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最初の転職
田島

玲（正会員） ヤフー（株）

1992 年東京大学大学院工学系研究科航空学専攻修士課程修了．日本アイ・ビー・エム（株）東京基礎研究所，A. T. カー
ニーを経て，2011 年よりヤフー（株）．Yahoo! JAPAN 研究所所長．2000 年に東京大学大学院理学系研究科情報科学
専攻博士課程修了．博士（理学）．atajima@yahoo-corp.jp

私はこれまで 3 回転職してきました．IBM 東京

プも大きく，1 年目は大変苦労しました．正直なと

基礎研究所（研究員）‑(1)‑> A. T. カーニー（コ

ころ劣等生です．しかし，土台ができてからは，博

ンサルタント，マネージャ）‑ (2)‑> IBM 東京基礎

士号を持っていることも含め業界では稀有なバック

研究所（マネージャ）‑(3)‑> ヤフー（研究所 所長）．

グラウンドが強みとなりました．順調に多くの興味

日本では珍しい部類に入るでしょう．近年あらゆる

深いプロジェクトに参画するとともに，売上面でも

産業においてデータ活用・AI 活用が注目されてお

貢献できました．数年経験を積んで卒業していくの

り，アカデミアだけでなく産業界でのキャリアを視

が多数派な業界で，私もその後は技術系の場に戻り

野に入れている方も多いかと思いますので，ここで

ました．これまでの経験を活かし，先進技術やデー

は (1) を主に取り上げます．

タを実際の現場で活用する，というテーマに取り組

元々研究者として，オペレーションズ・リサーチ

んでいます．

や実務データへの機械学習の適用など，基礎よりも

これらの経験を振り返ってみますと，1 つの場や

応用，実際に役に立つことが実感できる領域に興味

職種一筋もいいですが，強みや経験を活かせる範囲

がありました．米国の T. J. Watson 研究所との協

で新しいチャレンジができるような振れ幅のある

業案件でサプライチェーンの最適化に取り組む機会

キャリアも悪くないかと思います．その際大事なの

があり，国内 PC 部門（当時はまだ IBM で内製し

は，まとまった仕事をしたと思えるまで頑張ること

ていました）とのパイロットプロジェクトを実施し

です．かなり苦労をしましたが研究員として勤めな

ました．そこで壁に当たります．営業部門はお客様

がら社会人博士課程で学位を取ったことは思わぬと

のご要望最優先，在庫管理部門は期末の在庫の最小

ころでも役に立ちました．また，コンサルタントも

化などそれぞれが別の優先順位で動いており，需要

序盤で挫けず 3 年以上続けたことでその後のキャリ

予測の精度が上がっても変化が起こりませんでした．

アにプラスとなりました．石の上にも 3 年，とはよ

現場で実際にインパクトにつなげるには，技術的に

く言ったものだと思います．

良いだけでは不十分で，プロセスの変革など技術以

若手へのメッセージ

外との組合せが必要だったのです．

どちらが正解だったかではなく，自分で選んだ

この課題感から，コンサルタントへの転職を決意
しました．修士を出て就職し 10 年目です．論理的

選択肢をがんばって正解にしていく，という気
概でいきましょう．

な思考力など，研究員とも共通して求められる素養
もありましたが，価値観・仕事の進め方などギャッ
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OHP 運搬でデータ工学の道へ
金政泰彦（正会員） （株）富士通研究所
1996 年東京工業大学学部卒業，1998 年北陸先端科学技術大学院大学博士前期課程修了．同年（株）富士通研
究所入社（現職）
，ソフトウェア研究所にてデータ処理基盤の研究に従事．2007 〜 2008 年ジョージア工科大
学客員研究員．kanemasa@jp.fujitsu.com
写真は北陸先端大で研究に励んでいた 1997 年当時 ▶

最初に，私がデータ工学分野の研究者になった経

こに職を得た．入社後は，石川博先生（現・首都大

緯を紹介したい．学部時代に所属していた東工大の

学東京）が当時は富士通研究所に勤めており，私は

田中・徳永研究室で，故田中穂積先生からある日，
「北

そのデータベースの研究グループに配属された．そ

陸先端大の横田治夫先生がデータベースの出張講義

の後はさまざまな社内事情で研究分野を渡り歩き，

をしてくださるから，学部生は全員受講するように」

知識を広げ，現在はまたデータ処理基盤担当として

というメールを受け取った．それが，その後の私の

出身分野に戻ってきて研究グループをリードする立

人生を決定した横田先生との最初の接点である．当

場になっている．最近では，
IoT 向けの高スループッ

時は，
多くの先生方は「OHP」なる代物で講義を行っ

トなイベントストリーム処理基盤の研究などに取り

ており，横田先生も例外ではなかった．OHP を知

組んでいる．

らない若い読者の方は「オーバーヘッドプロジェク

このように，私は現在のキャリアを主体的に選ん

タ」
で検索してみてほしい．Wikipedia の日本語ペー

だ，とは言いがたい．偶然に導かれて気付いたらこ

ジに写真がある通りで OHP は大きく重たい．幸か

の道に進んでいた，というのが正直なところだ．もっ

不幸か，横田先生が講義を行う講義室には OHP が

と言うと，研究者という職が自分の天職だと思い始

備え付けられておらず，受講する私が，研究室備品

めたのは 40 歳を超えたあたりからである．それで

の OHP を隣の建物の講義室まで運搬・設置する係

も私がこの道を選んだ理由をあえて挙げるとすれば，

として田中先生に任命された．横田先生に出張講義

それまでに出会った数多くの先達を見て，「自分も

をお願いした田中先生のご配慮であったと思う．そ

いつか，あのようになりたい」と漠然と感じたのか

れで，私は毎週 OHP を運搬しながら横田先生と会

もしれない．そんな私が，本稿のまとめとして，こ

話し，そして横田先生の講義を最前列で受講するよ

れから自分の進む道を決める若い方々へ贈るメッ

うになった．ここで聞いたデータベースの話が，研

セージがあるとしたら，以下の言葉になる．

究分野をもっとシステム寄りに移したいと考えてい

若手へのメッセージ

た当時の私にマッチした．翌年，横田先生のいる北

恐れずに選択しよう．選択そのものよりも，選

陸先端大へ進学した私は，その後横田研に入り，デー

択後の努力が人生を決める．選択の正しさなん

タ工学研究者への第一歩を歩み始めた．

て人生の終わりまで評価できないのだから！

その後，横田先生の出身であったことから富士通
研究所の存在を知り，先生のお力添えもあって，そ
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共同研究プロジェクト，
それは私のキャリアを決定づけた
平手勇宇（正会員） 楽天（株）
2008 年早稲田大学大学院理工学研究科情報・ネットワーク専攻修了．博士（工学）
．早稲田大学メディアネットワー
クセンター助手を経て，2009 年より，楽天（株）楽天技術研究所．現在，データマイニング，機械学習に関する研
究に従事．yu.hirate@rakuten.com

私は，現在，楽天（株）楽天技術研究所に在籍し

多数保有する企業の研究所を目指すことにしました（こ

ております．楽天技術研究所では，機械学習・データ

のような機会を提供していただいた指導教員や共同研

マイニング・自然言語処理等の分野の研究をする研究

究先の皆様には，今でも感謝しております）．

グループのマネージャをしており，対象分野の研究プロ
ジェクトの統括をしています．

ビスから生成されるさまざまな大規模データが存在しま

楽天技術研究所に入所する前は，早稲田大学山名

す．現所属では，そのような大規模データを対象とし

研究室で，データマイニングのアルゴリズムに関する研

た研究プロジェクトを推進していますので，現在の環

究に従事していました．当時は，国立情報学研究所の

境は，まさに博士課程の学生の際に意図した「実デー

IDR

☆1

で公開されているような企業の実データがほと

タを対象とした研究を心おきなく実施できる環境」だ

んど公開されていなかったので，提案アルゴリズムの性

と思っています．それに加え，事業側には，情報推薦，

能評価の際には，人工データを利用していました．研

顧客行動分析，最適化問題，不正検知等，データ工

究の目的が計算の効率化ではあったとはいえ，抽出さ

学によって解決できるさまざまな課題が転がっているこ

れる結果は数字・記号の羅列でしかなく，面白みのな

と，また，構築したアルゴリズムを実サービスにてテス

い抽出結果を眺めていたのを覚えています．

トし，ユーザフィードバックが容易に得られる環境があ

ところが，博士課程の学生のときに，ある企業との
共同研究プロジェクトに参画し，私のキャリアの方向
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楽天グループには，楽天市場・楽天カード等のサー

るということ，それによってサービスの改善に直接的に
貢献できることも，大きな魅力として感じています．

性が大きく変化しました．そのプロジェクトは，インター

これらは，
別に楽天に限ったことではなく，
インターネッ

ネットオークションのユーザ集合の中から，不正な取引

ト系の企業研究所であれば，おおよそ同じような状況だ

をするユーザアカウントを発見する手法の構築を目的と

と思います．ですので，実データを解析することに魅力

していました．当該プロジェクトが，私にとって企業の

を感じている方，あるいは，自分のアイディアをサービス

実データを対象とした最初の研究プロジェクトだったの

改善に役立てみたいというモチベーションを持っておら

ですが，実データからの知識発見および知識抽出プロ

れる方は，ぜひ，インターネット系の企業研究所を進路

セスが大変面白く，興奮しながら取り組んでいました．

の選択肢の 1 つとして考えてみてはいかがでしょうか．

また，研究成果が直接的に事業あるいは世の中に貢

若手へのメッセージ

献できるということもあり，研究の有用性も確かに感じ

学生のころから，インターンや企業との共同研

ることができました．この経験を通して，博士課程修

究を経験することにより，自分の進みたい方向

了後は，実データを対象とした研究を心おきなく実施で

性が明確になるかもしれません．先生と相談し

きる環境に身を置きたいと思うようになり，実データを

ながら，研究室の外の世界に飛び出してみては

☆1

いかがでしょうか．

http://www.nii.ac.jp/dsc/idr/
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偶然が人生を決めるのかもしれません
瀬尾拡史 （株）サイアメント／東京大学院情報理工学系研究科／京都造形芸術大学
1985 年生まれ，2011 年東京大学医学部医学科卒業，医師，（株）サイアメント代表取締役社長，SIGGRAPH2015
Computer Animation Festival BEST VISUALIZATION OR SIMULATION，2016 年京都造形芸術大学客員教授，2017 年東
京大学大学院情報理工学系研究科五十嵐健夫研究室学術支援専門職員．seo@sciement.com

1998 年に入学した中学校（筑波大学附属駒場中学
校）で，
「これからの時代，パソコンくらい使えないと」

が 3DCG のことは言わずにサークルやバイトの話だけ
をしていたら，今の人生はありませんでした．

という両親の勧めもあり，パーソナルコンピュータ研究

大学 2 年生の後半にデジタルハリウッドを卒業し，
「東

部に入ったことがきっかけで 3DCG プログラミングを少

大卒業までに医学部と一緒に何か医療と 3DCG とを組

しだけやっていました．学校の FM-TOWNS で，C 言

み合わせた取り組みができないかなぁ……」と漠然と思

語と先輩方がアセンブラで作ってくださった VRAM を

いつつも具体案がまったくなく，
「とりあえず医学部の授

操作するライブラリとを使いながら，悪戦苦闘して 320

業の中にヒントがあるかもしれない」と考えていたものの，

× 240 ピクセルのレイトレーシングのプログラムを書い

実際にはまったく意識していなかった小さな懇親会で，

たのが私の初 3DCG プログラムでした．ちょうど同じ

それも，まだ法医学の授業が始まっておらず，ようやく

ころ，1999 年に「NHK 驚異の小宇宙 人体 III 遺伝

解剖実習が終了したころの本当にちょっとしたお喋りが，

子・DNA」という，3DCG をフル活用して体内の仕組

私の人生の始まりだったと今でもはっきりそう思います．

みを解説する番組を見て，人体と 3DCG とが自分の中

もちろん，東大に加えてデジタルハリウッドの学費ま

で結びつきました．

で負担してくれた両親の理解およびサポートがあったか

「自分も 3DCG を使った人体の番組を作れるように

らこその結果でもあります．

なりたい！」という理由で東京大学理科 3 類に一浪の

吉田教 授から与えられた最初のお題は，2007 年

末何とか入学し，大学 1 年生の冬からはダブルスクール

9 月 13 日の最高検察庁での会合で，裁判員制度にお

で週末にデジタルハリウッドにも通い始めて 3DCG 映

ける 3DCG の有用性を発表しましょう，とのことで，
「鑑

像制作を勉強しました．

定書」という司法解剖の所見を記した書類に書かれて

2007 年，大学 3 年生のとき，たまたま私のチューター

いる被害者の刺し傷の解剖所見の 1 つを 3DCG にして

の先生に割り当てられたのが，当時の東大法医学教室

みてください，というものでした．吉田教授との初めて

の吉田謙一教授でした．7 月に吉田教授が企画してく

の懇親会は 2007 年 7 月 18 日．え！ 2 カ月もない！！

ださった初めての懇親会での自己紹介で 3DCG を勉強

しかも，
懇親会でまだ一度しか会っていない学生を信用

していることをお話させていただいたところ，
「ちょうど

し，私のために研究室の予算で作業用の PC 一式まで購

2 年後の 2009 年に裁判員制度が始まるのだけれども，

入してくださいました．吉田教授には感謝しかありません．

3DCG は裁判員制度に活用できますか？」と仰ってくだ

まだやっと解剖用語を覚えた程度の頭で必死に作っ

さったことが，私の人生を決定づけ，本格的な「医療

た最高検察庁用の 3DCG は，これまた神様のいたず

CG」がスタートいたしました．チューターの先生は名前

らでしょうか，当日 NHK が同行し，2007 年 10 月 2 日

順に自動的に割り振られるため，自分の苗字が「瀬尾」

には「ニュースウオッチ 9」で全国放送されました．懇

でなかったら，学籍番号があと 2, 3 違ったら，吉田教

親会からわずか 3 カ月足らずで，私の人生は目まぐるし

授との出会いはありませんでしたし，自己紹介で自分

く動きました．これをきっかけにほかのメディアでも取
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いただくこともでき，それが今に繋がっています．

り上げられるようになり，2009 年には裁判員裁判第 1
号事件の証拠 3DCG 制作を吉田教授の監修下で私が

「ターニングポイント」というよりも，一直線に書かれ

担当することになり，東京大学総長賞・総長大賞まで

ている人生で，一番濃く書かれているポイント，なのか

いただいてしまいました．

もしれませんね．

学生時代を裁判員制度用 3DCG のど真ん中で過ご

若手へのメッセージ

したため，東京大学医学部附属病院で初期研修医とし

振り返ってみれば綺麗に線で繋がっていること

て働いていたころには，各診療科の先生から「瀬尾先

でも，当時の本人はただがむしゃらに目の前の

生って CG やってる人だよね？

ことを超絶必死にやっていただけです．毎日必

こんなの CG でできた

死に過ごしましょう！

りする？」と，治療現場に直結するアイディアや要望を

左肺下葉を貫通し，左心
室後壁から心臓に侵入

左心室前壁を貫通し，
脂肪織内に終わる
左第 10 肋骨

左肺下葉

心臓

左心室

左第 9 肋骨

左第 9 肋骨

左第 9 肋間
4.2cm 長

◀ 2007 年 9 月 13 日
の最高検察庁での
会合用に制作した，
初めての法医学
3DCG

左第 10 肋骨

企業から大学へ

～変わったのは自分ではなく組織だった〜
塚本昌彦（正会員） 神戸大学
京都大工学部卒業，京都大学大学院工学研究科修士修了．シャープ，大阪大講師，助教授を経て，現職の神戸大教授．
工学博士．2 つのウェアラブル関連 NPO の理事長・会長．2014 年から本誌編集長．tuka@kobe-u.ac.jp

大学院の修士課程を終了後，6 年間家電メーカに勤

名だった家電メーカに就職したのはそのような理由から

めた．その後大学教員になり 20 年以上になる．メー

だった．
メーカでは研究部門に所属し，
当初，
通信やデー

カから大学に転職したところが私のターニングポイント

タベースなど，自由に研究テーマを設定し，自由に活

であり，今回はその経緯について述べる．

動した．部署内は新しいことをどんどんやっていくとい

大学では情報工学を学び，コンピュータの可能性と

334

う空気に満ちていたので，とても楽しかった．

面白さを感じていた．特に小型コンピュータを用いたモ

数年後メーカが方向転換し，社の方向性を特定のデ

バイルコンピューティングは，人間を上回るコンピュー

バイス部門
（「液晶」なのだが……）に絞るようになった．

タの記憶や計算の能力をいつでもどこでも利用できる

会社の空気が変わり，社の方向性に関係ない事業は

ようにしてくれるポテンシャルを持つという点で，その

縮小され，あらゆる研究に対して会社の事業への貢献

世界に夢とロマンを抱いていた．小型コンピュータで有

について説明が求められるようになった．企業の経営
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方針の転換なので，私がやりたかったことと合わなかっ

を受け入れてくれて，その後，再び研究三昧の日々が

たという意味で仕方のないことだろう．あるいはもっと

続き，会社に入った当初と同じフレッシュな気持ちで

努力して説明すべきだったのかもしれないが，私はそう

次々と新しいテーマに取り組んだ．多くの学生を育てた

いう努力が嫌いだったのかもしれない．

し，多くの研究成果も出た．私の企業から大学へのター

それと同時に 1 枚の紙に年間の目標を細かく書いて，

ニングは私にとってとても良かったものだったと思う．

1 年たったらそれがどれくらい達成できたかを自己評価

学生のころからやりたい研究を続けていたいと思い

させられ，それで給与査定されるようになった．毎日

続けている私が変わったわけではない．それは，私の

何をやったかをノートに記録し，上司のチェックを受け

ターニングポイントというより会社のターニングポイント

るようになった．そのころから急に「会社のために働く」

だったのかもしれない．最近，大学での研究・教育活

というのが当然であり，自分のやりたいことをやるのは

動の中でも，自己評価とか競争的資金とかいろいろと

仕事ではないといわれるようになった．今なら当然だと

面倒なことが増えてきた．夢とロマンを追い求めてい

いわれそうだが，それまでは放任状態だった．急に変

る時間がなかなか取れなくなってきた．全国的にも大

わったので苦痛に感じた．

学教員の研究時間がとれないことが問題となっている．

そんなとき，元指導教官である恩師から大学のポス
トの可能性の話をいただいた．大学へは週末などを利

私にとって少しずつ窮屈に感じつつある大学という組
織が今，ターニングポイントを迎えているように思う．

用して通い，上司の黙認のもと，会社の業務とは別の
研究に没頭していた．大学の学生の研究サポートなど
もしていた．恩師からはその努力と研究への適性を評
価してもらったものと思っている．幸い大学のほうも私

若手へのメッセージ

まずはやりたいことを見つけること，その後は
それをやり続けることが大事．

ICT 教育にかかわるまでの 4 つの転機
上松恵理子（正会員） 武蔵野学院大学
武蔵野学院大学国際コミュニケ―ション学部准教授．博士（教育学）．早稲田大学情報教育研究所招聘研究員・講師．
東洋大学非常勤講師．国際大学 GLOCOM 客員研究員．総務省プログラミング教育事業推進会議委員．共著『小学校
にプログラミングがやってきた！超入門編』など．eriko.uematsu@u.musa.ac.jp

ないと思い，高校のときに東京にある音楽大学の夏期

音楽の道を諦めて教員へ
私は新潟県長岡市に生まれた．屋根の雪下ろしをひ

講習に数週間参加した．しかし，大学の講義室では弾

と冬に 6，7 回という年もあったほどの豪雪地帯である．

くことと関係ない教科の勉強が意外に多く，試験対策

今振り返ると人生の転機は 4 回ほどあった．まず 3 歳

のための楽典の猛勉強に根を上げてしまった．それま

から始めたピアノをやめ，音楽大学に行くことを断念し

で想像していた好きなピアノだけができる世界とは程遠

た高校 2 年の冬．新潟県の音楽コンクールに 2 回入賞

く，
音楽の道を断念，
文系の大学に行こうと決めた．元々

したこともある．私を受賞に導いたのは毎日 3 時間以

本は好きなだけ買ってもよいという父の教育方針があり，

上，休日は 6 時間以上の練習だったのではないかと思

また長岡市内の覚張書店という本屋さんでは，ツケで

う．小学校では合唱するときはたいていピアノ担当だっ

本を買うことができた．このような環境での読書経験を

た．こんな幼少期を過ごした私は音楽の道に進むしか

大学で活かそうと思ったからである．大学では教員免

小特集
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許を取得し，卒業後は高校に勤務した．成績付けでは

生から最先端のアメリカのネット空間事情について学んだ

縦軸に生徒の名前，横軸に教科名が書かれた大きな画

りした．複数のアバターがサイバー空間で立体的な物を，

用紙がまわってきた．担任は縦横を計算し，時には教

離れた場所から再現し構築するという技術に先進性を感

務室にそろばんの音が鳴り響いていた．印刷室には印

じた．
その後，
戸田先生の勧めもあってボストンのハーバー

刷専任の職員がいてすぐに印刷をしてもらえた．その当

ド大学と MIT（Massachusetts Institute of Technology）

時は授業に専念でき，教員に時間的な余裕があった．

のメディアラボに調査に行く機会を得た．当時のメディア

主婦から教員に復帰

ラボは縫いぐるみのようふわふわの毛でできたロボットや

当時，結婚退職は当たり前で，女性も短大に行くのが

100 ドルパソコンが置いてあったり，学生はアクティブラー

普通だった．優秀な同級生たちも女性の場合は企業に

ニングでいろいろな課題を解決していた．

入って 3 年ほどで退職，お茶くみが日課といった話をあ

大学に就職し研究者としての道へ

ちこちで聞いた．企業が彼女たちをキャリアとして認めて

その後，自分の経験を社会に活かすことができれば

いなかったころである．私も１0 年以上専業主婦をしてか

と，大学に就職し単身赴任をした．これまで研究したメ

ら国語非常勤講師として中学校に復帰した．当時，パソ

ディアの研究を活かし，国語系の学会では重要視されて

コンを使っている先生は 1 人か 2 人だった．その後，常

いなかった ICT 教育が，これまで幾度かのターニング

勤になって 1 日 10 時間以上の勤務，土日は部活の遠征

ポイントを経て来た私のミッションだと感じたからである．

ということも珍しいことではなかった．当時携帯電話は

科学研究費助成事業や財団の助成を受け，海外の ICT

まだ普及していなかった．そのような中，パソコンで点数

教育調査を必死で行った．

を入力すれば 5 段階評価が出るように設定しただけで喜

今後，SNS に対応した新コミュニケーション論やメ

ばれた．また手書きだった卒業生名簿などのフォーマット

ディア特性の理解と知識が今後は不可欠であるだろうと

を作ったり，フォントにない字を作ったりした．画用紙の

思った．また，ディジタル教材を使った学習は情報にか

成績付けから大きく変化しつつある教員時代だった．教

かわるあらゆる分野，認知科学，著作権などの知識が

員になったばかりの教えることだけに専念できたころとは

必要となってくる．そこでこれまでの既存の分野の括り

違い，事務的な仕事や部活の大変さを感じた．当時携

が限界となってきているのではないだろうかと考えた．

帯電話はまだ普及していなかったが，マスメディアである

分野の概念そのものが変化する現在，私が今後どこの

新聞やテレビから，プライベートなメディアが出てきたこと

分野に所属するのかいまだに分からないし，新分野を開拓

で学習形態が大きく変わるであろうという予感があった．

していく必要があると感じている．日本の教育はとても質

社会人入学で大学院へ

が良く，時代に合わせて明治時代や戦後に急進化してき

新しいメディアの登場が教育に変革をもたらすのではと

た．しかしその後は新しい情報技術の進化に伴って変化を

いう思いから，教員時代に大学院情報文化研究科に社会

余儀なくされているにもかかわらず，残念ながらICT 教育

人入学し，情報メディアについて学び，その後博士課程に

は先進国としては遅れをとっている．海外の学校の教育現

進学し博士号を取得した．東京大学情報学環のメルプロ

場には百校以上行ったが先進国では自由にディジタル教材

☆1

で私の授業をインターネット配信していただい

やインターネットにアクセスできることが授業の中で確保さ

たり，大学院の講義では NASA（National Aeronautics

れている．このような現状を踏まえ，今後も日本の教育に

and Space Administration）に勤務していた戸田光彦先

寄与することができるよう新たな転機を模索していきたい．

ジェクト

若手へのメッセージ
☆1
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東京大学大学院情報学環で 2007 年まで行われてきたメディアの
学びのプロジェクト「MELL Project ＝メルプロジェクト (Media
Expression，Learning and Literacy Project）」

夢と希望を持ち続けよう．Wishes come true !

情報処理 Vol.59 No.4 Apr. 2018 小特集 私のターニングポイント─私はこれでキャリアを決めました─

あまりに大きなテーマに取り組みすぎて
研究を失敗した話
原田康徳

合同会社デジタルポケット

博士（工学）
，ワークショップデザイナー，ビスケット開発者．1992 年北海道大学大学院情報工学専攻博士後期課程
修了．1992 〜 2015 年日本電信電話（株）NTT 基礎研究所，NTT コミュニケーション科学基礎研究所 1998 〜 2001
年 JST さきがけ研究員．2004 〜 2006 年，2010 〜 2013 年 IPA 未踏ソフトウェア創造事業プロジェクトマネージャ兼務．
NTT を退職後，合同会社デジタルポケット設立．viscuit@gmail.com

私が研究者だったころの研究テーマは「プログラ

業界のあまりの古臭さに背筋が寒くなったのを覚え

ミングを簡単にする」でした．それも今取り組んで

ています．自分の研究「プログラミングを簡単にす

いるようなプログラミング入門の話ではなく，もっ

る」は成功はしませんでしたけれど，部分的にはい

と専門家よりの難しい方のプログラミングをどうい

くつか分かったことがあったので，それを使って子

う切り口で見れば簡単にできるか，です．UNIX の

供向けに作ってみたらどうかと思いました．こっち

パイプのような部品化が GUI でどうしてできない

は一応最先端の成果ですからね．研究という枠にと

のかという問題に対して，原因はオブジェクト指向

らわれずに，肩の力がスーッと抜けた状態だったの

にあるということで，まったく違うアプローチでオ

がよかったのかもしれません．

フィスソフトのようなアプリが作れないか挑戦して

「ビスケット」ができて☆ 215 年になります．この

いました．私が「さきがけ」☆ 1 に応募して採択さ

1 年でビスケットのプログラミングテクニックが飛

れたのもこのテーマです．

躍的に向上しました．ビスケットで作れると思って

採択されていた期間はそれに専念できるので割と

いなかったようなプログラムがどんどん作られてい

しっかり取り組んだつもりでいましたが，自分の想

ます．次に必要なビスケットの拡張はもう色々と分

定していたような成果は出せませんでした．一応，

かっています．ここにきてやっといろんなものが繋

国のプロジェクトですから小さな成果を積み上げて，

がったような気がします．

成功したかのように報告しましたけれど，自分の中
若手へのメッセージ

では大失敗です．どうして失敗したのかをときどき

自分が確信を持ってやっていることがなかなか

考えていますが，明確な原因はつかめていません．

受け入れられないとき．それは時代がまだつい

問題が大きすぎたんでしょうかね．

てきていないということかもしれません．無理

さきがけの期間が終了した後，自分の将来はこの

にそれを突破しようとしたり，諦めたりせずに，

ままでよいのか迷いました．38 歳くらいのころで

長期戦に耐えられるような戦略を立ててとにか

す．会社をサボって都心に出てきましたが行くとこ

く続けるのが大事です．

ろも思いつかず，平日の科学館に大人一人で行きま
したよ．ちょうどいい具合に雨が降ってました．
子供向けのソフトウェアは研究的にはそんなに興
味はありませんでしたが，自分の子供に触らせよう
と色々と探していました．そのとき，そのツールや

小特集

☆1
☆2

http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/index.html
ビスケットは，絵の配置をメガネという書き換え規則によって書き
換え，その過程をアニメーションで見るビジュアルプログラミング
言語である．配置のマッチングに柔軟性を持たせたことが特徴で
ある．
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私のキャリアを作ってくれたつながり
黒川茂莉（正会員） （株）KDDI 総合研究所
2005 年慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業．2007 年同大学理工学研究科修士課程開放環境科学専攻修了．同年，
KDDI（株）へ入社．現在，（株）KDDI 総合研究所統合分析プラットフォームグループ研究主査．データマイニング，
位置情報履歴の分析等の研究に従事．mo-kurokawa@kddi-research.jp

いま私は機械学習やデータ分析に関する研究開発や

る KDDI 総合研究所なのですが，KDDI に入社して，そ

プログラミングをしていますが，これらに触れるきっか

こから KDDI 総合研究所に出向しています．それから

けとなったのは大学の授業でした．大学に入って初め

約 10 年経ち，大規模データの解析や情報系のシステム

て計算機に触れて間もない 2 年目の授業で Java を習

に触れる経験を経て，分析基盤の重要性を認識し，徐々

い，すぐ好きになりました．ちょっと変わっているかも

にアプリ寄りから基盤寄りにレイヤが下がっている気がし

しれませんが，Java が出すエラーや例外が好きで，エ

ます．このように，現場での経験を経て研究領域が変

ラーや例外が出るとゾクゾクしてどうしてだろう，どう

遷していくのは，企業研究者ならではだと思います．

やったら潰せるだろうと考えたものです．恩師である櫻

仲間とのつながりは長い社会人生活の中で大事なも

を受講し，さまざまな機

のと思います．社会人になって 10 年経ち，社会人の時

械学習の手法に直感的な説明を加えつつ，自然に数学

間スケールの大きさを感じます．その分，紆余曲折も

的な解釈に誘う授業の虜になりました．Java も機械学

多々ありますが，大きなことがなせる可能性もあると思

習も恩師の授業であり，これらがいまの研究を志す大

います．大人になると可能性がどんどん狭まるような人

きなきっかけになったと思います．

生観を持っていた時期もありましたが，不思議といまが

井彰人教授の 情報意味論

いまの職場との最初の接点は，学部 4 年〜修士の

可能性は一番大きく感じています．これは社内外で同

間の共同研究で，映画推薦に機械学習を応用すると

志や仲間に囲まれているのが大きいと思います．DEIM

いうテーマでした．共同研究では会社の雰囲気や会社

（データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム）で

での研究の進め方を知ることができ，就活をする上で

知り合った皆様（図 -1）には，オフでも会って話した

非常に参考になりました．学生の間に共同研究やイン

りすることでたくさんの刺激をいただいています．こう

ターンの経験をするのは社会に触れるきっかけとして有

した 1 つ 1 つのつながりがすべて転機といえるのでは

意義だと思います．

ないかと思っています．

私の場合，大学時代の共同研究先がいまの会社であ

思い起こすと，幼いころから，何年，何十年かけて
理論を突き詰めるような仕事に携わるイメージを持って
いました．幸い，そのイメージはずっと失うことなく今ま
で来たように思います．明確なイメージでなくても自分
がなりたいと思い抱いている人物像は大事にして，焦ら
ず，熱量は失わないように過ごすのがよいかと思います．
若手へのメッセージ

◀ 図 -1
DEIM での
つながり
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気が合って刺激を与え合える仲間と出会い，素
敵なキャリアを作りましょう．
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情報通信行政に携わって
野崎雅稔

総務省総合通信基盤局

1989 年郵政省採用，技術開発企画課，1993 年国際政策課，1995 年科学技術庁出向，2003 年通信規格課，
2005 年内閣官房 IT 担当室出向．2010 年電気通信技術システム課長，2012 年放送技術課長，2014 年技術政策
課長，2017 年電波政策課長．

私が総務省で勤務を始めて 29 年目になりますが，自分

2011 年には東日本大震災が発生し，東北地方における通

の仕事に対する現在の考え方に影響を与えたような出来

信の大規模な輻輳や長期停電によるあまりに広域の携帯電

事
（ターニングポイント）をいくつかご紹介したいと思います．

話基地局の機能停止への対応に追われました．計画停電

情報通信分野における国際標準化への対応

が行われる中で電話局の自家発電を維持するための重油

私は 1989 年に旧郵政省（現在の総務省）に技術系の

や輸送用タンクローリーをいかに確保するのかを通信事業者

行政官として採用されました．最初の配属先は通信政策

と相談し，毎日，東北地方で携帯電話の通信が復旧した

局の技術開発企画課というところで，国際標準化機関で

地域を白地図に示して政府の全体会議に提出していました．

ある国際電気通信連合（ITU）に対する我が国の標準化

2014 年からは，技術政策課長を務め，AI が急激

提案の取りまとめを行うことが私の仕事でした．その当時，

に進化する中で，文部科学省と経済産業省と連携して，

日本経済はバブル景気の最中にあり，ITU の国際標準

我が国の AI 技術に関する司令塔である「人工知能技

化活動は NTT が強力にリードしており，毎回膨大な数

術戦略会議」
を設置し，
国の研究開発目標と産業化ロー

の標準化提案を行い，我が国から 100 人弱に及ぶような

ドマップを取りまとめました．

大代表団を送っていました．そのときは，日本の通信事

このような経験を通じて考えるのは，国民の生命・財

業者やベンダの国際競争力の強さを誇らしく思いました．

産を守るインフラである情報通信ネットワークの安全・信

その後，ほかの部署を経 験した後，2003 年に再

頼性を確保することの重要性です．さらに，我が国の経

び国際標準化担当の推進官を務めることになりまし

済成長の基盤とするためには，これらのインフラに AI を

た．このときにはインターネットが爆発的に普及し，通

組み合わせてプラットフォームを構築し新たな価値創出を

信事業者のネットワークでもいかに IP 技術に切り替え

図っていくことが不可欠です．その意味で，情報通信研

るかということが最重要課題になっていました．通信

究機構（NICT）等における先端的な AI の研究開発の

分野の国際標準化も，インターネットの標準化を行う

推進，デジュール標準化に加えてデファクト標準化への取

米国主導の IETF が主導権を握り，いかに ITU の

り組み，オープン・クローズ戦略等が重要になります．

標準化活動の求心力を維持するかといった守り一辺倒

現在，電波政策課長を務めていますが，AI に現場

の取り組みでした．情報通信分野での日本企業の競

の強みを組み合わせるために，膨大なリアルタイムの

争力も急激に失われていきました．通信ネットワークの

情報を収集するワイヤレス技術，特に 5G はきわめて

基盤が電話交換技術から IP 技術に劇的に変化する中

重要な経済基盤となります．この 5G を世界に先駆

で，破壊的イノベーションの凄まじさに衝撃を受けました．

けて実現し日本企業の競争力を強化するために，積

情報通信ネットワークの安全・信頼性の確保と AI の振興

極的に電波政策に取り組んでいきたいと思います．

2010 年からは，日本の通信事業者のネットワークの

若手へのメッセージ

技術基準の策定や安全・信頼性の確保を図る電気通

未来を担う若い方々が，技術系の行政官という道

信技術システム課長を務めました．

に進んでくれることを大いに期待しています．
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私の出版人生を支えるGaucheとの出会い
鹿野桂一郎

ラムダノート（株）

技術系編集者．専門はプログラミング言語やネットワーク関連の書籍企画，編集，制作．ドキュメンテーションシス
テムの開発も手掛ける．2015 年 12 月に技術書出版社ラムダノートを立ち上げ．k16.shikano@lambdanote.com

プログラミング言語 Scheme の実装の 1 つに，川合

その成果を 2008 年に Gauche Night というイベント

史郎さんが開発している Gauche（ゴーシュ）がありま

で発表する機会を得たことも，いまに至るキャリアを

す．Scheme というと研究向けの言語という印象がある

左右する出来事でした．編集を本業とする私にとって，

かもしれませんが，Gauche は日常の実務に使えること

IT 系のイベントでの技術発表は，プログラムを書く以

を目指して開発が続けられているのが特長です．私が

上に大きな挑戦です．幸いにも，このときの発表を通

Gauche を仕事で使い始めたのは 2005 年ごろのことで

して Gauche コミュニティの方々との親交が深まり，出

した．Gauche は，私の本作りの道具であるだけでなく，

版社の社員という外野の立場でなくエンジニアに近い

さまざまな人との交流ももたらしてくれました．この

立場でさまざまな方と触れ合う楽しさを知りました．現

Gauche との出会いが，技術書編集者としての私のター

在でこそ IT 系のイベントで発表する機会も増えました

ニングポイントだったなと感じることがよくあります．

が，その根底にはこのときの体験が生きています．

私にとって Gauche は，なによりもまず，スタイルや構

技術者の興味を肌で知る機会が増えたことで，本業

造の指示がマークアップされたテキスト原稿から LaTeX

である技術書の企画にも良い影響がありました．優れ

経由で自動組版を実現する道具です．現在の一般的な

た本の企画に携わり，その成果をたくさんの技術者に

書籍制作では，編集者がテキスト原稿に組版作業者向

読んでもらえたことで，いっそう多くの方々と交流する

けのマークアップを施すことで印刷用データを制作してい

機会に恵まれました．現在は，それまで勤務していた

ます．組版作業者向けのマークアップは，あくまでも人

出版社を 2015 年に退職し，ラムダノートという新しい

間向けに原稿のメタ情報を指示するものなので，原稿の

出版社を立ち上げて IT 系技術書を世に送り出す道を

可読性を損なうXML のような厳密な記法は歓迎されま

模索しています．編集者である私が，いまこうして技

せん．人間が文脈を補完して作業することが前提なので，

術者や研究者の方々に混じって本作りを続けていられ

機械可読性よりも，むしろ作業者にとって誤解のない言

るのは，Gauche のおかげだといっても過言ではないで

語的な指示が好まれます．とはいえ，整合性を持った

しょう．巡り廻ってこのような記事を書いているわけで

指示である限り，コンピュータでも組版作業者向けマー

すから，Gauche の生みの親である川合さんが住むハ

クアップの解釈は可能です．もし，
形式化が不十分なマー

ワイには足を向けて眠れませんね．

クアップからでも LaTeX へのマッピングが容易にできる

いま，出版は簡単に儲かる仕事ではなくなっていま

手法があれば，組版作業者向けのマークアップから商業

す．この記事が，これから出版に携わろうという方にとっ

品質の PDF を手軽に生成できるはずです．そのような

て，そうした苦境のなかで身を預けられる道具やコミュ

プログラムを書くことは，一介の編集者にとって大きな

ニティを大切にするきっかけになれば幸いです．

挑戦でしたが，勤務外に Gauche を利用してプロトタイ

若手へのメッセージ

プを実装してみたところ，なんとか目的にかなうものが

頼れる道具とコミュニティを見つけて大切にしよう！

完成し，そのまま実務への導入にも成功しました．
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社会的要請に対する豊かな感受性が
一流の技術者を育てる
栄藤

稔（正会員） 大阪大学 先導的学際研究機構

松下電器産業，ATR，NTT ドコモのシリコンバレー拠点を経て，NTT ドコモ執行役員．NTT ドコモベンチャー
ズ（投資会社）や新規事業を担当．2017 年 6 月執行役員を退任し，同年 7 月より大阪大学先導的学際研究
機構教授に着任．etoh@otri.osaka-u.ac.jp

▲ 2004 年 9 月パロアルトにて．
前列左から立川啓二ドコモ前社長，Carly Fiorina HP 社 CEO 兼会長，
後列左から筆者，Susie Wee HP 社ディレクター．いずれも当時．

高校生のころを思い出すと，この道に進んだ理由

い研究をしてトップレベルの国際学会に論文を通すこ

は不明確だ．親は田舎の地方公務員で私の進路につ

とでいっぱいだった．松下電器からは多くの機会をい

いては何も言わなかった．感覚的にこれから何が起き

ただいた．けいはんな学研都市にある ATR への出向

るか分からないコンピュータという未開の分野を選び，

や大学への派遣で学んだパターン認識と機械学習の研

1985 年に大学院 修士課程を修了した．専 攻がコン

究は，後年，思わぬところで役に立った．しかし，あ

ピュータサイエンスで，大規模並列計算機に関する研

のころの自分は，論文さえ書ければ楽しい時代にいた．

究が修論だったこともあり，
「これから情報通信技術を
重点化する」と言っていた松下電器産業（現パナソニッ

「三十にして立つ」
最初の転機は，MPEG 標準化だった．上司から，
「いい加減に社業に貢献しろ」と言われ，1994 年ごろ，

ク）に入社した．
会社に入るからには，仕事は自分で仕切りたい．鶏

動画像符号化の標準化担当者に任命された．画像の

口牛後だ．大手 IT 企業の末端にいるより，松下電器

符号化なんて，つまらないと思っていた．それが，毎

のどこかで重んじられるほうがよいと考えたのが入社動

年 4 回ペースの標準化会合に出ると，
「世の中にこん

機だった．

なに頭が良くて仕事ができるやつがいる．この数十人

入社式後の経営企画室長講話が今も耳から離れない．
「中途半端な技術者ほど保守的になる」という言葉だっ

が世界の動画像の技術標準を決めている」ということ
に感動した．それから研究に対する価値観が変わった．

た．
「一流の技術者は，今の技術分野の仕事を完遂さ

役に立たない技術論文はタダの紙切れだ．NTT ドコ

せたら次の分野の開拓に取りかかる．中途半端に一流

モから誘われ，お世話になった松下電器から割愛とい

の技術者は，今の技術分野の成果に満足して，そこに

う形で移籍した．企業文化が 180 度違う中で，最初に

とどまり動かない．自身の専門技術を否定できず，今

取り組んだのが動画像配信だった．MP4 というファイ

の成果を信じているからだ」という趣旨だった．以来，

ルフォーマットをご存知の方も多いだろう．米国アップ

結果的にだが，ほぼ 3 年ごとに取り組むべきテーマを

ル社と一緒に働いて「商品開発と技術開発を同時に進

変えている．それは，自分で選んだこともあったし，周

める」という醍醐味を知ってしまった．

りが決めたこともあった．周囲の期待に対する自分の感
受性が転機を作ったように思う．それは，論語の為政
第二に書かれている「子曰く〜」の一節のようになった．

「四十にして惑わず」
シリコンバレーでドコモの研究所所長を 3 年ほど務
めた．そこでは「世界はソフトウェアでできている」と
いう価値観を得た．帰国して，2006 年にデータに関す

「吾十有五にして学に志す」

20 代前半から 30 代前半にかけて，私の頭の中は良

小特集

る研究開発プロジェクトを起案した．
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いう言葉が流行る 5 年前にゼロからチームを作り，5 人

を世に広めたいと思うようになった．今，大学教授を本

で始めたデータマイニングのプロジェクトが大きくなった．

務として，スタートアップの社長を 2 つ兼業している．そ

ネットワークの最適運用，他企業と組んだサービス最適

れにより，自ら新規事業創造を経験しながら，そのた

化，自然言語処理サービスの開発と多くの花が開いた．

めのスキルを次世代に教えることができると信じている．

「五十にして天命を知る」

若手へのメッセージ

社会問題に向き合うとき，技術者は皆，イノベーショ
ンを起こしたいはずだ．なのに，技術部門は「事業部

為すべきことが常に心の中にあったから，これ
まで数々の転機があった．それらは周囲が気づ

門の職人集団」あるいは「事業に責任を持たない研究

かせてくれた．時代の要請に対する感受性を磨

者集団」に自らを矮小化している．自分が経験した「製

くことが大事だ．

品と技術の開発を同時に進める文化と組織の在り方」

出会いが生み出す感情的な興味に
従う方向作り
篠原

稔

ジョージア工科大学

ジョージア工科大学理学部准教授．東京大学教育学部卒業，教育学研究科修士，総合文化研究科博士．東京大学教養学
部助手，コロラド大学客員助教授，ペンシルヴァニア州立大学研究員，コロラド大学シニア研究員を経て，2006 年より現職．
ブログ「篠原稔のアメリカ人プロフェッサー生活」http://blog.livedoor.jp/shinojpn/ shinohara@gatech.edu

今でこそアメリカの大学プロフェッサー職で身体運動

うなっているんだろう？」という謎解きの新しい知を追

科学を研究し教育しているが，元は文系である．高校

求する宝探しに接し，大学に入って初めて知的好奇心

時代に留学生たちとつるんでいた流れで，国際関係論

が刺激され，のめり込んでいった．身体運動の科学

コースに進んで外交官を目指そうと東京大学の文科 II

研究者というキャリアを知ったのはこのときであり，私

類に入学した．しかし最初の授業に出た瞬間「面白く

の第 2 のターニングポイントだ．決め手は何よりもワク

ない」と興味を失った．そういう場合，経済学に進む

ワクする楽しさだ．子供のころ，研究者を意識したこ

のが文科 II 類の本流だが，経済学も面白くないという

とはなかったし，それは漫画で見るモジャモジャ頭の

ピンチに陥った．進学先を決める 2 年生のとき，その

ハカセにすぎなかった．ただ，クワガタ採りや魚釣り，

ときの感情的な興味に従う決断が第 1 のターニングポ

そして探偵小説が大好きだったので，小さいころから

イントを作った．自分のトライアスロン競技力を高める

謎解きの宝探しに魅かれていたのだろう．

方法を模索していたころ，
「スポーツの栄養・食事学」
という本でスポーツ科学に初めて出会って興奮したのを

在の助教相当）職を得て，立場や収入的には安定し

きっかけとして，上記の二者択一とはまったく別の体育

た．しかし体育実技や雑用に追われ，研究も国際レ

学コースに進路を決めたのだ．将来は体育教官になれ

ベルに届かない国内レベルで安定してしまっていた．そ

ば楽しそう，と入学当初とはまったく違う方向だ．

んな 34 歳の秋，アメリカのコロラド大学に 1 年滞在

進学当初は，確立した知識の吸収を貪欲に楽しん

できる在外研究の機会に恵まれた．そこで出会ったの

だ．それが対象内の未知を探る科学研究という方向

は，質の高い研究活動に集中した日常を過ごす国際レ

に興味が移ったきっかけは，先進的な科学研究に挑

ベルのプロフェッサーたちであり，職務も時間も刺激も

1）

む先輩院生との出会いだった ．運動する身体は「ど
342

その後，体育教官兼科学研究者の任期なし助手（現

日本とは比べ物にならなかった 2）．研究能力と環境が
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中途半端な職のまま日本レベルで研究を続けても先が

刺激的な出会いから生まれた心に響く興味に従った方

ない，と自らの能力と立場に失望する大ピンチに陥っ

向への行動が，創造的なターニングポイントを作り，成

た．より大きな宝探しが楽しめるよう，より高い次元

功に導いてくれた．次なる出会いが楽しみで仕方ない．

で研究がしたい．この出会いから来る心の叫びが，よ
り高いレベルのキャリアをアメリカで作っていこうとい
う，第 3 のターニングポイントとなった．新たな方向に
向かうとなれば何かを失う恐れもあるが，心に響く興
味に従う一点豪華主義に基づけば，方向は決めやす

参考文献
1） 篠原 稔：
「自分だからこそ」すべき研究は何なのか ─信念と行
動力，それが挑戦になっていく，月刊スポーツメディスン 195 号
pp.11-14（2017）．
2） 篠原 稔：頭脳国際循環時代に若手研究者が育つための基本三
要素：職務と時間と刺激，学術の動向 9 月号，pp.60 - 62（2008）．
3） 篠原 稔：体育教官のアメリカ標準研究者トレーニング，日本生
理学雑誌 68, pp.446 - 447（2006）．

い．渡米数カ月後に日本の常勤職を辞してアメリカの

若手へのメッセージ

研究者としてキャリアを作ることを決心し，アメリカ標

キャリアに迷ったら，過去からつながって見えてく

3）

準の研究者を目指すトレーニングを開始した ．
振り返ってみれば，何かを計画したわけではなく，

る（しまう）方向ではなく，その時々にドキドキす
る未来に向かって行きましょう！

広角
榎

美紀（正会員） 日本 IBM 東京基礎研究所

2007 年お茶の水女子大学大学院卒業．同年日本 IBM 入社，IBM 東京基礎研究所にてミドルウェアの性能解析の研究
に従事．社会人博士生活を経て 2016 年博士号（理学）取得．ENOMIKI@jp.ibm.com

大学の修士時代は，データベースの研究室に所属し

るためには，テキスト分析やネットワーク分析の知識が

ました．
その後日本 IBM に就職してからも，IBM 東京

必要であり，一研究員だけで進めるには限界がありま

基礎研究所にてクラウド上で稼働するアプリケーション

す．幸い，研究所にいるさまざまな専門性を持つ同僚が,

やデータベースの性能解析・改善を行うなど，ミドルウェ

同じ目的意識を持ち，部署の垣根を越え，協力してプロ

ア周辺の研究に携わってきました．

ジェクトを進めていくことができました．

私の研究生活のターニングポイントが訪れたのは，

異なる専門性を持つ研究員との交わりを通じて，よ

社会人になって 5 年が過ぎようとしたころ，東日本大震

り大局的な視点を得るために必要な多様な観点に加

災の年でした．当時，IBM 東京基礎研究所内で，震

え，自分の専門分野についてはより一層責任を持っ

災で被害を受けた地域に少しでも役に立ちたいとの強

て役割を果たすことの重要性を学びました．また，携

い気持ちから「Act for Japan with Innovation (AFJI)

わる研究がどのように社会に役立っていくだろうかと

プロジェクト」が立ち上がりました．震災直後，さまざ

考え続けることの大切さを改めて心に深く刻み込む

まな情報がソーシャル・メディア上を駆け巡りましたが，

きっかけとなりました．

デマも多く，毎日入ってくる情報の信頼性が担保できな

さらに，研究の幅をさらに広げるため，働きながら

いもどかしさが募りました．私は AFJI の活動の 1 つと

大学の博士課程に入学し，博士号を取得することがで

してソーシャル・メディアのメッセージの信頼性を評価・

きました．

分析するプロジェクトを立ち上げました．ソーシャル・メ

博士号を取得した後，大学の非常勤講師や学会委

ディアのメッセージ内容の分析や情報の伝播を分析す

員等の活動も増え，他企業や大学の研究者の方々との
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交流の機会が多くなりました．研究分野も職場も異な

企業の枠を超え，学問という領域で切磋琢磨できる

る方々と，研究を進めていく上での悩みを相談しあっ

機会を持てるのは，研究職の魅力の 1 つであると思い

たり，ほかの方々の活躍を自身の研究モチベーションの

ます．その楽しさを学生の皆様にも知っていただけるよ

糧とさせていただく機会を得るなど，とても良い刺激

う，学会では企業研究員の活動紹介なども行っていま

をいただいています．

す．図 -1 は DEIM（データ工学と情報マネジメントに関
するフォーラム）での活動の様子です．学会活動にお
けるさまざまな機会に積極的に参加，貢献することに
よって，最大限の努力を惜しみなく発揮し，日々精進で
きることに喜びを感じています．
若手へのメッセージ
◀ 図 -1
企業研究員
主催イベン
トの宣伝

自分がその場に加わって切磋琢磨できたら楽しそ
うだなと思える場所を探してみてください．

猫が好きでよかった
米澤香子 （株）電通
大学で航空宇宙工学，大学院で HCI を専攻．2010 年電通入社．テクノロジーのかかわる領域において，企業のキャンペー
ンプランニングからサービス企画開発，プロダクトイノベーションまで幅広く行う．Cannes Lions Titanium Grand
Prix，D&AD Black Pencil，文化庁メディア芸術祭大賞など多数受賞．猫が好き．kyoko.yonezawa@dentsu.co.jp

こどものころの夢は NASA のエンジニアでした．そ

じゃあ自分は何が得意なのか．作ったローバーのプレゼ

んな私はいま紆余曲折あって広告代理店で働いていま

ンをしたりする場面ではかなり活躍したと自負していた私

す．じゃあ夢をあきらめて「文転」したのかというと案

は，もっとテクノロジーとヒトのあいだの分野の方が向い

外そうでもなく，広告代理店にいながら理系にしかで

ているんじゃないか？ と，大学院で，Human Computer

きない仕事をしたり，それこそ宇宙の仕事をしたりして

Interaction の分野に転向することを決意しました．

います．今日はその紆余曲折の経験から，
私なりのキャ

自分の好きなことってなんだろう

リアの積み重ね方をご紹介したいと思います．
自分の得意なことってなんだろう

がいい．大学院の最初の研究室合宿で，研究テーマ

初めて火星の地表をローバーが走ったというニュース

を決めあぐねていた私に恩師がかけてくれた言葉で

にひどく感銘を受けた小学生のころ．迷わず航空宇宙

す．このとき，即答しました．
「猫が好きです」
「じゃ

工学科への進学を決意し，猛勉強しました．希望の学

あ YOU 猫を研究テーマにしちゃいなよ」
「えっそれで

科に進学することができ，少し経ったころの大学 3 年

卒業できるなら猫でやります」．猫の首輪にライフログ

生の夏，国際宇宙ロボコンに参加しました．ロケットで

センサをつけて自動で Twitter でつぶやく☆ 1 というア

4000m までローバーを打上げ，打上げ地点まで自動走

イディアは国際学会のフルペーパーを含むそれなりの成

行させるチーム戦．そこでハッと気づいたんです．エン

果になり，無事卒業することができました．

ジニアリングという視点では，自分よりできるやつがた

猫にカメラつけてるの？

くさんいることに．
344

研究やるなら，自分の好きなことに取り組んだ方

面白いね

はやく社会に出て稼げるようになりたいという思いが
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強かった私は修士を出たあと就職する道を選びました．

人生はつながっている

「テクノロジーとヒトの間の仕事」という軸でいろいろな

まさか電通が似たような研究をしているなんて夢にも

企業を見ていたのですが，社風的にマジメな会社が多

思っていなかったのですが，結果的に，入社してから

く，
「猫にセンサつけてます」なんていうふざけた話を

出身研究室と共同研究したり，猫に GPS つけてたな

するのがすごく恥ずかしい気がして，
「ユーザインタフェー

らクルマに GPS ついてるナビゲーションシステムと一緒

スの研究をしています」としか面接官に話せていませ

だねと自動車メーカの仕事に声をかけてもらったり，宇

んでした．それでも内定をいただける企業はあったの

宙のプロジェクトでオープンデータの仕事をしたり，ロー

ですが，たまたま記念受験的に受けていた電通の面接

バーのデザイン・UI/UX の仕事をしたり．紆余曲折し

中，自由な発想を受け入れてくれそうな雰囲気があった

てターニングポイントだらけに見えた人生ですが意外と

のか，なぜか「猫にセンサつけてます」という話を堂々

それぞれつながっていて，それが自分を形成している

と話しちゃったんです．そしたら，なんと，反応は「面

んだなと実感します．NASA のエンジニアになることは

白いね！

できませんでしたが，自分にしかできないジャンルを見

うちでも似た分野の研究をしているよ」．

つけて，あるいは得意なことや好きなことを組み合わ
せて作って，自分にしかできない仕事をする．そんなキャ
リアの作り方もありなのかもしれません．
若手へのメッセージ

キャリアなんて深く考えなくても気づけば自分の
◀ ☆ 1Human
Cat Interaction
Platform
Cat@Log

後ろにできているものなので，自分の得意なこと
や好きなことをたくさん見つけてください．

20 歳で掲げた夢
西條

柚

グーグル合同会社

2017 年東京大学教養学部学際科学科卒業．現在はグーグル合同会社にてソフトウェアエンジニアとして Chrome ブ
ラウザの開発に携わる．2015 年アップル本社でインターン．2016 年アニタボルグ奨学生．

15 歳のとき，理数系の科目も文系科目も得意だった

校に留学しました．バークレーを選んだのは 20 歳の

ため文理選択に迷っていたところ母親に「理系の研究

1 年間を太陽と海の近くで過ごしたいと思ったからで，

は辛いので絶対やめておいた方がいい」と必死に説得

当時はバークレーがコンピュータサイエンスの有名校で

され，その鬼の形相が大きな要因となって私は文系を

あることはまったく知りませんでした．

選択し，大学に入学しました．専攻は政治．なんとな

留学先で出会った人々のほとんどはシリコンバレーで

くで選んだため授業に興味がわかず，大学では主に論

働いているかそれを夢みているエンジニアで，彼らは目

理学や数学などの専攻の外の授業を受講していました．

を輝かせて日々新しいものを作っていました．エンジニ

しかしそういった授業を受けるたびに
「進路選択を誤っ

アたちの「楽しそうだから作ってみる」という純粋さや

た」という疑念が確信に変わり，大学 2 年のとき思い

実力主義のカルチャーに惹かれて，私もやってみようか

切って 1 年間休学してカリフォルニア大学のバークレー

なという気持ちになり，コンピュータサイエンスの授業
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をいくつか受講することにしました．すると思ったより

その後は機会に恵まれ，Google や Apple でインター

もすらすらプログラムを書くことができて，考える作業

ンシップを経験できました．Google の Chrome ブラウ

が楽しくなりました．また，今までの将来に対する閉

ザチームでインターンした際，チームのエンジニアさんに

塞感が急になくなったように感じ，私もソフトウェアエ

「Chrome は世界で一番パフォーマンスセンシティブな

ンジニアになりたいと思うようになりました．

コードを書かないといけないプロジェクトの 1 つだ」と

留学が終わってからはサンフランシスコの職業訓練

言われて感動したのを覚えています．日々悩みながら

校に通い，エンジニア転職を希望する社会人の人たち

書いたコードが 10 億人規模の人々にすぐ使ってもらえ

と一緒に Web 開発の勉強をしました．人に使ってもら

るのが嬉しくて，また戻ってきたいと思い，新卒で入

えるものを作れるのが嬉しく，いつかはもっとたくさん

社することを決めました．

の人に使ってもらえるサービスの開発に携わってみたい

一方で大学では HCI の分野の研究室に配属され，

という思いが強くなりました．そこで，叶わない夢とは

興味のあるトピックの研究をさせてもらっていました．

思いながらも，世界中の人々に使われるプロダクトを開

文献を読んだり自分で研究をすすめたりするのも楽し

発する Google に入ることを目標にしました．

く，大学院に進学するか悩んだこともありましたが，イ
ンターンで感じたプロジェクトのスピード感が忘れられ
ず就職を選びました．
現在では Chrome ブラウザのシステムアーキテクチャ
のチームで働いており，ブラウザのパフォーマンスを上
げるプロジェクトに参加しています．勉強を始めたころ
の自分からしたら夢のようなお仕事をさせていただいて
いて，良い決断をしたなとつくづく感じます．

◀ Google ロゴの毛布にくる
まれて夢を見る様子（留学
時代）

若手へのメッセージ

夢を見るのは自由 ：）

21 世紀の福沢諭吉
水野雄介

ライフイズテック（株）

1982 年，北海道生まれ．慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒業，同大学院修了．大学院在学中に，開成高等学
校の物理非常勤講師を 2 年間務める．その後，人材コンサルティング会社を経て，2010 年，ライフイズテック（株）を
設立．2014 年に，同社がコンピュータサイエンスや ICT 教育の普及に貢献している組織に与えられる "Google RISE
Awards " に東アジアで初の授賞となるなど世界的な注目を浴びている．
「日本の IT 界にイチロー並みの人材を送り出す！」
を目標に世界を駆け回る日々を送っている．著書に「ヒーローのように働く 7 つの法則」．mizuno@lifeistech.co.jp

私には明確な目標があります．21 世紀の福沢諭吉に
なる．これです．

346

本は終了するのです．
私には 2 つターニングポイントがありました．教育と

明治維新後，民主主義を根付かせ，教育の礎を創っ

いう志の原点を見つけた慶應義塾大学院時代の開成

た福沢諭吉．21 世紀，情報化社会，国境が薄くなり，

高校での非常勤講師と，起業家という方法を選んだ社

グローバル化されていく中で，あらたな教育の仕組み

会人 3 年目です．

づくりを行わねばなりません．日本は人しか資源がな

開成高校での非常勤講師は大学院に通いながら週

い国です．人に投資せねば，教育に投資せねば，日

2 回，高校 1 年生を対象に物理を教えていました．こ

情報処理 Vol.59 No.4 Apr. 2018 小特集 私のターニングポイント─私はこれでキャリアを決めました─

の 2 年間は私にとって非常に重要な経験でした．開成

とか），最も大きかったのは起業家，という職業を知

と言えば言わずと知れた超進学校．すごくガリ勉なの

れたことでしょうか．60 歳の，普通だったら定年も近

かなと思って授業にのぞむと，実はまったく違いました．

いであろう社長が，
「今が一番楽しい」と，くしゃくしゃ

彼らは非常に自由闊達で，自ら物事を考え，自立して

な笑顔でおっしゃっていました．こんな生き方がしたい

いました．野球部にコーチのような立場で携わらせて

な，と思わせてくれました．ちょうどキッザニアが盛況

いただいたのですが，その野球部もその夏ベスト 8 進

で，会社という形でも，サービスという形でも教育を

出．ほかの部活との関係でほとんどグラウンドでの練習

変えることができること，また，皆がそれを求めている

ができない中，勝つ方法を模索し，結果を出したのです．

こと，ちょうどそのころ龍馬伝が NHK 大河ドラマで

弱者の兵法と雑誌 Number でも特集され，出版，ド

やっていて「今一度日本を洗濯致し候」に感化された

ラマ化までされました．彼らと成長を共にすることによ

こと（笑），そんな時期でした．社会人 3 年目，教師

り，自主自立の重要性を学び，何より，その成長を手

になろうと思っていた 3 年目，私は 21 世紀の教育変

助けできる教師という職業，上から言ってもなかなか

革を志し，起業家としてチャレンジすることを決めました．

伝わらないけれども，うまく斜めから伝えるとグッと伸

教育という道を志すことを決めた講師時代，起業家

びるあの瞬間がたまらなく嬉しくて，中高生の教育を

という方法を選んだ社会人時代，この 2 つがつながり，

一生の仕事にしようとこのとき決めました．就職する前

今の Life is Tech ! があります．まだまだやれることは

に，非常勤という形で学校教育に少しでも携われたこ

たくさんあります．やりたいことの 2% くらいの達成率

とは私にとっては非常にラッキーでした．

です．困難なこともたくさん起こると思いますが，志高

就職は，ワイキューブという採用や研修のコンサル

く，仲間とともに歩んで参りたいと思います．

ティングを行っている会社に入社ししました．講師時代，

若手へのメッセージ

社会のこと，特に仕事のことを子供たちに話せないの

過去と他人は変えられないが，未来と自分はいつ

は申し訳ないと思い，3 年間と決め，一度社会に出る

でも変えることができます．志高く，今ここにない

ことにしたのです．ワイキューブではたくさんのことを

未来は自分でつくる精神で毎日を生きましょう！

学びましたが（たとえば固定費は上げたら下げられない，

ターニングポイントは出会いから
木村朝子（正会員） 立命館大学情報理工学部
1998 年大阪大学院基礎工学研究科博士前期課程修了，2000 年博士後期課程中退．同年，同大学助手，その後，立命
館大学理工学部助教授，立命館大学情報理工学部メディア情報学科准教授等を経て，現在，同教授．博士（工学）．
asa@rm.is.ritsumei.ac.jp

両親も，祖父も，親戚も研究者という研究者一家

というのは，楽しそうで居心地の良いところでした．

に育ったためか，当たり前のように「将来は研究者

大学入学時には，工学系に進みたいとは思ってい

になる」と思っていました．幼いころから両親の研

たものの，こんな研究がやりたいと考えていたわけ

究室に遊びに行き，夏休みは研究室の一画で宿題を

ではありませんでした．3 年生になって研究室を選

し，研究室旅行に参加していました．そんなことも

ぶときに，研究テーマが幅広くて面白そう，井口征

あって，研究室，大学の先生，大学生という存在を

士先生が紳士的で素敵，という理由で井口研を希

とても身近に感じていました．私にとって，研究室

望しました（最後はじゃんけんでした）．実際，そ
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の当時の井口研では，3 次元画像計測，色彩，感性，

田村先生は，私のキャリアを語る上で欠くことの

音楽情報処理，ヒューマンインタフェースなど，さ

できない存在です．田村先生は，思ったことを裏表

まざまな研究が行われていました．その中で，「面

なくズバッとおっしゃるので，最初は大変なカル

白そう」と選んだのが，ヒューマンインタフェース

チャーショックでした．当時から多くの人を巻き込

（HI）でした．それが結果的に，修士課程，博士課

みながら，パワフルにプロジェクトを動かしておら

程と研究を続けるテーマとなりました．
井口研時代，先生方や先輩たちがとてもマニアッ

れました．明確にゴールを見据えて「この目的のた
めにはこれをすべき」といったことを瞬時に考え，

クだったり，面白かったりで，毎日研究室に行くの

リーダーシップを取ってプロジェクトをプランニン

が楽しみでした．井口研から参加した学会では，若

グする姿を間近に見ながら一緒に研究したことが，

手研究者で集まって，多くの友人を得ました．また，

今の私自身の仕事の仕方にも大きく影響しています．

未来開拓学術研究「感性的ヒューマンインタフェー

立命館大学に異動してからはや 14 年，これまでに

ス」のプロジェクトに参加し，委員長の原島博先生

出会ってきた方々に色々なチャンスをいただいて，

を始め，多くのシニア研究者の方と知り合うことが

今の私があると痛感しています．

できたのも大きな収穫でした．
その後，井口先生が退官されるのをきっかけに，

小学生のころ夢に見た木村研究室には，現在 43
名の学生が所属する大所帯で活動しています．また，

立命館大学に異動し，そこで田村秀行先生と出会い

本会のヒューマンコンピュータインタラクション研

ました．田村先生は，
「複合現実感」
（MR）分野で

究会の主査もやっています．どちらも，出会いの多

日本の第一人者ですが，恥ずかしながら，その当時

い，楽しく，居心地の良い場所にしたいと思ってい

の私は田村先生のことをまったく存じ上げませんで

ます．

した．随分年は離れていましたが，立命館大学への

若手へのメッセージ

異動が同時期だったこともあり，研究室を共同運営

同じ研究会やシンポジウム（特に合宿形式や懇親

することになりました．「MR と HI を一緒に研究

会のあるもの）に，繰り返し参加してみてください．

しよう」ということになり，今では，MR と HI の

人の輪がぐっと広がると思いますよ．

両方が私の専門分野になっています．

野生の研究者からプロの研究者へ
稲見昌彦（正会員） 東京大学 先端科学技術研究センター／ JST ERATO
東京大学先端科学技術研究センター教授．博士（工学）
．電気通信大学教授，慶應義塾大学教授等を経て現職．JST
ERATO 稲見自在化身体プロジェクト研究総括，超人スポーツ協会発起人・共同代表．著書に『スーパーヒューマン
誕生！』
（NHK 出版新書）がある．drinami@star.rcast.u-tokyo.ac.jp
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小 学生の男子がなりたい職 業の第 1 位が，野 球

ていた．特に『ドラえもん』の大ファンで，のび太のよ

選手やサッカー選手を抜いて 15 年ぶりに「学者・博

うな運動音痴だった私は，幼心にドラえもんが未来か

士」となったと 2018 年 1 月 5 日に第一生命が発表した．

らタイムマシンに乗って助けに来てくれる日を心待ちに

実は私も小学生のころは『鉄腕アトム』のお茶の水博士，

していた．しかし，それが叶わない夢だと悟ると，研

『火の鳥』の猿田博士，
『科学忍者隊ガッチャマン』の

究者になればいつか秘密道具を自分の手で作れるよう

南部博士などに影響され，研究する生活に漠然と憧れ

になれるかもしれないと，これまた漠然と考えるように
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就職活動らしきことをしてみてもなかなか興味を持て

なった．
しかし，偉人伝をいくら読んでも，何をすれば研究

る会社と出会うことができず，ならば自分たちでやりた

者になれるか，どうすれば研究する生活を送ることが

いことをできる場を作ろうと友人らとベンチャー企業を

できるのかを具体的にイメージすることができなかった．

立ち上げた．しかし，今度は会社を回すことが精一杯で，

そんな幼気な少年だった私は，夏休みの自由研究のよ

社会にとって今すぐ価値のあるサービスを考える能力も，

うな工作や実験を色々続けていけば，いつの日か博士

やりたいことをやる時間を作る余裕も持ち合わせてい

に近づけると夢見，少しでも研究に関係ありそうな部活

ないことに気がついた．

に興味を持ち，中学・高校は化学部に所属し酸化物超

そんなある日，VR コンテストでお世話になった舘研

伝導体や生物発光の実験に勤しんだ．大学ではその流

助手（現阪大教授）の前田太郎先生に，興味があるな

れで生物工学を専攻したものの，サークルはロボット技

ら一緒に研究してみないかと声をかけていただき，そ

術研究会に所属し，バーチャルリアリティ（VR）デバイ

の後舘先生と相談したところ，やりたいことがこの研

スや視線インタフェースなどを仲間たちと自作した．

究室にあるなら，ぜひ博士課程を受験してみなさいと

学部 4 年生のときに，突然サークル OB で機械技

の言葉を頂戴した．何よりもまず，片手間の趣味とし

研（現産総研）の梶田秀司氏から連絡があった．曰く，

てやってきたことに価値を感じていただき，何をやって

東大の舘暲教授らが中心となって大学対抗の VR コン

も中途半端だった自分を誘っていただける先生方がい

テスト，
ICVRC
（現 IVRC）を新たに開催することになっ

らっしゃることに驚き，そこで，ようやく工作少年・工

たので，参加を検討してほしいとのことであった．それ

作青年だった私は目が覚めたのである．

は自分たちが作ってきた VR デバイスで力試しをするま

思い返せば今まで漠然と憧れていた研究生活にして

たとないチャンスであり，出場を即決した．その結果，

も，行き当たりばったりの起業にしても「自分が好きな

幸運にも総合優勝と技術賞を受賞することができた．

こと」しか考えていなかった．しかし，気づいたのだ．

修士では，学部に引き続き生物工学を専攻した．小

プロとして世の中で生きていくためには「誰かに価値を

学生のころより心から憧れていた研究生活であったは

感じてもらえる」ことが肝要であり，自らの興味と他者

ずだが，いざ過ごしてみると研究には集中できず，気

の価値とを適切に結び付けることこそが職業研究者と

の利いたアイディアも思いつかず，着々と成果を出し始

して会得すべきスキルであると．そして，人生の目標は

めている同期を横目に悶々とした日々を送っていた．よ

自己の内面でなく，他者との相互作用の中にあると．

くある童話の世界の夢がかなうシーンで，ハッピーエン

これが「野生の研究者」だった私が「プロの研究者」

ドとなっても，その先が語られない意味に気づき始め

へと目覚めたターニングポイントである．もし今ドラえも

ていた．

んがタイムマシンに乗って眼前に登場したなら即答する
だろう，
「ドラえもん，僕が博士 1 年だったころに連れ
ていって．プロの研究者として自覚し，心から研究生
活を楽しみ始めたときだから」と．
◀ 工大祭での
自 作 VR デバ
イス（ 左 ） と
視 線 インタ
フェース（右）
の 展 示． 左
端が当時学部
3 年生の筆者
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自分が「好きなこと」だけでなく，誰かに価値
を感じてもらえる「得意なこと」にも目を向け
てみよう．
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「学び」における私のターニングポイント
小室真紀 （株）スイッチエデュケーション
1984 年生まれ．2013 年お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士後期課程修了．博士（理学）．2012 年，
（株）スイッ
チサイエンスに入社．現，（株）スイッチエデュケーション代表取締役社長．STEM 教育用教材の開発，製造，販売を
行っている． maki@switch-education.com

私のターニングポイントというお題をいただき，真っ

この経験は私にとって「手を動かして実際にやってみる

先に浮かんだのは「出産」です．ただ，出産は非常に

こと」と「学ぶこと」がつながった初めての経験でした．

瞬間的な出来事ですし，男性にとってはピンと来る要

また，自分が今学校で教えられていることは，昔からの

素がまったくないものだと思います．そこで今回は，今

たくさんの知見が積み重なってできているものであると実

の私の頭の中のほとんどを占めていて，どんな人にも

感した瞬間でもありました．この出来事は「学ぶことが

かかわりがあるであろう「学び」という分野において，

楽しいことである」と理解するきっかけにもなりました．

私の価値観が変わった出来事を「私のターニングポイン

キャリアへの影響
現在私は，STEM 教育☆ 1 用の教材を開発，製造，

ト」として上げようと思います．
円で距離を測る
私の学びにおけるターニングポイントは小学 3 年生
で起こりました．当時定期的に自宅に届いていた通信

販売するスイッチエデュケーションという会社を経営して
います．上記の経験は，まさに会社の方針の軸になっ
ているものです．
スイッチエデュケーションでは，ものを作ることを通

教育の教材に，簡易的な量程車（車輪の回転数によっ
て距離を測れる車）を作れるキットが入っていました．

して得られる学びを重視しています．作りたいものを

そのキットを組み立てて自宅から小学校までの距離を

発想し，実際に作るために調べて材料や方法を入手

測り，地図帳で距離を計算して，誤差がどれくらいあ

し，実際に手を動かし，失敗し，また調査して作り上げ，

るかを調べたのです．そのときの誤差は残念ながらまっ

それを人に伝えるというプロセスを，より多くの子供に

たく覚えていないのですが，
「結構正確に測れている！」

提供するために活動しています．このプロセスを繰り返

と感動したことは覚えています．その教材には伊能忠

すことで，私が上記の経験で得たような「実際にやって

敬についても詳しく載っていて，伊能忠敬が江戸時代

みることと学びがつながる瞬間」や「過去の知見に基

にさまざまな道具を使って距離や勾配を測量し，きわめ

づく学び」の感動を子供たちが体験し，学ぶことを楽

て正確な日本地図を作ったということを知りました．

しいことだと実感してほしいと願っています．

幼かった私は漠然と「江戸時代の人は円周率なんて

学びとは，とても贅沢で楽しいものです．学びにおける

知らないはずなのに，どうして円を使って距離を測ろう

ターニングポイントは大なり小なりすべての人に起こり，現

なんて思ったんだろう」としばらく考えていて，何日か

在のキャリアに影響を及ぼしているのではないでしょうか．

後に急に「円周率が分からなくても，紐を使えば円周

若手へのメッセージ

の長さは分かるじゃないか！」と気づいたわけです．紐

あなたの「学び」におけるターニングポイントは何で

を使って円を作ることなんて何度もしたことがあったは

すか？ 今までの経験を，ぜひ思い出してみてください．

ずなのに，そこにたどり着くまでに数日もかかったので
す．そして，なんとも生意気に「昔の人って賢かったん
だな！」と感動したことを今でも鮮明に覚えています．
350

☆1

“Science, Technology, Engineering and Mathematics”すなわち、
科学・技術・工学・数学の分野に重点をおいた教育を指す．
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インドで教育ベンチャー！

─真のインフラのために自分ができることは─

田中高信

Shin Edupower Private Limited

インドデリーに本社のある Shin Edupower Pvt. Ltd. の MD&CEO．基礎計算に特化した個別学習型の e ラーニング教
材 "Surala Ninja!" をインドの学校等に販売提供している．takanobu.tanaka@shinedupower.com

た．しかし実際にパイロットテストが始まると，引

なぜインドで教育？

き算，掛け算，割り算などの基礎計算ができない子

［そもそものきっかけ］
私とインドとの縁は，前職の新規事業部門にて，

供が多く，いまだに指計算を行っている子供もいた

プロジェクタなどのビジュアルコミュニケーション

ため，急遽予定を変更し，基礎計算に特化した個別

商材を活用した新しい教育ソリューションの企画・

学習型の e ラーニング教材プログラムを実施した．

プロデュースを任せていただいたことで始まった．

このとき初めて，「数学に強いインドという今ま

［インド教育市場は世界で No.1 のポテンシャルを有する

での常識」と目の前で繰り広げられている状況があ
まりにも，激しくかけ離れていることにショックを

市場］
前職に着任した直後，世界各国のプロジェクタの

受けた．その後，トップランク校から公立まで調査

出荷台数を調査した．その結果，途上国（新興国含

した結果，大多数の子供が 2 桁の九九の暗算どころ

む）の出荷台数が約 6 対 4 の割合ですでに先進国を

か，基礎計算を不得意にして苦しんでいる状況を知

上回り，しかも上位 5 カ国中 4 カ国はすべて新興国

ることとなった．
彼らの親の多くは学校に疑念を持ち，教師は子供

であることが明らかになった．
また，世界の学校数を調査してみると，全学校

の基礎計算力の欠如を嘆き，子供は先生に何を質問

数（小中高大）は，日本が約 3.5 万校に対し，2 位

すればいいのかが分からず，またそれを誰にも言え

の中国が約 40 万校，1 位はインドで約 120 万校と，

ずに苦しんでいた．これこそまさに基礎計算力の欠

桁違いの数であることが分かった．

如が原因で起こっている負のスパイラルである．

さらに 15 歳未満の子供の数は，日本が約 1,300

［転機となった出会い］

万人に対し，中国は約 2 億人，インドは 3.2 億人と

ある日のことだ．子供たちの中にいつも教室の一

圧倒的な世界 No.1 のポテンシャルを有する「市場

番奥の目立たない場所に座り自らの存在を消してい

規模」であることが明らかになった．

る 1 人の少年がいた．毎日，コツコツと個別学習

（上記の数値は当時の独自調査結果より）

型の e ラーニング教材に取り組み始めて約 2 週間

［常識が覆った瞬間］

がたったころに，ふと彼が私を見る視線に気がつき

インドに駐在後，バンガロールという都市にある

彼のコンピュータを覗き込んだ．そこには 100 点

2 つの私立学校の 7 年生（日本でいう中学一年生）向

の文字があった．彼はそれまでのミニテストの成績

けに「個別学習型の e ラーニング教材」を使った一

が 0 点か 20 点程度だった．彼は初めて満点を取っ

次方程式のパイロットテストを実施する機会を得た．

たのだ．このとき初めて彼の顔に子供らしい嬉しさ

私のインド人の教育，特に算数の基礎計算力に対

がいっぱいに溢れていた．その瞬間，この子は今ま

するイメージは，誰もが九九を 2 桁まで暗記し基礎

でどれほどの期間苦しい思いをし続けてきたのだろ

計算にめっぽう強い大国というイメージを抱いてい

うかと思わざるを得なかった．彼にとって今このと
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きは「大きな成功体験」の瞬間なのだと分かった途

本人の考えは自然に全員ができるように目指すとこ

端，感動の余り私の目に涙が浮かんだ．ほかの子供

ろがあるが，しかしながらそれが世界では当たり前

たちも毎日個別学習型 e ラーニング教材に取り組ん

ではない．すなわち，少数のできる人間を限定的に

だ結果メキメキと自信をつけていった．そして当初

教育するのが一般的なのだ．

は e ラーニング教材に否定的だった先生たちからも，

今さらながら日本の教育は真にインフラ的であり

我々の教材はほかの教材と違って「子供の状況を

それは全員に基礎を定着させるために汗をかき続け

じっくり観察する時間ができる点に驚いた」とのお

てきた結果が導き出した財産なのではないか，とい

言葉をいただいた．

う考えに行き着いた．

大企業からの任期付き駐在では，どうしても腰を

現在の目標は「1 億人の子供たちに我々の扱う個

据えて継続してこの仕事ができない．この体験を通

別学習型 e ラーニング教材を届ける」ことである．

じて，子供たちのみならず悩む大人たちのためにも

基礎学力が「定着」すれば，貧困をはじめインドの

しっかりと地に足を着けてこの仕事に取り組むため

さまざまな負の連鎖を断ち切り，インド全土が質量

に，起業を決意したのだった．

ともに豊かになる手伝いができると信じている．

［これからの目標］
この仕事にご縁をいただいてから，我々は教育に
ついてとことん考える日々を過ごした．基本的に日
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目の前の仕事にとことん全力で取り組んでみよう．

◀パイロット
テストの様子
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◀最終日の子
供たちの笑顔

