
ISSN 登録番号 Print 版 ISSN 2189-9797
ISSN 登録番号 オンライン版 ISSN 2189-9819

http://www.ieice.or.jp/iss/jpn/Publications/society mag/back number.html

c©電子情報通信学会 2016

平成28年 11月 1日発行

http://www.ieice.or.jp/iss/jpn/Publications/society_mag/back_number.html


【目次】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 3号（通巻 84号）

情報・システムソサイエティ誌 第 21巻 第 3号（通巻 84号）
目 次

巻頭言 日本文化と ICT 川添　雄彦······························3
研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.17 —和田幸一さん（COMP研究会）··········································4
研究最前線
ソフトウェアサイエンス研究会（SS研）の紹介 緒方 和博·································8
ソフトウェアインタプライズモデリング (SWIM)研究会 荻野 正 ··································10
クラウド基盤を活用した産学共同のロボットサービスハッカソン紹介 松元 崇裕·······························12
パターン認識・メディア理解研究会 (PRMU)と
画像の認識・理解シンポジウム (MIRU) 内田 誠一，藤吉 弘亘，前田 英作 ··········14

おめでとう論文賞
局所線形写像に基づくハッシング 入江 豪，新井 啓之，谷口 行信 ··········17
Personalized PageRankに対するアドホックな検索手法
　 藤原 靖宏，中辻 真，塩川 浩昭，三島 健，鬼塚 真··················18
The Case for Network Coding for Collective Communication

on HPC Interconnection Networks Ahmed SHALABY，藤原 一毅，鯉渕 道紘 ··········19
ソサイエティ活動 FIT2016開催速報 秋山 達勇·······························20
フェローからのメッセージ
最近の画像・映像メディア意味解析・検索研究に関して思うこと 佐藤 真一·······························22

コミュニティ通信 夜明け前が一番暗い 萩本 和男·······························24
ソサイエティ誌編集委員会から
情報・システムソサイエティ誌の新たな役割 門田 啓 ··································28

コラム Author’s Toolkit —Writing Better Technical Papers— Ron Read ·····························29
お詫び ············································30
編集委員会名簿・編集後記 ············································31

◇表紙デザインは橋本伸江さんによる

2



情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 3号（通巻 84号） 【巻頭言】

日本文化と ICT

川添 雄彦
日本電信電話

今年の 4月 29日，30日は私にとって一生忘
れられない日となった．これまでにない衝撃的
な出来事があったのである．日本の代表的な伝
統芸能である歌舞伎に最新の ICT技術を組み入
れた独自演目，超歌舞伎「今昔饗宴千本桜」が
幕張メッセのイベントホールで，2日間に 5回
公演された．メインの出演は中村獅童丈と初音
ミクさん．本公演が行われたニコニコ超会議は
15万人超の来場者を動員した．今回，NTTは映
像技術で超歌舞伎を支援した．昔から時代とと
もに進化する歌舞伎であるが，今回の超歌舞伎
はリアルな歌舞伎役者とバーチャルなボーカロ
イドが同じ舞台で共演するという前代未聞の演
出であるとともに，NTT研究所が開発途上でま
だ市場に出していない新しい映像技術「Kirari!」
を演出に盛り込むことにチャレンジした．一体
どのように観客は公演を見て感じるのか，開演
前は想像することができなかった．伝統芸能の
歌舞伎を冒涜していると批判されるかもしれな
い，そもそも歌舞伎に全く興味のない若者たち
は初音ミクだけが目当てで来るのではないかな
どと心配した．
29日 12時，第一回公演が開演．会場はディス
プレイやスクリーンの映像とともにプロジェク
ションマッピングの鮮やかな映像で彩られ，中村
獅童丈の口上の後，歌舞伎の伝統技法と ICT技
術が融合しながら舞台は進行していった．開幕
前は多くの観客は興味本位で参加していること
が伺えたが，時間が経つに従い，その様子が変
化した．まだ見たことがない物を見たとき，人
が示す反応が会場に溢れた．終盤の見せ場では

「Kirari!」の任意背景リアルタイム切り出し技術
を使って，4人に分身した主人公が敵役に立ち
向かう．しかし，力ある敵役は主人公を窮地に
追い込む．そこで，ネットユーザの応援コメン
ト（人の言の葉）が舞台の画面に溢れ，その力で
最後の最後に主人公が敵役に打ち勝つのである．
舞台のリアルとバーチャルな演者と，会場とネッ
ト上の観客が ICT技術で一体となった．初音ミ
クを含む「歌舞伎」に感動し，涙していた多く
の若者たちを見て，私は涙が止まらなかった．
観客層の高年齢化が歌舞伎界の大きな課題で

あったが，今回の取り組みで多くの若者が歌舞伎
に対して興味を持つことができたのではと思う．
ICT技術によって歌舞伎のような伝統的な日本
文化が進化したと捉えることができるが，それ
よりも日本文化が長い年月培ってきたことに対
して，若者に気付きを与えたことに ICTが貢献
したと捉えることが正しいと思う．
歌舞伎は世界に誇る日本文化の一つである．

次なるターゲットは例えば，日本の食文化．世
界的な「Sushi」ブームで日本食は注目の的であ
るが，日本独自の料理の食べ方である「口中調
味」はまだ，世界には浸透していない．薄味の
白米と味の濃い味噌汁を口の中で程よく調和さ
せる，酸味の効いた酢の物と刺身を交互に食べ，
口の中で刺身の味を引き立てる．「口中調味」に
よる味の広がりは無限大．ICT技術で食文化の
可能性を多くの人にその気付きを与え，食事の
喜びを高めることができたら，何と研究者冥利
に尽きることか．
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研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.17

和田 幸一さん

所属：法政大学理工学部応用情報工学科
分野：耐故障性大規模並列分散システム，

グラフアルゴリズム，
ビッグデータ処理とデータマイニング，
自律分散ロボット

インタビュアー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.naoki@gmail.com）

—まずは現在の研究についてお聞かせ下さい．

アルゴリズム全般ですが，その中でも「並列
分散アルゴリズム」を研究しています．世の中
では「並列分散」という一言でくくられますけ
ど，「並列」と「分散」は相反する概念です．「並
列」はプロセッサが協力しあった環境で何かを
する．力を合わせられる環境下でどこまで計算
を早くできるかという話．一方，「分散」は並列
では動かしにくい環境で，あれこれ頑張りなが
ら力を合わせて何かをする．故障が起こる，通
信が効かなくなるなど，トラブルがあっても，物
理的に離れているところと協力して計算を継続
するという話．「分散」ではネットワーク内で全
合意をとったり，リーダを決めたりするのが大
事なのですが，それは「並列」的にはやりにく
いです．
私は回路の研究から並列アルゴルズムに入り

ました．RAM，CPU，メモリなどが複数台並列
状態にあるPRAM (Parallel Random Access Ma-

chine)という理論上モデルがあるのですが，実
際には物理的な制限があって，その中で並列ア
ルゴリズムを考えてきたのです．1970年くらい
にPRAMの数学的なモデルが出てきて，そこか

ら理論的な話が進んで，実際的な並列計算機の
開発も進むかと思っていました．でも，現実は
そこまで進まず，あるところから完全に下降線
をたどってしまい，並列計算機が全然ダメになっ
た時期がありました．並列の「理論」をやって
いる人も「実際」をやっている人も，並列計算機
では飯を食えない時代があったんです．それが，
MapReduceが現れだした頃から，息を吹き返し
てきました．今はGPUもあります．PRAMは理
想の話．それを実際に作ったらどうなるか，色々
な研究がされていたのですが，以前はなかなか
必要分のプロセッサを用意できなかったのです．
それがGPUだと，スレッドの数を 1,000，10,000
単位で使うことも十分に可能なので，PRAMの
モデルも効率よく実現できそうなのですね．こ
れら新しい技術の登場によって，並列の世界も
面白くなってきています．
他の研究としては，「分子計算」にも取り組ん
でいます．例えば，鳥に小さなセンサを付けて
飛ばす．鳥が近づいてきたときだけ，情報を交換
する．そうして，数百，数千の鳥を数えたり，病
気の鳥を見付け出したりする．Population pro-

tocolと言いますが，このモデルで一般的な計算
ができることが理論的にも明らかになっていま
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す．それをちょっと小さくしたのが分子計算で
す．分子の動き方は制御できないですよね．そ
ういう況下で，インタラクションが起きたとき
だけ情報交換をして，最終的に何かを全体とし
て計算する，そういう構想をもって研究に取り
組んでいます．

—幾つか具体的な事例を御紹介下さい．

面白いと思っているのは「自律分散ロボット」
ですね．自律分散ロボットとは，簡単に言うと分
散システムのロボット版です．複数のロボット
がそれぞれ自律的に動作して，全体としては協
調的に行動し目的を達成するシステムです．そ
の際ロボットは点でモデル化し，Look（観察）–
Compute（計算）–Move（移動）–Wait（待機）の 4命
令を 1サイクルとして繰り返すだけで，特定の
作業を実行させます．点ということは，数学的
には体積も面積もない．だからたくさんのロボッ
トが一列上に並んでいても，全部を把握できる
のです．
一番シンプルな作業は「一点に集める」こと．
ロボットは点なので，理論上，一点に集められ
ます．ではどういう知識をロボットに持たせれ
ば，集合できるか．単純そうで，これがなかな
か難しいのです．例えばロボットを 2台用意し
ます．お互いに個体座標を持っているので，座
標系が一致しません．絶対座標のようなものも
ありません．2台のロボットを一点に集合させ

るというアルゴリズムは存在しないことが数学
的に証明できるのです．普通に考えれば，2台
のロボットの真ん中に「中点」が存在するから
集合できるはずだ，と思うかもしれません．で
も 1台が動くと，その動きを基にもう 1台が動
くので，いつまでたっても一点に集まらないの
です．相手のところに行く，というアルゴリズ
ムにすると，すれ違ってしまう．このことから，
やり方をどうするかに依存せず，ある状況下で
はどんなアルゴリズムも存在しないことが証明
できたのです．ロボットが持っている座標の知
識諸々，どこまで仮定すれば問題が解けるのか，
これがメインのテーマですね．
他には「ある形状を作らせる」こと．例えば，

幼稚園児が校庭で円を作るとき．先生がそれぞ
れの立ち位置を指令しなくても，園児は自分で
状況判断して，どこに行くかを決めますね．も
し立ち位置全てを先生が決めてしまうと，先生
がいなくなったら，園児は円を作れなくなって
しまいます．でも，園児が主体的に動ければ，一
人二人が悪さをしていても，うまく円を作るこ
とができます．それと同じことをロボットにさ
せることで，耐故障性の面で非常に優れた分散
環境を作ることができます．そういうイメージ
のアルゴリズムを考えたりもしています．
ロボットのモデルはアンバランスで面白いの

です．ミニマリズムという考え方がありますが，
システム全体の機能を失わずに，どこまで個々
のロボットの能力を下げられるか，を探ってい
く研究といえます．能力がないといっても，各
ロボットは正確な位置を間違いなく計算できる
という理想的な計算能力を持っている点がアン
バランスなのです．最近はこのような正確な計
算能力がない場合なども研究されています．
ロボット以外だと，ビッグデータ解析用に

Googleが考え出したオープンソフトである「マッ
プリデュース (MapReduce)」の活用です．今ま
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での計算の枠組みとは少し違って，並列と分散を
共存させたような考え方で，基本的なオペレー
ションとして，各データにキーをつける「Map」
と，一点に集まった同じキーのついたものを計
算する「Reduce」の二つを繰り返します．デー
タ量が膨大なとき，この計算方法は力を発揮し
ます．全体のデータを見なくても，ある程度の
数のプロセッサを用意すれば，全てを別々に完全
に独立にして計算することができるのです．並
列性も高く，昨今のビッグデータに対するアル
ゴリズムとして，適していると言われています．
従来の並列計算機で解かれてきた問題が，マッ
プリデュースでどれくらい解けるのかに興味を
持っています．

—日々の御活動の中で，どういったところに苦
労をお感じになられますか？

学生にアルゴリズムの面白さを伝えることで
しょうか．アルゴリズム自体は目に見えません
が，学生は目に見えるものの方が興味を持ちま
す．画像処理の研究とかはすごく人気があるの
ですが，数学に近い我々の研究にはなかなか目
を向けてくれません．4年半前に法政大学に来て
からは，学生数も多いので，実機を使った演習を
行うようにしました．ルンバやタートルロボッ
トにキネクトとアルゴリズムをのせて 1か所に
集合させるなど，理論的に考えられたアルゴリ
ズムが実際にどう顕現するかを見せて，少しで
も学生の興味を引き出そうと頑張っています．

先日，オープンキャンパスで高校生向けにア
ルゴリズムの模擬講義を開いた際，「ヒルベルト
の無限ホテル」という，無限の不思議な世界に
ついてのパラドックスの話をしました．ホテル
の部屋が無限個ある．1番から順に番号が付い
ていて，満室なんです．普通の有限のホテルだ
ともうそれ以上，人を泊めさせられないんです
が，「泊まりたい」という新たなお客さんが来た
ら，1番の部屋の人に「すみません，2番の部屋
に入って下さい」って言うんですね．2番の部屋
の人にも「3番の部屋に移動して下さい」と言っ
て，同じように自分の部屋番号＋ 1の部屋に移
動して下さいと宿泊客全員に伝えるんです．皆
が一つずつ移動するので，1番の部屋が空く．そ
こに新しい人を入れることができる．部屋は無
限にあるので，増えてはいないんですけど，新
しい人を泊められます．今度は団体さんが来た．
そのときはどうするか．1番の部屋の人に 2番の
部屋に移動してもらうところまでは同じなんで
すけど，2番の部屋の人には「4号室に」3番の
部屋の人には「6号室に」って言うんです．自分
の部屋番号の 2倍の部屋に入って下さいと伝え
ます．そうすると偶数部屋が全部埋まって，奇
数部屋が全部空きます．そんな話を高校生にし
て，「『無限』って面白いでしょ」と言うんですけ
ど（笑）．
いい加減な性格ですから，研究そのものにつ

いて苦労を感じた，ということは余りありませ
ん．「これやったらどうなるか」「あれやったらど
うなるか」っていう試行錯誤，結果を出すまで
の過程が一番面白いです．我々の世界は理論物
理みたいに細かい数式は出てこないんですけど，
パズルを解くようなひらめきが必要です．少し
見方を変えたらパッと視界がひらける．式を捏
ね回すことはない．最近は結果をフォローする
ためにシミュレーションすることもありますけ
ど，紙と鉛筆がメインですね．数式よりは図を
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描いたりします．24時間，問題について考えて
いて，夢の中でそれが解けたりします．目が覚
めると「解けてたのに · · · · · ·」となることが若
い頃はちょくちょくありました．

—研究者の道へ進まれた経緯をお話下さい．

子供の頃から数学が好きで，大学受験時の最
初の志望先は理学部数学科でしたが，話を聞い
てみると就職先がないと言われました．ちょう
ど私が進路に悩んでいた時期は，日本に情報工
学科が入ってきて 5年目ぐらいで，「情報」とい
うものがそれほどポピュラーでありませんでし
た．でも卒業後の就職にも有利だと言われたの
で，大阪大学の情報工学科に入りました．当時
の情報工学学科は発達段階で，カリキュラムも
整備過程でした．数学で言えば線型代数とか微
積のような古典的な話，定番の講義もありませ
ん．教える先生方も，研究で得られた成果をす
ぐに講義に盛り込んだりして，次に何が出てく
るのか分からない，面白い授業がたくさんあり
ました．
数学に興味を持つようになったきっかけは，小

学校の図書館にあった代数の本．前から順番に
読むようなページ構成になっていない，変わっ
た本でした．1ページ目に「この問題の答えは
どっちか」．Aだと思ったら何ページに，Bだと
思ったら何ページに，というように正解不正解
ではなくて，解答の流れで本を読み進めていく
うちに，算数面白いぞと．で，小学校 2年生のと
きに πの計算をやってたんですけど，近似値を
ひたすら計算するだけなので，途中で循環小数
になって終わるんです．詳しい友達に別のやり
方を聞くと，循環しない．そのやり方を一生懸
命ノートに記録しました．毎日毎日，ひたすら
有理数の計算をやり続けていたら，そうしたら，
計算＝面白い，になってきて．高校も理系を選
択．法則をイメージしやすい数学の力を磨きま

した．電子ラジオを工作したり，電子ブロック
をいじったりするのは好きでしたけど，実際に
物を組み立てるよりも頭で考える方が好きだっ
たんですね．

—最後に趣味，興味関心をお聞かせ下さい．

最近は毎朝 6時に犬に起こされて散歩をした
り，家の隣にあるスポーツジムで汗を流したり
しています．中学・高校はバレーボール部だっ
たのですが，大学では西洋手相研究会に所属し
ていました．阪大だったんで，阪大病院に入院
されている方の生命線と寿命の関係性データを
とったことがあります．結論は「相関なし」だっ
たのですが（笑）．西洋手相は占星術と関係して
いて，手相の中に星占いの星がマッピングされ
ています．アリストテレスもやっていたという，
結構奥が深いんですよね．
それから源氏物語．原本じゃなくて訳本なの

ですが，ときどき勉強会に顔を出しています．個
人的には，源氏のライバル・頭の中将の娘で源
氏が養女として迎え入れる「玉葛」という登場
人物がお気に入りです．身持ちが固くて，最後
まで源氏を受け入れないんですよね．自分を持
ち続けられる女性がこの物語には少ないので惹
かれます．あるお医者さんが源氏物語に出てく
る病気と物語内容との関連性について本を書か
れていて，それが面白くてですね．自分もコン
ピュータサイエンスと何か掛け合わせて，本を
書けないかなと刺激を受けています．
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ソフトウェアサイエンス研究会（SS研）の紹介

緒方 和博
北陸先端科学技術大学院大学

1. はじめに
SS研は約 30年前にソフトウェアの第一人者で
ある片山卓也を中心に発足した．これまでの SS

研の紹介 [1]～[3]にあるとおり，規模は小さいが
多岐にわたる研究発表を受け入れている．ソフ
トウェアの対象が広範囲に及んでいることが理
由の一つであると考えられる．そのような対象
は増加の一途をたどっているため，更に多様な
研究発表を取り扱うことになるであろう．以降，
活動と活性化の工夫について記載し，最近の発
表について簡単に紹介する．なお，SS研の過去
のプログラム，今後の予定等は SS研のウェブサ
イト (www.ieice.org/iss/ss/)で入手可能である．
2. 活動
今年度は 4回の研究集会を予定している．第

1回は，7月 13日（水）～15日（金）に札幌で開
催した．知能ソフトウェア工学研究会と情報処
理学会ソフトウェア工学研究会との共催であっ
た．上述したようにソフトウェアの対象が広範
囲であること等により何に重きを置くかにより
異なる研究会が発足したりした．重きを置く研
究対象が異なってもソフトウェアという共通の
興味を共有するため共催での研究集会は意義の
あることであると考える．このため 4回の研究
集会のうち 3回は他研究会との共催である．第
2回はディペンダブルコンピューティング研究
会，第 3回はシステム数理と応用研究会との共
催を予定している．
3. 活性化の工夫
2011年度より「研究奨励賞」を設けている．
主に学生により執筆され学生により発表された
論文の中から優秀な発表論文を数件選び，発表
論文の著者全員を表彰している．2015年度は 3

件の発表論文が研究奨励賞を受賞した．これま
での研究奨励所受賞論文については SS研のウェ
ブサイトを参照されたい．
活動で述べた他研究会との共催も活性化の工

夫である．共催にすることでより多くの発表並
びに参加者を集めることができ研究集会の本来
の意味を達成できていると感じている．
4. 最近の発表
2015年 7月～2016年 7月にかけて 5回の研

究集会を催した．120件の発表があった．それ
らの発表をトピックスごとに分類した件数をグ
ラフに示す（図 1）．発表論文をどのトピックス
に分類するかは筆者の主観によるところが大き
い．ただし大まかな傾向は見て取ることができ
る．過去のトピックスごとの発表件数は文献 [1],

[3]を参照されたい．ソフトウェア保守（進化）
に関する発表件数が多いことが分かる．過去の
データ（[1], [3]）からもこのトピックスに関する
発表は多いことが分かる．ソフトウェア保守は
ソフトウェアの最重要課題の一つであることが
主な理由であるといえるだろう．過去のデータ
と比べると，テスト・デバッグに関する発表件

図 1. トピックスごとの発表件数
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数が多くなっていることが分かる．テスト・デ
バッグもソフトウェアの最重要課題であること
に加え，形式仕様や記号実行と組み合わせたテ
ストについて関心が高まっていることも理由と
して考えられる．項書換え等の理論よりの発表
は計算論・プログラム論等に分類され，長年に
わたり一定の発表件数がある．特定のトピック
スに分類できなかった発表が 9件あった．サー
ビスサイエンス，IoT，ネットワーク制御等に関
するものであった．他研究会との共催並びにソ
フトウェアの対象が広範囲であることに由来し
ていそうだ．
昨今機械学習が大変注目を集めている．囲碁
の世界チャンピオンを負かしたとの報道もあっ
た．このためか機械学習に関連する発表が 5件
あった．4件はソフトウェアへの応用であるが，
1件は機械学習プログラムのテストについてで
ある [4]．このようなプログラムは決定的なテス
トオラクルがないという意味においてテスト不
可能であるが，メタモルフィックテストを用い
ると準テスト可能になること，事例研究として
サポートベクタマシンのプログラムを対象にし
たことが報告された．このようなテスト不可能
なプログラムは世の中にあふれており，十分な
テストなしに実現場で使われていたりする．こ
の論文が発表された研究集会においてMRIで使
用されているソフトウェアに不具合があること
が発見され，このMRIで取得した画像に基づく
研究成果が無効になる可能性があるとの発表 [5]

があったことを知った．MRIで使用されている
ソフトウェアはテスト不可能な類のプログラム
である．「MRI，ソフトウェア，不具合」といっ
たキーワードで検索すると関連する記事を多数
見付けることはできるが，この話題について知
らなければいくら情報があふれていたとしても
そこにたどり着くことはできない．機械学習で
も無理であろう．このような情報を入手できる
ことは研究会に参加する意義の一つである．
筆者が面白いと感じている一連の研究発表に

Malbolgeに関するものがある．記述するのも読

むのも難解なプログラミング言語である．Hello

World! を表示するプログラムの作成に数年費
やしたと言われている．Malbolgeはチューリン
グ完全であるとの報告もある [6]．実用化を目指
したプログラムの難読化の研究が盛んに行われ
ていたこともあるが今は下火のようだ．Malbolge

の研究が実用にどう結び付くのかは全く不明で
ある．しかし，この研究を指揮している方は理論
計算機科学の第一線で活躍している研究者であ
り，そのような研究者が長年興味を抱いて研究
を継続しているということは，「深い構造をもっ
ていて探求するに値する」テーマ [1]であるに違
いない．一連の研究から得られた成果が実場面
で活躍することがあっても不思議ではない．
5. おわりに
SS研について簡単に紹介した．2017年 3月に
は沖縄での研究集会を予定している．皆さんの
抱くソフトウェアの既成概念を壊す研究発表に
出会えるかも．新しい風を感じに研究集会へ参
加するとともに研究集会で研究発表しませんか．
参考文献
[1] 関 浩之，“ソフトウェアサイエンス研究会の近
況報告，” 情報・システムソサイエティ誌，vol.15,

no.4, pp.8–9, Feb. 2010.

[2] 中島 震，“ソフトウェアサイエンス研究会の紹
介，”情報・システムソサイエティ誌，vol.17, no.3,

pp.8–9, Nov. 2012.

[3] 結縁祥治，“ソフトウェアサイエンス研究会の紹
介，”情報・システムソサイエティ誌，vol.19, no.2,

pp.11–12, Aug. 2014.

[4] 中島 震，B.H. Hai，“テスト不可能プログラム
中の準テスト可能コアのテスティング，”信学技報，
SS2016-1, July 2016.

[5] A. Eklund, T. E. Nicholsd, and H. Knutsson,

“Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial

extent have inflated false-positive rates,” PNAS,

vol.113, no.28, pp.7900–7905, July 2016.

[6] 長坂 哲，酒井正彦，坂部俊樹，草刈圭一朗，西
田直樹，“難解言語Malbolgeのチューリング完全
性について，” 信学技報，SS2010-37, Oct. 2011.
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ソフトウェアインタプライズモデリング (SWIM)研究会

荻野 正
明星大学

1. はじめに
情報通信技術を活用することがビジネスの成
功に直結するようになってからかなりの時間が
経ち，最近では，FinTechや Industry 4.0など最
新の情報技術が産業構造自体を大きく変革する
時代になってきている．インターネット（イント
ラネット含む）上で事業活動を営む企業や組織を
Internet based enterprise，略して Interpriseと呼
ぶが，SWIM (Software Interprise Modeling)研
究会では Interpriseの価値革新を情報技術の力
を使って活性化することを目標としている．そ
のためには，経営や情報技術双方の技術や立場
を超えた相互理解を醸成するモデリング及びモ
デリングフレームワークの研究を促進すること
が重要である．
SWIM研究会では，インターネット時代にお
けるエンタープライズのソフトウェアモデリン
グを基本テーマに，Web 2.0時代のビジネスモデ
ル（2008年度まで），次世代経営情報技術（2009

年度），クラウドコンピューティングトライアル
プロジェクト（2010年度）と，常にその次代の
最先端の情報技術と Interpriseとの融合をテー
マに検討を行ってきた．
SWIM研究会では，2012年度から 2年にわた

り「ビジネスモデルを科学するプロジェクト」で，
ビジネスモデルの分類と記述の検討を行い，2014
年度からはその後継プロジェクトとして「ビジ
ネスモデル 3.0タスクホース」を継続している．
本稿では，主要研究分野と SWIM研究会のプ
ロジェクトの活動状況について紹介する．

2. 主要研究分野
2.1 ビジネスモデルの記述
ビジネスモデルには様々な定義が存在するが，

ここでは「儲ける仕組み」と考える．この「儲
ける仕組み」は，ステークホルダの間で正しく
共有される必要があり，そのためには共通の言
語で記述されなければならない．情報技術とい
う土台の上でこれを行うために，モデリング言
語を用いることになる．
モデリング言語を用いてビジネスモデルを記

述することで，他のビジネスモデルとの比較検
討，新しいビジネスモデルの創出，ビジネスモデ
ルを支える情報システムの基本とする，ビジネ
スモデルを検証する等が実現できることになる．
この分野に関する研究最前線には次がある．
「ビジネスエンジニアリング序説 —ビジネス
モデルダイヤグラムのデザイン—」「インタプラ
イズモデル形成方法論 BD2 —A Sculptural Ap-

proach—」「教育についてのビジネスモデルの一
考察 —教授法の視点から—」「社会システムに
おいて継続進化するモデルのデザイン技法—人
間の認識と価値観および動的モデルの構図—」
「組織間にまたがる事業の問題構造抽出のため
の事業構造 CLD縮小化手法」「インタプライズ
モデル化技術の喫緊課題～BM Viability評価シ
ミュレーション～」「DEMOを用いた例外対応
業務のパタン化 ～検収拒否対応～」「戦略立案
のための消費行動モデルの提案 ～DAIDRUAE

モデル～」「サイバースペース革命 ～サイバー
スペースケーパビリティ論考～」
2.2 情報システム
ビジネスモデルの実行を支えるのが情報シス
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テムである．ビジネスモデルが2.1のモデリング
言語で記述されていれば，それをベースに情報
システムを構築することも可能である．また，モ
デリング以外にも，ビジネスモデルに適した様々
な情報システムの構築手法が研究されている．
この分野に関する研究最前線には次がある．
「クラウドサービス利用者の安心感を高める簡
易的秘密計算法の提案」「バッチ更新とオンライ
ン入力の同時実行制御方式—実装と評価—」「ク
ラウド時代のWebアプリケーション設計方法の
提案」「モデル駆動型データベース設計のケース
スタディ—RERモデルの実用実験—」「巨大災
害超急性期用救命情報共有システムデザイン案」
「UPPAALによるGAEの性能評価」「トラブル
再発防止プロセスの確立方式」「常設型監視機関
による組織的リスク管理方式」「限定合理性を考
慮したシステム設計完了時期の予測方法に関す
る研究」
2.3 ビジネスモデルの評価

Interpriseの優越はどのように評価すべきだろ
うか．売上，利益，成長率，顧客満足度など様々
な視点や評価指標が存在する．また，これら通
常の企業業績指標以外のパラメータを取得・評
価する試みも行われている．
この分野に関する研究最前線には次がある．
「ビジネス顕微鏡を用いた管理者見回り施策に
よる軽作業生産性向上の定量評価」「ビジネスモ
デル分析方法の事例研究」「ウェブ閲覧履歴に基
づくウェブサイトの類似性判別 ～SVDと ICA

による次元削減効果の比較～」「企業提携の結果
とそれに関する指標について」「経済・社会・環
境が持続可能なスマートシティ構築・運用のた
めの評価手法の研究～超スマート社会の実現に
向けて～」
3. SWIM研究会有志プロジェクト
SWIM研究会では，研究会の有志メンバーによ
るプロジェクトが行われている．ここでは，「ビジ
ネスモデルを科学するプロジェクト」と「ビジネ
スモデル 3.0タスクホース」について紹介する．

3.1 ビジネスモデルを科学するプロジェクト
ビジネスモデルを IT武装化するとの観点か

ら，ビジネスモデルを外面化し科学することを
目的として，2012年 11月から 2年間行われた
プロジェクトが「ビジネスモデルを科学するプ
ロジェクト」である．プロジェクトでは，ビジ
ネスモデルの定義を設定した後，ビジネスモデ
ルの特徴を明確にするために 7種類のビジネス
類型化を行った．
その後，ビジネスモデルの記述法について，プ

レイヤ間サービス記述法と ArchiMateの 2種類
の検討を行い，累計ごとにビジネスモデルの特
性の記述の可能性について検討した．その結果，
プレイヤ間サービス記述法は価値交換の記述に
適しており，ArchiMateはビジネスモデル実現
方式の記述に適していることを確認した [1]．
3.2 ビジネスモデル 3.0タスクホース
上記プロジェクトに引き続き，ビジネスモデル

のアイデアに基づき，ビジネスモデルの設計と
その評価によりビジネスモデルのブラッシュアッ
プを行った後，そのビジネスモデルを実現するビ
ジネスアーキテクチャを設計し，これによる情報
システムの実働化までの一連の手順を確立する
ことを目的として，2015年にタスクホースを立
ち上げた．このタスクホースでは，アイデアを迅
速にビジネスモデルに仕上げるとともに，ビジ
ネスモデルを支える情報システムの俊敏な実動
を目指している．これまでにPaaS型開発ツール
に要求される機能要件の整理と提案を行った [2]．
参考文献
[1] 片岡信弘，野地 保，堀米 明，黒瀬 晋，小松
昭英，増井久之，「ビジネスモデルを科学するプロ
ジェクト報告 008 ～2年間の報告と今後の取り組
み案～」，信学技報，SWIM2014-24, Nov. 2014.

[2] 片岡信弘，堀米 明，小松昭英，五月女健治，増
井久之，須栗裕樹，荒川弘熙，松本正雄，木村礼
壮，「ビジネスモデル 3.0タスクホース計画～アイ
デアから実動まで～」，信学技報，SWIM2015-6,

May 2015.
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クラウド基盤を活用した
産学共同のロボットサービスハッカソン紹介

松元 崇裕
日本電信電話

コミュニケーションロボットをサービスへ利
用する期待は急激に高まっており，接客や介護
支援，広告などの分野において，ロボットを活用
する試行錯誤が続けられている．一方で，人と
ロボットのコミュニケーションデザインや，セン
サデータとロボットを相互に連携させる仕組み
など，研究会でも度々取り上げられてきた内容
が，サービス化に向けた問題として顕著化して
きている．そのため今後はより学術分野の知見
を，産業へと展開していくことが望まれる．そ
のような背景の中で，ロボットのサービス化を
進めているベンチャー企業・デザイナ・事業者
と，研究者が幅広く交流することを目的として，
クラウドネットワークロボット (CNR)研究会で
は，NTTとの共催，iRooBO Network・ロボッ
トスタートとの協賛で産学共同のロボットサー
ビスハッカソンを開催した（図 1）．
ハッカソンは 2016年 6月に渋谷の Fab Café

Tokyoを会場として 2日間で開催された．参加
者はエンジニア，デザイナ，営業職，マーケティ
ング職，学生など幅広い分野から計 27 名が集
まり，各業種をバランスよく振り分けた 5チー

図 1. ハッカソンの様子

ムで始められた．ハッカソンでは CNR研究会
が扱う研究対象でもある，複数台のロボットや
ロボット以外のデバイス，アプリケーションが
ネットワークを介して連携することで実現され
るサービスの提案を課題とし，『ロボット “なら
では”のサービスをつくろう！』という自由度
の高いテーマが掲げられた．
ロボットを利用するハッカソンは，まだ個人

に広くロボットが普及していないことから，参
加者がハッカソンに必要な機材を全て準備する
ことは難しい．そこで今回は開催者側でデモ構
築用の物品の準備を行った．ロボットとしては
Sota，RoBoHoN，PALROの他に，BB-8や掃除
機ロボット．デバイスとしては照明 (Hue)，ス
イッチ，iPad．センサとして感情推定が可能な
OkaoVision，距離・加速度・照度センサが準備され
（図 2），各チームは初日にサービスデモ構築に必
要な物品を受け取り，2日間でデモを作成した．
初めて受け取ったロボットやセンサを使用し

たデモ構築を 2日という短い期間で行い，かつデ
ザイナや営業を専門とする非エンジニアにも開
発に参加してもらうため，今回のハッカソンで
はNTTで開発されている R-env：連舞 R©という
クラウド型の開発実行環境を用いた．以下，少々
紙面を割いてR-env：連舞 R©の技術的な特徴を紹
介させて頂く．
R-env：連舞 R©は複数のロボットやデバイス，ア
プリケーションをクラウド上で連携制御する開
発環境で，連携制御の内容をブラウザ上でグラ
フィカルにプログラミングできる（図 3）．ブラ
ウザ上で動作するため PCへ新規にインストー
ルなく開発を始められ，ほとんどの参加者は持
ち込んだ自身のPCを使って開発をしていた．ま
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図 2. ハッカソンに使用された機材

図 3. R-env：連舞 R©プログラム画面

たR-env：連舞 R©ではプログラムをロボットやデ
バイスへ書き込むことなくブラウザ上でそのま
ま実行可能であり，アカウントをチームで共有
することで，プログラムをチームで共有しなが
ら開発することができる．そのため，参加者は
チームでデバックを素早く繰り返しながらデモ
を構築していた．
ハッカソンはチームメンバへの自己紹介から
始まり，初日午前にサービスの考案とR-env：連
舞 R©についてのレクチャを受け，初日午後から
デモの開発を始めた．各チームは 2日目の夕方
までの最大 11時間を使い，デモを含めたプレゼ
ンテーションを完成させ，各チーム 10分の持ち
時間で発表を行った．
プレゼンテーションは第 21回 CNR研究会の

1セッションとして実施された．本稿では発表
されたサービスの中で最優秀作品に選出された
「箱入り娘と箱贈り親父」を紹介する．本サービ
スは離れた場所に住む父と娘をターゲットとし
て，父親が結婚式や誕生日といった記念日に，娘
へとメッセージを込めたロボットを贈ることが

図 4. 最優秀作品：「箱入り娘と箱贈り親父」

できるサービスである（図 4）．サービスを注文
すると，初めに父親にロボットやタブレットが
入った箱が届けられる．箱を開けると照度セン
サの変化で中のロボットたちが起動し，父親は
ロボットのレクチャに従い，娘へのメッセージ
や写真，音楽を登録していく．登録が終わると，
箱は次に父親から娘へと送られる．娘が箱を開
けると，ロボットが箱に入っている電球やタブ
レットを部屋へ設置するように指示され，娘の
設置が完了したことを検知すると，ロボットは
父親のメッセージを再生するとともに，音楽に
合わせた照明変化や，タブレットに思い出の写
真を提示するというものである．本作品は，娘
に直接会話するのが気恥ずかしい父親が，メー
ルよりも感動的に思いを伝達できる媒体として
ロボットへ着目した点．音楽や照明・ロボット
が上手に連携し父親のメッセージを伝える演出
の完成度の高さ．そしてサービスがロボット購
入ではなくレンタルとしても成り立つという新
しい販売方法の可能性が評価された．
プレゼンテーション後には，CNR研究会メン
バとハッカソン参加者の両方を交えた懇親会が
開催され，名刺交換やディスカッションなど各所
で積極的な交流が行われていた．ロボットサー
ビスは，まだまだ普及に向けた技術開発や市場
開拓が必要とされるところであるが，今回のよ
うな活動が，サービスを開発し販売する企業側
と，様々な知見や技術を提案していく研究会が
相互に刺激し合い，新しいサービスを生み出し
ていく足掛かりとなることを願う．
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パターン認識・メディア理解研究会
(PRMU)と

画像の認識・理解シンポジウム (MIRU)

PRMU副委員長
内田 誠一
九州大学

PRMU副委員長
藤吉 弘亘
中部大学

フェロー，PRMU委員長
前田 英作
日本電信電話

1. はじめに

パターン認識・メディア理解研究会 (PRMU)

は，2016年で満 20歳を迎えた研究会である．そ
の前身 PRU (1986～1995)，更にその前身 PRL

(1972～1985) から数えると満 44 歳ということ
になる*1．「パターン認識」をはじめて標榜した
PRLから数えると，2016年 3月の PRMU研究
会が通算第 430回に相当し，通算演題数は既に
8,000件を超えている．
現在，年 8回定例研究会を全国各地で開催し
ている．これに加えて，総合大会や FITにおけ
る特別セッションの企画，運営，学部学生を主た
る対象として，画像，映像処理，パターン認識か
ら課題を設計したアルゴリズムコンテスト，そし
て情報処理学会 CVIM研究会と協力して開催し
ている画像の認識・理解シンポジウム (MIRU)な
どが，主な活動内容である．本稿では，PRMU

の定例研究会及び MIRUの活動に焦点を絞り，
そこで実施されている各種の試みを紹介する．
2. PRMUの戦略的研究会運営

2.1 最新重要技術の啓蒙活動

PRMU研究会が扱ってきた学術分野は，昨今
喧伝されているデータサイエンスや機械学習，
そして人工知能などの技術と深い繋がりがある．

*1 PRLの発足の経緯，及び PRUを経て PRMUに至る歴
史については，文献 [1] に詳しい．

一般にデータサイエンスと呼ばれている領域は，
単に統計学の知識だけで問題が解決するわけで
はない．画像やセンサデータなど実世界のデー
タを解析し，そのデータの性質に応じた形で知
見を見いだす技術が必要になる．こうした実践
的なデータ解析課題は，正に当研究会が長年に
わたって扱ってきたものであり，今でも研究発
表の中心を占めている．
例えば，ディープニューラルネットワーク

(DNN) に関する発表が増えている中で，DNN

をそのまま利用した発表もあるが，各対象に特
化すべく様々な改良に関する発表も少なくない．
これは PRMU 研究会が長年培ってきた「対象
データの性質をよく見る」という実践的姿勢の
表れであるとも言えよう．こうした文化を基盤
としながら，新しい技術，研究成果の紹介，啓
蒙に積極的に取り組んでいる．
2016年総合大会では，「手取り足取りガイド」

と題したチュートリアルを実施した．参加者に
PCを持参頂き，OpenCV（画像情報学で頻繁に
利用されるライブラリ）による画像処理とDNN

によるパターン認識をその場で実践してもらっ
た．200人会場に入りきれないほどの大盛況で
あった．
また，2007年にPRMU研究会が主催して，「グ

ランドチャレンジ」と称して，これから扱うべき
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課題の方向性を議論した*2．その後に起こった
オープンサイエンスの潮流の中，昨今の PRMU

分野の進歩の速さは圧倒的であり，10年前の課
題群は既に解決済みのものになりつつある．そ
こで今，PRMUでは活きの良い若手，中堅研究
者による第二期グランドチャレンジを実施する
準備を進めている．
2.2 異分野交流への仕掛け

PRMUの研究科名称「パターン認識とメディ
ア理解」に「メディア」とあるように，本研究
会が射程においているものは，画像だけでなく
音，言語など多岐にわたる．また，パターン認
識技術の応用先は，すべての産業分野に及ぶも
のであろう．そこでこれまで，PRMUでは，電
子情報通信学会，情報処理学会，音響学会など
の様々な研究会との共催を仕掛けてきた．
例えば「音」も PRMUにとって重要なメディ
アであるとともに画像情報学と音情報学の技術・
知見の多くは重なる部分が多い．そこで，2015，
2016年度には音系研究会 (SP, ASJ-H)との共催
を実施した．画像と音の両分野間にある目に見
えない障壁を取り払い，双方がより密接に関わ
り会うことにより，両学術分野の更なる発展と
新たな展開が見えてくるはずである．
画像と音の連携を更に進める試みとして，

MIRU2016にて「MIRU× KIKU」と称する特
別企画を実施した．この企画では，「物理モデル」，
「特徴表現」，「インタフェースと応用」の 3軸につ
いて，音と画像の技術的共通点及び相違点を，両
分野から各 3名，合計 6名のエキスパートによっ
て炙り出して頂いた．なお情報処理学会音楽情
報科学研究会による「音学シンポジウム」（2016

年 5月）でも同様の講演会を実施した．これら
の企画は，幸い，画像，音両分野の研究者から

*2グランドチャレンジ実施の経緯と結果については，文献
[2] に詳しい．

好評を博した．
2.3 裾野を広げる—アルゴリズムコンテスト

1997年より毎年開催されているアルゴリズム
コンテストは今年で 20回を迎えた．画像の領域
分割や対象検出，認識など，様々なPRMU関連
技術を題材として，学生も興味を持ちやすい形
式でコンテスト形式の課題を提供している．例
えば，昨年度は「あの靴，どこの？—ロゴマー
クからメーカー当て！」，今年度は「みんなの足
取りを特定せよ！～多人数・多カメラ間追跡～」
といった具合である．準備や審査は大変である
が，毎年数十件の応募が寄せられており，当該
分野の若手育成に大きく貢献している．
2.4 主体的研究会運営—WG制度の導入

最後に 2015 年度より導入したワーキンググ
ループ (WG)制度を紹介する．それまで各月の
研究会で実施するテーマや企画内容の多くは幹
事団が中心となってデザインしてきた．これに
対してWG制度下では，専門委員会のメンバー
（幹事団 7名，専門委員 47名）を各月のWGに
分割して割り当て，WGメンバーで自主的に各
月の研究会を「プロデュース」してもらうこと
にした．これにより幹事団では思い付かない企
画が生まれ，また専門委員会委員には以前より
積極的に PRMU運営に関わってもらっている．
なお各月（全 8回分）に加え，アルゴリズムコ
ンテスト，FITでの特別企画，総合大会での特
別企画，と全部で 12WGが存在する．
3. 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU)

3.1 沿革と運営

画像の認識・理解シンポジウム（MIRU）は，
1992年に第 1回が開催され，2016年で第 19回を
迎えた．2016年は 250件を超える発表と 700名
を超える参加者を迎え，画像情報学に関する国
内最大の学術会議にまで成長した．PRMUと情
報処理学会コンピュータビジョンとイメージメ
ディア (CVIM)研究会が毎年交代で主催運営し
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ているが，施策の継続性と一貫性を保つために，
MIRU推進委員会を組織し運営上の基本方針を
決定している．国際化推進を目的として，ここ
4年間は査読付き論文は英語に限定していたが，
一定の成果をあげたこと，投稿者の幅を広げた
いという要望があることなどから，来年度から
は日本語投稿も許すことが決定された．
3.2 MIRU2016の開催内容

口頭発表は「査読付き発表」として投稿され
た 50件の中から，査読委員 3名と複数のエディ
タ，そしてプログラム委員会による厳正な審査
により，19件を選定した．これ以外にも，一般
（ポスター）発表（査読付き発表でオーラル選外
となったものも含む）217件，デモ 17件，企業
展示 9件，特別講演 3件，招待講演 25件（後
述），チュートリアル 5 件，そして先述の特別
企画MIRU×KIKUで構成される充実したプロ
グラムとなった．特別講演では，新井紀子先生
(NII)「AIの「精度」とは何か—東ロボ Pから
見えてきたこと」，河原林健一先生 (NII)「機械
学習・AI時代における基礎研究」，小林正啓先
生（大阪弁護士会）「画像の認識・理解をめぐる
法律問題について」と，MIRUの視野を広げて
頂ける方々に御登壇頂いた．
3.3 招待講演セッション

MIRUでは「招待講演」として，難関国際会
議採択論文の内容を口頭発表頂いている．その
元々の主旨は，深い難関国際会議で活躍されて
いる国内研究者の応援にある．最近この企画が
「うれしい悲鳴」状態となっている．すなわち，
国際舞台で活躍する日本人研究者が増えてきた

のである．今年は 70件近い候補の中から 25件
に絞り込まなければならなかった．
3.4 若手プログラム

2000年から開催されている「若手プログラム」
では，毎回趣向を凝らした企画が実施されてい
る．学生を含む「自称若手」が参加者であり，運
営委員もやはり比較的若手である．血気盛んな
参加者が夜（多くの場合，若手企画は，MIRU

のセッション終了後の夜に開催される）に頑張
り過ぎて本会議を疎かにしてしまわないような
工夫が必要になるほど，盛り上がっている．今
年は「研究に役立つツール・ノウハウを学んで
みる」というテーマで，なんと 108名（過去最
高）の参加があった．MIRU参加者の少なくと
も 7名に 1名は参加していることになる．
4. おわりに

PRMU研究会と，PRMUと関連の深いシン
ポジウムMIRUについて，昨今の活動の概要を
報告した．先述のように，当該分野の昨今の進
歩は著しい．PRMUはその中心軸の一つとして
機能すべく，今後も進化していくことになるだ
ろう．
参考文献
[1] 前田英作，“パターン認識・画像理解研究の将来に
向けて～実世界の解読・探索・デザイン～，”情報処
理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージ
メディア（CVIM），2016-CVIM-200 (17), pp.1–4

(2016).

[2] 鷲見和彦，“10年先を読む楽しみ，” 情報・システ
ムソサイエティ誌，vol.20, no.4, pp.15–16, Feb.

2016.
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局所線形写像に基づくハッシング

入江 豪
日本電信電話

新井 啓之
日本電信電話

谷口 行信
東京理科大学

このたびは，私どもの論文 [1]に対し，平成 28

年度電子情報通信学会論文賞という栄誉ある賞
を賜り，誠に光栄に存じます．多くの方の御指
導・御支援により本研究を推進することができ
ました．この場をお借りして御礼申し上げます．
本論文は，画像処理分野における基本的な問
題の一つである類似画像検索を取り上げ，これ
を高精度かつ効率的に実行する方法について論
じたものです．単純には，画像を何らかの特徴
量ベクトルによって表現し，クエリ画像の近傍
にあるデータベース画像を探せばよいのですが，
このような全探索はデータベース画像の枚数に
比例する時間を要するため，現実的な解決とは
なりません．これに対し，本論文ではハッシン
グと呼ばれる近似探索法に着目しました．ハッ
シングでは，ハッシュ関数と呼ばれる関数を用
い，元の特徴量ベクトルを低次元な二値ベクト
ル（ハッシュ）に変換します．二値ベクトルに
よる探索は，全探索よりも高速に実行できるた
め，検索を効率化することができます．
さて，ハッシングによって高精度な類似画像
検索を実現するには，元の特徴量ベクトル間の
“近さ”を保つようなハッシュ関数を構成するこ
とが肝要です．従来，主にユークリッド近傍構造
を保つようなハッシュ関数を得る試みがなされ
ていました．一方，類似画像がユークリッド近
傍に集中するケースは実はそう多くはなく，む
しろ滑らかに広がる低次元な多様体上に分布し
やすいことが知られています．

そこで，本論文では，多様体構造を保つよう
なハッシュ関数を学習する方法を提案しました．
まず，元の特徴量ベクトル空間に内包される多
様体構造を捕捉することを考えます．未知の多様
体構造を捉えるのは容易ではありませんが，「多
様体上の点は，同一多様体上近傍の点により効
率的に再構成できる」という知見を援用し，こ
れをうまく表現できる局所線形再構成モデルを
用いてアプローチしました．続いて，このよう
に捉えた多様体構造を保つように二値ベクトル
空間に埋め込むモデルを提案し，このモデルに
基づいてハッシュ関数を得る方法を考案しまし
た．結果，従来法と同等の処理時間で，より高
精度な検索が可能であることを示しました．
ハッシングは，画像だけでなくベクトルデー

タ一般に適用可能な技術です．分野を問わず，ま
すます大規模な問題を扱うようになってきてい
る昨今，本論文がそういった問題に取り組む研
究者・技術者の皆様の一助となれば，これほど
の喜びはございません．また，この研究は，筆
者らが企業研究所に属していながら実施したも
のであり，現在，実用に向けて鋭意研究開発に
取り組んでいるところです．この受賞を励みに，
是非広く皆様のお役に立てる形で世に出してい
けるよう，精進して参りたいと存じます．
参考文献
[1] 入江 豪，新井啓之，谷口行信，“局所線形写像
に基づくハッシング，” 信学論，vol.J97-D, no.12,

pp.1785–1796, Dec. 2014.
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Personalized PageRankに対する
アドホックな検索手法

藤原 靖宏
日本電信電話

中辻 真
エヌ・ティ・ティレゾナント

塩川 浩昭
筑波大学

三島 健
日本電信電話

鬼塚 真
大阪大学

このたびは表記の論文 [1] に対して電子情報
通信学会論文賞を頂き大変光栄に存じます．研
究を進めるにあたり議論を頂いた方々，査読の
プロセスにおいて有益なコメントを頂いた先生
方，研究を日頃から支えている家族にこの場を
お借りして感謝を申し上げます．
Personalized PageRankという技術はもともと

個人の趣向に基づいて重要なウェブページを計
算するために提案されましたが，その有効性か
らレコメンデーションや動画像のタグ付けなど
の様々なアプリケーションに応用されています．
受賞の対象となった論文は任意に与えられた大
規模なグラフにおいて Personalized PageRank

に基づいて類似するノードを前処理なしで高速
に計算する技術に関するものです．Personalized

PageRankの技術については以前から取り組ん
でいましたが，前処理を行わないと高速化でき
ない制約がありました．これはグラフが静的で
変化しないことを前提にしていたためです．研
究として考えると静的なグラフの次は動的なグ
ラフのための技術に取り組むのが定石です．し

かし私どもはそのような研究には取り組みませ
んでした．一般的に動的なグラフではノードま
たはエッジが一つずつ追加・削除されることを
考えるのですが，大規模なグラフの場合は多少
の追加・削除があっても Personalized PageRank

の値はほとんど変化しないためです．誤差的に
しか値が変化しないような問題に取り組むべき
ではないと考えたからです．しかしグラフが静
的であるという前提は解決したいと考えていた
ので，任意に与えられたグラフに対して前処理
なしで処理可能な技術に取り組みました．
本論文に対しては既存の研究にはなかった観

点に基づき新たな学術的成果を生み出したこと
が評価されたと考えております．この後もこの
賞に恥じぬよう，より一層研究に励んでいきた
いと考えております．
参考文献
[1] 藤原靖宏，中辻 真，塩川浩昭，三島 健，鬼塚
真，“Personalized PageRank に対するアドホッ
クな検索手法，”信学論，vol.J98-D, no.5, pp.774–

787, May 2015.
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The Case for Network Coding for
Collective Communication on HPC

Interconnection Networks

Ahmed SHALABY

E-JUST

藤原 一毅
国立情報学研究所

鯉渕 道紘
国立情報学研究所

私どもの論文 [1]に平成 27年度電子情報通信
学会論文賞という名誉ある賞を賜り，大変光栄
に存じます．本論文は，スーパコンピュータに代
表される高性能計算機における集合通信（例：マ
ルチキャスト）の通信データ量を削減するため
に，ネットワークコーディングを活用する新し
い方式を提案し，その有効性を示したものです．
1台の高性能計算機を構成するプロセッサ数は

大幅に増加しています．Top500ランキング 1位
のスーパコンピュータは，10年前は数万個のプ
ロセッサコアで構成されていましたが，現在で
は 1,000万個を超えています．一方でネットワー
クの性能向上は十倍強に留まります．したがっ
て，例えば，各プロセッサコアが他の全てのプ
ロセッサコアに向けて同時にデータ転送を行う
場合，その通信時間が相対的に大きくなり，シ
ステム性能の著しい劣化を招くことになります．
本論文では，集合通信におけるユニキャスト
の回数と通信データ量を削減するために，ネッ
トワークコーディングの活用を探求しました．提
案方法では，集合通信を階層的なマルチキャス
トに分け，単純なネットワークコーディング処
理を繰り返すことで，飛躍的な高速化を実現し
ます．私どもはネットワークコーディングの理論

的な美しさに魅せられ，その恩恵を高性能計算
機で活用できる現実的な方法を編み出しました．
高性能計算機の構成要素であるプロセッサやス

トレージは次々と新しい技術を取り入れ，GPU

や SSDへ姿を変えて高速化を達成しています．
著名な教科書である「コンピュータアーキテク
チャ：定量的アプローチ第 5版」は，第 1版と比
べて別の本のようです．もう一つの構成要素で
あるネットワークも変革の時期にきており，本
研究がその一助となれば望外の喜びです．
筆頭著者の SHALABYは 2013年，母国エジ
プトの騒乱に巻き込まれて大怪我を負い，共著
者らは大変心配していましたが，本賞受賞式典
出席のため 2016年 6月に来日し，3人で再会す
ることができました．SHALABYが元気な姿で
現れて，国立情報学研究所鯉渕研究室で研究し
ていたときの思い出話をしたことは，受賞と併
せて二重の喜びであったことを申し添えます．
参考文献
[1] A. Shalaby, I. Fujiwara, and M. Koibuchi, “The

Case for Network Coding for Collective Commu-

nication on HPC Interconnection Networks,” IE-

ICE Trans. Inf. & Syst., vol.E98-D, no.3, pp.661–

670, March 2015.
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FIT2016開催速報

秋山 達勇
NEC

1. はじめに
今年で第 15回目を迎える情報科学技術フォー
ラム (FIT2016)が，2016年 9月 7日（水）～9日
（金）に富山大で開催された．開催内容及びイベ
ントについて，筆者の感想を添えて報告する．
2. 参加者数・査読状況について
今年度の FITの参加者は，1,347人（速報値，

若干の差異を含む可能性あり）であり，昨年度
（1,206人）と比べて 1割程度多くの方に参加を
頂いた．申し込み件数は，査読付き論文が 96件，
一般論文が 502件，合わせて 598件であり，査読
付き論文の採択率は 42.7%（採録数 41）であっ
た．査読付き論文から選ばれる船井ベストペー
パー賞に 3件，FIT論文賞に 3件が選ばれ，8日
の FIT学術賞表彰式にて表彰された．受賞され
た方々にお慶び申し上げるとともに，論文査読
に御協力頂いた方々に感謝する．
3. 船井業績賞受賞記念講演
船井業績賞は情報技術分野に関する学術また

は関連事業に対し特別の功労がある方に贈られ
る賞である．今年の船井業績賞は，『初音ミク』
を世に送り出した，クリプトン・フューチャー・
メディア株式会社代表取締役の伊藤博之氏に贈
られた．
多くの読者は既に御存じであろう初音ミクは，

2007年 8月に歌声合成ソフトウェアとして登場
した．音声合成技術，コンピュータミュージッ
ク，そして，愛らしいキャラクタが特徴的な「女
の子」であり，何十万というアマチュアクリエ
イタの創作活動を生み出している．
初音ミクが持つ引き出しの多さ，著作権に配

慮したコンテンツ流通の仕組みにより，様々な

分野に初音ミクが進出している．例えば，音楽で
は，MIKUEXPOと呼ばれるコンサートが，日
本（5都市），北米（10都市），台湾で開催され，
イーハトーブ交響曲にも参加している．アート
では森美術館で 2013年に開催された “Love展”

にも登場し，ファッションではルイヴィトンと
のコラボレーションも行っている．
講演の最後で，伊藤氏は，ほかの芸術の例を

参照しながら，「もともと人々は創作することが
大好きで，創作した人物を尊ぶ傾向があり，初
音ミクは，もともと人間が持っている創作好き
を顕在化させた存在である」と結んでいた．
会場となった黒田講堂ホールは 425名の聴講

者が参加とのことであり，若い聴講者の参加も目
立った．伊藤氏の貴重な講演に感謝申し上げる．
4. イベント企画・展示会
本年 8 月号に掲載された天野先生の記事 [1]

に掲載されているように，運営委員会を中心に，
FITを活性化する取り組みが検討されている．今
年からの取り組みとして，従来から行われてい
る研究会による企画だけでなく，実行委員，プ

図 1. 伊藤博之氏の記念講演
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ログラム委員による企画を増やすことで，様々
なタイプのイベントを準備した．紙面の都合で，
以下，筆者が企画・聴講したイベントの幾つか
についてのみ報告する．
・第 7 回相磯杯 The 2nd RECONF/CPSY/

ARC/GITraxデザインコンペティション本選
対戦型のゲームである Traxを題材にプレイ

ヤを設計するデザインコンテスト [2]の本選であ
る．プレイヤは FPGA，GPU，PCなどで実装
可能で，消費電力によって二つのクラス（エン
ベデッド，一般）で勝敗が競われる．Traxでは，
白線・赤線があらかじめ決められた形で印刷さ
れている（コンピュータ上の仮想）パネルを使
用し，先手は白線を，後手は赤線をつなげるよ
うに並べていく．つなげた線が閉路を形成する
か，“ビクトリーライン”と呼ばれる長い線を形
成したプレイヤが勝ちとなる．持ち時間は 1手
1秒で，打ち手は即座に会場内のスクリーン上
に映し出される．
筆者は局面の優劣の評価が全くできず，打ち
手の意味を考える時間もなく手が進行するため，
あたかも絵画の制作過程を早回しで見ているよ
うな気分であった．ただ，長い手数を経て決着が
ついた勝負では，会場全体が盛り上がり，ゲー
ムの持つ魅力を感じた．特に，一般部門の決勝
は白熱した展開だった．なお，優勝は二つのクラ
スとも，チーム静岡大学 Trax Solverであった．
・10年後も情報科学技術者であるために
専門分野を問わずに 10年後も情報科学技術者

であるためのヒントになればとの思いから，筆
者が企画したイベントである．
東工大の札野先生からは，「新しい時代の技術
者倫理—人と組織の well-being（よく生きるこ
と）を高める倫理—」とのタイトルで御講演頂
いた．国際的な技術者倫理が求める「公衆の安
全，健康，福利の最優先」という原則に従って
仕事をすることにより，自分より大きなものに

対する貢献ができ，結果，公共の福利が得られ
るだけでなく，技術者自身も幸せになるとの結
語であった．情報システム総研の児玉氏からは，
技術者としていかに能力を自己研鑽 (CPD)すべ
きかについて，技術者資格制度との関連から御
講演頂いた．CPDはプロフェッショナルとして
の自分の未来を作るための手段であり，クライ
アントの役に立つために，理想を持って行うべ
き，との言葉が印象的であった．
・FIT2016 BUSINESS TREND これが情報技
術 ×ビジネスの最先端だ
「機械学習」「クラウド」など，近年に最先端
として研究された情報技術がどのようにビジネ
スへ応用されているかについて，5人の方から
御講演頂いた．変化の激しい時代に，いかに技
術を獲得しビジネスに応用していくかについて，
具体例が語られた．質疑応答では，講演者が大
学教育に望むことは何か，との質問に対し，「最
新技術だけでなくその基礎を十分に理解し，自
らの力で新しい問題を解決できる人材を輩出す
ること」との声が多く挙がっていた．
5. 終わりに
FIT2016に関わられた全ての関係者の皆様に
感謝する．各セッションとも多くの聴講者が参
加し，充実した情報交流の場になった．
来年の FITは 2017年 9月 12日から 14日に

かけて東京大学で開催される [3]．来年の FITか
ら，査読付き論文が廃止され，賞応募論文を募
集する予定である．詳細は随時ホームページ等
で公開するので確認して頂きたい．来年も多く
の方々の参加をお願いして，本稿を閉じる．
参考文献
[1] 天野英晴，“初心に返って出直す FIT，”情報・シス
テムソサイエティ誌，vol.21, no.2, pp.15–16, Aug.

2016.

[2] http://trax-fit2016.github.io/contest/

[3] http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2017/
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最近の画像・映像メディア意味解析・検索研究に関して
思うこと

フェロー 佐藤 真一
国立情報学研究所

1. はじめに

主として画像・映像を対象とし，その意味解
析並びに検索の研究に携わってきている．究極
の目標は，人間に成り代わって大量の画像・映
像を見て，所望の画像・映像を見付け出してく
れるようなシステムの構築である．そのために
は，画像・映像を見て，そこに何が映っている
のか，どのような意味なのか，それは人間の所
望の画像・映像なのかを人間に成り代わって判
断できるような，与えられた画像・映像から人
間が読み取るような意味内容を抽出できるシス
テムの構築が必要である．しかしながら，観測
可能な画像・映像は画素の時空間の並びに過ぎ
ず，そうした情報と上記の意味内容との間には
セマンティックギャップと呼ばれる大きなかい離
があり，それがゆえ画像・映像の意味解析は極
めて困難であると考えられていた．それが昨今，
画像の意味分類や顔画像の認識等において，人
間の性能を凌駕するプログラムが出現してきて
いる．
これは，インターネットや SNSの普及により，
画像・映像を含む大量のデータがオンラインで
誰でも利用可能となり，強力な検索エンジンや
Amazon Mechanical Turkのようなクラウドソー
シングにより大量の学習データが構築可能となっ
た上，深層学習 (Deep Learning)を代表とする
機械学習技術の進展によるところが大きい．画
像・映像を含む大量のデータが利用可能である
上に，その意味解析を行う手法も成熟してきて
おり，今では情報通信技術でできることが無限
といっていいほど大きくなっている．その一方，

特に学術方面の研究者としては，研究がやりに
くくなっているようにも感じる．ここでは，こ
うした点についての筆者の雑感を述べさせて頂
きたいと思う．
2. 大規模データ

高性能の解析技術の実現には，大規模データ
の利用が必要不可欠である．画像意味分類問題を
例にとると，黎明期のよく知られた Caltech101

は数千程度の画像のみであったが，人間の識別性
能を超えた識別器の学習で用いられた ImageNet

は数千万画像を有する．性能が高くなるのは良
いが，大規模になると保存するだけでも大変で
あり，特徴量を抽出するだけでも下手をすると
何年も掛かる．一方，上記のようなオープンな
データならまだよいが，特定の巨大企業による
自前の巨大データを活用した研究成果も見られ
るようになった．FaceNet [1]はGoogleによる人
間の認識能力を超えた顔画像識別技術として知
られているが，その学習は自前の 800万人の 1～
2億画像を使って学習したという．当然公開はさ
れていない．画像・マルチメディア分野のみなら
ず，データベース，情報検索等の分野でも，巨
大データを保有する巨大企業でないと実施でき
ないような研究が散見されるようになっている．
3. 深層学習

言うまでもなく，昨今の画像・映像意味解析
の飛躍的性能向上は深層学習によるところ大だ
が，問題もある．一つは深層学習の「学習」に
は多大な計算資源が必要である．YouTube映像
を学習したら猫に反応するニューロンができた
という有名な論文 [2]によると，学習は 16,000
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コアを 3日間回し続けたという．Googleの研究
者らによる論文だが，これだけの資源を使える
研究者は僅少であろう．これにより多くの研究
者は学習済みの識別機をブラックボックスとし
て使うか，ちょっとだけファインチューニング
するかということになる．
もう一つの問題は汎化能力，あるいはある種
の常識の欠如の問題である．深層学習は学習時
に使われた対象領域についての既知のクラスの
識別には極めて高性能を発揮するが，未知の対
象・未知のクラスの取り扱いが極めて困難であ
る．深層学習による識別機に，どう見ても砂の
嵐なのにチーターであると断言させる画像 [3]，
どう見てもパンダなのにテナガザルと断言させ
る画像 [4]を作成できるという．テスラモーター
スの自動運転車が前方を横切るタンクローリー
を認識できず衝突事故を起こした例も記憶に新
しい．こうした問題に取り組むのは学術的に意
義深い．しかし，その研究に大量データ・大量
計算資源が必要ではやはり実施は難しい．こう
した問題の本質を昇華した小規模データが抽出
可能であり，ここで問題解決すれば元の大規模
データでの上記の問題も解決されるならばよい
が，そのような昇華はそう単純ではないであろ
う．問題が生じればそのたびに学習データを追
加すればよいという説もあるが，フレーム問題
がデジャヴのように思い起こされる．
4. ベンチマーク

科学研究の基本は公正な評価であり，ベンチ
マークデータの利用により，同一のデータで同
一の評価尺度で比較が可能となり，性能の絶え
ざる向上に資するところ極めて大である．前述
のCaltechや ImageNetもこうしたベンチマーク
の例であり，関連分野の技術的進展に大きく寄
与している．研究もしやすく，良い性能が出れ
ばそれだけで手法の有効性の重大な証拠となる．
自前のデータを使った評価ではそうはいかない．

その一方で，ベンチマークの利用は，その問題
設定に従うことになり，ベンチマーク作成者の
想定した問題設定を唯々諾々と受け入れること
に他ならない．新たな問題を切り開くという見
地からは，思考停止ともなりかねない．情報通
信分野では，既存の問題の性能向上も重要であ
る一方，新たな問題・新たな価値の創成も重要で
ある．新たな問題設定の提案は，日本人は不得意
であるとも言われているように思われる．こう
した研究にも積極的に取り組みたい．日本発の，
日本独自の価値観に基づく新たなベンチマーク
の提案はできないものか．
5. おわりに
昨今の画像・映像意味解析技術の性能の飛躍

的進展に関連して，思うところを取り留めもな
く記述した．データ・計算資源を持てる研究者
と，持たざる研究者との間で，実施し得る研究
に本質的な違いが生じているのは憂慮すべきこ
とかと感じている．その一方で，この状況を認
識した上でうまく工夫すればまだいろいろな研
究ができると固く信じている．持てる研究者も
持たざる研究者もともに，それぞれの立場独自
の視点から特色のある研究を実施すること，ま
たそのための出色の問題設定や日本発のベンチ
マーク等の創出に向けた議論ができると素晴ら
しいと考えている．
参考文献
[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin,

“FaceNet,” CVPR, 2015.

[2] Q.V. Le, M. Ranzato, R. Monga, M. Devin,

K. Chen, G.S. Corrado, J. Dean, and A.Y. Ng,

“Building high-level features using large scale un-

supervised learning,” ICML, 2012.

[3] A. Nguyen, J. Yosinski, and J. Clune, “Deep

Neural Networks are Easily Fooled,” CVPR,

2015.

[4] I.J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, “Ex-

plaining and Harnessing Adversarial Examples,”

ICLR, 2015.
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夜明け前が一番暗い

萩本 和男
NTTエレクトロニクス

図らずも今春に紫綬褒章の栄に浴し，このよ
うな原稿を書く機会を頂きました．業界関係者
から親戚縁者に至るまで，お祝いの言葉を頂き
恐縮することが多いのですが，対象となる業績
は平成元年を迎える直前に準備を重ねてきたも
ので，平成のスタートが小生の誕生日と同じだっ
たこともあって，それまでのままならぬ日々を
払拭して，平成元年（1989年）は自分の年にす
るんだと意気込んでいました．正月返上で取り
組んだ結果，重要な進展をこの年の 2月に国際
会議に発表でき，多くの注目を浴びました．そ
れでも，実際の所，社会的には海のものとも山
のものともつかぬ「小さな一歩」であったわけ
です．それが，栄に浴すに値する社会への貢献
に至ったのは，その後の想像を超える展開に寄
るものであり，B-ISDNの一環ではあったわけで
すが，「それは何？」と言われそうな社会需要と
業界関係者のたゆまぬ努力の賜で，フライング
すれすれスタートダッシュした萌芽が思いもよ
らぬ発展に至った幸運を感謝する次第です．私
も還暦を過ぎましたので，タイトロープを渡っ
てきた私の人生の 1週目を結果オーライで振り
返ってみようと思います．
私の活動範囲は，光ファイバ通信の研究で，そ
の領域は，デバイスオリエンテッドな通信シス
テムの研究でしたので，電子情報通信学会でも
通信ソサイエティとエレクトロニクスソサイエ
ティが活動分野でしたので，ISSのジャーナル
の読者にメッセージを送るとすれば，標題に尽
きます．
私の就職面接で人生の目標を聞かれたとき，距

離の克服による東京一極集中の打破ですと答え，
ファイバ通信の全国展開をしたいとNTT（当時
の電電公社）に入社しましたが，まだ研究途上
だと言われ研究所に配属されました．共働きの
尋常高等小学校卒の両親の人生が家を買うこと
に最大限の努力を払うことになった要因を，親
よりも 10年以上学業に費やした私の最大の課題
としていましたが，40年も経とうとした今，地
域創生と安倍首相が唱えているぐらい，一極集
中の課題は何も進展していません．光ファイバ
通信と受章の対象となったファイバ増幅器によ
る「超大容量光増幅中継システムの開発」によ
り，一周が 4万 kmしかない世界は明らかに小
さくなったけれど，日本内の地域はむしろ遠く
なったかもしれません．
NTTの研究所で 30年の似たような研究開発
をやっていて多少の成果は出て当然だし，当た
り前のことをやっているだけだと言われてきま
した．最大限の褒め言葉として受け止めること
にしています．なぜなら，うまくいって広まっ
たから当たり前になっただけで，その前は，「本
気か？」「非常識だ！」とか言われていたわけで
すから，自分としては，「非常識を常識に」とい
うのが信条です．結果として，当たり前のこと
になったのは，最大の成功だから．しかし，う
まくいったことのほんの寸前は，むしろ絶望的
に近い状況でした．トンネルを出るとそこは雪
国だったという光景，宇宙に行って「地球は青
かった」といった感動，それまでの暗闇や重力と
の戦いの賜だから出る真実の台詞だと思いまし
た．先端的な研究開発において計画どおりに物
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事が進んだことはないはずです．計画的なこと
は計画を立てた段階で，誰かが実行しています
し，未踏大地を行くのに計画などあってなきが
ごとくだと思います．目標は大事ですが，行動
計画はアドリブの連続だったし，ライバルや環
境事情も予想を超えることを打ち出してくるの
で，それを乗り越えないと先頭には立てないし，
立ったとしても「それが本当に正しい方向？」な
のか不安になってくるし，追い掛けていた方が
楽なこともしばしばです．誰も結果を知らない
のですから，計画は計画で，事実はもっと劇的
です．Googleを見ても，最初からあのような展
開を予想できていないと思いますが，見事に演
じきっていると思います．
Googleとはデータセンタ構築で，光伝送技術
の活用も広がっているので，カリフォルニアで
ミーティングを時々しますが，まことにアグレッ
シブです．分野は残念ながら，皆さんがよく御
存じの検索から AI のような分野ではなくネッ
トワークインフラの物理層の分野ですが，ファ
イバを全国に展開したかつての NTTのマイン
ドに重なる部分があって，ビジネスにつながる
かどうかは別にして，協力したくなります．私
の場合も，光ファイバ通信の大容量化を目指し
ているのは，媒体の低損失性と 200THzという
電磁波としての周波数の高さゆえの 10THz規
模の未開拓「帯域」へのチャレンジであり，決
して荒唐無稽な挑戦とは思っていませんでした
が，手段は全く分からず，最初の F-400M（同軸
伝送方式と同程度の容量で中継距離を 20倍が目
標）は，1985年には全国展開されましたが，ス
ペックでは 1THz帯域を使って，400Mbitを送
るシステムでした．現在では，5THzを使って，
20Tbitを送ることができるまでになりました．
35年余りの持続的な努力の結果，ありとあらゆ
る手段を結集してイノベーションの一つになっ
たと業界関係者とは喜びを分かち合っています．

もう少し儲け方があったのではないかと反省も
していますが，それはどうしたものかと思案中
です．
図 1の写真は，1989年にファイバ増幅器によ

る最初の伝送実験に成功したときに使ったエル
ビウム添加ファイバです．当時のパワー不足の
励起レーザでは出力が足りなかったため，唯一
無二のファイバを 2 分割しようとしたときに，
同僚が「半分に切りますか」と言ったので，「バ
カか！ もし失敗したら両方ダメになる」．黄金
比で切ってまき直すことに決めました．その結
果，長い方がパワーアンプになり短い方がプリ
アンプになったので，そのときの特許が受章の
元になっています．なぜ 1本しかないかという
と，ファイバレーザを研究していた別のグルー
プで研究をやめるので，あげると言われた 1本
だからです．狭線幅のレーザを実現するために
薄く長く引いたエルビウム添加ファイバは当時
この 1本だけでした．このただのファイバに見
える素線が，80 kmのファイバ区間のロスを補っ
て余りある増幅パワーを提供してくれるとは魔
法のように感じました．一方で，光直接変調直
接検波方式は，性能の改善に行き詰まりコヒー
レント方式（マイクロ波と同様な方式）にトッ
プデータで後塵を拝していました．コヒーレン
ト方式は，性能は凌駕しているけど，量産性に
ハードルが高すぎると思っていましたが，性能
と伝送品質で決定的に劣っていたので，周辺技

図 1. 実験に用いた 2本の Er添加ファイバ
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術を仕上げて，後は靴磨きでもしよう（コヒー
レント方式のサポート）と覚悟を決めていまし
たが，最後の決戦と思ったのが，光直接増幅で
した．コヒーレント方式は，ローカル発振器を
もって光間接増幅と思っていたので，光ならで
は（量子性を使い熱雑音を克服する）の直接増
幅にこだわってみたのですが，明らかに分が悪
いのが 1988年（1年前）でした．しかし，89年
に成功したファイバ増幅中継においては，やれ
ばやるほど感動的にエルビウム添加ファイバ増
幅器は素晴らしかったです．人を感動させる研
究をしたいと思っていましたが，自分が感動し
ました．波長多重方式というのが昔からあった
のですが，合分波器のロス等で伝送距離が著し
く短くなり有力な方式になっていませんでした．
しかし，ファイバ増幅器が多くの波長を一括で
歪みなく増幅でき，300台つないでも帯域が確
保できるということで，あっという間に太平洋
横断を光ファイバ増幅だけで中継できる検証が
できました．NTTの陸上方式と似たようなタイ
ミングで，信頼性を重視していた海底システム
に導入する判断をKDDとAT&Tがしたのには，
ビックリしました．更に，NTTの光アクセス方
式の中で，映像分配配信にも使用され，光ファ
イバ通信のあらゆる分野で使われることになり
ました．
ITU-Tという国際標準化団体へも提案しまし

たが，米国から対案をぶつけられたりで，四面楚
歌となったときもありましたが，いろいろな理
屈を作っては対抗しました．NTTで初期導入も
始まりましたが，開発費の方が導入額より大き
いというレベルの試験導入に留まっていたので，
次の展開のため，もがいていたときに，ISDNの
夜間フラットレートでトラヒックの増大が刺激さ
れリングネットワークの展開やイーサ系のサー
ビスインタフェースの進展で，周辺環境が好転
すると一転して前向きな状態となり，一気に進

みました．少数派のときは，一つ一つ自分で取
り組んでいかないと進みませんでしたが，多数
派になると世界中で開発が進み，関連する分野
と組み合わさってあっという間に仕上がってい
きます．そうなるといろいろな仕掛けが始まり，
当初描いていたこととは違う展開にもなってし
まいます．グローバルに進む中で，舵取りは思う
ようにはいきませんでしたが，自分を捨てれば
マクロには格段と進みました．現実の厳しさと
ダイナミクスを実感することになりました．そ
れでも社会主義になることなく，資本主義社会
での成功を規範に進めてきたつもりです．鄧小
平が言ったように「黒い猫でも白い猫でも，ネ
ズミをとる猫が良い猫」と思って，客観的判断
基準を維持することに努めています．信条だけ
でも，修正主義だけでも，確かではありません．
電磁界解析でも境界条件がほとんど全てを決め
ます．「神は細部に宿る」のかもしれません．周辺
環境の変化に気を配らないと社会的な成功まで
にはたどり着けないのだろうと思いますが，そ
れは能力を超えるので，多くの関係者に助けて
もらいながら進んできたし，これからもそうだ
ろうと思います．
専門家同士の議論では，時々，高度な知識ゆえ

に議論が主義主張の場になりがちですが，それ
だけで決まるほど社会構造は単純ではなく，正
に複雑系だなと実感しています．一度は，打倒
したコヒーレント方式も，今では，ファイバ増幅
器の帯域を使い切り，多値変調を使ったコヒー
レント方式により増幅器の帯域の有効利用や歪
み補償を進めています．技術の善し悪しよりも，
周辺事情でその活用時期や順番が決まってくる
なと思いますし，システムデザイナとしては手
順を誤ってはいけないと戒めています．
実際にスケール（ワールドに発展）するかど

うかは，極めて不確かな社会需要をうまくとら
えられるかに掛かっていると思いますが，それ
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は甚だ観念的であり，計画段階で予想すること
は私には困難なことだなと思います．つまると
ころ，自分がいくら出してそれを買うかだと思
いますが，その点では，趣味に走り，マニアッ
クで，高いものが好きな私の経済観念が果たし
てどれほどの妥当性を持っているのかは，疑問
です（趣味にコストパフォーマンスは邪道だと
思っているので）．母親や妹からは，経済観念が
ないと断言されています．それでも，NTTの子
会社とはいえ社長をやっているわけですし，運
良く会社の業績も上向きなので，全くないと言
うことはないと思うのですが，女性の身内の表
現は甚だ厳しいものです．これからも，精進し
ていくことを誓って筆を置きます．
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情報・システムソサイエティ誌の新たな役割

ソサイエティ誌編集委員長
門田 啓

NEC

1. 「ソ誌」を電子化しました
通称「ソ誌」と呼ばれる本誌ですが，通巻 83

号より科学技術振興機構 (JST)の J-STAGEで
の公開を開始しました [1]．1996年の創刊以来，
特別号合わせ年 5回紙媒体で発行してきました
が，通巻 80号でお知らせしたとおり，このたび
無事電子的に公開となりました．過去号につい
ても，著作権を本会に譲渡頂いている通巻 62号
以降について，順次公開していく予定です．
通巻 81号から，表紙右上に国際標準逐次刊行

物番号 (ISSN) が記載されているのはお気づき
でしょうか．公開にあたり ISSNも取得しまし
た．論文誌の付録で始まった本誌ですが，論文
誌が電子化される過程で付録から昇格し，つい
には ISSN付の刊行物にまで進歩したと言える
のでしょうか．
2. J-STAGE公開にあたり
これまでも信学会のサイトから各号（通巻）

単位で電子版を提供してきましたが，J-STAGE

ではコンテンツ（記事）単位の提供となります．
また，キーワードの付加や J-STAGEの検索機能
などにより検索性も向上します．そのため，こ
れまでよりもコンテンツへのアクセスが容易に
なります．論文検索をしていたら，ソサイエティ
人図鑑などで，論文では見られない著者の姿に
出会えるなんてこともあるかもしれません．
ISS会員に限らず，本誌のコンテンツへ誰でも

アクセス可能になります．これまで主に ISS内
に向けて ISS内の情報を発信してきました．こ
れからは ISSの内から外へ・外から内へと，本
誌の守備範囲を広げていく予定です．
その一環として，通巻 82 号より「コミュニ

ティ通信」という新しい企画を立ち上げました．

第 1回目は，イギリスで Googleに勤める日本
人若手研究者の貴重な体験談です．学生や若手
研究者のキャリア設計の一助になれば幸いです．
第 2回目は，探査機はやぶさに関する記事です．
画像処理や認識等の ISSの研究分野と宇宙開発
分野の二つが交わる領域で，関連する研究者に
何らかの参考になれば幸いです．
ISS外へ広く発信することを目的とした記事

については，これから充実させていく予定です．
紹介したいという内容をお持ちの研究会は，是
非本誌編集委員会まで御連絡下さい．
3. これからの「ソ誌」
J-STAGEで電子的に公開となりましたが，ま

だ記事ごとに PDFとなっているだけです．「情
報・システム」を名乗るソサイエティですので，
そのあたりの技術を駆使したコンテンツを提供
したいと思うところではありますが，紙媒体を
そのまま PDF化しただけとはお恥ずかしいか
ぎりです．
実は本誌はその体裁上，ページ数が 4の倍数
でなければならないという制約があります．当
面は紙媒体での配布も継続しますが，完全に電
子化されると，そのような制約やページ数の上
限も緩和されます．映像の活用といった電子媒
体でなければできないようなコンテンツについ
ても，おいおい検討していく予定です．
学会誌ではできないようなことも，ソ誌なら

可能です．何かアイデアのある方は，ソ誌を実
験の場ととらえて頂いてもよいですので，御提
案頂ければ大歓迎です．
参考文献
[1] https://www.jstage.jst.go.jp/browse/

ieiceissjournal/21/2/ contents/-char/ja/
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Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.
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【お詫び】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 3号（通巻 84号）

お 詫 び

情報・システムソサイエティ誌（第 21巻第 2号通巻 83号）目次の「研究会インタビュー
ソサイエティ人図鑑」の表記に誤りがございました．以下のとおり訂正させて頂きます．

ソサイエティ人図鑑 No.16 —井原雅行さん（CW研究会）································ 4

インタビューに応じて頂きました井原雅行様ほか関係者各位，会員の皆様に多大なる御
迷惑をお掛けいたしました．謹んでお詫び申し上げます．

電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ
ソサイエティ誌編集委員会
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編集後記 右も左もわからず主担当を仰せつかりましたが，何とか出版までこぎつけられて安心しておりま
す．今号の記事には人工知能やディープラーニングに関する話題も多く，時代の流れを感じます．（主担当：
鈴木）▼初めての編集作業を担当させて頂き，著者の皆様の大事な原稿を預からせて頂くことの責任感，緊
張感をたっぷり味わわせて頂きました．御協力を頂いた多くの皆様に感謝いたします．（副担当：黒柳）
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