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本学では、2011年春、新たにイノベー
ティブ研究棟（西 11号館）が完成します。
この研究棟は、次の 3つの機能を併せ
もつ 5階建ての複合的施設です。
・インキュベーション・スペース
・オープンラボ・スペース
・宿泊室
インキュベーション・スペースでは、こ
れまでの研究開発成果を基にした本学
教職員および学生のベンチャー企業設立
支援、電通大発ベンチャーの育成支援
を目的として、本学発ベンチャー企業の
創出と、ベンチャー企業の事業化と発展
に貢献することが期待されます。
オープンラボ・スペースでは、本学が
推進する教育研究プロジェクト等により既
存の組織の枠組みを超えた学際的・先
端的な学術研究、教育水準の向上を図
るための研究を目的とする教育研究チー
ム等をサポートします。
宿泊室では、この研究棟の利用者の
他、共同研究を行う者や公用での来学
者も宿泊できるシングルルームを 4部屋
設置し、研究活動等を支援します。

■表紙のことば

イノベーティブ研究棟が完成
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人と人、人と自然、人と社会、人と
人工物が織りなす豊かな「高度コ

ミュニケーション社会」づくりを私が
提唱したのは、10年ほど前のことです。
電信・電話、ラジオ・テレビ、そしてコ
ンピュータからインターネットへと進歩
してきた電気通信技術を駆使して、より
豊かな社会を目指そうというのがその趣
旨でした。
■それを踏まえて、2008年に「総合コ
ミュニケーション科学」を新たな目標と
して掲げました。これは、従来の枠組み
にとらわれず、幅広い分野を融合した新
しい科学を追究しようというものです。
その根底にあったのは、科学技術がこれ
だけ進歩したのに、はたして人びとの心
は豊かになっただろうか。むしろ、テク
ノロジーが人の心を蝕み、社会の病気を
押し進めているのではないかという懸念
でした。そこで、電気通信技術が本来目

はなく心の豊かさを、効率優先・技術優
先ではなく、使う人たちの気持ちに配慮
した製品づくりをこころがけていただき
たい。総合コミュニケーション科学は、
そのような教育・研究のための理念であ
り、目指すべき方向性です。
■私たちはいま、かつてない変化・成長
のスピードの速さに直面しています。新
しいことを考え出しても、すぐに陳腐化
しかねません。同時に、この変化の速さ
は、環境、エネルギー、食糧、水、資源
などの人類的課題に大きな影響を及ぼし
ており、これまで蓄積されてきた知識や
技術が役立たないという問題も生じてい
ます。今後、この傾向は加速度的に強まっ
ていくと考えられます。このような時代
では、大学は、従来のように知識を学ぶ
だけではなく、知識を創造できる人材を
育てる場として、その機能を高めなけれ
ばなりません。知識を吸収するだけでは
なく、実践するスキルを身につけ、プロ
ジェクトの経営能力も学ぶ必要がありま
す。そのようにして社会や産業につなが
る学びと研究のプラットフォームとして
本学が進化していくために、「総合コミュ
ニケーション科学」を未来を照らす理念
として掲げていきたいと思います。

指していた「コミュニケーション」をキー
ワードに、あらゆる研究領域をとらえ直
してみようと考えました。電気・通信分
野に特化した専門工科大学として歩んで
きた本学ですが、専門分化・高度化した
分野の壁を越え、人や自然、社会をも視
野に入れた真のコミュニケーションを追
究しようとしたわけです。そのような意
味で「総合コミュニケーション科学」と
言っています。
■総合コミュニケーション科学とは、具
体的な学問体系や技術体系を指している
のではありません。ものごととものごと
の関係を分析の基礎とし、一つの要素が
変化するとそれにつれて他も変化するよ
うな相関から成り立っている学問への見
取り図と考えていただければいいかと思
います。
■本学で学んで科学者や技術者となった
人たちには、たんなる物質的な豊かさで

VIEWPOINT──総合コミュニケーション科学への視点 1

未来を照らす明かりとして
電気通信大学長　梶谷誠

梶谷 誠 :かじたに まこと
1964 電気通信大学電気通信学部卒業
1971 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了（工学博士）
1971 電気通信大学短期大学部 講師
1989 電気通信大学電気通信学部 教授
1999 電気通信大学共同研究センター長
2000 電気通信大学長
2004 国立大学法人信州大学 監事
 コラボ産学官 理事長
2008 国立大学法人電気通信大学長
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学生に対して早期に将来の職業について考えさせ、
目標を具体化する努力の必要性を気づかせると共に、社会全体に広く目を向けさせる。
結果として大学教育の意義を再認識させ、勉学意欲を増進し、教育効果を高めることが
電気通信大学のキャリア教育の目的です。
電気通信大学では、比較的早い段階からキャリア教育にも力を入れてきました。
平成 17年（2005）に自由科目としてスタートしたキャリア教育プログラムは、
産業界出身の多数の特任講師が学生に対してきめ細かく指導・助言する体制を構築して
着実に成果を上げてきました。そこで、平成 23年 4月からキャリア教育演習を必修科目に加えて、
さらにレベルアップすることになりました。「学年横断教育」「課題解決型ワークショップ」
「学習ポートフォリオシステム」などの特徴をもつこの教育プログラムは、
理工系キャリア教育の先進モデルとして文部科学省からも評価されています。
産業界における本学卒業生の高い評価を背景に、
「就業力育成」を最重要課題の一つに掲げる電気通信大学の取り組みについて、
キャリア教育実施担当者である産学官連携センター竹内利明 特任教授に話を伺いました。

産学官連携センター　竹内利明 特任教授

学年横断型の
「学び」のスタイルで
さらなる内容の充実を

キャリア教育
Career Education

キャリア教育に 
新しい学びのスタイルを導入

──電気通信大学は、他の大学に先駆けてキャ

リア教育に取り組んできましたね。

竹内 平成 16年に構想をまとめて、翌
17年度に自由科目として導入しました。
平成 18年度には、「理工系専門大学に
おける 1年生から始める産学官連携に
よるキャリア教育」が文部科学省の特別
教育研究経費に採択され、5年間の支援
を受けることになりました。また、平
成 22年度に実施した本学の学部改組に
伴い、キャリア教育科目は卒業までに 8

単位以上を選択必修する科目になりまし
たので、入学者全員がキャリア教育を受
講する体制が整いました。
さらに、平成 22年度には、文部科学
省大学生の就業力育成支援事業に「就職
率 4年卒業率向上のための学年横断教
育」をテーマに応募して採択されました。
そこで、平成 23年度から 1年生と 3年

竹内 利明：たけうち としあき
2000 電気通信大学共同研究センター 客員助教授
2003 電気通信大学共同研究センター 客員教授
2004 電気通信大学産学官等連携推進本部 特任教授
2010 産学官連携センター 特任教授
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す。それが、社会に出てからストレスが
かかるとすぐ辞めるとか、あきらめるこ
とにつながりかねません。そうならない
ように、大学で教育していかなければい
けないと考えました。
──それが「就職率 4年卒業率向上のための学

年横断教育」につながるわけですね。

竹内 入学時点から学生の状況を把握
し、きめ細かな指導・助言をしながら、
小さなつまずきが原因で勉学意欲を失う
学生をできるだけ少なくしようというの
が基本的な狙いです。そのうえで、1年
生、3年生という学年の枠を超えたプロ
ジェクト型の学年横断教育という新しい
「学び」のスタイルを導入し、就職率お
よび 4年卒業率を向上させることを目
標にしています。
──具体的にどのようなことをするのですか。

竹内 平成 23年度入学生から、1年生
と 3年生が同じ教室で同時に学ぶ「学
年横断教育」を昼間コース必修科目とし
て開講します（実際に 1年生と 3年生の組み合

わせが実現するのは平成 25年度からです）。学年
横断クラスは、学生 20名（原則 1年生 10名、

3年生 10名）に対して教員と特任講師各 1

名を配置して、課題設定やプロジェクト
チームの結成、解決策の検討から実施ま
でを支援します。
　このプログラムの狙いは、プロジェク
ト活動を通じて人との関わり方や社会性
を学び、学年に応じた役割分担を経験す
ることで就業力を高めることにありま
す。授業内容は、自分たちでテーマを決
めて、調査したりワークショップによっ
て取り組みを進めます。テーマは、プロ
ジェクト活動を体験できるのであればど
のようなものでもよいのですが、基本的
に人の役に立つこと、社会のために役に
立つことで、最低4名以上でチームを
結成し、必ずメンバー以外の人と交渉し
ないと実現しないことに取り組みます。

生が学年横断で一緒に学ぶ特色ある必修
科目としてキャリア教育演習（1年生）と

キャリア教育演習リーダー（3年生）を導
入することが決まりました。
──キャリア教育とはどのようなものですか。

竹内 従来の就職支援が出口支援とい
う意味合いが強かったのに対して、キャ
リア教育は学生に将来の職業について考
えさせ、産業界に広く目を向けさせる教
育プログラムだといえます。このプログ
ラムを通じて、大学で学ぶことの意義を
再認識して、結果として勉学意欲を高め
ることを目指しています。
──なぜいま、キャリア教育が求められている

のでしょう。

竹内 産業や経済の急激な変化に伴い
雇用の多様化・流動化が進み、就職をめ
ぐる環境が大きく変化していることが一
つ。もう一つは、豊かさの代償でしょう
か、若い層の社会的な自立の遅れや、意
識の未熟さ、課題や問題に挑戦しようと
する意欲の低下があると思います。
　本学の新入生にも、その傾向が見られ
ます。受験勉強は終わりましたが、理工
系学部では、基礎科目を理解しなければ
専門科目を理解することができませんの
で、1年生から気を抜くことはできませ
ん。理論に裏打ちされた論理的な思考の
できる技術者でなければ、産業界では通
用しません。本学のよき伝統で、特に 1

年生、2年生は、授業や実験レポート等
の負担は大きいと思います。しかし、だ
からこそ産業界で評価され、本学の卒業
生が高い就職率を維持している大きな要
因になっています。
ところが、最近の学生は楽をして 5年 

か 6年で卒業すればいいと安易に考えて 

しまう傾向があります。本学の 4年卒業 

率は過去 3年間低下しています。原因
は多々あるでしょうが、簡単にあきらめ
てしまうことが一番いけないと思いま

また、企画だけではなく、試行でもよい
から最低 1回以上実行することを求め
ています。
一つのプロジェクトチームを社会や企
業における組織の擬似モデルととらえ、
その時々の役割に応じたコミュニケー
ション力などを養いながら、学年進行に
応じてフォロワーシップやリーダーシッ
プを学びます。さらに、コミュニケーショ
ン・スキルと問題解決力の向上を図りな
がら、自己管理力やチームワークを体験
的に学ぶことによって、社会的責任や倫
理観の醸成、創造的思考力の育成を目指
しています。年度末には、発表会やポス
ターセッションなどでプロジェクトの成
果を発表する機会を設けます。
──対象学年を 1年生と 3年生にしたのはなぜ

ですか。

竹内 4年生は就職活動が佳境に入って
いて、卒論も忙しい。また、1年生と 2

年生では年齢が近く経験値もあまり差が
ない。その点、3年生になれば 1年生を
客観視できるようになるので、1年生と
3年生というのが一番良い組み合わせだ
と考えました。3年生が 1年生に教える
ことで自分も学ぶことができます。1年
生は先輩のサポートを受けることができ
るとともに、自分の 2年先の姿をイメー
ジすることができます。双方にとってメ
リットが生じるわけです。

大学がさらに社会に 
開かれた場となるために

──学年を横断することによって、学生の意識

も変わってくるでしょうね。

竹内 多感で感受性豊かな時期に、先
輩・後輩が助け合いながらつながりを大
事にしていくという教育は、通常の授業
ではなかなかできません。「ピア（仲間）

サポート」と言っていますが、そういう
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気持ちを植え付けることによって、実社
会に出てから成果が花開くというのが、
この授業の狙いの一つです。本学のよう
な理工系専門大学の卒業生は、同じよう
な業界で働くことが多くなります。社会
に出たとき、お互いに力を合わせてネッ
トワークを築き、仲間意識を持てば産業
界の中の一つのパワーになります。キャ
リア教育は、そのような意識の醸成にも
貢献できます。
──新しい取り組みとして「学習ポートフォリ

オシステム」が導入されました。

竹内 これは、学生個々人の学びの状
況を、Webサイト上にある各自の「学
習ポートフォリオシステム」に卒業まで
継続して記録していく仕組みです。ポー
トフォリオには、学習の記録のほか、ア
ルバイトやボランティア活動などを含め
た学生生活の記録、さらには自分が将来
目指す技術者像、科学者像、それを実現
するためのロードマップなどを描くこと
も促されます。それを基に、教員と一緒
に現状と見比べて問題点や改善点を見つ
け、フィードバックして次のステップに
つなげ、最終的には大学生活全体を振り
返るようなものができます。これによっ
て、自分の強み・弱みなどが認識でき、
就職活動に活かすこともできます。
──キャリア教育に対して、教員、産業界出身

の特任講師を含む手厚いサポート体制が組まれ

ていますね。

竹内 新入生にとって、それまでの高
校とは違い大学にはクラスの担任との密
接な関係やホームルームがあるわけでは
ないので、孤立感に陥り、ちょっとした
つまずきで授業から脱落するケースが出
てきます。キャリア教育の第一歩とし
て、まずそれを防止したいと考えていま
す。そのため以前から、産業界出身であ
る特任講師の力も借りて学生ときめ細か
なコミュニケーションを図るようにして

います。授業に出てこない学生に携帯メー
ルで様子を尋ねたり、悩みを抱えている
学生の相談に乗ったり、自分が選んだ進
路に疑問を抱いている学生に解決の糸口
を与えたり。自分の親よりも年上である
産業界出身の特任講師は経験が豊富です
し、学生にとっては、どんなことでも受け
止めてくれる懐の大きい存在なので、キャ
リア教育の円滑化に欠かせない存在です。
　このような特任講師のアプローチに
よって、平成 22年度入学した 4学科
719名のうち、704人がキャリア教育を
履修し、単位が取れない学生は 22人だ
けでした。1年生の前学期は特に微妙な
時期なので、非常に効果があると感じて
います。
──産業界出身の特任講師には、どのような方

がなるのですか。

竹内 特任講師として交通費と若干の
謝金をお支払いしていますが、基本的に
は教育ボランティアという位置づけで
す。ほとんどの方が大企業の管理職を経
験された方です。こうした方々は、社会
貢献への意識が高く、募集したところ、
結果として多くの方に応募していただい
きましたので、たいへん感謝しています。
──インターンシップも重要なプログラムですね。

竹内 インターンシップは、主として
学部 3年生を対象に夏休みに 3週間ほ
ど企業の現場を学生が体験します。しか
し、その前段階として 1年生から夏休
みにキャリア教育の授業の中で事業所見
学として企業を見学します。ご協力いた
だいている企業は、ソニー、マイクロ
ソフト、NEC、東芝、日立といった大
企業が中心で、平成 22年度は約 30社、
719名が見学しました。学生は、どんな
人たちが、どのような環境のなかで働い
ているのかも知らないので、まずそれを
見せていただきたいとお願いしていま
す。それが学生たちにとって自分の将来

像を描く上で参考になります。さらに企
業に在籍する本学の卒業生に、自分が今
どんなことをしているか、どういう思い
でこの会社に入ったか、学生時代どんな
ことをしていたか、在学中にこんなこと
をしておけば良かったことは何かという
ことを、後輩のためにお話ししていただ
きたいとお願いしています。先輩は後輩
のために親身になって話してくれますの
で、学生もいろいろ質問ができます。こ
れが非常に効果的です。
──キャリア教育に課題があるとすれば、どの

ようなことですか。

竹内 毎回試行錯誤で、課題の連続で
す。毎回の授業終了直後に、担当教員
と特任講師で反省会を行っていますが、
30分から 1時間議論しています。この
積み重ねで授業がより良いものになって
いくと考えています。
また、学生にどのようして自己開示さ
せるかも課題です。自分の内面を出すこ
とに抵抗があるのは思春期の若者には自
然な心理ですが、それなしに本当の信頼
関係を築くことは難しい。特に、信頼関
係が前提となるワークショップのような
活動では自己開示が必要です。ただ、こ
れは強制してうまくいくものではありませ
ん。そこで私たちは、保護者の力を借り
ることにしました。自分の長所・短所を
保護者に聞くことや、保護者が自分に期
待していることを聞くという宿題を出しま
した。家庭では、あまりこのような話は
しないと思います。しかし宿題となれば、
学生は聞いてきますので、保護者も話し
合う機会を得ることができます。ふだん
封印していた関係を開くことによって、
自己開示への道が開けることがあります。
これには保護者の応援が必要です。この
ような宿題が出たら、学生の将来のため
に真 に考えて応援するような回答をし
ていただきたいと思います。

キャリア教育
Career Education
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研究ステーション

思考ゲーム科学技術の研究をリードする 
電気通信大学

　　昨年から今年にかけて、人間とコン
ピュータに関する二つの衝撃的な話題が
世界を駆け巡りました。
　まずは 2010年 10月 11日、清水市代 

女流王将と対戦コンピュータ「あから
2010」の特別対局が東京大学本郷キャ
ンパスで行われ、大熱戦の末、86手で「あ
から 2010」が勝ったというニュースが
ありました。「あから 2010」は、情報処
理学会の「トッププロ棋士に勝つ将棋プ
ロジェクト」特製システムで、国内トッ
プ 4プログラムによる多数決合議法を
採用しており、その合議マネージャー
を、システム開発にも参加した本学の 

伊藤毅志助教&保木邦仁特任助教が担
当しました。「あから 2010」の勝利は、
35有余年に及ぶコンピュータ将棋開発
の積み重ねとともに、広くゲーム情報学、
機械学習、並列分散処理技術などの技術
を基礎にして得られたものです。
　もう一つは、2011年 2月 16日、本

100万冊分の知識を持ち、人間の言語
を理解する米 IBMの人工知能「ワトソ
ン」と、米国の人気クイズ番組「ジョ
パディ！」の王者 2人の対戦です。結
果はワトソンの圧勝でした。1997年に
チェスの王者ガルリ・カスパロフを破っ
たスーパーコンピュータ「ディープ・ブ
ルー」が、大幅に進化したうえで新たな
「偉業」を成し遂げました。「ワトソン」
は、4年がかりで本や映画の脚本、百科
事典などから 知識を読み込ませてあり、
2880個の CPUを同時に動かして、あ
いまいさを含む問題文や文脈を理解し、
人間に負けない速さで解答しました。
　この例にみるように、最近の情報処理
技術の進歩はめざましく、将棋や囲碁で
も人間の能力に迫っています。また、近
年、日本は様々なデジタルゲームやアニ
メーションなどのエンターテイメント技
術を世界に向けて発信し、エンターテイ
メント大国としての地位を築いていま
す。そのような動きの一翼を最前線で
リードしているのが、電気通信大学の「エ

ンターテイメントと認知科学研究ステー
ション」です。この研究ステーションでは、
　1． 新しいエンターテインメント技術

の創出
　2． エンターテインメントの認知・生

理的データの計測
　3． エンターテインメントと社会との

相互作用
を柱に掲げ、それぞれの研究を推し進め
るとともに、相互に関連し合うこれらの
分野の統合、総合に向けた情報交換を進
めています。設置期間を平成 18年 6月
8日から平成 23年 6月 7日とし、年に
1回のシンポジウム、数回の講演会、研
究交流会などを開催しています。また、

電気通信大学の組織横断型共同研究グループ

エンターテイメントと 
認知科学研究ステーション

研究ステーションは、電気通信大学の「研究・教育活性化支援システム」の一つとして、 
平成 18年（2006）6月に発足した全学的な組織横断型共同研究グループです。

一定の期間、学部・学科等の枠を超えて研究グループを構成し、
将来を見通した自由度の高い柔軟な研究活動を行うことにより、
電気通信大学および社会の発展に寄与することを目的としています。

研究ステーションの設置期間は 5年以内。構成員は、電気通信大学の教員のほか、
学外の研究者、また研究上必要な場合は，構成員以外でも参加することができます。
今回は、さまざまな情報処理技術を用いた新しいエンターテイメントの創出と、

新しい情報化技術が人間の認知に与える影響について学際的な視点から共同研究を推進する
「エンターテイメントと認知科学研究ステーション」を紹介します。
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飯田弘之（北陸先端科学技術大学院大）、
伊藤毅志（代表）、稲見昌彦（慶應義塾
大）、内海彰、小野哲雄（はこだて未来
大）、梶本裕之、角田博保、児玉幸子、 
諏訪正樹（慶應義塾大）、 坂本真樹、 
瀧澤武信（早稲田大）、垂水浩幸（香川
大）、中村貞吾（九州工業大）、西野順二、 
西野哲朗、長谷川晶一（東京工業大）、
開一夫（東京大）、広瀬友紀（東京大）、 
福地健太郎（明治大）、松浦昭洋（東京
電機大）、松田剛（東京大）、松原仁（は
こだて未来大）、松井悠（グループシンク）、
松本斉子（九州大）、村松正和、吉川
厚（教育測定研究所）
※敬称略、所属なしは電気通信大学

「エンターテイメントと 
認知科学研究ステーション」 

参画メンバー

活動の一環として、囲碁、将棋、大貧民
（カードゲーム）など、思考ゲームを題材と
した科学技術の振興を積極的に支援して
います。
　2010年 4月 13日、平成 22年度文部
科学大臣科学技術賞・理解増進部門で、
「思考ゲーム科学技術の普及啓発」活動
が評価され「エンターテイメントと認知
科学研究ステーション」のメンバーが表
彰されました。表彰されたのは、伊藤助
教、松原仁教授（はこだて未来大学）、村松
正和教授、西野哲朗教授、西野順二助教
の 5名です。その業績概要には、次のよ
うに記されています。
──伊藤助教を中心としたこの 5名
は、電気通信大学の組織横断型共同研究
グループとして、「エンターテイメント
と認知科学研究ステーション」を立ち上
げ、それを活動母体に、囲碁、将棋、大
貧民（カードゲーム）など、思考ゲームの
振興を積極的に支援してきた。思考ゲー
ムの開発は、人工知能、探索技術、機械
学習など情報技術の総合的知識が必要と
され、若い研究者や技術者にとって、創
作意欲をかき立てる魅力的題材であり、
情報教育という面でも重要な意義を持
つ。この種の大会の開催は当該分野の活
性化に寄与し、様々な人工知能研究の発
展を促進してきた。また、彼らは、この
分野の最新技術を「先端技術者による講
演会」や「一般技術者向けの講習会」を
開催してわかりやすく紹介することで、
新たな技術者の参入や新技術の普及に寄
与してきた。さらに、自身の活動を学会
の特集号や新聞等のマスコミへ積極的に
寄稿して、啓発活動も行ってきた。これ
らの活動は、理解増進部門の受賞に値す
る有意義なものと考える。──

　モンテカルロ木探索で盛り上がった 
研究ステーション

　この間、招待講演会やシンポジウム、
さらには調布祭（学園祭）で多くの参加者

を集めた「UECコンピュータ大貧民大
会」などの精力的なイベント開催を通じ
て、「エンターテイメントと認知科学研
究ステーション」の活動は大いに盛り上
がってきました。
　これらの活動と同時期に、研究分野で
も特筆すべきことが起きました。それ
は、2006年に「モンテカルロ法」がゲー
ムと認知科学の世界に導入され、研究の
フェーズが一転して飛躍的な進化を遂げ
たことです。
　モンテカルロ法は、シミュレーション
や数値計算を乱数を用いて行う手法のこ
とで、本来は物質中の中性子の動きを探
るためにジョン・フォン・ノイマンが考
案したものでした。これがゲームのラン
ダムな展開につながることから、カジノ
で有名なモンテカルロにちなんでこの名
がつけられました。
　それまで、コンピュータで囲碁や将棋、
チェス、オセロなどを指す際には「評価
関数」が使われていました。それは、ゲー
ムのある局面を静的に評価して数値に変
換するプログラミング技術ですが、その
関数を不要とする画期的探索アルゴリズ
ムをもつ「モンテカルロ木探索」が登場
してから、囲碁の9路盤ではプロ棋士
を破るほどの強さを獲得し、19路盤で
の棋力も従来のプログラムを上回るよう
になりました。
　「エンターテイメントと認知科学研究
ステーション」もこのテーマを巡って大
いに盛り上がり、2007年の講演会に世
界屈指のコンピュータ囲碁プログラム
「Crazy Stone」のメインプログラマーで
あるシャルル・ド・ゴール大学の Remi

氏を招待するなど、さまざまな議論の場
が設けられました。
　このような同研究ステーションの活動
は、マスコミ報道などを通じて広く知ら
れるようになり、思考とゲームの研究領
域に若い研究者や学生たちの関心を集め
ると同時に、認知科学だけではなく社会

科学などにもその影響を及ぼしつつあり
ます。
「エンターテイメントと認知科学研究
ステーション」としての活動は 2011年
6月で終了しますが、引き続きこの間の
成果がステップアップされ、その輪がさ
らに拡がっていくことが期待されます。
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脳の中の直感やひらめきのメカニズムにアプローチ
エンターテイメントと認知科学研究ステーション代表　伊藤剛志 助教

私たちがゲームをテーマとするのは勝
負に強くなることが目的ではなく、思考
や認知の過程に迫る良い例題と考えてい
るからです。
　いろいろな技術があり、次々と新しい
技術が生み出されていきますが、その利
益を享受するのは人間であり、人間抜き
にして技術を考えることはできません。
そこで重要なのは、形而上学的な理論と、
実際の現場の状況を複眼的に見ていくこ
とだと思います。
現場寄りの方と理論的な方が、同一の
場で議論をすることが新しい分野を生み
出す重要なファクターであると考えてお
り、私はその触媒的な役目を果たせれば
と考えています。
この間の「エンターテイメントと認知
科学研究ステーション」の活動から得ら
れた多くの成果は、確実に次のステップ
に伝わっていくと思います。

　私自身は、人間の思考過程を科学的に
とらえることに関心があります。そこで
学習や教育モチベーションを勉強し、研
究テーマとして、ルールが明確でスキル
の向上が確認できるゲームを取り上げま
した。
認知科学の観点からゲーム情報学にア
プローチしているうちに、人間の行動を、
文系・理系の両面から分析しようという
学際的な動きにつながり、多くの研究者
とコンタクトを取るようになりました。
本学の中にも、エンターテイメント系や
デバイス系などで興味深い研究をなさっ
ている先生方がたくさんいらっしゃるの
で、広く情報交換をしていこうと考えて
いたところ、学内に「研究ステーション」
という制度があることを知り、応募しま
した。
活動を活発化するに当たり、独自に進
められていた囲碁、将棋、大貧民などの

思考ゲームのコンペティションにも参加
させていただき、その方面の先生方とも
交流を深めています。
　認知科学にとってコンピュータは、人
間の思考の構造や仕組みをモデル化し
て、そのメカニズムを解明しようとする
ものです。
たとえば、将棋というゲームを考えた
とき、人工知能的アプローチではルール
上可能なあらゆる指し手をコンピュータ
で評価し網羅的な探索を行います。それ
に対して、認知科学的アプローチでは、
トッププロが盤面を直観的に把握して最
善手を見いだす、直観やひらめきのメカ
ニズムに着目します。そのため、アイカ
メラによる視線計測や思考過程を言語化
させ分析する手法などで、脳の内部でど
のような活動が行われているのかをさま
ざまな角度から調べ、全体像に近づこう
としています。

伊藤 毅志：いとう たけし
1994  名古屋大学工学研究科博士後期課程修了（工学博士）
1994 電気通信大学電気通信学部 助手
2005 デジタルハリウッド大学 客員教授
2010 電気通信大学情報理工学研究科 助教
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小林孝嘉特任教授が 
フンボルト賞を受賞

分子レベルの変化を 
とらえるフェムト秒分光学
小林特任教授は長年にわたって「超短
パルス」の開発およびそれを用いた基礎・
応用研究を推進し、世界をリードする成
果を挙げてきました。今回の受賞の対象
となった研究は、「超短パルスレーザー
および超高速分光法アプリケーションの
開発（Development of ultrashort pulse laser and its 

applications to ultrafast spectroscopy）」です。
　超短パルスレーザーとは、パルスの幅
が数ピコ（10-¹²）秒から数フェムト（10-¹5）

秒の非常に短いパルスのレーザーのこと
を言います。ピコ秒はパソコンのCPU1

クロックである 1ナノ（10-9）秒の 1000

分の 1であり、超短パルスレーザーの
パルスはさらに短い時間幅となります。
　このような超短パルスレーザーを発
生させる技術は 1990年代に急速に発展
し、短い時間幅のパルスが容易かつ安定
的に得られるようになりました。その応
用分野も拡がり、超高速で起こる物質中
の物理現象や化学反応の観測に用いられ
る一方、超短パルスレーザーが熱の効果
が現れる前に物質に非常に大きなエネル

ギーを瞬間的に与える特性を持つことか
ら、加工・医療などの分野でも応用研究
が進んでいます。
　分子レベルでの化学反応について、そ
のプロセスを解明しようと多くの研究者
が参入してさまざまな方法に挑戦してき
ました。しかし、反応が一瞬にして終
わってしまうため、その間の変化を直接
観測することはできず、推測するのみで
した。このような状況を変えたのが、小
林特任教授らによる「フェムト秒分光学」
です。これは、刻々と変化する分子のエ
ネルギー移行を超短パルスレーザーの時
間幅で切り取り、実時間で計測するとい
う画期的なものでした。
　分子レベルでの反応は非常に高速に進
み、反応の途中ではいくつもの物質が出
来ます。そのプロセスはフェムト秒とい
う短時間に起こるため、観測するには分
子振動をとらえることのできる高速の光
が必要となります。それを実現したのが、
小林特任教授らが進めていた超短パルス
の研究成果だったのです。
光反応については、それまでポーター

（1967年ノーベル化学賞）が反応前後の分子
構造の観測や理論計算に成功していま

小林孝嘉特任教授（先端超高速レーザー研究センター長）が、
2010年「フンボルト賞（Humboldt Research Award）」を受賞しました。 
同賞は、“ドイツのノーベル財団” とも呼ばれるドイツ政府の国際的学術活動機関
「アレキサンダー・フォン・フンボルト財団」が創設したドイツで最も栄誉ある賞で、
人文、社会、理、工、医、農学の各分野において、
基本的な発見もしくは新しい理論によって後世に残る重要な業績を挙げ、
今後も学問の最先端で活躍すると期待される国際的に著名な研究者に対して授与されるものです。
日本からは、これまでに 2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊東京大学特別栄誉教授や、
元東京大学総長の有馬朗人東京大学名誉教授などが受賞しています。
授賞式は 2011年 3月にドイツで行われ、6月にはドイツ大統領官邸ベルビュー宮殿で大統領主催のレセプションに招待されます。

したが、実験的に観測した例はなく、
2001年に小林特任教授らのグループが
開発した超短パルスレーザーを用いた実
験が初となりました。さらに小林特任教
授らは、超短パルスレーザー 128波長
をフェムト秒単位で同時に計測できるよ
う改良し、熱化学反応における分子振動
の実時間観測を世界で初めて成功させま
した。2008年に行われたこの直接観測
は、それまでノーベル賞の対象ともなっ
たいくつかの研究を上回る成果と高く評
価されました。
小林特任教授らによる超短パルスレー
ザーは、弱い光で波長幅が広いのが特長
です。この方法は、コヒーレントに位相
をそろえて分子集団を同時に反応させる
ため効率がよく、分子の反応や構造変化
の全貌を高速で追跡することが可能にな
り、新規の医薬品の開発期間を短縮でき
るなど多くの可能性を秘めています。

応用面でも 
大きなプロジェクトによる積
極的な取り組みを

　電磁波の一種である光のスペクトル
は、物質固有のパターンと物質量に比例

INNOVATION & RESEARCH



11UEC NEWS 2011 No.1

した性質を持つことから、スペクトルを
利用して物性を測定したり調べたりす
る「分光法」が発達しました。分光法は、
物理的観測量を周波数、エネルギー、時
間などの関数として示すことで、複雑な
情報や信号を固有の成分に分解し、対象
物の物性を明らかにします。その方法は、
すでに分析化学から、数億年もかなたの
宇宙の様子を調べる電波天文学にまで広
く応用されてきました。
　なかでも小林特任教授らによる「フェ
ムト秒分光学」の成果が発揮されたのが、
「量子光生物学」の分野です。これにより、
“ものが見える”ことの謎が解き明かさ
れようとしています。
眼の網膜にある視覚をつかさどる「ロ
ドプシン」というタンパク質が光を感じ
ると、視覚のメカニズムにスイッチが入
ります。小林特任教授らは、塩湖などに
棲む「バクテリオロドプシン」という、
ロドプシンとよく似た分子構造を持つ色
素タンパク質を実験材料に4.7フェムト

秒の光パルスを照射し、その中のレチ
ナールと呼ばれる分子が約 200フェム

ト秒ごとに振動しながら、約 800フェ

ムト秒で「直線形」から「曲がった形」
に変化することを突き止めました。これ
と同じことが人の眼でも起きていると考
えられ、網膜の細胞が光を感じるメカニ
ズムを分子レベルで解明する大きな手が

かりとなっています。その後、レーザー
やプリズム、鏡などを改良した結果、時
間幅を 3.9フェムト秒にまで短縮するこ
とに成功しており、人工的な「光スイッ
チ」の実用化などにつながると期待され
ています。
このような実時間分光によって実際の
化学反応のメカニズムが解明されると、
これまで見えてきた新しい現象に加え
て、さまざまな新規領域が開かれていく
と考えられます。また、究極的に短いパ
ルスの実現により、超高速光通信、広帯
域光通信、工業用・医療用X線パルス
発生のための励起光源などの応用にもつ
ながると予想されます。
　今回のフンボルト賞受賞の対象となっ
たのは、次の研究・開発と関連する分野
への極めて大きな貢献でした。

1． 世界最短パルス幅可視光レーザーの
開発

2． 超高性能スペクトル特性紫外・深紫
外超短パルス光の開発

3． コヒーレント軟 X線単一パルス発生
用に重要な搬送波包絡位相（CEP）安
定化レーザーの開発

4． 超高感度同時測定分光法による振動
実時間分光・遷移状態分光研究

5． 同時観察レーザー顕微鏡高性能超短
パルス多色レーザーの開発

さらに小林特任教授はこれらの研究
成果を元に、科学技術振興機構（JST）の

ICORPプロジェクト（2006-2011：独国・マッ

クスプランク研のKrausz教授との国際共同研究）に

おいて、その成果である新奇多色レーザー
を応用した同時多色超解像顕微鏡の開発
に着手するところまで研究を推し進めま
した。新規に採択された JSTのCREST

プロジェクト（2010-2015）では、引き続き
同顕微鏡の開発を推進しています。
小林特任教授は今回の受賞について、
次のように述べました。
「化学と物理学という既存の分野を超
えて、ものごとの本質を求めた結果とし
て、新しい分野を切り拓くことができま
した。根本原理が明らかになることに
よって、新しいアイデアが次々と出てき
ています。中には、非常に強力なハイパー
レーザーで原子核同士の相互作用を起こ
して巨大なエネルギーを放出させ、究極
のエネルギー源である“きれいな核融
合”を実現するというアイデアもありま
す。現実的な困難が解決できれば、これ
は近い将来、実現可能だと思っています。
私たちの基礎研究の成果が若い人たちに
よって引き継がれてさらに発展するとと
もに、応用面でも大きなプロジェクトの
もとに積極的な取り組みがなされること
を願っています」

小林 孝嘉：こばやし たかよし
1972 東京大学理学系研究科博士課程修了（理学博士）
1972 理化学研究所 研究員
1977 米国ベル研究所招聘 研究員
1980 東京大学理学部 助教授
1986 分子科学研究所 客員助教授
1994 東京大学理学系研究科 教授
2006 電気通信大学 特任教授
2010 電気通信大学先端超高速レーザー研究センター長
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ど、最先端の研究に関心があった」こと
から、「ここしかない」と。
　週に 3日は所属ジムでトレーニング。
合間をぬってアルバイトをしながら、山
のような課題と「関数電卓をたたきなが
ら格闘しています（笑）」。入学当初は、
茨城の実家から片道 2時間近くかけて
通学。それが 2010年 4月に完成した大
学の女子寮に入ることができ、「勉強と
トレーニングの時間がこれまで以上に確
保できるようになって、とてもうれし
い」。2010年 8月の世界大会出場後に、
学長室で梶谷誠学長から激励のエールを
受けました。「ユーモアあふれる温かい
お人柄に親しみを感じました」
　2011年にカナダで開かれる世界大会
に向けて、トレーニングに励む髙野さん。
高校時代に続き、いまのジュニア部門で
も「ぜひメダルを獲得したいです」と目
標を語ってくれました。

　「去年の夏、“ちょっと明日から世界
大会でチェコに行ってくる”と言った
ら“えっ、世界大会って？”と友だちに
驚かれました」と屈託なく語るのは、情
報理工学部総合情報学科 1年生の髙野
梓さん。高校 1年から始めたパワーリ
フティングで 3年連続日本 1位を獲得。
2008年と 2009年の世界サブジュニア
選手権大会、2010年のチェコで開かれ
た世界ジュニア選手権大会にも日本代表
メンバーとして参加した期待の星です。
　パワーリフティングはバーベルを持ち
上げるスポーツで、〈スクワット〉、〈ベ
ンチプレス〉、〈デットリフト〉の 3種目
をそれぞれ 3回挑戦し、一番重い重量を
合計して競います。高校で同じクラスの
男子から「マネージャーを探している」
と誘われるまで、髙野さんはそんなス
ポーツがあることも知りませんでした。
「練習を見に行って、指導の先生から

“マネージャーになるにも体験は必要だ”
と言われてデットリフトを試してみた
ら、その場で90㎏挙げてしまったんです」
　なんとその記録が高校女子デットリフ
トの標準記録レベル。あれよあれよとい
う間に全国大会に出場し、そこで惜しく
も負けてしまったことが、もともとス
ポーツ大好き、負けず嫌いな髙野さんに
火をつけます。
「パワーリフティングは、練習量が結
果につながる競技。自分で目標を掲げ、
そこに向かって記録を伸ばしていくのが
面白くなってきました」
　国内・国外の大会で、社会人になって
も活躍する女子選手たちの姿に触れるな
かで、「自分も、このスポーツを続けたい」
と思った髙野さん。電気通信大学への進
学を決めたのは、「競技人生を支える仕
事にも就きやすい」という担任の先生か
らの強い推薦と、「脳波の電子化技術な

2010年、チェコで開かれた世界
ジュニア選手権に日本代表メン
バーとして参加

パワーリフティング界期待の新星!
髙
たか

野
の

梓
あずさ

さん（情報理工学部総合情報学科1年）

Unique & Exciting
自分キャリア・デザイナー

学生登場
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美術部
アートを通じて

たくさんのつながりを

　「そもそも美術部の活動のほとんどが
個人的な創作です。それでも、部室にみ
んなが集まって絵筆を動かしたり、仕上
がった作品についてああでもないこうで
もないと話す時間が何より楽しい」（前部
長の鈴木さん）。現部長の上原さんも、「昨
年の国公立展では東京をテーマにした立
体オブジェを共同制作したり、調布祭で
販売するシルクスクリーンのカレンダー
を部員総出で刷り上げたり。部員同士で
自分の能力や個性、自慢のCGソフト

を持ち寄って、一つの作品を創り上げる
のがとても楽しいです」
　オープンキャンパスでは、京王線沿線
の駅構内に貼るポスターも制作。その背
景一面に、遊び心でモールス信号をメッ
セージとして入れたところ、「こういう
意味だろう」と何人もの先生が気づいて
くれて、「感激しました」と部員の皆さん。
　伝えたい気持ちを作品に託し、それが
誰かに伝わったときの喜び。アートを通
じて人と人とがつながる経験の一つひと
つは、学生時代の貴重な財産となって美
術部の皆さんの心に刻まれていくことで
しょう。

Unique & Exciting
サークル・ノート

部長の上原正典さん 前部長の鈴木崇文さん

油絵や彫刻のアナログ作品だけでなく、デジタル技術を
駆使した作品を手がける部員も増えています。

部員数約 20名。みんなが集まって、
あれこれと話す時間が何より楽しい。

　力強い腕が未来に向けて差し伸べられ
るイメージの第 1弾、青空のもと白亜の
総合研究棟がそびえたつ第 2弾。2010

年 7月と 11月のオープンキャンパス広
報ポスターのデザインを担当したのは、
電気通信大学美術部（UEC ART）のメン

バーです。
　「大学の広報センターからの依頼で、
美術部として初めての挑戦でした。多く
の人の目に触れたので、いい体験になり
ました」と美術部・前部長の鈴木崇文さ
ん（電気通信学部システム工学科 3年生）。
　部員数約 20名。「メインの活動は、
秋の調布祭（学園祭）と、春の都内の国公
立大学11校の美術部が集まる国公立展。
そのほか、他大学との合同展や、学内展
示でも作品を発表しています」と語るの
は、現部長の上原正典さん（電気通信学部
量子・物質工学科 2年生）。油絵や水彩画、イ
ラストだけでなく彫刻や立体オブジェ、
さらにはデジタル技術を駆使した CG

作品を手がける部員も増えていると言い
ます。
　サークル棟 3階の部室の床には絵具
やキャンバスなどが散在し、創作活動の
ための工房といった雰囲気。油絵や立体
などの作品は、部室に通って仕上げる部
員が多いといいます。
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　押しも押されもせぬNTTドコモの

“ミスター IT”。
契約者数 5,750万人（日本の人口の約半

分！）を抱えるNTTドコモの情報シス
テムを統括する西川清二さんは、電気
通信大学電気通信学部電波通信学科の
1978年の卒業生。その後、1980年に大
学院修士課程を修了して当時の電電公社
に入社し、移動通信ネットワークの開発・
構築に携わりました。NTT移動通信網
（現在のNTTドコモ )に移ってからは情報シ
ステムを担当し、発生した仕事をその場
で即処理する「リアルタイムマネジメン
ト」を中核とした ITインフラを築き上
げました。このインフラは、携帯電話会
社の中でも最強といわれる顧客サービス
の原動力として日々活躍しています。
電気通信大学に在学中は、勉強にも精

コモに移ったころは大きな時代の転換期
だったこともあり、すべてがゼロからの
スタート。難問山積の中で、西川さんの
独創性・先見性と粘り強さが遺憾なく発
揮されます。
「数々の修羅場をくぐり抜けてきまし
たが、振り返ってみていちばん大事なこ
とは、自分で考え、自分で実際に行動す
ることだと思います。難しい技術的な局
面になると、原理原則を大学でもっと勉
強しておけばよかったなと思うことがよ
くありました」
後輩に伝えたいことは──
「電通大ほど専門分野に長けた先生が
そろっていて、設備や環境が整った大学
はめったにありません。それらを十分に
活用していただきたい。ただし勉強する
だけではなく、たくさんの仲間を作って
ワイワイ議論することも大切です。その
中からコミュニケーション能力が自然と
養われます。実力と能力があればひと通
りのことはできますが、コミュニケー
ション力がなければ世界で評価されるよ
うな仕事を成し遂げることはできませ
ん。後輩の中から、大きな舞台で活躍す
るような人が多く出てくることを楽しみ
にしています」

を出すかたわら、高校までやっていた卓
球部に入りレギュラーで活躍。第 1級
無線通信士、第 1級無線技術士の国家
資格も取得し、自由闊達な学園生活を謳
歌する中でも、大きな思い出となってい
るのは、「先輩に誘われて、日本航空千
歳空港支店に船舶用レーダーを持ち込
み、気象レーダーと代替する実験実習を
したこと。そして、企業現場実習として
山下新日本汽船（当時）の船舶に船舶無線
通信士として夏休みの 1か月間乗船し、
シドニー航路を経験したことです」
現場を体験し、乗船実習では初めて海
外の地に足を踏んで世界に目を開かされ
たことは、社会に出てからの大きな糧に
なっているとのこと。このような貴重な
体験を自分のほうに呼び込むのも実力の
うちなのでしょう。西川さんがNTTド

株式会社NTTドコモ執行役員情報システム部長

西川清二氏

昭和55年（1980）　電気通信大学大学院修士課程修了

大学では原理原則を
しっかり学んでほしい 

西川 清二 :にしかわ せいじ
1980 電気通信大学大学院
 電気通信学研究科修士課程修了
1980 日本電信電話公社入社
1992 NTT移動通信網㈱情報システム部
2000 （株）NTTドコモ MMプラットフォーム
 開発部兼務
2001 同社情報システム部 主席技師
2003 同社情報システム部長
2006 同社執行役員情報システム部長
受賞・表彰
2006 日本内部監査協会会長賞
2007 ITマネジメント革新賞
2008 電気通信大学同窓会賞

Unique & Exciting
メンター・プロファイル

卒業生登場
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電気通信大学Webサイトが「全国大学サイト・
ユーザビリティ調査2010/2011」で総合1位に

「“UEC WOMAN” 
修学支援特別奨学金」制度を創設

「JSPS-DST
アジア学術セミナー2010」を開催

電気通信大学では、多くのサイト訪問
者の方々に、より分かりやすく親切な
Webサイトの構築を図るため、2010年
4月に大幅なリニューアルを行いまし
た。その結果、日経 BPコンサルティン

グ社が全国 200の国公私立大学を対象

　電気通信大学では、平成 23年度学部
入学生から新しい奨学金制度をスタート
させます。
これは、電気通信大学への入学を希望
し、理工系分野に強い興味と探究心を持
ち、学習意欲あふれる女子学生の皆さん
に入学後の修学に必要な経済的支援を行
うことを目的としたものです。これによ
り、返還する必要のない給付型奨学金（1

年目 50万円、2年目 50万円）と授業料免除（最
大 4年間）による修学支援が行われます。
受給者数は、1学年につき女子学生 5名
以内となっています。
　申請資格は、情報理工学部一般入学試
験を受験し、合格後、入学する女子学生
で、学業成績・人物ともに優秀で、修学

　日本学術振興会（JSPS）、電気通信大学、
インド科学技術省（DST）およびサハ核
物理学研究所の 4機関は、2010年 11

月 29日から 12月 4日の 6日間、インド・
コルカタにあるサハ核物理学研究所で
「JSPS-DSTアジア学術セミナー 2010」を
開催しました。このセミナーは、最先端の
重要学術課題を選んでアジア各国の博士
課程大学院生や若手研究者を招待して交
流を図り、次世代アジアの学術を担う精
鋭を養成することを目的としています。
　今回は、2010年 11月 29日から 12

月 1日まで「新機能を持つクラスター・
ナノマテリアル・表面の研究最前線」を
テーマとしたセミナーを開催し、続く
12月 2日から 4日までは「ナノ構造・
物質のためのシンクロトロン放射光 X

線計測法」に関するスクーリングを行い
ました。また、12月 4日は、参加者が
研究室やその他関心のある場所を訪問す
る日程も組まれました。
　このセミナーは、日本／インド各 3

名の組織委員会と、電気通信大学／サハ
核物理学研究所の共同作業によって準備
されました。組織委員会の日本側委員と
して、電気通信大学大学院情報理工学研
究科・岩澤康裕教授（委員長）が運営に当
たりました。
　大会にはアジア各国から 91名の受講
生を迎え、この分野の第一線で活躍する
米国、英国、韓国、日本、インドの研究
者 32名の講師が参加しました。6日間
の会期中、世界から選出された講師陣に
よるレクチャーや、具体的課題と解決・
方策に関するスクーリング、ポスター
セッションなどを通して、講師・受講生
が夜遅くまで熱い討論を繰り広げ、異分
野・国際交流も含めて充実したセミナー
となりました。

に実施した「全国大学サイト・ユーザビ
リティ調査 2010/2011」において、ス
コア平均 53.79のところ 96.98という

最高スコアをマークし、総合 1位に輝
きました。前回の 77位からの大躍進で
した。
　いまの大学では、その価値・魅力を広
く伝えていくことが従来に増して重要と
なっています。その中で、Webサイトは

情報やメッセージを伝える最も有効なメ
ディアとなっており、サイトのユーザビ
リティの向上は必要不可欠となっていま
す。電気通信大学でも、理工系の専門大
学という価値と魅力をさらに発信してい
くため、今後ともWebサイトを含むさま
ざまな広報活動の活発化を図っていく考
えです。

に経済的支援が必要と認められる者、入
学後、大学の教育活動・広報活動等に協
力し、大学の発展に貢献する意欲のある
者です。受給者は、書類審査を経て本学
審査委員による面接（5月中旬を予定）のう

え決定されます。

CLIP

本奨学金は、平成 24年度より募集を開始
する「UEC修学支援奨学金」（対象：男子
10名 女子 10名）に先行して行われる、女
子 10名のうちの特別枠 5名に対し「“UEC 
WOMAN”修学支援特別奨学金」として経
済支援を行う本学独自奨学金制度です。

問い合わせ窓口
学生支援センター　
学生生活支援室経済支援担当
電話：042-443-5089、042-443-5090
E-mail：keizai-k@office.uec.ac.jp
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