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情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号） 【巻頭言】

航空機への憧れ

串間 和彦
日本電信電話

子供の頃から航空機に憧れてきた．小学生の
頃に，父から買ってもらったコンパクトカメラを
持って，宮崎の飛行場まで自転車で行き，YS11

の雄姿を何枚も写真に納めた．その後，1974年
に渡米することになったが，当時はアンカレッ
ジを経由して，サンフランシスコまで約 20時間
の旅だった．初めて乗る国際線ジェットに興奮
し，長時間のフライトや吹雪のアンカレッジで
の給油待ちも全く苦にならなかった．ちょうど
その頃にB747—通称ジャンボジェット—が就航．
翌年の帰国はサンフランシスコから，B747での
直行便であった．500人乗りの見たこともない
巨大機が太平洋を無給油で横断することには度
肝を抜かれた．
今まで最も衝撃を得た航空機は SR71，通称—

ブラックバード—である．高度約 3万メートル
をマッハ 3の高速で巡航する稀代の偵察機．ロッ
キード社の精鋭 R&D部隊，スカンクワークス
が設計に取り掛かったのが 1960年，その 20か
月後の 1962年には初飛行を成功させている．実
に私が YS11に夢中だった頃に，はるか高空で
はとんでもない飛行体が飛翔していたことにな
る．スカンクワークスは伝説の頑固者リーダー，
ケリー・ジョンソンが率いていた．スカンクワー
クスのメンバに「できません」はタブー．彼ら
はボスからのとんでもない要求に発奮し，空気
摩擦からくる高熱に耐えるための総チタン合金
製の機体，今見ても斬新なコブラ型のフォルム，
円錐型の可変空気取り入れ口等の前人未到の技
術に次々と挑戦し，達成した．「やれないことは

ない」精神で難関を突破した彼らの努力には頭
が下がる．ケリーはリーダーとして，何を達成
すべきかを示した後は渉外交渉に傾注し，開発
のやり方については部下に一任している．今の
研究開発にも参考になること大である．
昨年，うれしいことに最新鋭の B787に搭乗

できた．羽田空港の 63 番搭乗口へ行くと，外
にはややずんぐりとして操縦席窓がオレンジに
光る見覚えのある機体．いそいそと乗り込んで，
早速評判の電子式ブラインドの窓を堪能．残念
ながら短いフライトのため，気圧の低下が少な
く，高湿度なキャビンについては印象薄かった
が，全カーボン製の主翼が離着陸時にしなやか
にしなるのは感動ものであった．B787では機体
重量比で 5割以上が日本製の炭素繊維強化プラ
スチック（=カーボン）でできている．先日，開
発を担当した東レの方に話を伺ったが，極めて
安全基準が厳しい航空機用のカーボンを製造で
きるのは東レのみであり，実に 40年にわたる研
究開発の賜物だそうだ．信念を持って研究開発
を継続することがいかに重要かを教えていただ
いた．
航空機の歴史は，描いた夢を実現する実例で

ある．「より速く」，「より遠くまで」，「より安全
に」という目標に向け，継続的な研究開発によっ
て，革新的な航空機を生み出してきた．前述した
ように日本の技術もその一端を担うようになり，
今後，どのような航空機が登場するか，ワクワ
クしながら待つとともに，我々の進める ICT分
野での革新がその一助になることを祈っている．
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【研究会インタビュー】 情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.3

米田友洋さん

●非同期×ディペンダブル×ネットワーク・オ
ン・チップ

もともとは「ディペンダブル (Dependable)」
の研究をしていました．ディペンダブルは以前
「フォールトトレランス (fault tolerance)」と呼
ばれていて，故障に耐えるというネガティブな
意味合いがありました．最近では，「安心・安全」
と言われるように，故障などが起こってもきち
んと動き続ける「信頼できる」という意味を持
つ名称になっています．電子情報通信学会では，
このディペンダブルに関する研究会の委員長も
務めていました．

10年前くらいからは，「非同期」に興味を持つ
ようになって，その研究に移りました．非同期
と言ってもいろいろあって誤解を招きやすいの
ですが，いわゆるグローバルクロックのような
中心的なクロックを使わないという意味です．
これも「非」同期という，ネガティブな言葉に
なっていますが，本当の意味合いとしては「事
象駆動 (event driven)」，何かが起きたらその結
果に応じて次のことが起こるという流れを作っ
て，クロックを必要とせずに動かそうというも

のです．
ディペンダブルというと，同じ物を複数置い

ておけば，一つが壊れても別の物で仕事を引き
継げば良いという分かりやすい概念ですが，非
同期は少し分かりづらいかもしれませんね．
向き不向きがあってまだ普及はしていないの

ですが，最近はネットワーク・オン・チップに
向いているのではないかと考えて研究をしてい
ます．チップの中にネットワークを作って，そ
こにコアをたくさん入れます．コアは同期式な
のですが，ネットワークが非同期だとクロック
を分配する必要がないので，効率が良いのです．
また，コアがたくさんあるので，どこかのコア
が壊れても他のところで継続して稼働できるよ
うになり，ディペンダブルも簡単に実現できる
のですね．ですので，もともとのディペンダブ
ルの研究と合体した形で両方やっている感じに
なっていて，チップの中のネットワーク間で非
同期を使いながら，自由に使えるたくさんのコ
アを生かしてディペンダブルな機能を実現する，
ハードウェアとソフトウェア両方の開発をして
います．

4



情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号） 【研究会インタビュー】

●車の制御の実験

研究は実際にチップを作って実験をしていま
して，今は CRESTのプロジェクトで車の制御
用に使えるディペンダブル VLSIの研究を行っ
たりしています．車も安心・安全が必要で，最
近の車はほとんどがコンピュータで制御されて
いますが，それらが故障しても大丈夫なように
という発想で，ハードウェアやソフトウェアの
プラットホームの研究をしています．
チップは現物なのですが，車は現物を使うの
は大変なので，MATLABやSimulinkという，物
理法則を定式化して，そこに数値を入れてリア
ルタイムにシミュレーションをする装置を使っ
ています．タイヤの摩擦や車体の速度，サスペ
ンションの固さなどをリアルタイムに計算して，
そのシミュレータから加速度センサの値をチッ
プに出力したりできるので，チップから見ると
本当の車に繋がっているように見えるのです．ま
た，車が実際にどう動いたかはコンピュータの
画面上の 3Dアニメーションで確認ができるよ
うになっています．
ドライバは基本的には道に沿って動くように
制御するのですが，例えば無理なスピードで突っ
込んでいくような過激な運転をさせるなど，い
ろんな設定で実験をしています．カーブごとに
スピードの設定ができたり，路面が半分ぬれて
いるような設定をすることもできます．
今ディペンダブルは非常に重要になっていま
す．最近よくテレビのコマーシャルなどで車が自
動的に止まるというのを見ると思うのですが，も
し人が頼っているときに制御しているコンピュー
タが壊れてしまったら非常に危険ですよね．こ
れから更に制御を車に頼るようになってくると，
それらが故障すると事故に繋がるかもしれませ
ん．そういう用途に使えるように，信頼性を飛
躍的に高めるような提案をしているわけなので
す．本物の車の制御を扱っての研究で，車のアプ
リケーションをターゲットにしているので，自

動車関係の人に見てもらえることを目指して進
めています．

●研究のやりがい，面白さ

10年前に大学から国立情報学研究所に移って
きました．大学ではあまり実際のアプリケーショ
ンや実問題などにタッチすることが少なかった
のですが，5年ほど前からCRESTを始めて，こ
れは物を作って産業界に見せていかないといけ
ない性質のプロジェクトなのです．本格的なも
のづくりは初めてなのですが，もともとものを
作るのが好きなので面白いです．
動かすまでにはいろいろと泥臭い作業が多い

ですが，考えて，思うように動いたときはやっぱ
り嬉しいです．思うように動かないこともしょっ
ちゅうあり，その原因をつきとめる作業は苦し
いですけどね．シミュレータなどは自分で作る
のでなく買ってくるのですが，細かい機能がいっ
ぱいあって，それらを全部理解して使っている
わけではないので，何かが動かなかったときに
は，それを理解して直すのに時間がかかります．
論文の数が増えるかというのは別ですが，良い
経験になっています．

●ものづくりに熱中した子ども時代

父親は会社員だったのですが，仕事とは別で真
空管テレビやラジオを修理したりしていて，ラジ
オやテレビなどが周りにある環境で育ちました．
テレビやラジオはあまり触らせてもらえなかっ
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【研究会インタビュー】 情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号）

たですが，小学校くらいから小さな物を作り始
めました．真空管は電圧が高くて危ないですが，
トランジスタは電圧が低いため子どもが遊んで
も大丈夫なので，部品を買ってきては無線のワ
イヤレスマイクのようなものなどを作ったりし
ていました．

●コンピュータとの出会い

小さい頃はいわゆる電気工作が好きで，中学
校ではアマチュア無線をしたりしていたのです
が，高校の頃にちょうど 4ビットのマイクロプロ
セッサが出てきて，そちらに興味が移っていき
ました．これまでは大きなコンピュータしかな
かったのが，自分たちが個人でコンピュータに
触れるような時代になって，それで本や雑誌な
どを読んでいるうちに興味を持ちました．自分
で，メモリにプログラムや数値などを書き込ん
で動かしたりできるのです．そういうのを経験し
たことがなかったので，とても熱中しましたね．

●ディペンダブルとの出会い

大学では，情報工学科なので，自分たちでマ
イクロプロセッサを買ってきてマイコンを作っ
たりしていました．ディペンダブルは大学院の
講義で，後の指導教官になる先生の講義を聞い
て，新しい概念だなと思って興味を持ち，博士
課程から本格的に研究を始めました．
当時は簡単なマイコンを 3台くらい置いての
研究でしたが，基本的な考え方は同じで，一つ
が壊れたら予備のもので動かすというものです．
今のコンピュータのクアッドコアなどは性能を
上げるために使われていますが，性能だけでな
く，余ったコアで作業を引き継いで，外から見
ていてシステムがやらないといけないことを止
めないようにします．例を挙げると，飛行機の
自動操縦のシステムなどは何重にもなっていま
す．これまでは非常に特殊な作業用に作られた
ものだったのを，もっと一般的に車などに使え
るようなハードウェアのプラットホームを提供

していきたいというのが，現在の研究です．

●ディペンダブルの他分野への広がり

ディペンダブルは，近年，社会の中で非常に
多くのコンピュータが使われるようになってき
ているので，より信頼性が重要になり，当たり
前のように必要になってきている技術なのです
ね．以前はディペンダブルを使っていなかった
ような分野の人が，自然と取り入れたりするよ
うになってきました．必要性が高くなって認知
度が上がり，技術として当たり前となってきて
いるのは良いことなので，いろいろなところで
取り入れてもらいたいと思っています．

●非同期技術の広がり

非同期については，まだ主流になっていませ
ん．どのコンピュータも同期式ですよね．もう
少し一般に使われるようにしたいです．そのた
めに一番問題なのは，設計で使う CADツール
がほとんど同期用にできているのですね．非同
期のものを作ろうとすると，同期式の CADを
無理矢理使っているのですが，それが大変なの
です．そのためになかなか一般に普及しません．
非同期の回路を簡単に設計する方法，ツールを
研究されている方もおられるので，そういうと
ころからも徐々に攻めていかないといけないの
かなと思っています．
非同期の発想自体は自然で，個人的には設計も

慣れてきたら楽になると思っています．同期のよ
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情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号） 【研究会インタビュー】

うに無理矢理タイミングを合わせるのではなく，
event drivenで切れ目がなく流れ通りに動かせば
良いので，効率が良い場合もあります．またディ
ペンダブルとの相性も良く，「安心安全」という
言葉のおかげで信頼性の認識が広がってきたの
で，もっと普及していけば良いと思っています．
いろいろな研究を見ていても非同期とディペ
ンダブルの視点で見てしまいます．今は，止まっ
ているときは電力を使わないようにするような
研究が始まっていますが，そういうのに相性が
良いので，活用できそうだなと考えています．
政府の人が「安心・安全」という言葉を使われ
ましたが，実際の意味はちょっと違います．しか
し，ディペンダブルの発想が行き渡ったので，研
究がやりやすくなりました．そういった意味で
も政治家の力というのは凄いなと思いましたね．

●ものづくりからスポーツまで，趣味は幅広く

良く言えば多趣味で，悪く言えば飽きっぽい
と言えるのですが，いろんなことに興味があり
ます．
一時期は，日曜大工でものを作るのに熱中し
ました．家を建てたときに庭にウッドデッキを
作ったりしたときは，いろんな工具を買ってき
て，半年かけて作ったりしましたね．コンピュー
タとはジャンルは違いますが，同じものづくり
の楽しさがあるのでしょうね．電動工具を使う
というのも楽しくて，全部一人でやったので，時
間もかかりましたが面白かったですね．最近は
材料も通販で買えて，大きな木材なども全部運
んでくれるので便利ですよ．
ある時期は，ラジコンを楽しんでいました．子
どもの頃はおもちゃなのですが，大人になると
結構本格的にできるので，いろんなチューニン
グをしたりサーキットに行って走らせたりしま
したね．ゲームとは違って，ちょっとぶつかって
も壊れますし，スピードを出しすぎるとひっく
り返りますし，なかなか大変です．エキスパー

トの人たちの操作テクニックは凄いですよ．
子どもが小さいときは写真でした．ディジタ

ル一眼レフカメラや望遠レンズを買ってきたり
して楽しんでいました．
最近は運動不足を解消するためにテニスをし

ていますね．体を動かしたくてスポーツジムな
どの無料体験もしてみたのですが，ボールを打っ
たりしたくなって今は週一回スクールに通って
います．大学時代は卓球部だったので，初心者
コースから始めましたが，ちゃんと教えてくれ
るので，我流ではできないこともできるように
なりました．今では出張などでレッスンができ
ないと体がうずうずします．

●電子情報通信学会について

最近いわゆるサイバーフィジカルシステムな
ど，人間と社会に関わるようなコンピュータシ
ステムがますます増えています．そういう意味
で人の役に立つような，我々の立場であれば，安
心安全を保証できるようなものを作っていかな
いといけないなと思いますね．これまでは学会
というと社会とは少し遠いイメージがあったと
思うのですが，実際に人々に関わるようなとこ
ろへ成果を提供していかないといけないなと思
いますね．
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【研究最前線 (SP)】 情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号）

研究会活動と社会的価値

速水 悟
岐阜大学

1. はじめに

研究と社会の関わりについて関心を持ってい
る．研究分野のロードマップ作成では長期的な
視点で考える機会が得られた．そこで研究会活
動について，国際化，企業との関わり，社会的
価値の 3点から私見を述べたい．
2. 国際化とグローバル化の違い

国際化というとき，前提は日本の組織を海外
に適応させるものである．グローバル化は，国
や国境を越えたところに前提がある．
学会全体の方向性は，和文誌重視から英文誌
重視へ，国際的な影響力の高い論文誌を目指す，
電子ジャーナル化の 3点である．背景には日本
の大学ベンチマーキング 2011 [1] のように，大
学や研究機関の研究活動が世界の中で存在感を
低下させていることへの危機感もある．
日本の「研究会」という仕組みは世界的に珍
しく，他国には国際会議とワークショップがあ
るのみだそうだ．筆者にとって研究会の目的は，
暗黙の内に（日本の）学術の発展と，（日本の）
産業の振興と，（日本に居住している）人材の育
成であった．
もし学会や研究会のグローバル化を目指すの
であれば，使用言語の問題だけでなく，貢献の
対象をグローバルに考える発想の転換が必要と
なる．学術の発展は，国境を越えたものである．
一方，産業振興と人材育成の範囲は，現実的に
は国内が中心であり，内と外の意識の変化には
時間がかかるだろう．

3. 研究会活動と企業

企業から見た研究会の意義は，発表の場，研
究成果の公表，専門家からの評価である．発表
中の質疑応答，会場での意見交換，技術動向や
業界内の情報収集という意義もある．幹事団と
しての活動には，様々な企画を立案し，学会全
体の活動に関与したりすることによる能力開発
の意義もある．
企業からの研究発表が減少している．かつて

は自社で行う基礎研究の内容や，製品段階の開
発に関する評価などが発表されていた．
近年は，モノの提供からサービスの提供へと

いう変化と基盤型事業への変化が見られる．後
者は，プラットフォーム，ミドルウェア，開発
ツールを提供して，サードパーティのビジネス
への応用を支援するものである．
情報処理学会の音声言語情報処理研究会で行っ

ているディベロッパーズフォーラムの狙いも，こ
うした点にあるのだろう．オープン・イノベー
ションは，プラットフォーム提供型のビジネス
とは相性が良く，研究会を活用できる可能性が
ある．
研究開発も社会との関わりを深めている．例

えば音声認識の研究は，実験室で収集した人工
データの評価から，実世界で収集したデータの
評価へ，また実際の利用者向けに開発された実
システムでの性能評価へと変化した．更にはビ
ジネスの形態がサービスの提供へと変化するの
にしたがって，実運用しながらの開発へと変化
している．
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実システムを開発すると，利用者のプロファ
イルや利用状況も考慮すべき要素として加わる
ことになる．このとき，技術的な課題とともに，
音声言語を使用する際の文化や慣習などの社会
学的な要素も考える必要があり，研究の多様性
が増えていくだろう．また，クラウドサービス
の普及により，大学の研究者や個人がシステム
を開発して実運用できるようになってきている．
国際的な比較研究 [2]によれば，日本の大学は
多くの困難な課題をかかえて厳しい状況にある
が，こうした研究開発においても，役割を果た
していくことが期待される．
4. 経済的価値と社会的価値

研究開発によって生み出される価値は，経済
的な価値と社会的な価値に，大きく分類できる．
企業での研究開発は，知的財産につながる経済
的価値とともに，技術者の能力開発の側面もあ
る．学術の発展に寄与することによるブランド
イメージの向上や，社会の困難な課題の解決に
寄与するといった社会的価値も生み出している．
研究会活動は，どのような価値観で行われて
いるだろうか．研究会活動によって，新たな発
見，知見，技術の創造などが行われることによ
る，学術的な価値が第一であろう．次に，所属
する組織の社会的威信を高めるという効果もあ
る．一方，研究開発の切磋琢磨や，技術情報の
流通，意見交換等を通じて，参加する人々が得
る価値もある．
大学の場合，学生の発表や参加には，教育と
しての側面があり，研究会は学生に対して学び
の場を提供しているが，発表形式の運営の基本
的な原理は競争ではないかと感じる．
萌芽期や探索期の価値観は，競争よりも自由
と協調である．研究成果の発表よりも，議論，意
見交換，新たな発想を生み出すための場として
の意義が大きくなるだろう．昨年の研究会でワー
ルドカフェを実施していただき好評であったが，

一つの方向性だと思う．
ロボットとの共生，高齢者支援，ヘルスケア，

医療・福祉への応用は，ロードマップの中でも
世界共通の中長期的課題として位置づけられて
いる．これらにイノベーションをもたらすため
には，社会企業家や社会的企業が価値を生み出
せるように，研究者のコミュニティが果たすこ
とのできる役割は大きいはずである．
5. むすび

人々の集まりが形あるものとして認識される
とコミュニティが生まれ，やがて団体や組織と
なる．研究者のコミュニティとしての研究会は
その境界があいまいで，ゆるやかであり，複数
の研究会で活躍している人も多い．
研究者のコミュニティとしての研究会は，小

回りがきき，自由度が高く，冒険が許容される
若手研究者の活躍の場である．
コミュニティに属していることを意識するよ

うになると，コミュニティに奉仕するという感
覚が行動原理に反映されすぎることもある．例
えば学会の活性化や研究会の活性化が，自己目
的化するようなケースである．
学会は公益性の高い活動の場であり，奉仕す

る対象は，社会全体のはずである．学術の発展の
社会に与えるインパクトがはっきり見えず，構
成員に奉仕しているように見えるとすれば，社
会からの支持は得られない．社会貢献活動とし
て，提供する価値を見直してみることも，とき
には必要ではないだろうか．
参考文献
[1] 阪彩香，桑原輝隆，研究論文に着目した日本の大
学ベンチマーキング 2011—大学の個性を活かし，
国全体としての水準を向上させるために—，科学
技術政策研究所，2012．

[2] 有本章（編），変貌する世界の大学教授職，玉川
大学出版部，2011．
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ビッグデータとデータ工学研究会

中野 美由紀
東京大学

1. はじめに
社会が生み出すディジタルデータが爆発的に
急増するなか，「ビッグデータ」というキーワー
ドが近年，脚光を浴びている．データ工学研究
会は正に「ビッグデータ」の核となるデータ管
理，処理の基礎理論から応用技術まで幅広いト
ピックを対象とし，活発に研究発表の場を提供
すると同時に，若手研究者の育成，論文誌特集
号の企画などを行っている．
2. ビッグデータ [1]とその動向
ウェブを例にとるまでもなく，我々の身近に
おいてディジタルデータは常に増大し続けてお
り，必要なデータを単純に探しだすに留まらず，
探し出したデータを有用に利用するために新た
な付加価値が求められている．情報爆発，情報
大航海，Internet of Things（IOT：モノのネット
化），Smarter Planet，Central Nervous System

for the Earth，Smart+Connected Communities，
Cyber Physical Systems (CPS)など多様なキー
ワードで，情報社会の未来探索が模索されてき
たが，ここ数年は「ビッグデータ」という言葉
に集約された感がある．ビッグデータとは，実
世界を反映する多種多様なコンテンツ，あるい
は，そのコンテンツに加えて社会活動の要求に
即時対応し，多角的に処理・解析を行い，新た
な社会的価値を生み出す一連の過程を含む全体
を指している．
ビッグデータの代表的なコンテンツにソーシャ
ルネットワークシステム (SNS) から生み出され
るコンテンツがある．SNSでは利用されるコン
テンツもテキスト情報から画像，音楽，動画と多
様になっているが，コンテンツの生成，流通する
場もメーリングリスト，ウェブページ，掲示板，
blogと多様な形態ととる．コンテンツ量も増加す

る一方であり，昨年秋にはFacebookのアカウン
トは 10億を超え，インドの人口に迫る勢いであ
る．日本人の発言率が高いと言われるTwitterで
は昨年の時点で 1日平均 5000万のつぶやきがあ
り，夏の異常気象では 1日最大 1億 4000万件を
記録したと言われている．また，UGCとして動
画の投稿サイトであるYouTubeでは 2012年統計
値として1秒に1時間の動画がアップロードされ，
1日の動画再生回数は 40億回と報告されている．
データの増加はウェブ上に止まらない．イン

ターネット上の統計を扱う ComScoreによれば，
2011年 6月にはオンラインショッピング利用者
は 2億 8200万人であり，2012年ブラックフライ
デー（米国感謝祭の金曜日）のオンラインショッ
ピング件数は昨年の 26%増と世界経済の低迷の
影響を受けていない．携帯電話，スマートフォ
ンの普及により常時インターネットにアクセス
可能となった現代，人の活動は物理的な移動の
有無にかかわらず，ウェブサービスなどの情報
社会基盤を通じて営まれている．行政のオンラ
イン化，様々な経済活動情報，社会情報自体が
ディジタルデータとして蓄積・解析される．人の
みならず，モノを媒体とする情報，例えば，都
市における交通制御，セキュリティ支援（監視
カメラ等），プラント制御，省電力監視，局所的
な気象変動情報など枚挙にいとまがない．これ
らの情報から新たな情報が創造され，発信源と
なる場が整い，ビッグデータ時代はデータ双方
向性により更に広がると考える．
3. ビッグデータの課題と研究会活動
ビッグデータを概観したが，データ工学の観

点から，ビッグデータの課題は，1)多様なデー
タから価値あるコンテンツの抽出・生成，2) 大
容量データの効率良い処理，3)増大するデータ
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の蓄積・管理が挙げられる．データ工学研究会で
はこれらの課題を念頭に，研究会テーマを設定
するとともに，課題を共有する PRMU研究会，
食メディア研究会，情報処理学会データベース
システム研究会，日本データベース学会と連携
して研究活動を行っている．
昨年度は，ビッグデータの動向と今後の展開
をいち早く捉えようと，2011年 FIT総合大会に
て「サイバーフィジカル情報革命～情報爆発か
ら価値創造へ：New Oilとも言われる情報新資
源と米国NSFの最新動向～」と題して国内の先
端研究者による講演を企画した．
「データ工学と情報マネジメントに関するフ
ォーラム (DEIM)」はデータ工学研究会が開催
する最大のイベントであり，国内のアクティビ
ティの高い研究者，先進技術者，学生が 3日間
一堂に会し，先端研究の発表，議論を行う場と
なっている．2012年度は 538名の参加者があっ
た．ビッグデータにおいて不可欠な要素に大容
量データの効率の良い処理，管理・蓄積のための
高性能計算機基盤がある．DEIM2012では，最
先端の計算機アーキテクチャに関し，処理性能世
界一となった「京」から，「スーパーコンピュー
タ「京」の開発状況について」の招待講演をお
願いした．また，大容量データ処理という共通
課題を抱える計算科学分野とデータ工学の接点
を探るべく，招待ポスターを企画し，異なる研
究分野との交流を試みた．
第一種研究会は，例年 6月，7月，12月に開催

しており，先端的なトピックをテーマに研究発
表を募集している．2011年 6月はPRMU研究会
と「大規模マルチメディアデータを対象とした
次世代検索およびマイニング」をテーマに共催
した．招待講演「人間に勝利した質問応答シス
テムWatson君」では核となる技術として大量
のデータから質の良いデータの抽出というビッ
グデータの課題の一端について大きな示唆を得
た．2012年 6月は食メディア研究会と「データ
工学と食メディア」をテーマに共催し，食という
人の活動と IT技術の接点に 3件の招待講演を企
画し，ユーザから生み出される膨大な料理レシ

ピデータや 10年にわたって蓄積された食材デー
タから見える日本の食の世界の紹介と未来への
提言など，データ工学だけでは得られない貴重
な情報が紹介された．2011年 7月には「アーバ
ンセンシング」と題して都市におけるセンサ情
報の利用とその課題に関する招待講演，2011年
12月は「e-science and Big Data」と題し，2012

年は 7月に「ソーシャルコンピューティング」，
12月に「ビッグデータとソーシャルコンピュー
ティング」を企画し，ネットワーク攻撃のデー
タ解析の招待講演を企画した．
これからのデータ工学研究を担う若手研究者，

学生の育成は重要な課題である．日本データベー
ス学会，情報処理学会と共催にて，iDB2012と
研究会を連続開催し，海外から招待講演者を招
き，クラウドコンピューティング，環境センシ
ング，アーバンセンシング，先端デバイス (SSD)

を用いたデータ処理など，ビッグデータ処理基
盤の先端研究について紹介した．更に，若手研
究者の活躍の場として，DEIMにてBOFパネル
セッション，新進気鋭の研究者によるチュート
リアルなどを企画した．DEIM2013は，若手研
究者，学生に大震災の記憶を留めるとともに震
災復興支援の一端になればと福島県郡山市で開
催を予定し，大量のデータをいかに記録・管理
するかの課題に対し，大震災の記録を留め，残
すことをテーマに招待講演，パネルを予定して
いる．また，電子情報通信学会にてビッグデー
タを中心に特集号を企画している．
4. おわりに
「ビッグデータ」をキーワードにデータ工学研
究会の目指すテーマ，研究会活動について紹介
した．今後も，データ工学研究会では「beyond

big data」となる研究テーマを開拓し，世界にさ
きがけた研究活動を目指している．
参考文献
[1] McKinsey Report, Big data：The next fron-

tier for innovation, competition and productiv-

ity, http://www.mckinsey.com/mgi/publications

/big data/pdfs/MGI big data full report.pdf, May

2011.
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SOAと自己適応の最前線
—サービス切り替えと “@runtime”—

石川 冬樹
国立情報学研究所

1. はじめに

サービスコンピューティング分野においては，
ネットワーク経由で様々な機能を提供するサー
ビスの構築や組み合わせ，提供に関する様々な
研究が行われている [1]．主要な着眼点としては，
サービスの組み合わせとしてアプリケーションを
構築するアーキテクチャにより，要求に柔軟，迅
速に対応することを可能とすることがある（サー
ビス指向アーキテクチャ，SOA）．このために，
ビジネスプロセス（ワークフロー）の記述や検
証による開発支援，利用サービスの選択・組み
合わせの最適化による実行設定支援など，盛ん
な研究が行われている．
一方，システムの振る舞いを 1回設計・設定
するというだけでなく，システム自身が環境の
変化に応じその振る舞いを調節していく自己適
応も盛んに研究されている．SOAにおいて自己
適応が特に重要であるのは，サービスの稼働状
況や品質が，外部の提供者に依存し，自身が制
御できない形で変化し得るためである．一方で，
SOAにおいては，再利用性の高い部品，特に「ホ
テル検索」など要求に直結しやすい粒度のもの
の整備を想定するため，自己適応が行いやすく
なるという特徴もある．
本稿では自己適応に対する研究に注目し，異
なるコミュニティを横断的に概観しながら，最
近の動向を紹介，議論する．
2. SOAにおける自己適応

サービスコンピューティング分野においては，
サービスの品質を考慮し，特定の機能やプロセ

スを実現するサービスの組み合わせを適切に選
択するための研究が盛んであり，関連した自己
適応も盛んに研究されている∗1．最も典型的，基
本的な適応動作は，あるサービスがダウンした
など利用できなくなった場合，別のサービスに
切り替えるというものである．
これに限らず，例えば以下のような自己適応

の振る舞いが議論されている．
•サービスダウンなどの可能性を考慮し，代替
えサービスの最適な集合を選択するという適
応への事前準備 [2]

•応答時間など実際の実行状況を確認して，「先
のサービスが想定より早く終わったから，後
のサービスをより安く遅いものに切り替える」
といった実行途中の適応 [3]

•入力制限に対して大きすぎるデータを分割し
て何度もサービスを呼び出すなど，複雑なプ
ロセス変更を伴う適応動作 [4]

3. ソフトウェア工学における “@runtime”の

トレンド

一方，ソフトウェア工学分野においては，mod-

els@runtime，あるいは requirements@runtime

といったキーワードが最近注目されている∗2．こ
の背景としては，開発時にあらかじめ環境の変
化などを一通り予見して適応動作を定めること

∗1サービス指向に関する国際会議 ICSOC やWeb サービ
スに関する国際会議 ICWSなど．
∗2モデル駆動に関する国際会議MODELSや要求工学に関
する国際会議 RE，自己適応システムのためのソフトウェア
工学に関するシンポジウム SEAMS など．

12



情報・システムソサイエティ誌 第 18巻第 1号（通巻 70号） 【研究最前線 (SC)】

の困難さがある．この問題に対し，要求や設計
に関するモデルを実行時にシステムが保持．更
新することにより，自己理解に基づく推論や，自
己に対する変更操作（リフレクション）を通し
て自己適応を実現しようというものである [5],

[6]∗3．ここで，そのように適応動作が実行時に
導出される場合，その検証も実行時に行われる
こととなる [7]．
これらのアプローチに対しては様々なシナリ
オ，例題が議論されているが，SOAに基づく例
題も多い．実際，自己適応システムに対するソ
フトウェア工学の取り組みとしては，応用領域
として SOAを題材としたものが最も多いという
統計もある [8]．
非常に興味深い点として，これらのコミュニ
ティ，トレンドキーワードに基づいた研究以外
でも，同様のアプローチが議論されている．国
内における代表的な SOA プロジェクトとして
は，言語資源の活用という具体的な応用を見据
えた言語グリッドがよく知られている．この言
語グリッド上における自己適応の研究において
も，リフレクションAPIと実行時モデル検査に
よる検証という，上記と同一の特徴が提案され
ている [4]．
4. おわりに

以上のように，SOAと自己適応とは，非常に
強い関連を持っている．SC研究会としても，2

章及び 3章で述べたような様々なアプローチに
対し，横断的な情報共有や議論を通し，更に価
値ある研究に結び付けていけるような盛り上げ
ていきたい．
サービスコンピューティング研究会 (SC)

http://sig-sc.org/

∗3正確には，環境の変化に対応する適応 (adaptation) だ
けでなく，要求の変化に対応する進化 (evolution)も扱う場
合もある．
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サービスコンピューティング研究専門委員会の
活動状況

村上 陽平
情報通信研究機構

クラウドコンピューティングの発展により，ス
ケールアウトを可能とする計算環境を前提に，多
くのデータやアプリケーションがインターネッ
ト上に集積され始めている．このようなクラウ
ド時代では，組織を越えて，ネットワークから
計算資源，データ，アプリケーションまでを組
み合わせたサービス全体の実現方法が必要とな
る．しかし，組織をまたいで行われるサービス
構築においては，ポリシーの管理，安全性・信
頼性の確保，品質の保証，利益配分など，従来
のソフトウェア開発には存在しなかった，マル
チステークホルダーに起因する問題が生じる．
本研究専門委員会は，こうした学際分野特有
の問題に対して，2009年 4月に発足した時限研
究専門委員会を常設化させたものである．常設
化に際し以下の四つの柱を設けて，本年度はそ
れぞれに研究会∗を開催してきた．
•サービス・クラウドの構築・運用・管理
•サービス・クラウドの AI応用
•サービス・クラウドの応用・マッシュアップ
•サービス・クラウドの品質
「サービス・クラウドの構築・運用・管理」で
は，産業界の委員を中心に企画を行い，ネット
ワークレベルからハードウェアレベル，アプリ
ケーションレベルまでそれぞれの監視技術や制
御技術について発表が行われた．また，招待講
演では，データセンター内のネットワーク運用

∗これらの過去のイベントの発表資料は Web に公開され
ているので是非御覧いただきたい．http://sig-sc.org

技術として近年注目を集めている OpenFlowに
関して，産業界から 2件講演が行われた．
「サービス・クラウドの AI 応用」では，人

工知能と知識処理研究会との共催で企画を行い．
クラウドサービスのリソースキャパシティの予
測や，仮説推論を用いたサービス連携の実行時
適応などの自動化手法について発表が行われた．
「サービス・クラウドの応用・マッシュアップ」
では，ビッグデータやクラウドソーシングといっ
た最近のトレンドから，教育クラウドといった
本分野の特徴的な応用まで幅広い発表が行われ
た．特に教育応用については，文部科学省で議
論が行われているアカデミッククラウドについ
て京都大学の美濃先生に御講演いただいた．
「サービス・クラウドの品質」では，サービス
コンピューティング分野の共通テーマである品
質について，コンプライアンスやセキュリティ，
社会影響といった幅広い観点からの発表が行わ
れる予定である．また，特別企画として，今年度
学位を取得した 2名の学生による博士論文セッ
ションを企画している．
これらの活動により，ICWS/SCC/CLOUDや

ICSOCといった当該分野のトップカンファレン
スへの採択数を，2009年の 4件から 2010年は
11件，2011年は 17件，2012年は 11件と設立時
に比べて大幅に増加させ，当該分野の日本のプ
レゼンス向上に貢献している．今後は，チュー
トリアルや，教科書の作成，ケースの体系化を
行っていき，研究成果が実際的にユーザに役立つ
サービスとして還元されるよう進めていきたい．
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PRMUアルゴリズムコンテスト

飯山 将晃
京都大学

島田 敬士
九州大学

大山 航
三重大学

1. はじめに

パターン認識・メディア理解（以下 PRMU）
アルゴリズムコンテストは，PRMU分野の若手
研究者の育成と PRMU分野への関心の高揚を
目的として，PRMU研究会が 1997年度より毎
年開催しているコンテストである．
応募者として主に工学系・情報系の高専生か
ら大学院生を中心とした若手研究者を想定し，
テーマとしても領域分割・物体検出・物体追跡・
物体認識といった PRMU 分野の基本的・汎用
的なものを選んでいる．具体的なテーマの選定
にあたっては，「難しすぎずかつ易しすぎず」か
つ参加者が独自のアイデアを用いて課題を解く
ことができるような柔軟なテーマを設定するよ
う，PRMU 研究会専門委員内で議論しており，
PRMU分野に興味を持ってもらえるような工夫
を盛り込んでいる．
また，課題公開時期や募集締切についても，講
義のカリキュラムや新年度に研究室に配属され
た学生への導入教育に対する教材として使って
いただけるよう，スケジュールを設定している．
毎回，初心者から経験者まで対応できるよう
難易度の異なる 3レベルの問題を出題している．
アルゴリズム検証用のサンプルデータとサンプ
ルプログラムを提供し，初心者が参加しやすい

よう配慮している．
応募者は，C言語で書いたソースコードとア
ルゴリズムの説明書（A4で 2～4ページ程度）を
提出する．一つのソースコードを用いて複数の
レベルにエントリーしても構わない．また，グ
ループでのエントリーも可能である．
提出されたソースコードと説明書に基づいて，

PRMU専門委員を中心とした審査委員により，
最優秀賞・優秀賞・入賞・審査員特別賞を選定
している．審査にあたっては，処理速度や実行
精度だけでなく提出された説明書の内容も精査
し，アルゴリズムの完璧さや複雑さよりも素朴
なアイディアや独創的なアイディアを積極的に
評価している．
受賞したものについては，情報科学技術フォー

ラム (FIT)のイベント企画にて表彰式∗1を実施
し，受賞者によるアルゴリズム紹介とコンテス
トテーマに関連した特別講演を毎回企画してい
る．また，受賞者には賞状の他に副賞として豪
華賞品（iPodなど）が贈呈される．
コンテストの開始当初は 20件程度の応募件数
であったが，近年は約 40～50件ほどの応募があ
り，応募件数は年々増加する傾向にある．応募

∗1 2013年度は PRMU12月研究会にて表彰式を行う予定．
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図 1. 学習用の手がかり文字パーツと評価画像に対
する想定出力例

者の傾向としても高専生から博士課程の学生ま
で多岐にわたっており，また，プログラミング
や画像処理の演習課題としての利用や，研究室
に配属された学生への導入教材としても利用さ
れている [1]．
以降では，昨年度に開催されたコンテストの
概要 [2]と，今年度開催予定∗2のコンテストの内
容を紹介する．

（文責：飯山）
2. 第16回PRMUアルゴリズムコンテスト：こ

れは誰の字？ —筆跡鑑定にチャレンジ！—

2.1 コンテスト概要

本コンテストの課題は，漢字が書かれている
画像から文字領域を発見し，その文字を書いた
人物を特定する筆跡鑑定アルゴリズムを開発す
ることである．漢字は 5名の書道家によって筆
（毛筆）を使って書かれており，筆跡鑑定を行う
ための手がかりとして，各書道家が書いた筆文
字の「とめ」，「はね」，「はらい」などのパーツが
与えられる（図 1）．開発するアルゴリズムでは，
図 1の右部に示しているように，漢字が書かれ
ている領域を囲む矩形とその漢字が誰によって
書かれたものであるかを示す書道家ラベルを推
定する．何という漢字が書かれたのかを当てる
のではなく，誰によって書かれたのかを当てる
というのがこのコンテストの特徴である．
評価用の画像は，表 1に示すように難易度に
応じて 3段階のレベルに分けられている．レベ

∗2本原稿執筆時点（2013 年 1 月）での情報であり，実施
内容が変更される可能性があるが御容赦願いたい．

表 1. 応募レベル詳細

画像内の文字数 文字の候補
レベル 1 1 漢検 10級

画数 3～5画
レベル 2 1以上 漢検 10級，9級

（文字数既知） 画数 10画以内
レベル 3 1以上 漢検 10級，9級

（文字数未知） 画数制限無

ル 1では，画像内に含まれる漢字は 1文字に限
定しており，漢字の候補も画数が 3～5画で漢検
10級に出題されるものの中から選んでいる．レ
ベル 2，レベル 3になると画像内に複数の漢字
が書かれていたり，画数も増えて複雑な漢字が
書かれている．
手がかりとなるパーツ画像と評価用画像につ

いては，開発用のサンプルコードとともにWeb

ページ∗3で公開している．
2.2 評価方法

応募されたアルゴリズムは，正確さ，処理時
間，独創性の 3点が評価される．正確さは，Web

ページで公開していない画像を利用して，漢字
領域の切り出し精度と，漢字に付与された書道
家ラベルの正しさがスコア化される．処理時間
は実際にアルゴリズムの実行にかかった時間が
計測される．独創性については，応募時にアル
ゴリズムとともに提出されたアルゴリズムの説
明書から実行委員が採点を行う．これらの三つ
の評価結果を総合して，優秀なアルゴリズムを
選奨規定に基づき選定する．
2.3 結果報告

応募締切までに，Webページへは 9000回以
上のアクセスがあり，開発環境とデータセット
のダウンロード数は 700件を超えた．最終的に，
15機関から 49件の応募があり，アルゴリズム総

∗3 https://sites.google.com/site/alcon2012prmu/
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図 2. 応募者の分布：Bは学部生，Mは修士課程学
生，Dは博士後期課程学生

図 3. 性能評価結果：横軸は正確さ，縦軸は処理時
間であり，グラフの右上ほど正確かつ高速な
アルゴリズム

数としては 81件が応募された∗4．応募内訳は，
レベル 1への応募 36件，レベル 2への応募 25

件，レベル 3への応募 20件であった．
応募者（グループ含む）の分布を調べると，図

2に示すようになった．大学の学部生や修士課
程の学生が参加人数全体の 9割近くを占めてい
た．その一因として，アルゴリズムコンテスト
の課題を授業や研究室の練習課題等で取り組ま
れているケースが多いことが事後アンケートに
より明らかになった．
アルゴリズムの性能評価結果は図 3の散布図
のようになった．横軸が認識スコア（正確さ）で

∗4同じ応募者からでも複数のレベルへの応募があるため．

あり，縦軸が処理時間である．散布図の右上に
点がプロットされているほど，正確で高速なア
ルゴリズムになる．
アルゴリズムの性能評価に加えて，審査員に

よるアルゴリズムの独創性評価の結果を総合し
て，最優秀賞 1件，優秀賞 3件，入賞 3件，審
査員特別賞 1件を選定した．受賞者は FIT2012

で執り行う表彰式に招待され，各自のアルゴリ
ズムの紹介を行った．詳しい受賞情報について
はアルゴリズムコンテストのWebページを参照
されたい．

（文責：島田）
3. 第 17 回 PRMU アルゴリズムコンテスト

「見つけた！ 隠れているのはだれ？ どこ？」∗5

3.1 テーマの概要
� �

あなたは友達とかくれんぼをしています
次はあなたがオニの番
「もういいよー！」

さあ，友達を見つけに行きましょう！
� �

与えられた課題画像（かくれんぼ画像）から，
誰がどこに隠れているかを見つける課題である．
手がかりとして，

1. すべての友達の全身を含む参照画像（図 4）
2. 参照画像における友達のラベルと場所（外
接矩形）を示したアノテーションファイル
（図中の枠に相当）

が与えられる．課題画像（図 5）を入力とし，そ
れぞれの友達の隠れている場所（外接矩形）を
指定された形式で出力するアルゴリズムを作成
する．見えている身体の一部分から，ラベルと
全体の外接矩形を推定するところがポイントで
ある．
難易度によって三つのレベルを設定する．

∗5アルコンWebページ： https://sites.google.com/site/

alcon2013prmu/
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図 4. 参照画像の例．外接矩形とラベル (A～D) は
アノテーションファイルとして与えられる

図 5. 課題画像（かくれんぼ画像）の例．隠れてい
る友達のラベルと本来の外接矩形を出力する

レベル 1：初級 図 4に示すようなイラスト
画像が対象である．友達は 5体以下で参照画像
に含まれる友達全員が課題画像に含まれる．友
達の姿勢変動は平行移動のみ．
レベル 2：中級 レベル 1と同様にイラスト画
像が対象である．友達は 5体以下であるが，課
題画像に全員が含まれるとは限らない．平行移
動と拡大縮小の姿勢変動を含む．
レベル 3：上級 実写画像が対象となる．友

達は 3体以下で参照画像と課題画像に含まれる
友達は同じとする．実空間（三次元空間）での

表 2. 第 17 回アルゴリズムコンテストの実施スケ
ジュール

3月 15日 Webサイトオープン
4月下旬 サンプルプログラム，サンプル

データ（第 1弾）公開
5月下旬 サンプルデータ（第 2弾）公開，

応募開始
8月末 応募締切
10月 結果発表
12月 表彰式，発表会

平行移動とそれに伴う見かけの変化を含む．
3.2 スケジュール

表 2に実施スケジュールの予定を示す．過去
のアルゴリズムコンテストと比較して，課題公
開から締切までの期間を大幅に延長し，4月か
らの講義での教材としてだけでなく，夏休みの
課題としても利用できるようスケジュールを変
更する予定である．多くのチャレンジをお待ち
しています！

（文責：大山）
4. おわりに

本稿では PRMU 研究会が主催するアルゴリ
ズムコンテストについて紹介を行った．プログ
ラミング演習や PRMU分野の講義を担当され
ておられる教員の方々，研究室の新規配属学生
への導入教材を探しておられる教員の方々には
是非とも参加を検討願いたい．
参考文献
[1] 出口大輔，亀田能成，北原格，近藤一晃，島田敬士，
日浦慎作，“これまでの PRMUアルゴリズムコン
テストを振り返って，” 信学技報，PRMU2012-45,

Sept. 2012.

[2] 島田敬士，他，“第 16回PRMU研究会アルゴリズ
ムコンテスト実施報告「これは誰の字？—筆跡鑑
定にチャレンジ！—」，” 信学技報 PRMU，March

2013.
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2013総合大会報告

籠嶋 岳彦
東芝

3月 19～22日に岐阜大学で行われた総合大会
において，ISS企画として以下のセッションを
開催した．
•ソサイエティ特別企画

➢学生ポスターセッション
•パネルセッション

➢画像工学が目指すもの—IE研専設立 40周
年を記念して—

➢震災復旧・復興に役立つクラウドネットワー
クロボットとは?

•依頼シンポジウム（共催含む）
➢社会問題を解決するためのパターン認識・
メディア理解技術

➢学ぶ意欲を刺激するゲーミフィケーション
設計コンテストの教育活用を考える

➢新たな局面を迎えたサイバー攻撃に対応す
るネットワークセキュリティ技術

•シンポジウムセッション
➢COMP学生シンポジウム
➢エージェントと社会性
今年で 9回目となる学生ポスターセッション

表 1. 優秀ポスター賞発表題目と受賞者名

「センサネットワークを用いた二世帯居間共有コミュニケーション支援システム」 好野翔平（東京電機大）
「車両の移動特性を利用した車車間・路車間通信向けルーチング法の提案」 熊倉聖二（法政大）
「前頭前野 2チャンネル NIRS時系列データの定常化による STAI不安度予測」 金山龍平（早稲田大）
「楽曲の構成音に着目した属性別特徴量の抽出」 藤川翔平（山口大）
「ユニーク画素対の投票に基づく 3自由度画像マッチング」 斎藤正孝（中京大）
「人の軌跡の時空間特徴量によるグループ検出」 岡田亜沙美（奈良先端大）
「4コンテキスト MEMS光再構成型ゲートアレイ」 山地勇一郎（静岡大）

図 1. 優秀ポスター賞受賞者

では，3日間にわたって合計 238件の発表があ
り，発表者と聴講者あわせて約 500名が参加し
て、活発な議論が行われた．3日目には，優秀
ポスター賞に応募のあった 96件のポスター発表
に対して，ISS運営委員，総合大会の座長，来
場した正員が投票を行った．厳正な審査の結果，
優秀ポスター賞 7件（表 1）が選定され，同日
の表彰式において ISS萩田紀博会長より賞状と
副賞が授与された．本セッションは，広く学生
に発表と議論の機会を提供する場として定着し
た感があり，今後の継続・発展を期待したい．
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FIT2013@鳥取大学 開催の案内

菅原 一孔
鳥取大学

第 12 回情報科学技術フォーラム (Forum on

Information Technology 2013；FIT2013)が，
会場：鳥取大学 鳥取キャンパス

（鳥取市湖山町）
日程：平成 25年 9月 4日（水）～6日（金）
で開催されますので，御案内いたします．
御存知の通り，FITは情報処理学会と電子情報
通信学会「情報・システムソサイエティ&ヒュー
マンコミュニケーショングループ」とが 2002年
より合同で毎年開催している全国大会で，情報・
システム関係としては日本最大規模のものです．
「鳥取」と言いますと，特に関西の方々には二
十世紀梨と鳥取砂丘を思い起こしていただける
と思います．二十世紀梨をはじめ幾つかの梨の
品種改良にも，本学農学部の教員が深くかかわ
らせていただいています．また，鳥取砂丘に関連
してはその近くに本学の「乾燥地研究センター」
があり，世界中の研究者と乾燥地に関する研究
を進めています．
鳥取大学は，工学部，農学部，地域学部と医
学部の四つの学部と附属の教育研究組織から構
成された大学で，今回会場となる鳥取キャンパ
スには，工，農，地域の三つの学部があり，4000

名強の学部生と，800名弱の大学院生が勉学に
励んでいます．学部間の交流も盛んに行われて
おり，鳥取キャンパス内での農工連携だけでな
く，鳥取県西部の米子市にある医学部との医工
連携も盛んに行われています．
「知と実践の融合」という教育理念の下，各学
部とも地域課題と密接した研究活動にも力を入

れており，鳥取ならではの研究テーマも多数あ
ります．その中でも高齢化や過疎化という，今
後我が国が直面するであろう状況下での様々な
課題に関して，その面での立地条件を生かして
県あるいは市町村と一緒になって，様々な取り
組みを進めています．
会場の鳥取大学鳥取キャンパスは，鳥取市西

部の湖山池のほとりに位置し，市内中心部から
は車で 20分程度の距離に位置し，JR山陰本線
では鳥取駅から二つ目の，鳥取大学前駅が大学
正門のすぐ前にあります．鳥取駅までは，時間
帯にもよりますが，大阪，神戸あるいは広島，岡
山から JRで 3時間以内の距離にあります．ま
た，空路では羽田空港から鳥取空港までは，1日
4便あり，約 1時間のフライトです．自動車の場
合，本年春に鳥取市内まで自動車専用道路が全
線開通予定で，京阪神から鳥取市内まで 3時間
程度となります．
鳥取県内には幾つもの全国的にも有名な温泉

場があり，県庁所在地の鳥取市にある鳥取駅前
にも全国的にも珍しく天然温泉が湧いています．
また，鳥取県西部の境港で水揚げされる魚介類
をはじめ，日本海の海の幸も御堪能いただける
と思います．

FIT2013が開催されるこの機会に，多くの皆
様に鳥取大学鳥取キャンパスへおいでいただき
ますよう，県や市ともども心よりお待ち申し上
げます．
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IWAIT2013 会議報告

内藤 整
KDDI研究所

IWAIT (International Workshop on Advanced

Image Technology)は，アジア地域の国々を巡回
しながら毎年開催されている画像工学の国際会
議である．今年の会議で 16回目の開催となり，
最新の研究成果を発表する会議として定着した
感がある．
今回は，名古屋大学 豊田講堂を会場とし（図

1），2013年 1月 7日，8日の 2日間にわたって，
約 200件の研究発表の場が設けられた．発表件
数は前回の 120件を大幅に上回ったものの，2日
間のプログラムに適切に編成され，充実した国
際会議となった．発表論文の国別内訳は，日本
207件，韓国 16件，タイ 9件，台湾 4件，タイ
3件，その他 14件である．また，7年ぶりとな
る日本での開催という点も追い風となり，各国
の研究者との交流を目的とした聴講参加も含め
ると，参加者は 34名以上に上った．
会議の冒頭には，Bilkent 大学（トルコ）の

Levent Onural 教授より，ホログラフィを中心
とした 3D映像技術に関わる講演があった．続
いて南カリフォルニア大学（米国）のC.-C. Jay

Kuo教授より，Depthベースの 3D信号処理に関
わる講演があった．二つの講演ともに示唆に富ん
だ内容であり，会場からの質問も活発であった．
一般講演は，テーマ別に構成された 18のオー

ラルセッション（図 2）と 5のポスターセッショ
ンに分かれて行われ，終日熱心な議論が交わさ
れた．参加者のほとんどが英語を母国語としな
いものの，オーラルセッションの質疑応答は円
滑に運営され，またポスターセッションにおい
ては学生同士の議論も盛んであった．

図 1. 会場の外観

図 2. オーラルセッションの様子

初日の会議終了後には，名古屋マリオットア
ソシアホテルにてバンケットが催され，「ひつま
ぶし」や「きしめん」といった名古屋名物もふ
るまわれた．また，アトラクションとして，愛
知県の伝統文化である「からくり人形」のデモ
ンストレーションと仕組みの解説が行われ，大
いに盛り上がった．
次回の IWAIT2014は，2014年 1月 6日から

8日にバンコク（タイ）での開催を予定してい
る．会員の皆様の積極的な参加を期待する．
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スポーツ情報学のすすめ
—私学における情報教育と研究—

フェロー 北村 泰彦
関西学院大学

1. はじめに

15年間の大阪市立大学での勤務の後，関西学
院大学に赴任してから 10年になる．関西学院大
学はアメリカ人宣教師W.R.ランバスにより設
立されたミッションスクールであり，そのスピ
リットはキリスト教であるが，もう一つのスピ
リットともいえるものがアメリカンフットボー
ル（アメフト）である．KGファイターズは既に
25回の大学日本一のタイトルを獲ており，今年
度も大学日本一を決める甲子園ボウルで勝利を
収めたものの，社会人とのライスボウルは残念
ながら 2年連続で涙を飲んだ．甲子園ボウルで
は大学スポーツとは思えないほどの多くのファ
ンを集め，開門前から並ぶような熱狂的な教員
もいる．情報科学科に属する，そのような教員の
一人が KGファイターズを支援するための試合
動画検索システム FITERSを学生と一緒になっ
て開発してきたのだが，今年度で定年退職する
こともあり，その引継ぎを懇願された．FITERS

はチームから感謝状も贈られたほど，実際に活
用されているシステムであり，やるとなると本
腰を入れなければならない．
2. 私立大学における教育と研究

私自身はこれまで，人工知能の分野で，マル
チエージェントシステムやWebインテリジェン
スの研究を続けてきた．2011年に電子情報通信
学会からフェローの称号をいただいたのもそれ
を評価されてのものである．システム作りは嫌
いな方ではないが，大学の中でそれを実用レベ
ルまでに組み上げるのはなかなか大変である．

また，それを論文という研究成果までどのよう
に結び付けるかということも大きな課題になる．
ただ，私立大学ならではの情報教育と研究とい
う観点から，スポーツ情報学の一環として引き
受けることにした．その理由は以下のようなも
のである．
まず，私立大学は国公立大学と比べると理系

であっても学生数が多い．更にその学力差も大
きい．国公立大学では学生はほとんど一般入試
を経て入学してくるので，学力は平滑化されて
いるといってもよい．一方，私立大学では推薦
入試や AO入試などを経て入学してくる学生が
多く，必ずしも学力が担保されていないのが実
情である．したがって研究指向の均一的な研究
テーマを課しても，こなしきれない学生が多い．
ただし，推薦入試で入学してくる学生は高校時
代クラブ活動で活躍した者も多く，スポーツに
対する興味は高い．
また，近年の情報系を希望する学生の動機は，

学問そのものの内容よりも，就職に有利である
という実利指向のものが多い．彼らにとって情
報システムとは SNSやWebやスマホアプリな
どの見えるものであり，その中身や仕組みに興
味を持つ学生は必ずしも多くない．情報系の学
生なのにプログラミングが苦手という者も少な
くはない．そのような学生に無理やり情報の基
礎から叩き込むというのではなく，スポーツの
ようなアプリケーションから導入するというの
も情報教育の新しい切り口であるように思える．
そして，私立大学では学生スポーツの規模や
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レベルは（京都大学のアメフトなどの）幾つか
の例外を除き，国公立大学をしのいでいる．そ
の意味でスポーツ情報学を実践する場は開かれ
ている．
3. スポーツと情報

現在，スポーツと情報は切っても切れない関
係にある．特にアメフトと並んで野球はプレー
の一つ一つが離散的で，コンピュータで処理し
やすい．各球団，新聞や雑誌などの各メディア
による様々なWebサイトが運営されており，詳
細な試合データ，個人や選手のデータが配信さ
れている．またMLB GAMEDAY∗1のように試
合の詳細な途中経過や再現を表示するサービス
も一般的である．野球におけるスポーツ情報は
単にファンが楽しむものだけでなく，映画「マ
ネーボール」でも描かれているように，オーク
ランド・アスレチックの GMビリー・ビーンは
セイバーメトリックスという統計手法を用いて
弱小チームをプレーオフ常連の強豪チームに変
身させた [1]．また，ロンドンオリンピックで銅
メダルを獲得した女子バレーボールチームでは
iPadを活用していたことは記憶に新しいが，情
報機器を競技場に持ち込むことまで許している
ような競技は多くはない．一方，サッカーも人
気競技の一つであるが，プレーが連続的であり，
コンピュータでプレーデータを処理することは
容易ではない．これにはスタジアムに多数のカ
メラを設置し，画像処理によって選手やボール
の位置をトラッキングするような手法が利用さ
れている．日本でもこのようなスポーツ情報を
専門に扱う企業としてデータスタジアム∗2が代
表的である．
さて，スポーツ情報学の世界的動向に関して
はDaniel LinkとMartin Lamesの解説 [2]に詳し

∗1 http://mlb.mlb.com/mlb/scoreboard/index.jsp
∗2 http://www.datastadium.com/index.html

く述べられている．スポーツ情報学 (sport infor-

matics)という用語は 1975年にオーストリアの
グラーツで International Organisation for Sports

Information (IOSI)により開催された会議に由来
する．2002年には国際学会 International Associ-

ation on Computer Science in Sport (IACSS)∗3が
組織され，論文誌 International Journal of Com-

puter Science in Sportの出版と国際会議の開催
が定期的に行われている．ただし学問的には，ス
ポーツ情報学という確立された領域があるとい
うよりは，コンピュータ科学とスポーツ科学の
境界領域という位置づけが妥当である．具体的
にはスポーツデータの獲得や蓄積，モデリング，
分析，シミュレーション，データの表現や可視
化，コミュニケーションなどと多岐にわたる．ド
イツ，オーストリア，クロアチア，トルコ，イン
ド，中国などには，それぞれ国内学会があるよ
うである．
4. おわりに
私自身はスポーツ情報学の研究の端緒につい

たばかりである．多くの研究室の学生を相手に，
いかに教育と研究と実践をバランス良く両立さ
せていくのかを試行錯誤している最中である．
これまで日本の情報系学会はその学問分野をど
んどん細分化することにより発展してきた．ス
ポーツ情報学のように応用領域をキーワードに
分野横断型の研究交流活動を支援していくこと
も，今後の学会活動で重要になるのではないか
と思う．
参考文献
[1] マイケル・ルイス，マネーボール，武田ランダム
ハウスジャパン，2006.

[2] D. Link and M. Lames, “Sport informatics—

Hirstorical roots, interdisciplinarity and future

developments,” International Journal of Com-

puter Science in Sport, vol.8, no.2, pp.68–87,

2009.

∗3 http://www.iacss.org/
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スマホ時代のスマートR&Dに向けて

中島 康之
KDDI研究所

1. はじめに
皆さんは，御家庭の家電はどのように選ばれ

ていますか．いきなり我が家の話で恐縮ですが，
最近立て続けに 10年近く使っていた白物家電の
調子が悪くなったこともあり，買い替えたので
すが，意図せず結果的にクーラー，冷蔵庫，洗
濯機，掃除機すべてが，あるメーカの家電になっ
ていました我が家では，私がカタログやお店で
事前調査をしておいて，その後，家で妻と相談
して決めています．私が勧めるものがそのまま
OKになることもありますが，機能が良くて，価
格もそこそこで，良いものを推薦したにも関わ
らず，機能価格共にそんなに魅力的ではない，別
の製品になることも結構あります．
妻としては，操作が分かりやすい，使いやす

い，取り回しが楽というような点が一番気にな
るらしく，長く使うものであるがゆえに，機能
や多少の価格差はある意味二の次ということが
多々あります．確かに，日常的に利用している
と，ちょっとしたことで手間や体にかかっている
負担を減らすことができる製品に魅力を感じる
ようです．ある意味，我が家はこの家電メーカの
意図したユーザになっているのかもしれません．
2. どうやって利用シーンを生み出すか
先日，とある自動車メーカの新製品として，自

転車を後部座席に簡単に載せることができる自
動車を発表していました．最近はこのような機
能を持つ自動車も幾つか出ているようですが，そ
の車は，後部ドアが電動で開閉できるため，あ
まり手間をかけずに，自転車を載せられるよう
です．雨の日に自転車帰りの御家族を迎えに行
くようなシーンがすぐに想定できます．
では，どうすればユーザが満足するような利

用シーンを生み出すことができるのでしょうか．

直接これらの家電メーカや自動車メーカの担当
者に聞いたわけではないですが，メディア等を
通じた開発秘話のような話を見聞きするレベル
では，地道に利用者アンケート，ポテンシャル
ユーザヒアリング，マーケット調査をはじめ，あ
らゆる利用シーンを洗い出すような工夫もされ
ているようです．また，いつも同じ仲間で話し
ていると考え方も固まってくるし，意外性もな
かなか生まれないため，異業種とのブレストも
それぞれの業界の価値観から脱却してお互いを
発見する意味でも有効です．最近の異業種コラ
ボのように，新たなマーケットを作ることがで
きるきっかけになるかもしれません．
また最近，メディア等で紹介されて関心が高
まっている手法として，行動観察という方法が注
目を浴びています．これは，上記のような調査が
どちらかというと顕在ニーズであるのに対して，
調査では出てこないような潜在ニーズを人の行
動を観察することから読み取ろうというもので
す．先日あるテレビでこのような取り組みで成功
したケースが紹介されていました．これは，ある
書店で売り上げが伸び悩んでいる事例でしたが，
書店にいらっしゃるお客様がどのような行動を
とっているのかを邪魔にならないように脇から
観察し，気になる動作を一つ一つ人海戦術で記
録していました．そこで浮き上がってきた課題に
ついて，仮説，提案検証していきます．例えば，
購入層として中高年が多い新書は縦置きのため，
タイトル文字が見えづらく，結構近くまで寄って
確認されているケースが多かったのですが，正
面が見えるような配置にし，店に入ってからの
お客様の導線を改善することによって，大きく
売り上げを改善していました．もちろんアナロ
グ的で手間もかかるとは思いますが，そこから
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得られる情報から課題を設定し，その課題に対
して技術で解決できる要素も多いと思われます．
3. イノベーションの手法
利用シーンも明確化し，いざ研究，開発に取
り組もうして課題になるのが，お金とリソース
と時間です．どう考えてもお金もリソースも有
限ですし，世の中の誰かがいつ何時同様なアイ
デアを出してくるかも分からないため，時間的
な余裕もあまりないと思います．
最近オープンイノベーションというキーワー
ドが脚光を浴びており，海外を含めオープンイ
ノベーションセンターのようなフレームワーク
が盛んになっています．そこでは，イノベーショ
ンセンターとして，プラットホーム自体を提供
して，そのプラットホームを利用して何かを作っ
たり，サービスを提供する企業を募集して連携
を図ろうとしています．
元々オープンイノベーションは，すべて自前
で調達する，自前主義（あるいはクローズドイ
ノベーション）に対して，外部のアイデアを有
機的に結合させて新たな価値を創造するのが目
的ですが，外の技術を何でもかんでも取り入れ
れば良いというものではありません．
そういう意味では，やはりクロードイノベー
ションにより，他にはできないコアコンピタン
スは自分で確立しつつも，それで賄いきれない
部分を戦略的にオープンイノベーションで調達
すべきであって，本当に自ら保有すべき技術は
何で，それをどのように確立すべきかは十分検
討する必要があります．また，コアコンピタン
スだからといって，自前主義を貫いているうち
に，他社からもっと優れた技術なり，レベルはそ
こそこでも十分コストインパクトのある技術が
出てくる可能もあるので，常にこの先クローズ
ドで進めるべきか，オープンに切り替えるべき
かを短期，中期視点で見据える必要もあります．
4. マーケットはどこに
日本の人口は 2008 年をピークに毎年減少し
ていますが，厚生労働省によると，2012年は 21

万 2千人減少して，過去最大の減少幅になった

とのことです．これと合わせて，高齢化も急速
に進んでおり国立社会保障・人口問題研究所に
よると，2013年には 65歳以上の人口が全体の
25%に到達すると推定しています．
これに対して，アジア各国を見渡してみると，

もちろん中国などでも高齢化は進んでいますが，
中間層や富裕層が著しく伸びています．例えば，
アジア新興国における中間層（年収 5000～3.5万
USドル）は 2010年の約 15億人から 2020年に
は約 23億人になると推定されています [1]．内
訳としては，中国が 9億人，インドが 10億人，
インドネシアが 2億人と，ほとんどこれら 3か
国で中間層が急増するようです．
先日も，テレビ番組で中国の若いお母さんの

インタビューが紹介されていて，中国製と比べ
て大幅に価格が高いものの，日本製の哺乳ビン
が赤ちゃんにやさしく飲みやすいため購入して
いると話をしていましたが，事実非常によく売
れており，その会社は急速に中国での業績を伸
ばしているといいます．今後更に女性の社会進
出などに伴って，品質と機能に優れたこのよう
な製品は売り上げの拡大化が期待されています．
また，インドでも富裕層を中心に，韓国製に

比べ，日本製のテレビが売れているようです．そ
の理由としては完成度の高さや，故障しにくい
などのブランド価値が評価されているようです．
このように，マーケットも一たび外へ目を向

けると，日本が培ってきた「おもてなし」とい
うお客様思想に根付いた製品が，着実にこれか
らの市場でも優位に立てる可能性があることが
分かります．
5. 最後に
スマホのように世界的な規模で日々進化を続

ける ICT分野において，上で述べたような新た
な視点で戦略的かつスマートな研究開発によっ
て，皆さんが世界に打って出ていかれることを
期待します．
参考文献
[1] http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/

2011honbun/html/i3110000.html
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Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.

Poster sessions were originally intended to of-
fer those people not accepted as presentation
speakers an alternative way to present their re-
search. Now, however, they are a major part of
most academic conferences.

Give Your Posters Power!
Presenting a poster differs from giving a ses-

sion presentation in several respects. Most im-
portantly, 1) you are engaging in a conversation
with another individual and 2) you use only one
“visual” instead of many slides.

In explaining your poster, be sure to talk with
rather than talk at the visitor. Greet the person
in a friendly way and try to get an idea of his
or her familiarity with your field—this valuable
information is your first hint of whether to give
a detailed talk or a broad overview.

Don’t memorize a line-by-line speech of your
entire poster; think of each major section (in-
troduction, methods, results, conclusions) as a
“module” that you can explain clearly. Espe-
cially if your visitor seems to be in a hurry, put
emphasis on your major conclusions.

A poster session can impose intense demands
on your interpersonal skills—for example, when
you need to deal with multiple visitors or when
a visitor is very critical or unclear in his or her
comments. Be flexible, be sociable.

The second major challenge is preparing your
poster. The biggest mistake is cramming too
much detail into the poster, thus discouraging
visitors from reading it or even stopping. Giving
detail is the job of your handout, usually a copy
of your full paper or other supporting document.

After making sure that your poster conforms
to the conference’s guidelines (outer dimensions,
required contents, etc.), think creatively.

Make sure your title is short, clear and
attention-grabbing. All text should be large
enough to read comfortably from at least a
meter—don’t make your visitor bend down to

the ground. The sequence of the parts should be
easy to follow, using good placement of sections,
arrows, or numbering in section titles.

“White space,” or blank areas, is very impor-
tant for making the poster appealing and easy
to understand. Use color, photos, graphs, and
drawings strategically.

Always remember that your poster is taking
the visitor’s valuable time—don’t waste it. And
of course you are “competing” for attention with
many other posters.

Practice, Practice, Practice
Would you take a dive into the sea—or even a

deep swimming pool—if you had never swum a
day in your life? Of course not! Making a pre-
sentation in a second language may not risk fatal
consequences, but it certainly has an important
role in promoting your research.

Don’t live dangerously: Practice your presen-
tation many times before your performance. In
my own training services (poster sessions as well
as presentations), I’ve called this “rehearsal for
life.”

Ask a native-English speaker to join your prac-
tice audience, ideally a professional presentation
trainer. Ask your collaborators to prepare sev-
eral realistic questions in English but, impor-
tantly, not to give you the questions until the
simulated Q&A session—you need to practice
dealing with surprises.

Everyone “fails at first”—that’s only human.
The key is to make sure your actual presentation,
with an actual audience of colleagues, is not your
“first time.”

English Usage Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?

1) This has attracted the attentions of many. . .
2) This has attracted the interests of many. . .
(Answers: Both incorrect plurals: Always use
singular “attention”/“interest” in such phrases.)
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編集後記 執筆期間の短い中，御執筆頂いた皆様，編集に御協力頂いた皆様に深く感謝致します．今後とも
ソサイエティ誌が ISSコミュニティの連携・協調・発展の一助になるよう取り組んでいきたいと思います．
（主担当：奈良先端大 神原）▼お忙しい中御協力頂いた皆様に深く感謝致します．だんだん暖かくなる季節，
プランタに撒いた種から小さく芽吹くのを見守りながらの編集作業となりました．収穫を楽しみにしつつ．
（副担当：電通大 入江）
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