OKC SINCE 1985

グローバル人材育成のための
課題（テーマ）研修のススメ

留学は世界を知り、成果を上げる。
そして、人生の目標を発見することだと信じています。

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

OKCがめざす留学は
世界に通用するグローバル人材の育成です

OKCの概要
★オーストラリア・ニュージーランド専門の留学代理店として1985年4月設立
★2006年オーストラリア政府より教育産業の貢献が認められアワード受賞
★オーストラリア・ニュージーランド5都市に直営事務所を展開
★2016年米国シリコンバレーに於ける研修の案内を始める、現地連絡事務所を開設
★2018年SDGs活動への支援開始に伴い、SDGs研修の案内を始める
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OKCは日本で最初の
オーストラリア・ニュージーランド
専門留学代理店

オーストラリア政府より
留学団体では唯一の受賞
THE

AUSTRALIAN
AWARDS

私共OKCがめざすものは中学・高校留学を通じて国際的視野で考え行動し、
その体験が人生の貴重な財産となり真の自立に繋がることです。
学校の国際教育事業においては私共が提案する教育プログラムやお手伝いが、
学校の独自性の確立や国際教育の一助となり、更なる学校の発展に繋がり、
そして参加した生徒が社会に巣立つ為の道標になることを願っています。
日本がますます国際社会において重要な役割を求められる中で、OKCの提案が
次代を担う若者の育成に役立ち、新たな人生の発見に貢献出来ましたら、
これほど喜ばしいことはありません。

OKC 代表
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課題(テーマ）研修のススメ
OKCは留学・海外研修がより成果を上げるために幅広い分野のテーマを提案し、
海外の大学・高校・政府機関・企業・NPO団体などを訪問して課題研究を行うものです。
テーマ
①

|
⑥

SDGsに関する
テーマ研修

⑦

世界的な
数学の難問を解く

内容
パリ協定とは、化石燃料を使わないことを目指す人類史上初の国際ルールで、147ヶ国・ 地
域が締結しています。21世紀後半までに二酸化炭素排出をゼロにし、産業革命から地球の気温
上昇を1.5℃以下にすることを目標に掲げています。
主な課題：①地球温暖化 ②貧困問題 ③ジェンダー問題 ④代替エネルギー
⑤住みよい街づくりを考える ⑥世界の食料問題を考える
人類の２１世紀の数学の７大難問と言われる「リーマン仮説」「ポアンカレ予想」「ホッジ予
想」「バーチ、スウィンナートン＝ダイアー予想」「P対NP問題」「ヤン・ミルズ理論」「ナ
ヴィエ－ストークス方程式」について現地大学で解説を聴く
整数論（数論）の７つの
定理、素数定理などを学び、 問題を 考え解く。
訪問国の優秀な高校生と解く競争を行う

⑧

量子コンピュータ

ごく最近まで「量子コンピュータ」という言葉は、「タイムマシン」と同じくらい空想に近い
“遠い未来の技術”というイメージで受け止められていました。量子コンピュータは、重ね合わ
せや量子もつれと言った量子力学的な現象を用いて従来のコンピュータでは現実的な時間や規
模で解けなかった問題を解くことが期待されるコンピュータです。
ビジネス・社会生活が劇的に変化する未来を予想する

⑨

5G・6Gがもたらす
社会変化

「5G」とは第五世代移動通信システムの略称で、携帯電話などの通信に用いられる次世代通信
規格のひとつです。Gとは「Generation」の頭文字をとったものであり、
5世代目であることを表しています。インターネット上にある膨大なデータをロボットやAIな
どが自動的に処理を行い、人の手作業が大幅に低減されることになります。
日本との違いを通して、日本の在り方を考える

⑩

⑪

⑫

⑬

少子高齢化と人口減少
に於ける
移民政策を考える
自動運転と
電気自動車が及ぼす
未来社会の変化
人工知能とロボットの
発達による
将来の職業を考える

自由貿易について

2010年に12,700万人もあった日本の人口が、2060年には8,700万人に減少すると予想され、
2030年には65歳以上の高齢者が約3,600万人に増えるのに対し、2015年に約1,600万人あっ
た15歳未満の人口が、2030年には約1,200万人まで減少すると言われ、世界に例のない少子
高齢化を迎えようとしています。対策として移民政策を考える
少子高齢化が進む問題点と対策を考える
自動運転が一部の道路で始まり、2030年には自動運転が普通になると予想されています。一
方ではトラックやタクシーなど約150万人の運転手が失業すると言われています。また、電気
自動車の普及により、社会生活や産業構造が大きく変化すると言われています。
自動運転と電気自動車の発達が及ぼす未来社会の変化と課題を考える
2030年には地球上の全職業の50％が人工知能とロボットに取って代わられ、2045年には人工
知能が人間の知能を超えると予想されています。例えば自動運転で運転手が必要なくなり、街
中や山間部で無人ドローンが荷物を届けるなど、便利さと引換えに私たちの職業が失われよう
としています。
人工知能とロボットの発達と、人間との共生を考える
2017年12月に日本は、欧州連合（EU）と日欧EPAを大筋合意し、世界経済・貿易の３割を占
める大経済圏が誕生しました。またアメリカが離脱しましたが、TPP（環太平洋経済連携協定)
が推進されようとしています。日欧EPA, TPPが始まると世界の40％を占める自由貿易圏が誕
生します。
世界の潮流として進む自由貿易化に日本はどう進むべきかを考える

⑭

⑮

iPS細胞がもたらす
人間の未来について

宇宙開発を考える

iPS細胞の発見で、今まで不可能とされた病気の根本的治療が可能となります。薬や医療器具
に頼っていた心臓の再生や視力の回復、失われた身体の一部の機能を復活させることができる
ようになります。治療だけでなく長寿や若返りを実現させる「夢の細胞」とも言われています。
人生の在り方まで変える可能性を秘めたiPS細胞を考える
現代の宇宙開発は単に宇宙探査にとどまらず、革新的な技術開発や未知なる材料の発見・開発、
新しいシステムの構築など、その成果はエネルギー、工業、農業、医療のあらゆる産業に生か
されています。宇宙開発は資源のない日本の未来の発展に寄与する重要な意味合いを持ちま
す。
人口減少/少子高齢化の中で、科学技術立国に日本の将来がある現実を考える

⑯

⑰

デザイン思考を学ぶ

デザイン思考とは、イノベーションを起こして課題を解決することで、世の中に全く新しい商
品やサービスを提供するための方法論です。Appleの初期マウス開発をはじめ、UberやAirbnb
の成功によってその実践的な有効性が実証されています。
スタンフォード大学とシリコンバレーで世界をリードする21世紀思考を学ぶ

STEAM研修

スタンフォード大学で世界の優秀な中高校生とS（科学）T（技術）E（工学）A（芸術）
M（数学）を使って最新の物づくりや最先端のソフト・プログラム作りに臨む。
講師陣はスタンフォード大学大学院生やシリコンバレー企業の研究者や技術陣が指導
いたします。スタンフォード大学の寮に滞在します。
将来のノーベル賞候補や未来に貢献する人材を育てる
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持続可能な開発目標（SDGs）について
SDGsとは

「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、2015年9月
に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標です。
このサミットでは、2015年から2030年までの長期的な開発の指針として「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され
ました。この文書の中核を成す「持続可能な開発目標」をSDGsと呼んでいるのです。
SDGsの前身である「MDGs」に代わって定められたSDGsは、2000年に国連のサミットで採択された「MDGs（エムディージーズ
／ミレニアム開発目標）」が2015年に達成期限を迎えたことを受けて、MDGsに代わる新たな世界の目標として定められました。

それまでのMDGsは、以下の8つのゴールを掲げていました。
ゴール1：極度の貧困と飢餓の撲滅
ゴール2：初等教育の完全普及の達成
ゴール3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上
ゴール4：乳幼児死亡率の削減
ゴール5：妊産婦の健康の改善
ゴール6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
ゴール7：環境の持続可能性確保
ゴール8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
（外務省ホームページより一部抜粋）

「極度の貧困と飢餓の撲滅」「HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止」などが織り込まれていることからも分かるよ
うに、MDGsは先進国による途上国の支援を中心とする内容でした。しかし、MDGsについては、途上国からこんな意見も出ていま
した。乳幼児死亡率の削減など、発展途上国が抱える問題を挙げ、解決策を探った。だが、その内容は先進国が決めており、途上
国からは反発もあった。進展には地域の偏りなどの「見落とし」があったとも指摘された。
（朝日新聞デジタル「SDGsって何？」より一部抜粋）
それを受け、2015年に新たに策定されたSDGsは、誰ひとり取り残さないことを目指し、先進国と途上国が一丸となって達成すべ
き目標で構成されているのが特徴です。

SDGs：17の目標

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

1：貧困をなくそう
2：飢餓をゼロに
3：すべての人に健康と福祉を
4：質の高い教育をみんなに
5：ジェンダー平等を実現しよう
6：安全な水とトイレを世界中に
7：エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8：働きがいも経済成長も
9：産業と技術革新の基盤をつくろう
10：人や国の不平等をなくそう
11：住み続けられるまちづくりを
12：つくる責任つかう責任
13：気候変動に具体的な対策を
14：海の豊かさを守ろう
15：陸の豊かさも守ろう
16：平和と公正をすべての人に
17：パートナーシップで目標を達成しよう

国際連合 持続可能な開発に関するグローバル・レポート2019でのあいさつ
私たちの今日の世界と私たちが望む未来は危険にさらされている。 過去4年間の懸命な努力にもかかわらず、私たちは2030年までに「持続可能な開
発目標」を達成する軌道にはのっていない。人と地球のための決定的な十年に突入するにあたって、私たちは劇的に実施のペースを上げていかなけれ
ばならない。私たちは、個人、市民団体、企業、自治体、国連加盟国として、私たちがするすべてのことについて、一つひとつ点と点を線で結ぶよう
に関係性をつくるとともに、包摂性と持続可能性の原則を真に受け入れなければならない。科学は、目標を達成するための努力において私たちの大き
な味方である。独立した科学者のグループによって作成された「持続可能な開発に関するグローバル・レポート 2019」は、私たちがどこで実施が足
りないのか、何をする必要があるのかについての客観的な評価を提示している。 このレポートは、相互関係性を活用し、17の「持続可能な開発目
標」すべてにわたって進捗を加速 するための中心的なエントリーポイントを強調している。本報告書は、未来は、私たちが今何をするかによって決
定づけられるということ、そして機会の窓は急速に閉じていることを再認識させてくれる。すべての関係者に、この分析から得られた洞察を集団的な
行動に変えていくよう呼びかける。 私たちの野心を行動に移し、「持続可能な開発目標」の達成に向けて進捗を加速させるために、 困難だが必要な
選択をともに行っていこう。
アントニオ・グテーレス 国連事務総長
（国際連合広報センターより抜粋/https://www.unic.or.jp/files/GSDR2019.pdf）
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【地球温暖化問題について考える】
地球温暖化とは
地球は大気で包まれています。大気には二酸化炭素CO2やメタンなどの温室効果
ガスがあり、太陽からふり注がれた光によってあたためられた空気が宇宙空間に
逃げださないようになっています。温室効果ガスがないと地球はとても寒くなり、
ほとんどの生物が死んでしまうと言われています。 しかし近代、産業の発達など
人間のいろいろな活動により、二酸化炭素CO2が増えたために温室効果が強く
なり、地球は少しずつ暖かくなる方向に向かっています。それが地球温暖化なの
です。

2022年のIPCC報告では、5年以内に産業革命以前に
比較して、地球の平均気温が不可逆的に下げることが
困難になる1.5度上昇すると報告されています。

環境問題とは
私たち人間が豊かで便利な生活をおくるために産業が発達しました。木を伐採し
家を建てたり紙を作り、石炭・石油・石炭・天然ガスなどの天然資源をたくさん
使い、現在では物も豊かになり便利になりました。その結果、自然の生態系を
壊してしまい、様々な問題が発生しています。 地球温暖化や工場などによる
水質汚染・大気汚染・土壌汚染などで植物・動物・人体に影響を及ぼすように
なりました。これらの問題をまとめて｢環境問題｣と呼んでいます。
環境問題は人間が豊かに暮らすために活動した結果、生まれた問題と言えます。

温暖化防止の考え方
温 暖 化 は 、 人 間 が 石 油 や 石 炭 な ど の 化 石 燃 料 を 大 量 に消 費 す る な ど し て 、
二酸化炭素など温室効果ガスを大気中に大量に放出したために生じつつある
環境問題です。温暖化を止めるには原因である温室効果ガスの排出量削減と
化石燃料に代わる太陽光発電など代替エネルギーの開発が重要となります。

【貧困問題を考える】
アジア、アフリカ、中東南米の国々では政府の支援も受けられず、病院にも
行けないばかりか、不況で失業し今日食べる食費にも困っている困窮者の人々が
多く存在しているのです。世界には1日2ドル(約200円）以下で暮らす12歳以下
の子供が約3億8000万人、大人を含めると約7億人に達すると言われています。
この人数は地球の総人口の約10％にもなるのです

世界には１日２００円以下で暮らす１２歳以下の
子供が３億８０００万人に達すると国連報告、
日本の子供は７人に１人が貧困と言われています

日本の貧困についても述べてみたいと思います
今、日本の子供の7人の一人は貧困と言われています。一番の原因は母子家庭に
あると言われています。父子家庭の場合、父親は正社員の人が多く、収入も安定
している場合が多いのですが、多くの母子家庭では、非正規社員として働いて
おり、月額の平均収入が15万円を切っていると報告されています。離婚した夫か
ら一定金額の支払いがないと貧困を脱することは難しいと言えるでしょう。
しかも最近のコロナ不況で、夫自身が賃金カットや失業などして収入が激減して
いる家庭が増えています。貧困家庭の子供たちは、食事が取れなかったり、
ある報告では1日1回の学校の給食だけで済ませている子供がいるそうです。
そんな子供たちは十分な栄養が取れず、病気になると治療も受けられず、ゆとり
のある教育も受けられません。
世界第3位の経済大国でありながら、世界先進国30か国の中で、日本は4番目に
高い貧困率なのです。このような状況で日本は幸せな国と言えるでしょうか、
特に子供と高齢者の貧困を無くしてこそ豊かな社会と言えます。

【ジェンダー問題について考える】
ジェンダーとは？
ジェンダーとは、日本語では「社会的性別」と言います。たとえば、「男の子は
青、女の子はピンク」とか、「お父さんは会社で働いて、お母さんは家で家事を
する」というように、男女の違いによって周りの人が無意識に抱イメージや役割
分担がありす。このように身体的な性別に対して、社会の中で「男性らしい」
あるいは「女性らしい」とされている役割や考え方などを社会的性別＝
ジェンダーと言います。

真の男女平等を目指しましょう！

SDGsの「目標5.ジェンダー平等を実現しよう」について
世界の人々が豊かに暮らし続けていくための世界共通の目標として、2015年に
国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)でも17ある目標のうちの一つ
「目標5.ジェンダー平等を実現しよう」で、ジェンダーの問題が大きく取り上げ
られています。世界には、「女の子だから」だけで、学校に通わせてもらえない
女の子がいます。体が大人になる前に本人の意思とは関係なく結婚・妊娠出産
する、児童婚の習慣が残っている地域もあります。「女性は家庭で家のことを
するべき」という考え方が根強く、大人になっても仕事をすることが許されない
女性も多くいます。また、世界的に見ても、家庭内暴力の被害者のほとんどは
女性です。さらに、先進国でも、男性のほうが女性より所得が多い、女性が社会
で活躍する機会が少ないと問題になっています。こうした課題を解決するために、
この目標では、女性への差別や暴力をなくし、女性がのびのびと能力を伸ばす
ことができるような社会の仕組みづくりが目標になっています。
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【なぜ代替エネルギーが必要かを考える】
代替エネルギーとは

代替エネルギーは、現在、主力として使われるエネルギー資源に代わる新しい資
源という意味で、石油・石炭等の化石燃料や原子力に代替しうるエネルギーのこ
とをいいます。これには、植物を原料とするバイオマスのほか、太陽光や太陽熱、
風力、波力、潮力、地熱などが挙げられます。

地球温暖化を防ぐには
代替エネルギーの開発が重要になるでしょう

世界の代替エネルギー開発の取り組み（例）
ドイツの取り組みは再生可能エネルギーの割合を2050年までに80％に引き上

げる目標を掲げている（日本は2030年に24％）。ドイツで2015年、再生可能エ
ネルギーの割合が初めて3割を突破（日本は12.6％・自然エネルギー白書2015）
現在、電力・暖房・交通の総エネルギー消費における再生可能エネルギーの
シェアは、2050年までに60％を目指している。

シリコンバレーの企業の取り組み

アップルが「RE100」加盟、サプライヤーにも再エネ100％の動き
米アップルは2016年に「再生可能エネルギー100％」をグローバル規模で実現す
ることを目指すイニシアチブ「RE100」に加盟したと発表した。
ニューヨークで開催された「Climate Week」における講演で明らかにした。
ジャクソン副社長は、「アップルは再エネ100％を公約にしている。同じ努力に
向けて取り組んでいる企業と共に進めることを幸いに思う。サプライヤーとの連
携で、世界中でクリーンなエネルギー政策を推進することを期待する」と述べた。

【住みよい街づくりを考える】
住みよい街とは

住みよい街とは、治安が良くて人が安全に暮らせる、緑が多く環境に優しい街、
医療設備が充実し高齢者に優しい街、CO2排出が少ないクリーンな交通機関があ
り生活が便利な街、保育園が整備され幼児教育などに働く母親が安心して子育て
が出来る街、また災害に強い街、自然と共生し文化やスポーツに親しめる街、
そして街を代表する産業が育っている、そんな街が住みよい街と言えるでしょう

世界中の人々が、貧富の差を乗り越えて
食料・医療・教育・住居などがすべての人々に
いきわたってこそ住みよい街と言えるでしょう

スマートシティとは

スマートシティは、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、
管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、
また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0
の先行的な実現の場と定義されています。

世界の住みよい順位 都市名 （英・エコノミスト誌より）
総合 安定性 医療 文化・環境 教育 インフラ

1 メルボルン（豪州） 97.5 95 100 95.1 100 100
2 ウィーン（オーストリア） 97.4 95 100 94.4 100 100
3 バンクーバー（カナダ） 97.3 95 100 100 100 92.9
4 トロント（カナダ） 97.2 100 100 97.2 100 89.3
5 カルガリー（カナダ） 96.6 100 100 89.1 100 96.4
5 アデレード（豪州） 96.6 95 100 94.2 100 96.4
7 パース（豪州） 95.9 95 100 88.7 100 100
8 オークランド（NZ） 95.7 95 95.8 97 100 92.9
9 ヘルシンキ（フィンランド） 95.6 100 100 88.7 91.7 96.4
10 ハンブルク（ドイツ） 95 90 100 93.5 91.7 100

【世界の食料問題について考える】
世界の食糧問題とは？

2017年現在、飢餓に苦しんでいる人口は世界に8億2,100万人で、およそ9人に1
人が飢餓に苦しんでいることになります。世界の穀物生産量は毎年26億トン以上
となっており世界中の人が十分に食べられるだけの食糧は生産されています。し
かし8億2,100万人が食糧不足なのです。気候変動による異常気象により、干ばつ
や洪水など極端な気象現象が起こっていることから農作物に被害が及び収穫量が
激減したり、穀物や果物などの食べ物の価格が輸送などによって高騰し、貧しい
家庭層が手に取ることができないのです。
食糧支援と食糧が世界中のどの地域にも正しく行き渡る仕組みが必要です。

日本の農業の問題と発展を考える

日本の人口が減少局面に入るなか、農村部から都市部への人口集中がさらに進み、
人口集中地区の人口割合は2035年には7割になると予測されている。
高齢者人口は1.2倍に増加し、高齢化率は36％になると推計。
都道府県別にみると、総人口に占める農業就業人口の割合が高い県において、
人口減少率や高齢化率が進み、将来の農業生産への影響が懸念されています。
日本の農業を世界規模で展開する、新しい発想の農業が必要になるでしょう。

遺伝子組み換え農法

遺伝子組み換えと言う新しい農業が盛んになろうとしています。害虫に強く大量
生産が可能になる反面、人が遺伝子を組み替えた食物を口に入れる安全性が問わ
れており、食料問題を解決出来るか21世紀の新たな農業の課題です。
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遺伝子組み換えは食料危機を救うことに
なるのでしょうか

【世界的な数学の難問を解く 】

人類の２１世紀の数学の７大難問と言われる「リーマン仮説」「ポアンカレ予
想」「ホッジ予想」「バーチ・スウィンナートン＝ダイアー予想」「P対NP問
題」「ヤン・ミルズ方程式」「ナヴィエ－ストークス方程式」について現地大学
で解説を聴く。
整数論（数論）の７つの定理、素数定理などを学び、現地校の数学教師が出す
クイズ形式の問題や大学院生レベルの難問を、現地の高校生と競って解く。
ミレニアム懸賞問題

アメリカマサチューセッツ州にある非営利組織「クレイ数学研究所」によって
2000年に発表された非常に難解な問題。全7問で構成されるが2021年現在まだ
1問しか解かれていない。
1問正解するごとに賞金100万ドル(約1億３千万円)がもらえる。賞金を受け取る
ためには、自分の回答を数学雑誌などで発表し、その理論が世界から支持される
か様子を見るために約2年の間隔が必要になる。「未来からやってきた論文のよう
にも、宇宙の外からやってきた論文のようにも思われる」。米国のある数学者は、
京都大学の望月新一教授が提唱する「宇宙際タイヒミュラー理論(IUT)」の論文に
初めて目を通した時の印象を、ブログでそう記した。
望月教授が自身のホームページでIUTの論文を公開したのは、2012年8月30日
だった。総計およそ600ページにも及ぶその4本の論文は、世界中の数学者に衝撃
を与え、ニューヨークタイムズをはじめ世界の主要メディアが次々にニュースと
して報じた。

数学のノーベル賞と言われる
フィールズ賞をめざそう
世界で10人も理解していない？
世紀の「IUT理論」とは何か

ABC予想
a+b=c
を満たす、互いに共通の素因数を持たない
自然数の組(a,b,c)に対し、d=rad(abc)とする。
この時、任意の正の実数ε>0に対して、
c>d1＋x
となる組(a,b,c)は、
たかだか有限個しか存在しないであろう。

【量子コンピュータ の発達がもたらすもの】
量子コンピュータの開発状況
量子コンピュータの性能はスーパーコンピュータの9000兆倍に─。夢の計算機、
量子コンピュータの研究が世界で急加速している。
IBMが2023年に1000兆量子ビット実用化
2030年には16兆ドル（1750兆円）の経済効果に迫る
IBMはグーグルと共に量子コンピュータの開発を牽引している。
グーグルのマルティニス教授は2016年6月、分子の性質をシミュレーションする
「量子シミュレーション」と呼ぶアルゴリズムであれば、50量子ビットの量子コ
ンピュータでスパコンの性能をしのぐ「量子の超越性」を実証できると学会で発
表している。
100量子ビットの計算能力は単純計算でスパコンの9000兆倍。人間の身長と比較
すれば太陽系の半径にも相当し、超越性と言うにふさわしい飛躍だ
「量子の超越性」
数年の内に、特定の問題を一瞬で計算するコンピュータがクラウドなどで手軽に
使えるようになる。性能がスパコンの9000兆倍に達する破壊力は、想像を絶する。
東大の西森教授は「今のうちに、新型コンピュータを使って解くべき問題を考え
ておくべきだ」と話す。量子超越性が実現したとき、その準備をしていた企業と
そうでない企業との差は、量子の超越性ほどに広がるだろう。

【5G・6Gがもたらす社会変化】

6G時代における世界観のイメージ 通信環境拡大

「5G」とは第五世代移動通信システムの略称で、携帯電話などの通信に用いられ
る次世代通信規格のひとつです。Gとは「Generation」の頭文字をとったもので
あり、5世代目であることを表しています。インターネット上にある膨大なデータ
をロボットやAIなどが自動的に処理を行い、人の手作業が大幅に低減されること
になります。

6G

超高速
大容量通信
・通信速度の向上：最大100Gps超へ
・100倍以上の超大容量化（bps/m2）
・上りリンクの超大容量化

超カバレッジ
拡張

・E2Eで1ms以下程度の超低速遅延
・常時安定した低遅延性
eMBB

5G

・陸上（面積）カバー率100％
・空（高度1万m）・海（200海里）
・宇宙へのチャレンジ

超低消費電力
低コスト化

超低遅延

URLLC

mMTC

新しいユースケースによる
要求条件の組み合わせ

・さらなるビット当たりのコスト低減
・充電不要な超低消費電力デバイス

超高信頼通信
・幅広いユースケースにおける品質保証
（Reliabilityは99.99999％まで向上）
・レベルの高いセキュリティと安全性

超他接続＆
センシング
・平方km当たり1,000万デバイス
・高精度な測位とセンシング（<1cm）

6Gで目指す無線ネットワーク技術への要求

もはや通信は空気と同様あって当たり前のものとなり、
かつ電力や水と同様もしくはそれ以上に重要なライフ
ラインとなる。ゆえにユーザは通信の設定や通信サー
ビスエリアを意識する必要がなくなる。通信環境は、
人や物の活動領域の拡大に伴い、あらゆる場所で必要
となる。高層ビル、ドローン、空飛ぶ車、飛行機、さ
らには宇宙までも当たり前の活動領域となり、地上だ
けでなく空や宇宙までも必須の通信エリアとなる。
また、海上、海中までも通信エリアにするニーズが高
まる。各種センサネットワークや無人工場、無人建設
現場などのニーズにより、人がいない環境での通信エ
リアの構築も必要となる。結果的に、地上、空、海の
あらゆる場所が通信エリアとなる。
6G、6つの特徴とユースケース
■超高速・大容量通信
さらなる通信速度の向上、例えば100Gbpsを超える
「超高速・大容量」の無線技術によって、現実の体感
品質と同等、もしくはそれを超えるような新体感サー
ビスを実現できると考えられる。このようなサービス
を具現化するユーザインタフェースもメガネ型端末の
進化によって、よりウェアラブルなものへと進化して
いくことが予想される
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【少子高齢化と人口減少に於ける移民政策を考える】
2010年に12,700万人もあった日本の人口が、2060年には8,700万人に減少する
と予想され、2030年には65歳以上の高齢者が約3,600万人に増えるのに対し、
2015年に約1,600万人あった15歳未満の人口が、2030年には約1,200万人まで
減少すると言われ、世界に例のない少子高齢化を迎えようとしています。対策と
して移民政策を考える。
少子高齢化とは出生率の減少による少子化と高齢者の増加による高齢化の2つが
組み合わさった言葉で、簡単に言えば子どもが少ないのに高齢者が多い状態の
ことを言います。
日本は1974年（昭和49年）以降ほぼ毎年のように出生率が下がっており、
第 二 次 ベ ビ ー ブ ー ム に は 2.14 あ っ た 出 生 率 も 今 で は 1.5 を 切 っ て い ま す 。
高齢者と呼ばれる65歳以上の方の割合も年々増加しており、少子高齢化が進めば
2025年には日本の人口の3人に1人は高齢者になると言われています。
移民政策を真剣に検討する時期に来ているのかもしれません。

年金制度の崩壊
少子高齢化によって最も問題視されているのが年金制度。
年金は現在働いている現役世代から国民年金や厚生年金と言った名目などで徴収
した保険料を年金として高齢者に支払われています。
昔は現役世代が多かったことから年金制度はうまく回っていましたが、少子高齢
化によって現役世代の減少と高齢者が増加したことにより徴収した保険料だけで
は賄えなくなってしまっています。
現在は現役世代の年金保険料率を引き上げし徴収する保険料を増やしたり、年金
を支給する年齢を引き上げたり、支給額を減額することで年金の支出額を減ら
し運用されていますが、いつかは限界を迎え年金制度が崩壊すると言った問題に
まで発展する可能性もあります。

【自動運転と電気自動車が及ぼす未来社会の変化】

走行性能の未来：EVの加速性能がエンジン車を上回る

自動運転車が産業構造・雇用に与える影響
ガソリン車のコアな機械が、電気自動車では全く不要になる → メーカーの仕事が
なくなる エンジン部品メーカーがリチウム電池やモーターは作れない自動車業
界は、①電気自動車EV化、②人口知能AI搭載、③３次元プリンタ、④所有から
シェアリングへ、など大きな波を受け、今後10～20年、大きな変革の時代を迎え
る。果たして 部品メーカーはどこまで対応し、生き残れるか

【人工知能とロボットの発達による将来の職業を考える】
2030年には地球上の全職業の50％が人工知能とロボットに取って代わられ、
2045年には人工知能が人間の知能を超えると予想されています。例えば自動運転
で運転手が必要なくなり、街中や山間部で無人ドローンが荷物を届けるなど、
便利さと引換えに私たちの職業が失われようとしています。
一方アメリカは、計算速度を争うスーパーコンピューター『サミット』で世界一
を達成していますが、日本の京の開発が始まった頃、ディープラーニングを
取り入れた
人口知能『ワトソン』の開発に着手しています。運用当初には米国で有名な
テレビのクイズ番組『ジェパディ!』に出場し、人間チームに1回目は引き分けで
ありましたが、2回目には優勝を果たし、賞金100万ドルを獲得しています。
（賞金は全額寄付）
ワトソンは言われたことだけするアルバイトレベルから、チェック項目まで自分
で発見するマネージャーレベルまで発展しています。
2016年8月、東大医学部が運用したワトソンが患者の正確な白血病の病名を10分
で見抜き、割り出した病名に対する適切な薬の投与と治療によって患者の命を
救ったと報道されるまでになりました。
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政府目標

レベル
5

高速道路でのレベル４の
自動運転（2025年目途）※

レベル
4

高速道路における
レベル３の自動運転

常にシステムが運転を実施

*5

特定条件下においてシステムが運転を実施
（作動継続が困難な場合もシステムが対応)

*4

特定条件下とは・・・
場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度な
ど自動運転が可能な条件
この条件はシステムの性能によって異なる

レベル
3

レベル
2

レベル
1

○完全自動運転

○特定条件下における完全自動運転

限定地域での無人自動運転
移動サービス（2020年まで）※

（2020年目途）※

ドライバーによる監視

これまでのEVは環境面に注目が集まっており、走行性能にはそこまで注目度が高
くなかったのが現状です。しかし最近のEVでは環境性能だけでなく、走行性能も
着実に発展をとげており、エンジン車にも匹敵する性能を出せるようになって
来ています。
例えば、時速100キロメートルまでわずか3.4秒で加速できます。高性能なスポー
ツカーでも4秒を切るのは珍しいことを考えれば、いかに俊足か分かるでしょう。
もちろん急加速を繰り返せばバッテリーの消耗は激しくなりますが、電池容量が
豊富であれば、そこまで影響は受けないでしょう。

システムによる監視

自動運転が一部の道路で始まり、2030年には自動運転が普通になると予想されて
います。一方ではトラックやタクシーなど約150万人の運転手が失業すると
言われています。また、電気自動車の普及により、社会生活や産業構造が大きく
変化すると言われています。

自動運転車の定義及び政府目標

○特定条件下における自動運転

特定条件下においてシステムが運転を実施
（当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システム
の介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要）

○高度な運転支援

システムが前後及び左右の車両制御を実施
【例】高速道路において、
①車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）
②遅いクルマがいればウインカー等の操作により自動で追い越す
③高速道路の分合流を自動で行う

○運転支援

システムが後・左右のいずれかの車両制御を実施
【例】自動で止まる
前のクルマに付いて走る 車線からはみ出さない
（LKAS）
（自動ブレーキ）
（ACC）
*1

*2

*3

※官民ITS構想・ロードマップ2020（令和２年７月IT総合戦略本部（本部長内閣総理大臣）決定）にて規定
*1 （株）SUBARUホームページ*2 日産自動車（株）ホームページ*3 本田技研工業（株）ホームページ
*4 福井県永平寺町実証実験*5 CNET JAPANホームページ

ロボットとAI（人工知能）の現在と未来は
どうなるのでしょう

【自由貿易について】
2017年12月に日本は、欧州連合（EU）と日欧EPAを大筋合意し、世界経済・貿
易の３割を占める大経済圏が誕生しました。またアメリカが離脱しましたが、
TPP（環太平洋経済連携協定)が推進されようとしています。日欧EPA, TPPが始
まると世界の40％を占める自由貿易圏が誕生します。
自由貿易とは、なるべく貿易の障壁をなくそうという考え方です。
たとえば、特定の商品の輸入・輸出の禁止や制限、もしくは輸入品に対しての関
税、こういったものを無くしていくことで、もっと貿易をやりやすくしようとい
うのが、自由貿易の考え方です。
これに対して、貿易をコントロールしようという考え方が保護貿易です。
たとえば、自国の米農家を守ために、海外からのお米には高い関税をかけて、値
段の安いお米が国内に入ってこないようにしようといった政策が保護貿易です。
FTAは、日本貿易振興機構（JETRO）のウェブサイトによると、以下のように説
明されています。
FTA（自由貿易協定）は、2カ国以上の国や地域が相互に関税や輸入割当などその
他の貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃あるいは削減することを定めた協定
です。関税や非関税障壁をなくすことで締結国・地域の間で自由な貿易を実現し、
貿易や投資の拡大を目指すものです。FTA相手国と取引のある企業にとっては、
無税で輸出入ができるようになる、消費者にとっても相手国産の製品や食品など
が安く手に入るようになるなどのメリットが得られます。近年締結されるFTAは
多くの場合、関税やサービス貿易の自由化だけでなく、投資、知的財産権、貿易
の技術的障害（TBT）など幅広い分野をカバーしています。

【iPS細胞がもたらす人間の未来について】
iPS細胞の発見で、今まで不可能とされた病気の根本的治療が可能となります。
薬や医療器具に頼っていた心臓の再生や視力の回復、失われた身体の一部の機能
を復活させることができるようになります。治療だけでなく、長寿や若返りを実
現させる「夢の細胞」とも言われています。 人生の在り方まで変える可能性を秘
めたiPS細胞を考える

Free Trade

山中教授の研究グループが作り上げたiPS細胞は、
再生医療や創薬事業に多大な貢献をもたらすものとし
て、世界から熱い視線を集めています。
人間の体は、約60兆個の細胞からできていますが、
そのほとんどは細胞分裂をしても、皮膚なら皮膚、爪
なら爪、骨なら骨にしかなることができません。これ
に対して、受精卵はその後、脳や臓器、胎盤にまで分
化する可能性を持っています。これを「全能性」と呼
びます。 しかし、受精卵は細胞分裂を繰り返す過程
で全能性を失い、臓器にしか分化できない細胞、神経
にしか分化できない細胞と、「専門性」を高めていき
ます。この分化の流れは、長い間、決してさかのぼれ
ない細胞の宿命と考えられてきました。一方、人間の
体には、こうした専門性の高い一般の細胞のほかに、
幹細胞といって「複数の種類の細胞に分化する可能性
を持った細胞」もあります。たとえば造血幹細胞は、
その後、白血球（好中球、好酸球、好塩基球、リンパ
球）、赤血球、血小板に分化します。しかし、造血幹
細胞から、皮膚や神経、骨が作られることはありませ
ん。このことからも、全能性は分化の道筋をたどるう
ちに失われ、さかのぼることはないというのが定説と
なっていたのです。

【宇宙の理論と宇宙開発を考える】
宇宙の始まり、ブラックホール、相対性理論、量子理論など宇宙の真理を学ぶ現
代の宇宙開発は単に宇宙探査にとどまらず、革新的な技術開発や未知なる材料の
発見・開発、新しいシステムの構築など、その成果はエネルギー、工業、農業、
医療のあらゆる産業に生かされています。宇宙開発は資源のない日本の未来の発
展に寄与する重要な意味合いを持ちます。

出典：「天文学辞典（日本天文学会）」
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スタンフォード大学
世界大学ランキング 第2位（2021年度TIMES)
（ハーバード大学3位、東京大学24位、京都大学38位）
人工知能と量子コンピューターの研究では世界最先端の研究
拠点として知られ、多くの世界的に有名なグローバル企業や
政府機関から共同研究の依頼が来ています。また、スタン
フォード大学を世界的に有名にしたデザイン思考の聖地とし
ても知られ、グーグルのラリーペイジなど優秀な人材を数多
くシリコンバレーに提供しています。

デザイン思考

シリコンバレーを震源に、トヨタ、日立、ヤフージャパン等の日本企業を含め世界中の大手企業が
挙って導入している”デザイン思考”とは、イノベーションを起こして課題を解決することで、世の中
に全く新しい商品やサービス、ビジネスモデルを提供するための方法論です。Appleの初期マウス開
発をはじめ、UberやAirbnbの成功によってその実践的な有効性が実証されています。任天堂はデザ
イン思考を使って、これまで子どもだけが遊ぶ認識だったゲーム機を、家族みんなが遊べてコミュニ
ケーションを深められるゲームとして、Wiiを開発しました。Appleはデザイン思考を使って、これま
で面倒な作業のわりにPCから音楽データを数曲だけしか取り込めなかった音楽プレーヤーを、「すべ
ての音楽をポケットに」をコンセプトに、PCから1000曲取り込めるiPodを開発しました。

有名日本企業・大学でのデザイン思考導入例
★三菱商事はスタンフォード大学の「デザイン思考」を取り入れ、若手を幹部候補に育てる「イノベーション研修」の導入を
2019年度から始めました。
★慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科は、デザイン思考をベースとした豊かな創造力で0から1を生み、その生み出した
ものに対してグローバル戦略を練り、社会的価値や経済的価値を付加して、ストーリーテリング法を駆使し社会に送り出し
ていくスキルを教えています。

出発前講義【今なぜデザイン思考がもとめられているのか】
講演者：東京工業大学教授

齊藤 滋規氏

京都工芸繊維大学准教授

スシ・スズキ氏

『今すべての分野で注目されているデザイン思考による思考力・発想力・問題解決能力の大切さを学びます』

STEAMキャンプとは
Science（科学) Technology（技術) Engineering（工学）Art（芸術/教養）Mathematics（数学）を駆使して18コースから選択した
プログラムを全世界の優秀な中高校生と一緒に取り組みます。
講師はスタンフォード大学院生やAppleやGoogleなどのプロフェッショナルが指導します。

Music Production &
Songwriting with
Ableton
Abletonを使った音楽制作
作詞作曲・編曲など主要な音楽理論を学び
Hookpadエディターを使って実際に作曲を試
みます。さらにAbleton Live 10を使い、音の
合成方法や生演奏の録音・編集の仕方を学び、
現代音楽のバックボーンとなっている技術を理
解します。授業の最後には高度な作曲概念を駆
使して自分で作曲できるようになります。

3D Character
Animation with
Maya
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Intro to 3D
Modeling with
Maya

Intro to Filmmaking
& Video Production
with Premiere

Mayaを使った3Dモデリング 入門編

Premiereを利用した映画・ビデオ製作 入門編

映画・アニメ制作会社・テレビ番組・ゲーム・
CMの制作に使用されているAutodesk Mayaと
CGIを使用して、3Dフィルム制作のモデリン
グ、テクスチャリング、ライティング、レンダ
リング、アニメーションの基本をマスター、プ
ロフェッショナルのワークフローを学習します。

Intro to Music
Production with
Ableton

Mayaを使った本格3Dアニメ制作体験

Abletonを使った音楽制作 入門編

Mayaはピクサーフィルムのプロのクリエイ
ターも使用する人気の3Dアニメソフトです。
ソフトの基礎から学び、オリジナルのキャラ
クターを作り出します。顔の表情や、生き生
きとしたポーズなどキャラクターに命を吹き
込み、習得したスキルを駆使して、実際に3D
で動くストーリー発表まで目指します。

Ableton Liveを使ってパンチのきいた音楽ト
ラックを創作します。デジタル音楽制作のコ
ンセプトである作曲、音響デザイン、サンプ
リング、フォーム、スタイルなどを学びます。
あなたの音楽を試作して、あなた自身の音楽ス
タイルを創造してみましょう。

最新の機材、テクニック、ソフトウェアを活用
し、デジタル映画を２、３作品製作します。生
徒３~5名でチームをつくり、台本構成、撮影
から編集、監督までをプロの指導を受けて行う
ことで、映画製作の基本を学ぶことができます。
作品はプロの映画人が評価し、フィードバック
を受けます。

Graphic Design with
Photoshop &
Illustrator
PhotoshopやIllustratorを使ってグラ
フィックデザイン
プロが使用している編集加工ソフト、Adobe
PhotoshopやAdobe Illustratorの技術を習得
しながら、実践的なグラフィックデザインを学
びます。デザインの基礎やプロセスを学び、最
終日には世界中の顧客にアピールできるポート
フォリオを作成します。

出発までの課題研修スケジュール
出発前研修
①
②
③
④

個別・班別に研修課題を決定する
留学中の研修内容をまとめる
研修課題に関する事前オリエンテーションをOKC講師陣より講義を受ける
海外での研修内容を準備するために日本の関係機関（政府機関・大学・企業・NPO団体）を訪問し関係者よ
り取り組みを聴く
⑤ 留学前の準備知識や資料を完成させる
⑥ 留学中の希望訪問先をOKCと協議する
⑦ 必要英語力をOKCより１対1のオンライン講座を受ける

留学中研修
① 現地高校・大学に編入する
② 課題研修を始める
③ 希望関係機関（大学・企業・政府機関・NPO団体を訪問し各テーマについて説明を受ける
④ 課題（テーマ）について現地大学で講義を受ける
⑤ 現地高校生・大学生・社会人と課題（テーマ）について議論する
⑥ 留学中の研修内容の知識をまとめ、資料を製作する
⑦ 研修内容を日本語・英語で論文にまとめる
⑧ 英語論文に関してOKC講師陣のアドバイスを受ける

帰国後研修
① 帰国後論文（日本語・英語）を完成させる
② 論文を（学校高校関係者・大学関係者・企業関係者）に発表する
③ OKC講師陣より英検１級・準１級（高校生対象）TOEIC®900点以上取得（大学生・社会人）

テーマ論文のための担当講師
広瀬 篤嗣

東京大学工学部卒
東京大学大学院工学系修了
スタンフォード大学客員研究員
元パナソニック欧州研究所所長
英検１級

荒井 信一

中央大学法学部卒
チェースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEIC®専任講師として活躍
TOEIC®990点、英検１級

児玉 宏樹

慶應義塾大学商学部卒
三井物産海外事業関係会社社長などを
経て国際部門で活躍
英語・中国語ビジネスレベル

安達 在嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学生物科学研究科修了
スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英検１級

大塚 伸彦

東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得
長年英語講師として活躍
TOEIC®990点、英検１級

福井 秀憲

慶応義塾大学商学部卒
JA全農（全国農業協同組合連合会）お
よび同会の米国、ヨルダン国の現地法
人など国際部門で活躍

梅野 攻良

筑波大生物学類卒
筑波大学大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒
英検１級

福田 弥生

同志社大学英文学科卒
私立中・高校にて5年教師経験を経て
OKC留学カウンセラー
カリフォルニア大学に留学
TOEIC®990点、英検１級

吉田 浩之

筑波大学社会学類卒
早稲田大学大学院修了
日立製作所、国際事業本部に入社
国際部門で活躍
TOEIC®940点

小野 友一

京都大学工学部卒
オクラホマ州立大学大学院修了
元富士通米国
英検１級

岡本 元一

東京大学農学部卒業
東京大学大学院修了
東レ研究所にて勤務
英検１級

野々垣 雅人

米国Wisconsin州の高校卒、早稲田大学
法学部卒、シドニー大学MBA取得
エネルギー企業で勤務
TOEIC®985,英検1級,フランス語1級
中国語2級、スペイン語2級
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知的探求心は人間にとって最大の喜びなのです

東京医科大学病院 野村ビル
新宿
新宿
第一生命ビル
三井ビル
新宿住友ビル
ハイアット
リージェンシー

京王
プラザ
ホテル

NSビル
都庁
第二庁舎

小田急百貨店
京王百貨店

都議
会棟

39階

工学院大学

安田生命

郵便局

KDDI

JR

新
宿
駅

Mail：info@koryu.co.jp
Fax：03-3340-5327

営業時間
10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

阪急百貨店

富国生命
ビル

地下センター）

第１生命ビル

新阪急ビル

梅田ビル

マルビル

大阪駅前第3ビル
第１ビル

大阪オフィス

〒530-0001
大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル30階

06-6341-8248

阪神百貨店

新阪神ビル

〒163-0639
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階

03-3340-5300

西口

新宿センタービル
都庁
第一庁舎

大ガード

損保ジャパンビル

東京オフィス

第４ビル

30階
第２ビル

Mail： info@koryu.co.jp
Fax： 06-6341-8143

営業時間
10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

ＯＫＣ 株式会社
www.koryu.co.jp

