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総合コミュニケーション科学は防災・日本再生にどのような役割を果たすのか

平成23年度 防災・日本再生シンポジウム
アナログ技術で日本を元気にしよう

産学官連携プロジェクト
「ギガビット研究会」
が活動を開始
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■表紙のことば

電気通信大学が理念として掲げる「総合
質的な豊かさではなく心の豊かさを、効
率優先・技術優先ではなく使う人たちに
配慮したものづくりを目指しています。こ

優秀なコンテンツにプロトコルがあれば,
世界のどこでも通用します
アライドテレシス株式会社取締役CMO;Chief Marketing Officer
大家万明氏（昭和54
（1979）年 電気通信学研究科 電波通信学専攻修了）

未来を照らす明かりとして
コミュニケーション科学」は、たんなる物

卒業生登場 メンター・プロファイル

15

CLIP

植田憲一教授 紫綬褒章受章記念講演会

の理念により、従来の枠組みにとらわれ

ホタル生物発光系で世界最長波長の試薬を開発

ない、幅広い分野を融合した新しい科学

情報理工学研究科 牧昌次郎助教

の創出が望まれます。表紙写真は、その

UEC就学支援奨学金（予約型）がスタート

ような総合コミュニケーション科学の未来
を照らす光をイメージしたキャンパス風景
です。

田中 繁：たなか しげる
1986 東京大学大学院理学系研究科
物理学専門課程卒業（理学博士）
1986 ㈱日本電気入社（基礎研究所）
1994 理化学研究所国際フロンティア研究システム
脳回路モデル研究チームリーダー
1998 同研究所脳科学総合研究センター
2009 電気通信大学 電気通信学部 特任教授
2010 同大学 企画調査室 特任教授、現在に至る
専門領域：脳神経科学、計算論的神経科学、理論物理学

VIEWPOINT

──総合コミュニケーション科学への視点 2

可能性、心の豊かさにもつながろうとす
る意志が含まれています。

時代を総合的に俯瞰する
視座として

成果を得るうえでまず目指すべきは、コ

企画調査室

ミュニケーションという視点からの新た

田中繁 特任教授

理念として広い領域を展望する総合コ
ミュニケーション科学ですが、実質的な

な研究開発を通して、個別学問領域の互
コミュニケーションとは、人と人との

生み出してきました。特に近年では、コ

いの関連性を明らかにすることでしょ

間で思考や認識をやりとりする言語活動

ミュニケーションを媒介する人工物の役

う。そのうえで、それらを横断的かつ縦

であり、さらに視野を拡げれば、人と社

割が飛躍的に増大しています。それに対

断的に複合・融合させた新しい学問を創

会と自然とが、物質・エネルギー・情報

して、総合コミュニケーション科学は、

出し、社会的課題をも解決する総合的な

をやりとりする活動だといえます。フラ

電気通信の枠を超えたコミュニケーショ

科学と技術を構築することです。そこで

ンスの学者レヴィ = ストロースは、モ

ン科学への寄与を目指しています。しか

不可欠となるのが、分野の枠を超えて問

ノの交換が社会を構成すると言いまし

し他方では、高度化する科学技術が人や

題解決を目指す研究者同士の創造的かつ

たが、彼が言う モノ

には食物や物

社会、自然に過剰な負荷をかけたり弊害

生産的なコラボレーションです。

品、言葉を含むあらゆる交換対象が含ま

をもたらすことがないよう、リスクを察

いま、コミュニケーションを媒介する

れていました。生体を構成する細胞間で

知して対応することも射程に入れていま

人工物の占める比重がかつてないほど高

も相互作用がなされ、神経伝達物質やホ

す。それなしには大惨事につながりかね

まっており、今後とも人工物自体が複雑

ルモンを介した情報伝達としてのコミュ

ないことは、原発事故などに見るとおり

化の一途をたどると考えられます。この

ニケーションが交わされています。私た

です。

ような時代にあって、コミュニケーショ

ちが大学の理念として掲げる総合コミュ

また、工学的人工物を世の中に送り出

ンに関わる学問を個別に進めようとする

ニケーション科学におけるコミュニケー

して運用しようとするとき、社会的責務

には、おのずから限界があります。本学

ションも、そのような相互作用を意味し

の観点から、行政や経営、利用者などス

が提唱する総合コミュニケーション科学

ています。

テークホルダーとの連携も大切です。コ

は、複雑化・高度化する専門分野を総合

ミュニケーション科学に冠された 総合

的に俯瞰する視座となるでしょう。既存

の間の相互作用を円滑、迅速、精密かつ

の文字には、たんに科学技術の問題にと

の枠組みを変容させながら、時代の要請

効率的に実行する装置やシステムを多く

どまることなく、社会の安全安心、持続

に応えていくことが期待されます。

これまで科学技術は、人と社会と自然
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これからの日本再生を担う若者たちの姿が多く見られたシンポジウム会場

総合コミュニケーション科学は
防災・
日本再生にどのよ
うな役割を果たすのか
平成23年度 防災・日本再生シンポジウム
――総合コミュニケーション科学からのアプローチ
電気通信大学は、新しい社会のあり方として「高度コミュニケーション社会」という概念を提唱し、
その実現に貢献する「総合コミュニケーション科学」の教育研究の世界的拠点となることを目指しています。
高度コミュニケーション社会はコミュニケーションの質が心の豊かさをもたらす社会であり、
その基盤として総合コミュニケーション科学は、コミュニケーションの視点からすべての研究分野を融合し体系化した科学技術を創造しようとしています。
総合コミュニケーション科学が真に実践的であるためには、現実世界で起きているさまざまな事象にコミットしながら、
既存の研究成果の有効性を検証するとともに、現象の中に潜む新たな知見を引き出していく必要があります。
現実に立脚した実践の学としての総合コミュニケーション科学のアプローチが、
具体的に東日本大震災のような災害に対してどのような役割を果たすことができるのか――。
それを検証する試みとして、
2011年10月22日、
「平成23年度 防災・日本再生シンポジウム」を開催しました。
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総合コミュニケーション科学の可能性

科学技術にとって、2011 年 3 月 11

人

日に発生した東日本大震災はどのような
意味を持つのでしょうか。電気通信大学
が発行したパンフレット『総合コミュニ
ケーション科学の考え方』の巻頭言で、
梶谷誠学長は次のように述べています。
「このたびの東日本大震災から、私は
科学技術文明の光と影を痛切に実感し

自然

社会

た。
それは科学技術文明社会の在り方に、
根本的な見直しを迫られていると言って
も過言ではない。科学技術に関わる人材
育成（教育）と知の創造（研究）を使命と

人工物
機械・メディア
法律・制度等

コミュニケーション
物・エネルギー・情報

している理工系大学は、自らの存在意義
をも揺るがしかねない危機にあると認識

人と社会と自然に寄与する学問の階層的プロセス

すべきである。
」
そのような視点から東日本大震災を捉

は、3.11 の激甚災害の体験を教訓に、調

が、
あえなく破壊されてしまった現実に、

え直そうとする試みの一つとして、
「平

布市として新しいマニュアルを急ぎ、社

科学技術とはなんだったのかという疑問

成 23 年度 防災・日本再生シンポジウム

会的弱者を優先して守るという観点から、

が湧いてもやむを得まい。われわれ科学

−総合コミュニケーション科学からのア

初動体制、避難所などの見直しを行って

技術に携わる者には、謙虚な気持ちでこ

プローチ−」が開催されました。今回の

いることが紹介されました。さらに、総

の事態を受け止め、新しい科学技術の再

シンポジウムでは、
実践の学としての 総

合コミュニケーション科学と防災・日本

構築に取り組む責務がある。
」

合コミュニケーション科学 が防災に対

再生との接点について、古郡廷治電気通

してどのような役割を果たすのか、
また、

信大学名誉教授、西野哲朗教授、梶谷誠

梶谷学長は科学の限界について注意を喚

これからの日本にいかに貢献するのか、

学長が講演を行いました。

起します。すなわち、科学は限られた条

について 6 名の講演者から提言がなさ

件の範囲内のことを対象とするものであ

れました。日本再生に向けたそれぞれの

り、多数のパラメータあるいは要因が複

メッセージに、会場を埋めた 222 名の

雑に影響し合っているものごとや現象の

参加者は熱心に耳を傾けていました。

「最先端技術の粋を集めたはずの原発

このような危機感を表明した上で、

すべての関わりを説明できるほど完成さ
れたものではないというわけです。つま

シンポジウム概要

講演
■招待講演「災害時の情報通信技術の問
（柴田義孝 岩手県立大学教授）
題点と環境整備」

■基調講演「災害時のコミュニケーショ
ン −情報の共有と災害管理−」（古郡廷治

り、事象は内部のたえざる再構成によっ

今回のシンポジウムでは、東日本大震

て更新されるもので、それらを研究対象

災に際しての現場レポートとして、柴田

電気通信大学名誉教授）

とする科学自身も永劫不変の真理を振り

義孝 岩手県立大学教授、佐々木啓子 教

■「被災者支援の実践例−思いやりを行

かざせるほど万能ではありません。した

授、長友貴樹 調布市長がそれぞれの立場

動につないだ携帯メーリングリスト−」

がって、一つの要素が変化するにつれて

からの体験・対応を報告しました。佐々

他も変化するような相関に着目し、コ

木教授は、調布市の味の素スタジアム

■「UEC ソフトウェア・リポジトリと

ミュニケーションという観点から新たな

に避難した福島の中高生に対して、メー

日本再生」（西野哲朗 電気通信大学教授）

科学への可能性を見い出そうとするのが

リングリストの呼びかけに応じてボラン

■「激甚災害に備えて」（長友貴樹 調布市長）

総合コミュニケーション科学 だと言

ティアで学習支援に当たった学生たちの

■「高度コミュニケーション社会への転

活動を報告しました。また長友市長から

換」（梶谷誠 電気通信大学長）

えます。
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招待講演

「災害時の情報通信技術の問題点と環境整備」
柴田義孝氏（岩手県立大学教授）

岩手県立大学は設置者が県であることか

商用電源も途絶えた壊滅的な状況の被災地

ら、県の施策などに貢献する使命があるため、

では、風力、太陽光、バッテリーを駆使し、

災害時には県庁の代替もできるよう、震度 7

被災の状況に応じてモバイルルーターや衛星

以上の地震に備えた堅牢な情報システムを構

通信を活用して通信環境を仮復旧するなど、

築してきました。そのため、今回の震災でも

手探りながらも機敏な現場対応で活躍しまし

サーバー、ネットワークは基本的にダウンす

た。
モバイル通信機器の調達などに当たり、多

ることなく稼働しました。
私の研究室では平素から防災を意識し、地

くの企業の温かい支援をいただきましたが、

域における災害情報、情報インフラのあるべ

中には名義設定の手続きにこだわる企業もあ

き姿について考えてきました。震災発生後は

れば、無条件に多くの機器を貸し出してくれ

ガソリンが欠乏したため、内陸部のキャンパ

た企業もあり、緊急事態に対する温度差を感

スから沿岸部への初動は遅れましたが、1 週

じました。災害時には、決まりに縛られず柔

ネットワークは、周囲の通信環境に応じて無

間後には自衛隊に瓦礫を撤去してもらって被

軟に対応できるようなコンセンサスが必要だ

線機が最適な周波数や通信システムを選択す

災地に入り、学生が主体となって情報インフ

と感じています。

る Never die network

として威力を発揮す

ラの復旧に当たりました。学生たちは普段か

情報インフラが寸断される中で役立ったの

ると期待されます。また、気球ワイヤレス・

らネットワークの構築・設定や、ツイッター

は、拠点間通信を可能にする衛星 IP 通信で

アドホック無線をうまく使えば、簡易なロー

など SNS の利用などについて学んでいたの

した。さらに、今後普及が見込まれるコグニ

カル・ネットワークを作り出すことができ、

で、現場でそれが活かされました。

ティブ無線をベースとした自律型情報通信

大きな可能性を感じています。

基調講演
「災害時のコミュニケーション ─情報の共有と災害管理─」
古郡廷治氏（電気通信大学名誉教授）

災害リスクの認識は、私たち一般市民の場

同じ言葉を使っても、それ（動作、言葉） と

合、質的要素、すなわち恐怖、不安、行政の

その内容（意味）との間には一対一の関係は

対策への怒り、悲惨さ、ストレス、混乱といっ

ありません。
人間の場合、
意味はコミュニケー

た心理的な要素に大きく左右されます。です

ションをする人の相互干渉と協調をもって創

から、災害のリスクの総体は、ステークホル

り出されていくものだからです。災害時のコ

ダー（利害関係者：政府、専門家、被災者、ボ

ミュニケーションも、このことを念頭におい

ランティア等） 間の情報共有の成否、災害の

たうえで、ステークホルダー間で情報を共有

予測や制御の可能性、被災者・ボランティア

し、それをベースにして災害管理に結び付け

等の絆の強弱、その他によって大きくも小さ

ていく必要があります。
米国ニューヨーク市は、2011 年夏の大型

くもなり得ます。
コミュニケーションには、会話や文章によ
る言語行動と、表情や仕草、雰囲気や印象と

政府、専門機関、市民との情報共有をもとに、

いった非言語行動があり、日常生活ではコ

確固たるアクション、一本化された指揮命令

ミュニケーションの 7 割が後者によって行

系統のもとに行ったといわれています。市長

アイリーンは東日本大震災とは性質、規模が

われているといわれています。

は「後で笑い話になるとしても、いまは生死

まったく違いますが、その災害管理手法は、

いニューヨーカーからも賞賛を浴びました。

人と人とのコミュニケーションでは感情や

の問題だ」として危機管理を行いました。そ

防災時のコミュニケーション、情報共有、危

意思（情報、メッセージ） のやりとり、ある

の結果、被害は最小に食い止められ、迅速に

機管理の一例として参考になる点を多く含ん

いはその共有を図りますが、同じ動作をし、

都市機能を正常に戻すことができ、口うるさ

でいるように思います。

佐々木啓子 教授
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ハリケーン「アイリーン」の防災計画を連邦

西野哲朗 教授

長友貴樹

調布市長
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梶谷誠 学長
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米国における EMC 研究の最新動向を紹介するミズーリ科学技術大学のジェームズ・L. ドルーニアック教授

アナログ技術で日本を元気にしよう
産学官連携プロジェクト「ギガビット研究会」が活動を開始

電気通信大学では、上芳夫 産学官連携センター特任教授（本学名誉教授）が中心となって立ち上げた
産学官連携によるプロジェクト「ギガビット研究会」が活動を開始しました。
同研究会は、ギガビット時代の製品設計に求められる高周波アナログ技術者の養成と、
大学の研究成果・知識を産業界で幅広く活用促進することを目的に設立されたものです。
本学では、文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」の支援のもと、
産学官連携活動を積極的に推進してきましたが、この一環として同研究会を推進しています。

2011 年 10 月 7 日、本学 B 棟 202 教室で「ギガビット研究会 第 1 回シンポジウム」が開催されました。
シンポジウムには予想を上回る 129 名が参加し、関心の高さがうかがわれました。
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います。また産業界から、デジタル優位
になった結果、手薄になったギガビット
アナログ技術者を増員・再教育したい、
製品設計現場で使える設計ガイドライン
が欲しいといった要望が大学に寄せられ
るようになりました。
本学は EMC 分野の研究を進めてき
ましたが、このような要求に応えるため
には多くの専門家、研究者の協力が必要

予想を上回る参加者が集まりました。

と考え、国内外の関係者と相談してギガ

研究コンソーシアムと
技術者養成講座の両輪で
ギガビット研究会は、ギガビットアナ

トな話題が取り上げられる予定です。
「研

ビット研究会を発足させました。これに

究コンソーシアム」では、コンサルテー

よってギガビットアナログ技術へのニー

ションや共同研究・受託研究も実施する

ズに応え、大学自体も研究を充実させて

ことになっています。

多くのギガビットアナログ技術者を育成

ログ技術者の養成と、大学の研究成果・

本学で長年、情報機器を支える基盤技

し、日本のものづくりに活力を吹き込ん

知識を産業界と広く共有することを目的

術の教育研究に携わってきた上特任教授

でいきたいと思います。運営に当たっ

として設立されました。

は、ギガビット研究会設立の背景と趣旨

ては、技術の伝承という観点からも OB

について、次のように述べています。

であるアナログ世代の協力も得ることに

高周波アナログ技術は、デジタル機器
の高機能化に伴って製品性能や競争力を

「現代社会は IT 機器の恩恵を受ける

左右する重要な伴となっているにもかか

一方で無用な電磁波があふれ、電磁環境

わらず、企業の製品設計現場ではアナロ

が悪化しています。それは電子機器同士

グ技術に習熟した技術者が不足してお

の干渉による誤動作などに見るとおりで

り、アナログ技術の分かる技術者の養成

す。さらに、電子機器の小型軽量化、高

研究コンソーシアムでは、最新の研究

と再教育が強く望まれていました。ギガ

速高周波化が急速に進んで、従来の考え

成果・規格などに関する情報提供を目的

ビット研究会はそのような企業の要望に

方やノウハウだけでは通用しない問題も

としたシンポジウムを年 2 回開催しま

応え、本学ほか国内外 16 大学が連携し

生じています。そのため、電磁波の両立

す。講演テーマは、情報の高速化、デバ

しました」

研究コンソーシアム

性、整合性を図る基盤技術である EMC

イスの小型化、システムの低消費電力化

（環境電磁工学）に対するニーズが高まり、

を中心に、情報・エネルギー・EV・医

来、指導者となり得る人材の育成を目的

高周波回路と電磁波工学とを融合させた

療健康機器対応など、主に近距離での電

とする「第一線技術者養成講座」と、研

取り扱いや理論展開が改めて求められて

磁界に関する課題を題材に、
新しい知見・

て設立されたものです。
研究会は、会員企業の設計現場で将

究の推進および設計ガイドラインやソフ
トウェアの提供を目的とする「研究コン
ソーシアム」で構成されます。対象とな
る業界は、エレクトロニクスや通信、自
動車、医療、建築などさまざまな分野に
わたります。研究会のトピックスとし
ては、プリント基板設計、アンテナ設
計、伝送線路設計、シグナルインテグ
リティ、パワーインテグリティ、EMC
（Electromagnetic Compatibility; 環 境 電 磁 工 学 ）
、

モバイル機器（携帯電話、携帯情報端末など）、
カーエレクトロニクスなど関連するホッ

8

マイクロストリップ線路の感受性の一例

UEC NEWS 2011 No.2

第一線技術者養成講座
第一線技術者養成講座では、
高速回路・

研究」
：秋田大学

井上浩教授

■「 Co-Design for SI/PI/EMI: Physics,
Methods, and Tools for Design and

EMC 設計コースとアンテナ・EMC 設

Discovery」
：ミズーリ科学技術大学

計コースを用意し、会員企業の設計現場

ジェームズ・L. ドルーニアック教授

で将来、指導者となり得る人材の育成を

最後に、
「第一線技術者養成講座のご
紹介」が上特任教授からなされ、講座の

目指します。
「伝
高速回路・EMC 設計コースでは、

事例として岐阜大学の中村隆教授が「ア

送回路」や「マイクロ波回路」などの回

ンテナ・EMC 設計コース」を発表しま

路系と、
「アンテナ工学」や「電磁波工学」

した。

などの電磁気系の境界で起きる EMC 現
象の理論的なバックグランドを基に、設
計に必要な知識を解説します。アンテナ・

EMC 設計コースでは、他の電子機器の
上（かみ）芳夫特任教授

影響による誤動作など、従来の電気回路
だけでは取り扱えない EMC の問題に対

情報を得ると同時に、議論によって理解

して、線路とアンテナの違いと共通点を明

を深めることを目的として選定されま

らかにしながら、
基本概念から説明します。

す。また、年 2 回開催のシンポジウム

受講者には大学院レベルの知識が求め

とは別に、最新の話題に関する特別シン

られます。講座の理解度を見るため、終

ポジウムを不定期に開催すると同時に、

了時に筆記および面接試験を行い、目標

シンポジウムから発展した研究テーマに

に達したと判断される受講者には修了証

ついてはセミナーを開催して議論を継続

が発行されます。

連携機関
◉青山学院大学◉秋田大学◉秋田県
立大学◉岡山大学◉岐阜大学◉京都
大学◉芝浦工業大学◉首都大学東京
◉電気通信大学◉東海大学◉東京工
業大学◉東北大学◉東北学院大学◉
名古屋工業大学◉八戸工業大学◉兵
庫県立大学◉米国ミズーリ科学技術
大学（国内外 17 機関）

します。
セミナーは 2 ヵ月に 1 回開催し、こ
れまで必ずしも明確な理論的背景が与え

日本の強みを活かした
研究会の発展を

られていなかった設計ガイドラインの内
容を詳細に解説し、現実の設計の場面に

2011 年 10 月 7 日に開催された第 1

おいて応用のきく人材の養成を目指しま

回シンポジウムでは、梶谷誠学長の挨拶

す。セミナーで解説した設計ガイドライ

ののち、研究会設立を祝して文部科学省

ンは最終的に体系化し、講義映像と合わ

橋爪淳大学技術移転推進室長、JVC・ケ

せて会員企業に提供する予定です。

ンウッド・ホールディングス㈱ 河原春

設計ガイドラインに関して、次の内容
のセミナーが予定されています。
第 1 回「ギガビット伝送を高周波的
に見ると」（2011 年 10 月 21 日）
第 2 回「デジタル回路をアナログ高

郎代表取締役会長、日本 IBM ㈱ 櫻井秋
久大和研究所技術理事が祝辞を述べ、引
き続き次の講演が行われました。
■「PCB とその周辺の EMC および SI/PI」：
岡山大学 豊田啓孝准教授

周波回路として取り扱うために」（2011

■「感受性評価法およびアクティブ型ノイズ制

年 12 月 2 日）

御素子」
：東海大学

第 3 回「クロストーク（結合）レベル
を評価するために」（2012 年 2 月 10 日予定）
第 4 回「インダクタンスを考える」

村野公俊准教授（病

欠のため上特任教授および小塚洋司東海大学名誉教
授が代理で発表）

■「電気開閉コンタクトおよび PCB の EMC
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極低温の世界に魅せられて
先端領域教育研究センター 岸本哲夫 特任准教授

電気通信大学では、若手研究者育成を目的とする新しい人事システム「先端領域若手研究者グローバル人材育成」プログラムを
平成 19 年度から実施しています。これは、文部科学省による若手研究者のための自立的環境促進事業の支援を受けてスタートしました。
岸本哲夫 特任准教授は、このプログラムの最初の採用者のうちの一人で、気鋭の物理学者として最先端分野の研究に、教育にと活躍しています。

未来の夢をかなえる
ユニーク&エキサイティングな
研究
岸本特任准教授は、レーザー冷却技術
などを用いた極低温量子気体に関する分

1980 年代後半から飛躍的に発展してき

方法によって、原子集団の温度を下げて

た分野です。1995 年には、さらなる新

いくと、速度がほとんどゼロの原子の集

しい冷却技術が開発されたことで、気体

まりが突然現れます。

原子のボース・アインシュタイン凝縮

この現象は、1925 年にアインシュタ

（BEC）が実現し、多くの研究者の関心を

インが予言したボース・アインシュタイ

集めました。

ン凝縮（BEC）と呼ばれるもので、原子

野を専門とする研究者として評価が高

レーザーは、鋭い光線でモノを燃やし

気体では 1995 年に初めて観測されまし

く、教育に傾ける想いにも熱いものがあ

たり溶かしますが、周波数を厳密に制御

た。BEC 研究の重要性は、のちにこの

り、これからの電気通信大学をリードす

したり、磁場などをうまく利用すると 1

研究による複数のノーベル賞受賞者が出

る人材の一人として期待されます。採用

マイクロケルビン（1 μ K; 絶対温度より 100

ていることからも分かりますが、気体原

を受けて、岸本特任准教授は、
「レーザー

万分の 1 度だけ高い温度）という極低温まで、

子の BEC を最初に実現した米国のノー

研究では高い水準にある電気通信大学で

わずか数秒間で気体原子を冷却すること

ベル賞受賞者のもとで研究をしていた岸

自立的環境促進プログラムの恩恵を受け

ができます。レーザー冷却された原子集

本特任准教授も、自分の研究分野が世界

ることができて幸いです」と語っています。

団を真空中に保持し、熱い原子だけを優

的に高く評価される場面に遭遇して大い

岸本特任准教授の進める研究で用

先的に逃すことで、容器内の原子の数は

に鼓舞されたといいます。

いられているレーザー冷却技術とは、

減り（蒸発し）、残った原子集団の温度が

極低温の原子気体が実現された重要性

レーザーで気体原子を冷却する技術で、

下がっていきます。蒸発冷却というこの

について、岸本特任准教授は次のように
説明します。
「量子論では粒子性と波動性の二重性
がありますが、原子を気体状態のまま冷
却すると粒子の波動性がはっきり現れる
ことが確認されました。原子を極限まで
冷却することによって量子力学的効果が
顕著になり、量子統計性の違いがはっき
りとみえるようになります。希薄気体の
場合、液体や固体と違って気体原子間の
相互作用が比較的小さいため、物理現象
を簡単な方程式で表現でき、視覚化する
ことも可能となります。また、ボース・
アインシュタイン凝縮を起こした原子集
団は、レーザー光のように明るくコヒー
レントな原子波になります。このような

気体分子を極低温まで冷却するための実験装置
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岸本 哲夫：きしもと てつお
1999 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士
課程修了
1999 電気通信大学レーザー新世代研究センター 研究
機関研究員
2000 JILA, Univ. of Colorado, CO, USA Research
Associate
2003 東京大学 量子相エレクトロニクス研究センター
派遣研究員
2005 同大学総合研究機構 助教
2007 電気通信大学 特任助教
2009 同大学 特任准教授
専門領域：量子エレクトロニクス、原子・分子物理、原
子光学

原子波を利用して、連続運転が可能な原
子波レーザーが実現されれば、基礎研究
のみならず応用研究への道も広がってい
きます。

確立されておらず、実験のたびに数秒か

続きしません。ましてや長い計画では、

輝度や単色性の高さの観点から、原子

ら数十秒かけて凝縮体を生成し、現象を

個々の事柄にこだわっていかないと、あ

線描画技術の向上や高精度な周波数測

観測する繰り返しになっています。その

とで痛い目に遭いかねません」

定を連続的に可能にする点で、例えば

ため、真の連続運転型連続発振原子波

GPS（全地球測位システム）のさらなる高性

レーザーの実現が期待されています。私

正解に至るまでにあれこれと考える過程

能化にも役立ちます。またこの分野では

たちの研究室では、連続的な凝縮体生成

はもっと大事だと思っています。答えは

最近では、時計の精度を 6500 万年に 1

法の研究にも取り組んでいるところです」

一つでも、考える過程はそれぞれの人間

秒の誤差まで高めた光格子時計や、電子

まさに未来の夢をかなえるユニーク &

で異なってよく、それが個性や独創性と

の代わりに原子を使った量子コンピュー

エキサイティングな研究が、岸本特任准

なっていきます。そういう意味では、自

タの研究も進んでいます」

教授のもとで進められているようです。

分で思考実験をして 妄想を暴走させ

このような高精度の光格子時計を用い
ると、物理的に離れた場所での時計の周
波数比較や、標高差による一般相対論的

「早く正解に辿り着くのも大事ですが、

る ことも大切です。それがただの妄想

主体性をもって

で終っては意味がないので、いま関心を
持っている部分をズームイン／ズームア
ウトしながら、全体像も把握しつつ理解

な重力の違いをリアルタイムに検出で
きるようになります。また、0 と 1 で情

最先端分野での研究で必要な心得は何

報処理をするノイマン型コンピュータと

か、学生へのメッセージとして、
「素直

どんな仕事でも、やらされ感を持って

違って、量子コンピュータは無数の 0、

な好奇心を持ってあれこれ考えて、素直

やるのではなく、自分で主体性を持って

1 の重なり合いによる処理でコンピュー

めげずに楽しむ心があること」
に感動し、

仕事に向き合っていけるようになるとい

タのパラダイムを塗り替えてしまいま

だと岸本特任准教授は語ります。

いと思います。そうすると、悩まされて

を深めていくことも大事になります。

す。そのような SF の世界のものと思わ

「研究・実験が計画どおりに行くのが

きた問題を解明したときの喜びや感動も

れていたものが、いまや実現可能性を帯

ベストですが、実際には途中でいろいろ

ひとしおになり、達成感に変わっていき

びて語られる時代になっています。

な問題が出てくるものです。そこでめげ

ます。素直な好奇心を持ってあれこれ考

「これまでにボース・アインシュタイン

ずに楽しみながら、基本原理に基づいて

えるのが好きな人、損得勘定なく、無駄

凝縮体を生成するいくつかの方法が開発

考え、次々と別の方法でデバッグしてい

に思える仕事も厭わず率先してチャレン

され、その凝縮体を用いて凝縮系の物理

く気持ちがあれば、先が見えてきます。

ジできる人、小さなことでも不思議な現

に関する実験は多岐にわたって精力的に

私は予測しなかった困難が生じた時ほど

象が起きた時に不思議に思える人、そし

研究されてきました。夢は広がりますが、

解決していく過程が楽しいし、
燃えます。

てそれを解明した時に素直に喜び、感動

解決すべき問題もまだあります。現時点

ロングスパンの研究では、ショートスパ

できるような人は研究者に向いていると

では、連続的に凝縮体を生成する方法が

ンの中に楽しみを見出していかないと長

思いますね」
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Unique & Exciting
サークル・
ノート

英会話部

英語を自在に操って、
広い世界へ羽ばたこう
夏の合宿の前後から、それぞれが面白
いと思う台本を持ち寄って検討を重ね、
「幅広い観客に楽しんでもらえるよう、
物語が分かりやすく、テンポのいい作品
を選んでいます」（渡辺さん）。今年は米国
のコミカルな舞台劇『MOONLIGHT

AND MAGNOLIAS』 を 上 演 し、100
名を越す観客から惜しみない拍手が送ら
れました。
客席には歴代 OB も多く集まりまし

メインの活動である英語劇公演

たが、その中には渡辺さんのご両親の姿

EDC のメンバーを中心に、大学の教室

も。
「実はぼくの父は ESS、母が EDC

を借りて週 1 回の勉強会を開く予定で

の出身で、30 年ほど前に同じ舞台に立っ

す。
「次回の TOEIC で、メンバー各人

ているんです」
。こんな驚きのめぐり合

が点数 700 点を目指しています。その

わせも含めて、先輩方との交流が活発な

実績をもとに、電通大だけではなく、他

（上）次期部長・渡辺秀隆さん、
（下）前部長・隅山淳一
郎さん

のはもちろん、現役の部員同士もすごく

大学からも参加者が増えるようにと思っ

フレンドリー。

ています」（渡辺さん）

電気通信大学英会話部（ESS）は、創立

「英語の敬語表現は、日本語ほど独特

日常的に英語に親しみ、英語劇を通じ

48 年の伝統あるサークルです。英語を

ではないので、妙な上下関係が生まれに

て表現のトレーニングを重ねる ESS の

中心とする集まりは、電通大では唯一こ

「みんな
くいのでしょうね」（渡辺さん）。

メンバーは、授業でも英語は得意科目。

こだけ。前期は簡単な会話やゲームを通

最初はボキャブラリーが少なく、思って

「いい点数をとるだけでなく、海外に留

じて英語に 慣れる 訓練。
そして後半は、

いることを直球で会話するしかないの

学して自分の世界を広げたい」と積極的

メインの活動である英語劇の公演です。

で、かえってコミュニケーションが深ま

に自らをモチベートするメンバーも多い

るようです」（隅山さん）

ようです。

「例年 12 月に東京女子大学イングリッ
シュドラマクラブ（EDC）と合同で開催

このような英語を通じた交流の輪をさ

英語を自在に操りながら、世界へ羽ば

するのですが、今年は講堂の改修工事の

らに広げる活動として、TOEIC の勉強

たく皆さんの今後の活躍に大いに期待し

ため 10 月に繰り上がり、準備が大変で

会が計画されています。まずは、ESS と

たいですね。

した」と語るのは、次期部長の渡辺秀隆
さん（情報通信工学科 2 年）。
劇のメンバーは ESS が 20 名、EDC
が 3 名。
「キャスト、
演出、
メイクや衣装、
照明、大道具・小道具もすべて自分たち
でするので、大変ですが、とても充実し
ています」と前部長の隅山淳一郎さん（知
能機械工学科 3 年）
。
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Unique & Exciting
プロジェクト・
ノート

キャンパス環境リフォームチーム
〈CERT〉
みんなで電通大の環境をよくしたい

間帯・場所を調査し、その結果に基づい

を突き詰めていくと、公共性、コミュニ

て定期的に整理を実施。自転車にタグを

ティのあり方という大きな問題にたどり

付け、長期間放置された自転車は撤去す

着き、将来は、何をするにしても環境の

るなどをしています」

ことを視野に入れて活動しようと考える

今年 7 月には、CERT が中心となっ

〈CERT〉代表・荒川智祐さん

そろいのユニフォームを身にまとい、

ようになったと言います。

て大学の職員・教員、生協職員、学生執

「この活動を始める前までは、 このま

行部、地域のボランティア団体との「学

まなんの変哲もない普通の学生生活で終

内美化清掃」を企画。
「120 名以上の方々

わってしまうのだろうなぁ と思ってい

に集まっていただいて、敷地内のゴミ清

ましたが、実際に自分が行動することで

掃と草刈りをしました」

状況が変化したり、人から感謝されるう

11 月の調布祭（学園祭）でも美化活動

れしさを知って、人生に対する考え方も

あるときは駐輪場の整理に、あるときは

を展開。
「企画の立案、さまざまな団体

教室の清掃に、節電が必要な季節には学

との交渉、当日の人員配置など、初めて

学内の駐輪状況は、CERT の活動に

内の電力利用状況のチェックに取り組む

のことばかりでしたが、問題の原因を分

よって新入生を中心に改善されつつあり

学生たちがいます。その名は「キャンパ

析し、話し合い、周囲と協力して解決し

ます。
「このプロジェクトによって安全・

」
。
ス環境リフォームチーム〈CERT〉

ていくというプロセスを体験でき、非常

安心・快適への意識が高まり、みんなで

それは大学からの請け負い仕事？ い

に勉強になりました」と荒川さん。さら

電通大の環境をよくしていければと思い

えいえ、れっきとした授業に関連したプ

には、 WHY ツリー をたどって原因

ます」

変わりました」

ロジェクト活動なのです。
「設立は 2010 年 6 月ごろ、キャリア
デザイン C の授業の中で『学内自転車
整理のプロジェクト』を取り上げたのが
きっかけです」と代表を務める荒川智裕
さん（情報通信工学科 3 年）。学内に無秩序に
とめられた自転車をどうするか。授業で
は、駐輪場の増設や立体式駐輪場の新設
などの案について、予算、実現性を含め
てディスカッション。そのなかから、予
算措置をして自転車の整理活動をすると
いうプランが浮上したといいます。
現在のメンバーは、2 年生から院生ま
で 12 人。曜日ごとにシフトを決め、自
転車の整理や教室のゴミ撤去・清掃と
いったキャンパスの美化活動を行ってい
ます。
「授業の一環として駐輪が多い時
そろいのユニフォームを身にまとい、キャンパス環境の向上に活躍する〈CERT〉のメンバー
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Unique & Exciting
メンター・プロファイル
卒業生登場

大家万明：おおや かずあき
1972 千葉県立大多喜高等学校卒業
1977 電気通信大学 電気通信学部
電波通信学科卒業
1979 同大学院 電気通信学研究科
電波通信学専攻修士課程修了
1979 ㈱日立製作所入社 通信機事業部
戸塚工場 画像部
1984 同社 コンピュータ事業部 神奈川工場
システム設計部
1987 カリフォルニア大学ロスアンゼルス校
コンピュータサイエンス客員研究員
（1 年間）
1993 ㈱日立製作所 情報システム事業部
ネットワークシステム本部
2000 同本部長
2004 同社 情報通信グループ
ジェネラルビジネス事業部 本部主管
兼 アラクサラネットワーク㈱
執行役員営業本部長
2007 ネットアップ㈱代表取締役社長
2009 アライドテレシス㈱ 取締役 CMO,
ESS グローバル統括役

大家万明

氏（アライドテレシス株式会社

取締役 CMO;Chief Marketing Officer）

優秀なコンテンツにプロトコルがあれば,世界のどこでも通用します
無線とコーラスひと筋

「オーロラを見て、あとは宇宙から地球
を眺めて無重力状態を体験したい」
四十数年前の科学少年、三十数年前の
電通大生のいまだ衰えない科学への夢が

「電気通信が勉強でき、グリークラブも

らしやすい、食べ物はうまく、交通機関

ある電通大を迷わず目指しました」

はオンタイム。こんな居心地がいい国は

学生時代

ありません」

入学してからは、電波通信の研究と
コーラスの両輪をフル回転。

「子どものときから、パソコンもイン
ターネットもあって当たり前の環境で育

「友だちにも恵まれ、とても楽しかっ

つから気づかないけれど、いまの若い人

「天体望遠鏡で見た宇宙の不思議に魅

た。特に、通信衛星 NOAA からの電波

たちのポテンシャル能力はものすごく高

了されたのが小学生のとき。中学 1 年に

を受信して画像を出力したことは、いい

い。途上国などの人たちと比べたら大変

はアマチュア無線を始め、世界中の人た

思い出です」

な環境の違いですよ。留学でもなんでも

これ。

ちとの会話をオンエアで楽しみました」

アンテナから受信機、コンピュータ、

いい。一度海外に出てみてから自分の人

英語は得意でしたが、気がつけばスペ

ソフトウェアまですべてを同期の院生と

生とキャリア設計を考えて頂きたいです」

イン語、ロシア語、韓国語も使っていた

協力して手作り。NOAA の軌道計算を

後輩たちに伝えたいこと

大家さん。日本人というより、根っから

して、人工衛星を追尾。受信した信号を

「電通大生は、まじめで知識レベルが

の地球人。

デジタル変換してコンピュータ処理し、

高く優秀です。コンテンツはあるのだか

日立製作所などを経て、いまは日本発

「日本列島の姿が出力されたときの感動

ら、あとはプロトコルを身につけてくだ

のグローバルなネットワーク関連企業

は、いまでも忘れられません」
。その成

さい。マネジメント能力、相手の価値観

の〈アライドテレシス〉で、アジア / 太

果に対して、米国の NOAA から大量の

を理解してコミュニケーションする能

平洋地域のビジネスと、日本を含めたグ

データが入った磁気テープが贈られ、レ

力、そしてグローバルセンス。それらが

ローバルのエンジニアリング & サポー

ポートはそのまま修士論文になりました。

備われば、どこに行っても通用します」
。

ト・サービス部門を統括し、年の半分は

いまの若い人たちを見て思うこと

海外での仕事です。
無線とならび合唱も好きだったので、

14

「自分たちがいかに恵まれているかを
知らな過ぎです。日本の街はきれいで暮
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明るく前向きで包容力と夢のある大家
さんこそが、きっとそのような方なので
しょうね。

CLIP
植田憲一教授
紫綬褒章受章記念講演会
2011 年 10 月 5 日、電気通信大学講

ました。本学からの紫綬褒章受章は 16

堂で「植田憲一教授 紫綬褒章受章記念

年ぶり 3 人目となり、全学をあげて喜

講演会」
が開催されました。植田教授（レー

んでいます。植田教授のユニークでエキ

ザー新世代研究センター・センター長）は、2011

サイティングな研究は、理論からものづ

年春の褒章において、学術、芸術上の発

くりまで世界をリードしており、今後の

明、改良、創作に関して事績の著しい方

さらなる成果を期待します」と語りまし

を対象とする紫綬褒章を受章しました。

た。続いて、米田仁紀教授（レーザー新世

植田教授はレーザー科学の分野におい

代研究センター教授）から植田教授の業績紹

て、特に固体レーザーの革命といわれる

介があり、さらに長年にわたって植田研

セラミックレーザーの開発、高出力ディ

究グループと親密な共同研究関係を築い

スク型ファイバーレーザーの開発など

てきたアレキサンダー・カミンスキー教

数々の業績を上げ、国内外の多くの大型

授（ロシア科学アカデミー、電気通信大学特別栄誉

プロジェクトの方向性を示してきまし

教授）が、
「植田教授は、優れた行動的イ

た。この中では、核融合エネルギー用大

ノベーターであり、永遠の夢見人、偉大

口径エキシマレーザーの開発、重力波検

なアイデアマンです」と植田教授の人柄

出用周波数超高安定化レーザー、従来の

と業績を讃えました。

植田憲一教授

ホタル生物発光系で
世界最長波長の試薬を開発
情報理工学研究科の牧昌次郎助教が、

単結晶レーザーを超える新しいセラミッ

最後に登壇した植田教授は、
『夢の光

この度ホタル生物発光系では世界最長波

クレーザー、新しい概念にもとづく kW

限りないレーザーの世界を追求して』

長の試薬を開発、実用化しました。この

側面励起ファイバーディスクレーザーな

と題して講演を行い、
「レーザー研究は

試薬は従来品よりも 40 ナノメートル長

どのレーザー開発だけでなく、超高品質

長足の進歩を遂げてきましたが、特に最

い、波長 670 ナノメートルの赤色光を発

光学素子、高精度光周波数配信技術、新

近では超高強度レーザーにより生成され

し、より透過性の高い材料として生体深

しいアダプティブミラーの開発など多岐

る相対論電子ビームなどによって、まっ

部の状況を可視化するのに適しているこ

にわたるレーザー科学の研究を行ってい

たく新しい世界が開けようとしていま

とから、がんの転移機構の解明や再生医

ます。

す。無限の可能性をもつレーザーは、ま

療等のライフサイエンス分野の研究に広

記念講演会で挨拶に立った梶谷誠学長

さに夢を実現する光です」と、最先端分

く活用されることが期待されています。

は、
「植田教授は、30 年間の長きにわたっ

野を切り開く科学者にふさわしい未来へ

牧助教は発光物質であるルシフェリン

て本学の研究レベル向上に貢献されてき

の夢を語りました。

の構造が解明されていない発光生物を対
象に
「生物発光のしくみの解明と実用化」
を目指して研究を進めており、今回の試

UEC就学支援奨学金（予約型）がスタート

薬実用化は、本学の化学分野における事
業化事例としては第 1 号となります。

電気通信大学では、本学への入学を希

入学試験の出願前に内定する予約型の奨

望し､ 理工系分野に強い興味と探究心を

学金（UEC 就学支援奨学金）で、給付金額は

持ち､ 学習意欲あふれる受験生の皆さ

50 万円（入学時）、卒業までの 4 年間の授

まに､ 入学後の修学に必要な経済的支

業料の全額が免除されます。ただし、2

援を行うことを目的とした新たな奨学金

年目以降の継続については、学業成績等

制度を、2012（平成 24）年 4 月学部入学

による判定が行われます。

者からスタートします。これは、男子学
生、女子学生それぞれ 10 名の奨学生を、

詳しくは、下記 URL を参照ください。

http://www.uec.ac.jp/campus/fee/uec.html
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牧助教が開発、実用化したホタル生物発光系試薬
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電気通信大学（UEC）は、
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）を目指します。
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