすすめ IMT-

Advancedのサービスに関する勧告が作成された [4]．この勧
告では，ユーザエクスペリエンスを通信の方向（双方向か否か）
と伝送遅延の 2軸で分類し，更に将来のアプリケーションを
分析して表 1に示す 8種類のサービスクラスが定義された．
IMT-Advanced無線インタフェース候補技術がこれら 8種類
のサービスクラスをすべて提供できる場合は，サービス要求
条件を満たしていると判断される．
　周波数要求条件は，過去に IMTに割り当てられた周波数帯
のいずれか一つの周波数帯で運用できる無線インタフェース
であれば周波数要求条件を満足するとした．
　表 2に，IMT-Advanced無線技術の要求条件を示す．

 

  

 

ユーザエクス
ペリエンス サービスクラス（8種類）

Conversational

Streaming

Interactive

Background Background (messaging, file transfer)

Interactive high delay (consultation data search)
Interactive low delay (Remote collaboration 

desktopsharing)

Streaming Live (e-Education remote-lecture)

Streaming Non-Live (e-Education ed movie)

Basic conversational service（音声等）
Rich conversational service（テレビ会議等）
Conversational low delay（Interactive game 等）

表 1　サービス要求条件

with in a band

項　目

Cell spectral 

efficiency

(bps/Hz/Cell) 

要求条件

テスト環境 Indoor Micro-cellular Urban macro High speed

Peak spectral 

efficiency (bps/Hz)

Bandwidth (MHz)

Cell edge user spec. 

efficiency (bps/Hz)

Latency (ms)

Mobility support

(traffic channel link 

data rate (bps/Hz))

Intra-frequency 

Handover 

interruption time (ms)

VoIP capacity**(users/MHz/cell)

DL (4x2 MIMO)*

UL (2x4 MIMO)*

DL (4x4 MIMO)*

UL (2x4 MIMO)*

15

6.75

Scalable up to and including 40 MHz

DL (4x2 MIMO)*

UL (2x4 MIMO)*

Control plane

User plane

Uplink

same frequency

between bands

less than100 (ms)

less than 10 (ms)

1.0

(3 km/h)

0.75

(30 km/h)

0.55

(120 km/h)

0.25

(350 km/h)

27.5

40

60

50 40 40 30

** AMC 12.2 kbit/s使用で， アウテージが 2%  *   アンテナ構成は評価条件で，  要求条件ではない．

8

7

6

5

4

3

2

1
3 2.6 2.2 1.1

2.25 1.8 1.4 0.7

0.0150.030.050.07

0.060.0750.1 0.04

表 2　無線技術の要求条件
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標準化解説

　無線技術の最小要求条件として，8項目が規定された．周
波数利用効率の算定にあたっては，周波数利用効率を改善す
る主要技術として「MIMO（Multi-Input Multi-Output）アンテ
ナ技術」が着目されていることから，MIMOアンテナ技術の
導入を前提として，それに使用するアンテナ数を仮定し，得
られる周波数利用効率を決定した．しかし，アンテナ数につ
いてはMIMOに代わる周波数利用効率改善技術が将来登場す
る可能性もあるとして，アンテナ数自体は最小要求条件には
含めず，評価条件として，この表で示されるアンテナ数を評
価で使用できる上限とした．また，チャネル帯域幅について
は 40 MHzまでのサポートが要求条件に加えられたが，更に，
100 MHz程度まで帯域幅を拡張することを奨励する旨の文言
が付け加えられている．表 2より，40 MHzのチャネル帯域
幅で上り回線 270 Mbit/s（＝ 6.75× 40），下り回線 600 Mbit/s

（＝ 15× 40）のピークデータ速度が達成できることが分かる．
また，勧告M.1645で書かれた下り回線 1 Gbit/sのピークデー
タ速度を達成するためには，70 MHz程度の帯域幅を用意す
れば理論的に可能であることも分かる．

5．評価基準と評価プロセス

　無線インタフェースを決定するためには，提案技術が
IMT-Advancedの最小要求条件に合致するかを評価する基準
及び方法が不可欠であり，それを策定した．評価方法には，（1）
シミュレーション（simulation），（2）解析（analytical），（3）検査
（inspection）の三つの方法があり，そのいずれかを要求条件
の項目ごとに適用して評価する．ここで，シミュレーション
とは策定された評価モデルと評価パラメータ値を用いて計算
機シミュレーションにより評価する方法である．また，解析

とは，技術提案書に記述された情報を用いて直接数値計算な
どを行い評価する方法である．検査とは，提案書の記述事項
をもとに定性的に判断する方法である．表 3に各最小要求条
件と評価方法を示す．
　実際の評価は，提案元による自己評価と第三者による外部
評価で行われる．自己評価に関しては，すべての項目につい
て漏れなく評価することが義務づけられている．一方，外部
評価については，すべての項目の評価若しくは，その一部の
評価を行ってもよいとされている．更に，外部評価を行う評
価グループは一つまたは複数の提案技術の評価を行ってもよ
いとされている．ITUとしては複数の提案技術間の比較が
様々な観点から得られるように，外部評価を行う評価グルー
プに対しては複数の提案技術の評価を行うことを奨励してい
る．
　一方，提案技術が IMT-Advanced無線インタフェース技
術として認められるためには，複数のテスト環境において，
最小要求条件を満たしていることを示さなければならない．
ITUでは，将来の移動通信の使用される無線環境を想定して，
下記に示す四つのテスト環境を設定した．
　（ 1）  Base coverage urban

　歩行者～高速車までを連続的にカバーする都市部マクロセ
ル環境
　（ 2）  Micro-cellular

　歩行者～低速車に特化した都市部マイクロセル環境
　（ 3）  Indoor

　静止または歩行者速度に特化したオフィス /ホットスポッ
トの室内環境
　（ 4）  High speed

　超高速車（自動車，列車）に特化した郊外マクロセル環境
　ITU-Rでは無線インタフェース候補技術の ITU-Rへの提
案の段階では，候補無線インタフェース技術は，少なくとも
一つのテスト環境において，最小要求条件のすべての項目を
満足することが求められている．そして，コンセンサス形成
を経た標準化の最終段階では，IMT-Advanced無線インタ
フェース技術と認定される技術は上記四つのテスト環境のう
ち少なくとも三つのテスト環境で最小要求条件のすべての項
目を満たすことが要求されている．シミュレーションによる
評価方法には，システムレベルシミュレーションとリンクレ
ベルシミュレーションがある．周波数利用効率やVoIP容量
の評価にはシステムレベルシミュレーションを使用し，移動
度の評価にはシステムレベル及びリンクレベルシミュレー
ションの両方を使用する．評価モデルの中で重要なものの一
つに電波伝搬モデル（チャネルモデル）がある．
　合意されたチャネルモデル（IMT-Advanced Channel 

Model）は，伝送帯域幅として最大 100 MHzまで対応でき，
MIMO等の空間信号処理技術を評価できる時間・空間チャネ
ルモデル（時空間チャネルモデル）である．IMT-Advanced評
価に用いられるチャネルモデルを図 4に示す．評価用チャネ
ルモデルは主要モジュール（Primary Module）と拡張モジュー

  　Characteristic for Evaluation

Cell spectral efficiency

Peak spectral efficiency

Bandwidth

Cell edge user spectral efficiency

Control plane latency

User plane latency

Mobility

Intra-and inter-frequency-
handover interruption time

Inter-system handover

VoIP Capacity

Deployment possible in at least 
one of the identified IMT bands

Channel bandwidth scalabity

Support for a wide range of 
services

　　　　Method

Simulation (system level)

Analytical

Inspection

Simulation (system level)

Analytical

Analytical

Simulation (system and 
link level)

Analytical

Inspection

Simulation (system level)

Inspection

Inspection

Inspection

表 3　最小要求条件とその評価方法
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ル（Extension Module）で構成される．Primary Moduleは，
欧州WINNERプロジェクトが提唱する SCMモデル（Spatial 

Channel Model）をベースにした統計的なチャネルモデルであ
り，計算機シミュレーションに適している [5]．一方，
Extension Moduleは日本が提唱する TSP（Time-Spatial 

Propagation）モデル [6]をベースとしたモデルであり，都市
構造を直接パラメータとして考慮できる汎用性の高いモデル
である．両モジュールはともに，都市構造で異なる伝搬遅延
スプレッドや角度スプレッドのような大局的なパラメータ群
である Large Scale（LS）パラメータと，各電波（素波）のドッ
プラー周波数，伝搬遅延時間，到来角のような小局的なパラ
メータ群である Small Scale（SS）パラメータの二つの独立し
たパラメータ群を与えることにより，チャネルの時空間変動
を生成する．
　計算機シミュレーションによる評価には，Primary Module

を用いる．Primary Moduleでは，現在テスト環境ごとに決
められたシナリオに特化した LSと SSパラメータがあらか
じめ与えられている．しかし，屋外環境において，現在のテ
スト環境やテストシナリオとは異なる評価が必要となった場
合には，汎用性の高い Extension Moduleを用いて LSパラ
メータ等を計算する．このように，IMT-Advanced Channel 

Modelは現在決められたシナリオを超えるシナリオでの評価
が将来必要となった場合においても柔軟に対応可能なチャネ
ルモデルである．

6．む　す　び

　IMT-Advanced無線インタフェース技術の標準化がサー
キュラーレターの発出とともに，ITU-Rで本格化した．こ

れを受けて，現在，ITUの外部機関によって IMT-

Advanced無線インタフェース提案技術がまとめられてい
る．IMT-Advanced無線インタフェース候補技術の提案募
集は 2009年 2月に開始され，10月に締め切られる予定であ
る．その後，評価グループによる評価活動が始まり，統一的
な無線インタフェース標準の実現に向けたコンセンサス形成
が行われる予定である．
　なお，本解説では「全体的な概要」を速報することを目的と
した．個々の詳しい説明については，信学誌で別途報告する
予定である．
　謝辞　総務省並びに ITU-R WP5Dでの IMT-Advanced

標準化推進に多大な貢献をした日本代表団各位に感謝する．
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　IEEE Communications Societyが主催する国際会議
IEEE International Conference on Communications 2008 

(ICC-2008) が，2008年 5月 19日から 5月 23日までの 5日
間，中国の北京で開催された．今年の本会議は “Com-

munications: Faster-Higher-Stronger”というテーマのもと，
北京オリンピックのメインスタジアムから徒歩 10分ほどの
場所に位置する Beijing International Convention Centerで
開催された． 

　今年の会議に関しては，直前に発生した中国四川省大地
震の影響が大きく，特に 6月 19日からの 3日間は全国哀悼

日に定められていたこともあり，ウェルカムレセプション
やバンケットでは盛大な催し物は行われなかった．また基
調講演においては，講演予定者が地震対応のため会議に出
席できず，代理の方が講演を行っていた．更に，会場には
被害に遭われた方々に向けたメッセージボードが急遽設け
られ，多くのメッセージが書き込まれていた．このような
状況にもかかわらず，スタッフ・関係者の努力により，会
議は非常にスムーズに進行されていた．
　会議では，昨年よりも発表件数が多く，常時 18から 20

のセッションがパラレルで進行されていた．また，パネル
討論やチュートリアル講演，ワークショップ，展示も行わ
れた．本会議の詳細については，会議に出席された 4名の
専門家に，各技術分野の動向や会議の様子，将来展望等を
御報告頂く．
　最後に，被災者の方々にお見舞いとお悔やみを申し上げ
るとともに，1日も早い復興を願う次第である．

IEEE International Conference on 
Communications 2008 (ICC-2008)

4th IEEE Consumer Communications and 
Networking Conference（CCNC 2007）通信ソサイエティマガジンでは会員の方々に関係する国際会議につい

て，会議の一般的な概要報告ではなく，会議に見る研究・技術開発のト
レンド，諸外国・諸機関の動向，今後の展望などを，執筆者の個人的な
見解を含めて提供します．会員の方々にとって，新しい分野・異分野への
チャレンジあるいは学際領域との交流などの参考にして頂ければ幸いです．

（編集委員会）
報告

国
際
会
議
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　統計情報
　・参加者：1,578名
　・セッション数：182 (口頭発表：150, ポスター：32)

　・論文数；1102（口頭発表：886，ポスター：216）
　・論文採録率：35.15%

　・展示：24機関
　・チュートリアル講演：26タイトル (提案数：77)

　・ワークショップ：8タイトル (提案数：15)

　・パネルセッション：9件 (提案数：11)

　・フォーラム：1 (China Forum)

　図 1は国別の統計情報を示している．日本の採択数は 32

件で昨年度からは 12件減少しており，ドイツと並び 12番目
であった．また，全体の採択率が例年よりも 5%ほど減少し
ていたが，これは中国国内からの投稿数が非常に多かったた
めである．
会議概況

　会議初日及び最終日は，チュートリアル講演とワーク
ショップが開催され，会議 2日目から 3日間でテクニカル
セッションやパネル，展示，フォーラムが行われた．更に，
ミニカンファレンス “Management of Technological 

Innovation in the Information Era”が，IEEE Engineering 

Management Societyとの共催で開催され，4セッション計
20件の発表が行われた．
　テクニカルセッションは，下記の 10シンポジウムで構成
された．
　・  Advances in Networks and Internet

　・  Communications QoS, Reliability, and Performance 

Modeling

　・ Communication Theory

　・ Communication Software and Services

　・ Information and Network Security

　・ Optical Networks and Systems

　・ Signal Processing for Communications

　・ Wireless Communications

　・ Wireless Networking

　・ General Symposium

　発表件数では，無線通信やアドホックセンサネットワーク
のセッションで全体の 5割強を占め，続いて多い順に信号処
理，通信理論，通信品質・性能評価に関するセッションであっ
た．各セッションの動向や注目すべき発表については，各分
野の専門家の方々による以降の報告記事を参照願いたい．
　次回の ICC-2009は 6月 14日から 18日までの 5日間，ド
イツのドレスデンで開催される予定である．

　昨今の情報通信インフラ及び情報端末技術の発展に伴い，
テレビ電話や IPTVサービスをはじめとするマルチメディア
通信サービスが普及しつつある．そのため，これらの品質を
設計・管理・制御するための QoE（Quality of Experience：
ユーザ体感品質）評価技術，QoE向上技術，QoS（Quality of 

Service：サービス品質）制御技術等に関する研究が盛んに行
われ，本会議においても，多くの研究が発表された． 

Stephan Scholz氏（Head of RTP and CTO of Nokia Siemens 

Networks）のキーノート講演において，今後，最も注目され
るのは IPTVサービスであり，IPTVサービスの QoE向上が
重要であると主張されていた．今回は，マルチメディア通信
サービスの QoS/QoE評価に関する三つの研究発表内容につ
いて紹介する．
映像配信サービスのQoE評価技術に関する研究

　G. Rubino, P. Rodriguez-Bocca, and A. P. C. Da Silva, 

“Optimal Quality-of-Experience Design for a P2P Multi-source 

Video Streaming” (CQ01-5)では，映像配信サービスのネット
ワーク品質設計・管理を目的とし，パケットのペイロード情
報を用いた映像品質評価技術を提案している．ネットワーク
内でパケット損が発生した場合，映像品質は，パケット損の
増加とともに劣化する．しかしながら，一般に，損失したフ
レーム種別によって映像品質へ与える影響が異なる．この事
実を主観品質評価実験により明らかにし，フレーム種別ごと
の損失率から映像品質を推定するモデルを提案し，その有効
性から品質設計・管理に適用できることを示した．今後は，
映像フレーム情報に加え，動きベクトルやブロック構造に関
する情報を用いて，映像コンテンツ属性を考慮した映像品質
評価技術に拡張されることを期待したい．
映像配信サービスのQoE向上技術に関する研究

　映像配信サービスでは，エンド端末のバッファがネットワー
クで発生する遅延揺らぎを吸収することにより，メディアの
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   マルチメディア通信サービス
のQoS/QoE関連研究動向

 NTTサービスインテグレーション基盤研究所　山岸和久
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再生に遅れが生じるという問題がある．H. Qiu, Y. Li, J. Wu, 

and X. Gu, “Compensation Buffer Sizing for Providing User-

Level QoS Guarantee of Media Flows”(CQ03-5)では，遅延揺
らぎを吸収するための最小バッファサイズを導出するモデル
を構築し，その有効性を示した．今後は，パケットのバッファ
あふれによる品質劣化と遅延時間とのトレードオフの影響や
符号化による品質劣化の影響を加味した品質評価技術に拡張
されることを期待したい．

VoIPサービスのQoS制御技術に関する研究
　モバイル通信におけるVoIPサービスでは，異なるネット
ワーク間を移動すると，ネットワーク間の切換によりVoIP

サービスが切断される場合がある．このため，ユーザが知覚
する QoEは著しく低下することを指摘している．M. 

Wältermann, B. Lewcio, P. Vidales, and S. Möller, “A 

Technique for Seamless VoIP-Codec Switching in Next 

Generation Networks”(CS01-4)では，ハンドオーバによりネッ
トワーク条件が変化する際，メディアコーデックが SIP/SDP

セッションリネゴシエーション（並列メディアストリームや
RTPフィルタリング）に基づいたコーデックリネゴシ 

エーションを実施することで QoEを改善する方法を提案して
いる [3]．本発表では，LAN，WLAN，HSDPA，Flarionの
四つのネットワークの組合せに対し実験を実施した．ネット
ワーク間の切換が発生する実験条件の 90％に対して，オー 

ディオストリームの切断が発生しなかったため，一定以上の
QoEを確保できることが示された．今後は，本技術を異なる
ネットワークの組合せに適用し，その有効性が示されること
を期待したい．

   Communication So�ware and 
Services関連セッション動向

 （株）KDDI研究所 　佐々木力

　Communication Software and Services Symposium （以下
CS）は，三つのオーラルセッションと一つのポスターセッ
ションから構成され，計 22件の研究成果が発表された．こ
のうち大学単独の発表が 16件，大学と企業の共同発表が 4

件，企業単独の発表が 2件であった．
セッション会場には，常時 20名程度の聴講者が参加してお
り，活発な質疑や議論が行われた．
セッション傾向

　Multimedia Applications and Services (CS01)の発表のほ
とんどは IPTVに関するものであり，コンテンツの大容量
化に対する効率化等の配信制御技術が大半を占めた．近年の
IPTVサービスの浸透とその関心の高さがうかがえる．
　Software and Protocol Technologies (CS02)のセッション
では，オーバレイ（P2P）に関する発表が多く，また SIPのア

プリケーションルータやサービスディスカバリに関する発表
もあった．興味深いテーマではあったが，残念ながら筆者は
他のセッションに参加してしまった．
　Network and Service Management, Provisioning and QoS 

(CS03)の発表は多岐にわたり，例えば Haptic（触感）データ
転送やギガビットイーサネットの Receive-Livelock(パケッ
ト到着率が大きくなると，割込みが多数発生し，それが原因
で最悪の場合パケットの転送ができなくなる問題 )に関する
ものがあった．
　以下，筆者が参加した二つのセッションでの主要な論文を
紹介する．

IPTV関連
　UDPを用いたストリーミングサービスでは，TCP通信へ
の影響を考慮した公平な（TCP-Friendly)ふくそう制御を行
う必要がある．E. Tan, J. Chen, S. Ardon, and E. Lochin, 

“Video TFRC”(CS01-3)では，代表的なふくそう制御技術
である TFRC(TCP-Friendly Rate Control)の通信レートと，
符号化レートを逐次適切な値に変更する配信方式を提案して
いる．
　本方式では，現在の TCP通信レートの上界見積り値から
TCP-Friendlyな TFRCのレートを算出し，符号化レートを
適応的に変化させる．また Iフレーム等の重要なフレームに
対しては送信の際に TFRCと交渉し，追加レートを割り当
てる．
　評価試験を通じて，提案方式は H.264/AVC JM-12 

Software（Join Module）に比べて，TCP-Friendly並びにビ
デオ品質（PSNR）を改善することを示している．
　一方，VOD(Video On Demand)サービスの利用者急増に
伴って，想定以上のサーバ負荷が運用上問題になっている．
H.-J. Park, J.-M. Lee, and J.-K. Choi, “A Video-on-Demand 

Transmission Scheme for IPTV Service with Hybrid 

Mechanism” (CS01-5)では，受信要求が集中した場合にユニ
キャストからマルチセッションマルチキャストに切り換える
方式を提案し，サーバ負荷による QoS低下を回避している．
その際，ビデオコンテンツを分割配信し，待ち時間を短縮する．
　提案方式の有効性は数学的解析により示されており，今後
の実ネットワークでの実装評価にも期待したい．

QoSルーチング関連
　S. Hoceini, D. Tuninetti, R. Ansari, and D. Schonfeld, 

“Average-Bandwidth Delay Q-Routing Adaptive Algorithm”

(CS03-5)では，単なるホップ数のみならず，帯域とエンド・
エンド遅延を考慮した経路選択アルゴリズムを提案してい
る．これら選択に必要なリンク情報はルータ間で交換される．
また，OPNETを用いた評価により，提案手法はトラヒック
量が多い環境若しくはピーク値が高い環境でも十分に転送遅
延を抑制できることを示している．これは十分に帯域確保で
きる経路のみを選択対象としているからである．
　今後は，サービス別（フロー別）の最適トラヒック制御など，
別の QoS基準に基づいた研究発表も増えていくと思われる．
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   無線通信物理レイヤ関連研究
セッションにおけるリレー技術
の動向

 奈良先端科学技術大学院大学 　齋藤将人

　リレー技術は，アドホックネットワーク，センサネットワー
ク，マルチホップセルラシステム，協調通信システムなどを
構築する上で重要な基礎技術の一つである．アドホックセン
サネットワーク分野においては，従来からマルチホップリ
レー技術の使用を前提とした検討がなされているが，セルラ
システムへの適用についてはこれまで比較的検討が少なかっ
た．ICC2008においては，リレー技術に関連する報告が多く
行われている印象をもった．この背景には，同技術の
WiMAXへの導入に関する検討が IEEE802.16j委員会にお
いて行われていることや，LTE （Long Term Evolution）に
おいても同様の検討が始まるなど，標準化活動が活発になっ
ていることがあると思われる．
　リレー技術に関連するセッションとしては，CT

（Communication Theory）シンポジウムにおいて，協調通信
のセッションが 3セッション，WC（Wireless Communica-

tion and Systems）シンポジウムにおいては，協調通信（1セッ
シ ョ ン ），Relay Networks（3セ ッ シ ョ ン ），Two-way 

Relay Networks（1セッション），Cooperation & Relaying

というポスターセッションが 1セッション組まれていた．
　リレー技術に関連した発表の中で執筆者が特に興味をもっ
た二つの研究発表を紹介する．
　M.D. Renzo, F. Graziosi, and F. Santucci, “On the 

Performance of CSI-Assisted Cooperative Communications 

Over Generalized Fading Channels” (CT02-4)では，ソース
ノードからデスティネーションノードまで，直接パス及びマ
ルチホップ・マルチブランチパスのシステムモデルを用いた
協調通信における平均誤り率及び SNR特性が解析的に導出
されていた．各ノードは 1対の送受信アンテナを搭載してい
ることが仮定されており，小型端末のアドホックネットワー
クやセンサネットワークへの適用を想定しているようであ
る．解析は，フェージング（シャドーイングを含む）に関して
解析結果に一般性をもたせるため，チャネルモデルとして，
Rayleigh，Nakagami-m, Log-normal, composite multipath/

shadowing 分布など 8種類のフェージングモデルを用いてお
り，網羅的・包括的であり，完成度の高い研究という印象を
受けた．
　C.K. Ho, R. Zhang, and Y.-C. Liang, “Two-Way Relaying 

over OFDM: Optimized Tone Permutation and Power 

Allocation” (WS19-6)では，OFDM方式を用いた two-way 

relay通信において中継局で Tone permutation（サブチャネ
ルの強さに応じてサブキャリヤの順序を入れ換える技術）を

用いる場合において，並べ換え関数の最適化及び最適電力割
当問題を取り扱っていた（余談ではあるが，執筆者は一方向
の OFDMリレーシステムにおける準最適電力割当手法に関
する報告を Globecom 2008に投稿していたため，興味をもっ
て聴講できた）．システムキャパシティを得るためには，並
べ換え関数と電力割当の両方を最適化する必要があるが，こ
の問題は解決困難であるため，各々に分割して最適化する方
法がとられている．並べ換え関数最適化に関しては，貪欲法
が，電力割当問題の解法としては，解決容易な双対問題に置
き換えて解く方法が採用されていた．双対問題の解は最適解
との間にギャップが生じるが，サブキャリヤ数を多くするこ
とによりギャップが 0に近づく．数値例として，二つの手法
を個別に用いた場合と（交互に最適化を行う）組み合わせて用
いた場合について達成可能なビットレートが示されており，
両手法を組み合わせた場合に最も高いレートが達成されてい
た．
　最後に，私が聴講した CT，WCシンポジウムセッション
の雰囲気について報告する．聴講者数は，40～ 100人（会場
の席数に対する割合として 70～ 100％以上）程度であり，多
くの会場で満席に近く，セッションによっては立ち見になる
こともあった． No showの割合が非常に少なく（会議全体で
3％以下）どのセッションも時間いっぱい発表が行われてい
た．発表者は，発表時間を守るよう十分な準備をしているよ
うに見受けられ，司会者もセッション進行や質疑応答をコン
トロールする技術をもっている人が多いという印象を受け
た．研究・発表内容は，レベル・完成度の高いよくまとまっ
たものが多く研究分野も充実しており，研究動向を知るには
好適な会議であった．個人的に感じた難点としては，理論解
析を用いた濃度の高い発表が多く，専門分野から少しはずれ
ると内容をフォローすることが困難であったことであり，勉
強不足を痛感させられた．

   ソフトウェア技術並びにサービス
に関する研究動向

 NTTネットワークサービスシステム研究所  　大西浩行

　ICC2008にて設けられていた Communication Software and 

Services Symposiumでの発表内容を中心に紹介する．本シン
ポジウムは，三つのセッションと一つのポスターセッション
において計 22件の研究発表が行われた．本稿では，IMS及び
NGNが昨今注目を浴びている中で，今後これら IMS/NGN

上のアプリケーションを支えるソフトウェア技術という観点
で興味を引いた論文を紹介する．
　An Application Router for SIP Servlet Application 

Compositionにおいては，SIPサーブレットにおける SIPサー
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ビスの連携機構の実現方式について提案している．SIP サー
ブレットは，SIPのアプリケーション作成を支援するサーブ
レット技術であり，近年 SIPアプリケーションサーバを構成
する技術として注目を浴びている．従来，SIPサーブレット
としては，単体の SIPアプリケーションを作成することまで
は想定されていたが，SIPのアプリケーションは複数が連動
して動作することも考えられるため（例：転送サービス→電話
番号によるスクリーニング），本稿ではこれら連携サービスを
Application Router（AR）と呼ばれるファンクションで制御し
て実行することを提案している．Webサービスにおいて，
Webサービスを連携させるマッシュアップと呼ばれる技術が
注目を浴びているが，これはその SIP版であるともいえ，今
後 SIP系アプリケーション開発の中で重要な機能になってい
くと考えられる．ただし，現状では本論文では，単純なサー
ビス連携にしか触れておらず，より複雑な競合制御等をどの
ように解決していくかは今後の課題と思われる．
　How well does JXTA fit Peer-to-Peer SIP?　においては，
Peer-to-Peer SIP（P2PSIP)に，JXTAを用いた実験結果につ
いて発表している．P2PSIPは，SIPと P2Pを組み合わせた
技術であり，現在 IETF（Internet Engineering Task Force）
の WG（Working Group）においてもディスカッションされて
おり，SIPの今後の方向性の一つとして有望視されている技
術分野である．P2PSIPは，SIPにおける P2P技術の利用方
法として大きく，（1）SIPにおける通信相手端末の名前解決に
P2P技術を用いるもの，（2）SIPの全メッセージ転送において
P2P技術を用いるもの，に大別される．本論文では，(1)にお
いて JXTA（オープンソースの P2P基盤）を適用し検証を実
施している．結果，最初の検索には時間を要するものの，キャッ
シュが生成される 2回目以降については，十分早く検索が可
能であり，良好な結果が得られたとしている．ただし，欠点
として通常の SIPよりもパケット数が多くなる点も指摘され
ており，今後これらをどのように解決するかが課題となって
くるであろう．

　P2P関連の研究発表では，もう一つTraffic Shaping in Bit 

Torrent Systems by Centralized Hierarchical Peer-node 

Assignmentが興味を引いた．本論文では，Bit Torrent（BT）
により発生するバックボーントラヒック削減を目的とし，BT

におけるトラヒックを極力ローカルに発生させる提案をして
いる．具体的には，ノード間の距離等を管理し，それに基づ
き距離の近い相手ノードを選択することで，ローカルな通信
の実現を行っている．結果，オリジナルの BTよりも，10%

以上ローカルでの通信を発生させることに成功したとしてい
る．本セッションではないが，P2Pとネットワークという観
点では，Caching the P2P traffic in ISP networkとのタイトル
で論文発表があり（前者と同じ所属の研究者からの発表），ど
ちらかというとネットワーク非依存の P2P技術において，
ネットワークとの共存を志向していくことは興味深いことで
あると思った．
　全体的な感想であるが，ソフトウェア技術は，Internet的に
は，Googleに見られるWebサービス系技術がホットであると
個人的には思っているが，ICCの管轄が Communication 

Societyという性質上かそれらに関する発表はなかった．また，
今回紹介したような，SIPや P2Pといったところで，いくつ
か興味深い発表はあったものの，会議全体で見ると無線系の
発表の活発さばかりが非常に目立ち，ソフトウェアにおいて，
今後大きな流れになるような研究分野については残念ながら
見受けられなかった．
 （平成 20年 8月 5日受付）
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電子情報通信学会 2009年総合大会の開催地から　 77

　「四国の松山と聞いて思い浮かべる
ものを挙げて下さい」，と街を行く人
に質問すると，「道後温泉と坊っちゃん」
と答える方が圧倒的に多いのではな
いでしょうか．その作者夏目漱石と正
岡子規の交友を思い出す方，更に，小
説『坂の上の雲』から秋山好古，真之兄
弟を思い出される方もおられると思
います．
　電子情報通信学会通信ソサイエ
ティマガジン編集委員会からの依頼
で，大会開催地の紹介記事を書くこと
になりました．マガジン読者に大会参
加を働きかけたいという趣旨で，マガ
ジンの性格上，学会誌よりやわらかい
内容の記事をとのことです．肩のこ
らない開催地の情報をお知らせしま
しょう．
　松山は古くから開けた土地であっ
たことは愛媛大学城北キャンパス（総
合大会会場）に残された大規模な遺跡
から分かります．古いものは縄文時代
前期にさかのぼります．工学部がある
キャンパス南西部には，弥生時代の中
期後葉から後期中葉にかけて「弥生都
市」とも呼ぶことができる大集落の跡
が残されています（図 1）．
　この大規模遺跡は大学のある地域

の名前をとって文京遺跡と名づけら
れています．大学の敷地内に吉野ヶ里
級の遺跡があるというのは全国的に
も例がないのではないかと思われま
す．その結果，最近 20年以上にわた
り，発掘調査現場を身近かつ日常的に
見ることになりました．大変貴重な遺
跡ですが，城北キャンパスでは，建
物を建てようとするたびに遺跡が見
つかり，工学部の建物は，計画では
法人化前にロの字型の建物になるは
ずだったのですが，残念なことにロの
字の最後の横棒が短くなったままと
なっています．あおりを受けて，電気
電子工学科では，移転する予定の研究
室が取り残されて，結局三つの建物
に分かれて研究室が存在する状態と
なっています．
　愛媛大学では，文教遺跡の重要性
を考慮して，弥生都市の一部と祭祀な
どが行われたとされる跡地約 7000 m2

をグリーンゾーンとして，遺跡の現状
保存・保護を図り，学生・市民の憩い
の広場として活用する計画を進める
ことになっています．写真では，現在
駐車場になっています．
　松山といえば道後温泉でしょう．ミ
シュランガイド（観光地）において，道

後温泉本館は最高の三ツ星
評価を得たそうです．道後
温泉は，大会会場から東に
1 kmぐらい離れた場所に
あり，記録に登場する温泉
として日本で最も古い歴史
をもつといわれています．
聖徳太子も病気療養のため
道後温泉に滞在したことが
伊予国風土記に記されてい
るそうで，温泉につかりな
がら，「和を以て貴しとし」，

を思いついたというのは考えすぎで
しょうね．しかし，アルキメデス以来
湯につかるとアイデアがわくという
伝説があります．のんびり温泉につか
ると，ひょっとしてあなたもアイデア
がわくかも＊ 2．
　万葉集に額田王の「熟田津に　船乗
りせむと月待てば  潮もかなひぬ  今
はこぎいでな」という有名な歌があり
ます．にきたつは煮える湯の津の意味
と解釈されるそうで，いかにもいで湯
のまちと思わせます．この歌碑が，大
会会場からぶらぶら歩いても数分の
護国神社にあります．また，ここには
万葉集で詠まれた植物を集めた松山
万葉苑があります．種田山頭火が終の
棲家とした一草庵も近くにあります．
学会の合間に散歩でぶらぶらしてみ
てはいかがでしょうか．
　山頭火を出したからには正岡子規
の名前を挙げないわけにはいかない
でしょう．道後温泉本館近くに松山市
立子規記念博物館があり，子規自筆の
資料などを見ることができます．子規
が作成した俳句の系譜には圧倒され
ます．この調査があって，俳句・短歌
を革新したことが納得できます．子規
については「写生文」を提唱し，近代日
本語の確立に寄与した功績が大きい
といわれています．つまり，現在私た
ちが，何気なく話したり書いたりして
いる日本語は，正岡子規や夏目漱石を
含む明治の人々が作ったそうです．論
理的に話したり書いたりすることが
できる言葉があって幸いといわざる
を得ません．教育が日本語でできるの

 

電子情報通信学会 2009年総合大会の開催地から
「いで湯と城と文学のまち」だけじゃない，理系も頑張るまち
松山市へおいでんかなもし＊1

図 1　 「弥生都市」．工学部１号館が建てられた場所の竪穴式
住居跡（埋蔵文化財調査室提供）

＊ 1　「おいでんかなもし」は伊予弁の一つ
「なもし言葉」で，「いらっしゃいませんか」
の意．
＊ 2　温泉で長湯をすると湯あたりをするの
で御注意．
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はこのおかげでしょうから．
　松山市は確かに，いで湯と文学の
まちですね．松山市の観光パンフレッ
トには，この紹介の副題として使った
「いで湯とお城と文学のまち」とあり
ます．観光誘致には至らないので，市
のパンフレットには絶対載らないで
しょうから，総合大会用に「だけじゃ
ない，理系も頑張るまち」を付け加え
ました．
　そこで，話題を変えて理系も頑張る
まちの紹介，愛媛大学の理工系の紹介
に移りましょう．
　愛媛大学は総合大学であり，四国で
は学生数が最多，全国的にも学生数は
多い大学です．学部，大学院生を含め
ると，約半数が理系の学生で，大学院
では 8割近くが理系となります．工
学部に限っていえば，卒業生は既に 2

万人を超え，日本のものづくりを支え
ています．
　愛媛大学にはいくつかセンターが
設置されています．沿岸環境科学研究
センターは，沿岸海域の環境や有害物
質による地球規模の汚染，海洋生態
系の仕組みや長期変動メカニズムに
ついて研究しており，平成 14年度に
21世紀 COEプログラム，同 19年度
にグローバル COEプログラムの拠点
に選ばれており，この分野の世界的研
究拠点として活動しています．また，
平成 20年度には地球深部ダイナミク
ス研究センターがグローバル COEプ
ログラムの拠点に選ばれています．こ
のほかにも，無細胞生命科学工学研究
センターでは，世界に先駆けて開発し
た無細胞蛋白質合成技術を中心とし
た研究が行われています．大学で五つ
目の研究センターとして，宇宙進化研
究センターが設置されています．図 2

と図 3に城北地区の航空写真と城北
キャンパス建物地図を挙げておきま
す．総合大会の講演会場も主なものを
示していますので，参考になれば幸い
です．
　再び，肩のこらない情報に移りま
しょう．
　松山城は，松山市の中心部である標
高 132 mの城山（勝山）に本丸があり，

市街地はお城＊ 3を中心に広がってい
ます．大天守の最上階からは，360度
眺望が開け，松山平野や瀬戸内海など
を見渡すことができます．
　城山の南側に広がるのが商店街と
歓楽街です．大学から南に城山に沿っ
て歩いて 10～ 15分ぐらいのところ
に南北方向に大街道，そのアーケード
を抜けると東西方向に銀天街という
繁華街があります．秋山兄弟の生誕地
も城山の近くにあります．その繁華街
を一歩横道に入れば，懐具合に応じた
飲食店が軒を連ねています．瀬戸内海
の小魚を味わいながら，お酒を楽しむ
ことができます．
　温泉を楽しむ，全国の城を制覇す
る，日本近代化への礎を作った人々の
足跡をたどる，瀬戸の小魚を地酒と地
ビールで楽しむ，いろいろな場所でい

ろいろな楽しみ方があります．
　さて，どちらへ行かう風が吹く＊ 4

という気になったでしょうか．

（愛媛大学　小野和雄）

図 2　 愛媛大学城北キャンパスの航空写真．道を隔てた広い運動場は松山北高等学校
（秋山好古が校長を務めた）であり，その北側に松山大学の一部が見える．

＊ 3　江戸時代以前に建造された天守を有す
るとのことですが，このような城は，日本
では 12箇所しか残っていないそうです．
＊ 4　種田山頭火の自由律俳句．詠まれた場
所は松山ではありません．

図 3　城北キャンパスの建物地図

総合全国大会の
主な講演会場

番外編〜総合大会の開催地から〜

霧の森菓子工房松山店　089-934-5567
　今月の総合大会は愛媛大学で開催されますね．松山
城に観光で行かれる方もいらっしゃるかと思います．
その松山城のお膝元に有名な和菓子屋さんがあるの
で御紹介します．テレビやネットなどで話題を呼んで
いるということで，休日などは早い時間帯で売り切れ
ることも多いというその和菓子の名は「霧の森大福」．
ちょっとほろ苦い抹茶がまぶしてある大福の中に餡
と生クリームが入っていて，大変美味です．大会に参
加される方は，この機会に是非御賞味下さい．
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　皆様，今回の通ソマガジンをお読み頂いてお役に立ちました

でしょうか？　このマガジンは，日ごろは論文サイトなどには

あまり目を通しておられない方にも面白く読んで頂けることを，

常に心がけています．例えば，技術の紹介にしても，一般の雑

誌のような記者が取材して書く記事ではなくて，研究開発の現

場にいる第一級の専門家が肌身で感じていることを熱く伝える

形で最新の技術に触れて頂けるとか，あるいは，素晴らしい業

績を上げられた方々に苦労話や論文などでは書けなかった秘話

などを御披露して頂いて，会員の皆様と情報共有を進めるとか，

学会活動を論文だけではなく広い視野から味のある読み物とし

て編集して会員の交流をより活発にしていきたい，という願い

で作らせて頂いております．

　「GNAB」

　と言いつつ，編集長としては情けないことに締切りがすぎて

しまったこの原稿を，鹿児島の地で書いています．この数日，

GNAB（Global Networking Architecture Board）という会議を

アレンジして暖かい鹿児島の地に来ています．GNABは 1993

年から 7年間活発に活動した TINA-C（Telecommunication 

Networking Architecture Consortium）の主要メンバが世界中か

ら年に 1回集まって，互いの近況報告をしながら，今後の情報

通信の動向やあるべき姿を技術面だけではなく，ビジネス面，

社会とのかかわりなど広い観点で議論する面白い同窓会です．

技術の最前線を学会やコンソーシアムで口角泡を飛ばし合いな

がら議論するのも良いものですが，私のように研究開発の第一

線からは退いてマネージメントや奉仕活動が中心になった元技

術者にとっては，気の置けない世界の仲間とじっくり本音でこ

れから何ができるか，何をすべきかを語り，それを報告書にま

とめるのも別の意味で意義があると感じています．

　今年のGNABは，指宿温泉の砂風呂を皆で楽しみながら活

発に議論しました．今年のトピックは，通信事業者のこれから

の方向性と，まだ通信ネットワークの恩恵を受けていない 20

億人への通信サービスの提供方法でした．前者については，新

しい技術やビジネスモデルへの挑戦などが議論になりました

が，「欧州のキャリヤはWait & See状態にあり，新しいことへ

のチャレンジ精神が薄れている」という嘆きが耳に残りました．

　残された20億人への通信サービス提供

　その反対に，後者のトピックは将来に光を与えるものでした．

携帯の普及で通信サービスの恩恵を受けている世界の人口は

20億人を超えています．しかし，辺境の地に住んでいて携帯

基地局もなく，1か月の収入が 25ドルで一家が暮らしている

ような人たちが，まだ 20億人残っているのが現状です．この

人たちにどうやって通信を届けるか，いくつかの具体的な試み

が始まっています．一例として，インドの辺境地でビジネスと

して活動を始めているUnited Villageは，村に PCとWiFiで構

成される通信キオスクを置き，バイクやバスにWiFiの移動基

地局を積んで定期的に村を回りながら通信を集配する，という

システムでメールを中心とした e-Shoppingを提供しています．

今まで農薬を町に買いに行くのに往復 3日かかっていたのが，

農民は移動することなく農薬を町の店にメール注文して，バス

が農薬を配達してくれるということによって，劇的に生活が向

上しているそうです．

　私も，TTCが黒子になって産官学連携で進めている新しいア

ジア連携の取組み状況を紹介しました．例えば「ICTを農業に

どう活用するか」，タイの成功しつつあるトライアルを東南アジ

アに連携して広げよう，というプロジェクトなどを説明し，皆

さんの共感を得ることができました．

　このほか，ICTを環境・気候変動対策にどう活用するか，な

ど単に先端技術を追求するだけではなく，深刻な社会課題の解

決に向けて ICTをどう活用するか，これも私たちが取り組むべ

き重要な課題になってきているようです．

巻末言…………………………………

通信ソサイエティ編集長　井上友二

残された20億人への
通信サービス



▶仕事と学業の両立，新たな発見
の喜び，学生との付き合いなど，
社会人留学は 充実した時間と過
去の後悔の話をよく聞きます．今よく聞きます．今く聞きます．今
回の特集が，密かに学位取得に燃
える方たちの一助となれば幸いで
す． （Y.K.）

▶通ソマガジンも本号をもって 8号マガジンも本号をもって 8号
となり，創刊後 2年間を経過しまし
た．先に実施させて頂きましたアン頂きましたアンましたアン
ケートでは，マガジンの内容・誌誌
面などについて，大変好意的かつ
サポートのコメントを頂きまし頂きましきまし
た．また，新しい企画や取組みの
御提案も頂きました．編集委員一提案も頂きました．編集委員一頂きました．編集委員一きました．編集委員一
同，厚く御礼申し上げます．アン厚く御礼申し上げます．アンく御礼申し上げます．アン
ケートの結果は次号のマガジンで
報告致します．アンケートでの致します．アンケートでの．アンケートでの
御提案をもとに編集委員会で（知提案をもとに編集委員会で（知もとに編集委員会で（知に編集委員会で（知（知知
恵をしぼって）考えた新しい企画）考えた新しい企画考えた新しい企画
も次号から順次スタートします．
更に…お待たせしました．B-plus…お待たせしました．B-plus

のロゴが復活し，誌面のデザ誌面のデザ面のデザ 

インも一新します．御期待下さい．御期待下さい．期待下さい．
 （K.Y.）
▶この第 8号が届くのは，ちょう
ど 3月初旬，寒さもゆるんで，梅ゆるんで，梅んで，梅
の花が咲き始めているころでしょころでしょでしょ
うか．そしてまもなく 3月末，桜
の花に囲まれて，今年も大学から
は卒業生が社会に旅立っていきま
す．今号は社会人大学院特集．こ
のマガジンをお読みの皆さんも，
ぜひ新たな母校をお探しになって
みてはいかがですか？ （K.Y）（K.Y））
▶ ns-2は大変ポピュラーなツー
ルですが，フリーソフトウェアの
ため，必要な情報を手に入れるの
に苦労されている方も多いのでは
ないでしょうか．今回の解説論文
が初心者の方の実験の一助になれ
ば幸いです．次回はQualNetの予
定です． （S.K.）（S.K.））

▶担当させて頂きました生涯教育頂きました生涯教育きました生涯教育
委員会活動は，一読者としても大
変興味深く，勉強になるものでし
た．通ソマガジンでは技術的な内
容に加えて多面的な記事の掲載を
進めており，今後もこうした記事
の編集活動に携わりたいと感じるわりたいと感じるりたいと感じる
一編でした． （H.N.）（H.N.））
▶今号は創刊２年目の最終号であ
る．世の中で新しく創刊した雑誌
のほとんどは２年以内に消えてい
くのだと聞いた．「仏作って魂入
れず」という諺があるとおり，魂
を入れ損なえば存続することはでなえば存続することはでえば存続することはで
きない．この２年間，新しい雑誌 

に絶えず命を吹き込むことができ
たかどうかは，次号で報告予定の
読者アンケート結果の判断を待つ
ことにしよう． （Y.Y.）（Y.Y.））

編集後記

編集委員会

編集委員長
　山尾　泰

編集副委員長
　上林真司	 山岡克式	 山崎克之

編集委員
　阿久津明人	 安部田貞行	 井上真杉	
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笠原正治	 神尾享秀	 清水　聡	
関屋大雄	 平　明徳	 高橋応明	
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約を締結されている企業の社員による社内利用目的の複写はその必要はありま
せん（社外頒布用の複写は許諾が必要です）．

権利委託先：（中法）学術著作権協会
　170-0052　東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 
　Tel: 03-3475-5618  Fax: 03-3475-5619　E-mail: info@jaacc.jp  
　なお，著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は，直接本会へ御連絡下

さい．
著作権利用許諾については▶http://www.ieice.org/jpn/service/tensaitokkyo/

次号予告 2009 年夏号（第 9 号）
 2009 年 6 月 1 日発行
 私の研究者歴 ─ 熊谷 信昭
 国際会議報告 ─ VTC2008
 小特集 ─  インターネットの経済学─コスト負担
  と中立性の課題と対策─
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本誌掲載論文を文献引用する際は，邦文略称「信学通誌」，英文略称「IEICE Commun. Mag.」を用いて下さい．
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あか羽　http://www.geocities.jp/akahane_kamo/
　飯倉の交差点を大江戸線赤羽橋駅方面に向かって行くと，鷹匠のお店があります．ここ
でのランチは，贅沢なものとなりますが，おいしいものをお腹一杯食べたという満足感に
浸れることは間違いありません．男性にはボリュームたっぷりのたつた揚げ御膳，女性に
はいろいろなものを少しずつ食べられる三つ重ね御膳がお薦めです．

ひじり亭　03-3437-9778
　芝大神宮のすぐそばにある小さなお店です．ここでは，様々な日本酒，焼酎を存分に楽
しむことができます．焼酎などはグラスになみなみとついでくれますし，お料理もおいし
いです．お酒好きな方は一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか．カウンター5席，小
さなテーブルが二つというお店ですので，予約してから行かれることをお薦めします．
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