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2021 年 11 月 11 日
iU 情報経営イノベーション専門職大学

客員教授 William J. Yeagerによる
iU創立記念日特別講演を配信
情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長 中村伊知哉、http://www.i-u.ac.jp、以下「iU」）は、
2021年11月11日に創立2周年を迎えます。それを記念して、iU客員教授 William J. Yeagerによる特別講演（オンデマ
ンド）を配信いたします。本講義はiU生だけでなく、どなたでも視聴いただけます。

■特別講演概要
＜講義タイトル＞
「コンピュータテクノロジーの進化とともに」
＜内容＞
これまでのキャリアを振り返り、NASA（アメリカ航空宇宙局）でのミッション制御ルームでのネットワークオペレーション業務につい
てや、スタンフォード大学でのネットワークやパケットスイッチに関する研究、その後のシスコシステムズとの出会い、そしてこれからの
コンピューティングや世界動向など、幅広いテーマについて語っていただきました。聞き手は、iU 教授のエイドリアン・チェオク。
＜開催方法＞
オンデマンド方式・Youtube にて視聴いただけます。
https://youtu.be/IlYXpIe48N4
＜配信開始日時＞
2021 年 11 月 11 日（木）10 時

■William J. Yeager について
William J. Yeager
iU 客員教授。コンピュータエンジニア、コンピュータサイエンティスト。その業績の偉
大さから、「インターネットの父」と呼ばれる。
イーサネットプロトコル、IMAP プロトコル、NTT Docomo と共同開発した WAP
モバイルインターネットプロトコルなど、コンピュータの進化に大きく貢献するたくさん
の要素技術や、プロトコル、アプリケーションなども数多く開発する。iU 開学当初
より客員教授に就任。現在サンフランシスコ在住。
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＜大学概要＞
■大学・学部学科名
・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」
・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科

■学長
中村伊知哉（なかむらいちや）
<職歴>
1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省
1998年、MITメディアラボ客員教授
2002年、スタンフォード日本センター研究所長
2006年、慶應義塾大学大学院教授
2020年4月より、iU学長に就任

■設置概要
・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13
・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階

左：本校舎
右：サテライトオフィス

・学生数：451名 ・専任教員数：28名

■教育理念
「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」

■基本構想
ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習
・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開
・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける
・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性
も強化
・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施
・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制
・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の
充実
■育成人材像
・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材
・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家

【本リリースに関するお問い合わせ先】

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555

E-mail：info@i-u.ac.jp
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November 11, 2021
iU, Professional University of Information
and Management for Innovation

Special address from guest professor William J.
Yeager celebrates anniversary of iU’s establishment
On November 11, 2021, the Professional University of Information and Management for Innovation
(Sumida-ku, Tokyo, President: Ichiya Nakamura; hereinafter “iU”; http://www.i-u.ac.jp) celebrates
the second anniversary of its establishment. To commemorate this milestone, a special address (ondemand) from iU guest professor William J. Yaeger will be streamed. This address can be viewed not
only by iU students, but by all who wish to do so.

■特別講演概要
<Title of address>
“The evolution of computer technology”
<Overview>
Yaeger speaks on a wide variety of topics ranging from his career to date, including his network
operations in NASA’s mission control room, his research of networks and packet switches at Harvard
University and his subsequent encounter with Cisco Systems, through to the future of computing and
global trends, etc. The interviewer is iU professor Adrian Cheok.
<How to access>
The address can be viewed on-demand via YouTube.
https://youtu.be/6squ3fI8vvk
<Time and date of streaming>
10:00 on Thursday 11th November 2021

■About William J. Yeager
William J. Yeager
Guest professor at iU. Computer engineer and computer
scientist. Known as the “father of the Internet” thanks to the
enormity of his achievements.
Has developed many protocols and applications as well as
underlying technologies greatly contributing to computer
evolution, such as the ethernet protocol, IMAP protocol and
(through joint development with NTT Docomo) the WAP mobile
Internet protocol. Has been a guest professor at iU since its establishment. Currently resides in San
Francisco.
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・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開
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も強化
・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施
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