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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【巻頭言】

いただき

頂の上に旗を立てる

フェロー 前田 英作
東京電機大学

学術探求の営みは，登山に例えられることが
多い．ある高みに到達すると視界が突然開け，下
界を一望できる．そして，その先に連なる山々が
新たに見えてくる．Eurekaの一瞬，全ての

いただき
頂

に憩いありである．登山家がなぜ危険を冒して
山に登るのか，それに対する正解など存在しな
いように，学術探究も根源的動機は真理との対
話なのであって，それは本来深い内省によって
成立する作業である．
より困難な高い山に登ることができるのは素
晴らしいことではあるけれど，登った山の価値
は時代とともに変遷する．地殻変動など幾らで
も起こり得るのである．だから大事なことは，小
さな山でもよいからその頂上に立つことであろ
う．それが基本原理の発見であることもあれば，
単なる制御パラメータの最適化であることもあ
る．重要なことは，何が前提条件でそのときに
何が成立するのか，はっきり「白黒をつける」こ
とだ．あちこち歩き回ったけれど頂上がどこだ
か分からない研究は少し罪が重い．そして頂上
に旗を立てるのは先取権を主張するためなので
はなく，そこが頂上であること，あるいは過去
にそこが頂上であったことを責任をもって表明
するためなのである．
登山と学術研究の間に違いがあるとすれば，
登山は死がより身近にあるということであろう．
一人一人の人間の本当の価値，能力は修羅場で
こそ明らかになる．それが生死を分かつことも
あるのであり，生物進化の適者生存とはそうい
うことだ．アメリカ映画「アポロ 13号」や「ハ
ドソン川の奇跡」を引き合いに出すまでもない
だろう．修羅場において遭遇する状況は大抵の
場合想定外のことである．だからたくさんの「修
羅場を踏む」ことで人は成長していくのである．
登山家で医師の原

まこと
真氏は，登山は問題解決学

であると言う．5,000mを超える高山での低酸素

は，体力だけでなく思考力をも奪う．極限環境
において友情などは軽々と崩壊し，その人の本
性が現れる．では日常生活の中でその人の本当
の性格を見抜くにはどうすればよいか．氏は長
年の過酷な体験を踏まえた上で，「何を言ったか
ではなく，何を行ったかをみることだ」という
[1]．そう言えば，あの故ランディ・パウシュ教
授も，一歳の娘に同じ言葉を

のこ
遺していた．言い

寄ってくる男性がいたときのアドバイスとして
[2]．そして原氏曰く，「言行一致の実行や評価に
際しては微妙複雑な技術がいる．人間世界にお
ける欺瞞の技術は高度に発達しているからであ
る．言行一致の訓練のためには高度な戦略技術
が必要で，そのことは単純な処世訓ではない」．
昨秋，自宅付近にある標高 1,200mの低山に
無酸素無補給徒歩単独登頂を試みたところ，山
頂付近で気を失い，救急隊のお世話になるとい
う失態を演じてしまった．幸い歩くことはでき
たので，腰縄付きで下山し，麓で待機していた
救急車でバイタルチェック受けた後，無罪放免
された．お世話になった隊員に，何に気をつけ
るべきであったか尋ねると，「まあ，一人で登ら
ないことですね」とのお返事．だがしかし，頂
上は常にある 1点なのであるから，一人で踏む
力と覚悟は必要である．所詮，孤独な闘いなの
だ．だからこそ支えも必要なのである．教員生
活においても時々気を失いかけることがあるの
だが，教育と研究に命を捧げるのはむしろ本望
とすべきであろう．
参考文献
[1] 原 真，頂上の旗 生と死のあるところ，筑摩書
房，1988.

[2] ランディ・パウシュ，ジェフリー・ザスロー（著），
矢羽野 薫（訳），最後の授業 ぼくの命があるう
ちに，武田ランダムハウスジャパン，2008.
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【研究会インタビュー (CPSY)】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.22

中島 康彦さん

所属：奈良先端科学技術大学院大学
情報科学領域 副領域長・教授

分野：計算機アーキテクチャ，プロセッサ，
アナログ/デジタル・アクセラレータ

インタビュー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.info@gmail.com），記事作成：佃芳史春

—研究室の名前にも入っている「アーキテクト」
とはどういう存在ですか？

一言で言うと，コンピュータ開発の段取りが
できる人です．図面だけあってもビルは建ちませ
んよね．工事現場監督と折衝したり，エンジニア
と技術レベルを満たすために色々試してみたり．
アーキテクトは何十人といるエンジニアやプ

ログラマの間に立って，時に味方に，時に敵に
なりながら，コンピュータ完成に向けて，粘り
強く交渉を重ねなければなりません．仕事柄，
ハードからソフトまで隅々まで分かっている必
要があります．経験の積み重ねが大切です．な
ので，「好きでなる」人はあまりいませんね．経
験を積んだ人が周りの状況を見て，「じゃあ，私
がアーキテクトをやります」となる場合が多い
です．だから，アーキテクトの数は絶対的に足
りないんです．

—アーキテクトになる経緯をお聞かせ下さい．

遡れば小学生の頃，乾電池で物を作るのが好
きで，家にあった乾電池を片っ端から使って怒ら
れていました．乾電池に ACアダプターを接続
させると，電池が生き返ります．でも，ある日，
乾電池が爆発して部屋を汚しまして（笑）．そん

な折，高専の教官だった父が手作りの安定化電
源をくれたんです．コンセントに挿すと，好き
な電圧を出せるので，ニクロム線や鉛筆の芯に
電圧を掛けて，遊んでいました．そのうちには
んだごてを使って，アナログのラジコンを製作
しまして，パワートランジスタは冷やさないと
暴走するといった経験をしました．トランジス
タとの出会いですね．高校では所属していたパ
ソコンクラブの友人が，シャープのプログラム
電卓を 1万円で譲ってくれました．これで，プ
ログラミングにはまります．
大学に入って NEC 製の 8 ビットパソコン

PC8801を手に入れました．パソコン雑誌を開
くと，BASICで書かれたプログラムが載ってい
て，紙面を見ながらプログラムを手入力してい
きます．続けるうちに，自作プログラムを雑誌に
投稿したり，それがきっかけで執筆依頼を受け
たりもしました．そして，大学での夏休みは暇
です（笑）．父の職場に遊びに行くと，MS-DOS

の 1つ前の世代，CP/Mを見つけまして．そこ
の教官に「遊んでいいですか？」と聞くと「学
生の Z80システムが作動しない．直せたら，遊
んでいいよ」と．早速，Z80アセンブラの本を
買って，読み込んで，プログラムを確認し，バ
グを発見して修正したら見事，動きました．そ
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【研究会インタビュー (CPSY)】

れから CP/Mでたくさん遊びましたね．また，
C言語との出会いがありました．コンパイラを
初めて触ったのもこの時です．BASICと比べる
と，処理スピードが速いです．アセンブラと C

言語が分かるようになると，またハードを作り
たくなりました．
パソコンにはフロッピーディスクやハードディ
スク装置を付けることができましたが当時の値
段は本体と同じ 20 万ほど．高価なのでカセッ
トテープからプログラムを読み込んでいました．
でも速度が遅い．許せません（笑）．紫外線で
消去するタイプの EPROMを買ったり譲っても
らってはんだごてで基板にくっつけて，今でい
う SSDを作ったり，インタフェースを作ったり．
結果，プログラムの起動時間が 30分から 1秒に
なりました．更にプリンタも遅いのでプリンタ
バッファやデジタイザも自作します．そうこう
するうちに，ソフトウェア，ハードウェアをだ
いぶんコントロールできるようになりました．
研究室は，日本初のトランジスタラジオ
を作った萩原宏先生のところへ．研究室には
VAX11/750 があって，本物の UNIX のソース
を初めて見ました．当時は並列処理技術が立ち
上がり始めた時期で，三次元の物体同士が交わ
る線をコンピュータに計算させるのに時間が掛
かっていたんですね．そこで，時間短縮できる
並列化の仕組みに関する修士論文を書きました．

—大学卒業後の進路について，お聞かせ下さい．

就職活動では，同期と希望先の会社が競合し
ていました．「F社もいいぞ」と，先生が取締役
に電話して，話をまとめていました．入社する
と，「回路設計できるやつはたくさんいるから，
お前はアーキテクチャをやれ」と言われました．
まだ何だかよく分からないまま，とりあえず武
蔵中原の 19Fにある通称「魑魅魍魎ストリート」
に配属されました．ここは商用汎用計算機のプ
ロジェクトの起点になる部署で，先輩同僚はコ

アな人ばかり．中には，私が学生時代に雑誌に
投稿した記事を覚えている人もいました（笑）．
IBM 製汎用計算機との関連が強い部署で，

アーキテクチャとは IBMのことでした．IBM370

の論理仕様書を渡されます．電話帳ぐらいの厚
みがあり，辞書を「あ」から順番に読む感覚で
目を通しました．しかし，職場には汎用機の端
末しかないし，UNIXもありません．飽きるし，
眠たくなるし，むー，アーキテクチャってつま
んないじゃないか，と思っていました．
社会人 2年目になり転機が訪れました．当時は

Japan as No.1．脱 IBMだ！ と，IBM互換機で
ないコンピュータを一から作ることになりまし
た．当時の高性能プロセッサの方式は二択．一旦
決めると変えられません．新課長に呼ばれまし
た．「Super ScalarとVLIWどっちがいいか」「相
手が Super Scalarなら私たちはVLIWでしょう」
「コンパイラとシミュレータ作れるか」「UNIXと
6ヶ月あれば」「じゃあ 3,000万円で何か買え」．
それで SUN製のサーバとワークステーション 3

台，10BASE5ケーブルも買って，自分で環境を
立ち上げました．
当時，商用のVLIW型スパコンを作った部署

はありませんでした．ここで初めて，アーキテ
クチャが何なのかを身をもって体験しました．コ
ンピュータの開発には多くの階層の段取りが必
要です．最初にデバイス，その上に回路設計，更
に上に論理設計，これらを組み合わせて，実機
を作ります．普通だと，アーキテクチャは既存，
コンパイラやアセンブラも既存で，OSも機能
追加で済みます．アプリケーションも従来機で
開発できます．でも，アーキテクチャが新規だ
と，使える資産が何もありません．下の階層の
工程が終わって初めて，上の階層の工程に移れ
るような仕組みだと，開発に 10 年掛かってし
まいます．まず必要なのはコンパイラとシミュ
レータです．最初からあれば開発期間を大幅に
短縮できます．しかし普通のプログラマはイン
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タフェースの付き合わせや仕様書執筆も含めて，
毎月 300行しかプログラムを書けないと言われ
ていました．バグが出ない上限が，当時 300行
だったんですね．このペースだとプロジェクト
に間に合いません．そこで，バグがあってもい
いから月に 10,000行書く．それがアーキテクト
の仕事です．
まず仕様書の作成です．こういう仕様でハー
ドウェアができますよとプログラマに伝えます．
プログラマが作業を始められるように，ツール
チェインの超速開発も同時並行で行います．さ
らに，ハードとソフトの橋渡しもします．新し
いコンピュータを作るからには，みんな色々な思
いがあるんですよね．「脱 IBMだから楽になる」
というエンジニアと，「これまでの不便さを解消
したい」というプログラマの要望はまず噛み合
いません．そこを硬軟使い分けて噛み合せるん
です．その作業が，入社 2年目の私にも降って
きます．冒頭の「アーキテクトを好きでやって
いる人はいない」という話になるわけですよね．
それから，当時はECLという回路を使ってい

ましたが，だんだん CMOSに移ってきました．
CMOSで回路設計できる人が 19Fに誰もいない
ので，厚木の研究所で修行するよう指令がおり
ました．フリップフロップの設計や，HSPICE

によるアナログシミュレーションなど，おかげ
で，一通り経験させてもらいました．と，気付
いたら入社 10年目に．時はバブルの陰りが見え
始めた頃．これから先のことを考え，大学に戻
ることにしたのです．

—大学ではどのような研究をされたのですか？

まず，富田眞治先生の御紹介で，業務として，
京都大学経済学部で情報を教えながら情報シス
テムを学部内に構築しました．最初の仕事はエレ
ベータも動いていない新研究棟の 8階全部にス
イッチングハブを運ぶことです．運んだら，ケー
ブルで繋ぎます．最初はバラックみたいなサー

バから始まりましたけど，資金を結構頂けたの
で，研究科の学生・教員・職員全員が使える情報
システムになりました．ここで，ネットワークの
スキルも身につきました．ファイアウォールの
作り方とか，メールを ISDN-FAXモデムに転送
する仕組みとか，メールサーバでウイルスチェッ
クする仕組みなどを勉強しながら FreeBSDを運
用しました．
コンピュータを作る研究は文系学部だとしに

くいので，二枚の絵を重ねて距離を測定する，
FPGAを使うステレオマッチングを研究しまし
た．今の運転支援システムのモデルになるよう
な研究です．新宿でセミナーをやっている業者
と繋がりができて，丸 2日，集中講義する機会が
ありました．自動車メーカーのエンジニアが大
勢来ていて，「特許を取ってないので，自由に使っ
て下さい」とお伝えしたのですが，もし今の製
品の源流の 1つになっていたら嬉しいですよね．
それと，経験を積んでどんどん処理速度が速

くなる，計算再利用という今のAIに繋がるよう
な研究も始めました．例えば階乗計算．既にあ
る階乗結果を引き出してきて，そこに必要な計
算を足すことでスピードが速くなる原理です．
この計算再利用が「さきがけ」に採択された

のですが，アドバイザの一人が奈良先端科学技
術大学 (NAIST)の木戸出正継先生で，「うちに来
たらどうだ」とお誘い頂いて，NAISTに移りま
した．ここから本格的にチップを作り始めまし
た．CPUを作っている研究室は日本ではほとん
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ど残っていないんです．機能ブロックごとに学
生に作ってもらいます．学生は自主的にインタ
フェースをすり合わせてやるという芸当はでき
ないので，ここでもコンパイラとシミュレータ
は私が作ります．
2018年 4月に 3つの研究科を統合したのです
が，その時の主要な枠組みも私が考えました．ど
んな先生がいるのか，仕組みを 1つにして，学
生に見せるインタフェースを整えます．小笠原
直毅学長から「1研究科」というオーダーがあっ
て，アーキテクチャの提案を学長補佐としてし
ました．最新のアーキテクチャの仕事は研究科
統合ですね．
いろいろ経験して思うのは，今後，半導体の
進化が止まって，デファクトの機械語命令に乗っ
かっていても速くならないことが分かってくる
と，アルゴリズムと回路・デバイスのどちらか
らも感謝されないアーキテクチャが乱立します．
そんな面倒な仕事はよっぽど給料が良くないと
誰もやりません．アーキテクトには管理職手当
が必要です（笑）．アルゴリズムは数学屋さんが
考えます．回路・デバイスは素材屋さんが頑張り
ます．この両者の距離は以前よりも広がってい
ます．デファクトがなくなった状態で，てんで
バラバラ皆がやります．それをこれからのアー
キテクトはまとめないといけません．力量がこ
れまで以上に問われます．

—現在，力を入れて取り組まれている研究につ
いてお聞かせ下さい

企業の持ち込みネタですが，寝ている方の関
節点を推定して，危険な姿勢になったらアラート
が上がる，AIを入れた仕組み作りでアーキテク
トをしています．見守る人が少なくてもたくさ
んの人をケアできるので，介護士不足をAIで解
消するんですね．仕組みの裏側はどうなっている
のでしょうか．CPUだとスピードが遅く，GPU

でもまだまだです．私が開発している EMAXV

は最近注目されている FPGAの 4倍の処理性能
があります．グーグルの TPUに似た構造です
ね．二次元状に広がる通常の Systolic Arrayと
は違って，縦方向にのみ接続し，同一性能で面
積も値段も 4分の 1です．

—最後に趣味についてお聞かせ下さい．

ヨットです（でした）．きっかけは小学生の時
にもらったアーサー・ランサム全集「ツバメ号と
アマゾン号」です．子供がヨットに乗って，冒険
に出る物語で，ヨットの構造がものすごく詳し
く描写されているんですね．それがすごく好き
で，読んでるうちに乗った気分になって，高校
にヨット部があったので，迷わず入部しました．
新入部員なのに，ヨットの部品にやけに詳しい
ので，先輩に驚かれました．本で読んだからな
んですけど（笑）．ヨットレースはかなり作戦を
練る必要があります．天候や波の状況に応じて
リアルタイムにチューニングする必要があって，
研究と繋がる部分があります．コンピュータの
中でも突発的にトラブルというか性能を邪魔す
るイベントが発生して，それをかいくぐってプ
ログラムを走らせる必要があります．今はもう
大会に出場する機会はありませんが，研究室旅
行で琵琶湖に行くことがあると，ヨットを借り
て操縦したりもします．さきがけの同期に 2名，
ヨット乗りがいました．研究とヨットの操縦と
は似ているのでしょうね．
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【研究最前線 (MI研)】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

医用画像研究会最前線

医用画像研究専門委員会委員長
森 健策
名古屋大学

1. 医用画像研究会とは

医用画像研究会 (MI研)は 2000年からスター
トした研究会であり，主として医用画像に関する
研究を取り扱っている．医用画像研究会がカバー
する研究項目は，CT画像やMRI画像といった
医用画像の処理だけでなく，CTスキャナ，MRI

スキャナ，超音波画像装置などといった撮像方
法の原理，再構成法など，物理的な原理に基づ
くイメージング方法の研究，医用画像からがん
などの病変が疑われる部位を自動検出するコン
ピュータ支援画像診断，手術などを支援する手
術ナビゲーション，そしてこれらの医用画像応
用を支える上で重要な形状，位置合わせ，特徴
抽出などの数理に関する研究発表が盛んに行わ
れている研究会である．後でも示すが，情報分
野の現在のトレンドでもあるディープラーニン
グとそれを用いた医用画像処理は，MI研におけ
る最もホットなトピックでもある．更に，MI研
は他研究会あるいは他学会との共催，併催を積
極的に進めている．特に，毎年 1月あるいは 3

月に開催される研究会では，メディカルイメー
ジング連合フォーラムと称して，日本医用画像
学会，医療画像情報学会，日本写真学会などと
一緒に医用画像に関するフォーラムを開催して
いる．
2. やはり「ディープラーニング」！

MI研において最近最も多く発表されている内
容といえば，やはりディープラーニングである
といって間違いない．特に，医用画像処理にお
ける最も重要なタスクの一つが，画像からの異

常部位検出であるからとも言えよう．特に，畳
み込みニューラルネットワークは，このような
タスクに対して親和性が高く，いろいろな研究
機関における研究者，あるいは，学生の皆さん
が，ディープラーニングを活用した病変検出な
どの研究を協力に進めているからである．また，
臓器領域などのセグメンテーションについても，
Fully Convolutional Network, U-netなどの end-

to-endのネットワークアーキテクチャの発達に
より，ディープラーニングによる課題解決が積
極的に試みられているからである．
もちろん，医用画像処理は，画像位置合わせ

（画像レジストレーション），低解像度から高解
像度画像を得る超解像処理，内視鏡などの医用
カメラから得られる映像における物体追跡，あ
るいはカメラ自体の位置姿勢追跡などが含まれ
る．これらについても，ディープラーニングを
用いること，あるいは，ディープラーニングか
ら得られる特徴を用いて処理することがMI研
での一つのトレンドとなっている．GANなどを
利用した研究も発表されており，今後ますます
増えることが予想される．
深層学習などの機械学習，あるいは，AIを活

用した医用画像認識技術の開発は，国プロジェ
クトしても AMED予算により臨床学会と情報
系の研究者が共同して研究を進め，ナショナル
医療画像データベース基盤構築とそれを活用し
た AI研究が進められている．MI研において最
もホットな研究トピックである．
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【研究最前線 (MI研)】

3.「統計形状モデル」は?

MI研においては，臓器形状を数理的にうまく
表現する方法を検討することもその一つの役目
と考えている．ディープラーニングブームの前
には，統計形状モデルのブームがMI研にはあっ
た．現時点において感覚的には統計形状モデル
の発表は少なくなっているかもしれないが，臓
器形状のモデルは，画像認識後に続く，治療計
画作成などに続くメタな情報解析でも重要な部
分であり，様々な手法が現在でも発表され続け
ている．もちろん，これらは，科研費新学術領
域「多元計算解剖学」での研究成果として発表
されることも多い．
4. やはりスタートはイメージング！

医用画像処理研究において，医用画像がなけ
れば研究そのものが始まらない．やはり，イメー
ジングは非常に重要である．スパースモデリン
グに基づく欠損データからの画像再構成，弾性
率を画像として得る MR エラストグラフィー，
超音波エラストグラフィー，新しい医用画像撮
影の原理の開発など，発表数は少ないがイメー
ジングに関する研究が行われるのもMI研の特
徴といえる．
5. MI研における人材育成

人材育成は，大学などの教育機関のみならず，
電子情報通信学会などの学協会においても重要
であると考える．人材育成の一環として，MI研
では優れた発表を行った若手研究者を表彰する
制度を設けている．各セッションの座長を務め
た研究者の方が優秀な演題を推薦し，最後に審
査委員で投票を行うことで，優秀演題を選出し
表彰している．選ばれた若手研究者の方を見て
みると，やはり，素晴らしい研究能力を有す方
であり，MI研を含めた画像分野での今後の活躍
が期待される．
6. レギュラトリーサイエンス

MI 研では，病院などで撮影される画像を用

いて研究が行われている．これらの画像を利用
するには，個人情報保護法，次世代医療基盤法，
臨床研究法などの各種法律，人を対象とする医
学系研究に関する倫理指針などに従う必要があ
る．そして，MI研での研究成果を社会実装する
には，医薬品医療機器等法に基づく認証，そし
て，診療報酬点数票への記載，などの諸手続き
をクリアする必要がある．MI研は，医用画像に
関する技術的な検討を行うことを主たる目的と
しているが，機会を見付けては，これらの事項
について，MI研の参加者皆様と議論する機会を
持つことも重要かと考える．
7. おわりに

以上駆け足でMI研における研究動向を散文
的にまとめた．機械学習を用いた医用画像認識
は世界的なブームにもなっている．会員諸氏に
おかれても，是非MI研に御参加頂きいろいろ
と御指導頂ければ幸いである．

【研究会ホームページ】
http://www.ieice.org/iss/mi
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【新フェロー紹介】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

新フェローおめでとうございます

平成 29年度のフェロー贈呈式が，東京電機大学において 3月 22日に開催されました．情報・シ
ステムソサイエティで推薦したフェロー 11名の方々の氏名と貢献内容を御紹介します（五十音順・
敬称略）．

伊藤 彰則 音声情報に関連したマルチメディア情報処理の研究
大町 真一郎 高速・高精度パターン認識技術とその応用
角所 考 ノンバーバル情報に基づくインタラクション状況認識に関する研究
金川 信康 ディペンダブルコンピューティングシステムの研究開発と実用化
阪口 豊 ヒト感覚運動メカニズムの計算論的研究
尺長 健 固有空間を用いた顔画像処理に関する研究
杉山 将 機械学習の理論構築，アルゴリズム開発，実世界応用
田中 弘美 視触覚情報メディアおよびインタフェースに関する先駆的研究と教育
中尾 康二 サイバーセキュリティにおける研究分野の開拓ならびに国際標準化
中島 康彦 命令区間の特徴を利用する高性能計算機構成方式に関する教育研究
中野 浩嗣 並列分散システムのためのアルゴリズム技法に関する研究
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【おめでとう ISS功労賞・ISS論文賞】

ISS活動功労賞・ISS査読功労賞・ISS論文賞
おめでとうございます

平成 30年度の ISS活動功労賞・ISS査読功労賞及び平成 29年度の ISS論文賞の表彰式が，機械振
興会館において 6月 25日に開催されました．受賞者の氏名と貢献内容，あるいは論文名を御紹介し
ます（敬称略）．

ISS 活動功労賞
栗原 聡 人工知能と知識処理研究専門委員会幹事，副委員長，委員長および和文論文誌編集委員としての貢献
植田 武 情報通信システムセキュリティ研究専門委員会副委員長・幹事・幹事補佐としての貢献
仙田 修司 パターン認識・メディア理解研究専門委員会，総合大会，FIT，MIRU への貢献
坂東 幸浩 画像工学研究専門委員会幹事，二種研実行委員会幹事・委員としての貢献
日置 尋久 マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会副委員長等としての貢献
篠崎 隆宏 ISSソサイエティ誌編集幹事，特任編集幹事，編集委員としての貢献
光原 弘幸 和文論文誌編集委員としての貢献
市瀬 龍太郎 ISS英文論文誌編集委員としての貢献
横田 隆史 ISS英文論文誌編集委員，幹事としての貢献

ISS 査読功労賞
伊藤 貴之 論文誌査読委員としての貢献
植芝 俊夫 論文誌査読委員としての貢献
奥 健太 論文誌査読委員としての貢献
加藤 丈和 論文誌査読委員としての貢献
斉藤 文彦 論文誌査読委員としての貢献
辛 星漢 論文誌査読委員としての貢献
角 保志 論文誌査読委員としての貢献
田中 正行 論文誌査読委員としての貢献
堀田 一弘 論文誌査読委員としての貢献
柳井 啓司 論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
システム開発論文
“WORLD: a vocoder-based high-quality speech synthesis system for real-time applications”

Masanori MORISE, Fumiya YOKOMORI, Kenji OZAWA 2016 年 7 月号 英文論文誌 D
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【おめでとう学術奨励賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

学術奨励賞おめでとうございます
平成 29年度学術奨励賞を受賞された方々のうち，情報・システムソサイエティで推薦した 8名の

方々の氏名，所属と論文タイトルを御紹介します（五十音順・敬称略）．受賞から時間が経ってしま
いましたが，本誌を通じて改めてお喜び申し上げます．

會田 詩織 日本女子大
“IoTシステムによる人とエレベータの協調動作”

荒谷 智広 東京理科大
“ブロック単位で露光パターン制御可能なイメージセンサを用いた明るさ・動き適応撮像方式”

児玉 祐樹 名大
“低解像度顔画像群を用いた集団の注目位置推定に関する予備的検討”

小松 滉治 名大
“2値パターンによる多視点画像の圧縮表現の検討”

澁谷 直大 三菱電機
“スパースコーディングによる画像特徴記述と複数人物追跡への応用”

前田 高志 名大
“視認性向上のための歩行者への点滅光照射の初期検討”
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【おめでとう ISS論文賞】

音声分析合成システムWORLDの研究開発

森勢 将雅
山梨大学

横森 文哉
山梨大学

（現キヤノンファインテックニスカ）

小澤 賢司
山梨大学

本論文 [1]を ISS論文賞の候補として推薦して
頂き，また，授与して頂いたことに感謝申し上
げます．WORLDは，肉声に匹敵する品質での
音声合成を実現するための，Vocoderの考えに
基づく音声分析合成システムです．2010年に開
発をスタートさせ，各アルゴリズムの改良，再
構築を繰り返して今回受賞した論文のバージョ
ンを開発するに至りました．
Vocoderの考えに基づく近年の音声分析合成
システムは，音声から基本周波数，スペクトル
包絡，非周期的な成分を推定するアルゴリズム，
及び，推定された音声パラメータから波形を生
成するアルゴリズムから構成されます．受賞論
文はシステム開発論文であり，これまで筆者ら
が提案してきた個々のアルゴリズムを統合した
システム全体を評価しています．類似したシス
テムと比較し，WORLDで合成された音声の品
質が高いという結果を示したことが，主な主張
点です．論文中では，品質に関する主観評価だ
けではなく，計算速度に関する客観評価も行う
ことで，実用性の観点からも有効性を論じてい
ます．
音声分析合成システムは，テキストから音声
を生成するテキスト音声合成や声質変換，歌声
合成における特徴量抽出に用いられる基盤技術
です．近年は，波形そのものを扱うWaveNetな
どの新しい方式が普及しつつあります．それで
も，WORLDは世界中の研究機関や企業での製

品開発で利用されており，音声分析合成システ
ムの代表格といえる地位を確立しつつあります．
本論文とは直接関係しませんが，WORLDは
特許を取得せず，オープンソースソフトウェア
としてGitHub [2]で公開しています．GitHubに
は世界中のユーザが集まり，バグ報告や改善案
の提案などの意見交換をしています．本論文は，
2018年 5月現在Google Scholar Citationsでの被
引用数が 71に達しており，その中には GitHub

でディスカッションした開発者らが執筆した論
文もありました．論文を効果的に読んでもらう
ための実験でしたが，一定の成功を収めたと考
えています．オープンソースで技術を公開する
ことは，定期的な改善要求への対応など大変な
面も多いことは否めません．しかしながら，論
文を多くの人に読んでもらい，世界中の研究者
と交流できたことは，大変刺激的な体験でした．
本論文投稿から採録に至るまで，編集委員や

査読者の方々から論文のクオリティを高めるア
ドバイスを頂くことができました．関係者の皆
様に，再度感謝申し上げます．
参考文献
[1] M. Morise, F. Yokomori, and K. Ozawa,

“WORLD: a vocoder-based high-quality speech

synthesis system for real-time applications,” IE-

ICE Trans Inf & Syst., vol. E99-D, no.7, pp.1877–

1884, July 2016.

[2] https://github.com/mmorise/World
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【ソサイエティ活動】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

（続）FIT2018がFIT（福岡工業大学）で開催

山澤 一誠
福岡工業大学

前号でもお知らせしたとおり，この秋は福岡
工業大学 (Fukuoka Institute of Technology; FIT)

で第 17回情報科学技術フォーラム (FIT2018)が
開催されます．

会期：2018年 9月 19日（水）～21日（金）
会場：福岡工業大学

情報科学技術フォーラムは，情報処理学会と
電子情報通信学会の情報・システムソサイエティ
及びヒューマンコミュニケーショングループと
の共催で年 1回（秋期）に開催する大規模イベ
ントです．今年は会場が福岡工業大学 (FIT)と
なるため，FIT2018@FITとなっております．
前号から本稿執筆時点までの間に FIT2018で
行われるイベントなどが決まり始めましたので，
御案内させて頂きます．

•船井業績賞受賞記念講演 （無料公開）
「テキストビッグデータから知識を体系的
に創出する」 9月 20日（木）：Jiawei Han:

Abel Bliss Professor, University of Illinois at

Urbana-Champaign

•選奨論文・一般論文
選奨論文からは「船井ベストペーパー賞」，
「FIT論文賞」が，選奨論文・一般論文からは
「FITヤングリサーチャー賞」が選ばれます．
•既発表論文紹介
国際会議等で既に発表された論文を紹介頂
く場です．今回から導入された新しいカテ
ゴリです．
その他，研究会やプログラム委員会から提案
された以下のようなイベントを企画中です．

•最適モデリングに関するシンポジウム
•革新的コンピューティングに関するシンポ
ジウム

•人間を中心としたパターン認識・メディア
理解の技術に関する講演

• ITと法，交渉ごとに関するパネル討論
•ビッグデータ時代の医療と情報に関するシ
ンポジウム

•クラウドソーシング／ヒューマンコンピュ
テーションに関するパネル討論，講演

また，FIT2018 では電子情報通信学会の
PRMU 及び IBISML 研究会，情報処理学会の
CVIM研究会も開催されます．

•テーマは機械学習と実応用の予定です．
• FIT参加者は研究会も聴講できます．
• PRMU招待講演：「人間を中心としたパター
ン認識・メディア理解の技術」という企画タ
イトルで 4人の方に講演して頂きます．上
記の FITのイベントです．

• IBISML招待講演：「Reservoir Computingの
展開」中嶋浩平先生（東大）

• CVIM招待講演：「深層学習とGPUプラット
フォーム最新状況」：山崎和博氏（NVIDIA，
エヌビディアディープラーニングソリュー
ション アーキテクト）

その他，現地実行委員も福岡工業大学の研究
設備を公開する「福岡工業大学ラボツアー」を企
画中です．会場である福岡工業大学はとてもア
クセスのいい会場となっております．是非，この
機会に福岡まで足を伸ばして FIT2018@FITに
御参加頂ければと思っています．
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科学と工学 とことん追究して楽しもう

フェロー 五味 裕章
日本電信電話

私は科学者だろうか，工学者だろうか？ 研
究者という道を歩み始めて数年を過ぎた頃から
か，こんなことを時々考えることがある．私の
頭では，対象の原理原則を解明していくのが科
学者で，何か目的を持って，幾つかの原理を組
み合わせて，あるいは新しい原理を組み立てな
がら，魅力あるもの（それは時に役に立つこと
を目指すことも多いが）を作り上げていくのが
工学者，という整理をしている．ただ，自分がど
ちらかと問われると，今でもスパッと答えられ
ない．ある時には，人の動きや知覚を司る仕組
みを理解したいという科学者的な思考で，別の
時には工学者的に新しいもの・役に立つものを
作りたいという思考で，30年研究を行ってきた．
大学では理工学部機械工学科でロボットに関
連する技術を勉強したが，中学・高校時代は理数
系のすっきりとした考えが好きな傍ら，文学や
演劇にも興味があり，人間はどうしてこのよう
に思考するのか，行動するのか，という答えの
出ない混沌とした問題を考えるのも好きであっ
た．大学 3年時の専攻選択の理由としては，「人
間の形をしたロボットをどのように動かせばよ
いかを考えることは，人がどうしてうまく動け
るのかを理解するのに繋がるかもしれない」と
いう単純な発想だったように記憶している．そ
の頃はまだ「脳の情報処理」ということはあま
り意識していなかったし，生業としてその道で
研究をしていくのだと強く考えていたわけでも
ないが，この頃が私の今の道へ進む分岐点だっ
たのかもしれない．
通信会社の研究所に入った際には，生物の動
力源である筋と比較して，当時のロボットを動
かす電気や油圧の駆動系に限界を感じていたの
と，会社自体が製造業ではないこともあって，ロ

ボットでないものを専門にしていこうと考えて
いた．その頃は研究所にも余裕があったからな
のか，すぐに役に立ちそうもない新人に仕事は
振れないからだったのか，当時グループリーダ
の石井明博士から，「何を研究すればいいかを
しっかり考えて下さい」という言葉を頂き，自
由に研究課題を考えるための勉強をさせてもら
えた．さすがに全く異なる分野のことを考える
ほどの勇気はなく，大学での専攻であるロボッ
トや制御に近いところで，「知的とはどういうこ
とか，知的なシステムを作るにはどうすればよ
いか」という漠然とした問題設定をした．数ヶ
月は，ひたすらAIや学習の既存の枠組みを勉強
した．特に学習適応制御・信号処理理論は，い
わゆる古典制御理論をメインに使っていて，そ
れまで新しい制御の枠組みの勉強がおろそかに
なっていた私にとっては新鮮で，しかしそれま
での専門に近くて理解もしやすく，「知的=学習」
という概念は，その頃私の頭に刻まれた．「知的」
ということは要素還元的に分解した「知識」に
宿るのではない．知識や方法を獲得したり，状
況に応じて使ったりすることができるシステム・
仕組み自体に本質があり，それを理解できれば
面白いと考えた．当時はやり始めていたニュー
ラルネットワークを使って非線形制御の練習問
題などを設定して，新たな学習の仕組み作りに
チャレンジした．そんなある時，ATR（国際電
気通信研究所）に行かないかという話が，新人
の私に舞い込んできた．ATRでは川人光男博士
がニューラルネットを使った学習系でロボット
を動かす研究をしており，それを知っていた私
は，渡りに船と思ってすぐに「行きます」と返
答した．その時にはそれがチャンスなのかは分
からず，ただ追究するのが楽しそうと思っただ
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けなのであるが · · · · · ·．
ATRでの研究生活は，とても充実していた．

着任するとすぐに，それまでのフィードバック
運動制御学習系の話を議論し，学習モデルを発
展させることができ，次々と成果を発表してい
くことができた．それと同時に，実際の脳の仕
組みとして学習の問題を考える機会を多く得た．
特に小脳の運動学習については，朝から晩まで
生理学や解剖の教科書を読んだり，伊藤正男博
士や塚原仲晃博士・川人博士の小脳学習のシェー
マモデルを見て，自分で取り組んでいる学習計
算モデルとの関連性をひたすら考えた．同僚に
も恵まれた．同じ研究室には，いろいろな企業か
ら若手の研究者が派遣されていて，各々のテー
マを徹底的に議論したり，ロボットを組み立てた
り動かしたりするために助け合ったことは，今
でも研究の糧になっている．とても自由な環境
で，同僚と研究の議論を夜遅くまでしていたの
が懐かしい．なんでも一度手を付けて面白いと
思いだすと，寝ても覚めてもそのことを考えて
いられるのがとても楽しかった．
5年の後，基礎研究所に戻った後は，ATRや産

総研との共同研究，CREST等の組織横断的プロ
ジェクトに加わることができ，様々な視点から感
覚運動制御の仕組みを明らかにしていく研究を
続けてきた．ATR時代からの継続的なテーマと
して取り組んでいた内部モデルによる運動制御
仮説の検討は，Science誌に掲載され，また，最
近の私の研究の中心的課題の 1つになっている
潜在的な視覚運動制御の仕組みは，グループの
メンバーや外部の生理学者とも連携を取りなが
ら，より深く理解を掘り下げている最中である．
さて，ここまで述べてきた研究歴では，構成
論的アプローチもむろんあるが，科学者的視点
で進めてきた研究がほとんどである．ロボット
を作ったり使ったりした研究は，「工学的なセン
ス」は必要としたが，構成論的に学習計算モデ
ルが実際に成立することを示すことが主な目的
であった．
これらの研究もまだまだやるべきことがたく

さんあるのだが，ここ数年，工学的な取り組み
も始めた．グループメンバーの雨宮智浩博士を
中心に進めてきた触覚インタフェースの研究を，
人間の触覚受容器の特性や振動系の特性に基づ
き更に発展させ，実用化も視野に入れることが
できる技術を生み出すことに成功したためであ
る．グループのほかのメンバーとも一緒に悩み
議論しながら，新技術を創り上げ，それに基づ
いて，応用目的を想像しながら派生的に幾つか
の形態の装置を具現化した．これらの研究の一
部は，触覚・体性感覚・知覚のメカニズムの探究
という側面も少なからずある．しかしそれにと
どまらず，新しいインタフェースを実用に資す
るものにしていくためには，応用用途や適切な
形態を考えることが非常に重要であり，またそ
れは簡単ではないことを，まさに今思い知らさ
れている．特に新しい用途や機能を生み出す技
術の場合には，どのような目的・局面・形態で必
要とされるのか，魅力を感じて使ってもらうた
めには，どのような問題を解決しなければなら
ないのかを，しっかり考える必要がある．ここ
を中途半端にすると，どんなに面白い原理でも
本当に使われるようにはならない．また，様々な
問題は一人では解決しきれない．ほかの専門家
とチームを組んで問題解決を図ることも重要で
ある．応用検討で生ずる様々な問題を解決しな
がら今の技術の限界を正しく認識し，「なぜ」で
きないのかをとことん追求していくことで，不
可能を可能にするヒントが生まれてくる．容易
に解決できない疑問や問題点は，将来新たな技
術を生み出すきっかけになることも多い．
私は，優れた指導者や巡り合わせた方々のお

かげで「なぜ」「どうして」を追究する研究を楽
しく進めてくることができた．科学にしろ工学
にしろ，単純な好奇心や疑問から出発する問題
に対して，とことん追求してその答えを探って
いるといつの間にか専門家になっている．そん
なプロセスを，今の若い研究者にも楽しんでも
らえたらと切に願っている．
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GPUコンピューティング放浪記

横田 理央
東京工業大学

筆者の専門は高性能計算で，現在は東京工業
大学のスパコン TSUBAME3.0を運用している
学術国際情報センターに所属している．本稿で
は現職に就くまでの 6年間にわたる海外生活と，
そのとき行っていたGPUコンピューティングに
関する話題を提供させて頂きたいと思う．
2018年現在，世界の主要なスパコンの多くに
はGPUが搭載されており，最新のVolta世代の
GPUは単体で 16 bitと 32 bitの混合精度演算性
能が 100TFLOPSを超える．筆者が GPUコン
ピューティングと出会ったのは，慶應義塾大学の
博士課程に所属していた 2007年のことである．
GPUが Cの拡張言語である CUDAによってプ
ログラミングできるようになったのがちょうど
この頃である．筆者はそれまで分子動力学専用
計算機MDGRAPEを用いて粒子法による乱流
の解析を行っていたが，GPUで CUDAが使え
るようになったのをきっかけに GPUに乗り換
えることになった．MDGRAPEに比べて GPU

（特にGeForce版）は非常に安価であり，慶應大
の泰岡研究室では当時 100GPUほどのクラスタ
を構築していた．
2009年からはイギリスの Bristol大学でポス
ドクの職に就くことができ，「GPUクラスタの
ための高速多重極展開法の分散並列処理」を研
究テーマとすることになった．この頃から泰岡
研究室との共同研究には長崎大学の濱田剛先生
も加わり，長崎大にGPU 256台からなる大規模
な GPUクラスタを構築した．これは東工大の
TSUBAMEに GPUが導入される前の話で，当

時は世界最大級の GPUスパコンであった．ま
た，GeForce版のGPUを用いていたため価格性
能比が非常に良いマシンであった．当時はACM

Gordon Bell賞に価格性能部門というものがあ
り，慶應大と長崎大の合同チームはこれを 2009

年に受賞することができた．
Bristolはイギリスで 10番目に大きい都市で，

ロンドンから西に電車で 2時間ほど行った所にあ
る．イギリスの中でも古くから栄えている港湾
都市で，「黒髭」の異名をもつ海賊Edward Teach

の出生地ともいわれている．Bristol大学はTHE

World University Rankings 2018では 44位にラ
ンキングされている大学で，12人のノーベル賞
受賞者を輩出しており，イギリスで最初に女子
に門戸を開いた大学でもある．Bristol大学では
数学科に所属していたが，教員も学生も日本と
比べて日々の生活リズムがゆったりしていると
いう印象を受けた．教員のほとんどが毎朝 11時
には皆で集まって紅茶を飲みながら雑談をし，昼
頃にはまた皆で食堂に集まって 1時間以上かけ
て昼食を楽しみ，3時になったら afternoon tea

でまた雑談をしに集まり，木曜や金曜は 5時に
なると皆で Pubへ飲みに行ってしまう．それで
いて出している論文の数は，日本の大学の教員
と比べると多いので生産性の高さに驚かされた．
ただし，これらのソーシャルなイベントの際に
行われる雑談は研究の核心的な部分に関する話
題が多く，研究室のPI同士による忌憚のない意
見交換が行われていた．
2010年の夏には Boston大学にポスドクとし
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て着任し，引き続き「GPUクラスタのための高
速多重極展開法の分散並列処理」の研究を続け
ることになった．Boston大学でこの頃 GPUコ
ンピューティングの研究をしている研究室が筆
者の所属していた研究室以外にもう一つあった．
それはRichard Brower先生の研究室で，そこで
は量子色力学 (QCD)の計算を GPU上で 16 bit

ごとに変数を格納する方式を用いて高速化して
いた．当時は筆者も単精度を用いた擬似倍精度
のGPU実装などを行っていたため Brower研究
室とは合同セミナーや GPUチュートリアルの
共同開催などを通して盛んに交流を行っていた．
このときBrower研究室に在籍していたポスドク
が二人とも 2011年に NVIDIA社に入社し，最
新の GPUには彼らが研究していたものと類似
した低精度型の技術が導入されたことは筆者と
しては興味深い．
Bostonはアメリカの都市の中では比較的古く，

建築もGeorgian様式のものが残っており，down-
town 周辺には近代的な高層建築とこのような
古い様式の建築が混在している．Boston大学は
HarvardやMITの川を隔てた対岸にあり，THE

World University Rankings 2018では 70位となっ
ている．イギリスとは対照的にアメリカでは，教
員も学生も深夜まで休み時間を惜しんで働いて
いるという印象を受けた．Bostonには日本人研
究者交流会というものがあり，Bostonに滞在し
ている様々な分野の研究者が月に一回講演会と
懇親会のために集まっていた．そこで聞く講演
はどれも非常に高度でありながら分かりやすく，
日本人のプレゼンテーションスキルがアメリカ
人に比べて低いという筆者の固定観念を覆すも
のばかりであった．
2011年の 5月に Barcelonaで開催された Par-

allel CFDという学会で高性能計算分野の大家で
あるDavid Keyes先生がKing Abdullah Univer-

sity of Science and Technology (KAUST)という

サウジアラビアに新しくできた大学院大学に関
する講演を行っていた．Keyes先生は Columbia

大学から KAUSTに移られており，KAUSTの
潤沢な研究資金とトップ大学から引き抜いた教
授陣について熱弁をふるっておられた．筆者は
このとき国内外の公募に多数応募をしており，
KAUSTも選択肢の一つとして応募することに
決めた．KAUSTには非常勤のポスドクとは異な
る常勤の Research Scientistという職位があり，
2011年の 9月からこのResearch Scientistとして
Keyes先生のグループに所属することになった．
KAUSTは国王からの約 2兆円の寄付金を原資

として 2009年に創立され，学長には Caltechや
HKUSTの元学長が就任し，教授陣もトップ大学
から兼任を禁じた上で採用している．大学院大
学であるため THE World University Rankings

には載らないが QS World University Rankings

の教員あたりの論文引用数では現在世界 1位と
なっている．現地の教員はほとんどおらず，学
生も半数以上が留学生である．場所はサウジア
ラビアの西岸にあるジェッダから車で北に 1時
間ほど行った所にあり，キャンパスと居住区を
含む 3,600 haの敷地内には学校，病院，商業施
設がある．敷地内へのアクセスはアメリカの国
立研究所よりも厳重に管理されており，KAUST

の中と外はまるで別世界である．KAUSTの外
は砂漠で草木はほとんど生えておらず，KAUST

の近隣の村には古びた家屋が建ち並んでいる．
中に入るとオアシスのように緑が広がっており，
ゴルフコースやプール，大規模な住宅，最新の
研究施設が広大な敷地の中に整然と並んでいる．
筆者はヨーロッパとアメリカで暮らしてきた

が，サウジアラビアは完全に別世界であった．未
婚の男女は同じ部屋にいることが許されず，全
てのレストランには未婚男性専用セクションと
ファミリーセクションに分けられており，女性
が一人で出歩くことが全く想定されていない．
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女性は外国人（非イスラム教徒）であってもア
バーヤと呼ばれる黒いローブのようなもので首
から下を覆う必要があり，KAUSTに女性の研究
者を招待する際は非常に気を使う必要があった．
お酒の輸入や持ち込みが法律で禁止されている
ため国内に全く存在しない．唯一存在するのは
大使館や領事館の中であったが，招待されない
と入れない．不思議なもので，お酒がないなら
ないで数週間もすると特に飲みたくなくなった．
一年中二日酔いにならないので常に寝覚めが良
く，朝ジムに行く習慣を維持することが容易に
なった．ただ，お酒がないと懇親会や祝い事な
どのイベントで盛り上がりに欠けるという難点
はある．KAUSTには日本人が家族も含めて 30

人ほど滞在しており，KAUST以外にも近郊の
都市ジェッダには 200人余りの日本人が駐在し
ている．週末になると皆でダイビングに行くの
が最大の楽しみであった．紅海は水温が高いわ
りに透明度が良く，観光ビザが存在しない国な
ので珊瑚が手つかずのまま残っており，地上の
砂漠とは対照的に海中は沖縄などよりもはるか
に綺麗な景色が広がっていた．
KAUSTには 2009年の創立当初から Shaheen

というスーパコンピュータがあり，2015年にはこ
れが Shaheen2にアップグレードされ，その当時
は世界で 7番目に早いマシンであった．Shaheen2
自体にはGPUは搭載されていないが，KAUST

には他にも最新の GPUを搭載したクラスタが
多数存在し，同僚のResearch Scientistはほとん
ど皆GPUの専門家であった．KAUSTに移って
からも引き続き「GPUクラスタのための高速多
重極展開法の分散並列処理」の研究をしていた
が，Keyes先生の御専門でもある連立一次方程
式の反復解法の前処理にこの技術を用いること
ができるよう，N体問題のための高速多重極展
開法を階層的低ランク近似法として行列演算に
拡張する研究へと方針転換した．

サウジアラビアにいる間も国内外の公募に応
募する日々は続いていた．KAUSTに移った時点
で学位を取得してから 3年が経過しており，実
質的には三つ目のポスドクの職に就いていたこ
とになる．2009年に ACM Gordon Bell賞を受
賞しており，毎年 3本ペースで第一著者として
ジャーナル論文を出し，国際学会にも年に 4, 5本
のペースで採択されていたため，教員公募に採
用されるのも時間の問題とふんでいたが，今の
ポストを得るにはここから更に 3年掛かった．ア
メリカの教員公募にも多数応募していたが，こ
のときに感じたのは日本で学位を取った人間と
アメリカで学位を取った人間とではアメリカ国
内の人脈に大きな差があり，これが採用に大き
く影響するということであった．国際学会で年
に数回会っている程度では築けないような深い
人脈が採用には必要になるからである．国内外
の公募にかかわらず，現在常勤職に応募してい
る若手に助言できることがあるとすれば，自分
のことをよく知っていて強く推してくれる教員
が応募先の大学にいない場合，幾ら業績があっ
ても採用される可能性は極めて低いということ
である．
サウジアラビアでの生活が 3年半を迎えよう
としていた頃，ようやく現職のポジションに採
用され，日本に帰国することができた．GPUコ
ンピューティングをずっとやってきた筆者とし
ては，TSUBAMEのある東工大の学術国際情報
センターの教員になれたことは非常に嬉しかっ
た．本稿を執筆するにあたり，6年にわたる海
外生活を振り返りながら，外国で出会った素晴
らしい友人や恩師，国内から支えて下さった皆
様に改めて感謝の意を表したい．
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【コラム】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【こんなところで研究会】
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【ISS組織図など】 情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号）

平成 30年度 情報・システムソサイエティ組織図および運営委員会構成（敬称略）
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情報・システムソサイエティ誌 第 23巻第 2号（通巻 91号） 【編集委員会名薄】

編集後記 ▼編集委員会では，会員の皆様に役に立つ情報提供ができるように活発な議論が行われました．
多くの皆様に御清覧頂き，少しでも喜んで頂けましたら幸いです．最後にお忙しい中，御執筆下さった方々
に心より感謝申し上げます．（主担当：滝口） ▼会誌の編集は今回が初めてということもあり至らぬところも
ございましたが，皆様の御尽力のおかげで無事発行までたどり着くことができました．本誌の発行に携わっ
て下さりました皆様に，心より御礼申し上げます．（副担当：中山）
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