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Ｉ．現状と課題
1 組織説明
1.1
1.1.1

概要
情報学環組織と学際情報学府組織

東京大学大学院情報学環・学際情報学府は、従来の研究科とは異なる形態の大学院組織として、2000
年 4 月に設置された。この大学院組織は、研究組織（教員が所属）である情報学環と教育組織（学生
が所属）である学際情報学府という 2 つの対をなす機構によって構成されている。大学院の組織モデ
ルとして、研究科が研究と教育の統合モデルであるのに対して、学環・学府は分離モデルだといえる。
従来の研究科が専門深化と恒常性を基本的な特質とするのに対して、この大学院組織は、全学にわた
る情報関連の諸領域をネットワーク的に連携させる横型の組織として設置され、情報学分野の総合的
な教育研究を先端的かつダイナミックに推進するのに適した形態として考え出された。
その基本的特徴は、組織構成員の流動性と全学的連携、及び研究組織である情報学環と教育組織で
ある学際情報学府の両立という点にある。すなわち、研究組織である「情報学環」は、固有の基幹教
員と、学内既存の研究科・研究所等から 3 年ないし 7 年の期間をもって情報学環に教員枠及び身分を
異動する多数の流動教員によって構成されている。ここでは、多数の分野横断的なプロジェクト研究
を柱に据え、文系理系の区別を越えた情報分野の学融合を目指している。教育組織である「学際情報
学府」における大学院学生に対する研究指導は、情報学環の基幹教員と流動教員が行うが、授業科目
の担当は、これらの教員以外に他研究科・研究所等に所属する教員にも委嘱する。また、副指導教員
制や副専攻制度の積極的な運用を図ることによって、情報関連の広範な学問分野を覆う幅広い学際的
教育を目指している。
研究組織である大学院情報学環は、学際情報学圏と社会情報学圏という 2 つの学圏から構成されて
いる。それぞれの学圏は、次のようにいずれも 5 つの学域からなっている。
大学院 情報学環
■学際情報学圏

■社会情報学圏

情報生命・思想学域

ジャーナリズム・メディア学域

情報システム・言語学域

情報行動・機能学域

情報表現・造形学域

情報法・政策学域

情報環境・認知学域

情報経済・産業学域

情報社会・制度学域

情報文化・歴史学域
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■新領域創成科学研究科
新領域創成科学研究科は、東京大学の既存部局の全学的協力のもとに 1998 年に新設された大学院
（独立研究科）で、一期生の受入れが 1999 年 4 月に始まった。学部を持たない独立大学院である点
で情報学環・学際情報学府と共通しているが、統合モデルの研究科である点で情報学環・学際情報学
府と違っている。新領域創成科学研究科は、既存の個別学問分野から派生する未開拓の領域を研究・
教育の対象とし、既存の様々な学問を融合することによって、新たな学問領域を創成するという使命
を持って設立された。
「学融合」を基本理念としている。組織としては、基盤科学研究系、先端生命科
学研究系、環境学研究系の 3 研究系体制でスタートし、その後、2003 年度に情報生命科学専攻、2004
年度にメディカルゲノム専攻、そして 2005 年度に生涯スポーツ健康科学研究センターを新設した。
現在では、3 研究系体制で、8 専攻、1 研究センターを有し、12 の専攻・コースで約 200 名の教員、
1,300 名余の大学院生を擁する研究科となっている。
■公共政策大学院
公共政策大学院は、東京大学法学政治学研究科と経済学研究科によって 2004 年 4 月に設立された、
公務員をはじめとする政策の形成、実施、評価の専門家を養成する大学院修士課程(専門職学位課程)
である。「東京大学公共政策大学院」は通称で、「研究科以外の教育研究上の基本となる組織」として
分離モデルをとり、法学政治学研究科と経済学研究科が連携して設立する教育組織である「公共政策
学教育部」と研究組織である「公共政策学連携研究部」から成っている。特色としては、法学部、経
済学部の教授陣によって、政策立案、実施、評価能力の基礎となるレベルの高い法律学、政治学、経
済学についての教育が行われ、同時に実務家教員による授業を含め、内外の具体的なケースを素材と
した事例研究による実践的教育の重視がされていることである。定員は 1 学年 100 名。学位は公共政
策学修士（専門職）。
■工学系研究科
工学系研究科は歴史も古く、規模も大きい研究科であり、学部教育の工学部組織を持っている。そ
のポリシーは次のようにまとめられている。
「工学の教育に携わる私たちは、科学技術の持つこのよう
な多面性を理解し、その影響の及ぶ範囲に思いをいたし、全ての人間がより実りの多い生きがいのあ
る営みを実現できるように努めます。科学技術の未来を支えるに足る工学の基礎とともに、技術の社
会における位置や意味を教育し、幅広い視野と見識、国際感覚を身につけた高度な人材を養成します。
研究面では、基礎的な研究を重視すると同時に、既成の工学の枠組みを取り払い、新しい地平を開拓
する取り組みを積極的に推進します。」大変広範な工学の領域を対象とし、19 専攻、教職員約 1,100
名を擁する。学生数は学部学生が約 2,000 名、大学院修士課程が約 1,900 名、博士課程が約 1,000 名。
■人文社会学系研究科
人文社会学系研究科は伝統のある文学部を基礎とする大学院である。文学部には 4 学科、26 専修課
程があり、人文社会学系研究科は 7 つの研究専攻から成る。旧社会情報研究所は情報学環との組織統
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ᔕ↪ߦㆡ↪ߒޔലᕈࠍᬌ⸽ߔࠆ⎇ߩߎޕⓥࠍ㧟ߟߩࠨࡉ࠹ࡑߦಽߌߡታᣉߒߡࠆޔ߇ߟߣ߭ޕ
㜞ᕈ⢻ࠠࡘࠕ࠴࠶ࡊߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢࠅޔ㕒ᱛ↹ޔ㖸ჿޔ㔚ሶࠞ࡞࠹╬ޔᄙߊߩ࡙ࡆࠠ࠲ࠬᔕ↪ߢ
ᔅⷐߣߐࠇࠆࠃࠅᄢ߈ߥ࠺࠲ߩಣℂࠍోߦታⴕߔࠆߚߦޔචಽߥ⸘▚⢻ജ߿⸥ᙘኈ㊂ޔI/O ᕈ
⢻ޔᥧภ⸘▚ࡕࠫࡘ࡞ࠍ߽ߜޔ⠴࠲ࡦࡄታⵝߐࠇߚࡂ࠼࠙ࠚࠕ LSI ࠍ᭴▽ߔࠆࡘࠠޔߡߒߘޕ
ࠕ⚵ㄟߺ OS ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢߪࠣࡦࠖ࠹ࡘࡇࡦࠦࠬ࠲ࠠࡆ࡙ߥࠕࡘࠠޔⅣႺࠍ᭴ᚑߔࠆシ㊂࡙

ࠩ┵ᧃ߿ޔⓨ㑆ߦၒㄟ߹ࠇߡ߁ዊဳࠬ࠻ࠫ߿ࡦࠨࠕࠢ࠴ࡘࠛ࠲↪ߩዊဳࠨ
ࡃᯏེࠍ᭴▽ߔࠆߚߩ⚵ߥࠕࡘࠠޔㄟߺ RTOS ࠍ⎇ⓥ㐿⊒ߒߡࠆࠠࡆ࡙ߥࠕࡘࠠޔߦࠄߐޕ
࠲ࠬᔕ↪ߩ⎇ⓥߢߪޔో߆ߟੱࡊࠗࡃࠪ⼔ࠍ㈩ᘦߒߚᒝ࿕ߥ࡙ࡆࠠ࠲ࠬᖱႎࠨࡆࠬࠍታ
ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕ

 ℂᔨߣᴪ㕟
㧖ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭ⸳┙ߩ⚻✲
ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭ⸳┙ߩ⢛᥊ߦߪޔᰴߩࠃ߁ߥ⼂߇ߞߚޕㄭᐕߦߺࠄࠇࠆᖱႎᛛⴚߩᕆ
ㅦߥ⊒ዷߣ↪ߩᄢߦࠃߞߡޔ
ޟᖱႎ߇ޠઍ␠ળߦ߅ߡᨐߚߔᗧߪޔቯ⊛ߦ㊀ⷐߥ߽ߩߣߥ
ߞߡ߈ߚޕᛛⴚ⊛♽ߛߌߢߥߊੱޔ㑆ߩⴕേ߿ᗧ⼂␠ޔળߩߐ߹ߑ߹ߥࠪࠬ࠹ࡓޔᢥൻ߿⧓ⴚ↥ޔ
ᬺ߿ᴦ࿖㓙㑐ଥߥߤੱޔ㑆␠ળߩࠄࠁࠆ㕙߇ޔ
ޟᖱႎߩޠ᭽ᑼᄌൻߩࠗࡦࡄࠢ࠻ߦࠃߞߡޔᩮ
ᧄ⊛ߥᄌ㕟ࠍଦߐࠇߟߟࠆޕ21 ♿ߦߪߩߎޔᖱႎ᭽ᑼߩࠅᣇ߇ޔߩ↢߿ੱ㑆␠ޔળߩ
േะࠍᄢ߈ߊⷙቯߔࠆၮ⋚ߣߥࠆߎߣߪ⏕ታߛ⁁ߚߒ߁ߎޕᴫࠍ⢛᥊ߦޔ
ޟᖱႎߦޠ㑐ߔࠆ✚ࠅࠃޔว
⊛ߢࠃࠅ㜞ᐲߥᢎ⢒⎇ⓥߩ␠ળ⊛ᗧ⟵߇㜞߹ࠅߦࠇߘޔᔕ߃߁ࠆࠃ߁ߥᢎ⢒⎇ⓥߩᢛ߇ޔ༛✕
ߦ᳞ࠄࠇߡߚޕ
ᖱႎߦ߆߆ࠊࠆᢎ⢒⎇ⓥߪޔᣣߡࠊ߈ޔᄙ᭽ߥቇ㗔ၞߢⴕࠊࠇߡ߅ࠅޔ߽߆ߒޔฦ㗔ၞ
ߦ࿕ߥኻ⽎߿ᣇᴺߣ߽ᷓߊ⚿߮ߟ߈ߥ߇ࠄ⊒ዷߒߡ߈ߡࠆߚߒ߁ߎޕታᘒࠍലߦ↢߆ߒߥ߇ࠄޔ
⋧㑆ߩᯏ⊛ㅪ៤ࠍଦߒޔቇ㓙⊛ߥᢎ⢒⎇ⓥࠍߔߔࠆߎߣ߇ޔᖱႎቇߩ✚ว⊛ߥ⊒ዷߩߚߦߪ
ਇนᰳߛߣ⠨߃ࠄࠇߚޔߚ߹ޕᖱႎቇߪޔᕆㅦߥ⊒ዷㅜߦࠆቇಽ㊁ߢࠆߎߣ߆ࠄ৻ޔᣇߢߪ
⎇ⓥ㕙ߢޔవ┵⊛ߥቇⲢวߦዞਛߦขࠅ⚵ߺ߁ࠆ✕ኒߥหࠍ⸳ߌࠆᔅⷐ߇ࠆߣหᤨߦઁޔᣇ
ߢߪᢎ⢒㕙ߢ✬ࡓࡘࠠࠞޔᚑ߿⎇ⓥᜰዉߩᐢߐߣ⎇ⓥౝኈߩㅴዷ߿ᤨઍߩⷐ⺧ߩᄌൻߦහ
ᔕߢ߈ࠆ⚵❱⊛ᨵエᕈࠍ⏕ߔࠆᔅⷐ߇ߞߚ․ߚߒ߁ߎޕᕈࠍ߽ߞߡࠆᖱႎቇߩᢎ⢒⎇ⓥߩ⋡
⊛ࠍല₸⊛߆ߟታല⊛ߦ㆐ᚑߔࠆߚߦޔᐔᚑ 12 ᐕ 4 ߆ࠄޔቇᩞᢎ⢒ᴺ╙ 66 ᧦ߦቯࠆ⎇ޟⓥ⑼
એᄖߩᢎ⢒⎇ⓥߩၮᧄߣߥࠆ⚵❱᧲ޔߡߒߣޠ੩ᄢቇᄢቇ㒮ߦޟޔᖱႎቇⅣޠ߮ޟቇ㓙ᖱႎቇᐭޠ
߇⸳⟎ߐࠇߚߩߢࠆޕ
ޟᖱႎቇⅣޟߣޠቇ㓙ᖱႎቇᐭ߇ޠਔ⠪৻ߣߥߞߡ᭴ᚑߐࠇࠆߎߩᄢቇ㒮⚵❱ߪޔኾ㐷ᷓൻߣᕡ
Ᏹᕈࠍၮᧄ⊛ߥ․⾰ߣߔࠆᓥ᧪ߩ⎇ⓥ⑼ߣߪ㆑ߞߡోޔቇߦࠊߚࠆᖱႎ㑐ㅪߩ⻉㗔ၞࠍࡀ࠶࠻ࡢࠢ
⊛ߦㅪ៤ߐߖࠆᮮဳߩ⚵❱ߣߒߡ⸳⟎ߐࠇޔᖱႎቇಽ㊁ߩ✚ว⊛ߥᢎ⢒⎇ⓥࠍవ┵⊛߆ߟ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶
ࠢߦផㅴߔࠆߦ߰ߐࠊߒᒻᘒࠍߣߞߚޕ
೨ㅀߩㅢࠅߩߘޔၮᧄ⊛․ᓽߪ❱⚵ޔ᭴ᚑຬߩᵹേᕈߣోቇ⊛ㅪ៤ޔ߮⎇ⓥ⚵❱ߢࠆᖱႎቇⅣ
ߣᢎ⢒⚵❱ߢࠆቇ㓙ᖱႎቇᐭߩਔ┙ߣ߁ὐߦࠅ❱⚵ߩߘޔ᭴ㅧߪᰴߩࠃ߁ߦࠄࠇߚ⎇ޕⓥ⚵
❱ߢࠆޟᖱႎቇⅣޔߪޠၮᐙᢎຬߣᵹേᢎຬߦࠃߞߡ᭴ᚑߐࠇߚޕၮᐙᢎຬߣߪᖱႎቇⅣ߇࿕ߩ
߽ߟᢎ⢒ᨒߢណ↪ߐࠇࠆᢎຬߢࠅޔᵹേᢎຬߣߪᣢሽߩ⎇ⓥ⑼⎇ⓥᚲ╬߆ࠄ 3 ᐕߥߒ 7 ᐕߩᦼ
㑆ࠍ߽ߞߡᖱႎቇⅣߦቯຬ߮ੱ߇⒖ߐࠇߡߞࠃߦࠇߘޔᖱႎቇⅣᢎຬߣߥࠆᢎຬߩߎߣߢࠆߘޕ
ߎߢߪޔᄙᢙߩಽ㊁ᮮᢿ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥࠍᩇߦᝪ߃ޔᢥ♽ℂ♽ߩࠍ߃ߚᖱႎಽ㊁ߩቇⲢ
ว߇⋡ᜰߐࠇߚޕ

ᢎ⢒⚵❱ߢࠆޟቇ㓙ᖱႎቇᐭࠆߌ߅ߦޠᄢቇ㒮ቇ↢ߦኻߔࠆ⎇ⓥᜰዉߪޔᖱႎቇⅣߩၮᐙᢎຬ
߮ᢎ⢒ߦ߽ᓥߔࠆᵹേᢎຬ߇ⴕߥ߁ޕቇ㓙ᖱႎቇᐭߦ߅ߌࠆᬺ⑼⋡ߩᜂᒰߪߩࠄࠇߎޔᢎຬ߇ⴕ
߁߶߆⎇ઁޔⓥ⑼⎇ⓥᚲ╬ߦᚲዻߔࠆᢎຬߦ߽ᜂᒰᢎຬߣߒߡᆔབྷߔࠆޕ


㧖␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߩวᵹޔᣂ⚵❱⸳┙ߦ⥋ࠆ⚻✲
ߎߩࠃ߁ߦߒߡ⸳┙ߐࠇߚᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߪޔ2004 ᐕ 4  1 ᣣ᧲ޔ੩ᄢቇ␠ળᖱႎ⎇ⓥ
ᚲߣ⚵❱⛔วߒޔᣂߚߥ৻ᱠࠍ〯ߺߒߚ␠ޕળᖱႎ⎇ⓥᚲߪ࿖┙ᄢቇ㒝⟎⎇ⓥᚲߢࠅߩߘޔᱧผ
ࠍߚߤࠇ߫⚂ 75 ᐕ㑆ߦࠊߚࠆવ⛔ࠍ߽ߟ⎇ⓥᯏ㑐ߢߞߚޕ
1929 ᐕ 10  1 ᣣ᧲ޔ੩Ꮲ࿖ᄢቇᢥቇㇱߦᣂ⡞ߦ㑐ߔࠆቇⴚ⎇ⓥᣉ⸳ߣߒߡᣂ⡞⎇ⓥቶ߇⸳⟎ߐࠇ
ߚޕᣂ⡞⎇ⓥቶߪޔᏢ࿖ᄢቇߩᴺቇㇱޔᢥቇㇱ⚻ޔᷣቇㇱ߆ࠄߘࠇߙࠇ 1 ฬߩᜰዉᢎ߇ᮮᢿ⊛ߦෳ
ടߒޔ1 ฬߩᜰዉഥ ߮ࠃ߅ޔ3 ฬߩ⎇ⓥຬ߇⟎߆ࠇࠆߣ߁ⷙޔᮨߪዊߐ߇ޔᣣߩᖱႎቇⅣߩ
ߐ߈߇ߌࠍߥߔࠃ߁ߥᣇߢ᧲੩Ꮲ࿖ᄢቇࠍᮮᢿ⊛ߦߟߥߋቇ㓙⊛ߥ⎇ⓥ⚵❱ߢߞߚߩߘߚ߹ޕㆇ
༡ߪޔᷦᴛᩕ৻߿㒋⼱⧐㇢ᧄޔጊᒾ৻ޔᓼን⯃ፄ᧖ޔᑝᄥ㇢ߣߞߚޔᒰᤨߩ⽷⇇ޔᣂ⡞⇇ߩฬ჻
ߚߜ߇දജߒߡࠄࠇߚነ㒝㊄ߦࠃߞߡ߹߆ߥࠊࠇޔᣣߩ↥ቇㅪ៤ߩߐ߈߇ߌࠍߥࠆᒻᘒࠍߣߞߡ
ߚߩᤨ┙⸳ޕᣂ⡞⎇ⓥቶߩᜰዉᢎߣߒߡߪޔᴺቇㇱ߆ࠄධේ❥ᢎ߇ޔᢥቇㇱ߆ࠄᚭ↰⽵ਃᢎ
߇⚻ޔᷣቇㇱ߆ࠄᴡวᩕᴦ㇢ᢎ߇ߣ߁ࠃ߁ߦޔᚢ೨ᦼᣣᧄߩᴺቇ␠ޔળቇ⚻ޔᷣቇࠍ߹ߐߒߊઍ
ߔࠆᢎ 3 ฬ߇ෳ↹ߒޔᜰዉഥߣߒߡታ⾰⊛ߥ⎇ⓥ⚵❱ߩਛᩭࠍᜂߞߚዊ㊁⑲㓶㧔ೋઍᣂ⡞⎇ⓥ
ᚲ㐳㧕ࠍᡰ߃ߡߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ೨ผࠍ⚻ߡޔᚢᓟߩ 1949 ᐕߦᣂ⡞⎇ⓥᚲ߇ᱜᑼߦ᧲੩ᄢቇ㒝⟎⎇ⓥᚲߣߒߡ⊒⿷ߒߚޕ
ߘߩᩮࠍߥߔ࿖┙ቇᩞ⸳⟎ᴺ㧔49 ᐕ 5  31 ᣣᏓ㧕ߦߪޟޔᣂ⡞߮ᤨߦߟߡߩ ޔㅍ
ߪᤋ↹ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޔਗ߮ߦߎࠇࠄߩᬺߦᓥߒޔߪᓥߒࠃ߁ߣߔࠆ⠪ߩᜰዉ߮㙃ᚑߣޠ
ⷙቯߐࠇߡߚޔߜࠊߥߔޕᣂ⡞⎇ⓥᚲߪ⸳┙ߩᒰೋ߆ࠄߩ⟵⁜ޔᣂ⡞ߦ㒢ࠄߕޔ㔀ޔㅍޔᤋ↹
ߥߤࠍࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕో⥸ࠍ⎇ⓥኻ⽎ߣߔࠆቇ㓙⊛ߥ⎇ⓥ⚵❱ߣߒߡ⊒ߒߡߚࠊߌߢࠆޕ
߹ߚޔ
ޟᣂ⡞ޔ߽ߩ߽ߩߘ⪲⸒߁ߣޠᣣߩࠃ߁ߦ⁜⟵ߩᣂ⡞⚕ߛߌࠍᜰߒߡߚࠊߌߢߪߥߊ࠾ޔ
ࡘࠬ߿ႎᇦో⥸ࠍ߽ߺߎࠎߛᔨߢࠆߣ߁ੌ⸃߇ߘߩᒰᤨߦߪߞߚޕ
߿߇ߡޔᣂ⡞⎇ⓥᚲߪ 20 ♿ᓟඨߩㅍࠍߪߓߣߔࠆࡑࠬ㨯ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩ⊒ዷࠍฃߌߡ
⚵❱ߩలߣ⎇ⓥㇱ㐷ߩౣ✬ࠍ㊀ߨߡߞߚޕ1957 ᐕᐲ߆ࠄߪޔၮ␆ㇱ㐷㧦ࡑࠬ㨯ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪ
ࡦℂ⺰ޔᱧผㇱ㐷㧦ࡑࠬ㨯ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦผ․ޔᱶㇱ㐷 1㧦ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦㆊ⒟․ޔᱶㇱ㐷 2㧦
ࡑࠬ㨯ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ㨯ࡔ࠺ࠖࠕ․ޔᱶㇱ㐷 3㧦⺰߮ትવߣ߁ 5 ⎇ⓥㇱ㐷ߩ᭴ᚑߣߥࠅޔ63
ᐕᐲ߆ࠄߪߎࠇߦㅍㇱ㐷߇ ߦࠄߐޔ74 ᐕᐲ߆ࠄߪᖱႎ␠ળㇱ㐷߇ޔ80 ᐕᐲ߆ࠄߪ␠ળᖱႎࠪࠬ࠹
ࡓㇱ㐷߇ടࠊߞߚߥ߁ࠃߩߎޕㇱ㐷᭴ᚑ߆ࠄࠄ߆ߥࠃ߁ߦ᧲ޔ੩ᄢቇᣂ⡞⎇ⓥᚲߪࡘࡒࠦࠬࡑޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⎇ⓥࠍၮᧄߦᝪ߃ߥ߇ࠄ␠ߥ࡞࠲࠻ޔળ⊛ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⎇ⓥࠍ߽ⷞ㊁ߦߟ
ߟޔᣣᧄߩ࿖┙ᄢቇߢߪ໑৻ߩઍ␠ળߩᦨ߽ਛᨔ⊛ߥ⎇ⓥ⺖㗴ߚࠆᖱႎߩ␠ળ⊛㕙ߦ㑐ߔࠆቇ㓙
⊛✚ޔว⊛ߥ⎇ⓥߣߒߡ⊒ዷߒޔ㜞⹏ଔࠍᓧߚޕ
ߘߒߡߥ߁ࠃߩߎޔታ❣ࠍၮ⋚ߦߒߡޔ1992 ᐕ 4  1 ᣣޔ
␠ޟળᖱႎߩ✚ว⊛⎇ⓥ⋡ࠍޠᜰߒߡᣂ
⡞⎇ⓥᚲ߆ࠄ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲ߳ߩᡷ⚵߇ⴕࠊࠇߚޕᡷ⚵ᓟߩ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߪޔᖱႎࡔ࠺ࠖࠕޔᖱႎ

ⴕേޔᖱႎ␠ળߣ߁ 3 ᄢㇱ㐷ࠍ⟎߈ޔᣥᣂ⡞⾗ᢱࡦ࠲ࠍᡷ⒓ߒߚᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ
࠲ࠍ㒝⟎ߔࠆߣ߁ࠍߣߞߡޔ1992 ᐕ߆ࠄ 95 ᐕ߹ߢ⛯ߚᢥㇱ⋭⑼ቇ⎇ⓥ⾌㊀ὐ㗔ၞ⎇ⓥޟᖱ
ႎൻ␠ળߣੱ㑆ޔߓߪࠍޠᖱႎൻ␠ળߦኻߔࠆቇ㓙⊛ߥขࠅ⚵ߺࠍᧄᩰ⊛߆ߟవ┵⊛ߦㅴߚޕ1996
ᐕߦߪᄖㇱ⹏ଔࠍታᣉߒޔ㜞⹏ଔࠍᓧߚ↥ߩ߈ߣߩߘޕᬺ⇇ࡄࡀ࡞ߩᆔຬߪዊᳰ໑ᄦ㧔Ფᣣᣂ⡞␠
㐳㧕ޔᎹญᐙᄦ㧔NHK ળ㐳㧕ޔ㑐ᧄᔘᄦ㧔ᣣᧄ㔚᳇ળ㐳㧕ޔᄢႦା৻㧔ጤᵄᦠᐫ␠㐳㧕ޔᎹિᰴ㧔㔚
ㅢ✚⎇ᚲ㐳㧕ߩᣇޕߚߞߢޘ
㜞ᐲᖱႎ␠ળߩᷓ߹ࠅߩߥ߆ߢ᧲ޔ੩ᄢቇߦ߅ߌࠆᖱႎࠍߋࠆᢎ⢒⎇ⓥߩౣ✬߇⼏⺰ߦߥࠆ
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ቇᐭࠍᡰេߒߡ߈ߚޔߡߒߘޕ࿖┙ᄢቇᴺੱൻࠍ೨ߦߒߚޔ࿖┙ᄢቇ㒝⟎⎇ⓥᚲߩ⋥ߒᣇ㊎ߩߥ߆
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ߣో㕙⊛ߦ⒖ⴕߒߚߩߢࠆޔߪࠇߘޕᢥ♽ߩߥ߆ߢߩቇ㓙⊛⎇ⓥ߆ࠄޔᢥℂ⋧ᶐㅘߩߥ߆ߢߩቇ
㓙⊛ᢎ⢒⎇ⓥ߳ߩࠪࡈ࠻ߢࠅޔᖱႎ⽎ࠍ⎇ⓥኻ⽎ߣߒߡ⚵❱ߣߒߡߪࠆᗧߢᔅὼ⊛ߥᵹࠇߢ
ࠅޔᣂߚߥࠬࡊࡦࠣࡏ࠼ߢߞߚߣ߃ࠃ߁ޕ

 ᢎ⡯ຬᢙ
⛎ਈߩ⽷Ḯ߇ㆇ༡⾌ઃ㊄ߣߥߞߡࠆᢎ⡯ຬ㧔Ᏹൕᢎ⡯ຬ㧕ߩណ↪ᨒߪ 70 ੱ߮․ᢎ⢒⎇ⓥ
⚻⾌ߦࠃࠆᢎຬߪ 1 ฬ ⸘ޔ71 ੱߣߥߞߡࠆޕౝ⸶ߪ࿑ 1㧙3㧙1 ߩߣ߅ࠅޔᢎ╬ߩᏱൕᢎຬ 56
ੱޔᏱൕ⡯ຬ 15 ੱߣߥߞߡࠆޔ߆߶ߩߎޕᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߪޔᄖㇱ⾗㊄ߦၮߠߊ․છᢎຬ߿⎇ⓥ
ഥ╬ߩ㕖Ᏹൕ⡯ຬ߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆޕ
߹ߚޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ⚵❱ߩ৻ߟߣߥߞߡࠆၮᐙᢎຬߣᵹേᢎຬߩౝ⸶ߦߟߡࠆߣޔ࿑ 1
㧙3㧙1 ߩߣ߅ࠅߣߥߞߡࠆޕၮᐙᢎຬߩቯຬᢙߪ 35 ฬޔᵹേᢎຬߩቯຬᢙߪ 21 ฬߣ߶߷หᢙߢ
ࠅޔਔᣇߩᢎຬߢᖱႎቇⅣߩ⎇ⓥᢎ⢒⚵❱߇╬ߒߊᡰ߃ࠄࠇߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ

࿑ 㧙㧙 ᢎ⡯ຬណ↪ᨒ㧔ో  ੱ㧕ߩౝ⸶
㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕

Ᏹൕ⡯ຬ㪃㩷㪈㪌
ᢎ㪃㩷㪉㪍

ഥᚻ㪃㩷㪈㪉
⻠Ꮷ㪃㩷㪇
ഥᢎ㪃㩷㪈㪏

࿑ 㧙㧙 Ᏹൕᢎຬណ↪ᨒ㧔 ੱ㧕ߩౝ⸶
ᵹേഥᚻ㪃㩷㪊
ᵹേ⻠Ꮷ㪃㩷㪇
ᵹേഥᢎ㪃㩷㪐

ၮᐙᢎ㪃㩷㪈㪎

ᵹേᢎ㪃㩷㪐

ၮᐙഥᢎ㪃㩷㪐
ၮᐙഥᚻ㪃㩷㪐



 ⽷ോ
ᐔᚑ 18 ᐕᐲ੍▚ߦၮߠ߈ޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ⽷ോ᭴ㅧࠍ⺑ߔࠆޔ߅ߥޕኻ⽎ߪޔㇱዪߩ⎇ⓥᢎ
⢒ߦ⋥ធ㑐ଥߔࠆㆇ༡⾌ઃ㊄ߣᄖㇱ⾗㊄㧔⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄╬㧕ߣߒޔᏱൕᢎ⡯ຬߩੱઙ⾌߮ㇱ
ዪߩ▤ℂ߇⋥ធߦ߫ߥᬺᢱ߮ቇᬌቯᢱߦߟߡߪ․ߦ⸒ߒߥޕ
ߐߡౕޔ⊛ߥᢙሼࠍࠆ೨ߦޔቇⅣ⽷ോߩ․ᓽߢࠆᵹേᢎຬߦ㑐ߔࠆ⾗㊄ߩขࠅᛒߦߟߡ
⺑ߔࠆ⾗ޕ㊄⸘ߩᲑ㓏ߢߪޔᵹേᢎຬߦଥࠆ⾗㊄߮ၮᐙᢎຬߦଥࠆ⾗㊄ߩߕࠇߩขࠅᛒߦ
Ꮕ߇ߥޔߜࠊߥߔޕㆇ༡⾌ઃ㊄߮ᄖㇱ⾗㊄ߩߕࠇ߽৻ޔᣤޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ੍▚ߣߒߡ⸘
ߐࠇࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕၫⴕߩᲑ㓏ߦࠆߣޔᵹേᢎຬߦଥࠆ⾗㊄ߪᵹേరㇱዪߦ⒖ࠆޔߡߒߘޕ
ᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߦᱷࠆߩߪၮᐙᢎຬߦଥࠆ⾗㊄ߣ␠ળᖱႎ⾗ᢱࡦ࠲ߥߤߩᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ࿕ߩ
ോߦ㑐ߔࠆ߽ߩߛߌߣߥࠆޔߚߩߎޕᢎຬߩ⎇ⓥᢎ⢒⾗㊄ߦઃ㓐ߔࠆ㑆ធ⚻⾌ߦߟߡߪޔᵹേ
ᢎຬಽߪᵹേరߢၫⴕߐࠇޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߦᱷࠅၫⴕߐࠇࠆߩߪၮᐙᢎຬಽߛߌߣߥࠆޕ
ߘࠇߢߪޔᢙሼߦၮߠ߈ޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ⽷ോ᭴ㅧࠍⷰߔࠆޕᐔᚑ 18 ᐕᐲߩ✚㗵ߪ 1,239
⊖ਁߢޔᲧ₸ߣߒߡߪޔㆇ༡⾌ઃ㊄1߇ 2 ഀᒙߦኻߒߡᄖㇱ⾗㊄߇ 8 ഀએࠍභߡࠆޕ
ᰴߦޔㆇ༡⾌ઃ㊄ߩㅜౝ⸶ࠍࠆߣ2 ޔ1.4.1 ߩߣ߅ࠅߣߥࠆઁޕㇱዪߦߥ․ᓽߣߒߡߍ
ࠄࠇࠆߩ߇ޔᵹേరㇱዪߦ⒖ߐࠇࠆ⾗㊄㧔⚂ 6 ජਁ㧕߇ోߩਃಽߩ৻ࠍභࠆߎߣߢࠆߚߒޕ
߇ߞߡޔㆇ༡⾌ઃ㊄ߩ߁ߜޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩⵙ㊂߇߱ߩߪޔᱷࠅਃಽߩੑߩ⚂ 1 ం 5 ජਁߣ
ߥࠆ ⚂ޔߡߒߘޕ1 ం 5 ජਁߩ߁ߜߩඨಽ㧔ోߩਃಽߩ৻㧕߇ޔᶖ⠻ຠ╬৻⥸⚻⾌߿㕖Ᏹൕ⡯ຬ
ੱઙ⾌ߣ߁ോ▤ℂߩ⚻⾌ߣߥࠆޕᱷࠅߩඨಽ㧔ోߩ⚂ਃಽߩ৻ ⚂ޔ8 ජਁ㧕߇⋥ޔធߩ⎇ⓥ
ᢎ⢒ᵴേߦలߡࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆ ⚂ޔߜ߁ߩߎޕ1 ජ 2 ⊖ਁߩ␠ળᖱႎ⾗ᢱࡦ࠲⚻⾌ߣ⚂ 1 ජ
⊖ਁߩ࿑ᦠ⾌ߪޔหࡦ࠲߮࿑ᦠቶࠍ⛽ᜬߔࠆߚߦᔅⷐߥ㔀╬ߩ⾼ߦలߡࠄࠇޔ࿕ቯ⊛
⚻⾌ߩᕈᩰࠍᏪ߮ߡࠆޕ

ᧄ㗄ߢߪޔㆇ༡⾌ઃ㊄ߩ߁ߜࠦࡦ࠹ࡦ࠷ࠦࠕಽ(58,218 ජ)ߦߟߡߪᄖᢙߣߒߡᛒߞߡ߅ࠅޔ
✚㗵╬ߦߪࠎߢߥޕ
2 ᧄᲑ⪭ߢߪޔㇱዪ㐳ⵙ㊂⚻⾌㧔⚂㧝㧡⊖ਁ㧕ߦߟߡߪޔᄖᢙߣߒߡᛒޔഀวߩ▚ߩ㓙ߦߪ
ಽᲣ߮ಽሶߩߕࠇߦ߽߹ࠇߥޕ
1

経費区分

(単位：千円)

光熱水料

8,420

通信運搬費

3,126

建物保守料/業務委託料

9,099

非常勤職員人件費（事務）

4,457

非常勤職員人件費（教育教育）

24030

旅費交通費

1,954

事務/教育研究一般用経費

41,630

教員研究費

21,063

図書費

9,763

出版印刷費

6,374

社会情報資料センター経費

11,275

予備費（シンポジウム経費）

6,478

小計

147,669

流動教員分

64,114

総計

211,783

部局長裁量経費

15,267

表 1.4.1 平成１８年度実績（運営費交付金）
外部資金の収入内訳は、表 1.4.2 のとおりである。ここに計上しているのは、外部資金関係間接経
費（学環分）を除いては、直接、研究教育に充当される資金の金額となっている。外部資金のうち、
大学本部及び流動元部局の間接経費となる金額については計上していない。なお、外部資金について
も、流動教員の外部資金に係る間接経費は流動元の部局に移され、大学院情報学環では計上されない
点は同じである。

区分

金額

寄附講座*

40,000

寄附金*

35,269

科学研究費補助金

159,505

受託研究費

369,400

共同研究費*

10,985

科学振興調整費*

99,998

COE 拠点形成

177,180

間接経費（学環分）
外部資金合計

19,415
911,752

*:一部に間接経費および実

（単位：千円）

質的な間接経費を含む

表 1.4.2

外部資金の収入内訳

大学運営費交付金が毎年度削減される一方で、学際的な情報学に対する研究及び教育ニーズが引き
続き高いことを踏まえると、外部資金の積極的な獲得は極めて重要である。定常的な研究・教育のた
めの資金であっても例外とは言えず、特に新たな資金を必要とする場合には外部資金の確保は不可欠
となっている。また、外部資金は基本的に時限的という性格を有していることを踏まえると、現在進
行中の研究等のプロジェクトで確実に成果をあげるにとどまらず、時代を先取りした研究及び教育テ
ーマを設定していけるように、資金的なリソース配分についても常に見直しを行い、フィードフォワ
ード的な対応を取っていくことが課題となる。
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ᦼߪᣥᖱႎቇⅣߣᣥ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߩ⛔วᓟߩᦨೋߩቇⅣ㐳ߪ 2 ᐕߩߘޔᓟߩ ࠅ߹ߟޔ2006 ᐕ 4 
߆ࠄߩቇⅣ㐳ߪ 3 ᐕߣߥߞߡࠆޕౣછߪߥޕ
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ಽ߆ࠇߡ⹜ࠍⴕޔวᩰߒߚቇ↢ߪߘࠇߙࠇߩࠦࠬߩᚲዻߣߥࠆ߇ߩࠬࠦߩࠇߙࠇߘޔㆇ༡ߦ
⽿છࠍᜬߟࠬࠦޔળ⼏߅ࠃ߮ㆇ༡ᆔຬળ߇⟎߆ࠇߡࠆޕฦࠦࠬ㐳߇⽿છ⠪ࠍോޔㆡቱ㐿ߐ
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㗴ߩࠬࠤࠫࡘ࡞ᚑޔ㗴ᚑ⠪ߩቯ߽ᄢ߈ߥછോߩ৻ߟߢࠆޔߚ߹ޕቇ⹜㛎ห᭽ߩઁޔ
ࠦࠬㆇ༡ᆔຬળߣදജߒߥ߇ࠄޔᢎോᆔຬળߩᜰ␜ਅߢୃޔ჻⺖⒟ቇ↢ߩୃޟ჻⺰ᢥਛ㑆ႎ๔ળޔޠ
ඳ჻⺖⒟ቇ↢ߩޟඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠࠕࡓߩޠታᣉߦ៤ࠊߞߡࠆޕ
2006 ᐕᐲߦ߅ߡ␠ળᖱႎቇࠦࠬߢߪୃޔ჻⺖⒟ޔඳ჻⺖⒟ߣ߽ߦ߷߶ޔ೨ᐕߩㆬ⠨ᣇᑼࠍᒁ߈
⛮ߋᒻߢታᣉߒߚ
ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡ(ޔ1)ߣߊߦୃ჻⺖⒟ቇ⹜㛎ߦ߅ߡߩߣࠬࠦઁޔㅢᕈࠍ㜞ߟߟࠅࠃޔㆡ
ಾߥੱ᧚ࠍㆬᛮߔࠆ⹜ᣇᴺߩࠅᣇࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣ(ޔ2)ୃ჻⺖⒟ቇ↢߇ല₸⊛ߦ␠ળᖱႎቇࠍቇ
⠌ߒߩ⾰ޔ㜞ୃ჻⺰ᢥࠍၫ╩ߢ߈ࠆࠃ߁⺰߮ࠃ߅ࡓࡘࠠࠞࠢࡢࠬࠦޔᢥᜰዉࠍలታߐߖ

ࠆߎߣ(ޔ3)ඳ჻⺖⒟ቇ↢߇ቇᦼ㑆ౝߦඳ჻⺰ᢥࠍၫ╩ߢ߈ࠆࠃ߁⺰ᢥၫ╩ᜰዉߦ㑐ࠊࠆᬺṶ
⠌ࠍలታߐߖޔᲑ㓏⊛ߦήℂߥߊ⺰ᢥឭߢ߈ࠆᢎോࠬࠤࠫࡘ࡞ࠍ᭴▽ߔࠆߎߣ߇╬ޔ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㪈㪅㪌㪅㪉㪅㪉㩷 ᢥൻ䊶ੱ㑆ᖱႎቇ䉮䊷䉴㩷
ᢥൻੱ㑆ᖱႎቇࠦࠬߪ␠ޔળ⑼ቇ♽ߩ␠ળᖱႎቇࠦࠬߣ⥄ὼ⑼ቇ♽ߩቇ㓙ℂᢙᖱႎቇࠦࠬ
ࠍߟߥߋਛ㑆ߩ⟎ߦࠅޔᢥℂߩⲢวࠍㅴߥ߇ࠄޔᣂߒቇ㓙⊛ߥᖱႎቇߩഃㅧߦᱜ㕙߆ࠄขࠅ
⚵ࠎߢࠆࠍࠬࠦߩߎޕᜂᒰߒߡࠆᢎຬߦߪޔၮ␆ᖱႎቇޔㅴൻቇ↢ޔᘒᔃℂቇ⑼ޔቇᛛⴚࠦࡒ
ࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦޔ⍮ⷡᖱႎ⺰⸥ޔภቇޔᤋቇޔ࠭ࠖ࠺࠲ࠬ࡞ࡘ࠴࡞ࠞޔᱧผᖱႎቇࠞࠕޔ
ࠗࡉ⺰ޔࠕࠖ࠺ࡔޔࠪ࠹ࠕࠖ࠺ࡔޔᢎቇ⠌⸳⸘⸘ޔ㊂␠ળಽᨆޔᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓߥߤ
ߩ⻉㗔ၞߩኾ㐷ኅ߇ឥޔᣂߒⲢว⊛ߥ⍮ߩᐔࠍᜏ߈ߥ߇ࠄᬺ߿ቇ↢ߩᜰዉߩ߆ߟߊޔᢎ⢒
ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩታᣉߦᒰߚߞߡࠆߩࠬࠦߩߎޕᢎ⢒ߪޔၮᧄ⊛ߦޔԘ↢りⅣႺޔԙ
ᢥൻ⽎ᤋޔԚࡔ࠺ࠖࠕቇ⠌࠹ࠪޔԛࠕࠞࠗࡉᱧผᖱႎߣ߁ࠅࠃޔℂ⺰
⊛ߥ߽ߩ߆ࠄታ〣⊛ߥ߽ߩ߹ߢߩ 4 ߟߩᄢ߈ߥᩇࠍゲߦߒߡࠆޕᢥൻੱ㑆ᖱႎቇࠦࠬߪࠇߎޔ
ࠄߩ 4 ᧄߩᄥᐙߩ࿐ߦᄙ᭽ߢ㊁ᔃ⊛ߥᨑ⪲ࠍિ߫ߒߥ߇ࠄޔᖱႎቇߣ߁ᣂߒቇߩߢޔᢥ
ൻੱ㑆⑼ቇߩ⻉㗔㊁ࠍ♽⊛ߦౣ✬ߒ↢ߘߎࠇߘޔ⽎߿ㅴൻޔり⍮ⷡ߆ࠄઍᢥൻࠖ࠺ࡔޔ
ࠕޔᤋޔࠪ࠹ޔࡉࠗࠞࠕޔ࠻ࠬࠢ࠹ޔቇ⠌ⅣႺ߹ߢߩᐢ 21 ♿⊛⻉⺖㗴ߦℂ⺰⊛߆
ߟታ〣⊛ߦขࠅ⚵߽߁ߣߒߡࠆߩߢࠆߩߚߩߘޔߡߒߘޕᷓቇ⼂ߣ♖✺ߥᣇᴺ⊛⢻ജࠍ߃
ߚ⎇ⓥ⠪߿ታ〣⠪ࠍ㙃ᚑߒߩ᧪ᧂޔ⇇ߦㅍࠅߘ߁ߣߒߡࠆࠬࠦߩߎߌࠊࠅߣޔߦߚߩߘޕ
ߩㆬᛯᔅୃ⑼⋡ߢࠆᢥൻੱ㑆ᖱႎቇၮ␆㧔4 න㧕ߣᢥൻੱ㑆ᖱႎቇ⎇ⓥᴺ㧔2 න㧕ߢߪޔ
⸥ߩ 4 ߟߩᩇߦᔕߓߚၮ␆ജჇᒝߩ࠻࠾ࡦࠣߣࡈࠖ࡞࠼ࡢࠢဳߩࠣ࡞ࡊታ⠌ߥߤ߇ታᣉߐ
ࠇߡࠆޕ

㪈㪅㪌㪅㪉㪅㪊㩷 ቇ㓙ℂᢙᖱႎቇ䉮䊷䉴㩷
ቇ㓙ℂᢙᖱႎቇࠦࠬߦߪޔᢎຬ 24 ฬ㧔ቇⅣၮᐙ 2 ฬޔᵹേ 7 ฬޔᜂ㧔⺖⒟ᜂᒰ 14 ฬޔᬺᜂ
ᒰ 1 ฬ㧕߇ᚲዻߒߡ߅ࠅޔᲤᐕୃ჻㧔ቯຬ 20 ฬ㧕ߣඳ჻㧔ቯຬ 9 ฬ㧕ߩቇ↢ࠍฃߌࠇߡᢎ⢒ߒߡ
ࠆޕ
ࠦࠬߪޔቇ㓙ℂᢙᖱႎቇࠦࠬㆇ༡ᆔຬળ㧔ࠦࠬળ⼏㧕ߩ߽ߣߦࠬࠦޔ㐳ޔࠦࠬ㐳ޔᢎ
ോᜂᒰ⹜ޔᜂᒰ߇߅߆ࠇߣࠬࠦߩઁޔදജߒߥ߇ࠄㆇ༡ߐࠇߡࠆޕ
ߎߩࠦࠬߩ․ᓽߪޔቇⅣߩၮᐙᢎຬߩߺߥࠄߕޔ㑐ㅪㇱዪ㧔ᖱႎℂᎿቇ♽⎇ⓥ⑼ޔᎿቇ♽⎇ⓥ⑼ޔ
✚วᢥൻ⎇ⓥ⑼↥↢ޔᛛⴚ⎇ⓥᚲޔᖱႎၮ⋚ࡦ࠲ߥߤ㧕߆ࠄߩᄙߊߩᵹേᢎຬޔᜂᢎຬࠄߐޔ
ߦߪᬺᜂᒰ૬છቴຬᢎຬߩදജߦࠃߞߡㆇ༡ߐࠇߡࠆߎߣߢࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕᄙ᭽ߥ⢛
᥊ߣ⋡⊛ࠍᜬߟቇ↢ߩᢎ⢒߇น⢻ߦߥߞߡࠆ߇৻ޔᣇߢ㑐ଥᢎຬߩ⽶ᜂ߇⺖㗴ߣߥߞߡࠆޕ
ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡߪ(ޔ1)ᄙ᭽ߥ⢛᥊ࠍᜬߟቇ↢ࠍޟޔቇ㓙⊛ߦද⺞ߢ߈ࠆℂᢙ♽ᖱႎቇߩኾ㐷ኅޠ
ߣߒߡ⢒ᚑߔࠆߚߩޔቇ⹜㛎ㆬᛮᣇᴺߩᬌ⸛ޔᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓߩᬌ⸛(ޔ2)ᐢㇱዪ߆ࠄߩᢎ
ຬߩදജߦࠃࠅᚑࠅ┙ߞߡࠆࠦࠬㆇ༡ᣇᴺߩᡷༀ߇ߤߥޔߍࠄࠇࠃ߁ޕ

㪈㪅㪌㪅㪉㪅㪋㩷 ✚วಽᨆᖱႎቇ䉮䊷䉴㩷
✚วಽᨆᖱႎቇࠦࠬߪޔᐔᚑ 17 ᐕᐲߦ▚ⷐ᳞ࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔᐔᚑ 18 ᐕ 4 ߦ⸳┙ߐࠇߚᦨ߽
ᣂߒࠦࠬߢࠆޔߪߢࠬࠦᧄޕਥߦࠦࡦࡇࡘ࠲ࠨࠗࠛࡦࠬ߿ࠦࡦࡇࡘ࠲ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩၮ
␆⍮⼂ࠍၮߦⷰ߿ࠨࡦޔ᷹ⴡᤊ߆ࠄᄢ㊂ߩ࠺ࠫ࠲࡞ᖱႎࠍขᓧߒࠍࠇߘޔᔅⷐߥ႐ᚲ߿ᯏེ߳ㅢ
ାߒࠍࠇߘޔሽ⸃ᨆߒߚ߁߃ߢߦᦝޔታ␠ળߦ߅ߡലߦᵴ↪ߔࠆಽᨆᖱႎቇߩቇ㓙⊛ߥኾ㐷
ᢎ⢒ࠍታᣉߒߡࠆޕಽᨆᖱႎቇ߇ലߦㆡ↪ߢ߈ࠆಽ㊁ߪᄙጘߦࠊߚࠅޔㄘቇ߿᳓↥ቇޔⅣႺቇޔ
⾗Ḯቇ␠ޔળቇޔ⠨ฎቇߣߞߚቇಽ㊁ࠍߪߓޔἴኂᡰេ߿ㆣ㔍ᢇഥ␠ޔળో㓚ޔ࿖߿␠
ળၮ⋚ߩ▤ℂోߣߞߚ࿖ࡌ࡞ߩᣉ╷ߪߦᦝޔᖱႎࠠࡘ࠹ࠖࡐࠪߩ╷ቯ߿ࠗࡦ࠲ࡀ
࠶࠻╬ߩࠨࠗࡃⓨ㑆ߩ▤ℂߣߞߚಽ㊁߽߳߱ߚߒ߁ߎޕታ␠ળߦᷓߊ㑐ࠊࠆᛛⴚ⺖㗴ߣߣ߽
ߦߘࠇࠍᡰ߃ࠆ␠ળᐲ߹ߢߦ߽⥝ࠍᜬߜ⤘ޔᄢߥᖱႎࠍᵴ↪ߒߡ⏕࿕ߚࠆᢿࠍਅߔߎߣ߇น⢻
ߥੱ᧚ਗ߮ߦޔಽᨆᖱႎቇ߮⸘▚ᯏ⑼ቇߩ⎇ⓥ⠪ࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߡࠆޕ

 ᢎോᆔຬળ
ᢎോᆔຬળߪޔᄢቇ㒮ቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᢎ⢒ㆇ༡ߩਛᩭࠍߥߒߡࠆޕᄢቇ㒮ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᖱ
ႎቇⅣߦዻߒߡࠆၮᐙᵹേߩᢎຬߦട߃ޔቇౝᜂᢎຬޔᬺᜂᒰᢎຬޔቴຬ߮㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߥ
ߤ߆ࠄᚑࠆᢎຬࠬ࠲࠶ࡈ߇ቇ↢ᜰዉߦᒰߚߞߡࠆߩߘޕᢙߪޔᐔᚑ 18 ᐕᐲߢޔၮᐙᢎຬ 21㧔ᢎ
 9ޔഥᢎ 12㧕ޔᵹേᢎຬ 18㧔ᢎ 9ޔഥᢎ 9㧕ޔᜂ⺖⒟ᜂᒰᢎຬ 23㧔ᢎ 11ޔഥᢎ 10ޔ
⻠Ꮷ 2㧕ޔᜂᬺᜂᒰᢎຬ 7㧔ᢎ 5ޔഥᢎ 2㧕ޔቴຬᢎຬ 2㧔ᢎ 1ޔഥᢎ 1㧕ޔ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ 9ޔ
✚⸘ 80 ฬߣߥߞߡ߅ࠅୃޔ჻⺖⒟ 1 ቇᐕ⚂ 90 ฬޔඳ჻⺖⒟ 1 ቇᐕ⚂ 40 ฬޔቇᐭోߢ⚂ 300 ੱߩ
ᄢቇ㒮↢ࠍᢎ⢒ߔࠆߦ߽චಽߥᢎᏧ㒯ࠍ߃ߡࠆޕᢎോᆔຬળߢߪߩࠄࠇߎޔᄙᢙߩᢎຬߦදജࠍ
ߒߡߚߛ߈ߥ߇ࠄߩࡓࡘࠠࠞޔㆇ༡ߣᡷༀޔᬺᤨ㑆ഀߩ✬ᚑߣ⻠Ꮷߩᚻ㈩ߥߤߩၮᧄ⊛ߥᬺ
ോߩઁߦޔᓟㅀߔࠆࠃ߁ߥᄢቇ㒮↢ߚߜߩᢎ⢒⎇ⓥଦㅴߩߚߩ⻉ࠍࡓࠣࡠࡊߩޘታᣉߒߡࠆޕ

 ⽷ോᴺോᆔຬળ
ᖱႎቇⅣߩ੍▚᩺ߩᬌ⸛ߩ▚੍ޔㆡಾߥၫⴕ╬ࠍⴕ߁߶߆ߩઁޔᆔຬળߩᚲߦዻߐߥ৻⥸⊛ߥ
㗄ߦ㑐ߔࠆⷙ⒟᩺ߩᬌ⸛ߥߤࠍⴕ✚ޔോᆔຬળ╬ߦ߅ߌࠆᖱႎቇⅣߩ▤ℂㆇ༡ࠍߒߡࠆޕ
㧔ቇⅣߩ⽷ോ⁁ᴫߦߟߡߪޔ1.4 ࠍෳᾖ㧕

 ᧪⸘↹ᆔຬળ
᧪⸘↹ᆔຬળߪޔ2004 ᐕᐲߦޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ㐳ᦼ⊛ߥᚢ⇛ࠍᬌ⸛ߔࠆᆔຬળߣߒߡ⸳⟎ߐࠇ
ߚޕ2006 ᐕᐲߪޔቇ㓙⊛ߥ⎇ⓥᢎ⢒ߩ⊒ዷߦޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣቇᐭߩ⚵❱ࠍߤߩࠃ߁ߦ⊒ዷ
ߐߖߡߊ߆ߦ㑐ߒߡޔᄖㇱ⾗㊄߿ઁㇱዪߥߤㄝⅣႺߩ⁁ᛠីߥߤޔၮ␆⊛ߥࡌ࡞߆ࠄ⼏⺰ࠍ
ⴕߞߚߩࡓࠣࡠࡊ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔߚ߹ޕ⟎ߠߌߥߤߦߟߡ߽ᬌ⸛ࠍ߅ߎߥߞߚޕ

 ࡂࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬ
ࡂࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬߪࠍ࠻ࡦࡔࠬࡂޔฃߌߡࠆੱ߆ࠄߩ⋧⺣ࠍฃߌઃߌࠆ⓹ญߢࠆޕኻ⽎ߪ
ቇ↢ߦ㒢ࠄߕޔᢎ⡯ຬߔߴߡ߇߹ࠇࠆ߇࠻ࡦࡔࠬࡂ࡞ࡖࠪࠢߪߢ߹ޕਥߛߞߚ߇ޔㄭᐕߪ

ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࡂࠬࡔࡦ࠻߽㗴ⷞߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߅ࠅޔቇⅣߩࡂࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬ߽⥃ᯏᔕ
ᄌߦኻᔕߔࠆߎߣߦߒߡࠆ߇ࡦ࠱߽ࠣࡂࠞࠕ߽ࡂࠢޕᐢߩߢޔේℂේೣߛߌߢ⸃
ߢ߈ࠆ߽ߩߢߪߥߊޔᒰ⠪߿㑐ଥ⠪ߚߜߩ⸽⸒ࠍᐢߊ⡞߈ขࠅޔᐔߥ್ᢿࠍਅߔߎߣ߇ⷐ᳞ߐࠇ
ࠆޕᵴേౝኈߦߟߡߪ⒁⟵ോ߇߁ߩߢ⚦ߦߪႎ๔ߢ߈ߥ߇ޔᲧセ⊛シᓸߢᒰ⠪ห჻ߩ㑆
ߢ⸃߇࿑ࠄࠇࠆ߽ߩ߆ࠄ⺣⋧࠻ࡦࡔࠬࡂޔᚲ߿ቇ↢⋧⺣ᚲߣߩㅪ៤ࡊ߇ᔅⷐߢ㐳ᦼߦࠊߚࠆ
߽ߩ߹ߢޔౝኈ߽⒟ᐲ߽ߐ߹ߑ߹ߢࠆޕᓟߩኻಣߛߌߢߥߊ੍ޔ㒐ᵴേ߽㊀ⷐߢޔᣂ↢ࠟࠗ࠳
ࡦࠬ߿ᢎળߥߤߢోޔቇߩࡂࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ᚲຬ߆ࠄࠢ࠴ࡖࠍฃߌߡࠆޕ

 ᣉ⸳ᢛᆔຬળ
ᣉ⸳ᢛᆔຬળߩᦨᄢߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߪߩᖱႎቇⅣ߇߅߆ࠇߡࠆᦨૐᔅⷐ㕙Ⓧ߽⏕ߐࠇߡ
ߥߣ߁⼂ߩ߽ߣ߆ߣࠎߥޔᢎ⢒⎇ⓥߦᔅⷐߥᣉ⸳ࠍ⏕ߔࠆߎߣߦࠆᧄޕᐕᐲߪ✚วಽᨆᖱ
ႎቇࠦࠬߩᣂ⸳ߦࠃࠆቇ↢ᢎຬߩቯຬ߽Ⴧടߒߚߚߐࠄߦᔅⷐ㕙Ⓧ߇Ⴧ߃ߘߩ⏕ߦദജߒߚޕ
ᧄᐕᐲ߆ࠄߪ⼔ޔ࿖ኹߦࠆ᧲ᄢ∛㒮ಽ㒮〔ߦቇⅣࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ห࡞ࡓߩ↪ࠍ㐿ᆎߒߚޕ21
♿ COE ↪ߩᢎ⢒⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠬࡍࠬߣߒߡ╙ޔੑᧄㇱߩ㧟㓏ߩࡈࡠࠕߩ⚂ඨಽࠍ⏕ߒ
ߘߩ↪ࠍ㐿ᆎߒߡࠆᦨߛ߹߽ߢࠇߎࠄ߇ߥߒ߆ߒޕૐᔅⷐ㕙Ⓧߦ㆐ߒߡ߅ࠄߕᒁ߈⛯߈ദജߔࠆ
ߟ߽ࠅߢࠆޕ

 ᖱႎࠠࡘ࠹ࠖᆔຬળ
2006 ᐕ 3 ߦ᧲੩ᄢቇᖱႎࠠࡘ࠹ࠖᆔຬળ߇᧲ޔ੩ᄢቇᖱႎ⾗↥ߩࠠࡘࠖࠍ⏕ߔ
ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ᧲ޟ੩ᄢቇᖱႎࠠࡘ࠹ࠖࡐࠪߩၮᧄᣇ㊎ߦ߽ߣߣޠቯߚ᧲ޟ੩ᄢቇ
ᖱႎࠠࡘ࠹ࠖࡐࠪߩኻ╷ၮḰޔߪޠㇱዪᖱႎࠠࡘ࠹ࠖ⽿છ⠪㧔ㇱዪ㐳߽ߒߊߪㇱዪ㐳
ࠍߔࠆᓎ⡯ߦ⋧ᒰߔࠆ⡯ോߩ⠪㧕ࠍᆔຬ㐳ߣߔࠆㇱዪᖱႎࠠࡘ࠹ࠖᆔຬળߩ⸳⟎ࠍ᳞ߡ
ߚోߩࠄࠇߎޕቇᣇ㊎ߦၮߠߡ 2006 ᐕ 9 ߦฦㇱዪߦଐ㗬ߩߞߚᖱႎࠠࡘ࠹ࠖ⺞ᩏ߳ߩኻ
ᔕࠍᯏߦޔศቇⅣ㐳߇ㇱዪᖱႎࠠࡘ࠹ࠖ⽿છ⠪ߣߥࠅޔᖱႎቇⅣᖱႎࠠࡘ࠹ࠖᆔຬળ߇એ
ਅߩㅢࠅ⚵❱ߐࠇޔ10 ߆ࠄታᵴേࠍ㐿ᆎߒߡㇱዪ⺞ᩏߩߣࠅ߹ߣࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔ11 ߩ
ᢎળߢᛚߐࠇᱜᑼߦ⊒⿷ߒߚޕ
2006 ᐕᐲ
ᆔຬ㐳 ศ
ᆔຬ ේ↰㧔⥋㧕 Ỉ↰ Ⴆ ↰ോ㐳
㧔ഥᚻ㧕⾐ ේ↰㧔㓉㧕㧔11 㨪㧕 ᄢ᧲㧔11 㨪㧕

 ᖱႎࡀ࠶࠻ࡢࠢᆔຬળ
2000 ᐕߩᖱႎቇⅣ⊒⿷એ᧪ޔᚲዻᢎ⡯ຬߥࠄ߮ߦቇ㓙ᖱႎቇᐭቇ↢ߦኻߒߡޔㇱዪౝ LANޔቇౝ
LAN ߢࠆ UTnetߩ߳࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗߪߦࠄߐޔធ⛯ⅣႺࠍឭଏߒߚ߹ޔㇱዪߣߒߡߩ㔚ሶࡔ࡞
ࠨࡃޔWWW ࠨࡃ╬ࠍㆇ༡ߔࠆߎߣߥߤࠍਛᔃߣߔࠆޔᖱႎࡀ࠶࠻ࡢࠢߦ㑐ࠊࠆࠨࡆࠬឭଏ

と管理が要請されてきた。しかし、これを専門に担当する委員会は当初は存在せず、部局ウェブペー
ジのコンテンツ管理等も含め、「HP・ネットワーク担当」の数名の助教授および助手が任に当たって
いた。2002 年 6 月になって、情報学環の広報及び情報システム等に関する事項の審議のため、
「広報・
情報委員会」が設置された。さらに、2004 年 4 月の社会情報研究所との組織合併に際して機能分化
が図られ、部局ウェブページのコンテンツ管理に当たる「企画広報委員会ホームページ担当」ととも
に本委員会が設置された。本委員会は、2002 年 11 月に設置された情報倫理審査会が行う調査・審査
等をも除き、インフラ等、部局の情報ネットワークに関して残る部分を全般的に担当している。
2005 年 4 月に定めた本委員会の課題と目標は以下のとおりである。情報学環・学際情報学府の情
報ネットワーク全般に関する情報を集約し、提供するとともに、関係各所との責任分担を明確にし、
直轄部分については適切な対処を迅速にかつ正当に行えるよう、規則整備を含め、ガヴァナンスの体
制を確立し、運用する。その際、利用者の利益および意見の尊重と、内外におけるアカウンタビリテ
ィの確保に努める。
2005 年度に委員会活動が本格化し、情報ネットワーク運営管理体制の明確化・強化、基幹ネットワ
ークの更新・整備、サーバ室の環境改善、基幹サーバの更新などを行ったことを受け、2006 年度は日
常的管理・運営活動に加えて、特に以下の課題に取り組んだ。
・必要諸規則の整備
従来まったく欠けていた、学環・学府の情報ネットワークに関するガヴァナンスの根拠となるべき諸
規則の整備に取り組んだ結果、
* 情報学環情報ネットワーク委員会設置に関する内規（の改正）
* 情報学環情報ネットワークシステムの運用に関する内規
* 情報学環基幹サーバ室の運営管理に関する内規
が 2006 年 12 月の教授会で承認され、成立した。
・iii-PKI(Public Key Infrastructure)構築
教員・学生の所在が分散している情報学環・学際情報学府では、ネットワーク経由で安全に連絡を
とったり情報共有したりできる環境の整備が課題となっていた。その基礎として、公開鍵認証基盤
（PKI）を構築し、個人認証や電子メールの署名・暗号化に用いることを目指した実験や調査を 2005
年度から行ってきたところ、2006 年夏に東京大学情報基盤センターPKI プロジェクトと協力体制が
でき、11 月には同プロジェクトの UT-CA（認証局）の一翼を担う部局 RA（登録局）が事務部総務係
に発足して電子証明書の発行体制が整った。さらに、電子証明書を格納する物理的媒体として、同プ
ロジェクトの IC カードに加えて MacOS 対応等に優れた USB トークンを独自に導入するとともに、
それらと連動してコンピュータ内に保存するファイルを容易に暗号化して保護するソフトも試験導入
し、安全かつ分かりやすい電子証明書利用環境の整備に努めた。
2007 年度には、情報ネットワークの基盤整備、運営管理改善を継続するほか、PKI の利活用を広
げるとともに、セキュリティ対策の向上に努める予定である。

2006 ᐕᐲ
ᆔຬ㐳 ේ↰㧔⥋㧕
ᆔຬ ⍹ፒ Ⴆ Ỉ↰ ਛየ ጊౝ
㧔ഥᚻ㧕⾐ ᄢ᧲㧔11 㨪㧕 ේ↰㧔㓉㧕㧔11 㨪㧕

 ᖱႎ୶ℂክᩏળ
ᖱႎ୶ℂክᩏળߪ᧲ޔ੩ᄢቇߩᖱႎ୶ℂᆔຬળ߇ቯࠆᖱႎ୶ℂⷙೣߦ߽ߣߠ߈ޔਥᩏߣᆔຬ 3 ฬ
ࠍ߅ߡޔᖱႎ୶ℂߩㆩߩߚߩክᩏࠍ߅ߎߥߞߡࠆޕ2003 ᐕᐲߩᣂᖱႎቇⅣߩ⊒⿷એ᧪ޔ᭴ᚑ
ຬ߳ߩㅪ⛊ㅢ⍮ߩߚߩ ML ࠍߟ߁ߓߡࡀ࠶࠻ࡢࠢ↪⠪߳ߩᵈᗧ༐ߥߤࠍ߅ߎߥߞߡ߈ߚޕ㊀
ᄢߥᖱႎ୶ℂ᩺ઙߪ߹ߢߪ⊒↢ߖߕޔ߹ߢߩᵴേౝኈߪޔᖱႎቇⅣฦ⒳ ML ߳ߩᛩⓂၮḰߩ
ክᩏߦߣߤ߹ߞߡࠆޕ

 ᬺ❣⹏ଔᆔຬળ
ᬺ❣⹏ଔᆔຬળߪޔᖱႎቇⅣቇᐭߩ⎇ⓥᢎ⢒ᵴേߦኻߒߡⴕࠊࠇࠆޔቇౝᄖߩ᭽⹏ߥޘଔߦ㑐
ㅪߔࠆᬺോࠍㆀⴕߔࠆߎߣ߇છോߢࠆޕ
2006 ᐕᐲߪޔ2007㨪8 ᐕᐲߦోቇߢⴕࠊࠇࠆᴺੱ⹏ଔߩߚߩ⾗ᢱ߅ࠃ߮ᖱႎߩ㓸ࠍⴕߞߚޕ
ᴺੱ⹏ଔߪߩߘޔᓟߩㆇ༡⾌ઃ㊄ߦ߽ᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆޔ㊀ⷐߥ⹏ଔߢࠅޔᔨߥḰ߇ᔅⷐߣߐࠇ
ࠆޕ

 ડ↹ᐢႎᆔຬળ
ᧄᆔຬળߪޔᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᵴേ߿ⴕ㧔⹜⺑ળޔࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޔ
ᢎຬ⎇ୃળߥߤ㧕ࠍડ↹ㆇ༡ߔࠆߎߣ߮ࠃ߅ޔਔ⚵❱ߩᖱႎࠍޔࠫࡍࡓࡎޔ࠲࠭ࡘ࠾ޔ
ࡔ࡞╬ߢޔቇౝᄖߦ᩺ౝߔࠆߥߤߩᐢႎᵴേࠍⴕ߁ߚߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆ␠ޕᖱ⎇ߣߩว૬߆ࠄᢙ
ᐕ߇ߚߜ߷߶ޔቯᏱ⊛ߦᵴേ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚߚޔߪࠃࠅࠗࡦࡈࠜࡑ࡞ߥㅪ៤߿ᖱ
ႎߩߚߩࠨࡐ࠻ޔᢎຬቇ↢ߩ⪚⧘⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆߎߣ߽ㅴߺߪߓߡࠆޕ

 

✬㓸ᆔຬળ

 ✬㓸ᆔຬળߪޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ⎇ⓥߩ 3 ߟߩਥⷐߥቯᦼೀⴕ‛᧲ޡޔ੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇ
Ⅳ♿ⷐ ᖱႎቇ⎇ⓥޢ㧔ᐕ 2 ࿁ೀⴕ㧕␠ޔળ⺞ᩏታ㛎♽ߩޡᖱႎቇ⎇ⓥ ⺞ᩏ⎇ⓥ✬ߢࡦࠗࡦࠝޔޢ
ߩ⧷⺆⺰ᢥࠨࠗ࠻̍iii Online Research Journal̍ߩ✬㓸ߣ ߩᬺോࠍᜂᒰߒߡࠆߩࠄࠇߎޕቇ
ⴚೀⴕ‛ߪߣ߽ߣ߽ޔᣥ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߦ߅ߡᣂ⡞⎇ⓥᚲᤨઍ߆ࠄ㐳㑆ೀⴕߐࠇߡ߈ߚ߽ߩߢ
ࠆ߇ޔᐔᚑ 16 ᐕߩ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߣᖱႎቇⅣߩว૬ߦޔౝኈ߿᭴ᚑࠍߤߥৼⵝޔᣂߒ⛯⛮ޔ
⊛ߦೀⴕߒߡࠆ߽ߩߢࠆߩࠇߙࠇߘޕೀⴕ‛ߩ⋡⊛ߣౝኈޔೀⴕᒻᘒߦߟߡߪޔᖱႎቇⅣߩ
ᬺߦߟߡߩ㗄⋡ߢᓟㅀߔࠆޕ

✬㓸ᆔຬળߪߩࠇߙࠇߘޔภߩ♿ⷐߦߟߡડ↹┙᩺ߒޔᢎ

ຬ⺰ᢥ߿Ꮞ㗡ࠛ࠶ࠗߩߡߟߦࡘࡆࠢ࠶ࡉ߿࠻ࡁ࠼࡞ࠖࡈޔଐ㗬ࠍߔࠆ߶߆ޔ㒮↢ᩏ⺒⺰

ᢥߦߟߡߩᩏ⺒ᆔຬ߳ߩଐ㗬߿ᩏ⺒⚿ᨐߩ߹ߣࠍⴕߞߡࠆޕ

 ࿑ᦠᆔຬળ
ቇⅣ࿑ᦠቶߪޔᢥቇㇱᣂ⡞⎇ⓥቶ㧔ᤘ 4.10.1㧙㧕߅ࠃ߮ᣂ⡞⎇ⓥᚲ㧔ᤘ 24.5.31㧙㧕ᤨઍߦ
㓸ߐࠇߚ⛔⺰⸒ޔ߿ࠫࡖ࠽࠭ࡓ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ⼾ንߥ⬿ᦠࠍᒁ߈⛮߉␠ޔળᖱႎ⎇ⓥᚲ㧔ᐔᚑ
4.4.10㧙㧕ߣᡷࠄࠇޔᐔᚑ 15 ᐕᐲߦᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߣ⛔วߒࠬ࠲࠻ߒߚޕ
⎇ⓥኻ⽎߇ߦࠄߐޔࠢࡢ࠻࠶ࡀ߿ࠕࠖ࠺ࡔࡘ࠾ޔ⥸৻ࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔᖱႎߦ㑐ߔࠆ␠ળ
⽎ᢥൻ⽎ో⥸ߦᄢߔࠆߦޔ࿑ᦠቶߩᦠ▸࿐߽㓞ធ⻉ಽ㊁ߦᄢ߈ߊᐢ߇ߞߡࠆޕ
ߥ߅ޔቇⅣ࿑ᦠቶߪ࿑ᦠ㔀ᒻᘒߩ⾗ᢱࠍਥߦ㓸ߒߡ߅ࠅޔᣂ⡞ߩේ⚕❗ޔ ߦ㑐ߒߡߪޔ
␠ળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲߇㓸ޔឭଏࠍಽᜂߒߡࠆޕ
㧔ਥߥਥ㗴ಽ㊁㧕
ᣂ⡞ޔࠝࠫޔࡆ࠹ޔᤋ↹⺰⸒ޔ ޔࡓ࠭࠽ࡖࠫޔࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦࠬࡑޔᐢ๔ትવޔ
ἴኂᖱႎ␠ޔળᖱႎቇ␠ޔળᔃℂቇޔㅢାᛛⴚޕߤߥ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ
㧔⬿ᦠౠᢙ㧕⚂ 118,809 ౠ㧔ᐔᚑ 19 ᐕ 3 ᧃ㧕

 ࿖㓙ᵴേᆔຬળ
ᖱႎቇⅣ߳ߩᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ╬ߩฃߌࠇࠍክ⼏ߒ⸵นߔࠆߎߣ߇ᆔຬળߩᓎ⋡ߢࠆᦨޕㄭߩฃߌ
ࠇ✚ᢙࠍࠆߣޔᐔᚑ 14 ᐕᐲ 8ޔᐔᚑ 15 ᐕᐲ 7ޔᐔᚑ 16 ᐕᐲ 9 ฬޔᐔᚑ 17 ᐕᐲ 13 ฬޔᐔᚑ 18
ᐕᐲ 15 ฬߣߥߞߡࠆ(ߚߛߒޔ15 ᐕᐲ߹ߢߪᣥᖱႎቇⅣߣ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߩว⸘)ޕᖱႎቇⅣߩ⎇
ⓥߩᦝߥࠆዷ㐿ߦᔅⷐߥಽ㊁ߢฃߌࠇ⎇ⓥຬࠍߐࠄߦჇടߐߖࠆߎߣ߇ߎࠇ߆ࠄߩ⺖㗴ߢࠈ߁ޕ

 ࿖㓙ㅪ៤ផㅴቶ
ࠕࠫࠕၞࠍਛᔃߣߔࠆⶄᢙߩᄢቇ߿⎇ⓥᯏ㑐ߣߩ⎇ⓥᢎ⢒ᵹࠍଦㅴߔࠆߚߦޔ࿖㓙ᵴേᆔ
ຬળౝㇱߦޟ࿖㓙ㅪ៤ផㅴቶࠍޠᣂߚߦ⸳⟎ߒޔ♽⊛߆ߟ⚵❱⊛ߥ࿖㓙ㅪ៤ࠍߑߔߴߊౕ⊛ߥ
⸘↹ߩ╷ቯߦߞߚޕ

 ↥ቇㅪ៤ᆔຬળ
↥ቇㅪ៤ᆔຬળߪޔᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߦ߅ߌࠆ⎇ⓥᢎ⢒ᵴേࠍ↥ޔᬺ⇇ߣߩㅪ៤ࠍㅢߒߡ
␠ળㆶరࠍߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ⸳⟎ߐࠇߡࠆޕ2006 ᐕᐲߩ ↥ቇㅪ៤ᆔຬળߩᵴേߪޔ⡯ോ⊒
․⸵߿ߘࠇߦ㘃ߔࠆ⪺ᮭ╬ߩ⍮⽷ߦ㑐ߔࠆ ⷙቯߩ╷ቯߦ㑐ߒߡ᧲ޔ੩ᄢቇ↥ቇㅪ៤ᆔຬળࠍㅢߒߡ
ෳടࠍߒߡࠆ᧲ ޔߚ߹ޕ੩ᄢቇ↥ቇㅪ៤ද⼏ળߦෳടߒ↥ᬺ⇇ߣߩᵹࠍⴕ߁ߎߣ߽ⴕߞߡࠆޕ
 ᓟޔቇⅣቇᐭߦ߅ߡ↥ޔᬺ⇇ߣㅪ៤ߔࠆࠤࠬ߇Ⴧ߃ࠆߣᕁࠊࠇࠆ߇ߦߚߩߘޔᔅⷐߥౝㇱ
ߩᐲߟߊࠅ߿ޔㅪ៤ߔࠆߢ↢ߓߚ᭽⺖ߥޘ㗴ߦኻߒߡኻᔕ ߒߡ߈ߚޕ

 ␠ળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲ㆇ༡ᆔຬળ
␠ળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲ߪޔᣂ⡞⾗ᢱࠍਛᔃߦޔฦ⒳ࡔ࠺ࠖࠕᖱႎ⾗ᢱࠍ⎇ⓥߩߚߦ㓸ޔᢛ

ℂߒ⾗ߩࠄࠇߘޔᢱࠍቇౝᄖߩ⎇ⓥ⠪ߦឭଏߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕߩ࠲ࡦᧄޔᚲ⬿⾗
ᢱߪᧄᷣේ⚕⚂ 20,000 ౠ❗ޔ

⚂ 8,000 ౠ ⚂ࡓ࡞ࠖࡈࡠࠢࠗࡑޔ45,000 ࡞ߦ㆐ߒߡࠆޕ

ᧄࡦ࠲ߩᴪ㕟ߪޔ1964 ᐕ 1 ߦᒰᤨߩᣂ⡞⎇ⓥᚲߦ㐿ቶߐࠇߚ ߇ޠ࠲ࡦࠬࡊޟ1967 ᐕ
6 ޔᣂ⡞⎇ⓥᚲ㒝ዻᣉ⸳ޟᣂ⡞⾗ᢱࡦ࠲ߡߒߣޠᱜᑼߦ⊒⿷ߒޔ1992 ᐕ 4 ߦᣂ⡞⎇ⓥᚲ߇␠
ળᖱႎ⎇ⓥᚲߦᡷ⚵ߐࠇࠆߦߚߞߡޟᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲ߣޠᡷ⒓ߐࠇߚߩߘޕᓟޔ2004
ᐕ 4 ޔᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߣ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߩ⛔วߦߣ߽ߥߞߡ␠ޟޔળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱ
ࡦ࠲ߣޠᡷ⒓ߒߚ࠲ࡦޕㆇ༡ᆔຬળߪ␠ߩߎޔળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲ߩㆇ༡ߦߚߞߡ
ࠆ ߩ࠲ࡦᧄޕ2006 ᐲߦ߅ߌࠆ↪⠪ᢙߪޔਅ⸥ߩㅢࠅߢࠆޕ

  ␠ળᖱႎ⎇ⓥ⾗ᢱࡦ࠲↪⠪ᢙ㧔 ᐕᐲ㧕
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 9'$ ⊒ળㆇ༡ᆔຬળ
WEB ⊒ળㆇ༡ᆔຬળߢߪޔቇ㓙ᖱႎቇᐭୃ჻⺖⒟ቇ↢ߩୃ჻⺰ᢥ⎇ⓥㅴࠍଦߒޔߟ߆ޔ㧝ᐕ
⋡⚳ੌᤨὐߢߩㅴ⁁ᴫࠍ⏕ߔࠆ⋡⊛ߢᲤᐕᐲ 3 ᧃ߆ࠄ⠉ᐕᐲߩ 4 ߦ߹ߚ߇ࠆᒻߢ WEB ⊒
ળࠍ㐿ߒߡࠆޕ
WEB ⊒ળߪౕ⊛ߦߪႎ๔⠪ฦ⥄߇⎇ⓥ⸘↹ਛ㑆ႎ๔ࠍ࠙ࠚࡉࡍࠫߣߒߡឭ㧔ࠕ࠶ࡊࡠ
࠼㧕ߒ⋧ޔߦ㑛ⷩߔࠆࠝࡦࠗࡦ⊒ળߣޔታ㓙ߦญ㗡ߢ⊒ߔࠆࠝࡈࠗࡦ⊒ળߦಽߌࠄࠇ
ࠆ⊒ࡦࠗࡦࠝޕળߩ㓙ߦߪ⋧⹏ଔߩߚߦᛩ⚿ᨐߦၮߠ߈ࠕࠗ࠺ࠖࠕ⾨ޔㅴ⾨ࡦࡊޔ
࠹࡚ࠪࡦ⾨ߦߟߡߘࠇߙࠇ㊄⾨ޔ㌁⾨ޔ㌃⾨߇ਈ߃ࠄࠇࠆ⊒ࡦࠗࡈࠝߚ߹ޕળߩ㓙ߦෳട⠪
ߪઁޔ⠪ߩႎ๔ࠍ⹏ଔߔࠆߦ࿁ߞߡ⎇ޔⓥߦߟߡ⋧ߦ⺰⹏ߔࠆߎߣ߇⟵ോߠߌࠄࠇߡࠆޕ
ᧄᐕᐲߪ 2007 ᐕ 1  23 ᣣߦ⺑ળࠍⴕޔ1  30 ᣣߦෳട⊓㍳ࠍ✦ಾߞߚޕታ㓙ߩࠝࡈࠗ
ࡦ⊒ળߪ 3  23 ᣣࠍ࠙ࠚࡉࡍࠫឭᦼ㒢ߣߒޔ3  26 ᣣ߆ࠄࠝࡦࠗࡦߩ㑛ⷩࠍ㐿ᆎߒߚޕ
ࠝࡦࠗࡦ⊒ߦኻߔࠆᛩߪ 3  30 ᣣ߇✦ಾߢߞߚޕᒰೋ⊒ࡦࠗࡦࠝޔળߩᣣ⒟ߪ 4  9
ᣣ߹ߢߢߞߚ߇ޔᣂᐕᐲߦቇߔࠆୃ჻ 1 ᐕ↢ߩෳ⠨ߦଏߔࠆߚߦޔ4  13 ᣣ߹ߢ㑛ⷩᦼ㑆ࠍᑧ
㐳ߒߚޕ
ࠝࡈࠗࡦ⊒ળߪᣂ↢ㅴቇࠟࠗ࠳ࡦࠬߩ⠉ᣣޔ4  6 ᣣߦᎿቇㇱ 2 ภ㙚 92B ߅ࠃ߮ 93B ᢎቶ
ߢⴕࠊࠇߚޕႎ๔⠪✚ᢙߪ 82 ฬޔႎ๔⠪એᄖߩ᧪႐⠪ߪ 61 ฬߢߞߚޕ



 ቇ↢⇐ቇ↢ᆔຬળ
ቇ↢⇐ቇ↢ᆔຬળߢߪޔᄢቇ㒮↢ో⥸ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨࡆࠬߦ㑐ߒߡޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߦ☋ߔࠆ
ᄢቇ㒮↢㧔⇐ቇ↢ࠍ㧕ߩෘ↢ߦ㑐ߔࠆએਅߩᬺോࠍᜂᒰߒߡ߈ߚޕ
㧔1㧕ᄢቇ㒮↢ߩീᒝ⎇ⓥ↪ࠬࡍࠬߩᢛ⛽ޔᜬ
㧔2㧕ᄢቇ㒮↢↪ຠߩ⾼▤ޔℂ
㧔3㧕ᄢቇ㒮↢ߣᢎ⡯ຬࠬ࠲࠶ࡈߣߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩ⛽ᜬ
㧔4㧕ᄢቇ㒮↢ะߌᖱႎߩឭଏ
(5) ᄢቇ㒮↢ᅑቇ㊄߅ࠃ߮⎇ⓥᡰេ⚻⾌㑐ଥ
ߎࠇࠄߩ߁ߜޔ
㧔1㧕ߦߟߡߪᧄޔㇹࠠࡖࡦࡄࠬᖱႎቇⅣᧄㇱ 4 㓏ߦട߃ߡޔᎿቇㇱ㧞ภ㙚㧥㓏
ߦᄢቇ㒮↢ቶࠍ⸳ߌࠍߩ↪ޔ㈩⟎ߒߡឭଏߒߡࠆޔߚ߹ޕ㚤႐ࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅ߡ߽ޔㅢ⎇
ⓥቶߦ߅ߡ㒮↢ߩ↪ࠍឭଏߒߡࠆߪࠞ࠶ࡠޕᐕᐲೋߦᏗᦸ⠪ࠍࠅᧄޔㇹ߅ࠃ߮㚤႐ࠠ
ࡖࡦࡄࠬߢ⾉ਈߒߡࠆޕ
㧔2㧕ߦߟߡߪㆡቱቇ↢ߩᏗᦸࠍࠅޔᔅⷐߣࠄࠇߚ႐วߦߪޔㅢ੍▚ߢຠ⾼ࠍ߅ߎ
ߥߞߡࠆߦ․ޕᐕᐲߪޔᎿቇㇱ㧞ภ㙚㧥㓏ߩຠࠍᢛߒߚޕ
㧔3㧕ߦߟߡߪޔᐕߦ㧞㨪㧟࿁ޔ㒮↢ะߌߩㅪ⛊ળࠍ㐿ߒޔᖱႎߩ⋧ᵹㅢࠍߪ߆ࠆߣߣ߽ߦޔ
ᐕᐲߪߓߩᣂ↢᱑ㄫળ⇐ޔቇ↢ᙣⷫળ⇐ޔቇ↢ᣏⴕޔᐕᐲᧃߩ⻢ᕲળࠍ㐿ߒߡࠆ㧔ᣂ↢᱑
ㄫળߪᩞ↢߇⻢ޔᕲળߪᒰᐕᐲߩୃੌ↢߇ડ↹ታᣉ㧕
ޕ
㧔4㧕ߦߟߡߪޔᢎോ㑐ଥߩᖱႎߪ⸥㧔3㧕ߩ࡞࠻ߩ߶߆ޔㆡቱឝ␜᧼ޔቇോଥࡔ࡞࠾ࡘ
ࠬߢߩᖱႎ㈩ାࠍ߅ߎߥߞߡࠆޔߚ߹ޕᄢቇ㒮↢ะߌߩᅑቇ㊄ዞ⡯ቛߥߤߩᖱႎࠍޔቇോଥ
ᮮߩࠬࡍࠬߢ㑛ⷩߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ
(5) ߦߟߡߪޔฦ⒳ᅑቇ㊄ߩઃਈߦ㑐ߒߡᏗᦸ⠪ࠍࠅޔㆡቱ㗅ઃߌࠍߒߡ↳⺧ߒߡࠆޕ
⇐ቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨࡆࠬߩ⁁ߦ㑐ߒߡߪ⇐ޔቇ↢ኾ↪ߩ⓹ญߣߥࠆㇱ⟑ߪߥ߇ޔቇ↢⇐
ቇ↢ᆔຬળޔോㇱቇോଥ࠲ࡘ࠴ޔᐲ╬߇ᯏ⢻ߒߡ߅ࠅޔㇱዪߣߒߡߩ⇐ቇ↢ߩฃߪ߶
߷ᢛߞߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ2004 ᐕᐲએ㒠⇐ޟޔቇ↢ᙣ⺣ળࠍޠቇⅣߣߒߡ㐿ߒߡ߅ࠅ⇐ޔቇ↢ޔᣣ
ᧄੱቇ↢ޔᢎ⡯ຬ߇ᵹࠍ࿑ࠆ႐ࠍ߽ߞߡࠆޕ
ᰴߦ⺖㗴ߦߟߡߢࠆ߇ޔᄢቇ㒮↢ో⥸ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨࡆࠬߦ㑐ߒߡߪޔቇ㓙ᖱႎቇᐭోߣ
ߒߡࠬࡍࠬ߇ਇ⿷ߒߡࠆߎߣ߆ࠄޔᄢቇ㒮↢↪ߩࠬࡍ߽ࠬචಽߢߪߥޕീᒝ↪ߩ߿ࡠ࠶ࠞ
߽ޔᄢቇ㒮↢߭ߣࠅ߭ߣࠅߦలᒰߢ߈ߡߥߩ߇⁁ߢࠆޔߒ߆ߒޕᎿቇㇱ㧞ภ㙚㧥㓏ߦ㒮↢
ቶࠍ⸳ߌޔߚ߹ޔᖱႎቇⅣᱞࡎ࡞ቢᚑᓟߦߪ߆ߥࠅᡷༀߐࠇࠆޕ
⇐ቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨࡆࠬߩ⺖㗴ߦ㑐ߒߡߪޔᓟ⇐ޔቇ↢ᢙߪჇടߔࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆߚޔ
ኻᔕ⚵❱ࠍᢛߒ⇐ޔቇ↢ో⥸ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨࡐ࠻߫߃ޔቇᤨߩ⇐ቇ↢ะߌࠝࠛࡦ࠹
࡚ࠪࡦߩ㐿ߥߤࠍᢛߒߡߊߎߣ߇⺖㗴ߣߥࠆߦ․ޕ౻ቇᦼ߆ࠄቇߒߡߊࠆ⇐ቇ↢ߦኻߔࠆࠟ
ࠗ࠳ࡦࠬࠍട߃ࠆᔅⷐ߇ࠆઁޔߚ߹ޕㇱዪߦߪ⇐ቇ↢ଥ߅ࠃ߮⇐ቇ↢ᜂᒰߩኾછ⻠Ꮷࠍ⸳⟎ߒߡ
ࠆߣߎࠈ߽ᄙޕቇᐭ߽ߩߢ߹ࠇߎޔቇ↢⇐ቇ↢ᆔຬળޔോㇱ࠲ࡘ࠴ޔᐲ╬ߩࠨࡐ࠻ࠍ
ᒝൻߔࠆߎߣߣหᤨߦޔᜂᒰㇱዪࠍ⸳⟎ߔࠆߎߣ߽⠨߃ߡ߆ߥߊߡߪߥࠄߥߣᕁࠊࠇࠆޕ



 ᖱႎቇⅣᢎ⢒ㇱᆔຬળ
ᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣᢎ⢒ㇱߪޔᐔᚑ 16 ᐕ 4  1 ᣣߩ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߣᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߩ⚵❱⛔วߦࠃ
ࠅ␠ޔળᖱႎ⎇ⓥᚲᢎ⢒ㇱࠍᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣߦᒁ߈⛮ߛᐲߢࠆޕᢎ⢒ㇱߩᐲߪ␠ޔળᖱႎ⎇
ⓥᚲߩ೨りߢࠆᣂ⡞⎇ⓥᚲ⸳⟎㧔ᤘ 24 ᐕ 5 㧕߹ߢ㆚ࠅޔ50 ᐕߦࠊߚࠆᱧผࠍ߽ߞߡࠆޕ
⸳┙ᒰೋߩᢎ⢒ㇱߪߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔᓥߒࠃ߁ߣߔࠆ⠪ߩᜰዉ㙃ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߡߚ߇ߩߘޔ
ᓟߩ⚵❱ᡷᄌ╬ߦߣ߽ߥޔᢎ⢒ኻ⽎ߩᄢ߅ࠃ߮ࠞࠠࡘࡓౝኈߩలࠍㅙᰴⴕߞߡ߈ߚࠄߐޕ
ߦ␠ޔળᖱႎ⎇ⓥᚲᢎ⢒ㇱ߆ࠄᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣᢎ⢒ㇱ߳ߩ⒖ⴕߦࠃࠅޔᓥ᧪ߩવ⛔ࠍᒁ߈⛮ߋߣหᤨ
ߦޔᖱႎో⥸ߦ߆߆ࠊࠆᢎ⢒⎇ⓥ⚵❱ߢࠆᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߩ․⦡ࠍ〯߹߃ޔቇ㓙⊛
ߥᖱႎቇߦ㑐ᔃࠍᜬߟ⠪߽⎇ⓥ↢ߣߒߡฃߌࠇࠆߎߣߣߒߦࠇߘޔኻᔕߒߡᐔᚑ 18 ᐕᐲߦߪᄢ
ߥࠞࠠࡘࡓߩలᡷ⸓ࠍታᣉߒߚޕ
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✚ോଥ㐳㩷
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㩿✚ോଥ㐳ോ㪀

ቇോଥ㐳㩷

ળ⸘ଥ㐳㩷
ኾ㐷ຬ㩷

⎇ⓥදജଥ㐳㩷

䋨⎇ⓥදജଥ㐳ോ䋩
࿑ᦠଥ㐳

ോ㐳
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ਥᩏ

ଥ㐳

ਥછ
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⸘
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 ᢎ⢒ᵴേ
 ᴫ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᢎ⢒ߪޔᖱႎቇߦߟߡߩᢥℂ⋧ᶐㅘߩቇ㓙⊛ࠞࠠࡘࡓߣࡀ࠶࠻ࡢࠢဳߩ
ᢎຬ✬ᚑߦࠃࠆᢎ⢒ᜰዉߦᦨᄢߩ․⦡߇ࠆޕቇ㓙ᖱႎቇߣ߁ಽ㊁߇ߦߢߔޔ♽ൻߐࠇߚቇ
ߩୃᓧߣ⛮ᛚߣ߁ࠃࠅ߽ޔᓥ᧪ߩቇ♽ߩ⚵ߺ឵߃ߣᣂߒቇߩഃ↢ߣ߁ߣߎࠈߦ⋡ᮡࠍ
ᝪ߃ߥ߁ࠃߩߘޔᢎ⢒ࠍታᣉߒࠃ߁ߣ⠨߃ߡࠆ߆ࠄߢࠆޕ
ቇ㓙ᕈߩቇ⺰ߣࡀ࠶࠻ࡢࠢဳߩ⚵❱ࠍᒁ߈⛮߉ߟߟޔ2004 ᐕ 4 ߩ⚵❱⛔วߦߚߞߡޔ3 ࠦ
ࠬ߇ዉߐࠇߚୃޔߪࠇߎޕ჻⺖⒟ቇ↢ቯຬ 70 ฬߣ߁ⷙᮨߦㆡวߔࠆߚߣࡦࡊࠪࠖ࠺ޔ
ߩၮ␆ࠍ߽ߞߚቇ㓙ᕈ߳ߩᢎ⢒ലᨐߩߚߣޔ2 ߟߩℂ↱߆ࠄዉߐࠇߚ᭴ᚑߢߞߚޕߪޔ2006
ᐕ 4 ߦ✚วಽᨆᖱႎቇࠦࠬ߇⸳┙ߐࠇޔ4 ࠦࠬߣߥߞߡࠆޕ
ߎߩࠦࠬߪ⸳┙ᒰೋ߆ࠄߩቇ㓙ᕈߩ⋡ᮡߣ⍦⋫ߔࠆ߽ߩߢߪߥࠈߒޕ㜞᳓Ḱߩቇ㓙ᕈࠍ
߃ߚੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߚߦᔅⷐߥភ⟎ߢߞߚࠅޕญߢၮ␆ቇജߩࠆఝ⑲ߥቇ↢ࠍណ↪ߔࠆߚ
ߦࠦࠬߏߣߩ⹜ࠍⴕޔญߢቇജߩຠ⾰▤ℂࠍߔࠆߚߦࠦࠬߏߣߩୃੌ⹜㛎ࠍⴕ߁߆ߒޕ

ߒࠆߌ߅ߦ⹜ޔ㕙ធߢ߽⹜ੌୃޔ㛎ߩญㅀ⹜㛎ߢ߽ޔቇ㓙⊛ߥᢎຬ᭴ᚑߢߩክᩏ߇ߣࠄࠇߡ
ࠆߒߚ߹ޔቇᓟߩቇ↢ߪࡒ࠾ࡑࡓߥㆬᛯᔅୃ⑼⋡ߩ߶߆ߪోࠦࠬߦ㐿߆ࠇߡࠆᄙᢙߩ⥄↱ㆬᛯ
⑼⋡⟲߆ࠄ⥄ಽߩ⎇ⓥ⸘↹ߣ㑐ᔃߦวߞߚ⑼⋡ࠍㆬࠎߢ⥄ޔಽߩቇ⠌ࡔ࠾ࡘࠍ⚵ߺߍࠆߎߣ߇น
⢻ߣߥߞߡࠆޕ
ࠦࠬߪߊ߹ߢቇᐭቇ↢߇Ꮻዻߔࠆࠃࠅዊߐߥᨒ⚵ߺߢࠅ⎇ޔⓥ⑼ߩኾߩࠃ߁ߦߘߎߦߒ
ߡᢎຬ߇Ꮻዻߒߡࠆࠊߌߢߪߥޕᢎຬߪߊ߹ߢቇⅣߦᏫዻߒߡࠆߩߢߞߡߩߣࠬࠦޔ㑐
ࠊࠅߪߤߩࠦࠬߩቇ↢ࠍਥߣߒߡᜰዉߔࠆ߆ߣ߁ὐߢࠆࠬࠦޕߪޔቇ↢߇⥄ࠄߩቇ⊛ߥ
ࠕࠗ࠺ࡦ࠹ࠖ࠹ࠖࠍ᭴▽ߒߟߟޔหᤨߦቇ㓙ᕈ߳ߣႺߒߡߊߚߩ⥰ࠃߩࠬࡦࡃޔบࠍឭଏ
ߒࠃ߁ߣߒߡࠆߩߢࠆޕ

 ᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᬺ⑼⋡⟲ߪޔ
㧔1㧕ࠦࠬㅢᔅୃ⑼⋡ޔ
㧔2㧕ࠦࠬㆬᛯᔅୃ⑼⋡ޔ
㧔3㧕ࠦࠬ
ㅢㆬᛯ⑼⋡ߩ 3 ߟߩ⑼⋡⟲߆ࠄ᭴ᚑߐࠇߡࠆޕ
╙ 1 ߩࠦࠬㅢᔅୃ⑼⋡ߪߩࠇߙࠇߘޔቇ↢ߩᜰዉᢎຬߦࠃࠆ⎇ⓥᜰዉߩ߶߆ޔቇ㓙ᖱႎቇ
ᐭߩᄢቇ㒮↢߇ޔኾ㐷ಽ㊁ߩⷞὐ߿┙႐ߩ㆑ࠍ߃ߡޔᣣߩᖱႎቇߩ᭽ߡߟߦ࠴ࡠࡊࠕߥޘ
ߩၮ␆⍮⼂ࠍりߦߟߌߡ߽ࠄ߁ޟቇ㓙ᖱႎቇ⺰߇ޠਥゲߢࠆޔߪߦ⋡⑼ߩߎޕᖱႎቇⅣߩ߶߷ߔ
ߴߡߩၮᐙᵹേᢎຬ߇㑐ਈߒޔቇ↢ߪ e-learning ࠪࠬ࠹ࡓߢߩฃ⻠߽น⢻ߥ⚵ߺߦߥߞߡࠆޕ
หᤨߦޔቇ㓙ᖱႎቇᐭ㒮↢ߦߪୃޔ჻ 1 ᐕߢߪ㨃㨑㨎⊒ળߦ߅ߌࠆୃ჻ 1 ᐕ㑆ߩ⎇ⓥߩᚑᨐ⊒߇ޔ
ୃ჻ 2 ᐕߢߪඳ჻⺰ᢥਛ㑆⊒ળߢߩ⊒߇ߚ߹ޔඳ჻⺖⒟ߢߪᲤᐕߩඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠ࠙ࡓߢߩ⊒
߇ޔᄢቇ㒮ߢߩᔅୃࠞࠠࡘࡓߩ৻ㇱߣߒߡ⺖ߖࠄࠇߡࠆޕ
╙ 2 ߩࠦࠬㆬᛯᔅୃ⑼⋡ߪୃޔ჻⺖⒟ߩᄢቇ㒮ࠞࠠࡘࡓߣߒߡ⸳ߌࠄࠇߡࠆ⑼⋡⟲ߢޔ
ߘࠇߙࠇߩࠦࠬߦ߅ߡኾ㐷⊛ߥ⎇ⓥ⢻ജߩ࠻࠾ࡦࠣࠍߒߡߊߚߩ߽ߩߢࠆ⋡⑼ߩߎޕ
⟲ߪޔ
ޟၮ␆ ߩޠ4 නߣ⎇ޟⓥᴺ ߩޠ2 නߩ 6 න߆ࠄᚑࠅޔ
ޟၮ␆ߪޠਥߣߒߡޔฦኾ㐷ಽ㊁ߩ
ၮ␆⊛ᣇᴺ⺰ߦߟߡߩ࠻࠾ࡦࠣޔ
⎇ޟⓥᴺߡߒߦ߁ࠃߩߘޔߪޠ⠌ᓧߒߚኾ㐷⊛ᣇᴺ⺰ࠍ↢߆ߒ
ߚታ⠌㧔⺞ᩏޔޔታ㛎ޔ╷┙᩺ߥߤ㧕߇ಽ㊁ߦᔕߓߚ߿ࠅᣇߢታᣉߐࠇߡࠆࠦߩࠇߙࠇߘޕ
ࠬߩ㒮↢ߦߣߞߡࠍࠡ࡞ࡀ߽ࠛᦨߦ⊛⥸৻ޔഀ߆ߥߊߡߪߥࠄߥ⑼⋡⟲ߢࠅߩߣߏࠬࠦޔ
․ᓽ߇ᦨ߽⍎ߦ␜ߐࠇࠆࠞࠠࡘࡓ✬ᚑߦߥߞߡࠆޕ
╙ 3 ߩㅢㆬᛯ⑼⋡⟲ߪޔቇᐭࠍᜂᒰߒߡࠆߘࠇߙࠇߩᢎຬ߇㐿⻠ߔࠆᄢቇ㒮ᬺ⑼⋡ߢࠅޔ
ᒻᑼߣߒߡߪ৻⥸⊛ߥᄢቇ㒮ߩࡒ⑼⋡ߣᄌࠊࠄߥޕૉߒޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߩㅢㆬᛯ⑼⋡ߩᄢ߈ߥ
․ᓽߪޟ߽ࠇߕޔᖱႎࠍޠࠕࠖ࠺ࡔޟ߿ޠਛᔃ⊛ߥኻ⽎ߣߒߥ߇ࠄ߽ޔᖱႎ⑼ቇ߆ࠄࠫࡖ࠽࠭
ࡓ⺰߹ߢߩᐢኾ㐷ኅ߇㓸߹ߞߡࠆߎߣߦࠃࠆᮮᢿᕈߦࠆߩߢߎߎޔߜࠊߥߔޕㅢㆬᛯ⑼⋡
ߦߪ⥄ޔᏆ⚵❱ᖱႎࠕࠫࠕޔᖱႎ╷⇣ޔᢥൻࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦޔቇ⠌ⅣႺ࠺ࠩࠗࡦޔᖱႎⴕേޔ
ᤋᢥൻޔࠕࠖ࠺ࡔޔᖱႎ⸥ภޔᖱႎ୶ℂ⥄ޔὼ⸒⺆ಣℂޔᖱႎᴺࡑࡘࡅޔࡓ࠭࠽ࡖࠫޔ
ࡦࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬޔᢙℂ⸒⺆ޔࠣࡦࠖ࠹ࡘࡇࡦࠦࠬ࠲ࠠࡆ࡙ޔ⍮ⷡᖱႎ⚻ࠢࡢ࠻࠶ࡀޔᷣޔᱧผ
ᖱႎޔࡓ࠹ࠬࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔᖱႎㅧᒻⷡⷞޔᖱႎಣℂޔක≮ᖱႎޔりᖱႎ⍮ޔᖱႎ࠺
࠲ࡌࠬߥߤߡࠊ߈ޔᄙ᭽ߥಽ㊁߇߹ࠇߡࠆޔߪ⋡⑼ߩࠄࠇߎޕቇ㓙ᖱႎቇᐭߩࠞࠠࡘ

ࡓ✬ᚑߦ߅ߡߪޔԘᖱႎ⸒⺆ⴕേ♽⑼⋡ޔԙ␠ળᐲ♽⑼⋡ޔԚࡔ࠺ࠖࠕᢥൻ♽⑼⋡ޔԛ
࠹ࠪ♽⑼⋡ޔԜᢙℂࠪࠬ࠹ࡓ♽⑼⋡ߩ 5 ߟߩ㗔ၞߦಽߌࠄࠇߡࠆޕ

 ࠞࠠࡘࡓᡰេ
ᄢቇ㒮ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔ⸥ߩࠞࠠࡘࡓࠍᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩၮゲߦᝪ߃ߥ߇ࠄޔએਅߩࠃ߁ߥᢎ
⢒ߩᡰេࠍ⚵❱ߒޔㆇ༡ߒߡࠆޕ

 ਥᜰዉᢎຬᜰዉᢎຬߩ㈩⟎
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᜰዉᢎຬߩ⎇ⓥᜰዉߦട߃ޔᜰዉᢎຬߦࠃࠆ㕙߆ࠄߩ⎇ⓥᜰዉߣ߁
ⶄ⌒⊛ߥᜰዉࠍᢛ߃ߡࠆޕᖱႎߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߪޔኾ㐷⊛ߢࠆߣหᤨߦቇ㓙⊛ߥᕈᩰࠍ߽ߟߚ
ޔᣢሽߩන৻ߩቇಽ㊁ߩ⍮⼂ߛߌߢߪㆡಾߦኻᔕߢ߈ߥߎߣ߇ᄙޕቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᣢሽ
ಽ㊁ߩኾ㐷⊛ߥ⍮⼂߿ᣇᴺࠍචಽߦりߦߟߌߟߟߡߌߟ߮⚿ߦ⊛⌒ⶄࠍࠄࠇߘޔᣂߒᖱႎ⎇ⓥߦ
⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ࠍലᨐ⊛ߦ⢒ߡࠆߚߦޔᓥ᧪ߩᜰዉᢎຬߦࠃࠆᜰዉߛߌߢߥߊޔᜰዉᢎຬࠍട߃ߚ
ᜰዉࠍណ↪ߒߡࠆߩߎޕߪߩࠇߙࠇߘ߽ߢ߹ࠇߎޔ㒮↢ߩⷞ㊁ࠍᐢߊߒࠅࠃޔᨵエߥቇ
⊛ዷ㐿ࠍน⢻ߦߔࠆὐߢߥ⋉ޔലᨐࠍߍߡ߈ߚޕ

 ୃ჻ඳ჻ ⎇ⓥ⸘↹ᦠߩᚑ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᄢቇ㒮↢ߪୃޔ჻ 1 ᐕ߮ඳ჻ 2 ᐕߩᲑ㓏ߢ⥄ޔಽߩ⎇ⓥ⸘↹ᦠࠍᚑߒߡቇᐭߦ
ឭߔࠆୃߜ߁ߩߎޕ჻ 1 ᐕߩᲑ㓏ߢߩ⎇ⓥ⸘↹ᦠߪୃޔ჻⺰ᢥߦะߌߡߩኻ⽎⸳ቯ⎇ߩߘࠃ߅߅ޔ
ⓥⷞⷺࠍ␜ߔⷐ⊛ߥ߽ߩߢࠅޔឭߐࠇߚ⸘↹ᦠߪୃޔ჻ 1 ᐕ↢ోຬ߇߅ߩ⎇ⓥ࠹ࡑߦߟ
ߡߩ⼂ࠍߔࠆߚߩౠሶߦ߹ߣࠄࠇࠆޕඳ჻ 2 ᐕߢߩ⎇ⓥ⸘↹ᦠߪߩߘޔቇ↢߇ඳ჻⺰ᢥ
ࠍၫ╩ߒߡߊߚߩ╙৻ᱠߣߥࠆޕ

 ࠙ࠚࡉ⊒
࠙ࠚࡉ⊒ߪޔቇ㓙ᖱႎቇᐭୃ჻ 1 ᐕ↢߇ߩߘޔᐕᐲߩᧃ߆ࠄ⠉ᐕᐲೋߦ߆ߌߡ⚂ߩߢ߹ࠇߘޔ
1 ᐕ㑆ߦㅴߡ߈ߚቇ⠌߿⎇ⓥߩᚑᨐࠍ߹ߣ ⚂ޔ1 ᐕᓟߦឭߔࠆୃ჻⺰ᢥߩ᭴ᗐ߿ㅴ⁁ᴫߦߟ
ߡ⊒ߔࠆ߽ߩߢࠆޔߪ⊒ߩߎޕቇ㓙ᖱႎቇᐭߦᚲዻߔࠆᢎຬߣቇ↢ߦኻߒߡⴕࠊࠇࠆ߽ߩߢޔ
ฦ⥄߇⎇ⓥߩౝኈ⸘↹ࠍ࠙ࠚࡉࡍࠫߦ߹ߣߡቇᐭࠨࡃߦឝタߔࠆࠝࡦࠗࡦ⊒ળߣࠇߘޔ
ࠍ〯߹߃ߡࡐࠬ࠲⊒ᒻᑼߢⴕ߁ࠝࡈࠗࡦ⊒ળ߆ࠄᚑࠆޕ
ࠝࡦࠗࡦ⊒ળߪᐕᐲᧃ߆ࠄ⚂ 2 ㅳ㑆⛯ߊ߇⊒ޔ⠪ߪ 1 ㅳ㑆ߩ㑆ߦ⥄ಽએᄖߩ⊒ࠍ㑛ⷩߒޔ
ࠕࠗ࠺ࠖࠕߩ㕙⊕ߐᢾᣂߐޔㅴᐲวⷰߩ╬ߐ⦟ߩࡦ࡚ࠪ࠹ࡦࡊޔὐ߆ࠄ⦟ߣᕁ߁߽ߩ
ߦᛩߔࠆ⋧⹏ଔࠍⴕޔฦ㗄⋡ߩߩ⊒ߪߐࠇࠆޕ
ࠝࡈࠗࡦ⊒ળߪᣂᐕᐲߦߞߡ߆ࠄ 1 ᣣࠍᢙ࠶࡚ࠪࡦߦಽߌߡⴕࠊࠇޔᢎຬ߿ቇ↢ߩઁޔ
⊒⠪߽⥄ಽߩ⊒ߩߥ࠶࡚ࠪࡦߢߪ⡞߈ᓎߦ࿁ࠅࠍ࠻ࠪ࠻ࡦࡔࠦޔឭߔࠆޕ
⊒⠪ߪߥ߁ࠃߩߎޔਛ㑆✚ߣ⋧⹏ଔߩࡊࡠࠬࠍ⚻ࠆߎߣߢୃޔ჻⺰ᢥߦะߌߚᱷࠅ 1 ᐕ㑆
ߩ⎇ⓥࠍࠃࠅ৻ጀలታߐߖࠆߚߩᚻ߇߆ࠅࠍᓧࠆߎߣߣߥࠆޔߚ߹ޕቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᣂ↢߽ࠝࡦ

ࠗࡦ⊒ࠍ㑛ⷩߒ⊒ࡦࠗࡈࠝޔળߩ⡞߈ᓎߣߥࠆߎߣߢޔቇᐭߦ߅ߌࠆ⎇ⓥߩౝኈ߿ୃ჻⺰ᢥ
ߦะߌߚࡊࡠࠬߦߟߡౕ⊛ߥࠗࡔࠫࠍߟ߆ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

 ୃ჻⺰ᢥਛ㑆⊒ળ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᄙߊߩୃ჻ 2 ᐕߩቇ↢߇ୃ჻⺰ᢥၫ╩ߦᧄᩰ⊛ߦขࠅ߆߆ࠆ 7 ᣨߦୃ჻⺰
ᢥਛ㑆⊒ળࠍ㐿ߒߡࠆ⊒ߩߎޕળߢߪߩߘޔᐕᐲߦୃ჻⺰ᢥࠍឭߔࠆߔߴߡߩቇ↢߇⥄ಽ
ߩ⎇ⓥߩㅴ⁁ᴫࠍ⊒ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣߦߥߞߡ߅ࠅޔᜰዉᢎຬ߿ᜰዉᢎຬߛߌߢߥߊޔ
㑐ㅪಽ㊁ߩᢎຬ߿ઁߩቇᐭߩᄢቇ㒮↢߇⊒ળߦෳടߔࠆޕᢎോᆔຬળߪߩࠇߙࠇߘޔᢎຬߩࠬࠤࠫ
ࡘ࡞ࠍ⺞ᢛߒߡޔ70 ฬߦ߱⊒⠪ߩోߩㅴⴕࠍᚑߒޔਛ㑆⊒ળోࠍ⚵❱ߔࠆ⊒ߩߎޕ
ળߦߪޔቇᐭߩ㒮↢ߪ⺕ߢ߽ෳടߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢୃޔ჻ 1 ᐕߩ㒮↢ߚߜߦߣߞߡߪޔవヘߚ
ߜ߇ߤߩࠃ߁ߥ⎇ⓥࠍㅴߡࠆߩ߆ߦߟߡᐢߊ⍮ࠆ⾆㊀ߥᯏળߣߥߞߡࠆޕ

 ඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠ࠙ࡓ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔඳ჻⺖⒟ߦ☋ߒߡࠆቇ↢ࠍኻ⽎ߦޔᲤᐕ 11 ᣨߦඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠ࠙ࡓ
ࠍ㐿ߒߡࠆޔߪߢࡓ࠙ࠠࡠࠦߩߎޕඳ჻⺖⒟ 3 ᐕ߹ߢߦ☋ߒߡࠆߔߴߡߩቇ↢߇ޔඳ჻⺰ᢥ
ၫ╩ߦะߌߡߩ⎇ⓥߩㅴ⁁ᴫࠍ⊒ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕᢎോᆔຬળߪߩࠇߙࠇߘޔᢎຬߩࠬࠤࠫ
ࡘ࡞ࠍ⺞ᢛߒߡޔ70 ฬߦ߱⊒⠪ߩోߩㅴⴕࠍᚑߒޔඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠ࠙ࡓోࠍ⚵❱ߔࠆޕ
ߎߩࠦࡠࠠ࠙ࡓߦߪޔቇᐭߩ㒮↢ߪ⺕ߢ߽ෳടߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢޔඳ჻⺖⒟ߩቇ↢ߚߜߦߣߞߡ
ߪߩઁޔቇ↢ߚߜ߇ߤߩࠃ߁ߥ⎇ⓥࠍㅴߡࠆߩ߆ߦߟߡᐢߊ⍮ࠆ⾆㊀ߥᯏળߣߥߞߡࠆޕ

 'NGCTPKPIᬺ㧔KKKQPNKPG㧕
㪉㪅㪊㪅㪍㪅㪈㩷㫀㫀㫀㩷㫆㫅㫃㫀㫅㪼 䈱⋡ᮡ㩷
iii online ߪ 2002 ᐕ 4 ߦᆎ߹ߞߚቇ㓙ᖱႎቇᐭߩ e ࠾ࡦࠣࠨࠗ࠻ߢࠆޕiii online ߪޔቇㇱ
⎇ⓥ⑼ࡌ࡞ߢߪ᧲੩ᄢቇೋߩ e ࠾ࡦࠣࠨࡆࠬߢࠆޕ
iii online ߪ 3 ߟߩ⋡ᮡࠍ߆߆ߍߡࠬ࠲࠻ߒߚ␠ޕળੱᄢቇ㒮↢ߩቇ⠌ᯏળߩ⏕ᄢቇ㒮ߩᖱႎ
㐿ቇ⠌ㆊ⒟ߩㅘൻߣᡷༀߢࠆ ߩߜ߁ߩߘޕ2 ߟߩ⋡ᮡߦߟߡߪޔᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
1㧕␠ળੱᄢቇ㒮↢ߩቇ⠌ᯏળߩ⏕
e ࠾ࡦࠣࠍᆎߚᦨᄢߩℂ↱߇␠ޔળੱᄢቇ㒮↢ߩቇ⠌ᯏળߩ⏕ߢࠆޕ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߪ⁛┙ᄢቇ㒮ߢࠆߚߦޔᄙ⒳ᄙ᭽ߥቇ↢߇㓸߹ߞߡࠆޕ2003 ᐕᐲ߹ߢߪޔታ〣
ᖱႎቇࠦࠬߣ߁␠ળੱቇ↢ࠍ࠲ࠥ࠶࠻ߣߒߚࠦࠬ߇⸳ߌࠄࠇߡ߅ࠅ㧔ߪ␠ޔળੱ․ㆬ
ᛮᨒߦᄌᦝ㧕
ࡒࠦࠬࡑޔ㑐ଥ⠪߿ࠪࠬ࠹ࡓࠛࡦࠫ࠾ࠕߥߤޔቇ↢ߩ 2 ഀ߆ࠄ 3 ഀ߇␠ળੱߣ߁⁁ᴫ
ߢߞߚޕ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߦቇߔࠆ␠ળੱߪޔ㌁ⴕ߿ㅧᬺߦߟߣߡࠆ৻⥸⊛ߥ␠ળੱߦᲧߴޔᲧセ⊛ᤨ
㑆ߦ⥄↱߇߈ߊઍࠊࠅߦޔᔔߒߊߥࠆᤨᦼߣߘ߁ߢߥᤨᦼ߇ߦ߿ߞߡߊࠆޔ߫߃ߣߚޕᐢ๔ઍ
ℂᐫߦൕߡࠆ႐วߩ࡞ࡖࠪࡑࠦޔᓇߥߤߢ 1 ࡩ㑆ߪ߇ㆊኒࠬࠤࠫࡘ࡞ߢࠆ߇ޔ
ડ↹Ბ㓏ߢߪߘࠇ߶ߤᤨ㑆ߦ⚂߇ߥߣ߁⁁ᘒߢࠆޕ

ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߢߪߦ⟵⻠ޔᲤ࿁Ꮸߔࠆߎߣߪ㔍ߒߊߥࠆޕiii online ߇ᆎ߹ࠆ೨ߪޔᏨߒߥߌ
ࠇ߫⥄േ⊛ߦᰳᏨߦߥࠅߩ⟵⻠ߊోޔᖱႎ߇ᚻߦࠄߥ⁁ᘒߢߞߚޕ2 ࿁ޔ3 ࿁ߣᰳᏨ߇⛯ߌ߫ޔ
ᒰὼ⻠⟵ߩℂ⸃ߦᓇ㗀߇ࠇߡߊࠆߩߢޔᢎ⢒᳓Ḱߩ⏕ޔᄢ߈ߥ㗴ߣߥߞߡߚޕ
ㅢᏱ␠ળੱะߌߩᄢቇ㒮ߢߪᬺࠍᄛ㑆ߦ㐿⻠ߔࠆߎߣߦࠃߞߡߩߎޔ㗴ࠍ⸃ߒߡࠆ߆ߒޕ
ߒߩࡓࠗ࠲࡞ࡈޔቇ↢ߪᤤ㑆ߦᬺ߇㐿⻠ߐࠇࠆߎߣࠍᦸࠎߢ߅ࠅޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߢᬺࠍᄛ㑆ߦᜬ
ߞߡߊࠆߎߣߪޔ㕖ታ⊛ߛߞߚޕ
ߘߎߢޔᢎോᆔຬળߢߦߢߚߩ߇ޔᬺࠍᓇߒߡࠝࡦ࠺ࡑࡦ࠼㈩ାߔࠆߣ߁ߩ iii online
ߩࡊࡦߢࠆޕ
2㧕ᄢቇ㒮ߩᖱႎ㐿
ᖱႎቇⅣߢߪ᭽⎇ߥޘⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍㅢߓߡᄢቇߣ␠ળߩㅪ៤ࠍታߒߡ߈ߡࠆࠕࠖ࠺ࡔޕ
ቇ߮ߣ࠹ࠪߦ㑐ߔࠆ MELL ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޔᣣᧄ⑼ቇᧂ᧪㙚ߣߩㅪ៤ޔᄢ↸ߩၞᵴᕈൻ
ߥߤ߇ߘߩઍ⊛ߥߢࠆ߿࠴ࡠࡊࠕޔߪߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩࠄࠇߎޕ㗔ၞߪ㆑ߞߡ߽ޔᄢቇߩ
⍮ࠍ㐿ߔࠆߛߌߢߪߥߊ␠ޔળߩਛߢౣቯ⟵ߒᄢቇߣ␠ળߩᣂߒ㑐ଥࠍ▽߈ߍߡߊߣ߁
㕙ࠍㅢߒߡᜬߞߡࠆޕ
iii online ߪޔቇ⠌ࠨࡆࠬߩឭଏߢࠆߣߣ߽ߦ␠ߚߒ߁ߎޔળㅪ៤ဳ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ৻⒳ߢ
߽ࠆޕiii online ߇ᄢቇ㒮↢ะߌߩ㐽ߓߚቇ⠌ࠨࡆࠬߢߪߥߊޔน⢻ߥ㒢ࠅ৻⥸㐿ߔࠆߣ߁ᣇ
㊎ߦߥߞߚߩߪޔᖱႎቇⅣ߇ᜬߞߡࠆߎߩࠃ߁ߥᄢቇߣ␠ળߦኻߔࠆၮᧄ⊛ߥࠬ࠲ࡦࠬ߇ᤋߒߡ
ࠆ߆ࠄߢࠆޕ

㪉㪅㪊㪅㪍㪅㪉㩷㫀㫀㫀㩷㫆㫅㫃㫀㫅㪼 䈱ⷐ㩷
ߐߡ ߩߎޔ3 ߟߩ⋡ᮡࠍ߽ߣߦ⸳⸘ߐࠇߚ iii online ߩⷐࠍ⺑ߒࠃ߁ޕiii online ߩࠪࠬ࠹ࡓߪ
ࡔ࠺ࠖࠕᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߩ࠴ࡓ߇㐿⊒ߒߚ߽ߩߢࠅޔᓟߦ eXcampus ߣ߁ࠝࡊࡦ࠰ࠬ㧔⺕
ߢ߽ήᢱߢ⥄↱ߦᡷᄌߒߡ߃ࠆ㧕࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߦߥߞߚ߽ߩߢࠆ(ޕhttp://www.excampus.org)
iii online ߪޔᄢ߈ߊࠥࠬ࠻ะߌߩࠨࡆࠬߣޔቇ↢ะߌߩࠨࡆࠬߦಽߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ࠥࠬ࠻ะߌࠨࡆࠬ


࿑ 㧦KKKQPNKPG ࠥࠬ࠻ะߌߩ↹㕙

ࠥࠬ࠻ะߌߩ↹㕙ߪޔ㕍⦡ࠍࡌࠬߦ࠺ࠩࠗࡦߐࠇߡ߅ࠅ↹ߩߎޔ㕙ߢߪ⊓㍳ߥߒߢᬺࠍ㑛ⷩߔࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆޕ
ࡆ࠺ࠝߩࠕࠗࠦࡦࠍߔߣ ߘࠃ߅ޔ15 ಽ×6 ߟߦࠞ࠶࠻ߐࠇߚᬺߩᤋࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ࠻ࠬޕ
ࡒࡦࠣߪ Real ᒻᑼ 300kbps ࠛࡦࠦ࠺ࠖࡦࠣߢⴕߞߡࠆޕReal ᒻᑼࠍㆬࠎߛߩߪޔ↪⠪
ߣߒߡ Windows ࡙ࠩޔMac ࡙ࠩޔLinux ࡙ࠩ߇ᷙߒߡࠆ߆ࠄߢࠅ࠺ࠦࡦࠛޔ
ࠖࡦࠣ࠻ߪߢ࠼ࡦࡃ࠼ࡠࡉޔචಽࠬࡇ࠼߇ߢߥ႐วߢ߽ኻᔕߢ߈ࠆߣ߁ⷰὐ߆ࠄ⸳ቯߒ
ߡࠆޕ
15 ಽߦࠞ࠶࠻ߒߚߩߪޔ90 ಽߩᤋࠍ৻᳇ߦࠆߩߪᄢᄌߛ߆ࠄߢࠆޕ↪⠪ࠕࡦࠤ࠻߆ࠄ߽ޔ
ᦺ 30 ಽޔળ␠ߩભᙑᤨ㑆ߦ 30 ಽޔᄛᏫߞߡ߆ࠄ 30 ಽࠆߣⴕߞߚࠃ߁ߥಽഀⷞ⡬߇ᣣᏱ⊛ߦⴕࠊ
ࠇߡࠆߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߡࠆޕ
ࡆ࠺ࠝߪ࠻ࡦࠗࡐࡢࡄޔㅪേဳߢߪߥߊߢࡔࠞޔᓇߒߚ߽ߩࠍߘߩ߹߹ᵹߒߡࠆޕℂ↱ߪࡄ
ࡢࡐࠗࡦ࠻ࠍ߁ᬺࠬ࠲ࠗ࡞ࠍᢎຬߦߒߟߌࠆߩߪ⦟ߊߥߣ್ᢿߒߚ߆ࠄߢࠆޕOHP ࠍ
߁ੱ߽ࠇ߫ߩ࠼ࡏ࠻ࠗࡢࡎޔᣇ߇ࠗࡦ࠲ࠢ࠹ࠖࡉߦߢ߈ࠆߣ߁ᢎຬ߽ࠆ߁߁ߘޕᄙ᭽
ߥᬺࠬ࠲ࠗ࡞ࠍߥߌࠇ߫ޔe ࠾ࡦࠣࠍዉߔࠆߣߡߞ߃߆ޔᬺ߇߿ࠅߦߊߊߥࠆߣ߁
ߎߣߦߥࠅ߆ߨߥޕᣣᏱ⊛ߦ e ࠾ࡦࠣࠍዷ㐿ߔࠆ႐วߦߪޔ
ޟe ࠾ࡦࠣߛ߆ࠄߚߞߣޠ
⚂᧦ઙࠍᷫࠄߔߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ
࠺࠲ߩࠕࠗࠦࡦࠍߔߣޔᬺߩ⾗ᢱࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ⾗ޕᢱߪߔߴߡ PDF ࡈࠔࠗ࡞ᒻᑼߦߒ
ߡࠆ߽ࠇߎޕ೨ㅀߩㅢࠅ࡙ࠩ߇ᄙ᭽ߥⅣႺߦࠆߚߢࠆޕ
ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߢߪޔታ㓙ߦ↪ߔࠆߣ߈ߦߪ ߩߎޔPDF ࡈࠔࠗ࡞ࠍශߒߡߒߣ࠻ࡁࠍࠇߘޔ

使いながら授業を聞いている。
配信年
2002

2003

2004

2005

講義名

授業者

自然言語処理論

辻井 潤一

コミュニケーション・システム

原島 博

メディア表現論

水越伸

情報政策論

浜田純一

学際情報学概論

各教官

情報リテラシー論

山内 祐平

情報記号論

石田 英敬

情報進化論

佐倉 統

シミュレーション・システム

荒川 忠一

学際情報学概論

各教官

文化・人間情報学基礎

水越伸・山内祐平

医療福祉情報学

山本 隆一

社会情報システム

松浦幹太

学際情報学概論

各教官

ネットワーク経済論 II

田中秀幸

学際理数情報学概論 VI

鈴木高宏

表 2-3-1：iii online で閲覧可能な授業の一覧
ゲスト向けサービスでは、著作権処理ができていないもの、学生の発表など授業に影響がでると考
えられるもの、教員が公開しない方がよいと判断したものをのぞいてすべての授業映像を見ることが
できる。

ቇ↢ะߌࠨࡆࠬ


࿑ 㧦KKKQPNKPG ቇ↢ะߌߩ↹㕙
iii online ߩቇ↢ะߌࠨࡆࠬߪ⊓ޕࠆߡࠇߐࡦࠗࠩ࠺ߡߒߣࠬࡌࠍ⦡⿒ޔ㍳ߒߚ࡙ࠩID
ߣࡄࠬࡢ࠼ࠍࠇࠆߎߣߦࠃߞߡࠍࠬࡆࠨߩߎޔ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ቇ↢ะߌࠨࡆࠬߪ࠻ࠬࠥޔะߌࠨࡆࠬߩߔߴߡߩᯏ⢻ߦട߃ޔቇ↢ะߌߛߌߦ㐿ߐࠇࠆᬺ
߿⾗ᢱߩᖱႎߣឝ␜᧼ࠨࡆࠬࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ឝ␜᧼ߪޔᬺߦࠃߞߡߐ߹ߑ߹ߥᣇᴺߢ↪ߐࠇߡࠆ߇ޔ࿑ 2 ߦ␜ߒߚߩߪޔ2004 ᐕᄐቇᦼ
ߦⴕࠊࠇߚᢥൻੱ㑆ᖱႎቇၮ␆ߣ߁Ṷ⠌ᒻᑼߩᬺߢ↪ߐࠇߚߢࠆߩߎޕᬺߪࡘࡒࠦޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߣᢎ⢒㗔ၞߩฎౖ⊛⎇ⓥ⠪ 6 ฬߦ㑐ߔࠆᢥ₂⾼⺒ߩᬺߢࠅޔ1 ㅳ⋡ߦᜂᒰߩࠣ࡞
ࡊ߇⊒ࠍⴕࠍࠇߘޔฃߌߡޔᱷࠅߩࠣ࡞ࡊ߇ࠝࡦࠗࡦߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍߒߥ߇ࠄߘޔ
ߩ⎇ⓥ⠪ߦ㑐ߔࠆ⇼ࠍជࠅਅߍߡ߈ߩߘޔᚑᨐࠍ 2 ㅳ⋡ߦ⊒ߔࠆߣ߁ࠨࠗࠢ࡞ߢ᭴ᚑߐࠇߡ
ࠆޕ
ቇ↢ߪၮᧄ⊛ߦ e ࠾ࡦࠣߣㅢᏱߩᬺࠍᅢ߈ߦ⚵ߺวࠊߖߡ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߩㇺ
วߢ߶ߣࠎߤో࿁ e ࠾ࡦࠣߢฃ⻠ߔࠆቇ↢߽ࠇ߫ޔ2ޔ3 ࿁ߛߌ e ࠾ࡦࠣߢฃ⻠ߔࠆቇ↢߽
ࠆޕ

㪉㪅㪊㪅㪍㪅㪊㩷㫀㫀㫀㩷㫆㫅㫃㫀㫅㪼 䈱⹏ଔ㩷
↪േะࠍ⏕ߔࠆߚߦޔ2002 ᐕᄐቇᦼᬺ⚳ੌᓟߦ㧘iii online ߦ↪⠪⊓㍳ߒߚోቇ↢㧔ᄢ
ቇ㒮↢㧕 130 ฬߦኻߒߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕല࿁╵ᢙߪ 62㧔ല࿁╵₸ 47.7%㧕ߢߞ
ߚ␠ߜ߁ߩߎޕળੱቇ↢ߩ࿁╵⠪ߪ 16 ฬ㧔ല࿁╵ᢙߦභࠆഀว 25.8%㧕ߢࠆޕ


࿑ 㧦KKKQPNKPG ߩࡔ࠶࠻
iii online ߩࡔ࠶࠻ߪᤨޟ㑆⊛᜔᧤߆ࠄߩ⸃ޠ㧘
ޟജ⊛ߦᭉߢࠆߎߣޠ㧘ߘߒߡޟല₸ߩࠃ
ቇ⠌␠ޕࠆߢޠળੱቇ↢ߦߣߊߦߎߩะ߇ᒝߊߺࠄࠇߚߎߣ߇․ᓽ⊛ߢࠆ ߦ․ޕe-learning ߢ
ฃ⻠ߒߡߺߚߣ߁✚ว⹏ଔ㗄⋡ߢߪޔ5 Ბ㓏ࠬࠤ࡞ߢ 4.64 ߣ߁ᅢᚑ❣ࠍࡑࠢߒߡࠆޕ
ߎߩ⺞ᩏ߆ࠄޔiii online ߇ᒰᚲߩ⋡⊛ߣߒߡߚ␠ޟળੱᄢቇ㒮↢ߩቇ⠌ᯏળ⋡߁ߣޠᮡߪ߶߷
㆐ᚑߢ߈ߡࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
iii online ߪ 2002 ᐕ 4 ߦㆇ↪ࠍ㐿ᆎߒߚ߇ ߷߶ޔ1 ᐕߚߞߚ 2  20 ᣣߢޔⒿታ❣ࠍ㓸⸘
ߒߚ߽ߩ߇એਅߩߢࠆޕ

ࡅ࠶࠻ᢙ

 ਁࡅ࠶࠻

↪⠪ᢙ

ߩߴ  ੱ

ᤋ㈩ାᤨ㑆

 ᤨ㑆

ቇᄖ߆ࠄߩࠕࠢࠬ₸



 㧦 ᐕᐲߩⒿታ❣

ࠨࡃߩࠕࠢࠬࡠࠣߣޔหᤨᦼߦ߅ߎߥߞߚᄖㇱ߆ࠄߩ↪⠪߳ߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍᾖࠄߒวࠊߖ
ࠆߣ⥝ޔᷓߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߡ߈ߚޕᬺߦࠃߞߡੱ᳇ਇੱ᳇߇ࠆߩߛ߇ޔฦᬺߦᢙ⊖
ੱߩᄖㇱ↪⠪߇ߟߡ߅ࠅޔᢙߣߒߡߪޔ1㧕40 ઍߩ␠ળੱ↵ᕈ 2㧕30 ઍሶ⢒ߡਛߩਥᇚ 3㧕ฃ
㛎ࠍ⠨߃ߡࠆᄢቇ㒮↢੍ァ ߇ࡌࠬ࠻ 3 ߦߥߞߚޔࠄ߆ߣߎߩߎޕiii online ߪޔᣂߒࠝࡦࠗ
ࡦࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍ㐿ᜏߔࠆߎߣߦᚑഞߒߚߣ߃ࠆߛࠈ߁ޕᄢቇ㒮ߩᖱႎ㐿ߣߒߡߪ৻ቯߩᚑᨐࠍ
⏕ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ

 ࠰࠙࡞ᄢቇᄢቇ㒮ߣߩᄢቇ㒮࿖㓙หṶ⠌ᬺ
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᄢቇ㒮ᬺߩ৻Ⅳߣߒߡ࡞࠙࠰ޔᄢቇߣߩ㑆ߢࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻࿁✢ߣࡆ࠺ࠝળ
⼏ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߚᣣ㖧࿖㓙දหṶ⠌ᬺ㧙East Asia Media Study ࠍታᣉߒߡࠆࠇߎޔߪࠇߎޕ
߹ߢߩ᧲੩ᄢቇ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߣ࠰࠙࡞ᄢቇ⸒⺰ᖱႎ⎇ⓥᚲߣߩ㐳ᐕߩቇⴚᵹࠍၮ␆ߦޔᣇߩળ
႐ࠍࡆ࠺ࠝળ⼏ࠪࠬ࠹ࡓߢߟߥ߉ޔਔᄢቇߩᢎຬޔᄢቇ㒮↢߇ޔᲤㅳޔႺ⊛ߦ⼏⺰ࠍ㊀ߨࠆᬺࠍ
ߒߡߎ߁ߣ߁⹜ߺߢޔ8 ㅳ㑆߆ࠄ 11 ㅳ㑆ߦࠊߚࠅ⛮⛯⊛ߦᬺࠍⴕߞߡ߈ߡࠆޔߚ߹ޕᬺߩ
߁ߜߩ 1 ࿁ߪޔᲤᐕ㐿ߐࠇࠆ࠰࠙࡞ᄢ㧙᧲ᄢวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦធ⛯ߔࠆᒻߢ࡞࠙࠰ޔᄢቇߢࡒ
↢߇৻ၴߦળߒޔวหᬺ߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ
ᬺߩㅴᣇߣߒߡߪޔਔᄢቇࠍࡆ࠺ࠝળ⼏ߢߟߥ߉ޔᲤ࿁ߩࠇߙࠇߘޔᄢቇ߆ࠄ⻠Ꮷ߇ႎ๔ࠍߒޔ
㒮↢߇ෳടߒߚ⸛⺰ߢㅴⴕߐߖߡࠆޕේೣߣߒߡ⧷⺆ߩᢎ᧚ࠍ߁߇ޔ⺆⧷ߪ⟵⻠ޔᣣᧄ⺆ޔ㖧࿖
⺆ߢⴕࠊࠇࠆޕᜂᒰ⻠Ꮷ߿ᄢቇ㒮↢ߚߜߩ⊒ࠍㅢߓߡޔᣣᧄߣ㖧࿖߆ࠄߚ᧲ࠕࠫࠕߩࡔ࠺ࠖࠕߣ
ᢥൻޔᴦ␠ޔળߩᄌൻߩኻߔࠆ⼂ࠍޕࠆߡߒ⺰⸛ޔ
ೋᐕᐲߩᐔᚑ 17 ᐕᐲߪޔᖱႎቇⅣᧄ㙚 6 㓏ታ㛎ቶࠍߩࠕࠫࠕ᧲ޔ᭴ㅧᄌേߩਛߢⴕࠊࠇࠆᣣ
ᧄޔ㖧࿖ߩࡔ࠺ࠖࠕߣᢥൻᴦߩᄌൻߦኻߒߡℂ⺰⊛ޔታ⸽⊛ߦត᳞ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡޔᣇߩ
ᄢቇߩᢎຬߩ⻠⟵ࠍਛᔃߦᬺࠍⴕߞߚߦ߁ࠃߩߤ߇ޘੱߩࠕࠫࠕ᧲ޕ㐽㎮⊛ߥ᳃ᣖਥ⟵߆ࠄᛮߌ
ߒ⥄ޔᏆਛᔃ⊛ߥℂ⸃ࠍ߃ߡੱ㑆ࠄߒ␠ળหࠍ⋡ᜰߒߡㅪᏪߢ߈ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ࠺ࡔޔ
ࠖࠕߣᢥൻᴦߩᱧผ⊛߅ࠃ߮ᤨ⊛ⷰὐ߆ࠄቇ߮ޔត᳞ߒߚޕ
ᐔᚑ 18 ᐕᐲߪޔᎿቇㇱ 2 ภ㙚 9 㓏ߩᢎቶࠍ↪ߒࠝ࠺ࡆޔળ⼏ࠪࠬ࠹ࡓߩᕈ⢻߽ะߒߡฦ࿁ᡰ
㓚ߥߊᬺㆇ༡ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޔߚ߹ޕᬺኾ↪ߩ BBS ࠍ⸳ߌࠆߎߣߦࠃߞߡޔ೨ᖱႎ߿⍮
⼂ߩޔቇ↢ห჻ߩࠝࡦࠗࡦߩᵹ߽ࠬࡓ࠭ߦⴕ߈ޔᬺߩㆇ༡ߩṖൻߪᩰᲑߦㅴࠎߛޕ
หᐕᐲߩᬺߢߪޔ೨ඨߪ࡞࠙࠰ޔᄢߣ᧲ᄢߩᢎຬߩ⻠⟵ࠍਛᔃߣߒޔฦ⻠⟵ᓟߦ࠺ࠖࠬࠞ࠶
࡚ࠪࡦࠍⴕߥߞߚޕᬺߩᓟඨߢߪ࡞࠙࠰ޔᄢᄢቇ㒮↢ߣ᧲ᄢᄢቇ㒮↢ߩᷙวࠣ࡞ࡊࠍ✬ᚑߒޔฦ
ࠣ࡞ࡊ߇ࠝࡦࠗࡦߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߒߥ߇ࠄޔห⎇ⓥ⸘↹ᦠࠍߟߊࠅᤨࠆߔ⊒ޔ㑆ߦల
ߡߚޕฦࠣ࡞ࡊߩ࠹ࡑߪޔ
ޟޠ
ޟᄢⴐᢥൻޠ
ޟᢥൻᴦߩᱧผ⼂ޠ
␠ޟળߣᛛⴚޕߚߞߢޠ
ᬺߦߪޔ⺆⧷ޔᣣᧄ⺆ޔ㖧࿖⺆߇ࠊࠇޔᵴ⊒ߥ⸛⼏ߩਛ߆ࠄᣣᧄߣ㖧࿖߆ࠄߚ᧲ࠕࠫࠕߩࡔ࠺
ࠖࠕߣᢥൻޔᴦ␠ޔળߩᄌൻߩኻߔࠆ⼂ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣ⸒߃ࠃ߁ޕ

 ቇ㓙ᖱႎቇᐭ߳ߩㅴቇ
2000 ᐕᐲߦ⸳┙ߐࠇߡએ᧪ޔ2003 ᐕᐲ߹ߢޔᄢቇ㒮ቇ㓙ᖱႎቇᐭߪᲤᐕୃޔ჻⺖⒟⚂ 50 ੱޔඳ

჻⺖⒟⚂ 20 ੱߩᄢቇ㒮↢ࠍฃߌࠇߡ߈ߚޕ2004 ᐕᐲߩ␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲߣߩว૬ߦࠃࠅߢ߹ࠇߘޔ
ੱᢥ␠ળ♽⎇ⓥ⑼␠ળᖱႎቇኾ㐷ಽ㊁ߩቯຬߢߞߚୃ჻⺖⒟ 14 ੱޔඳ჻⺖⒟ 7 ੱ߇⛔วߐࠇޔ2006
ᐕᐲ߆ࠄߪ✚วಽᨆᖱႎቇࠦࠬ߇ᣂ⸳ߐࠇߚߚޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߩቇቯຬߪߐࠄߦᄢߒޔ
ߢߪୃ჻⺖⒟ቯຬ߇ 85 ੱޔඳ჻⺖⒟ቯຬ߇ 36 ੱߣߥߞߡࠆ㧔ߒߊߪᏎᧃ⾗ᢱෳᾖ㧕ޕ
ߘߩ⚿ᨐޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߦ☋ߔࠆᄢቇ㒮↢ᢙߪޔ2000 ᐕᐲߩୃ჻ 52 ੱ㧔ୃ჻㧕߆ࠄ⊒ߒߡޔ
01 ᐕᐲ߇ 102 ੱ㧔ୃ჻㧕
ޔ02 ᐕᐲ߇ 139 ੱ㧔ୃ჻ 113 ੱޔඳ჻ 26 ੱ㧕ޔ03 ᐕᐲ߇ 169 ੱ㧔ୃ჻ 128
ੱޔඳ჻ 41 ੱ㧕ޔ04 ᐕᐲ߇ 205 ੱ㧔ୃ჻ 136 ੱޔඳ჻ 69 ੱ㧕ޔ05 ᐕᐲ߇ 234 ੱ㧔ୃ჻ 151 ੱޔඳ
჻ 83 ੱ㧕ޔ06 ᐕᐲ߇ 279 ੱ㧔ୃ჻ 166 ੱޔඳ჻ 113 ੱ㧕ߣჇടߒ⛯ߌߡ߈ߚޕ᧲ޔ੩ᄢቇߩ
ߥ߆ߢᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭߪޔᄢቇ㒮↢ᢙߦ߅ߡߪᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼⚻ޔᷣቇ⎇ⓥ⑼ߥߤߣ
߶߷หߓⷙᮨߩ⚵❱ߣߥߞߡࠆޕ
߹ߚᧄޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߩᄢቇ㒮↢ߩ᭴ᚑߦߟߡߺࠆߣޔ
㧔1㧕᧲੩ᄢቇએᄖߩઁᄢቇり⠪ߩഀว
߇㜞ߎߣޔ
㧔2㧕ታ〣⊛ࠠࡖࠕࠍᜬߟੱߢ✢৻╙߿ޘᵴേߒߡࠆ␠ળੱߩഀว߇㜞ߎߣޔ㧔3㧕
ᄖ࿖ੱቇ↢ߩഀว߇⋧ኻ⊛ߦ㜞ߎߣޔ㧔4㧕ቇ⠪ߩ↵ᅚᲧ߽ ⚂ޔ6㧦4㧔ోߩ 40㧑⒟ᐲ߇ᅚᕈ㧕
ߣဋⴧ߇ߣࠇߡࠆߎߣߥߤ․ߥ࠼࠶ࡉࠗࡂߡࠊ߈ޔᓽ߇ߺࠄࠇࠆ․ߩࠄࠇߎޕᓽߪᧄޔቇᐭ߇
ቇ↢ߩ᭴ᚑߣ߁㕙߆ࠄߺߡ߽᧲੩ᄢቇߩߥ߆ߢ߈ࠊߡᣂߒน⢻ᕈࠍ߽ߞߚᄢቇ㒮⚵❱ߢࠆߎ
ߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
ᧄቇᐭ߳ߩᔒ㗿⠪ߦߟߡߺࠆߣ␠ޔળᖱႎ⎇ⓥᚲߣߩว૬ᓟߩᦨㄭ 2 ᐕ㑆ߢߪୃޔ჻⺖⒟ߩฃ
੍ቯੱຬ 70 ੱߦኻߒޔ2005 ᐕᐲቇ⹜㛎߇ᔒ㗿⠪ 178 ੱ㧔2.54 㧕ޔ06 ᐕᐲቇ⹜㛎߇ 225 ੱ㧔2.65
㧕ߣ ߷߶ޔ3 ߩ┹₸ߦߥࠆᔒ㗿⠪߇ᔕߒߡࠆ߽߆ߒޕว૬ᓟߢߪᧄޔᄢቇ㒮߳ߩᔒ㗿⠪߇
Ⴧടะߦࠅޔᣣޔᄢቇ㒮㊀ὐൻߩߥ߆ߢᄢቇ㒮↢ᢙߩᨒ߇ᕆㅦߦᐢ߇ߞߚߚߦᄢቇ㒮⹜߳
ߩ┹₸߇ૐਅߒߡ߈ߡࠆో⥸⊛ߥะ߆ࠄߔࠇ߫ޔ㗼⪺ߦ⇣ߥࠆੱ᳇ߩ㜞ߐࠍߞߡࠆޕ

 ୃ჻⺰ᢥ߮ඳ჻⺰ᢥߩၫ╩
ቇ㓙ᖱႎቇᐭߩୃੌ⠪ᢙߪୃޔ჻ୃੌ⠪ߢߪޔ2001 ᐕᐲ߇ 38 ੱޔ02 ᐕᐲ߇ 40 ੱޔ03 ᐕᐲ߇ 51
ੱޔ04 ᐕᐲ߇ 57 ੱޔ05 ᐕᐲ߇ 62 ੱߣᓢߦޘჇ߃ޔ06 ᐕᐲߪ 59 ੱߣߥࠅޔᲤᐕ⚂ 60 ੱ⒟ᐲߩୃ
჻ୃੌ⠪ࠍヘߒߡࠆޕ
߹ߚޔඳ჻⺖⒟ߩୃੌ⠪ߦߟߡߺࠆߥࠄ߫ޔቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪ ߇ߩߚࠇߐ┙⸳ޔ2000 ᐕᐲߥߩ
ߢᦨޔೋߩቇ⠪߇ඳ჻ 3 ᐕߦ㆐ߔࠆ 2004 ᐕᐲߦೋߡ 4 ੱߩඳ჻ภขᓧ⠪ࠍヘߔࠆߎߣߦߥߞ
ߚޕ05 ᐕᐲߪ 1 ฬߛߞߚ߇ޔ06 ᐕᐲߪ 7 ੱߩඳ჻ภขᓧ⠪ࠍヘߔࠆߦ⥋ߞߡࠆޕ
ᄢቇ㒮ቇ㓙ᖱႎቇᐭߢߪޔᣂߒቇ↢߇ୃ჻⺖⒟ߦቇߒߚᲑ㓏߆ࠄޔቇࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߩৼካߥ
ᜰዉޔ㧹2 ߩవヘߚߜߦࠃࠆ㨃㨑㨎⊒ળ߳ߩෳടޔਥᜰዉᜰዉᢎຬୃޔ჻⺖⒟⎇ⓥ⸘↹ᦠ
ߩឭޔၮ␆Ṷ⠌߅ࠃ߮⎇ⓥᴺᬺޔ㨃㨑㨎⊒ળߩታᣉୃޔ჻⺰ᢥਛ㑆⊒ળߣ߁ࠃ߁ߦୃޔ჻
⺰ᢥቢᚑߦ⥋ࠆߩޘᲑ㓏ߢቇ↢ߩ⎇ⓥࠍࠨࡐ࠻ߒߡߊ߇ቢߒߡࠆޔߚ߹ޕඳ჻⺖⒟ㅴ
ቇᓟ߽ޔඳ჻⺖⒟⎇ⓥ⸘↹ᦠ߿ඳ჻⺖⒟ࠦࡠࠠ࠙ࡓߩᲤᐕߩታᣉޔਥᜰዉᜰዉߦࠃࠆᜰዉߣ߁
ࠃ߁ߦᣣᧄߩᄢቇ㒮ᢎ⢒ߣߒߡߪ⃟ߒ߶ߤߦୃ჻⺰ᢥޔඳ჻⺰ᢥߩၫ╩ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆࠍᢛ߃
ߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕߩߥ߆ߢߢ߹ࠇߎޔᄙ᭽ߥಽ㊁ߩኾ㐷⊛ߥୃ჻⺰ᢥޔඳ჻⺰ᢥ߇ᦠ߆ࠇߡ߈

ߡ߅ࠅޔߪ৻ߩߘޔߩࠃ߁ߥࠬ࠻ߦ␜ߐࠇࠆޕ
㧔㧕
㧜㧢ᐕᐲୃ჻⺰ᢥ࠲ࠗ࠻࡞
ߩ㓸ߣㆬᛯߩ᭴ㅧ 㧙3 ฬߩᅚᕈߩ⊛ಽᨆ㧙
‛ⅣႺߦ․ቯ⊛ߥⴕὑࠍ⸥ㅀߔࠆ 㧙ࡅ࠻ߪߤߩࠃ߁ߦࡑ࠶࠴ࠍ⌕Ἣߔࠆߩ߆? 㧙
ⅣႺ㗴ߩਛߩޟ᧪ઍޠ㧙For Future Generations ߣᕁߞߡࠆߩߪ⺕? 㧙
ᖡᓇ㗀⺰ߦ㓝ߐࠇߚࠝࡦࠗࡦࠥࡓࡊࠗࡗߩታ
ࠝࡦࠗࡦࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ߅ߌࠆ㕖⸒⺆ᖱႎࠍ↪ߚޟ᳇ߠ߈ߩޠଦㅴ
⎇ⓥ⠪ਥዉ⥃ᐥ⎇ⓥߦ߅ߌࠆࡑࠗࡦ࠳ዉߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ੱ᧚ᖱႎߩޟนⷞൻޠታࠕࡊࡠ࠴ߦ㑐ߔࠆ⠨ኤ
࠹ࡆߦ߅ߌࠆࠕ࠹ࠖߩᄌኈߦ㑐ߔࠆᱧผ⊛ಽᨆ 㧙࠹ࡆ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠲ߩޛℂᔨޜ
ߣޛᛛᏁޜ㧙
㐳ፒේⵍἴࠍߋࠆ⸥ᙘߩᴦቇ 㧙ࠅ⺆ޛㇱ>ㆇേߩࠛࠬࡁࠣࡈࠖࠍᚻ߇߆ࠅߦ㧙
ᣂ⡞ߩ⣕᭴▽ߣౣ᭴ᚑ㧙ᄹᎹޔ㣮ఽፉޔṑ⾐ߩࠍਛᔃߦ㧙
ࠫࡖ࠽࠭ࡓߣߒߡߩ౮⌀ㅳೀ 㧙1980 ᐕઍߦ߅ߌࠆ౮⌀ㅳೀߩ␠ળቇ⊛ಽᨆ㧙
ᅚᕈࡈࠔ࠶࡚ࠪࡦߦߺࠆᕜᗲߦ㑐ߔࠆ⸒⺑ߣ⽎ߩᱧผ⊛ಽᨆ
ࠦࡦ࠹ࡦ࠷╷ߦ߅ߌࠆᏒ႐ߣ㕖Ꮢ႐
IntangibIes and Economlc Value Creation(ήᒻ⾗↥ߣ⚻ᷣଔ୯ߩഃㅧ)
ᚢ㑆ᦼߩࠆߌ߅ߦޠࠬࡓࠗ࠲࡛ࠢࡘ࠾ޟ㘑ೝẂ↹ߩᄌㆫ 㨪ޟᢜ࿖ߦޠኻߔࠆࡀࠟ࠹ࠖࡉ
ࠗࡔࠫߩᒻᚑ㨪
“Sex And The City”ߣ᧲੩ߩޟߊᅚ ߜߚޠᶏᄖ࠼ࡑࠝ࠺ࠖࠛࡦࠬߩᢥൻ␠ળቇ⊛ࠛࠬࡁ
ࠣࡈࠖ
ࡉࠫ࡞ᄢ⛔㗔ㆬߦ߅ߌࠆኦභࡔ࠺ࠖࠕߩޠࡏࡠࠣޟᓎഀ
1960 ᐕઍߦ߅ߌࠆޛ⢻ജ>ߩᚑ┙ 㧙ᚢᓟᣣᧄߦ߅ߌࠆᄢቇ⍮␠ળ㧙


ᵹㅢߩࡔ࠺࡚ࠖࠛࠪࡦ 㧙ㄭઍᣣᧄߩ⾼ᦠ᭴ㅧ㧙

⺰ߣ⽎ߩࡐ࠹ࠖࠢࠬ ᚢᓟ࠺ࡕࠢࠪߦ߅ߌࠆ⺰ߩᐲผ
ᣇߦ߅ߌࠆᄙ᭽ߥᖱႎࡔ࠺ࠖࠕߩᓎഀߦߟߡ 㧙ᾢᧄᏒߩਥᇚߦߣߞߡߩࡈߵ㧙ࡄߣ
ᣂ⡞ߩ㑐ଥ߆ࠄ㧙
ጤᵄᢥᐶߩ⺒ᦠⓨ㑆 㧙ޟᢎ㙃ߣޠᢥᐶᧄߩࡔ࠺ࠖࠕผ⊛⠨ኤ㧙
⥄ᴦ⚻༡ߦ߅ߌࠆቭߣ᳃ߩᖱႎ
⚕ߩ⸛⼏ ⺰ޟსߩޠ⍮⼂␠ળቇ
៤Ꮺ㔚↥ᬺߦ߅ߌࠆ╷ⅣႺߣࡆࠫࡀࠬࡕ࠺࡞ߦ㑐ߔࠆᣣਛᲧセ
ਛ࿖ㇺᏒ࠹ࡆዪߩޟᣂဳޠᣇ⸒࠾ࡘࠬߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ 㧙⣕ᴦൻߣ<ᴦ⊛ߥࠆ߽ߩ>ߩ㑆
ࡅ࠶ࡊࡎ࠶ࡊࠞ࡞࠴ࡖߦ߅ߌࠆᅚᕈߚߜߩᛶ᛫ 㧙ଗ⬦⺆ࠍᚻ߇߆ࠅߣߒߡ㧙
⊒㆐ࠪࠬ࠹ࡓ⺰㧙GiIbert Gottlieb ߩታ㛎ߣℂ⺰⊛ዷ㐿߆ࠄ㧙

Ⴤߣ⸥ᙘ 㧙⧡ᢥൻ߆ࠄࠆჄߩᢥൻผ㧙
㆐ㆇേߦ߅ߌࠆࡑࠗࠢࡠࠬ࠶ࡊߩቯ㊂⊛⎇ⓥ
ࡕࡃࠗ࡞ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߩߚߩᤋߩ⎇ⓥ
࠹ࡆߩ㘑ೝജ 㨪ࠨࡑࡦ NEO ߩⷞ⡬⠪ಽᨆ߆ࠄࠆࡔ࠺ࠖࠕ⺰⊛⠨㨪
⎇ⓥቶᚲ⬿ᦠ☋ࠍߒߚࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ⹏ଔ
ߩޠࡘࠪ࠶ࠢ࠶ࡃޟᯏ⢻ಽᨆ 㧙ࡈ࠳ࡦࠚࠫޛ㗴ߩޜ᭴▽ࠍ߽ߣߦ㧙
ੱᎿశࠍ↪ߚታⓨ㑆ߦ߅ߌࠆᣂߒᚻᴺ㧙శࠍ߿ߟࠅߚࠊࠇࠆ㧙
 ࠖࡈࠣࡁࠬࠛߩޠੂߩੱ⚛ޟ㧙ࡈ࠲ߩᗧ⼂ߣㆇേߩน⢻ᕈ㧙
Web ࠍ↪ߚ⑼ቇࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩᚻᴺߩ⎇ⓥ
ᄢቇ৻⥸ᢎ㙃ߦ߅ߌࠆޟᖱႎቇ⎇ߩޠⓥ 㨪ᖱႎߩᗧ↪ࠍਛᔃߣߒߡ㨪
ޡᅚቇ⇇⺒ߣޢ⠪ߩᱧผᢥൻ⊛⎇ⓥ 㧙⺒⠪ᰣߩᛩᦠಽᨆߦߺࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߣ㔀ฃ
ኈ㧙
Ꮻ࿖ሶᅚߩ⸒⺆⠌ᓧߦ㑐ߔࠆⷐ࿃ߦߟߡߩ⠨ኤ 㧙ṽሼቇ⠌ߦ㑐ߒߡߩ↢ᘒቇ⊛ⷞὐ߆ࠄߩ৻
⹜⺰㧙
ᐜఽߩ‛⺆ⴕὑࠍᡰេߔࠆቇ⠌ࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒
ᅢ߆ࠇࠆ⑼ޟቇߪߣޠ߆? 㧙ޟ⣖⑼ቇ⠪⨃ᧁஜ㧙㇢⹏ߩޠଔಽᨆࠍᚻ߇߆ࠅߦ㧙
↢⸥ภ⺰ߦ߅ߌࠆ⸥ภኻᕈߣࠪࠬ࠹ࡓᔨ
⍮ࡊࡠࠬࠍ⠨ᘦߒߚᖱႎࠦࡦ࠹ࡦ࠷࠺ࠩࠗࡦߩ⎇ⓥ
ቇ⠌ࠍ⋡ᮡߣߒߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ࠺ࠩࠗࡦㆊ⒟ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ࡂࠗࡉ࠶࠼ᵹ 㨪ᄙᢥൻ↢␠ળߦะߌߚࠛࠬ࠾࠶ࠢࡔ࠺ࠖࠕߩౣ⠨ߣឭ⸒㨪
วဳੱᎿ↢ߩⴕേ↢ᚑߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ベㇳᒻ⁁ߩ㓏ጀ⊛ᄙⷺᒻㄭૃߦࠃࠆ㜞ㅦࠢࠬ⛉ࠅㄟߺ
ታ‛ߩ߭ߕߺ⸘᷹ߦၮߠߊ࡙ࠩࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬߩ⎇ⓥ
ᤋߩਛߦᯏ᪾ᓮᖱႎࠍၒㄟⓨ㑆ಽഀဳนⷞశㅢାߩ⎇ⓥ
ࠕࠬࡍࠢ࠻ᜰะᛛⴚߣ SNMP ߦࠃࠆࠦࡦࡐࡀࡦ࠻Ⓙേ⁁ᘒ᷹ቯࡈࡓࡢࠢ
࿑ᦠ㙚ߩࡈࠔࡦࠬࠨࡆࠬᬺോಽᨆߦၮߠߊኻဳᗍႎត⚝ᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ⸳⸘
㖸㗀ߩⓍᭂ⊛⡬ขࠍ߁ߥ߇ߔෳടဳࠗࡦ࠲ࠢ࠹ࠖࡉࠕ࠻ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
⏕₸ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ೨᥊ߣߘߩਃᰴరᒻ⁁ᓳర߳ߩᔕ↪
ࠦࡦࡇࡘ࠲ࠣࡈࠖ࠶ࠢࠬߦ߅ߌࠆᵃߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
㕖หᦼߥಣℂߩᤨ♽ߩ⸥ㅀߦㆡߒߚ⸒⺆ߩ᭴▽
╭㛽ᩰ᭴ㅧࠍ߽ߞߚࠬࡄ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢࡠࡏ࠶࠻ߩ㐿⊒
ᶖᭂ⊛ࠗࡦ࠲࡚ࠢࠪࡦࡠࡏ࠶࠻ߩឭ᩺
㘃ૃᢥሼᬌ⚝ᣇᴺߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߣߘߩᢥᡰេ߳ߩᔕ↪


 ቇ㓙ᖱႎቇᐭ߆ࠄߩዞ⡯ㅴቇേะ
ୃ჻⺖⒟ୃੌ⠪ߩ߁ߜޔඳ჻⺖⒟ㅴቇ⠪ߪోୃੌ⠪ߩ 35㨪40㧑⒟ᐲߢࠆୃޔߡߞ߇ߚߒޕ჻⺖⒟

を修了した者の 6 割以上が就職することになる。一般に、理系では修士修了後に就職をするケースが
多く、文系では博士課程に進学するケースが多いが、文理相互浸透の大学院組織である学際情報学府
は、ちょうどその中間的な割合を示しているといえる。修士修了者の就職先は別表の通りであり（別
表

修士修了者の進路状況）、シンクタンク、マスコミ、情報通信およびコンピュータ関連企業、出版

社など知識集約型の企業への就職が多数を占めているところが特徴的である。

2.7

学際情報学府以外の教育活動

大学院情報学環では、大学院教育組織である学際情報学府と密接に連携しながら、コンテンツ創造、
教育部及びベネッセ寄附講座でも教育活動を行っている。

2.7.1

教育部

教育部では、大学 2 年次以上の在学者及び大学卒業者の中から、将来、新聞、放送、出版などジャ
ーナリズムの諸分野で活動することを志す者、あるいはマス・メディア、コミュニケーション及び社
会情報現象、さらには学際的な情報学の学問的研究に関心を持っている者を毎年５０名程度研究生と
して受け入れ、一定のカリキュラムのもとに、修業年限 3 年で基礎的な専門教育を実施し、修了に必
要な単位を修得した者には修了証書を授与している。
この種の専門教育は、他大学では、独立の学部・学科を設けている例が少なくない。しかし、本学
では、上述の希望をもつ学生諸君は、それぞれの所属する学部・学科で、各自の専攻する学問分野の
専門知識を修得するとともに、これと並行して情報に関する基礎的素養を身につけることが望ましい
との考えから、本学環に課外授業のかたちで教育部研究生制度が設けられている。そのため、研究生
に対する講義は、各学部や大学院の講義時間とできるだけ重ならないようにするため、夕刻から夜間
にかけて開講される（15:15-16:55、17:05-18:45、18:55-20:35 の３限）。
主な授業科目には、社会情報学基礎Ⅰ～Ⅸ、文化・人間情報学基礎Ⅰ～Ⅸ、学際理数情報学基礎Ａ
～Ｉ、実践メディア産業論Ⅰ～Ⅸ、実践情報社会論Ⅰ～Ⅲ、特別演習Ⅰ～Ⅲ、特別講義Ⅰ～Ⅲ、自主
学習、などがあり、原則として全ての科目が毎年開講されることとなっている。
教育部に在籍した研究生の進路は、相当数がジャーナリズム関係の職業を選んでいるほか、一般の
会社官庁関係に就職する者も多く、また大学院進学により教育研究職を目指す者も少なくない。
参考として平成 18 年度開講科目を以下に示す。

（夏学期）
４限

15:15～16:55

月

５限

17:05～18:45

学際理数情報学基礎Ａ

６限

18:55～20:35

文化・人間学基礎Ⅲ
(情報教育論）

火
水

文化・人間学基礎Ⅰ

文化・人間学基礎Ⅱ

実践メディア産業論Ⅰ

(メディア文化論）

(生命科学と情報）

(新聞論）
実践メディア産業論Ⅲ

木

(広告論）
実践メディア産業論Ⅱ

金

(放送論）

（冬学期）
４限
月
火
水

15:15～16:55

５限

17:05～18:45

社会情報学基礎Ⅲ

実践情報社会論

(世論研究概論）

(ゲームコンテンツ論）

社会情報学基礎Ⅱ
(情報経済論）

６限

18:55～20:35

特別演習Ⅰ

学際理数情報学基礎Ｂ
社会情報学基礎Ⅰ

木

(情報コミュニケーション
論）

金

なお、2001 年から 2006 年までの教育部志願者数、受験者数、合格者数については巻末参考資料を
参照していただきたい。

2.7.2

コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム

コンテンツ創造科学の目的
欧米諸国ではコンテンツは文化資源としてだけでなく経済資源としても重視され、２０世紀初頭か
ら国家戦略としてこの分野の人材育成が実施されていた。２１世紀に入り、アジア諸国でも成長分野
としてのコンテンツ産業振興を国家目標と掲げるなどして人材育成に注力している例も数多い。これ
らの国が高等教育機関から専門学校まで幅広い人材を育成しているのに対し、わが国では専門学校に

おけるクリエーター育成がほとんどであった。その結果、比較的に国際競争力を持っていたわが国の
アニメーションとゲームも、人材育成に力を入れている他の国々に激しく追い上げられている。この
ような世界状況の中で、先端的デジタル技術の知識を有し、国際競争力を持つ創造的コンテンツを制
作し流通させる修士レベルの人材育成はわが国にとって急務である。
特に、デジタルコンテンツ分野においては、近年の情報技術の革新と連動して、作品制作における
技術の比重が以前に比べて格段に高くなってきている。このため、製作者・監督者の両者にいおいて、
通常のコンテンツ制作における知識のみならず技術に通暁することが強く求められてきている。また、
同時に、新たな表現技術の研究開発を担う技術者の側においても、作品製作の現場における諸事情に
通暁し、技術開発と作品制作の間の架け橋となることが求められている。これらの状況を総合的に評
価した結果、人材養成の対象としては大きく①プロデューサー、②技術開発者の２者を掲げてはいる
が、その間に広がる広範なスペクトルを抱合する人材層を養成することを想定している。その結果と
して得られる、従来にない種類の人材は、日本のコンテンツ産業の水準の牽引と国際競争力の強化に
大きく寄与するものと考えている。
特に、人材養成の推進により、高次の知識を有する専門家を体系的に産業界に供給することを可能
とし、従来は希薄であったコンテンツ産業界と高等教育機関、さらには学会との連携の強化が実現さ
れる。同時に、これらの人材育成を行う際の教育プログラムの規範を提供できる。来日してアニメー
ションやゲームについて学ぶことを希望する者が多いため、海外から優れた人材が集結する国際的拠
点の形成に発展しうるだろう。

養成の対象となる人材
本教育プログラムでは、３種の人材の養成を目的としている。各々の人材養成において想定する到
達レベルは以下のようになっている。
プロデューサー： 先端技術と国際的なコンテンツビジネスの高度な専門知識を有し、実社会で研究
成果を活用できる人材。
指導的教育者

： デジタルコンテンツ創造に関する高度な人材育成プログラムを構築できる教育者

技術開発者

： 表現手法に詳しく、エンターテインメント技術の研究開発をクリエーターと共に
行える技術開発者。

人材養成における手法の独自性に関して
「わが国に欠落している人材の養成：プロデューサー」
国際競争力があるわが国のコンテンツが国際市場から評価に見合った経済的報償を得る機会を逃し
ていることが少なくないのは、国際的なビジネス・スキームを組めないためである。本プログラムで
は、国際的ビジネスの知見と、先端的な技術に関する知見をもったプロデューサーを養成することで、
日本のコンテンツ産業の国際競争力を強化する。

「わが国に欠落している人材の養成：指導的教育者」
わが国にはクリエーター養成機関が多数存在するが、教育者そのものを育成する機関が存在しない
ため、教育も経験による属人的なものになっているのが実状である。そのため、本分野では教育者が
絶対的に不足している。本プログラムでは、コンテンツ創造の人材育成で指導的な立場にたつ教育者
を育成することで、日本における教育水準を向上させる。

「わが国に欠落している人材の養成：技術開発者」
国際競争力をもっていたわが国のアニメーションやゲームが守勢にあるのも、制作技術の開発の立
ち後れに原因がある。コンテンツ産業の知見を有した先端的エンターテインメント技術を研究開発で
きる技術開発者の育成が急務である。

「自然科学と人文・社会科学との融合」
東京大学では早くからデジタルコンテンツ創造に関する教育プログラムの実現に向けて検討を重ね、
産業界の協力を得て「コンテンツビジネス概論」、
「メディアビジネス概論」
（共に浜野保樹）
、
「ゲーム
デザイン＆エンジニア論」
（馬場章）などの講義を実施し、
『表現のビジネス：コンテンツ制作論』
（浜
野保樹著）、
『ＣＧ入門』（河口洋一郎著）、『記憶のゆくたて：デジタル・アーカイヴの文化経済』（武
邑光裕著）などの教科書を作成した。また、コンテンツ創造の競争力を向上させるためには、自然科
学と人文・社会科学との融合が不可欠であることを考慮すると、人材養成機関には先端的研究の裏づ
けが必須である。東京大学では、コンテンツ創造に活用できる映像処理技術やバーチャルリアリティ
ー技術やアーカイブ技術など、多くの技術開発を行い、技術者養成で実績がある。

「高等教育機関と産業界との連携」
スタジオジブリには「東小金井村塾」
、プロダクションＩＧには押井守氏よる「押井塾」などがあり、
自主的な人材育成が既に実施されている。その成果が『千と千尋の神隠し』や『攻殻機動隊』の国際
的成功につながっている。コンテンツ分野では、実践現場における知識が重要であるため、このよう
な試みで既に成果をあげている専門家と連携し、広範に教育を行うことで、より実践的な人材育成が
行える。また、コンテンツ産業は東京に集中するため、産業界の協力を得て継続的に先端的人材育成
を行うためには東京に立地している必要がある。

「人材養成のモデル」
国際的な成功を収めたコンテンツ業界の経験知と、東京大学の技術者教育の経験を科学的に融合さ
せ、体系的に整理した本プログラムのカリキュラムは、コンテンツ人材の育成モデルとなる。

「非ハリウッド型人材育成」
コンテンツ人材養成はハリウッドの手法を流用することが多いが、ハリウッド・モデルは表現の多
様性を阻害する方向に向かうことが多い。本プロジェクトでは表現の多様を担保するわが国のコンテ
ンツ産業が培ってきた技法やモデルに準拠しつつ、国際的に通用する実務知識を有する人材育成を行
う。

国内外の類似事例との対比
国内
わが国におけるこの分野の人材育成は、専門学校によるクリエーター育成が中心である。プロデュ
ーサー養成としては教育特区構想の一環としてデジタルハリウッドが、株式会社の専門職大学院とし
てあげられるが、Ｗｅｂなどの小規模作品制作のプロデューサーとディレクターの育成が主眼である。
大学としてデジタルコンテンツの関連学科を持つのは、東京工芸大学芸術学部アニメーション学科や
大阪電気通信大学情報工学部デジタルゲーム学科などであるが、やはりクリエーター養成が目的であ
る。
関連大学院として、東京大学情報学環と東京大学新領域創成科学研究科メディア環境学分野が内容
的に最も近く、両者ともにプロデューサー養成を目的の一つとしている。これらの知見が活かされ、
産業界との連携において拡張したものが本教育プログラムである。
その他、本学におけるメディアコンテンツに関する学部教育として、平成１８年度冬学期より学部
横断型教育プログラムが開始された。また、東京藝術大学、九州大学、立命館大学、慶応義塾大学、
早稲田大学においても、本分野に力を入れてきている。

国外
海外では Film School と呼ばれる映画大学でデジタルコンテンツの教育が行われている事例が多く、
先進諸国では、フェミス（仏）、ＢＦＩ（英）、ＳＦＩ（スエーデン）、北京映画学院（中国）、北京広
播学院動画学院（中国）
、国立芸術学院映画演劇学科（台湾）といった国立の映画大学が存在する。米
国でも政府の連邦政府資金が入った大学院大学ＡＦＩが存在する。先進諸国で国立の映画学校をもた
ないのはわが国のみである。
しかし、これらはクリエーター養成機関であって、デジタルコンテンツのプロデューサー育成を行
っているのは、米国のエンターテインメントに関するＭＢＡコースである。これらと技術に関する研
究開発を併せ持つ機関は、南カリフォルニア大学（ＵＳＣ）だけである。既にＵＳＣ映画・テレビ学
部長とも包括的な情報交換を定期的に行うことで合意しているが、ＵＳＣはあくまでもハリウッド・

モデルを前提としたものであり、本教育プログラムは日本型モデルを志向している点で大きく異なる。

コンテンツ教育の実施
本教育プログラムでは、東京大学の修士課程在籍者あるいはそれと同等以上の学力水準を持つ者を
対象として、毎年４０名程度を目標に選抜試験を実施している。平成１８年度は８２名の応募者のう
ち３３名を履修生として認定、平成１６年度、１７年度に認定した履修生とあわせて９７名に対し授
業を実施した。
我々は、マネージメント能力と工学的知見を兼ね備えた人材の養成を目指している。そのため、コ
ンテンツ分野間でのバランスを保持した履修を促すために、カリキュラムを構成する科目群は、習得
すべき知識・スキルに基づき４つの科目群に分けられている。さらに、被養成者自らが描くキャリア
プランに合わせた柔軟な履修選択ができるよう、講義の選択に一定の幅を設けた。科目群とその履修
における制約は以下の通りである。
(1) デジタルコンテンツ創造科学講義は、デジタルコンテンツ創造のための基礎理論や基礎知識に関
する授業を主として講義形式で行うものであり、３科目（６単位）以上を履修する。
(2) エンタテインメントテクノロジー研究は、デジタルコンテンツ創造のための科学的先端技術に関
する授業を講義あるいは演習形式で行うもので、２科目（４単位）以上を履修する。
(3) デジタルコンテンツ創造科学特論は、コンテンツタイプごとに作品批評や製作現場における実践
的な問題に関する授業を講義あるいは演習形式で行うもので、２科目（４単位）以上を履修する。
(4) デジタルコンテンツ創造科学演習は、産業界におけるインターンシップあるいは学内で製作・マ
ーケティングシミュレーションや研究指導（論文作成）を行うもので１科目（６単位）を履修す
る。
「デジタルコンテンツ創造科学講義」、「エンタテインメントテクノロジー研究」では、コンテンツ
製作におけるマネージメントや技術に関する知識を習得し、
「デジタルコンテンツ創造科学特論」では
表現様式ごとに固有な知識やスキルを習得することを目的としている。そして、
「デジタルコンテンツ
創造科学演習」では、上記の授業で習得した知識・スキルをインターンシップや製作・マーケティン
グシミュレーションなどの実践的演習を通して内在化することを目的としている。なお、本教育プロ
グラムでは、大学院情報学環の他、大学院新領域創造科学研究科、大学院情報理工学系研究科、大学
院人文社会系研究科、工学系研究科、国際・産学共同研究センター、先端科学技術研究センターに所
属する教員、ならびに、産業界から国際的な業績をあげている専門家の協力を得て被養成者の選考、
授業の実施およびカリキュラム開発を実施している。また、企業からはインターンシップの受入を通
した協力も得ている。

参考として平成１８年度開講科目を以下に示す。
科目区分

科目名・タイトル名

学期

曜日・時限

単位

修了要件

デジタル

コンテンツ制作理論

夏

水・４

２

３科目

コンテンツ

コンテンツ制作技術論

夏

月・５

２

（６単位）以

創造科学

コンテンツ法務

冬

木・６

２

上

講義

コンテンツ財務

夏

水・６

２

コンテンツ文化史

冬

水・６

２

エンタテイ

コンピュータグラフィックス

夏

木・２

２

２科目

ンメントテク

コンテンツデザイン

夏

木・１

２

（４単位）以

ノロジー研

デジタル映像処理

夏

木・３

２

上

究

コンテンツ知覚心理

夏

木・３

２

制作展プロデュース

通年（隔週）

火・６

２

インターフェースデザイン

夏

水・５

２

先端科学技術と芸術表現

冬

水・２

２

デジタル

インターンシップ

通年

随時

６

１科目

コンテンツ

製作・マーケティングシミュレーション：

通年

火・６・７

６

（６単位）

創造科学

ゲームプロデュースゼミ

演習

製作・マーケティングシミュレーション：

通年

火・５

６

通年

集中

６

論文作成

通年

随時

６

デジタル

作品研究

通年（隔週）

夏・木・５／冬・水・５

２

２科目

コンテンツ

アニメーション制作の理論と実践

通年（隔週）

夏・木・５／冬・水・５

２

（４単位）以

創造科学

ゲームプロデューサー論（a）
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修了者の認定
修了認定は、各科目群の必要単位数を満たし、かつ、その合計が２０単位以上の被養成者を対象に
行われる。平成１９年３月３日に行なわれた修了判定会議では、被養成者の取得単位数および履修状
況などから総合的に判断した結果、平成１８年度修了者として２６名が認定された。なお、平成１７
年度修了者１２名とあわせると、３８名の修了者がゲーム開発企業、アニメーション製作企業、放送

局、広告代理店などのコンテンツ業界に就職、あるいは本学に引き続き在籍し、技術開発者あるいは
教育的指導者となるべく研究活動に従事している。

2.7.3

ベネッセ先端教育技術学講座（寄附講座）

ベネッセ先端教育技術学講座（3.2.2 を参照）では、教育活動として以下の 2 点に力を入れている。

・学際情報学府の教育活動との有機的連携
Beat で行われている研究プロジェクトに対する学際情報学府の大学院生の参加を奨励し、研究プロ
ジェクトがそのままプロジェクト学習の基盤になるような工夫をしている。(Monogatari, おやこ de
サイエンスなど、全プロジェクトに大学院生が関与している。)その中で特に研究プロジェクトに関心
を持った学生については、研究プロジェクトの中で修士研究を行うなどの配慮をすることにより、先
端教育技術に関する教育活動の拠点になっている。

・公開講座による社会還元的教育活動
一般社会に対して、先端教育技術に関する知見やノウハウの教育活動を行うため、月 1 回のペース
で公開研究会 beat セミナーを開催している。昨年度開催された公開研究会は、以下の通りである。
第 1 回：デジタル教材の系譜・学びを支えるテクノロジー
ミミ号の航海と合衆国マルチメディア教材の系譜
2005 年 4 月 2 日開催
第 2 回：デジタル教材の系譜・学びを支えるテクノロジー
「人と森林」
「マルチメディア人体」
2005 年 5 月 7 日開催
第 3 回：デジタル教材の系譜・学びを支えるテクノロジー
インタラクティブ学習環境「Logo」
2005 年 6 月 11 日開催
第 4 回：デジタル教材の系譜・学びを支えるテクノロジー
魅せます、CSCL のすべて：１日でわかる協調学習
2005 年 7 月 9 日開催
第 5 回：デジタル教材の系譜・学びを支えるテクノロジー
シミュレーション
2005 年 8 月 6 日開催
第 6 回：BEAT 特別セミナー
「教育における知的所有権・その現在と未来」
2005 年 9 月 3 日開催
第 7 回：BEAT 特別セミナー
「ヨーロッパ・モバイル放送の現状と教育利用の展望」

2005 年 10 月 1 日開催
第 8 回：「CAI/WBT」
2005 年 11 月 12 日開催
第 9 回：「Ａクラス人材を育成せよ：企業 e ラーニングの現在」
2005 年 12 月 3 日開催
第 10 回：「使える英語を身につけたい！：語学学習を支援するデジタル教材のこれから」
2006 年 1 月 7 日開催
第 11 回：「新しい評価技術とデジタル教材での活用」
2006 年 2 月 11 日
第 12 回：BEAT 特別セミナー
2005 年度 研究成果報告会
2006 年 3 月 25 日
2005 年度はのべ 1000 名を超える参加者が公開研究会に参加している。この中には、学生・大学教
員に加え、教材開発を行っている社会人も数多く含まれており、デジタル時代の学習コンテンツ・シ
ステムに関する最新の知見を伝える機能を果たしている。

3.研究活動
3.1

概況

研究組織としての情報学環は、異領域の出会いの場である。同じ学問領域の研究者が集まり、その
集積性によってその学問領域の体系化を図り、またそれまで解決できなかった問題に突破口を開こう
とする目標の立て方とやり方が存在する。しかし、情報学環は違う目標をもっており、違うアプロー
チを採っている。情報学環は学際情報学という新しい学問を創出するという目標をもっており、異な
った学問領域の研究者に出会いの場を提供し、異種交配と相互越境というやり方によって、それを達
成しようとしている。そのような研究組織は規模においてそれほど大きいものである必要はないが、
しかし特有の研究組織論が必要とされる。

3.1.1 文理の相互作用と連携
伝統的に日本の大学においては、学問研究は文系と理系に大きく分けられてきたし、現在もそれが
生きている。新しい分野、とりわけ学際情報学にとっては、その区分けを乗り越えて、文理連携、文
理越境、文理相互浸透が必要であり、それなくして発展の展望はない。情報学環は最初からそのよう
な文理連携の研究組織論に基づいて設立されたものである。しかも、その文理の比重がどちらかに大
きく偏ることなく、バランスを取っているのが大きな特色である。
現在、情報学環では大小合わせてさまざまの文理連携型の研究プロジェクトが実施されている。な
かでも最大のものが 21 世紀 COE「次世代ユビキタス社会基盤の形成」
（研究リーダー：坂村健教授、
副学環長）である。その予算規模は科学研究費補助金や寄附講座などを含めた学環の研究資金全体の
4 分の 1 を占めており、運営費交付金分の金額をさえ上回っている。その研究内容は、文理連携の下
に次世代ネットワーク社会を大胆に構想している。その創造性が高く評価されて採択されたものと考
えられる。情報学環のスタッフ体勢は、こうした文理連携の大型研究プロジェクトを自前でカバーし
ていくことができるのである。
そして、文理連携の 21 世紀 COE は、組織の財政上、情報学環ならではの効用とメリットを発揮す
ることになった。国立大学に対する現在の財政政策の仕組みでは、文系の資金獲得には限界があり、
困難が伴う。理系が必要とするような大きな額ではないにも関わらず、文系が運営費交付金や競争的
資金を新たに得るのは容易なことではない。しかし、文理連携の研究計画のもとに 21 世紀 COE とい
う競争的資金が獲得できたことによって、結果的に文系の研究分野へ資金が流れ、これまで経済的な
理由からできなかった研究活動を展開できるようになったのである。これは、文理連携で情報学を構
築していくという組織論が、財務上も有益な影響を生み出していることを物語っている。こうした研
究資金状況の改善によって、文系は文系の側から文理連携の企てを積極的に展開していくことが可能
になったのである。内部相互補助のやり方だと言えよう。

3.1.2

流動教員制度

情報学環独特の仕組みにとして、流動教員制度がある。これは設立当初、学内の情報関連教員を糾
合し、ネットワーク組織型に新しい大学院を創設するため、学内関連部局の協力を得て作り出された

ものである。これにより、情報学環に所属する教員には、基幹教員と流動教員の 2 種類が存在する。
基幹教員は、情報学環に固有のポスト、すなわち基幹教員枠（部局の「採用可能数」として割り当て
られているポスト）で採用されている教員である。その教員室のスペースも学環によって手当てされ
ている。それに対して、流動教員は、流動元の部局から情報学環へ時限で振替られている流動教員枠
を使って、流動元の部局よりやはり時限で配置換えになって情報学環に所属している教員である。そ
の教員スペースは現状では情報学環として手当てすることができず、流動元部局のスペースをそのま
ま使用している。
この流動教員制度により、情報学環の研究組織は研究者の循環と入れ替わりの仕組みを内蔵してお
り、もって研究活動に常にイノベーションの条件を保障しようとしているのである。流動教員の立場
からすれば、情報学環に流動教員として参加することによって、元部局とは異なった学際的な教育研
究環境に入ることが可能であり、また研究所が元部局の教員にとっては大学院教育に通常の義務と権
利で加わる機会が得られることとなる。こうした条件が研究者同士に新たな刺激を生み出すとともに、
従来の枠を脱する糧となると見込まれている。こうした組織論による利得は、現在、大小さまざまの
研究プロジェクトの活動に見て取ることができる。

3.2
3.2.1

大型研究プロジェクト
文部科学省 21 世紀 COE「次世代ユビキタス情報社会基盤の形成」

現在、状況認識技術（Context-awareness）を中核とする新しい情報分野（ユビキタスコンピュー
ティング）の研究が世界的な大きな潮流となっている。ユビキタスコンピューティングは、世界に先
駆けて本拠点リーダー（坂村）が 1984 年に開始したトロンプロジェクトの技術目標に掲げたコンセ
プトである。こうした経緯もあり、我が国は本分野において世界を先導しうる技術水準を有する。し
かし、学術分野・産業分野双方で世界的に活発な研究開発がなされており、本分野の重要性は現在の
世界的な共通認識となっている。そのため、本分野の研究の推進は、激しい国際競争の中で遅れをと
らないためにも必須のものである。ユビキタスコンピューティングの適用分野は多岐にわたり、既に
農学、医学、薬学、地理学、生物学等の諸学問分野をはじめ、災害支援や社会安全の実現、国土産業
社会インフラ等の国家レベルの施策への適用も期待されており、本分野の研究レベルや技術競争力の
低下は、我が国の将来の国力低下に直結する。したがって、ユビキタスコンピューティング分野の研
究教育を積極的に推進することは緊急度と重要度が極めて高い。そこで、東京大学大学院情報学環が
核となり、東京大学はユビキタスコンピューティング技術やそれを様々な分野に適用する研究や、当
該分野の人材育成を行う教育のための拠点として、文部科学省 21 世紀 COE プロジェクトを平成 16
～20 年度の 5 年計画で開始した。本拠点における研究は、基礎技術研究、応用技術研究、社会適用研
究の 3 つの分野からなる。
（1）基礎技術研究
ユビキタスコンピューティングにおける状況認識技術の核となる、超小型 RFID やセンサーネット
ワーク、リアルタイムシステム、組込みシステムなどの基盤情報技術の研究を実施する。更に、こう

した要素技術を組み合わせて社会レベルの巨大システムを構築するためのトータルアーキテクチャの
研究にも取り組む。
（2）応用技術研究
ユビキタスコンピューティングの状況認識技術を、他の様々な分野に適用する応用研究を実施する。
例えば、農学分野に適用する食品トレーサビリティ研究、医薬分野に適用する医薬品のトレーサビリ
ティや医薬品の適正利用支援システム研究、交通分野に適用したユビキタス場所情報システム研究な
どの応用研究に対して、各種分野の研究者と連携して取り組む。
（3）社会適用研究
ユビキタスコンピューティング技術を社会基盤として適用する際の社会的課題についての研究も行
う。例えば、ユビキタスコンピューティング技術によって提供されるコンテンツの構成方法に関する
課題、セキュリティやプライバシーの問題、法制度などの問題を検討し、最終的には政策提言を行う
ことを目指す。
ユビキタス情報技術研究プロジェクトは、常勤教員 9 名、特任教員 7 名，特任研究員 1 名，RA1
名によって構成され、主にユビキタスコンピューティングの基盤技術の研究分野である。ユビキタス
情報社会国際研究プロジェクトは、常勤教員 7 名、特任教員 4 名，特任研究員 1 名，RA3 名により構
成され、主にユビキタスコンピューティング技術を社会に適用するときに社会的な課題、あるべきユ
ビキタス情報社会のあり方の研究分野である。ユビキタス情報コンテンツ形成プロジェクトは、常勤
教員 4 名、特任教員 1 名、RA5 名によって構成され、コンテクストアウェアな情報配信を、社会規模
で実施するために必要なコンテンツ記述技術の研究分野である。更に本拠点は、世界におけるユビキ
タスコンピューティング分野の研究教育のハブとしての役割を果たすべく、世界中の様々な大学や企
業との共同研究や共同実験の実施、関連する政府機関等との密接な連携を行いプロジェクトを推進し
ている。
■総括班
坂村

健・教授 (拠点リーダー)

吉見

俊哉・教授（拠点リーダー補佐）

石崎

雅人・助教授（総括調整）

越塚

登・助教授（総括調整）

■プロジェクト A:ユビキタス情報コンテンツ形成プロジェクト
馬場

章・教授（統括）

橋本

良明・教授

石田

英敬・教授

西野

嘉章・教授（総合研究博物館）

添野

勉・特任教員

大島

十二愛・RA

研谷

紀夫・RA

倉持

基・RA

松田

好史・RA

山下

大輔・RA

■プロジェクト B:ユビキタス情報技術研究プロジェクト
坂村

健・教授（統括）

原島

博・教授

辻井

潤一・教授

河口

洋一郎・教授

中川

裕志・教授（情報基盤センター）

清水謙多郎・教授（大学院農学生命科学研究科）
石崎

雅人・助教授

越塚

登・助教授

中尾

彰宏・助教授

大石 久和・特任教授（国土技術研究センター 理事長）
篠塚

勝正・特任教授（沖電気工業社長）

井村

亮・特任教授（日立製作所 情報・通信グループ. ミューソリューション事業部長）

小川

克彦・特任教授（NTT サイバーソリューション研究所所長）

小林

真輔・特任准教授

Wesley Dean Charles Hay・特任講師
冨田

啓一・特任研究員（非常勤）

神尾

真人・RA

■プロジェクト C:ユビキタス情報社会国際研究プロジェクト
吉見

俊哉・教授（統括）

西垣

通・教授

濱田

純一・教授

須藤

修・教授

佐倉

統・教授

水越

伸・助教授

林
竹之内

香里・助教授
禎・特任講師

山本

拓司・特任教員

Ｄ．ビュースト・特任教員
玄

武岩・特任教員（非常勤）

西

兼志・特任研究員

阿部

卓也・RA

高畑

一路・RA

中路

武士・RA

平成 18 年度は、ユビキタスコンピューティングの基盤技術として、組み込みシステム開発プラッ
トフォームの研究やコンテキストアウェアコンピューティングの基盤方式の研究を行った。また、そ
れら基盤技術を用いてユビキタス情報ベースの研究を行った。銀座などの実際のフィールドに対して，
ユビキタス・ナビゲーションシステムを開発した．そして，ユビキタス情報ベースのコンテンツであ
る,「文化資源統合デジタルアーカイブ」の構築を推進した. ユビキタスコンピューティングの技術に
裏付けられた人類の「知」の共有化を目指し,テキストや動画像,音声,三次元データなどを統合的に扱
うことの可能なデジタルアーカイブの構築を推進した．さらに、ユビキタス情報社会の国際的基盤の
確立にむけての、社会的問題に関しての研究として、情報社会学的分析、法学的観点や経済学的観点
からの社会制度改革や政策提言などをシンポジウム等を通じて行った。また、ＣＯＥシンポジウムを
平成 18 年度 3 回開催し、研究教育の方向性の確認や問題提起を盛んに行った。

3.2.2 文部科学省 セキュア・ユビキタス・コンピューティング・プラットフォ
ーム構築のための基盤アーキテクチャの研究開発および検証
本研究では、ユビキタスコンピューティング環境をセキュアにする基盤技術の提案を目的としてい
る．基盤技術として（１）大容量、高速演算及び通信能力を有し、多様なデータを堅牢制御及び管理
する、耐タンパ型高性能セキュリティチップ、
（２）軽量ユーザ端末等を構築するための、セキュリテ
ィ機能を強化した基盤ソフトウェアを開発するを行っている．
（１）に関しては，平成 18 年度においては機能の異なるセキュリティチップを 2 種類開発した．
ひとつは，ストリーミング機能を実現する高速通信モードを含むセキュリティチップ eTRON/32
UT01，もうひとつは電子署名検証機能を搭載したセキュリティチップ eTRON/32 UT02 である．双
方とも，32 ビット CPU ならびに暗号処理を行う専用コプロセッサによって構成される．UT01，UT02
に関して実装評価し，その結果を平成 19 年度に開発予定のセキュアチップにフィードバックする．
（２）に関しては，セキュアチップと連動する組み込み向けのリアルタイム OS の開発を進めてい
る．平成 18 年度はセキュリティチップのデバイスマネージャ機能を実装し，リアルタイム OS 上に
おける評価を実施した．ユーザから見た場合にデバイスの接続形態によらず利用できることを示すこ
とができた．
さらに、本セキュアプラットフォームの応用として，電子お薬手帳システムの開発を進めた．セキ

ュアチップにユーザの個人の薬歴やアレルギー歴などを記録し，それらの情報と薬の情報を照らし合
わせることで個人個人に合わせた飲み合わせ情報の提示が可能となる．18 年度は薬の飲み合わせ情報
をルールベースで検出する方式の検討，セキュリティチップ内のデータ構造の検討などを進めた．平
成 19 年度に実装を行う予定である．

3.2.3

NEDO「情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発」

デジタル家電が普及し、広帯域網の整備やデジタル放送の開始にもかかわらず、デジタルコンテン
ツビジネスは大きく開花していない。原因の一つには、コンテンツ保護や課金処理の技術が十分でな
く、著作権侵害の危機が迫っていることがある。著作権保護を強固に行いつつコンテンツ配信を可能
にする新しい方式としてマルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発を行っている。
TRON-SMP は、暗号の復号処理や課金を行うセキュアな H/W チップ技術を元にマルチメディアスト
リーミング処理機能を追加した H/W チップである。Internet Commerce 等における電子マネーや電
子チケットのデータの処理のためのネットワーク対応型チップであること、オープンなセキュアチッ
ププラットフォームであることに加え、マルチメディアストリーミング処理と課金処理を同時に安全
に行える耐タンパ型セキュアチップ TRON-SMP を実現する。TRON-SMP は、暗号化されたデジタ
ルコンテンツにたいして復号処理と課金処理を分割することなく処理することを可能とする。これに
より、課金漏れやデータのコピーによる著作権侵害などを防ぐことができる。TRON-SMP の特長と
しては、（1）「鍵」のポータビリティを利用したコンテンツの利用範囲制限、（2）耐タンパチップに
よる高いセキュリティレベルの実現、
（3）特定の画像処理方式に依存しないアーキテクチャ、
（4）課
金と視聴をアトミックな処理として実現、
（5）特許フリーでオープンな課金方式、が挙げられる。鍵
の利用範囲に関しては、TRON-SMP をコンテンツ利用時の鍵として用いることによって明示的にコ
ンテンツが利用できる範囲を制限することができる。コンテンツを無制限に利用させるのではなく、
TRON-SMP が機器に接続されている場合のみ、コンテンツ利用を制限することで不正利用をなくす
ことができる。また、耐タンパチップにて実装することにより、クラッキングや解析により不正にデ
ータを盗まれることはない。さらに、ソフトウェア上でストリーミング処理するのではなく、ハード
ウェア上で行うため、高いレベルのセキュリティを実現することができる。
本研究開発は、東京大学大学院情報学環、株式会社ルネサステクノロジ、パーソナルメディア株式
会社の 3 社による共同研究である。それぞれ、東京大学がコンテンツ配信サーバならびに視聴端末の
開発、ルネサステクノロジがマルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の開発、パーソナルメディ
アが視聴端末のソフトウェアプラットフォームの開発を行っている。東京大学においては、平成 17
年度は、マルチメディアチップの検討とコンテンツ配信方式の検討を行い、方式を決定した。

3.2.4

大型有形･無形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開発

東京大学池内研究室が開発してきた大仏等の大型物体の３次元デジタル化技術および、京都大学松
山研究室が開発してきた人間の動作を立体映像として記録する３次元ビデオ技術を基に、能・日本舞

踊などの無形文化財および、寺院・遺跡などの大型有形文化財を対象とした高精度デジタル化ソフト
ウェアの開発を実施する。
東京大学では、大型有形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開発を担当している。平成１８
年度の研究開発の成果概要を以下に示す。

(1)大規模色彩データ計測システムの開発
有形文化財においては、その本来の色彩データを計測することは特に重要である。そこで、従来の
RGB による色彩計測の高精度化として、スペクトルカメラを利用するシステムを開発した。各点で計
測されたスペクトルデータを４つの基底で表現することで、RGB の色空間よりは豊富な情報を含む色
彩データの計測を可能とした。

(2)大規模色彩データからの光源（物体）色推定手法の開発
上記の手法は高精度の色彩データを取得する一般的な手法として用いられる。しかし、屋外におい
て太陽光線や予期せぬ光源の影響などで時間によって見かけ上物体の色が異なる。そこで、屋外にお
ける大型有形文化財の色彩データの取得のために、同一地点からの時間をおいた複数枚の画像を利用
することによって、こうした光源（物体）色を推定する方法を開発した。

(3)大規模形状データと色彩データの統合ソフトウェアの開発
色彩データは、昨年度までに開発した３次元幾何形状モデルと統合することで初めて意味をもつ。
本年度は、こうした色彩データと幾何形状データをより精密に統合するようなソフトウェアを開発し
た。これにより、文化財の本来の色彩データ付き 3 次元幾何形状モデルを生成することができるよう
になった。

(4)大規模色彩データの効率的蓄積ソフトウェアの開発
高精度色彩データ付き 3 次元幾何形状モデルでも誤差が残る場合がある。イメージベースレンダリ
ングの手法を用いると忠実な色彩再現が可能となるが、イメージを取得した環境（光源、時間等）で
なければ不可能である。そこで、両者を融合し、モデルベースレンダリングで作った結果と実際のイ
メージとの誤差をもデータベース化する。この誤差はほとんど 0 であるので、圧縮をすれば大きな効
果が得られる。

(5)光学特性を考慮した大規模３次元データ表示システムの開発
大型有形文化財の 3 次元表示を考えた場合、単独ではなく、現実にその文化財が存在する環境の中
で自然に見える表示方法も必要となる。なぜなら、環境の異なる 2 枚のデータを合成すると違和感の
ある映像ができてしまうからである。特に自然な影があるかどうかが一番のポイントとなる。ここで
は、明日香村を舞台に、失われた建築物の修復 3 次元 CG モデルを、現在の場所に違和感なく再現し
て表示するシステム（バーチャル明日香村）について報告する。

(6)特殊材質物体の形状取得アルゴリズムの開発
今まで開発してきた幾何形状取得システムでは、ガラス等の透明物体に適用できない。そこで、こ
うした物体でもその形状を計測できるようなシステムを開発した。それには、偏光という現象を利用
し、2 枚の偏光を介した画像より物体表面の各点において法線方向を推定することにより形状を取得
するシステムである。

(7)大規模形状データ解析ソフトウェアの開発
今まで得られた大型有形文化財の幾何データを取得する目的は、単に現状記録だけではない。こう
したデータを利用することで、新たな知見をも得られる可能性がある。本年度は、特にバイヨン寺院
のデータから多数の尊顔データを抽出し、その類似度から分類を行うシステムを開発した。

(8)大規模形状データへの付加情報タグ付け並びに検索ソフトウェアの開発
色彩データ付き 3 次元幾何データは、確かにそれだけで有用な記録となるが、文化財の保護・修復
の観点から見ると、独立に多くの活動が行われているのも事実である。古くからの調査や、現在の地
道な作業をすべてこうした 3 次元幾何データの上にデータベース化できれば、文化遺産の GIS ともい
うべき、時系列に沿った文化財の状況が記録できる。また、従来 2 次元画像が中心であった記録に新
たな道が開かれる。そこで、3 次元形状データに、付加情報を容易にタグ付けできるデータベースシ
ステムおよびそためのユーザインタフェイスを開発した。

3.2.5

超高精細映像と生命的立体造形が反応する新伝統芸能空間の創出技術

本研究は、能や歌舞伎などの日本古来の伝統芸能や、襖、神社や仏閣などに代表される日本特有の
伝統的建築が織り成す美の空間に、最先端の CG 技術・造形技術・制御技術を組み合わせることによ
り、新しい日本の伝統芸能空間：

「超高精細映像と生命的立体造形が反応する新伝統芸能空間」を

生み出す事を目指している。
初年度においては、まず、超高精細映像による自然的・生物的 CG コンテンツの表現アルゴリズム
の開発、特に、流体、および、構造色の物理シミュレーションによる表現アルゴリズムの開発に取り
組んだ。一般的に、物理シミュレーションは計算コストが高いためリアルタイム CG には向かないが、
並列プロセッサを用いることで流体ダイナミクスをリアルタイムで計算可能なアルゴリズムを開発し、
学会において発表した。これらの成果を、山本寛斎の協力のもと東京ドームにおける KANSAI
SUPER SHOW「太陽の船」において、600 インチの巨大スクリーン 4 台それぞれに、それぞれ 5 台
（合計 20 台）の高精細プロジェクターを使って投影し、5 万 4 千人の観客に対して発表した。
また、生き物のように反応する伝統芸能空間の創出装置の開発について、CG に連動して 3 次元的
にスクリーンの形状を変化させる事が出来る”Gemotion Screen”を開発し、国立新美術館開館記念の
オープニングとして文化庁メディア芸術祭 10 周年記念企画において発表した。この際、直動型のエ
アシリンダを採用する事により、従来のデバイスでは実現不可能であった、大規模なスクリーンにお
ける高速かつ高密度な立体表現が可能とした。同様に、日本古来の息吹を秘めつつ、最先端テクノロ
ジーを駆使した空間創出のための舞台装置として、最先端の描画手法に基づいた超高精細最 CG と伝
統的な襖を融合させた 3 次元立体視レンチキュラーの実用化技術を開発し、新伝統芸能空間創出のた
めの舞台装置として開発した。

3.2.6

その他の大型研究プロジェクト

上述のように情報学環として組織的に遂行するもののほか、各教員が中心となって行う研究プロジ
ェクトでも、以下の例（事業規模１千万円以上）に示すとおり、大型研究プロジェクトを積極的に展

開している。
（すべての外部資金による研究の状況は、Ⅳ．外部資金獲得状況を参照のこと）
＜科学研究費補助金(金額は直接経費分)、学環教員が研究代表者となっているもの＞
須藤

修

2006-2010

特定領域研究

「知識社会経済システムの共創的発展とそのガバナンス

に関する研究」（須藤修、田中秀幸、後藤玲子）
馬場

章*1

2004-2009

特定領域研究

67,500 千円

「わが国における火山罹災地の複合的資料による歴史的

文化・自然景観の復元研究－北関東を中心に－」（馬場章、吉田正高）
*1

2006 年度より研究代表者

開

*2

2006-2009 年度総額

2006-2008 基盤研究(A)

一夫

「ヒトとロボットの原初的コミュニケーションに関する

発達認知神経科学的研究」（開一夫、今井倫太、板倉昭二）
山内

祐平

2006-2008 基盤研究(B)

内祐平、奈良高明、堀田龍也）
吉見

俊哉

24,300 千円*2

37,900 千円

「把持状態を利用したウェアラブル展示教材の開発」
（山

15,700 千円

2004-2007 「２０世紀後半の東アジアの都市大衆文化における「アメリカ」の受容と反

発：日本、韓国、台湾、フィリピンを中心に」
（吉見俊哉、姜尚中、水越伸、伊藤守、小倉利丸、岩渕
功一、田仲康博、多田治、毛利嘉孝、姜明求（ソウル国立大学教授）、陳光興（台湾精華大学教授））
14,200 千円
河口

洋一郎

2005-2007 基盤研究(Ａ)

「生き物のように凹凸反応する情感的な屏風画像装置シ

ステムの創出」（河口洋一郎、橋本康弘、堀聖司）
石田

英敬

2005-2007 基盤研究(Ｂ)

34,900 千円

「テレビ・コンテンツ分析の情報記号論的研究とハイパ

ーメディア型事典の作成」（石田英敬、吉見俊哉、水越伸、増澤洋一、水島久光）

14,900 千円

本郷

和人

2006-2009

基盤研究(Ｂ) 「歴史史料と中世都市の情報学的研究」15,600 千円

澤田

康文

2004-2006

基盤研究(Ｂ)

｢薬物動態･動力学理論に基づくテーラーメード･処方設

計システムの開発｣ 12,300 千円
大島

まり

2005-2006

基盤研究(Ｂ)

｢血流と血管壁の達成を考慮した脳動脈瘤動態シミュレ

ータの開発とモデル実験による評価｣ 14,900 千円

深代

千之

2004-2006

基盤研究(Ｂ)

よるトレーニング処方の作成効果判定｣
山本

隆一

2005-2006

｢身体運動中の筋張力筋線維動態推定システムの開発に

13,200 千円

厚生労働科学研究費

｢公開鍵基盤技術を活用した診療情報共有にお

ける個人情報保護と情報セキュリティに関する研究｣ 19,000 千円

＜その他外部資金関係＞
池内

克史

2006

ットに関する研究」
馬場

章

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(ＣＲＥＳＴ) 「油絵描画ロボ

28,210 千円

2006

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(ＣＲＥＳＴ) 「オンラインゲ

ームの教育目的利用のための研究」
馬場

章

2006

特定非営利活動法人映像産業振興機構 「コンテンツ人材育成総合プログラ

ム」に関する調査・研究」

3.3

16,900 千円

10,000 千円

社会情報研究資料センターの役割

大学院情報学環附属社会情報研究資料センターは、1964 年 1 月、当時の新聞研究所に開室された
「プレスセンター」が 1967 年 6 月、新聞研究所附属施設「新聞資料センター」として正式に発足し、
1992 年 4 月に新聞研究所が社会情報研究所に改組されるにあたって「情報メディア研究資料センタ
ー」と改称されたものである。2004 年 4 月、大学院情報学環・学際情報学府と社会情報研究所の統
合に伴い、「社会情報研究資料センター」と改称し、今日に至っている。
本センターは、新聞資料を中心とした各種メディア情報資料を収集・整理し、学内外の研究者の利
用に供することで、社会情報学に関する研究の発展に寄与している。現在、本センターの収蔵資料は
製本済原紙約 20,000 冊、縮刷版約 8,000 冊、マイクロフィルム約 45,000 リールに達している。これ
らの新聞資料は情報学環書庫のほかに、駒場キャンパス内の旧宇宙航空研究所跡地などに別置されて
いる。センターの閲覧室には、利用者のためにマイクロリーダーと CD-ROM 検索用のパソコンを備
えている。また、本センターの定期刊行物として「社会情報研究資料センターニュース」を刊行して
いる。

3.3.1

新聞マイクロフィルムのデジタル化によるバックアップ作成

前述のように、本センターは約 45,000 リールの貴重なマイクロを収蔵しており、これらについて
段階的にバックアップ用の画像デジタルデータを作成していきたいと考えている。データの公開には、
著作権等の検討しなくてはならないいくつかの問題があるが、震災等の事故に備えて、バックアップ

のためにデジタルデータを作成しておくことは不可欠の作業である。しかしながら、5 万リール近い
マイクロフィルムのデジタル化には、膨大な作業と高価な装置が必要である。当面は、この装置を所
有している部局や機関の協力を得ながら、デジタル化のプロジェクトを進めたい。

3.3.2

社会情報研究資料センター

デジタルアーカイブの構築

社会情報研究資料センターでは、センターや情報学環図書室に収蔵されている資料を中心に、旧新
聞研究所資料のデジタル・アーカイブ化のためのさまざまなプロジェクトを進めている。
すでに構築されているアーカイブとしては、ジャーナリストの「森恭三アーカイブ」
「小野秀雄コレク
ションかわら版・新聞錦絵（ニュースの誕生）アーカイブ」などがあり、いずれもすでにインターネ
ットで公開して一般の利用に供せられている。これらに加えて現在、
「第一次大戦期プロパガンダ・ポ
スター・アーカイブ」
「内閣情報部宣伝資料アーカイブ」
「近代日本号外資料アーカイブ」
「満州・中国
大陸新聞アーカイブ」などの旧新聞研究所の貴重資料を基礎としたアーカイブ構築の作業が進んでい
る。
最終的には、旧新聞研究所が所蔵してきたほとんどの貴重資料を網羅するような形でのデジタル・
アーカイブを構築し、またその英語や韓国語、中国語のバージョンを作成していくことで、広く世界
のメディア研究や歴史研究、地域研究などの利用に供していくことにしたい。また、読売新聞データ
ベースを購入し、所内ネットワークで利用できるようにする計画も進めている。

3.3.3

ＣＯＥユビキタスプロジェクトとの連携化

本センターの中期的な将来計画として、既述のようにセンターにおける資料のデジタル化を進める
とともに、進行中のＣＯＥユビキタスプロジェクトとの連携を図る。すなわち、本センターのデジタ
ル・アーカイブ化された資料群が、最終的には東京大学のあらゆる場所、さらには世界の各地からア
クセス可能になるように基盤整備を進める。
また、そのような仕組み作りのプロセスを通じ、東京大学内あるいは日本各地で同様のメディア資
料のデジタル・アーカイブ化を進めている機関との連携を強化し、東アジアのメディア資料に関する
限り、本センターが世界の研究資料ネットワークのハブとして機能するようにしていくつもりである。
また、こうした幅広い連携の手始めとして、横浜にある日本新聞博物館（ニュースパーク）等との何
らかの連携体制を模索したい。

3.3.4

駒場地区別置新聞原紙資料の保存書庫の再配置

現在、大学院情報学環はスペースがきわめて狭小なため、本センターの主要な収蔵資料であるマイ
クロフィルムや新聞原紙に関し、必ずしも十分な保存・保管体制が整備できないでいる。特に、駒場
地区の旧宇宙航空研究所跡地に別置している以下の新聞原紙資料に関しては、きわめて劣悪な保存環
境に置いたままの状態にある。

駒場地区別置資料：大阪朝日新聞

99 冊

信濃毎日新聞

122 冊

新潟日報

96 冊

沖縄タイムス

72 冊

New York Times

742 冊

Washington Post

234 冊

合計

1365 冊

したがって、これらの資料の保存環境の改善は、本センターの重要な課題の 1 つであり、早急に対
応する必要がある。本センターでは、これらの原紙製本資料を、目白台東大病院分館の保存施設の改
修後、目白台保存施設に移動し、本センターの分館的な施設を整備していきたいと考えている。

3.3.5

マイクロフィルム・新聞原紙等資料の再配置

本センターの貴重資料の保存環境の改善とより積極的な公開・閲覧環境の整備のために、以下のよ
うな資料の再配置を行った。すなわち、前年度に本センター書庫新館 1 階及び 2 階部分に空調設備を
導入してマイクロ保存書庫としたが、今年度は、本館 1 階のセンター資料室と 7 階貴重資料室にある
マイクロフィルムのすべてを、マイクロ保存書庫に移動した。同時に、書庫内の資料の再配置を行な
った。以上のような資料の再配置によってできたスペースを、情報学環が所蔵するさまざまなデジタ
ルデータやマイクロフィルムの閲覧および展示のスペースとして整備する予定である。

4

社会との交流
情報学環教員は、以下に述べるとおり、国際的委員会や政府委員会委員、産学協同等を通じて社会

との交流を進めながら、社会への貢献を積極的に行っている。

4.1

国際的委員会

情報学環教員は、IEEE 等の国際学会が開催する会議の運営委員等を通じて、国際的な研究の推進
に貢献をしている。
（国際学会委員会委員：一部のみ抜粋）
池内

克史

IAPR(International Affilication of Pattern Reccognition) (国際パターン認識連合）
，

議長（Chair)，Technical Committee 8（技術第 8 部門）．
池内

克史

Computer Vision, Graphics, Image Processing, Area Editor（領域編集長）
．

池内

克史

IEEE Intelligent Vehicle Symposium 2006，General Chair．

池内

克史

2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA)，Program

Co-Chair．
池内

克史

IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for

Intelligent Systems(MFI)，Organizing Co-Chair．
池内

克史

3rd IEEE International Workshop on Object Tracking and Classification Beyond

the Visible Spectum，Program Committee．
須藤

修

Associate Editor of Environmental Economics and Policy Studies (the official

journal of the Society for Environmental Economics and Policy Studies), Springer-Verlag.
越塚

登

IEEE Joint Conference on E-Commerce Technology (CEC)，Program Committee．

越塚

登

The 2nd International Workshop on RFID and Ubiquitous Sensor Networks (USN

2006)，Program Committee．
佐藤

洋一

IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality

(ISMAR2007)，Program Committee Member．
佐藤

洋一

International Conference on Artificial Reality and Telexistence ， Program

Committee Member．
佐藤

洋一

International Conference on Visual Information Engineering (VIE2006)，Program

Committee Member．
中尾

彰

IEEE

International

Conference

on

Distributed

Computing

Systems

(ICDCS)

/International Workshop on Trust and Reputation Management in Massively Distributed
Computing Systems (TRAM)， Program Committee Member．
中尾

彰

IEEE GlobeCom，TPC Member．

4.2

政府・自治体委員会

情報学環教員は、政府・自治体委員会の委員等としても活躍し、情報通信などにかかわる政策立案
等に参画することで、社会に貢献している（政府委員会委員数 58 人、地方自治体委員会委員数 19 人）。
（政府・自治体委員会委員：一部のみ抜粋）
＜政府＞
池内

克史

文部科学省・専門調査員

大島

まり

文部科学省・宇宙開発委員会・委員

大島

まり

文部科学省・科学技術・学術審議会・臨時委員

大島

まり

日本学術会議・連携会員

坂村

健

総務省

坂村

健

日本学術会議 ユビキタス空間情報社会基盤分科会・会長

坂村

健

内閣府 イノベーション 25 戦略会議・委員

須藤

修

内閣官房「IT 新改革戦略評価専門委員会」委員

須藤

修

内閣官房「電子政府評価委員会」座長

須藤

修

内閣府「国民生活審議会」委員

須藤

修

内閣府「総合科学技術会議」情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム委員

須藤

修

総務省「電子自治体のシステム構築のあり方に関する検討会」委員長

須藤

修

総務省「地方の活性化とユビキタスネットワーク社会に関する懇談会」委員

須藤

修

厚生労働省「最適化計画策定評価委員会」委員

須藤

修

経済産業省「次世代型電子認証基盤の整備に関する有識者委員会」委員長

須藤

修

文部科学省「科学技術・学術審議会」専門委員

須藤

修

文部科学省「先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」委員

馬場

章

経済産業省・ゲーム産業戦略研究会・委員長

橋元

良明

内閣府

濱田

純一

総務省・電波監理審議会委員

原島

博

総務省・独立行政法人評価委員会委員

原島

博

文部科学省・科学技術・学術審議会・専門委員

吉見

俊哉

内閣府・都市再生本部戦略チーム委員

吉見

俊哉

日本学術会議・連携会員

鈴木

高宏

特許庁・弁理士試験委員

山口

いつ子

日本学術会議・連携会員（第一部、法学委員会）

ユビキタス空間基盤協議会・会長

「情報化社会と青少年に関する調査委員会」・委員長

＜自治体＞
坂村

健

東京都都市整備局・東京都 IC タグ実証実験実行委員会委員

坂村

健

東京都・IT 技術等活用研究会・委員

坂村

健

奈良県・自律移動支援プロジェクト小委員会・委員長

須藤

修

福島県・ＩＴ推進アドバイザー

須藤

修

岐阜県・ＩＴ顧問

須藤

修

高知県「電子自治体推進協議会」・顧問

佐倉

統

岐阜県・IT 顧問

深代

千之

グランドワークやまのて・副会長

4.3

学協会活動

情報学環教員は、国内外の関係学会の活動に積極的に参加しており、会長や副会長など、学会の要
職等を通じて学協会活動に貢献している。
（学協会役職：一部のみ抜粋）
池内

克史

IEEE・Fellow

池内

克史

IEEE Computer Society・Distinguished Lecturer

池内

克史

IEEE Robotics and Automation Society・Administrative Committee

石田

英敬

日本記号学会・理事

坂村

健

日本建築学会・ユビキタス・コンピューティング社会の建築・都市特別研究委員会・
委員長

澤田

康文

日本医薬品情報学会・編集委員会委員長

澤田

康文

日本薬物動態学会

澤田

康文

日本医薬品情報学会

須藤

修

日本社会情報学会（JASI）・副会長

須藤

修

日本社会情報学会（JASI）・総務委員会委員長

須藤

修

情報文化学会・副会長

須藤

修

進化経済学会・理事

須藤

修

国際 CIO 学会・副会長

須藤

修

日本国際政治学会・評議員

西垣

通

日本社会情報学会・理事

馬場

章

日本デジタルゲーム学会（DiGRA JAPAN）・会長

馬場

章

日本シミュレーション＆ゲーミング学会（JASAG）・理事

橋元

良明

日本社会言語科学会・監事

橋元

良明

日本マス・コミュニケーション学会・理事

橋元

良明

日本社会情報学会・学会賞選考委員

山口

泰

日本設計工学会・評議員

鈴木

高宏

日本ロボット学会・理事

田中

秀幸

日本社会情報学会（JASI)・評議員

田中

秀幸

社会・経済システム学会・理事

深代

千之

国際バイオメカニクス学会・理事

深代

千之

日本体育学会東京支部・理事長

評議員
幹事

水越

伸

日本マス・コミュニケーション学会・理事

山内

祐平

日本教育工学会・編集担当理事

竹之内

禎

情報メディア学会・理事

辻本

篤

情報文化学会・評議員

七邊

信重

日本デジタルゲーム学会（DiGRA2007）・事務局長・組織委員

4.4

セミナー・研究会・公開講座

情報学環・学際情報学府の研究・教育活動の成果を公表するとともに、その環を広げるために、下
記に示すようなさまざまな公開の催しを実施した。
入試説明会はたんなる入試事項の説明にとどまらないかたちで、過去の学環・学府シンポジウムの
成果を引き継ぎつつ、学環・学府の全体像を示す機会となっている。概要説明から、院生紹介、主要
プロジェクト紹介、鼎談などとともに、本年度も研究室や研究プロジェクトを紹介する熱帯雨林的な
知識交換、共有の場、「学環・学府まんだら」なども開催された。
この他、別表で一覧されているとおり、ＣＯＥシンポジウムをはじめ、内外の関係者を集めた先端
的な研究成果の披露の機会があった。
学環の特徴でもあるさまざまなプロジェクトは、公開研究会、シンポジウムなどを通して学際情報
学の研究情報を発信している。下記がその一覧（現在稼働しているもの）である。いずれも学際的な
チャレンジをしている営みだといえる（学環ホームページ上に公開されたプロジェクトのみで、全て
を網羅していないことを申し添えておく）。
■共同研究プロジェクト一覧
フィジックスベースビジョンプロジェクト

代表：池内克史

PlanetLab Japan

代表：中尾彰宏

大井町プロジェクト

代表：馬場章

ゲーム研究プロジェクト

代表：馬場章・新清士

人間行動観察学習ロボットプロジェクト

代表：池内克史

iii online プロジェクト

代表：山内祐平

戦争とメディア

代表：吉見俊哉

戦後東アジアとアメリカニズム

代表：吉見俊哉

新しい百科全書

代表：石田英敬・吉見俊哉

文化遺産のデジタル化プロジェクト

代表：池内克史

モード・プロジェクト

代表：水越伸

情報学の基盤形成プロジェクト「FINE」

代表：西垣通

メディア研究のつどい

代表：林香里

■別表
学環・学府で開催されたイベント一覧である。なお、ここに挙げたのは学環ホームページ上に公開
されたイベントのみで、個別研究室開催の研究会をはじめ学環・学府で催された全ては網羅していな
いことを申し添えておく。
【シンポジウム】
2006.5.30

東京大学２１世紀ＣＯＥ「次世代ユビキタス情報社会基盤の形成」 第八回シン
ポジウム
小宮山

ユビキタス・ネットワークとイノベーション
宏（東京大学総長）

吉川弘之（(独)産業技術総合研究所長、東京大学元総長）
坂村

健（東京大学大学院情報学環副学環長・教授）

須藤

修（東京大学大学院情報学環教授）

篠塚勝正（沖電気工業代表取締役社長、東京大学大学院情報学環 21 世紀 COE
特任教授）
関口和一（日本経済新聞社編集委員・論説委員）
2006.6.24

第一次世界大戦期プロパガンダ・ポスター

コレクション

デジタル・アーカイ

ブ公開記念シンポジウム
吉見俊哉（東京大学大学院情報学環）
基調講演

森 啓（女子美術大学大学院）

小泉智佐子（東京大学大学院情報学環）
竹内次男（京都工芸繊維大学美術工芸資料館）
川畑直道（デザイナー）
田島奈都子（姫路市立美術館）
貴志俊彦（島根県立大学）
若桑みどり（川村学園女子大学、千葉大学）
佐藤卓己（京都大学大学院）
生井英考（共立女子大学）
北原恵（甲南大学）
柏木博（武蔵野美術大学）
2006.6.28

情報学環ＣＯＥ国際シンポジウム「ユビキタス情報社会における都市デザインと
コミュニティ」
吉見俊哉
マティアス・エチェノバ
木村和穂
田中浩也 Instructor, Keio SFC
本江正茂

Masashige MOTOE, Prof., Tohoku Univ.

中嶋謙互

Kengo NAKAJIMA, CEO Community Engine

渡辺誠

Makoto WATANABE,CEO Architects Office

ዊᨋᱜ⟤ Masami KOBAYASHI, Prof., Univ. of Meiji
࡛ࡦ࠳࠳࠾ࠛ࡞ࠬ Yolande Daniels, Studio SUMO, Ass Prof., Columbia
University
ࠞࠗ࠲ࠝ Carla Leitao, a|Um Studio, Ass Prof., Columbia University
ࠬࡄࠬ࠳ࠞ Supersudaca: Pablo Corvalan, Prof., Universidad de Talca Valle Central, Chile / Felix Madrazo, OMA - Rotterdam / Manuel de Rivero,
Prof., Universidad Catolica del Peru
ච፲ᄥ㇢ Taro IGARASHI, Ass Prof., Tohoku University
࠻࡞ࠬ࠹ࡦࡉ࡞ࡓ Torsten Blume,Prof., Bauhaouse-Dessau Foundation
᳓િ Shin MIZUKOSHI, Ass Prof., iii Tokyo University
ࠗࠚࡈ࠳ࠨࡈࡦ Yehuda Safran , Prof. Columbia University
 

᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣቇ㓙ᖱႎቇᐭቇ㓙ᖱႎቇኾ ╙  ࿁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ታⓨ㑆ߣᗐⓨ㑆ߩⲢวޯ࡙ࡆࠠ࠲ࠬࠦࡦࡇࡘ࠹ࠖࡦࠣᛛⴚߣࡀ࠶࠻ࡢࠢ
ᬌ⚝ᛛⴚߩⲢวޯ
ဈ ஜ㧔᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣᢎ᧲ޔ੩ᄢቇ 21 ♿ COE
ᄢ↸ 㓶৻㧔NTT ࠱࠽ࡦ࠻ข✦ᓎ㧕
ዊᎹ సᒾ㧔᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ ․છᢎ NTT ࠨࠗࡃ࠰ࡘ࡚ࠪࡦ⎇
ⓥᚲᚲ㐳㧕
Ⴆ ⊓㧔᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣഥᢎ㧕

 

ᖱႎቇⅣ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ ࠝࡃࠗࡀ࠶࠻ࡢࠢࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߮ࡢ
࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠝࡃࠗ߇ᜏߊᣂᤨઍࡀ࠶࠻ࡢࠢ̄
ᄢ㒋ᄢቇ✚㐳 ችේ⑲ᄦ
✚ോ⋭ ᛛⴚ✚ክ⼏ቭ ᧻ᧄᱜᄦ
✚ോ⋭ ✚วㅢାၮ⋚ዪ 㔚᳇ㅢାᬺㇱ 㔚᳇ㅢାᛛⴚࠪࠬ࠹ࡓ⺖㐳 ᷰㄝస㧕
ᄢ㒋ᄢቇ ✚㐳 ችේ⑲ᄦ㧕
European Commission, Fabrizio Sestini㧕
ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴ ᣂઍࡀ࠶࠻ࡢࠢ⎇ⓥࡦ࠲ ਛౝᷡ⑲㧕
ENST, Prof. Daniel Kofman㧕
HP Labs, RickMcGeer㧕
Princeton Univ., Prof. Jennifer Rexford㧕
᧲੩ᄢቇ ഥᢎ ਛየᓆብ㧕
ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴ ࡊࡠࠣࡓ࠺ࠖࠢ࠲ 㕍ጊ♿㧕

⻠࠽ࡒޣṶળޤ
 

 ♿㧯㧻㧱ࡊࡠࠣࡓޟᰴઍ࡙ࡆࠠ࠲ࠬᖱႎ␠ળၮ⋚ߩᒻᚑ᧲ޠ੩ᄢቇᄢቇ
㒮ᖱႎቇⅣࠛࡦࠨࠗࠢࡠࡍ࠺ࠖࠕࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ 㐿⻠Ṷળ
ࠕ࡞ Celia Lury ᢎ 㧔ࡠࡦ࠼ࡦᄢቇࠧ࡞࠼ࠬࡒࠬᩞ ␠ળቇㇱ

Visual Culture & Media Technology 研究）

2006.5.10

2006 年度第１回メディア研究のつどい「流動化進む米メディア最新事情」
早稲田大学客員教授 藤田博司

2006.6.14

2006 年度第 2 回メディア研究のつどい「ドキュメンタリー制作という社会認識—
歴史・方法・実践」
法政大学社会学部助教授

2006.6.15

丹羽美之

東京大学大学院情報学環・学際情報学府ラウンドテーブルセッション「都市とラ
ンドマークの記憶 — ニューヨークと東京 —」Landmarks as Urban Memory: New
York – Tokyo
バーバラリー・ダイヤモンスティン＝スピルヴォーゲル (ニューヨーク市歴史的
建造物保護センター所長）
蓑原敬 (都市プランナー、蓑原計画事務所所長、元建設省課長）
西村幸夫 (東京大学大学院工学系研究科教授）
アレックス・カー (作家、日本研究家）
司会:吉見俊哉 (東京大学大学院情報学環長）

2006.9.16

「アメリカのメモ」 「アメリカの雑記」 「アメリカだより」 「アメリカへの
手引き」 「アメリカの印象」（計 5 本、約 1 時間 30 分）

2006.9.27

情報学環後援

「山田洋次監督と語る大学生の集い」

山田洋次（映画監督）

【プロジェクト関連】
「ＢＥＡＴ」ベネッセ先端教育技術学講座
〔公開研究会〕
2006.5.20

第 1 回：『かわいい子にはケータイを持たせよ?!』 キャリア各社の子ども向け
ケータイサービスへの取り組み

2006.6.24

第 2 回：Web2.0 で創る『みんながちょっとずつ頭がよくなる世界

2006.8.5

第 3 回：ゲーム・ルネッサンス： いつか来た道、これからの道

2006.9.2

第 4 回：学校の枠を超えた交流学習： 伝え合うことで"異文化"を学ぶ子どもた
ち
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学部のシリア・ルリー（Celia Lury）教授を招き、公開講演会を開催した。情報学環ＣＯＥプログラム
では、6 月 28 日にも、「ユビキタス情報社会における都市デザインとコミュニティ 」と題した国際シ
ンポを行った。そのほか、2008 年 3 月 29 日から 31 日にかけては、トヨタ財団後援、情報学環主催で
「中・韓・日ジャーナリストとの対話：いま、東北アジアの言論空間を考える」を一条ホールで開催し、
中国、韓国ならびに日本の若手ジャーナリストと日本のメディア研究者や大学院生たちとの対話の場を
つくった。また、１０月 12 日には、恒例のソウル大学校言論情報研究所・社会科学大学言論情報学科
との共催で、「ニューメディア時代の個人、社会、国家と文化」

をテーマとする国際シンポジウムを

ソウル大学希鑑ホールで開催した。翌 13 日には、学際情報学府ならびにソウル大学校の学生の間で国
際学生合同ゼミを開催した。また、平成 18 年度冬学期には、同学科とのビデオ会議システムによる国
際共同演習を開講し、両大学の教員によるオムニバス形式の講義を行ない、教員・学生双方の交流の第
一歩を固めた。
このような東京における国際シンポジウムや研究交流活動に加えて、学環の教員それぞれは、積極的
に海外で行われる学会やシンポジウムに参加し、海外での研究調査活動をくりひろげている。今後とも、
組織としても、また教員個人としても、多様な国々の多様な研究機関やその他の社会における交流を深
めることが課題である。
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客員教員の状況
年度

平成 14

平成 15

平成 16

平成 17

平成 18

職

氏名

担当授業

本務先

客員教授

鈴木

秀美

ジャーナリズムと法制度

広島大学法学部

客員教授

市村

元

客員助教授

遠藤

薫

客員助教授

中村

功

松山大学人文学部

客員教授

鈴木

正敏

㈱日本総合研究所

客員教授

藤田

博司

上智大学文学部

客員助教授

毛利

嘉孝

客員助教授

港

客員教授

伊藤

守

客員教授

村上

由見子 文化・人間情報学特別講義Ⅰ

客員助教授

東

客員助教授

永井

客員教授

ﾌﾛﾘｱﾝ ｸﾙﾏｽ

社会情報学特論Ⅱ

ドイツ－日本研究所

客員助教授

深尾

文化・人間情報学特論Ⅴ

大阪外国語大学外国語学部

客員助教授

宇治橋

客員教授

佐藤

客員助教授

魏

ＴＢＳ解説室理事
東京工業大学大学院社会理工
学研究科

九州大学大学院比較社会文化
研究院

千尋

多摩美術大学美術学部

浩紀

由美子

葉子

社会情報学特別講義Ⅰ

社会情報学特別講義Ⅱ
学際理数情報学特別講義Ⅰ（病
気のため取止め）

祐之

早稲田大学教育学部
著述業
国際大学グローバル・コミュ
ニケーション・センター
多摩美術大学美術学部

ＮＨＫエディケーショナル

哲

文化・人間情報学特論Ⅷ

晶玄

文化・人間情報学特論Ⅸ

長野大学産業社会学部
ソウル(社)コンテンツ経営研
究所
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バーチャルリアリティ技術の数理的側面、技術的側面、社会的側面にする基礎的議論から、具体的な応
用事例（バーチャルリアリティシアター、デジタルアーカイブ、コミュニケーション）までを論じる。
また、それら技術の、エンターテイメントヘの応用について考察する。
8）エンタテイメントテクノロジー研究Ⅱa：コンピュータグラフィックス
担当：西田友是、高橋成雄
コンテンツ産業の基盤技術の観点から３次元 CG の基礎（座標変換、データ構造、陰影計算、材質表現、
アニメーションの基礎）について論じる。
9）エンタテイメントテクノロジー研究Ⅱb：コンピュータグラフィックス
担当：西田友是
コンピュータグラフィックスを構成する諸要素（モデリング技術、レンダリング技 術、高速化技術）
を論じ、先端研究に触れる。また、それら諸技術のエンタテインメ ントヘの応用について論じる。
10）エンタテイメントテクノロジー研究Ⅲ：コンテンツデザイン
担当：広瀬通孝、谷川智洋、岩井俊雄
情報技術による仮想世界が現実世界と重層的な関係を持つための技術である複合現実感（MR）につい
て、バーチャルリアリティ（VR）技術の成立、その技術的な必然性などについて解説した後、リアル
とバーチャルの融合技術についてウェアラブルコンピュータ、ライフログ、デジタルパブリックアート
といった具体例とともに論じる。
11）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅳ：デジタル映像処理
担当：池内克史、五十嵐健夫
画像処理の基礎、幾何学的理論に基づく処理法、光学・物理学に基づく処理理論、統合法・認識理論な
どを基に、工学的に人間の視覚機構と見かけの働きが同じようなアルゴリズムを開発するコンピュータ
ビジョンに関して実際の応用例とともに概説する。また、使いやすいインタフェースをデザインするた
めの方法論、研究についても実例を基に論じる。
12）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅴ：アーカイブ技術
担当：馬場 章
デジタルコンテンツの展示・保存を担うアーカイブ技術の基礎的技術について学び、 実際のデジタル
アーカイブの事例をみながら、そのエンターメントヘの応用について 論じる。
13）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅵ：コンテンツ知覚心理
担当：佐藤隆夫
コンテンツの企画、製作の際に必要となる視聴覚の基本的なメカニズム、およびそれを解明するための

実験手法について論じる。また、視聴覚における心理的なリアリティー、視聴覚に関わる錯視などの興
味深い現象や視聴覚、特に視覚的な安全性についても論じる。
14）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅶ：制作展示プロデュース
担当：荒川忠一
各自の専門性、志向性を基に作品を制作し、完成した作品を展示した作品展を開催する。それらの一連
のプロセスを通して、さまざまな表現手法を議論しながら学ぶとともに、作品展の開催に向けた企画の
プロデュース、マネージメント、プロモーションについても学ぶ。
15）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅷ：インターフェイスデザイン
担当：苗村 健
人間の感覚系に関する様々な知見と、それに基づくヒューマンインタフェースの実装・デザインについ
て技術的な観点から論じる。また、現在の技術的背景のもとで、今後どのようなインタフェースが必要
となり、また何が必要とされるのかについて議論し、考察を行う。
16）エンタテインメントテクノロジー研究Ⅸ：先端科学技術と芸術表現論
担当：河口洋一郎
デジタルコンテンツの基礎となる CG 技術に閲し、先端科学技術と芸術表現の相互触発作用という観点
から展望し、わが国のメディア芸術・CG アートの現状について論じる。
17）デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅰ：インターンシップ
担当：馬場 章、藤原正仁
これまでの授業で修得した基礎理論や知識を踏まえ、コンテンツ産業の現場の経験知や実務を学び、新
たなデジタルコンテンツ創造に結びつけることができる能力を体得することを目的とし、企業でのイン
ターンシップ実地研修を行う。また、派遣前の準備として「インターンシップ事前研修」、派遣後に研
修の振り返りと経験の共有等を目的とした「インターンシップ事後研修」を学内で実施する。
18）デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱa：製作・マーケティングシミュレーション
ゲームプロデュースゼミ
担当：馬場 章、遠藤雅伸
ゲームの本質的な面白さの具現化を目的とし、ゲームプロデューサーのプリプロダクションへの関わり
方をシミュレートし、ボードゲームによってゲームのプロトタイプ開発を行う。既存のボードゲームの
分析、評価に基づく必勝法（ストラテジー）の構築を通してそのゲームの面白さの本質について考察し、
これを踏まえたゲームのプロトタイプ制作を各自のスキルに合わせて行うことで、ゲームプロデューサ
ーとしての実践力の修得を目標とする。

19）デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱb：製作・マーケティングシミュレーション
アニメ・映像企画ゼミ
担当：七丈直弘、吉田正高、八巻 磐、辻本幸七、各教官
アニメーションや映像を主体としたコンテンツの製作に関連する各工程（プリプロダクション、プロダ
クション、公開、配給、リクープ）の構造と実務、および企画立案の基礎から販売方法や配信媒体に合
わせた企画の立て方など、実践的な知識を用いて自ら企画立案を試みる。さらに、自らの企画を用いた
短編映像作品の制作、それを用いたマーケティングやプロモーションの企画作業を体験することで、こ
の分野でビジネスを推進する上で必要となる実践力の修得を目標とする。
20）デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱc：製作・マーケティングシミュレーション
検索技術と情報ビジネス
担当：相澤清晴、山田和明、各教官
インターネットポータルビジネスの実際のコンテンツを中心として、ウェブ検索技術や新しいコンテン
ツ創造の場として注目されるブログサービスなど最先端の検索技術とサービス、それらを活用した情報
ビジネスの現状と未来について学ぶ。また、Developer Network のビジネス活用企画に関する演習を実
施し、最新技術とサービスを融合し、新しいビジネスモデルを構築できるインターネットビジネスの今
後を担う実践力の修得を目標とする。
21）デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅲ：論文作成
担当：荒川忠一、苗村 健、青木輝勝
教育プログラムで修得した知識、経験を踏まえ、新たなデジタルコンテンツを生み出すための科学技術
や、コンテンツに関するマーケティングや商品流通の実態と今後の展望など、デジタルコンテンツの発
展につながる内容をテーマに、論文執筆を行う。
22）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅰ：作品研究
担当：潰野保樹、各教官
さまざまなコンテンツ作品を毎回選び、その製作に携わった実務者による作品製作の意図および過程
（関わり方、戦略、成果評価など）における重要事項の解説およびディスカッションを通じて、コンテ
ンツが成立するために必要となる様々な知識を総合的に修得する。
23）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅱ：アニメーション制作の理論と実践
担当：浜野保樹、鈴木敏夫、押井 守、石川光久、各教官
日本のアニメーション製作の第一線で活躍している実務者による、製作形態、国際戦略、アニメーショ
ン関連のビジネスモデルなどの、現状と今後の課題に関する解説およびディスカッションを通じてアニ
メーション製作に必要とされる実践的な知識を修得する。

24）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅲa：ゲームプロデューサー論 a
担当：馬場 章、岩谷 徹、遠藤雅伸、各教官
ゲームの開発工程からゲームプランニング、ゲームデザイン、プロジェクトマネジメント、そしてゲー
ムテクノロジー、Ｒ＆Ｄ（研究開発）といった、企画と制作の過程を中心に、新しいゲームをいかに企
画し、いかなる技術を用いてどのように制作するのかという問題について、ゲームプロデューサーの視
点から論じる。
25）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅲb：ゲームプロデューサー論 b
担当：馬場 章、松原健二、小沼謙太郎、各教官
ゲームの製作工程から特にファイナンス、リーガル、マーケティング、プロモーション、リーテイルな
どのビジネス的な内容を中心に、ゲーム開発におけるそれらの役割と実際を、国際的なゲーム情報の流
通という視点とゲームプロデューサーの視点から論じる。
26）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅳ：映画産業論
担当：公野 勉
映画業界における製作・買付・配給・興行までにおよぶ産業構造を解説し､その国内外の市場実態を踏
まえたコンテンツ戦略の在り方について論じる。また各論として映画製作におけるディベロップメン
ト・撮影・ポストプロダクションの実際に関しても解説を行う。
27）デジタルコンテンツ創造科学特論Ⅴ：デジタルメディア
担当：青木輝勝
近年、様々な分野でコンテンツの重要性に対する意識が高まっている背景を踏まえ、映画やアニメーシ
ョン、ゲームといった現在の主流分野以外のより広義なコンテンツ（TV コンテンツ、出版コンテンツ、
ケータイコンテンツ等）に焦点を当て、これらの現状と今後の動向について論じる。
科目・開講時期一覧
科目
番号
A001
A002
A003
A004

単
科 目 名

担当教員

位

開講時期

備考

数
デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅰ：
コンテンツ制作理論
デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅱ：
コンテンツ制作技術論
デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅲ：
グローバルストラテジー論
デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅳ：

浜野保樹

2

夏学期

※1

七丈直弘

2

夏学期

※1

（未定）

2

（未定）

八代英輝

2

冬学期

※ 1
※6
※1

コンテンツ法務
A005
A006
B001
B002a
B002b

B003

B004
B005
B006
B007
B008
B009
C001

デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅴ：
コンテンツ財務
デジタルコンテンツ創造科学講義Ⅵ：
コンテンツ文化史
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅰ：
バーチャルリアリティ

※1

吉田正高

2

冬学期

※1

舘

2

夏学期

2

夏学期

2

夏学期

2

夏学期

※2

2

夏学期

※2

馬場 章

2

冬学期

※2

佐藤隆夫

2

夏学期

※2

荒川忠一

2

通年開講

※2

苗村 健

2

夏学期

※2

河口洋一郎

2

冬学期

※2

6

通年開講

※3

6

通年開講

※3

6

通年開講

※3

6

通年開講

※3

暲

コンピュータグラフィックス

高橋成雄

エンタテインメントテクノロジー研究Ⅱb：
コンピュータグラフィックス
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅲ：
コンテンツデザイン

西田友是

谷川智洋

デジタル映像処理

五十嵐健夫

アーカイブ技術
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅵ：
コンテンツ知覚心理
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅶ：
制作展示プロデュース
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅷ：
インタフェースデザイン
エンタテインメントテクノロジー研究Ⅸ：
先端科学技術と芸術表現論
デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅰ：

馬場 章

インターンシップ

藤原正仁

製作・マーケティングシミュレーション

製作・マーケティングシミュレーション
アニメ・映像企画ゼミ
デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱc：

※6
※2
※ 2
※6

岩井俊雄
池内克史

エンタテインメントテクノロジー研究Ⅴ：

※ 2

廣瀬通孝

エンタテインメントテクノロジー研究Ⅳ：

デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱb：

C002c

夏学期

西田友是

ゲームプロデュースゼミ

C002b

2

エンタテインメントテクノロジー研究Ⅱa：

デジタルコンテンツ創造科学演習Ⅱa：
C002a

逸見圭朗

馬場 章
遠藤雅伸
七丈直弘
吉田正高
八巻 磐
辻本幸七
相澤清晴
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予算

・情報学環
2003('15)

2004('16)

2005('17)

2006('18)

件

件

件

件

数

金額

数

金額

数

金額

数

金額

授業料

－

156,240,000 －

90,136,400 －

130,079,250 －

126,550,530

入学料・検定料

－

19,344,000 －

28,393,000 －

30,056,800 －

30,227,200

人件費

－

400,697,242 －

674,461,271 －

754,176,257 －

722,514,839

物件費

－

150,090,000 －

160,385,580 －

261,876,000 －

228,921,285

40,000,000 1

40,000,000 1

40,000,000

1

寄附講座
奨学寄附金
科学研究費補助金
(文科省､学振)
科学研究費補助金
(厚生省)

27

29,860,000 38

38,110,800 38

60,357,398 34

35,269,141

25

235,800,000 27

270,780,000 32

161,200,000 36

142,525,000

14,500,000 5

18,000,000 5

17,000,000

－

－ 5

受託研究費

6

8,365,000 17

132,979,479 22

417,571,620 16

407,165,816

共同研究費

8

16,720,000 16

54,677,750 13

49,205,030 7

10,985,000

1

11,018,000 2

96,572,000 1

97,204,000 1

99,998,000

1

248,000,000 1

188,000,000 1

177,180,000

科学技術振興調整
費
COE 拠 点 形 成 経
費

・社会情報研究所
2003('15)
件
数

金額

授業料

－

4,161,200

入学料・検定料

－

4,842,000

人件費

－

188,609,768

物件費

－

98,583,000

寄附講座

－

－

奨学寄附金

4

1,400,000

科学研究費補助金

12

38,000,169

受託研究費

1

4,800,000

共同研究費

－

－

科学技術振興調整費

－

－

（注）2003 年度の予算額について、社会情報研究所と大学院情報学環で重複して計上されているもの
があるために、単純に合計することはできない。
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S.27

472

S.29

26

S.33

360

S.58

4,171

⸘

5,029

ᥳቯࠕࡀ࠶ࠢࠬ

H.13

1,013

Ꮏቇㇱ 2 ภ㙚

*H18

*500

⋡⊕บ 1 ภ㙚

*H18

*492

⋡⊕บ 2 ภ㙚

*H18

*545

╙ 2 ᧄㇱ

*H18

*548

ቇⅣᧄ㙚

*=  ↪ ᐕ ᐲ 㨯 
↪টᢙ
ቇᄖࠬࡍࠬ
ᢥ੩ᧄㇹ(㩖㩥㨺㩡㩕㩨㩣)

117.71 ট

ᢥ੩ᧄㇹ(MA 㩕㩨㩣)
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ᐔᚑ 14(2002㧕

37

48

16

20

ᐔᚑ 15(2003㧕

37

48

16

20

ᐔᚑ 16(2004㧕

70

70

30

30

ᐔᚑ 17(2005㧕

70

70

30

30

ᐔᚑ 18(2006㧕

85

90

36

38

2005 年度修士入学試験詳細
志願者

合格者

入学者

本学

31

本学

23

本学

18

他大学

147

他大学

52

他大学

52

志願者

合格者

入学者

日本人

160

日本人

69

日本人

64

外国人

18

外国人

6

外国人

6

志願者

合格者

入学者

男

120

男

47

男

43

女

58

女

28

女

27

志願者

合格者

入学者

一般学生

146

一般学生

64

一般学生

59

社会人

32

社会人

11

社会人

11
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ᧄቇ

ઁᄢቇ


ቇ⠪
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ᄖ࿖ੱ


ᄖ࿖ੱ


ᣣᧄੱ


ᄖ࿖ੱ


ᣣᧄੱ

ᔒ㗿⠪

ᅚ


วᩰ⠪

ቇ⠪

ᅚ


↵


ᔒ㗿⠪

↵


วᩰ⠪

৻⥸ቇ↢


ᅚ


↵


ቇ⠪

␠ળੱ


␠ળੱ


␠ળੱ


ᣣᧄੱ
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2005 年度博士入学試験詳細
合格者

志願者

入学者

本学

39

本学

23

本学

23

他大学

16

他大学

2

他大学

2

志願者

合格者

入学者

日本人

48

日本人

22

日本人

22

外国人

7

外国人

3

外国人

3

志願者

合格者

入学者

男

35

男

18

男

18

女

20

女

7

女

7

志願者

合格者

入学者

一般学生

38

一般学生

19

一般学生

19

社会人

17

社会人

6

社会人

6

志願者

合格者

入学者

他大学
2

他大学
2

他大学
16
本学
39

志願者

本学
23

本学
23

合格者

入学者

外国人
3

外国人
7

日本人
22

日 本人
48

志願者

外国人
6

合格者

入学者

女
7

女
20

女
7

男
35

志願者

男
18

合格者

社会人
6

社会人
17
一般学
生
38

日本人
31

男
18

入学者

社会人
6
一般学
生
19

一般学
生
19
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43

29
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15
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37
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<就職先一覧>
2003 年度

2004 年度

2005 年度
2

㈱三菱総合研究所

2

㈱電通

2

㈱ワークスアプリケー

1

㈱リクルート

2

倉敷市立短期大学

1

1

㈱フロム・ソフトウェア

1

1

㈱コスモ・スペース

1

東日本旅客鉄道㈱

1

日本アイ・ビー・エム・

1

㈱スタジオジブリ

1

サービス㈱

ソニー・エリクソン・モ

1

日本アイ・ビー・エム・

㈱野村総合研究所

2

㈱ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

㈱電通

3

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

㈱ディー・エヌ・エー

1

㈱任天堂

2

ションズ

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ

1

㈱日本総合研究所

1

㈱ビービット

㈱アクティブ･ワーク

1

㈱ イ ー ス タ ンス ポ ー

1

㈱takibi

㈱青土社

1

ツ

1

㈱ﾓﾊﾞｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭ-ｼ

1

㈱ソニー

1

NTT 研究所

1

ｮﾝ

2006 年度

バイルコニュニケーシ

1

㈱東京リーガルマイ

三菱電機㈱

1

ンド

東日本電信電話㈱

1

YRP ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｷ

任天堂㈱

1

ﾝｸﾞ研究所

日本電信電話㈱

1

㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本情

日産自動車㈱

1

報ｼｽﾃﾑ

1

ョン㈱

ﾅﾚｯｼﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ㈱

1

㈱日立製作所

1

㈱竹中工務店

1

チームラボ㈱

1

㈱博報堂

1

日本テレビ放送網㈱

ソニー㈱

1

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ

1

アクセンチュア㈱

キャノン㈱

1

㈱三井物産

1

朝日新聞社

1

個人デザイン事務所

1

Singapore Press Holdings

1

日本経済新聞社

1

ア

McKinsey&Coｍpany

1

㈱サイバーエージェ

Bain&Company

1

ント
㈱電通

Japan,Inc

1
1

1

システムズ・エンジニ

ヤマハ㈱

ョン㈱

アリング㈱

㈱日立製作所

1

モルガン・スタンレー

楽天㈱

1

証券㈱

ベネッセコーポレーシ

1

沖電気工業㈱

1

凸版印刷㈱

1

㈱インフォバーン

1

1

㈱プラップジャパン

1

1

㈱ヒューマンルネッサ

1

学校法人駿河台学園

1

ンス研究所

㈱アイ・ティ・フロンティ

1

㈱野村総合研究所

1

1

セイコーインスツル㈱

1

社団法人共同通信社

1

㈱日本総合研究所

1

1

ソフトバンク クリエイ

1

日本電信電話㈱

1

1

ティブ㈱

ゴ ールドマン・サック

1

Leo Barnett(米国）

1

衆議院議員事務所

1

日経ホーム出版社

1

ス証券㈱

自営業（介護福祉業）

1

㈱日本テレビ放送網

1

淑徳与野高等学校

1

名古屋鉄道㈱

1
1

㈱東芝

1

NTT コニュニケーショ

ーション

1

三井物産㈱

1

ンズ㈱

㈱スクウェイブ

1

野村アセットマネジメ

1

日本生命保険相互会

㈱ベネッセコーポレ

㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀ

1

社

ント㈱
読売新聞東京本社

1

㈱アイ・エム・ジェイ

1

㈱セプテーニ

1

㈱博報堂 DY メディア

1

㈱ACCESS

1

福山大学

1

パートナーズ

BOSCH㈱

1

㈱NTT データ

1

㈱電通

1

フリープランナー・ライ

1

㈱NEC ソフト

1

自由業

2

ター

シティバンク、エヌ・エ

1

特定非営利活動法人

1

NPO 法人日本臨床研

ﾃｲﾒﾝﾄ

イ

究支援ユニット

役員
その他（就職先不明）

1

1

日本放送協会

1
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ベネッセ先端教育技術学講座

ウェブサイトアドレス

http://beatiii.jp/

■スタッフ一覧
客員助教授

堀田龍也（メディア教育開発センター・助教授）

フェロー

中原淳（東京大学 大学総合教育研究センター 講師）

フェロー

山内祐平（東京大学大学院 情報学環 助教授）

コーディネータ

秋山大志（（株）ベネッセコーポレーション教育研究開発本部

Benesse 教育研究開

中野真衣（（株）ベネッセコーポレーション教育研究開発本部

Benesse 教育研究開

和気竜也（（株）ベネッセコーポレーション教育研究開発本部

Benesse 教育研究開

発センター）
コーディネータ
発センター）
コーディネータ
発センター）

16

客員講座等

■平成１４年
客員教授

鈴木

秀美

客員教授

市村

元

客員助教授

遠藤

薫

客員助教授

中村

功

■平成１５年
客員教授

鈴木

正敏

客員教授

藤田

博司

客員助教授

毛利

嘉孝

客員助教授

港 千尋

■平成１６年
客員教授

伊藤

守

客員教授

村上

由見子

客員助教授

東

客員助教授

永井

浩紀
由美子

■平成１７年
客員教授

フロリアン

クルマス

客員助教授

深尾

葉子

客員助教授

宇治橋

客員助教授

堀田

祐之
龍也

■平成１８年
客員教授

佐藤

客員助教授

魏

哲
晶玄

 ⎇ⓥຬ㧔ቴຬ㧕╬
ᖱႎቇⅣ
㗄㧛ᐕᐲ

14

15

16

17

18

ฃ⸤⎇ⓥຬ

1

0

0

2

2

ਛ࿖ᐭᵷ㆜⎇ⓥຬ

3

0

0

1

1

ቴຬ⎇ⓥຬ

3

3

3

1

3

ᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ

3

1

2

4

7

ౝ⎇ⓥຬ

0

0

1

0

0

ᄖ࿖ੱ⎇ୃຬ

0

0

7

9

8

ᵹ⎇ⓥຬ

0

1

2

4

4

⑳ቇ⎇ୃຬ

0

0

0

0

1

␠ળᖱႎ⎇ⓥᚲ
㗄㧛ᐕᐲ

14

15

ฃ⸤⎇ⓥຬ

0

0

ਛ࿖ᐭᵷ㆜⎇ⓥຬ

0

0

ቴຬ⎇ⓥຬ

0

0

ᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ

4

3

ౝ⎇ⓥຬ

0

0

ᄖ࿖ੱ⎇ୃຬ

1

3

ᵹ⎇ⓥຬ

0

0

⑳ቇ⎇ⓥຬ

0

0
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学会賞など受賞者リスト

総件数：11 件
1

坂村健

体系の研究」

日本学士院賞(Japan Academy Prize) 「高リアルタイム性能を有するコンピュータ
2006 年 7 月

2

坂村健

財団法人 NEC

C&C 財団

3

池内克史

社団法人情報処理学会

C&C 賞(C&C Prize) 2006 年 4 月

平成 17 年度フェロー選定

「コンピュータビジョン分野

の技術発展に対する貢献」2006 年
4

池内克史

社団法人情報処理学会

平成 17 年度論文賞 「 Illumination Color and Intrinsic

Surface Properties--Physics-based Color Analyses from a Single Image」
5

木下晴之,大島まり,金田祥平,藤井輝夫

可視化情報学会

奨励賞

2006 年

「高速共焦点スキャナを用い

たマイクロ PIV システムの開発とその応用」2006 年
6

Mark Ashdown, Imari Sato, Takahiro Okabe, Yoichi Sato

on Projector-Camera Systems Best Paper Award 「 Robust
Projector-Camera Compensation」
７

IEEE International Workshop
Content-Dependent

2006 年 6 月
平成 17 年度論文賞

岡部孝弘,佐藤いまり,佐藤洋一 電子情報通信学会

定の周波数解析と Haar ウェーブレットを用いた適応的手法の提案」
8

Mark Ashdown,佐藤いまり,岡部孝弘,佐藤洋一

「影に基づく光源推

2006 年 5 月

画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2006)

優秀論文賞

「人間の視覚特性を考慮した投影画像の光学的補正」

2006 年 7 月

9

吉田秀雄記念事業財団

第１席

関谷直也

Photometric

吉田秀雄賞

常勤研究者の部

「『環境広告と社会

心理』に関する総合的研究―環境広告の変遷、表現手法、社会心理との関係性についての実証的研究―」
2006 年 11 月
10 小林真輔

情報処理学会

組込みシステムシンポジウム 2006 論文奨励賞 「様々な通信プロト

コルに動的対応可能な RFID リーダライタの試作」
11 原田隆宏

情報処理学会

2006 年 10 月

グラフィックスと CAD 研究会，優秀研究発表賞受賞 「GPU を用い

たリアルタイム剛体シミュレーション」

2007 年

19

論文数
年度

件数

文理融合

学環・学府内協力

1999 年度以前

323

1

0

2000 年度

645

48

14

2001 年度

654

49

18

2002 年度

916

98

53

2003 年度

949

107

54

2004 年度

904

122

83

2005 年度

846

232

91

2006 年度

982

149

24

年度不明

34

0

0

注：業績 DB 入力データに基づく各年度の論文数(著書，分担著書，雑誌論文，国際会議論文，その他の
論文，講演発表)

20

特許出願・公開数
年度

出願件数

公開

2000 年度

6

0

2001 年度

8

2

2002 年度

5

5

2003 年度

5

4

2004 年度

1

2

2005 年度

1

3

2006 年度

1

0

2000-2006 年度合計 27

14
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ࡈൻߩขࠅ⚵ߺ߿ᓟߩขࠅ⚵ߺߦ㑐ߒߡߩ⼏⺰ࠍⴕߞߚ㧚

 ࿖㓙࿅ᓎຬᆔຬᢙ
ಽ㩷 ቇⴚ⊛ߥ࿅ߩᓎຬᆔຬ*1㩷
ੱᢙ㩷

ߘߩઁߩ࿅ᓎຬᆔຬ╬*2㩷

11㩷

5㩷

ᵈ㧦2006 ᐕᐲߩߺ
*1 ޟቇળળ⼏╬ᓎ⡯ޟߜ߁ߩޠ࿖㓙ᕈޟߟ߆ޠቇળᓎຬᆔຬߩ߽ࠆߢޠ
*2 ޟ࿅ᓎຬᆔຬߜ߁ߩޠ࿖㓙⊛ߥ߽ߩ

 ᐭ㑐ଥᆔຬળᆔຬᢙ
ಽ㩷

ᆔຬ╬ੱᢙ㩷

ᐭో㩷

58㩷

 ౝ㑑ᐭ㩷

9㩷

 ✚ോ⋭㩷

13㩷

 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭㩷

7㩷

 ᢥㇱ⑼ቇ⋭㩷

15㩷

 ෘ↢ഭ⋭㩷

1㩷

 ࿖ㅢ⋭㩷

5㩷

 ᢥൻᐡ㩷

1㩷

 ․⸵ᐡ㩷

1㩷

 ᣣᧄቇⴚળ⼏㩷

4㩷

 ߘߩઁ㩷

2㩷

ᵈ㧦2006 ᐕᐲߩߺ


 ᣇ࿅㑐ଥᆔຬળᆔຬᢙ
ಽ㩷

ᆔຬ╬ੱᢙ㩷

ᣇ࿅㑐ଥో㩷

19㩷

 ㇺᐭ⋵㩷

14㩷

 Ꮢ↸㩷

5㩷

ᵈ㧦2006 ᐕᐲߩߺ



 ࠫࡖ࠽࡞✬㓸ળ⼏ㆇ༡
ಽ㩷

ቇળ╬✬㓸ᩏ⺒*1㩷

ቇⴚᄢળ╬ㆇ༡*2㩷

ੱᢙ㩷

16㩷

40㩷

߁ߜ࿖㓙⊛ߥ߽ߩ㩷

13㩷

25㩷

ᵈ㧦࿖ౝᄖߩቇળᵴേ(ቇⴚ✬㓸ᆔຬ㧘ળ⼏ㆇ༡ᆔຬߥߤ) ᵈ㧦2006 ᐕᐲߩߺ
*1 ޟቇળળ⼏╬ᓎ⡯✬࡞࠽ࡖࠫޟߜ߁ߩޠ㓸ᩏ⺒ߩ߽ࠆߢޠ
*2 ޟቇળળ⼏╬ᓎ⡯ޟߜ߁ߩޠᄢળ⚵❱ㆇ༡ߩ߽ࠆߢޠ



 ቯᦼೀⴕ‛৻ⷩ
ޡᖱႎቇ⎇ⓥ ⺞ᩏ⎇ⓥ✬ͳ ޢ24㧔2007 ᐕ 3 㧕
᧲ޡ੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ♿ⷐ ᖱႎቇ⎇ⓥ ޢ2006 ᐕᐲਛߪ⊒ⴕߥߒ
࠾ࡘ࠭࠲ޡቇⅣቇᐭ№ޢ13 200.4㨪№16 2007.2
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(2006 ᐕ 5  1 ᣣ)



㸉䋮ੱᬺ❣✬㩷
㩷
㩷
ᐔᚑ䋱䋹䋨䋲䋰䋰䋷䋩ᐕ䋳䋳䋱ᣣᤨὐ䈪ᖱႎቇⅣ䈮☋䈚䈩䈇䈢ᢎຬฦੱ䈱⎇
ⓥ䊁䊷䊙䈍䉋䈶 㪉㪇㪇㪍 ᐕᐲ䈱⎇ⓥᬺ❣䉕䇮ฦ⥄䈏⏕䈚䈢䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱
ജౝኈ䈮ၮ䈨䈐䇮㍳䈚䈩䈇䉁䈜䇯⎇ⓥᬺ❣䈱ಽ㘃䈲䇮䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈮䉋䈦䈩
⥄േ⊛䈮ಽ㘃䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯ฦੱ䈱㈩䈲䇮ᒰᤨ䈱⢋ᦠ䈐䈮ၮ䈨䈇䈢એਅ
䈱䉦䊁䉯䊥䊷䈱㗅䇮䉁䈢ห৻䉦䊁䉯䊥䊷ౝ䈪䈲᳁ฬ䈱䋵䋰㖸㗅䈫䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
䋱䋮ᢎ㩷
䋲䋮ഥᢎ㩷
䋳䋮⻠Ꮷ㩷
䋴䋮ഥᚻ㩷
䋵䋮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝․છഥᢎ㩷
䋶䋮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝․છᢎຬ䋨ഥᚻ䋩㩷
䋷䋮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝․છ⎇ⓥຬ㩷
䋸䋮⎇ⓥὐᒻᚑ․છᢎຬ䋨ഥᚻ䋩㩷

ᳰౝసผ䊶ᢎ㩷
⎇ⓥ䊁䊷䊙㩿ਥ䈢䉎䉅䈱㪀㩷
ᢥൻㆮ↥䈱䊂䉳䉺䊦ൻ㩷
⇇ฦ䈱⾆㊀䈭ᢥൻㆮ↥䉕䊧䊷䉱᷹ቯ䉲䉴䊁䊛䈮䉋䈦䈩ᢙ䊚䊥♖ᐲ䈪⸘᷹䈚䋬䊂䉳䉺䊦䊂䊷䉺䈱ᒻ䈪ሽ
䈜䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ㅴ䉄䈩䈇䉁䈜䋮䈖䉏䉁䈪䈮㎨ୖ㜞ᓼ㒮䈱࿖ቲ㒙ᒎ㒚䋨㎨ୖᄢ䋩䋬ᄹ⦟᧲ᄢኹ䈱࿖ቲ
ᑢ⥢㇊ထ䋨ᄹ⦟ᄢ䋩䋬䉺䉟䊶䉴䉮䉺䉟䈱䉝䉼䊞䊅䋬䉦䊮䊗䉳䉝䊶䉝䊮䉮䊷䊦䊃䊛䈱䊋䉟䊣䊮ኹ㒮䈭䈬䉕䊂䉳
䉺䊦ൻ䈚䈩䈐䉁䈚䈢䋮䈖䉏䉌䈱䊂䊷䉺䈲䋬䌖䌒䋨䊋䊷䉼䊞䊦䊥䉝䊥䊁䉞䋩䈱䉮䊮䊁䊮䉿ᚑ䋬ᢥൻㆮ↥䈱⎕៊䋬ᰳ៊
ᤨ䈮䈲ୃᓳ䈱䈢䉄䈮䋬䉁䈢ᒰᤨ䈱⁁ᘒ䈻䈱ᗐ⊛ᓳర䈫䈇䈦䈢ᔕ↪䈭䈬䋬ᐢ䈇ಽ㊁䈪䈱↪䈏ᦼᓙ
䈘䉏䈩䈇䉁䈜䋮㩷㩷

ੱ㑆ⴕേⷰኤቇ⠌䊨䊗䉾䊃㩷
ᐜఽ䈱ቇ⠌䈱ᄢㇱಽ䈲䇮ⷫ䈱ⴕേ䉕䈩⌀ૃ䉎䈖䈫䈎䉌ᆎ䉁䉍䉁䈜䇯ᚒ䇱䈱⎇ⓥቶ䈪䈲䇮ੱ㑆䈱ⴕേ䉕ਥ䈮
ⷞⷡ䈮䉋䈦䈩ⷰኤ䈚䇮䈖䉏䉕ℂ⸃䈚䈩ห䈛ⴕേ䉕ౣ䈜䉎䊨䊗䉾䊃䊒䊨䉫䊤䊛䈱⥄േ↢ᚑ䉕⎇ⓥ䊁䊷䊙䈫䈚䈩
䈍䉍䇮ਥ䈮䇸ోりㆇേ䈱₪ᓧ䇹䈫䇸ᚻᬺ䈱₪ᓧ䇹䈱䋲䈧䈱⺖㗴䈮䈧䈇䈩⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䈩䈇䉁䈜䇯㩷㩷

㪋 ᰴరᗐൻㇺᏒ㩷
ㇺᏒ䈭䈬䈱ᐢၞ䈮䉒䈢䉎ታⓨ㑆䈱ਃᰴర䊝䊂䊦ൻ䉕ല₸⊛䈮ⴕ䈉䈢䉄䇮ታ㛎ゞਔ䈮タ䈚䈢䉦䊜䊤䉇䊧䊮䉳
䉶䊮䉰䈍䉋䈶㔚ሶ࿑䉕↪䈚䈩䇮ⷐ⚛ᛛⴚ䈫䈭䉎↹䊶〒㔌↹䈱ಣℂᚻᴺ䉕⎇ⓥ䈚䈩䈇䉁䈜䇯䉁䈢䇮ታⓨ
㑆䈱േ䈐䉕ᗐⓨ㑆䈮㊀⇥䈜䉎⎇ⓥ䉇䇮ゞਔ䉇ゞ⒳䉕⥄േ⊛䈮⼂䊶್䈜䉎⎇ⓥ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉁䈜䇯㩷

⎇ⓥᬺ❣㩿㪉㪇㪇㪍 ᐕᐲ㪀㩷
⺰ᢥ╬㩷
䉲䊞䊚䊤䊝䊖䉾䉺䊤䋬ᓇᴛ㓉䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸⏕₸⊛ᚻᴺ䉕䈇↪䈇䈢ゞਔ䈱ᬌ䈫䉪䊤䉴⏕䇹㪃㩷㔚ሶᖱႎㅢା
ቇળ⺰ᢥ䌄㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
ਛጟᘕ৻㇢䋬ਛỈ◊ᔒ䋬㊄ᐢᢥ↵䋬㊄ሶஜੑ䋬Ỉశ᥍䋬Ყ⇐Ꮉඳਭ䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸⣉䉺䉴䉪䊝䊂䊦䉕↪䈇䈢
㪉 ⿷ᱠⴕ䊍䊠䊷䊙䊉䉟䊄䊨䊗䉾䊃䈮䉋䉎ੱ䈱⥰〭േ䈱ౣ䇹㪃㩷ᣣᧄ䊨䊗䉾䊃ቇળ㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
㒋㊁⾆ᒾ䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸↹䊃䊤䉾䉨䊮䉫䈮䉋䉎⒖േဳ䊧䊮䉳䉶䊮䉰䈎䉌䈱ᒻ⁁ᱜ䇹㪃㩷㔚ሶᖱႎㅢାቇળ⺰
ᢥ䌄㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
ችፒᄢテ䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸㪪㪿㪸㫇㪼㩷㪜㫊㫋㫀㫄㪸㫋㫀㫆㫅㩷㫆㪽㩷㪫㫉㪸㫅㫊㫇㪸㫉㪼㫅㫋㩷㪦㪹㫁㪼㪺㫋㫊㩷㪹㫐㩷㪬㫊㫀㫅㪾㩷㪧㫆㫃㪸㫉㫀㫑㪸㫋㫀㫆㫅㩷㪘㫅㪸㫃㫐㫊㪼㫊䇹㪃㩷ᖱႎಣℂ
ቇળ⺰ᢥ㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
⮮䈇䉁䉍䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸㪠㫃㫃㫌㫄㫀㫅㪸㫋㫀㫆㫅㩷㪩㪼㪺㫆㫍㪼㫉㫐㩷㪸㫅㪻㩷㪘㫇㫇㪼㪸㫉㪸㫅㪺㪼㩷㪪㪸㫄㫇㫃㫀㫅㪾㩷㪽㫆㫉㩷㪧㪿㫆㫋㫆㫉㪼㪸㫃㫀㫊㫋㫀㪺㩷㪩㪼㫅㪻㪼㫉㫀㫅㪾䇹㪃㩷ᖱႎ
ಣℂቇળ⺰ᢥ䋺䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊎䉳䊢䊮䈫䉟䊜䊷䉳䊜䊂䉞䉝㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
ਃᱞᔒ䋬䉺䊮䉻䉡䊷䋬ዊ㊁ᄥ㇢䋬Ꮉፒᵗ䋬ᄢᴛ䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸㪜㪧㪠 ⸃ᨆ䉕↪䈚䈢䈵䈝䉂䈱䈭䈇ⶄᢙ䊎
䊂䉥䉦䊜䊤↹䈱⛔ว䇹㪃㩷㔚ሶᖱႎㅢାቇળ⺰ᢥ䌄㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
㪫㪿㪸㫅㪻㪸㩷㪦㫆㪃㩷㪟㫀㫉㫆㫊㪿㫀㩷㪢㪸㫎㪸㫊㪸㫂㫀㪃㩷㪰㫌㫋㪸㫂㪸㩷㪦㪿㫊㪸㫎㪸㪃㩷㪢㪸㫋㫊㫌㫊㪿㫀㩷㪠㫂㪼㫌㪺㪿㫀㪑㩷㩹㪪㪼㫇㪸㫉㪸㫋㫀㫆㫅㩷㫆㪽㩷㪩㪼㪽㫃㪼㪺㫋㫀㫆㫅㩷㪸㫅㪻㩷㪫㫉㪸㫅㫊㫇㪸㫉㪼㫅㪺㫐㩷
㪙㪸㫊㪼㪻㩷㫆㫅㩷㪪㫇㪸㫋㫀㫆㫋㪼㫄㫇㫆㫉㪸㫃㩷㪘㫅㪸㫃㫐㫊㫀㫊㩷㪽㫆㫉㩷㪦㫌㫋㪻㫆㫆㫉㩷㪪㪺㪼㫅㪼㩹㪃㩷ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ䋺䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊎䉳䊢䊮䈫䉟䊜䊷䉳
䊜䊂䉞䉝㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷

⮮䈇䉁䉍䋬ጟㇱቁᒄ䋬⮮ᵗ৻䋬ᳰౝసผ㪑㩷䇸છᗧశḮⅣႺ䈮䈍䈔䉎↹↢ᚑ䈱䈢䉄䈱‛䈱䈋䈱ᮡᧄ
ൻ䇹㪃㩷ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ䋺䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊎䉳䊢䊮䈫䉟䊜䊷䉳䊜䊂䉞䉝㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
㪟㫀㫉㫆㫊㪿㫀㩷㪢㪸㫎㪸㫊㪸㫂㫀㪃㩷㪢㪸㫋㫊㫌㫊㪿㫀㩷㪠㫂㪼㫌㪺㪿㫀㪃㩷㪤㪸㫊㪸㫆㩷㪪㪸㫂㪸㫌㪺㪿㫀㪑㩷㩹㪪㫌㫇㪼㫉㪄㫉㪼㫊㫆㫃㫌㫋㫀㫆㫅㩷㪦㫄㫅㫀㪻㫀㫉㪼㪺㫋㫀㫆㫅㪸㫃㩷㪚㪸㫄㪼㫉㪸㩷㪠㫄㪸㪾㪼㫊㩷
㪬㫊㫀㫅㪾㩷㪪㫇㪸㫋㫀㫆㪄㫋㪼㫄㫇㫆㫉㪸㫃㩷㪘㫅㪸㫃㫐㫊㫀㫊㩹㪃㩷㔚ሶᖱႎㅢାቇળ⺰ᢥ 㪛㪄㪠㪠㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
㪪㪿㫌㫅㫊㫌㫂㪼㩷㪢㫌㪻㫆㪿㪃㩷㪫㪸㫂㫌㩷㪢㫆㫄㫌㫉㪸㪃㩷㪢㪸㫋㫊㫌㫊㪿㫀㩷㪠㫂㪼㫌㪺㪿㫀㪑㩷㩹ోり䈮䉋䉎䊋䊤䊮䉴ᜬേ䈱䊝䊂䊦ൻ䈫↢ᚑ㩹㪃㩷
㪪㫐㫊㫋㪼㫄㫊㩷㪸㫅㪻㩷㪚㫆㫄㫇㫌㫋㪼㫉㫊㩷㫀㫅㩷㪡㪸㫇㪸㫅㪃㩷㪉㪇㪇㪍 ᐕ㪅㩷䇼ᩏ⺒䇽㩷㩷
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↰ਛᒾ㪑㩷䇸ർᦺ㞲䇮ᩭ䈻ᒝⴕ㩷 ☨䈱᠄㒐䈓⋡⊛䈎䇹㪃㩷ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪃㩷㪉㪇㪇㪍㪅㩷㩷
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⎇ⓥ䊁䊷䊙㩿ਥ䈢䉎䉅䈱㪀㩷
ၮ␆ᖱႎቇ㩷
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Akihiro NAKAO: "Routing Overlay Networks", Symposium & Workshop on Overlay Networks and New
Generation Network Research, 2006.
Akihiro Nakao et.al.: "Future Direction in Overlay Network Research", Symposium on Overlay Networks and
New Generation Network Research, 2006.
Akihiro Nakao: 「Innovating Environment to Lay Groundwork for Future Network Research」, JGN シンポジウ
ム, 2007.

林香里・助教授
研究テーマ(主たるもの)
システムとしてのマスメディアにおけるジャーナリズムという活動の諸相の検討
マスメディアは、近代、テクノロジーの発展とともに拡大し、近代のシステムとなった。他方で、ジャーナリズム
も、権力を監視し、それと対峙する近代的営為である。この２つは 20 世紀には表裏一体となって発展してきた。
21 世紀に入り、テクノロジーの一層の発達とともにこの２つの合致が自明ではなくなった。それによるジャーナ
リズム活動の変遷を見極めていく。

東アジアにおけるジャーナリズム
現在、中国をはじめ、台湾、韓国においても「ジャーナリズム」概念が転換期に来ている。東アジアにおけるジ
ャーナリズムという活動を支える制度やシステムについても検討している。

東アジアの大衆文化交流について
現在、東アジアでは大衆文化交流がますます活発になり、オーディエンスの流動化、国際化が始まっている。
そのような現象がもつ政治性を検討中である。

研究業績(2006 年度)
論文等
Kaori Hayashi: "The Public in Japan", Theory Culture Society. Problematizing Global Knowledge: Special
Issue. , Vol.23, pp.615-616, 2006 年.

国際会議等
林香里: 「日本における「韓流ブーム」の限界 ―マスメディア・システムにおける女性オーディエンスの問題」,
史・国家・女性ー韓・日比較女性史のための試み、 梨花女子大學校アジア女性学センター主催, 2006. 【査
読有】
Kaori Hayashi: ""Hat die Ausstrahlung des koreanischen Fernsehdramas ?Winter Sonate“ Spuren in der
japanischen Gesellschaft hinterlassen?"", 13. Deutschsprachiger Japanologentag, 2006. 【査読有】
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Shin Mizukoshi and MoDe project: 「Keitai - japanske erfaringer med mobile medier」, InDiMedia, Aalborg
University of Denmark, 2006.
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安冨歩・助教授
研究テーマ(主たるもの)
黄土高原生態文化回復活動
黄土高原村落でのフィールドワークに基づき、最先端の科学技術を駆使して生態文化の回復を目指す。

近代「満洲」の成立
現在の中国東北地区に二十世紀初頭にどのような社会が出現したのかを、生態系・交通・政治・経済など多
面的なアプローチにより明らかにする。

複雑系の歴史理論
歴史を理解するための数理的枠組みの構築を目指す。

研究業績(2006 年度)
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環境報道と環境広告に焦点をあて、社会心理史的・社会心理学的視点から研究を行っている。
報道については、戦後の公害・原子力事故に焦点を あて、ジャーナリズムの変質過程とそれを支えた予防原
則などの思想や世論潮流・社会心理との関係性について社会心理史的な接近を試みている。広告について
は、送り手と受け手についての量的調査、CF・新聞広告の内容分析、ヒアリング調査を行い、研究を深化、精
緻化している。社会心理によって、企業の実際の 環境対策や広報活動、広告の内容や表現手法が規定され
ていることを見出している。
これらの個々の研究を通じて「環境問題と社会心理」の関係性、そ こにおけるメディア・情報の役割、メディ
ア・情報様式の形成過程を総体的に浮かび上がらせようと試みている。そこから環境問題という具体的な事
例を通し て、社会問題をめぐる報道、ジャーナリズム、広告のあり方を考えている。

研究業績(2006 年度)
著書等
関谷直也: 「自然と広告」『文化としてのテレビコマーシャル』, 山田奨治 編, 世界思想社, 2007 年.

論文等
辻禎之・関谷直也: 「風評被害の経済的損失に関する研究」, 『安全工学―災害予防と環境保全の技術』安全
工学会, Vol.45, No.6（通巻 235 号）, pp.439-444, 2006 年. 【査読有】
中村功・中森広道・関谷直也・森康俊・田村和人・森岡千穂・地引泰人: 「緊急地震速報の伝え方―メディア利
用実験および映像視聴実験の結果から―」, 『災害情報』日本災害情報学会, No.5, pp.40-45, 2007 年.
三上俊治・田中淳・中村功・中森広道・関谷直也・田村和人・森康俊・森岡千穂・地引泰人: 「住民への防災情
報伝達システム－緊急地震速報の伝達と被害情報収集システム」, 『災害情報調査研究レポート』東京大学・
東洋大学災害情報研究会, No.11, pp.1-150, 2007 年.
中村功・関谷直也・福田充・中森広道・仲田誠・海後宗男・森康俊・地引泰人・森岡千穂: 「原子力安全基盤調
査研究 原子力関係者からみた「原子力のリスク・コミュニケーション」, 『災害情報調査研究レポート』東京大
学・東洋大学災害情報研究会, No.10, pp.1-154, 2007 年.

口頭発表等
関谷直也・深澤亨・中村功: 「災害時における安否確認等情報通信の利用実態」, 情報通信学会第 23 回学会
大会, 2006.
中村功・福田充・中森広道・関谷直也: 「2005 年 7 月千葉県北西部地震と災害通信の問題」, 日本災害情報
学会第８回学会大会, 2006.
深澤亨・村木茂弘・木庭治夫・関谷直也・中村功・福田充・中森広道・森康俊・森岡千穂・地引泰人・廣井悠:
「災害時の安否確認に関する情報通信の利用実態について」, 日本災害情報学会第８回学会大会, 2006.
関谷直也: 「『環境広告と社会心理』に関する総合的研究―環境広告の変遷、表現手法、社会心理との関係
性についての実証的研究―」, 2006 年度吉田秀雄記念賞記念講演会 (財)吉田秀雄記念事業財団, 2006.
【招待講演】

三上俊治・田中淳・中村功・中森広道・関谷直也・田村和人・森康俊・森岡千穂・地引泰人: 「住民等への防災
情報伝達システム」, 大都市大震災軽減化特別プロジェクト Ⅳ.2 地震防災対策への反映「災害情報」 研究
成果報告, 2006.

一般向け講演等
関谷直也: 「災害看護における情報活動 その価値と活動の実際」, 2006 年度全国看護セミナー 災害時にお
ける看護の役割と活動, 2006. 【招待講演】
関谷直也: 「首都激震－通信メディアが家族を救う－」, 平成 18 年度第 5 回 KDDI 総研セミナー, 2006. 【招待
講演】

一般向け記事・報道等
関谷直也: 「好かれる企業の環境広告―環境広告とサステナブル」, 『環境会議』，宣伝会議, 春号, 2006 年.
関谷直也: 「好かれる企業の環境広告―『環境に悪そうな企業』でない企業の環境コミュニケーションをさぐ
る」, 『環境会議』，宣伝会議, 秋号, 2006 年.
関谷直也: 「新環境学 環境広告と社会心理」, 『日経エコロジー』，日経 BP 社, 12 月号, 2006 年.
関谷直也: 「好かれる企業のＣＳＲ広告―『安全・安心』を伝えるさまざまな取り組み」, 『人間会議』，宣伝会議,
冬号, 2006 年.

辻本篤・助手
研究テーマ(主たるもの)
組織論
リスクマネジメント論

研究業績(2006 年度)

原田隆宏・助手
研究テーマ(主たるもの)
Computational Mechanics
Mainly fluid simulation.
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若手Ｂ

18730520

ゲーム分野における人材育成に関する研
究

藤原正仁特任研究
員

2,000,000

0

2,000,000

若手Ｂ

18700077

2 次元レガシーＧＩＳのビュー統合による 3
次元地理シミュレーション・システム

大東 誠 助手

1,800,000

0

1,800,000

18800012

ユビキタス・アクセス・ネットワーク・アーキ
テクチャの研究

中尾 彰宏 助教授

1,350,000

0

1,350,000

188049

データベース 20 世紀・21 世紀年表（研究
成果公開促進費）

田中 明彦 教授

6,400,000

0

6,400,000

特定領域

18049073

情報爆発に対応する新 IT 基盤研究支援プ
ラットホームの構築

須藤 修 教授

5,000,000

0

5,000,000

基盤 A

17200015

鶏の形態嗜好に関する日本とタイの多面的
比較感性モデル

池内 克史 教授

450,000

0

450,000

基盤Ｂ

17330112

ジャーナリズム構築力の周縁からの形成を
めざすジャーナリスト教育の研究開発

林 香里 助教授

1,800,000

0

1,800,000

基盤Ｂ

18360286

「聴く建築」，音の景相に基づいた新たな空
間設計手法の立案に向けた研究

河口 洋一郎 教授

325,000

0

325,000

東京芸術大学
北川原温代表
の分担

基盤Ｃ

18630003

「グラフィクスの新地平へのブレークスル
ー」に関する企画調査

山口 泰 教授

280,000

0

280,000

東京工業大学
中嶋正之代表
の分担

36 件

129,205,000

13,320,000

142,525,000

14 件

13,300,000

0

13,300,000

50 件

142,505,000

13,320,000

155,825,000

若手スタ
ートアッ
プ
研究成果
データベ
ース

小計
特別研究
奨励費
計

国立情報学研
究所安達淳代
表の分担
札幌市立大学
原田昭代表の
分担
早稲田大学
花田達朗代表
の分担
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