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21世紀の新しい価値創造を目指して
2010年4月、総合コミュニケーション科学の
創造に向けて「情報理工学部」がスタート

田中勝己 副学長
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社会との相関を視野に

─ 今回の改組の目的はどこにありますか。

「20世紀は電気通信の時代で、特に後半世紀は電子工学

が花開きました。しかし、時代とともに例えば電子工学では

応用範囲も発展し、機械と電子回路を融合させたメカトロニ

クスなどが分野を越えて複合的につくられるようになりまし

た。このような変化に俊敏に対応しながら、社会との相関を

視野に入れた“総合コミュニケーション科学”を実現するた

め、新しい学部・研究科（大学院）を打ち出したわけです」

UEC NOW

21世紀の新しい
価値創造を目指して
2010年4月、総合コミュニケーション科学の
創造に向けて「情報理工学部」がスタート

副学長 田中勝己

国立大学唯一の「情報理工学部」が2010年4月、電気通信大学に誕
生します。従来の電気通信学部7学科を再編し、「総合コミュニケーショ
ン科学」の創造を支える4学科、1課程（夜間主）へと大きく改組。1、2
年次は、学科を問わず幅広く教養と基礎学力を磨き、3年次からの専門
コースで博士前期課程までつながりのある学習・研究が可能になります。
電気通信大学がカバーする学問領域は、電気・通信にとどまらず、コン
ピュータ、ネットワーク、情報工学、メカトロニクス、ロボティクス、マテリ
アル、デバイスなど、理工系のあらゆる分野にわたります。それらを統
合・融合して「総合コミュニケーション科学」という新たな科学領域を興
し、人びとが心豊かに暮らすことのできる社会を実現するための壮大な
試みが幕を開けます。
今回のプロジェクトのコンセプトづくりから計画実施までを担当して
きた田中勝己副学長が、改組の背景と意義について語ります。
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─ これまで7学科あった電気通信学部が、情報理工学

部では4学科となりました。そのねらいは?

「従来の7学科では学科間で重複し合うところがあり、わか

りにくい構成になっていました。枠組みも時代の動きとの間

にギャップを生じており、それらを改善することが改組の大

きな目的となりました。3、4年の検討期間を経て、本学の

資源を総合情報学科、情報・通信工学科、知能機械工学科、

先進理工学科の4つに大きく整理して入口を広げ、ある程

度勉強してから専門性を選択できるようにしました」

─ その背景には、学生の意識の変化もあるようですね。

「はい。何を勉強して、社会に出てどうするかというキャリア・

イメージを明確に持っている学生は15％ほど。多くは将来

が漠然としたままです。これまでの制度では、選んだ専門性

に途中で疑問を感じても軌道修正できず、挫折したり学習

意欲が低下するということがありました。そこで、ある程度自

由にジャンプして新しい関心分野に移っていけるような環境

を用意することにしました」

時代の変化を意図的に提示

─ カリキュラムや指導法についても大きな改革がなさ

れていますね。

「1年生で教える科目は、すべて学部共通のものです。各学

科から一定数の学生を集め、すべての学科の学生から構成

されるクラスを12つくり、初年次は全クラスで数学、情報

科学、プログラミングなどの基礎教育を実施します。これは、

学科の境界を越えた交流を促すと同時に、本学としてカバー

すべき基礎力を共通にし、そこからプラスαしていこうという

仕組みです」

「これは非常に画期的なことです。日進月歩の科学技術や世

の中の動きを踏まえて実践力をつけていくためには、意図的

に時代の変化を見せることが重要です。

見せれば学生も意識します。そのような

気づきを促すような科目を用意して、総

合的に学生を育てていこうとしています」

─ 学生も敏感に反応するでしょう。

「技術の発展が社会にもたらすもの、そ

の先の将来像を見せながら専門性を積

み上げていけば、学生は問題意識を持

ち、基礎力と応用力が身についていき

ます。その方策として、自分から興味を

持って問題を解いていくような仕掛けを

講義の随所に仕込みました。初年次教育に多くの先生やTA

（ティーチング・アシスタント）を投入して、実験をたくさん体験

させ、レポートを書かせて応答するなど頻繁に学生に働きか

け、理工系の人間に必要な考え方のロジックスを鍛えるよう

にしています」

─ 科目の中身も変わるのでしょうか。

「この間、科目の整理を徹底的に行いました。特に、より広

い教養や社会的な意識の啓発を眼目とした特別科目群を用

意しました。カリキュラムの構築に当たり、理系と文系の先

生方が一緒になって、十分に練っています。社会との連携、

環境への配慮、技術と法規などに目配りをし、幅広く社会と

の相関を意識させるような仕掛けをつくることができました」

─ 改組の作業は、どのようになされたのですか。

「さまざまな理想像を掲げて、あるべき姿を考えました。最

終的には、学生が何を学び、どう活かして社会貢献するか

に帰着します。それがないがしろにされ学術面の探求に走

るだけだと、学生はその学習理由を見いだせず元気を失っ

ていきます。そこで、正のスパイラルを動かして活力を増強

するためのキーワードとして“総合コミュニケーション科学”

を掲げました。技術をもって豊かなコミュニケーションを追

究しようというのが趣旨で、電気通信の伝統と実績を持つ

本学の未来を指し示すものとして、ふさわしいといえます。

新しくスタートする情報理工学部は、この概念実現のための

運動体であることを強くアピールしていきたいと思います」

「人類史上で、今日ほど科学技術にすべてが依存している

時代はありません。理工系には、そのような時代の姿を技術

と関連づけて説明していく説明責任があります。何のため

の技術か、それによって人びとをいかに心豊かにしていくの

かという問いに答えながら学び、研究していくのが本当の意

味での社会に役立つ理工系大学だと考えます。本学はいま、

それに向けた重要な第一歩を踏み出したところです」

（現）電気通信学部 （新） 情報理工学部

学　　科

情報通信工学科

情報工学科

電子工学科

量子・物質工学科

知能機械工学科

システム工学科

人間コミュニケーション学科

学 科 ・ 課 程

総合情報学科

情報・通信工学科

知能機械工学科

先進理工学科

先端工学基礎課程
（夜間主）

メディア情報学コース
経営情報学コース
セキュリティ情報学コース

情報通信システムコース
電子情報システムコース
情報数理工学コース
コンピュータサイエンスコース

先端ロボティクスコース
機械システムコース
電子制御システムコース

電子工学コース
光エレクトロニクスコース
応用物理工学コース
生体機能システムコース

社会人コース
インターンシップコース
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電気通信大学は、大正7年（1918年）12月に社団法人

電信協会管理無線電信講習所として創立され、昭和24年

（1949年）5月に国立学校設置法施行とともに新制国立大

学として発足しました。電気通信大学となってから60周年

を迎えたことを祝い、2009年12月17日（木）、開学60周年

記念シンポジウムが電気通信大学講堂で開催されました。

前年の2008年に創立90周年記念式典を執り行ったこと

から、今回は「総合コミュニケーション科学」の発展に向け

た記念シンポジウムとして位置づけ、特別栄誉教授および

特別客員教授の称号授与ならびに貢献者への感謝状贈呈、

特別講演、パネル・ディスカッションという構成で60年の歴

史を称え、2018年の100周年に向けた決意を確認しました。

式典では、梶谷誠学長が次のように挨拶しました。

「新制大学として出発して60年。これを記念して、本学に

対し多大な貢献をいただいた方々に感謝する制度を創設し

ました。特別栄誉教授、特別客員教授の称号に加え、感謝

状の制度を設け、本学に対してボランティア精神をもってご

支援・貢献された方々に感謝します。

本学は2018年の100周年に向けた新たな決意を『UEC

ビジョン2018』として掲げ、そのコアコンピタンスを『総合コ

ミュニケーション科学』の創造とうたっています。本日のパネ

ル・ディスカッションでこれを大いに議論していただくことに

しました。『UECビジョン2018』の具体策第一弾として、60

NEWS & TOPICS 01

伝統とイノベーションを
未来への推進力に
電気通信大学開学60周年記念シンポジウムを開催
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年間続いてきた電気通信学部を情報理工学部として衣替え

します。この大改革により、電気通信という枠を越えた、広

い基盤の人材育成と研究活動を展開していきます。さらに、

情報を共通の軸とする情報理工学研究科と情報システム学

研究科の二つの研究科を持つことになりました。2010年4

月、本学は生まれ変わります」

学長挨拶、来賓挨拶のあと、特別栄誉教授称号授与式

が行われ、次の3名が称号授与の栄に輝きました （ジョン・

ホール博士は都合により授与式を欠席）。

飯島澄男博士

（名城大学大学院理工学研究科教授、NEC特別主席研究員、（独）産

業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター長）

「カーボンナノチューブ」を1991年に発見。現在、ナノチュー

ブに関する材料科学の基礎から応用にまで及ぶ新分野を開

拓しつつあり、科学界のみならず産業界へも大きな影響を

与えています。2009年に文化勲章を受章。本学卒業生。

ジョン・ホール博士（コロラド大学名誉教授）

レーザー周波数安定化、超高分解能分光などの業績により

2005年ノーベル物理学賞を受賞。本学レーザー新世代研

究センターの研究に注目してたびたび訪問するなど、本学を

第2のホームとして親身な助言をいただいています。

アレキサンダー・カミンスキー博士

（ロシア科学アカデミー結晶学研究所教授）

1988年、本学レーザー新世代研究センターの植田グルー

プと共同研究を開始。以来、親密な協同研究関係を構築し、

同センターの外国人客員教授としての貢献とともに、国際共

同研究により同センターの業績を世界に周知させることに尽

力されました。

2009年電気通信大学特別客員教授の称号は、久夛良木

健氏に授与されました。

久夛良木健特別客員教授

（（株）ソニー・コンピュータエンタテイメント名誉会長）

「プレイステーション」の発想者・開発者で、関連分野に

旋風を巻き起こしました。また、本学の卒業生でもある同氏

は特別講演会に出席するなど、本学の教育研究の活性化に

寄与した功績は多大です。

特別講演は、福岡伸一氏（青山学院大学教授、分子生物学者）

による「動的平衡とコミュニケーション」。60万部のベストセ

ラーとなった『生物と無生物のあいだ』などの著書を持つ同

氏は、動的平衡による生命のダイナミズムに触れ、「分子の

流れこそが生きていること」と語りました。

シンポジウム最後のプログラムは、パネル・ディスカッショ

ン「総合コミュニケーション科学に期待するもの」。パネリス

トは、梶谷誠（本学学長＊）、吉村辰久（NTT-ME副社長＊）、田

中繁（本学特任教授／前（独）理化学研究所視覚神経回路モデル研

究チームリーダー）、美馬のゆり（公立はこだて未来大学教授＊）、

安藤晴彦（本学特任教授、内閣府参事官）、はやのん（理系漫画

家）の6名、司会は西一樹（本学准教授＊）で行われました（敬

称略、＊印は本学卒業生）。ディスカッションでは、それぞれの

立場からコミュニケーションを支える技術の役割や大学教

育のあり方などについて多岐にわたる意見が出され、科学

技術を軸とした総合コミュニケーション科学の今後の展開

に期待を抱かせました。

飯島澄男特別栄誉教授 久夛良木健特別客員教授アレキサンダー・カミンスキー特別栄誉教授 福岡伸一博士

パネルディスカッション「総合コミュニケーション科学に期待するもの」
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「電気通信大学フォーラム2009」が2009年11月20日（金）

～22日（日）の3日間にわたって開催されました。大会のメイ

ン・テーマは“「総合コミュニケーション科学」の世界的拠点

をめざして─電気通信大学は生まれ変わります─”。

本学は、「高度コミュニケーション社会」の科学技術基盤

として「総合コミュニケーション科学」の創造と人材育成を

展開するため、①知のボーダーレス化、②連携と協働、③

開放性と透明性の三つの経営戦略を軸に活動しており、

フォーラムは学内外に広く電気通信大学が目指すものを示

す中心的なイベントとして位置づけられています。2010年4

月から情報理工学部がスタートするタイミングで開催された

フォーラム2009は、本学の進む方向を示すものとして意義

深いものとなりました。特に、大学講演会における本学の市

川晴久教授（人間コミュニケーション学科）の講演「インターネッ

トの次はユビキタスネットワーク?」と、公立はこだて未来大

学の美馬のゆり教授による講演「コミュニケーションと学び」

は、めまぐるしく変化する今日の知識経済時代における新し

い理工系大学のあるべき姿を指し示すものとして示唆に富

む内容となりました。

そのほか、多彩なイベントが繰り広げられ、同時開催の

「調布祭」（大学祭）と合わせて在学生、卒業生、近隣の市

民の皆さんなどで終日賑わいを見せました。

NEWS & TOPICS 02

「総合コミュニケーション科学」
の世界的拠点づくり、始動
電気通信大学フォーラム2009を開催

研究室公開:パネル展示

UECコンピュータ大貧民大会

研究室公開:デモンストレーション

ロボットコンテスト
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伝統的な学校教育は、先生が教科書を使って知識を伝達すると

いう形になっていますが、教室や実験室の中で問題を解かせるこ

とと、生きている中で問題を解くことは根本的に違います。私た

ちの認知活動は状況に大きく依存しており、実際に体験すること

によってわかることが多くあります。そのような自分自身の気づき

から、教室で習うという受動的行為としての学習観を見直し、生き

る上での基本的な営みである「学び」をデザインする方法につい

て研究してきました。

デザイン手法は、学習モデルに基づいてデザインした授業を実

践し、そこで起きたことを観察・分析して共通性を見出し、PLAN－

DO－SEEのサイクルを回しながらその過程を洗練していくという

もので、世の中が変わっていくなかで有効な学習手法だといえま

す。そこでは、学生だけでなく、教える側も学んでいく必要があり

ます。それも、必ず社会と自分たちの位置づけを見ながらやるこ

とが重要です。それにより、学校という枠組みを越えて、組織や

社会における持続可能な変革につながるだろうと思っています。

学ぶ側の学習理論や教育理論はありますが、教える側が学び続

ける理論も方法論も確立されていません。教える側こそが世の中

を学び、変わっていかなければならないということを意識させる

ような機会、あるいは制度としての仕組みが、いま大学の中で求

められているのではないでしょうか。

講演2

「コミュニケーションと
学び」
美馬のゆり

公立はこだて未来大学教授

調布祭発明クラブ 工作教室

最近の新しい動きとして、Web Squared（ウェブの二乗）があり

ます。これは、現実世界の情報をWebに取り込むことによって集

合知をつくるもので、デジカメ画像の集合をFrickerで処理してス

トリートビューのような動画をつくることができます。このような

Webと現実世界の融合により、新しい情報がWeb上で生成・蓄積

されて新しいビジネスの源泉になろうとしています。

情報はモノと違って非常に速く普及します。最先端のものがた

ちまち陳腐化し、知識の蓄積が意味をなさないこともあります。

知識を学ぶ場だった大学は、これからは知識を創造する場として

教育および研究開発のゴールを見直す必要があるでしょう。

このような時代のキーワードは「破壊的イノベーション」です。

電話網によるサービスは、電話網技術を利用したインターネット

に取って代わられました。インターネットの次の破壊的イノベー

ションは何か。私は、モノの情報化だと考えています。モノのエッ

ジ（端）を賢くすることによって、モノ同士のエンドエンドでサービ

スを実現するネットワークの研究をしています。

そこではモノ同士が情報交換することにより、快適で美しい都

市や住まい、エコで効率的な生産システムなどのある豊かな未来

が期待されます。日本の“成長の限界”を打破するため、ユビキタ

スネットワークによる破壊的イノベーションに挑戦していきたいと

思います。

講演1

「インターネットの次は
ユビキタスネットワーク?」

市川晴久
電気通信大学教授

大学講演会
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「平成21年度優秀教

員賞」に菅平宇宙電波

観測所の冨澤一郎准教

授が選ばれ、2009年

12月8日（火）、表彰式

が行われました。優秀

教員賞は、講義あるい

は教育改善の取り組み

などにおいて特筆すべ

き教育活動を行った教

員に贈られるもので、今

回で5人目となります。

冨澤准教授は、本学

オリジナルのものづくり教育プロジェクトである「エレクトロ

ニクスコンテスト」「電子工学工房」「楽力工房」、および座学

と実習で構成されるプロジェクト型授業「宇宙通信工学」の

開設と展開に十余年間携わってきました。また、長期にわた

り大学広報担当、特に入試広報担当として高校生に本学の

魅力を直接伝え、意欲ある学生獲得に努力してきました。こ

のような大学への貢献が評価され、今回の受賞となりまし

た。同氏は、受賞の喜びを次のように語りました。

「今回の受賞は私一人のものではなく、取り組みに携わっ

てきた全員のものです。プロジェクトを開始したのは1990

年代初めで、そのころはバブル経済の中で金融ビジネスが

もてはやされる一方、理工系の魅力は薄れていました。それ

ではいけないと考え、学ぶ楽しみ・喜びを知ってもらおうと、

体験学習を取り入れた『電子工学工房』『エレクトロニクス

コンテスト』などを立ち上げました。それが文部科学省の第

1回目のグッド・プラクティス（GP）支援を受けたこともあって、

『楽力工房』の一環として今日まで続いてきました。

教育というものは、座学の知識教育だけでできるもので

はありません。個々のケースについて実地に推測を重ね、事

象の背後にあるストーリーを読みこむことによって身につい

ていくものです。自分で動く能力を学生に身につけさせれば、

あとは自力で泳いでいきます。

知識を得る環境が充実している今日、大学がなすべきは

学生の行動意欲に“火をつける”ことだと思います。工学は

一本道ではなく、方法論がいくつもあるので、新しい道を切

り拓くことが可能です。今の携帯電話が、10年前と比べて

非常に小さく高機能になっているのを見てもわかるとおり、

昨日から明日へとその姿はどんどん変わっていきます。体

験学習を通して、新しい道を拓くチャンスを生かすためのコ

ミュニケーションの大切さを学ばせ、“目のつけどころ”のい

い人材を世に送り出したいと思います。

今後は、これまで築いてきた実践教育システムをきちっと

形にして引き継いでいくとともに、高校生や先生方に電気通

信大学のよさを見せていくよう努力を続けます」

FOCUS

学生をいかにモチベートし
自分で動く能力を
発火させるのか
平成21年度優秀教員賞を冨澤准教授が受賞

冨澤一郎准教授

平成21年度優秀教員賞の表彰式
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「ICTトライアングルフォーラム2009」が

2009年10月28日（水）～30日（金）の3日

間、本学を会場に開催されました。この

フォーラムは、電気通信大学と北京郵電大

学（BUPT）、韓国科学技術院（KAIST）が従

来の協力関係を発展させ、日中韓の情報

通信系3機関の研究・教育の連携を一層

深めるため、 2006年から毎年行っているも

ので、4回目となる今回は電気通信大学が

主催校となって運営しました。

北京郵電大学から32名、韓国科学技術

院から34名、本学から154名、その他一

般からの23名を加え、合

計243名が参加しました。

期間中、下記のような各

種の行事が行われました。

この中で、国際教育プロ

グラム「ICT国際PBL」は今回が初の実施

となりました。

「ICTトライアングルフォーラム2009」の行事

＊国際シンポジウム Triangle Symposium on 

Advanced ICT （TriSAI） 2009

＊トライアングル学生プログラム

＊国際PBL （Project Based Learning）

＊キャンパスツアー

＊テクニカルツアー

＊フォーラム・バンケット

＊Best Paper Award

ICT トライアングルフォーラムの中心的

行事である国際シンポ

ジウムでは、梶谷学長

の歓迎挨拶に続き、各

大学からの挨拶や近況

を紹介する講演が行わ

れました。論文発表は、

通常セッションのほか、

学生が自主的に企画・

運営する学生セッショ

ンにおいて、3機関に加えて、国内他大学、

企業から合計70件の発表が3会場に分か

れて行われました。

前回の韓国情報通信大学（当時、現韓国科

学技術院）で行われたフォーラムに引き続き、

今回も大学院生の研究発表と学生間の文

化交流を目的とするTriSAI2009 Student 

Session およびTriangle Forum Student 

Eventが設けられ、国を越えて学生自らが

連携活動を展開しました。

学生セッションでは、本学の学生委員が

全日程9セッションの座長を他大学の学生

委員とCo-Chairの形で務めました。2日間

にわたり本学から13件、北京郵電大から

13件、韓国科学技術院から13件、また他

大学から4件の合計43件の研究発表があ

り、活発な意見交換が行われました。

3機関が連携して行うProject  Based 

Learning（PBL）型授業は、無線センサー

およびDSPを使って特定の課題について

国を越えて連携して解決するもので、イン

ターネットを活用したプログラム開発を行

います。今回は、大会後2ヵ月間で実施す

るプログラム開発の準備として、集合授業

が行われました。

電気通信大学は、2009年10月29日（木）、

東京都立調布特別支援学校と教育連携に

関する協定を締結しました。調印式は本学

で行われ、梶谷誠学長と兵馬孝周校長が

協定書に調印しました。

本学と調布特別支援学校は隣接してい

たにもかかわらず、これまでほとんど連携

がありませんでしたが、昨年度、調布特

別支援学校が東京都から委託を受けてス

タートした「外部の教育資源を活用するた

めの仕組みづくり」モデル事業に本学が協

力したことがきっかけとなり、調布特別支

援学校でのICT（情報通

信技術）に関し本学教員と

学生による支援や、本学

を利用して調布特別支援

学校の理解増進を図るた

めの研修会を開催するなど、相互の連携を

深めるための取り組みを進めてきました。

本学では、社会連携

センターが中心となっ

て、これまでも地域貢

献活動の一環として地

域の小・中学生を対象

とした理科教育支援活

動等を展開してきてい

ますが、今回の協定締

結を通してさらに特別

支援教育の面でも、エ

レクトロニクスを活用した教材（生活技能育

成用教材）開発など、新たな貢献の可能性を

探っていくことにしています。

また、社会貢献の一環としてだけではな

く、学生教育の一環として連携活動を発展

させたいと考えています。

COLLABORATION

調布特別支援学校との
協力協定を締結

ICTトライアングル
フォーラム2009を開催

調印式における兵馬孝周校長（左）と梶谷誠学長

電気通信大学、北京郵電大学、韓国科学技術院の交流会議
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山田研究室では、近赤外線を用いた「生

体計測技術」の研究開発に取り組んでいま

す。近赤外線は、生体を透過して血液中の

ヘモグロビンの濃度変化を検出します。例

えば、ものを考えると前頭葉のヘモグロビ

ン濃度が上がる様子を観察できます。

山田研究室では早くから「光トモグラ

フィー」や「光マッピング」と呼ばれるこの技

術の研究に取り組み、言語や運動に関連

する脳科学の発展に貢献してきました。最

近では、テレビゲームに熱中すると、プレー

ヤーの前頭葉の酸素濃度が低下するとい

う面白いデータも得られているといいます。

近赤外線による生体計測技術は、無侵

襲で安全性が高く、装置も小型であるため、

医療現場からも注目されています。さらに

この技術は、血糖値、生体内部温度、血中

水分量などの測定、生体の断層イメージン

グなど、さまざまな分野に応用が可能です。

なかでも血糖値の測定が実用化されると、

現在は指に針を刺して採血している多くの

糖尿病患者の苦痛を和らげることができる

と期待されています。研究開発に当たって

は、他大学、国公立研究所と連携するとと

もに、企業が計測装置の製造を、山田研

究室が基礎研究や計測結果の解析を担当

するという産学のコラボレーションも行わ

れています。

山田研究室の現在の大きな課題は、計

測精度の向上です。生体内部に入射され

て戻ってきた光は、散乱・吸収を繰り返し

た結果、たいへん微弱で複雑な状態になっ

ています。それを、ピコ秒のパルス光を使っ

た計測法によって数学的にシミュレートし、

より精確なアウトプットを得ようというので

す。特に、血糖値を左右するグルコースは

ヘモグロビンに比べて桁違いに微量なため、

ハードウェアによる精度向上には限界があ

り、山田研究室が取り組んでいる光伝播シ

ミュレーションを組み合わせた手法に大き

な期待が寄せられています。

今後の展望について、山田教授は次のよ

うに語りました。

「近赤外線利用はまだ確立されていない

分野だけに、将来有望な研究課題が多く

残されています。例えば、医用生体工学へ

の応用だけでなく、液体をクリーンなまま

高精度で測定できる非接触の微量流量計

の研究開発など、半導体分野でも役立つ

工業的な応用研究も企業と連携して実施

しています。また、蛍光作用をもつ薬剤を

使った分子イメージング（蛍光トモグラフィー）

により、薬の作用や代謝の様子を解剖せず

に把握することも可能になります。

もともとは熱工学から出発した研究です

が、近赤外線の働きを調べるうちに、血液

や酸素による生理学的情報を生のままで

検出できることに

気づきました。X線

などからは体内の

解剖学的情報し

か得られないのに

対し、近赤外線に

よって生体の機能

情報を可視化でき

たことは非常に大

きな成果だと考え

ています」

INNOVATION & RESEARCH 01

研究最前線1山田幸生研究室（電気通信学部）

身体が透けて見える!
生体組織における光伝播とその医療応用

高次脳機能測定 手のひらを透過する近赤外光。北海道大学・田村守教授提供
（O plus E,1999年5月号より引用）
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いまや社会の経済基盤をも変革しつつ

ある携帯電話は、第4世代のワイヤレス通

信に向かってさらに大きく変化を遂げよう

としています。近い将来、ネットワークは現

在の数十倍の伝送能力をもち、携帯端末が

現在の基地局相当の能力をもつと予想さ

れます。そうなると、より高度なユビキタス・

ネットワークの構築が可能となり、これまで

にない医療・健康、生産・物流、環境、セキュ

リティなどのサービスや新しい機能が実現

されると期待されます。そのような社会を視

野に入れながら、山尾研究室では「モノとモ

ノとが自律的にコミュニケーション」する究

極のシステム構築を目指し、世界最高水準

のワイヤレス情報通信技術の研究に取り組

んでいます。

第4世代ワイヤレス通信の基盤となる

「大規模ワイヤレス・センサー・ネットワーク

（WSN）」を構築するうえで、ネットワーク

やデバイスが自律的に変化を認識しながら、

高度化・複雑化するさまざまなセンシング

情報を集約する必要があります。そこで山

尾研究室では、①経路が途切れても安定な

信号伝送を可能にする、②端末が周囲の端

末と電波環境情報を共有して送信を自律

制御することで端末間の干渉妨害を回避し

て信号の誤りを防止する、③周囲の変化に

適応するダイナミックなネットワークを構築

することなどを目指しています。

さらには、限りある電力を有効に利用す

るため、エネルギーの無駄の少ない高効率

の送信法を始めとする「ワイヤレスECO」の

実現も目標に掲げています。

「モバイルとユビキタスが融合した夢の

ネットワーク社会に必要な技術が実用化さ

れるまで、あと数年」としながら、山尾教授

は次のように語りました。

「私たちは、物理的な現象としての電波の

振舞いに対応したネットワークやシステム

についての研究を基礎に、知的な自律分散

型のワイヤレス・ネットワークの実現を目指

しています。それをより実用的なものにして

ものづくりに活かすため、アイデアの段階か

らシミュレーション、さらに実験で確認する

までの一貫したプロセスを重視しています。

現状では信頼性の達成手段が見えてい

ないものもあり、解決すべき課題が山積し

ていますが、夢のネットワーク実現に向けて、

あらゆる角度から研究を続けていきたいと

思います」

山尾教授は、AWCCを中心に夢の通信

技術の研究を

進めるととも

に、学部、大学

院で次世代を

担う学生の育

成にあたって

います。

INNOVATION & RESEARCH 02

研究最前線2山尾泰研究室（先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター:AWCC）

モバイルとユビキタスが融合!
次の社会を担うワイヤレス通信技術研究

2ビット可変周波数共振器バンドパスフィルタ ワイヤレスECOを目指したEPWM信号の送信実験

ワイヤレス通信の未来像を描いた
山尾教授自作のイラスト
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Unique & Exciting 

“日本初、マレーシア出身 R&B界のニュー

プリンス待望のメジャーデビュー!”

こんなキャッチ・フレーズがいまメディア

を飛び交っています。このご本人がアイズ

ディーンさん、電気通信大学で電子工学を

学ぶ大学院生です。

長身、精悍な顔立ちながら、暖かな人

柄を感じさせるものごし。アップチューンな

バック演奏にのせてマイクを握ると、高音

部にきれいに抜けていくジャジーな美しい

声。ネイティブな英語とリズム感あふれる

歌唱力で、本格的なR&Bから、心に響くミ

ディアムテンポのバラードまでを心地よく唄

い上げ、聴く人を魅了します。

本格的なライブ活動を開始したのは1年

ほど前。それからわずか半年で音楽配信

サイト「レコチョク クラブ・フル」でウイーク

リー2位を達成するなど、期待の新星です。

アイズディーンさんはマレーシアの首

都クアラルンプールの出身。ご両親と3人

の姉妹の中で育ちました。映画「トランス

フォーマー」を観てエンジニアに憧れ、日本

に留学。高等専門学校に入学後、電気通

信大学に編入学しました。専攻は音響学。

弦楽器ウードを素材に、構造体に固有の

振動特性などを学んでいます。

学業の優秀さは折り紙つき。ご本人も「自

分の関心のあることはどんどん一人で調べ

て勉強しました。学校の試験も点数を取る

ためというより、自分で調べたことがどれだ

け身についているかを知るためという感じ

です。音響専攻がある大学ということで電

気通信大学に編入学し、とても勉強になり

ました」と流暢な日本語で話します。

モーダル解析は、音楽ホールの設計や

自動車などの振動分析などにも応用される

手法で、専門家には多くの企業からニーズ

がありますが、アイズディーンさんは目下、

歌手へのチャレンジを第一に考えています。

「もともと電子工学を学ぶために留学した

ので、企業で働くような形が望まれている

とは思いますが、歌手としてもマレーシア

を知ってもらう架け橋になることはできると

思っています」

先にリリースしたアルバムのタイトル

「Hadiah」はマレー語で「贈り物」の意味。

母国にいる両親と姉妹の皆さんへの想いも

込められているのでしょうか。

世界配信となった“I Need You Baby～A 

Cry Out of The Baby”の売り上げの一部

は（社）日本マレーシア協会に寄付され、マ

レーシアにあるオランウータンの森の植林

に使われるとのこと。そのチャリティー精神

と祖国を思う気持ちが、いかにも心優しい

アイズディーンらしいではありませんか。

アルバムの一曲「Yell～Won’t Let You 

Go～」について、こんなふうに語ってくれま

した。「みんなそれぞれ辛いことや苦しいこ

とがあると思います。学校、会社、スポーツ、

勉強といろいろなチャレンジをして壁にぶ

つかり周りが見えなくなったときに、この曲

を励みに乗り越えていってほしい―。自

分にもそう言い聞かせています」

自 分 キ ャ リ ア ・ デ ザ イ ナ ー

Aizdean（アイズディーン）さん

電通大生、
歌手デビュー

メジャーデビューしたアイズディーンさん

デビューアルバム
「Hadiah ～The First Step～」

QWCH-10018／定価¥2,500

2010.03.03 Release
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電気通信大学管弦楽部は、約50年続く

歴史あるサークルです。創設メンバーの一

人である林正道さんは企業の会長を務める

かたわら、いまでも現役として練習にも参加

し続け、2009年12月27日（日）に調布市グ

リーンホールで開催された「電気通信大学

と共に市民が歌う『第九』合唱付き」でもコ

ントラバスの演奏を担当しました。

第九演奏会は4年に1度開催される大き

なイベントで、今回は聴衆1300人を集めて

ブラームスの大学祝典序曲とベートーベン

の交響曲第九番「合唱付きOp.125」が演

奏されました。当日は、この演奏会のために

一般公募した総勢180名からなる“ちょうふ

「第九」合唱団”の歌声と、力強いオーケス

トラの演奏がホールいっぱいに響きわたり

ました。20歳前後の学生オーケストラと、平

均年齢が倍以上もある合唱の組み合わせ

に、指揮者の田中一嘉さんはゆっくりめの

テンポでていねいにタクトを振り、いぶし銀

のような奥行きと迫力

のある演奏にまとめ上

げました。

「オーケストラには、何

ものにも代えがたい充

実した迫力と醍醐味が

あります。第九の演奏は

その頂点にある感動体

験で、それまでの練習

の苦労などは一度に吹

き飛んでしまいます」と、

管弦楽部部長の伊東直

哉さん（情報通信工学科3

年生）は語ります。

現在、部員数は約80

名で、大学内では大規

模の部に成長しました。

年間の主な活動として、

6月の白百合女子大学

アンサンブル・リスブラ

ン、12月の実践女子大

学アンサンブル・レフィーユとの共演があり

ます。また、地元京王線仙川駅前で毎年4

月に行われる夜桜コンサートへの参加など、

多くの外部活動も行っています。

部員のうち演奏経験者と未経験者は

半 く々らい。弦、木管、金管と打楽器という

三つのセクションに分かれ、パートごとに週

3回（金管と打楽器は週2回）、全体で月に2回

程度の練習を行っています。取り上げる曲

目は、ベートーベン、ブラームス、チャイコフ

スキーなどが多いようです。「理系というこ

ともあり、ドイツもののようにどちらかと言

えば輪郭がはっきりしているものが得意で、

逆にフランスもののように何となくおしゃれ

という曲は苦手かもしれません」

部としての決まりは、最低限、週3回の練

習に出ること。「オーケストラにはいろいろな

人がいるので、規律があいまいになるとベク

トルがいろいろな方向に向いてしまいます。

そこで、週3回練習できる人が集まって部

になっているという基本線は守るようにし

ています。しかし、最終的には一人ひとりの

中から、いかに音楽的なものを引き出すか

が部としての重要課題だと考えています」

と伊東さんは語りました。

大先輩の林さんの話もうかがいました。

「50年ほど前に小さな編成で合奏を始め

ましたが、私たちが卒業する前には管弦楽

団として第一生命ホールを満席にするまで

になりました。その後の部員が調布駅前で

ビラを配り、第九を一緒に歌いましょうと市

民の皆さんに呼びかけたのが、いまの第九

演奏会の始まりです。それから32年、私も

74歳。管弦楽部が毎年毎年上手になりな

がら、こうして立派に健在であることが私の

誇りです」

サ ー ク ル ・ ノ ート

管弦楽部

技術へのこだわり
が響きわたる
“いぶし銀”の音色

練習風景

定期演奏会

部長の伊東直哉さん
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電気通信大学タイプといえば、「まじめ」

「おとなしい」「はずさない」ということで定

評があります。ところが、今回、卒業生とし

てご登場いただいた渕佑介さんは、そのど

れにも当てはまらない、まさにUEC（ユニー

ク&エキサイティング・キャンパス）の代表選手と

いえましょう。

中学のときアマチュア無線の免許を取っ

てアンテナに興味をもち、無線の世界にの

めり込んでいったところまでは、ありがちな

話。しかし親の反対を押し切って電気通信

大学に入学したころから、渕さんのユニー

クでエキサイティングな日々が本格的に始

まります。

渕さんの実家は九州の歯科医で、しかも

渕さんは長男。九州男児は長男であれば家

を継ぐものと定められた運命に逆らい、歯

科大学に進むべきところを電気通信大学

に入ったものだから大変です。勘当同然で

東京に出てきたため、学費、生活費は自分

で稼がなければなりません。そこで四畳半

のアパートに開設したのが「家庭教師事務

所」。調布近隣の中高生を相手に自分も教

えるし、学友にも声をかけて派遣のような

こともしました。それが評判を呼んで、けっ

こう繁盛。親の仕送りなしでやっていける

までになったというのですから、立派なも

のです。

「ヤンキーな落ちこぼれを進学させたとき

には、その子の親から泣いて喜ばれました」

と渕さん。反抗する少年は何度も渕さんに

刃向かうのですが、都内の柔道国公立戦

で3位になったこともある渕さんにはかない

ません。テコでも動かない熱血教師に少年

の閉じていた心がしだいに開き、ついには

まじめに勉強を始めたのです。

アルバイト、柔道、友だちとのつき合い、

そしてハードな学業が渕さんの学園生活

でした。「昔の電気通信大学は非常に厳し

かった。入学早々、微分演算子や関数論

などは知っていて当たり前みたいな授業で、

ついてこれなければ置いていくという感じ。

なにしろ鍛えられましたね」

単位獲得のため渕さんが考え出したの

が“質問作戦”です。「授業が終わった後、

わかっていても何でも、とにかく質問しに

行くわけです。しかも、もっと勉強したいか

ら課題をくださいとお願いする。顔を覚え

てもらうと、成績をつけるとき顔が目に浮か

んで不可をつけるのに躊躇するかもしれな

い。そのうえ、先生が出してくれる課題は

試験に出やすいという二重のねらいがこの

作戦にはあります」

在学中に渕さんが開発した学業ノウハウ

はいろいろあるようですが、これだけは後

輩に伝えておきたいと言って挙げた言葉が

“能動的であること”、そして“できるだけ直

接体験すること”でした。

「読書や映画鑑賞もいいでしょう。しかし、

それは大人になってからでもできます。学

生時代のまとまった時間を、もっと能動的

で直接的な体験に使ってほしい。ぼくは夏

休みになると日本全国1万円旅行をしまし

た。段取り力がつき、人情に触れることも

できます。自分から能動的に行動して得た

直接体験は、いつか必ず役に立ちます」

Unique & Exciting 
メン タ ー ・ プ ロファイル

株式会社エコクラフト代表取締役 渕佑介氏（イベント企画）
平成11年（1999年）電気通信学部電子情報学科卒業

自分から進んで、
自分の足で
歩むこと。

自他ともに認める行動派。
そのバイタリティーは学生時代に養われました。

胴着を手にする元柔道部キャプテンの渕さん
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2009年12月8日（火）、第 2回TA  

MA産学官金サミットが電気通信大学

を会場に443名を集めて開催されま

し た 。「 TAMA」（ Technology Advanced 

Metropolitan Aria;技術先進首都圏地域）は、

東京都多摩地域を含めた埼玉県南西部、

神奈川県中央部を一帯とする広域多摩

地域を指します。主催の（社）首都圏産業

活性化協会（TAMA協会） は、自然と調和・

共生し、環境に配慮したものづくりを目

指しています。本学はTAMAの会員であ

り、今回のサミットを共催しました。

午後1時30分から開催された会で

は、日刊工業新聞社社長の千野俊猛氏が

「低炭素社会実現へ向けたビジネスチャ

ンス」と題した講演を行いました。同氏は、

米GMの事実上の破綻など自動車産業に

象徴されるように、世界的なモノづくり

のパラダイムシフトが起きている中、日

本の企業が対応していくうえでの処方箋

と道筋について、ジャーナリストの目線

で語りました。

TAMAの具体的な取り組みとして、①

快適環境の実現（ヒートアイランド対策など）、

②低炭素環境の実現、③安全環境の実現

（土壌汚染対策など）などが挙げられていま

す。本学は、強みの活かせるICT関連分

野での環境貢献を目指して、「グリーン

ICT研究会」を発足させ、学内に結集・協

力を呼びかけると同時に、関連する企業

等に参加・協力を働きかけています。

本学は、2009年7月28日（火）、渋谷

区教育委員会との間で教育連携に関す

る協定を締結しました。調印式は渋谷区

役所で行われ、梶谷誠学長と大高満範教

育委員長が協定書に調印しました。調印

締結後には桑原敏武渋谷区長も加わり、

今後の連携活動について懇談が行われ

ました。

渋谷区は、現在建設中の文化総合施

設の中に「渋谷から未来のノーベル賞受

賞者を出そう!」をコンセプトとした「こど

も科学センター（仮称）」の開設を平成22

年秋に予定しています。本学では、社会

連携センターが中心となって同センター

の計画段階から協力してきました。また、

教育委員会の事業である小・中学生技術

センターへの講師派遣や渋谷区内の小

学校と連携するなど、区とは連携関係に

ありました。今回の協定締結により関係

が強化され、理科大好き少年の育成、児

童・生徒の科学的思考やものづくりへの

意欲を育てるためのプログラム提供など

の支援も行っていくこととしています。

第54回全日本学生選抜競技ダンス選

手権大会が2009年12月6日（日）、駒沢

オリンピック公園体育館で開催され、本

学競技ダンス研究部が団体優勝しました。

全日本競技ダンス連盟は、日本国内の

大学の競技ダンス部、社交ダンス部、舞

踏研究会などで構成される競技団体組

織。全国約3000人の加盟員によって

構成されています。今回の上位6大学

および得点は次のとおりでした（カッコ内

は得点）。優勝:電気通信大学（164）、2

位:首都大学東京（160）、3位:早稲田大

学（158）、4位:慶應義塾大学（124）、5

位:東京大学（123）、6位:東京理科大学

（103）。大会後、競技ダンス研究部の

メンバーが、顧問の阿部公輝教授ととも

に優勝を梶谷学長に報告しました。学長

は、競技ダンス研究部の活躍を称え、「来
年も再びこの優勝カップを電通大に持ち

帰ってください」と部員を激励しました。

TOPICS

渋谷区教育委員会との教育連携に関する協定を締結

競技ダンス研究部が第54回全日本学生選抜
競技ダンス選手権大会で団体優勝

第2回TAMA産学官金サミットを開催
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