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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

国立大学法人 宇都宮大学 
【研究科および専攻名】 

大学院 工学研究科 博士課程 システム創生工学専攻 
（R３設置予定：地域創生科学研究科 先端融合科学専攻） 

【研究室名】 

杉原研究室 
【専門分野】 

光機能性有機材料，光ファイバ/光導波路デバイス，光インターコネクション 
【研究内容】 

杉原研究室では，以下のような研究を実施している． 
・シリコン/ポリマー複合構造光デバイス 
・光通信デバイス、シリコンフォトニクス簡易光接続 
・マルチモード光ファイバ/光導波路測定評価の標準化と高速車載通信システム適用 

【教員名】 

教授：杉原興浩（すぎはらおきひろ） 
協力教職員 
助教：近藤圭祐（こんどうけいすけ） 
研究員：寺澤英孝（てらさわひでたか） 

【学生数】 

博士課程： ３名（うち社会人２名） 
修士課程： M1：３名，M2：５名 
学部 4 年： ４名 

【その他】 

国プロ２件を通じた社会人との交流や共同研究を積極的に行っています． 
URL: http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/sugihara/ 

【連絡先】 

〒321-8585 

住所：栃木県宇都宮市陽東 7-1-2 

電話：028-689-7137 

E-mail: oki-sugihara@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

宇都宮大学 
【研究科および専攻名】 

大学院 工学研究科 博士（後期）課程 システム創成工学専攻 
【研究室名】 

流体工学研究室 
【専門分野】 

流体工学（航空宇宙、医療、スポーツ） 
【研究内容】 

流体工学研究室では，以下のような研究を実施している． 
・噴流を利用した流体制御メカニズムの解明およびデバイス開発 
・バイオミメティックス等の学際的な非定常流体力発生メカニズムの解明 
・スポーツ流体科学に関する研究(スキージャンプ競技，バドミントン，水泳 etc.) 
・高効率都市型風力発電に関する基礎研究 
・微細気泡による環境改善，医療応用 

【教員名】 

教 授 ：氏名 長谷川 裕晃（はせがわ ひろあき） 
助 教 ：氏名 石戸 勉  （いしど つとむ） 
助 教 ：氏名 加藤 直人 （かとう なおと） 
技術職員：氏名 中川 健一 （なかがわ けんいち） 

【学生数】 

博士課程： 1 名（うち社会人 0 名） 
修士課程： M1 6 名，M2 5 名 
学部 4 年： 8 名 

【その他】 

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/fel/ 
【連絡先】 

〒321-8585 

住所：宇都宮市陽東 7 丁目１-２ 
E-mail: hhasegaw_at_cc.utsunomiya-u.ac.jp(_at_を@に変更してください) 
 

http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/fel/
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

宇都宮大学 
【研究科および専攻名】 

大学院 工学研究科 博士課程 システム創成工学専攻 
【研究室名】 

長谷川(光)・鶴田研究室 
【専門分野】 

音響情報処理，感性情報処理，視聴覚相互作用 
【研究内容】 

長谷川(光)研では，主に「音」をキーワードとした研究を実施しています．近年，実施し

ているテーマには，以下のようなものがあります． 
・AV コンテンツ試聴環境における視聴覚相互作用に関する研究 
・視聴覚間の同時知覚に関する研究 
・音の大きさ知覚および最適聴取レベルに関する研究 
・SEA（統計的エネルギー解析）を用いた太鼓音解析に関する研究 
・絶対音感保持者の音高同定能力に関する研究 
・自動車車室内での音環境に関する研究 
・車両接近通報音に関する研究 
・ユズの香気成分および機能性に関する研究 
など 

【教員名】 

教授：長谷川光司（はせがわ ひろし） 
助教：鶴田（濱村）真理子（つるた はまむら まりこ） 

【学生数】 

博士課程： 4 名（全て社会人） 
修士課程： M1 6 名，M2 4 名 
学部 4 年： 9 名 

【その他】 

これまでに，社会人学位取得者は 5 名います． 
【連絡先】 

031-8585 宇都宮市陽東 7-1-2 宇都宮大学 陽東キャンパス 
長谷川光司 
Phone/Fax: 028-689-6294 
E-mail: hasegawa@is.utsunomiya-u.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

慶應義塾大学 
 
【研究科および専攻名】 

大学院 理工学研究科 後期博士課程 総合デザイン工学専攻 
 
【研究室名】 

桂研究室 
 
【専門分野】 

抽象化理工学，人間支援・超人間，データロボティクス，波動システム， 
システムエネルギー変換 

 
【研究内容】 

次世代の社会基盤と成り得る工学システムの高度化・高機能化を目指し、時間と空間の

双方を考慮したシステムデザインの研究を行っています。特に、無限次元のモデリングと

電機統合システムのエネルギー変換に基づいた革新的な抽象化理工学により、人間を直接

支援するための複雑化されたシステムやロボット応用を目指しています。 
 
【教員名】 

教授：桂 誠一郎（かつら せいいちろう） 
 
【学生数】 

博士課程： 3 名（うち社会人 2 名） 
修士課程： M1 5 名，M2 4 名 
学部 4 年： 7 名 

 
【その他】 

2008 年の研究室発足以来、12 名の博士号取得者がいます。そのうち、社会人博士取得

者数の実績は 2 名です。共同研究と関連付けた研究テーマ設定など、お気軽に相談下さい。 
URL: https://www.katsura.sd.keio.ac.jp/ 

 
【連絡先】 

〒223-8522 
住所：横浜市港北区日吉 3-14-1 
電話：045-566-1724 
E-mail: katsura@sd.keio.ac.jp 

https://www.katsura.sd.keio.ac.jp/
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

慶應義塾大学 
【研究科および専攻名】 

大学院 理工学研究科 博士（後期）課程 開放環境科学専攻 
【研究室名】 

山中研究室 ご相談の上その他コンピュータサイエンスの研究室におつなぎします 
【専門分野】 

ネットワーク、自動運転制御、５G ネットワーク応用 
【研究内容】 

慶應義塾大学は、ネットワークとくに光ネットワーク技術の国際的 COE(Center of 
Excellence)です。ネットワークのデバイスシステムに近いハードウエアや装置技術から、ネ

ットワークを実際に利用したアプリケーションをやっています。この頃は、その応用を行て

おり、自動運転制御やビデオの高機能配信ネットワークの実現をエッジコンピュータを利用

して実現しようといます。特徴は、理論と実装、つまりシュミュレーションによる性能帆床

のみではなく、PoC(プロトタイプ)を作り、テストベッドでの実験を行っているメンバーも

多くいます。また、伝統的に慶應義塾は実学を重んじており、その結果、企業との共同研究

も多く日本でも代表的な産学連携拠点となっています。キャンパスには、自動運転車、電動

バイク、EGV(小型搬送車やルンバのようなもの)を所有し、ネットワークから制御をカメラ、

Lider による自己位置推定をしながら連携走行をすることを目指しています。残念ながら、

本日の東京支部シンポジュームに申し込み多数で聴講参加もできていません。一度、アクセ

スしてみてください。 
・光ネットワーク 
・エッジコンピュータとその応用（IoT,自動運転） 
・コンテンツ・映像配信 
・将来ネットワークとサービス 
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【教員名】 

教授：山中直明（やまなかなおあき） 
特任教授：岡本聡（おかもとさとる） 
その他、京都大学、国立情報学研究所（NII）、NTT-AT から、非常勤の特任教授、准教授

が来ています。 
【学生数】 

博士課程： １名 
修士課程： 10 名 
学部 4 年： 5 名 

【その他】 

当研究室は、15 年強の歴史の中で 13 名の博士取得で、そのほとんどが、先端企業で活躍

しています。教員の山中、岡本、をはじめ、特任のすべての先生が、社会人博士取得者です。

企業に居ながら、アカデミックな活躍を目指しました。 
URL: http://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/ 

【連絡先】 

〒223-8522  横浜市港北区日吉 3-14-1 

電話：０４５－５６６－１７４４ 

E-mail: yamanaka@keio.jp 
 



仕事は充実している。
でも、このままでいいのか？
もっと専門を磨いて
ステップアップしたい。
働きながら学位が取れる
方法はないのか。

現状、会社経営は、
なんとかなっている。

でも、今後に備えるなら？
社員一人ひとりには、
各自の専門を磨いて

スキルアップしてほしい。

筑波での経験は実になった。
社会人生活も悪くない。
でも、先々の不透明な時代、
自分を更新していきたい。
古巣の先生から聞いた話では、
社会人でも学位を取れるとか…

社会人が学位を取得するメリット

システム情報工学研究群　8つの学位プログラム
学位プログラムとは？

あなたの仕事が、博士号取得で変わります。

社会工学学位プログラム 
　取得できる学位…修士（社会工学）・博士（社会工学）
サービス工学学位プログラム 
　取得できる学位…修士（サービス工学）
リスク・レジリエンス工学学位プログラム 
　取得できる学位…修士（工学）・博士（工学）
情報理工学位プログラム 
　取得できる学位…修士（工学）・博士（工学）
知能機能システム学位プログラム 
　取得できる学位…修士（工学）・博士（工学）
構造エネルギー工学学位プログラム 
　取得できる学位…修士（工学）・博士（工学）
エンパワーメント情報学プログラム 
　取得できる学位…博士（人間情報学）
ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 
　取得できる学位…修士（生物情報学）・博士（生物情報学）

　博士前期課程　　博士後期課程　　5年一貫制博士課程

筑波大学  システム情報工学研究群

社員のスキルアップを望む

経営者の皆さま
筑波大学と繋がりのある

卒業生の皆さま

「専門をもっと磨いてスキルアップしたい」
「社外や海外の研究者・専門家と対等な立場で議論したい」
「一流の研究者・専門家との人脈を広げ、ビジネスをさらに拡大したい」…　
博士号の取得は、あなたの日々の仕事の幅を広げ、質を向上させる、大きなチャンスです。

これまでの社会経験を通じて培われた問題意識、身に付けてきたスキルやノウハウは、新たな
価値創造への大きなアドバンテージ。若手研究者の減少が予想される今後、博士号を取得する
社会人には、日本や世界の研究・技術革新をリードする存在となることが期待されます。

筑波大学で知の最先端を探究し、
あなたの、世界の、明日を変えてみませんか？

あなたの経験は、未踏の成果への近道です。

もっとステップアップしたい
社会人の皆さま

　学生に修士・博士等の学位を修得させるにあたり、当該学位の
レベルと分野に応じて達成すべき能力を明示し、それを修得させ
るように体系的に設計した教育プログラムのこと。

特徴 1　学修の「見える」化

　学生の皆さんはいずれか１つの学位プログラムにおいて学修し
ます。そこで自分のキャリアプランをふまえた学修を行い、自分
がどんな能力を身につけたのかを教員と確認しながら、学位の取
得を目指します。

特徴 2　従来の専攻の壁を超え、
　　　　　　　　　学際的で幅広い学修が可能に！

　学生の皆さんは、今まで指導を受けられなかった他分野の教員
から研究指導を受けることもできるようになり、より幅広い視野
のもとで研究できるようになります。

社会人の博士号取得
増えています､

M
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システム情報工学研究群は、がんばる社会人を応援します

―ステップアップに取り組む―
社会人からのメッセージ

―筑波に戻って博士号を取得した―
修了生からのメッセージ

―社員のスキルアップを望む―
経営者からのメッセージ

最短1年で博士号が
取得できます

長期履修制度※社会人のための博士後期課程 
早期修了プログラム※

時間をかけての
学位取得も可能です

社会人特別選抜※

社会人経験を
活かせる入試

ぜひ、興味のある研究室の教員にアポを取って相談してください！

お問い合わせ

ぜひ、興味のある研究室の教員にアポを取って相談してください！

あなたにぴったりの学び方はこれ！
修士の学位を持っている

研究テーマ・分野・指導を
受けたい教員が決まっている

社会人としてこの分野の
十分な経験を有している

現時点で査読付き論文等の
研究業績がある

短期集中で学位を取るための
職場・家庭環境がある

仕事が忙しく、ゆっくり
学位取得することを考えている

NO

NO

NO

NO

NO

NO YES

YES

YES

YES

YES

YES

Start! 筑波大学  理工情報生命学術院
システム情報工学研究群

詳しい情報は、
研究群WEBサイトを
ご覧ください。

https://www.sie.tsukuba.ac.jp

※一部、実施していない学位プログラムがあります。

※1　いずれも旧・システム情報工学研究科の専攻　※2　2020 年度からシステム情報工学研究群に改組

工学の研究者・教育者としてステップアップすべく、博士

（工学）の学位を1年間で取得することを目指して、システ

ム情報工学研究科（※2）にて指導を頂いています。岐阜県

からの通学ですが、メールなど遠隔でやりとりしながら研究

を進めています。現在は音響信号処理を基礎とする屋内

測位に関する研究を行っており、社会人としての業務で感

じる自身の論理的思考力、視野の広さ、専門知識などの

能力の限界に対し、日常の業務では得難いアドバイスを

頂き能力を向上していると実感しています。

世の中が大転換期を迎えているなか、当社においても次の

100年を見据えた成長戦略を考えています。社員一人ひと

りが広い視野で多様な価値観を受け入れ、将来の姿を考

える力が必要だと感じております。

そこで、これまでの在り方にとらわれない新構想大学として

の筑波大学大学院に社員を派遣することで、新しい考えを

会社に還元し、社員が自ら考え改善していく雰囲気、習

慣を日常的に社内に生み出したいと考えていました。常に社

員の自己研鑽を奨励する企業になりたいと願っています。

私は2012年にリスク工学専攻の博士前期課程を修了し、

SEとしてIT企業に就職しました。しかし学生時代の研究テー

マ「デマンドタクシーの最適化」の社会的重要性を再認

識し、研究者として社会に貢献するため、4年間の実務を

経て博士後期課程に再入学しました。出身校に戻ることを

選択したのは、自由に研究できるつくばの環境やキャンパ

スの雰囲気が気に入っていたためです。また、前期課程の

学生の発表を聞く機会や交流も多く、研究の視野を広げ

られますので、是非本学で学ぶことをお勧めします。

小木曽 里樹
岐阜工業高等専門学校　助教

エンパワーメント情報学プログラムで博士

(人間情報学)の学位取得後、知能機能シス

テム専攻(※1)博士後期課程2019年度入学

関 正樹
関彰商事株式会社　代表取締役社長

長谷川 大輔
（株）ディー･エヌ･エー

リスク工学専攻（※1）博士前期課程修了後、

民間企業を経て博士後期課程に入学。

2019年3月博士後期課程修了後、現職。

すでに査読付き論文などの研究
業績がある社会人が、通常3年の
博士後期課程を「１年または２年
で修了し、課程博士号を取得する」
プログラムです。

仕事と両立しながら、最長5年
かけての学位取得が可能です。
最大3年分（通常修業年限）の
授業料しかかからないため、
経済的負担も増えません。

1年以上の職務経験を有する
社会人を対象に、社会人特別選抜
を8月・2月の年2回実施。
これまでの研究業績や経験が入試
で評価されます。

029-853-4979（大学院教務）
　お問い合わせ時間：平日 9:00～17:00

sysinfo.pr-s@un.tsukuba.ac.jp

エデュケーション・アドミニストレーター(UEA)が、研究室

探しなどのお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

博士前期課程
（修士）からの
入学も大歓迎！

ゆっくり学位を
取ることもでき
ます(最長5年)。

早期修了プログ
ラム(最短1年)が
可能かも。ぜひ
チャレンジを！

まずは、研究群
WEBで興味のあ
る分野・研究室を
探してください。

通常の3年での
学位取得を
オススメします。
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

筑波大学 
【研究科および専攻名】 

研究分野およびキャリアプランに応じて、下記三つの学位プログラムの選択が可能です。 

• 大学院理工情報生命学術院 システム情報工学研究群 知能機能システム学位プログラ

ム（博士課程（前期・後期））https://www.imis.tsukuba.ac.jp/ 
• 大学院理工情報生命学術院 システム情報工学研究群 エンパワーメント情報学プログ

ラム（５年一貫制博士課程：後期課程からの編入あり）https://www.emp.tsukuba.ac.jp/ 
• 大学院グローバル教育院 ヒューマニクス学位プログラム（５年一貫制博士課程） 

https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/ 
 
【研究室名】 

画像情報研究室（北原・宍戸研究室） 
https://sites.google.com/image.iit.tsukuba.ac.jp/kitahara 

 
【専門分野】 

コンピュータビジョン（３次元画像処理・深層学習）、拡張現実（AR）・複合現実（MR）、
実世界指向イメージング（スポーツ映像、空撮映像） 
 

【研究内容】 

筑波大学 画像情報研究室（北原・宍戸研究室）研では、以下の事例のような、現場から

のニーズに応える“コンピュータビジョン”、“画像処理技術”“映像メディア”に関する研

究開発に取り組んでいます。 
・自由視点スポーツ配信 

スタジアム規模で行われるイベントのリアルタイム３次元撮影・配信・提示 
自由視点映像を活用した次世代メディア（電子カタログ・ガイドブック） 

・大規模プロジェクションマッピング 
 動的に形状が変化する大規模３次元空間に適用可能なプロジェクションマッピング 
・３次元手術ナビゲーション 

内視鏡・X 線映像からの体内３次元モデリング、AR/MR による可視化 
・自動走行車両の搭乗者向け視覚インタフェース 
 動的な走行環境の３次元モデル生成 
 AR/MR 提示による搭乗者の快適性向上 
・スポーツ映像処理 

アスリートのパフォーマンス分析、 
効率的なトレーニング法の検証 

https://www.imis.tsukuba.ac.jp/
https://www.emp.tsukuba.ac.jp/
https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/
https://sites.google.com/image.iit.tsukuba.ac.jp/kitahara
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・世界遺産の保全活動支援 
 多視点画像情報の効率的な収集方式 

３次元モデリングによる経年変化の分析 
・３次元被災マップ生成 
 各種空撮映像とクラウドソーシングを統合した迅速な災害情報収集 
・資源（採掘）工学 

３次元形状計測に基づく採掘作業の効率化 
AR/VR を用いた採掘現場のシミュレーション 

 
【教員名】 

教授：北原 格 （きたはら いたる） 
助教：宍戸 英彦（ししど ひでひこ） 
 

【学生数】 

博士課程： ４名（うち社会人１名） 
修士課程： M1 ５名、M2 ４名 
学部 4 年： ３名 

 

【その他】 

筑波大学大学院では、社会人向けの入試（社会人特別選抜）を実施しています。また、一

定の研究業績や能力を有する社会人を対象に、標準修業年限よりも短い期間で課程博士号の

取得を目指す「早期修了プログラム」プログラムも用意しています。 
https://www.souki.tsukuba.ac.jp/ 

 

【連絡先】 

〒305-8577 
住所：茨城県つくば市天王台 1-1-1 
電話：029-853-6488 
E-mail: kitahara@ccs.tsukuba.ac.jp 
URL:  https://sites.google.com/image.iit.tsukuba.ac.jp/kitahara 

     

     

https://www.souki.tsukuba.ac.jp/
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社会人学生受け入れ研究室紹介 

【大学名】                   【学位名】    

筑波大学                   博士（工学） 

【研究科および専攻名】 

理工情報生命学術院 システム情報工学研究群    

知能機能システム学位プログラム 

【研究室名】 

音響システム研究室グループ（計測系研究室群） 

【社会人博士受け入れ実績】 （200５年度修了以降） 

本属： JAMSTEC，NTT，防衛省，NHK，シュルンベルジェ，奥村組，NEC，アズビル, ク

ボタ，国土交通省，三菱電機，日立製作所，日立電線，デンソーテン，デロイトトーマ

ツ, パナソニック, 国立私立大学・国立高専 など３6 名 

 在籍中：５名，修了：31 名（うち早期修了：１７名） 

分野： 計測工学，制御工学，水中音響，海洋音響, 海洋生物音響, 非破壊評価，3D-TV, 

高速光変調素子, 移動体通信用基地局アンテナ, 対空レーダー, 海洋レーダー，信

号処理，生体計測, 人工知能, 画像処理, 光応用計測, 通信方式, スマート農業, 

スマート畜産，光ファイバー伝送，通信・デバイス，無線通信，ホログラフィ，鉄道制御，

騒音制御，音響測位，ロボット制御, 音楽音響, 情報化施工 等幅広く対応可能です 

これまで社会人として積み重ねてきた研究実績を学位論文にまとめることで，多くの学生が

一年以上短縮しての学位取得を達成しています．会社等とは無関係に、我々の研究室が提供す

る研究テーマで学位取得も可能です． 

【教員名】 

教 授：  水 谷 孝 一 （みずたに こういち） 

准教授： 若 槻 尚 斗 （わかつき なおと） 

     海 老 原 格  （えびはら ただし） 

助 教：  前 田 祐 佳 （まえだ ゆか） 

     善 甫 啓 一 （ぜんぽ けいいち） 

【学生数】 

博士後期課程： １７名（うち社会人５名），博士前期課程： ３３名，学士課程 4 年： １０名 

【その他】 

社会人で博士号取得者： ３１名（うち１７名は一年以上短縮しての早期修了） 

【連絡先】 

〒305-8573 

住所： 茨城県つくば市天王台１－１－１ 

電話： 029-853-6474 

E-mail: mizutani@iit.tsukuba.ac.jp 

URL: https://www.aclab.esys.tsukuba.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

国立大学法人電気通信大学 
【研究科および専攻名】 

大学院 情報理工学研究科 博士（後期）課程 情報学専攻 
【研究室名】 

横川慎二研究室 
【専門分野】 

エネルギー貯蔵・制御，機器の寿命予測，信頼性工学 
【研究内容】 

現代のエネルギー網や情報網には，長期的に安定した運用を実現することが求められま

す．そのためには，蓄電池・太陽光パネル・パワー半導体などのデバイスと，それらを統

合した電力網などのインフラ全体の品質を向上させ，そこに持続力と回復力を吹き込むこ

とが必要です． 
当研究室では，製品やシステムの事故の事例分析，デバイスの寿命試験と寿命予測，市

場信頼性・品質のデータ分析などを通じて，製品やインフラの信頼性や品質，そしてレジ

リエンスを向上させるための研究に取り組んでいます．現在の研究テーマの例は，以下の

ようなものになります． 
・センサーネットワークのデータ統合と位相的データ解析による環境・エネルギー分析

に関する研究 
・自律分散グリッドにおける接続デバイスの個体分析と診断に関する研究 
・創電と蓄電を用いたエネルギーシステムの都市空間における効果的活用に関する研究 
・人対機械システムにおける信頼成長の分析 

【教員名】 

教授：横川 慎二（よこがわ しんじ） 
【学生数】 

修士課程： M1 ２名，M2 １名 
学部 4 年： ３名 

【その他】 

研究室詳細は HP をご覧ください（URL: http://www.yokogawa.iperc.uec.ac.jp/） 
横川自身も社会人学位取得経験者です（博士（工学）電気通信大学 ２００８／３） 

【連絡先】 

〒１８２-８５８５ 

住所：東京都調布市調布ヶ丘１−５−１ 

電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 

電話：０４２-４４３-５９７４ 

E-mail: yokogawa@uec.ac.jp 



   2020 電子情報通信学会  
社会人向け学位取得奨励交流会 資料 

社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

東京工業大学 
【研究科および専攻名】 

環境・社会理工学院 博士後期課程 融合理工学系 地球環境共創コース 
【研究室名】 

高田研究室 
【専門分野】 

無線通信の電波伝搬，電波応用計測 
【研究内容】 

高田研では，以下のような研究を実施しています． 
・無線チャネル測定およびモデル化 
・電波伝搬解析および予測シミュレーション 
・電波を用いた位置や動作の計測 
・電波発信源の位置探査 

【教員名】 

教授：高田潤一（たかだじゅんいち） 
助教：齊藤健太郎（さいとうけんたろう） 

【学生数】 

博士課程： ８名（うち社会人２名） 
修士課程： M1 １名，M2 ３名 
学部 4 年： ３名 

【その他】 

過去の社会人博士取得者数： ７名 
全学共通のリベラルアーツ科目が必修となっています． 
上記のテーマ以外に国際開発・国際協力に関する研究も行っています． 
URL: http://www.ap.ide.titech.ac.jp/ 

【連絡先】 

〒152-8550 

住所：東京都目黒区大岡山 2-12-1-S6-4 

電話：03-5734-3282 

E-mail: takada@tse.ens.titech.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 工学府 博士後期課程 電子情報工学専攻 

【研究室名】 

金子敬一研究室 

【専門分野】 

ディペンダブルコンピューティング，アルゴリズム，教育工学 

【研究内容】 

本研究室では，「プログラム，アルゴリズム，システムの高信頼，高性能化設計」をテ

ーマに以下のような研究を実施しています． 
 

・グラフやネットワークに関する研究 
 「京」や「富岳」などといった，超並列計算機を構成

するための相互結合網として有望な一連の位相に対

して，その性質の調査（直径計算），経路選択アルゴ

リズム（耐故障経路選択，素な経路問題）の開発な

どのほか，新しい位相そのものの開発を目指します． 
図 1 は，京や富岳が採用している，トーラス網とい

う位相です． 
 [1] Bossard and Kaneko: “Cluster-fault Tolerant Routing in a Torus,” Sensors, Vol. 20, No. 11, 

PaperID 3286(16p), June 2020.  
 ・教育用ソフトウェアに関する研究 

情報技術を用いた教育用システムの設計・開発を

目指します． 特に，携帯端末を用いた語彙学習用

システム，学習者参加型の e ラーニング環境，地

理・歴史学習環境に関する教育システム，数学・理

科教育に関する教育システム，多言語コミュニケ

ーション支援システム，プログラミン支援システ

ム（図 2）について研究しています． 
[2] Tanaka, Hashiura, Hazeyama, Komiya, Hirai, and Kaneko: “Learners’ Self Checking and its 
Effectiveness in Conceptual Data Modeling Exercises,” IEICE Transactions on Information and 
Systems, Vol. E101-D, No. 7, pp. 1801--1810, July 2018. 

 
図 1  3 進 3 次元トーラス網 

 

図 2 教育用計算機シミュレータ ED21 
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 ・ソフトウェアウォーターマーキングに関する研究 
ディジタル情報の違法コピーや改変を防ぐために

用いられる電子透かしのことを， ディジタルウォ

ーターマーキングといいいます．この研究では，高

性能なウォーターマーク（簡単に埋め込むことがで

きる，多くの情報を埋め込むことができる，ウォー

ターマークが埋め込まれていることに気づかれに

くい）をソフトウェアに埋め込むためのアルゴリズム開発を目指します．図 3 は，色順

列アルゴリズムを適用して，レジスタの割当て方法を変更することで，ウォーターマー

クを埋め込む手法を表しています． 
[3] Sekino, Hirai, and Kaneko: “Software Watermarking based on Register Allocation with 
Rotation,” Proceedings of the IADIS International Conference on Applied Computing 2013, pp. 
99--106, Fort Worth, Texas, USA, Oct. 23--25, 2013 (Best Paper Award). 
 
ほとんどの研究では，深い知識や経験は不要で，最も重要なものはアイデアです．その

ためには，指導教員や研究室のメンバーと議論を重ねることも大切ですので，コンパな

どの研究室行事を含めて，たまには研究室に顔を出して下さい． 
 

他研究業績等：https://www.tuat.ac.jp/~k1kaneko/ 

 

【教員名】 

教授：金子 敬一（かねこ けいいち） 

【学生数】 

博士課程： ２名（うち社会人２名） 
修士課程： M1 ２名，M2 ３名 
学部 4 年： ６名 

【研究室博士号取得者現在（一部）】 

神奈川大学准教授，法政大学准教授，玉川大学助教 

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7489 
E-mail: k1kaneko@cc.tuat.ac.jp 
 

 
図 3 色順列アルゴリズム 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 工学府 博士後期課程 電子情報工学専攻 

【研究室名】 

近藤研究室 

【専門分野】 

知能情報システム工学，ロボット工学，リハビリ医工学 

【研究内容】 

本研究室では，生物の脳が体現する環境認知・運動制御の情報処理機構，特に適応・

学習のメカニズム理解に向けて，知能情報学，システム工学を軸としつつ，認知心理学，

脳神経科学，リハビリ医学など幅広い分野の知見を総合した学際的研究を展開していま

す． 
具体的には，ハプティックロボットを用いた人間の上肢到達運動学習メカニズムの解

析，人と相互適応する人工物の数理モデル化，ブラックボックス最適化問題の解法アル

ゴリズムの高速化，脳波型ブレインコンピュータインタフェースや没入型 VR を用いた脳

卒中麻痺患者のためのリハビリテーションシステム開発，などの研究を実施しています． 
研究テーマの設定については，一人ひとりの専門分野や関心に合わせて相談の上で決

定します．これまでに，理学療法士の方が社会人博士として入学し，博士（学術）の学

位を取得した例もあります．詳細は研究室 HP をご覧下さい． 
   

 
図 1 ロボットを用いた人間の運動学習メカニズムの解析    
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図 2 BCI による脳卒中リハビリテーション 図 3 ブラックボックス最適化の解法 

 

【教員名】 

教授：近藤 敏之（こんどう としゆき） 

【学生数】 

博士課程： ６名（うち社会人１名） 
修士課程： M1 ４名，M2 ４名 
学部 4 年： ５名 

【その他】 

これまでの社会人博士取得者数：２名 
URL: https://www.livingsyslab.org/ 

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7382 
E-mail: t_kondo@cc.tuat.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
【大学名】 

国立大学法人 東京農工大学 
【研究科および専攻名】 

大学院工学研究院 先端機械システム部門 博士（後期）課程 機械システム工学専攻 
【研究室名】 

田川義之研究室 
【専門分野】 

流体力学 

【研究内容】 

田川義之研では，以下のような研究を実施している． 
・マイクロ流体 
・医療応用（無針注射器） 
・高粘度流体制御 
・液体・気泡 
・次世代プリンタ（金属プリント・機能材料プリントなど） 

【教員名】 

准教授：田川 義之（たがわ よしゆき） 
助教：武藤 真和（むとう まさかず） 

【学生数】 

博士課程： 2 名（うち社会人 1 名） 
修士課程： M1 5 名，M2 5 名 
学部 4 年： 6 名 

【その他】 

社会人博士取得者数の実績：2018 年度 2 名 
 

【農工大における社会人博士課程の制度について】 

l 学位を 2年あるいは 1年で取得する短縮修了が可能 

博士後期課程の標準修業年限は 3年だが，修士の学位をすでに持っている人は，研究

の進捗状況によっては，3年未満（最短では 1年）で学位を取得することが可能（ 文

科省の規定により，博士前期課程（修士課程）と博士後期課程の在籍年数が 3年以上

あることが必要）．当初は 3 年の予定で入学した場合でも，研究が順調に進めば，途

中からでも短縮修了に合わせて学位論文の審査のスケジュールが組まれるなど，柔軟

な対応を行っている．本研究室では，2018 年度社会人 2 名が学位を 1 年で取得した

実績がある． 

l 大学院講義 – 受講は必須ではない –  

博士論文のための研究（「機械システム工学特別セミナー」）と「特別計画研究」によ
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り，学位取得のために必要な単位が充足される．（「特別計画研究」は，社会人に配慮

された内容になっており，限られた時間でも無理なく単位を取得することが出来る）

したがって，講義に出席する必要はない．しかし，希望すれば自由に講義を受けるこ

ともでき，単位を取得することもできる． 

l 学位審査について - 査読付き論文が 3編以上必要 -  

指導教員の指導の下に博士論文を執筆し，その論文の内容について学位審査が行われ

る．まず，予備審査では，指導教員を含む 5名の審査員（教員）の前でプレゼンテー

ションを行い，本審査に進んで良いかが判断されるとともに，博士論文やプレゼンテ

ーションをブラッシュアップするためのアドバイスを受けることになる．本審査は公

開されて行われる．この時点で，博士論文を構成する内容の査読付論文（ いわゆる

定期刊行ジャーナル論文，査読付国際会議プロシーディングス）が 3編以上有ること

が条件となる（ 掲載済みもしくは掲載可）． 

※ 詳細は本学機械システム専攻 HPを参照． 

URL: http://web.tuat.ac.jp/~mech/examination/shakaijin_doctor.pdf 
 

【当研究室の研究概要について】 

従来と異なる液体駆動力として衝撃力に着目し，慣性

力が粘性力の1,000倍以上大きい超音速マイクロジェ

ット（高 Re 数流れ）の生成手法を世界で初めて開発

した（図 1a, Tagawa et al., Phys. Rev. X, 2012）．

さらに液体容器への打撃による簡便なジェット生成

手法を新たに開発し，高速ジェットに加え，既存技術

に比べ500倍以上高粘度の液体ジェットの吐出に成功

した（図 1b）．本手法（特許第 6482658号，国外特許申請 JST 支援対象(採択率 15%)）は日

経産業新聞（2015年）や日建新聞電子版(2018 年), 海外サイト EurekAlert(2018 年)に特集

記事が掲載されるなど注目されている．現在，機能性材料（粘着剤，細胞培養液ほか）の吐

出による新技術へ展開している．一方，学術的には，比表面積 O(105) m-1以上のマイクロジ

ェットにおける動的界面特性の影響の解明などが実現でき，新しい学理構築に貢献している．

衝撃力に着目するという優れた着眼点に基づき，レーザーパルスによる衝撃力および金属打

撃による衝撃力により各々次世代技術の基盤を構築している．  

※ 詳細は本研究室 HPを参照． 

URL: http://web.tuat.ac.jp/~tagawayo/index.html 
 

【連絡先】 

〒184-8588 

住所：東京都小金井市中町 2-24-16 東京農工大学小金井キャンパス 6 号館 507 号室 

電話：042-388-7407 

E-mail: tagawayo@cc.tuat.ac.jp 

図1 衝撃力によるマイクロジェット 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 工学府 博士後期課程 電子情報工学専攻 

【研究室名】 

藤田桂英研究室 

【専門分野】 

マルチエージェント，自然言語処理，人工知能，知能情報処理 

【研究内容】 

本研究室では，人工知能の技術を基盤として，意思決定支援に関わるアルゴリズムの

設計や手法の開発，現実世界への適用，システム開発と幅広く研究していきます．特に，

マルチエージェント，自動交渉，テキストマイングや自然言語処理，意思決定支援シス

テムを中心に研究を展開しています． 
具体的には，議論掲示板の自動要約, 自動見出し生成，議論マイニング（図 1），議論

参加者の能力推定，SNS での噂の早期検出，自動交渉エージェント競技会(ANAC)のため

の交渉戦略，自動交渉を考慮した製造バリューチェーン（図 2），マルチエージェントモ

デルとテキスト解析の融合などがあります． 
研究テーマについては，これまでの社会人としての経験や関心に合わせて相談の上で

決定します．もちろん，研究テーマが勤務先に関連したもの，本研究室に関連したもの

どちらでも構いません．詳細は研究室 HP をご覧下さい． 
 

 
図 1 Argumentation Mining 
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図 2 マルチエージェントシステムと自動交渉    

 

 

【教員名】 

教授：藤田 桂英（ふじた かつひで） 

【学生数】 

博士課程： ２名（うち社会人１名） 
修士課程： M1 ３名，M2 ７名 
学部 4 年： ６名 

【その他】 

URL: http://katfuji.lab.tuat.ac.jp/  

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7141 
E-mail: katfuji@cc.tuat.ac.jp 
 

http://katfuji.lab.tuat.ac.jp/
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 工学府 博士後期課程 電子情報工学専攻 

【研究室名】 

藤田欣也研究室 

【専門分野】 

ヒューマンインタフェース，バーチャルリアリティ 

【研究内容】 

本研究室では，以下のような研究を実施しています．特に近年は，テレワーク環境に

おける知的生産性の向上を目指して，作業状況の推定技術の改善や各種支援システムの

開発を推進しています．詳細は研究室 HP をご覧下さい． 

・オフィスワーカの作業状況推定 
 研究のシステムの基本要素は，さまざまな PC の操作情報から，今その人に割り込む

とどの程度邪魔になるか（割り込み拒否度）を推定する技術です．人の認知負荷（作

業記憶）は作業の切れ目で低下するため，ユーザの PC 操作の統計的性質をもとに，い

かに確実に作業の切れ目を推定するかが解決すべき課題になります．また，最近は，

作業の切れ目だけでなく，ユーザの作業への集中度（作業への認知資源の配分）を推

定する研究や，将来予測なども行っています． 

・情報通知の調停とテレワーク支援 
上記の割り込み拒否度推定システムの一つの応用として，電子メールの着信通知に

代表される情報通知を自動調停するシステムの研究開発を行っています（図 1）． 

    
図 1 メール配信調停システム   図 2 割り込み拒否度の遠隔共有画面 
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僅かにタイミングをずらすだけで，主観的な通知タイミングが改善し，メールへの

遷移がスムーズになることが確認されています．調停アルゴリズムの改善や，多様な

通知を統合的に制御する機構の開発などが現在の課題です． 
さらに，テレワーク環境での知的生産性の向上は，With コロナ時代の最重要課題の

一つです．本研究質では，推定した割り込み拒否度を WEB サーバにアップロードする

ことでチームメンバ相互の状況共有（図 2）を可能にし，観察行動をとおして効果を

分析しました．その結果，チーム内での関係構築や動機付けへの効果が示唆されまし

た．心理的な障壁を含めより導入が容易なシステムを開発し，社会実験に結びつけた

いと考えています． 
関連論文等： http://www.fujitaken.org/論文等一覧/ 

 

【教員名】 

教授：藤田 欣也（ふじた きんや） 
助教：辻 愛里（つじ あいり） 

【学生数】 

博士課程： ０名（うち社会人０名） 
修士課程： M1 ３名，M2 ２名 
学部 4 年： ３名 

【その他】 

これまでの社会人博士取得者数：３名 
URL: http://www.fujitaken.org/ 

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7142 
E-mail: kfujita@cc.tuat.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 生物システム応用科学府 生物機能システム科学専攻 博士後期課程 

【研究室名】 

藤波香織 研究室（日常生活コンピューティング研究室） 

【専門分野】 

ユビキタスコンピューティング，ヒューマンコンピュータインタラクション, IoT 

【研究内容】 

本研究室では，ユビキタスコンピューティング環境（最近の言葉でいうと人間中心の IoT
環境）を実現するための方法論を研究対象としており，新たな入出力方法や次世代の情報

利用モデルを考案する活動を行っています． 
• 実世界指向インタフェースに関する研究 

直感的な情報入出力のための情報入出力デバイスや新たな応用の開発に取り組んでい

ます．特にプロジェクタを用いた情報投影を人間の作業/運動支援や安全学習などに利

用するにあたっての要素技術開発や応用例の開拓に取り組んでいます．下図はその例

で，(a) 化学実験中に投影するメッセージの中身，タイミング，場所による危険回避と

学習に対する効果の違いの理解，(b) 投影面の状態や視点を考慮した注釈の投影位置決

定法，(c) 身体装着型プロジェクタによる歩行中の投影安定化と歩幅延伸への応用，(d) 
接触面の形状・色・圧力を取得してその場に出力可能な平面，などがあります． 
 

 
(a) 情報提示法と効果の違い（AVI’12） 

 
(b) 視認性推定による投影位置決定 (Sensors 2019) 

 
(c) 歩行時の投影面安定化（UbiComp’13） 

 
(d) 接触面の情報取得と出力の両立（UbiComp’19） 
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• 実世界情報センシングシステムに関する研究 
スマートな空間やデバイスを実現するためには，人やデバイスがおかれた実世界情報

をセンシングし，意味がある情報（コンテキスト）を抽出する必要があります．特に人

に関する情報を取得する方法として，スマートフォンやスマートウォッチ等に内蔵さ

れた可搬型センサを通じた行動認識に取り組んでいます．機械学習技術を用いた様々

な行動種類の高精度な識別に加え，利用者個人への適合や，認識対象の逐次追加など，

真に実環境で使える行動認識のための要素技術の開発に取り組んでいます．下に例を

挙げます（（e）既存認識器との相性に基づく行動認識器の高速パーソナライゼーショ

ン，(f) 携帯デバイスの所持位置推定とその応用）．また，人間を対象に培ってきた技

術を家畜や野生動物などに適用する試みも始めています． 
 

 
(e) 相性に基づく能動学習による行動認識器の高

速個人化フレームワーク（PICom’19） 

 
(f) 携帯機器の所持位置推定と熱中症警告器への

応用（MobiQuitous’12, Sens. Matr. Vol. 32） 
 

教員（藤波）自身も社会人時代に博士課程を経験していますので，業務との両立や今後

のキャリアの上での相談に乗ることができます．また，本学では社会人を対象に最長 6
年間を 3 年分の学費で過ごすことができる長期履修制度があります． 
 

他研究業績等：http://tuat-dlcl.org/ 

【教員名】 

教授：藤波 香織（ふじなみ かおり） 

【学生数】 

博士課程： 3 名（うち社会人 3 名） 
修士課程： M1 4 名，M2 5 名 
研究生 ：1 名 
学部 4 年： 5 名 

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7499 
E-mail: fujinami@cc.tuat.ac.jp 
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社会人学生受け入れ研究室紹介 
 

【大学名】 

東京農工大学 

【研究科および専攻名】 

大学院 工学府 博士後期課程 電子情報工学専攻 

【研究室名】 

山井成良研究室 

【専門分野】 

ネットワーク運用管理技術，ネットワークセキュリティ，分散システム管理運用技術 

【研究内容】 

本研究室では，ネットワークや分散システムの運用・管理をテーマに以下のような研究

を実施しています． 
 

・マルチホームネットワークに関する研究 
  スマートフォンでは LTE/4G などの携帯電話網

と無線 LAN（Wi-Fi）の両方のネットワークを用い

た通信が可能な，マルチホームネットワーク（イ

ンターネット接続多重化）の構成（図 1）になって

います．当研究室では両方のネットワークを効率

よく使用して通信の高速化，信頼性の向上を図る

研究を行っています． 
 
・インターネットセキュリティに関する研究 

インターネットは手軽に利用できる半面，迷惑メールやフィッシング詐欺など，セキ

ュリティ上の問題が多く発生しています．当研究室では電子メールや DNS（Domain 
Name System）など，インターネットを利用するために必要なサービスを対象にセキュ

リティを強化する研究を行っています．図 2 に電子メールにおけるディスプレイネーム

を利用した踏み台送信防止方法を示します． 
また，動的にネットワークを構成することが可能な SDN（Software Defined Network）

技術を用いたファイアウォールシステムに関する研究を行っています． 
 

 

図 1  マルチホームネットワーク 
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図 2 ディスプレイネームを利用した踏み台送信防止方法 

 

【教員名】 

教授：山井 成良（やまい なりよし） 

【学生数】 

博士課程： １名（うち社会人１名） 
修士課程： M1 ５名，M2 ８名 
学部 4 年： ４名 

【その他】 

研究室博士号取得者（前任大学での実績を含む）：４名 
研究室ホームページ：https://www.net.cs.tuat.ac.jp 

 

【連絡先】 

〒184-8588 
住所：小金井市中町 2-24-16 
電話：042-388-7695 
E-mail: nyamai@cc.tuat.ac.jp 
 

なりすましメール送信者
ID: sender（不正取得）

MSA

From: 〇〇銀行 <sender@example.com>
To: user@example.net

ID: sender（正規ユーザ）
sender@example.jp

保留
⇒一定時間経過後廃棄To: sender@example.jp

Subject: 新規ディスプレイネームの確認

管理者に通報
パスワード変更

ディスプレイネーム不一致

⇒発信を保留して，セカンド
アドレスに確認メールを送信




