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【巻頭言】

最終講義「留学と研究」
米澤 明憲
理化学研究所

還暦を過ぎ，そろそろ身の振り方を考えねば

パコンセンターで最もよく使われ，35,000 人以

と思っているうちに 2 年も過ぎて，私にとって

上のユーザがいるイリノイ大学で開発された分

は有り難い幾つかのお話をいただいた．結局自

子動力学シミュレータ NAMD の開発に，この

分の得意とする研究に何となく触れていられそ

「並列オブジェクト」形式が用いられている．

うな，理研にできた国のスパコン施設である計

最終講義は，教育・研究者にとって一つの節目

算科学研究機構に身を寄せさせていただくこと

でもあるので，学生さんや若い研究者へのメッ

を，昨年 11 月に決心した．新しい年度からそこ

セージとして，自分の留学を振り返り次のよう

で働くとなると，東大は早期退職ということで，

なことを話した．自分はそれほど才能や能力が

停年前の退職にはそれなりの手続きがあること

ないかもしれないが，人の後塵を拝するのはあ

に気づき，11 月末は大変ばたばたした．

まり好きでないと思うなら，早いうちに，「留

自分にとっても退職は急な話なので，いわゆ

学」や「海外での長期研究（滞在）」を経験して

る最終講義などは割愛するつもりでいたが，関

ください．そして，そこで得るもので，自分に

係者からそれなりの御世辞も言っていただき，そ

（俗な言い方をすれば）「付加価値」を付けなさ

れに載せられた感じで少ししゃべらせてもらう

い．海外で勉学すれば，新しい角度で「自分」と

ことになった．自分が東大の博士課程の途中か

「日本」と「外国」を見ることができます．新鮮

ら MIT の計算機科学科に留学するまでのいろい

なものを見たり，感じたり，知り合いができて

ろな経験，渡米してから Ph.D. を取得するまで

たり，いろいろと楽しいことがたくさんありま

に起きた様々な出来事などを最終講義の中で話

すから · · · · · · 是非是非，海外へ！ と．

させていただいた．また帰国後の研究は，ほと
んど一貫して，留学中に得た着想を発展させな
がら，その時々の研究環境や国際研究コミュニ
ティの関心に適応し，深化させてきたものなの
で，その話もした．
その着想の中心は，後年「並列オブジェクト」
と呼ばれる概念で，並列分散システムの構成に
使われるソフトウェアモジュールの形式として
使われる．実際，現在では Twitter システムの
バックエンド内の中核となっている莫大な数の
メッセージ処理を行う部分の開発や，米国のス

MIT 博士課程入学時の筆者（1973 年 9 月）
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リコンフィギャラブルシステム研究会
名古屋 彰
岡山大学

1. はじめに

ンフィギャラブルシステム研究における交流の

リコンフィギャラブルシステムとは，ユーザの

輪を広げるため全国各地での開催を心がけてい

手元でプログラム可能な論理デバイスを活用し，

る．泊り込みのできる会場で合宿形式で開催す

アプリケーションに適した論理機能のハードウェ

る場合もあり，その場合は夜を徹しての活発な

アを構成しながら処理を進めることにより，高い

意見交換も行われる．また，可能な場合は展示

性能と柔軟性を両立させようとするシステムで

ブースを設けて，新しいデバイスやボードの展

ある．従来のハードウェア，ソフトウェアの枠組

示会を併せて行うこともある．

みに捉われない新たなコンピューティングシステ

11〜12 月 の 研 究 会 は ，VLD, ICD, CPM,

ムとして，代表的なプログラマブルデバイスであ

CPSY, DC 及び情報処理学会 SLDM の各研究会

る FPGA (Field Programmable Gate Array) の

と共同で開催するデザインガイアに参画するも

発達とともに 1990 年代から注目され，各国で研

のである．デザインガイアでは，RECONF 単独

究が盛んになってきた．リコンフィギャラブルシ

でも十分な件数の発表申し込みが期待できること

ステムの実現には，アーキテクチャ，デバイス，

から，連催，共催という形態をとる他研究会とは

設計ツール，並列処理技術，アプリケーションな

併催の立場（RECONF は単独のセッション構成）

ど，多方面の研究が関連しており，幅広く議論す

で研究会を開催している．招待講演の企画や，ポ

ることが必要である．リコンフィギャラブルシス

スターセッションの開催と優秀ポスターの表彰な

テム研究会 (RECONF) は，このような技術の発

どは，参加研究会共同で実施しており，デザイン

展を促進する場として，2003 年からの第二種研

ガイアならではの研究会間の交流を深めている．

究会としての準備期間を経た後に，2005 年から

1 月は，VLD, CPSY 及び情報処理学会 SLDM

第一種研究会として発足し，現在に至っている．
2. 研究会の活動状況
リコンフィギャラブルシステム研究会では，年
4 回の研究会開催と，SACSIS (Symposium on
Advanced Computing Systems and Infrastructures) の主催（CPSY, DC や情報処理学会の 4
研究会と共同で主催），FIT や総合大会への参画
が，年間の活動として定着している．
年間の研究会開催数は決して多くはないが，
表 1 に示すように，いずれも 2 日間程度の日程
で開催しており，多くの発表件数と参加者を得
て，活発な議論が行われている．
5 月と 9 月の研究会は単独開催であり，リコ
4
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との連催という形態で，FPGA とその応用を主

リコンフィギャラブルシステム研究会での発表

としたテーマで，毎年首都圏（慶大日吉キャン

を発展させた論文は，国際会議等にも数多く投

パスに定着）で開催している．4 研究会の連催

稿され採録されている．研究会メンバが関連し

ということもあり，最近では発表件数が 30 件を

ている国際会議が日本で開催される場合は，研

超える場合が多く，2 日間をフルに利用しても

究会としても協賛し，この分野の発展に寄与した

窮屈なプログラム構成となってきている．

いと考えている．過去には ICFPT (International

3. 研究会における話題

Conference on Field Programmable Technology)

既に FPGA は，低コストかつ短期間で開発可

が北九州で開催された際（2007 年）に全面的に

能な LSI として，従来の ASIC に代わって広く利

協力しており，今後も日本開催の際には協賛する

用され，関連する技術も多数実用化されている．

ことを予定している．最近では，2010 年に筑波

リコンフィギャラブルシステムの研究は，このよ

で開催された ICS (International Conference on

うなプログラマブルデバイスの利用手法や構成

Supercomputing) 併設の HEART (International

手法に関するものから，再構成可能性をもっと積

Workshop on Highly Eﬃcient Accelerators and

極的に活用していこうというものまで広がってい

Reconﬁgurable Technologies) に協賛している．

る．例えば，パターンマッチング処理など各種の

その他の国際会議からも連携の打診を受けてお

応用技術に関する研究，市販 FPGA でも可能に

り，メリットがありそうならば検討していく予

なってきた部分再構成機能を利用する研究，新た

定である．

な動的再構成可能デバイスの構成法に関する研

更に，電子情報通信学会の和文論文誌と英文

究などが，性能や面積効率，消費電力の優位性に

論文誌とで交互に特集号を企画するなど，研究

関する議論を交えながら盛んに発表されている．

会での発表研究を発展させジャーナルへ投稿す

リコンフィギャラブルシステム研究会では，

ることも促進している．

ハードウェア開発を初めて経験するような学生

また，若手の専門委員を中心に，より自由

が FPGA 上に回路を実装したというような報告

に討論を重ねる場として 2009 年に JACORN

も歓迎している．デバイスや設計ツールを使い

(JApan Consortium for the Reconﬁgurable-

こなすには，それぞれノウハウが必要であり，そ

hardware Next generation) が設立され，毎年，

れに関して意見交換することも重要であるから

討論会が開催されている．今後の RECONF に

である．また，各種のアプリケーション実装に

対する若手からの建設的な意見に期待したい．

よって判明した事項から，デバイスアーキテク

4. おわりに

チャや設計技術へのフィードバックが生ずるこ

リコンフィギャラブルシステム研究会は 2011

とも期待している．実際に研究会では，経験豊

年 5 月で設立から 6 年を経ることになり，委員

かな参加者間で熱心な議論が起こったり，発表

長は 4 代目となる安永守利先生（筑波大）に交

者へ親切なアドバイスが与えられたりすること

代する予定である．新委員長の下で，RECONF

が多く，経験の少ない学生にとっても良い発表

が更に発展することを期待している．

の場となっている．

各回の研究会では，幹事団や専門委員の出席

もちろん，産業界からの新技術の提案，商用

者も多く，若い参加者らとともに，多様な観点

デバイスの紹介も歓迎しており，招待講演や展

からの熱心な議論が行われる場合が多い．懇親

示会の開催も含めて，産学間での議論や連携が

会やその二次会での活発な交流も行われている．

深まることに役立っている．

興味ある皆様は，ぜひ御参加ください．
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パターン認識・メディア理解の研究最前線
佐藤 洋一
東京大学

1. はじめに
パターン認識・メディア理解 (PRMU) 研究会

ンなど，人間を対象としたパターン認識・メディ
ア理解に関する研究が積極的に進められてきて

は，画像や音声などの各種メディアを認識・理解

いる．特に近年では，
「安心・安全」の観点から，

するための基礎理論から，その手法，各種応用

防犯カメラを用いた人物検出技術や顔・歩容等

技術までを対象分野としている．PRMU 研究会

の認識によるバイオメトリクス個人認証技術へ

は，前身となる PRL 研究会を含めると長い歴史

のニーズの高まりに加え，写真や映像に代表さ

を持っており，電子情報通信学会の中でもいわ

れる情報コンテンツに対しても，その検索の自

ば定番的な研究会となっているが，画像，映像，

動化のために人の表情や動作等の理解技術への

音声などの各種メディアが加速度的に増加し続

期待が高まっている．この分野での更なる学術

けている中で，現在も多くの研究会と積極的に

的発展と実応用展開を図るためには，従来の工

連携しながら，常に研究領域を広げ，活動の規

学的アプローチに加え，心理学や生理学など多

模を拡大し続けている．本稿では，平成 22 年度

様な学問との融合がますます重要になってくる

の研究会で実施された企画セッションのテーマ

ものと思われる．

を振り返ることにより，パターン認識・メディア

4. コンピュータビジョンとパターン認識のため

理解の分野における最新の研究動向を紹介する．
2. First Person Vision のための認識・理解

の機械学習と最適化
機械学習や最適化は，パターン認識やビジョ

ウェアラブルカメラにより装着者の視点から

ンの分野においても不可欠な技術として古くか

の映像を記録するとともに，もう一つのカメラ

ら研究されてきており，その有用性に関しては

センサで眼球を観測することで，人が何を注視

疑う余地がない．特に，コンピュータビジョン分

しているのかを知り，その人の行動意図を認識

野における主要国際会議である ICCV や CVPR

しようとする First Person Vision と呼ばれる技

において，画像中の物体認識や映像中のイベン

術が注目されており，コンピュータビジョン分野

ト認識などに関して機械学習を積極的に用いた

におけるトップレベルの国際会議でも First Per-

研究が数多く発表されるようになっている．今

son Vision に関するワークショップが開催され

後もメディア理解における機械学習技術が継続

るなど，この分野の研究が大きく発展しつつあ

的に発展していくためには，機械学習分野の研

る．人の視線を手掛かりに，人の行動意図を推定

究者とパターン認識・メディア理解分野の研究

し，それを踏まえた各種情報支援へとつなげて

者との密な連携により，多様な視点からのアプ

いくための基盤技術として，今後も First Person

ローチを創成していくことが肝要であろう．

Vision の重要性は増していくものと期待される．

5. 福祉と見守りのための画像・音声認識

3. 顔・人物・ジェスチャの認識・理解
人物検知・追跡・識別，あるいは表情・視線・

4 人に 1 人が高齢者という超高齢化社会を迎
え，勤労世代の介護負担は増大し，福祉や見守

動作・ジェスチャなどのノンバーバル情報の認

りのための情報技術による生活環境の高度化へ

識・理解，マルチモーダルなコミュニケーショ

の期待が高まっている．近年では，各種センサや
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【研究最前線 (PRMU)】

情報機器，ネットワークの発達により，遠隔地か

ラッキング手法の研究も盛んに進められてきた

らの高齢者のモニタリングが実用化されており，

が，物体・動作認識やコンピュテーショナルフォ

高齢者の方が家族と簡単に面会できるようなシ

トグラフィ技術が MR/AR 研究の発展に大きく

ステムも整備されてきている．また，ロボットや

貢献するものと期待される．

携帯電話による見守りシステムなども研究開発
が進められており，今後は更に，高齢者と家族，

8. 大規模マルチメディア処理と TRECVID
デジタル映像取得の容易化に伴い，ネット上

地域とのコミュニケーション，福祉の活性化に

の動画共有サイト，デジタルテレビ放送，監視

向けた研究開発の必要性が高まっていくと思わ

カメラ映像，ドライブレコーダ映像など，我々

れる．PRMU 研究会では福祉と見守りのための

の回りには膨大な映像データが存在している．

画像・音声処理を重要なテーマと考え，今後も

こうした大量の映像データを有効に活用するた

継続的に取り扱っていくことを予定している．

めには，映像の意味解析，効率的な検索，更に

6. コンピュテーショナルフォトグラフィ
レンズにより平面上に形成された鮮明な像を

は大量の映像データから新しい価値を生み出す

感光デバイスにより高精度に記録する，というカ

した状況に対応するべく，米国の国立研究機関

メラの原理は，銀塩フィルムが CCD 等の電子デ

NIST によって，世界各国の多くの映像解析研究

バイスに置き換えられた今も大きくは変化して

者が参加する映像解析・検索の競争型の国際ベン

いない．それに対し，計算機による演算を前提に，

チマークワークショップ TRECVID が開催され，

この枠組を超えた新しい撮影手段の実現を目指

前身の会議を含めると今年で 10 回目を数えてい

した研究が注目を集めており，コンピュテーショ

る．直近の TRECVID2010 では，Semantic in-

ナルフォトグラフィと呼ばれる新領域が確立され

dexing, Known-item search, Content-based copy

つつある．コンピュテーショナルフォトグラフィ

detection, Surveillance event detection, Instance

の考え方に基づき，センサにより得た情報を解

search, Event detection in Internet multimedia

析・復号することを前提にすると，全く新たな発

の 6 つのタスクが設定されている．最近では日

想に基づく光学系や撮影技法，照明方法を用いる

本からの参加も多くなっており，各タスクで上位

ことができ，それによって撮影後のピント合わせ

の成績を収める例も増えてきている．TRECVID

やぶれ・ぼけの除去など，従来のカメラでは難し

は，放送映像や防犯カメラ映像など大量の映像

かった様々な機能が実現されると期待される．

コンテンツを対象とした内容解析技術並びに検

7. 複合現実感・拡張現実感の実用化に向けたパ

索技術を競う場として定着しており，今後も更

ターン認識技術
複合現実感 (MR)/拡張現実感 (AR) の研究が

映像マイニングなどの技術が欠かせない．そう

にその重要性を増していくものと思われる．

本格的に始まってから 20 年近くが経ち，実験

9. おわりに
本稿では，PRMU 分野における研究動向につ

的なものから実用的なものまで様々な技術，ア

いて，平成 22 年度の PRMU 研究会の企画セッ

プリケーションやコンテンツが登場してきてい

ションとして設定されたテーマについて紹介し

る．このような流れの中で，パターン認識・メ

た．ここで述べたテーマ以外にも，
「文字・文書

ディア理解技術が MR/AR 研究にどのように貢

の認識と理解」や，PRMU の新領域開拓を目的

献し，今後の実用化に向けてどのように関係し

とした「PRMU のフロンティア・グランドチャレ

ていくのかという点について関心が更に高まっ

ンジ」といったテーマも企画されている．PRMU

ている．これまでは，MR/AR 研究に用いられ

研究会では，これからも引き続きパターン認識・

る画像処理技術としてはカメラトラッキング技

メディア理解技術の研究を通して，社会の発展

術が中心であり，MR/AR に特化したカメラト

に広く貢献していきたいと考えている．
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クラウドネットワークロボット研究会の新設
土井 美和子
東芝

1. なぜクラウドネットワークロボットなのか
情報世界では，Web サービス技術，更にはク

・ネットワークロボットのためのクラウド型デ
ータ連携の研究

ラウドサービスが進展している．一方，実世界

概略：ユビキタスセンサが収集した環境やヘル

では，ユビキタスセンサによる環境や人間行動

スケアなどのデータや携帯電話などからのユー

のセンシング，コミュニケーションメディアとし

ザ行動情報をクラウド型データベースで連携さ

てのロボットなどが進展している．現在の企業

せ，異種分野間でのデータマイニングや，ネッ

向けのクラウドサービスから，今後は，実世界

トワークロボットでの活用などを扱う．データ・

から収集されたデータを対象にした消費者向け

ロボットサービス間が対象である．

のクラウドサービスに発展することが予測され

キーワード：クラウドサービス対応セキュリ

る．このようなクラウド型データ連携に基づく

ティ，個人情報利活用，空間台帳，ユーザ台帳，

消費者向けクラウドサービスの端末として，従

データマイニング，ネットワークロボットによ

来の情報機器にとどまらず，アクチュエータを

るデータ活用，標準化など．

持つロボット，車椅子，EV 車なども含めて，幅

本研専は 2005 年 5 月に発足したネットワー

広い議論や意見交換を行う場が必要と考え，ク

クロボット時限研究会 (NR) の運営母体を発展

ラウドネットワークロボット研究専門委員会（研

させたものである．NR 時限研究会設立当初は，

専）を新設することとした．本研専のカバー範

「異種ロボット間協調・連携」（ロボット間，ロ

囲は以下である．

ボット・センサ間）と「ヒューマン・ロボット・

・異種ロボット間協調・連携の研究

インタラクション」
（人・ロボット間）の 2 本柱

概略：身体性のあるロボット，ユビキタスセ

であったが，この 6 年半で，センサや既存サー

ンサ，エージェントなど異種ロボットの協調・連

ビスのデータと連携したアクチュエーションに

携を扱う．ロボット・ロボット間，ロボット・セ

よるロボットサービス（データ・ロボットサービ

ンサ間が対象である．

ス間）も研究が必要であることが分かった．こ

キーワード：異種ネットワーク連携，ロボッ
トサービス連携，遠隔操作，ロボット安全管理，
標準化など．
・ヒューマン・ロボット・インタラクションの

の部分が「ネットワークロボットのためのクラ
ウド型データ連携」である．
ロボットサービスには，ロボットが今いる場所
に依存した局所的なもの（空間台帳等）と，ユー

研究

ザ属性などウェブサービス的な場所非依存のも

概略：コミュニケーションメディアとしての

の（ユーザ台帳等）がある．これらを統合して

ロボットと人間との相互作用を扱う．人・ロボッ

サービスを実現することの必要性に気付いた．こ

ト間が対象である．

のため本研専では，その点を意識して，敢えて

キーワード：ユーザ行動・状況情報，ロボッ
ト・コミュニケーション，高度情報対話，標準
化など．
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「クラウド」を冠し，「異種ロボット間協調・連
携」
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タ連携」の 3 本柱になったことを明確にした．

め，少々複雑になっているが，関連する標準化団

2. ネットワークロボット技術とクラウド時限研

体を図 1 にあげる．網掛け部分が，活動を行って

究会との関連

いる部分である．異種ロボット間協調・連携にか

ネットワークロボット技術 [1] とは，3 タイプの

かわるプラットホームに関する ITU-T でのネッ

ロボット（ビジブル型，アンコンシャス型，バー

トワークロボットプラットホーム，位置情報に

チャル型）がネットワークを介して互いに協調・

関する OMG での RLS，クラウド型データ連携

連携するによって，ロボット単体では実現でき

にかかわる空間台帳に関する OGC の CityGML

ない機能を実現可能にする技術である．ビジブ

と IndoorGML，ヒューマン・ロボット・インタラ

ル型ロボットは，身体性を持つロボット，アン

クションにかかわる OMG の RoIS が相当する．

コンシャス型は環境に埋め込まれたセンサ群や

3. 他の研専との関連と今年度の活動

アクチュエーション群（スピーカ等），ウェアラ

関連研究会としては，画像や音声などの認識・

ブルコンピュータとアクチュエータが連動した

理解を扱うパターン認識・メディア理解研究会

ロボット，バーチャル型はパソコンや携帯端末

(PRMU) や，ユビキタスコンピューティングの

のキャラクターエージェント等を指す．

要素技術を扱うユビキタスコンピューティング時

NR 時限研究会では発足後 6 年間で 17 回の研

限研究会 (UBIC) や，ユビキタス・センサネット

究会 3 回の全国大会での企画シンポジウムを開

ワークの要素技術を扱うユビキタス・センサネッ

催し，2010 年度は CEATEC での研究会とロボッ

トワーク研究会 (USN) がある．ロボットなどア

ト展示，標準化活動に関するシンポジウム，学

クチュエータを持つ機器をコミュニケーションメ

会誌の特集号（2008 年 5 月号）等を通じて，こ

ディアとして扱う研究会は電子情報通信学会内に

の技術の普及・発展に貢献してきた．更に，来

は存在していない．また，サービスとして通信と

るべき高齢化社会において，この技術の重要性

情報，人を横断して扱う研究会は存在していない．

が生活支援，教育，医療などの分野で益々注目

本研専を立ち上げることで，ロボットという

されるようになっている．
また，標準化に関して，ITU/T，ISO/TC211，

新たなコミュニケーションメディアを対象に，ク
ラウド型データ連携で，ロボットと人間との新

OMG，OGC を横断するシンポジウムや研究会

たなインタラクションについて，横断的に議論

を総務省，経産省の後援のもと開催し，ネット

することが可能になり，新たな研究分野の創成

ワークロボット実現に必要な標準化アイテムを

を期待していただきたい．

明確にしてきている．このような省庁及び標準
化団体を横断する活動は他に例がない．参考のた

今年度は，以下のテーマで 4 回の研究会と全
国大会での企画を行う予定である．
5 月 ヒューマン・ロボット・インタラクション
慶應大学
8 月 ユビキタスネットワークロボット 北海道
11 月 空間情報とロボットと人と
2 月 クラウド型データ連携
3 月 全国大会企画

つくば
機械振興会館
岡山大学

ぜひ奮ってご参加を．
参考文献
[1] 特集ネットワークロボット最前線，信学誌，vol.91,
図 1. ネットワークロボット関連標準化マップ

no.5, pp.345–436, 2008.
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クラウド・サービスコンピューティングの展開
石川 冬樹
国立情報学研究所

1. サービスコンピューティング研究の 10 年

このように，サービスという大きな粒度での

「Web サービス」
「サービス指向アーキテクチャ

モデル化を主軸として，人間活動の支援やゴー

(SOA)」といった概念が産業界・学界の両方にお

ルの達成を，効果的・効率的に，また柔軟に適

いて盛んに取り上げられるようになってから 10

応的に実現しようという考え方が主軸である．

年が経とうとしている．実装技術としてこれら

2. 周辺の動向を受けての様々なアプローチ

を見ると，仕様の標準化や実装基盤の構築といっ

元々サービスコンピューティングは，ソフト

た試みはある程度一段落し，クラウドや Cyber-

ウェア工学，人工知能，分散コンピューティン

Physical Systems (CPS) など新しいパラダイム

グといった異なる視点を含む横断的な分野であ

においても基盤技術として広く用いられてきて

る．また近年ではクラウドコンピューティング，

いる．

サービスサイエンス・サービス工学といった相

一方，研究対象としての，そしてコンピュー

補的な関連分野も注目されている．

ティングパラダイムとしての「サービスコンピ

本研究会 [3] においては，これまでもソフト

ューティング」に対しては，グランドチャレン

ウェア工学や人工知能といった異なる技術アプ

ジ [1] や対象領域の体系 [2] が提示されてきた．

ローチに関する研究会との合同イベントを開催

これらの中では，サービス基盤，サービス合成，

してきた．加えて 2010 年度においては，異なる

サービス管理・監視，サービス設計・開発等に関

視点からのアプローチに関する講演及びパネル

連したより広い課題領域が定められている．こ

討論を行う場も設けてきた．

の領域の中では，単に「ネットワーク経由で呼

FIT 2010 においては「サービスコンピューティ

び出せるようにする」という実装技術ではなく，

ングへのアプローチ」と題して，下記 4 つの観

上流の，抽象的な視点からのゴール達成に関す

点からの講演とそれらを踏まえてのパネル討論

る研究が盛んに行われている．例としては下記

が行われた．

のようなテーマが挙げられる．

• 現在盛んに議論されているクラウドコンピュー

• ビジネス戦略や要求仕様に挙げられたゴール
に対応した設計・実装記述の導出
• 組織をまたいだ連携においてゴールを実現す
る手段となる，契約・Service Level Agreement
(SLA) に関する数理的・工学的な分析
• 非機能的要件に基づく，より知的（自律的・
適応的）なサービス選択・合成によるユーザ
ゴールの実現方法
10

ティングの基盤としての役割
• 社会的な意思決定に対する科学的なアプロー
チ（ソーシャル e サイエンス）との関連
• 各自律的な参加者のインセンティブを経済理
論等を用い議論するマルチエージェント技術
の視点からの位置づけ
• 国際的に多くの参加者を取り込んでの特定の
アプリケーション（言語グリッド）を構築す
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る際の実課題

性を挙げている．文献 [5] ではグローバルなクラ

また産業界のイベントである CEATEC 2010

ウドサービスマーケットについて議論している．

においては，クラウドコンピューティングの展開

文献 [6] では複数のアプリケーションレベルサー

と，そこでのサービスコンピューティングの位置

ビスを組み合わせたサービスを SaaS 内の一つの

づけについて多くの講演と議論が行われた．こ

小分類として定義しており，また IaaS，PaaS 等

れらのイベントでの講演資料については，本研

の異種サービスの連動についても言及している．

究会の Web サイトからご参照いただきたい [3]．

3. おわりに

本稿においては上記の様々な視点のうち，ク

サービスコンピューティングにおいては，従

ラウドコンピューティングにおけるサービスコ

来定められてきた課題に対し盛んに取り組みが

ンピューティングの役割について，それを示唆

行われている．ICSOC や ICWS/SCC といった

する文献を通じ簡単に議論したい．

この分野の主流国際会議（採択率 15〜20%程度）

2.1 クラウド・サービスコンピューティング

においては，国内からの投稿・採択も増えてき

現在クラウドコンピューティングの展開によ

ており，本研究会を通し国内での議論・活動も

る大きな変化が訪れている．その一つの見方と

より活発化させていきたい．一方，クラウドコ

して，文献 [4] ではクラウドサービスを大きく

ンピューティングや社会的な人間活動への科学

二つに分類している．一つは，規模の経済によ

的アプローチ等，新たな方向性を踏まえての議

る低コスト化，柔軟，迅速な利用量等の設定と

論も促進させていきたい．

それに支払い，といった特徴を持つ，計算資源

参考文献

やその上のプラットホームのサービスとしての

[1] M. P. Papazoglou, P. Traverso, S. Dustdar, and

提供 (IaaS/PaaS) である．もう一つは，その上
に構築されるようなアプリケーションレベルの
サービス (SaaS) である．後者はこれまでの Web
サービスと本質的に大きく異なるものではない
が，前者により迅速，手軽な立ち上げが支援さ
れるため，更に多種多様に展開されていくと考
えられる．
現時点ではクラウドの「所有せずに使用」とい
う側面によるコスト削減が注目され，クラウド
サービス間の相互接続や連動等については取り
組みの初期段階である．しかし上記の文献 [4] の
ようなビジョン・分析記事においては，同種サー

F. Leymann, “Service-oriented computing: State
of the art and research challenges,” Computer,
vol.40, no.11, pp.38–45, 2007.
[2] IEEE Transactions on Services Computing,
http://www2.computer.org/portal/web/tsc.
[3] サービスコンピューティング時限研究専門委員会，
http://langrid2.nict.go.jp/sc/.
[4] M. Armbrust, et al., “Above the clouds: A berkeley view of cloud,” Technical Report, University
of California at Berkeley, UCB/EECS-2009-28,
2009.
[5] R. Buyya, C. S. Yeo, S. Venugopal, J. Broberg,
and I. Brandic, “Cloud computing and emerging
IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility computing,”

ビスからの選択や同種サービスの併用，及び異種

Future Generation Computer Systems, vol.25, is-

サービス間の連携がしばしば言及されている．文

sue 6, pp.599–616, 2009.

献 [4] においてはクラウドにおける大きな課題と
して，可用性の向上のため，またベンダロックイ
ンを避けるため，異なるベンダや自前の（プライ
ベートな）同種サービスの併用・切り替えの必要

[6] A. Lenk, M. Klems, J. Nimis, S. Tai, and T.
Sandholm, “What’s inside the cloud? An architectural map of the cloud landscape,” The 2009
ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, 2009.
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ソフトウェアインタプライズモデリング
(SWIM) 研究専門委員会
野地 保
東海大学

1. はじめに

おける目標は，(1) クラウドコンピューティング

インタプライズ (Interprise：Internet based en-

がエンタープライズ用途（ビジネス系）に利用で

terprise) とは，インターネット（イントラネット

きるかどうかを見定め，(2) もし実用になり得る

含む）の上で経営や事業活動を営む企業や組織

ならば，早急に実践的システム構築知見を獲得，

を指す造語である．ソフトウェアインタプライ

蓄積する，(3) 同一の要件定義（システム基本仕

ズモデリング (SWIM：Software Interprise Mod-

様，システム仕様）で，各社のサービス提供機能

eling) 研究の目標は，(1) 情報技術の力を活用し

を用いてプロトタイプを試作する，ことである．

てインタプライズの革新を行うこと，(2) イン

この分野に関連する研究最前線には次がある．

タプライズの革新が情報技術の発展にフィード

「クラウドコンピューティングの全貌」，
「OSS

バックされること，である．インタプライズの

ソリューションによるプライベートクラウドの

価値革新を情報技術の力を活用して活性化する

動向」
，
「盲目者支援 VONAVS の患者サービスク

ためには，経営や情報技術双方の知識や立場を

ラウドへの実証検証」，
「利用者視点からの SaaS

越えた相互理解を醸成するモデリング及びモデ

ビジネスモデル」，「クラウドコンピューティン

リングフレームワークの研究を促進することが

グの経営情報における意義と課題」，「クラウド

重要である．

コンピューティングにおけるセキュリティの課

SWIM 研究専門委員会では，インターネット

題」
，
「クラウドコンピューティングとどう向き合

時代におけるエンタープライズのソフトウェア

うか」，
「マイクロソフトのクラウド基盤」，「ク

モデリングを基本テーマに，Web 2.0 時代のビジ

ラウドコンピューティングトライアルプロジェ

ネスモデル（2008 年度まで）及び次世代経営情

クトの概要」，「クラウドコンピューティングが

報技術（2009 年度から）を重点課題として，イ

もたらす変化の考察」，「クラウドでの機密デー

ンタプライズのソフトウェアモデリングの研究

タ保護のセキュリティ対策の一考察」，「クラウ

を行っている．更に，2010 年度は，クラウドコン

ド時代に向けた日本企業の課題考」，「クラウド

ピューティングトライアルプロジェクト (CCTP)

コンピューティングでの高度セキュリティ実現

を発足させインタプライズモデルに利用できる

方式の提案」，「事例から見る企業のクラウド活

かどうかの実用性検証研究を行った．本稿では，

用と NEC の取り組み」，「ヘテロジニアス型広

この問題意識を共有したメンバによって行われ

域連携医療サービスモデルの構築」，「哀情報に

ている研究最前線について，特にクラウドコン

よる救急救命在宅患者ホームクラウドの一構成

ピューティングに主眼をおき紹介する．

法」，「クラウド型広域連携医療サービスの一構

2. IT 基盤とクラウドコンピューティング

成法」，
「SaaS 環境のクラウドコンピューティン

企業や行政における情報処理に要する経費 (IT

グの PDM（部品表）の試作」，「2010 年度クラ

cost) 節減のための切り札としてクラウドコン

ウドコンピューティングトライアルプロジェク

ピューティングが普及し始めている．CCTP に

トの総括」．
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3. ビジネスモデルとソフトウェアモデル
ビジネスモデルはマネージメント（経営）の
振る舞いをモデル化したもので，それをいかに

【研究最前線 (SWIM)】

この分野に関連する研究最前線には次がある．
「緊急医療における搬送先探索モデルの検討」，
「世論形成のための意見収集・形成システムの試

ソフトウェアモデル化するかが課題である．企

作」
，
「心拍数を使った音楽検索システムの検討」
．

業情報システムの組織構成を考慮して構築する

6. マネージメント，教育他

必要がある．
この分野に関連する研究最前線には次がある．

情報通信技術 (ICT) の普及に伴い，情報と経
営のマネージメント能力を持った人材育成が求

「P2P 型広域仮想診療所インタプライズモデル

められる時代となっている．これにより，経営

の設計」
，
「大福帳型トランザクションデータベー

者と技術者との相互理解を促進する．また，イ

スを用いた業務用フレームワークソフトウェア」
，

ンタプライズにおける新たなプロジェクト管理

「SOA におけるサービス適合性検証」，「シーケ
ンスモデル間の整合性検証」，
「Web アプリケー
ションの変数を用いたモデル化と形式的手法に

モデルや e ラーニング教育システムも求められ
ている．
この分野に関連する研究最前線には次がある．

よる検査」，「入力中のデータベースに対する訂

「共創活動の参加動機に関する調査」
，
「情報産

正機能を持つ検索方式」，「計画と実行プロセス

業サービス化と CGM」，「エンタプライズモデ

を扱う一般モデル」，「UML シーケンス図にお

ル基礎論」，
「情報経済革新戦略」，
「XBRL の中

ける時間的制約の記述とその検証」，「プロセス

小企業における有効性」，
「IT 投資の優先順位付

代数 CCS による BPEL の形式化」，
「UML アク

け手法に関する事例報告」，「横断型科学技術と

ティビティ図・クラス図間の整合性検証」，「時

サービスイノベーション」．

間的制約が存在する UML の正当性検証」，「時

7. SWIM 研究最前線

間制約を含む UML シーケンス図の検証手法」．
4. ソフトウェア開発方法論

クラウドコンピューティングの発展に伴いエ
ンタプライズモデル=インタプライズモデル=

システムモデルを実装に落とし込むために必

クラウドモデルとなる可能性がある．これらは

要なのが，具体的な開発方法論である．特に，ビ

基盤技術である情報通信技術の発展によるとこ

ジネスモデルを整合的にソフトウェアモデルに

ろが大きい．クラウドの革命は，インタプライ

実装するための方法論が求められている．

ズの位置付けを企業組織から個人中心の仮想企

この分野に関連する研究最前線には次がある．

業組織の増大へと進展しつつある．個人レベル，

「次世代経営情報技術に関する一考察」，
「リコ

あるいは少人数でグローバルな仮想企業組織を

メンデーションシステムについてのモデリング

展開する時代が始まりつつある．インタプライ

手法と応用研究」，「広域連携医療における次世

ズ経営者は，個人であり，経営情報技術を使い，

代経営情報技術」，「エンタプライズモデリング

インタプライズモデルの開発もこなさなければ

手法比較：従来と SOA」．

ならない．SWIM の次世代経営情報技術とは，

5. 情報検索，情報統合，情報活用

情報通信技術の革新とインタプライズの革新と

企業情報システムのインターネットビジネス

を連携させ相互理解を醸成することである．ク

モデル化には，顧客認証技術と情報セキュリティ

ラウドのグローバルな仮想経営環境は，経営と

技術が課題である．これに対応するために，各

情報の連携が求められる環境と言える．

方面で，様々な技術が提案されている．本研究

SWIM の研究最前線では，経営技術と情報通

会の立場からは，情報の検索，統合，及び活用

信技術の融合化された革新的な次世代経営情報

に焦点を当てる．

通信技術が研究されている．
13
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【研究会だより】

フェロー活動アンケート報告
木戸出 正継

前田 賢一

奈良先端科学技術

東芝リサーチ・

大学院大学

コンサルティング

• 失敗も含んだ体験談で，研究開発の歴史を学

1. はじめに
本学会ホームページによればフェロー制度は，
1990 年 10 月にフェロー選出から始まり，次年か
ら称号贈呈が行われ，実施されている．昨年ま
での 10 年間に 750 名余りの方々がフェローとな
られ，本ソサイエティでは約 200 名のフェロー
集団が形成されている．そして，2005 年にフェ
ロー関係者有志で時限研究会

∗1

び，将来方向を追求
• 若手研究者からの発表を受け，フェローとの
建設的な意見交換
• 最新の研究プロジェクトや研究機関の訪問見
学及び意見交流
• フェロー同志の懇談・懇親

を設立し，フェ

ここ数年の間，研究会活動も定常化しつつあ

ローの親睦と学会への貢献活動の模索を行って

るが，フェロー活動の更なる活性化を思い，皆

きている．研究会活動の活性化と普及のため，活

さんの御協力と御支援をお願いし，フェローそ

動の見える化を行っている．

のものに対する意識とフェロー自身の行動意識

辞書によるとフェローとは，同僚・特別研究

をアンケート調査し，これからの活動方向の参

員・名誉校友・特別会員などとある．学会でい

考にしていきたく，その結果を報告する．

うと，師範・名人・マスター・マエストロなど，

2. アンケート調査概要

その技術に通じ極意を持った・より高度な知識

アンケートは，無料アンケートサイトを利用

を身に付けた，先輩にあたる称号としたいとこ

し，フェローと一般会員とに分けて実施した．実

ろである．会員証にも表記され，フェローバッ

施期間は 2010 年 8 月 12 日〜9 月 10 日の間であ

ジを襟に付ければ，外部からも区別できる会員

る．アンケート項目は，以下のとおりである．

である．また規約によると，本学会への貢献が

2.1 フェロー用

大でかつ学問・技術または関連する事業に関し

• 現在の年齢（44 歳以下〜70 歳以上：5 歳ごと

て功績が認められる正員に対して授与する称号

の選択）

である．子は親の背中を見て育つと言われ，生

• 現在の職業（複数選択可）

徒は先生を，弟子は師匠を，後輩は先輩を，そ

• フェロー授与時の年齢（44 歳以下〜70 歳以上：

して会員はフェローを見るように，学会・研究

5 歳ごとの選択）

会において良き後ろ姿を見せられる・学び取ら

• その時期（予想より早い，遅い，など）

れるものを持って活動したく，以下のような内

• フェロー授与の分野（複数選択可）

容で年 3〜4 回の研究会活動をする．

• 推薦者の立場（もし分かっていれば）
• 他学会のフェローか（学会名記述）

∗1

FM：フェローアンドマスターズ未来技術時限研究専門

委員会
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（自由記述）
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【研究会だより】

• フェローとしてやりたいこと（自由記述）
• 学会への希望（自由記述）
2.2 一般用
• 現在の年齢（29 歳以下〜70 歳以上：5 歳ごと
の選択）
• シニア会員，フェロー，名誉員の違いを知っ
ているか
• 他学会のフェローか（学会名記述）
• フェローになりたいか

図 3. フェロー授与時の年齢

• なりたい場合はいつ
• フェローは尊敬できるか
• 職場にフェローはいるか
• フェローへの期待（自由記述）
3. アンケート結果と考察
アンケートには，フェロー約 50 名（約 20%），
一般会員約 300 名（約 3%）から回答をいただ
いた．
3.1 フェローの結果

図 4. その時期

図 1. 現在の年齢

図 5. フェロー授与の分野（重複可）

図 2. 現在の職業（重複可）

図 6. 推薦者の立場

15

情報・システムソサイエティ誌 第 16 巻第 1 号（通巻 62 号）

【研究会だより】

図 7. 他学会のフェローか（重複可）

図 8. フェローとしてやりたいこと

3.2 一般の結果

図 9. 現在の年齢

図 10. シニア会員，フェロー，名誉員の違いを知っ
ているか
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図 11. 他学会のフェローか（重複可）

図 12. フェローになりたいか

図 13. なりたい場合にはいつ

図 14. フェローは尊敬できるか
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【研究会だより】

会全体の動きとも合わせ，女性参画・国際化行
動も取り入れ，ソサイエティ全体，そして学会
全体へ広がる活動にしたいと思っている．
そのためにはアンケート調査結果を鑑み，研
究会活動の更なる活性化と普及を具体化してい
く予定である．アンケートに示された希望を具
体的に実現するとなると，場の設定や真に必要
図 15. 職場にフェローはいるか

とされる内容の絞り込みなどが必要になる．下
記は一例であるが，詳細は来年度の検討項目と
したい．
例えば，学会の国際化展開の一つ，アジアで
の存在感確立のための学会紹介活動に積極的に
参加したり，会員との連絡コーナーを定期刊行
物に設置し，特にアンケートにもあった学生会
員や若手会員との交流が気楽にできる環境を見
える形にしていくことがある．また，就職活動
や産業貢献などの社会へ出ていく心構えの提供

図 16. フェローへの期待（自由記述）

など，フェローの経験をベースとしたノウハウ
の伝承機会は多い．温故知新の実践の場として

3.3 アンケート結果の考察

いきたい．

アンケートの結果から，いろいろな状況が分

フェロー自身も心身共に若さを保ち，知識の

かる．その中で一つの例とそれから想起される

充電と放電を効率よく実行する場の構築を望ん

指針とを紹介したい．フェローと一般会員の双

でいる．研究分野の融合化と新たな技術分野の

方で，共通した要望があることが分かった．フェ

開拓が必要とされている学会動向をみるに，こ

ローにはやりたいこと，一般会員にはフェロー

れまでの経験を生かすとともに，いつまでも研

への期待を聞いたところ，双方ともに「交流」

究に対する挑戦心を持ち続けたいと心がけてい

が重要であると認識しているようである（図 8，

るフェローの熱い気持ちを感じていただき，本

16 参照）．この質問は自由記述であったため回

研究会の活動に興味を持って参加していただき

答なしが最も多いのであるが，回答してくれた

たい．

ものとしては，フェローはいろいろな面での指
導，一般会員はフェローのノウハウの伝授を希

FM 研究会のホームページ ∗2 を，一度クリッ

クして中身を御覧いただければ幸いである．

望する回答が多かった．その内容は様々であり，
論文の書き方，資金獲得の方法，苦労話，など
の特定の専門分野以外の内容が多いようである．
4. おわりに
本研究会はソサイエティ内のメディア技術関
連のフェロー有志を中心にスタートしたが，学

∗2

http://www.murase.m.is.nagoya-u.ac.jp/fm-kenkyukai/
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サービスコンピューティング時限研究専門委員会の
活動状況
村上 陽平
情報通信研究機構

クラウド市場の大きな成長が期待される中，
単一のクラウドサービスを利用しコスト削減を

ため世界的にプレゼンスを示せていない状況で
あった．

実現するだけでなく，複数のクラウドサービス

本時限研究専門委員会は，こうした学際分野

や自身の保持する情報資産を組み合わせ，新た

特有の問題に対して，国内のサービスコンピュー

な価値を産み出していくことが本質的な課題と

ティング研究のプレゼンスを高めるために，2009

なっている．すなわち，複数の同種サービス間

年 4 月より電子情報通信学会の情報システムソ

の比較選択や併用，また要求に応じた異種サー

サイエティの下に発足した．発足以来，本時限

ビス連携が重要となる．しかし，このように組

研究専門委員会はサービスコンピューティング

織をまたいで行われるサービス連携においては，

の共通の問題意識を持ちながら，エージェント，

知財・ポリシーの管理，相互運用性，信頼性・セ

ソフトウェア工学などの研究者の自由な交流を

キュリティの確保，品質の保証，利益配分など，

促進し，Web サービスの連携のための新たな運

従来のソフトウェア開発には存在しなかった問

用基盤，Web サービス実行アーキテクチャ，開

題が生じる．

発方法論に関して，研究発表及び討論を行うな

このような問題を，Web サービスの登場時よ
り見据え，サービスコンピューティングという

ど当該分野の研究活動におけるハブとしての役
割を果たしてきた．

分野が立ち上がっている．この分野は欧米にお

これまで本時限研究専門委員会は，電子情報

いて盛んに取り組まれ，分野として成熟，確立

通信学会 人工知能と知識処理研究会や情報処理

されてきている．一昨年には IEEE Transactions

学会ソフトウェア工学研究会ウィンターワーク

on Services Computing が発刊され，また ICSOC

ショップ，合同エージェントワークショップ&シ

や ICWS/SCC といった国際会議もまもなく 10

ンポジウム (JAWS) と研究会の併催や共催を

周年を迎えるにあたり 15%前後の低い採択率を

行ってきた．このような他の組織との連携を通

維持している．一方，国内においても興味を持っ

じて，本時限研究専門委員会がエージェントや

て取り組まれているが，クラウドコンピューティ

ソフトウェア工学などの各分野の研究コミュニ

ングなどの営利企業によるサービスの集積が話

ティを結びつけてきたことで，国内の当該分野

題となっているためか，ビジネス寄りの活動で

を活性化し，2010 年においては ICSOC (15.4%)

あるとの誤解があり，この分野の研究者が極端

や SCC (17.6%)，CLOUD (20%) といったトッ

に少ない．また，サービスコンピューティング

プカンファレンスへの採択数がそれぞれ 4 件，3

関連の研究は，ソフトウェア工学やエージェン

件，1 件と倍増させ，国際的な研究成果の発信

トなど個別の分野のアプリケーションとして取

に貢献している．

り組まれており，コミュニティが分散している
18
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【研究会だより】

信学会 人工知能と知識処理研究会と合同開催し

ティングへのアプローチについて伝えることが

た研究会では，12 件の一般発表が行われ，今年 1

目的であった．まずソフトウェア工学分野から南

月に情報処理学会 ソフトウェア工学研究会ウィ

山大学の青山先生に，導入としてクラウドコン

ンターワークショップ「サービス指向」セッショ

ピューティングとサービスコンピューティングと

ンとの併催では，8 件の発表が行われた．この

の関係について整理いただいた．次にサービス

ような研究会の開催だけでなく，今年度はサー

科学分野からは，産業技術総合研究所の橋田氏

ビスコンピューティング分野のコミュニティの

にソーシャル e サイエンスのためのサービスコ

裾野を広げるために，CEATEC や FIT，JAWS

ンピューティングについて御講演いただき，個人

などの大規模な会議でのイベントを企画し開催

のサービス選択と社会によるサービスの評価の

している．

関係について説明いただいた．最後にエージェ

CEATEC では，電子情報通信学会 ソフトウェ

ント分野からは京都大学の松原先生に，サービ

アインタプライズモデリング研究会との合同開

ス連携やサービスの価格決定にマルチエージェ

催で「Web サービス，クラウドの先へ：サービス

ントシステムの技術を応用した研究について御

コンピューティング研究が開く世界」というセッ

紹介いただいた．このように各分野の視点から

ションを企画している．このセッションの目的

サービスコンピューティングへのアプローチに

は，産業界の現在のホットトピックであるクラ

ついて講演を行うことで，サービスコンピュー

ウドコンピューティングとサービスコンピュー

ティングというビジョンが投げかける新たなチャ

ティング分野との関連を明示しながら紹介する

レンジ，そして横断的な技術分野の面白さにつ

とともに，より将来を見据えたビジョンとそれ

いて興味をひき，56 名の参加者が集まった（こ

に対する最先端の取り組みを伝えることであっ

れらの過去のイベントの発表資料は Web に公開

た．日本 IBM の浦本氏からは，「サービスコン

されているのでぜひ御覧いただきたい∗ ）．

ピューティング［が | を］支えるクラウドコン

今後も，このような研究発表や企画イベント

ピューティング」というタイトルで御講演いた

だけでなく，研究会としてサービスコンピュー

だき，それぞれが相互にどのように支え合って

ティング研究を支援できるように，技術チュー

いるのか説明いただいた．また，南山大学の青

トリアルや，研究内容を検証するためのテスト

山先生には，どのようなクラウドを用いたシス

ベッドの提供，サービスコンピューティングで生

テムアーキテクチャがあるのかについてビジネ

じる実問題のケースの体系化を行っていき，研

ス視点から整理いただいた．このように第一線

究成果が実際的にユーザに役立つサービスとし

で活躍している研究者の方に講演いただき，大

て還元されるよう進めていきたい．また，並行

学・産業界の双方から 75 名の参加者が集まった．

して教科書となるコンテンツの作成を通して潜

また，ソフトウェアインタプライズモデリング

在的な研究者を発掘し，コミュニティのすそ野

研究会との合同のパネルディスカッションでは，

を広げることで，サービスコンピューティング

産業界の現場からのニーズや問題なども取り上

を研究分野として広く確立し，今後は研究専門

げ，活発な議論が行われた．

委員会への昇格を目指していきたい．

一方，FIT では，より学術界からの参加者を
意識し，サービス科学，エージェント，ソフト
ウェア工学の各分野からのサービスコンピュー

∗

http://langrid2.nict.go.jp/sc/
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人間についての謎 第 2 回
戸川 達男
早稲田大学

1. ヒトの寿命
前回，生体システムに対しては「なぜ  な
のか？」という問いが正当であることを述べた．
そこで今回は，まずヒトはほかの動物に比べて
かなり長命であることについて，
「なぜ長命なの
か？」という問いから始めたい．
しかし，寿命の長さについて考えるときに，ま
ず「なぜ寿命があるのか？」がより基本的な問題
である．寿命が来たときが死（個体死）である
から，
「個体はなぜ死ぬか？」つまり死の起源を
問うことでもある．死の原因には，病気や怪我，
環境の悪化などがあるが，高等動物においては
生存に適した環境にあっても個体死が起こるよ

図 1. 後生殖期の長さの比較

うなメカニズムが，遺伝的性質としてあらかじ
め組み込まれていることが明らかにされている．

はずなのだが，幾つかの説が提起されてはいる

殊に生物進化の過程で，有性生殖を獲得した後

ものの，定説はまだない．

に，有性生殖による遺伝子の組み換えのメリッ

そこでまず，ヒト以外の動物について後生殖

トを生かすためには，親が死んで子に繁殖の余

期の効用を考えると，子育てする動物において

地を与えることが種の存続に不可欠となったこ

は，子が一人立ちできるまでは親が生き続けな

とが指摘されている [1]．遺伝的性質として個体

ければならないことは明らかである．殊に，脳

死があるという点においては，ヒトはほかの高

の発達した動物では，生きるための知恵を後天

等動物と変わらない．

的に獲得する必要があるので，一人で生きてい

ところが，ヒトは老いてからもかなり長く生
きられるという特異な性質を持っている．有性
生殖をする動物個体の一生は，成長期，生殖期，

けるようになるまでに親と共に生きる十分な期
間が必要である．
更に，社会性の動物においては，集団の中に

後生殖期に分けることができるが，図 1 に示す

若干でも長命の個体がいることが集団の存続に

ように，ヒトはほかの動物と比べると後生殖期

有利だと考えられている．例えば，渡り鳥では

が異常に長い [2]．多くの動物では後生殖期は最

渡りの群れの先頭は年長の個体であることが知

長寿命のたかだか 10%程度なのに，ヒトではそ

られているが，それは何度も渡りを経験した個

の 4 倍以上である．これは遺伝的性質であり，し

体が渡りを先導することによって，渡りのリス

たがって種の存続に必要な性質であったと考え

クを減らし，適応度に貢献すると考えられてい

なければならない．つまり，なぜ非常に長い後

る [3]．ヒトも社会性の動物であり，少なくとも

生殖期が種の存続に必要であるかが説明できる

過去の社会においては，高齢の個体が集団の中
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で重要な役割を担っていた．実際，高齢者が集

きるような進化のシナリオを構築していくのが，

団のリーダー，争いの仲裁，出産及び幼児の世

人間についての疑問に答える糸口をつかむ有効

話，若者の指導，結婚式や葬式の挙行，宗教的

な方法論ではないかと考えられる．

儀式の挙行などの役割を担っていたことが文化

3. 文化の発展による生存曲線の変化

人類学的研究によって明らかにされている [4]．

安定な集団の中で個体の年齢分布を調べると，

しかし，このような役割の観察だけではほかの

年齢と個体数の関係を示す生存曲線が求められ

社会性動物の場合と本質的に違うかどうかは必

る．近代医療が全くなかった古代社会では，チ

ずしも明確ではない．

ンパンジーとほぼ同様の高い幼児死亡率によっ

また，女性については閉経によって出産の年

て個体数は 10 歳以前に 50%程度まで減少した

齢を制限し，その後長く生きて子の成長を助け

と考えられているが，種の存続にはむしろそれ

るとともに孫の出産の介助にも貢献するという，

が有利であったとも考えられる．近代に至って，

いわゆるおばあさん仮説 [5] があるが，批判もあ

医学が普及し乳児死亡率が減少したことによっ

り，長い後生殖期を持つに至った主要な要因だ

て，遺伝的性質は変わらないのに生存曲線はチ

とは考え難い．

ンパンジーと古代ヒト社会との違いよりも大き

2. 文化の継承と長寿

な違いが生じた．

文化が出現した後には，遺伝子によらずに，生

ホモ・サピエンス出現以降の生存曲線の変化は

きる知恵が子孫に継承されるようになり，その

ほとんど文化のみによるものであって，既に古

結果として遺伝子と文化の共進化が起こること

代社会において集団の存続は確実であったわけ

は前回述べた．もし長寿が文化の継承に有利に

であるから，子孫を残すため必然的に生じた結

働くなら，長寿をもたらす遺伝的性質が定着す

果ではない．また，生存曲線が大幅に変化した

ることが考えられる．すなわち，後生殖期になっ

のは 20 世紀に入ってからであり，文化の継承に

てもはや自分の子孫を残すことはできなくなっ

高齢者が貢献することとも無関係の事柄である．

ても，文化の担い手として長く生きて，生きる

生存曲線の変化は今後も続くと考えられ，最

知恵を子孫に伝えるのに役立てば，子孫の存続

終的には遺伝的制約による最長寿命付近までほ

に貢献するであろう．殊に，文化の継承には確

とんどすべての個体が生き，そこで一斉に死ぬ

率的に誤りが起こると考えられるが，もし文化

という，いわゆる垂直死ということまで話題に

の担い手が長く生き，1 世代飛び越して孫の世

されている．それは集団の存続のための必要か

代に文化を継承させることができれば，継承の

ら，はるかにかけ離れた何かを求め続ける活動

エラーの確率を半減させられるはずであり，文

の極限である．

化の優劣によって子孫の存続が左右されるよう

そこで，ヒトはなぜ生存のための必要をはる

な状況では，寿命を決定する遺伝的性質の進化
につながった可能性は十分考えられる．
それなしには生きられないような性質の文化
を獲得したのはヒトだけであり，ヒトだけが長
い後生殖期を持つこととよく符合するので，文
化の継承に貢献する長寿の性質がヒトだけに進
化したことはありそうなことである．このよう
な説明はあくまで仮説であり，決定的な証拠を
示すのは困難だが，むしろ大胆にこの種の仮説
を提起していき，様々な事柄が矛盾なく説明で

図 2. チンパンジー及びヒトの生存曲線（文献 [5]
など）
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かに越える生き方をしようとするのか，という

齢にともなって免疫機能などの生体防衛機能が

疑問が起こる．もしほかの動物が子孫を残すた

低下してくるが，それは高齢個体を厳しい状況

めの必要を越えて何かを求め続ければ，そのた

に置き，高齢まで生きる個体を厳選するように

めに資源を浪費してしまうので，生きるための

進化した結果だとも考えられる．そのような遺

必要を満たすだけで満足する性質の個体と競え

伝的性質に逆らってすべての個体を最長寿命近

ば不利になり，厳しい環境では淘汰されるに違

くまで生かそうとすれば，たとえ高度医療を駆

いない．したがって，長く存続する種は，基本

使したとしても莫大なコストが掛かるに違いな

的には生きるための必要を越えて何かを求め続

い．そこで，おそらく垂直死という極限の生存

けることはないと考えてよい．

曲線に至る前に，長寿を求め続ける欲望は限界

ところがヒトは，種の存続のための必要をは
るかに越えて何かを求め続けるのはむしろ普通

に達するに違いない．
4. ライフスタイルの変化

のことで，それはヒト個体一般に認められる貪

今日の人間の欲望は，長く生きることよりも

欲さである．貪欲が人間の基本的性質だという

むしろ限られた期間をよりよく生きる方向に向

ことを認めるのは簡単だが，そのような性質が

かいつつあるように思われる．当面は最長寿命

進化の過程でなぜ出現したのかを説明するのは

が延長する見込みはなく，また加齢にともなう

そう容易ではない．

身体の衰えを防げる見込みもないとすると，最

ヒトの異常な貪欲さの起源は，やはり文化の

長寿命と加齢変化は，自然法則のように操作し

獲得に関係している可能性が考えられる．殊に

難い束縛条件であり，その条件に逆らわずに生

文化が生きるための重要な性質となってくると，

きるのは自然な生き方だという理解は受け入れ

集団の存続が文化の優劣によって決まる状況が

やすいように思われる．

出現することが考えられる．遺伝子進化は遺伝

そこで問題はライフスタイルのデザインとい

子の突然変異によってしか起こり得ないが，文

うことになる．最長寿命や加齢変化を束縛条件

化は新たな試みを積極的に行うことによって進

とし，人類の存続すなわち確実に子孫を残すこ

化が加速されるので，貪欲な性質が文化進化を

とを必要条件として，ライフスタイルをデザイ

促したと考えられる．そこで文化の優劣によっ

ンするという問題設定である．一般のシステム

て集団の存続が決まるような状況が長く続けば，

デザインでは評価関数を設定するところだが，欲

遺伝的に貪欲な特性を持った集団で文化におい

望は多様であり一般的な評価関数としては表し

て優位に立ち，それによって貪欲な遺伝的性質

難いであろう．それでも一人一人が欲望を持ち，

が進化した可能性が考えられる．

欲望を満たすように活動すると考えれば，具体

もし貪欲さが文化進化の原動力であり，遺伝
子と文化の共進化が進行した旧石器時代に貪欲
な遺伝的性質を獲得したとすると，遺伝子進化

的な欲望を満たすライフスタイルのデザインが
可能かもしれない．
そこでまずはっきりしているのは，身体的特性

がほとんど起こり得なくなった今日においては，

についての具体的な束縛条件である．身体的特

もはや遺伝的性質としての貪欲さを捨てること

性が年齢とともに変化するのは多くの動物に共

はできなくなってしまったわけである．

通で，基本的には生殖期に最大の身体活動性が

ヒトは遺伝的性質として長い最長寿命を獲得

発揮できるようにデザインされている．このよ

したものの，種の存続には多くの個体が長命で

うな特性は強固な遺伝的性質であり，操作し難

ある必要はなく，むしろ少数の優れた個体だけ

い束縛条件であるが，その特性を考慮した上で，

が長く生きて文化の担い手として集団の存続に

どの期間に何をしたらいいかは，原理的には自

貢献するほうが効率的だったであろう．実際，加

由にデザインできるはずである．個人にとって
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しかし，現実の社会，殊に戦時や市場経済の
ような厳しい競争社会では，生き残ることが優
先され，身体機能が最も高い期間を仕事に当て
なければならないので，最も活動的な期間を遊
びに当てるようなライフスタイルは実現し難い
であろう．そこで，
「ヒトはなぜ競うか？」とい
う問題も起こるが，とにかく本質的な問題を顕
在化していくことが人間理解を深めていく有力
なルートであり，本稿のねらいでもある．
5. 避けられてきた問題としての心の理解
今回の内容は論理の飛躍が大きすぎて納得し
図 3. 身体機能，現在の典型的ライフスタイル及び
将来のライフスタイルのひとつのモデル

難いところが多かったのではないかと思う．し
かし人間についての疑問には更に大きな課題が
あるので，少々の無理を承知で話を進めたい．大

は実社会の環境条件は操作し難いので，遺伝的

きな課題というのは人間の心の問題であり，今

性質と同様に束縛条件となる．しかし，将来的

回ふれた人間の欲望ということも実は心の内容

には社会的環境は操作が可能なので，理想のラ

が問題であって，心の科学的理解なしには扱え

イフスタイルを提案してそれが実現できる社会

るはずのない事柄である．それにもかかわらず，

環境を整備するという問題設定は可能であろう．

これまで「人間がなぜ心を持つか？」というよ

そこで，大胆にひとつのライフスタイルを提

うな問題を正面から取り上げることは避けられ

案してみたい [6]．図 3A に示すように，身体機

てきた．なぜ心の問題が避けられてきたかにつ

能は生殖期の初期にピークとなり，その後は年

いては，心理学において行動主義が興ったため

齢とともに下降する．人間の活動を単純化して，

だというような説明もあるが，そんな分析より

文化の習得としての学習，子孫を残すための育

心という現象の理解にどう取り組むかを考えて

児，社会への貢献としての仕事，種の存続のた

いくことがぜひとも必要だと思うので，次回は

めの必要を越えた活動としての遊びに分けると，

更なる無理を承知で心の問題を取り上げたい．

今日の日本人の典型的なライフスタイルは図 3B

参考文献

のようであろう．しかしこれでは身体機能の最も

[1] 田沼靖一，死の起源，朝日新聞社，2001.

高い期間が主に学習と仕事に当てられ，人間の

[2] 田沼靖一，ヒトはどうして老いるのか，ちくま書

最も特徴的な活動である遊びは犠牲にされ，種
の存続に不可欠な育児も犠牲にされている．そ
こで，欲望を満たすための活動を最優先し，子
孫を残すための活動に第 2 の優先順位を与える
ことを考えると，図 3C のように，学習はでき
るかぎり早期に行い，社会の維持に必要な仕事
は残りの期間でこなすように工夫することが考

房，2002.
[3] K. ローレンツ，動物行動学 I，思索社，1989.
[4] L. W. Simons, The Role of Aged in Primitive
Society, Archeon Books, 1970.
[5] C. E. Finch, “Evolution of the human lifespan
and diseases of aging,” Proc. National Academy
of Sciences of the United States of America,
vol.107, Suppl, pp.1718–1724, 2010.

えられる．これは極端な発想ではあるが，遺伝

[6] T. Togawa, “Human nature and possible life style

的性質に逆らわず，確実に子孫を残し，人間特

in aged society,” Proc. 11th Jap.-Polish Seminar

有の欲望の実現に身体機能が最も高い期間を当

on Biomed. Tech. in the Time of Population Ag-

てるという極限のライフスタイルである．

ing, pp.15–16, Shiga, 2010.
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IWAIT2011 会議報告
久保田 彰
中央大学

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国際会議である．
画像工学に関する最新の研究成果を発表する場
としてはもちろん，各国の研究者との交流を目
的とした熱心なファンが多い会議としても定評
がある．
第 14 回目の開催となる今回は，インドネシア
の首都ジャカルタにある Hotel Santika Premiere
Jakarta を会場とし，2011 年 1 月 7 日と 8 日の 2

図 1. バンケットの様子

日間にわたって，計 120 件の研究発表の場が設
けられた．日本，韓国，インドネシア，タイか

セッション（1 会場）に分かれて行われ，終日熱

らの参加者が多かったが，今回はヨーロッパか

心な議論が交わされた．ポスターセッションで

らの参加者もいた．

は，冒頭に 1 分間のショートプレゼンテーショ

会議の冒頭には，インドネシアの文部科学省

ンも企画され，自分の興味に合ったポスターを

にあたる省の大臣の挨拶があった．地元の新聞

効率よく見付けることができると好評であった．

に IWAIT 開催広告も記載され，インドネシアで

また，初日の会議終了後には，インドネシア料

の IWAIT 開催が非常に歓迎されていることが

理を囲んでのバンケットが催された（図 1）．参

分かった．また，多くの地元の学生が運営に携

加各国の言語による乾杯の発声を皮切りに，学

わっていた．運営の手伝いの傍ら，熱心に講演

生による演奏や歌などを堪能した．最後は，竹

にも耳を傾けていた．

製の民族楽器「アンクルン」を参加者全員で演

基調講演では，アリゾナ大学の Charles M.

奏する機会があった．音階が異なるアンクルン

Falco 教授，名古屋大学の谷本正幸教授，Gwangju

がランダムに渡され，一人一音を担当し，参加

科学技術大学の Yo-Sung-Ho 教授から，画像処

者全員で各国の伝統曲を演奏した．一体感があ

理の起源，3D 映像や自由視点映像技術に関する

り，楽しい時間を過ごすことができた．IWAIT

講演があった．示唆に富んだ内容に会場からの

伝統の和やかな雰囲気の中，夜が更けるまで盛

質問も活発であり，予定した時間を 30 分以上過

り上がりを見せていた．

ぎるほどであった．

次回 IWAIT2012 は，2012 年 1 月 9 日と 10 日

続く一般講演は，テーマ別に構成された 16 の

にベトナムのホーチミン市での開催を予定して

オーラルセッション（3 会場）と 5 回のポスター

いる．会員の皆様の積極的な参加を期待する．
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【FIT 開催案内】

FIT2011 開催案内
高橋 修
公立はこだて未来大学

FIT2011 は，函館大学と函館短期大学にて，下
記の要領で開催されます．

は第 10 回目で論文誌への推薦など，タイムリー
な論文発表も考慮されています（査読付き論文
のみ）．また，10 数件の斬新なイベント企画を

FIT2011（第 10 回情報科学技術フォーラム）
【会期】 2011 年 9 月 7 日（水）〜9 日（金）
【会場】 函館大学・函館短期大学
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/fit/fit2011/

行い，活気ある議論・討論を通じて研究者間の
交流を実現します．
皆さまの御発表と御参加をお待ちしており
ます．

ここでは，函館のご紹介と，FIT2011 のご案
内をいたします．
1. 函館のご紹介
函館は歴史が古く至る所に多くの史跡があり，
また，函館山，立待岬などの風光明媚な街です．
加えて，季節を問わず新鮮な魚介類が収穫され
るとともに，湯の川温泉を筆頭に温泉が街のあ
ちこちにあり，四季を問わず楽しめます．特に，
9 月はトップシーズンであり，函館を訪問する
のにベストな時期だといえます．
2. FIT2011 のご案内
FIT2011 が開催される函館大学・函館短期大学
は，函館空港の近くにあり，また温泉で有名な湯
の川温泉の近くにあります．FIT (Forum on Information Technology) 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
から合同で毎年秋に開催している日本で一番大
規模な情報・システム関係の全国大会です．今回
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【フェローからのメッセージ】

踊る「あおいくま」
フェロー

土井 美和子
東芝

1. 元気の出るメッセージ

ロセッサを使って，これからはプログラムを書

2010 年 9 月のソサイエティ大会にて，本会女

かない計算機の使い方が主流になる，だから使

性初のフェロー称号（小職も含め一気に 3 名誕

い勝手の研究をせねばと着手した．しかし，新

生）をいただいた．入社以来，33 年間企業にて

入社員一人の思い込みであり，学会でも仲間が

ヒューマンインタフェース (HI) の研究を続けて

いず，大変孤独な期間が続いた．製品化にかか

きたわけだが，共に仕事をしてきた上司，同僚，

わっていたとはいえ，内心かなりの焦りがあっ

後輩，及び学会活動で御一緒させていただいた

た．しかし，1982 年から ACM 主催の国際会議も

関係者，そして支えてくれた家族に深く感謝す

始まり，また国内でも計測自動制御学会関西支

る次第である．

部主催で関連シンポジウムも開催され，ポジティ

女性研究者としての若手へのメッセージは，参
考文献 [1] などにも既に紹介させていただいてい

ブな情報が増え，焦らず研究開発を継続できた．
短期的な例では緊急時対応が挙げられる．1990

るので，今回は元気の出るメッセージとしたい．

年ごろ，VR (Virtual Reality) の研究開発をして

分野は異なるが，子供（医学博士で今年就職と

おり，多くの社外展示会対応をしていた．明後

獣医学 D3）と研究や就職のことなど話してい

日からの都内の展示会対応で機材の運びだしを

る．小職の就職時と現在とでは，違った苦労が

行うという日の朝，担当の若手から「祖母が亡

あることなども認識させられる．正月に話して

くなったので，お休みをいただきます」と電話

いたら，子供の研究室の先輩が貼っていた「あ

があった．その電話を置くと，すぐ別の若手から

おいくま」という言葉を紹介された．

電話があった．焦っていた筆者は相手の要件も

お—怒らない

聞かないうちに，
「×× さんが忌引きでお休みだ

い—いばらない く—腐らない

から， 展示会の対応をお願いしようと思っ

ま—負けない

ていたのよ」と切り出した．相手は「うーん，お

ネット検索では出展不明．ものまねタレントの

手伝いしたいところですが，祖父が亡くなった

コロッケさんが家訓にしているということで，そ

ので，帰郷したので，お休みをいただきますと

れから，時々頭の中で青い熊が踊っている．
「あ

いう電話をしたところです」と．今振り返って

おいくま」はいろいろ解釈が可能であるが，筆

みても，猶予時間がなかったとはいえ，自分の

者なりの解釈を紹介してメッセージに代えたい．

都合だけ考えて焦りまくっていた身勝手な恥ず

2. 「あおいくま」の「あ」
：焦らない

かしい上司であった．

あ—焦らない

焦るか焦らないかは，得られている情報の量
と，決断までの猶予時間によって，大きく変化
する．

3. 「あおいくま」の「お」
：怒らない
1996 年から 1 年半，NTT マルチメディア共同
利用実験における仮想美術館を開発，運営して

長期的な例としては，HI の研究を始めた状況

いた．川崎の研究所のグラフィックスワークス

が該当しよう．今から 34 年前，日本語ワードプ

テーションにて，仮想的に孤島の美術館を描画
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し，その結果をネットワークを介して，新宿にあ

の合わない上司に，今日もまた言いにくいことを

るショールームに送る．ショールームで見たい

言わなければと思えば，会社に行きたくなかった

絵を選ぶと，研究所を介して，多摩にある静止

日もある．帰宅後，
「今日は若手の ×× に強く言

画データベースから高精細画像を検索し，新宿

いすぎたなぁ」と悔やむこともある．考えれば考

に送り，描画するというものである．この時初

えるほど，自分が嫌になってきて，
「おまえは馬

めて，ネットワーク屋さんとお付き合いをした．

鹿だ」と自分を侮るようになる．それを言い続け

同じ企業にいて，同じ言葉を使っていても，意思

ると更に落ち込むので，洗濯を干しながら，
「ぶ

疎通ができず，短気な筆者は怒ることたびたび

ちぶち · · · · · ·」と言葉にせずに繰り返す．5 分間

であった．HI 屋は，常にユーザとの接点にあり，

も「ぶちぶち」言っていると，さすがに自分で馬

背後にあるソフトウェアやハードウェアを統合

鹿らしくなって，次の思考に移ることができる．

して，最終的に 1 秒という応答時間を成立させ

6. 「あおいくま」の「ま」
：負けない

ないとならなかった．したがって，ネットワー

研究開発をしていれば多くのライバルが存在

ク屋さんにネットワークでの時間遅れを尋ねた．

する．上司も後輩もライバルである．ライバル

しかし，ネットワーク屋さんは，
「ATM (Asyn-

は切磋琢磨するための存在である．勝ち負けを

chronous Transfer Mode) 運営は世界初．自分の

争う相手ではない．負けてはいけない相手は自

責任範囲は自分のレーヤだけ．その下の NTT が

分である．

管理しているレーヤは分からないから，応答時

そのためには，「知人者智 自知者明」であ

間は責任外である」と冷たい．途中で，マルチメ

る．まず自分の得意なことを知り，それを伸ば

ディア国際会議の併設展示で，広島でデモを行

す．次に，自分の不得意なことを一つでも得意

うなど大変であった．言葉を発していれば，意

なものに変えていく．筆者は大学の研究室での

思疎通ができるというものではないことを理解

初めての発表のときに，恩師に「君のように発

するのに，時間が掛かった．その後，短気な筆

表が下手なのは初めてだ」と言われた．その後，

者は，相手の話を聞いて，自分の考えと何が違

多くの発表の機会をいただき，今では，苦手意

うのかを考えるように心掛けている．

識はなくなった．苦手意識を克服するのは，な

4. 「あおいくま」の「い」
：いばらない

かなか難しいが，それに負けてはならない．で

筆者は幸いなことに幾つか賞をいただいてい
るが，これは自分だけの力ではない．例えば全

も，今でも英語の発表は苦手である．
7. 元気を出すには

国発明賞をソフトウェア特許では初めて受賞し

「あおいくま」の自己解釈を紹介したが，これ

ているが，この表彰をいただくには，その特許を

で簡単に元気が出るものではない．自分に負け

使った自社製品での売り上げが必須である．ま

ないためには体力が必要である．筆者は平均す

た，その特許は，多くの PC に搭載されている

ると 7〜8 年ごとに手術をしているが，悪いと

ので，非常に多くの方がかかわっているわけで

ころを治すことで，体力を維持している．腰椎

ある．日々支えてくれている事務方も，毎日き

分離の持病で腰痛が出た時には，無理せず休む．

れいに掃除をしてくれる業者のおばさんの存在

若手の皆さんも体力をつけて，
「あおいくま」を

を忘れてはならない．

思い出して元気を出してほしい．

5. 「あおいくま」の「く」
：腐らない

参考文献

33 年間も仕事をしていれば，良いことばかり
ではない．自信家と思われている筆者でも，意見

[1] 土井美和子，“東芝のめざすきらめきライフ&キャ
リア，
” 信学誌，vol.90, no.4, pp.325–326, 2007.
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電子情報通信学会教育工学専門委員会の発展に向けて
フェロー

岡本 敏雄

電気通信大学

1. 本研究専門委員会の発足

かかわる情報システム研究が芽生えました．前

1967 年，約 44 年前に，電子情報通信学会で教

者は教授・学習過程のコンピュータ制御システ

育工学研究専門委員会が，川上正光先生を初代

ムです．後者は教育にかかわるデータ処理・解

委員長として発足しました．私の記憶では，そ

析システムです．教育工学が徐々に社会で脚光

の目的は，工学分野（電気・電子工学はじめ）で

を浴びた時期です．折りしも，時期は少し前で

は，先生方は専門の研究はするが，それをどの

すが，旧ソビエト連邦がスプートニックという

ように教えるかについての事柄に関して，工学

人工衛星の打ち上げに成功しました．アメリカ

者は極めて無関心であり，それではいけないと

は，これはいかんぞということで，教育の現代

いうことで，本研究会が立ち上がったというこ

化運動を展開しました．理数系のカリキュラム

とを前東工大教授の末武国広先生から伺ったこ

の現代化運動です．同時に，その履行システム

とがあります．そして，前慶應大学工学部教授

の開発です．これが CAI という形で展開します．

の藤田広一先生，前東工大教授の坂元昴先生ら

米国の連邦政府も莫大な予算を付け，ブルーナ

が共に，工学教育の実態を見られて，その教授

という心理学者を中心にブレトンウッズ会議と

法をいろいろと工夫，研究されたということを

いうものを組織します．この会議のメンバーは，

聞かされました．一方，本学会とは別に，前東

ノーベル賞受賞者を集めたそうそうたる人たち

京大学工学部の渡辺茂先生が機械工学の分野に

でした．

情報やシステム工学の考え方を取り入れ，その

また，CMI といった視点から，教育にかかわ

融合に努められました．そして，教授・学習過

る様々な情報，データを解析する方法（特に S-P

程の最適化理論を展開されたことを記憶してお

表とそのパターン分析が展開された）
，教育情報

ります．

にかかわる様々なデータ・ベース・システムの開

また，初等中等教育を対象にして，坂元昴先

発研究もなされました．この時期の ET は，大

生が多くの学校，先生方に “行って，帰って，ま

変活況で，研究会にも多くの発表，参加者があ

た行く” という合言葉で，教授活動のフィード

りました．

バック機能を盛んに主張されていました（KR：

3. 新しい展開と教育研究の本質

Knowledge of Result の重要性）．そして，こう

そんな中で，青年期，壮年期を過ごしてきた

いったことに関連した様々なティーチング・マ

私にとって，ある意味では，渦の中に入り，多

シーンや教授技術が開発，利用されたわけです．

くの先生方から叱咤激励を頂戴できたのは，幸

私が，まだ青臭い頃 (？) だろうと思います．

せだったと思います．機械振興協会 CAI 課，金

2. 教育工学の発展期

沢工大（CAI システムの開発に従事），東京学芸

社会では，ミニコンピュータが，1970 年代ご

大学教育情報科学教室，そして電気通信大学大

ろに開発，登場し，CAI や CMI といった教育に

学院情報システム学研究科と渡り歩きましたが
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（かっこ良く言えば，声を掛けていただいた）
，研

を作り上げるためには，方法論も十分工夫され

究の中心は，CAI，ITS，CSCL，e-Learning と

なければなりません．研究する側が，教育のど

筋を通してきたつもりです．手段（刀）は情報

の部分を対象化（全体の中での位置付け）して，

技術（人工知能・知識工学）です．研究の発想

何を明らかにしようとしているのか，そのため

と枠組みは，教育心理学的なものでした．そし

に，何を開発，または探究，解明しようとして

て，基礎研究と応用研究，更に実践研究といっ

いるのかのスタンスを明確にすることです．そ

た視点からも意識してやってきたつもりです．

の具体的な諸活動から “研究の方法論” が蓄積，

教育工学，特に本学会教育工学研究専門委員
会にお願いすることは，情報・通信技術の単な

洗練されていくであろうということです．
4. 期待

る応用ではなく，教育という対象，営みを，そ

インターネット，Web 技術，そしてモバイル

の本質をしっかりと捉えた研究であって欲しい

技術は，様々な情報メディアの開発と同時に，社

ということです．そして，工学的視点（価値も

会の様々な分野に浸透し，活用されていくでしょ

含む）を中軸にしながら，科学的，実践的，臨床

う．いずれの世界においても，教育という営み

的，問題解決的な見方，考え方も取り入れ，学

は存在します．その営みの質を充実させる研究

問としての軸足をしっかり固めていって欲しい

意識，活動を期待します．同時に，その学術的

ということです．同時に，その成果を蓄積して

貢献と社会的な貢献を意識することも必要かと

いくという努力をお願いしたく思います．裾野

思います．教育工学の研究成果が，他分野で応

は広いけれども，それぞれの研究に深みがある

用，活用されることが，ある意味では，市民権

ことが望まれます．

を得ることになろうかと思います．

ところで，工学的な学問としての意味はと問

願わくば，多くの大学で，教育工学や教育シ

われると，多様な意見があろうかと思いますが，

ステム情報学といった授業，講義，専攻，学科

次のように考えます．

等が設立，設置されることを願う次第です．そ

“工” という字は，巧みという意味を持ちます．
上の “一” は，“天の典” です．下の “一” は，“地

して大学院での専門講座設置に繋がることを期
待します．

の典” です．そして縦の “棒” は，天と地を繋げ
るものです．つまり “工” という漢字の意味する
ものは，“理想と現実を結びつける知恵” という
ことになります．これは，前京都教育大西之園
先生から教わったことなのですが，教育という
最も “人間くさい営みを巧みに科学し，技を蓄
積していくこと” が教育工学の本質であると．し
かしながら，必ずしも科学が先にあるのではな
く，技を作り上げる知恵が，科学になることも
往々にしてあることにも注意することが必要で
す．実は，教育という営みは，この側面を強く
持ちます．そして，技（巧み）を伝承するため
の理論（知恵）の構築が必要となります．理論
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【コラム】

Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
In writing technical/scientific information, a
common task is to list the elements in a series.
These might be reasons, examples, conclusions,
or anything else forming a series.
Series: Your Ducks in a Row
A key principle in writing a series is to keep
the elements similar in grammatical structure:
× . . . attributes such as heat, the radiation
it emits, vibration, and the stability it provides.
 . . . attributes such as the heat it produces,
the radiation it emits, the vibration it generates, and the stability it provides.
 . . . attributes such as the resulting heat, radiation, vibration and stability.
The first example mixes simple nouns with
longer phrases, while the second and third are
internally consistent, providing “parallelism.”
Another issue that frequently arises, even
among native-English speakers, is whether to
place a comma after the next-to-last item:
? ...factors of size, weight and density. [or]
? ...factors of size, weight, and density.
This “controversy” has generated a lot of unnecessary debate, since most reliable grammarians say either style is OK. My own preference is
to not use the comma for simple nouns or noun
phrases but to use it for longer phrases, especially with verbs, in a series:
 . . . factors of size, weight and density.
 . . . circuit can be used to test the detection
mode before use, implement the actual detection, and send the detection results to
the onboard database.
The first part of my rule of thumb is really
not important for readability; however, I would
strongly recommend that technical writers follow the second part, using a comma for longer
phrases, because often the next-to-last and last
items can be confused as the same idea, not distinct elements in a series.
Sometimes, a series is spread over an entire
30

paragraph or several paragraphs. Typically, the
series is briefly introduced and then each element
is given greater elaboration:
Previous methods have encountered three
major problems. The first is how to. . .
[after several sentences on the first problem. . . ]
× The second is the time required to. . .
 The second major problem is the time. . .
In the first example, readers may have lost focus on the series and ask, “Second what?”
Into the Future, Briefly
Many papers finish, either as a separate section but more commonly as the end of the Conclusions section, with a brief introduction of related “future work.” This isn’t required, but it
can be helpful to stress the potential extension
of the proposed approach to applications beyond
that discussed in the paper.
When mentioning future work, be sure to also
give a reason for it:
× Future work will include multi-user scenarios.
 Future work will include multi-user scenarios to investigate the effects of collaboration.
Most importantly, keep the “future work” description brief —a short “teaser” is most appealing, and you don’t want to detract attention from
the current paper, which you just worked so hard
to finish!
Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) . . . and those proposed by Dean et. al. for. . .
2) . . . and those proposed by Dean et al. for. . .
3) . . . and those proposed by Dean et. al for. . .
(Answers: For this Latin term meaning “and
others,” only 2 is correct; “et” is not an abbreviation but means “and,” while “al.” is an abbreviation for “alia,” and thus only “al.” has a
period after it.)
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編集後記

【編集委員会名薄】

今回は PDF の編集機能を更に活用し，校正の効率を上げることができました．電子化で効率を

向上させるには，やはりそれに合わせた作業プロセスの変更が重要であると実感できました．今回の災害か
らの復旧に情報技術を活用するには，作業の枠組みと併せた改良が必要になるように思います．＜主担当：
産総研 神嶌＞ ▼副担当として十分にお役に立てず，主担当，幹事の皆様には御迷惑をお掛けし，大変申し
訳なく思っております．震災後の混乱の中，原稿の御確認に御尽力いただいた著者の皆様方，編集作業に御
協力いただいた編集委員の皆様には，この場をお借りして御礼を申し上げます．＜副担当：KDDI 研 石川＞
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