
電気通信大学ニュース 2009 Ｎｏ.1（通巻433号）
2009（平成21）年7月発行

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センター
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・ご感想がございましたら、広報センターまでお寄せください。

UEC NOW
「スーパー連携大学院」の2011年開設をめざし、
代表校として計画を推進中

梶谷誠 学長　田野俊一 副学長
　
News & Topics
深圳虚擬大学園（深圳バーチャル大学）に加盟
多摩信用金庫と連携協力協定を締結
本学の教員が平成21年度「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞
タイの「キングモンクット工科大学ラカバン校」と短期交換研修プログラムを実施
「第5回産学官連携DAY in 電通大」を開催
UECコミュニケーションミュージアムをオープン
　
研究最前線
時々刻々と変動する需要に対応したオンデマンドの先見型最適在庫管理システム

電気通信学部　松井正之研究室
携帯電話で動画を見るための新システム Skim@ Mobile

大学院情報システム学研究科　笠井裕之研究室

産学官連携
ソフトウェア・リポジトリの構築

産学官連携センター　堀建二 特任教授
電気通信学部　西野哲朗 教授
　
卒業生メッセージ
FYFホールディングス株式会社代表取締役社長　吉澤智之さん
　
学生CLOSE UP
大学発学生ベンチャー「株式会社コマ・システムズ」を設立

大学院電気通信学研究科博士後期課程　牧大介さん
大学院電気通信学研究科博士後期課程　高野保真さん
　
サークル紹介
競技ダンス研究部
　
INFORMATION
「総合コミュニケーション科学」の創造・発展に向けて
学部も大学院も、2010年4月、生まれ変わります
創立100周年に向けたキャッチフレーズ「Unique&Exciting Campus」
スクールカラーを正式決定

電気通信大学ニュース

国立大学法人

電気通信大学



　2011（平成23）年度の開設に向け、「スーパー連携大学院」

の準備が着 と々進んでいる。このプロジェクトは、“産学官の全国

広域連携を通じて、イノベーション博士人材の育成をめざす”も

ので、文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」として採択さ

れている。現段階で連携・提携校として参加が決定している大

学は、代表校である電気通信大学をはじめ、北海道から九州ま

で国公私立の壁を越えて14校にのぼり、多数の企業との提携も

進められている。プロジェクトの協議会委員長を務める本学の梶

谷誠学長と、教育課程開発委員会（ＷＧ2）委員長を務める田野

俊一副学長に、スーパー連携大学院構想の目的や具体的な仕

組みについて、話を聞いた。

　「かつては『末は博士か大臣か』と言われたように博士は憧

れであり、大学や研究機関で成果を出し、社会をリードしていく

存在でした。しかし、時代は常に変化しています。グローバル化

が急速に進むなか、日本が国際社会のなかで常に進化し続ける

イノベーティブな国であるためには、ドクターつまり博士たちも、大

学だけでなく社会のさまざまな分野で未来の開拓者として活躍

するリーダーたることが求められているのです。スーパー連携大

学院は、アカデミアを飛び出し、積極的に社会で活躍する“イノ

ベーション博士”を育成することを目的としています」と梶谷学長

は言う。 

　欧米では、企業や官庁の中枢にいる多くの人が博士号をも

ち、名刺にはPh.Dと刷り込

まれている。高度な研究を

行った人材が、一般社会

でリーダーシップを発揮し

ているのだ。しかしながら

日本では、博士はいまだに

大学や国、大企業の研究

機関など限られた世界に

とどまり、毎年生まれる新ド

クターたちにノンアカデミア

の社会で働く意欲があっても、その土壌が醸成されていない。

　これでは、学生たちが大学院の博士課程に進む意欲がそが

れるし、大学院そのものが活性化されない。なぜドクターの一般

社会への進出はうまくいかないのか。実は産業界からも、企業や

一般社会で活躍するドクターを求める声は強くある。

　梶谷学長は「率直にいうと、“産”と“学”が互いに責任をなすり

つけ合うばかりで、問題を解決するための実効力のある積極的

な行動がなされていないのです。スーパー連携大学院は、その

停滞した状況に風穴を開けるべく、全国の大学院をもつ大学が

連携して、産業界と行政と協力しながら、新ドクターが活躍できる

場所を創生しようとしているのです」とプロジェクトへの期待を

語った。

　構想に参加している大学は小規模のところが多いが、どこも

地域に根ざした特徴的なきらりと光る研究を展開している。けれ

ども、その研究の中核を担っている博士課程の学生に、大学

院修了後に全国的な場で力を発揮する機会が十分に与えられ

ていないのが現状である。田野副学長は、これを打開するた

めには教育課程を変えることが重要だという。

　「博士課程修了者の就職先がなかなか見つからないのは大

きな問題で、その影響で博士課程への進学者が減少していま

す。なかでも小規模大学の大学院では深刻です。しかし最先

端の研究をしているのは、教員と博士課程の学生です。この

学生が減るのは、実は日本にとっても大問題なのです。その根っ

子を探っていくと、大学院での研究が狭い領域を深く掘り下げ

るばかりで、学生に広い分野での応用力をつけさせていないと

いう問題に突き当たります。これでは能力とともに柔軟性を求め

る社会のニーズに応えられません。スーパー連携大学院では博

士課程の学生を、産学官連携の複合的・総合的プロジェクト

に参加させることで、視野を広げさせるとともに経験を深めさせ、

一般社会で活躍できる実際的な力をつけさせます。その学生

が社会で広く活躍することで、学生が所属する全国の小規模

大学の大学院も活性化されることになります」

　社会に求められ、社会のリーダーとして活躍するイノベーショ

ン博士を育成する「スーパー連携大学院」は、知のリーダーシッ

プを発揮できる優秀な

博士を広く一般社会に

送り出して日本を活性

化させる試みとして、

学だけでなく産・官か

らも強い期待が寄せら

れている。

「スーパー連携大学院」の２０１１年開設をめざし、
 代表校として計画を推進中

 広く一般社会でリーダーとして活躍する
“イノベーション博士”を育成

電 通 大 の 最 新 の 活 動 を レ ポ ー ト

学長　梶谷　誠

副学長　田野俊一

■広い分野で活躍する即戦力「イノベーション博士」の育成

スーパー連携大学院
で解決！
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従来の
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スーパー
連携大学院

産

官学

地域

アカデミア人材の輩出に
偏っており、ポスドク人材が
飽和している反面、

産業界などへの有用人材の
供給は不足

大学以外の
さまざまな分野で
即戦力となれる
博士人材を育成
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　電気通信大学は、3月19日に中国深圳市にある深圳虚擬大

学園（深圳バーチャル大学）への加盟調印を行い、日本の大学

として初の入園を決定しました。

　深圳虚擬大学園は、中国国内の有力大学が中心となって活

動を展開しているネットワーク上の仮想連携機関で、高度人材

の育成、産学連携等を目的に本学を含めて52の大学（中国以

外では6大学）が加盟しています。2000年に設置されて以来、

深圳市内の多数の経営者や技術者を大学院生として受け入

れ、経営、情報通信など幅広い分野で8万人以上の人材を輩出

しているほか、産学官の協同によるさまざまなイノベーションの

体系を形成し、著しい成果をあげています。

　調印式では、梶谷誠学長、高国　深圳市政府副秘書官の挨拶の後、加盟協定書の調印が行われました。続いて、梶谷学長

による電気通信大学の概要、ビジョン、国際連携の取り組みなどに関するプレゼンテーションがあり、参加者はみな熱心に聞

き入っていました。当日は、地元テレビ局による取材もあり、現地の人々の関心の高さがうかがえました。

　本学は、この加盟を機に中国に設置した「深圳教育研究センター」を拠点とし、インターネットを利用した授業の提供、優秀

な留学生の確保、深圳市の企業等へのインターンシップ学生の派遣、同学園にある大学との教育連携プログラムの実施など

を進めていく予定です。

日本の大学として初めて
深圳虚擬大学園（深圳バーチャル大学）に加盟

　3月25日、電気通信大学と多摩信用金庫は連携協力協定を

結び、本学にて調印式を行いました。この協定の目的は、多摩

地域で産学連携を積極的に推進している多摩信用金庫に本学

と地域企業とのパイプ役になってもらい、本学の研究成果の紹

介、地域企業からの科学技術に関する相談への対応などに活

用することです。今回は、2003年に始まり年々深まってきた本

学と多摩信用金庫の「産学金連携」を本格化するものとして、

あらためて調印が交わされました。

　地元企業に外部の「知」として大学を活用してもらうことは

企業の発展につながり、それはまた、地域金融機関と大学の地

域貢献につながります。このような相乗効果を生み出す協力関

係を継続し発展させられるよう、今後も積極的にさまざまなプロ

グラムを推進していきます。

地域企業への支援の活性化をめざし、
多摩信用金庫と連携協力協定を締結

　4月14日、平成21年度「科学技術分野の文部科学大臣表彰」の表彰

式が虎ノ門パストラル新館にて開催され、レーザー新世代研究センター

長・植田憲一教授が科学技術賞（研究部門）を、先端領域教育研究セン

ター・早瀬潤子特任助教が若手科学者賞を受賞しました。同表彰は、科学

技術に関する研究開発、理解増進等で優れた成果をあげた人物や教育

機関に賞が贈られるもので、科学技術賞（開発部門、研究部門、科学技

術振興部門、技術部門、理解増進部門）、若手科学者賞、創意工夫功労

者賞、創意工夫育成功労学校賞がそれぞれ選定されます。

　植田教授は、神島化学工業株式会社セラミックス部次長・柳谷高公氏と共同で、「セラミックレーザーの研究」に取り組み、

低コストで高出力を実現する画期的なレーザー技術を開発しました。早瀬特任助教の「通信波長帯における半導体量子ドット

量子コヒーレンスの研究」は、安全安心かつ大容量通信を可能にする量子情報ネットワークの構築等に大きく貢献する技術

として、高い評価を得ました。両教員のますますの活躍が期待されます。

レーザー新世代研究センター長・植田憲一教授と
先端領域教育研究センター・早瀬潤子特任助教が
平成21年度「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞

　4月1日～30日、本学の国際交流協定校であるタイのキングモンクット工科

大学ラカバン校との相互交流プログラムの一環として、同校の学生3名を電

気通信学部知能機械工学科青山研究室/金森研究室に受け入れ、技術研修

を実施しました。3名は、メカトロニクスの基礎知識を学んだあと、日本人学生

とチームを組みGPSを用いた自動誘導ミニカーとその制御ソフトウェアの開

発を行いました。参加した両国の学生にとって、異なる文化をもった同士が一

つの目的に向けて問題解決にあたる、たいへん有意義な機会となりました。

　9月には、本学の学生3名がタイに1カ月間滞在し、同校での研修を受ける予定です。

タイの「キングモンクット工科大学ラカバン校」と
短期交換研修プログラムを実施

左より、植田教授、梶谷学長、早瀬特任助教

　6月3日、「第5回産学官連携DAY in 電通大」が開催されました。このイベントは、本

学が行っている産学官連携のさまざまな活動を一日ですべて見ることができる毎年恒

例のものです。当日は、岩國哲人衆議院議員をお招きした基調講演や、「産学官連携支

援部門」による研究成果の発表、「知的財産部門」による特許相談会、「ベンチャー支

援部門」によるアイデアコンテスト、研究室の公開などが行われ、大変盛況でした。来

年は、6月2日（水）に開催する予定ですので、また奮ってご参加ください。

「第5回産学官連携DAY in 電通大」を開催

し ん  せ ん

高深圳市政府副秘書官（左）と梶谷学長（右）

佐藤多摩信用金庫理事長（左）と梶谷学長（右）
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　1998年に無線通信にかかわる歴史的機器の保存を目的として開

設された「歴史資料館」が、2008年の創立90周年を機に「UECコ

ミュニケーションミュージアム」としてリニューアルオープンしました。

　生まれ変わったミュージアムでは、通信機器やコンピュータ、オー

ディオ機器の歴史はもちろん、日本の通信技術の向上に貢献してき

た本学の足跡をたどることができます。展示スペースも展示品も一

層充実し、広く一般の方々にも楽しんでいただけるよう工夫を凝ら

したミュージアムに、ぜひ足をお運びく

ださい。先人の知

恵と努力の跡を

たどるとき、そこ

には必ず新たな

発見があるこ

とでしょう。

　初期の無線通信に“火花”が用いられていたことをご存

知でしょうか？　第1展示室では、火花放電によって電磁

波を発生させる火花送信機や、第二次世界大戦時の軍用

通信機、1950年代の電波航法装置、1960年代の無線

ファクシミリ、1980年代の船舶無線局を再現したブース、

さらに、つい数年前まで現役で稼働していたテレビジョン

送信機など、さまざまな機器を展示しています。まさしく無

線通信技術の歴史をひと目で見渡せます。

 通信、情報、音響機器の歴史をたどる

「UECコミュニケーションミュージアム」をオープン

第1展示室

　さまざまな年代のオーディオ機器やラジオ受信機が展

示されている第2展示室の目玉は、1911年製造の「エジ

ソン蝋管蓄音機」です。こ

の他、世に先駆けてコン

ピュータの教育・研究に着

手した本学ならではの所蔵

品として、1965年製のカ

シオ計算機など、往年のコ

ンピュータも数多く展示さ

れています。

第2展示室

　本学の歴史は、1918年に創設された「無線電信講習

所」からはじまりました。その講習所の教室を小規模に再

現しているのが第5展示室です。この展示室では、レトロ

感あふれる机に向かい、モールス信号送受信の実習を体

験できます。

第5展示室

“日本最初の電波時計”は電通大で発明

　第6展示室は、“真空管の殿堂”。1900年代の初頭にフ

レミングが発明した最初期の2極管から、第二次世界大戦

当時の国内外の軍用管、オーディオ愛好家に人気の高い

オーディオ管といった希少価値の高いものをはじめ、撮像

管や受像管、マイクロ波管など、さまざまな真空管を展示

しています。

第6展示室

　歴史的な無線通信機が展示されている第3展示室。ど

の機器もたいへん希少価値の高いものですが、なかでも、

無線機メーカーとして名高い米国Hallicrafters社が

1938年に製造した世界最初のダイバシティー専用受信

機「SKYRIDER DIVERSITY DD-1」は、一見の価値が

あります。

第3展示室

　1940年代の「三式温湿ゾンデ」や「三式測風発信

機」、2006年製の「GPSゾンデ」、気象衛星ひまわりの

受画装置などが展示されています。今でこそ気象衛星画

像はインターネットで見ることができますが、つい最近まで

は、ここで展示されている機器が日本の天気予報を支え

てくれていました。

第4展示室

　時計の役割は「正確に時を刻む」という
こと。今でこそ“電波時計”が普及していま
すが、以前は人が定期的に時刻合わせをす
る必要がありました。
　故菅野正志電気通信大学名誉教授は、
本学が調布に移転してまもなくの1960年
頃、「正確な時刻報知であるラジオ放送の

時報を受信し、自動で時計の時刻を合わせ
る」研究に取り組み、新方式の開発に成功
しました。その成果を国際電気株式会社が
商品化し、1963年に発売したのが日本初
の電波時計「アキュラティック RC-107
型」です。この商品は、雑誌で紹介された
ことで評判が高まり、京王線の各駅をはじ

め、私鉄各線、ホテ
ル、デパートなどで使
われました。
　この電波時計は
UECコミュニケーショ
ンミュージアムの特別
展示室で実物を見ることができます。
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　問屋や小売店などの流通業者にとって、「在庫管理」は

常に悩ましい問題である。予測を誤って仕入量を増やし過

ぎると不良在庫が発生して経営を圧迫し、逆に売れ行きのよ

い商品の在庫が少ないと折角の販売チャンスを逃すことに

なる。松井正之教授の研究室では、効果的な在庫管理方

法を研究し、それに基づいた管理システムを共同研究先の

企業が2009年6月にOptStockとして商品化した。

　これまでの在庫管理システムは、過去の需要を統計的に

処理し、その傾向が今後も変わらないことを前提にしてい

た。そのような状況を松井教授は、「これまでの方法は正確

にいえば予測ではなく、単に過去の需要構造を説明してい

るに過ぎなかったのです。消費者のニーズが多様化し、非常

に短いサイクルで需要が変動している現代では、過去の

データは信頼できる道標にはなりえません」と話す。

　部品や原材料を供給するサプライヤー、商品を製造する

メーカー、さらに卸売業者、物流業者、小売業者、消費者ま

でを結ぶ調達・流通における一連の連鎖構造をサプライ

チェーンという。その各段階において、欠品を起こさずに必

要最小限の在庫を持つためには、市場についての正確な

情報を入手して在庫の適正量をリアルタイムに求め、さらに

需要の微妙な変動にも対応できる技術が必要になるのだ。

　「OptStockは多くの商品や企業の実情を徹底的に調べ

たうえで構築した独自の新しい理論がベースになっていま

す。これは商品の流動数や需要情報をリアルタイムに把握

することで、時々刻々変動する需要に対して迅速に適正な

在庫量を計算できるオンデマンドの先見型最適在庫管理シ

ステムです。いまはまだ扱える業種が限定されていますが、

今後はより広い範囲で使えるものになるよう研究を重ねてい

きたいと考えています」と松井教授は展望を語ってくれた。

時々刻々と変動する需要に対応した
オンデマンドの先見型最適在庫管理システム

電気通信学部
システム工学科

松井正之教授
1970年広島大学大学院工学研究
科修士課程経営工学専攻修了。
1994年より現職。工学博士。1996
～1997年カリフォルニア大学バー
クレー校とパデュー大学（IE学部）客員研究員。2000～2003年
（社）日本経営工学会論文誌編集委員長。2003～2007年（社）日本
経営工学会理事。2007～2009年（社）日本経営工学会会長、
2008年～国際経営工学連盟理事。主たる研究分野は、マネジメント、
経営工学（IE、QC、OR、AI）、生産・運用管理、生産待ち行列理論など。
最近の研究業績として、Springer社より英書も刊行。
http://www.se.uec.ac.jp/lab/matsui-lab/

　笠井裕之准教授の研究室が開発した携帯電話用のシステ

ム、Skim＠ Mobile（スキマモバイル）が注目を浴びている。既

に協力会社から販売が開始されているこのシステムがどんなも

のか簡単に紹介しよう。

　外出先で携帯電話の動画を見る人が増えているが、今の動

画のダウンロードスピードにストレスを感じることはないだろうか。

スキマモバイルがあれば、携帯電話が設定された条件に従っ

てあらかじめ動画を自動的にダウンロードしておくため、いつでも

ストレスなく快適に動画を楽しむことができる。その仕組みはこう

だ。テレビ番組などの動画コンテンツの所々から１分程度の映

像を携帯電話が取り込んでストックする。外出先でそのさまざま

な短い映像をテレビのチャンネルを変えるように次 と々チェックし

て、気に入った映像があればそのまま見続ける。見ている最中

に携帯が自動的にネットワークに接続し、続きの動画を先行して

ダウンロードするので、映像が切り替わる際の繋ぎ目を感じるこ

となくスムーズに続きを見ることができる。

　「コンテンツプロバイダーがこのシステムを利用するなら、たと

えば映画館から映画のワンシーンを配信し、それを携帯電話で

見た人が全編見たいと思えば課金システムを使ってダウンロー

ドする。また短い動画がたくさん入ったＳＤカードを雑誌の付録な

どで配り、見た読者が続きを見たければ出版社のサーバーに自

動アクセスする、などの使い方も考えられます」と笠井准教授。

　笠井准教授の専門は通信・ネットワーク工学で、マルチメディ

ア信号処理やネットワーク制御アルゴリズムなどを得意としてい

る。また、各種のプログラミング言語を用いたソフトウェア開発か

ら携帯電話などのデバイスへの組み込み技術まで、幅広い知

識とスキルがあり、それがスキマモバイル誕生の力となっている。

　「必ず製品になるものを世の中に出す」をモットーに研究を進

めている笠井研究室からは、画期的なシステムが今後も生まれ

てくるであろう。

携帯電話で動画を見るための新システム
Skim＠ Mobile

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

笠井裕之准教授
2000年早稲田大学大学院博士
課程修了。英国ブリティッシュテ

レコム研究所客員研究員、ＮＴＴドコモを経て、2007年より現職。ス
キマモバイルのほか、超高精細映像へのアクセスを高めるシステム
など、マルチメディア・ユビキタス通信の研究に取り組んでいる。

◎電気通信学部システム工学科　松井正之研究室
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松井研究室におけるサプライチェーンマネジメント研究のアウトライン

部分最適 全体最適

工場物流ロジック
流動数管理図法
新聞売り子理論

企業ごと、部門ごとに
最適化をめざす

サプライチェーン全体で
スピード化と統合最適化をめざす

◎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　笠井裕之研究室

「OptStock」には、松井研究室が発
明した理論をベースにしている
「OptStock/Log」を含め3つのソフ
トがある。パッケージの「OptStock 
Suite」はそれらを1組にした商品名。

笠井研究室のメンバーは、博士課程１名、修士
課程２年３名、修士課程１年１名。スキマモバイ
ルをはじめ、マルチメディア・ユビキタス通信の
研究に取り組んでいる。論文のための研究でな
く、実社会で利用される製品になるまで研究開
発することが、同研究室の特徴である。
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　電気通信大学では、日々の研究の中で作成されるソフトウェアのリポジトリを構築（データベース化）し、同時

にその著作権を保護・管理・活用する新たな構想を進めている。日本の大学で初の試みとなるこの事業は、

2008年度に選定を受けた文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」の一環として実施

され、企業との共同開発や学内の教育研究での幅広い活用を目的としている。

　産学官連携センター・堀建二特任教授に事業発足の経緯や概要について、電気通信学部情報通信工学科・

西野哲朗教授にプログラムの教育的な意義についてお話をうかがった。

─学内で作られたソフトウェアを一元管理し、活用する─

ソフトウェア・リポジトリの構築産
学
官
連
携

　本学では2003年度から5年間、文部科学省が実施する「大学知
的財産本部整備事業」に取り組み、研究成果の特許を出願しライセ
ンスする体制を整えるなど、十分な成果を上げてきました。しかし一方
で、本学が、“ほとんどの教育研究がソフトウェアに関連する”という他
大学にない特性をもっているのにもかかわらず、学内で作成されたソ
フトウェアの著作権管理の整備は、まったく手つかずの状態になって
いました。
　そこで、2008年度よりはじまったのが、ソフトウェア・リポジトリ構築と
の連携事業です。学内で作成されたソフトウェアを一元管理し、著作
権者を明確にした上で、第三者が自由に活用できるようにネットワーク
上にアップし、データベースを構築します。このようなリポジトリは大学と
しては日本初のもので、今秋に学内オープンした後に、2010年に一般
公開し、学内外の人々が無償でダウンロードできるように整備する予
定です。近年は、プログラムの公開・頒布・再利用を認める「オープン
ソース・ソフトウェア」が急速に普及しており、“ソフトウェア開発技術の
向上に寄与するソースの提供”という点でも本事業には意義があると
いえるでしょう。
　大学と企業が共同研究を行っていく過程で、大学で書かれたソフ

トウェアが企業で使用されるケースは多くありますが、著作権の問題
が大きく取りざたされている今、その出自と権利の明確化と管理は、
一つの社会的責任といえます。“知的財産の管理”と聞くと、一見堅
苦しく、かえって自由な研究を妨げるイメージをもつ方もいるかもしれま
せんが、実際はまったく逆です。研究者・開発者の権利・利益を守り、
教育研究や企業と大学との連携プロジェクト等に広く役立てる──
本事業の一番の目的はそこにあります。

電気通信学部情報通信工学科　西野哲朗 教授
1982年早稲田大学理工学部卒業。1984年同大学院理工学研究科博士前期課程修
了。日本アイ・ビー・エム株式会社、東京電機大学助手、北陸先端科学技術大学院大学助
教授を経て、1994年電気通信大学助教授。2006年より現職。専門は理論計算機科
学、人工知能基礎論。理学博士。

知的財産本部整備事業の成果を受け継ぎ、
新たな枠組を作ります

　全学生がプログラミングを学ぶ本学では、日々多くのソフトウェアが
開発されています。しかし、個人が研究の過程で作り上げるそれら
は、これまで十分に整理されることがなく、利用したいものがあっても、
容易に探し出せない現状があります。ソフトウェア・リポジトリは、学
内に散在しているそれらを一元化し、ネットワークから自由に取得でき
るようにするものです。これが完成した暁には、研究を活性化させる
データベースとして大いに活用できます。また、私たちは、2010 年
度を目標に、このリポジトリを一般公開する準備を進めています。多
くのユーザーをターゲットにする以上は、ソフトウェアに一定の品質基
準を設ける必要があり、開発者自身でもバグなどの問題が発生しな
いか等、十分な検証を重ねなければなりません。そして、私はその
プロセスこそが教育の好機であると考えています。
　本事業では、文部科学省「オープンソース・ソフトウェア開発能
力の自律型実践教育事業」の一環として、ソフトウェア開発に特化
した科目「実践ソフトウェア開発概論（仮称）」を大学院に開講します。
大学院生だけでなく社会人の受講生も受け入れ、ユニークかつ高
品質なソフトウェアの開発をめざす実践的な授業を展開します。なお、
この講義を修了した学生には、リポジトリにソフトウェアを自由に登録

できるパスワードが発行されます。
　本事業の特色は、ソフトウェア・リポジトリの構築による「研究成
果の学術的な活用」、一般公開による「社会への研究成果の還元」、
実践的なプログラムによる「教育の促進」などを相乗的に実現でき
る点にあります。わが国の情報通信技術の発展に貢献できるよう、
さらに事業を推進していきたいと考えています。

開発者の育成とリポジトリの充実、
それらの相乗作用をめざします

産学官連携センター　堀　建二 特任教授
1961年東京大学工学部卒業。1965年スタンフォード大学修士課程修了。ソニー株
式会社にて、知的財産権本部長、取締役、米国研究所長、執行役常務などを歴任し、
2003年電気通信大学知的財産本部知的財産マネージャー統括。同大学客員教授・知
的財産本部副本部長を経て2009年より現職。

プログラムの
一環として展開

還元・活用

文部科学省
「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」
特色ある優れた産学官連携活動を推進する機関として電気通信大学が採択

ソフトウェア・リポジトリ構築の試み

教育研究
よりスムーズな研究成果の継承

リポジトリへの登録を前提にした
教育プログラムを展開

一般公開
全世界で利用できる
ソフトウェアを公開

社会に向けた研究成果の還元

学内で作成される
ソフトウェアの一元管理

ソフトウェアに係る
著作権の保護
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学生 CLOSE UP

※記載されている商品名は各社の商標
　または登録商標です。

PC

モバイル

iPhone
/iPod touch

PSP

PS3

Wii

その他
（スマートフォン等）

約960万人

PC用のページ
既存のPC用
webサイト

既存のモバイル用
webサイト

マルチデバイス用
webサイト

モバイル用のページ

マルチデバイス用のページ

各デバイス向けに
自動的に最適化

※既存サイトを基に
　制作が可能

　吉澤さんがFYFホールディングスを立ち上げ

たのは2007年のこと。最先端のネットワーク技

術が大手企業によって寡占的に使われている

状況に問題を感じ、「それらを広く還元すれば、

中小企業にももっとビジネスチャンスが開かれる

はず」と考えたのが起業の発端だった。FYF

ホールディングスは、ネットワーク技術を活用した

ビジネスモデルの提案やインフラストラクチャの

設計、構築、保守を手がけ、吉澤さんの狙いど

おり主に中小企業をターゲットに、それらを統合

したビジネスを展開し多くの顧客を抱えている。

　大学卒業後に電気工事会社に就職した吉

澤さんはもともとエンジニア。現場の管理者とし

てさまざまなプロジェクトに携わった経験が、ビ

ジネス戦略を練る面白さに気がつくきっかけに

なったそうだ。そして、キャリアを積み上げた

ベースには、電通大で身につけた確かな基礎

力があったという。「学生時代は、自分で起業し

ようなどとは考えもしませんでした。ただ、充実し

たカリキュラムの下で、電気・電子に関する知識

をしっかり学んだからこそ、社会人になってから

も着実にスキルアップでき、さまざまな仕事に携

わる中でビジネスチャンスを発見できたのだと思

います」と当時を振り返る吉澤さん。さらに、卒

業研究の思い出を懐かしそうに話してくれた。

「卒業研究では、ずいぶん粘り強さが鍛えられ

ました。私が取り組んだ内容は、マイクロチップ

から伸びる線の角度を変え電波の状況を測定

するというものでしたが、なかなか思うような結

果が得られず、ときには学校に泊まったこともあ

りました。当時は必死でしたが、今にしてみれ

ば、いい経験だったと思います」。

　学生時代に身につけた粘り強さを今も経営

のモットーにしている吉澤さんは、学生に向けこ

んなエールを送ってくれた。「私は電通大の同

窓会組織である目黒会の活動を通じて、よく若

い卒業生に、“もっと積極的になっていい”と言

葉をかけています。在学生のみなさんには、“社

会に出て必ず何かを実現する”といった気概を

養ってもらいたいですね。そして、卒業した暁に

は目黒会の活動にも、積極的に参加してくださ

い。同じ電通大出身の仲間として、みなさんと夢

を語り合える日を心から楽しみにしています」。

　コンピュータソフトウェアの開発、Web
サービスの構築・運営を主な事業内容とす
る株式会社コマ・システムズは、本学大学
院で学ぶ2人の学生が2008年７月に立ち
上げた大学発ベンチャーです。「コマわりの
効くソフトウェアで日々の生活をもっと便利に
したい。回るコマの遠心力のように、先端の
技術を日常生活のなかにより広げていきた
い。それが社名の由来であり目標です」と
代表取締役の牧大介さんは語ります。同じ
研究室の１年先輩で取締役の高野保真さ
んは、会社設立の経緯について、「牧くんは
修士のころから起業のチャンスを求めて独
立行政法人情報処理推進機構の〈未踏ソ
フトウェア創造事業〉に応募し、採択された
プロジェクトを研究・開発していました。僕も
大学院で研究していたことが未踏ソフト
ウェア創造事業に採択され、その成果を事
業化できないかと考えていました。同じ研究
室のなかで起業に関する情報交換や相談
をするうちに共同創業での設立が決まった
のです」と話します。電気通信大学には、ベ
ンチャーマインドをもつ学生や教員の研究
や事業計画を支援する「産学官連携セミ
ナーベンチャー支援部門」があり、牧さんや
高野さんのように未踏ソフトウェア創造事業
にチャレンジする意欲的な学生が多いこと
も特徴です。
　コマ・システムズでは、未踏ソフトで認めら
れた技術を活かして、2008年８月に〈マルチ
デバイス対応Webページ制作パッケージ〉
の提供を開始。大手自動車メーカーから早
速注文を受け、PC・モバイル以外のインター
ネット接続デバイスに対応するWebページ
を制作しました。今後、多様なデバイスの普
及に伴って、各デバイスに最適化した使い
勝手のよいWebページ制作へのニーズは
一気に高まることが考えられます。「これか
らが本当の勝負」と牧さんは決意をあらた
にしています。

電通大で身につけた
「基礎力」と「粘り強さ」が
起業の原動力に

大学発学生ベンチャー
「株式会社コマ・システムズ」を設立

吉澤智之さん
FYFホールディングス株式会社代表取締役社長
1998年電気通信大学電気通信学部電子情報学科卒業。日本電設工業株式会社、シスコシステムズ株式会社を経て、
2007年12月にFYFホールディングス株式会社を設立。電気通信大学の同窓会である目黒会の理事を務め、卒業生同
士の交流や若手の育成を目的とした活動にも積極的に取り組んでいる。

牧　大介さん
2005年国際基督教大学教養学部理学科卒業。

同年、電気通信大学大学院に進学。2006年博

士前期課程在籍中に研究として開発していたソ

フトウェアが情報処理推進機構（IPA）による未踏

ソフトウェア創造事業として採択される（プロジェ

クト名「非同期処理のためのJavaScriptマルチ

スレッドフレームワーク」）。2007年電気通信学

研究科情報工学専攻博士前期課程修了。2007

年より博士後期課程に在籍中。

高野保真さん
2004年電気通信大学電気通信学部情報工学

科卒業。同年、電気通信大学大学院に進学。

2006年電気通信学研究科情報工学専攻博士

前期課程修了。同年より博士後期課程に在籍中。

2006年情報処理推進機構（IPA）による未踏ソ

フトウェア創造事業「未踏ユース」に採択される

（プロジェクト名「よりよいコメント記述のための

プログラミング環境」）。

写真左より、ネットワークインフラストラクチャ本
部長・竹内一祥さん、吉澤さん、取締役・福田一夫
さん。社名にある“FYF”には、For Your Future
（未来）、For Your Fortune（幸運）、For Your 
Facility（設備）の3つの理念が込められている。

11 UEC NEWS 2009 No.01 12UEC NEWS 2009 No.01



　競技ダンスとは社交ダンスを競技化したも
ので、モダンとラテンの計8種目の得点の合
計によって競います。団体優勝のためには、
どの種目においても上位の成績を収める必
要があり、個人の能力とともに、チームとして
の総合力が求められます。
　創部30年を超える競技ダンス研究部は、
全日本選抜学生大会において、2007年、
2008年の2連覇を含む7回の優勝を遂げる
など、電通大の中でも、輝かしい実績をもつ
クラブ。今年6月の東部日本学生大会でも、
昨年惜しくも敗れた宿敵・早稲田大学にチー
ム一丸となって競り勝ち、見事に通算20回目
の優勝を果たしました。
　このような数々の栄光に彩られた競技ダン
ス研究部ですが、実は、現在の部員70名の
ほとんどが、大学から競技をはじめた人ばか
り。全日本学生選抜大会2連覇の立役者で、
ラテン部門の全日本学生チャンピオンである
主将の中川智宏さんも例外ではありません。

「私が学生チャンピオンになれたのは、先輩
の厳しくもきめ細かなご指導があったからこ
そ。わが部では、1年次の体力作りやステップ
などの基礎トレーニングから、競技ダンスにお
いて重要なパートナー、ダンス種目の選択ま
で、先輩部員が一人ひとりの素質や性格を
見極め、アドバイスをしています」と語る中川
さん。先輩から後輩への親身な指導と日々 の
厳しいレッスンがチームの強さの原動力と
なっています。また、パートナーとなる日本女
子体育大学の部員との合同練習も欠かせま
せん。芸術とスポーツのミックスである競技ダ
ンスは、パートナーとの息のあったコンビネー
ションによって、その美しさと躍動感が表現さ
れるのです。
　チームとしての団結力、さらにパートナーと
ともにひとつのダンスを作り上げる競技ダン
ス。決して一人の力では完成しないこの競
技は、全身で表現する楽しさ、仲間と力を合
わせる大切さを存分に教えてくれます。

　「UECビジョン2018」が掲げるアクション
プラン、その中の一つが「総合コミュニケー
ション科学に関る教育研究の世界的拠点をめ
ざす」ことです。すべての人々が心豊かに暮ら
せる社会の創造に向けて、2010年４月、これ
までの電気通信学部を改組し、新しく４学科と
１課程（夜間主）からなる「情報理工学部」を
設置します。同時に、大学院電気通信学研究
科も「情報理工学研究科」に改組し、社会の
要請に応える教育・研究をいち早く実践してい
きます。学部も大学院も、これまでの実績と伝
統を踏まえ、今後は「総合コミュニケーション
科学」の幅広さと奥行きのある教育・研究を展
開していきます。

　地球的規模のものから日常の身近なものまで、現代
社会は多くの課題を抱えています。それらの解決には、
「人と人」「人と自然」「人と社会」「人と人工物」のコ
ミュニケーションを基軸とする、新たな文明の創造が不
可欠です。本学では、このような新しい社会を「高度コ
ミュニケーション社会」と名付け、それを支える総合的
科学技術の分野である「総合コミュニケーション科学」
を創造・発展させていくことにより、21世紀においても
世界に貢献していきたいと考えています。この考えに
基づき、2018年に迎える創立100周年に向けて本学
のめざすべき姿をまとめたものが「UECビジョン2018
～100周年に向けた挑戦」です。五つの活動計画（ア
クションプラン）からなるビジョンの実現に向けて、本学
ではいま、具体的な取り組みを意欲的に推進していま
す。

　ビジョン、キャッチフ
レーズとともに、本学
では新たにスクールカ
ラーを制定しました。こ
れまで校旗に伝統的に
使われていた紺色、大
学の封筒などに使われ
てきた青色、そして明るい水色の３色が候補に挙が
りましたが、学生・教職員による投票の結果、伝統的
に使用されてきた紺色がスクールカラーとして選ば
れ、創立90周年記念式典において発表されました。
2018年の創立100周年に向けて、本学の個性がま
た一つわかりやすく表現されました。

「総合コミュニケーション科学」の創造・発展に向けて

学部も大学院も、2010年4月、生まれ変わります

スクールカラーを正式決定

競技ダンス研究部

■大会成績
全日本選抜学生競技ダンス選手権大会 2007年、2008年2連覇中
（7月開催） 通算優勝7回

全日本学生競技ダンス選手権大会 2008年準優勝
（12月開催） 通算優勝5回

東都大学学生競技ダンス選手権大会 2008年優勝
（4月開催） 通算優勝20回（途中10連覇含む）

東部日本学生競技ダンス選手権大会 2009年優勝
（6月開催） 通算優勝20回（途中14連覇含む）

皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会 2008年準優勝
（6月開催） 

夏国公立大学競技ダンス選手権大会 2008年優勝
（9月開催） 

天野杯争奪学生競技ダンス大会対抗戦 2008年準優勝
（11月開催） 

サークル紹介

　本学では創立100周年に向けて新たにキャッチフレーズを決めました。
「世界中の個性豊かな〈Unique〉若者が集い、楽しくてわくわくする、魅力
あふれる〈Exciting〉環境で学び、新しい価値を生み出し、世界を驚かす
ような輝く個性が育つ学園〈Campus〉」を謳った、「Unique＆Exciting 
Campus」です。大学の
最寄り駅である京王線
調布駅のホームに設置
された本学の看板にも、
校章の横にこのキャッチ
フレーズを並べ、ディジ
タル・ネイティブ世代であ
る若者へのメッセージと
しています。

創立100周年に向けたキャッチフレーズ
「Unique＆Exciting Campus」

全日本選抜学生大会2連覇中
チームワークと情熱でさらなるチャレンジを 主将  中川智宏さん

教育研究総合戦略
　　「総合コミュニケーション科学」に関る教育研究の世界的拠点をめざします。
　教育方針
　　国際標準を満たす基礎学力の上に、国際性と倫理観を備え、
　　実践力に富む人材を育てます。
　開かれた教育研究環境
　　世界から学生や若手研究者が集い、伸び伸びと研究し、
　　そこからユニークな発想が生まれる環境を整えます。
　社会との関係
　　国内外の大学や産業界および地域・市民などとの多様な連携と協働により、
　　教育研究の質を高め、社会に貢献します。
　組織・経営・運営
　　経営の開放性と透明性を高め、学生や職員相互の信頼と士気が高く、
　　社会に信頼される大学をめざします。

「UECビジョン2018」アクションプラン

情報理工学部

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

情報・メディア・通信プログラム
電子・機械・制御プログラム社会人コース

インターンシップコース

情報理工学研究科

総合情報学専攻

情報・通信工学専攻

知能機械工学専攻

先進理工学専攻

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

「UECビジョン 2018 ～
100周年に向けた挑戦」に

基づき

  世界により貢献してい
きます

※記載の内容は2009年7月現在の予定であり、変更の可能性があります。
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