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情報・システムソサイエティ誌 第 17巻第 4号（通巻 69号） 【巻頭言】

情報通信技術と脳科学の融合

川人 光男
ATR脳情報通信総合研究所

日本の社会は経済的な豊かさ，生活の安全，身
体の健康という 3点から考えれば，今も世界の
トップクラスだろう．しかし社会の幸福，高齢者
の生き甲斐，心の健康と豊かさ等といった，心
や幸せなど人生の質に関する指標では，世界の
上位にあるかどうかも分からない．例えば 1万
人当たりの自殺者の数を個人所得に対して，あ
るいはオリンピックのメダル数を GDPと総人口
の線形和に対してプロットすると，日本は残念
ながら悪い方の統計的例外である．つまり，自
殺者数は所得から考えられないほど多く，メダ
ル数は国力から考えられないほど少ない．

EU全体で精神疾患患者を支援するために年
間 6兆円が失われている．直接の医療費はその
うちわずか 15%程度で，患者本人や家族等の失
われた労働力が大半を占める．米国では，薬や
アルコール中毒も含めた精神・神経疾患は年間
20兆円の負担となっている．日本でも死亡数等
はガンや心疾患などに譲るが，経済的負担の第
1位は精神疾患である．
社会の幸福の実現や精神疾患治療に情報通信

技術と脳科学の融合が新しい解決方法を与えて
くれる．両分野の融合はフォン・ノイマンやサ
イバネティックスのウイーナーに始まり，神経
回路モデル，計算論的神経科学などは既に 50年
の歴史がある．
脳科学でも，最近の話題はご多分に漏れず，『ビ

ッグデータ』の取得・公開・解析・応用である．
例えばポール・アレンが私財を投じた米国アレ
ン脳科学研究所では，マウス脳の遺伝子発現地
図を工業的なスケールで取得し，公開している．
米国NIHの脳科学青写真プロジェクト 3つのう
ち 1つは，ヒト大域的コネクトームである．コ
ネクトームは，もともとは情報通信技術を応用

して，脳内のすべての神経細胞の結合パターン
を，電子顕微鏡レベルで決定する研究分野であ
る．ヒトコネクトームは，1万人程度について，
機能と解剖の脳画像データから脳領野間の結合
パターンを決定し，それを遺伝情報，個性や疾
患と関連付ける．EUの超大型Flagshipプロジェ
クトに，ビッグデータに基づいて大脳皮質の神
経回路の大規模シミュレーションを行う Human

Brain Projectがある．これらの，情報通信技術
を脳科学の最先端研究に役立てる，神経情報学
Neuroinformatics分野では，国際組織 INCFも
あり，日本も貢献している．
文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの
課題A『ブレインマシンインタフェース (BMI)』
では，慶應義塾大が医工連携により脳卒中のた
めの革新的 BMIニューロリハビリテーション，
阪大脳外科などが BMIによる義手ロボット制御
で世界のトップに躍り出た．中核拠点のATRは
脳情報の解読と制御やBMI用のデータベース構
築を担当した．また，従来治療法のなかった精
神疾患について，薬や認知・行動療法とは異な
る新しい治療法の開発を目指している．
総務省の委託研究ではATR，NTT，島津製作
所，積水ハウス，慶應義塾大が共同で，情報通
信と脳科学を融合して，高齢者や障害者の幸福
に貢献することを目指す．一般家屋にセンサと
アクチュエータを付加したBMIハウスで，日常
生活中の脳活動と行動のビッグデータを取得す
る．データベースを置いた NTTのデータセン
タとBMIハウス間で通信し，車いすと家庭環境
を制御し，新しいコミュニケーションを実現す
る．新しい計測・ネットワーク技術を駆使して，
高性能で安価な BMIの開発を目指している．
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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 17巻第 4号（通巻 69号）

新フェローおめでとうございます

平成 24年度のフェロー贈呈式が，富山大学において 9月 12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 13名の方々の氏名と所属を御紹介します（五十音順・敬称略）．

相澤 清晴 東京大学
有澤 博 横浜国立大学
石川 正俊 東京大学
金谷 健一 岡山大学
喜多 泰代 産業技術総合研究所
佐藤 誠 東京工業大学
鷲見 和彦 青山学院大学

武田 一哉 名古屋大学
徳山 豪 東北大学
外村 佳伸 龍谷大学
中島 康之 KDDI研究所
西田 豊明 京都大学
橋本 周司 早稲田大学
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情報・システムソサイエティ誌 第 17巻第 4号（通巻 69号） 【おめでとう船井ベストペーパー賞】

おめでとう船井ベストペーパー賞

船井ベストペーパー賞について

船井ベストペーパー賞は，FIT学術賞選奨規程の第 9条に「FITにおいて発表された査読付
き論文のうち，特に優秀なもの 3編程度を選び，その著者に贈呈する．」とございます．査読会
議にて，各分野への FIT査読付き論文投稿件数の 5%を上限に，採択論文の中から候補論文を
推薦いただき，その中から 10編程度を最終候補論文としました．実行委員会委員，プログラ
ム委員会委員及び担当委員で構成される学術賞選定委員会にて，最終候補論文について審査し
投票を行い，慎重に審議した結果，3編を船井ベストペーパー賞受賞論文として選定し，FIT
運営委員会の承認を経て，FIT会期中の学術賞表彰式にて贈呈いたしました．

論文：ポリフェーズ・フィルタ・バンクを用い

た基数 2 kFFTに関して：電波望遠鏡用分光器

への適用
著者：中原 啓貴，中西 裕之（鹿児島大学），笹
尾 勤（九州工業大学）

このたびは FIT2012船井ベストペーパー賞と
いう大変名誉ある賞を賜り，身に余る光栄と心
から感謝しております．船井情報科学振興財団
の皆様，FIT2012の運営並びに論文の査読/選考
に当たられた諸委員会の皆様方に心より御礼申
し上げます．
宇宙の謎を解明する天文学では，宇宙から放
射される電波を受信して解析する電波望遠鏡が
使われています．電波望遠鏡で最も重要な信号
処理は，受信した電波からスペクトラムに変換
する FFTであり，天文学では広帯域の信号を処
理することから，オーディオ&ビジュアル用の
FFTのよりも数千倍～数十万倍広い帯域を短時
間に処理しなければなりません．FFTを従来の
FFT用の回路で実現する場合，そのハードウェ
ア量は帯域に比例するので，既存のハードウェ
ア上で実現できず，問題となっていました．
本論文では，FFTをポリフェーズ・フィルタ・
バンクと基数を 2 kに拡張した回路を提案し，従

来手法では実現できなかった電波望遠鏡で要求
されている広帯域なFFTを書換え可能なハード
ウェアである FPGA上に実装しました．今後は
今回の受賞を励みとして，本研究の更なる発展
を目指して研究開発に邁進する所存です．特に，
電波望遠鏡用信号処理システムの開発を行って
いる国際共同プロジェクトCASPERにて日本提
案のライブラリとして提案 FFTを公開し，電波
天文学の分野の発展に貢献する所存です．
末筆ではございますが，情報科学技術フォー

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発
展をお祈り申し上げます．

論文：折り返し翻訳は本当に役に立たないのか?

～人間の観点からみた折り返し翻訳の妥当性

評価～

著者：宮部 真衣（東京大学），吉野 孝（和歌山
大学）

このたびは，FIT2012船井ベストペーパー賞
という名誉ある賞を賜り，光栄に存じます．船
井情報科学振興財団の皆様並びに FIT2012の諸
委員会の皆様に心より御礼申し上げます．
インターネットの普及に伴い，使用言語の異

なる人々が，ネットワークを介して対話可能とな
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【おめでとう船井ベストペーパー賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 17巻第 4号（通巻 69号）

りました．一般に，母語以外を用いた対話は容
易ではなく，近年精度向上が著しい機械翻訳技
術を用いた支援が行われています．しかし，機
械翻訳により完璧な翻訳結果を得ることはいま
だ難しく，母語による翻訳結果の適切さの確認
手法として，折り返し翻訳（対象言語翻訳文の
母語への再翻訳）が用いられています．
一方，言語処理分野の従来研究では，「折り返
し翻訳は精度確認手法として適切でない」とい
う主張があります．私どもは，これまでの機械
翻訳の利用経験から，この結論は必ずしも正解
ではないと感じておりました．従来の検証では，
翻訳システム自体の性能評価が想定されていま
す．しかし，機械翻訳を用いて対話するのは「人
間」であり，折り返し翻訳における多少の曖昧
性は許容され，精度確認に支障がない可能性が
あります．
人間が折り返し翻訳を用いる際に重要なのは，
対象言語翻訳文と折り返し翻訳文の翻訳精度に
著しい乖離がないことです．つまり，多少の違
いは許容されると考えるべきです．一つの文の
精度を複数名で評価すると，ずれが生じること
もあります．本論文では，人の間で発生するず
れに着目し，複数名が評価した対象言語翻訳文・
折り返し翻訳文のペア5,400件の分析により，折
り返し翻訳の有用性を示しました．今後は，今
回の受賞を励みとして，本研究成果の応用によ
る貢献を目指します．
末筆ではございますが，情報科学技術フォー
ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発
展を心よりお祈り申し上げます．

論文：影を利用したポインティングシステムの

開発

著者：土江田織枝（釧路工業高等専門学校），財
原 ちひろ（セイコーエプソン），林 裕樹（釧路
工業高等専門学校），宮尾 秀俊（信州大学）

このたびは，FIT2012船井ベストペーパー賞
という大変名誉ある賞を賜り，光栄に存じます．
船井情報科学振興財団の皆様，並びに FIT2012

の運営を御担当された皆様，そして論文の査読・
選考に当たられた諸委員会の皆様方に心より御
礼申し上げます．
講義などでパソコン画面をスクリーンに投影

して使用する際に，一般的にはマウスなどを使っ
てパソコン操作を行います．そのため，スクリー
ン画面上での指示動作を一旦止めてマウス操作
を行う必要があります．この動作は講演者の説
明が途中で途切れてしまうため聴衆にとっては
説明内容が分かりにくくなります．そこで，赤
外線の反射光を使用してスクリーン上を指差す
程度の操作でマウス操作を行うことができるシ
ステムを開発しました．しかし，このシステム
では，指が指示棒の役割をするため大型のスク
リーンでは使えない点や，使用中のユーザはス
クリーンの前から自由に移動することができな
いなどの制約がありました．
本論文では，スクリーン上の手の影を使うこ

とで，大型のスクリーンでも使用できるポイン
ティングシステムを提案し，システムの開発と
評価について示しました．具体的には，スクリー
ン上の手の指先の影の位置にカーソルの位置を
合わせるために，影の部分を画像処理などで認
識する方法ではなく，点光源によってできる物
体の影は光源の位置からは見えないという原理
に基づき，ダイクロイックミラーを使う手法を
提案しました．これにより，影の周りの色や使
用環境についての制限も軽減されました．
今後は今回の受賞を励みとして，本研究の更な

る発展を目指して研究開発に邁進する所存です．
末筆ではございますが，情報科学技術フォー

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発
展をお祈り申し上げます．
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情報・システムソサイエティ誌 第 17巻第 4号（通巻 69号） 【研究会インタビュー】

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.1

宮下敬宏さん

●ネットワークに繋がったロボット

今やパソコンは，ネットワークにつながって
いないと機能として成り立たちません．ネット
ワーク上にリソースがあって，それを使って私
たちはパソコンを端末やメディアとして使って
います．それが別のパソコンやその先の人と繋
がっていき，新しいサービスがどんどん生まれ
てきています．じゃあロボットもネットワーク
に繋げてあげたら色々できるんじゃないの？ と
いうのがネットワークロボットなんです．
ネットワークロボット研究は 2003年ごろから
始まりましたが，2つのポイントがあります．ロ
ボットをネットワークに繋いで連携させよう，と
いうのが一つ．もう一つは，ロボットというの
を，いわゆるロボットらしいロボットだけでな
く，いろいろな形のロボットを考えてみよう，と
いうこと．ロボットの定義を考えると，ロボッ
トが人のカタチでなければならない理由はない
のです．
世の中には役に立つ自動機械というのは色々
あります．簡単な例では，銀行では，まず人が近
づくと自動ドアがぱっと開いて，ATMも画面が
明るくなって，カードを入れるとお金を引き出せ

ますよね．そんないろいろと自動化されている
技術，それもみんなロボットなのです．もしそれ
らが人型をしていたら，「あ，ロボットだ」と気
づきますよね．その人型がドアを開けてくれた
ら，「ロボットが自動でドアを開けてくれた」と
思うわけです．それが人の形ではなく，ドアの形
をしているだけと考えれば，いろいろなところ
にロボットが埋め込まれていると考えられます．
そしてパソコンの中にいるロボット．キャラク

ターエージェントとしてコンピュータグラフィッ
クスでぽよん！ と出てくるものや，ネット上の
情報を集めてきてくれるボットなども，ロボッ
トと考えることができます．
従来の鉄腕アトムのような手足のあるロボッ

トを含め，これらのロボットをネットワークで
繋げば，連携ができるようになります．連携で
きると，朝から晩まで，もしかすると寝ている
間もサービスを提供してくれるようになり，今
までの生活を変えてくれるような新しいサービ
スを，ロボットを使ってできるようになります．
それが，ネットワークロボットなのです．

●ロボットと人の間の通信

では，そのネットワークロボットを作ろうと

7



【研究会インタビュー】 情報・システムソサイエティ誌 第 17巻第 4号（通巻 69号）

思うと，いろいろな技術が必要になります．も
ちろん通信は一番大事なところです．ロボット
同士の通信だけでなく，ロボットと「人」．この
間の通信というか，情報のやりとりがあります．
この部分は有線や，無線 LANではできません．
キーボードを叩いたり，音声であったり．
ロボット同士の通信は，人間よりも大きい帯
域幅で多くの情報を一気に伝えることができる
わけですが，人間はそうはいかないので，人間が
普段扱えるわかりやすい方法でロボットと情報
のやりとりをします．例えば，人からロボットに
情報を伝える場合，キーボードがあればGoogle

で検索する時のように日本語を文字で入力する
ことができます．そのような入力に慣れている
人も多くなってきましたが，他にもマイクを使っ
て音声で，あるいはカメラを使って身振り手振
りでロボットに伝える方がより直感的かもしれ
ません．逆に，ロボットが人に情報を伝えると
いう場合も同様に考える必要があります．これ
が，ロボットと人の間の通信です．
ロボット同士の通信と，ロボットと人の通信
の両方を考えないといけない．ロボット同士の
通信は既にある通信技術をある程度利用するこ
とができます．しかし，ロボットと人の間の通信
技術はまだまだこれからで，「ヒューマンロボッ
トインタラクション (HRI)」という新しい学術
領域もできました．どうしたら人にわかりやす
く伝わるのか，ということを考えると，ロボッ
ト工学だけではなく，認知科学や心理学も必要
になります．学際的な領域ということですね．

●環境知能

ネットワークロボット，HRI，これらの中で，
私が会社 (ATR)で取り組んでいる研究の 1つが
環境知能です．人がどこにいるのか，どちらを
向いているのか，どこを指さしているのか，人
はこのような情報を簡単に把握することができ
るのですが，ロボットが自分の持っているセンサ
だけで把握するのは難しいのです．そこで，環
境知能という考え方がでてきます．これは，さ
きほどのネットワークロボットにおけるロボッ

トの考え方に繋がりますが，ロボット自身のセ
ンサだけではなく，ロボットの周り（=環境）に
取り付けられたセンサの情報や，これまでのセ
ンサ情報の履歴を利用することで，ロボットの
周りの人を含む環境でどのようなことが行われ
ているのかを把握しよう，というものです．す
なわち，ロボットの個体そのものの賢さだけで
はなく，個体の周りの環境の賢さを利用しよう，
という考え方です．
「場の空気」というのが人間にはわかりますよ
ね．これをロボットに気づかせるためには，環境
知能が必要です．例えば，駅にはラッシュアワー
がありますよね．そんな時間帯に駅で待ち合わ
せることはしないわけですが，これも場の空気
を読んだ賢さの 1つです．私たちは，朝はラッ
シュということを，これまでの経験から，ある
いは見聞きして知っているわけです．それを環
境に設置されたセンサ情報とその履歴から可視
化してやればロボットにもそれがわかり，朝の
時間帯に駅で待ち合わせするのは避けよう，と
気づくわけです．
このような場に埋め込まれた知識を活用しま

す．ある場所でどのように行動すべきか，人間は
これまでの常識や周囲の反応でわかります．そ
の反応をセンサで計測・蓄積・見える化してや
ることで，ロボットも賢く振る舞うことができ
るのです．

●研究のきっかけ

小学校 6年生のころに NHKでマイコン入門
という趣味講座がちょうど始まったんです．当
時入院していてかなり退屈で，病院の本屋でテ
キストを見つけて，ちょっと面白そうだと思って
買いました．今思えば，それがきっかけの 1つ
だったように思います．テキストの巻末付録に
タッチタイピング練習用のキーボード実物大写
真がついていて，それを使って素朴に練習して
いたことを覚えています．
それから，中学生の時に長年貯めてきたお小

遣いをはたいて初めてパソコン (SHARP MZ-

1200)を買って，使い始めました．そのうち，パ
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ソコンの後ろにある外部端子に興味が移り，こ
れを使って別の機械を動かすようになりました．
高校の時には，端子にラジコンのコントローラ
をつないでラジコンロボットを動かしていまし
た．モノが動くということを経験して，とても
おもしろくなってきましたね．
大学，大学院修士課程ではロボットの視覚の
研究をしていました．ロボットは，外界を知ら
なければ動けないので，まずはロボットの視覚
を研究しなければと思っていました．当時作っ
たロボットは 4つの目（カメラ）を持った車輪
型のロボットでした．このロボットは，4つの
目を使って自分で地図を作り，それを利用して，
地図上の好きなところに移動できます．
博士課程では，視覚を使ったロボットの動き
の制御を研究しました．ロボットが自分で作った
地図で自由に移動できるようになったので，次
は，いろいろな場所へ行く複雑な動きを実現す
るために，（ざっくりな説明ですが）ロボットの持
つ多くの関節を制御しようという研究です．視
覚と反射的な行動制御の考え方を利用すること
で，簡単に多関節を持つロボットの制御ができ
るようになりました．
次に考えたことは，何のためにロボットが動
くのか，ということです．ロボットは人のため
に動いて，サービスを提供してくれる．このよ
うに考えて，人を対象としたシステムとしての
ロボットを作るようになり，現在に至ります．ロ
ボットとしては，人とのコミュニケーションを
円滑にするために，例えばふらふらするロボッ
トや，触ると柔らかいロボットなどを作ってき
ました．

●ネットワークロボットの可能性

振り返ってみると，私はもともとものづくり
から始まっていて，その視点からロボットを作っ
ているようです．ロボットをどうやって人にや
さしいモノにしていくのか，ロボットをどうやっ
て賢くしていくのか，と考えたときに，ロボッ
ト単体を作っているだけでは限界があるように
思います．私がネットワークロボットを面白い

と思うところは，単体のロボット自身を賢くし
なくても，周りが教えてくれる，というところ
です．ネットワークに繋がって連携できれば，物
理的な体の制約に捕らわれることなく，どんど
ん賢くできる可能性があります．また，単体の
ロボットを高機能にする必要もないので安価に
できます．そういう意味でネットワークロボッ
トは，ロボットのソリューションとして現実的
です．

●ソフトウェアとサービスのモジュール化

ロボット分野では，現在，ソフトウェアのモ
ジュール化が盛んに行われています．例えば，産
業技術総合研究所が進めている RTミドルウェ
アや，Willow Garageが中心になって進めてい
る ROSがそれにあたります．様々な研究機関・
大学・企業が，ロボットで必要になるソフトウェ
アを再利用できる形でモジュール化し，それら
を組み合わせてロボットのプログラムを作れる
ようにしています．現在，そのようなモジュー
ルは例えばROSなら 3,000以上あります．ROS

のモジュールは，オープンなWeb上にアップさ
れて，他の人たちも一緒に改良する，というい
わゆるバザール型の開発プロセスが取られてい
ます．いまや，ロボットを知らない人でも，ロ
ボットを動かすプログラミングが簡単にできる
時代になってきました．
ただし，今のモジュール化は，ロボットの機能

に特化していて，例えば，人の健康をケアして
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くれるとか，道案内をするとか，人と接するサー
ビスのレベルでのモジュール化という考え方が
ありません．もし，サービスアプリケーション
も再利用可能な形でモジュール化できれば，ネッ
トワークロボットを利用したサービスを，いろ
んな立場の人がどんどん開発できる時代が期待
できますよね．そこで，サービスをモジュール
化して，それらを組み合わせて新たなサービス
のバリエーションを作れるプラットフォームと
して「ユビキタスネットワークロボットプラッ
トフォーム (UNR-PF)」を，ネットワークロボッ
トの研究グループが公開しました．これを使え
ば，サービスのモジュール化も可能になり，ロ
ボットの機能とサービスを別々に開発できるよ
うになります．
今までは，ロボットのハードや機能を作って
いる人が，サービスも含めて作っていました．こ
れは，液晶テレビを作っている人がテレビ番組
も作っているような状態です．おかしいですよ
ね．餅は餅屋ということで，エンジニア，サービ
サー，マーケッター，それぞれが自分の専門分
野で仕事できるようになるプラットフォームが
必要だと思います．ロボット市場ができるかど
うか，そのカギの 1つがUNR-PFだと思います．

●大阪からロボットによる新しい市場を創造！

いま，Googleなどがクラウドロボティクスを
唱えていますが，これは，どちらかというと，ロ
ボットのリソースをクラウド上にあげる，とい
うシンクライアント的な考え方が主流です．そ
こで，クラウドとネットワークロボットを組み
合わせたクラウドネットワークロボット (CNR)

を実現するために本学会でCNR研究会がスター
トしました．

CNR研究会には，学界の人々にこだわらず，
産・官など，様々な分野の方に御参加いただい
て，CNR 関連研究からビジネスモデルまで幅
の広い議論をしています．例えば，ロボットの
ビジネスは，ロボットそのものを売って儲ける
という形では成り立たせるのが難しいことがわ
かってきました．そこで，研究機関からものづ

くり企業へ，ものづくり企業からサービス企業
へ，サービス企業からユーザへ，ユーザから研
究機関へ，更には，それらのお金の流れから税
収が増えて街も潤っていく，といった循環型の
ビジネス生態系としてロボットを考えていく必
要があると思います．クラウドネットワークロ
ボットは，このような考え方に非常に親和性が
高く，とても現実的なレベルでの研究開発がで
きることがわかってきました．
産官学だけではなく，民も大事です．実際に，

社会で最終的に技術を受け入れるのは民ですか
らね．ただし，新しい技術を何となく触って「こ
れはダメ」ではなく，生活に取り込む方法を考
えてくれる，育ててくれるような環境が必要で
す．東京でまずい店は潰れますが，大阪ではま
ずい店はおいしくなると言われています．大阪
のおばちゃんは，まずい時は「まずい！」とはっ
きり言う．それを聞いて店主は頑張って味を変
えてだんだん美味しくなります．そういう気質
のある大阪で，このロボット市場も育てていき
たいと思っています．
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研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.2

萩田紀博さん

●モノとモノが通信する時代へ

90年代初頭から広がったインターネットは，誰
かがホームページなどを作ってそれを見る，人
がキーを叩いて情報をゲットするという時代か
ら始まり，今は Blogや Twitter，Facebookなど
で誰もが発信をできるようになりましたが，ま
だ人がパソコンやスマートフォンのキーを叩い
ています．
その後どうなるかというと，モノ同士がやり
とりをする時代になり，IoP (Internet of People)

から IoT (Internet of Things) の時代が来るの
ではないかと思っています．極端な例で言うと，
Aさんのシャツのボタンと Bさんのボタンがボ
タン同士でやりとりをして，あるトレードが終
わっちゃうとか，そういう時代が来るのかなと．
また，今や店員や知り合いに聞くのではなく，
カシャンと写真を撮ってネットで選んで購入す
るようになっています．そこにロボットによる
アクチュエーション機能があったら，そいつに
お任せになるかもしれません．宅配も，Google

Earthやストリートビューで家を調べたら自動

で届けてくれるようになるかもしれません．ロ
ジスティックスが劇的に変わるわけなんですね．
もともと人が電話を使って会話をするという

時代から，人がキーを叩いてインターネットで
やりとりをするという時代になりました．そし
て更に通信量が増えると，センサネットワーク
とアクチュエーションを持っているロボットな
ど，モノ同士がやりとりをする時代になります．
ほとんどの人がそちらに依存して行動するよう
になると，場合によっては社会がそれで決まっ
ちゃう可能性もあるわけですね．
そういう時代が来たときに，クラウドネット

ワークロボットというのは大事なんじゃないか
なと思うんです．センサだけの時代から，セン
サとアクチュエーションが連携したネットワー
クロボット，IoTやM2M (Machine to Machine)

と呼ばれている時代になっていくのかなと思っ
ています．

●高齢社会を「みんなで助け合う社会」へ！

もう一つはやっぱり高齢社会ですね．高齢化
ではなくて高齢社会．今 42歳の人が 2050年に
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は 80歳になります．80歳が日本の人口のピー
クになるんですよ．こういう分布の中で 18歳か
ら 65歳が働いて養うというのは現実的に難しく
なります．もっとこういう人たちが働ける環境
を，ロボットを活用することでできるようにな
ると思っていて，その一つとして，今私たちは
奈良の観光ボランティアの方々にロボットを操
作してもらうという実験をやっています．
彼らのうち 65歳くらいまでの人は，毎日東大
寺などの観光地に行って，観光客の人たちに詳
しく解説をしてあげているんですね．ところが
70歳や 75歳とかになってきたら，毎日は大変
です．そこで，観光案内所でロボットが待って
いて，遠隔で案内をします．そうすると雇用創
出になるんです．それまでボランティアでやっ
ていたことが，新しい仕事として成り立つよう
になればいいなぁと思っています．同様の方法
で，一人暮らしの老人と話をしてあげる．そう
することで，コミュニケーションが活性化する
わけです．ロボットをメディアとして使って話
をしていける時代が来ると思っています．
これらの先には「みんなで助け合う社会」，そ
ういう社会をロボットを使って創りたいなと思っ
て，様々な現場で実験を行っています．

●スーパーマーケットでの買い物のサポート

2009年から取り組んでいるのが，ロボットを

使った買い物のサポートの実験です．ATR研究
所の近くにあるスーパーマーケットなんですが，
一人暮らしの高齢者の自宅で，ロボットが遠隔
操作で特売などを教えます．それで本人が店に
来ると環境センサが感知して，MAC アドレス
で誰が来たというのがわかります．そこにロボ
ビーが近寄っていくんです．その後ロボビーが
買い物かごを持ってサポートをします．
最初設計したときは，買い物忘れがあるんじゃ

ないかなと思って，「これ買い忘れているよ」と
ロボットが言うようにしていました．しかし，
やってみてわかったのは，実は一人暮らしの人
は「話したい」ということです．自分から率先
して「これはね，ブロッコリーと一緒に食べる
と美味しいのよ．」とか話しかけるんです．孫と
話をしているような感覚ですね．買い物の買い
忘れの防止でなく，会話の方が好きになっちゃ
うんです．
翌年の実験では，障害者のサポートの実験を

行いました．市民にアンケートを取ると，自分
で買い物に行ける人と行けない人がいて，なぜ
行けないかというと，移動に補助が必要だとい
うことでした．最初の実験では，ユーザ台帳でこ
の人が高齢者だというのがわかると人型ロボッ
トが近寄っていたんですけど，翌年の実験では
更に，足が不自由な方だと分かると電動車いす
型ロボットが来るようにしたんです．
この電動車いすはスーパーマーケットの中を，

空間台帳から調べたルートに沿って自動的に動
きます．そして人が前を横切ると止まります．そ
ういうシステムを作ったんですね．電動車いすっ
ていうのは，実際に乗って運転してみるとわかる
んですが，エスカレータや柱や特売コーナーな
どの周りの環境にかなり影響されるんです．コ
ントロールが自分で操作するジョイスティック
に依存するから，凄く怖いんです．
どうしても危ないから入ってはいけないとい
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うラインの中に入りたいときは，遠隔操作で連
れて行ってあげます．この遠隔操作もまた新し
い仕事になるんです．

●リアルワールドのアフィリエイト

『見えないロボット』というのも実験をしてい
ます．これは環境知能なんですが，レーザレンジ
ファインダやカメラなどを使って，25 cm単位で
過去の行き交う人の行動から予測します．そう
することでタグなどを持っていなくても，この
人はこの後こう歩くだろうと予測できるんです．
今は 60～70人が自由に歩いていても，各自の
動きが 5 cmの精度でわかるんですね．それがわ
かると 2秒経つとどんな行動をしているかまで
リアルタイムで取れてしまうんです．ここを行
き交う人の行動が 24時間正確に記録すること
ができます．それをクラスタリングすると，平
日の 16時～18時は急いで歩く人が多いよとか，
ショップの前はうろうろする人が多いよとか，人
の動きのマップができるんです．
この人の動きを見える化したマップはマーケ
ティングに活用できます．ショップの前に集まり
やすい時間帯と場所に，昔のちんどん屋のよう
にロボットを置きます．そのロボットがうろう
ろしている人に近寄っていって「あそこのショッ
プに行くと良いよ．」と言うんです．
アフィリエイトなんですね．成果報酬型です．
何人のお客さんを連れて行ったのかというので
お金をもらうという，インターネットであった
アフィリエイトが，「Back to the Real (World)」
でリアル空間でできるようになるんです．それ
が更に，ロボットをモジュール化できるように
なると，一般のユーザが作ったりすることもで
きます．今までだとティッシュ配りだけだった
のを，もっと高度に，アマゾンなどのリコメン
デーションをリアルワールドにできる時代にな
るんです．

現在はそれを実際のコンビニエンスストアで
実験しています．このお弁当を買うときはこの
お茶を飲んだ方が良いよとロボットがリコメン
ドするんです．その人の癖に応じた，過去の統
計からこういうものを買う人はこういうものも
買うというのをリコメンドすると，売り上げが
上がったりします．『ユビキタスマーケット』と
いうのですが，これもアクチュエーションなん
です．センシングしてその人の興味とかインテ
ンションとか，たぶんこういうのが好きなんじゃ
ないかなというのがわかるとリコメンドします．
これまでは自分がスマートフォンを操作しない
といけなかったんですけど，ロボットは「ねー
ねー田中さん」などと話しかけることができる
んです．そこが一番違うところですね．

●誰もが社会のアクチュエータ（ひっぱる人）に

ロボットを遠隔操作できるための「共通化」が
できると，今後はボランティアの人たちやいろ
んな知識を伝えたい人たちが家にいても社会貢
献できるようになり，社会をひっぱるアクチュ
エータになります．結果としてアクチュエーショ
ンを自分でやるから頭が活性化するので，新し
いタイプのペンションライフができていくよう
に思います．
これからはキーを叩けなくても，Facebookを
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使えなくても，自然と人同士が話す感覚でそう
いうロボットを使えるようにならないかなと思っ
ているんですよね．それは国際的にも，これか
らの高齢化を迎える国が多いので，輸出してい
けるのかなと．
僕はスマートフォンの中にネットワークロボッ
トを利用できるアプリをいっぱい作っていきた
いんです．今は一個もないんです．今は場所が
違ったら使えません．この場所でしか使えない
のでは意味がありません．どこに行っても使え
るよというのを，我々がネットワークロボット
のアーキテクチャを考えていこうとしています．

7月にオープンソースを公開したんですけど，
それを使った皆さんから批判をもらって，より
使いやすいソフトウェアになれば，複雑なサー
ビスも簡単なサービスも皆で書けるような時代
になると思っています．ロボットごとスペック
（仕様）がわからないと書けなかったのが，気に
しなくてよくなります．「ABC」と打つとどん
なプリンタでも「ABC」とプリントできるよう
に，「人に近づく」と書くと，どんなロボットで
も「人に近づく」が動いてくれる．
サービスを作りたい人はサービスアプリだけ
記述して作る，ロボットを作りたい人はその性
能を上げる，その間の橋渡しをするようなプラッ
トフォームを我々は作っています．それに関係
するような未来のロボット機能，サービス，プ
ラットフォームをどうするかというのを，クラ
ウドネットワーク研究会で若い人たちが考えて
くれるのかなと思っているんですけど，結構壮
大です．今は英語で発信しているところです．

●ロボティクスは言葉の意味を変えるかも！

ロボティクスはモノも運ぶし，人も運びます．
高齢者や障害者の社会参加もできます．そうす
ると，例えば，視力を矯正することが目的のメ
ガネも今ではファッションの道具として使われ

ていますよね．ロボティクスが進めば，障害者
という言葉も意味が変わってくるでしょうね．
そこで共通化技術と国際標準化が入ると，点

になっている個別の技術がつながって線になって
いくんです．そういうのがすごい勢いで進むと
思うんです．そうすると「パーソナライズ」とか
「カスタマイズ」とかも当たり前になって，言葉
もなくなるかもしれません．「マイコンジャー」
とか「トランジスタなんとか」とかも言わない
でしょう．今やこれらが入っていることが「当
たり前」になっています．
「ロボット」も「コンピュータ」も，「それロ
ボットっていうの？」という感じで当たり前で
気がつかないようになれば，日常生活に入って
しまったと言えるのかなと思うんです．
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第 15回画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2012)
開催報告

大町 真一郎
東北大学

1. はじめに

画像の認識・理解シンポジウム (Meeting on Im-

age Recognition and Understanding, MIRU)は
画像の認識や理解の技術に関する国内最大規模
の会議である．電子情報通信学会パターン認識・
メディア理解 (PRMU)研究会と情報処理学会コ
ンピュータビジョンとイメージメディア (CVIM)

研究会が共同で開催している．
MIRUは 1992年 7月に第 1回が開催され，基
礎から応用まで最新の研究成果の発表の場とし
て，また，研究者，技術者，そして次世代を担
う学生の交流の場として，毎回大変多くの参加
者を得ている．第 15回に当たるMIRU2012は，
2012年 8月 6日（月）から 8月 8日（水）まで
の 3日間，福岡市の福岡国際会議場で開催され
た．参加者数は 580名であった．
2. プログラム

2.1 特別講演

MIRU2012では 2件の特別講演が行われた．シ
ンポジウム初日には，NEC宇宙システム事業部
の丸家誠氏に「衛星リモートセンシングにおけ
る画像処理の役割—『はやぶさ』『だいち』など
を例として—」というタイトルで，宇宙空間と
いう特殊な条件で撮られた画像を処理するため
の独自の技術等についてお話しいただいた．『は
やぶさ』のプロジェクト自体多くの参加者の関
心を集めるものであったが，衛星によるリモー
トセンシングの重要性が認識されるようになっ
てきており，センサが出力した生の観測データ
を利用者が使いやすい形に変換するための技術

は画像処理の研究者にとって非常に参考になる
ものであった．

2日目にはNTTコミュニケーション科学基礎
研究所所長の上田修功氏に「ビッグデータ時代
における統計的機械学習技術」というタイトル
で，ベイズ確率モデルを土台とする統計的機械
学習技術を中心に，基本的な枠組み，ビッグデー
タ時代での重要性，最新技術トレンド，具体的
な応用事例等についてお話しいただいた．画像
処理・画像認識の分野でも膨大なデータを扱う
ことの重要性が認識され，そのための手段とし
て統計的機械学習技術が注目されている．画像
の認識・理解技術の発展や展開を考える上で大
いに参考になるものであった．
また，特別企画として，東北大学大学院情報科

学研究科の出口光一郎教授に，2011年 3月 11日
の東日本大震災発生直後から出口教授のグルー
プで継続して撮影されている震災アーカイブを
御紹介いただいた．これは東北沿岸部の全周囲
画像の映像アーカイブであるが，単なるアーカ
イブではなく，時間・空間での震災被害の状況
とその復興のプロセスを分かりやすく理解でき
るようにコンピュータビジョンの様々な技術が
取り入れられている．画像の認識・理解の技術
が震災復興にどのように貢献できるかを示すも
のである．
2.2 一般講演

MIRU2012では，査読付き論文 129件，一般
論文 129件，デモ論文 23件の投稿があった．査
読付き論文の中から，2名の査読者による査読と
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2名の領域チェアによるメタレビュー，プログ
ラム委員会における慎重な審議により，オーラ
ルセッションでの発表論文 48件を選定した．そ
れ以外の査読付き論文，及び一般論文について
は，インタラクティブセッションでのポスター
発表とした．オーラルセッションの発表者のう
ち希望者はインタラクティブセッションでも発
表できる機会を設け，最終的にインタラクティ
ブセッションは 238件となった．デモ論文 23件
は実際に動作する機器を持ち込んでのデモセッ
ションでの発表とした．
インタラクティブセッションとデモセッション

の論文については，1人 45秒で論文内容を簡単
に紹介するスポットライトの時間を設けた．こ
れにより，参加者はすべての発表の概要を把握
することができ，興味のある発表をあらかじめ
選ぶことができるなど，インタラクティブセッ
ションとデモセッションの限られた時間を有効
に活用することができた．
なお，2007年以降のMIRUのプログラム及び
論文は下記で公開されている．
http://www.ieice.org/iss/prmu/jpn/miru/archive/

3. 表彰

MIRU2012では，査読付き論文として投稿され
たものの中から特に優秀なものに対してMIRU

長尾賞（最優秀論文賞），MIRU 優秀論文賞，
MIRU優秀学生論文賞（学生が第一著者である
もの）を授与した．また，斬新かつ挑戦的なア
イデアの提案，育成を目的とし，設定課題その
もの，課題を解決するための方法，技術の利用
先や利用方法，のいずれかにおいて著しい新規
性が認められる優れた論文にMIRUフロンティ
ア賞を授与した．さらに，インタラクティブセッ
ション及びデモセッションにおける発表のうち，
特に優秀なものに対してベストインタラクティ
ブセッション賞及びベストデモ賞を授与した．受
賞者は下記の通り．

MIRU長尾賞（最優秀論文賞）
•上瀧剛，内村圭一：“スペクトル理論のパター
ンマッチングへの応用”

MIRU優秀論文賞
•武田祐一，日浦慎作，佐藤宏介：“符号化開口
を用いたDepth from Defocusとステレオ法の
融合”

•槇原靖，赤江直樹，アルモンスール，八木康
史：“1fps歩容認証”

MIRU優秀学生論文賞
•米谷竜，川嶋宏彰，加藤丈和，松山隆司：“映
像の顕著性変動モデルを用いた視聴者の集中
状態推定”

MIRUフロンティア賞
•各務友美，坂上文彦，佐藤淳，石丸和寿，今
西勝之：“非同期マルチカメラによる高密度３
次元復元”

ベストインタラクティブセッション賞
•田中秀幸，角保志，松本吉央：“マイクロレン
ズアレイを用いた高精度な姿勢推定が可能な
視覚マーカ”

•笹尾朋貴，日浦慎作，佐藤宏介：“画素形状の
ランダム符号化とスパース正則化に基づく超
解像”

•安倍満，佐藤育郎：“教師あり学習に基づいた
局所特徴量の高速なバイナリコード変換”

ベストデモ賞
•木村大毅，Kankuekul Pichai，長谷川修：“ネッ
ト画像を用いた超高速オンライン転移学習に
よる未知物体推定”

4. おわりに

次回のMIRU2013は 2013年 7月 30日から 8

月 1日までの 3日間，東京の国立情報学研究所
で開催される予定である．投稿方法などが大幅
に変わる予定であるが，これまで同様多数の投
稿と参加を期待する．
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FPGA回路設計コンテスト
—知之者不如好之者，好之者不如楽之者—

泉 知論
立命館大学

およそ二千五百年前，孔子は「これを知る者
はこれを好む者に如かず，これを好む者はこれ
を楽しむ者に如かず」と言った．その言葉は現
在の電子情報工学分野においても意義深い．
電子情報工学分野は，産業や製品に近い領域
であり，研究成果が具体的かつ定量的にどう役
立つのか示すことも求められる．そこでシステ
ムの実装・評価を行うのだが，それには多大な労
力と時間を要する．その上，やもすれば研究発
表の場面では「作っただけ」と評されてしまう．
もっと「楽しさ」が必要だ，実装の困難さ・苦
しさを乗り越えるために．そこで，リコンフィ
ギャラブルシステム研究会（以下，リコンフ研）
では，2011年より FPGA設計コンテスト [1]を
開催し∗1，設計事例の積み重ねと設計スキルの
向上を応援している．
回路設計コンテストといえば，回路系・設計
技術系の研究会にて長年の実績がある．多大な
費用と時間をかけて開発する専用 LSIの分野で
は高速フーリエ変換や画像 CODECなど，具体
的な有用性，機能面での汎用性を前提とした課
題が多い．その点，我々リコンフィギャラブル
業界の人間は気楽である．「設計対象はウン百万
個以上売れるモノでなければ」という気負いが
ない．そこで，リコンフ研では「楽しさ」重視
でゲームを設計コンテストの課題としている．

2011～2012年のコンテストでは Connect6 [2]

というボードゲームをテーマとした．これは五
目並べに似たゲームで，五目ではなく六目以上
並べると勝利となること，一手で二石置く∗2こ

∗1 FPGA設計コンテスト委員会を組織し，慶應義塾大学名
誉教授相磯秀夫博士の御寄付による基金で運営している．
∗2先手黒の第一手のみ例外で一石とする．先手後手の有利
不利のバランスを取るため．

図 1. Connect6 対戦中の盤面

と，が主な相違点である．対戦中の盤面の一例
を図 1に示す．

Connect6はソフトウェアのコンテストでも採
用されているもので，リコンフィギャラブルハー
ドウェア分野では国際学会 ICFPT [3]で 2011年
に採用が決まったのをきっかけに，リコンフ研
第 1回相磯杯 [1]（デザインガイアと共催，2011

年 11月，宮崎），ICFPT2011 [3]（同年 12月，イ
ンド，ニューデリー），リコンフ研第 2回相磯杯
（HEART2012 [4]と共催，2012年 5月，那覇），
ICFPT2012（同年 12月，韓国，ソウル），と多
くのコンテストのテーマとして採用されている．
各チームは，Connect6 プレイヤを各自の

FPGAボード上に実装する．対戦する 2チーム
のボードを RS–232–Cで審判 PCに接続しゲー
ムを進める（図 2）．レギュレーションとして，使
用する FPGAの性能上限（比較的廉価なもの）
と，相手の手を受け取ってから自分の手を返す
までの時間（1秒以内）が定められている．ほ
かの多くの回路設計コンテストでは，提出され
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図 2. コンテストの対戦システム（那覇）

た資料に基づき，回路構成の独創性などを審査
し，速度・回路規模・消費エネルギーなどの性能
を比較することで，優劣を決定する．我々のコ
ンテストでは，極めて明快である．戦い，勝つ
ことだ．リーグ戦でひとつの対戦相手につき先
手後手を入れ替えて 2回戦い，勝ち点の合計に
より順位を定める．参加チーム数によって，予
選リーグ，決勝リーグを開催する．
宮崎での第 1回相磯杯では，参加 10チーム
に対し予選 2リーグ，各リーグ上位 2チームに
よる決勝リーグを行った．ここでは静岡大チー
ムが圧倒的な強さを見せて全勝で優勝した．翌
月ニューデリーの ICFPT2011では，書類審査
通過 4チームの中で，静岡大チームがまたも全
勝優勝，東北大チームが準優勝で日本勢の強さ
を世界に示した．那覇での第 2回相磯杯は，16

チーム（うち外国から 2チーム）の参加で，予
選 3リーグ，各リーグ上位 2チームの決勝リーグ
を行った．ここで静岡大チームが三連覇を果た
し，東北大がまたも準優勝となった．コンテス
トでは観客の目の前で戦いが繰り広げられるた
め，最初は静かに，リーチがかかるとどよめき，
勝負がつくと拍手が沸き起こる．たくさんの観
客にも楽しんでいただき，とても盛り上がった
コンテストであった（図 3）．
単にゲームとして楽しいだけでなく，思考ア
ルゴリズムの構成や設計技術について，各チー
ム様々な工夫を凝らしている．例えば，盤面評価

∗3今年 3月の総合大会で，各種設計コンテストに関する特
別セッションが企画されており，そこでも詳しく紹介する
予定．

図 3. 観客で賑わうコンテスト会場（那覇での予選）

のための 2次元パターンマッチの高速ハードウェ
ア，ソフトコアプロセッサとハードウェアアクセ
ラレータの連携，ゲームの木の表現や探索方法
を工夫したハードウェアアルゴリズム，高位合
成を活用した設計手法，連想メモリの活用，な
ど [5]．それら成果の一部はシステム構成法，設
計，設計技術などの研究として発表されており，
単なるゲームの大会に留まらず新しい研究開発
が芽生える土壌としての役割も果たしている．
次のコンテストは ICFPT2013（2013年 12月，
京都）で開催する．テーマは同様の対戦型ボード
ゲームBlokus Duoである∗3．本稿を御覧になっ
て興味を持たれた方も是非御参加・御観戦いた
だき，楽しんでいただきたい．
参考文献
[1] 電子情報通信学会 リコンフィギャラブルシステ
ム研究会FPGA設計コンテスト，http://www.cs.

tsukuba.ac.jp/˜yoshiki/FPGA/Contest/

[2] C. Wu and D. Y. Huang, “A new family of k-

in-arow games,” Advances in Computer Games

Conference, 2005.

[3] ICFPT (International Conference on Field-

Programmable Technology), http://www.icfpt.

org/

[4] HEART (International Symposium on Highly-

Efficient Accelerators and Reconfigurable Tech-

nologies), http://www.isheart.org/

[5] 天野英晴，三好健文，荒川尚久，泉知論，佐野健
太郎，高野芳彰，渡邊実，山口佳樹，柴田裕一郎，
中原啓貴，丸山裕士，ディジタル・デザイン・テ
クノロジ No.15, CQ出版，2012．
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研究者のための研究会であるために
—言語理解とコミュニケーション研究会の改革—

山本 和英
長岡技術科学大学

1. NLC研の存在価値
今年度から言語理解とコミュニケーション研
究会（以下，NLC研）の委員長として活動して
いる．今回原稿を書く機会をいただいたので，
私が NLC 研幹事団で経験したこと，及び感じ
ていたことを紹介したい．これによって現在の
NLC研の様子を理解してもらえるのではないか
と思う．

NLC研は言語情報・テキスト情報の様々な処
理，いわゆる自然言語処理を中心とした分野を
対象としている．自然言語処理分野は，総本山
ともいうべき言語処理学会が 1994年に設立され
て以降は，言語処理学会，情報処理学会自然言語
処理研究会（以下，NL研），そして本学会NLC

研という 3つの学会に主な活動場所があり（も
ちろんこれ以外の学会もある），それぞれ活動を
行っている．このうち言語処理学会は学術論文誌
の発行と年 1回の年次大会（3月）しかなく，い
わゆる研究会を持たないので，NL研と NLC研
が実質的に言語処理学会の研究会活動の役割を
担っている，というのがこの分野の状況である．
私が NLC研の幹事団に加わった時（2006年
度），私にはNLC研は瀕死の状態に見えた．研
究会を開催して発表を募集しても毎回申し込み
は少なく，ほぼ毎回のように申し込み期限を延
長したり，幹事団や研究専門委員の関係者に個
別に発表を依頼して最低限の発表件数を確保し
たりすることが日常的であった．ぎりぎり生命維
持する努力を続けていくのは幹事団にとって大
変な負荷である．そこで空気の読めない私は当
時の委員長に，こんな状況なら研究会を廃止し
ませんか，と提案したこともあった（そんな人が
委員長を依頼されるというのは皮肉だと思う）．

考えてみれば，自然言語処理はそれほど大き
な産業分野ではなく，少ない発表件数を NL研
と NLC研の 2つの研究会で奪い合っていれば
発表が少ないのは当然である．各学会の視点で
見れば情報処理学会と電子情報通信学会に自然
言語処理の分野の研究会があるのは自然である
が，研究者の視点で見れば（学会が違うとはい
え）同じような研究会が複数あってもあまり利
用価値がない．こうして発表件数の多いNL研
に更に発表が集まる，という状況が続いていた．
2. テキストマイニングの重点分野化
そこで当時の NLC 研幹事団で様々な議論を

した．まず，NL研と NLC研で同じような活動
を行っていても分野のためにはならないと考え，
(1)両研究会を実質的に統合する（すべての研究
会を共催にする）か，(2)両研究会の存在価値を
棲み分けして共存共栄を図るか，のどちらかし
かないと考えた．検討の結果，前者は様々な問
題をクリアする必要があって早期の実現が難し
いようなので，後者の棲み分けを目指すことに
した．ならば，どう棲み分けするか．我々は対
象分野の再定義を行うことにした．そこで着目
したのが「テキストマイニング」である．
調べたところ，テキストマイニングを中心的

に議論する研究会は日本には存在しない．自然
言語処理とも関係は深いが，データの分析結果
など，技術に関心があるNL研や言語処理学会
年次大会では発表しにくい内容もある．よって，
従来は様々な学会に分散して議論されていたで
あろう発表を集約して，テキストマイニング研
究者間で深い議論ができる場を作ろうと考えた．
2010年度にはテキストマイニング研究で日本有
数の日本 IBM東京基礎研究所から那須川哲哉博
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士をNLC研委員長に招いた．ここ数年は「ビッ
グデータ」や「データサイエンス」などが情報
分野で大きなキーワードになっており，この流
れはしばらく続くと考えられる．
3. 研究会のシンポジウム化
次に，研究会を徐々にシンポジウム化してい
くことを目指した．NL 研は自然言語処理全般
を募集分野としており，特定のテーマに絞った
ワークショップ・シンポジウム形式での研究会
開催は行っていない．これに対し，ある特定の
テーマの研究発表のみを集めることで研究者間
での深い議論を可能にする場を作ろうと考えた．
研究会をシンポジウムにするにはテーマを何
にするかが非常に重要である．我々はこれまで
に，2007年に「主観表現処理の最前線シンポジ
ウム」，2009年に「ユニバーサルコミュニケー
ションを実現するための言語処理技術シンポジ
ウム」を開催した．また，2010年からは「集合
知シンポジウム」を，2011年からは前述した通
りテキストマイニングを重点化して「テキスト
マイニングシンポジウム」を毎年開催しており，
現在は 2シンポジウム体制となっている．どの
ようなテーマとすべきかはこれからも模索を続
けていく．
4. 表彰制度の創設
更に，2011年度から優秀研究賞と学生研究賞
の 2つの年間表彰制度も創設した．この表彰制
度の創設には，本研究会の活性化という意味の
ほかにもいくつかの背景がある．
まず，自然言語処理分野においては学生を含
む研究者の表彰機会が少ない傾向がある．言語
処理学会には論文賞（年 1件）と年次大会の優
秀賞，若手奨励賞（共に年数件）の 3つの賞が
ある．ほかの分野では支部大会などで受賞する
機会もあるが，自然言語処理の場合は研究者が
少ないこともあって全国規模の学会で発表する
傾向が強いことを考えると，年 10件程度の受賞
者は，自然言語処理の研究者がいくら少ないと
はいえ，もう少し受賞機会を増やし多様にすべ
きと考えて本研究会で創設した．

また，本研究会で創設した学生研究賞の対象
者は学部生と修士課程学生である．これは前述
の言語処理学会の若手奨励賞の対象が 30歳未
満であり，これでは学部・修士学生の受賞の可
能性は低い．我々は，これをきっかけに博士課
程に進学を決めたり，就職して自然言語処理関
連の技術者・研究者になってほしいという願い
を込めて，あえて修士課程までの学生を対象に
した．
5. ディスカッションタイム
研究会運営では，「ディスカッションタイム」

という時間を設け，一部共催を除くすべての主
催研究会・シンポジウムで運用している．これは
各セッションの 3～4件程度の発表後に 10分～
15分の時間を設け，そのセッション内での全体
討論を行うものである．討論内容は様々で，座
長から問題提起することも，聴講者から複数の
発表関連の質問が出ることもある．また，発表
者が学生の場合に，個別の発表の質疑は学生に
応答させ，ディスカッションタイムの時間に指
導教員が補足説明をする（あるいは座長がそれ
を促す）こともある．一般の学会発表では，質
疑応答時間が 5分程度と限られるため「議論」
をする余裕があまりなく，発表者，聴衆共に消
化不良で終わることが多いことを踏まえ導入し
たが，これまでの様子を見ている限り，非常に
有用な使い方をされている．
6. NLC研の再出発
以上のように，ここ数年で NLC 研は様々な

改革を行ってきた．この結果，以前とはかなり
雰囲気の違う研究会に脱皮しつつある．実際に，
雰囲気が変わったね，と言っていただけること
もあり，うれしい限りである．また発表件数も
着実に増え，申込締切後に関係者に個別に発表
依頼することもなくなった．
研究会は研究者のためにあるのであり，学会

のために存在するのではない．この研究会の運
営に携わってきて，これを強く感じている．今
後も，研究者の役に立つ研究会運営をしていき
たいと思う．
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人間中心のサイバーフィジカル融合社会のための
IDデータコモンズ提案

Identity Data Commons for Human-centric
Cyber-Physical Integrated Society

フェロー 曽根原 登
国立情報学研究所
総合研究大学院大学

1. 人間中心のサイバーフィジカル融合社会
高度な情報通信技術によって，あらゆる情報
機器やセンサがネットワークへ接続され，情報
がディジタル化されて流通し，いつでも，誰も
が，どこからでもアクセスすることが可能となっ
た．この結果，情報空間 (Cyber-space)と実世界
(Physical-world)が連携，あるいは統合した「サ
イバーフィジカル融合社会 (Cyber-Physical In-

tegrated Society)」が形成されつつある（図 1）．
この融合社会では，実世界の現況や人と社会
の活動を情報世界に映し出し，情報の力によっ
て，人類が直面する環境・エネルギー，医療・健
康，食糧問題などの対策や新たな価値創成を行
うことが期待される．
そのためには，人間・
社会の挙動をセンシン
グし，そのデータを中
心とした分析を行い，
人やモノを制御する情
報を合成し，迅速かつ
タイムリーにフィード
バックする技術的・社会
的仕組みが必要となる．
一方，人間・社会の問
題解決の難しさは，部
分的でしかも不完全な
情報やデータに基づい
てリスクやプロフィット
を推定し，主観的判断
や意思決定を行うこと
にある．
そこで，人間・社会

における合理的な意思決定や判断をデータに基
づいて支援するため，急速に普及するスマート
フォンやSNS，多様なセンサから収集される多種
多量なディジタルデータ（これは，「ビッグデー
タ」と呼ばれる）の収集，保存，管理，分析，共
有，合成を可能とするデータ中心科学「データ
分析・合成技術」を確立しなければならない．
2. ビッグデータ時代のデータコモンズ
サービス性や経済性などの科学的根拠が希薄

な政策や意思決定の多くは，期待された効果が
得られず，持続的運用などに大きな課題を残す．
この問題を解決するには，客観的根拠データに
基づいて政策決定や意思決定を行う必要がある．

図 1. 人間中心のサイバーフィジカル融合社会
Human-centric Cyber-Physical Integrated Society
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しかし，このような人間・社会データを収集す
るには社会調査やオンライン調査が必要である
が，近年の個人情報保護に対する意識の高まり
は，データ収集・管理・利活用への協力を得に
くくし，政策決定データの質を低下させている．
そこで，スマートフォンなど携帯通信端末を
利用し，社会参加，生活やコミュニケーション
活動などの行動履歴の記録情報（これを，「ライ
フログ」と呼ぶ）の利活用が有効である．しか
し，ライフログを収集し利活用するには，利用
目的の通知と開示者の同意が必要となる．この
ため，同意処理のコスト，個人情報管理の情報
セキュリティコスト，更には法令違反の恐れな
どのコンプライアンスコストが増加し，新たな
情報サービスのイノベーション誘発や合理的な
意思決定を妨げている．
実際，先の大震災では，災害時に必要となる
個人情報や属性情報の収集，利活用をしにくく
し，迅速な避難・救助活動の阻害要因の 1つと
なった．法制度としては，本人の同意を得るこ
とが困難で，なおかつ生命，身体，財産が脅かさ
れている場合に限っては，本人の同意を得るこ
となしに個人情報を取得してもよいことになっ
ている．しかし，大震災など緊急時の現場にお
いては，通信機能の消失や行政機能の停止など
が生じることもあり，個人情報の利活用を素早
く決定できるとは限らない．
そこで，ライフログの収集，保
存，管理，共有，分析，合成に関
して，その取り扱いを自ら決定す
る仕組みとして「IDデータコモ
ンズ (Identity Data Commons)」
を提案する（図 2）．

IDデータコモンズは，個人情
報の種別ごとに，(1)発災後の開
示期間，(2)開示先若しくは開示
目的の限定，(3)救助・救援など
への直接利用と被災統計などへ
の間接利用の可否について条件
付きでオプトインする仕組みで
ある．更に，平常時に利用してい

る情報サービスに登録されている個人情報や，公
的機関などが有する個人情報について，災害対
応に限定して事前に意思確認を行っておくこと
で，新たに個人情報を収集する必要はなく，災
害時に限定した情報開示への同意であることか
ら心理的ハードルも低くなる．また平常時情報
サービスの魅力や，災害時の減災力向上（自助
力の強化，共助の機会拡大，効率的な公助の実
施）というメリットから一般市民が同意する十
分なインセンティブが存在する．

IDデータコモンズの利用者は，専用のWebサ
イトを通じて自分の IDデータを登録する．その
際，利用者は，IDデータの取り扱いを自ら決定
し，それぞれの情報にライセンスを付与する．個
人データは，利用者の意向に従い適宜匿名化さ
れ IDデータコモンズに格納される．格納された
情報は提供者のライセンスに従いデータはサー
ビス提供者に提供される．利用者は，収集情報項
目を追加・変更・削除することができる．IDデー
タコモンズライセンス (Identity Data Commons

License; IdCL)は，以下の 4種類の組み合わせ
で，誰でも簡単に判断できる．IdCLは， 1©技術
的にデータ匿名化されている場合のみ利用可能，
2©非営利目的の場合のみ利用可能， 3©緊急時の
み利用可能， 4©情報の保存期間は何年，それ以
後は削除，の 4つのライセンスの組合せを管理
する．

図 2. IDデータコモンズと IDコモンズライセンス
Identity Data Commons and IdCL
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計算幾何学との出会い，人との出会い

フェロー 浅野 哲夫
北陸先端科学技術大学院大学

1. はじめに
現在は情報科学研究科に身を置いて教育と研
究を行っているが，大学入学の頃にはまだ世の
中に情報という学科がなかった．自分でも電気
が好きだと思っていたので電気工学科に入学し
たが，電気回路の理論を学び始めてから自分が
電気の理論が好きでないことに気が付いた．卒
業研究の間に離散数学の勉強をしたことが幸い
して，情報科学の道を歩むことになった．そん
な訳なので，大学院に進学して研究を始めた頃
には自分が将来研究者として一人前になれると
いう自信を掴むことは難しかった．それが，電
子情報通信学会からフェローの称号をいただけ
る存在になれて，自分でも何が自分をここまで
持ち上げたのだろうと自問することが多い．本
文では，自分の過去を振り返ってみて，何が良
かったのかを考えてみたい．
2. 最初の研究分野
修士課程に進学したとき，半導体集積回路が
時代の花形になろうとしていた時代である．そ
れまでの人手による設計から計算機を用いた素
子自動配置と自動配線設計への移行が急務だっ
たので，世界中のコンピュータ製造関連の大企
業がこぞって自動設計システムの開発に本腰を
入れ始めた．その非常に熱気ある時代に研究を
始めることができたことは幸いであった．何も
かもが目新しく，また意外な基礎理論が研究方
向を変えた時代であり，研究の醍醐味を味わう
ことができた．ただ，この分野では理論を構築す
るだけではだめで，実験によって検証できなけ
れば認められないのが一般的であった．実験を
するためには実際の設計データを何らかの手段
で手に入れ，更にそれを用いて実験を行うには

巨大なプログラムの開発が不可欠であった．大学
で研究を行うにはマンパワーが必要であり，そ
のことが研究の継続を難しくした．
3. 研究の転機
研究の先行きに不安を感じていた頃，私学研

修福祉会の援助で 1年間米国バークレイで研究
する機会を得た．ホストは当時レイアウト設計
自動化の分野では世界のトップであったKuh教
授である．世界の最高水準の研究活動に身を投
じることができたことは誠に幸運であった．と
同時に，バークレイでは理論グループの講演が
頻繁にあり，その方面に引き付けられるように
なったことも確かである．チューリング賞受賞
者の Karp教授と懇意になれたことも自信獲得
に役立った．何より決定的だったのは，当時ス
タンフォード大学の教授だった Leonidas Guibas

との出会いである．米国の基準では隣の感覚で
あろうが，スタンフォードからわざわざ会いに
来てくれたことは強く印象に残っている．
そんなことがあり，米国滞在中に興味の対象

が徐々に理論寄りになっていった．何よりも気に
入ったのは，レイアウト設計自動化の研究分野
と違って，理論計算機科学の一分野である「計
算幾何学」は 1970年代に始まったばかりの新し
い研究分野であり，大御所と言われる年配の研
究者が皆無で，皆が若く，研究の熱気に溢れる
分野であったことである．しかも若い研究者が
優秀で，若さを尊ぶ気風があったことも確かで
ある．レイアウト設計自動化の研究では，最終
的に実験結果により研究成果が比較されること
になるが，数学に近い計算幾何学では正しいも
のは常に正しく，研究成果の比較も明らかであ
る．計算幾何学では幾何的に定義された問題を
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解くための手順であるアルゴリズムの効率を改
善することと，問題の本質的な計算困難度を解
析することが研究目標となる．研究結果の比較
は容易である．アルゴリズムの比較なら，だれ
が何と言おうと，O(n log n)時間のアルゴリズ
ムはO(n2)時間のアルゴリズムよりも良いので
ある．経験と研究の積み重ねが重要な研究分野
においては時に権威ある学者の言葉が意味を持
つが，アルゴリズム分野では権威は役に立たな
いことが多い．その分，競争は公平であり，若
い研究者は大いなる可能性を期待できる．
4. 人との出会い
前述のように計算幾何学は若い学問分野であ

り，筆者の世代が年齢的には最も上である．更に
世界的なベビーブームの関係で，この世代の人
口は他を圧倒している．欧米では年齢による差
別が禁じられていることもあり，研究者間でもあ
まり年齢のことは話題に上らないが，同じ年齢
かどうかは別物である．筆者が幸運だったのは，
同じ年に生まれた研究者が計算幾何学には多かっ
たことである．世界的に有名な Kurt Mehlhorn,

Leonidas Guibas, David Kirkpatrickが 1949年
の 8月 27日から 9月 18日の間に生まれており，
筆者の誕生日はその 2日後の 9月 20日である．
3人とも真に偉大な研究者であるが，誕生日が
近いということもあって個人的に親しくなれた
ことは筆者にとって幸運中の幸運である．
人との出会いではもう一つの要素がある．前

述のように，理論計算機科学の分野は数学に近
い（実際に，世界的には数学科出身の研究者が
過半数を占めている）．数学で最高の賞と言わ
れるフィールズ賞には 40歳という年齢制限が
ある．どうやら数学の世界では若いときに頭脳
を鍛えなければ革新的な理論を生み出すことは
できないと信じられているようである．計算幾
何学には数学出身の研究者が実に多いが，確か
に若いときに大きな仕事をする人が多いようで
ある．実際，計算幾何学の分野でも若くして多
数の偉大な論文を出す研究者が少なからずいる．

したがって，どんな研究者と話すときでも，若
そうに見えるから，大して有名でないだろうと
判断してしまうのは非常に危険である．だから，
この分野には年をとっても威張っている研究者
がいない．これは実に偉大なことである．次の
チューリング賞候補ではないかという有名な学
者でさえ，非常に気さくであり，誰が質問をして
も気軽に答えてくれる．研究分野の中には，研
究者の間に自然に階層ができてしまって，有名
人には近寄れないというような分野もあるよう
に聞く．それに比べると計算幾何学は誠に居心
地が良い．
計算幾何学に限らず，アルゴリズム分野では
共同研究が多い．特に目立つのは，多人数で同
じ未解決問題に挑戦することが多いことであろ
う．筆者もそのような国際的なミーティングに
招かれたり，自ら主催したりすることが多いが，
この文化は是非ともほかにも広げたいものであ
る．三人寄れば文殊の知恵と言われるように，一
人では解けなかった難しい問題でも三人で考え
れば解けることがある．良い問題を考えついた
とき，それを自分だけのものにするのではなく，
たとえ自分の名前が論文の著者として現れなく
ても，解けなかった問題が解けた方が良いと考
える研究者が多いからであろう．したがって，計
算幾何学では多数の研究者による共著論文が多
い．また，どれだけ信頼できる友人をたくさん
持っているかが財産となるのである．筆者も研
究面では共著者に助けてもらってばかりである
が，共著者の多さ（現在で 100人を超える）が
自分で最も自慢できるところである．
5. おわりに
自らの研究人生を振り返って見たとき，友人
の存在なくしては殆ど研究を進めることができ
なかったのではないだろうか．友人が多いこと
を誇りにしているが，これも研究者としての重
要な能力であると信じている．自分の能力だけ
で研究を遂行できる人は偉いが，果たして幸せ
だろうか？
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Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.

In the last issue, I discussed the basics of
preparing PowerPoint slides: Enliven your story
with a few well-chosen words and graphics, don’t
just shine a journal article onto the wall! Now,
let’s talk a bit about presenting itself.
Present Your Research by Connecting !
Over the years, I’ve observed presentations by

hundreds of non-native English speakers. Sev-
eral common problems tend to reduce the impact
of these presenters, thus ruining the opportunity
for them to tell their story:
· Looking at the screen, their computer, the

ceiling, the wall, their shoes, anywhere but the
audience, the people waiting for the story.
· Standing and speaking with nearly zero en-

ergy and enthusiasm, as if they can’t wait to fin-
ish, leave, and collapse in a chair.
· Letting nervousness overcome them and

cause distracting quick steps, head scratches,
laser waving, and very long pauses.
· Over-using a laser pointer; “karaoke-style”

pointing at text is not helpful but annoying—I
can read much more quickly than you can point.
· Worrying too much about including every

little detail from their paper or conference pro-
ceedings, getting stuck on the “little stuff.”

There are no easy magic solutions to these
problems, but let’s consider them one by one.

Look at your audience. A modern profes-
sional, whether in research or sales, must become
comfortable with maintaining eye contact with
other humans. There are only two reasons to
look at the screen: getting your next idea for
what to say and, much less common, pointing
precisely at detailed graphics.

If you do not express an attitude of “excite-
ment” about your work, you cannot really expect
to ignite the interest of your audience. Being en-
ergetic and truly engaged in the presentation is
the best way to say, “This is important!”

Nearly everyone experiences nervousness when
speaking before a group. But don’t let nervous-
ness take control; instead, channel nervous en-
ergy to clarify your speaking, to look at the au-
dience as conversation partners, to have a little
fun. “Own” your presentation.

Minimize your pointing—only use the laser
when it really helps the audience. Good use of
animation can easily eliminate the need for any
pointing at text. “A little” pointing is powerful.

Your presentation task is not to convey every
fact about your work but to “sell” the audience
on its importance and value for later considera-
tion. To “fully inform” is an impossible mission;
to “raise interest” is doable.

Supporting Documentation
Technical and academic conferences typically

publish conference proceedings that include the
full text of presented papers. Consider this a
powerful tool that allows you to avoid squeezing
every little detail into your talk and slides.

But even in more casual technical meetings
you can gain this advantage by making a “double
set” of PowerPoint (Keynote) slides.

Fill your first slideshow file with details: raw
data, findings written out in full sentences, more
detailed graphics, reference sources, etc. This
will be printed and distributed to audience mem-
bers as a reference sheet for later review

Then “save as” this file to a presentation ver-
sion. Now start massively cutting detail while
keeping what is really important for telling your
story, adding helpful animation and enlarging
certain areas as needed.

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

1) As regarding the second factor, we. . .
2) This effect is confined to only the. . .
3) This effect is found only in the. . .
(Answers: Delete 1) “As” and 2) “only”; 3) OK)
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編集後記 多忙な中，御執筆くださった先生方，編集作業を手伝ってくださった皆様に感謝申し上げます．
この一冊を完成させるのにこれだけ多くの方々の手を介しているということに，とても感慨深い思いです．
これからも皆で協力しあい，楽しく編集作業を続けていきたいと思います．（主担当：JAIST 鵜木）▼なか
なか勝手がわからずアタフタしながらも，関係者の皆様の支えでなんとか役目を終わることができました．
貴重な体験をありがとうございました．（副担当：東大 鹿島）
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