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情報・システムソサイエティ誌 第 19巻第 4号（通巻 77号） 【巻頭言】

知的たくましさと何かを変えることの重要性

浅野 哲夫
北陸先端科学技術大学院大学

昨年の 4月に北陸先端科学技術大学院大学（図
1）の学長に就任して以来「知的にたくましい人
材」の育成を標榜して大学改革に取組んでいま
す．『知的たくましさ』とは，より幅広い経験と知
識を積極的に求めていく姿勢を意味します．新
しい経験や知識を求めて自分の環境を変え，異
なった知的分野に挑戦していく意欲を持ち，そ
れを実行することがグローバル社会のリーダー
の最も重要な資質だと考えます．しかし，現状
では多くの大学が学士・修士一貫教育を唱え，グ
ローバル社会を担う若者たちが新しい環境や知
識を求める機会を減らしているように思えます．
結果として，国内外の他大学で大学院教育を受
けようとする学生が減っています．
先日，本学の経営協議会の委員をして頂いて
いる三菱商事顧問の岩野氏と対談する機会があ
りました．岩野氏は若い時に日本 IBMから米国
に派遣され，最難関のプリンストン大学で博士
号を取得された方で，その時人生で最も勉強し
たとおっしゃった言葉が印象的でした．私も大
学院入試のために全力を投入して勉強しました．
今の学生たちは大学入学後そういった切磋琢磨
の時期を経験しているのでしょうか？ 学士・修
士一貫教育では，学部時代の成績が良ければ学
内進学が決まりますし，そもそも大学院の定員
が学部の定員以上の大学が多いので，余り特別
な努力をしなくても進学できる状況にあります．
こんなことで世界レベルのグローバル人材が育
つのでしょうか？
以前から欧米ではなぜ大学と大学院で場所を
変えるのかと疑問に思っていました．カナダの
友人に尋ねたところ，「一つの大学で優秀である
ことよりも複数の大学で優秀であることの方が
評価されるから」という答えでした．最近になっ
て英国の友人に尋ねたところ，「複数の大学を経
験している履歴書の方が立派に見えるから」と
いう返事が返ってきて驚きました．そう言われ
れば，私の周りで世界的権威と言われている研

究者は，学部と大学院の所属が違っております．
しかも専門も変わっていることが多いというこ
とに気づきました．
昨年の 4月に，私にとって学長として初めて

の入学式の式辞で「何かを変えることの重要さ」
を中心に話をしました．私たちの住む世界は，常
に変化し，その変化の内容もより大きく多様な
ものとなっています．そういった世界で活躍でき
る立派な個人として自らを築いていくためにも，
主体的に何かを変えることはとても大切です．何
かを変えようとする積極性がなければ真のイノ
ベーションは生まれないのではないでしょうか？
私自身は，大学の学部では電気工学を学びまし

たが，自分に向いていないと感じて大学院から情
報科学に転身しました．10年ばかり研究を続け
た後，運命的な出会いがあり，それまでの応用研
究から計算幾何学という理論研究に転身しまし
た．計算幾何学はまだ黎明期にあったため，全て
が新鮮で，面白いように論文が書けました．国内
では研究者が少なかったので，海外との共同研究
を中心に展開したことが結果的に良かったよう
です．このような私自身の経験からも，意欲的に
自らを変えていくことの大切さと楽しさを多く
の若者に経験してもらいたいと切望しています．

図 1. JAIST全景
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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 19巻第 4号（通巻 77号）

新フェローおめでとうございます

平成 26年度のフェロー贈呈式が，徳島大学において 9月 24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 10名の方々の氏名と所属を御紹介します（五十音順・敬称略）．

浅井 光太郎 三菱電機
麻生 英樹 産業技術総合研究所
海尻 賢二 信州大学
加藤 博一 奈良先端科学技術大学院大学
川越 恭二 立命館大学

工藤 博幸 筑波大学
椎名 毅 京都大学
末吉 敏則 熊本大学
中村 裕一 京都大学
八島 由幸 千葉工業大学
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情報・システムソサイエティ誌 第 19巻第 4号（通巻 77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 10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：FPGAによるブレ補正機構に関する研究
著者：丸山 裕士，山口 佳樹，児玉 祐悦（筑波
大学）

このたびは FIT2014船井ベストペーパー賞と
いう栄誉ある賞を賜り身に余る光栄に存じます．
船井情報科学振興財団の皆様，FIT2014の運営
を御担当された皆様，そして論文の査読及び選
考に当たられた諸委員会の皆様に心よりお礼申
し上げます．
現在，小型機器による動画像処理は，セキュ
リティ，医療，スポーツ科学，生産自動化，自動
車，及び航空宇宙産業などの幅広い分野で応用
が期待されています．その一方で，近年のセン
シング技術の向上によって取得可能となった高
いフレームレートを持つ高解像の画像ストリー
ムをどのようにリアルタイム処理するかが大き
な課題となっています．
本論文では，一般的な実装で利用されるフレー
ムバッファを削減する手法を提案することで，メ
モリ周りのボトルネックを解消し，非常にコン
パクトなハードウェア実装で要求性能の達成を
実現しました．加えて，高い精度を保ちながら
高スループットかつ低レイテンシを実現するた
めに，ハードウェアでの直接計算を考慮した補

正精度向上手法も提案いたしました．これらの
有効性は、カメラのブレ量を模擬する環境下で
の実験を通しその補正値を定量的に評価するこ
とで確認されました．また，本提案手法は，既
存の光学式補正手法と併用可能なため，非常に
応用性の高い手法といえます．
今後は今回の受賞を励みとして本研究を発展

させるとともに，著者一同情報科学技術の発展
に微力を尽くしてまいります．末筆ではござい
ますが，船井情報科学振興財団及び情報科学技
術フォーラムのますますの御発展を心よりお祈
り申し上げます．

論文：架空名義操作不可能な再配分メカニズム

の特徴付け

著者：鶴田 俊佑，岡 雅晃，東藤 大樹，櫻井 祐
子，横尾 真（九州大学）

このたびは，FIT2014 船井ベストペーパー賞
という名誉ある賞を賜り，誠に光栄です．船井
情報科学振興財団の皆様，並びに FIT2014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．
本研究では再配分メカニズムに対する架空名
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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 19巻第 4号（通巻 77号）

義操作を取り扱います．再配分メカニズムとは
オークションメカニズムの拡張であり，財の売
り手が存在しないオークションに適用されます．
具体的にはコミュニティの共有財の割当てにオー
クションメカニズムを適用しようとすると，支
払額を受け取る売手が存在しないため社会的損
失が生じます．この問題を解決するために，再
配分メカニズムは支払額を参加者らに適切に配
分します．しかし問題点として，コミュニティ
メンバが名義を分割して異なる複数の名義で参
加し，より多くの再配分を手にしようとする可
能性があります．このような操作は架空名義操
作と呼ばれ，インターネットオークションを含
む様々な場面で考慮されてきました．
本論文では架空名義操作に対して頑健（架空
名義操作不可能）な再配分メカニズムは，最も
財に対する評価値が高い参加者に財を割り当て
られないことを示しました．次に架空名義操作
不可能な再配分メカニズムのクラスを提案し，
それらが社会的余剰（参加者の効用）の点で最
適であることを示すことで特徴付けを行いまし
た．また，提案クラスの中で，メカニズム設計
者が入札額に関する情報を事前に持たない場合
に，社会的余剰の点で望ましいメカニズムのク
ラスを検討しました．
今後は今回の受賞を励みとして，より一層の
貢献を目指します．本当にありがとうございま
した．最後になりましたが，FIT及び船井情報
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：瞬目種類識別のための形状特徴量に関す

る一検討

著者：松野省吾（電気通信大学），大山実（東京
電機大学），阿部清彦（関東学院大学），大井尚
一（東京電機大学），板倉 直明（電気通信大学）

このたびは，FIT2014船井ベストペーパー賞
という名誉ある賞を賜り，誠に光栄に存じます．
船井情報科学振興財団の皆様，並びに FIT2014

の運営委員の皆様，そして論文の査読・選考に
当たられた皆様方に心より御礼申し上げます．
情報機器の小型化により，汎用端末における

ハンズフリーな操作の実現が期待されています．
その一手段として，汎用端末に搭載されるよう
な一般的なビデオカメラの映像からまばたきに
よる入力操作が可能となれば，健常者をも対象
とした非接触な端末操作を実現できます．
一方で，まばたきを情報機器の入力操作等に

用いる技術は筋萎縮性側索硬化症 (ALS)患者の
ような，運動機能が著しく制限された人を補助
する意思伝達支援ツールとして注目されてきま
した．一般に，まばたきは高速な動作であり，個
人差も大きいため，入力に利用する意図的なま
ばたきのみを識別することは困難です．そのた
め，まばたきの計測には高速度カメラや眼電図
が用いられています．
一般的なビデオカメラでまばたきの自動識別

を行うためには，従来用いられていたまばたき
の特徴量をより効果的に処理する必要がありま
す．本論文では，まばたきの持続時間と振幅を
組み合わせた特徴量として，まばたきの波形面
積に着目し，複数名から取得した複数回のまば
たきを解析することで，まばたきの種類識別に
おける波形面積の有用性を示しました．今後は，
このたびの受賞を励みとして，本研究成果の応
用を目指します．
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ますます
の御発展を心より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 19巻第 4号（通巻 77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.10

河原英紀さん

所属：和歌山大学システム工学部デザイン情報学科
分野：人間の知覚・認知・行動特性に適合する，聴覚

を中心としたマルチメディア情報処理技術

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

— まずは，現在どのような研究をされている

のか，お聞かせください．

1996年の夏頃に『高品質音声変換合成システ
ム STRAIGHT』という，音声のピッチや声質，
体の大きさなどの様々な属性を操作し，自由に
再合成をすることができる枠組みを作りました．
それから今に至るまで，自然音声とほとんど区
別できない高い品質の実現を目標として，この
ツールの作り変えをしたり，そのための技術開
発をしたり，このシステムを活用した応用開発
をしたりという研究を続けていて，今では国内
外のいろいろな研究プロジェクトの基盤エンジ
ンとして使われています．MATLAB という言
語で動いているのですが，関数の集まりである
プログラムそのままでは使いにくいため，グラ
フィカルユーザインタフェースを作って使いや
すくしてあります．音声から声の高さ，声帯の
振動，口の形，かすれ具合などの情報を取り出
してパーツに分け，これらを操作することで，自
由に音声を作り出すことができます．
このツールは，「人間が音を聞いている時，一

体何を聞いているのか？」という哲学的，根本的
な問いを発して 1990年代に聴覚研究の一つのト

レンドを作り出したアルバート・S・ブレグマン
の『聴覚の情景分析』のメッセージをベースと
して生み出しました．一つの軸足として，とに
かく聴覚というのを理解することに興味がある
のです．また自分で歌も歌っていますので，自
分の声を良くするためにどのようなトレーニン
グをするのがいいのか，ということまでできる
といいなと思いながら研究をしています．本当
に良い演奏を聞くと，「はぁ～っ」という気持ち
になりますが，そのような感動を与える声や演
奏を作りたいと思っています．
STRAIGHT の重要な応用技術に，声のモー

フィングがあります．どれだけたくさんの人が
いても，その声を一つの声に，好きなところを
好きな割合で混ぜることができるようにしまし
た．それをアプリケーションにするのは別のア
イデアのある人がやったらいいと思っています．
私はプログラムの一番深いところを作る方が好
きなので，最後の作り込みのところまでは時間
が足りません．ただ「こんなことできそうだな．」
と思ってもらえるところまではインタフェース
やデモを仕上げないといけません．そのバラン
スですね．実際にデモを作ってみると色々と問
題点も見えてきますので，そこにも価値はある
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【研究会インタビュー】 情報・システムソサイエティ誌 第 19巻第 4号（通巻 77号）

と思っています．またプログラムの可視化にも
こだわっています．13年前に STRAIGHTがで
きたときから，その内容を説明するためのムー
ビーを作っています．作った方も理解が深まり
ますし，もしプログラムにミスがあると，この
ムービーも変になるので，そういった意味でも
大切です．ほかにも群遅延などの数学的な概念
を説明するためのムービーなども作ったりもし
ています．群遅延のムービーを見ると，人の声
のパワーがどこから来ているのかが分かります．

— 研究を進める上で大事にしていることなど

はありますか？

私は数学に強いわけではないので，とにかく
動かすところまで持っていく，ということには
こだわっています．数式などをそのまま読んで
もいま一つぴんとこないので，自分でプログラ
ムを書いて動かしてみると理解ができるのです．
そうして作って使っていると，だんだん使いに
くさなどに腹が立ってきてその部分を直します．
そしてまた使って直す，というのを繰り返して
いると，だんだん使いやすくなっていきます．ス
ペックを変えて開発するのではなく，動くもの
を作って，それを使いながら直していくのです
が，時々根本的な問題にぶつかるので，それが
論文につながっていきます．また，自分で使って
いて腹が立たないくらいのクオリティにしたい
というのもあります．音声の合成にしても，耳
が良い人はすぐに分かりますから，聞いただけ
で「これはだめだ」と言われるのは悔しいので
頑張ろう，という気持ちになりますし，実際に
音声や音楽のプロでコンテンツを作っている人
から「これは使える！」と思ってもらえるところ
まで持っていくことを目指しています．実際に
私たちが日常で聞いている生の声にできるだけ
近い声で，その物理的性質を精密にコントロー
ルして影響を調べるなど，そういった研究方法

を使うべきなのではないかといつも言っている
ので，言っているからには自らそうしなければ
という思いもあって，小まめに改良を続けてい
るというのもあります．

— どういったことに一番やりがい，面白さな

どを感じていますか？

想定外が起こることですね．だいたいこうな
るだろうと思ってやってみると，突然違うこと
が起きて，もっと面白いことが分かったりしま
す．また，いろいろな人と話をしていると突然
アイデアを思いつくこともあります．やっぱり
一人だけで考えるより，いろんな人と付き合っ
ていると面白いことが起こるなぁと思いますね．
現在の STRAIGHTも，最初に作ったときのも
のから全て書き換えられていて，特に 2007年頃
に所属していた学生が思いついたことがきっか
けとなって全部ひっくり返すことになりました．
最初は結果の可視化画像が滑らかになるように
かなり複雑な分析をしていたのですが，実はそ
んな複雑なことをしなくても，かなりシンプル
な分析でその音の本質が見えてくるということ
を学生が発見したのです．言われてとても驚き
ましたね．私の 10年は何だったのだって（笑）．
学生の発想でも，面白いことは面白いです．ち
なみに，その学生は今では山梨大学で先生をし
ていて，一緒に仕事をするようになっています．

— 少し遡って，河原さんの子供の頃から現在

に至るヒストリーをお聞かせください．

北海道の札幌市出身で，近くの河原にある石
をひろったりして遊んでいるような子供でした．
あまり人付き合いのいい子供ではありませんで
したね．とにかく本の虫で，学校の図書館に入り
浸っていました．特に SFは乱読していて，海外
のものなんかも読んだりしていました．今の研
究にも世界観などは時々影響していて，ものを
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考えるときに「10000年後から見るとどうか？」
など，外れたスケールで捉えることはあります．
それから，中学の頃からずっと合唱をしていま
した．大学ではグリークラブと NHKの放送合
唱団，社会人になっても NTTの研究所の男声
合唱団のメンバーでした．先に歌や音の活動か
ら入っているので，今の研究でも悪い音を聞く
と腹が立つのです．
大学は，計算機関係の話もあるし面白そうだ
と思って電子工学に入り，音声をテーマにして
いました．また数学的な話は好きですが，文章
を書くのも好きで，実際に研究をするときはメ
モをたくさん作っていて，そこからまとめてい
るので，表に出ていないものはたくさんありま
す．ですので，国際会議資料などは 2，3日でで
きます．
卒業後はNTTに就職をしました．初めは研究
員として通話品質など電話関係の音声に関する
研究をしていたのですが，1981年頃に突然，横
須賀にあった伝送研究部にポン！ と異動になり，
今のインターネットの前身に当たる ISDNに関
係した交換や伝送，画像といった分野の研究を
していたグループでいろいろなプロジェクトを
進めるためのネゴシエータ，調整役として，2年
間仕事をしました．その後一度研究員に戻った
のですが，1年後には，今度は情報関係の部の部
長補佐に異動となり，スタッフとして人事や予
算などのサポートをしていました．全く柄では
ないと今でも思っているのですが，会社として
はいわゆるマネジメントラインのジェネラリス
トにしようと考えていたのかもしれません．研
究が好きな私は，仕事とは関係なく自宅でペイ
ンティングプログラムを作って，当時の JUNET

にパブリックドメインソフトウェアとして流し
たりしました．また当時のマシンは音声入出力
機能がなかったのですが，自前で AD/DA変換
器を作ってマルチメディアパソコンにして，そ

れを使って音声の分析とか加工用のソフトを自
作したりもしました．当時は 10MHz，現在の
百万分の一以下の計算能力でしたが，それでも
いろいろな分析ができるように工夫して作りま
した．自分のリハビリと言いますか，頭をリフ
レッシュしようと思って 1986年頃に作ったので
すが，会社の仕事でも使えるということでどん
どん使っていましたら，1989年にはほぼそのま
まメーカーから市販されることになりました．
現在の和歌山大学には，NTT からの出向で

ATR 人間情報通信研究所の室長を 5 年務めた
後，このデザイン情報学科がスタートした 1997

年に来ました．私は創設メンバーの一人として，
何もないゼロからの立ち上げのところから関わ
ることができましたので，ある意味好きな形で
構想を実現できるという面白さがありました．音
声を研究するときに，数字で遊ぶようなことは
せず，質の高い音を使って聴覚など人間の理解
に立って研究ができるようにしたいということ
にこだわっています．また，その最初の年の 10

月から CRESTのプロジェクトの代表者になれ
たというのは大きかったです．ばりばりの研究者
とチームを組んで仕事ができましたので．ATR

はもともと人のつながりを作るにはとても良い
環境だったのですが，更に広く優秀な若い人た
ちと仕事ができるようになったのは，とても良
かったと思っています．
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— 将来的に実現したいと思っていることなど

はありますか？

今STRAIGHTがベースにしているのは「フー
リエ変換」なのですが，実際に人が耳で音を認
識しているのは「ウェーブレット–メリン変換」
という変換なのです．そのままでは両方をどう
橋渡しをしていいか分からないので，どういう
関係があるのかを理解して，辻褄の合うものを
作りたいと思っています．今のままでは相性が
悪いのです．簡単に言いますと，フーリエ変換
は全ての周波数について同時に同じ時間分解能
で物事を見ます．ウェーブレット変換は，ある形
があって，その形を比例的に伸ばしたり縮めた
りしたものを使って信号の中身を見ます．周波
数で見るというのとスケールで見るという違い
があるのですが，人間の耳は後者で世界を観測
しているのです．それを調べるための手段とし
て，音自体が周期的な信号なので，フーリエ変
換と馴染みがいいのでいろいろな技術を開発し
てきたのですが，フーリエ変換で開発したもの
で，耳のウェーブレット–メリン変換を調べると
いうのは，どこか辻褄の合わないところがある
のです．それでじたばたしています．そこをき
れいにつなげられると，もっときれいに，自由
にコントロールできるようになるのではないか
と考えています．実は隣の先生がウェーブレッ
ト–メリン変換の専門家ですので，同じ問題意識
を持って悩んでいます．じたばたしているだけ
でもやることはたくさんあるので．もし実現し
たとしたら，また理論と応用の間でいろいろな
ツールを作っているのかなと思います．

— 最後に，趣味についてお聞かせください．

使っている時間を考えると，プログラミング
が趣味みたいになっていますね．新しい言語に
手を出したいなという気持ちも持っています．今

は手間がかからないのでMATLABを使ってい
ますが，最近出てきた Appleの Swiftなどの実
時間系アプリを気楽に書ける言語もさわってみ
たいです．新しいものを身につけることも好き
ですし，自由に話せる言語が増えると，作れる
もののレパートリーも増えます．やっぱり「作
る」ということにはこだわっています．
あとは，ずっと続けてきている音楽ですね．自
分で練習していくことで難しい表現ができるよ
うになったり，思い通りの表現ができたりする
と，すごく嬉しいです．また，合唱団で指揮者
が音楽を作り上げていく過程を皆で一緒に体験
して，演奏会で集大成を披露することができて，
「やったー！」という達成感も嬉しいです．上手
い演奏を聞くのも快感なのですが，やっぱり参
加して自分で何かをやる楽しさですね．実は別
の科学研究費で，音楽大学の人の歌の訓練を援
助できるようなことができないかということも
やっています．音楽のプロを相手に，そういう
人たちにも通じる言葉，見せ方や，理解しても
らえるようにするにはどう伝えたらいいか，言
うからにはどこまで責任を持てるかなどまで科
学的に押さえられるようにと考えて取り組んで
います．なかなか厳しいところもありますが言
いっぱなしは嫌なので，例えばプロの人たちの声
の寿命を延ばすのに役立つ道具，学生たちがム
リしないできちんと成長するために助かる道具，
というところにまでつながればと思っています．
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クラウドネットワークロボット研究会の活動

今井 倫太
慶應義塾大学

1. はじめに
クラウドネットワークロボット研究会は，ネッ
トワークロボット研究会を基にして 2011年に誕
生した．初代委員長は，日本学術振興会理事長の
安西祐一郎，現在は，ATR知能ロボティクス研
究所所長の萩田紀博委員長の下で約 4年間の活
動を行ってきた．日本発の研究分野として発展
してきたネットワークロボットの研究が引き続
き発展していく方向としてクラウドネットワー
クロボット研究会を発足させた．
研究会へのお誘いをすると，「クラウドネット
ワークロボットとは何ですか？」と質問をよく頂
く．クラウド技術やクラウドサービスを，セン
サやアクチュエータで構成されるシステムに展
開していくことですというのが理想的な回答の
一つである．例えば，実際にクラウドサービス
に近い形で世界中の開発者が連携し，子供用の
義手を開発し提供するサービスが行われつつあ
る [1]．同様の手法は，ロボットのプログラムの
開発，サービスコンテンツの開発，ユーザとロ
ボットのインタラクションの結果の開発者への
フィードバックといった場面に用いることがで
き，大きな効果をもたらすと期待できる．また，
ロボットを，センサとアクチュエータを組み合
わせたシステムとして見ることもでき，同様の
枠組みは，スマートルーム，スマートシティ，交
通システム，電力供給システムといった物へも
適応可能である．従来，研究者や開発者が，専
用の通信システムを構築し，自前の専用のハー
ドウェア上で自前のロボットシステムを作って
いたのに対して，徐々にハードウェアの仕様の
オープン化や，共有化が始まっており，クラウ
ドネットワークロボットとしての研究活動は既

に世界中で始まっている．
本稿では，クラウドネットワークロボット研

究会が対象としている研究分野及び，今後の活
動の方針を述べる．
2. 対象分野
クラウドネットワークロボット研究会では，ロ

ボットという用語を広く捉えており，様々な研
究分野からの発表を募集している．具体的な分
野例を次に挙げる．
・ネットワークロボット
・ヒューマンロボットインタラクション
・ヒューマンエージェントインタラクション
・ITS

・スマートシティ
・クラウドコンピューティング
・ラピッドプロトタイピング
・ソフトウェアエージェント
・認知ロボティクス
・ロボット工学
・群ロボット
・ユビキタスセンシング
・フィールドロボティクス
・パワーアシスト
・生体ロボティクス
ここに挙げた研究分野は，クラウド技術やク

ラウドサービスと直接関係ない物も多く含まれ
るが，クラウド技術と連携させることで，更な
る発展が期待される物ばかりである．また，現
状では，クラウド技術を用いていない研究であっ
ても，上に挙げた研究分野に近い内容の研究発
表が多く行われている．
3. 研究会開催状況
クラウドネットワーク研究会は，毎年 4回の
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研究会及び，総合大会での講演会を開催してき
た．それぞれの研究会及び講演会の研究テーマ
は次の通りである．
第 1回研究会 クラウドで始まる新たなネッ
トワークロボット（慶大，2011年 5月 12日開催）
第 2回研究会 クラウドでつながるロボット

サービス（北大，2011年 8月 24～25日開催）
第 3回研究会 地理空間情報とロボットと人

と（同志社大，2011年 12月 19日開催）
第 4回研究会 クラウド型データ連携による

ロボットサービス（機械振興会館，2012年 2月
27日開催）
2012年総合大会 クラウドネットワークロボ

ットのワイガヤ実験場の実現に向けて
第 5回研究会 生活環境とクラウドネットワー
クロボットおよびその他一般（慶大，2012年 6

月 25日開催）
第 6回研究会 ビッグデータで変わる環境知

能とロボット，およびその他一般（沖縄科学技
術大学院大学，2012年 10月 11～12日開催）
第 7回研究会 災害対応クラウドネットワー

クロボット・その他一般（筑波大，2012年 12月
7日開催）
第 8回研究会 クラウドネットワークロボッ
トサービスおよびその他一般（機械振興会館，
2013年 2月 18日開催）
2013年総合大会 災害復旧・復興に役立つク
ラウドネットワークロボットとは？
第 9回研究会 クラウドネットワークロボッ

トの展開分野，一般（ITS研究会と併催，慶大，
2013年 6月 14日開催）
第 10回研究会 オープンソースソフト／ハー
ドとサービスを繋ぐクラウドネットワークロボ
ティクス（グランフロント大阪，2013年 10月
17～18日開催）
第 11回研究会 人との対話に注目したクラウ

ドネットワークロボット（東大，2013年 12月
20日開催）
第 12 回研究会 パターン認識・メディア理

解の基礎と境界領域，環境・エネルギーの課題
（PRMU研究会と共催，福岡大，2014年2月13～
14日開催）
2014年総合大会 クラウドネットワークロボ

ットとしての自動運転支援—どこまで支援する
のか?自動化と支援の狭間—

第 13回研究会 エージェントを用いた実世界
インタラクション，および一般（慶大，2014年
6月 16日開催）
第 14回研究会 オープンリソースによるイノ

ベーション，および一般（登別温泉第一滝本本
館，2014年 9月 26～27日開催）
第 15回研究会 人間と機械の恊働過程から生

まれる知のコンピューティング技術，および一
般（東大，2014年 12月 4日開催予定）
第 16回研究会 実世界指向，産業（東北大，

2015年 2月 19～20日開催予定）
2015年総合大会 ビッグデータとロボット—

法律と倫理の観点からのサービスの在り方—

（2015年 3月開催予定）
4. 今後の方針
クラウドネットワークロボット研究会では，セ
ンシングし人にサービスを能動的に提供するシ
ステム全般をロボットと捉え，今後も研究会や
講演会を開き，クラウド型のサービスとロボッ
トの連携方法を議論してく予定である．既に，
ITS研究会，PRMU研究会と併催や共催で研究
会を開いており，今後も，2章で述べた対象分
野の研究会と共催や併催で研究会を開き，他領
域でのクラウドネットワークロボットの展開に
ついて議論する予定である．クラウドの観点か
らネットワークロボットシステムを探求する試
みは始まったばかりであり，この分野に興味を
持つ研究者の今後の研究活動の中から著者の想
定を超える研究テーマが多数現れることを期待
している．
参考文献
[1] http://enablingthefuture.org/
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ハードウェアセキュリティ
—サイドチャネル攻撃対策暗号回路とPUF技術—

藤野 毅
立命館大学

1. はじめに
SUICAや ICOCAなどの非接触 ICカードは，
交通機関の乗車券だけでなく，コンビニでの決済
に使用できるため，急速に普及した．今後も，IC
カードやスマートフォン上に搭載されたセキュ
リティLSIを利用して，金銭情報や個人情報を
保管するシステムが社会基盤として広く普及し
ていくであろう．
セキュリティLSIでは，正規な利用者である
ことを認証する際や，金銭データや個人情報を
安全に保管するために暗号技術を使用している．
暗号技術においては，暗号鍵（秘密鍵）データ
を他人に知られてはならず，セキュリティLSI内
に厳重に保管しなければならない．万一，この
暗号鍵データが不正に入手されると，機密情報
や個人情報が窃取される，あるいはカード偽造
などが発生し，大きな社会的混乱を引き起こす
可能性がある．
暗号鍵を窃取しようとする悪意ある攻撃者に
対して防御力を高めるためには，セキュリティ
LSIを作成する際に，通常のLSI設計とは異なる
技術が必要である．本稿では，サイドチャネル
攻撃対策技術と複製不可能デバイスPUF (Phys-

ically Unclonable Functions)技術を紹介する．
2. サイドチャネル攻撃対策
現在最も普及している対称鍵暗号アルゴリズ
ムの一つとして，AES (Advanced Encryption

Standard)暗号があり，例えば無線 LANにおけ
る通信路暗号化のためにも使われている．AES

暗号は，かつての標準暗号であったDES暗号の
セキュリティ向上のため，世界中から集まった
公募で採択された標準暗号である．現在までの
ところ，暗号回路の入出力（平文と暗号文ペア）
の解析を行っても，現実的な時間内では暗号鍵

を特定することは非常に難しい．しかしながら，
ICカードで AES暗号回路が動作している際の
2次的な情報（サイドチャネル情報）である消
費電力・漏えい電磁波・演算時間を用いて暗号
鍵を特定する手法が 1990年代後半以降発表され
た．セキュリティLSIの実装に際しては，サイ
ドチャネル攻撃に対する対策を施すことが必要
とされている．
対称鍵暗号回路に対する電力・電磁波解析攻撃

環境を図 1に示す．暗号回路が実装されたボー
ドと，PC及びオシロスコープ（電磁波攻撃の場
合は電磁プローブも必要）という，誰でも簡単
に購入できる 50万円程度の装置を用いて攻撃可
能である．攻撃は，PCから平文を暗号回路に送
付し，暗号文を取得しつつ，暗号回路が動作し
ている際の消費電力・漏えい電磁波の波形をオ
シロスコープで多数取得し，推定した暗号鍵と
の相関解析を行い，鍵を特定する．
全くサイドチャネル攻撃対策が行われていな

い AES暗号回路では，128 bitの平文を 2000回
程度暗号化する 2分程度の時間で，128 bitの暗
号鍵を全て窃取することができる．
サイドチャネル攻撃では，LSI内部で使用さ

れている ANDゲートや ORゲートといった非

図 1. 電力・電磁波利用サイドチャネル攻撃環境
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線形の論理ゲートの出力スイッチング確率が入
力データ依存性を持つことを利用しており，対
策が非常に困難である．2000年以降，学会発表
等で，様々な対策回路が提案されているが，回
路レベルの対策を施そうとすると，特殊な LSI

設計 CADの使用が必要であったり，秘密分散
などのアルゴリズムレベルの対策をすると，消
費電力や実装面積が未対策回路の 4～5倍以上に
なる等の問題があった．
我々の研究グループでは，Masked-Dual-Rail

ROMというメモリを非線形回路に代えて使用す
ることで，特殊なLSI設計CADを使用すること
なく，かつ 20～50%程度の面積・消費電力増加
で設計できるAES暗号回路を開発した．本技術
を使用すると，100万波形を解析しても，1Byte

以下の暗号鍵しか窃取できないというセキュリ
ティ性能を確認できている．
3. 物理複製不可能デバイス PUF

暗号回路の鍵データを窃取できないように防
御する手法も重要であるが，万一鍵データが取
得されたとしても，その鍵を複製して使用するこ
とができないように防止する技術も重要である．
PUFは，固体固有の情報を持ち，その情報の
物理的な複製が困難となるように設計された「指
紋」のような働きをするデバイスである．LSIの
製造においては，トランジスタのサイズやしき
い値等が，固体ごとにばらつくが，これを意図
して制御することは困難である．このような製
造ばらつきを抽出して電子データに変換する回
路として，図 2に示すようなアービターPUFが
提案されている．設計上は等長な 2系統の信号
伝搬経路を作成し，製造のばらつきによって，ど
ちらの経路が早く伝搬したかを判定する回路と
してフリップフロップなどで構成されるアービ
ター回路を付加する．更に多数の等長な経路を
作成できるようにセレクタを多数配置する．セ
レクタを使った経路変更をチャレンジ情報，そ
の際のアービター回路の出力をレスポンスとす
ると，複数のチャレンジに対するレスポンスの
関係は PUFの固体ごとに固有で物理的に複製
不可能な値となる．

図 2. アービター PUFの構造

PUFの性能評価指標として，同一のチャレン
ジを同一のデバイスに入力した場合には同じレ
スポンスを取得できるという安定性と，同一の
チャレンジを異なるデバイスに与えた際に，異
なったPUFから得られるレスポンスの相違が十
分に大きいというユニーク性が必要である．
回路の伝搬遅延時間は大きな電源電圧依存性
を持つ．アービターPUFでは，レスポンスの安
定性を高めるため 2系統の遅延時間差を使用し
ているが，やはり電源電圧が 10%程度変動する
と，最大 5%程度のレスポンスが変動する．した
がって，PUFを利用して暗号鍵データ等を作り
出すためにはファジーエクストラクタ等の誤り
訂正技術が用いられている．
アービターPUF以外にも，電源投入時のスタ

ティックメモリの初期値を利用する SRAM PUF

や，リングオシレータの発振周波数を利用する
リングオシレータ PUF等，様々な PUFが提案
されている．
4. おわりに
暗号回路を含むセキュリティLSIは，ICカー
ド以外にも様々な組込み機器に展開されつつあ
る．例えば，「インターネットに接続されるセン
サネットワーク」や「自動運転を目指したネット
ワークにつながる車」ではセキュリティの確保
が欠かせない．これらのデバイスでは，ICカー
ドと同様，少ない計算能力・メモリサイズでセ
キュリティを確保しなければならない．本稿で
紹介した耐タンパAES暗号回路や PUF技術は，
これら組込み機器の低コストセキュリティ技術
として使用されていくことが期待される．
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やわらかいハードウェアとの歩み

フェロー 末吉 敏則
熊本大学

このたび，電子情報通信学会からフェローの
称号を頂き，誠に光栄である．「リコンフィギャ
ラブルシステム技術に関する先駆的研究と教育」
への貢献を認めて頂いたことを嬉しく思うとと
もに，研究においても学会活動においても応援
して頂いた関係者の皆様に深く感謝申し上げる．
まずリコンフィギャラブルシステムという「や
わらかいハードウェア」についてお話したいと
思う．16年ほど前に，ある学会誌でハードウェ
アグループ主査として「やわらかいハードウェ
ア」と題した特集企画を提案した際には，編集
委員会で次のように問われたのを思い出す．“世
の中では，ハードウェアは「硬いもの」，ソフト
ウェアは「柔らかいもの」というのが常識であ
る．「やわらかいハードウェア」とはいったい何
だ？” との御質問である．従来のハードウェア
は，一旦設計・製作してしまうと変更が難しい．
ちなみに，ノイマン型コンピュータの特徴の一
つは，その構造並びに機能が固定的なことであ
る．ただし，その機能は汎用性を備えているの
で，ユーザがコンピュータの構造・機能に解法
を合わせてプログラムを作成することで解決を
図っている．
しかしながら，この固定的な構造・機能に現在
のコンピュータが抱える問題の多くが起因して
いるという指摘が古くからなされ，適応性を求
める各種の試みが行われた．ソフトウェアや当時
のハードウェアでは現実には難しく，主役はマイ
クロプログラム技術であった．ところが，PLD

(Programmable Logic Device) や FPGA (Field

Programmable Gate Array)というリコンフィギ
ャラブルロジックの登場によって，ハードウェ
アによる動的な適応性を求めるアプローチが現
実味を帯びてきた．とりわけ FPGAが出回り始

めた 1980年代後半から，アプリケーションごと
にハードウェア構成を変更できるシステムの研
究開発が行われ始め，従来のハードウェア・ソ
フトウェアという古典的な仕分けを超えた統合
的なコンピューティングの枠組みとして注目を
集めた．
リコンフィギャラブルシステムとは，FPGA

等の再構成可能という特徴を最大限活用し，ア
プリケーションに合わせてデータパスを含めた
ハードウェア構成を適応的に変更するシステム
の総称である．これは専用ハードウェアを開発
する方法と比べて柔軟であり，それぞれのアプ
リケーションに応じて最適な構成をとれる．こ
のため，高い柔軟性と性能を兼ね備えるシステ
ムとして大きな期待が寄せられている．
筆者の場合，1980年代初めに九州大学におい

て開発した並列計算機HYPHEN C-16の回線交
換方式の木構造相互結合網の実装に PLDを用
いたのが，PLD/FPGAとの付き合いの始まり
である．以降，大まかに次のような研究や活動
を行ってきた．
(1) 並列処理マシンへの FPGA応用
SRAM方式 FPGAの出現に伴い，FPGAの

可変構造性に着目しハードウェアによって適応
性を求める試みとして，FPGAを活用した可変
構造相互結合網や，相互結合網だけでなくプロ
セッサ粒度も変更できる可変構造 SIMD型並列
計算機を開発した．
(2) 教育への FPGA応用
創設されて間もない九州工業大学情報工学部

に 1989 年異動し，必要に迫られて，教育への
FPGA応用を始めた．情報工学の教育では密接
な関係にある論理回路，計算機アーキテクチャ，
オペレーティングシステム，コンパイラなどの
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コア科目が内容の高度化・複雑化に伴って遊離し
た関係になりがちで，一貫した計算機工学教育
の実施が難しい．また，ハードウェア教育では擬
似体験でなく，実際にものづくりの面白さや感
動を体験できるような実験が必要である．そこ
で，講義内容の横断的な理解と活用の視点，す
なわちシンセシスを主体とする内容を加味する
とともに学生自らが学び育つための場を提供す
るために，1990年代初頭からFPGAを利用した
教育用マイクロプロセッサ KITEの教材開発を
行った．この教材は，30か所を超える大学や企
業内教育にも導入された．現在では FPGA利用
の計算機工学教育用教材や設計教育用教材は幅
広く使用されるようになったが，KITEマイク
ロプロセッサ教材はそのパイオニアとして啓発
普及に貢献したと自負している．
(3) リコンフィギャラブルシステム
1997年に熊本大学に異動し，リコンフィギャ
ラブルシステムの研究を本格化させた．FPGA

の再構成機能の潜在的可能性を探求し，製品出
荷後も変更・拡張・アップグレードを行う遠隔
再構成システムや，アプリケーションに応じて
自身のハードウェア構成を適応的に再構成する
動的リコンフィギャラブルシステムを開発し稼
働させている．最近では，放射線により誘発さ
れる一時的な故障（ソフトエラー）やエレクト
ロマイグレーションやシングルイベントラッチ
アップなど恒久的な物理故障（ハードエラー）に
対しても，柔軟な故障診断・修復機能を有する
自己復旧可能なディペンダブルシステムの構築
技術を開発した．
(4) 次世代リコンフィギャラブルロジック
FPGAの将来性が有望な割には，日本の半導体

産業界には FPGAベンダが皆無である．有名な
FPGA関連特許である Freeman特許や設計ツー
ルが参入の障壁だったと聞く．そこで，FPGA

を発展させた次世代リコンフィギャラブルロジッ
クについて我が国の半導体産業界と共同研究を
行い，日の丸 FPGAの実現を目指して新たな論
理セルアーキテクチャやその設計ツールの開発
を行っている．FeRAM（強誘電体メモリ）を得

意とする半導体企業との共同研究では，チップ
の電源の投入/遮断を検知し，電源遮断時に構成
データ，演算データともに自動的に FeRAMへ
退避する不揮発 FPGAを試作し，電源瞬断が発
生しても継続実行可能な FPGAを実現した．ま
た，耐故障 FPGAコアとして台湾 TSMCで試
作した FT-FPGAでは，決まったタイル数ごと
にスペアタイルを備え，故障が起きた際に回路
を退避させることで高い信頼性を実現した．
(5) 産・官・学のネットワーク構築
「やわらかいハードウェア」の研究や利活用

を活性化すべく，産・官・学のネットワークをそ
れぞれ構築した．まず，FPGA関連の企業を結
集して有志による設計技術セミナーを 1998年よ
り全国主要都市で毎年開催し，FPGAの啓発・普
及促進を目的として 2003年任意団体「FPGAコ
ンソーシアム」を発足させ，2005年 6月にNPO

法人化して理事長を務めた．次に，産総研と全
国公設試のネットワークである産業技術連携推
進会議情報・電子部会組込み技術研究会の顧問
に就任して公設試との連携を図り，地域との連
携プロジェクト立ち上げに努めた．そして，学
術的にはリコンフィギャラブルシステムに関す
る第二種研究会をコンピュータシステム研究専
門委員会の下に 2003年 9月に立ち上げ，その活
動実績を踏まえて関連研究者・技術者に広く意
見交換の場を提供するとともにリコンフィギャ
ラブルシステム技術の発展促進を目的とするリ
コンフィギャラブルシステム研究専門委員会を
2005年度に設立し，初代委員長を務めた．引き
続き，これら産・官・学のネットワークの連携
を図って，研究や利活用を更に活発化させたい．
最後に，ハイエンド FPGAは限界に近づいて

おり，更に飛躍するには 3D-LSIなど新たな展開
が必要である．また，ロジックとメモリが等価
となる真の仮想ロジックなど，新デバイス研究
も魅力的である．今や FPGAによるビッグデー
タ処理も射程に入っており，若手がこの曲がり
角をチャンスと捉え，コンピュータ研究の閉塞
感を打破してくれることを期待したい．
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医工融合研究による医療イノベーションと人材育成

フェロー 椎名 毅
京都大学

1. 真の医工融合研究を目指して
現在の高度な医療技術は，CTやMRI，超音
波などの非侵襲的な画像診断装置や，最近では
手術用ロボットなど，様々な医療機器の進歩に
より支えられているのは明らかである．私がそ
のようなBME（生体医工学）の分野の研究に興
味を持ったのは，東大の電子工学科の学生だっ
た頃である．同学科の出身でありながら，医学
部に移り我が国の BME研究の草分けとなる医
用電子研究施設の教授をされていた斎藤正男先
生との出会いがきっかけである．
我が国では，医療機器の開発に必要な様々な
要素技術の研究レベルや，製造技術が極めて高
いながらも，多くの医療機器は，欧米発のもの
が多いのが実態であるが，その理由の一つとし
て，我が国おける医学と工学の連携不足が指摘
されてきた．その中で，当時の医用電子研究施
設では，臨床医学，基礎医学，医用工学の 3部
門があり，私のような工学系研究科と医学系研
究科の院生が同一研究室にて研究活動を行って
おり，その意味では，医工学の研究を推進する
研究環境としては恵まれていた．
これは，日本では先進的な取り組みであった
が，その後，私が日本学術振興会の在外研究で 1

年滞在することになったイギリスのがん研究所
（物理部門）では，医学系と理工学系とのインタ
ラクションの点で，日本の立ち遅れを実感した．
私の所属した物理部門はロンドン大の連携大学
院として BME分野の院生が配属され，また隣
接する NHS（国立病院）の組織の一部でもあっ
た．このため，理工系と医学系の研究者が同居
する点は医用電子研究施設と同じだが，物理部
門で開発した技術や装置を階下の病院にもって

行き臨床評価をし，また研究所に戻してきて改
良するという作業を繰り返す環境が整備されて
いた．この経験は，その後の私の進む道を大き
く左右したと言える．
2. 超音波エラストグラフィの開発と標準化
イギリス滞在中はエラストグラフィの研究に

着手した．がんをはじめ，動脈硬化，肝硬変な
ど，組織の硬化性病変を伴う疾患は多く，古く
から触診として組織の硬さの評価が重要な診断
情報となることは知られていたため，組織の硬
さを評価可能な画像診断装置であるエラストグ
ラフィの開発競争が続いていた．しかし，それま
で提案された手法のほとんどは，単純な組織モ
デルや理想的な測定条件で成り立つもので，実
用化に適さなかった．そこで，複雑な組織構造
や，制約の多い臨床の場でも適用できる実用的
な手法の開発に注力し，その後装置に搭載され
る基本アルゴリズムを考案した．
帰国後は，筑波大学の先端学際領域研究セン

ター (TARA)に所属した．TARAは，江崎玲於
奈学長の時に，従来の縦割りの組織の枠に捉わ
れず先端技術の開発と実用化のために作られた
組織で，そこでイギリスでの経験を参考に，臨
床現場と研究室を結ぶ研究と，産学連携を実践
した．この時は，企業の研究者が大学院生と一
緒に研究室で毎日のように実験や討議を繰り返
し，また，医学系の研究者や病院関係者の理解と
協力により，乳がんを対象とした臨床評価が順
調に進んだ．その結果，着手から 7年後の 2003

年には，図 1に示す医療機器では数少ない日本
発の技術として，乳がん画像診断用の超音波エ
ラストグラフィの製品化を達成するこができた．
一方，医療技術の真の進歩のためには，新技
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図 1. 世界初の超音波エラストグラフィ装置

術の開発だけにとどまらず，それを幅広く普及
させて臨床において標準的な手法として定着さ
せることが重要となる．今回で言えば，エラス
トグラフィで得られる画像自体が，前例のない
新しいものであるため，それを用いた診断基準
も確立していく必要があった．そこで，乳腺腫瘍
の 100例以上について，エラストグラフィの画像
を解析し，画像のパターンを類型化して良性か
ら悪性まで 5段階に分けた弾性スコア (Tsukuba

Elasticity Score)を構築した．この弾性スコアを
用いることで，平易な診断基準で良悪性の鑑別
において高い正診率が得られることが示され，エ
ラストグラフィの普及が促進された．現在では，
エラストグラフィは，乳腺超音波診断の標準の
ツールとして，各メーカとも超音波診断装置にエ
ラストグラフィ機能を搭載するようになった [1]．
3. 医療イノベーションと人材育成
日本でも，社会的ニースや科学技術政策によ
り，ようやく医工学研究の重要性に対する意識
が高まり，医工学をキーワードとする組織も増
えてきている．
京都大学では医工連携の研究と人材育成を推
進する試みとして，工学部と医学部，さらにキ
ヤノン（株）が，医工連携，産学連携で 2006年
度から 10年間の長期プロジェクトとして，文部
科学省の先端融合イノベーション創出拠点の形
成プログラム「高次生体イメージング先端テク
ノハブ（CKプロジェクト）」に取り組んでいる．
これは，京大病院地区に，開発拠点として設置
された先端医療機器開発・臨床研究センターに

図 2. 総合医療開発リーダー育成プログラム

おいて，企業の研究者と，医学系，工学系の研
究者とが一体となって，新規医用機器の研究を
進めるもので，欧米に比べ我が国では立ち遅れ
ている医療機器環境において，文字通り医学と
工学の壁を取り除いて先進医療機器の開発のモ
デルを構築したといえる．私も，2008年から京
大医学部に移り，新生血管の可視化などによる
乳がんの早期診断を可能とする光超音波マンモ
グラフィの開発を進めている [2]．
医療イノベーションを起こすには，真の意味

での医工学融合した人材育成のための環境作り
が必要と感じ，模索を続けているうちに，私は，
恩師の斎藤先生と同じく，気が付いたら医学部
に来ていた．更に大学附属病院の執行部として
運営に携わるなど，工学と医学の二つの分野で，
研究と教育に携わってきた経験は，医工学の人
材育成についても生かすことができ，2012年度
には，図 2に示す文部科学省のリーディングプ
ログラム「充実した健康長寿社会を築く総合医
療開発リーダー育成プログラム」に企画時点か
ら携わり，工学出身者を対象とした医学教育に
より医工学分野のリーダーの育成に努めている．
参考文献
[1] T. Shiina, “JSUM ultrasound elastography prac-

tice quidelines: basics and terminology,” J. Med-

ical Ultrasonics, vol.40, no.4, pp.309–323, Oct.

2013.

[2] http://ckpj.t.kyoto-u.ac.jp/group/us.htm
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優れた研究者に囲まれていたという幸運

フェロー 加藤 博一
奈良先端科学技術大学院大学

1. はじめに
2014年 9月に徳島大学で開催されたソサイエ
ティ大会にて，本学会からフェローの称号を頂
いた．この場を借りて，御推挙頂いた皆様，こ
れまで御指導頂いた諸先生方に心からお礼申し
上げたい．自分としてはまだまだ若手であると
思っていたが，周りからはそうとは認識しても
らえない年齢になったようである．これを機に，
これまでの自分の過去を振り返りつつ，思うと
ころを書いてみたいと思う．若手の研究者の方々
の参考になれば幸いである．
2. 良い仲間を持つこと
私が幸運だったのは，常に素晴らしい仲間に
囲まれてきたことだと思う．私は 1989 年に大
阪大学の博士後期課程を 1年で退学し，助手と
なった．その頃，人工知能研究が大きな注目を
集めており，辻三郎先生が中心となって大阪大
学知識科学研究会という学部の枠を超えた研究
会が大坂大学で運営されていた．当時若手とし
て，溝口理一郎先生，浅田稔先生，馬場口登先
生，山田誠二先生らが活躍されており，合宿研
究会などで研究テーマや研究手法について厳し
い御指導を頂いた．少し研究分野が異なるから
こそ見えてくるところがあり，そのような異な
る観点からの指摘というのは非常に価値があっ
た．最初は的外れと思われた意見でもじっくり
考えてみると，それが実に本質を突いた意見で
あることが多かった．逆に，そういう方々に自分
の研究をしっかり理解してもらうためには，説
明にも工夫が必要であり，その面でもかなり鍛
えられたと思う．当時，大きな声（当時は皆声
が大きかった）で豪快な口調で圧倒的な迫力を
感じさせつつも，内容的には非常に丁寧に問題
を定式化し厳密な説明をされていた馬場口先生

の発表にはいつも憧れていた．ちなみに，1993

年 10月に浅田先生が，北野宏明先生，國吉康夫
先生，中島秀之先生を招き「人工知能の大いな
る挑戦—日本からの発進」という講演会を開催
した．このときの懇親会でロボカップの企画が
産まれたと記憶している（日本ロボカップ委員
会のウェブサイトには，1992年 RoboCup発足
とあるので，私の記憶違いの可能性も高いが）．
また，1990年代中頃には，主に関西のビジョ

ン系の若手の研究者のグループがあった．石黒
浩先生，鷲見和彦先生，八木康史先生，美濃導
彦先生，中村裕一先生ら（ほかにも素晴らしい
先生が大勢いたのですが書き切れない）が参加
しており，いつも非常に難しい議論をしていた．
私は，その議論についていくのに精一杯であっ
た．この会では，研究者としての信念の重要性
に特に気付かされた．以後も，HCGヒューマン
情報処理研究会での活動や，VR学会の複合現
実感研究委員会での活動で，多くの方のお世話
になり，様々な良い刺激を受けてきた．
このような集まりに深く関わるには，運営に

携わるのが一番である．もちろんそれは雑用が
増えることにもなったが，今振り返ってみても，
得るものは非常に大きかった．若手の研究者に
は，是非とも学会活動にも積極的に貢献して欲
しい．
3. 外国に行くには
1998年に文部科学省の在外研究員の制度を利

用し約 1年海外に行く機会を所属する研究室の
教授である井口征士先生に頂いた．行き先を考
える上で，第一希望は，当時の多くのビジョン
研究者の憧れだったとは思うが，CMUの金出先
生の研究室であった．しかし，井口先生には反
対され（井口先生と金出先生はゴルフ・カラオケ
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仲間なのですぐに紹介頂けると思っていた），研
究に新たな方向性を与えてくれるところを自分
で捜しなさいという指示であった．そこで，飛び
込みでいろいろな有名な先生にメールを送った
ところ，ワシントン大学Human Interface Tech-

nology研究所の Tom Furness教授から非常に心
優しい返事が届き，そこに決めた．その時点で
は，自分がそこで何ができるのか全く想像でき
ておらず，かなり不安もあったのだが，確かな
のは，その研究室にはビジョンの研究者は誰も
おらず，しかし，ビジョンの分かる人間を必要
としていたことであった（ちなみにRobert Har-

alick先生や Linda Shapiro先生の研究室は近く
にあったはずである）．もともと海外に行くとい
うのは，自分の研究分野の一流の先生のところ
に行って勉強してくるものだと考えていたのだ
が，そういう受け身の考えではだめだというこ
とを井口先生は言いたかったのだと思う．結局，
そこで出会ったMark Billinghurst先生（当時は
学生）から，彼の拡張現実感の研究を手伝って
欲しいと頼まれ，一緒に研究を始めたのが，私
のキャリアの大きな転換点となった．
4. うぬぼれるべからず
これまでの研究活動を振り返って，反省すべ
き点は多くある．井口先生からは，研究テーマ
について多くのヒントを頂いたが，そのほとん
どをつぶしてきた．上述のようにいろいろな研
究者との交流を通じて多くの刺激を受ける中で，
井口先生に対して，尊敬の念が薄れていた時代
があった．先生は大学や学会の仕事で多くの出
張を重ね，研究室での研究活動に関わる機会が
減っており，研究の中身に関する本質的な議論
をする機会が少なくなっていた．「先生はこの研
究を理解しているのだろうか？」という疑念が生
じていた．なので，先生から，こうしたらどうか
とか，こういう考え方はどうかといったアドバ
イスを頂いても，それを軽く流していた．研究
の中身は自分の方が深く理解しており，先生に
言われなくても分かっているといった浅はかな
思い込みがあったからである．後になって振り

返ると，あのとき，あのアドバイスをしっかり
聞きちゃんと対応しておけば，もっと優れた成
果が出ていたのではと思うことが多々ある．やっ
ぱり先生はすごいと後になって再確認したので
あるが，それは同じアイデアでほかの研究者が
成果を出したのを見てからである．本当にもっ
たいないことをしてきたし，先生には申し訳な
く思っている．当時はかなりうぬぼれていたの
だなあと後悔している．
5. 競争の時代において
私は物作りが大好きである．今でも cc と vi

と makeのみを武器に，プログラミングに励ん
でいる．どのようにすれば問題が解決できるの
かというところを考えるのが最も好きだからで
ある．若い頃はこの思いだけで，研究を進めて
きた．周りの評価を気にせず，自由に研究がで
きた非常に幸せな時代であったと思う．しかし，
何を研究すべきかという点にもっと注意を払う
べきであったと反省している．近年，任期制・年
俸制の導入や業績評価の厳格化が当たり前とな
りつつあり，若手研究者には，どのようにすれ
ば論文が書けるかという観点は非常に重要であ
る．しかし，それだけで研究テーマを設定して
は，こじんまりとした小さな研究になってしま
うことが多く，もったいない．研究が順風満帆
に進むことはそれほど多くないが，もし研究が
最大限に上手くいったとしたら，その成果が社
会に対してどの程度のインパクトを持つことに
なるのか，世界最高の学会で論文賞を狙える研
究になっているのかという点で考え直して欲し
い．数を稼ぐだけではなく，社会的・学術的に
インパクトのある研究を行って欲しい．もちろ
んハイリスク・ハイリターンの研究だけでは生
き抜くのは厳しい．だから，成果が出やすい研
究も必要である．しかし，それらを戦略的に組
み合わせ，成果も着実に上げながら，一方で野
心的な研究に取り組む姿勢も忘れないで欲しい．
そのためには，研究室に閉じこもるのではなく，
外に出て，多くの研究者と高い目標に向けての
真剣な議論をする機会を多く持って頂きたい．
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第2回高性能コンピュータシステム設計コンテスト

大川 猛
宇都宮大学

1. 概要
高性能なコンピュータシステムの設計を
競う，The 2nd ARC/CPSY/RECONF High-

Performance Computer System Design Contest

（第 2回高性能コンピュータシステム設計コンテ
スト）を開催した．同コンテストの決勝戦は第
13回情報科学技術フォーラム (FIT2014)におけ
るイベント企画として，会期 3日目の 9月 5日
（金）午後，筑波大学にて行った．このコンテスト
は，情報処理学会計算機アーキテクチャ研究会
(ARC)，コンピュータシステム研究会 (CPSY)

及びリコンフィギャラブルシステム研究会
(RECONF)の 3研究会の合同で開催されたもの
であり，2014年 1月に情報処理学会計算機アー
キテクチャ研究会で行われたThe 1st IPSJ SIG-

ARC High-Performance Processor Design Con-

test（第 1回高性能プロセッサ設計コンテスト）
[1]を発展させる形で開催した．
国内外で多くの設計コンテストが開催されて
いるが，第 2回目となる本コンテストの特徴は，
参加者が FPGAボードを用いてコンピュータシ
ステムのハードウェア・ソフトウェア設計を実現
することにある．また，課題アプリケーション
を実際に動作させて，処理を早く完了したチー
ムに高い点数を与えるという単純明快なルール
により順位を決めることも特徴である．
2. 競技部門と対象アプリケーション
第 2回コンテストでは，二つの競技部門（プロ
セッサ設計部門及びコンピュータシステム設計部
門）を設けた．これは，ARC/CPSY/RECONF

の各研究会からの参加者が，各人の得意分野の
設計力を発揮して競ってもらうことを狙ったも
のである．
プロセッサ設計部門は第 1回コンテストと同
様に，プロセッサコアとメモリから構成される
プロセッサシステムに焦点を絞って，基礎的な
4種類のアプリケーションプログラム（ソート，

行列積，ステンシル計算，グラフ最短路問題）を
プログラムごとに実行し，処理時間を測定する
ものとした．一方，新設のコンピュータシステ
ム部門においては，動画像圧縮や画像認識に応
用されるオプティカルフロー処理を取り上げた．
FPGAボード・ホスト PC間の画像転送を効率
よく行うための画像圧縮伸長処理を含んだシス
テムを高性能化することでシステム設計の総合
力を競った．
3. FPGA開発環境
本設計コンテストでは出場可能 FPGAボード

を 4種類とした．Xilinx社・Altera社のFPGAを
搭載した開発ボードのうち入手性が良い数万円
程度のものを 2枚ずつ選定した．各ボードは論
理規模・メモリ性能に特徴があり，出場者にとっ
てはボードの選択から勝負が始まっていたと言
える．また，東京エレクトロンデバイス（株）の
協力で Digilent社の Atlysボードを参加者に貸
し出した．ホスト–FPGAボード間のデータ通信
には（株）イーツリーズジャパン提供の exStick

を使用した（図 1）．exStickが UDP/IP–シリア
ル通信を変換することで，FPGA上の通信回路
は簡単なままで，ホストプログラムをソケット
通信で作成可能とした．これにより，接続変更
や複数回の連続測定が容易となった．またサイ
バネットシステム（株）には Bluespec設計環境

図 1. FPGA開発環境（左：Atlysボード右：exStick）
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を参加者向けに提供頂いた．
4. リファレンスデザイン配布・予選及び決勝
5月にWEBサイト上で競技内容を公開し，6

月には高性能化の対象となるXilinx/Altera両社
FPGA 向けリファレンスデザインを配布した．
その後，8月 4日に予選デザイン提出を締切っ
た．この間，参加者には約 2か月間の開発期間
が与えられたことになる．厳正なる予選の結果，
プロセッサ設計部門では 10チーム中 8チーム
が，コンピュータシステム設計部門では 6チー
ム中 4チームが決勝戦に進出した．
9月 5日の決勝戦は FIT2014のイベント企画
として行われた．決勝戦に先立ち，予稿集 PDF

ファイルを無線 LANにて配布し，各出場チーム
の設計をショートプレゼン（1分）+ポスター発
表をしてもらった．会場では，参加者同士によ
る熱い技術的な議論が交わされた．その後の決
勝戦は多くの観衆が見守る中，参加者が FPGA

ボードを持ち寄って行った．予選で下位のチー
ムから順番に測定を行っていったが，決勝までの
間の 1か月で高性能化が進み順位の入れ替わり

図 2. プロセッサ設計部門 決勝結果

図 3. コンピュータシステム設計部門 決勝結果

図 4. コンテスト参加者の記念撮影

が発生する様子に，会場は大いに盛り上がった．
決勝戦の結果は図 2・図 3 のようになった．

詳しくは WEB (http://aquila.is.utsunomiya-

u.ac.jp/contest)を参照されたい．上位チーム（各
部門 1～3位）には，「高性能コンピュータシステ
ム優秀設計賞」をARC/CPSY/RECONF各研究
会の合同で授与した．プロセッサ設計部門はチー
ム CCS Cerberus（豊橋技術科学大学 藤枝直輝，
石垣良樹，佐藤清広）（敬称略），コンピュータ
システム設計部門はチームMONOTONE（東京
工業大学小林諒平）（敬称略）が優勝した．入賞
チームには富士通（株）の提供により ScanSnap

をはじめとする副賞が贈呈された．最後に参加
者の記念撮影を行った（図 4）．
5. おわりに
第 2回コンテストにおいては，(1)コンピュー

タシステム設計部門の新設，(2)ホストとFPGA

ボード間通信路の改善，(3) Xilinx社・Altera社
の FPGAボードにおけるリファレンスデザイン
提供，といった新たなチャレンジを行った．事
後に実施した参加者アンケート（有効回答数：
10）では参加者の 90%が満足若しくはやや満足
という結果であり，次回の開催を期待する声も
複数あったことから，概ね成功したと考えられ
る．特に，参加者懇親会を当日開催したことが
高く評価された．ただし，時間測定精度につい
て課題が残り，参加者からも指摘があった．今
後開催のコンピュータシステム設計コンテスト
では，改善を期待したい．
謝辞 実行委員会副委員長及びコアチームと

して激しい実務を御担当頂いた，佐藤幸紀先生，
塩谷亮太先生，谷川一哉先生に深く感謝いたし
ます．実行委員の皆様には，それぞれの立場で
多くの支援を頂きました．また組織委員会の皆
様には，運営上の多くの支援を頂きました．組
織委員長の吉瀬謙二先生にはコンテストを主催
するという素敵な機会を頂いたことを感謝いた
します．最後にコンテストに関わった全ての皆
様に，ありがとうございました！
参考文献
[1] 吉瀬謙二，“ハイパフォーマンスプロセッサ設計
コンテストの設計と実現，” 信学誌，vol.97, no.9,

pp.758–763, Sept. 2014.
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FIT2015へのお誘い～現地実行委員会より

FIT2015現地実行委員会

『いで湯と城と文学のまち』松山市は，人口
51万人を超える四国最大の都市であり，ミシュ
ラン三ツ星で日本最古の温泉「道後温泉」や我
が国最後の城郭建築といわれる「松山城」等，
多くの観光名所を有する国際観光文化都市で
す．俳人「正岡子規」や「坂の上の雲」の「秋
山兄弟」が生まれ育った地でもあります．
みかんでも有名なように年間を通じて温暖
少雨で，大会会場である愛媛大学城北キャン
パス，懇親会会場，観光名所，宿泊施設などが

正 誤

平成 26年 11月 1日に発行いたしました第 19巻 第 3号 通巻 76号におきまして誤りがあ
りました．
正しくは以下の通りです．

P16，2段目，下から 4行目
（誤）愛知大学城北キャンパス
（正）愛媛大学城北キャンパス

学会員の皆様並びに関係各位に御迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに，こ
こに訂正させて頂きます． 編集委員会

市内中心部に集積するコンパクトシティです．
今では珍しい「ちんちん電車」で快適に移動で
きますので，大会会期中，快適にお過ごしいた
だけます．空港からも，リムジンバスを使い，
15分ほどで，市内中心部にお越し頂けます．
『おもてなし日本一のまち』宣言を掲げ，
1,200年以上の歴史を持つお遍路さんへの「お
接待」の心を持って，まち全体で FIT2015に
参加される皆様をお迎えいたします．
「おいでんか松山！（松山にいらっしゃい！）」
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FIT2015 現地実行委員会
委員長 小林 真也
副委員長 高橋 寛
幹事 黒田 久泰
委員 一色 正晴
委員 稲元 勉

委員 宇戸 寿幸
委員 遠藤 慶一
委員 王 森岭
委員 岡野 大
委員 甲斐 博

委員 木下 浩二
委員 二宮 崇
委員 樋上 喜信
委員 柳原 圭雄

愛媛大学 大学院理工学研究科 電子情報工学専攻
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第17回画像の認識・理解シンポジウム
(MIRU2014)開催報告

フェロー 鷲見 和彦
青山学院大学

1. はじめに

画像の認識・理解シンポジウム (MIRU)は，当
ソサイエティのPRMU（パターン認識・メディア
理解）研究会と情報処理学会CVIM（コンピュー
タビジョン・イメージ理解）研究会とが交互に
主催する当該分野国内最大の会議である．第 17

回となる今回はPRMU研究会が主催，CVIMが
共催し，岡山コンベンションセンターで昨年 7

月 28日（月）～31日（木）に開催した．
2. 新しいMIRU運営方針の定着

第 17回 MIRUでは前回から行われている以
下の 5項目の改革 [1]を定着させ，更なる発展を
行った．
(1)オールインタラクティブ化による議論重視
PR（パターン認識）と CV（コンピュータビ
ジョン）分野の研究者が一堂に会し，その年の
進歩を紹介し合い，活発な議論・討論の場を提
供するという MIRUの本質を徹底するために，
基調講演・招待講演・口頭発表を含む全ての発
表にインタラクティブタイムを設け，発表者と
聴衆との交流を促進した．
(2)査読付発表の英語指定と，MIRU査読集団

(CEB)による査読システム
査読付発表応募論文は，前回から創設した

MIRU CEB (Conference Editorial Board) がプ
ログラム委員会とは独立して査読を行い，結果
をプログラム委員長へ答申する仕組みが定着し，
MIRUにふさわしい優秀かつ斬新な口頭発表を
シングルトラックで聞いて頂くことができた．ま
た，査読付き発表に応募する論文は英文とし，そ

の発展論文を海外投稿するのだという意識作り
と，外国人研究者の発表の場を広げることも定
着してきた．
(3) 難関国際会議発表のインバイトによる国
際評価基準の周知と国際化勧誘

海外の PR/CV分野における日本の存在感を
高めるには，より多くの人が海外へ発表・投稿
することが必要である．そこで難関と認められ
る国際会議に採択された発表を招待講演として
MIRUで紹介して頂き，どんな着想・理論・実
証・構成が国際の場で求められるかを考える場
を提供した．
(4) 論文誌 CVA/MIRU特集号との連携
CEBを設けて精査した査読結果は，迅速に論

文化されることが望ましい．そこで，口頭発表
に採録された論文は，情報処理学会英文論文誌
CVA速報論文への即時採録，あるいは，電子情
報通信学会和文論文誌D分冊MIRU特集号への
推薦が選択できるようにし，優秀な研究の迅速
な論文化を支援した．
(5) 海外論文誌投稿時の安全性を考慮した速
報形式・非公開資料化

海外論文誌の査読において既発表とみなされ
ないよう，MIRUの講演概要集は参加者のみが
閲覧できる非公開資料とし，2∼4ページの速報
形式にして，本投稿論文との差が明確になるよ
うに工夫した．
更なる発展としては関連・境界領域への着目，

チュートリアルの充実，企業参加の活性化を特
に意図して下記の取り組みを行った．
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(1) 基調講演のほか，隣接分野からの特別講演
を企画し，全日程に特別企画を実施した．

(2) 技術チュートリアルに加え，関連領域の現
状とニーズを学ぶ特別チュートリアルを実
施した．

(3) 企業にも参加しやすい企業展示を実施した．
(4) 若手研究者の活性化を目的に「若手プログ
ラム」を開催した．今年度は「海外難関会
議に採録される論文を書く秘訣」をテーマ
に選んだ．

3. 会議開催まで

MIRU CEB は編集長 1名と，A) コンピュー
タビジョン，B)パターン認識・文書処理，C)メ
ディア処理・映像処理，D)応用分野（VR，HCI，
ロボットビジョン，メディカルなど）の 4領域の
エリア編集長と，各エリア 5名の委員からなる
25名の体制とし，99名に査読を依頼した．CEB

は 85件の投稿から口頭発表 25件を選定，それ
を受けたプログラム委員会が，口頭発表 25件，
一般発表 187件，招待発表 19件，デモ発表 20

件，企業展示 8件と，前記の基調講演・特別講
演 2件・技術チュートリアル 4件・特別チュート
リアル・若手プログラムからなるプログラムを
編成した．更に，運営・組織・財務・出版・広報・
若手企画・賞選定を担当する実行委員会 [2]を立
ち上げ，全企画を円滑に運営する体制をとった．
4. 会議開催結果

会議の参加者は 576名に達し，初日のチュー
トリアルからの参加者が全体の 4/5に達するな
ど企画の狙いを達成することができた．また表
彰委員会が選定した次の 5件の口頭発表と，3件
のインタラクティブ，1件のデモを表彰 [3]した．
・MIRU長尾賞（最優秀発表）：“Tone mapping

and contrast enhancement using seam surfaces,”

Ikuko Tsubaki, Kenichi Iwauchi (Sharp)

・MIRU優秀賞：“Random resample consensus

法を用いた角膜表面反射とシーン画像の位置合

わせ，”中澤篤志，ニチュケクリスティアン，西
田豊明（京大），及び，“Depth from projector’s

Defocus based on multiplex pattern projection,”

Hitoshi Masuyama, Hiroshi Kawasaki (Kagoshima

Univ.), Ryo Furukawa (Hiroshima City Univ.)

・MIRU 学生優秀賞： “Quality-dependent

Score-level Fusion of Face, Gait, and the

Height Biometrics,” Takuhiro Kimura, Yasushi

Makihara, Daigo Muramatsu, Yasushi Yagi

(Osaka Univ.)

・MIRU フロンティア賞：“Geometrical and

temporal calibration of multiple cameras us-

ing blinking calibration patterns,” Hirotake

Yamazoe (Osaka Univ.)

以上のように MIRU2014では前回からの改革
を定着させ，発表者・参加者が良い議論をする
ことができた．これは，推進委員・実行委員の
尽力と，それに応えて投稿・発表・議論に参加
した全ての参加者の成果である．ここに深く感
謝の意を表し，来るMIRU2015（7月 27～30日
ホテル阪急エキスポパーク）[4]につないでゆく
所存である．
参考文献
[1] http://cvim.ipsj.or.jp/miru2013/newstyle.php

[2] https://sites.google.com/site/miru2014okayama/

exmember

[3] https://sites.google.com/site/miru2014okayama/

prize-and-awards/award-winners

[4] http://cvim.ipsj.or.jp/MIRU2015/
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Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.

One of the most difficult areas of English writ-
ing to understand—and to explain—is article
(a/an/the/no article) usage. Let’s take a look
at some specific problems with “the.”

Special Problems with “the”
The concept expressed by “the” is simply not

expressed by a corresponding word in many lan-
guages. For those raised in such “non-the” lan-
guages, this creates a significant challenge in
writing technical papers in English.
Here, I’d like to discuss three particular prob-

lems involving “the” in technical writing.
1) Introducing the current paper’s research
A common problem I’ve encountered when re-

viewing technical papers is the use of “the” to
introduce this, the current paper:
× This paper presents the new method

to. . .
© This paper presents a new method to. . .
Logically, the method is being introduced for

the first time, so “the” would incorrectly suggest
something already known to your readers. How-
ever, in subsequent sentences, “the” is entirely
appropriate:

© . . . a new method to align signals. The
method uses a routing process that. . .

Use this “introductory the” at the proposal’s
first mention in the Abstract/Summary, Intro-
duction, and Conclusions sections, since each of
these parts introduces your new idea.
2) Describing “performance” in general
When you are describing a general change in

performance due to some effect or action, “the”
is not needed:
× . . . and this greatly increased the effi-

ciency.
© . . . and this greatly increased efficiency.
× It improved the durability in rough terrain.
© It improved durability in rough terrain.
× . . . and decreased the robustness to fric-

tion.
© . . . and decreased robustness to friction.
However, if the performance is specified by

“of” or possessive use, then “the” is correct:

© . . . and increased the efficiency of the
node.

© . . . and improved the casing’s durability.
3) Using proper nouns, especially possessives
When you use a name as a noun in your sen-

tence, “the” should generally not precede it:
× This conference will be held in the Osaka.
© This conference will be held in Osaka.
When a person’s name is used as an adjective

for a concept, such as a theory or principle, use
either “the” before the name or the name’s pos-
sessive (by convention), but not both:
× This is supported by the Hosoda’s theo-

rem.
© This is supported by the Hosoda theorem.
© This is supported by Hosoda’s theorem.
Using articles remains difficult even after

learning “rules.” Experience from reading scien-
tific articles or living in a native-speaking envi-
ronment can be helpful, but always think before
using, or not using, a/an/the.

Challenged by “Challenge”
The word “challenge” is more likely to be used,

especially in business writing, by non-native than
by native English speakers. The word is fine
when carefully used as a noun:

© We took on the challenge of blind sens-
ing.

On the other hand, as a verb it sounds strange
because this usage typically involves an invita-
tion to an old-fashioned man-to-man fight:

© I challenged Lord Farquhar to a duel after
his indelicate comments about Lady Ash-
down.

× We challenged the difficulty of blind sens-
ing.

A simple rule for “challenge” in modern tech-
nical writing? Just don’t use it as a verb.
Grammar Questions? read@kurdyla.com

Mini Quiz: What’s Wrong?
1) Our lab studies many advance technologies. . .
2) Lab purchases require advanced approval. . .
3) Purchases must be approved in advance. . .
(Answers: 1) “advanced”; 2) “advance”; 3) OK)
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平成 26年度 情報・システム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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編集後記 貴重な時間を割いて記事を御執筆頂きました著者の皆様に感謝申し上げます．作業に当たっては
不慣れな点もありましたが，編集を通じて多くの方々とコミュニケーションをとる機会があり，楽しく作業
をさせて頂くことができました．（主担当：女子医大 岡本）▼本誌が様々な専門分野の多くの方々のご協力
により発行されていることを実感いたしました．ご支援いただいた関係者の皆様に感謝いたします．（副担
当：日立 三好）
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