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平成20年度学年暦（電気通信学部） 

平成20年度の授業料の口座振替日は、前期分が4月28日（月）、後期分が10月27日（月）となります。前日までにご指定の預金口座へ授業料相当額を入金してください。口
座振替による振替手数料は大学負担となりますが、口座振替日に振替えできなかった場合には、後日、財務課から郵送される振込票による銀行振込みとなり、振込手数料は
個人負担となります。なお、入学手続き時に、預金口座振替依頼書による手続きが済んでいない場合は、財務課出納係までご相談ください。 
問合わせ先：財務課出納係　TEL.042-443-5040　　 

平成20年度授業料の口座振替について 

日本学生支援機構、地方自治体、民間の奨学金の多くは、春に年1回の定期募集を行っています。 これから4月にかけて募集が集中しますので、掲示や本学のホームページ

にご注意ください。出願時期を逸すると、翌年度まで待つことになったり、募集学年が該当しないことが生じることもあります。早めに確認し、適切に対応してください。 
問い合わせ先：学生支援センター経済支援担当　TEL　042-443-5090

奨学金募集について 

学生何でも相談室は、誰でも気軽に利用できます 

本学では、「国立科学博物館大学パートナーシップ」に入会しています。これにより学生の皆さんは、窓口で学生証を提示することにより、次の施設に無料で入館（入園）でき
ますので、是非ご利用ください。（常設展は無料。特別展は、特別展料金から入館（入園）料を引いた金額で見ることができます。） 
【対象施設】 
国立科学博物館（東京都台東区）　　　通常入館料600円 
自然教育園（東京都港区）　　　　　　 通常入園料300円 
筑波実験植物園（茨城県つくば市）　　  通常入園料300円 
（展示内容等の詳細は、ホームページ（http://www.kahaku.go.jp/）でご確認ください。)

学生のうちに、国立科学博物館を大いに活用しよう！ 

菅平宇宙電波観測所・宿泊施設　 
菅平宇宙電波観測所は、1968年の開設以来、主に宇宙空間や地球惑星系の電
磁波現象の観測・研究を行っている教育・研究施設です。 
宿泊施設もあり、研究上の観測・実験などのほか、スキーやゼミ合宿などで、学生の
皆さんも利用することができます。（約40人） 
（所 在 地） 長野県上田市菅平高原1223 
（利用料金） ①宿泊代（学生用）1泊460円※ただし、暖房期（11月15日～4月15日）は、1泊480円 
 ②食事を希望する場合は、朝食450円、夕食800円が別途必要 
（休 業 日） 毎週水曜日（12月～3月を除く）、12月29日～1月4日　 
（交　　通） 1）関越自動車道・練馬インター→藤岡ジャンクション→ 上信越自動車道・上 
 田菅平インター→国道144号線で真田町→国道406号線で菅平高原 
　　　　 2）新幹線「あさま」で上田駅下車、菅平高原行きバスで「菅平郵便局前」 
 （約1時間）下車、徒歩20分　 

浜　見　寮 
浜見寮は、湘南（鵠沼）海岸近くに位置する大学の福利厚生・宿泊施設です。学
生・職員の研修活動及びレクリエーションなど様々な目的に、年間を通じて利用で
きます。（約37人） 
（所 在 地） 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4-10-3 
（利用料金） ①宿泊代　1泊850円 
 ②食事は提供していませんが、近くに24時間営業のスーパーがあります。 
 仕出し弁当、出前メニューも備えてありますのでご利用ください。 
（休 業 日） 毎週水・木曜日（8月～9月を除く）、その他臨時に休業することがあります。
（交　　通）　　1）小田急江ノ島線鵠沼海岸駅下車徒歩約20分 
 2）ＪＲ辻堂駅からバス「鵠沼（くげぬま）車庫行き」で「湘洋中学前」下車 
 徒歩3分 

問合わせ先：学生支援センター課外・厚生担当　TEL　042-443-5085　 

菅平宇宙電波観測所・宿泊施設と浜見寮の利用について 

前学期  
特別編入学生オリエンテーション 4月3日（木） 
入学式 4月7日（月） 
新入生オリエンテーション 4月7日（月）～8日（火） 
前学期授業期間 4月9日（水）～7月22日（火） 
 7月26日（土）・28日（月）・29日（火） 
新入生合宿研修 4月11日（金）～12日（土） 
授業等調整期間 7月23日（水）～25日（金） 
前学期試験 7月30日（水）～8月5日（火） 
夏季休業 8月6日（水）～9月30日（火） 
 

後学期  
後学期授業期間 10月1日（水）～2月3日（火） 
体育祭 10月21日（火） 
第58回調布祭（大学祭） 11月21日（金）～11月23日（日） 
創立記念日 12月8日（月）（授業実施） 
冬季休業 12月23日（火）～1月4日（日） 
授業等調整期間 2月4日（水）～6日（金） 
後学期試験 2月7日（土）～20日（金） 
春季休業 2月21日（土）～4月7日（火） 
卒業式 3月24日（火） 
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学生何でも相談室では、各人が抱える課題や悩みを解決する糸口を、一緒に考えアドバイスします。困ったことや気になることがありましたら、どうぞ気軽に利用してください。 
［相談受付］　Ｂ棟1階　学生何でも相談室 
［受付時間］  月～金曜日　9：00～17：00（他の時間を希望する場合には調整します。） 
［窓口以外の相談］gakuseisoudan@office.uec.ac.jp 
　　　　　　　　〒182-8585　電気通信大学　学生支援センター　学生何でも相談室　宛 
                　　　  （特定郵便番号のため、住所は省略できます。） 
＜専門のカウンセラーによる相談＞ 
［相談室開室時間］　月～土曜日　14：00～17：00 
［相談場所］  本部棟北棟1階 
特に初回の相談は、時間が長くかかることが予想されますので、事前に学生何でも相談室で予約することをお勧めします。（カウンセラーによる相談時間以外は、学生何でも
相談室で相談を受けます。）相談内容によっては、適切な相談員または相談機関を紹介しています。相談者のプライバシーは厳守されます。匿名による相談も可能です。 
＜キャリアカウンセラーによる相談＞ 
［相談受付］　Ｂ棟1階　就職支援室　（学生何でも相談室と同室） 
［相談時間］  月・火・木曜日　13：00～17：00　 
「就職支援室」は平日（昼休みを除く）毎日開室しています。就職を希望される皆さんをさまざまな形でバックアップしています。就職に関するガイダンスやセミナーなどの就職
支援事業をはじめ、就職に必要な情報を発信しています。また、キャリアカウンセラーよる個別相談を上記の時間帯で行っていますので、気軽に相談に来てください。 

授業料（平成20年度） 

区分 
 
前期 
後期 

昼間コース 夜間主コース 博士前期課程 博士後期課程  
267,900円 133,950円 267,900円 267,900円 4月 
267,900円 133,950円 267,900円 267,900円 10月 

学　部 大学院 
給付時期 

電気通信大学ニュース 2008 No.1（通巻432号） 
2008（平成20）年3月31日発行 
編集発行者　〒182-8585　東京都調布市調布ヶ丘1-5-1　国立大学法人電気通信大学広報室 
TEL.042-443-5019（ダイヤルイン入試・広報課広報係） 
http://www.uec.ac.jp/
本誌についてのご意見・ご感想等がございましたら、広報室までお寄せください。 
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21世紀COEプログラム 
「コヒーレント光科学の展開」の 
研究成果と今後の展開 

このコピーはダミーです。一つの星座をなしている

のではなく幾つもの星座を包含する宇宙をなしてい

るのだ世界での価値観へ沸き上がる好 

��� ���電通大は今、 

冷たい水素から放たれる50色のレーザー光 
低温の水素分子を一斉に回転させることで、単色のレ
ーザー光から50色の新しいレーザー光を発生させた。
赤外から可視をまたいで紫外にいたる全色で、レーザ
ー光が同期して発生している。この光を全て合成する
と、1000兆分の1秒だけ光るパルスをつくることができ
る。そのような超短光パルスは、原子や分子中の電子
の振る舞いを時々刻々追いかけていく能力を秘めて
いる。 

アトムチップはシリコン基板上に極低温原子を用
いた原子回路を実現しようというものである。この
アトムチップを用いて原子を1マイクロケルビン以
下の極低温に冷却することにより全ての原子が同
じ量子状態に落ち込むボース・アインシュタイン凝
縮が実現される。ボース凝縮原子は位相が揃った
コヒーレントな物質波として利用することができ、光
と同様の原子干渉計が実現される。また極低温原
子を1個ずつトラップして操作することにより量子
コンピューターなどに応用することが可能となる。 

21世紀COEプログラムとは、文部科学省が新規事業として平成14年度から始めた

もので、世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し、博士後期課程を中心に

若手の研究者を育成するとともに、国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを

推進する取り組みです。電気通信大学の「コヒーレント光科学の展開」は、平成15年

度に数学・物理学・地球科学の分野において同プログラムに採択され、研究を進め

てきました。そこで、COEに係わる

事業期間（5年間）が今年の3月で

終了するのを機に、電通大における

光科学の研究実績やこの5年間の

研究成果と今後の展開について、

拠点リーダーである白田耕臧教授

にお話をうかがいました。 

ジョン・ホール博士特別講演会 
2006年4月5日●電通大講堂 

ジョン・ホール博士 
2005年ノーベル物理学賞受賞 
●受賞理由 
「光周波数コム技術を含むレーザーを用いた 
精密分光の発展への貢献」 

電通大農工大合同シンポジウム 
「コヒーレント光化学とナノ未来材料」 

2004年12月●電気通信大学にて開催 
2007年12月●東京農工大学にて開催 

様々な二波長の組み合わせで発振する 
パルスチタンサファイアレーザー装置 

実験室の風景 

超高真空内での 
半導体ナノ構造の 
結晶成長実験 

クリーンルーム内での 
フォトニックデバイスの作製 

アトムチップ（左） 

高均一な 
半導体量子ドットの 
原子間力顕微鏡像 

はくた　　こうぞう 
白田　耕臧 教授 
電気通信学部 

量子・物質工学科　教授 

21世紀COEプログラム 

「コヒーレント光科学の展開」拠点リーダー 

 

「コヒーレント光科学」の教育研究拠点の形成 

 

 「コヒーレント光」とは、周波数、指向性、位相

がきわめてよく制御された光のことである。

1960年にコヒーレント光であるレーザーが発明

されて以来急速に発展してきた光科学は、電

通大が最も得意とする分野のひとつ。レーザ

ー誕生からまだ50年足らずだが、物理学・化学・

生命科学などの基礎研究の分野はもちろん、

その技術は医療におけるレーザーメスや診断

機器、情報通信における光ファイバー通信、溶

接技術などにも使用され、現代社会に新しい

可能性を次 と々切り拓き続けている。ノーベル

賞に光科学分野での受賞が過去11年間で4

つあることからも、その勢いは明らかである。こ

うした現代の急速な光科学の展開を、「コヒー

レント光科学」として組織的かつ系統的にまと

めて21世紀の基幹科学技術に育て上げ、光

科学の将来を担う研究者を育てる教育研究

拠点を築くことが、本学の21世紀COEプログ

ラムの目的であった。 

 電通大の光科学グループは、大学および

1980年に設立されたレーザー研究センターを

中心に、専攻の枠を越えた研究教育活動を行

ってきた。レーザー冷却、原子光学、コヒーレン

ト制御、量子非線形光学、超高安定レーザー、

コヒーレント光干渉計測、セラミックレーザー、多

価イオン操作……これらの研究において、つね

に世界をリードしてきたのである。こうした実績

に基づき、21世紀COEプログラムでは専攻横

断的な研究教育体制「コヒーレント光科学コー

ス」を設置。「コヒーレント操作による光物質系

の新機能の創出」、「光の超高精度制御によ

る新機能の創出」、「新世代コヒーレントフォト

ニックデバイスの創出」の3つのプロジェクトで

組織した。 

 

拠点の教育活動 

 

　「コヒーレント光科学コース」に所属する学

生の中から、優秀でかつ研究意欲に優れた学

生を選抜し、「COE研究学生」として育成する

制度を設けた。選抜された学生に対しては最

大4年間、海外からの留学生にも最大3年間、

国費留学生と同等の経済サポートを行うことと

した。これらの支援はCOE期間終了後も学内

予算で継続されるが、これは他大学では例を

見ない。また、光科学の発展はさまざまな科学

の進歩の中にあって成り立ってきたものである

ことから、COE以外の博士後期課程の学生に

も学内予算で経済サポートを行っている。これ

も電通大ならではの支援である。さらにCOE

研究学生の学位審査においてはインターネット

を活用し、広く国内外からの評価意見を求め、

世界レベルでの学位授与を実質的に保証す

るシステムを導入している。 

　ちなみに、この5年間で選抜された「COE研

究学生」は留学生1名を含む7名である。留学

生の支援プログラムは、インド、中国などのアジ

ア諸国を中心に諸外国から広範に優秀な学

生を迎え入れるプログラムへと発展した。留学

生を迎え入れることは、彼らの研究への直接

の寄与ばかりでなく、研究に対する姿勢やもの

の考え方などが、周りの日本人学生に対しても

刺激となっており、好ましい教育・研究環境を

醸し出している。 

 

拠点の研究活動 

 

 このように研究に打ち込める環境を整え、各

研究者の自由な発想を尊重して今までの研究

をさらに発展させるとともに、各プロジェクトのテ

ーマを積極的に融合した研究も推進してきた。

結果、優秀な若手研究者が着実に頭角を現し

始め、その成果は量子通信技術や光制御技術、

新しい能動光回路素子の開発など確実に形

になりつつある。研究成果は国際基準の研究

ジャーナルに発表されている。 

　また、ノーベル賞受賞者を招いての特別講

演会を開催したり、平成17年度、平成19年度

には、関連分野の世界の代表的な研究者を

招聘して国際シンポジウムを開催した。平成16

年からは東京農工大学の21世紀COEプログ

ラムである化学・材料科学分野の「ナノ未来

材料」拠点と協同し、「コヒーレント光科学とナ

ノ未来材料」と題する合同シンポジウムを毎年

開催している。 

 

 

今後の展開ーグローバルCOEに向けてー 

 

　この流れを受け、電通大では今年3月の21

世紀COEプログラム終了に伴い、平成20年度

のグローバルCOEプログラムに東京農工大学

とチームを組んで応募した。グローバルCOEプ

ログラムとは、文部科学省が21世紀COEプロ

グラムの評価・検証を踏まえ、その基本的な考

え方を継承しつつ、国際的に卓越した教育研

究拠点をより重点的に支援するもので、平成

19年度からスタートした取り組みである。21世

紀COEプログラムで育ちつつある研究者や研

究成果をさらに大きなものにし、光科学の教育

研究拠点として揺るぎない体制を築いていくこ

とが、今後の課題だと考えている。 

 
＊電気通信大学21世紀COEプログラム 
「コヒーレント光科学の展開」ホームページ 
http://www.ils.uec.ac.jp/COEcoherent/
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ニュース＆トピックス 

第1回UEC杯コンピュータ囲碁大会を開催 台湾の国立交通大学と国際交流協定を締結 

フォーラム会場風景 

ｅラーニング推進センターフォーラム「e-Learningにおける新しい展開」を開催 

　ｅラーニング推進センターでは現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム(現代GP)によるプロジェクトの終了後も、学内外に向

けた様々な活動を展開しています。その一つとして、12月7日

に「e-Learningにおける新しい展開」というテーマのフォーラ

ムが開催されました。 

　学内では様々な面からe-Learningの重要性が認識され始めて

おり、既に80余りの授業でｅラーニング推進センターの協力の

もとe-Learningが活用されています。今回のフォーラムにも約

50名の参加者があり、活発な議論が展開されました。 

　フォーラムは岡本敏雄センター長の挨拶で幕を開け、3つの

講演が行われました。はじめに行われた日本イーラーニングコ

ンソシアム 小松秀圀会長による「学生と教育機関に貢献するe

ラーニング」と題する特別講演では、ｅラーニングの利点の核

心は構造化された知識の学習に加え、構造化されていない情報・

知識のコンテキストを扱えるようにすることが述べられました。

つづく、メディア教育開発センター 小野博教授による「NIME

におけるe-Learningの新プロジェクトとオンライン学習・大学

ネットワークの設立」と題する特別講演では、新しいプロジェ

クトであるオンライン学習・大学ネットワークの構築への取り

組みが説明されました。休憩時間を挟んだあと、本学情報シス

テム学研究科 植野真臣准教授から「学習理論とeラーニング実

践」と題して、学習理論の変遷、学校授業の欠点、構成主義に

基づくｅラーニング実践について講演が行われました。 

　フォーラム全体を通じて、e-Learningの学術的側面と実践的

側面の融合と知識共有が重要なこと、さらにe-Pedagogyの確

立が重要なことが指摘されていました。 

　12月1日・2日の2日間にわたり第1回UEC杯コンピュータ囲

碁大会が「エンターテイメントと認知科学研究ステーション」

の主催で開催されました。 

　強いコンピュータ囲碁を作るには、棋士がどのように局面を

理解しているのかといった認知科学的研究や、新しい発想のプ

ログラミング技術を組み合わせることが必要で、これからの情

報処理技術を支える研究テーマそのものといえます。現在、大

規模なコンピュータ囲碁大会が開催されていないこともあり、

本大会は国内から26プログラム、海外から2プログラムが参加

した国際的なものとなりました。 

　変形スイス式による予選を勝ち抜いた16プログラムがトーナ

メントで順位を争った結果、栄えある初優勝の栄誉にはフラン

スのRemi Coulomさんが作成した「Crazy Stone」というプロ

グラムが輝きました。ちなみに、Crazy Stoneを含め上位5プロ

グラムのうち4プログラムが、その時点での局面から終了局面

までのランダム対戦を膨大な回数行って最も勝率の良い手を選

択するというモンテカルロ法を採用していました。詳細は大会

ホームページ(http://jsb.cs.uec.ac.jp/̃igo/)に掲載されています。 

鄭銘　九段（右）による 
決勝戦の解説 

トロフィーと賞状を 
手にした入賞者一同 

月の夜の部分と閃光。 
明るさは約5等級。 
閃光の右上は恒星。（擬似カラー） 

観測に使われた45cm反射望遠鏡 
（主鏡の直径が45cm） 

柳澤研究室メンバー 

「ぼくらはパーティー」映像 本選でインタビューに答える寺澤さん 
（中央） 

台湾訪問までに…と呉学
長から書籍の贈呈 

NHK全国大学放送コンテスト（映像CM部門）で放送研究会が第2位を獲得 

　12月9日に京都市生涯学習総合センターで開催された第24回

NHK全国大学放送コンテスト(Ｎコン)本選大会映像CM部門で、

放送研究会制作の作品「ぼくらはパーティー」が第2位を獲得

しました。 

　Ｎコンは全国の大学生が作った放送作品を発表するコンテス

トで、映像CM部門、TVドキュメンタリー部門、音声CM部門、

DJ部門、朗読部門、アナウンス部門、ラジオドラマ部門の7部

門に分かれて放送技術を競い合うものです(今年度出品数 7部門

367作品)。放送研究会では5部門に8作品を出品し、そのうち映

像CM部門に出品した情報通信工学科4年生 寺澤悠治さんの「ぼ

くらはパーティー」が出品数35作品の中で見事第2位に輝きま

した。 

　映像CM部門は30秒±1秒という限られた時間内で課題に沿っ

た作品を作ることが求められ、映像技術と発想力の両方がもの 

をいいます。今回の課題は“『可能性』をテーマにして、「自

分のサークル」を宣伝する”というもので、「ぼくらはパーテ

ィー」は手作りの粘土人形たちがダンスパーティーショーを開

催するという内容で、「人間は登場させず、人形と音声のみで表

現していてわかりやすい」と審査員から高い評価を受けました。  

ふたご座流星群に伴う“月面衝突閃光”の撮影に柳澤正久教授らが成功 
開発したソフトの対局を見守る参加者 

挨拶をする 
岡本センター長 

　1月28日、台湾にある国立交通大学の呉重雨学長一行が来学

され、本学とのあいだに学術および学生交流を目的とした協定

が結ばれました。 

　国立交通大学は1896年に創立された台湾有数の大学で、「台

湾のシリコンバレー」と呼ばれる台湾北西部の新竹市に位置し、

8学部に学生

約10,500名、

教職員約800

名が在籍して

います。協定

書の調印式に

は国立交通大学の呉重雨学長、方永寿工学院長、荘紹勳国際事

務處国際長、本学の益田隆司学長、岡本敏雄国際交流推進セン

ター長のほか葉清發台北駐日文化経済代表處科学技術部部長が

列席し、学長応接室で行われました。今回は過密なスケジュー

ルの合間を縫っての来学であったため、到着から調印式終了ま

でわずか30分程の訪問となりましたが、両学長並んでの調印を

終え、今後の両大学間の活発な交流を期待して 

和やかに意見交換が行われました。 

　なお、今回の協定締結は、超高速レーザーの共同研究で以前

から同大学と交流のある本学の小林孝嘉特任教授の尽力で実現 

したものです。 

　情報通信工学科/菅平宇宙電波観測所 柳澤正久教授は国内の

アマチュア天文家らと共に、12月14日の夜から15日の夜にかけ 

て見ることのできたふたご座流星群の流星による月面衝突閃光

を複数の地点から同時に撮影することに、世界で初めて成功し

ました。 

　月面衝突閃光とは月面への小天体の

衝突による一瞬の発光のことで、通常は、

1kg以上の小天体(流星)が秒速数10km

で月面の暗い部分(月の夜の部分)に衝

突したときに、明るさ数等級、約0.1秒

間の発光として観測されます。観測さ

れた光がノイズや人工衛星による太陽

光の反射でないことを確認するには離

れた地点での同時観測が有効で、今回、

柳澤研究室と柳澤教授の呼びかけに応

じたアマチュア天文家の方々によって、東京都や滋賀県などか

ら閃光の同時撮影が行われました。 

　柳澤教授は「今後も観測キャンペーンが呼びかけられたとき

には是非観測にご協力をお願いしたい」と話されています。(詳 

細は柳澤研究室ホームページ 

 http://www.yanagi.ice.uec.ac.jp/luna.html)

協定書に署名する両学長 
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研 究 最 前 線 

大学院電気通信学研究科 
電子工学専攻 

金子正秀研究室 

1981年3月　東京大学大学院工学系研究科電子

工学専攻博士課程修了。1981年4月国際電信電

話株式会社研究所。1994年4月東京大学工学部

電子工学科助教授。1995年4月東京大学大学院

工学系研究科電子情報工学専攻助教授。1997年

4月国際電信電話株式会社研究所主幹研究員。

1998年4月電気通信大学助教授。2004年4月

電気通信大学教授。工学博士。 

専門は、画像符号化、画像処理、知能情報処理・知能

ロボティクス、感性情報学。 

電子情報通信学会、映像情報メディア学会、IEEE、

日本顔学会、情報処理学会、日本ＭＥ学会、日本ロボ

ット学会会員。 

URL　http://soybean.ee.uec.ac.jp/kaneko/

大学院　情報システム学研究科 
情報ネットワークシステム学専攻 

曽和将容研究室 

曽和　将容 教授 
1974年３月名古屋大学大学院工学研究科電気及

電子工学専攻博士課程修了。1976年4月群馬大

学工学部情報工学科助教授。1987年4月名古屋

工業大学工学部電気情報工学科教授。1993年４

月電気通信大学大学院情報システム学研究科情報

ネットワーク学専攻教授、2007年4月同情報ネット

ワークシステム学専攻教授。専門は計算機科学で

並列キュープロセッサ、並列JAVA、並列コンパイラ

等の先端研究。工学博士。IEEE、ACM、情報処理学

会、電子情報通信学会、日本ソフトウエア科学会員。 

特徴をうまく捉えた似顔絵は、写真や写実画以

上に強い印象を人に与える。そのため、宣伝や

広告、営業、犯罪捜査などに幅広く使われ、目に

する機会も多い。この似顔絵をコンピュータに描

かせる研究に取り組んでいるのが金子正秀教

授の研究室。他に類を見ないユニークな研究と

して各分野から注目されている。「顔は人が人を

目で認識する際のもっとも重要な情報源。それを

きっちり数値的・定量的に取り扱えるようにしよう

と始めたのが顔画像情報処理の研究で、コンピ

ュータによる似顔絵の自動生成はその発展形で

す。」と金子教授。 

　似顔絵生成の基本となるのは、正面向きの顔

写真から156個の「顔特徴点」を抽出し、輪郭や

目、鼻、口、眉などのパーツの形状・配置の特徴を

数値化したもの。多数の顔画像の平均として求

めた「平均顔」と、似顔絵にしたい顔画像との違

いを主成分分析の手法により分析・比較し、差

異の大きい主成分、すなわち個性をより強調させ

ることで似顔絵を自動生成する。任意の顔特

徴・印象を持った似顔絵を対話的に生成するこ

ともできる。 

　データベースから似た顔同士を探す、どの動

物の顔に似ているかを判定する、「優しそうな

顔」「パッチリした目」といった印象語から顔画

像を検索するなど、様々な機能が年々増えつつ

ある。「現在は、画風やタッチなどを変えて描画

にバリエーションを持たせる研究も進めていま

す。」とのことで、顔情報を利用した様々な応用

技術の展開が期待されている。 

　なお、金子研究室では、知能ロボットに人間と

同じような振舞をさせるためのインタフェースに関

する研究も活発に進められている。 

　曽和教授のモットーは「世界で誰もやっていない研究

を、まだ誰もやっていない方法で行う」ことだという。その

ため研究室には常に・先進的・ 創造的・挑戦的空気が

満ちている。研究室の最新の研究テーマは「並列キュ

ープロセッサPQPの開発」。もともとコンピュータネットワ

ークを含んだ超高性能ITシステムの構築をめざしてき

た教授にとって、コンピュータの心臓部であるプロセッサ

の開発を行うのはごく自然なことだった。 

　コンピュータの小型・軽量化に加えスピードアップが求

められる中、解決すべき点は色々あるが、特に電力消費

と発熱の問題は大きなテーマであった。その解決をめざ

して研究してきたのがPQPである。独自に研究を進め

てきた「キュー計算法」をもとに設計したことで、従来の

「レジスタ計算法」によるプロセッサでは成し得なかっ

た、大量の命令を、同時になおかつ連続して実行するこ

とに成功。従来型プロセッサと比較すると、プログラム量

約1/2、性能数倍、消費電力約1/2、さらにレジスターネ

ーミングが不要、クロック周波数が高いなどの利点があ

り、今後さまざまなコンピュータ機器に導入されていくこと

が期待されている。同時に研究中のPQP用並列化コン

パイラの研究ではBest Paper Awardを得ている。 

　曽和研究室には常に数名の博士課程学生がおり、ま

た国際性という特徴がある。現在まで12カ国から留学

生を受け入れており、研究室内では日本語と英語が飛

びかう。イラストやチャートを交て進むディスカッションは

“コトバ”の壁を乗り越えてお互いを理解し、一つの形に

なっていく場となっている。曽和教授は「研究室として

研究結果を出すことは当然ですが“人材育成”も忘れ

てはらない重要なことです。日本という枠にとらわれずに

全世界から学生を募集して、本質を理解し世界で活躍

できる人材を育てたいですね」と穏やかな口調ながらも

力強く話された。 

携帯電話にスパコン並の能力と通信性能を持たせることを目指して コンピュータで似顔絵を自動生成 
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デジカメの手ブレ計測・補正評価システムを開発 
船井電機（株）との共同研究をきっかけに 
カメラ・レンズメーカー各社へ技術移転 

1984年３月電気通信大学電気通信学部電波通信

学科卒。1986年年３月同大学院電気通信学研究科

修士課程修了後、日本電信電話（株）伝送システム

研究所に勤務。1988年４月に電気通信大学電気通

信学部助手となり、2002年より助（准）教授。専門

は計測工学、画像・音響信号処理。博士（工学）。電

子情報通信学会、IEEE会員 

電気通信学部　情報通信工学科 
西　一樹 准教授 
 

船井電機 
カメラ・レンズメーカー 

情報通信工学科 
西　一樹 准教授 

科学技術振興機構 
ＪＳＴ 　「私は電通大に11年間お世話になりました」と

いう飛田さんは現在、日本精工でヒューマンアシ

スト・ロボットの開発を担当しているエンジニア

だ。日本精工は国内トップシェアを誇る世界有数

のベアリングメーカー。ベアリングの生産で培っ

てきた精密加工技術を利用し、早くから自動車

部品、精密機械部品、電子応用製品の分野に

進出するなど多角化を進めている。近年、自社で

ロボット本体の開発をスタートさせ注目を集めて

いる。 

　飛田さんは入社４年目ながら、このロボット開発

チームのリーダーを任されている。プロジェクトの

スタート時、日本精工では産業用以外をターゲッ

トとしたロボット開発はそれまで手がけたことのな

い未知の分野で、どこから何を始めたら良いか

皆目分からず手探り状態だったそうだが、大学

時代に研究室で梶谷先生や下条先生のもと、光

磁気式ロータリーエンコーダー（回転角度を高精

度で検出するセンサーの一種）の研究を行った

り、NHKの「ロボコン」に参加した経験がとても

役に立ったという。「開発の当初は2名でスタート

したので制御のための計算からセンサーの製作

まで何でもやりました」と飛田さんは振り返る。こ

のような地道な研究開発努力の結果、限定され

た環境の中でではあるものの、段差を認識し昇り

降りができるところまでのロボットが完成し、昨年

秋に第25 回日本ロボット学会学術講演会にお

いて成果を発表した。今後は動作と認識のスピ

ードを速めること、さらにロボットと人とのコミュニ

ケーションを図るためのインターフェイスの開発が

課題だという。開発に当たっては、社内にノウハ

ウのない知識・技術があれば外部との研究交流

を積極的に行って取り入れるべきだという上司

の方針のもと、知能機械工学科金森研究室とセ

ンサー技術の共同研究を行っており、電通大と

の関係は今も続いている。 

　飛田さんは在学生へのアドバイスとして、「後

輩の皆さんには『楽力（がくりょく）は学力』という

梶谷先生の言葉を贈りたいですね。経験、体験

を通して楽しく学ぶことが成長につながります。

結果だけにとらわれずプロセスや達成感を大い

に楽しんでほしいと思います。また、臆せず前向

きに目標に向かってチャレンジしてほしいです

ね」と学生時代を懐かしみながら話されていた。 

学ぶことを楽しみながら、目標に向かってチャレンジを 

1997年電気通信大学電気通信学部機械制御工学科卒。1999年

同大学院電気通信学研究科機械制御工学専攻博士前期課程修了。

2002年同博士後期課程修了。博士（工学）。その後、ポストドクター

研究員として2年間在籍。2004年日本精工株式会社入社。現在メカ

トロ技術開発センター先端研究開発部所属。 

日本精工株式会社 

と び た か ず て る  
飛田和輝 さん 

Design the Future OB・OGメッセージ 

　最近は、デジタルカメラのほとんどに「手ブレ

補正機能」が標準機能として搭載されている。

現在の主力は「レンズシフト方式」と「センサー

シフト方式」の２つで、いずれも手ブレの揺れを

ジャイロセンサーで感知し、前者は揺れを打ち

消す方向にレンズを、後者は同様にセンサー

（撮像素子）を動かすことで撮影時のブレを補

正する。 

　こうした手ブレ補正の効果を正確に測定でき

る技術が「手ブレ計測・補正評価システム」。情

報通信工学科の西一樹准教授が、船井電機

（株）との共同研究により開発した。従来はカメ

ラの補正効果の客観的な測定・評価方法がな

く、画像を比較して効果を示すしかなかったが、

「このシステムを用いればカメラ撮影時に生じ

る手ブレを数値的に計測でき、手ブレ補正を起

動させた場合とさせない場合の違いや、機種

ごとの補正性能なども定量的に評価できます」

とのこと。カメラ以外に必要な機材が液晶ディ

スプレイを接続したパソコンだけという簡便さも

魅力だ。 

　カメラの手ブレは、パン・チルト・ロールと呼ば

れる3方向の軸に分解することができる。これら

の各軸周りのカメラの回転を時系列的に計測

できれば、手ブレに関する情報がすべて得られ

ることになる。そのために考案したのは、１秒間

に60枚の高速で切り替わるテストパターンを液

晶ディスプレイに流し、その撮影画像を解析す

る方法。1／10秒の露光時間で撮影した場合、

１枚の画像におよそ６枚のテストパターンが写り

込む。テストパターンにはいくつかの点が異なる

配置で描かれており、それぞれの点が実際の

位置とどの程度ずれて写っているかを専用ソフ

トで解析することで、３軸の回転角の変化を時

系列的に検出する。原理は単純だが、主観的

要因が入らず、手ブレの挙動をコンマ数秒で計

算できるため、手ブレ補正の技術改良や新製

品開発、出荷時のライン自動検査などに幅広く

活用可能だ。 

　船井電機との共同研究終了後も同社の同

意を得て、デジカメ業界全体を見据えて研究・

改良を重ねてきた。さらに（独）科学技術振興

機構（ＪＳＴ）のバックアップによる発表展示会へ

の出展・助成金の獲得、自らメーカーに足を運

んでの売り込みなども積極的に行った結果、カ

メラ・レンズメーカー約10社からオファーがあり、

今年２月までに７社と技術移転の契約を交わし

た。「研究室学生の協力なくしては成しえず、

船井電機さんやＪＳＴさん、そして多くの大学関

係者のご協力があってのことと感謝していま

す。特に知的財産本部の方々に技術移転の

戦略を立案してもらったことが最大のきっかけ

であり、大学の研究協力課には企業との交渉

窓口として、またＴＬＯ（（株）キャンパスクリエイ

ト）には契約締結などで大変お世話になりまし

た」と語る。現在は液晶ディスプレイの代わりに

高速で点滅するＬＥＤパネルを使ったシステムを

開発中。1／250以上の高速シャッターの手ブレ

も測れるシステムの実現をめざしている。 
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上●福建省富士通研究所前で 

中左●開発一部の方々と 

中右●オフィスで研修中 

下●会社の方々と週末旅行（鼓嶺の宿泊施設） 

無線部 

　キャリア教育の一環として、本学では学部

（昼間コース）及び大学院のカリキュラムに

「インターンシップ」を導入しています。平成

19年度には学部生・大学院生合わせて188

人が国内外の協力企業・団体でインターンシ

ップを体験。中国・福建省の福建富士通情

報ソフトウェア（株）で約１カ月間にわたり研修

を行った若園伸二郎さんもその一人です。 

「世界で活躍できる技術者になるのが将来

の夢。そのために就業体験を通してグロー

バルな視野を身につけたいと考え、成長著

しい中国の企業を研修先に選びました」と

語る若園さん。研修期間中は次世代通信シ

ステムの開発チームに配属され、ソフトウェア

の開発に携わる一方、開発中のシステムや

ソフト・ハードの仕様、通信方法などを実習

し、「授業や研究室で学んだ技術が企業の

開発現場でも生かされていることや、ソース

コード管理の重要性、システム開発の工程

などを実地で知ることができ、とても勉強にな

った」そうです。職場の就業時間は8時30分

から17時30分だけれども、昼の休憩時間は

2時間もあって、最初は少々時間を持て余し

たとか。 

　また、技術面以外にも、現地の若手技術

者と一緒にショッピングやスポーツをしたり、

週末旅行を楽しんだりといったフレンドリーな

付き合いや向学心溢れる同年代の中国の

若者たちに大いに刺激を受けながら、日本と

中国の文化の違いや、そうした違いを理解

し、互いを尊重しながら協力して仕事を進め

ていくことの大切さも学ぶことができたそうで

す。「海外インターンシップをきっかけに具体

的な自分の将来像も見えてきました。とても

貴重な体験をさせていただき、ありがたく思

っています」と就職本番に向けた活動でお

忙しい中、とても丁寧に海外インターンシップ

の経験を話してくださいました。 

 

海外インターンシップ体験 

中国・福建富士通情報ソフトウェア株式会社 

システム開発の現場と異文化を体感 

「ＣＱコンテスト　ＣＱコンテスト　こちらはＪＡ１ＺＧＰ*」 

大学院電気通信学研究科　博士前期課程　情報通信工学専攻１年 

若園 伸二郎さん 

　広大な空に向かって電波を発信し、それ

に答えてくれる電波を受信、未知の送信者

と情報交換し交信成立。そんなアマチュア

無線の魅力にひかれた17名の仲間が日夜

無線の運用技術を磨いている電通大無線

部。しかし誰でもすぐにアマチュア無線を楽

しめるわけではない。アマチュア無線技士の

資格が必要で第1級から第4級までの4段階

があり、無線部では初心者にも3級（3アマ）

取得をクリアーできるよう指導、取得後先輩

と各種コンテストに参加し運用技術を高めて

いる。 

　そんな電通大無線部にとって2006年～

2007年は記念すべき年になった。それはア

マチュア無線の2大コンテストと言われる「第

27回全市全郡コンテスト(2006年)」、「第49

回ALL JAコンテスト(2007年)」で優勝する

という快挙を達成したのだ。そして、つい先

頃、部長の峯水さんから、「2月26日に発表

があり、今年度の第28回全市全郡コンテスト

でも優勝しました」との朗報を受けた。アマ

チュア無線のコンテストは制限時間内にど

れだけ多くの局や地域と交信できるかを競

い合うもの。体力的にもとても過酷なものとな

るため、このコンテストに勝ち続けることは容

易ではない。こうしたコンテスト参加以外の

活動としては災害時の緊急連絡を想定した

訓練を地域の調布アマチュア無線クラブと

提携して行っている。 

　現在、大学には「JA1ZGP」1局のみだ

が、かつては他にも複数の局があり、またOB

も多士済々であり、中には南極観測隊に通

信担当として参加した先輩もいる。 

　これから電気通信大学に入ってくる新入

生も、また在校生の中で無線通信に興味を

持っている人も「大歓迎しま～す」と、取材

に協力してくれた6人の部員からの熱いメッ

セージを預かった。 
年間活動スケジュール 
 4月●ALLJAコンテスト参加 
 6月●ALL ASIAN DXコンテスト参加 
 7月●6m&Downコンテスト参加 
  電通大コンテスト主催 
 8月●FieldDayコンテスト参加 
  ハムフェア出展 
 9月●XPOコンテスト参加 
10月●全市全郡コンテスト参加 
11月●CQ WW DXコンテスト参加 
  調布祭出店 
12月●忘年会 
 1月●QSOパーティー参加 
 2月●お疲れ様会 

＊JA1ZGP…電通大無線部に与えられているコールサイン（呼出符号） 
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