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企業と大学
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まとめ。まとまるのか。

<余談>
digression

大学, ネット企業
そして万物についての

究極の答え

　　　　　　で

「人生、宇宙、すべての答え」
“the Answer to life, the universe, 

and everything”

で検索すると ダグラス・アダムス
「銀河ヒッチハイク・ガイド」

河出文庫

ガース・ジェニングス
「銀河ヒッチハイク・ガイド」
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント
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Michel Gondry

量あっての質

CAIDA IPv4 & IPv6 Internet Topology Map January 2008 Poster
http://www.caida.org/research/topology/as_core_network/ipv6.xml

mit-dome.jpg
http://alum.mit.edu/pages/sliceofmit/2009/10/page/3/

大学とネットワーク 自己紹介
self introduction
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東京藝術大学芸術情報センター
Art Media Center, Tokyo University of the Arts.
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～2004
北海道大学工学研究科博士課程。情報基盤センター高井研。

2004 (D2)
サーバ構築趣味が高じて nw-key-men 参加、RIBB-II 参加。

2005 (D3)
D中退、助手(助教)に。大学情報DB構築、中継とか中継とか論文。

2010
東京藝術大学へ。早く博士になりたい。

Biography

(C)2006 ADK/妖怪人間ベムプロジェクト

赤血球の
流動シミュレーション

人工生命
ルーティング

創発
emergence

Wikipedia File:Terminate Cathedral DSC03570.jpg
Photo taken and supplied by Brian Voon Yee Yap. Cathedral Termite Mounds in the Northern Territory.

 

<余談>
digression

2008, Nakagaki Toshiyuki, Research Institute of 
Electronic Science, Hokkaido University

Ig® Nobel Prize
2008 中垣 俊之

Toshiyuki Nakagaki

はこだて未来大学複雑系知能学科
Department of Complex Systems, Future University Hakodate

http://blog.funtenna.org, Toshiyuki Nakagaki.

黒百合会
Amazon.co.jp, Kadokawa bunko, 1982

Tangible
User Interface 石井 裕

Hiroshi Ishii

Associate Director, MIT Media Lab
http://web.media.mit.edu/~ishii/

Photo by Webb Chappell

</余談>
end of digression
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Lucile Global Illumination Renderer: Model Asian Dragon
http://lucille.sourceforge.net/gallery/0_1_3/img/asiandragon.jpg/
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わたし

Bruce Goldman, University of Connecticut EEB 210/396 Animal models in Human Evolution
http://hydrodictyon.eeb.uconn.edu/courses/EEB210/

研究室サーバ管理者の進化
Evolution of  Lab. Administrator

1. 厨二病的自我の
芽生えと共に他人
とは違うOSを使い
たくなる。BeOS
とか。

2. 自分一人で使っ
ていた辞書サーバ
やファイル共有を
みんなに使っても
らいたいと思う。

3. 研究室の guru
(ジェダイマスター)
からサーバ管理者と
しての試練を与え
られる。

4. パダワンと
して認められる。
少々助長して
叱られる事も
多々ある。

5. 先輩の修了と
ともに独り立ち。
スイッチ・ルー
タLEDの明滅に
興奮を覚える。

6. ダウンタイム
最小化至上主義
へと陥る。監視、
認証統合、仮想
化。暗黒面へ。

7. スイッチや
ルーターにシリ
アルで入って作
業をする事に
万能感を覚える。

8. 幼年期の
終わり。

2004
nw-key-men
Meeting

創世記 2章18節
また主なる神は言われた

「人がひとりでいるのは良くない。
(snip)」

RIBB-II
Regional Internet BackBone

地域間相互接続実験プロジェクト

JGN-II上に敷設されたMPLS-IX網を用い
文化的にも中央集権化された現状を打破し
人知れず埋没していく地域の文化的活動を
他地域に伝送する事により相互理解を深め

ニーズの発掘を推進する

のかどうかは知らない。

様式美 (プロトコルの美しさ)

beauty of protocol

Live! ECLIPSE 2005
IPv6 Summit in Hiroshima 2005

地域ネットワーク連携ワークショップ 2005 in 沖縄
富山花火大会

京都総文道内中継

地域ネットワーク BoF

宮沢 賢治
Kenji Miyazawa

くもん出版「宮沢賢治絵本童話集 (10) グスコーブドリの伝記」, amazon.co.jp

ネットワーク管理者の
動機付けは

グスコーブドリ的
世界観にある

Art Media Center
Tokyo Univers i ty  o f  the Ar ts AMC

グスコーブドリの伝記とは
グスコーブドリという青年の物語
冷害による飢饉で一家離散。工場で働くが火山噴
火で工場閉鎖。農家で働きつつ書物を読みあさり
技術者としての知識を身につけ火山局に入局。
ネリという妹がいる。
冷害が再び彼らの世界を襲う。妹の末永き幸福を
実現するためガス火山を人為的に噴火させ温暖化
させる事で冷害を回避しようとし、命を落とす。
誰に知られることなく世界を救う、自己犠牲の童
話。

くもん出版「宮沢賢治絵本童話集 (10) グスコーブドリの伝記」
 amazon.co.jp

誰に知られることなく
世界を維持する

Journal of World-System Research, Volume XVI, Number 2 (2010)



But
幸村誠

「プラネテス」
講談社

谷口悟朗
「プラネテス」

バンダイビジュアル・サンライズ

君の
その愛が
彼の心を

とらえた事など
ないのだよ

充分に発達した
利己性は
利他性と

見分けが付かない
Clarke’s three laws, Arthur C.Clarke

Just for fun. 企業と大学

研究室 企業
教授
准教授助教

博士課程
修士課程

学部生

共同研究

インターンシップ
アルバイト

now revising

Art Media Center
Tokyo Univers i ty  o f  the Ar ts AMC

インターンシップのメリット
研究室にとって
学生がアルバイトにのめりこみすぎて研究室に来
なくなるような懸念が、ある程度低い。
コーディング能力やネットワーク知識の向上を期
待することができる。

企業にとって
後ろ暗いところなく青田刈りが可能。
インターンのための準備により知識やノウハウの
整理が可能。若手の育成。

university of baltim
ore, knowledge that works

他研究室
他学部

他大学との
交流

創世記 2章18節
また主なる神は言われた

「研究室でひとりでいるのは良くない。
(snip)」

大企業の
インターンは

どっち向いてんのか
正直分からない

株式会社はてな

id:r_kurain

1.はてなの開発体制について
2. Perl オブジェクト指向開発
3. ORマッパ (DBIx::MoCo による開発)
4. MVCによるWebアプリ開発
5. UIプログラミング
6. Thrift開発＋コアロジック連携
7.はてなのサービス設計、データ規模、DB設計
8. Hadoop、MapReduceによる大規模データ処理
9.はてなのインフラについて
10.判定

::Internship
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企業側要点
要するに
給料を出す。たっぷりと。
給料を出すだけの価値がある仕事をやらせる。
短期間でそれだけの価値を生み出す人材を育成する覚悟
（と人的資源）がなければ不幸せな結果になろう。
建築系のオープンデスクとか、どうなんでしょうね。

企業の魅力を広報できていること
技術的にも見た目的にも。

Art Media Center
Tokyo Univers i ty  o f  the Ar ts AMC

結構知られていない事
プライスレスな価値
後半戦で優秀な成績をおさめた個人には

が与えられる。修士の学生ならば、博士後期に進
学してから入社しても良し、他の企業に就職して
からはてなに行くも良し。
未踏ユースなんかもそうだけど、同じ目的のもと
集った仲間とは、その後も強い絆が続くもの。
外に出よう。外に出そう。外に出させよう。

数年間有効な内定 はてなの場合
id:naoya

はてブとTwitterは競合する？　はてな伊藤直也氏に聞いてみた - CNET Japan

webサービスだからで
インフラじゃね

さくら
インターネットの

場合

社長自ら

Art Media Center
Tokyo Univers i ty  o f  the Ar ts AMC

インターンシップのメリット
学生にとって
世界に対して何かコミットができたという実感を
得ることができる。
企業はインターンで実現する最終目標として正式サービ
スレベルのものを提供するべき。

研究室に戻ったら過程と成果を公表する。
自主ゼミとか。指導教員もそうするように仕向ける。
一回だけでなく微細な部分についての解説をさせる。他
の人に教える事でさらに理解が深くなる。

インターンとは
ひと夏の
非日常

これは戦争だ

むしろ僕が
インターンに行きたい

おねがいします

海外での
インターンって

どんな感じなんでしょ

?
! 共同研究 論文は

鮮度が
命 北海道大学情報基盤センター

先端ネットワーク研究室 株式会社ネクステック



柏崎礼生, 小林悟史, 河合修吾, 大石憲且, 高井
昌彰 : 片方向遅延を用いたネットワークトラ
フィックの適応的負荷分散手法, 情報処理学会
論文誌 Vol.49, No.3, pp.1194-1203 (2008)

論文は
実装が
命

あまり
コーディング能力の
高くない
大学教員

こいつの
ことです
こいつの
ことです
こいつの
ことです
こいつの
ことです
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共同研究のメリット
大学にとって
格段に高い実装能力を頼りにすることができるか
も。その結果質の高い論文を書くことができるか
もしれません。

企業にとって
論文が嬉しい企業とそうでない企業がある。
ドラフトにもなっていない技術をいち早く手に入
れることができます。
大学をうまく利用できるかもしれません。

Art Media Center
Tokyo Univers i ty  o f  the Ar ts AMC

共同研究のメリット
双方にとって ?
より広域で実証実験を行う。
大学間連携。北海道なら北大を中心として、医大系（札
幌、旭川）、教育大系（札幌、岩見沢、函館、釧路）、
工大系（北見、室蘭）、あと稚内北星など、数多ある。

旗振りは大学（の研究者）が。
そういうののお膳立てを官（道や市）や企業がやる義理
などこれっぽっちもない。

官からお金をいただくために。
薄汚くて結構。

創世記 2章18節
また主なる神は言われた

「人がひとりでいるのは良くない。
(snip)」

人材育成
資金確保
業績確保

もっと相互接続しないと

北海道は
圧倒的に広域

既に行われた事でも
新規性を見いだせる

広域分散プライベートクラウド
の実証実験
オーバーレイ適応的トラフィッ
クエンジニアリング
超サイバーなネットワーク可視
化手法

Have fun ! ご静聴
ありがとうございました

石井 裕
Hiroshi Ishii

Associate Director, MIT Media Lab
http://web.media.mit.edu/~ishii/

Photo by Webb Chappell

disorner
pride
passion
question

hunger hunger

disorner
pride
passion
question

anger これは
大学と企業との
知的競創だ


