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コンセプト

「文・芸・理」の力
インターネットは社会を大きく変えました。新しい技術が社会を変え、その変化が研究
開発のスピードを加速させます。そして、そこで生まれた新技術がさらに社会を加速さ
せて──社会の変化のスピードはどんどん大きくなっています。新技術の利用──さらに
は研究開発には「理」の知恵が必要です。
しかし単に新技術の開発に成功しても、それだけでは技術を社会に出していくことはで
きません。新技術をどのように持続的ビジネスにつなげるか、社会問題の解決にどう活
かすか、関係する法律や規制をどうクリアするかといった「文」の知恵が必要です。
さらに同じようなサービスであっても、あるサービスは使いやすいとか、使っていて
楽しいというように──人々の感性にいかにマッチするかの差が、広まるときに大きな
結果の違いになってきます。その差を生むのはデザインであり「芸」の知恵です。

つながる力
インターネットが大きく社会を変えたのは「人と人」をオープンに広くつなげたからです。
特定の企業の中でしかつながらない電子メールやホームページではこんな力は持てな
かったでしょう。メールアドレスや URL を知っていれば「いつでも、どこでも、だれでも」
つながる──そのオープン性がインターネットの力です。次の大きな技術・社会革新の
波といわれているのが「 IoT : Internet of Things ──モノのインターネット」です。私たち
の身の回りの「モノ」がネットワークにつながり「モノと人」
、
「モノとモノ」が、オープン
につながる時代がやってきます。今までのインターネットの世界を超えて、ネットが
モノを通して現実の世界とつながっていきます。関連する法律や制度はより複雑になり
ます。

情報連携学へ
変化が加速した現代──高いレベルで「文・芸・理」の知恵を融合した IoT 時代のサービス
やモノがあれば、より早く成功をおさめられます。しかし同時に、どんなに優れた人で
も一人で「文・芸・理」のすべてが高いレベルでという人間はいません。今、求められて
いる人材は、自分が得意でない分野に対しても理解を持ち、共通の言葉で対話して連携
しプロジェクトを達成できる人材です。
そのために創造したのが、連携するための「文・芸・理」の知識と学習がどうあるべきかを
研究する「情報連携学」であり、その実践教育を行うのが「 INIAD：情報連携学部」です。

情報連携学部 INIAD 学部長

坂村 健
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コンピュータ・インターネットを
はじめとした、さまざまな科学技術
により、成り立っている現代社会。
一人ですべてを理解し動かすことは
難しい時代になってきています。

いろいろな機 能ブロックがネット

今求められているのは、多くの人々

から簡単に入手でき、スマートフォン

の協力と連携です。

ゼロから作るのは
難しくても…

の開発環境も充実しました。少しの
プログラムだけで高度なアプリを
作り、新サービスの実現が可能に
なります。

コンセプトは
「連携」

一人ではだめでも…

Sta

インターネット社会の今、
世界はますます
チャレンジが容易に

インターネットの中の
さまざまな機能や
サービスを組み合わせ
「連携」させれば…

rtu

p

システムを
連携させる力を

「連携」の基盤は
コンピュータサイエンス

インターネットによって地理的制約が
なくなり、考え方が同じで一緒にやって
いける人々との出会いは簡単になりました。
遠く離れたところにいる人たちと協力しあって
一緒に仕事をしたり（クラウドソーシング）、
設計図を送りモノを作ってもらって、それを
（国際）宅急便で送り返してもらったりして、
魅力的な試作品を作れば、ネットを通じて広く
世界から資金を集める（クラウドファンディング）
こともできます。
世界では、こうして若者たちが革新的な製品を
世に出して成功する「スタートアップ」が増えて
います。
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多様な人々と
連携できる力を

チームを組んで、コンピュータを
使いこなし情報を通して連携し、
すばやくアイデ アを 形 にできる
人材が今求められています。

プログラミングによりインターネットや 3D プリンタなどの
環 境を使いこなし、他の人々や 組 織と「連 携」することで
すばやくアイデアを形にできる力をつける四つのコースが
あります。

全コースで CS 教育
プログラミング力をつけるのが
CS ― Computer Science（コンピュータ科学）。
連携の基盤としてCS 教育を重視し全コースで
CS 初級とプログラミング教育を実施します。

コース横断の
チーム実習
コース横 断でチームを組み 共 通の課 題に
取り組む実習を複数年通して実施します。

コミュニケーション力
の重視
異なる専門、多様な国籍を持つ者同士で、
共通の課題解決を行うため「英語」をはじめとして
「プレゼンテーション」や「ディベート」などの
実践的コミュニケーション能力を身につけます。

どんな人生を送るにしろ、
人生を助ける力としての「プログラミング」
INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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コンセプト

連携できる力が
未来の鍵

東洋大学情報連携学部

INIAD

激動の時代、
新しい大学教育を目指して

イニアド

東洋大学情報連携学部── INIAD は常に社会とのつなが
りの中で、今できるベストな大学教育を行うことを目標と
しています。

連携できる人材
人工知能（AI）と IoT（Internet of Things）の技術が、こ

坂村 健（東洋大学情報連携学部

れからの世界を大きく変えようとしています。1990 年代
に登場したインターネットで世界は変わりました。特にこ
の 20 年のインターネットとクラウドとマッシュアップの
技術── “ マッシュアップ ” という言葉は日本語にはなか
なか訳しにくいのですが── “ 連携する力 ” というような
ものだと思いますが、これがビジネスの世界にも影響を与
え、その形を大きく変えてきました。

AI ＋ IoT 時代の教育の場
INIAD は、AI と IoT の時代のための教育の場です。ここ

学部長）
INIAD

で必須になるのが、
「連携力」です。高い専門性を持ちなが
ら、チームを作って連携することができる基礎を作るた
めの「情報連携基盤教育」を、入学してすぐに行います。
INIAD は「文・芸・理融合」を謳っていて、1 年次は全員が
同じカリキュラムで学び、2 年次からは四つのコースに分
かれます。ここで、いろいろなコースの人たちが協力し
あって問題解決するということを実践します。
しかし、同じ価値観の人たちが集まるだけでは不十分で
す。新しい価値を生み出すためには、いろいろな価値観を
持つ人が集まる「多様性（ダイバーシティ）」が欠かせませ
ん。そこでのセレンディピティがイノベーションを生む鍵
になります。“ セレンディピティ” も日本語に訳しにくいの
ですが、“ 偶然の幸運な出会いを活かす ” ことです。です
から、学生構成の比率は、日本人と外国からの人、男性と
女性、新卒と社会人が、それぞれ 1：1 となるのが理想と
考えています。今のところ、外国からの学生は 20 パーセ
ント弱、女性は 30 パーセントぐらいなのですが、1：1 に
近づくよう努力しているところです。
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コンセプト

そして INIADでは社会人の再教育を重視しています。今
急速に高まっている AI と IoT 技術。従来の教育だけではつ
いていけません。そのために企業の方々には、この INIAD
を再教育機関と考えていただいて、ぜひ社員の方を学生
として送り込んでいただきたいと思っています。東洋大
学を創設した井上円了先生も晩年は生涯教育にとても力
を入れていました。井上先生がこの東洋大学──当時は哲
学館と言っていましたが──を創立した明治という近代化
の渦中にあった激動の時代と同じように、現在はクラウド
＋ AI ＋ IoT 技術による激動の時代を迎えています。これが
今、東洋大学に INIAD を開学することの意味です。

INIAD のカリキュラム
INIAD でのカリキュラムをご紹介しましょう。1年生のと
きにプログラミングとコミュニケーションを学びます。普通
であれば大学に入るとまず一般教養を履修します。大学に
おいて一般教養はとても大切です。自分の専門とまったく
関係がないと思える分野を教養として学ぶことは、まさに

INIAD HUB-1
イニアド

ハ

ブ ワン

大学においてこそ実践すべきことだと思います。しかしだ

INIAD の校舎は「 INIAD HUB-1」とよんでいます。総床面

からといって、入学したばかりの1年生のときに教養科目を

積 19,000 平米のビルの中に、5,000 個の IoT デバイスが

全部押し込んでしまって、それから専門分野に進むという

取り付けられています。建築外観設計は隈研吾さんにお願

のは、どうも違うのではないか。高校から進学してきた学

いしました。おかげさまで非常に表情豊かで印象に残る外

生には、まずは高校とは違うことからスタートさせるべきで

観になりました。一方、建築設備やインテリアデザインも

はないか？

含めて、内装は私が担当しました。たとえば椅子ですが、

一般教養は4 年間かけて興味を持ったときに

興味のある分野を履修すべきというのが私の考えです。
したがって、入学したらまずは、この INIADが重視する

見た目よりも座り心地を優先しています。長時間座っても
疲れない人間工学に基づくデザインをしています。

連携基盤教育──主には、プログラミングとコミュニケー
ションをしっかり学んでもらいます。日本人の場合は英語、

メディアセンターは従来の図書館に相当する施設です。

英語が話せない外国人は日本語を学び、まずはお互いにコ

静かな学習空間だけでなく、コミュニケーションを促す学

ミュニケーションを取れるようにします。また、単に語学

習空間も提供しています。また、私が以前から実現したい

力だけではなく、いろいろな実習を通してコミュニケー

と思っていた紙の本のない図書館にもなっています。紙の

ションする力を育てます。

本は将来なくなるだろうと思っており、INIAD では先行的
にそのことを実験しています。教室には黒板や白板もなく、
すべてプロジェクターに映して授業を進めます。映ってい
る教材はクラウドに入っていますから、学生はそれを共有

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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メディアセンター

できるようになっています。また学内には紙の掲示板もあ
りません。すべての情報はパソコンやスマートフォンを
使って入手できます。また、校舎内の各所にデジタルサイ
ネージ（電子掲示板）が設置されていて、その日時や場所
に最適な情報が選択的に表示されるようになっています。
ム ー ク ス

INIAD で は、M OOCs（Massive Open Online Courses）
を使った反転型の教育を重視しています。学生は、授業を
受ける前に配信された動画で予習し、小テストを受けてお
きます。多くの授業は小教室で行われ、教員から予習での
理解のフォローアップを受けたあとは、ディスカッション
がメインになります。
メ イ カ ー ズ

ハ ブ

INIAD には Makers' Hub という施設があります。デジタ
ル工作のための 3D プリンタ、3D スキャナ、レーザーカッ
ターなどのデジタルファブリケーションのための機材や、
ロジックアナライザーやオシロスコープなど、電子工作の
ための計測機器が完備されていて、学生がアイデアをすば
やく形にできる環境が整っています。

INIAD のカリキュラム
● 文･芸･理融合
■

四つのコース

● 連携力
■
■

チーム実習
一年次で連携基盤教育

エンジニアリング
コース

デザイン
コース

ビジネス
コース

シビルシステム
コース

エンジニアリング
研究

デザイン
研究

ビジネス
研究

シビルシステム
研究

大学院

4年

チーム実習

3年

2年

1年

コンピュータ
アーキテクチャ
コンピュータ
ネットワーク

ビジネス

デジタルデザイン

インキュベーション

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン

プログラミング

データサイエンス

コミュニケーション
（日本語／英語）

● 多様性
■
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多様な参加ができる体制

高校生

留学生
社会人

インフラサービス
クオリティオブ
ライフ

コンセプト

黒板のない小教室

MOOCs

Makers' Hub

INIAD HUB-1 の校舎は、建物自体が IoT の教材になっ

イプする）と照明や鍵の状態を音声で教えてくれます。そし

ています。これを使って教室の照明を点けたり消したり

てダブルタップすると、照明を ON/OFF したり、扉の鍵を

するプログラミングの演習をしています。プログラムで

開けたりできます。

照明制御 API を呼び出せば、実際に自分がいる教室の電

このようにINIAD HUB-1は、
環境すべてがIoTの教材です。

灯を点けたり消したりできます。これが建物全体が IoT の

そして、“ プログラムをすれば自らの生活環境を広げるこ

教材であることの意味です。

とができる ” ──これが、今新入生にいちばん学んでほし

照明制御 API とオープンになっている音声認識 API を組

い姿勢です。

み合わせて──つまりマッシュアップして、声で照明を制
御するという演習もあります。
「照明を消してください」

私は、TRON プロジェクトという組込みコンピュータの

と話しかけると自分がいる部屋の照明を消すことができま

世界で、40 年ほど前から技術情報をすべてフリーでオー

す。世界中で公開されているさまざまな API をマッシュ

プンにするということを続けてきました。今や世界は、
オー

アップして一つのシステムを作るというスキルは、これか

プンになった他人の成果を使って自分の成果を出し、それ

らとても重要になります。こうした演習も開学した 2017

をまたオープンにする──そうしたことを繰り返して発展

年 4 月から始めていて、すでに音声認識を自分が作ったシ

し て い ま す。 で す か ら INIAD の 学 生 に は、 こ の INIAD

ステムに組み込み、自分の電子キーのついたロッカーを開

HUB-1 の校舎を使い倒して、自分たちの成果を世界中に

けるということをやっている学生が出ています。

オープンに発信してほしい。INIAD からイノベーションを
起こし、INIAD が世界で高い評価を得て、ここで勉強した

また、視覚障碍の方のためのビル制御のスマートフォ

いという人が増えてほしいと切に願っています。

ンアプリも開発しています。画面を指で上になぞる（スワ

人間工学に基づく椅子

音声認識 API

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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組織の記憶
――哲学者井上円了の生涯
井上円了先生は、1858 年（安政 5 年）に生まれ、29 歳の

ぎないという結論を導くのです。

1887 年（明治 20 年）に東洋大学の前身となる「哲学館」を創

この時代の哲学というのは正に科学でした。科学的な分析

設します。建学の精神は、「諸学の基礎は哲学にあり」。そし

で大量の調査やデータ収集をもとに分析を行って仮説を考

て井上先生は、「妖怪学」の創設者としても知られています。

え、それを実験で確かめたのです。哲学は人生や世界の根本

明治の日本は、文明開化の影響で激動の時代でした。だか

理念を考える学問なのですが、どうしてそうなるのかという

らこそ何かにすがりたい気持ちからか、妖怪とか幽霊とか火

ことを解明して納得しないといけない。証拠が必要になりま

の玉といった怪奇現象が大流行りになりました。また狐狗狸

す。井上先生の近代哲学の姿勢は徹底していて、先験的な真

という妖怪がお告げをしてくれる「こっくりさん」という占

理を鵜呑みにせず、まず自分で考えることが大事だと説きま

いも流行り、お告げを信じた人が多くの悲劇を引き起こして

した。そして、明治の日本に必要なのは一人ひとりが自分で

いました。井上先生は、こうしたいい加減なことで物事が決

考える精神を育む「心の近代化」だと訴え、生涯にわたって

まっていってしまうことを強く戒めて、こうした現象の原理

そのための活動を続けました。

を科学的手法で解明し、公表することで社会不安を治めよう
としました。

しかし、井上先生が 44 歳のときに哲学館事件が起こりま
す。ある生徒の卒業試験の倫理学の答えの「動機が善なら、

当時のこっくりさんは、フタと竹の足でできた不安定な

主君や親を殺すのも悪とは限らない」を良しとした。それを

テーブルのようなものの上に、参加者が指を乗せていました。

当時の政府が
「危険教育」
と問題視したのです。それに対して、

こっくりさんに質問するとテーブルが傾き Yes か No かを答

井上先生は何より ｢生徒が自分の頭で考える｣ という原則を

えてくれるというものです。井上先生は、大量のデータ収集

守ろうとした。その結果、国と対立し、学校を守るために自

により参加者の性格との強い関係を割り出しました。物事を

ら身を引くことになってしまうのです。

疑わず信じやすい傾向の人がグループにいると現象を引き起

この哲学館事件がきっかけとなり、哲学館が東洋大学に

こすことがわかったのです。また、複数人で同じテーブルに

なったころには井上先生と本学との関係がなくなってしまっ

指を置くという慣れない行為は、意識しないのに筋肉が動く

ていたのは、非常に残念だったと思います。教育者としては

「不覚筋動」を誘発しやすいという仮説を立てました。そして、

当時イギリスで始まった生涯学習へと転身していきました。

誰もが答えを知っている質問と答えを知らない質問を比較す

生涯教育の場として井上先生が作ったのが東京都中野区にあ

ると、参加者が答えを知っている質問がよく当たるという結

る哲学堂です。また、自分の考えを広めるために、14 年間に

果が出ました。こうしたことから、井上先生は、こっくりさ

5,400 回も講演を行いました。そして満州で講演中に倒れて

んは、単に参加者の潜在意識が不覚筋動を誘発しているに過

帰らぬ人になったのは、
1919 年
（大正 8 年）
61 歳のときでした。

8
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コンセプト

最新技術で読み解く

「哲学堂」
2018 年は、東洋大学の創設者であり、明治期の日本の近

しかし、残念なことに当時の「演出装置」は多くが失われ

代化に哲学教育の側面から多大な影響を与えた井上先生の生

たり、他へ移されたり、劣化したりして演出意図を果たせな

誕 160 周年・100 回忌でした。そこで INIAD は、これを記念

い状態になっています。たとえば哲学堂公園の道は最後に「絶

して、井上先生が設計した哲学堂公園（東京・中野区）を、

対城」につながります。「絶対城」は先生が唱えた「あらゆる

最新のコンピュータ技術を使って演出する展示会を開催しま

知識の集まる書庫」
という概念を形にした図書館でした。ゴー

した。

ルに「答え」ではなく、
「自ら学び考えよ」として書庫を置き、

東洋大学に INIAD を開学するにあたり、開祖の井上先生に
ついていろいろと学びました。私なりの理解で、先生の
「哲学」

突き放すという洒落た演出ですが、今の「絶対城」にはその
21,000 冊の蔵書はありません。

と今でいう「科学」が非常に近しいものであることを知り、自分

そこで、単なる過去の写真の展示から一歩踏み出して、先

で考えることを重視するその科学的姿勢に感銘を受けました。

生がこの公園に込めた設計意図を解題する――それを先生が

人工知能をはじめとする最新のコンピュータ技術が、日本

今生きておられたら、趣味と実益を兼ねて喜んでお使いに

の社会のカタチを根本から変え始めた現代は、ある意味「西

なったであろう最新のコンピュータ技術を駆使して演出する

洋合理主義」が伝統的日本に押し寄せた明治にも次ぐ激動の

という特別展示を設計しました。事実、井上先生の「絶対城」

時代です。井上先生の「自分で考える力を持て」という教えは、

に今最も近づいているのはインターネットの「向こう側」だ

時を越えて現代を生きるための力にもつながります。

と思います。紙ベースでは「あらゆる知識の集まる書庫」と

井上先生を語るときクローズアップされることが多い、先

いう概念の実現は不可能なので、井上先生がインターネット

生が始められた「妖怪学」も、狐狸妖怪を信じる明治の人々

を知られたらどんなに喜ばれたかとも思います。そして、そ

に「自分で考えること」を教えるにあたり、まず興味を引く

の考え方は「紙を使わないで教育する」という制約を自ら楽

ため――いわば教育のきっかけだったと思います。ただ、そ

しむという INIAD 流でもあるのです。
（坂村 健）

ういう合理性だけでなく、妖怪グッズのコレクションに発展
させたところは、先生の人間味でもあるでしょう。
哲学堂公園について先生の書かれた書をはじめいろいろな
文献にあたりました。そこからわかったことは、
「哲学堂」が
歩きながら哲学がわかる「教育装置」として緻密に設計され
た空間だということです。当然「演出装置」として妖怪グッ
ズも公園内に多数配置されていました。

哲学ワンダーランド

―井上円了の不思議な世界―

東洋大学 赤羽台キャンパス INIAD ホールホワイエ

2018 年 6 月 9 日～
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学部長インタビュー

「イノベーションを起こせる
人材を育成する」
坂村健 INIAD 学部長はどのような考えで
この新しい組織を展開させるのか？

東洋大学というと白山キャンパスが有名ですが、
白山から離れている INIAD の立ち位置は

が多く生まれています。そして、そこがイノベーションの
主体になっています。
従来の学問分野はネット社会誕生以前に作られたもので

「情報連携学部」はまったく新しい学部であり、場所も

すので、これだけでは新しく生まれてくる分野をカバーで

白山キャンパスではありません。以前 UR 都市機構の団地

きません。今こそ新たな学問の体系を打ち立てることが必

があった東京都北区赤羽台に、学部が１学年 400 人、大

要ではないのか、から始めたのが INIAD です。コンピュー

学院が１学年20人、それに教職員・スタッフあわせて2,000

タサイエンスやエンジニアリングがその中核となるのはも

人弱を収容できる新しい建物を建て、2017 年の 4 月 1 日

ちろんですが、その中にビジネスやデザイン、そしてシビ

からオペレーションを開始しました。建築の総合プロ

ルエンジニアリングといったイノベーションに関わりの深

デュースを私が行い、外観デザインは新国立競技場の設計

い分野を含め、それらを再構築して新たな学部を創りたい

などで著名な隈研吾さんにお願いしました。

と思ったのです。

“ INIAD ”――「情報連携学」とは
INIAD ─ こ れ は イ ニ ア ド と 読 み ま す が Information

新しいコンピュータサイエンス
コンピュータサイエンスに関しては私が専門としてい

Networking for Innovation and Designの略です。INIADは、

る分野ですが、間違いなく大きく変わっています。ご存じ

ネットワーク時代に対応した、新しいイノベーションを起こせ

のとおり、大型コンピュータにバッチ処理の時代からタイ

る人間を創出することを目的として創設された学部です。

ムシェアリングシステム注 1）の時代、パーソナルコンピュー
タの時代、そしてネットの時代、クラウドコンピュータの

文・芸・理の融合

時代になってきています。ネットの時代では、クラウドと
エッジで処理をどのように分担させるかといった研究が

現在、新たな情報の時代が到来して、学問においても従
来の文系や理系という考え方で分けるのが難しい中間領域

10
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必要になります。ネットワークのプロトコルに関しても、
これまでの TCP/IP という時代から、センサーがつながっ

コンセプト

たときの軽いデータの場合と映像などの重いストリーミ

だけでなく、音声認識、位置認識、モーション検出など

ングデータの場合とでは使うプロトコルを変えようと

さまざまな技術を駆使して、よりよいユーザエクスペリ

いった、次世代インターネットのための新しい研究も出て

エンス（UX：User Experience）注 2） を作り上げるという

きています。

考えになっています。従来のコンピュータのユーザイン

また、これからの IoT（Internet of Things）の時代は、従

タフェースの考え方とは大きく変わってきており、新し

来の情報処理の技術と組込み技術が融合するという時代に

い時代のための新しいデザインを生み出していかなけれ

なります。この IoT の時代に対応できる情報処理教育を実

ばなりません。

践している大学は少ない。このように、学問の枠組みその

工業デザインに関して、現在では 3D プリンタ注 3） の登

ものが大きく変化するという時代に、従来の教育システム

場により、昔とはまったく違った方法で物を作ることがで

のままではなく、その変化に対して新たな挑戦をしようと

き、ネットワーク時代の製品開発はますます容易になって

するのが INIAD なのです。

います。デザインの良し悪しが成功、失敗を決定すること

DX（デジタルトランスフォーメーション）時代の
デザインとは

すらあります。考えているものを制約なく形にすることが
できる今、デザインとは何かを再考する必要がでてきてい
ます。

今いろいろなユーザインタフェースがスマートフォン
などに集約されるようになってきました。単に画面操作

注 1） タイムシェアリングシステム（Time Sharing System、TSS）
1 台のコンピュータをユーザ単位に時分割で共有し、複数ユーザで同時にコンピュータを利用するシステム。現在では見られない運用方法。
注 2） ユーザエクスペリエンス（UX、User Experience）
利用者が製品、サービスを利用したときに感じる体験の総称。単なる使い勝手や使いやすさだけでなく、利用した際の印象や満足度なども含めた広い概念。
注 3） 3D プリンタ（スリーディープリンタ）
3 次元データを元に樹脂などを加工して立体物を造形する装置。モックアップ、製品試作、量産の型に利用されたり、医療分野では義足や人工骨にも利用
されたりする。低価格化が進み、低コストで短期間に立体物を作成できるようになった。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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「文芸理融合」の「文」はビジネスとのことですが、
これからの DX 時代のビジネスに関する教育とは
注 4）

学というと、主にインフラをつくることがベースでした。
都市やまちをつくるときに、道路や上下水道をどう引く
かということはもちろん今でも重要です。しかし、先進

という新しい学問が登場していま

国でそういうものが当たり前になってくると、次に重要

す。IoT 時代の現在、リアルで着実なデータが大量に集まっ

になってくるのはクオリティオブライフ（QOL：Quality

てきます。人間の経験と勘で動かしてきたこれまでのビジ

of Life）注 6） です。コミュニティをどう形成するのか、少

ネスとは異なり、IoT やオープンデータの技術を使いデー

子高齢社会にどう対応していくのか、または今日本で問題

タを収集し、それを、人工知能や機械学習といった技術を

になっている、都市と地方の格差をどのように解消するの

使いコンピュータに解析させる。こういうものを総称した

か。従来はトピック程度に扱っていた課題を、これからは

データサイエンスが生まれており、こういうものを駆使し

前面に打ち出して解決していこうということです。

データサイエンス

てマーケティング開拓や新しい企画を立てる力が望まれて
います。
最近ビジネスの分野で、フィンテック（FinTech）注 5）と
いうものが大変話題になっていますね。これは「ファイナ

INIAD のカリキュラムの特色を教えてください
大学に入学すると、日本では一般教養を 1 年次に学び、

ンス」と「テクノロジー」を融合させた新しい造語です。

それから専門分野に進むのが普通です。一般教養はもちろ

コンピュータネットワークやインターネットを駆使した、

ん重要ですが、1 年次は一般教養を学び、それから専門分

新しい金融の考え方を打ち出しているものです。その範囲

野という流れは、私は違うのではないかと思っています。

には電子マネーやビットコインのようなものも含まれま

INIAD では、一般教養は 4 年間に各自学びたいところで学

す。このような新しい技術が登場することにより、経済学

んでくれればいいとしています。逆に 1 年次は全員、分野

などでもこれまでとはまったく違った新しいモデルを創る

を問わず、プログラミングを中心としたコンピュータサイ

ことが期待されています。

エンスの教育を受けてもらうことになっています。
これは大きな違いで、このINIADが創設されて何年か経っ

シビルエンジニアリングとはどのようなものですか

たときに、この大学を出た人と他の大学を出た人に明らか
な差がついているということを示したいのです。一刻も早く

シビルエンジニアリング（Civil Engineering）というの
は日本語に訳すと「都市工学」でしょうか。従来は都市工

12
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新しい考え方を身につけるため、すべてにおいてコンピュー
タを使用し、すべての学問の習得に最大限活用します。

コンセプト

INIAD での勉強の仕方ついて

新しい INIAD の校舎— INIAD HUB-1
ム ー ク ス

INIADでの勉強の基本となっているのはMOOCs 注7）です。

原型になったのは、ダイワハウスから寄贈を受けて私が

これはオンラインで遠隔授業を行うシステムです。先生が

東京大学に作ったダイワユビキタス学術研究館です。ビル

一方的に話す講義は、インターネット上でいつでもどこで

を構成しているすべてのものがネットワークに接続されて

も見ることができますので、学生はあらかじめオンライン

いて、それを API（Application Program Interface）を使っ

で授業を受けてから学校に来ます。そして学校では、質問

て許可された範囲で制御することができます。そのアクセ

やディスカッションをしたり実習をしたりと、学校にいな

スコントロールのメカニズムを強力なアーキテクチャが支

いとできないようなことを中心に勉強します。

えています。私が今デザインしている IoT-Aggregator を中

INIAD に入学した学生はインターネットに接続できるコ
ンピュータを持っていることが前提となります。現在こう
したコンピュータは 5、6 万円で買うことができます。そ

ア グ リ ゲ ー タ ー

心とした Aggregate Computing Model。この思想に基づく
次世代のインテリジェントビルです。
まさに変貌するビルで、各自でプログラムすることによ

して INIAD の学生なら、コンピュータさえ持っていれば、

り自分たちがだんだんと快適になっていくような空間なの

授業で使うさまざまな資料をネットで見ることができま

です。目的に合うように機能が変化するビルディング。学

す。もしも専門書を含めた教材をすべて紙の本でそろえよ

生にはそういう新しい体験の中から、新しいビジネスに対

うとすると、卒業までの 4 年間で軽く 10 万円は超えてし

する発想も身につけてほしいと思っています。

まうのではないでしょうか。
入学時のガイダンスで MOOCs の使い方や質問の仕方を
指導しますので、ぜひ新しい勉強の仕方で新しい学問を学
んでほしいと思っています。
注 4） データサイエンス（Data Science）
データ解析の全般を取り扱う分野として従来から研究されている分野。近年、大量データを収集・処理・解析する技術（ビッグデータ、人工知能）の発展
によりビジネスや行政など広い範囲での活用が期待されている。
注 5） フィンテック（FinTech、Financial Technology）
金融（Finance）と技術（Technology）を組合せた造語。インターネット、セキュリティ、ビッグデータ、人工知能（AI）などの技術を活用した、金融、決済、
財務などの新しいサービスを指す。
注 6） クオリティオブライフ（Quality of Life）
物質的な豊かさだけでなく、精神面まで含めた生活全体の豊かさや質のこと。
注 7） MOOCs（Massive Open Online Courses）
インターネット上で受講できるオンライン教育システム。INIAD では、学生は事前に各自 MOOCs を使い学習し、教室ではディスカッションや実習を中心
に行う反転型教育を導入している。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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ほかの大学と比べて、まず気がつくのは壁に紙が

プログラミングの教育以外に大事なものは

貼られていないことですが
これはもう間違いなくコミュニケーションです。この学
よく気がつきましたね。INIAD では紙を使わないことを

部では 2 年次から専門分野、ビジネス、デザイン、エンジ

一つのテーマとしています。もちろん紙を使ったほうが良

ニアリング、シビルシステムのコースに分かれるのですが、

い場面もあるのでしょうが、あえて紙をまったく使わない

学部の名前が情報連携学部ということからわかるように、

という考えで運営しています。

いろいろな専門分野をもった学生たちが、3 年次に仮想的

INIAD の図書館の本棚には紙の書籍が一冊もありませ
アイトリプルイー

に社会に出たときのように協力しあい、モノやサービスを

ん。たとえば、IEEE や ACM など世界的にもトップクラス

作るという実習があります。連携による共同作業。連携し

のコンピュータ関係の学会では、紙の学会誌は発行せず

て専門分野が違う人といろいろなことを進めていくために

ネット上で電子データのみを配布し、過去の資料も電子化

は、コミュニケーションスキルが必要です。

を進めています。未来の世界では、今まで紙に印刷されて

INIAD の学生は半分男性なら半分女性にしたい。半分日

いた書籍は電子データに置き換わりネット上で自由に読め

本人ならもう半分は外国人にしたい、半分は高校を卒業し

るようになるというイメージで、私たちの図書館では紙の

て入ってくる人なら、もう半分は社会人にしたい。そうい

本を極力なくしていこうとしています。大学の図書館とし

うミクスチャーの中でコミュニケーションをうまくとり連

て必要な書籍や資料は、新規に購入するものはできるかぎ

携することによって新しいものが生まれると私は思ってい

りネットで読める形式のものを購入したり、自分たちでテ

ます。そのためには自分と異なる人々とコミュニケーショ

キストを作ったりしています。

ンをとれるいろいろな能力が必要になります。日本語はも

また、普通の大学では事務室の前にある掲示板に紙を貼り

ちろん英語も重要ですね。プレゼンテーション、自分の考

だして休講などの情報を学生にお知らせしていますが、INIAD

えを他の人々にわかってもらう技能を磨く必要もありま

では必要な情報はすべてデジタルサイネージに掲示するように

す。INIADではそのための多くの実習が用意されています。

し、学生のアカウントからネット上でも見ることができるので、
わざわざ学校に来て休講を確認するような無駄がありません。

大学の DX を目指すというのは、どういうことでしょう
世界では DX に対して大きな関心が集まっています。IoT、

INIAD を卒業する学生たちに期待することは
INIAD の哲学を充分に理解してコンピュータプログラミ
ングを身につけた学生が、INIAD で学んだ知識を最大限に
駆使して、社会のさまざまな問題を解決するのための一員

ビッグデータやオープンデータ、そしてそれらを解析する

として活躍することを期待しています。一人だけでできな

ために使われる機械学習など、ネット時代に生まれた新し

いのであれば、とにかくその中の一員に加わって問題を解

いコンピュータサイエンスを駆使して、今までのビジネスの

決していくことができるようになってほしいです。それが

やり方を新しいコンピュータ体系のもとでやり直したらどう

広い意味でいえば社会に貢献することであり、人類に貢献

なるか――これは技術だけではなくて、制度の改革も含め

することにつながっていくでしょう。

た大きなムーブメントなのですが、私たちが INIAD でやっ

INIAD 卒業生には、常に新しいことにチャレンジし、イ

ているのはまさに大学の DX、新しいコンピュータサイエン

ノベーションを起こせるような人間になってほしいと思っ

スの力をもって、大学の運営そのものも、また教育の仕方

ています。

も変えていこうというチャレンジです。
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コンセプト

INIAD に入学する学生の心構えは
私が常に高校生たちに伝えていることですが、言うまでも
なく大学は義務教育ではありません。大学時代に友人を作っ
たり教養を高めたりすることも大切ですが、まずはその前に、
自分が入った大学の哲学にのっとり、意欲的にしっかりと勉
強をすることが重要です。そういうことをないがしろにして
勉強する意欲が最初から無いような学生は、INIAD を卒業で
きないと思います。
INIAD は文・芸・理融合でプログラミングやコンピュータ
サイエンスを学ぶ学部ですから、「私は文系だから数学は関係
ない」とか「理系だから国語が苦手だ」ということでは困り
ます。高校の基礎的な勉強はきちんと理解したうえで INIAD
に入学してきてほしいと思っています。また、国際的なコミュ
ニケーションを重視していますので、日本人だったら英語で、
外国から来た人だったら日本語でコミュニケーションをとれ
る語学能力も必要です。
INIAD で勉強したいのであれば、高校で学習する基本的な
ことをきちんと理解し、さらに INIAD がどういう考え方で教
育をしているのかを十分知ったうえで来ていただきたいと
思っています。

最後に、INIAD と社会との連携について
日本を含めた世界中の大学と連携していこうと思っていま
す。たとえばすでに 2017 年度から、東京大学、名古屋大学、
名城大学とともに、IoT など新しい情報通信技術を社会人に教
える文科省の enPit-Pro プロジェクトなどを始めています。ま
た、世界中の企業との共同研究も始まっており、この IoT 時
代に対応するための新しい組織づくりの渦中にあります。期
待していただきたいと思います。
社会人の再教育にはとても興味を持っているので、現役の
エンジニアの方をはじめ新しい時代の新しい力をつけるため
学び直したいという社会人の方たちも大歓迎です。入学試験
の 方 法 に つ い て も い ろ い ろ あ り、 そ れ に 関 し て は ウ ェ ブ
（https://www.iniad.org/）に掲載されているのでご覧ください。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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INIAD の 教育方式
ネットワークと現場を
組み合わせた

教育環境―― INIAD HUB1

新時代の教育

ネットワークの時代だからこそ、INIAD では「その場に集う
こと」を重視している。知識を受け取る部分はネットワーク
ム

ー

ク

ス

のオンライン教育システム「 MOOCs」で行う。いつでも、
どこでも、何度でも、納得行くまでブラウザ経由で受講が
可能で、演習により自分の理解度も確認できる。
一方、キャンパスではネットワーク上でできないことを行う。
具体的には、教師や、学生同士での討論を中心とした対話
中心の授業や、手を動かす実習を行い、オンライン教育シス
テムで得た知識を消化し身につけることを促している。

従来の大教室から多数の

小教室中心の構成へ

従来の日本の大学──特に私学や文系の大学では、教師から学生に一方的に知識
を伝える「講義」形式が主流であった。そのため、より多くの学生を収容できる
大教室が効率的とされてきた。しかし、単に先生が一方的に知識を授けるだけ、
学生が受け取るだけでは「連携」にはならないし、対話中心の授業は、大人数で
は成果がでない。そこで、INIAD の教室は、小教室中心の構成になっている。
また、さらに小さいチームルームが多く用意されており、3 年生以降に
開始されるチーム実習のための拠点としたり、学内で起業する会社
のオフィスとして利用したりと、さまざまな利用が可能である。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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キャンパス機能
メディアセンター
本のない図書館
メディアセンターは、INIAD における図書館に相当する施設である。ただし普通の図書館と異なるのは
紙の本が 1 冊もないこと。これは INIAD がペーパーレス環境の実現を目指しているから。ではどのように
学生は図書館を利用するのだろうか。INIAD ではさまざまな分野にまたがる電子書籍や電子ジャーナル
と契約している。INIAD アクセスコントロールにより許可された学生や教職員は、持参したノート PC や
メディアセンターに設置されているタブレットなどで電子ブックを閲覧することができる。
INIAD の学生の中には、初めてコンピュータを本格的に利用する学生もいるので、メディアセンターに
はコンピュータの相談窓口であるヘルプデスクがあり、学生は開室時間内ならインターネットに接続
する方法などをいつでも相談することができる。ま
た、メディアセンター内には自習スペースが豊富に
用意され、電源も用意されている。一人でいながら、
同時に周囲に人々を感じられる、適度な独立感の
パーソナルスペースで、学生は自分のコンピュータ
を利用して授業の予習や復習を行うことができる。

18
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ミーティングスペース
ネットが主流になっても、直接顔を合わせてコミュニケーションを取ることの重要性は変わらない。メディア
センターはその対面でのコミュニケーションを助けることを中心に、ネットの中だけでは実現できないメディア
機能を提供するスペースでもある。
ミーティングスペースでは、学生が少人数で集まって、一つの同じ大画面を見てコミュニケーションを取る
ことができる。また、ミーティングスペースはさまざまなインテリアで気分を変えられるようになっており
アイデア出しを刺激する。他のチームとの適度な距離感を保つことができ、セレンディピティ（予期せぬ
幸運な出会い）を演出し、アイデアの掛け算効果を生みだす。近くにはカフェスペースもあるので、クリエー
ションに疲れたら、美味しいお茶とスイーツでリフレッシュしてはいかがだろうか。
小人数でのセミナーや討論会を行える小規模なシアタースペースも用意されている。プレゼンテーションや
展示などに使用できる曲面スクリーンには、スティッチングとよばれる技術によって 3 個のプロジェクター
の映像をシームレスに合成して 1 枚の画面として投影することができる。
使い方の例として、この曲面スクリーンに、東洋大学の創設者であり、妖怪研究の専門家でもある井上円了
先生のコレクションの一つ、妖怪の絵巻物を投影してみよう（右上図）。実物は貴重品であり、実際に絵巻物
を開いて鑑賞することは難しいが、この展示のように絵巻物を電子化し、曲面スクリーンを活用して実物に
は手を触れることなく鑑賞することができる。

展示エリア
メディアセンターに隣接するスペースは、学生などさま
ざまな人が集い、出会う公共スペースとなっている。
学内で行う講演会に合わせた展示会、演習の作品展示、
学内スタートアップの商品発表、さらには大学祭など
さまざまなイベントに利用可能である。
展示台などの各種の展示用家具や大型プロジェクター
などの設備も用意されており、パネル展示から実物展示、
プロジェクター展示などが可能である。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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IoT 化された

未来のキャンパス
最先端の空間で学ぶ
赤羽台キャンパスにある INIAD は最先端の IoT 技術により、さまざまな
設備や機器をネットワークに接続し、それらがキャンパスの状況に合
わせて協調動作することで、人々に最適な環境を与え、使用エネルギー
の最適化を図る。このように設備や機器を空間の状況に合わせて最適
制御するというコンセプトは、坂村健学部長がプロジェクトリーダー
を務める TRON プロジェクトの目指すところであり、赤羽台キャンパス
はこの研究成果を取り入れた未来のキャンパスを実現している。
研究室には、電灯やエアコンのスイッチはない。キャンパス内にある
センサーを利用して環境を自動認識して制御を行い、利用者からの指示
はスマートフォンや PC からネットワーク経由で行う。教室や研究室
などへは IC カードやスマートフォンで鍵を開けて出入りする。講義の
案内や連絡事項などはキャンパス内に設置されたデジタルサイネージ
やスマートフォンで知ることができる。

20
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INIAD教育クラウド

教育環境―― INIAD HUB1

INIADキャンパスAPI

学

ーク
トワ
ッ
内ネ
照明

人感センサー

照度センサー
無線 LAN
アクセスポイント

エレベーター

BLE マーカー
空調
温度・湿度・気圧センサー

インテリジェントドア
（IC リーダ）
スマートメーター

コンピュータ教育に適した

ネットワーク環境

キャンパス内には Wi-Fi が整備されていて、情報教育を実施するために十分なインターネット接続帯域が確保
されているので、学生が所有する PC やスマートフォンを持ち込んで、授業や研究に活用できる。
また、クラウドコンピューティング環境として INIAD 教育クラウドを整備している。この INIAD 教育クラウド
を活用した講義も数多く用意されている。学生が INIAD 教育クラウドを自分自身の学習や研究などにも
活用できるよう、設備も整っており、また困ったときには INIAD スタッフがサポートする。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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ビル全体が

IoT 教材

INIAD HUB-1 では、センサー、照明、空調、ロッカー、
エレベーターなどさまざまな設備や機器がクラウドに
直 結 さ れ て い て、API（ Application Programming
Interface, コンピュータプログラムから、他のプログ
ラムや機器の情報を取得したり制御したりするための
約束事を定めたもの）を通じて操作できる。そして
INIAD では少人数制授業の特徴も生かし、この API を使った授業を積極的に展開している。学生は API を学習し、これ
らを操作するためにプログラミングすれば、この IoT 化されたスマートキャンパスを自身に割り当てられたアクセス
権限の範囲内で思いどおりにコントロールできるようになる。
たとえば、「照明の FULL（明るい）／DIM（薄暗い）／ OFF（消灯）を繰り返すプログラムを書く」といった課題を出し
たとしよう。学生は INIAD の API を使って、プログラムを書いてみる。そして教室のプロジェクターを使って、個々
の学生の画面を映し出しAPIをすぐさま実行し、
発表するといった具合だ。さらにINIADのAPIとさまざまな外部サー
ビスの API をマッシュアップして、より高度なアプリケーション開発に取り組むことを教わる。たとえば、
「照明を
点けてください」「照明を消してください」といった音声で部屋の照明を制御するプログラムは、Google などが
提供する音声認識サービスの API と INIAD の API のマッシュアップで実現できる。
このように INIAD の学生たちは、オープン API の考え方に沿って、IoT 時代に必要な知識を身につけていく。

INIAD キャンパス API の利用例
・ プレゼンテーション時に外光が差し込む場合は自動でブラインドを下げて照明を点ける。
・ IC カードをかざして部屋に入室すると、入室した人の好みに合わせた設定で照明・エアコンが動作する。
・ あらかじめ利用階、
目的階をスマートフォンに入力しておけば、
荷物を運んでいて両手がふさがっているときでも、
エレベーターの前に行くだけで、自動でエレベーターを制御して目的階へ移動できる。

22
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インテリジェント

ロッカー

インテリジェントロッカーの表面には名札がなく、
パネルが並んだシンプルなデザインになっている。
このパネル、つまりロッカーの扉 1 枚 1 枚は、IoT 制御
教育環境―― INIAD HUB1

によって開けることができる。カードリーダーに
登録済の IC カードをかざすと、自分のロッカーの扉
が開く。IoT 制御になっているので、スマートフォン
から開けることもできる。IC カードはいわゆる交通
系 IC カード。電車の定期券がロッカーの鍵となる。
インテリジェントロッカーは、学生用の教材にもなっ
ている。プログラミングによりスマートフォンや IC
カードに扉を紐付け、はじめて自分のロッカーが使え
るようになる。学習が進めば工夫次第で、たとえば
許可を与えた友人に電子鍵をメールで送り一度だけ扉
を開けることを許可するというようなこともできる。

秋元 隆範

デジタルサイネージ
INIAD では紙をなくすという方針により、教室内の黒板や白板がないだけで
なく、紙を貼るための掲示板もない。そのため INIAD HUB-1 の各所には
デジタルサイネージが多数設置されている。もちろん情報はスマートフォン
やパソコンから得ることもできるが、情報を周知するにはデジタルサイネージ
が効果的である。主要なデジタルサイネージは 55 インチのタッチパネル
ディスプレイ。掲示は短時間でどんどん流れていくが、
タッチすると止まり、
自分に必要な情報を見つけて、その場で読んだり、自分のスマートフォン
などに取り込んだりできるようになっている。このほか壁に投影するプロ
ジェクターも多数配置され、INIAD の中で情報発信が簡単にできる。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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T-Carと IoT テストハブ

INIAD では、インターネットに接続することでインターネット上に
ある高性能なコンピュータやさまざまな情報を活用できる IoT シス
テムを学習するためには、自動車を題材にすることが適していると
考え、10 分の 1 スケールの模型自動車を使った T-Car とよばれる教材
を用意した。T-Car は、市販のラジコン用の自動車フレームに、明
るさ、距離、車速、温度、車線情報などのさまざまな情報を取得で
きるセンサー類と、速度やステアリングを制御する基板と、リアル
タイム OS「 µT-Kernel」が動作するコンピュータを搭載している。
シックスローパン

T-Car は 6LoWPAN とよばれる無線通信でインターネットに接続さ
れる。周辺環境のセンサー情報をネットワーク経由で取得したり、
クラウド上の AI が判定した結果に基づいて最適に制御されたり、
自動運転にも応用可能なさまざまな状況を実験できる。
IoTテストハブは、T-Carを走行させるサーキットが設置された実験室
である。IoTテストハブにはIoTを活用した最先端の環境が用意されて
おり、IoTに関連する幅広い技術を学習できる。室内にはモーション
キャプチャ、カメラ、プロジェクター、ディスプレイなどが設置され、
床面には 7m × 3.5m の広大なディスプレイが敷かれている。
この床面ディスプレイにコースを表示することで、T-Car は車線
情報を取得するセンサーによってコースの車線を自動で判定し、車線
に沿って走行することができる。多様な環境をシミュレーションす
ることができるため、時間に応じてサーキットの形状を変更したり、
事故を擬似的に発生させて走行中の T-Car に事故情報を送ったり、
あえて速度の遅い T-Car を混ぜることで自動追従走行の実験を行っ
たり、雨や凍結による路面の状況変化をシミュレーションしたりと、
自動運転に関するさまざまな実験が可能な環境になっている。また、
周囲に設置しているモーションキャプチャやカメラなどによって、
他の T-Car の動きをより広範囲に検出し、混んでいない道を選択さ
せることも可能である。さらに、実験中のシミュレーションの状況
を床面ディスプレイに表示してフィードバックできるので、その場
にいる人はより直感的に状況を理解できる。
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AR 技術を使ったナビゲーション

INIAD HUB-1 はそれ全体が IoT のテストベッドであり、設備を利用したさまざまなアプリケーションシス
テムを実空間に作りあげることが可能だ。その一つの応用例が、AR 技術を用いたナビゲーションシステム
である。AR（Augmented Reality）とは、人間が知覚する現実空間に対しさまざまな情報を付加したり
強調したりすることで、現実空間を拡張して見せる技術の総称である。有名な例としては『 Pokémon GO』
があげられる。
INIAD HUB-1 の各部屋に付いている表札（部屋番号プレート）は、認識やトラッキングを行いやすいデザ
インになっており、AR 応用に適した設計になっている。この表札をスマートフォンのカメラで読み取り、
コンピュータに認識させることで、現在自分がどこにいるか、どちらの方向を向いているかを確認できる。
この技術を用いると、部屋までの道案内（ナビゲーション）を行うことができる。招待状を受け取った
来訪者が、たとえば 5F で「 5F」と書かれた AR マーカーを読み取るとしよう。そうすると、自分が招待さ
れている目的の部屋への案内図と方向を示す矢印が、現実空間を映すカメラ映像にオーバーレイ表示さ
れる。これは、各部屋の表札や地図の記号が AR マーカーの形式となっているから実現できることだ。
さらにそこから、オーバーレイ表示された地図をタップし、ナビゲーションを開始すると、矢印が現実
空間の壁や床に現れる。目的地には、地図アプリで見られるようなピンが立つ。これらの矢印やピンは
スマートフォンの中ではなく現実空間上にプロジェクターで投影されるものだ。一般的な AR が画面内の
現実空間を拡張するものだったのに対し、これらを利用すれば現実空間そのものを拡張できるのが
特長だ。従来のナビゲーションアプリで目的地にたどり着けなかった人も、床に表示された矢印に
沿って歩けば迷うことはないだろう。
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及川 哲

机と椅子
INIAD の学生は、ノート PC 持参で授業に臨む。持ち運びに適し
た最近のノート PC は薄く、キーボードに傾斜はほとんどない。
また PC を机の上に置くと、その画面は机の面の近くに位置す
るため、画面をのぞき込むように背を丸めた姿勢になってし
まう。人の頭の重量は体重の約 10% 程度あり、60kg の体重の
人でおよそ 6kg である。つまり、2 リットルのペットボトル 3本
分もの重量がある。これを支えるのだから、前かがみの姿勢
では首や背骨への負担が大きいことは明らかだ。
INIAD の机と椅子は、一見教室用の普通のものに見えるが、
この問題を解決するために坂村学部長がデザインした IoT 時代
の机である。机の先に磁石でつけた木製の枕が付属している。
この枕を机の上に出してノート PC を載せると、PC は自然に
傾斜する。キーボードは約 10 度の傾斜になり、画面が上がる。
また腕の角度が 110 度くらいの自然な形になるので、頭が
上がり姿勢がまっすぐになる。これにより体への負担は大幅
に軽減される。
椅子の背には、ランバーサポート（腰椎を支持する固めのクッ
ション）がついていて、背にもたれることにより腰への負担が
軽減されるようになっている。また、椅子の座面は前側が
下がるように 2 度傾斜させてあり、膝裏への負担を減らせる
ようになっている。
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INIAD Makers� Hub
メイカーズハブ

使ったものづくりは一般にデジタルファブリケーションとよばれており、3D プリンタ注 1）やレーザー加工機注 2）などを利用した
ものづくりが世界的に新たな潮流となりつつある。INIAD は、このような「ものづくりに取り組む人々」（メイカーズ）の活動を
支援することが重要だと考えている。
INIAD では、3D プリンタ、レーザー加工機、3D スキャナ注 3）などデジタルファブリケーションのための機材を複数導入している。
またコンピュータ系学部として必須である高精度なテスターやオシロスコープ、ネットワークアナライザーなどの計測機器や、
電動ドリル、はんだごてなど、ものづくりに関するさまざまな機材を取りそろえている。しかも、メイカーズをサポートする
専任のスタッフが常駐しているので、万全の体制の中でアイデアを形にできる。
INIAD Makers' Hub の機材を活用して、東洋大学の創設者である井上円了先生が利用していた陶器製のドクロ型筆立ての実物を
モデルに、複製品を製作した（右下図）。実物の筆立ては貴重品であるが、デジタルファブリケーションを活用することによって、
たとえば目の見えない方も複製品を触って筆立ての形状を理解できるなど、博物館のバリアフリー化の実現にも貢献できる。

注 1） 3D プリンタ : 3D CAD などを利用してコンピュータ内で作成した 3D モデルデータに基づき、樹脂などを薄く積層することによって三次元形状
を造形する装置。主に製品設計時に使用され、従来であれば金型を起こす必要があったものが 3D プリンタから出力できるようになり、これに
よりものづくりにおいてラピッドプロトタイピング（高速試作）が可能となった。
注 2） レーザー加工機 : 高出力レーザーによって切断、穴あけ、彫刻を行うことができる装置。刃物による切削加工の代わりにレーザーを使用するこ
とで、PC 上で作図した二次元 CAD データから直接加工を行うことができるので、複雑な形状、模様を加工することを短時間に行うことができる。
注 3） 3D スキャナ : 立体物の形状を三次元で読み取り、データとして保存するための入力装置。用途としては、生産物と CAD データとの差異を比較
するための検査測定、現物をデータ化し解析を行うリバースエンジニアリング、資料価値の高い文化財の電子化などがあげられる。
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教育環境―― INIAD HUB1

INIAD Makers' Hub は、INIAD の学生や教員がコンピュータを使ったものづくりをするためのスペースである。コンピュータを

作業できる内容
INIAD Makers' Hub では、原材料を加工するところから塗装
などを施す整形まで、ものづくりの一連の作業を行える。
・木材、金属、樹脂などの工具を用いた加工
・デジタルファブリケーション
・電子工作
・塗装

計測機器
電子工作のためのプロユースの計測機器類も充実している。
・デジタルマルチメーター
・オシロスコープ
・ロジックアナライザー
・ネットワークアナライザー
・スペクトルアナライザー

工作機器
デジタルファブリケーションを中心に、ものづくりの
一連の作業を行う環境を整えている。
・3D プリンタ
・3D スキャナ
・3D 切削加工機
・レーザーカッター
・カッティングプロッター
・真空成形機
・基盤加工機
・エアースプレーガン

28
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赤羽台キャンパス
土地の記憶─赤羽台団地─
教育環境―― INIAD HUB1

赤羽台キャンパスは、東京都北区・赤羽台
団地の北側にあります。米軍が持っていた土
地が日本住宅公団──今の UR 都市機構に払
い下げられたのが 1959 年のことでした。そ
してそこに建てられたのが、東京 23 区初と
なる 1,000 戸を超える赤羽台団地で、1962 年
から入居が始まりました。設計したのは津端修一さんという著名な建築家で、当時はまだ日本住宅公団に勤めて
いました。徹底した歩車分離や電線の地中化、そして 1 階をスーパーマーケットにするなど、いろいろな先進的
な試みが行われ、その後の日本の団地設計を方向づける重要な建築物となります。その後老朽化が進んできたた
め、UR 都市機構は 2000 年から「ヌーヴェル赤羽台」という新しい名称の高層の団地に順次建て替えを進めてい
ます。高層化が進み土地が余ったので、この新キャンパスの周辺を東洋大学が入手しました。
INIAD の校舎が建っているところには北区の赤
羽台中学校がありました。そこを東洋大学が取
得して、元は井上円了先生が開校した中学校、
高校の新校舎が白山にできるまでの仮校舎とし
て旧赤羽台中学校が使われていました。その新
校舎が完成した 2015 年に京北中学高等学校とし
て移転し、その跡地に建てたのがこの赤羽台キャ
ンパスです。
赤羽台団地にはこのように 60 年近くの古い歴史
があります。
（坂村 健）

建築設備・内装・建築総合プロデュース

坂村 健（さかむら けん）
IINIAD（東洋大学情報連携学部）学部長。電脳建築家。
IoT 社会の実現に向け、コンピュータアーキテクチャの
構築・普及を目指すプロジェクト「 TRON」の提唱者で
プロジェクトリーダー。

建築設計

隈 研吾（くま けんご）
株式会社隈研吾建築都市設計事務所主宰。東京大学教授。
木材を使うなど「和」をイメージしたデザインが特徴的で、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のメイン
会場となる新国立競技場のデザインも手掛ける。
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カリキュラム

情報連携
エンジニアリングコース
技術面から連携を支え新しい情報サービスを具体化できる力をつける

社会を支える最先端の情報システムを
構築できる人材の育成

世界標準の
カリキュラムへの準拠

今私たちは、PC やスマートフォンで、いつでもどこでも、世界

エンジニアリングコースは、IEEE/ACM という国際的な学会が中

中のあらゆる情報を得ることができます。これは、ほんの 10 年

心となり作成した、世界標準のカリキュラムに準拠しています。

前までは考えられないことでした。そしてまもなく、世界中の

革新的コンピュータ「コンピュータアーキテクチャ」
、新しい時代

あらゆるモノがネットワーク化する、IoT（Internet of Things）

の通信技術「コンピュータネットワーク」という二つの研究分野

の時代がやってきます。

を中心に、世界中のどこに行っても通用する高度なコンピュータ

こういった高度に情報化した社会を支えているのが、コン

の知識を身につけることができます。

ピュータサイエンスです。

標準的なプログラミング技術を習得した人材とは一線を画し、

エンジニアリングコースでは、このような社会を支える最先端

次世代の情報システムを自ら創り出す、そんな高度なエンジ

の情報システムを構築できる、高度なコンピュータサイエンス

ニアの輩出を目指しています。

のスキルを身につけることができます。

● 卒業後の進路
［ITエンジニア全般（ソフトウェアエンジニア、
ネットワークエンジニア、
システムエンジニアなど）
、
研究者］
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情報連携
デザインコース
デザイン面から連携を支え、新しい情報サービスや製品を具体化できる力をつける

カリキュラム

未来の情報サービスや製品を
具体化できる人材の育成

コンピュータを
フル活用したデザインへ

人を惹きつける Web サイトやさまざまな工業製品、それは魅力

現在のものづくりは、コンピュータと切り離すことはできません。

的な「デザイン」が支えています。

3D CAD などを利用して設計し、3D プリンタ、レーザー加工器を

情報連携デザインコースでは、デザインに関するさまざまな知識と、

活用して、すぐに形にする「ラピッドプロトタイピング」が、注目

それを実現する実践的なスキルを学び、未来の情報サービスや

を集めています。

工業製品を具体化する能力を身につけることができます。

情報連携デザインコースでは、特にコンピュータを駆使したもの
づくりを扱う「デジタルデザイン」と、人とコンピュータの関わりを
扱う「ユーザエクスペリエンスデザイン」の 2 分野を中心に学び、
コンピュータをフル活用して、新しいアイデアをどんどん形に
できる人材の輩出を目指しています。

● 卒業後の進路
［Web デザイナー、CG デザイナー、UI デザイナー、
フロントエンジニア、プロダクトデザイナー］
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情報連携
ビジネスコース
連携により新しいビジネスを構築できるマネージャ人材を育てる

新しい情報ビジネスを構築する
人材の育成

データが強化する
マネジメント力

現在、コンピュータは誰でも手に入るものになり、特別な資格や高

現在の情報ビジネスでは、インターネットを介して世界中から

価な機器がなくても、知識とスキルを身につければ新しいサービス

大量の情報が集まり続けます。

やモノを創れる時代になりました。

統計分析を基礎として、大量のデータを読み解きマーケティング

クラウドファンディングによる世界中の不特定多数からの 資 金

などに活用する力は、これからのビジネス、特にインターネット

調達など、インターネットを活用し、これまでになかった形で

を中心に展開される情報ビジネスの世界では欠かすことのでき

新たなビジネスを立ち上げるしくみも、次々と世に出ています。

ない能力です。

情報連携ビジネスコースでは、何度でも挑戦するマインドを持ち、

情報連携ビジネスコースでは、新規事業創出の方法論を扱う

チームを束ねて、新しい情報ビジネスを構築することのできる人材

「ビジネスインキュベーション」だけでなく、データ分析による

を育成します。

戦略立案を扱う「データサイエンス」をも学び、データに強い
マネジメント系人材を輩出することを目指します。

● 卒業後の進路
［プロジェクトマネージャ、コンサルタント、
マーケティング、営業］
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情報連携
シビルシステムコース
情報技術と連携し豊かな社会とくらしの創造に応用する力をつける

カリキュラム

まちの基盤施設と人のくらしに
情報技術を応用できる人材の育成

応用力の養成に力点を置いた
カリキュラム

私たちのまちは建物、道路、上下水道、電力供給などのインフラ

建物やさまざまな施設は、まちの計画の中で、それぞれ個別の

に支えられています。

目的に応じた設計と管理がなされてきました。

複雑化し高度化するまちの活動を支えるためには、情報システムを

このコースでは、これらの施設の全体の理念、計画、設計、管理

応用してこれらのインフラを設計し、活用していく必要があります。

と情報技術の応用を学びます。

また、環境への配慮、健康、快適で便利なくらしや、文化やコミュ

また、大きく発展しつつある、くらしへの情報技術の応用につい

ニティに対する情報技術の応用はますます盛んになり、それに

ても学びます。

よって豊かなくらしを創り出すことができます。

これらの情報技術の応用はその進展が早いため、単に理解し、

シビルシステムコースでは、まちのインフラと人のくらしへの情報

知識を記憶するのではなく、将来起きるさまざまな社会の変化に

技術応用の基本的な考え方を身につけることができます。

追随して柔軟に考え、情報技術を応用できる力を身につけた人材
を輩出することを目指します。

● 卒業後の進路
［公共セクター、建設業、サービス業、
コミュニティマネージャ］
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学部 1 年

すべての学生が、プログラミングとコミュニケーションを集中的に学び、情報
連携の基礎を身につけます。社会全体がグローバルに結合されようとしている
今、私たちも世界中の人たちと「連携」し、さまざまな課題を解決していくため
のスキルが求められています。INIAD では、全コース共通の基本スキルとして、
Web サービス開発からデータサイエンスまで、世界中で使われているプログラ
ミング言語「Python」と、Web の標準言語「HTML」「JavaScript」を学びます。

4 コースに分かれ、より専門的な知識を学習します。各コースでは特別に設計
された専門カリキュラムを用意しています。また、実践的な演習を通じて、情
報連携のためのスキルも身につけます。

学部 3 年

2 年に引き続き、コースごとに「連携」をリードしていく人材を育てる専門教育
を行います。

チーム実習
「情報連携チーム実習」は、学部 3 年の必修科目として設定されています。学部
2 年より学び始めた専門的な知識を持ち寄り、実際にプロジェクトを回すこと
が求められます。
INIAD の学生がコース横断で 5 人程度のチームを組み、自主的にプロジェクトを
立案し、1 年をかけて遂行します。
「連携力」を重視する INIAD ならではの、と
てもユニークな取り組みです。
スタートアップを始めとした社会の多くの ICT ビジネスは、エンジニア、デザ
イナー、プロジェクトマネージャをはじめ、さまざまな役割をもつ人々が協力
して作られています。そのような「社会」を疑似体験し、貢献をする意義、ある
いはその難しさを知ることを目的とした「実習」です。

学部 4 年～大学院

教員の研究室に所属し、各コースの専門性をさらに深めます。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O

35

カリキュラム

学部 2 年

INIAD カリキュラムマップ
コミュニケーション

コンピュータサイエンス
の基礎

エンジニアリング／デザイン／ビジネス／シビルシステム
の専門知識と実践的スキル

1年

コンピュータ
サイエンス
概論 I

情報連携学概論

情報連携
基礎演習
I〜II

リスニング・ リーディング・
スピーキング ライティング
演習 I 〜 II
演習 I 〜 II
コンピュータ コンピュータ
社会概論 サイエンス概論II

情報連携の
ための
数学 A〜B
情報連携
情報連携
エンジニアリング デザイン概論
概論

情報連携
ビジネス概論

情報連携
シビルシステム
概論

情報連携
実習 I

情報連携の
ための
確率・統計学
A〜B

2年

情報連携の
ための
物理学 A〜B

リスニング・ リーディング・
スピーキング ライティング
演習 III 〜 IV 演習 III 〜 IV
（選択）

連携による
課題解決

情報連携
実習 II

（選択）

3年

情報連携応用科目
情報連携応用演習

情報連携応用科目
情報連携応用演習

情報連携応用科目
情報連携応用演習

情報連携応用科目
情報連携応用演習

（エンジニアリング）

（デザイン）

（ビジネス）

（シビルシステム）

情報連携
実習 III

4年

情報連携
実習 IV
卒業研究
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エンジニアリングコース
プログラミング
言語 I

コンピュータ
アーキテクチャ

情報数学

2年
コンピュータ
ネットワーク I

プログラミング
言語 II

アルゴリズムと
データ構造 II

コンピュータ
ネットワーク II

ソフトウェア
エンジニアリング

データベース

オペレーティング
システム

情報連携
エンジニアリング
演習 III〜IV

3年

4年

カリキュラム

アルゴリズムと
データ構造 I

情報連携
エンジニアリング
演習 I〜II

コンピュータ
システム

コンピュータ
アーキテクチャ論 I〜IV

コンピュータ
ネットワーク論 I〜IV

（選択）

（選択）

デザインコース
デザイン
理論 I

コンピュータ
支援設計 I

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン I

デザイン
理論 II

コンピュータ
支援設計 II

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン II

2年

デザイン
理論 III

Web デザイン I

工業デザイン

Web デザイン II

3年

4年

デジタル
デザイン論 I〜IV
（選択）

ユーザ
エクスペリエンス
評価

コンピュータ
グラフィクス

情報連携
デザイン
演習 I〜II

情報連携
デザイン
演習 III〜IV

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン論 I〜IV
（選択）
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ビジネスコース
経営論 I

統計と
データ分析 I

会計論 I

情報連携
ビジネス
演習 I〜II

2年
統計と
データ分析 II

会計論 II

経営論 II

経営論 III

データ
マイニング論

人工知能

ビッグデータ
解析

ディープ
ラーニング

3年
知的財産権論

4年

ビジネス
インキュベーション論 I〜IV

データ
サイエンス論 I〜IV

（選択）

（選択）

情報連携
ビジネス
演習 III〜IV

シビルシステムコース
インフラ
マネジメント

建築デザイン

環境科学と政策

2年
都市・地域
マネジメント

社会資本経営

産業エコロジー

エネルギーと
環境インフラ

ユビキタス
ネットワークと生活

地理情報
システム

3年
ライフライン
マネジメント

交通と情報
マネジメント

4年
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持続可能社会と
情報マネジメント

インフラ
サービス論 I〜IV

クオリティオブ
ライフ論 I〜IV

（選択）

（選択）
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情報連携
シビルシステム
演習 I〜II

情報連携
シビルシステム
演習 III〜IV

在校生が作ったアプリ紹介
INIAD の学生は、授業で学んだプログラミングを使って、さまざまなアプリを開発しています。

学部 1 年の必修科目「コンピュータサイエンス概論」で学んだプログラミング言語や知識は、IoT の基本スキルとしてさま

ざまな分野に応用可能です。

学部 3 年の必修科目「情報連携チーム実習」の 2019 年度のテーマは「東京 2020 オリンピック・パラリンピックへの貢献」。

貢献の方法は一つではありません。どこに課題があるのかを調査し、その課題に対する解決策を提案し、自分たちだけの
力でそれを実施・検証することが重要です。

カリキュラム

オンライン版人狼ゲーム

AI を応用した顔認証システム

結城 歩

中嶋 裕也

INIAD で勉強した Django を使って人狼ゲームのオン

ライン版をチームで開発しました。コメント機能などを
実現するために授業で習っていないことを自分たちで調

べたり、チームで役割分担したりして開発することで、
チーム開発の重要性を実感しました。

INIAD で学んだ AI を応用して女性タレント N さんの

顔を認識するシステムを作りました。システムに画像の

URL を渡すと、その人が N さんかどうか判断してくれ

ます。N さんの画像の URL を渡すと「N さんです」と返

します。A さんの画像の URL を渡すと「違う人です」と

返します。

API 連携による音楽共有アプリ

子供向けプログラミング教室

葛西 裕紀

春名 美波

チームメンバー全員が音楽好きで、Slack 上で好きな

私はこの学校でプログラムの楽しさを学び、プログラ

曲 を 共 有 で き た ら い い な と 思 い、INIAD で 学 習 し た

ムを書けるようになれば、いろいろなアイデアをかたち

で好きな音楽を共有できるアプリを作りました。この

てもらいたいと思いました。そこで学園祭でプログラム

しいサービスを作ることができるとわかりました。

ログラムを学ぶ教室を開催しました。

Django と Slack API と iTunes API を使って、Slack 上
チーム開発を通して、複数の API を連携させて気軽に新

にすることができるようになることを、みなさんに知っ
を知らない子供たちのために Python を使って楽しくプ
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在校生が作ったアプリ紹介

INIAD の API を操作する
Slack アプリの開発
石出 港士

Slack 上でコマンドを打つと INIAD の部屋の扉を開け

たり、照明を点けたりできるアプリを開発しました。

INIAD の API を外部のアプリケーションと連携させるこ
とで、自分たちの技術でも IoT が可能になるということ

を認識できました。

脱出ゲーム
阿部 賢太郎

INIAD の IoT 設備を制御する API を使ったアプリ開発

QR コードを使った学園祭受付アプリ
宇都宮 綾優
授業で学んだ Web アプリの知識や Git の知識を活用

し、学園祭用に QR コードを使った受付アプリを開発し

ました。総合受付で来場者に年齢や性別などを入力して
もらい統計データとして活用したり、サークル団体の受

付で QR コードを読み取ることで、誰がどこを訪れたの
かを調べたりできます。

時刻表アプリ「デジしるべ」
寺田 一世
「デジしるべ」は、MaaS によるモビリティ革命を体感

に興味があったので、それを使った脱出ゲームを大学祭

できる東京公共交通機関ガイドアプリです。アプリとス

で開発しました。部屋のモニターに表示されている問題

キルに対応しています。東京公共交通オープンデータ

を解くことで次の部屋の鍵が開き、部屋の照明が暗くな

チャレンジで提供された公共交通関連のオープンデータ

ります。そして次の部屋の問題、次の部屋の問題……と

を使っています。私がプログラミングを学びはじめたの

解き進んでいくことで脱出することができます。プログ

は大学に入学してからですが、自分が作ったアプリやス

ラムを通して、現実世界のものに影響を与えられるのが

キルが自分の生活だけでなく周りの人の生活も豊かにす

とても面白いです。

ることができ、とてもうれしく感じています。
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時間割アプリ「クリア時間割」
鈴木 悠馬

下田 浩貴・結城 歩・若山 武史

INIAD の授業で使われる MOOCs に表示される授業の

リです。シンプルな時間割機能とカスタマイズ機能、ク

コースの絞り込みができる Google Chrome の拡張機能

React Native など最新の技術を使って作ってみました。

識をベースに自分たちでいろいろと調べて便利な機能を

らえたのでよかったです。

用しているので、作ってよかったです。

ラ ウ ド 同 期 機 能 が あ り ま す。TypeScript や GitHub、
自分が欲しくて作ったアプリですが、友達にも使っても

「学園祭受付アプリ」
バージョンアップ版
阿部 賢太郎
学園祭で使う来場者用の受付アプリをバージョンアッ

を作りました。1 年生の授業で学んだ JavaScript の知

追加しました。INIAD の学生が継続的に 130 人ぐらい利

学園祭情報のサイネージ表示
立松 あやめ

1 年生のコンピュータサイエンス概論で学んだ HTML

や CSS、JavaScript を使って、学園祭の企画情報やマッ

プした公式アプリを開発しました。来場者のスマート

プをサイネージに表示するシステムを作りました。普段

フォンに会場マップが表示され、来場者が今どこにいて

は企画の紹介が自動で表示されますが、画面を触ると

どこに行けばよいかを確認できます。また展示のリスト

マップが表示され、企画の情報を見ることができます。

をタップすると企画内容の詳細が確認できます。来場者

学園祭当日、来場者の方々が実際に画面に触って情報を

の移動記録をデータ化したり、ペーパーレス化を加速さ

見ていたのがうれしかったです。

せたりすることを目的に開発しました。

在校生が作ったアプリ紹介
INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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「クリア時間割」は Android で利用できる時間割アプ

INIAD MOOCs Extension

在校生が作ったアプリ紹介

スマートゴミ箱

ゴミまん

吉田 篤史・春名 美波

南地 浩平・塩谷 海斗・山田 拓実・玉澤 秦司・湊 愛実

東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴミ問題

の解決を目指し、きちんとゴミを捨てようという動機づ
けのために、投票機能をつけたスマートゴミ箱を開発す

東京 2020 オリンピック・パラリンピックのコンセプ

トである SDGs（持続可能な開発目標）に貢献するため
に、ゴミ拾い活動に楽しく簡単に貢献できるアプリを開

るプロジェクトです。入口が二つに仕切られたゴミ箱に

発するプロジェクトです。ゴミ拾いの要素を取り入れた

超音波センサーを設置し、ゴミ容量を計測することで、

育成ゲームのアプリを開発しました。ユーザがゴミを拾

どちら側の入口により多くのゴミが捨てられたのかが、

い、その写真をスマートフォンで撮影して登録していく

画面に表示されます。またゴミ箱が一杯になった時に、

と、キャラクター「ゴミまん」が成長していきます。

Slack に通知を行う機能もついています。実際に INIAD
の大学祭でも運用されました。

わくわく自動販売機

T-Car を使った IoT システムの開発

宇都宮 綾優・梅田 治輝・川本 史織

濱田 悠貴

東京 2020 オリンピック・パラリンピックで来られる

訪日外国人の方に、「ちょっとした、ささいな出来事で

INIAD では、T-Car を使って IoT システムの基礎を学

びます。T-Car を走らせる、ウインカーをつける、ヘッ

も楽しんでもらう」をコンセプトにしたプロジェクトで、

ドライトをつけるという三つのプログラムの部品を組み

今の気分にあったドリンクをおすすめする「わくわく自

合わせて、走りながらウインカーやヘッドライトを点け

動販売機」を開発しました。AI 技術を利用し、利用者の
顔画像から感情を推定し、その数値からおすすめのドリ
ンクを提案します。

られるようにしました。ハードウェアに近い部分のプロ
グラムは難しいですが、パソコン上のプログラムとは

違って実際に T-Car が動くので、とてもやりがいがあっ

て楽しかったです。
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バリアフリーマップ作成実習
カリキュラム

400人の学生がチーム実習を通して連携力を身につける
別所 正博（INIAD 准教授）

はじめに
INIAD は、IoT 技術とオープンデータを活用した歩行者
の移動支援に長年取り組んできた。これは、障碍者や高齢

オープンアプローチを学ぶ
この実習は、まず学生が坂村健学部長によるオープンア
プローチに関する講義を受講するところから始まる。

者をはじめとした移動に制約を受ける人々に、身体属性な

現在、IoT 技術を活用した位置認識技術は屋内や地下街

どに応じた適切な情報提供を行うことで、まちを自由に移

などを含む都市環境での位置認識を実現できるほど成熟し

動できる環境を整備するものである。超高齢社会を迎えた

ている。たとえば ucode BLE マーカー注 1）を街角や駅に展

今、このような取り組みは、さらなる期待を集めている。

開すれば、それらを活用した屋内のナビゲーションシステ

INIAD のある東京都北区は、東京 23 区で最も高い老年

ムを構築することができる。これまでに、坂村健学部長が

人口比率を抱えており、高齢者が暮らしやすいまちづくり

主導する TRON プロジェクトでも東京・銀座駅や池袋駅な

は、重要な地域課題となっている。そこで、坂村健学部長

どさまざまな地域で ucode BLE マーカーを展開し、ユーザ

の担当講義である「情報連携学概論」では、オープンアプ

属性（プロファイル）に応じて段差や勾配などを適切に回

ローチによる歩行者移動支援をテーマとした実習を、学部

避するバリアフリーナビゲーションを構築してきた。

開設以来継続している。
INIAD のコンセプトは「連携」である。本講義も、座学
での講義に留まらず、実際に 400 人を超える全学生が参
加し、チーム実習を行っている。学生が少人数のチームを
組み、互いに連携しながらフィールドワークやツール上で
のデータ入力を行い、文字どおり「みんなでつくるバリア
フリーマップ」を実践する。
注 1） ucode BLE マーカー：ucode は現実世界のさまざまな「モノ」や「場所」
などを識別するための固有識別番号である。128 ビット固定長の識別
子体系で、流通するモノや場所にすべて異なるコードが割り振られ
る。ucode を現実のモノや場所に付与するときは、用途に応じてバー
コードや二次元バーコード、RFID といった「 ucode タグ」に格納する。
ucode BLE マーカーは、ucode を発信可能な Bluetooth Low Energy
（BLE）マーカーで、その場所やモノに関連した情報をスマートフォン
のアプリなどで表示させることができる。

銀座での実証実験で設置された
ucode BLE マーカー

ucode BLE マーカー
受信時の道案内
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フィールドワークの様子

RICOH THETA による撮影の様子

このようなバリアフリーナビゲーションを構築するため

事前の調査計画

には、段差や勾配などの情報が適切に含まれた電子的な
マップを事前に整備する必要がある。このデータは歩行空

実際にバリアフリーマップを作成するにあたり、学生は

間ネットワークデータとよばれ、INIAD は国土交通省に協

事前にツールを使いデータ作成の準備を行う。学生は 1

力し仕様検討を進めているが、このデータの継続的な整備

チーム 5 人程度のチームを組み、各チームに割り当てられ

にはコストがかかることが課題となっている。

たエリアのデータを作成する。4 年間にわたりこのプロ

この課題の解決のカギとなるのが、オープンアプローチ

ジェクトが続行されているが、たとえば初年度では、最寄

である。すなわち、行政だけでなく、ボランティアや利用

駅である赤羽駅および赤羽岩淵駅から INIAD までの主要な

者自身が参加して、お互いに助け合いながらデータの作成

動線を中心として、合計 21 のエリアを設定し、各エリア

やメンテナンスを行うことで、少ないコストで実効性のあ

あたり 4 チームが参加し、チームごとにデータ作成を実施

るサービスを提供することが可能になると期待される。本

するように進められた。

講義では、オープンアプローチの成功例として、ワシント
ン DC における Open311

注 2）

の事例を紹介している。

このフェーズでは、まず各エリアにおいて歩行者の通れ
る「道」をリンクとして入力する。その際、歩行空間ネッ

INIAD の学生は、この講義を通じてオープンアプローチ

トワークデータの仕様を参考にしながら、注意深く作業を

の哲学を学んだ後、その実践としてバリアフリーマップの

進める必要がある。たとえば、歩道の設置状況や中央線の

作成に取り組むことになる。

有無でリンクの引き方を変えたり、属性の変化する点では
リンクを区切ったりする必要もある。INIAD の学生は、
フィールドワークが効率的に進められるように、通学時の
記憶とウェブ上の公開情報を元に作業を進めた。

フィールドワーク
フィールドワークにおいては、実際に担当するエリアを
歩き、バリアの有無をはじめとした道路の状況を調査する。
ここでは、歩行空間ネットワークデータの仕様から次の属
性を中心に調査した。
 経路の構造
 経路の種別

ツール上での作業イメージ
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 幅員

発表の様子

このような作業においては、チーム内での作業分担が

 段差
 歩行者用信号の有無

重要になる。作業分担をうまく行えれば効率的にデータ

 歩行者用信号の種別

入力を行うことができるが、チームによっては再度現地

 視覚障碍者用点字ブロック等の有無

確認を行う必要がある班も出てくる。チームでの作業の
中で、お互いに試行錯誤しながら、「連携」の難しさやコ

INIAD の学生たちは、メジャーを用いて段差や幅員を、
またスマートフォンアプリを用いて勾配を計測した。また

ツを身につけていくことも、この実習のもう一つの目的
である。

事後のデータ整理用に、スマートフォンのカメラを活用し
て実際の道の状況を記録するなど、チームごとに工夫しな
がら作業を進めていた。

プレゼンテーション

いくつかのチームは、フィールドワークの過程で、目的

データが完成した後、チームごとに今回の実習について

地までの道案内のために活用できる 360 度写真の撮影に

のプレゼンテーションを実施した。ここでは今回の実習に

も挑戦した。撮影には、RICOH THETA と「 RICOH THETA

おける調査結果の報告に加え、データ作成作業の改善案や、

× IoT デベロッパーズコンテスト 2016」の入賞作品でも

歩行空間ネットワークデータへの提案などもなされた。

注 3）

を活用した。このアプリを使って

統計情報からバリアフリーマップへのニーズを調査した

同じ場所で連続して複数の写真を撮影することで、移動し

チーム、実際に車椅子をもってまちに行き本当に通行に支

ているモノが自動的に消え、歩行者のいない写真を撮影す

障がないかを検証したチームなど、目的を達成するための

ることができる。

さまざまな工夫が紹介された。また時間による混雑状況や、

ある「 VANISH360」

工事や自転車により通過できないエリアなど、現状の歩行

データ登録

空間ネットワークデータではうまく扱えないバリアに対す
る問題提起も行われた。

フィールドワークが完了したら、再度ツール上でデータ
登録の作業を行う。学生たちは、事前に入力したリンクを、
フィールドワークで確認した結果と照らし合わせながら修

注 2） Open311：北米では、ごみの不法投棄や道路の陥没など、緊急時以外の行政サービスの総合受付電話番号が 311 番である。ワシントン DC の「 Open311」
はこのインターネット版で、アプリを使って行政にリクエストを送ることができる。311 に寄せられた 500 万件以上の問題指摘リストはオープンデータ
化されており、問題点の可視化や解決のために活用されている。
注 3） VANISH360：全天球 360 度カメラ「 RICOH THETA」での撮影時に写りこんでしまう通行人や撮影者を画像処理で消して風景だけを撮影できるアプリ。
http://vird.co.jp/product/vanish360/
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正し、調査してきた属性を各リンクに対して入力した。

 縦断勾配

作成されたバリアフリーマップ

おわりに

公共交通網を含めた広い意味での「移動」を、オープンア
プローチで支援することをテーマに、研究を行っている。

今回の実習を通して作成されたバリアフリーマップは図

この一環で、INIAD は公共交通オープンデータ協議会と東

のとおりである。この図で示されているとおり、赤羽駅お

京公共交通オープンデータチャレンジを共催しており、そ

よび赤羽岩淵駅からINIADまでの主要な動線における幅員、

の結果発表・表彰式も、INIAD で開催している。INIAD は、

勾配、段差などのバリア情報を、実際に INIAD の全学生が

これらの取り組みを発展させ、地域そして社会のユニバー

力を合わせることで集めることができた。

サルデザイン化に貢献していきたい。

なお INIAD では、オープンアプ
ローチによるバリアフリーマップ
構築に関する研究プロジェクトを
立ち上げている。このプロジェク
トでは、東京 2020 オリンピック・
パラリンピックにおける訪日外国
人や障碍者を含む多様な属性の
人々の移動の円滑化を目指し、都
市環境での移動支援をオープン方
式 で 実 現 す る「オ ー プ ン モ ビ リ
ティガイド・プラットフォーム」
の実現に向け、研究開発を進めて
いる。ここでは、国土交通省など
とも連携し、歩行空間、駅構内、
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小池百合子東京都知事を招き開催した第 3 回 東京公共交通オープンデータチャレンジ 表彰式

就職・進路

INIAD の卒業生は、

専門力：ICT 分野の専門知識・専門スキル
グローバル力：グローバルなコミュニケーション能力
連携力：チームで課題解決する能力
を活かして、社会の多方面で活躍します。

キャリア支援

国内外の
ICT
関連企業

スタート
アップ

官公庁

INIAD で身につけた専門力、グローバル力、連携力を
活かして、社会で活躍する道を支援します。

●企業マッチング制度
身につけたスキルと企業のニーズとをマッチングし、自分に
合った企業を紹介します。

●インターン紹介
企業説明会・企業マッチング制度を通じて、*/*"% 生を対象
としたインターンを紹介します。

スタート
アップ

チームで起業

チーム実習の実績を活かした、新規事業の立ち上げを
支援します。
チームで進む道

●ビジネスインキュベーション制度
*/*"% では、学生の起業を、学内シェアオフィスの提供や
スポンサー支援など、さまざまな形で支援します。

大学院進学

進学

INIAD
大学院

他大学の
大学院

大学院での研究を通じて、専門力をさらに深める道を
支援します。
●学内推薦制度
所 定の出願要件を満たした */*"% 生を対象に、情報連携学
研究科への大学院進学を推薦します。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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カリキュラム

就職

●企業説明会
*/*"% と協力関係にある／*/*"% に関心のある企業を招き、
*/*"% 生のための就職説明会を定期的に開催します。

社会との連携 ││

INIAD（東洋大学情報連携学部）の基本コンセプトは、
その名のとおり「連携」です。この「連携」にはいろ
いろな意味があります。INIAD の中の連携──エン
ジニアリング、ビシネス、デザイン、シビルの四つ
のコースの間の連携、多様な出身国や社会経験の学生
間の連携もあります。そして、さらには INIAD 外との
連携が重要。それこそが
「オープンな連携」
だからです。
「オープンイノベーション」
という言葉が示すとおり、
組織を超えたオープンな連携こそがイノベーションを
加速する鍵といわれています。そのためにINIADでは、
社会──さらには世界との連携の「結節点」として、
INIAD cHUB──東洋大学情報連携学 学術実業連携機構
を設立しました。
「連携」を研究し「連携」を教育し「連携」によりイノ
ベーションを起こす「オープンイノベーション」こそが
INIAD の目的であり本分。だからこそ外部の企業・
団体・組織にとって、INIAD と連携することは多くの
可能性を生むことになると信じています。
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社会との連携―― INIAD cHUB

大学
企業

自治体

NPO
NGO
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cHUB

とは

cHUB（ シ ー ハ ブ ）は “collaboration Hub for University

社会に出ることが普通になっています。

and Business” の略。大学とビジネスの連携のハブ──

また、社会で情報システムが機能するには、純粋の技術

結節点となることを目指した組織です。和文表記は「学術

設計ではなくビジネスモデル、サービスモデル、インセン

実業連携機構」。

テ ィ ブ 付 与、 規 約、 法 規 制 と の 関 係 な ど と い っ た 制 度

一時代前には、似た目的で「産学連携センター」といった
名称の組織が多くの大学で作られました。
「産学連携セン

設計面がより重要になってきています。
従来の「産業── Industry」という言葉ではイメージしにく

ター」
の名称の示すとおり、
以前の
「産業」
と
「学術」
の連携は、

いサービス業や流通業、さらに行政や自治体、NPO や NGO

大学の持つ基礎研究の産業利用や、要素技術の協同開発と

との連携が、社会的な情報通信技術の利用について今後

いったものがほとんどでした。

ますます大きな比重を占めるようになるでしょう。

しかし情報通信技術の進展で状況は大きく変わりました。

INIAD と外との「結節点」を作るにあたり、名は体を表す

情報通信分野では、基礎技術と製品化のような明確な線引

ということで、我々の考え方を明確にするためもあり、従来

はもはや過去のものです。世界的には多くの研究開発の

イメージの
「産学連携センター」
ではなく
「学術実業連携機構」

成果が、学会論文などよりむしろ実サービスとして直接

としたのです。
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連携のやり方
プロジェクトに合わせてさまざまな連携が可能です。
・INIAD への委託研究
・INIAD との共同研究（研究員派遣可）
・INIAD への寄付講座
・INIAD での短期的な協同セミナー開催
・INIAD での短期集中セミナー／幹部研修／
ビジネスコースの開催
・INIAD への国内留学（学部／大学院）
・INIAD 学生のインターンシップ
・INIAD からの講師派遣
・INIAD へのドネーション（寄付）
社会との連携―― INIAD cHUB
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使えるのは
の
全リソース
イノベーションには、こうすれば実現できるというよ
うなマニュアルや工程表はありません。むしろ、そうい
うものがあるのはイノベーションとはいえないでしょう。
イノベーションの実現確率を上げる唯一確実な方法は、
チャレンジの数を増やすことだけです。そしてチャレ
ンジの数を増やすときに重要なのが環境整備です。

ネットワーク内リソース
そのためにINIADでは、超高速のインターネットバック
ボーン回線から、設定だけで使えるクラウド計算資源、
AI 活用のためのクラウド中のミドルウェアまで、チャレ
ンジのためのさまざまなネットワーク内リソースを用意
しています。

物理設備的リソース
また、3D プリンタやレーザーカッター等の機器を備え
た INIAD Makers' Hub や、タスクグループで使えるプロ
ジェクトオフィス、講演会やシンポジウムに利用できる
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を実現する生徒も出てくるかもしれない。そうやって稼いだ

の た め の 多 く の 機 材 を 備 え た プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ハ ブ、

学内通貨や成績ポイントなどで、学内のリソースの利用も市

ネットワーク制御のリモコンカーやロボットの制御プログ

場原理で分配します。このビルの中での生活それ自体が、

ラムをテストできるテストハブ、セレンディピティ（偶然の

IoT 時代のネットビジネスの実践になる──そして、そこか

幸運な出会い・アイデアの結合）を狙った多様なミーティング

ら新しいベンチャーが生まれる。そういうことを期待してい

スペースやメディアセンターといった物理設備的リソース

るのです。

も備えています。

人的リソース
ビルも研究リソース

もちろん INIAD の教授陣は強力な人的リソースですが、さら

さらに INIAD のあるビル── INIAD HUB-1 自体が、最先端

に言えば INIAD では学内プログラミングコンテストやアイデ

の IoT ビルであり、その多くの機能を API で制御でき、環境

アソンを頻繁に実施予定で、1 学年 400 人、全学 2,000 人規模

のリアルタイムな状況を知ることができる、オープン API

の人的リソース化も、ビジネスモデル実証実験やフィールド

コントロールのビルです。プログラムすることで現実に影響

リサーチも、適切なインセンティブデザインにより可能にな

を与えられるという IoT の基本コンセプトを学ぶための教材

ります。

でもあり、同時に研究プラットフォームでもあります。
たとえば、学生一人に 1 個、私物が入れられる個人ロッカー

多くのチャレンジのための環境整備を行っている INIAD を
ぜひご利用ください。

がありますが、これも鍵が API 制御で、それを利用するアプ
リを書くことが実習──ロッカーも IoT 教材です。

リソース管理システムそのものも
研究リソース
また学内専用のペイメントシステム INIAD Pay が用意され
ています。これもリソース利用の管理のためでもありますが、
同時にネットビジネスの実験・実習のために API で利用でき
る価値流通プラットフォームともなっています。これらを組
み合わせて、自分のロッカーで他人に時間貸しするビジネス

これまで IoT、AI、ビッグデータ解析、オープンデータ、シェアリングエコ
ノミーなどの分野で世界中の政府や企業と組み、多くの協同セミナーを開始
しています。
お問い合わせは INIAD cHUB（e-mail: chub-contact@iniad.org）まで。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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社会との連携―― INIAD cHUB

ホール、小規模プレゼンテーションやデモンストレーション

Recurrent Education
54

の
教育の考え方とリカレント教育
坂村 健

2017 年 4 月に赤羽台に創設された INIAD（東洋

なり出てきたわけではない。表面的な現象だけを

大学情報連携学部）は毎年約 400 人の学生を受け

勉強するのではなく、その根底にある基本的な考

入れ、2020 年 4 月には 1 学年から 4 学年まです

え方や、歴史の中でどういう流れで今に至るのか

べての学生がそろった。2021 年 3 月には第 1 期

ということを理解しないといけない。基本的な考

生を社会に送り出す。また、INIAD は社会人のリ

え方を身につけていることが、新しい状況に適切

カレント教育にも力を入れている。

に対処するための最大の武器になる。さらにコン
ピュータは、理論を突き詰める数学のような学問

INIAD の哲学

とは違って実践的に動くことが重要なので、哲学
や理論を実践の中で常に問い直す姿勢が求めら

東洋大学の創立者で哲学者の井上円了先生は、

れる。

晩年に生涯学習活動にも力を入れていたので、私
もその意志を受け継いで、INIAD を生涯教育の場
としてさまざまな人たちが学ぶ場にしたいと考

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、
デジタル技術によって根本的な変革、すなわちイ

えている。
コンピュータを学ぶにしても、IoT や AI がいき

INIAD GUIDEBOOK 2O2O

○ 今という時代

1

ノベーションを起こそうという動きである。私は

2

3

4

5

6

7

8

9

10

これまでも最新のテクノロ
ジーでイノベーションを起こ
して、社会のやり方、会社の
やり方、学校教育のやり方す
べてが変わっていくべきだと
主張してきた。
最近は日本企業もデジタラ
イゼーションに真剣に取り組
み始めているが、小さい会社
であれば社長が強い意志を
もって進めればうまくいくと
思うが、大きい会社の場合は
別組織にしないとうまくいか
ないだろう。今までのことを
続けていくほうが楽なのだか
ら、まったく同じ組織のまま
変えていこうとするのは、相
当の覚悟と血を流さない限り
INIAD でコンピュータ教育
やプログラミング教育を重視
し ているのは、DX で 新し い
ことにチャレンジしようとしたときに『自分でやれる』時
代になったからである。日本のある程度大きな組織やコ
ンピュータが専門ではない会社では、わからないからと
エスアイヤー

INIAD の教育
INIAD のコンセプトは「連携」。私は DX を進めるうえで

SIer やコンピュータの専門業者にアウトソーシングしがち

「 API 連携」「データ連携」「サービス連携」という三つの

である。しかし、世界ではコンピュータを専門としない会

連携を強調してきたが、INIAD でまず大切にしているのは

社でも IT の専門家を雇って、自分たちで DX に取り組んで

「人との連携」である。イノベーションを起こすにはダイ

いる。これからは日本の会社も、コンピュータのことはわ

バーシティが重要で、タイプの違ういろいろ人たちを集め

からないからと外部に丸投げするのではなく、業務にも IT

ないと難しい。そこで INIAD では「文・芸・理融合」と多

にも詳しい社員がいたほうがいいし、人に頼むにしても基

様性を重視し、一人ではできないこともさまざまな属性や

本的な IT スキルは持っているべきである。社内の IT スキ

専門性を持った人たちとチームを作って連携することでイ

ルを上げるために、INIAD のリカレント教育を活用してい

ノベーションを起こせる人材を育てようとしている。

ただきたい。

〇 全コースの基礎になるプログラミング教育
今は、どこの学部に行ってもコンピュータを知らなくて

INIAD GUIDEBOOK 2O2O
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難しい。

11

12

しかし、重要なのは理解する
速さではなく、どれだけ深く
理解したのかなのだ。
INIAD を作ったのは、論理
的思考とコンピュータをベー
スにしてすべての学問教育の
13

14

再構築を実現するためであ
る。私は学生に論理・統計の
重要性を何回も話している
が、プログラミングの勉強は
論理的に考えることの訓練で
もあると考えている。単にプ
ログラムの書き方を学ぶだけ

15

16

でなく、ロジカルシンキング
やコミュニケーションの能力

いいということはない。たとえば会計学にも経営学にも

を高めることも必要なので、共同での連携実習やプレゼン

ディープラーニングやビッグデータを使った統計分析の知

テーションの機会も多く設けている。

識が必要になっている。
INIAD では全学生が徹底してコンピュータサイエンスの
基礎を学ぶ。年間 150 時間近くの授業があるが、自分で

〇 専門性を活かし連携力を高める
INIAD では「エンジニアリング」「デザイン」「ビジネス」

手 を 動 か し て プ ロ グ ラ ミ ン グ を 理 解 す る た め に は、

「シビルシステム」の四つのコースを用意している。エン

MOOCs による予習復習の時間も同じぐらい必要になる（図

ジニアリングコースでは組込みや IoT の技術を習得し、デ

15）。そしてその実践の場が赤羽台キャンパスの INIAD

ザインコースではウェブアプリケーションの開発などを学

HUB-1。建物全体が IoT 環境になっており、オープン API

べる。また、ビジネスコースでは AI やビッグデータを活

でコントロール可能な IoT 教材となっている。つまり、学

用したデータサイエンスを、シビルシステムコースでは

生自身が JavaScript や Python でプログラムを書いて、教

ICT を活用した社会やまちづくりについて専門的に学習す

室の照明を制御したり音声認識でロッカーを開けたりと、

る。しかし、それぞれの専門性は緩やかで、学生には複数

API 連携でさまざまな機器を制御する方法を、身をもって

のコースの講義を履修し、専門性を活かしながら専門外の

学ぶことができる環境が用意されている。

知識も習得することを推奨している。

プログラミング学習でよく使われる一般的な例題は、抽

情報連携実習は、自分とは違う強みを持つ人たちと連携

象的な概念が多くわかりづらいものだが、たとえばライト

して課題を達成するスキルを学ぶ。「バリアフリーマップ

が点灯するプログラムを作って、実際に操作すると動くと

作成実習」は、1 年生が INIAD に入って最初に行う連携実

いう経験は教育効果が高く身につきやすい。

習で、400 人が 5 人程度のチームに分かれ、学校の周りの

もちろん、理解する速度は対象とその人によって異なる。
どんどん新しいことにチャレンジしていく学生もいれば、
同じ課題に何日でも何年でもかけて取り組む学生もいる。
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バリアフリー状況を調べてウェブシステムに登録していく
フィールドワークである（図 19）。
さらに 3 年生のチーム実習では、専門を学んだあとに別

の専門の学生と組んで、1 年
かけてテーマに沿ったプロ
ジ ェ ク ト を 進 め て い く。
2019 年度は「オリンピック・
パラリンピックへの貢献」を
テーマにしたところ、投票機

17

18

19

20

能付きスマートゴミ箱や、位
置情報を用いたゴミ拾いゲー
ム、顔認証機能付き自動販売
機など、面白い成果がたくさ
ん生み出された（図 20）。こ
うした取り組みは、学生が自
分たちで考えて問題を解決し
ていく力を伸ばしていく。

〇 T-Car を用いた IoT 教育

ムは独学では難しく、理解を早めるには徒弟的に指導して
いく必要がある。最先端の IoT システムに対応するには、

いる模型自動車「 T-Car」を教材に用いている。INIAD には

組込みのエッジノードとクラウドについての知見を高め、

「 IoT テストハブ」とよばれる T-Car のテストコースが用意

クラウドとエッジノードのタスクをどう分散させるのかと

されている。床面ディスプレイにさまざまな環境のコース
を再現できるので、自動運転に関する種々の実験が可能で
あり、IoT エッジノードの開発からクラウド連携まで、一
連の IoT システムの開発手法を学習できる。
エンジニアリングコースでは TRON は必修である。組込

いったことがわからないといけない。

INIAD のリカレント教育
急激に変化する世界に対してのミスマッチを解消するた

みの RTOS を使う技術は Windows 上のプログラムよりも

めには、第一線で活躍しているコンピュータ技術者でも、

はるかに高度で、特にエッジノード側の非同期のプログラ

再教育によって最新のテクノロジーに関する知識を体系的
に身につけるべきという考えのもと、INIAD では社会人の
ための学び直しのプログラムを用意している。
企業が自社の社員に対してリカレント教育を実施すると
き、社員が課題に専念できるかどうかが重要で、仕事をや
りながら受講している人は、本来の業務が忙しくなると課
題の取り組み状況に影響し、習得度も甘くなってしまう。
会社がリカレント教育を受けさせるのならば、会社が給料
を払って勉強させ、そのかわり『マスターするまで INIAD
から帰ってくるな』というぐらいの気持ちで送り出してほ

21

しい。
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IoT 技術の習得にあたっては、µT-Kernel が搭載されて

なお、過去にプログラミング経験のある人なら Python

での開発経験はあるが TRON は知らないという人に、エッ

などの新しい言語に触れてもすぐに使いこなせるようにな

ジノード側の組込み OS やクラウドとの連携など最先端の

るが、プログラミングの経験がないと学生と同じようなス

プログラミングを教える。

テップが必要になるので、習得にはある程度時間がかかる

共通科目は MOOCs などを利用して遠隔で受講でき、自
習用に IoT-Engine も貸し出すなど、オンライン教材を活

ことはご理解いただきたい。

用したカリキュラムになっている。半年のプログラムの集

〇 Open IoT 教育プログラム

大成となる集中講義は INIAD で行い、T-Car を使った全連

「 Open IoT 教育プログラム」は、高度な IoT 技術を身に

携校合同の実習で締めくくる。

つけたい社会人を対象に、IoT 関連分野の体系的な知識と

本プログラムは文部科学省の「成長分野を支える情報技

スキルを短期間で習得できる学び直しのためのコースであ

術人材の育成拠点の形成（enPiT）」採択事業であり、文部

る。INIAD が中心となり、東京大学、名古屋大学、名城大

科学省職業実践力育成プログラム（BP）および厚生労働省

学が連携校として参画し、さらにトロンフォーラムも連携

一般教育訓練講座に指定されているので、一定の条件を満

して産業界のニーズをふまえた IoT 分野の実践的なカリ

たした場合には教育訓練経費の 20％が公共職業安定所か

キュラムを提供している。

ら支給される。

プログラム経験のある社会人が対象で、たとえば UNIX

22
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23

〇 オーダーメイドの
教育プログラム

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

社会人に対して高校を出た
ばかりの大学生と同じ内容で
教えるのは難しい。若い学生
は一般的な題材を取り扱って
もすべてを新しい知識として
吸収できるが、社会人教育で
は、実務に無関係の題材を与
えるとピンとこないことも多
い。しかし、業務に関わる特
定のデータなどを題材にして
勉強をさせると、同じ教育内
容でも理解のスピードがグン
と早まることを実感してい
る。そこで INIAD では、企業
のリクエストに応じたカリ
キュラムを作成し、業務で利
材に使ったオリジナルのテキ
ストで授業を行っている。
事例として 2018 年から実
施している三井住友海上火災
保険用の研修プログラムを紹
介 す る。 ビ ジ ネ ス デ ザ イ ン
コース、データサイエンティ
ストコース、ビジネスデータ
サイエンティストコースの三
つの研修プログラムを用意
し、
これまでに500人弱の社員が最新のデジタル技術・デー

***

タ分析・プログラミングについて 5 日間の短期集中型研修

リカレント教育に対しては、INIAD では学生用の教室と

を受講した。演習には企業から特別に提供された実際の保

は別に社会人教育用の教室も用意するなど、きめ細かな環

険データが用いられているので、研修の成果をすぐに業務

境を整備している。ビジネス向けの機械学習やデータ解析、

に活かせると好評だ。

プログラミング学習、組込み用 RTOS に特化したものなど、
企業の需要にあわせた多彩なプランが用意できるので、ぜ
ひ INIAD にお問い合わせいただきたい。
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用している実データなどを教

再教育プログラム
現在、情報通信技術は目覚ましい進化を続けています。IoT（Internet of Things）、AI（ 人工知能）、クラウドといった
最新技術が有機的につながり、私たちの社会のさまざまな局面に技術革新をもたらす新しいサービスやプロダクトが、日々
誕生しています。
このような世界では、常に最新技術を学び続け、変わり続けることが求められます。これからの大学は、社会に出る
前の若者が「学ぶ場」としての役割だけでなく、一度社会に出た人々が「学び直す場」としての役割も果たすべきだと、
INIAD は考えています。
INIAD（東洋大学情報連携学部）と、その大学院「情報連携学研究科」では、「学び直し」を求める社会人の方のために、
次の 3 種類のプランを用意しています。

❶ 大学院博士前期課程

❷ Open IoT 教育プログラム

コンピュータサイエンスを中核としたさまざまな応用分

IoT 関連分野の体系的な知識とスキルを身につけるた

野に関して、より深い専門性を身につけ、研究を行うこと

めの、半年間のプログラムです。修了者には学校教育法

ができます。特に、日々の業務の中で課題になっているこ

に基づく履修証明書を交付します。詳細は、ウェブサイト

とについて、IoT や AI を用いた新たな解決策を見出したい

（https://enpit.iniad.org/）を御覧ください。

と考えている方に、おすすめです。なお、2019 年度より
博士後期課程も新設しています。
働きながらの「学び直し」を求める社会人の方のニーズ
に応えるために、以下の制度があります。（詳細は、入試
情報を御覧ください。）
一次試験免除制度



❸ 企業向けオーダーメイド教育
企業のニーズを反映させた個別プログラムを提供する
ことで、高度な IoT 技術を身につけた人材の育成を目指し
ます。企業には社員教育用に社内のデータを提供しても

実務経験・資格・大学の成績等により、情報連携学

らい、それを使ったオリジナルの教育教材を用意し、ビッグ

分野に関する十分な知識を持つことが予備審査で認めら

データ解析や最新のプログラミング手法など、IoT や人工知

れた場合、
「基礎・専門試験」が免除されます。

能を新商品開発に活用するために必要な実践的な知識を、

長期履修制度



講義と演習により提供します。

職業（勤務の都合）や、育児、親族の介護のため、時間
的に履修に制限がある場合には、出願時に申請する長期
履修制度を利用することにより、2 年間分の授業料で
3 年間での履修計画を立てることも可能です。
在学期間短期修了



優れた業績を上げた者については、所定の手続きを
行い研究科で認められた場合、2 年間より短い在学期間
（1 年または 1 年半）で修了することが可能です。
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●

東洋大学大学院 情報連携学研究科
入試情報

https://www.iniad.org/graduate-school/

①大学院 情報連携学研究科
東洋大学大学院 情報連携学研究科は、東洋大学情報連携学部と連携した教育・研究を行う大学院です。
情報連携学研究科では、コンピュータサイエンスを基盤とした「連携」を支える九つの分野について、深く専
門を身につけ研究を行うことができます。
情報連携学研究科は、社会人の再教育を応援します。必要な科目を集中的に履修することで、1 年間で修了
することも可能です。また、博士学位取得のための課程も用意されています。

九つの研究分野

コンピュータ
ネットワーク研究分野

今 I oT（Internet of Things）
とよばれ
てい るような、新しい 時 代 のコン
ピュータシステムについて研究します。
リアルタイムOS などの要素技術から
アプリケーションまで扱います。

省電力無線通信技術、クラウドコン
ピューティングなど、IoT 時代を支
えるネットワーク技術について研究
します。

ビジネスインキュベーション
研究分野

ユーザエクスペリエンス
デザイン研究分野

デジタルデザイン
研究分野

コンピュータをはじ めとした 情 報
通信技術とビジネスの関係や、それ
らの技術を活用した新規事業開発に
ついて研究します。

新しいユーザインタフェースの設計、
ヒトと空間情報の関わりなど、ヒト
と情 報 やコンピュータの 関 わりに
ついて研究します。

3Dプリンタなどをはじめとしたデジ
タルファブリケーション技術とコン
ピュータを活用したものづくりについ
て研究します。

データサイエンス研究分野

インフラサービス研究分野

クオリティオブライフ
研究分野

ディープラーニングをはじめとした
機械学習技術、データ解析技術の、
社会のさまざまな分野のビッグデータ
への適用について研究します。

情報通信技術を、社会のさまざまな
インフラの設 計、あるいは 都 市や
交通の管 理に役 立てるための研 究
を行います。

情報通信技術を、ヘルスケアやコミュ
ニティ形成といったまちづくりに活
用し、くらしを豊かにするための研
究を行います。

プログラミング言語や情報セキュリ
ティをはじめとした、
「連携」を支える
基盤技術に関して研究します。
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コンピュータ
アーキテクチャ研究分野

情報基盤技術研究分野
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在職しながらの情報連携学大学院での学修
花木 啓祐
2017 年 4 月に情報連携学部と同時に大学院情報連

携学研究科がスタートしています。2019 年 4 月には

博士課程もスタート。入学時期は 4 月と秋の年 2 回で
あり 2020 年度の定員もあわせて 24 名です。

現在、入学者の主たる対象は社会人。そこで、組

織に籍を置きながらでも学びやすいようにいくつも
の配慮があります。まずは修了に必要な期間に関す
るものとして、博士前期課程は通常 2 年間で修了しま

すが、それ以外に、3 年間で履修する「長期履修制度」
と、逆に 1 年半で修了する「短期修了制度」があります。

仕事・育児・介護などの事情に合わせて選択できま
すが、短期修了制度に関しては、入学後の査読付き

花木 啓祐 情報連携学研究科長

論文発表などの研究成果が必要です。
入学試験での配慮もあります。一次試験（ペーパー試験）と二次試験（面接、プレゼンテーション）のうち、次の

（2）
三つのいずれかを満たせば、一次試験は免除。それは、情報連携学に関する（1）十分な実務経験年数と実務内容、

国家または公的資格の所持、
（3）適切な大学の履修科目および優れた成績です。情報連携学とは、エンジニアリング、
デザイン、ビジネス、シビルシステムの各分野です。

なお、出願にあたっては、TOEIC、TOEFL、実用英語技能検定（英検）のいずれかの学力証明書（スコア）の提出

が必要。英語能力の客観的な評価に役立てるためです。

入学後の科目の履修にも配慮があり、博士前期課程は、必修 4 科目と選択 7 科目以上（16 科目から選択）の履修と

研究指導および修士論文で修了です。そして、春学期も秋学期も週 2 日に授業を集中させているので、組織に在籍

しながら仕事と授業を両立させやすいようになっています。また、1 年で必要な科目をすべて履修することもでき
るので、2 年目は研究・論文執筆に集中することも可能です。

期待できる学修効果としては、まず、これまでの仕事の経験を新しい方向にブレークスルーさせるためのスキル

を身につけることができます。さらに、多様な分野の教員や社会人学生同士と交流できる環境に身を置くことによ
り、それまでになかった幅広い知識や知見を身につけることができるでしょう。

INIAD 大学院に興味がある方は、ぜひ以下のサイトをご覧ください。

○ 東洋大学大学院 情報連携学研究科
https://www.toyo.ac.jp/site/giniad/
https://www.iniad.org/graduate-school/
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② Open IoT 教育プログラム

「 IoT 時代に活躍するために」
―「 Open IoT 教育プログラム」とは―
坂村 健

ICT分野では技術の進展が速いために、10 年前の教育でさ

て当たりをつける作業を効率的にするために使われる。

え最新の技術状況を理解するのには不足してきている。たと

このような新しい開発スタイルを使いこなせるような若手

えば、ニューラルネットワークによる深層学習がブレークした

人材は引く手あまたで、募集しても来ない。新入社員を雇え

のが2012 年ぐらいで、その後たかだか5、6 年で、使おうと

ればいいが、少子高齢化で新卒学生はそもそも少なくなっ

思えば誰でもそのAIパワーが使えるという環境になっている。

ている。しかし社内を見回してみれば中堅エンジニアは技

また、昔のコンピュータは単独で動いていたが、現在は

術の下地はできている。ならば彼らに新しい知識を学んで

多くがクラウドベースに移行しており API 連携は当たり前

もらって必要な人材になって欲しい。そのときに役に立つの

となっている。現代のプログラミングとは、求める機能を

が大学だ。現代のように技術の出発点から大きく変化した

実現するオープンソースを探し、見つけたモジュールを試

状況になったときには、つまみ食い知識の自学自習には限

験して癖をつかみ、必要な修正をして組み合わせがうまく

界があり、基本から体系立てて教育する機関である大学が

いくまで繰り返すという感じだ。ソフト開発も GitHub の

結局は効率的だ。

ような共有サービスを利用してバージョン管理するスタイ

こうした背景のもと、INIAD（東洋大学情報連携学部）は、
2018 年度より「 Open IoT 教育プログラム」を開講。本事

い分ける。仕様書を満たすようゼロからプログラミングし

業は、2017 年度に文部科学省「成長分野を支える情報技

てデバッグするという従来の直線的工程とはだいぶイメー

術人材の育成拠点の形成（enPiT-Pro）」に採択されており、

ジが違う。AI が絡むとその傾向はさらに進み、演繹的プロ

東京大学、名古屋大学、名城大学とともに、多数の IoT 関

グラミングよりもデータからの帰納的学習が中心になり、

連企業が参画するトロンフォーラム（https://www.tron.

そのときのプログラミングは、主にデータを適切に調整し

org）とも連携しながら、IoT 分野の実践的なプログラムを
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ルが定着。プログラミング言語も目的に応じていくつも使

再教育プログラム

提供している。2018 年度、2019 年度とも約 40 名の受講
生を迎え、社会人を対象とした IoT 時代の「学び直し」の
ためのプログラムを展開している。
***
Open IoT 教育プログラムとはリカレント教育ともいわ

やスマホなどの端末に限らず、身の回りのすべての「モノ」

れる、一度社会に出て働いている人たちを対象にした再学

がインターネットにつながることで、生活やビジネスが根

習プログラムのことであり、INIAD では特に IoT ─ Internet

底から変わるというものだ。私はこの IoT のコンセプトを

of Things における体系的な知識と最先端の技術を学ぶプ

1980 年代に提唱し、TRON プロジェクトを通じてその発

ログラムを用意。その講座内容はコンピュータサイエンス

展に寄与してきた。TRON プロジェクトはその発足当初か

の基礎から、IoT 技術者のためのウェブ技術、さらには AI

ら、いろいろな「モノ」の中にコンピュータを組み込み、

やロボットの制御など、非常に幅広く、基礎的かつ俯瞰的

それが相互にネット上でつながるというゴールイメージを

なコンピュータサイエンス概論教育を提供するものだ。ま

展開してきた。Ubiquitous Computing、Calm Computing、

た、学校教育法規定の「履修証明制度」に基づいた講義プ

M2M など、さまざまなバズワードで呼称されるようにな

ログラム 141 時間のすべてを INIAD 校舎で受講する必要は

るほど研究開発の気勢も高まったが、今は「IoT」というワー

なく、基本的には「 MOOCs」というインターネットを活用

ドにほぼ収斂している。IoT は「モノをインターネットに

した遠隔教育により授業は進められる。

つなぐ、というよりインターネットのようにモノをつなぐ」

IoT で社会を大きく変えるための鍵は「オープン性」
IoT とは、すなわち「モノのインターネット」。パソコン
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ことを明確にした呼称だからであろう。
では、本当に IoT は社会を大きく変えることができるの
だろうか。その鍵は「オープン性」にある。
オープンネットワーク。モノをつなげるにしてもクロー

ズにするのではなく、オープンなネットワークにつなぐ。

が TRON のターゲットである。小さなエッジノードの中に

そして、それをどう構築するかということが重要だ。

どうやってプログラムを入れるのかというような具体的な

今まではネットワークにつなげるときのAPI
（Application

ことも本プログラムを通じて必ず理解できるようになる。

Programming Interface）がクローズであったために、たと

新しい時代のモノのデザインができるようになる。まさに

えば A 社のエアコンと B 社の加湿器といった、メーカーの

IT の開発者の方には最適な教育プログラムである。

異なる家電同士は協調動作することができなかった。A 社
も B 社も他の会社にはネットワークからの操作法を教えな
い、API は自社の人間にしか教えないから、他社の製品と
はつながらないのだ。しかし、クラウド連携を前提とし、

IoS 社会実現のための Open IoT 教育
では、そうした具体的な技術の習得を経て、最終的に目

API をオープンにすることにより、メーカーの枠を越えた

指すところは何か。それは IoS、Internet of Services とい

連携が可能になる。そのためには、API をどう作りオープ

う言葉が示している。IoT の本質は「モノ」が API で自動連

ンにするのかということや、
クラウドとエッジノードの
関係、さらには個々の機器
INIAD Recurrent Education

に組み込むエッジノードの
具体的な環境構築が必要に
なるが、この Open IoT 教育
プログラムではこうした基
礎部分を、実習を通じて具
体的に学ぶことができる。
1980 年 代 と 現 在 の 通 信
環境の違いで一番大きなこ
とは、
「軽い」エッジノード
製品がクラウドと連携し、
「総体」としてサービスする
Aggregate Computing Model
が今は可能なことだ。エッ
ジノードのような実際に組
み 込 む 部 分（IoT-Engine）、
すなわち IoT の「下端」と、
どうやってそれらをつなげ
るかという「上端」の部分
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携することだというのは先に述べたとおりだが、連携する

て API 連携させるというところまで踏み込んで教育を行う

先は「モノ」とは限らない。IoT を通じて「人」と「モノ」が

ということ。エッジノードの開発については、C のような

自在に連携する世界がその先にある。

プログラミング言語が書けることが前提となっているが、

スマホで Uber のような人間が運転する車を呼ぶのと、自
動運転車を同じくスマホで呼ぶような状況を考えても、ア
プリでつながる先は人間でもロボットカーでも変わらず、あ

リアルタイム OS に関してはまったくの初心者でも勉強し
ていけるようになっている。
本教育プログラムが提供するのは IoT 専門科目 96 時間、

くまで「移動というサービス」を呼び出すことに変わりはな

IoT 演習科目 30 時間、情報連携実践科目 15 時間の計 141

く、そこが重要だ。さらに、それを実現可能にするのは先

時間。これを長いと見るか短いと捉えるかは人によって違

に触れたオープンAPI である。API の先にいるのが「人」で

うだろうが、高度なプログラミングや AI について学ぶた

あればマッチング・サービス、
「組織」であれば API エコノミー

めのハードルは以前に比べて確実に低くなっている。プロ

など、さまざまな呼称はあるが、
「サービス」がその本質で

グラミング学習に関しては環境が進歩・充実して高度な機

あり、あくまで API ですべてをオープン連携できる世界を

能が簡単に実現できるようになり、ネットワーク上で使え

目指す。Open IoT 教育プログラムは、こうした IoS 社会実

る多くの機能があるため、自分で高価な設備を所有する必

現のための一環として位置づけられたものなのである。

要がない。AI に関しても、このプログラムでは中身を研

enPiT-Pro「 Open IoT 教育プログラム」のベースとなっ

究するわけではなく、その使用法を学ぶわけで、たとえば

て い る の は、 こ の た び IEEE 2050-2018（IEEE Standard

最先端の車の中身を研究するのは大変だが、乗るのは難し

for a Real-Time Operating System（RTOS）for Small-Scale

くない。要求されるのは、個々の問題を人工知能が対応で

Embedded Systems）として IEEE 標準となったリアルタイ

きるように、AI に「伝える」ための技術である。Open IoT

ム OS――µT-Kernel 2.0 を搭載したエッジノードのプログ

教育プログラムは具体的な目的となる「応用」を持つ人た

ラミングの実際を教えるという講座だ。

ちのために開かれたものである。

特徴的なことは、リアルタイム OS の基礎とともに、エッ
ジノードが単独で動作するだけでなくクラウドと連動させ
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本プログラムの詳細についてはウェブサイト（https://
enpit.iniad.org/）をご覧いただきたい。

Open IoT 教育プログラム概要
1. Open IoT 教育プログラムとは？

4. 開講時期

本プログラムは、高度な IoT 技術を身につけたい社会人の方を
対象とした「学び直し」のためのコースです。
本プログラムでは、IoT 関連分野の体系的な知識とスキルを短
期間で身につけるための高度な教育を提供します（C 言語に関す
るスキルを前提とします）。

2020 年 7 月～ 2021 年 1 月（半年間）

5. 受講料
240,000円（税込み）※教材費を含む。大学までの交通費は含まない。

6. 定員

「 IEEE 2050-2018」と し て 標 準 化 さ れ た リ ア ル タ イ ム OS「 µTKernel」シリーズや「 IoT-Engine」を用いたシステム開発を中心
に、Web アプリケーション開発や機械学習等の IoT と関連が深
い分野の最新技術についても学習します。

全体で 80 名程度

7. 履修資格
（1）大学または短期大学を卒業した者
（2）本事業において、
（1）と同等以上の学力があると認められた者

2. 習得できる技術
• 「 µT-Kernel 2.0」をベースとする世界標準のリアルタイム OS
「 IEEE 2050-2018」および、その発展型「 µT-Kernel 3.0」
• 「クラウド直結型の IoT エッジノード」開発のためのプラット
フォーム「 IoT-Engine」を用いたシステム開発
• Web アプリケーション開発、AI( 人工知能 ) といった IoT と関
連が深い分野の最新技術

8. 修了要件・履修証明
本プログラムの修了要件は、
「専門科目」4 科目、
「演習科目」2 科
目、
「情報連携実践科目」1 科目のすべてを受講修了した方とし、
修了者には学校教育法に基づく履修証明書を交付します。

9. 開講キャンパス
東洋大学

赤羽台キャンパス

東京大学

本郷キャンパス

本プログラムは、大学が特別に編成する課程を修了した者に対

名古屋大学

東山キャンパス

して修了の事実を証する証明書を授与する学校教育法規定の

名城大学

天白キャンパス

3. 内容、授業の方法、時間数

「履修証明制度」に基づいたプログラムです。
以下の（1）～（3）による、計141時間のコースを開講します。希望
するコース・受入校により、指定した科目を履修していただきます。

E-mail：contact-enpit@iniad.org

実践型の演習講義を、週末や長期休暇期間中に集中講義型
で開講。
（3）
「情報連携実践科目」
（15 時間）
INIADのIoT キャンパスを利用したプロジェクト型の実習を、
週末や長期休暇期間中に集中講義型で開講。
研究機関
連携

連携

https://enpit.iniad.org

※ 本プログラムは、平成 31 年度より、文部科学省職業実践力育成プログラム（BP）
及び厚生労働省一般教育訓練講座に指定されました。そのため、一定の条件
を満たした場合、教育訓練経費の 20％が公共職業安定所から支給されます。

超軽量組込み
講師派遣

連携校

講師育成

アクセス制御

人工知能

高度 IoT 時代に求められる知識・スキルの習得

東京大学

名古屋大学

ビッグデータ解析

Open IoT 教育プログラム
東洋大学
情報連携学部

チームによる課題解決型の実践学習

コース運営
カリキュラム・教材開発

名城大学

産業界のニーズを踏まえたカリキュラム

・高度 IoT 技術を体系的にカバーする講義
・民間企業からの講師による講習を含む、

MOOCs を活用した学習環境
・通学を伴わない遠隔講義
・不足知識の学び直しを行える環境の提供

実践的スキルを習得できる演習

連 携
講師派遣

社会人
高度な IoT 技術を身につけたい情報系大学院出身の技術者

トロンフォーラム
●

●

IoT 分野に関連した、多数のベンダー企業、ユーザ企業、
学術機関、政府研究機関が参画
人材育成に関しても十分な実績

学び直しの機会が少ない地方の ICT 技術者
学生時代に体系的にコンピュータサイエンスを学んでいない技術者
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（2）
「 IoT 演習科目」
（15 時間×2 科目＝30 時間）

YRP ユビキタス・
ネットワーキング研究所

赤羽台事務課

Tel：03-5924-2603

オンライン教材により遠隔受講する講義科目。

学術団体

東洋大学

enPiT-Pro「 Open IoT 教育プログラム」事務局

（1）
「 IoT 専門科目」（1.5 時間× 16 週× 4 科目＝ 96 時間）

IEEE Consumer
Electronics Society

10. 問い合わせ先

「 Open IoT 教育プログラム」を受講して
柴田 義之
●受講のきっかけ

● Slack でのコミュニケーション

私は、ICT 分野で働いてはいないが、コンピュータにはずっと

質問／回答、コミュニケーションの手段として、オンラインツー

興味を持っている 50 代である。かねてより、コンピュータサイエ

ルの Slack が使われた（図 3）。オンラインで学習していてちょっと

ンスをきちんと学んでみたいと思っていたところ、今回のプログ

した疑問、不明点が出てきたとき、Slack に書き込むと講師の先生

ラムを知ったのを機に受講した。

からの回答ですぐ解決したことも多々あり、たいへん有用だった。

●ハイレベルなオンライン講義

また、受講者同士のコミュニケーションにも使われ、演習後には
有志の親睦会なども行われた。

講義はオンライン（図 1）で、1 科目は 16 回あり、週に 2 科目各
2 回分が公開される。1 回が 90 分想定で、各回で課題を提出する
必要があるので、週に 6 時間は必要になる。そのため、受講期間
中の 6 か月は平日の空き時間、週末の時間をかなり費やす必要が
あった。電車の移動時間やカフェなどの場所も活用した。
講義の内容は、さすが大学のカリキュラムだけあって、コン
ピュータサイエンスの基礎から IoT にまつわる技術まで、最新の
技術が体系的に網羅され、レベルもかなり高いと感じた。

図3

Slack を使った質疑応答

●幅広い層の受講者
受講者の人数は全体で 50 名弱、年齢層は 20 代〜70 代、業種は
かなり幅広く、ICT 分野でもまだ IoT は扱っていない人、ICT 業界
図1

オンラインで受講する講義資料と確認問題の例

●実践的な演習科目
共通科目は、IoT-Engine を使った µT-Kernel（エッジ側）の制御
と通信、選択科目は、ウェブアプリケーション（クラウド側）の作
成を行った。
最後の情報連携実習は、東洋大学に全受講生が集まって行われ
た。IoT-Engine を搭載したモデルカー「 T-Car」を題材として、ス
マホからクラウドを通して車体の制御を行うという課題である（図
2）
。IoT のかかわるエッジ側とクラウド側それぞれのプログラムを
開発してそれらを連携させるという、まさに総合演習だった。床
一面に LED パネルを敷き詰めたテストコース上を走らせるのはと
ても面白く、受講者はそれぞれ時間いっぱいまで取り組んでいた。
講義はオンラインで済んでも、実機を動かす経験はやはり大き
い。また、その場でサポートを受けられるというのも貴重だった。

ではないが今後 IoT が入っていきそうな周辺分野の人が多い印象
だった。ICT 業界の人でも、ウェブは得意でも組込みは初めてとか、
それぞれの得意分野はかなり異なるということを聞いた。受講者
同士で自主勉強会を開くといいかもしれない、という話も出たほ
どである。

●プログラムを終えて
社会人が IoT について独力で学習しようとするのはなかなか難
しい。
・ 技術の変化が激しいので、新旧の情報が入り混じり、どれを今
学ぶべきなのか判別しにくい。
・ 概念的すぎたり、特定の技術だけの解説だったり、情報が偏り
がちである。
・ 表層の技術的トピックスが多く、基礎となるコンピュータサイ
エンス部分がおろそかになりやすい。
・ 組込み OS の初心者向けの情報はネットや書籍でも少なく、実
機も手に入りにくい。

そういう意味で、本プログラムによって、IoT がカバーするエッ
ジ側（組込みシステム）からクラウド側（ウェブシステム）までの実
践的な技術および基礎理論を体系的に学べたことは、とてもよい
機会だった。今後、直接自分の関与しない分野でも、共通の知識・
考え方を知っていることで、コミュニケーションが格段にスムー
図2
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③ 企業向けオーダーメイド教育
INIAD では特定企業にチューニングした企業向けオー
ダーメイド教育プログラムを提供している。ビッグデータ
解析や最新のプログラミング手法など、IoT や人工知能を

育教材を作り、社員にプログラミングやビッグデータ解析
の手法を学んでもらうしくみを作った。
C 言語の時代からプログラミングの手法も変化している。

新商品開発に活用するために必要な実践的な知識を、講義

スクリプト言語が普及し、開発環境も整い、オープンソー

と演習により提供する。

スや API を活用することで、誰もがより簡単にプログラム

たとえば、社会人がビッグデータの解析を勉強するとき

を組むことができるようになった。コンピュータ教育に関

には、架空の企業の架空のデータを使うよりも、自分の会

しても、時代に沿った新しいやり方を取り入れていかなけ

社のデータを扱ってビッグデータの解析をしたほうが、は

ればならない。INIAD では、企業のニーズを反映させた個

るかに理解は深まる。そこで、企業には社員教育用に社内

別プログラムを提供することで、高度な IoT 技術を身につ

のデータを提供してもらい、それを使ったオリジナルの教

けた人材の育成を目指している。

INIAD Recurrent Education
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企業向けオーダーメイド教育を導入して
舩曵 真一郎 氏（三井住友海上火災保険株式会社 取締役専務執行役員）

三井住友海上火災保険では、業務のデジタル化が進む

デジタル技術・データ分析・

なかで社員がいかにパフォーマンスを発揮できるかが今

プログラミングを学習する 5

後の経営課題になっていました。

日間の短期集中研修を INIAD

業務プロセスの改革によって契約事務のオンライン化
や保険金支払いプロセスの自動化が進み、帳票の情報は

授業は三井住友海上火災保険専用の研修プログラムに

デジタル化され蓄積されてきましたが、蓄積したデータ

なっており、演習は実際の保険データを用いて行われる

を AI によって分析し、営業活動や商品開発に活用する

ので、研修の成果をすぐに業務に活かせるのが最大の特

ことで新たなマーケットを創出するというデジタルプラッ

徴です。相談した当初は広く浅くでも多くの社員に知識

トフォームは整備された一方で、
「では誰がそのデータ

を身につけてほしいと考えていましたが、授業を受けた

を分析するのか」という課題が残りました。

社員がその知識を社内に還元するには深い理解が必要だ

データサイエンティストとよばれる外部の人材に依存し

70

で開催することになりました。

と気づきました。

たままでよいのか、社員自身がデジタルデータを活用でき

社員に対して単に学習の時間を作るだけでなく、会社

るようになるべきではないか――社員全員のITスキルを向

が必要としている知識を明示して自己研鑽の方向性を示

上させるための検討を進めているとき、INIAD のリカレン

唆することができました。また、経営側としても今後必

ト教育プログラムを知って衝撃を受け、
「社内の人材教育

要とする人材のレベルを把握できたことに価値がありま

にも応用できないか」と坂村教授に相談したのです。

した。社員一人ひとりをクリエイティブに育て、新たな商

INIADは1教室35人程度の少人数制を基本としていて、

品・サービスを生み出すことを目的としたオーダーメイド

大人数に対して一度に講義する形式の授業ではありません。

の社会人教育プログラムの成 果はすでに社内に現れ始

そこで、まずは数百人を五つのコースにわけて、最新の

めています。
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【講演採録】

クラウドと人工知能が造る未来
プログラミングで論理力を身につけ、武器にする。
坂村 健

クラウドとは

つながっています。つながっているのだけど、どこにどう
やってつながっているのかわからないですよね？

「クラウド」って聞いたことありますか？

どう

まずはクラ

なっているかよくわからないけど、とにかく使える。コン

ウドとは何だろう？という話からはじめましょう。今イン

ピュータのインターネットを絵で描くとこうやってふにゃ

ターネットは世界中で使われています。そしてインター

ふにゃと書きます（図 1）。実はふにゃふにゃと描くのがク

ネットにはたくさんのコンピュータがつながっています。

ラウド。空にある雲みたいな形です。クラウドは雲という

というより、インターネットはたくさんの異なるコン

意味です。ネットの向こうのコンピュータのパワーはすご

ピュータをつなげる技術です。

いです。どんなことができるかというと、たくさんの情報

この東洋大学情報連携学部─ INIAD の建物は世界最先端

の中から必要なものを探してくれる、自分の写真データを

の IoT（Internet of Things）ビルです。電灯や空調やエレ

いくらでも取っておいてくれる── Google フォトなんて

ベーターなどあらゆるもの（正確に言うと、そういうもの

そうですよね。いくらでも写真がアップできます。自分の

をコントロールしているコンピュータ）がネットワークに

パソコンの中に全部入れるとすぐにいっぱいになってしま

INIAD Recurrent Education

「中高生のためのクラウド人工知能入門」（2017 年 3 月 30 日 東洋大学赤羽台キャンパス
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います──、ほかの人にメッセージを届けてくれる、明日
の天気を教えてくれる、レストランの予約ができる、映画
のチケットを取ってくれる、欲しいものを届けてくれる、
映画を見たり、音楽を聴いたりできる。もっとたくさんあっ
て、実はもっといろいろなことにいろいろな人が使ってい
ます。
クラウドは、どこにあるかわからないけれど、いろいろ
な便利な機能を提供してくれる。たとえば、皆さんがスマー

2

トフォンで検索するときはネットの向こうのコンピュータ
のパワーを使っています。どこにあるかわからないけれど、
実は雲の向こう側には多くの大きなコンピュータがあって

では、どこで何が動いているのかわからなくなってきてい

そのコンピュータがいろいろなものを組み合わせていろい

ます。

ろなことをやってくれて、答えを届けてくれるわけです。

昔は、コンピュータを使うことがとても大変でした。私

細かいことはわからない。でも使える。どこにあるどんな

は 2017 年 4 月から東洋大学の情報連携学部─ INIAD とい

コンピュータが答えてくれたのでしょう。アメリカにある

う新しい学部の学部長を務めていますが、それまで 38 年

コンピュータかもしれない、日本にあるコンピュータかも

間東京大学にいました。約 40 年前というのはまだコン

しれない。100 台のコンピュータが協力して答えてくれた

ピュータを動かすだけでも大変な時代。ものすごくお金が

のかもしれない、1 台だけかもしれない。こんなふうにわ

かかって──今皆さんが使っているパソコンがありますよ

からないのがクラウドの良いところなのです（図 2）。

ね。それよりも能力がないのに、大きな部屋を必要とし、

コンピュータの専門家でも、どこから情報が来ているの

計算機室を専有する大型計算機というものは 10 億円くら

かわかりません。クラウドコンピュータというのはそのと

いしていました。当時の大型計算機は大量の熱を発生する

きそのときに応じて最適なコンピュータパワーが雲から

ので冷やすのに強力な空調設備が必要となり電気代がとて

来るからです。これまでは、コンピュータを作った人は全

もかかった。それに 1 日 1 回以上壊れるので、技術者が常

部動作がわかっていたのですが、最近のネットワーク環境

について面倒をみていないといけなかった（笑）。
し か し 今 な ら ク ラ ウ ド で す。 コ ン
ピュータのパワーが必要なときに必要な
分だけ使え、かかるお金も使った分だけ
です。無料で使えるサービスもたくさん
ある。そして、このクラウドはただ使う
だけでなく、プログラミングができると
もっとおもしろくなります。皆さんプロ
グラミングをやっていますか？
ない？

でも、やってみたいから私の話

を聞きにきたのですね（笑）。
1
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やって

いつからプログラミングを

ラエルは 2000 年から高校でプログラミングが必修です。

学ぶのか

もう文系だろうと理系だろうと関係ありません。英国は
2014 年から小学校で義務教育化しています。そのほかの

コンピュータの教育分野は、三つあります。今でも高校

国もどんどんプログラミングを義務教育化しています。
ときどき、“ 数学で十分だ ” とか “ プログラミングを勉強

目では、まず IT（インフォメーションテクノロジー）といっ

するのは高校からでいい。まずは国語力だ ” などと言う人

て効率的なウェブ検索の仕方やソフトウェアの操作方法な

がいますが、それはまったく違います。まず、数学とコン

ど、
主に使い方を教えます。また、DL（デジタルリテラシー）

ピュータは違うということです。また、私は国語が重要で

といってコンピュータの安全な使い方、プライバシー、マ

はないとは言っていません。国語を学ばなかったらプログ

ナー、セキュリティなどのリテラシーを主に教えます。3

ラミングの本だって読めません。人間にとって必要なもの

番目の CS（コンピュータサイエンス）には、コンピュータ

が学問で、いろいろな学問があるわけですから、どっちが

の原理、アルゴリズム、そしてプログラミングが含まれま

良いとかどっちが悪いとかはありません。国語とプログラ

す。これをあまり高校生はやっていない。実は2020年から、

ミングを比較すること自体、意味がないのです。

小学校からプログラミングの科目が入ります。今すでに小
学校を終えてしまった方々。INIAD に来ればきちんと勉強

チャレンジできる人を育てる

できます。小学生が 6 年間で学んだことは、高校を卒業し
た人だったら 1 か月もあればわかります。しかし小学生の

いろいろな国で小学校や中学校からプログラミングを勉

やっていることは早く理解できるといっても、最初からき

強するようになっています。しかし、意外に思われるかも

ちんとやらないとだめです。小学 1 年生のもので一部わ

しれませんが、プログラミング教育ではプログラミングの

かったからといって飛ばすのではなく、一つずつ勉強して

専門家を育てようとしているのではありません。そうでは

いく必要がある。でもそうすれば必ず追いつけます。

なく、これからの世界でチャレンジできる人を育てたいと

今までの日本のコンピュータ教育はさっきお話ししたIT

いう目標のために行っているのです。なぜなら、これから

と DL ばかりでした。しかし世界は、どんどんプログラミ

の時代に世界でチャレンジできるのは、プログラミングを

ング教育重視になってきています。日本では今ごろになっ

自分の専門に活かせる人だからです。プログラミングの専

て、ようやく始まるのですが、世界は進んでいます。最初

門家ではないのです（図 3、図 4）。

にプログラミング教育を始めたのはイスラエルです。イス

例をお話ししましょう。オランダの農業は 1993 年に
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生は「情報」という科目が必修になっていますが、この科

のはコンピュータ会社でなく農家の人です。今このシス
テムを世界に出そうとしています。そのくらい農業を変
えたのです。何を言いたいかというと農家の人たちは自
分たちがやりたいことをコンピュータで実現したという
ことです。プログラミングは、情報社会においては「読み
書き算数」と同じです。すべての分野で求められる力です。
専門プログラマを養成するのではなく、新たな基礎学力
3

EU が誕生した途端にうまくいかなくなってしまった。な
ぜだと思いますか？

としてのプログラミングを教える時代が来ているという
ことです。

プログラミングの力

オランダはヨーロッパの中でもかな

り北のほうにあって、農作物を作るのは大変です。イタリ

昔はコンピュータのプログラムを書くときに、最初から

アやスペインなど暖かい国のほうが農作物の育成に有利で

全部自分で作らないといけませんでした。まずハードウェ

す。そうした国々の安い野菜が大量にオランダに入ってき

アを作り、そこで動かすプログラムも一からすべて自分で

て、オランダの農作物は苦戦してしまいました。

作る必要がありました。ところが、今の時代は全部自分で

そこで何をしたかというと、まずは、農地を統合して広
くした。温室がびっくりするぐらい広い。さらに、農家の

やる必要はありません。
たとえば、日本にはいくつの美術館があるか数を調べな

人が自分でプログラミングを勉強して、温度、湿度、水の

さい、と言われたらどうしますか？

まずインターネット

量などを検出して、窓の開け閉めや水やりなどをコン

で検索しますよね。そうすると、観光情報を収得するため

ピュータ制御するスマート農場をつくったのです。

の「公共クラウドシステム」というサイトが見つかります。

その結果、ヨーロッパはおろか世界第 2 位の農業大国と

今、日本政府は、オープンデータといっていろいろな公共

なりました。しかもこのコンピュータシステムを作った

情報を集めて、それを検索したり加工したりできるように
することを進めていて、こういうサイト
もすぐに見つかります。
そうすると日本のすべての観光施設の
データを得られるのですが、調べてみる
と全部で 21,069 件ある。ダウンロード
すると CSV（Comma Separated Value: カ
ンマで区切られた表）ファイルの総行数
は 554,120 行です。一つの施設に関す
るデータが複数行に分かれて記載されて
いるためこのようになっていますが、そ
こから美術館だけを探してカウントする
にはどうすればよいのでしょう。手で数
4
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えると、一施設を 3 秒で処理できても

import
import
import
import

print(" 日本にある美術館の数を集計します \n")
start_time= time.time()
facility_data = {}

17 時間半もかかります。カウント

with codecs.open('kanko_all.csv', 'r', 'utf-8') as f:
reader= csv.reader(f)

ミスがないか確かめることを考え

for row in reader:
if row[1]=='genres[0]' and row[2]=='S':
if not row[9] in facility_data:

ると、どれだけ時間が必要かわか
りませんね。

facility_data[row[9]] = 0
facility_data[row[9]] += 1

そこで、プログラミングができ
るとどうなるでしょう。CSV ファ

print ('{{\"count\":{0}}}\n'.format(facility_data[' 美術館 ']))

イルを処理するプログラムを 10 行
ほど書くと、10 秒で答えが出てき
ます──どうです？

elapsed_time = time.time() - start_time
print (" 処理時間 : {0}".format(elapsed_time) + '[ 秒 ]')

これでプロ

グラムを勉強する気になったで
しょう（笑）
。このプログラミング

csv
codecs
pprint
time

5 美術館の数を集計するプログラムの例

パ イ ソ ン

言語は Python といって、INIAD では 1 年生のときに全員

人工知能が注目されている理由

が勉強します（図 5）。
続いて、もう一つのテーマである人工知能についてお話

クラウドを使うとプログラムすら不要

ししましょう。
「人工知能」というのは、コンピュータを使っ
て人間のように推論したり学習したりすることです。
これは Boston Dynamics というアメリカの会社が作った

ソコンにダウンロードしなくても、強力なデータベースが

ロボットです（図 6）。日本は癒し系のロボットが多いです

クラウドの中に入っていて、URL 型のコマンドをたった 1

が、アメリカは違います。ロボットに岩のような悪路を二

行書くだけで結果を得ることができます。URL の形式でク

足歩行で歩かせたり、物を運ばせたりするための研究をし

レストフル

ラウドに仕事を頼むと答えが返ってくる方式を ｢ RESTful

ていて実用化を目指しています。ここにも人工知能研究の

API｣ といいます。コンピュータを知っているという大人

最新の成果がつぎ込まれています。

がいても、最近のコンピュータを勉強していないかもしれ

人工知能は、最近急速に注目を浴びている研究分野です。

ません。そうしたら ｢ RESTful｣ という言葉を知っています

皆さんもテレビや新聞などで目にしたことがあると思いま

かと聞いてみたほうがいい。もし知らなかったら、その人

す。実は人工知能の研究というのは、60 年ぐらい前から

に聞いても無駄だと思ってください（笑）。

始まっています。コンピュータが最初にできたのは 1946

自分のプログラムの中でほかのシステムの機能を使うや

年あたりの第二次世界大戦の終わりくらいです。最初のコ

り方を「マッシュアップ（Mashup）
」といいます。自分の

ンピュータは軍事兵器でした。ですから国家機密のような

システムの中で、ほかの人が作った良いプログラムを使う

もので、当時はほとんどが大砲の弾道計算のための大量の

のが最近のやり方です。だから全部を自分で書くわけでは

数表作りに使われていました。戦争が終わり 1950 年代に

ありません。INIAD では最初はまず全部書く方法を教えま

なると、戦争の道具だけでなくほかにも使えるということ

す。全部書くことができないとコンピュータを勉強したと

で、アメリカの大学はこぞってコンピュータの研究に力を

いうことになりませんからね。そのあとRESTful APIを使っ

入れ始めます。たとえば MIT（マサチューセッツ工科大学）

たマッシュアップの方法を教えます。

という大学は、将来は人工知能というものが出ると考えて
1950 年代から研究をスタートさせ、MIT 人工知能研究所
（MIT Artificial Intelligence Laboratory、AI Lab）を作りま
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しかし今は、実はプログラムすら不要です。データをパ

した。コンピュータが生まれてから間もない段階に、人
間と同じように考えることができる機械を作れるのでは
ないか、という研究が始まったのです。

6 注1）

しかし、当時から期待されていた統計と記号処理技術
を使うタイプの人工知能の技術の限界が明らかになって
きました。東大入試を目指した日本の「東ロボくん」のプ
ロジェクトもこのタイプの技術を使っていたのですが、
2016 年 11 月に研究を断念することが発表されました。
この研究者たちは立派だと思います。国家のお金を使っ
て研究しているとなかなか失敗したとは言いにくいもの
です。しかし、研究というのは失敗もあれば成功もあり
ます。こういうことをやったら失敗したということがわ
かったのも研究成果の一つなのですから。

7 注 2）

このように人工知能の研究は思ったような成果が出な
い時期が続いたのですが、ブレークスルーが来ました。
科学では、それまでいろんな方向を試してうまくいかな
かったものが、いきなりある方法によって突然壁が崩れ
て、一気にいろいろなことが可能になるときがあります。
それをブレークスルー（Breakthrough）といいます。人
工知能では「多層ニューラルネットワーク」という技術が
それです。
ニューラルネットワークとは、コンピュータで人間の脳の
神経網を真似するという手法です。記号処理とはまったく異

8 注 3）

なる発想なのですが、ある意味素朴なアイデアに基づいた
ものといえます。この研究自体も実は1950 年台にまでさか
のぼれますが、長い間芽が出なかった。最近になって急に
実用化してきた理由は、ハードウェアが進歩し多層のニュー
ラルネットワークを処理できるようになったことと、ニューラ
ルネットワークの微調整を自動的に行う技術が出てきたから
です。

9 注 4）

注 1）https://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk
		 https://www.youtube.com/watch?v=wND9goxDVrY
		 https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I
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注 2）https://www.youtube.com/watch?v=iiD3Klvm96s
		 https://www.youtube.com/watch?v=R2kEi_KKSsA
注 3）https://www.youtube.com/watch?v=iaF43Ze1oeI
注 4）https://youtu.be/4HCE1P-m1l8

自分で学習していく

なのですが、短期間で多くの成果が出ています。皆さん、

ディープラーニング

人工知能って面白いと思いませんか？

INIAD では、人工

知能の基礎から応用までしっかり学べるカリキュラムが用
今はこの技術を「ディープラーニング（Deep learning）」

意されていますよ。

とよんでいます。日本語で「深層学習」です。人間の脳の
神経網を真似して何層にも重ねて深いネットワークを作る

人工知能とどう向き合うか

というところから来ています。ですからディープニューラ
ルネットワークでもよいのですが「ラーニング」となって

さて、ここまで「クラウド」と「人工知能」という二つの

いるのは、コンピュータが「学習」できるようになる技術

ことをお話ししてきました。ディープラーニングの研究者

だからです。人間が処理手順を事細かに指示するのではな

になりたい場合は INIAD のエンジニアリングコースで勉強

く、コンピュータ自身が人の手を借りないで賢くなってい

できますが、それ以外の学生は、クラウドの中にある最先

くのが人工知能の「学習」です。

端の人工知能技術を「使う」というので良いです。これは、

ディープラーニングは画像認識への応用から始まりまし

日本の農家が Google クラウドにある人工知能の機能を

た。写真に何が写っているかを認識するのです。Google

使って、キュウリを選別するシステムを開発したという例

フォトで、たとえば「犬」と検索すると自分が撮った写真

です（図 9）。先ほどオランダの農家の話もしましたが、日

の中から犬の写真を探してくれますよね。これは、コン

本でも同じようなことをやる人が出てきています。農家の

ピュータにたくさんの画像（問題）とそこに写っているも

人はプログラミングができてクラウドが使えたということ

のが何かという正解を与えて学習させたのです。これを「教

です。

学習手法もその応用分野も一挙に広がりました。ロボッ

これからの時代は人工知能をどう使っていくかが重要に
なります。今日話をお聞きになってわかったと思いますが、

トに扉の開け方を学習させた実験があります（図 7）。興味

分野を限れば人間より人工知能が優秀なのは確実です。皆

深いのは、ロボットに扉の開け方そのものを教えたのでは

さんが大人になるときには、どちらかというと職を巡って

なく、ロボットに試行錯誤させて自分で開け方を学習させ

海外と競うというよりも、機械と競うという厳しい時代に

ていったという点です。これを「強化学習」とよんでいます。

なってくるはずです。たとえば荷物を運ぶロボットが低価

ロボットの場合、人間にはできない並
列学習が可能になります。たとえば、い
ろいろな形や材質の物のつかみ方を 14
台のロボットに直接教えるのではなく試
行錯誤させます。そして、あるロボット
が一つの物をつかめるようになったらほ
かのロボットに意地悪しないで教えてあ
げます。そうやってお互いに協力しあっ
て、あっという間に物のつかみ方を学習
できるのです（図 8）。
ディープラーニングが注目され始めた
10

のは、ほんの 5 年から 10 年の間のこと
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師あり学習」といいます。

11

格で売り出されたりしたら、物を運ぶ職業はやめておいた

専門家でも社会がこれからどう変わるかはわかりません。

ほうがいいかなと思ってしまいますよね（笑）。今だった

未来の予測は難しいのです。しかし、今社会を変えている

らまだ職業になりますが、皆さんが大人になるころにはも

のは、コンピュータとネットワークという情報通信技術

うないかもしれない。機械との競争ということです。オッ

（ICT）であることだけは確かです。ダーウィンの名言とさ

クスフォード大学の人工知能研究者が、これから人工知能

れる言葉に「変われる者のみが生き残る」というものがあ

に代わられる可能性のある職業のリストをあげたのです

ります。世の中の変化に合わせて自分自身がいかに変わっ

が、かなり現実のものになってきています（図 10）。

ていけるかということがとても重要です。自分が変わらな

ですから、機械が感性を身につけるのなら、人間は論理

いといけない。そのためにはプログラミングとコミュニ

性の強化をしないといけないというのが私の考えであり、

ケーションの力が武器になります。ぜひ INIAD でこの二つ

INIAD の考えです。機械がだんだん人間に似てくるのだっ

を勉強し、社会に出て育つ人がたくさん出ることを私は期

たら、人間は機械が持っている論理性を身につける必要が

待しています（図 12）。

ある。人間は感情だけで動いてしまうこ
とがあります。でも感情だけで動くと喧
嘩にもなるし戦争にもなる。やはり冷静
に論理の力で生きていくことが重要だと
思います。論理的な思考を育てるという
意味で、プログラミングは良い練習であ
り、重要です（図 11）。

変われる者のみが生き残る
今後十数年で社会は大きく変わりま
す。しかし、コンピュータや情報通信の
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共同研究

INIAD cHUB では世界中の多くの企業と共同研究を行っているが、

ここでは具体例として UR との共同研究を紹介する。
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Open Smart UR スタートアップモデル
今から少し先の未来、2030 年における新たな住まい方、新たな住人像を模索する「 Open Smart UR」
。クラウドや、
MaaS に代表されるようなオープンなシェアサービスの一般化──それによる「所有から利用へ」の経済変化、個人レ
ベルで気軽にプログラミングや AI を活用できる住人像──大きく変わる Society 5.0 時代の状況を背景に、UR と INIAD
が実現を目指す「未来の団地」の方向性を実感できるのが、この「 Open Smart UR スタートアップモデル」である。
INIADはUR都市機構と協力し、
このスタートアップモデルを端緒として多様な方々との連携を進めたいと考えている。

スマート宅配ボックス

放射冷暖房パネル

エントランス
サニタリー
インフォメーションミラー

スマートキッチン

寝室
ダイニング

電動カーテン・ブラインド
床暖房

多機能テーブル
リビング

各所に設置されたセンサー群

画像センサー
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サーモセンサー
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環境センサー

サーキュレーター

物理的住戸を超えた「サービス」を UR クラウドから提供する

HaaS コンセプト

・ 電子回覧板や SNS を活用した AI コンシェルジュ、bot による要望・手続き
などの自動化
・ アカウント登録制による団地内外から利用可能なシェアリングサービス
の展開、および各種サービスとの連携に向けた地域ポイント制度の拡充
・ 団地内、および地域の主要な交通結節点までの移動手段として気軽に
使える、「地域の足」としての自動運転車の配車サービス
・ 地域デリバリーサービスやクリーニングサービス、レンタルストレージ
サービスと、宅配・ドローン配送の連携
・ サーバレス環境、オープン API 開発者サイト、UR のオープンデータカタ
ログサイトの整備により、容易な住宅環境プログラミングを可能に

さまざまな住宅設備が連携して
住環境を最適化する IoT 住宅
・ 身の回りの家具や家電、敷地内のさまざまなモノがネットワークにつながれた
「センサー」となり、状況の立体的な把握が可能に
・ 各種画像センサーからのデータをもとに「人が倒れた」などの異常状態を AI
が判定するなど、トラブルの早期発見や不審者通報、防犯対策
・ メーカーの垣根を越えてさまざまな機器が API により協調動作し、空調と
サーキュレーターの連動によるヒートショック防止など、安全な住空間を

・ 床暖房や放射冷暖房などの空調設備を、各所に設置された多様なセンサー
により最適制御することで、快適な住環境を提供

自宅で働けるスマート住宅
・ IPv6、高速ネットワーク回線、5G で自宅がサテライトオフィスに
・ オフィス空間にシームレスに切り替わり、PC がなくても簡単にニュースや
メールを閲覧できるなど、多彩なワーク機能を集約したダイニング・キッチン
・ QR コードを利用した個人認識、ボックス内のウェブカメラなどで、より
円滑なモノのやり取りを実現できるスマート宅配ボックス

共同研究

提供

高齢者や障碍者など
多様な住人の要望にプログラミングで
柔軟に対応できるプログラマブル住宅
・ 多機能 AI̶スマートスピーカーや各種センサー群と柔軟に連携し、音声
での指示や手を振ったりするだけで照明やテレビがつくなど、住人の
好みや身体の障碍に合わせた対応が可能
・ 生活スタイルに応じて電灯自動点灯やブラインドの開閉などの動作プロ
グラムも自由にカスタマイズ可能
・ 健康管理アドバイスを参考にメニューを決めると冷蔵庫に足りないもの
を適切な受け取り時間で自動発注するなど、フードデリバリーサービス
と冷蔵庫や調理機器などの家電連携によるさまざまな可能性を提示

Open Smart UR 研究会
2030 年、私たちを取り巻く社会はどのような変化を遂げているのか──避けられない少子高齢化、そして情報技術の発展によ
る大きな社会環境の変化。また、テレワークや在宅勤務、サテライト勤務などの働き方改革により、私たちの生活スタイルも今
とは違ったものになっていることであろう。高齢世代、
子育て世代、働く世代──さまざまな世代が同じ空間を共にすることで、
「住
まい」のニーズもますます多様化していくものと考えられる。
そうした少し先の未来における住まい方のビジョンを検討するため、発足するのが「 Open Smart UR 研究会」である。Open
Smart UR 研究会は物理的な住居を超え
「ハウジング」
というサービスを包括的に展開する HaaS コンセプトを軸に──自動宅配サー
ビスや SNS によるコミュニケーションといった「魅力的なまちづくり」
、各種外部サービスと連携による「多様な住まい方」
、見守り、
子育て支援など「安心して暮らせる環境」の実現のため、技術的な検証や環境整備を行っていく。
これからの時代、理想的な住まい空間の実現は、ひとりの努力だけではできない。さまざまな企業や団体、周辺地域や都市ま
で含めた「連携」を通じ、サービスの「視野」を広げることが必要なのだ。そのために、Open Smart UR 研究会では INIAD（東洋大
学情報連携学部）坂村健学部長を代表とし、本スタートアップモデルで提示するビジョンの具体化──理想の「住まい」のための
連携プラットフォーム構築のための研究会活動を進めていく。

Open Smart UR スタートアップモデル
INIAD cHUB（東洋大学情報連携学 学術実業連携機構）
UR（独立行政法人都市再生機構）

82

INIAD GUIDEBOOK 2O2O

Designed by Ken Sakamura
Produced by INIAD cHUB
©2019 Open Smart UR プロジェクト・研究会準備グループ

赤羽台団地スターハウス

再現モデル住戸

再現住戸
1964（昭和 39）年の東京オリンピックを目前に控えた
入居直後の 1962（昭和 37）年頃の姿を再現した。ステン
レス流し台や換気口などKJ部品
（※）
や、
スチールサッシ、
パーティクルボードの使用など、日本住宅公団が発足
時から取り組んできた集合住宅の質の向上や大量供給
のための標準化や部品化などが見てとれる。家庭電化
製品も白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の神器に加え、
電気炊飯器や蛍光灯が普及していった。

― ４４ 号棟１０３ 号室 ―

※ KJ 部品

1960 年に公共住宅部品規格制度 (KJ) がスタートして、各種団体や企業
と公団が開発した良質で安価な部品は、公共や民間の住宅に広まって
いった。

スターハウス
スターハウスは、ポイント型住棟の一種である。ポイ
ント型住棟とは塔状の住棟で、不整形地への対応に
優れ、団地景観上のポイントとしても配置された。
スターハウスは戦後日本で試みられた独特な住棟形
式で三角形の階段室の周囲に各階三つの住戸が放射状
に配置され、全体は Y 字型の平面形状になっている。
全住戸が 3 方向を外気に接するため居住環境が優れ
ていた。昭和 30 年代を中心に建設された。

公団住宅特 61T-5P-3K-R 型 平面図

東京都北区赤羽台

入居：1962（昭和 37）年～ 1966（昭和 41）年
規模：55 棟 3,373 戸
区画面積：20.2ha（創建時）

赤羽台団地は、UR 都市機構の前身である日本住宅公団が建設し、1962（昭和 37）年に
入居が始まった東京 23 区内初の 1,000 戸を超える大規模団地である。
南面平行配置が主であった当時、従前の旧陸軍被服本廠の既存道路を踏襲した 45 度
振った平行配置に、単調さを避けるため直交住棟や囲み型住棟を挿入し、不整形地に
はポイント型住棟（スターハウス）を配置することで、多様な景観を作り出した。単身
者から大人数の家族世帯が入居するよう、住戸も 1K から 4DK まで多様なタイプが用意
された。団地内には教育施設や商店街、診療所、郵便局などの生活利便施設が設けられ、
公園や広場が各所に配置されるなど、都市型の団地としてさまざまな試みが行われた。
2000（平成 12）年に建替事業に着手し、ヌーヴェル赤羽台として生まれ変わろうとし
ている。
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赤羽台団地

第 2 回 東京公共交通オープンデータ
チャレンジ 表彰式
2019 年 3 月 29 日

T O P I C S

坂村健 INIAD 学部長が会長を務める公共交通オープンデータ協議会
（ODPT）の主催する「第 2 回 東京公共交通オープンデータチャレンジ」
の結果発表と表彰式が、2019 年 3 月 29 日に東洋大学赤羽台キャンパ
ス INIAD ホールで行われた。2018 年に引き続き 2 回目となる今回の開
催から、国土交通省が共催となった。首都圏の公共交通機関のデータ
に加え、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け国
土交通省が整備を進めている、新宿駅や東京駅周辺の主要駅の構内図、
施設情報なども公開され、さらなるデータの充実が図られた。
海外からの参加も含めて約 500 件の参加申し込みがあり、約 60 件
のアプリケーションとアイデアが提出された。最優秀賞には、視覚に
障碍のある方でも音声でバスの現在地などの情報を得られる「わたし
のバス」が選出された。障碍のある方の公共交通利用を助けることを
目的にした多数の優れた作品の中でも、すべて音声インタフェースだ
けで完結させる
という技術的な
側面が高く評価
さ れ た。 そ の ほ
か、4 本の優秀賞、
4 本の審査員特別
賞、 各 協 力 企 業
による特別賞が
授与された。
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「Open Smart UR」スタートアップモデル住戸内覧会
2019 年 6 月 12 日

独立行政法人都市再生機構（UR 都市機構）と INIAD cHUB

住戸の見学会を経て、コンセプトに賛同した企業などとと

（東洋大学情報連携学 学術実業連携機構）は、UR 賃貸住宅

もに Open Smart UR 研究会を立ち上げ、理想的な未来の住

の住環境向上のために INIAD が IoT と AI 技術を活用した技

まいを提案していく。

術協力を行うための覚書を 2018 年 1 月 31 日に締結した。
そして「 UR における IoT 及び AI 等活用研究会」を設置し、
HaaS（Housing as a Service）という新たな発想のもと、IoT
や AI などの情報技術を活用した魅力的で安心な生活環境で
ある「 Open Smart UR」の実現を目指している。
2019 年 6 月 12 日、赤羽台スターハウス住棟においてそ
の コ ン セ プ ト「 UR 2030」の 一 部 を 具 現 化 し た「 Open
Smart UR」スタートアップモデル住戸と建設当初の再現モ
デル住戸がプレス向けに公開された。
INIAD TOPICS

研究会の会長を務める坂村健学部長は、2030 年の近未
来には「 AI が同居人」になるという仮説のもと、生活者が
居住空間をカスタマイズできるプログラマブル住宅は、住
まいの多様な可能性につながると強調した。
今後は民間企業などを対象としたスタートアップモデル

右：中島 正弘 ＵＲ都市機構理事長
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INIAD 特別講座

The City of Tommorow: Open. Participatory. Resilient

未来の都市：回復力のある
オープンで全員参加型の都市
2019 年 7 月 19 日

物流ロボットプログラミング
コンテスト 表彰式
2019 年 8 月 9 日

INIAD では、在日スイス大使館後援のもと、2019 年 7 月
19 日にベルン応用科学大学のステファン・ハラー教授を招
いてセミナーを開催した。ハラー教授は、
2016年から始まっ
シーパースドットアイオー

た日欧共同研究開発プロジェクト「 CPaaS.io」のヨーロッ
パ側の代表として、日本側の代表である坂村健学部長とと
もに、都市が直面する課題を IoT 技術で解決し、スマート
シティイノベーションによって都市の魅力を高めるための
研究開発を進めてきた。
本講演では CPaaS.io による 2 年半の成果をふまえ、ヨー
ロッパの各都市の活動を例に、オープンで市民参加型のス
マートシティへの取り組みと課題について、さまざまな視
点に着目して解説が行われた。
ハラー教授によれば、民間企業から公的機関、さらに
一般市民まで、多くのステークホルダーが、都市のスマー
トシティ化プロセスにかかわる必要があるという。スマー
トシティは課題解決のためのプロセスであり、それが目
的ではない。今その都市にある能力、市民が持っている
能力を活用し、スマートシティ化を進めることによって、
これから起きるかもしれないさまざまな問題・課題に取
り組んでいくための回復力・適応力をつけることができ
ると提言した。

株式会社ダイワロジテックの主催する
「物流ロボットプロ
グラミングコンテスト」の結果発表と表彰式が、2019 年 8 月
9日に INIAD で行われた。物流関係のオープンデータコンテ
ストとしては、2016 年、2017 年に続き、3 回目の開催となる。
本コンテストは、大和ハウスグループが運営する実在の
物流施設を舞台に、物流ロボットを最適に制御するアルゴ
リズムを競うプログラミングコンテストである。物流施設
「 Intelligent Logistics Center PROTO（ILCP）
」の実在倉庫を
もとにした倉庫のレイアウトのデータと、実在倉庫におけ
る在庫商品の情報、入荷・出荷指示の情報を、参加者に公
開した。これらのデータを活用し、さまざまな物流ロボッ
トが運用されている未来の物流センターにおいて、物流ロ
ボットを「賢く」制御するプログラムを応募した。
審査対象となる「賢さ」としては、入出荷の指示を正確
にこなすことができるのはもちろんのこと、①よりすばや
く出荷をする、②より効率的にロボットを動かす、のいず
れかを最適化することを勝利の条件とした。
最終的な応募作品は、140 名のエントリーのうち 9 名の
応募者による、のべ 20 本。シミュレータ上でエラーを起
こす、また他の基準を満たさないなどの理由で「失格」と
なる作品も出る中、見事受賞に輝いた 3 作品はいずれも出
色の出来といえるものだった。
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TRON イネーブルウェアシンポジウム TEPS 32nd 開催
2019 年 12 月7 日

坂村健学部長がプロジェクトリーダーを務め
る TRON プロジェクトは、「コンピュータはすべ
ての人のために役立つ」という信念のもと、障
碍者や弱者の援助に対する研究を長年続けてき
た。台風第 19 号をはじめ全国各地で自然災害に
よる被害が発生した令和元年、32 回目を迎えた
TRON イネーブルウェアシンポジウム（TEPS）が
2019 年 12 月 7 日に INIAD ホールで開催された。
今回のテーマは「 IoT ＋ AI 時代の災害医療」。
地震や台風などによる大規模災害が発生すると、
一度に多数の負傷者の救命・治療が必要になる。
そこで、長年国内外の多くの災害医療に携わっ
てきた森村尚登東京大学大学院医学系研究科教
授を迎え、災害医療において大きな役割を果た
す災害拠点病院、また災害医療派遣チームの赴
く災害現場における IoT や AI の技術の役割や活
かし方について、熱のこもった議論が繰り広げ
られ、高度な災害医療の可能性を追求するシン
ポジウムとなった。
坂村健学部長の基調講演では、医療分野にこ
そ DX（デジタルトランスフォーメーション）が
求められているとし、オープンな医療連携を実
現するために必要な環境を技術と整備の両面か
ら整えていく必要があることが論じられた。
続く森村尚登教授の特別公演では、災害時の
医療現場に関する現状と課題が紹介され、IoT や
INIAD TOPICS

AI の技術は災害時要援護者に関する情報共有や
医療体制の効率化を助けるものであると期待を
もって語られた。
会場には手話通訳者と要約筆記画面が配置
され、インターネット中継も実施された。

INIAD GUIDEBOOK 2O2O

87

第 3 回 東京公共交通オープンデータチャレンジ 表彰式
2020 年 1 月 30 日

2019 年に続き「第 3 回 東京公共交通オープンデータチャ
レンジ」の結果発表と表彰式が、2020 年 1 月 30 日に INIAD
ホールで開催された。
外国人観光客や障碍のある方などさまざまな属性を持つ
多くの人がはじめて首都圏を訪れる東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を目前に控え、第 3 回からは
東京都も共催に加わった。屋外・屋内・地下空間をスムー
ズに移動して目的地までたどり着けるよう、公共交通関連
のオープンデータや駅構内図や施設情報、歩行空間ネット
ワ ー ク デ ー タ な ど の デー タや、公 共空 間に 設置 さ れ た
Bluetooth Low Energy（BLE）ビーコンなどのデータも公開
された。海外からの参加も含めて約 1,000 件の参加申し込

た。また「UpNext」は技術的に高度であることはもちろん、

みがあり、約 90 件のアプリケーションやアイデアが応募

これまでにない新しいアプローチで使いやすさを追求して

された。

いる点が評価された。そのほか、4 本の優秀賞、6 本の審

最優秀賞には、東京の公共交通のリアルタイム 3D マッ

査員特別賞、各協力企業による特別賞が授与された。表彰

プを実現した「 Mini Tokyo 3D」と、入力操作が一切不要な

式には小池百合子東京都知事もプレゼンターとして登壇

新感覚フルオートナビ
「UpNext」
の2作品が選ばれた。
「Mini

し、本チャレンジを通した取り組みが、デジタルの力で持

Tokyo 3D」は非常に高い完成度であることに加えソース

続可能な「スマート東京」の実現を後押しするものと賛辞

コードを GitHub でオープンにしている点が高く評価され

を贈った。
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