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電気情報工学科

石橋 豊 (J56)
平成12年 6月 1日より13年 3月 31日までの10

ヶ月間にわたり、文部省在外研究員として「マルチ

メディア通信プロトコルに関する研究」のため、米

国フロリダ州タンパ市にあるUniversity of South

Florida(南フロリダ大学)に滞在する機会を得まし

た。そこでの生活の様子や大学での経験等につい

て報告致します。

フロリダ州は、サンシャイン・ステート(日光の

輝く州)と呼ばれるだけあって、とにかく暑いとい

う印象がありますが、これは6月から10月までの

期間のことです。しかし、屋内はどこへ行っても

冷房設備が整っており、冷やしすぎているほどで、

暑さを感じるのは車を降りて建物に入るまでの数

分間だけでした。

9月と 10月には、ハリケーンが多発しますので、

注意が必要です。ハリケーンに襲われると、大きな

被害があるのはもちろんのこと、数日間は食料の

供給が途絶えるそうです。タンパは、フロリダ半島

の西海岸に位置しており、少なくともここ 5, 6年

はハリケーンの影響を受けていないとのことでし

た。私の滞在中、1度ハリケーンが近づきました。

このとき、水と食料を買出しに行きましたが、幸

い大きな影響はありませんでした。

また、夏の間、毎夕といっていいほど雷を伴う

スコールのような雨が降ります。一度、アパートの

近くに雷が落ちて停電し、近所の方からローソク

を貸してもらったことがありました。この後すぐ

にローソクを数本購入しましたが (普通のスーパー

マーケットにも直径5cm程度の大きいローソクを

たくさん売っています)、幸いこれが役立つことは

ありませんでした。このように雷がよく落ちるの

で、家庭のコンセントには雷サージプロテクタを

購入して用いていました。これがないと、電化製

品が故障するそうです。

一方、11月から5月までは大変気候がよく、例

年、2, 3回霜が降りる程度の寒さだそうです。朝、

霜が降りた日も、日中は暖かで過ごしやすくなり

ます。冬には、避寒のため、多くの人たちが南下

して来ますので、ホテルの値段が跳ね上がります。

フロリダには大きな山は無く、ほとんどが平地

です。そして、湿地帯や湖・池等が点在しています。

そこには、多数のアリゲーターがいます。自然のア

リゲーターに出会うことは、それほど珍しいこと

ではありません。また、多くのスプリング (泉)が

あり、懇々と水が溢れ出てきていました。中には、

観光地となり、船底がガラス張りの船に乗ったり、

泳げるようになっているところもあります。私も

一度スプリングを訪れ、泳いでみました。水温は

年中ほぼ一定で、大変綺麗でした。多くの魚が泳

いでおり、まるで水槽の中にいるような錯覚をお

ぼえました。これは、なかなか日本では見ること

のできない光景ではないかと思います。逆に、水

が流れ込んできて、地下に消えていくシンクもあ

りました。シンクは、遊ぶところというよりは、む

しろ地質学の勉強に向いているところのようです。

フロリダと聞いてすぐに思い浮かぶオレンジは、

果物もジュースも安価で、レストランでオレンジ

ジュースを注文すると、ビールジョッキのように大

きなグラスで出てきます。日本人の中には、この

味に感激したという人がいました。私もオレンジ

ジュースは確かにおいしいと感じました。日本食

のほとんどは中国・韓国系のスーパーマーケット

で売られています(賞味期限の切れたものが多かっ

たです)。食物の値段は安いのですが、日本食の値

段は、日本の2, 3倍することもありました。

タンパはオーランドのディズニーワールドまで

車で 1時間半足らずの場所にあり、この他にも、近

くにいくつかのテーマパークがあります。また、フ

ロリダ半島の東海岸側にはケネディスペースセン

ターがあり、車で2, 3時間離れている大学からは

スペースシャトルの打ち上げを見ることができま

した。私が見たのは、ちょうど100回目の打ち上げ

で、日本人の若田さんが搭乗したときのものです。

2, 3回、打ち上げの延期がありましたが、何とか見
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ることができました。打ち上げは夕方でしたので、

大きな光の塊が上がり、ブースターが切り離され

るのを肉眼で確認することができました。肉眼で

見えるのは、ほんの5分程度であったと思います。

私以外にも何人かの学生とその家族が大学に見に

来ていました。その後も打ち上げは何度かありま

したが、時間帯が早朝であったりしましたので、結

局一度しか見ることができませんでした。南フロ

リダ大学の教官の中には、打ち上げを見るのを欠

かしたことがないという人がいました。自宅の屋

根の上からだと見えるそうです。ちなみに、私の

アパートからは、木が邪魔になって見ることがで

きませんでした。

滞在期間中にあった大きなイベントとしては、大

統領選挙が挙げられます。選挙前の予想通りに、二

人の候補者の得票は拮抗し、特に、フロリダ州の

二人の得票差は僅かでした。フロリダ州は、得票

数の差がある程度小さい場合には、法律でリカウ

ントすることが決められており、手作業による票

のリカウントを行うか否か、毎日テレビでニュー

スになっていました。そして、最終的にフロリダ州

での勝者が大統領になり、世界中から注目される

結果となりました。大統領選挙の投票方法は、カ

ウンティ(郡)によって異なり、マーク式や穴を開け

る方法等、複数のものがあり、分かりにくいとこ

ろもあったようです。しかし、日本のように車で

候補者の名前を声高に連呼するようなことはなく、

いつもと同様に落ち着いた毎日を過ごすことがで

きました。

タンパの治安は比較的良く、通常言われている

常識的なことを守っていれば問題はありません。車

を駐車するときに、ドアに鍵をかけない人がいる

ほどでした。

南フロリダ大学は州立大学で、キャンパスが非常

に広く、緑の多いところです (写真1, 2参照)。キャ

ンパス内の三つのルートをシャトルバスが巡回し

ていることからも、その広さが窺い知れると思いま

す。大学の総学生数は約 36,000人です。私が滞在

したのは、Department of Computer Science and

Engineering(情報科学・工学科) でした (写真 3参

写真1. 南フロリダ大学の正門にて

写真2. キャンパスにて

照)。この学科の教官数は、Professorが 7人、As-

sociate Professorが 6人、Assistant Professorが 4

人、Visiting Professorが 3人の計 20人でした。こ

れらの教官の専門分野としては、VLSI設計関連に

6名、コンピュータビジョン関連に7名がいました

ので、ある分野に重点をおいた構成になっている

ことが分かりました。大学によって、どの分野に

重点を置くかは異なっているようですが、他の大

学でもこのような体制をとっているとのことです。

なお、一教官当たりの授業の担当クラス数は、学

部と大学院の両方を合わせて、一年間に2～4クラ

スになっていました。

情報科学・工学科には、約350人の学部生、約

170人の大学院生(このうち、博士後期課程の学生

数は48人)がいます。学部から大学院への進学率

は数%程度で、大学院生のほとんどは留学生です。

また、博士後期課程の学生のうち約65%が大学内

部からの進学者で、後は他大学または他国からの

留学生です。このように、留学生の占める割合が
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写真3. 情報科学・工学科の建物

高いのには驚きました。留学生のほとんどは、中

国とインドから来ています。日本からの留学生は

数名でした (タンパに住んでいる日本人は、その数

が少ないせいか、協力し合うことが当たり前になっ

ており、留学生を始め、幾人かに大変お世話にな

りました)。ほとんどの留学生は、修士を取得した

後、米国で就職するようです。修士には、修士論文

を書くか否かで、2種類のものがあり、昨年は、18

人の学生が修士論文を書かずに修了したとのこと

でした。その場合は、授業を多めに受講する必要

があります。なお、学生の平均年齢は27才で、就

職後に再度勉強し直している学生が多く見受けら

れました。

このように留学生が多いこともあり、大学内に

は無償で英語論文の添削を行うところがあります。

4人のスタッフが1回に45分間かけて面接しなが

ら添削を行っており、いつも大変混んでいました。

私も数回利用させて頂きました。

大学院生のディフェンス (学位審査会)では、博

士の場合には9名の教官、修士の場合には3名の教

官が審査員を担当し、基本的に質疑応答時間に制

約はないようでした。質問が出なくなるまで、審

査員が順番に何回も質問をしていました。これら

のディフェンスには、慣習として、大学院生が飲み

物と簡単なお菓子を用意することになっています。

大学院生の多くは、TA (Teaching Assistant)や

RA (Research Assistant)として、年間$13,000程

度をもらっています。TAやRAは、授業料が免除

される等の特典があり、フロリダは家賃、食料品、

ガソリン代等の物価が他の州よりも安いので、何

とかぎりぎりの生活をおくることが可能なようで

す。しかし、このような特典がある反面、授業で

は良い成績を取ることが要求されています。TAは

オフィス時間を設けて学生からの質問を受け付け

たりすることの他、試験やレポートの採点等を受

け持ちます。博士後期課程の学生になると、講義

を担当することもあります。

授業に関しては、学生は1セメスター (9月から

12月までの秋セメスターと1月から4月までの春

セメスターの2セメスターの他、5月と6月の夏学

期があります) につき3クラス程度を受講してい

ます。受講可能なクラス数に制限があるだけでな

く、1クラスの人数にも制限が設けられています。

授業は、週に2回 (1回 75分)のペースで15週にわ

たって行われ、ほとんど毎回宿題があるだけでな

く、一ヶ月程度かけて行うプロジェクトも用意さ

れています。従って、3クラスというのは、学生に

とって限界のクラス数のようです。私も授業に数

回参加させて頂きましたが、学生達は頻繁に質問

し、大変活気がありました。学生による授業評価

も公表されており、双方が真剣に授業に参加して

いるという印象を受けました。

私が参加させて頂いた大学院の授業「計算機ネッ

トワーク」では、プロジェクトとして、ネットワー

クに関する問題点を探し、一ヶ月ほどかけてその

問題に取り組むという課題が出されました。その

授業の担当教官の話によると、プロジェクトの成

果の中には、国際会議で発表できるものが出てく

ることもあるとのことでした。私は、その教官の

薦めもあり、研究テーマを考え、授業中にそのテー

マを説明して、そのプロジェクトへの参加者を募

集しました。結果として、3名の留学生 (ギリシャ、

パキスタン、ロシアからの学生) の応募があり、彼

らを指導することになりました。そのうちの一人

は、プロジェクト終了後も暫くの間、そのテーマ

に取り組みました。彼らに対する指導は、大変良

い経験になったと思っています。

また、授業によっては、テレビ中継を利用した

遠隔講義も行われていました。この遠隔講義では、

3



教室と複数の企業とが通信回線で接続されており、

企業の人たちが受講できるようになっています。一

つの授業に、カメラマンが二人、そして音響やその

他の制御のために更に一人 (または二人)が常駐し

ていました。そして、状況に応じて表示する映像

(教官や黒板等の映像)を切り替えていました。こ

の授業の様子は図書館に保管され、学生はいつで

もそれを見ることができるようになっています。

この図書館は、大学の建物としては珍しく6階

建てで (土地が広いため、大学内に高層建築物はほ

とんどありません。ちなみに、小学校や中学校は、

全て平屋建てです)、非常に充実しています。館内

には多くのパソコンがあり、図書検索を自由に行

うことができます。また、仮想図書館も用意され

ており、大学内のパソコンから自由にアクセスす

ることが可能です。特に、IEEEのジャーナルや国

際会議の論文を自由に印刷することができるシス

テムは、学生にとっても非常に役立っていること

と思われます。

情報科学・工学科には、一人の専任の技師と複数

の学生から成るテクニカルサポート係りが設けら

れており、計算機やネットワーク等に関する技術

的な対応を行っていました。私は、日本からノー

トPCを持って行きましたが、そのネットワークへ

の接続の面倒をみてもらいました。ノートPCの表

示は日本語ですが、メニューの構成やアイコンが

同じであるため、簡単な翻訳を行うだけで十分で

した。この他、PCやプリンタの故障の切り分け作

業や修理の手配等も行っており、大変便利だと思

いました。

滞在中は、電子メールやFTP(ファイル転送)等

を利用して、私の所属する名工大・田坂研究室の

学生達と連絡を取り、従来より行ってきた研究を

継続することもできました。そのときには、これ

らのツールは便利だと思いましたが、帰国してか

ら考えてみると、やはり効率が悪い面もあったと

思っています。電子メールの欠点は、インタラク

ティブ性に欠けることの他、喋ったり書いたりす

ることと比べて、文字入力は速度が遅いというこ

とです。結局、必要最低限のことしか書かなかった

ように思います。ちょっと確認したいことや、ふと

思ったこと等にも重要なことがある場合が考えら

れますし、文字で表現すると表現がきつく受け取

られる可能性もあります。これらのことから、私の

研究分野 (分散マルチメディアアプリケーション、

メディア同期アルゴリズム、マルチメディア通信

プロトコル)には、まだまだ解決しなければならな

い課題が多いことを改めて感じました。

在外研究員として滞在中は、研究に専念できる

と共に、米国の文化を楽しく体験することができ

ました。このような貴重な機会を与えて下さいま

した関係者の方々、そして出張中多大なご迷惑を

おかけした田坂修二教授を始め、電気情報工学科

の皆様に、心より御礼申し上げます。
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