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●高専ってなに？●
　高専（高等専門学校）は、高等教育

を行う教育機関です。在学期間は、本

科は高校+短大の5年間、専攻科は7年

間で、通常15歳から20歳あるいは22歳

までの間を過ごすことになります（図
1）。高専は国立51、公立3、私立3の計

57校あります。

　ここまでで普通の高校や短大とは、

だいぶ違いますが、高専にはまだまだ

たくさんの特徴があります。

●M、S、E、D、Cでできている●
高専には、機械系・電気系・電子系・

情報系・化学生物系・建築系・経営系

の学科があり、5学科構成の高専が多く、

入試時に希望の学科を選択します。ほ

とんどの高専には機械系と電気・電子

系の学科があります。例えば、茨城高

専には、機械工学科、電子制御工学科、

電気工学科、電子情報工学科、物質工

学科の5つの学科がありました。

　学内では学科名をフルネームで呼ぶ

ことはほとんどなく、アルファベットの

略称で呼びます。茨城高専の場合は順

にM科、S科、E科、D科、C科です。ど

ういう意味かは読者の皆さんで考えて

みてくださいね。

　私はコンピュータに興味があったの

で、本来であればコンピュータ関係の

授業が多い電子情報工学科に入るべき

だったのですが、中学校の先生の勧め

で、電子制御工学科に入学しました。

おかげでコンピュータについて深く学

ぶことはできなかったのですが、機械

工学や制御工学などコンピュータだけ

に留まらない幅広い知識を身につける

ことができました。

　さて、ここからは高専生活の日常を、

私が在学していた茨城高専を例に紹介

していきます。

●サクラサク、高専生活●
　15歳の春、私は中学校の学ランを

着て茨城県ひたちなか市にある茨城高

専に入学しました。なぜ中学校の学ラ

ンかというと、茨城高専には制服がな

いからです。学ランで登校したのは最

初の数日だけ、後はすぐに私服になり

ました。ちなみに、全ての高専に制服

がないわけではありません。私が知っ

ている範囲だと半分ぐらいでしょうか。

東日本の高専には制服がない学校が多

いように思えます。

　クラス編成は、学科バラバラの混合

学級で、3年生から学科ごとのクラスに

なります。他の高専の方に聞いてみた

ところ、混合学級の制度がなく、5年間

ずっと同じクラスの学校も半数程度存

在するようです。

　1クラスの人数は、40人程度です。

40人クラスが5学科、5学年あるので、

合計で1000人程度の学生がいます。そ

のため、校舎はそれなりの大きさです。

実験や演習のための部屋もありますか

らね。クラスには、クラス代表や副代

表がいます。これは普通高校も同じだ

と思います。

●授業の醍醐味は実験●
　授業は、高等専門学校と言うだけあっ

て、1年生から専門分野を学びます。

私の場合は1年生で製図や電気回路と

いった基礎を学び、高学年になると材

料力学、電磁気、論理回路などのより

専門的な内容を学びました。

　授業は座学だけではありません。多

くの学科では、2年生あたりから○○○

○実験という名の科目が現れます。こ

れが高専の醍醐味です。普段は見ない

ような測定機器を使ったり、レーザー

を使ってホログラムを作ったりしまし

た。こういった実験は、毎週行われ、

実験が終わってから1週間以内にレポー

トをまとめて提出します。レポートを

書くことを通じて、計画、実践、考察

する力を鍛えるのです。これが最終学

年での卒業研究につながります。

　卒業研究は5年間の締めくくりです。

1年間かけて1つのテーマについて研究

し、最終成果を先生や学生の前で発表

します。私の研究は、山手線のような

循環型の交通システムに快速電車を導

入する場合、効率的に乗客を輸送する

にはどの駅に停車すればいいのかとい

うパターンを、免疫アルゴリズムとい

EM高専カンファレンスで高専ライフを疑似体験しよう！

高専ライフ　ようこそ
EM高専カンファレンスを手にとっていただきありがとうございます！
これを読んでくださっているということは、高専に少なからず興味があるってことですよね!?
きっとそうだと私は信じています。えっ、高専なんて知らない？
大丈夫です。これからしっかり説明します。

へ

木村秀敬　
Hidetaka KIMURA

■図1　高専の位置づけ
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Profile  プロフィール

木村秀敬　
Hidetaka
KIMURA 

茨城高専の電子制御工学科を卒業し、
専攻科の機械電子制御工学専攻を修了。
在学中の活動は、ロボコン、高専プロコ
ン、大学プロコン、フランスへの短期留
学など。現在は福井で株式会社jig.jpに
エンジニアとして勤務している。高専カ
ンファレンスと聞くと、西は新居浜、東
は茨城まで、車で学生を連れて参加して
いる。最近は参加数に比べて発表数が
少ない状態を打開しようとしている。

う方法を使って導き出そうというもの

でした。発表までは大変な道のりでし

たが、発表後の集合写真では、同級生

全員が達成感に満ちた笑顔でした。

●部活動はロボット部●
　授業が終わると部活動の時間です。

運動部は、普通高校にもある野球部や

サッカー部などがほとんどですが、文

化部は一味違います。その中でも特に

目立つのは、高専ロボコンに取り組ん

でいる部活ではないでしょうか。

　茨城高専にはロボット部があり、高

専ロボコンをはじめ、いくつかのロボッ

トコンテストに参加していました。私

もロボット部の部員として、設計図を

引いたり、工場でアルミ材を加工した

り、電子回路のハンダ付けやプログラ

ミングなどをしました。なお、ロボット

部という名前が全ての高専で使われて

いる訳ではないですし、ロボコン参加

のための部活がない高専もあるようで

す。

　高専生を対象としたコンテストには

他にも、プログラミングコンテスト、

デザインコンペティション、英語プレ

ゼンコンテストなどがあります。

●イベントも盛りだくさん●
　高専には、文化祭、体育祭、研修旅

行などの様々なイベントがあります。

中でもユニークなのが研修旅行です。

茨城高専では4年生の秋に1週間程度の

研修旅行があります。学科ごとに旅程

が分かれており、電子制御工学科は、

羽田の航空機整備場を見学した後、大

阪へと移動し、民間企業の工場や造幣

局を見学しました。高専によっては現

地集合や現地解散となるそうです。

　研修旅行を利用して種子島までロ

ケット打ち上げを見に行った学生や海

外旅行に行った学生もいるようで、高

専生の行動力に感心しました。

　他にも変わったイベントとして、地

区文化発表会があります。これは、関

東甲信越地方の高専の文化部が集まっ

て行う、スケールの大きな文化祭です。

各校で行われる文化祭とは異なり、屋

台などの出店はありません。代わりに、

教室がサークルの出展ブースとして割

り当てられ、会誌の販売や活動内容の

展示など、思い思いのアピールをしま

す。他校の友だちもでき、とても楽し

いイベントでした。四国地方では総合

文化祭として同様のイベントが行われ

ているようです。

●就職か大学進学か、はたまた●
　5年間の高専生活を終えると、進路

は就職と進学とに分かれます。通常、

高専卒の求人倍率は10倍を超えてお

り、社会の期待の大きさが窺えます。

　進学の場合は、一般的に大学の3年

次への編入になります。長岡技科大と

豊橋技科大は、高専からの編入生が多

いことで有名です。私はというと、就

職でも大学進学でもない進路、専攻科

進学を選びました。

　専攻科とは、高専卒の学生や社会人

などを対象とした高専の内部にある課

程です。位置づけは短大に近く、2年

間のカリキュラムで学部卒と同等の学

歴を得ることができます。専攻科を修

了すると、就職や大学院への進学といっ

た進路が待っています。

●高専ライフ疑似体験へようこそ●
　高専の仕組みや学生生活について

ざっと紹介しました。このように普通

の高校生とは異なる生活をしているか

らか、高専には個性の強い学生が多い

印象があります。また、高専生を見か

けると、他校であっても高専生同士強

い仲間意識を感じるものです。このこ

とが高専カンファレンス成功の理由の

ひとつであることは間違いありません。

　一風変わった教育制度の中から生ま

れた高専生がお届けする本誌「EM高

専カンファレンス」、あなたも高専ライ

フを疑似体験してみませんか？

●おまけ～学科略称クイズの答え●
　茨城高専の学科の略称名、M科、S科、

E科、D科、C科の意味の答え合わせです。

公式には略称の由来が定まっていない

ので、理由は推測で記します（図2）。

※この記事は、前号の記事に加筆、修正し

たものです。

■図2　茨城高専の学科の略称名
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　高専はエンジニアを目指すための登竜
門ではありません。
　高専は就職率がいいとよく言われます
が、エンジニアにとって就職率は重要な指
標たり得るでしょうか?
　また、高専出身者は優秀だと言われる
ことも少なくはありません。在学中にも内
外から何度も耳にした言葉なので高専に
携わる多くの人がそう意識していることな
のかもしれません。こう言われ続けるのは
先達の功績が大きいと私は考えています。
就職率、優秀なエンジニア、この2点は高
専をアピールするためのマーケティング
ツールとしてよく使われますが、どちらも
統計やサンプリングの罠でもあります。
　エンジニアを目指すにあたり一番必要
なのは、特定のカリキュラムや育成プログ
ラムではなく、自分が志す道を見つけるこ
とです。
　なぜならエンジニアにとって就職やス
ポットでの評価はゴールではないからで
す。
　エンジニアにとってのゴールは技術を
極めた先にあるもので、高専を卒業すると
いうことはそのための初めの一歩にすぎま
せん。

自分の魂が何を求めているか

　高専時代にエンジニアの道を見出せる

人は数多くいますが、実際にはその道を見

出せない人も存在します。私自身もその一

人でした。私が今の道を選んだのは高専

を卒業して大学院まで進み就職してから

のことでした。

　高専時代はエンジニア以外の道を見つ

けることは難しく、許容もされていません。

“エンジニア以外を目指す＝中退”と繋がる

ことで、社会的通念上良いこととされてい

ないのも原因のひとつでしょう。

　私は高専に入学し、授業や課外活動を

通してエンジニアというものがどのような

世界なのか、その一端に触れた上でエン

ジニア以外の道を選択することには肯定

的です。現に私の周囲で高専卒業後にい

くつかのステップを経てエンジニア以外の

道を見出し、立派な道を歩んでいる友人

がいます。その友人は高専卒業後に人一

倍努力をし、今ではいきいきとした道を歩

んでいます。

　これはほんの一例ですが、高専を卒業

する段階で自分に合う合わないを選べると

いうのは、そのこと自体が高専の優位性だ

と私は感じています。

　なぜなら多くの若者は大学入学後に専

門分野に触れるのに比べ、高専では16歳

の段階から専門分野に触れ、その上で合う

合わないを判断できるからです。

　では、どのようにすると今歩んでいる道

が自分にとって正しい道かどうか知ること

ができるでしょうか。何も難しいことはせ

ずに日々の授業や仕事を通して着実に確

認していく人もいれば、色々なことを試し、

経験することで見つける人な

ど、その方法は人それぞれだ

と思います。

　自分だけの道を着実に歩む

ために必要なことは、自分の

魂が何を求めているか、何を

やりたがっているか、自分は

どうありたいかをしっかり見

つめることです。つまり自分

が今歩みを進めている道の方

角が自分が本当に行きたい方

向と一致しているかを常に確

認しながら進む必要があると

いうことです。

関口亮一
Ryoichi SEKIGUCHI

誰もが持っている自分の方位磁石

　探検家は自分が進んでいる方角が正し

いかどうか確認するときに方位磁石を用い

ます。ではエンジニアは何を頼りに方角を

確認すればよいでしょうか。エンジニアに

限らず人は誰しも達成感や充実感を感じ

る感覚を持っています。この自分の中にあ

る感覚がエンジニアにとっての方位磁石で

す。

　エンジニアが道を歩んでいて方角を知

るには、磁石を使う代わりにこの感覚をフ

ルに活用します。これはエンジニアが“好

きこそものの上手なれ”という基本的な行

動パターンに大きく影響される職種だから

です。自分が歩んでいる方角が正しいかど

うか判断するには、常に自分自身に問い続

け、自分の中の方位磁石が指す方向を確

認しながら進むといいでしょう。

　しかし、達成感や充実感を指針にして

判断すればよいと述べましたが、単純にこ

の2つを指針としただけでは状況や自分の

精神状態によって精度が大きく異なってし

まいます。自分の感覚はどうしてもバイア

スがかかってしまうため、自分以外の誰か

や、世界の出来事と自分の状態を比べるこ

とで相対的に自分の位置を探る方法が好

ましいです。

　そのために同じ道を志す仲間や師匠を

見つけるのもいいでしょう。切磋琢磨でき

る仲間がいることは自分にとっても刺激に

なりますし、目標や手本にもなりやすく、

自分がどの方角を向いているかの軸を定め

るポイントにもなります。

　あとは世界で何が起こっているかを知る

■高専カンファレンスで発表する筆者

■東京Ruby会議03の様子
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年では高専カンファレンスが開催されるよ

うになり、より学生視点での交流が進んで

いるように思えます。高専カンファレンス

を活用することによって、学生にとっては

親しみやすい学生同士の共通した価値観

や刺激を共有できるようになってきていま

す。

エンジニアの道

　エンジニアにとって今の瞬間を切り取っ

て満足のいく環境というものはあったとし

ても、最終的なゴールには至りません。エ

ンジニアにとってこの渇きとも言える状態

が、エンジニアをさらなる高みへ導くので

す。一見するとエンジニアの道は常に気が

抜けない厳しく辛い道に思われるかもしれ

ませんが、この常に刺激的で新しいことが

世界中から際限なく湧き出て、なおかつ自

ら新しいことを生み出せる環境はとても楽

しく素晴らしいことだと自信を持って言え

ます。

　この「楽しい」という純粋な気持ちを忘

れずに技術を磨き、活かし、日々楽しん

でいくことこそがエンジニアの道と言えま

す。

ことも重要です。世界といっても自分が属

する業界はもちろんですが、文字通り世界

で何が起きてどのような変化が起きて何を

求められているかを知ることが重要です。

所詮技術は使われることによってその価値

を発揮するもので、社会を無視することは

できません。

　このように色々な刺激を自分に与え続け

ることがポイントです。

「エンジニアの道」への道

　実際に日々の生活ではどのようにして自

分に対して刺激を与え続ければいいでしょ

うか。私の場合はWebにとても興味があり

Webのエンジニアとして働いていますが、

幸いこの世界には勉強会ブームというもの

があり、自分の興味のある勉強会をネット

で見つけてきて参加するところから始めま

した。

　勉強会は業界の最先端の技術や事例に

触れることができる刺激的な場です。勉強

会に参加して得られた知識

はもちろんですが、参加し

ていた他のエンジニアと交

流することによって、さら

に様々な知識や経験、刺激

を与えてくれる仲間を得る

ことができました。

　何度か勉強会に参加す

ることによって身近に常に

自分以外のエンジニアがい

る状態になりました。個人

的に仲良くなるにつれ、た

くさん刺激を受けてもっと自分でも技術を

磨いて他のエンジニアにも認められたいと

思うようになりました。

　このように職場や学校以外の広い世界

に飛び込んだおかげもあって、自分が目指

したい道や歩んでいる道の確かさを確認

することができたと思います。

　私の場合は社会人になってからですが、

同様のことは学生でも可能ですし、実際学

生の参加者も増えてきています。さらに近

　本文中でも取り上げた勉強会です
が、具体的にどのようにして探せばよ
いでしょうか。私が属しているWeb業
界について、簡単にお話したいと思い
ます。
　もしまだ勉強会に一度も参加したこ
とがないのであれば、はじめのうちは
有志が運営している「IT勉強会カレン
ダー」から興味のある勉強会をピック
アップしてみるとよいでしょう。IT勉
強会カレンダーには個々の勉強会の開
催日時や参加方法が記されています
ので、所定の方法で参加登録をしま
す。参加登録には「ATND（アテンド）」
というWebサービスがよく用いられま
す。勉強会には会場のキャパシティに
よって参加可能人数が設定されてい
ます。
　自分が興味を持った勉強会がすで
に参加可能人数をオーバーしている
場合はキャンセル待ちになりますが、
一応キャンセル待ちに並んでおくこと
をお勧めします。なぜなら直前になっ
て都合によりキャンセルする人が一定
数存在するからです。キャンセルした
人が出ると、キャンセル待ちに並んで
いる順番に繰り上がる仕組みです。人
気のある勉強会は埋まるのがとても早
く、募集開始から数十分足らずで満席

になってしまうことも多いです。この
ような人気の勉強会はIT勉強会カレン
ダーに登録される前に満席になってし
まいます。
　最近の勉強会は主催者や勉強会ご
とのオフィシャルTwitterアカウント
から募集開始前までにTwitterを通し
てアナウンスされることが多くなって
きています。このようなアカウントを
フォローしておくと、より早く参加登
録を行えるようになり、参加できる可
能性も高まります。Twitterアカウント
はATND上に明記されていることもあ
るのでそこからフォローできます。
　それ以外のテクニックとしては、
ATNDの募集ページ画面右側の参加者
一覧から上位にいる人を見つけてフォ
ローしておく方法もあります。上位に
いる人はそれなりの情報のアンテナを
持っている人なので、そのような人の
つぶやきからも勉強会の開催情報を
いち早く得ることができるかもしれま
せん。
　晴れて参加登録が完了したら後は
勉強会を楽しむだけです!たくさん
色々な話を聞いて、他の参加者と交流
するなどして自分の世界を広げていっ
てください!!

C o l u m n
勉強会の探し方

Profile  プロフィール

関口亮一　
Ryoichi 
SEKIGUCHI 

東京都立航空工
業高等専門学校 
電子工学科卒業

（現 都立産業技術高等専門学校）。
いくつかのWeb企業を渡り歩くWebエン
ジニア。現在は株式会社ディー・エヌ・エー
所属。高専時代にプログラムの単位を
落としかけたことがきっかけで現在に至
る。
Twitter : @ryopeko
Facebook : facebook.com/ryopeko

■参加者自身による座談会形式のセッション（高専カンファレンス in 小山）
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　ドメインありきの開発というのも本
末転倒な話かもしれませんが…早速、
良さそうな空きドメインのリストアッ
プを開始！
　真っ先に「短縮の縮で縮.jp」と考え
ましたが、既に取得されているだけで
なく、1年以上も前から日本語短縮URL
サービスが提供されていました。その
ため別な視点から考え直し、「縮むとい
うよりは、移動や転送といったイメー

■図2　跳.jpによる短縮URL

通常の URL
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/column/ueno/42.html

跳.jp の短縮 URL
http:// 起 .跳 .jp

bitly の短縮 URL
http://bit.ly/bKFOkb

他サービスより

35％
OFF! 

■図1　跳.jpのWebページ

　説明しよう!跳.jpとは「URLに日本語を用いることで世界一短い短縮URLを生成するサービス」なのだ！
　日本語に存在する漢字を用いることで、従来のアルファベットのみのURLとは比較にならないほど高い
面記録密度を達成している。特にTwitter(140文字)やν速VIP（3行）のように「文字長に著しく制限があ
る環境」で絶大な威力を誇る、忙しい現代人にピッタリのブレイクスルー技術なのだ！

山城淑敬
Yoshihiro YAMASHIRO

なぜ跳.jpなの？

　ドメイン大好きっ子な私は、暇があ
れば良いドメイン（短いドメインや独
特なドメイン）を探していました。
　ある日偶然にも、日本語ドメインな
らば<1文字>.jpという「究極に短いド
メイン」が取れることに気がつき、「何
かに使えないか̶̶̶そうだ、短縮
URLはどうだろう？」と考えました。

ジのほうが直感的なのではないか？」
という発想から、「リンク先に跳ぶとい
う意味で『跳.jp』」となりました（図1、2）。

セキュア志向になったわけ

　テレビニュースで「長期連休明けの
PCのセキュリティに注意」といった特
集があり、注意事項のひとつとして「不
審な短縮URLは踏まないこと」という
ものがありました。
　確かに、元のURLを隠して悪意のあ
るサイトに誘導することも可能ですが、
全く使わないといったITリテラシに頼
る方法ではなく技術的な解決策を模索
してみたい、ちょうど縮.jpとの差別化
にも良いので「クッションページの必
須化」「スクリーンキャプチャの表示」

「Googleセーフブラウジングの表示」
を搭載することにしました。

ディジタルネイティブ

『おっ、このペンタブ安い！RT@Verus～』

　Twitterで流れてきたペンタブの安売
り情報が、後に共同開発者となるVerus
さんとの出会いでした。きっかけはこ
んな些細な出来事でしたが、お互いに
高専ロボコン経験者ということもあり、
軽い気持ちでフォロー。その後の開発
の打ち合わせは全てSkype通話で済ま
せていて、実は未だにお会いしたこと
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Profi le  プロフィール

えれくとりっく（自称）なエンジニア
山城淑敬
Yoshihiro YAMASHIRO

鈴鹿高専 電気電子工学科の卒業生。
MZ-5500に興味を持ち小学生でBASIC-3
デビュー、6年生時にひまわりに移行。
中学入学後はVisualBasicに移行し幾度
の雑誌収録に「使ってもらえる楽しさ」
を感じエンジニアを志す。
高専ロボコンを通じて組み込みの世界
に魅了されてからは電子工作を趣味とし
ているが、最近デジタル一眼を購入した
りと「面白そうなことには何にでも首を
突っ込む性格」で慢性的時間不足が悩
み。もじずり技術会会長。
E-Mail:shukukei@mojizuri.com
Web:http://山城淑敬.jp/

ティ面でも良さそうです。

　そもそも、跳.jp開発の動機は「初参
加の高専カンファレンスでのLT発表ネ
タ」でした。皆さんも何か創ってバー
ンと発表してみませんか？
　技能はヒトに宿り、技術はモノに宿
る。すなわち技術者は「モノに技術を
宿す神様のようなチカラでモノを通し
て人をちょっぴり幸せにできる」ので
すから。
　それに、失敗してもリトライでいい
じゃん？

がなかったりします。
　実際に会ったことのない人と出会っ
て共同開発までできてしまうなんて…
ネットは広大だわ。

跳.jpを通じて広がるセカイ

　サービス開始した日の夜にはAndroid
向けTwitterクライアント用のプラグイ
ンが公開されていて「どんだけ速いの
よw」って笑いながら、開発者さんを
即フォローしましたし、その後も「ブッ
クマークレット」や「ブラウザプラグ
イン」の開発者さん、ユーザの皆さん
など多くの方と出会うことができまし
た。
　今回このような場で執筆させていた
だけるのも跳.jpがあったからこそです
し、自己紹介が「跳.jpの中の人」で通
るようになったりと貴重な経験を得ら
れました。
　また、国際化ドメインに非対応なサー
ビスやアプリケーションが判明したと
いうのも、まるで一石を投じたかのよ
うな錯覚を感じられて小気味良かった
です。

ライバルに2dBの差をつけろ！

　短縮URLに漢字を用いる場合に、Win
dowsやOpenBSDのようなデスクトップ
OSはもちろん、携帯電話やスマートホ
ンでも問題なく表示できることが必須
条件です。各種機器間での相互利用の
ために標準規格がありますが、数ある
規格の中から「JIS X 0208」を参考にす
ることにしました。
　使用する漢字の種類をJIS X 0208の
6,355文字に合わせることで高い互換性
を保ちつつ、同じ文字長で表せる組み

合わせ数を従来の短縮URLサービスに
比べ2ケタほど多い、すなわち2dBほど
優位にしています。

AJAX　from　高専プロコン

　跳.jpではページを遷移することなく
短縮URLを生成するために「AJAX」を
用いています。最近では随所で見かけ
る技術ですが、2000年前半に隆盛を
誇ったCGIスクリプトから考えれば感動
的な技術だと思います。非同期通信で
あることやJavaScriptの実装がブラウザ
によって異なっていたりと、少し癖は
ありますがユーザの利便性を考えれば
使わない手はないでしょう。
　高専プロコンでAJAXを使った経験の
お陰でスムーズに開発できたので「色
んな経験をしておいてよかった」と改
めて思いました。

鯖はCUIに限る！

　跳.jpはRuby on Railsで実装されてい
るので安価なマネージドサーバがない
という事情もあり、サーバは自分で構
築しています。OSにはArchLinuxを採
用、パッケージのバージョンが比較的
新しいことやミニマルな環境が構築し
やすいこと、公式のドキュメントが充
実しているのが魅力なOSです。
　アクセス数が伸びてくるとレスポン
スが鈍ったので、パラメータ調整を繰
り返し たりGoogle AJAX Libraries API
を利用したりと地道な作業を続けまし
た。想像以上に高い効果があったのが
CloudFlareの利用で、サクッと導入で
きて無料版でも静的ファイルへのアク
セス数がガクッと減りましたし、実サー
バのIPアドレスも隠せたりとセキュリ

レッツ高専カンファレンス
デビュー！
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いろんなイメージがあって、敬遠されたりもするボランティアですが、今回、紹介するのはプログラミングなどのIT技術
を活かして、たのしく社会に役立つ(かもしれない)ボランティアです。
鯖江市を世界最先端の町にしようと、市の人と行政情報のXML化と、それを使ったアプリ作成を行い、それが表彰され、
それがきっかけで総務省の方と話をすることができました。
ボランティア（Volunteer）、本来の意味は「志願」。自分の意思で社会のためにやってみるたのしさをお伝えできれば
と思います。

 jig.jp代表

福野泰介　
Taisuke FUKUNO

■図1　jig.jpの世界戦略と鯖江における産官学連携の理想（2007年
1月に鯖江市へ提案したときの資料から抜粋） 　eGovや、Gov2.0とも呼ばれる

オープンガバメントが注目され
ています。これは行政が持って
いる情報をXMLや、RDFなどコン
ピュータが読め、民間が活用可
能な形で公開することで、行政
の守備範囲を飛躍的に広めよう
という動きです。
　現代社会では身の周りが便利
すぎて、行政自体が空気のよう
な存在になっていますが、空気

と同様、生活において非常に重
要な役割を果たしています。
　オープンガバメントは、ITに
おける道路を作るイメージです。
交通の混雑状況、環境情報だけ
でなく、近所にできる新しいお
店の情報まで、行政が把握して
いる情報はきちんと公開される
と非常に有益です。この分野で
は、もちろんITが非常に大きな役
割を果たします。

C o l u m n
ビッグチャンス、オープンガバメント

製造業の方や、宝石屋さん、県や市の職
員さんなど、東京と違った多様な業種業
界の熱い人と仲良くなれるのが東京にな
い、地方の良さです。

 藤田さん来福、
パネルディスカッション（2005年10月）
http://www.wantsinc.com/satoshi/2005/10/

創業支援の鯖乃家

　その新しい地元の仲間とのディスカッ
ションの結果、学生など若者の創業こそ
活性化の鍵だと結論して創ったのが、鯖
江を世界に羽ばたく人の心のホームとした
いという思いで名付けた、「鯖乃家」とい
う活動です（図1）。IT勉強会や、IT座談会
というイベントの開催だけでなく、福井高
専での起業家育成プログラムなどを福井
高専の先生達も巻き込んでやってみたり、
鯖江市役所の人と商店街の空き店舗対策
に学生向けのフリースペースを作りましょ
うと、実際「らてんぽ」という店舗を作っ
てもらったりしました。福井高専内に起業
を支援するアントレプレナーサポートセン

ターというものもできました。

 福井高専アントレプレナー
サポートセンター

http://www.fukui-nct.ac.jp/~arc/entre/

　鯖江で学生が大活躍するイベントを紹
介します。鯖江市を舞台に毎年開催され
ている「地域活性化プランコンテスト」で
す。このイベントは、東大、京大、慶応な
ど全国のいろんな大学から熱い思いと、厳
しい審査を経た学生が自費で鯖江まで来
て、2泊3日、真剣議論の後、鯖江市長に
なったつもりで鯖江が活性化するプランを
発表するというものです。発表会当日には
本物の鯖江市長や、市会議員、市役所の
人も真剣に耳を傾け、大賞プランだけで
なく、全プランを鯖江市の事業として実行
する検討を行っています。
　どのプランもレベルが高くおもしろいだ
けでなく。眼鏡を世界一長くつなぎギネス
記録を作る「めがねギネス」など、実際

学生大活躍、
地域活性化プランコンテスト

たのしいITボランティア

東京本社、鯖江在住の社長

　私、福野泰介は、ファミコン好きが転
じてMSXのBASICプログラミングにはまり、
福井高専卒業後、2社の創業を経て、現在、
株式会社jig.jpの代表をしています。jigブ
ラウザや、jigtwiなど、利用者思いの便利
なツール提供を通じた時間の創出が仕事
です。
　本社は東京新宿にありますが、開発セ
ンターと福井高専がある福井県鯖江市に
住んでいて、週の半分東京、半分鯖江と
いう生活をしています。鯖江の自慢は、自
らUSTしてツイートするほどスマホやソー
シャルメディアを使いこなす鯖江市牧野
市長を筆頭とした、個性豊かな人です。

地元好きのきっかけは地元の仲間

　地元との関わりが強くなったきっかけ
は、2005年、鯖江出身のサイバーエージェ
ントの藤田社長と福井の若者でパネル
ディスカッションするイベントでした。そ
のイベントにパネラーとして出演した際、
ITを使えば地方からでもスゴイことはでき
る!という主張に共感してくれた、たくさん
の経営者の人たちとの出会いが今のいろ
んな活動につながっています。眼鏡などの
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Profile  プロフィール

jig.jp代表

福野泰介
Taisuke 
FUKUNO

Twitter:@taisukef
http://facebook.com/taisuke.fukuno

新技術、新サービスが登場していますが、
身の周りを見てみると驚くほどIT化されて
いない状況に気が付きます。なぜ回覧板
は未だに手で回しているのか？なぜ時間割
は紙で配られるのか？なぜ近所のお祭りは
知らないうちに開催されているのか？
　こうした、自分の生活のちょっとした不
便をどうやったら解消できるか考えてみ
て、誰かと一緒に活動してみると、その成
果は何らかの形で意外に早く表れます。ア
プリを作る、アイデアを出す、ITの使い方
を教えるなどできることはたくさんありま
す。新しい時代の幕を、自分で開ける、そ
れがITボランティアです。

■図2　一日一創（http://fukuno.jig.jp/2012/）

　Webの発明者Tim Berners-Lee
氏が理想としているセマンティッ
クWebは、情報が意味付けされ
てつながった状態になったWeb
のことです。従来のWebの世界
では、HTMLが重要な役割を果た
しましたが、この次世代のWeb
では、RDF（Resource Description 
Framework）という形式で情報に
意味が加わり整理されることで、
革新的な進化を遂げます。
　今年はそのセマンティックWeb
元年とも言える年になりそうで
す。Googleの検索エンジンにも
セマンティックの要素が組み込
まれ、Facebookは一部のデータ
をすでにRDF出力することに対
応、Wikipediaも今年セマンティッ
ク化します。また、日本政府も
RDF化プロジェクトが始動してい
ます。RDFとその検索言語である
SPARQL（データベースにおける
SQLみたいなもの）を、ぜひチェッ
クしてみてください。

C o l u m n
次世代Webの要「RDF」

にいくつも実行に移されている点がたのし
く、やりがいのあるものにしています。

 地域活性化プランコンテスト
http://profo.jp/sabae-plancontest/

学生でもできること

　このコンテストが大きなヒントになりま
した。毎年審査員として参加していますが、
プランがおもしろいだけに、これにITが加
わればもっとおもしろくなるのにと思うこ
とが多くあります。そこで近年このイベン
トに福井高専生をITボランティアとして紹
介しています。まずは、イベント自体のサ
イトを作ったり、発表会のUSTを準備した
りと簡単なところからのスタートですが、
一緒にプランを作ったり、実際実行する際
の大きな戦力になってもらえればと期待し
ています。
　学生と、それを支える社会人や、市長
や行政の人が一緒になってひとつのことを
達成できる、かけがえがない喜びをぜひ
体感してもらえればと思っています。

鯖江市、たった1ヵ月で日本最先端に

　2012年、私は「一日一創」をテーマに
毎日Webアプリを作ることにしたので毎日
ネタを探しています（図2）。その中で目に
したオープンガバメントをテーマとしたコ
ンテスト「LOD　Challenge」に、鯖江市
役所の人と一緒に応募したものが「公共
LOD賞」を受賞しました。鯖江市役所が管
理するトイレの詳細情報と、徒歩ナビAPI
を使ったちょっとした作品です。
　このトイレのXMLデータを皮切りに、そ
の後観光情報や、人口動態など様々なデー
タが次々と公開されています。今年、第1
回が開催された鯖江をテーマとしたWeb

アプリコンテストでもこれらのデータが使
われるなど、その輪は確実に広まりつつあ
ります。ここにもまだ難しい技術は必要あ
りません。身の周りで使える新しいデータ
をちょっとしたアイデアでアプリにしてみ
るだけです。

 Linked Open Data Challenge Japan
2011

http://lod.sfc.keio.ac.jp/challenge2011/
 鯖江WEBアプリコンテスト

http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.
html?id=11953

　今年は電脳めがね元年でもあります。電
脳めがねとは、AR（現実世界をIT拡張する）
の火付け役ともなったアニメ電脳コイルで
登場する架空のめがねでしたが、すでに
実物が登場しています。
　また、Googleによる眼鏡プロジェクトや、
Nokiaの新眼鏡技術など眼鏡な話題が熱い
1年になる2012年、国産眼鏡の96%を生産
する鯖江で「電脳めがねサミット」を8月4
日（土）、開催予定です。市内を走るバス
や、目の前のお店情報が、欲しいときに欲
しいだけ文字通り自然に目に入ってくる新
しい世界は、もはや夢物語ではありません。
このような産業にするには斬新すぎる最先
端分野こそ、好きで取り組む力が必要で
す。求む、協力者！

 電脳めがねサミット
http://facebook.com/308623622537716

まとめ

　世界を見ると日々、見きれないくらいの

最先端技術は身の周りから、
電脳めがねサミット
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いつか自分で設計した家に住みたいと思いながら高専への進学を決めたあのころの私はどこへやら、
私は人口4万5千人規模の市に勤める地方公務員になりました。
高専を卒業して土木技師となり早12年目。高専卒の公務員が作る「もの」とは果たして何でしょう?

■写真1　私の机

■写真2　作業中の私

か自 ど やら

公務員のものづくり
黒崎真紀　
Maki KUROSAKI

公務員になったワケ

　そもそも私が高専進学を選んだの

は、建築物に興味があったからです。

高専では5年間の中で建築が学べ、か

つ当時にしては珍しい完全週休2日制

が大変魅力的でした。私は、建築士に

なりたいと思っていたのです。

　しかし高専で5年間を過ごすうちに

私の興味は変わっていきます。授業で

交通工学・都市工学に触れた私は衝撃

を受けます。なんと道路が一本開通す

るだけで街の形が変わるのです。車の

流れは旧道から新道へ分散され、同時

に物流にも変化が生まれます。そして、

開通した道路の周りに新しい街ができ

ていくのです。俄然、街づくりに興味

が出ました。

　卒業研究も交通工学を選択し、信号

制御による渋滞緩和の研究をしてきま

した。そこから車両が通行する道路自

体にも興味が湧き出て、自分で道路を

設計してみたい、人々が暮らす街の設

計をしてみたい、とぼんやり思うよう

になっていたのです。そして、それは

いつしか「街の未来を創造したい」に

変わります。

　では、どうしたら「街づくり」をす

ることができるのか？公園や道路など

の設計がしたいならコンサル、工事が

したいなら土建会社。でも私が思う街

づくりはもっと全体的なもので、それ

をしているのは「行政」しかない。だっ

たら「公務員」になるしかないと思っ

たのです。これが、私が公務員になろ

うとした最大の理由です。今思えばな

んと壮大な夢だったことでしょう。

　私は卒業と同時に就職することを選

択しました。幸いにも夢への第一歩で

ある出身地の市役所に就職できたので

す。

意外と知らない公務員のお仕事

　一般的に公務員には、政府及び独立

行政法人に属する「国家公務員」と、

地方公共団体に属する「地方公務員」

があります。私は地方公務員ですので、

そのことについて書いてみたいと思い

ます。　

　受験時の区分は上級（大卒程度）、

中級（短大卒程度）、初級（高卒程度）

に分かれています。自身の学歴・職歴・

有資格によって採用条件に見合った級

を受験するわけです。

　では、どんな仕事があるかというと、

正直書ききれないほど多岐にわたりま

す。しかし、仕事の種類だけを見たら

どこの市町村もほとんど変わりはない

と思います。なぜなら私たちの仕事の

大本には国の法律があり、その下に各

県や各市町村の条令というものがあり、

その中で運用されているからです。

　たとえるなら、どこの市町村も税金

関連の仕事をしていますよね？住民票、

印鑑証明の発行をしていますし、婚姻

届も役所に提出しますよね？していな

い市町村などないですよね？そういう

ことです。市民の方々と触れ合う機会

も多いですし、まさに地域密着と言う

言葉がぴったりの職業です。なので、

人間関係を構築するスキルは公務員に

とって必要なものだとつくづく思いま

す。

12年間に携わった仕事アレコレ

　私は土木技師として働いています。役

所が発注する道路や公園整備や学校建

築などの設計をしたり（民間委託もしま

すが）、工事が始まれば工事現場の監

督業務を行うのが特徴です。国や県の

担当者や業者や地元住民との打ち合わ

せもします。工事に伴い用地取得があ

れば地権者と用地交渉なども行います。
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　職種にもよりますが、同じ部署でずっ

と仕事をすることはほとんどありませ

ん。部署異動のたびに、新しい法律・

業務内容を覚えることは役所に働く職

員共通の試練です。なので、どこの部

署に配属されても1年目は厳しい思いを

したりして…。なお、私は土木技師で

あるためか、今のところ土木工事があ

る部署にしか配属されたことはありま

せん。

　では、実際に私がこの12年間に携

わってきた仕事を紹介したいと思いま

す。

・下水道課（1～3年目）
　ここでは下水道管の埋設工事の設

計・発注をしていました。工事金額は1

つの工事で何千万にもなり、20歳そこ

そこの私はその金額の大きさに驚いた

ものです。ただ、工事が竣工してしま

うと地上からはマンホールしか見えな

くなってしまうのが残念なところです。

各家庭が水洗化工事を行ったときには、

基準どおりの施工ができているか検査

に行って確かめるのも重要な仕事でし

た。

・道路河川課（4～6年目）
　ここでは念願だった道路工事を行う

ことができました。ある道路を拡幅す

るにあたって、道路の線形はどうする

か、どのくらいの用地が必要なのか...。

延長650mの道路の設計に1年半、用地

買収に1年半、工事期間に2年をかけ、

ようやく1つの道路拡幅工事が完成しま

した。地元地権者との交渉など、様々

な方にお世話になりながら、1つの道を

えに上下水道・道路などのライフライ

ンの整備に携わり、公務員であるから

こそ、今は害鳥獣から農地を、ひいて

は市民を守ることに繋がる獣対策に携

わることができています。

　また、私は人間関係にも恵まれ、同

僚や地元の役員さんなどに何度も助け

られながら過ごしてくることができま

した。おかげで、私は行政への就職を

決めたときの夢であった「街をつくる」

ことのど真ん中にいるような気がして

なりません。

　皆さんも、今後の人生を考え、選択

するときが必ずやってきます。その選

択肢の中に、公務員という1つの職業を

加えてみるのも楽しいかもしれません

よ。

　一緒に街の未来を語りませんか？

Profi le  プロフィール

黒崎真紀　
Maki KUROSAKI

長野高専 環境都
市工学科を卒業し
た後、長野県内の
某 市へ 就 職。 在
学中は陸上部に所

属し中長距離を走っていた(さぼってばっ
か)。ちなみに5年間皆勤賞。丈夫な体は
陸上で培われた。猫が大好き。見かける
と近寄っていく。最近は畑を荒らすイノ
シシさんと格闘していることが多い。時々
熊さんにも出会う。命の危険を普通に感
じる今日このごろ。家に帰って猫の小さ
さを感じてホッとする。

▼

写真3　カモシカ現わる

▼写真4　クマの足跡

開ける難しさとともに達成感も相当な

ものでしたよ。

・上下水道課（7～10年目）
　ここでは上水道に携わり、古くなっ

た水道管の布設替え工事の設計・発注、

水道管からの漏水時の対応などしてい

ました。平日休日昼夜を問わず、常に

携帯を持ち歩き、緊急時には即対応で

きるようにしている状態でした。ある

意味で気の休まるときがなかった4年間

だったかもしれません。

・農政課（11年目～現在）
　さて、今の農政課ですが、これは技

師の私にとって公務員の奥深さを知る

転機となりました。鳥獣被害対応の担

当になったのです。農作物被害をもた

らすイノシシやシカ、人を襲った熊な

ど、被害が発生したならば現場に赴き

調査を行い、対策を講じます。

　まさか生きた動物相手の仕事を市役

所がしているなんて夢にも思わず、非

常に驚きました。日本中でケモノによ

る農作物被害が発生している今、人間

とケモノの知恵比べが続いています。

「いずれ人間が檻の中に住む時代が

やってくるのではないか」と冗談半分

で話すほど、ケモノの賢さには驚かさ

れるばかりです。

夢のど真ん中にいる

　「公務員のものづくり」、どうでした

か？

　私は高専で専門知識を学んだからこ

そ土木技師になることができ、それゆ
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があったりして、すこし数学力があっ
たりすると通過できちゃったりします

（問3くらいまでは、ある程度勉強する
と簡単に解ける場合が多いです）。
　では、どうしたら確実に通過できる
ようになるのか、というと勉強するし
かないです。JOI上位の方に聞いてみ
たところ、「とりあえずコンピュータア
ルゴリズム勉強して問題を1000問くら
い解いたらいいんじゃない」と言われ
て途方に暮れたのは懐かしい思い出で
す。
　ちなみに、コンピュータアルゴリズ
ムを勉強するのにオススメの本は『プ
ログラミングコンテストチャレンジ
ブック 第2版』という本です。JOIのOB
の方が執筆されていて、とてもわかり
やすいです。

競技プログラミングについて

　ところで、JOIのような形式の大会/コ
ンテストは他にもたくさん開かれてい
ます。それらが取り扱っている競技
の内容を、競技プログラミングと言
います。
　競技プログラミングとは、プログラ

桃原彩乃　
 Aayano TOUBARU

　こんにちは！
　私は「情報オリンピック」について
書きます。
　情報オリンピックは1年に1度、世界
各国で開かれている高校生以下の大会
で、各国代表の4人が毎年定められた
都市に招待され、2日間の競技で点数
を競います（2012年はイタリアで開催
されます！）。
　日本代表を選考するための大会が情
報オリンピック日本委員会（略称はIOI
日本委員会ですが、長いのでたいてい
はJOIと呼ばれます）で、毎年、だい
たい12月頃に予選、2月頃に本選、3月
頃に春合宿、というスケジュールで選
考が進んでいきます。

JOIで出題される問題

　JOIでは、文章で与えられた問題を解
くプログラムを制限時間の中で作成す
る能力を競います。1問につき複数の入
力データが与えられて、それに対して
制限メモリ、制限時間の範囲内でいく
つの正しい出力データを出せたかで点
数がつけられます。
　例えば、「日本にある主要な空港とそ

れぞれの移動時間が与えられるので、
A空港からB空港まで向かう場合の最短
時間を求めよ」というような雰囲気で
出題されます（実際はもっと厳密に記
述されています）。
　このような問題は一般に最短経路問
題と呼ばれ、Dijkstra法、Warshall-Floyd
法というアルゴリズムで解くことがで
きます（興味があったら調べてみてく
ださい！）。このアルゴリズムはカーナ
ビなどで目的地設定をしたあとの経路
検索などに使われています。
　JOIで求められるのは、さまざまな問
題に対して適切なアルゴリズムによっ
てアプローチをする能力、その考えた
アルゴリズムを正確に記述する能力な
どです。
…と、堅苦しく書いてみましたが、す
ごーく敷居が高い大会に思えますね。
私もそう思います。
　しかし、実際はそんなに敷居が高い
わけではなく、予選がインターネット
上で行われるので誰でも参加できま
す。予選の問題自体も簡単なものから
難しいものまであって、毎年通過ライ
ンが3問完答プラスα、という感じなの
で、すこし運が良くて、すこし発想力

『プログラミングコンテスト
チャレンジブック第2版』

（秋葉拓哉、岩田陽一、北川宜稔 著、

マイナビ、ISBN-13:978-4839941062）
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て、みんながわからない人に対して優
しくわかりやすく教えていて、すごく
ステキな人がたくさんいるんだなあ、
と感動しました。
　私が初めて夏合宿に行ったとき、今
考えるとあたりまえのことを聞いたこ
とがあります。そのときも呆れること
なく、ホワイトボードを使ってとても
わかりやすく、しかも私が完璧に理解
しきるまで説明してくれました。
　JOIにはそういった方たちがたくさん
いるんだ、もっと関わりたいな、と思っ
たのがモチベーションの維持に繋がっ
ていました。
　そして、多くの方がTwitterなどの
SNSをやっているので、本選が終わっ
たら関係が途切れる、ということもあ
りません。わからない問題があったと
きに聞くと、とてもわかりやすく教え
てくれるので安心です。

これから参加する人へ

　とりあえず、気負わずにC++言語を
勉強して、予選に参加しましょう！個
人的なお勧めはCではなくC++です。
便利なライブラリが標準で入っている
ので、競技プログラミングをやる上で
すごくお勧めです。
　そして、Twitterをやるとよいです！
その日に開催される大会の情報を知る
ことができたり、大会を開催している
人がいたりするので、情報収集ツール
としてすごくいいです。
　最初は一人二人としか繋がっていな
くても、だんだんいろいろな人と繋が
るようになっていくので、交流の和を
広げることができて楽しいですよ！

　もしわからない問題があったとした
ら、すぐ答えを調べたり聞いたりせず
に、1日程度じっくり考えてみるとよい
です。“考える”ということが実力の向上
に直結します。わからなくても様々な
角度からアプローチしてみると、思考
力が鍛えられるので、似たような問題
にも対応できるようになっていきます。
　ほんとうにわからない場合は、根本
的に知識がないと解けない問題であ
る可能性もあるので、そういうときは
素直に調べて使われているアルゴリズ
ムをきちんと使えるようにしていきま
しょう。
　がんばればがんばったぶんだけ実力
として自分に返ってきますし、優勝す
るとお金がもらえる大会もあります。
がんばってみてください！

桃原彩乃　
Ayano TOUBARU

沖縄工業高等専門学校メディア情報工
学科に在学している3年生です。パソコ
ン甲子園と情報オリンピックの本選に出
場し、情報オリンピックでは理事長賞を
いただきました。これからものんびりプ
ログラミングを続けていきたいと思って
います!
Twitter:@li_saku

Profi le  プロフィール

ミングの競技大会のことで、主に、コ
ンピュータアルゴリズムに関する問題
が数問出題されます。それを数時間以
内の制限時間で解き、その正誤は出題
者側が用意したテストデータに対して、
正しい答えを返すかどうかで判定され
ることが多いです。
　世界規模で開かれている大会には、
TopCoderやACM/ICPCなどがあります。

JOIのいいところ

　JOIのいいところと言えば、なんと
いってもすごい人達と直接交流を持て
るところだと思います。本選/春合宿
/夏合宿にはチューターとして過去の日
本代表の方がついているのですが、た
いていが東京大学などに通っていて、
さまざまな研究をされています。そう
した方々と知り合って色々な話を聞け
ますので、予選を通過し本選に参加す
るだけでも意義があると思います。私
もすごい方たちに直接良い影響を受け
られたので、参加してよかったととて
も思っています。
　本選に行った時に、それまでわから
なかった問題をチューターの方に聞い
てみたところ、すごくわかりやすく教
えてくれたり、同じ参加者の人同士で
わからないところを教えあったり、雑
談したりと、交流で得られるものは言
葉で表すことが難しいくらいたくさん
ありました。
　年齢に関係なく、努力がすべての世
界というものを知ることができて本当
によかったと思います。実力がある人
が、ない人に対して差別をしたり、上
から目線で接したりということがなく
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きっかけは1冊の本だった

　高専時代に読んだ1冊の本が、今に
なって思えば、数学をやりはじめる最
大のきっかけだったと思います。『フェ
ルマーの最終定理』（S.シン、新潮文庫）
というその本には、長い間解決される
ことのなかった予想が、多くの数学者
達の絶大な努力により見事に解決され、

「フェルマーの最終定理」と呼ばれるま
でになる過程のドラマが見事に描かれ
ています。
　この本に出会った当時、僕は数学の
知識なんてほとんど持っていなくて、
しかも成績もどうも思うように上がっ
てくれない数学は、どちらかといえば
忌まわしい存在ですらありました。で
も、この本を読んで、「あれ？数学って
面白いかも？」という気持ちが、何と
なく、でも確かに僕のなかに生まれた
のです。

数学の面白さって何だろう

　難しくて、成績の足を引っ張ってく
るわりには、何の役に立つのかもいま
いちよく分からない。数学に対してこ
ういうネガティブなイメージを持って

いる人って、結構多いんじゃないかな
と思います。
　実は僕も、中学時代に方程式のテス
トで30点を取って以来、高専の2年生
くらいまでは、そんな数学が大嫌いで
した。何の意味があるのかも分からな
いような数式をただひたすらに、たく
さん暗記させられ、それに数字を代入
して計算するという、いったい何のた
めにやっているのか全くわからない単
純作業を、テスト前になれば強いられ、
しかもそれでいて成績はどうにも付い
て来ず。本当に、僕の数学に対する印
象ってそんなものだったんです。
　そんな僕が高専3年生になったとき、
新しく赴任してきた先生が、僕達のク
ラスの数学の担当となりました。その
先生が放った一言が、何だかこう、今
でも心に焼き付いているというか、頭
から離れないのです。

“公式は覚えるな。その場で導出しろ。”

　またまた、何をおっしゃるんですか
先生？と、当時の僕は思ったものでし
た。なぜかって、公式を「暗記」して、
それに数字を「当てはめる」それが数
学だ!と、その時の自分は信じていたの
だから。でも、今になって言えることは、
この先生のこの言葉こそが数学を学ぶ
上で最も重要で、正しいことだ、とい
うことです。そして、これこそが数学
の最大の「面白さ」だとも確信してい
ます。少ない基本法則から、自分が知
りたいことに自分の力で辿り着く。そ
れが、何と言っても数学の醍醐味です。

そして工学も、面白い？

　そんな出会いもあって、僕は数学を
必死で独学するようになって、今は理
学部数学科で本格的に数学を勉強して
います。じゃあ、工学を完全にやめて
しまったのか？っていうと、実はそう
いうわけではありません。高専時代に
面白さに気づけなかった工学のいろい
ろな分野も、実は数学というベースの
うえにきちんと成り立っていて、世の
中の様々な「便利なもの」を実現させ
る柱になっています。そう気づくと、
自分の工学に対する興味も大きくなっ
てきたのです。
　不思議な話といえば不思議な話なん
ですよね。数学に興味が傾いて理学部
数学科に進んで、そこで工学に対する
興味が芽生えはじめるのだから。もち
ろん、数学が嫌いになったとかそうい
うことじゃないんですよ。つまるとこ
ろ、自分は数学と工学の間の世界に対
する興味が非常に強くなってきたので
す。

高専カンファレンス

　僕が高専カンファレンスというイベ
ントの存在を知って、初めて参加した
のは、たしか2009年の東京でのカン
ファレンスだったと記憶しています。

「高専関係者を主体としたプレゼン型
勉強会」。これを聴いたときに、「もし
かして、高専関係者で数学の話をする
ような存在って結構貴重なんじゃない

理学部数学科から見える

数学と工学のあいだの世界

　高専の情報工学科を卒業して理学部数学科に進学するという、少し変わった道を進んでいます。そんな少数派の道
を進んで何となく見えてきたのは、数学と工学のちょうど真ん中くらいに、どうやらとっても面白くて、とっても役に立
つ、実にワクワクする世界が広がっているんじゃないか、ってこと。
　数学と工学の間の冒険を志す元高専生が、そんなことを語ってみよう。

明松真司
Shinji AKEMATSU

n≧3のとき、この方程式を満たす自然

数の組（x，y，z）は存在しない。

（フェルマーの最終定理）
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あいだの世界」のひとつなのです。

情報理論のハナシ

　ある「試行」を考えます。試行とは、
例えば「サイコロをふる」だとか、「ト
ランプを1枚引く」だとかです。そして、
その試行の結果として、「サイコロの1
の目が出る」とか、「トランプのハート
のエースが得る」とか、そういう「出
来事」が生じるわけです。このような“出
来事”のことを「事象」と呼びます。
　今、ある試行によって起こる可能性
のある事象を

とし、それぞれの事象

が生じる確率を

と書くことにします。

　簡単な例として「コイン投げ」を考
えましょう。コイン投げの結果として
起こりうる事象は、「表が出る」か「裏
が出る」のどちらかです。そして、ど
ちらも生じる確率は1/2となります。
よって、例えば「表が出る」という事
象A1が起きたと知ったときに得られる

情報量I（A1）は、次のように計算でき
ます。

　例えば「サイコロで4が出た」と知っ
たときに得られる情報量や、「宝くじで
一等が当たった」と知った時に得られ
る情報量など、計算してみると面白い
かもしれません。それは「コイン投げ

だろうか？」と思った自分。せっかく
「他の人とは違う話」ができそうなら、
ちょっと思い切って参加してみよう、
と決意し、東京へと乗り込んだのです。
　それから、僕は何度も高専カンファ
レンスで数学のお話をさせていただい
て、その度にものすごく大きな刺激、
モチベーションをもらって帰ってくる
のです。普段は聞くことのできない異
分野のお話を聴くことができたり、新
たな出会いを発見できたり、やっぱり
高専カンファレンスは凄いイベントだ
よな。と、しみじみと感じてしまいます。
高専生のパワーが結集したひとつの大
きな形のような気がしますよね。こん
な素敵なイベントに出会えて、本当に
うれしく思います。

情報理論との出会い

　高専時代、「情報理論」という分野
の授業がありました。大きく言ってし
まうと「身近にあふれている“出来事”
に、いったいどのくらいの“情報”が含
まれているのか」を定量的に計ってみ
ようという学問で、この授業の勉強に、
高専にいた当時ある友人と一緒に本気
で取り組んでみたのです。その結果、
自分は今、この情報理論に大きな興味
を持ち、大学でもこの分野を必死で学
んでいます。自分の「現在」は、高専
時代がキッカケで生まれていると言っ
ても、決して過言ではありません。
　我々の身近には「出来事」が溢れて
います。例えば、何でも構いません、

「今日の天気が晴れになる」とか「宝く
じに当選する」とか、「好きな人に告白
してOKをもらう」とか、とにかく我々
の周りには様々な出来事が溢れかえっ
ているのです。そして、その出来事が
“起きた”ことをあなたが“知った”としま
しょう。その時にあなたは、いったい
どのくらいの量の“情報”を手に入れる
ことになるだろう？という興味から生
まれるのが、「情報理論」なんです。
　この「情報理論」という分野は、純
粋な数学的な側面も持ちあわせていな
がら、実に様々な分野に応用もなされ
ているという、まさに「数学と工学の

で得られる情報量の、何倍ですか？」。
さらに、「ある“試行”の結果を知ること
で得られる“情報量の平均（期待値）”は、
どうやって表されますか？」（これは「エ
ントロピー」という、情報理論におい
て極めて重要な概念を表します）。

話し足りないけど

　まだまだ話したいことはたくさんあ
るけれど、止まらなくなってしまいま
す。無念！でも、こういうお話を、今
まで高専カンファレンスでたくさんさ
せてもらってきました。そしてこれか
らも、どこかの高専カンファレンスで、
またこんなお話をたっぷり、満足行く
までさせてもらうこともあるでしょう。
　数学で「何かを全力で探求」し、工
学で「それを全力で活かす」。こうやっ
て2つの学問は、支え合いながら我々の
生活を豊かにしています。そしてそん
な素敵な学問を、僕はこれからも全力
で追い求め、その素敵さを高専カンファ
レンスで発信していけたらよいなと心
から思っています。誰かに「数学って
面白いですね！」と言ってもらえるこ
とが、僕の最大のパワーになるのです。
　高専カンファレンスという素敵なイ
ベントがこれからもずっと続いて、ど
んどん素敵なイベントになっていくこ
とを心よりお祈りします。僕が高専カ
ンファレンスから得た「情報量」は、
コイン投げの何倍なんだろうな。なん
ちって！

Profi le  プロフィール

明松真司　
Shinji 
AKEMATSU

東北大学理学部数学科で、数学と工学
の間を冒険中。情報理論、符号理論に
特に興味がある。厳密すぎず、適当す
ぎずって感じが丁度いい。
Twitter:@minami106

によって、事象Aiが起きたときに得ら

れる情報量I（Ai）を定義します。
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　皆さんこんにちは。このページを開
いていただいて、ありがとうございま
す。最後まで寝させないように頑張る
ので、どうかお付き合いの程、よろし
くお願いします。

ぼくは計算が苦手です

　ぼくは、大学で数学を勉強していま

す。「数学科って、紙に向かって計算ば

かりしてそう…」というイメージがある

かもしれません。しかし、残念なことに、

ぼくは計算が苦手です。「数学科です」

と言うと、よく割り勘の計算をさせら

れるのですが、それすら苦痛に感じて

います。

　中学校や高専で学ぶ数学は、「使う」

ことを意識していると思います。実際

の「モノ」があって、それを「測る」

という動作、そしてそのことから「関係」

や「仕組み」を見つけます。それに対

して、数学科で学ぶ数学は、「一体、何

に使うの？」というものがほとんどです。

　しかし、そのような形が見えない数

学が、何百年後に実際の生活に応用さ

れています。今日は、その一例として、

「たしざんで行う累乗計算」の紹介をし

たいと思います。

自然数の2乗の計算

　自然数を2乗した数（平方数と言い

ます）を書き並べてみましょう。

　この数の列（数列と言います）に隠

された秘密を探してみましょう。今回

は、隣り合う平方数の差を求めます。

…規則性が見えるでしょうか？はい、

差は全て奇数になっています。しかも、

2ずつ大きくなっていますね。つまり、

となっていることがわかります。では、

　この□に入る数字は、何でしょうか？

11+2で、13だと推測できますね。では、

　この△に入る数字は、何でしょうか？

36+13=49と推測できると思います。し

かも、49は、7の2乗になっていますね！

　このように、どうやら自然数の2乗は、

たしざんを2回繰り返すことで、計算で

きそうです。

こんなの、偶然？

　「こんなの、偶然じゃないの？」と思

う人も多いと思います。しかし、これ

は、ずっと、常に成り立つ性質なのです。

その「常に」を示せるのが数学の証明

であり、大学の数学科では、そういっ

た証明や仕組みを勉強します。ぼくは、

「ずっと、絶対に」が示せるのは、理論

数学の良いところのひとつだと思って

います。

　「なぁんだ、2乗だけしか計算できな

いの？」と思うかもしれません。実は、

3乗の数（立方数と言います）にも、こ

のような関係性はあります。

　では、○、□、△を計算してみましょ

う。

林   彩　
Aya HAYASHI

たしざんでできる
累乗計算のはなし
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となりますね。しかも、343は、7の3

乗になっています！

　このように、たしざんだけで、累乗

計算ができてしまいました。そして、3

乗の場合も、「証明」をすることで、こ

の結果が偶然でないことが示せます。

3乗の場合の証明

　2乗のときは、「2回隣同士を引くと

2」、3乗のときは、「3回隣同士を引くと

6」です。実は、一般的に、n乗のとき

は、「n回隣同士を引くとn!（nの階乗）」

となります。「たいしたことない」と思

うかもしれませんが、これは差分方程

式と呼ばれる数学の一概念です。

　高専生の皆さんは、微分を知ってい

るかもしれません。微分は、差分に対

応している概念です。「どうして上のよ

うな関係式が『常に』成り立つのか」

考えてみてください。きっと、何かに

気付くと思います。

階差関数

　たしざんを繰り返して累乗計算を行

うというこの計算方法は、バベッジと

いう人が考えた、階差機関と呼ばれる

ものです。バベッジは天文学の勉強を

していました。天文学では、ものすご

く大きな数の計算をします。その時に、

累乗計算が必要になったのです。

　「累乗計算なんて電卓たたけば一発

じゃないか、なんでこんな面倒なこと

をするんだ」と思う人もいるでしょう。

しかし、当時は、計算はかけ算が精一杯、

累乗は桁あふれや手間の問題で限りな

く避けられてきました。そんな時代に、

たしざんの繰り返しで累乗が計算でき

るのは画期的なことでした。また、関

数を級数展開し近似として多項式を扱

うことが多い工学では、なお有用なも

のでした。

　このように、理学的側面が工学的な

分野の発展に貢献したことは数多くあ

り、また、工学的な必要性が理学を発

達させたこともまた多くあります。

　最初に、高専では「利用する数学」

を勉強する、大学の数学科では違う、

と言いました。しかし、「高専では数学

を利用するだけ」と言いたいわけでは

ありません。学校の勉強で見えている

部分はほんの少し、と言いたいだけで

す。

　「自分は工学系だから他の分野なん

て…」と言わず、少し覗いてみると、

自分の専門のこともより深く知ること

ができると思います。

林    彩　
Aya HAYASHI

2008年度某高専の1年に在籍していた（一
応）平成生まれ。1年で中退し、大学の
数学科へ進学。その2年後に編入学試験
を受けるという、結局「高専生ルート」。

「視点は工学的だけど、焦点は理学的」と、
現実世界と理論を繋ぐ仕事に憧れる。数
学書が精神安定剤で、現実世界からの
最大の逃避。壮大な野望に向けて目下
修行中。
第2回女子カンファレンス、つくば理学カ
ンファレンス実行委員長。

Profi le  プロフィール

学校の勉強で見えている部分は
ほんの少し
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伊藤加奈
Kana ITO

長野高専環境都市工学科卒業（あやう
く4年生を2回やるところでした）。その
後、接客の勉強をするため国際観光専門
学校国際ホテル学科に進学。卒業後は、
東京のシティホテルに就職。長野高専の
同級生と結婚し長野に帰省。現在は人
材派遣会社に所属し、ホテルにてウエイ
トレスとして勤務。
趣味はバンドのライブを見に行くこと。
いまだにライブハウスに通っています。
Twitter:@betty_110

Profile  プロフィール

伊藤加奈　
Kana ITO

加したことがありますが、皆、知識が
豊富です。また「わからないことは自
分で調べよう」という考えを持ってい
ます。
　そんな友人達に影響を受け、私も現
在の職場で、めずらしい食材や調理方
法があれば、自分で調べて、お客様か
ら聞かれたときにすぐ答えられるよう
にしています。
　中学生の時点では、自分がどんな仕
事に向いているのかまだよくわからな
いと思います。高専で勉強していくう
ちにその専門分野がもっと好きになる
こともあるし、たとえ他の道を選択し
てもしっかり勉強していれば、社会で
働くために必要な力を身に付けること
ができます。
　どんな選択をしても今の自分が興味
を持っていることを勉強することは、
将来の自分にとって無駄ではありませ
ん。

高専を卒業して
技術者にならなかった私

私の仕事

　職場で「どこの高校出身ですか?」と
いう質問に、「長野高専です。」と答え
るととても驚かれます。なぜなら私は
今、ホテルでウエイトレスとして働い
ているからです。正確には、高校と高
専は違うのですが、中学校を卒業した
後の進路という意味でそのように答え
ています。仕事の内容は、結婚式や宴
会で料理と飲み物を運び、会場のセッ
ティングや片づけなどです。

きっかけは

　建築士になりたいと思い、長野高専
に入学した私が、進路変更するきっか
けはホテルでのアルバイトでした。す
てきな笑顔で接客する社員さんを見た
り、お客様から「ありがとう。」と言わ
れると、とてもやりがいを感じました。
　高専を卒業した人の多くは技術者と
なり、モノづくりという分野の仕事に
就きます。私が学んでいた環境都市工
学科は橋や道路を作り、情報系の学科
は生活をより豊かにするソフトウェア

などを作っています。
　しかし、私が魅力を感じた「接客」
という仕事は、形に残るものではあり
ません。自分が作り出したモノが誰か
のためになるのではなく、私自身がお
客様のために働く仕事です。もっと接
客について勉強したい、料理やワイン
も詳しくなりたいと思い、高専卒業後、
国際観光専門学校への進学を決めまし
た。高専の同級生には、私と同じよう
に進路変更をした人、また、高専で3年
間勉強した後、大学の別の学部に進学
した人もいました。

高専で得たもの

　高専を卒業して技術者になる道を選
択しなかった私ですが、高専の卒業生
であることを誇りに思っています。「他
の人と同じことをしてはつまらない。
おもしろいことは自分達で作り出そう」
という考えを持っているのが高専生だ
と思います。
　社会に出て働くようになっても、全
国各地で高専カンファレンスを開催し、
情報を共有しています。私も何回か参

起業家甲子園
【起業家甲子園とは】

「起業家甲子園」は、ICT 関連の商品やサービスづくりに興味がある

高専生や大学生が参加するコンテストです！

今年は参加しよう！！

熱意あふれる仲間

多数の ICT 企業も参加

特別賞を提供

ICT 業界を牽引する

アドバイザー

平成 23年度の参加チーム
○奈良高専  Qloud ～生活に溶け込む新世代クラウドサービス～

○松江高専  MAPHIS ～歩いて広がる歴史の世界～

○舞鶴高専  ～ CrowdFlip ～

○金沢工業大学大学院 U-moa「Freetime オークション」

○東京大学  リディラバ「みんなが社会問題をツアーにして共有・発信するプラットフォーム」

○早稲田大学  salonat「美容業界の情報を整理してオープンにする」

○京都大学工学部 「through pass」 

主催：独立行政法人 情報通信研究機構

ビジネスプランコンテスト全国大会

Web　http://www.venture.nict.go.jp/event/ict_mentor_platform
Facebook　http://www.facebook.com/nictmp

EM高専カンファ_vol2.indd   22 12.7.4   6:57:44 PM



　　EM 高専カンファレンス  Vol.2　023

起業家甲子園
【起業家甲子園とは】

「起業家甲子園」は、ICT 関連の商品やサービスづくりに興味がある

高専生や大学生が参加するコンテストです！

今年は参加しよう！！

熱意あふれる仲間

多数の ICT 企業も参加

特別賞を提供

ICT 業界を牽引する

アドバイザー

平成 23年度の参加チーム
○奈良高専  Qloud ～生活に溶け込む新世代クラウドサービス～

○松江高専  MAPHIS ～歩いて広がる歴史の世界～

○舞鶴高専  ～ CrowdFlip ～

○金沢工業大学大学院 U-moa「Freetime オークション」

○東京大学  リディラバ「みんなが社会問題をツアーにして共有・発信するプラットフォーム」

○早稲田大学  salonat「美容業界の情報を整理してオープンにする」

○京都大学工学部 「through pass」 

主催：独立行政法人 情報通信研究機構

ビジネスプランコンテスト全国大会

Web　http://www.venture.nict.go.jp/event/ict_mentor_platform
Facebook　http://www.facebook.com/nictmp

EM高専カンファ_vol2.indd   23 12.7.4   6:57:51 PM



024　EM 高専カンファレンス  Vol.2

EM高専カンファ_vol2.indd   24 12.7.4   6:58:19 PM



　　EM 高専カンファレンス  Vol.2　025

石川高専　電子情報工学科

金寺   登
Noboru KANEDERA

石川高専卒。電気通信大学へ編入。東
大大学院修了後、母校に出戻り。プロコ
ン委員。情報処理学会 情報処理教育委
員会 高専教育委員長。
高専を卒業していつのまにか30年。最近
は学生や卒業生の活躍を見るのが楽しみ
です。
kane@ishikawa-nct.ac.jp

Profi le  プロフィール

刺激が多くなってきました。プロコン
参加者のアンケートでは、ものづくり
の技術力、コミュニケーション力、協
調性、問題解決力といったものづくり
に必要な能力向上につながっているこ
とが確認できています。

既成概念を打ち破れ!
　最後にプロコンは独創性を最重点に
審査しています。高専生が既成概念
を打ち破り、開発した情報システムに
より幸福な社会を実現するきっかけを
作ってくれることを期待しています。

既成概念を打ち破れ!
プロコン委員からのメッセージ

プロコン年表で見るプロコンの歩み
　一時は、高専を離れようと思った時
期もありましたが、素晴らしい先輩や
仲間に支えられ、プロコン委員を継続
しております。おかげで、平成21年の
第20回木更津大会、第21回高知大会、
第22回一関・舞鶴大会では、副委員長
を務めさせていただきました。
　プロコン年表を下に示します。

　第1回から課題部門と自由部門があり
ました。これらの部門は、情報システ
ムのニーズ調査・企画・設計・開発・
評価・プレゼンテーション・デモンス
トレーションといったものづくりの一

連の流れを体験できます。このような
コンテストは他に例がありません。
　今でこそエンジニアリングデザイン
がもてはやされていますが、20年以上
も前にこのようなコンテストを立ち上
げられ、継続してこられた諸先輩に敬
服しきりです。

プロコン第5回で競技部門が加わる
　第5回には競技部門が加わりプロコン
がより身近なものになりました。

第13回で本戦出場枠を倍増
　さらに主管した第13回には、少しで
も多くの学生にプロコンを体験しても
らいたくて、本選出場枠を倍増しまし
た。最近では海外チームも参加しより

石川高専 電子情報工学科

金寺  登　
Noboru KANEDERA
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平成13年の第12回（鶴岡）大会よりプロコン委員となり、翌年には、第13回石川大会を主管しました。
このような経験を通じて、私にとっての一番の収穫は全国高専にはこんなにすばらしい教員や
学生がいることを再認識したことです。

プロコン第1回からある
課題部門と自由部門
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　はじめてのこととか、新しいこと
をする時など、未知の世界に足を踏
み込む時は、ちょっと不安な反面、
ドキドキ&ワクワクしますよね。しか
し、やってみたいと思っていること
がたくさんあっても、機会や時間が
ないと、なかなか手が着けられない
ものです。そんなある日、「EM高専
カンファレンスで記事を書いてみな
い？」という素敵なお誘いをいただ
きました。
　これを機会に何かやってみたかっ
たことをしてみよう！…そうだ、高専
といえばモノづくり！今こそ、電子工
作デビューだ！！
　ということで、茨城高専OGの私、
湯浅優香が、石川高専OGの柏夏美
ちゃん（以下：べーたちゃん）と共に、

「ドキドキ&ワクワク☆はじめての電
子工作」を体験したので、レポート
させていただきます。

　「電子工作をしよう！」といっても、べー
たちゃんも私も、情報系。2人とも、学生
の頃に全国高等専門学校プログラミングコ
ンテスト（通称：プロコン）に参加しており、
どちらかというとハードウェアよりもソフ
トウェアがメインでした。
　ハードウェアは学校の授業で少しやった
程度で、ほぼ初心者です。何が必要なの
か？どこでできるのか？…など右も左も分
からない状態でした。
　こういう時こそ、高専ネットワークを駆
使する時です。高専には、情報系だけで
なく、機械系や電子電気系など、様々な学
科があり、ほぼ全国に高専があるので、技
術系の知識であれば、たいてい、誰かが
知っています。それに、みんなでワイワイ
やったほうが、楽しさが倍増しますよね？
　多くの人が、コミュニケーションツール
として使用しているTwitterというサービス
を用いて、仲間（電子工作を教えてくれる
講師）を募集しました。すると、同じ茨城
高専OBの友人が先生役を買って出てくれ

ました。他にも、2人（もちろん高専OB）
を巻き込むことに成功しました。

　そして「ドキドキ&ワクワク☆はじめて
の電子工作」当日、秋葉原に集合し、若
松電子通商というお店へ向かいました（電
子回路をやっている人には、超老舗だそ
うです）。コンデンサやトランジスタなど
の部品や、様々なパーツが並ぶ店内。
　電子工作というと、男性が好きそうなモ
ノづくりというイメージがある人もいると
思いますが、女性が好きそうな初心者用
キットもあり、なんと良心的なんだろう！
と感動しつつ、何を作るかを選定しました。
　そして、べーたちゃんはFMラジオ、私
は電子ピアノを作成することにしました。

　期待に胸をふくらませ、誰もが電子工
作ができるという、はんだづけカフェへ向
かいました。さて、電子工作やるぞーっと
意気込んでドアを開くと…なんと、満席状
態でした！！
　スタッフのお兄さんからも「5人は入れ
ません」と言い渡され、まるで死刑宣告
を受けたような絶望感でした。

　もちろん、そんなことで諦めません！5
人総出で電子工作ができる場所を探し始
めました。インターネットで調べたり、友
人に電話したり、Twitterで急募して、と
にかく情報収集をしました。
　数分後、べーたちゃんが、ネットにて「ナ
ノラボ」というお店を発見。即刻、電話
をかけました。

「お忙しいところすみません、今から5名で
うかがうことは可能でしょうか？」

　不安混じりに確認すると、「少々お待ち

ください…はい。5名であれば、大丈夫で
す。場所は分かりますか？」と救いの手を
差し伸べられ、まさに、飛び立つ思いでし
た。
　そして、今度こそは電子工作をするん
だという強い想いを胸に、ナノラボへと向
かいました。

　牛丼屋さんのサンボの向かいにて、目
的地のナノラボを発見しました（写真1）。
　早速店内に入ると、作業ができる大き
な机に各種工具、オシロスコープや3Dプ
リンター等が目に飛び込んできました。モ
ノづくりの道具が揃っているだけではな
く、Wi-Fiが飛んでいたり、電源が使い放
題だったり、さらにはフリードリンク付き
でした！
　ナノラボは、はんだづけカフェと違って
時間貸しの有料ですが「ここがモノづくり
が大好きな人にとっての楽園か！」と直感
的に感じました。

　腕をまくり気合を入れ、まずは、はんだ
付けの練習から始めました。
　べーたちゃんも、私も、学生時代に電
子回路を作った時には、何度も火傷したり、
はんだがくっついたり、いもはんだ（はん
だが基板につかず、丸まった状態）になっ
たり…正直、トラウマ状態でした。
　そんなはんだづけビギナーな私達に先
生が教えてくれたのは、まずは基板を暖

■写真1　ナノラボ
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湯浅優香
Yuka YUASA

協力：柏  夏美
Natsumi KASHIWA
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めてから、はんだをつけるといもはんだ
にならないということでした（写真2）。教
えてもらった通りにはんだづけしてみると

（写真3）、まるで製品かと見間違う程きれ
いにはんだづけができました。
　そしていよいよ本番。まずは実際の基
板に抵抗をつけるところから始め、コンデ
ンサー、スイッチなどを黙々とはんだづけ
しました。コンデンサーは熱に弱いので、
手早く。LEDとトランジスタとICとコンデ
ンサーは向きがあって、それを間違えると
回路が動かなくなるから慎重に。…ほぼ会
話もせず作業に集中し、30分後。べーた
ちゃんも私も、立派な、はんだづけマスター
になりました！
　その頃には、話をしながら作業ができる
ようになっており、プロコンや授業、就活
や高専カンファレンスの話など様々な話を
しながら着々とモノづくりを続けました。

　きちんと通電するかを確認し、早速電
池を入れて動かしてみました（写真4）。す
ると、2人とも1発で動くものができたので
す！！！（私達、やればできる子でした！）
　自分の作った電子ピアノから、音が出る
感動。曲を弾ける感動。とにかく、感動の
連続でした！！（写真5）
　ということで、はじめての電子工作は、
無事成功に終わりました（写真6）。

　今回は、電子工作をしましたが、やる内
容とか、きっかけとかは、正直、何でもよ
かったのだと思います。大切なのは「実際
に行動すること」と「人を巻き込むこと」
だと感じました。
　高専に入学した時点で、全国にたくさん
の仲間ができたのと同然。やりたいことが
あって呼びかければ、みんな集まってき

て、協力して実現できるのはないかと思い
ます。

　もし、やってみたいと思うことがあるな
らば、是非、いろんな人を巻き込んで行
動しましょう。是非、私達も巻き込んでく
ださい！一緒に楽しいことやりましょう♪

■写真6　完成の図

■写真2　はんだづけのポイントを学ぶ

■写真3　はんだづけ実践中

■写真5　電子ピアノから音が出た！■写真4　電池を入れて動かしてみる

Profi le  プロフィール

湯浅優香　
Yuka YUASA

2009年に茨城高専本科卒業。株式会社オプティ
ムへ入社。3年間人事として新卒採用業務を行う。
4年目の春より営業へ異動となり、将来は海外営
業として世界で働くことを目指し、日々勉強中!!
Twitter：@poperasako、Facebook：湯浅優香

柏   夏美　
Natsumi KASHIWA

石川高専にてプロコン参加などの経験を
積み、2012年に無事卒業。この電子工作
体験の後、福井に引っ越し株式会社jig.jp

にて新入社員として働きはじめる。
Twitter：@beta_chelsea
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高専に入ったきっかけ

お「中学卒業後、工業に進みたくても、ちょ

うどいいレベルの高校がなかったので、先

生に高専を勧められて受験したら受かっ

ちゃいました。」

G「僕の場合は中学3年間がすごく短く感

じて、高校に入って猶予期間1年で受験勉

強とかするのが嫌で、大学受験のない高

専に逃げてきました。」

ロボコンに参加した理由

G「実は、僕は入学するまでロボコンが高

専でやってるのを知らなかったのですが、

どうせなら高専でしかできないことをした

くてロボコンを始めました。」

お「興味があって見学に行ったけど、活動

してなくてスルーしてた。しばらくして、

寮の友達に『全然人が来ないから、お前

も来いよ』と連行されました。」

G「確かに、入部してすぐはルールも発表

されてないしやることないからなー」

お「ちょうど、ルールが出たあたりで連行

されたから、その後は続いたね。」

ロボコンに参加してみて

G「思ったり簡単に作れるんだなって思い

ました。紙のノートで設計して、アルミフ

レームに穴をあけるだけでなんかロボット

ができてしまうのがすごいなって。でも、

ちゃんと動かすのが難しいってのがすぐに

わかったんですけどね。」

お「茨城は、あんまりチームとして動けて

なくて、好きにやってたから、1・2年生

のころはスタートゾーンから出れずに悔し

かったなー。機械の形ができても電気の事

もわからないとちゃんと動かないってのが

このころよくわかったね。」

G「津山高専は当時夏合宿をしてて、通学

生の僕も夏休みは学校に泊まり込んでロ

ボットを作ってました。ただ、ロボコンの

思い出より当時80円だったハンバーガー

を買い込んで冷凍して保存したり、大雨で

おかずを買いに行けずにパイナップルの

缶詰をご飯の上に乗っけて、しょうゆをか

けて［ほとんどの具材を妄想でカバーする

酢豚丼］とか食べ物の記憶のほうが強い…」

お「せつない…。俺、酢豚嫌いだから想

像もできないや。茨城は、学校の周りにスー

パーとかあったからみんなで買い出しとか

行ってたね。」

2人の出会い

－2人ともうろ覚えなのでメールを確認。
G「当時のメールは黒歴史だな。」

お「昔のハンドルネームとか恥ずかしい

な。」

G「茨城と岡山って離れた2人が出会った

のは全国ロボコン交流会の打ち合せで、ミ

ニロボコンのアイディア募集におっくんが

応募してきたのが始まりでした。当時は、

全国的に横のつながりができ始めたころな

ので、みんな積極的に交流してました。」

お「ミニ四駆やったら面白いんじゃないっ

てメール送ってました。同世代のロボコニ

ストの集まり[新世紀同盟]を作ったりとか

したね。」

G「その後は、僕が社会人になってから交

流ロボコンを案内してもらったり。あとは、

東京に遊びに行ったときにはよくメゾン・

ド・オクザワ泊めてもらってました。あり

がとう。」

ロボコンの苦労話

G「学業との両立が一番大変でしたw。ロ

ボコンの中でだと、部長をしてたときに部

品の納期調整とか商社さんと話をしたりと

か、ものづくりの今まで見えてなかった仕

事が大変だったね。」

お「私が部長になった時は機械のほうをメ

インでやってたので、電気のこともしっか

り勉強してお互いの調整をするのが大変

でした。」

G「その点、津山高専は全部できる人がリー

ダーになって動いてくれてたので楽だっ

た。その人が引退して次の天才（キカイタ

イソウの操縦者）が現れるまで大変だった

けどね。」

就職試験

お「高専生の採用の実績があった会社で、

ロボコニストも採用してたから、すごく好

感触で、1回の面接で採用通知が来たよ。」

G「僕は2回面接したよ。初めての面接の

ときは、がちがちに緊張してたので『秒速

5cm』を劇場で見てから面接に行ったんだ

けど、自己紹介と高専ロボコンのルール説

明しただけ。2回目は自己紹介とレスキュー

ロボコンのルールして終わったから、なん

で内定もらえたのかわかんないよ。」

お「確かにルール説明したねw。あと、高

専生って言うと、なんでか優秀って言われ

るよね。」

お・G「まぁ、就職なんて楽勝すぎて、よ

く覚えてないな。」（注：2人の感想は置い
ておいて、実際はロボコニストでも大変ら
しいです。）

お「ロボコンでものを触ってたのが大き

かった、アルミと鉄の違いもわからない同

期がいる中で、自分が考えて選定してた経

験ってのは大きかった。」

ロボコン10年生
ロボコニストカンファレンスを開催したおっくん。（以下、お）とGobu（以下、G）が
2001年の入学から今までロボコンに関わってきた10年間をふりかえります。

おっくん。Gobu

■写真1　チーム奥澤のマシンmomonGa-3

社会人になってから感じた
ロボコンの経験
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G「僕はロボコンの総合技術的なところが

役にたったね。どうしても冷蔵庫屋さんは

メカの技術者が多いから、電子な話やデ

ジタルの世界の話だと、先輩より自分の意

見が通ったり技術って面白いなって思いま

す。」

お「ロボコンやってると、ものづくりが好

きになるから、いろんなことを自然と吸収

していくってのが大きかったね。」

G「後は、営業トーク。お客さんと話を

する時なんかは高専ロボコンのネームバ

リューは大きくて、大体会話が弾むよ。」

卒業できなかったロボコン

お「卒業してからはROBO-ONEに出てたり

したけど、二足歩行ってのがいまいちで、

高専ロボコンみたいな特定用途のロボット

がやりたくて今は宇宙エレベーター技術競

技会に参加してます。」（写真1）
G「競技大会、唯一の個人参加『チーム奥

澤』wwwww」

お「Yahoo！ニュースで晒されたりしたw。

会社バレしたり、自分大好きなナルシスト

だと勘違いされたり、ちょっと大変だった。

今では、5人チームで3人が高専生。社会

人になってもこういう所で会うのは高専生

が多いですね。」

G「僕の場合は、つやまロボットコンテス

トにずっと出場して、高校一般の部で暴れ

てます。市がこういう大会を運営してくれ

てるので、高校や地元企業と同じルールで

戦えるのは楽しいですよ。」（写真2）
G「あとは、津山高専のロボコンの外部コー

チ。ルールがタイヤから二足歩行の世界

になったので、あまり技術的なアドバイス

ができてないのですが、スケジュール管理

とか意外に使える部品とか教えてます。」

お「なんだかんだ

言っても、趣味とし

てのものづくりを続

けている人がいる

よね。」

G「そこで、ロボコ

ニストカンファを開

催したんだよね。予

想以上に楽しかっ

た。」（写真3）
お「 初 対 面でも、

同じロボコンに関

わってきた人だから

まとめるのは楽だったね。」

G「製造業の人も多いのでコンフィデン

シャルタイムっていう、完全非公開の内輪

だけのお話の時間は良かった。」

お「次回は、もっとコンフィデンシャルを

増やして濃い話をしていきたいね。」

ロボコン10年を振り返って

G「なんとなくで始めたロボコンですが、

先生たちが教えてくれない（自分自身が見

つけるべき）ものづくりの本質的な部分を

感じたり、さまざまな世界で活躍する活躍

するであろう技術者たちと仲間になれたこ

とは大きな財産です。」

お「技術者として大事な事はすべて、ロボ

コンから学びました。社会人になってから

はロボコンで培ったアイデア精神や技術を

活かす場が多く、本当にロボコンをやって

てよかったと思います。」

■用語集
・ロボコニスト：ロボコンをやっている人。
同じルールに苦しめられる挑戦している
仲間たち。
・ロボコニストカンファレンス：OBロボコ
ニストを集めて「今何やってるの？」を楽
しく語る会。
・全国ロボコン交流会：関西で行われてい
る現役ロボコニストの集まり。会議主体。
・交流ロボコン：関東で行われている現役
ロボコニストの集まり。ミニロボコン主体。
・メゾン・ド・オクザワ：おっくんの家。
工作機械が豊富。現在は工場を借りてい
るのでスッキリしている。
・チーム奥澤：リーダーの名前を前面に押
し出したチーム。Yahooニュースで紹介さ
れて昼休みにコーヒー吹かせる程度の能
力を持っている。
・キカイタイソウ：高専ロボコン2008のテー
マ「生命大進化」のロボコン大賞マシン。
最大の特徴の大車輪は、当初のアイディ
アでは空中で一回転して着地だった。

Profile  プロフィール

おっくん。

茨城高専OBの電子写真な印刷機屋さん。
ロボコンでは機械設計を担当し、代表マ
シンは「ランドルト環G。」現在は、「チー

ム奥澤」として宇宙エレベーター技術競技会に参加しつつ、アートスタ
ジオ「pimpstudio」の一員として、レッドブルボックスカートレースな
どにも参戦中。
最近買った工作機械は「ポリゴンスキャナー評価試験装置」。
Twitter:@oku_zawa

Gobu　

津山高専OBの冷蔵庫屋さん。ロボコン
ではチームマネジメントを担当し、代表マ
シンは「単構造」。現在は、「ロボットを

つくる会」としてつやまロボットコンテストに参加しつつ、津山高専の
外部コーチとして後輩指導に当たっている。
最近買った工作機械は「サンドブラスト一式」。
Twitter:@gobu52

■写真2　つやまロボットコンテスト

■写真3　ロボコニストカンファ
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　中部日本海地区5高専の学生達が中心と
なって、高専生の日常生活、進学先などをま
とめた高専を紹介するためのPRサイト「高専
Dreamーきっと見つかる。高専でキミの目指
す未来へ！（http://kosen-dream.jp/）」を製
作しています。

●「高専Dream」ができるまで
　平成19年度に、近畿地区校長会において、

中学生の高専認知度向上のためのイベントを

開催することが提案されました。その後、近

畿地区7高専の教職員による「近畿地区共同

PR作業部会」が設置され、PRイベントを開

催することで検討を行いました。しかし、一

過性のイベントではなく、継続して取り組む

ことのできる企画を実施するということで、

「近畿地区共同PRサイト高専辞典　（http://

kinki7kosen.jp、以下、高専辞典/）」の制作を

試みることになりました。

　「高専辞典」が公開された後、関東・甲信越、

東海・北陸、および、近畿地区の枠を超えて、

長岡高専、富山高専、石川高専、福井高専、

舞鶴高専の日本海側に所在する国立5高専が、

高専のPRのために、学生編集委員による「高

専Dream ーきっと見つかる。高専でキミの目

指す未来へ！」の活動を開始しました（図1）。
基本的には、各校2名の学生を選出し、学生編

集委員会を構成しています。

●「高専Dream」学生編集委員の活動
　平成22年8月に開催した第1回目の学生編集

委員会の会議以後、これまでに4回の会議を開

催しました（写真1、2、3）。異なる学校から

選出されている学生編集委員同士が、仲良く

なるために合宿を行ったり、自分たちの学校

でのイベント等の出来事を紹介するプレゼン

テーションを行ったり、様々な形式で開催を

しています。おもに、学生の視点で、サイト

に対するモニタリングを行いながら、各校の

話題を集めることとなりました。

　平成23年度は、「ブログによ

る情報発信」「各校の比較（制

服、実習服、学食のお勧めメ

ニューなど）」「動画制作」につ

いて、3つのグループ（グループ

には、同じ学校の学生のみが

集まらないように、また、教員

のアドバイザーを各グループに

つけることにしました）に分か

れて、学生を中心に取り組むこ

とになりました。第3回学生編

集委員会（平成23年8月に開催）

では、企画書の作成を行いま

した（図2）。
　3つグループの原案をまとめ

てもらい、第4回学生編集委員会（平成23年

11月）に成果発表を行うことになりました。福

井高専のバレー部、および、富山高専の高専

祭実行委員長への取材したビデオを見ながら、

各編集委員が、このビデオを見て、感想を自

由に意見交換を行いました。

　北は長岡高専、南は舞鶴高専と5高専の距

離が離れているため、情報共有の方法として、

Facebook（非公開のグループ機能）、Skypeな

どのソーシャルネットワークシステム（SNS）も

有効に活用することになりました。例えば、「い

いね」の機能を押したり、コメント機能を利用

したりすることで、学生編集委員の書いた原稿

の評価を行い、次の原稿につなげていく工夫

もしています。

●学生編集委員は様々な分野で活躍
　私は、「高専Dream」の編集は、学校の枠を

超えて、グループで、ある一つの課題解決に

取り組むプロジェクトだと思います。平成23

年度は、「ブログによる情報発信」、「各校の比

較（制服、実習服、学食のお勧めメニューな

ど）」、「動画制作」について、各編集委員が、

目的、スケジュール、必要な物品、肖像権な

どを編集委員、および、アドバイザー教員と

検討し、さらに、行動につなげていくことの

できる良い機会だったに違いありません。

　この「高専Dream」の編集委員は、編集委

員会内で互いに刺激し合い、高専カンファレ

ンスin長岡（平成23年11月）を開催したり、ゴー

ルデンウィーク中に、Windows　Phoneのア

プリケーション開発のハッカソン（平成24年5

月）を開催したりと、この「高専Dream」とい

う活動を通して学生編集委員が活躍する姿を

いろいろな場所で見て、　私にとって刺激を受

ける毎日となりました。

●卒業生、専攻科修了生の皆様へ…
　中部日本海地区（長岡、富山、石川、福井、

舞鶴の5高専）、近畿地区（舞鶴、奈良、明石、

和歌山、大阪府大、神戸市立、近大附属の7高専）

を卒業、および、修了したみなさん、高専で

の勉強、生活、経験を通して得た経験、高専

を卒業してよかったことを、「高専辞典」や「高

専Dream」を通して、中学生や高専生にメッ

セージを送りませんか？みなさんからいただ

いたメッセージをそれぞれのPRサイトで紹介

させていただきたいと思います。

　興味を持たれた方は、井上泰仁（yasuhitoino

ue@me.com）までお知らせください。

■図2 企画書の原案

■図1　高専Dream

舞鶴高専電気情報工学科
（現、釧路高専電子工学科）

井上泰仁
Yasuhito INOUE

平成12年3月に釧路高専電
子工学科を卒業。平成19年に舞鶴高専電気情報工学科に
着任して以来、近畿地区と中部日本海地区の高専間広報
活動に関わる。平成24年4月より2年間、「高専・技科大間
人事交流制度」によって、 釧路高専電子工学科にて勤務。

Profi le  プロフィール

❸❷

❶

■写真1・2　
編集会議の様子

■写真3　
編集委員の皆さん

高専の学生たちが創りあげる高専PRサイト

「高専Dream」
舞鶴高専電気情報工学科(現、釧路高専電子工学科)

井上泰仁　
Yasuhito INOUE
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　高専Dream編集委員の学生より、
中学生のみなさんへメッセージをい
ただきましたので、ここで紹介させ
ていただきます。

「自分の力を伸ばすことができる」

　高専の魅力の一つに自主性がありま
す。先生方が度々口にする言葉は「自
主的に～」「自分の行動に責任～」です。
　高専で行われるイベントは学生主体
です。企画、運営などは先輩方が残し
た資料を参考にしながら学生が行いま
す。先輩、後輩と協力し仕事をやり遂
げる中で自主性が高まり、責任という
ものを感じることができます。
　また、日々の勉強も自分次第です。
毎日勉強するもよし、テストの前に一
夜漬けもよし。スタイルは様々です。
しかし他の高校に比べ課題が少ない
分、自主的な学習というのは本当に重
要になります。
　高専に入学してよかったことは、何
よりもクラス替えがないことです。楽
しい学校生活には、やはり友人は不可
欠です。長い間同じ教室で学び、仲良
くすることで強い絆ができます。また
高専の場合、同じクラスということは
学ぶ教科も同じです。勉強でわからな
いことも聞きやすいですし、専門科目
に四苦八苦する気持ちもわかるので、
支えになります。きっと一生の友人に
出会えると思います。
　最後に、高専は自分の力を伸ばすに
はいいところです。機械いじりが好き
ならメカティック部に、イベント運営
に興味があるなら学生会に、など自ら
アクションを起こし行動することをお
勧めします。必ず楽しい学校生活が送
れると思います。

富山高専（本郷キャンパス）山口千尋

「ワクワクさんになれる学校」

　あのころ憧れていたワクワクさんよ
りもっとすごいワクワクさんになれる
学校、それが高専です。突然ですが、
ゲーム好きなひとー！ゲーム楽しいよ
ね！ハイ自分でも楽しいゲームつくっ
てみよう！
　プリクラ撮るの好きなひとー！か
わいく写してくれるしうれしいよね！
もっとかわいく写してもらえるように
プリクラ機、改造しよう！
　音楽聞くの好きなひとー！好きなバ
ンドなにー？そういう音楽、自分でも
つくってみよう！
　絵描くの好きなひとー！あのビルと
あのビルの間にでっかい夕日描いてみ
たくない？この眼鏡使ってパソコンか
ちゃかちゃしたらできるらしいよ！
　陶芸好きなひとー！ろくろ、家にな
いよね…キネなんとかっていう機械と
パソコン使って透明なろくろ、つくっ
てみよう！
　朝起きるの苦手なひとー！目覚ま
しが鳴ると同時にトランポリンになる
ベッドだったら起きれそうじゃない？
つくってみよう！

　「こういうのつくったら楽しそう」、
「こんなものをつくりたい」、そう思っ
たあなたはもうワクワクさんへの第一
歩を踏み出しています。「でもこんなの
僕一人じゃできるわけない…」、そんな
あなたに高専をお勧めします。振り向
けばそこにたくさんのプロ（ワクワク
さん）がいます。
　
●ワクワクさん1「先生」
　にこやかなワクワクさん、無愛想な
ワクワクさん、おしゃべりなワクワク

さん、目付きの悪いワクワクさん…。
いろんなワクワクさんがいますが、み
なさんすごい技術を持ってるワクワク
さんです。一生懸命「自分はこんなも
のをつくりたいんだ」って伝えると、
きっとヒントをくれます。最初から答
えを教えてくれることはめったにあり
ませんが、それが『高専の先生』とい
うワクワクさんです。ヒントを与えら
れたあなたが考えて、動いて、答えを
見つけだすこと。それが『高専の先生』
の最大の喜びです。

●ワクワクさん2「クラスメイト」
　クラスメイトもあなたと同じワクワ
クさんです。三人寄れば文殊の知恵、
三ワクワクさん寄れば宇宙。宇宙だっ
てマジでつくれちゃうかも。

　あなたには約6万人のワクワクさん
仲間がいます。それは決して遠い存在
などではなく、話せる・会いに行ける・
仲良しになれるワクワクさんです。同
じワクワクさんであるというだけでも
う友達です。多くのワクワクさんとは
インターネット上で交流することがで
きます。ワクワクさんが集まる勉強会

（高専カンファ）だってあります。県境
を越えてワクワクしましょう。

　高専にて一人前のワクワクさんにな
るための修行を積み、みごと耐えぬい
た一人前のワクワクさんたちです。こ
ちらも同じく、多くのワクワクさんと
はインターネット、高専カンファレン
スで交流することができます。大学生
になっても社会人になってもワクワク

中学生のみなさんへ

●ワクワクさん3
　「全国63校、6万人の高専生」

●ワクワクさん4
　「高専OB、OGのみなさん」
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さんの心だけは忘れていません。あな
たという新人ワクワクさんを助けるた
め、成長させるために数々の助言をく
ださることでしょう。
　もちろん人に頼るばかりじゃダメ
で、自身による勉強は不可欠です。で
ももし一人じゃ叶えられないと思った
とき、いっしょに悩んでくれる仲間が
いる学校、「こんなものをつくりたい」
を実現できる学校。それが高専です。
　もしかしたら今のあなたは「こんな
ものをつくりたい」と思うどころか、
受験のことで頭がいっぱいでそれどこ
ろじゃないかもしれません。でもこれ
を読んでいて「なんか楽しそう」って
思ったらもっと高専について調べてみ
てください。受験してください。受かっ
てください。後悔はさせません。
　私たちといっしょに、世界を変える
ワクワクさんになりましょう。
富山高専（射水キャンパス）松田有希代

　高専での生活がもう2年過ぎまし
た。思い出は数え切れませんが、2年
生の夏休みに先輩方に誘われて高専
DREAMに参加したことは、高専生活を
振り返るきっかけになり、また、大き
な節目になったのではないかと思って
います。HPコンテンツの話し合いだけ
ではなく、他高専と自分の通っている
高専の違いを知ることができたり、日々
の高専での出来事を違った視点でとら
えるようになったりと良いこと尽くめ
です。そんな高専生活の中で感じたこ
とを、まだ2年間と少ないですが書い
てみたいと思います。
　まず、「高専は自由な面が多い」と
耳にしたことのある人は多いでしょう。
たしかに、それは間違っていないと思

います。制服の着方や頭髪、授業など
色々なことが普通高校に比べると「ゆ
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「自分のちっぽけさ」
良くも悪くも、ということになります。世の中に
たくさんの思いや価値観を持っている人がいるこ

とを知ったことは、その後の僕の生き方に影
響を与えたと思います。ただ、世の中に自分
よりよっぽど想いや技術を持っている人たちがい
ることを知って、自分が何のために存在している
のかな？なんてことを思案したりしています。

男 社会人（システムエンジニア）

「仲間との出会い」
「高専カンファレンス」 がきっかけで勉強

会というものに興味を持ち、 色々な勉強

会に出るようになって 「ソフトウェア開発」

を楽しんでいる仲間と出会うことができま

した。 今の自分がいるのも、 高専カンファ

レンスのおかげです。

男 社会人（プログラマ）

その人のプレゼンを見て高専カンファレ
ンスに参加したくなり、参加したらその
人に会うこともできた。会ってみたら
やっぱり魔法使いみたいだった。また
あの人に会いに行きたい！

女 社会人

10歳以上年の離れた人と知り合えて、一
緒にイベントを作ったりする経験ができ
た。高専カンファレンスに参加すると幅広
い友達ができる。

女 社会人

「後に長くお世話になる
友人や先輩」
週末に一緒に写真を撮りに出歩けるような友
人たち、仕事やものづくりで出会ったものや
感じたことを思ったまま話したり、相談でき
るお兄さんたち。どちらも普通に学校を出て

普通に働き始めていたら出会えな
かった大好きな人たちです。

男 社会人（Web エンジニア）

「マイノリティかつ
強烈なバックグラウンドを
共有できる愉快な仲間」
何か新しいこと、 面白いことをやろうとしつつ、 自分一人では

できないときに、 「この人なら知ってそうだ」 「この人を頼れば

なんとかなりそう」 と思い当たる人はたいてい、 高専カンファ

レンスで出会った人たち。

高専カンファレンス黎明期では考えられないほど、 活動が広

がったのもそんな多彩な人が集まり、マイノリティな高専ゆえ

の結束感があってのことだと考えています。

男 社会人（ビジュアル系高専生）

「自分と同じフリーランスとして
働く人との出会い」
私は高専を出てから会社勤めをして、その
あと自営業（フリーランス）として働いてい
ます。私と同じように、フリーランスとして
働いている人と出会えたのはとてもよかっ
たです。業種が違っても似た悩みを抱えて
いるんだなあとか、そういう人たちと話す
とためになることがたくさんあります。

　女 社会人　

「高専生」といってもいろんな人がいるなぁと、

自分の通っている高専の人たちを見てて思ってい

た。けど、高専カンファで全国の高専生や卒業

生と仲良くなると、こんな人は私の高専にはいな

い…！というたくさんのすごい人、素敵な人たち

に出会うことができた。そんな人たちからたくさ

ん刺激をもらえて、いろんな面で成長できる、

いい機会になった。

女  高専生

「何十年経過しても変わらない高専の
変態さ加減を体感したコト…かな」
扱うモンの内容やネタに使う小道具が違っても、
ヲイラが学生だった時代のノリや雰囲気がほとん
ど違わないのを実感できました。ヲイラの同期
だった奴に似たキャラも複数見つかっており、同
じような奴がやってくるのだなぁとも (^_^;)

男 社会人（怪しい技術者）

高専カンファレンスで出会ったもの高専カンファレンスで出会ったもの
2008年6月から2012年6月現在まで、全国各地で46回も開催されて
いる高専カンファレンス。そこにはたくさんの「出会い」があります。
ここではその「出会いと魅力」について実際に参加した人の声をまと
めました。これはたくさんの「出会い」のほんの一部。あなたの出会
いを探しに、高専カンファレンスに来てみませんか？

10歳以上年の離れた人と知り合えて、一
緒にイベントを作ったりする経験ができ

「多彩なプレゼンスタイル」
プレゼンってただ喋るだけじゃないんだ！というカル
チャーショックに出会いました。良く計算されたジョブ
ズの話も素敵ですが、テンポの良い高橋メソッド形式
や、十人十色なLightning Talkを直接見るという体験は
とても刺激的です。学生の頃からカンファで質の高い
プレゼンをたくさん聴講できたことが、今の自分のプ
レゼンスタイルの糧になっていると思います。

女 社会人（プログラマー）

「大人になってワクワクする気持ち」
高専カンファレンスに関わるようになってから、夢を持って、新しいことに挑

戦している方々にたくさん会いました。彼らが楽しそうに自分の夢や、物づく

りに関する話をするたびに、自分も負けていられない！という熱い気持ちをも

らっています。

男 社会人（電気系技術者）

「進路を変更する決め手」
僕は先日高専を退学しましたが、
高専生である間に、前々から参加を考え
ていた高専カンファレンスに参加し、発
表いたしました。ちょうどそのときは、
高専を退学するかしまいかを悩んでいた
時期でもありました。高専在学中に沸き

起こった「新たな夢」への気持ち
を、場違いさも感じながら発表にぶつけ
てみました。すると意外と好評をいただ
き、「この道に進むのは間違ったことで

はないな」と確信いたしました。人生
の大きな分岐点となった高専カン
ファレンスに、今度は「元高専生」とし
て参加したいと思っています。

男 その他

「起業した人、
起業しようとしている人」
高専カンファレンス in 京都ではじめて起業した

人や起業しようとしている人と出会いました。そ

のときに出会った人たちに感化されて、今では

起業系エンジニアとしてコードを書いている毎日

です。高専カンファに行かなければ起業はやっ

ていなかったと思いますし、高専カンファに行っ

てよかったと感じています。

男 社会人（Web エンジニア）
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世界に通じるICT 技術者をめざして世界に通じるICT 技術者をめざして世界に通じるICT 技術者をめざして世界に通じるICT 技術者をめざして

IEEE WCETIEEE WCETIEEE WCET
資格試験資格試験資格試験

Wireless
Communication
Engineering
Technologies

東京（中央区、港区）／大阪／神奈川試験
会場

4時間：165問（4者択一形式）
※CBT方式、全て英語での出題

試験
時間

2012年6月1日（金）～8月23日（木）
※17：00まで（日本時間）

申込
期間

会員（MCPC・IEEE） 42,000円　一般 47,000円
※なお為替変動により受検料が変わる場合もあります。

受検料

2012年9月23日（日）～10月27日（土）試験
期間 試験日は好きな会場、日時を自由に選べます。IEEE WCET検定試験は年2回(春・秋)実施されます。

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
MCPC検定事務局

http://www.mcpc-jp.org/ e-mail:msec@mcpc-jp.org
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-12 長谷川グリーンビル2階

TEL.03-5401-1735
FAX.03-5401-1937

検定・講習会のお問合せは

http://www.mcpc-jp.org/kentei/wcet/
検定受検のお申込み、テキストのご購入、受検対策講座受講に関しては、MCPC検定事務局ホームページでご確認ください。
ＭＣＰＣモバイルシステム技術検定はモバイルコンピューティング推進コンソーシアムの登録商標です。

申込みは
Webから！

後援：アメリカ合衆国大使館商務部
MCPCとIEEEはWireless Communication人材育成で提携

Mobile Computing Promotion Consortium 
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

WCET試験の詳細はHandbookを参照願います。 ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

資格試験資格試験資格試験
20122012年年99月9月9 2323日（日）（日）～1100月0月0試験

期間

Wireless Communicationで世界に飛躍する技術者として認定する
資格試験WCET。最高レベルのプロフェッショナルです。
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申込みは
Webから！

後援：アメリカ合衆国大使館商務部
MCPCとIEEEはWireless Communication人材育成で提携

Mobile Computing Promotion Consortium 
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

WCET試験の詳細はHandbookを参照願います。 ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

Wireless Communicationで世界に飛躍する技術者として認定する
資格試験WCET。最高レベルのプロフェッショナルです。

東京都千代田区外神田1-18-19 秋葉原駅前ビル4F  URL ： http://www.ekic.jp/03-5207-5805
総合内科、神経内科 頭痛外来、
メタボリック症候群、花粉症など

□診療時間
10：00～13：00、14：30～19：00

（土曜、日曜、祝祭日は休診） 『＜新版＞頭痛』

『知らずに飲んでいた薬の中身』

好評発売中！

アレルギーのご
相談も

どうぞ！
アレルギーのご

相談も

どうぞ！

医療法人碧桜

秋葉原駅クリニック
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◎株式会社マナスリンクについて
 株式会社マナスリンクはEMシリーズの
運営を目的として設立された会社です。
マナスとはサンスクリット語でマインドを
意味します。良いマインドを持った人々
をEMシリーズを通じて結び付け、良い人
の流れ良い情報の流れを作り出し、ソフ
トウェア業界を盛り上げていくお手伝い
をいたします。

◎EMシリーズ配布のお願い
 EMシリーズはイベントでの配布&EMシ
リーズに共感してくださる方の草の根配
布を拠り所としています。よろしければ本
誌を何冊かお持ちいただき、周囲の方に
紹介していただけるとうれしく思います。

◎広告出稿のお願い
 EMシリーズでは広告を掲載してくださる
クライアント様を募集しています。企業、
団体、個人は問いません。EM ZEROの
存続にご協力していただける方、広告効
果の可能性を感じていただける方がい
らっしゃいましたら、ぜひご相談させて
ください。

　■EMシリーズ広告のお申し込み
　　contact@manaslink.com

◎お取り寄せ
EMシリーズの最新号をお取り寄せいただ
くことができます。また、イベントや社内
での配布用には、送料をご負担いただけ
れば承ります。部数に限りがございます
ので、お早めにお申し込みください。

　■EM ZEROお取り寄せ
　　contact@manaslink.com

◎EM WALL展示中!

ジュンク堂池袋本店様（http://www.junku
do.co.jp/tenpo/shop-ikebukuro.html）の6F
コンピュータ売り場にて「EM WALL」の展
示をしております。世界に1つしかない
新しい壁メディアです。ぜひご覧くださ
い。

●編集後記

高専カンファレンスにはとても意識が高くおもしろい、学生たち、卒業生たち、先生方が来られ

ています。この冊子を通して、ほんの一部にはなりますが、そのような方々の魅力が伝わったら

いいなと思います。

引き続き第3号も出せたらいいですね。

（編集長　越野  亮）

待望の第2弾です!今回の読者ターゲットとして中学生を想定したところ、高専を経た将来の姿が

著者の方々を通して透けて見えてくるような記事が集まりました。未来のエンジニアを志すそこ

のあなた。ぜひ「高専」を進路の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか?

（副編集長　柏  夏美）

■EM高専カンファレンスVol.2刊行に協力してくださった方々
EM高専カンファレンスは多くの方々の協力を得て刊行に至りました。次号ではあなたもこの輪の

中に加わってみませんか?

大和田純 / @june29

五十嵐邦明（株式会社万葉）/ @igaiga555

三浦 彩（株式会社オプティム）/ @mitaku

佐藤 潤（福島工業高等専門学校）/ @junesa_to

薄谷ひとみ

小林貴也（京都工芸繊維大学）/ http://about.me/jigsaw

井上泰仁（釧路工業高等専門学校）/ @yasuto0306

河村辰也（情報セキュリティ大学院大学）/ @kawa_xxx

大日向大地（高専カンファレンス事務局代表）

（敬称略）
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  ■表紙イラスト制作

北村有希 
Yuki Kitamura

石川高専電子情報工学科を卒業後、
そのまま石川高専の電子機械専攻に
入学。ただいま1年生(高専6年生)。
数値計算研究室と電子情報研究部
に所属。第19、20回プログラミング
コンテスト出場。

絵師としての仕事歴はゼロですが、
謎の抜擢を受けて表紙を担当させて
いただきました。
Twitter:@yunyun_

■読者アンケートのお願い
EM高専カンファレンス編集部では、次回以降の発行の参考とするため
に、読者アンケートを行っています。ぜひともご感想をお寄せください。
アンケートはこちらのWebページにて回答できます。
http://kosenconf.jp/emkc2-enquete
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■スクラムのコミュニティ
Scrum Alliance： http://www.scrumalliance.org/
すくすくスクラム：http://www.sukusuku-scrum.jp/

■スクラムアライアンス認定研修（認定スクラムマスター研修、
　認定スクラムプロダクトオーナー研修、認定スクラム開発者研修）
次のURLにアクセスし、「Country」で「Japan」を選択してご覧ください。
http://www.scrumalliance.org/events/results
現在のところ7月11～13日、10月10～12日、10月18～20日、11月13～15日に開催が予定されてい
ます。
日本でのスクラムアライアンス認定研修のご相談は次のアドレスにメールでご相談ください。
nintei@odd-e.comもしくはtouko@odd-e.com

■Odd-e Japanのコンサルティング
Odd-e Japan（http://www.odd-e.jp/）のコンサルティングについてのご相談は、次のアドレスにメー
ルでご相談ください。
ebacky@odd-e.com

スクラムアライアンス認定研修のページスクラムアライアンス認定研修のページスクラムアライアンス認定研修のページ
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　高専は半世紀も前から高大一貫の先進

的な早期技術者教育を行ってきた文科省

ご自慢の教育システムで、世界の高等教

育機関を調査したOECD対日調査団から

『国際的に見ても非常にユニークで素晴ら

しい教育機関！』と大学よりも高く評価さ

れ、米国の新聞で絶賛されたり、その増設

が4月の国家戦略会議で提言されたりして

います。

　中学生の皆さんの“夢”を育み実現するに

は、『鉄は熱いうちに打て』の教えのよう

に、感性豊かな若い時に専門の道に入り、

基礎から応用までじっくりと学ぶことが必

要です。そのためには、受験勉強に中断さ

れない本科5年間の連続した青春を勉強や

部活に専念できる高専がお勧めです。本

科卒業時は、就職・専攻科進学・国公立

大編入の多様な進路が開かれています。

高専生のチャレンジ“高専衛星づくり”が本

年度の教科書（『中学道徳①』教育出版）

に載りました！昨年、円周率πのパソコン

5兆桁計算達成がギネス世界記録に認定さ

れた高専OBは、10兆桁も達成、20兆桁に

チャレンジしています。皆さんも高専入学

にチャレンジしませんか。

　保護者の皆様は入試突破が唯一の目

的の偏差値教育の弊害をどうお考えです

か。高専は、“虚”の紙の上での受験勉強か

ら解放されて、“実”のモノを扱う専門の勉

強をみっちり5年間でき、就職率抜群、4

割強の学生が2年間の専攻科へ進学、また

は国公立大3年次へ編入しています。どう

ぞ、お子さんと高専の門をたたき、高専カ

ンファレンスにおでかけください。

　高専カンファレンス（以下KCと略記）

は、土曜午後の開催で、一般発表（15分）

とLT（5分）、時には特別講演が行われ、

ライブ中継（チャット付）もあり、中継動

画やスライド等をHPに掲げる等の現代的

な運営は評価できます。名乗りをあげた委

員長がスタッフ・発表者・参加者をネット

で公募、MLと会合で準備を進める形が定

着し、次々と開催地が決まっています。5

月末までに全国で通算44回開催され、延

べ会場参加人数は約3000名、ライブ視聴

者も1000名を超え、動画・スライド等の

視聴者を含めると延べ5000名近くの人が

KCに関わっており、発表総数は約600件に

も及びます。

　KCに集う若き諸君の“高専パワー”には

感動します。先輩OB/OG達の会「HNK」

等と連携して“40万人高専OB/OGネット

ワーク”構築の核となり、KCに高専OB/OG

以外の技術者をも招き入れ、新しい産業・

新しい価値を生み出す先陣となってくださ

い。国を発展させていくリーダーは、「受

験エリート」ではなく、“高専魂”で、日々、

自ら学び・考える能力を磨いている自主独

立精神旺盛な若き諸君であると確信し、

エールを送る次第です。

■高専衛星が教科書に掲載される（『中学道徳①』教育出版）

高専カンファレンス  顧問

島田一雄　
Kazuo SHIMADA

世界に冠たる高専教育制度と若き高専人の熱き活動“高専カンファレンス”。 
高専は中学卒業者に5年一貫の技術者教育を施す高等教育機関として1962年に誕生し、
これまでに科学技術創造立国を支える40万人の有為な人材を輩出しています。
“高専カンファレンス”は若き高専OB/OGにより2008年に東京で始められ、
いまや毎月全国のどこかで開催されるまでになった高専生・OB/OGらによるワクワク感溢れる勉強会です。

高専カンファレンス
顧問
島田一雄
Kazuo SHIMADA

1940年1月東京生まれ。都立大付工高(都
立工業高専前身校)電気科卒・電通大卒。
上智大助手、東大宇宙研助手・工学部講
師を経て、88年航空高専電子工学科教
授、02年同校校長、05年(財)日本無線協
会参与、11年同専務理事。衛星設計コン
テスト実行委員、JAXAH2Aロケット相乗
り小型衛星選定委員、ヒューマンネット
ワーク高専「HNK」顧問、航空高専名誉
教授、工博(東大)。高専衛星作りを推進、
09年「KKS-1」打ち上げ成功を見る。

Profi le  プロフィール

“創設50周年の輝ける高専”入学が
夢実現への近道！

“誕生4周年の高専カンファレンス”
は素晴らしい！

“創設50周年の輝ける高専”と
“誕生4周年の高専カンファレンス”への誘

いざな

い
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