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情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号） 【巻頭言】

Quality of Lifeの「場」

中村 裕一
京都大学

「認知症の患者さんの表情は健常者の表情と違
わないのですか？」とよく質問される．認知症
患者の QoL (Quality of Life)を表情から自動計
測する試みを研究会などで紹介する際のことで
ある．西香川病院の大塚智丈先生から認知症ケ
アの在り方について伺ううちに意気投合し，す
ぐには成果が出ないことを覚悟して，このよう
な研究を始めた．研究はまだ初期の段階であり，
進捗については別の機会に紹介したい．
さて，冒頭の質問の答えは，イエスでもノー
でもあり，個別にしか判断できない．とは言え，
認知症の大半を占めるアルツハイマー型の病状
では，脳の機能がゆっくりと，大きな偏りなく失
われていくため，かなり病状が進行しない限り，
健常者と同じように表情が現れると考えるべき
である．その立場に立てば，本人の表情や振る
舞いから，楽しく時間を過ごしているか，自尊
心を保って生活できているかどうかなどを推定
できそうである．このQoLの評価を認知症ケア
の手法や環境の良さを測る手段としたり，本人
に適したケアや環境を提供する手段とすること
が将来の目標となっている．
ここで，外部からの観測を用いるのは，認知
症の症状のために本人の内省や自己申告が難し
くなっているからである．だからこれは健常者
に縁のない問題かというと，そうでもない．自
分で自分のQoLを評価することはやはり難しい．
思い込みなしに自身の状態を内省するのが難し
いことに加え，内部状態は原因であると同時に
結果でもあるため，よく言われるように，「楽し

いから笑う」のか「笑うから楽しいと感じる」の
かよく分からないことも理由である ∗．そのた
め，自分の外部表出や外部への作用を含め，周
囲との相互作用を「場」のように考えることが
必要となる．結局，誰にとっても，QoLを計測
して本人や社会にフィードバックするメカニズ
ムが必要であろう．
このように考えると，情報・システムソサイ

エティの各分野，つまり，人間を計測し，知るた
めの研究，人間の活動をサポートするための知
能やメディアなどの研究は全てこのようなQoL

の「場」に関わっている．このような科学技術
の進歩によってより良い「場」が形成されるこ
とが示されればよいのだが，現時点では，QoL

の計測やそれを還元するメカニズムが不足して
いるように思われる．そのためには，最近普及
してきたウェアラブルな健康モニタリング機器
のように，QoLのモニタリング機器ができれば
よいのかもしれない．更に，ICT・メディア・人
工知能の評価として，人間が自分の理想に則し
て振る舞うことをいかに支援するかという観点
も必要であろう．QoLを良くするための自己の
強化や拡張を支援するという考え方でもある．
情報・システムソサイエティのこのような方

向での一層の貢献も期待したい．学会活動も同
様であり，構成員のQoLを向上させるための組
織とシステム作りが必須であろう．

∗楽しく感じたことには違いがないため，QoLの推定には
問題ないのかもしれないが，単純に同一視するのは乱暴
に思われる．
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【研究会インタビュー (CW)】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.16

井原 雅行さん

所属：NTT サービスエボリューション研究所
分野：ヒューマンコンピュータインタラクション，

認知心理，災害時通信

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

—今回は，実地調査に同行をさせて頂いて，お
話をお伺いしていきます．石巻駅からタクシー
に乗り込んだのですが，理由があるのですか？

私は東日本大震災が起きた 2011年以降，主に
災害時通信技術の開発に取り組んでいます．簡
単に言うと，災害時に電話やインターネットに
つながらなくても，アプリのダウンロードなし
で，スマートフォン（以下，スマホ）やデジタ
ルサイネージを活用して様々な情報流通を可能
とする技術です．技術開発をする際，研究所内
にいるだけでは，現地の状況やニーズと乖離し
てしまい，使える技術にはなりません．そこで
震災の翌年から定期的に被災地に来て，現地の
方々からお話を聞かせて頂いています．その際，
移動にはあえてタクシーを利用し，運転手の方
とのざっくばらんな会話の中からもヒントを得
ているのです．タクシーは多様な方を乗せて走っ
ているので，その運転手には広く情報が集まっ
てきます．

—現地の声を生かして開発をされているのです
ね．研究の内容を詳しくお聞かせ下さい．

東日本大震災が起きた当日，多くの場所で電

話やインターネットの通信が途絶えました．最
も通信を利用したいのは，震災が起きてすぐ，
家族や友人の安全を確認したいときです．その
ときに通信できないのは通信会社の研究者とし
てはジレンマです．ある報告によれば，震災当
日，スマホ等の携帯端末を持って避難をした人
は 78.5%もいたそうです．また，近年増加中の
デジタルサイネージも災害時には情報提供手段
として有効です．ですので，インターネットに
取って代わる情報流通の仕組みを，スマホやデ
ジタルサイネージを活用して開発しようと考え
ました．簡単に説明しますと，避難所にWi-Fi

の環境を作り，そのWi-Fiにつないだスマホや
サイネージが連携し，自律分散して情報流通が
できるようにします．同じような環境が各地の
避難所にも用意されていて，避難所から避難所
に移動する人がいると，その人のスマホから移
動先のWi-Fiを通じて情報が届けられます．こ
のプロセスでは，スマホの電話機能は一切使わ
ず，Wi-Fiもローカル側だけを使うので，仮に
インターネットがつながらなくなっても情報が
伝わります．ですので，被災して通信が途絶え
ている状況でも，様々な避難所に散らばってし
まった人たちの安否確認が，自分がいる場所で
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情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号） 【研究会インタビュー (CW)】

できるようになる，というシステムです．実際
に発災当時，ボランティアが避難所を巡回して
様子を見て回ったり，一般の人もあちこちの避
難所を回ったりしていました．そうした避難所
の間を巡回する行動を活用して情報を流通させ
るのです．
また災害時に使う技術は，専用のソフトウェ
アやアプリなどをインターネット経由でダウン
ロードする必要があるものは，使いものにならな
い可能性が高いです．ですので，いわゆるWEB

アプリとして，端末購入時に最初から入っている
ブラウザだけで動く，特別なソフトを必要とし
ないシステムとして実装しました．もちろん端
末のメーカーなどの種類も問いません．HTML5

への対応の問題でガラケーでは使えないのです
が，災害時では共助が働くと言われていて，隣
の人と互いに助け合うという行為がよくみられ
ます．一部の人でも使うことができれば，その
人が周りの人の安否も登録をしてあげることで
網羅することができます．
それから発災当日の状況は，地方と都心部で
は違っています．特に都心部のターミナル駅な
どでは，情報を得るためにデジタルサイネージ
端末のディスプレイの前に人が集まるという傾
向があったのですね．例えば新宿駅西口のデジ
タルサイネージでは NHKのニュースを流して
いたそうなのですが，皆さん災害報道を見るた
めに殺到したそうです．そのサイネージ管理団
体の方にインタビューをしたところ，人が殺到
しすぎて将棋倒しになりそうで怖かったという
話をされました．こういう場所では必要な情報
を提供しつつも，ディスプレイの前に人が滞留
しないような仕掛けが必要だということが分
かりました．そこで都心部向けとして，人が殺
到して二次災害が起きないよう，自分の端末に
デジタルサイネージから必要な情報だけ，例え
ば，避難所までの地図データだけを受け取って，
各自で自分のスマホ上で確認ができるようなシ

ステムを実現しました．その他にもいろいろと
新しいシステムを開発し，それらの実証実験を
行い，改良を重ねて，今年の 3 月にようやく
「BizFront/RIC」という名前で商品化されました．

—実証実験についての詳細をお聞かせ下さい．

熊本と新宿と仙台で，地震や水害等様々なパ
ターンを想定して行いました．熊本市内の商店
街での実験では，延べ 400人の被験者で，自分た
ちに有利な実験条件とならないようスマホの上
級者は完全に除外して実施しました．アーケー
ド商店街のWi-Fiを利用して，大小合計 13台の
サイネージを設置して実験をしました．いろい
ろなメーカーの色々な端末を用意してつながる
ことの確認もしました．災害時の技術とはいえ，
平時にも使えないと導入してくれないじゃない
ですか．平時に使えるシステムも実装し，お店の
お得情報を提供する実験なども行いました．熊
本空港では，出発ロビーにサイネージを置いて，
同じように被験者に使ってもらいました．これ
らの実証実験では，Wi-Fiルータやサイネージを
一定の期間設置させて頂くため，商店街の方々
や行政，警察まで，様々な多岐にわたる関係者
に協力のお願いをして回りました．実施の直前
には数々の想定外の状況も訪れたのですが，商
店街の方々による協力の申し出や優秀なチーム
メンバーの的確な行動のおかげで，何とかうま
く実施することができました．
新宿駅の西口では，デジタルサイネージから
どれだけ効果的に欲しい情報を手に入れること
ができるか，仙台市では，被災経験のある方々
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【研究会インタビュー (CW)】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

が安否確認技術を使用すると，何か違いはある
のかを調べました．また，障がい者向けの実験
も行いました．障がい者の方々もスマホを使い
たいというニーズがあり，彼らに利用してもら
うためには何をどうしてあげたらいいか，とい
うガイドラインをケアと情報デザインの観点で
作成しました．また目が見えない人でも，音声
フィードバックを活用してスマホで文字を入力
ができるシステムを，実際に視覚障がい者に使っ
てもらってフィードバックを得ながら開発を行い
ました．こちらは現在，「Move&Flick」という名
前で NTTドコモから無償で提供されています．

—石巻市から仙台駅のカフェに移動しました．こ
こからは珈琲を片手にお聞きしていきます．で
は，現在委員長を努められている研究会につい
てお聞かせ下さい．

サイバーワールド時限研究専門委員会の委員
長を務めています．サイバーワールドというと
コンピュータグラフィックスで描かれた仮想空間
のようなイメージがあるかもしれませんが，こ
の研究会ではインターネット上に広がるネット
ワーク社会全体を指します．研究会の活動は，多
様な情報技術を持つ研究者が集まり，毎回招待
講演者を数名呼んで，サイバーワールドに関す
る技術の応用可能性について議論する，という
形が定形になっています．アカデミアでない人
からいろいろな現場の話を教えてもらえるとい
うことに価値があると考え，約 10年にわたって

この形で続けています．毎回どういう人を呼ん
でどういう会にするかは，そのときの時事的な
テーマをベースに考えています．例えば防災や
災害をテーマにしたとします．熊本の地震を見
て思ったのですが，災害とほかの産業の影響を
議論している場というのは意外と少ない気がし
ます．自分は地震の後，熊本でなじみの飲食店
やバー業界を回りましたが，飲食業と災害，農
業と災害など，災害と何かの産業との関わりな
ど，組み合わせで考えるというのは面白いかも
しれません．異なるものを掛け合わせる，いわ
ゆる発想法ですが，そういう考え方は大事です．
また，ある発想を基にメタファを展開するのも
好きですね．飲食業との組み合わせで出たアイ
デアを農業に適用してみるとか．

—研究者になろうと思った，現在のような研究
をしようと思った経緯をお聞かせ下さい．

父親がコンピュータ関連の仕事をしていて，ま
た，とても厳しかったこともあり，親の敷いた
レールに乗って情報系の学部を選びました．そ
のレールから外れたくて地元から東京に出て，
好きな音楽にのめり込んだりしました．修士論
文のテーマは数式をたくさん扱う信号処理関連
だったのですが，数式に向き合い続ける研究よ
りも，何か実際に形になる研究をしたいと考え
て，今の研究所に就職しました．そこから 20年
近くは主に，人間寄りの研究に取り組んできま
した．ユーザインタフェース屋さんだったので
す．研究分野で言えば，ヒューマンコンピュー
タインタラクションです．バーチャルリアリティ
や人の好みのモデル化，実世界指向インタラク
ション，タイムマシンシミュレータなど，多様
なテーマを研究してきました．その間に博士課
程にも入り，認知心理学の解釈を広げてヒュー
マンコミュニケーションシステムのデザインに
応用する「ヒューマンアフォーダンス」の研究
で博士の学位を取得しました．このように入社
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情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号） 【研究会インタビュー (CW)】

後 20年くらいは，新しい概念を考えては論文に
するということを繰り返してきました．
大きな変化があったのは，やはり東日本大震
災です．その当日私は，お台場にある日本科学未
来館で学会に参加していました．ガラス張りで
免震構造の建物の 7階の端にいましたので，か
なり大きな揺れでした．学会会場にも職場にも
戻れず，一晩，避難所生活をしました．こうし
た経験をして，自分の研究に対する考え方が変
わりました．震災では行方不明者も含めて 2万
人弱もの方の命が奪われました．人に限らず生
物は子孫を残して種が持続していくようにプロ
グラムされています．その前提で考えると，一
瞬で 2万という “個”が失われるというのは，非
常に重大なことだと思うのです．人を楽しませ
るエンターテインメントの研究も意味のあるも
のだと思いますが，これだけの大きな種の損失
につながる災害を目の当たりにして，少しでも
損失を防ぐことができるような，直接的に損失
を防ぐことはできなくても災害時に何か役立て
るような，そんな技術を作ることの方が，大事
なのではないかと思うようになったのです．
私は，震災の前後でも一貫して，「人間中心技
術」を根底にあるテーマに，最終的に社会貢献
に行き着かなければ意味がないと考えて研究に
取り組んでいます．そういう意味で，ようやく
商品化にこぎつけられたことは大きいことでは
あるのですが，ここから実際に売れて，社会で
使ってもらわないといけないと考えています．

—最後に，趣味や興味関心などについてお聞か
せ下さい．

飲み屋コミュニケーションが生活の大きな比
率を占めています．私の中では，すごく大事で
すね．敷かれたレールに乗って高校を出て大学
に入ると，周りに同じような考え方の人がいっ
ぱいいるのですよ．そして研究所に就職しても
同様です．あまり広がらないのですね，考え方
が．でも居酒屋には，これまでの自分とは全く
関係のない，研究などにも全然縁のないような
人たちが集まっているのです．音楽好きの人た
ちや被災地のタクシーの運転手さんなどもそう
です．彼らからしたら「論文？ なにそれ，お
いしいの？」というレベルなのですね．そちら
の方々とのお話の方が，断然参考になるのです．
自分が行くのは，必ずカウンターのあるお店で
す．テーブルではなかなかコミュニケーションは
起きないです．カウンター主体，むしろカウン
ターだけで，そこに店主やマスターがいて，と
いうようなお店はだいたい，1人で来るお客さ
んも多いのですよ．静かに飲みたいような人は
そっとしておきますが，話したそうな人には話
し掛けます．そこからは芋づる式ですね．仙台
の行きつけの地酒バーで，たまたま来ていた札
幌の人に福岡のオススメのお店を聞くとか．価
値観が近い人が集まるので，どういうお店が好
きか分かるのですね．ネットの情報なども参考
にもしますが，それよりも断然効率が良いです
よ．飲食の価値観は近いのですが，物事に対す
る解釈の仕方とか常識と思っていることが全く
違っていたりして，とても参考になります．出
張アンド出張先でのコミュニケーションで毎日
生きている感じです．今日もこの後用事を済ま
せた後，日本酒バーへ行ってきます（笑）．
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【研究最前線 (NC)】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

非同期分岐プロセッサ
—第4のニューロハードウェア実装手法—

鳥飼 弘幸
京都産業大学

1. はじめに
本誌の “研究最前線” では各研究分野の最前
線を広く深くレビューしている良記事が多いが，
本稿では筆者のグループで近年開発を進めてい
る特殊なプロセッサとその応用例を紹介させて
頂きたく，手前味噌な内容になってしまうこと
をまずはお許し頂きたい．表 1には 2端子の基
本的な回路素子がまとめられている．電圧と電
流を関係付ける抵抗，電圧と電荷を関係付ける
キャパシタ，磁束と電流を関係付けるインダク
タの三つの回路素子は本誌の読者であれば誰も
が知っているであろう基本的な 2端子回路素子
である．一方，1970年代に Chua氏は有名な論
文 [1]などにおいて，当時はそのような素子が
実在するかどうかは不明であったにも関わらず，
「磁束と電荷を関連付ける第 4の 2端子回路素
子に関する理論体系を整備することが必要なこ
とは，科学技術の発展のために自明である」と
言い切り，第 4の素子をメモリスタ (Memristor)

と名付けてその理論体系を整備した．そして約
40年後の 2008年にメモリスタが実在すること
が報告され [2]，それ以降メモリスタに関する膨
大な数の論文が出版され続けていることを御存
知の読者も多いことと思う．本稿では，メモリ
スタのような偉大な「第 4の回路素子」と並べ
ることはおこがましいも甚だしいが，筆者のグ
ループで近年開発を続けている「第 4の非線形
力学系実装手法プラットホーム」である非同期
分岐プロセッサとそのニューロハードウェアへ
の応用例を紹介する．
2. 非同期分岐プロセッサ
神経系の動作を模倣するニューロハードウェ

表 1. 第 4の回路素子：メモリスタ

電圧 v = dϕ/dt 磁束 ϕ

電流
i = dq/dt

抵抗 f(v, i) = 0 インダクタ f(ϕ, i) = 0

電荷 q キャバシタ
f(v, q) = 0

メモリスタ f(ϕ, q) = 0
（第 4 の 2 端子回路素子）

表 2. 第 4の非線形力学系実装プラットホーム：
非同期分岐プロセッサ
連続状態 離散状態

離散
時間

非線形差分方程式/
スイッチトキャバシ
タ・ポアンカレ写像

ディジタル計算機上の
数値積分・セルオート
マン/DSP・非同期順
序回路

連続
時間

非線形部分方程式/
アナログ非線形回路

非同期セルオートマトン/
非同期順序回路
（第 4 の非線形力学系実装
プラットホーム=
非同期分岐プロセッサ）

アの実装手法を表 2にまとめる．ニューロハー
ドウェアの典型的な実装方法として，神経系の
動力学を非線形微分方程式（連続状態・連続時
間）でモデル化してそれを非線形アナログ回路
で実装する手法や，数値積分でモデル化してそ
れをDSPで実装する手法（離散状態・離散時間）
が挙げられる．また，神経系の動力学を非線形
差分方程式（連続状態・離散時間）でモデル化し
てそれを非線形スイッチトキャパシタ回路で実
装する手法もよく研究されている．一方，それ
らの 3種類のニューロハードウェアの実装手法
を状態と時間の連続性の観点から眺めると，離
散状態と連続時間（状態遷移時刻が連続時間軸
上で定義される）を持つ「第 4の非線形力学系」
が抜けていることが分かる．そのような第 4の
非線形力学系は，力学系の観点からは非同期セ
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ルオートマトンであり，回路実装の観点からは
非同期順序回路であり，計算手法の観点からは
非同期数値積分であるといえる．Chua氏の例に
倣えば，そのような「第 4の非線形力学系」に
関する理論体系を整備することは，その実装手
法が現在確立されているか否に関わらず，科学
技術の発展のために重要であることは自明であ
るということになろう．神経系はときに非線形
現象の代表である分岐現象を巧みに利用して信
号・情報処理を行っている．そこで我々のグルー
プでは，神経系の分岐現象を第 4の非線形力学
系を用いてハードウェアとして実装するための
プラットホームを「非同期分岐プロセッサ」と
呼称してその開発を進めており，例えば以下の
ようなモデルを提案している．(1)膜電位モデル
[3]～[6]．(2) カルシウム濃度に基づいた STDP

モデル [7]．(3) マルチコンパートメント神経細
胞モデル [8]．(4) 神経補綴などのための神経細
胞ネットワークモデル [9]．(5) 内耳非線形音声
信号処理モデル [10]．それらのモデルの特徴と
して，以下の点などが挙げられる．(a)状態遷移
の非同期性によってベクトル場に多様性がもた
らされ，その結果，モデルの分岐構造も多様性
がもたらされる．(b) 非同期性によって分岐構
造に多様性がもたらされるために，同程度の分
岐構造の多様性を持つニューロハードウェアを
同期式DSPと非同期分岐プロセッサで実装した
場合，後者で実装した方がトランジスタ数が少
なくなる場合が多いことが示されてきた．(c)近
年実用化されつつある動的部分再構成可能ハー
ドウェア技術を応用することによって，可塑性
が自然な形で実装された非同期ニューロハード
ウェアを構築できると期待できる．
3. まとめ
本稿では非同期分岐プロセッサとそのニュー
ロハードウェアへの応用例を紹介した．同プロ
セッサの理論体系の整備は道半ばであり，その
ロードマップを図 1に示す．同図に示されるよ

図 1. 非同期分岐プロセッサの理論体系の整備

うな非線形現象と，ニューロハードウェアの動
作・機能は密接に関係しており，筆者のグルー
プでは「低ハードウェアコストで可塑性が自然
に実装可能な非同期ニューロハードウェア」の
開発を，神経補綴への応用などを目指して今後
も進める予定である．最後に，全ての共同研究
者と，本稿の執筆の機会を与えてくださった関
係者の皆様に感謝の意を示したい．
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再生可能集積システム（RIS）研究会

中野 誠彦
慶應義塾大学

1. はじめに

ここでは，再生可能集積システム時限研究専
門委員会（RIS研）の活動内容について 2015年
12月 19日にマレーシアのクアラルンプールに
あるMJIITで開催された第 1回 RIS-MJIIT 再
生可能集積システムワークショップ (RSIS2015)

についての話題を中心に紹介したいと思う．
まず，RIS研の目的を以下に述べる．21世紀
になって人類の活動が地球環境に及ぼす影響が
著しく増大し，環境変動が憂慮されている．こ
のために，特に人類が製造した人工物に関し，そ
の再生利用や再利用を促進する技術開発が強く
期待されている．ユビキタス情報社会において，
ほとんどの我々の身の回りの人工物には，集積
システムが組み込まれている．したがって，これ
らのシステムの再生，再利用を図ることは，地
球環境に優しいという面だけでなく，経済，政
治などの面からも重要と考えている．
本時限研究専門委員会は，リコンフィギャラ
ブルアーキテクチャ技術，ソフトウェア工学，設
計技術，システム技術，再生ビジネスモデルな
どの分野の研究者の自由な交流を促進し，集積
システムの再生，再利用による環境に優しい IT

技術の研究に関して，研究発表及び討論を行う
機会を提供している．本研究会は定期的に研究
会を開催することにより，関連する研究者に広
く技術交換の機会を提供し，産業界と大学等の
研究機関の交流の機会を増やすことにより，関
連する技術の発展を図っていくことを目的とし
ている．

2. MJIIT

次に，ワークショップが開催されたMJIITにつ
いて説明したい．MJIITはMalasia-Japan Inter-

national Institute of Technologyの頭文字をとっ
たもので日本語ではマレーシア・日本国際工科
院となる．MJIITはマレーシアと日本が共同で
設立した技術系の大学・大学院である．マレー
シア工科大学 (UTM) のクアラルンプールキャ
ンパスに併設されている（図 1）．現在，JUC26

大学から派遣された 24 名の日本人教員が常勤
として教育と研究を行っている．MJIITには現
在，電子システム工学科 (ESE)，機械精密工学
科 (MPE)，化学工学科 (CPE)の 3学部がある．
大学院は ESE，MPEのほか，環境グリーン工
学科 (EGT)，経営工学科 (MOT)の 4学科から
構成されている．今回は特にMJIIT の ESE所
属の松本智先生と浜田望先生に，現地でのオー
ガナイズに関してお世話になった．
筆者自身は，マレーシアを訪れたのは今回の

ワークショップ参加が初めてで，大変新鮮であっ
た．MJIITがあるクアラルンプールは，想像以
上の都市で高層ビルが立ち並びアジア有数の世
界都市である．中でもひときわ迫力があるのは
20 世紀の建造の超高層ビルとしては最も高い
452m，88階建でマレーシア国立石油会社のペ
トロナスによって建築されたペトロナスツイン
タワーである．日が落ちてからも明るく輝いて空
に伸びるツインタワーは幻想的な景色を作って
いた（図 2）．気候は年末も押し迫る時期で東京
は冷え込んでいたが，現地は大変な湿気と 30◦C
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図 1. MJIIT 校舎

図 2. ペトロナスツインタワー

をゆうに超す暑さだった．室内は十分に空調が
効いているため，思いのほか快適であり，日本
の寒さで固くなっていた体もほぐれ体調的にも
楽であった．
現地の移動は主にタクシーを使用したが，タ
クシーの利用には若干コツが必要でホテル待機
のタクシーは近距離には使えず流しのタクシー
を利用し，料金は安かった．キャンパス近くで
タクシーを探すのは難しく，また時間帯によっ
ては市内の渋滞が激しいため利用し難い．市内
にはいるには LRTと呼ばれる（高架鉄道）が便

図 3. RSIS2015集合写真

利である．
3. RSIS2015

ワークショップではマレーシアと日本からそ
れぞれ招待講演があり MJIIT から Dr. Mohd

Ibrahim Shapiaiによるブレインコンピュータイ
ンタフェース向けの信号処理についての講演と，
慶應義塾大学の天野英晴先生による再構成可能
なアクセラレータを用いたビルディングブロック
計算システムに関する講演があった．一般講演で
は並列計算機に関する話題や光によってシステ
ムの書き換えを行う手法の紹介，CMOSチップ
上に構成する微小システムに関する研究や，信
号処理，アナログ回路分野も含め幅広くそして
深く議論が交わされた．個々の発表者が持つ専
門分野を幅広い視点で議論されることにより新
たな発見があったように思う．MJIITとも交流
を持てたことは有意義であった．
RIS研は，電子技術を基本としながら，デバ

イスレベルから回路レベル，信号処理，アーキ
テクチャといった異なる階層から再構成・再利
用可能なシステム構築を目指すという大変興味
深い研究会となっている．RIS研は複数のほか
の研究会とも関係を持っており合同の研究会も
開催している．今後も様々な分野からの参加者
を期待したい．
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【おめでとう ISS功労賞・ISS論文賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

ISS活動功労賞・ISS査読功労賞・ISS論文賞
おめでとうございます

平成 28年度の ISS活動功労賞・ISS査読功労賞及び平成 27年度の ISS論文賞の表彰式が，機械振
興会館において 6月 23日に開催されました．受賞者の氏名と貢献内容，あるいは論文名を御紹介し
ます（敬称略）．

ISS 活動功労賞
入江 英嗣 コンピュータシステム研究専門委員会幹事補佐・幹事・副委員長としての貢献
内藤 整 画像工学研究専門委員会幹事，二種研運営委員幹事，ISS 和英論文誌編集委員としての貢献
鵜木 祐史 マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会幹事・副委員長としての貢献
久保田 彰 画像工学研究専門委員会幹事，二種研実行委員幹事，和文誌・ソ誌編集委員としての貢献
神原 誠之 ソサイエティ誌編集幹事・編集特任幹事・編集委員としての貢献
和田 親宗 ISS 和文論文誌編集委員としての貢献
岡野 浩三 ISS 和文論文誌編集委員としての貢献
大町 真一郎 ISS 英文論文誌編集委員，幹事，及び委員長としての貢献
浅井 紀久夫 ISS 英文論文誌編集委員としての貢献

ISS 査読功労賞
内海 章 論文誌査読委員としての貢献
岡谷 貴之 論文誌査読委員としての貢献
松田 一朗 論文誌査読委員としての貢献
小野口 一則 論文誌査読委員としての貢献
山内 康一郎 論文誌査読委員としての貢献
山下 隆義 論文誌査読委員としての貢献
阿萬 裕久 論文誌査読委員としての貢献
川島 英之 論文誌査読委員としての貢献
平山 高嗣 論文誌査読委員としての貢献
川西 康友 論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
“条件付き確率場を用いた日本語東京方言のアクセント結合自動推定”

鈴木 雅之，黒岩 龍，印南 佳祐，小林 俊平，清水 信哉，峯松 信明，広瀬 啓吉 2013 年 3 月号 和文論文誌 D

“日本語アクセント・イントネーションの教育・学習を支援するオンラインインフラストラクチャの構築とその評価”

峯松 信明，中村 新芽，鈴木 雅之，平野 宏子，中川 千恵子，中村 則子，田川 恭識，広瀬 啓吉，橋本 浩弥
2013 年 10 月号 和文論文誌 D
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学術奨励賞おめでとうございます
平成 27年度学術奨励賞を受賞された方々のうち，情報・システムソサイエティで推薦した 7名の

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

太田 雅彦 NEC

“変位ベクトル場解析によるひび割れの深さ推定”

高木 和久 京大
“外れ値に頑健な集合間距離尺度と SVMを用いた特定人物画像検索”

藤野 拓海 京大
“誤検出発生の比率に着目した特定人物の所在推定”

松﨑 康平 KDDI研
“モバイル端末を用いた画像検索のためのデータベース作成手法”

松本 眞子 早大
“機器別消費電力量推定への半バイナリ行列分解手法の応用”

守谷 哲 東北大
“運動視により局所運動を検出する神経網モデルの LSI化”

吉永 直生 NEC

“複数モデルを用いたインバリアント分析手法による異常検知”
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【おめでとう ISS論文賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

アクセント変形予測技術の構築と
その日本語教育支援への応用

峯松 信明 広瀬 啓吉
東京大学

鈴木 雅之
東京大学（現日本 IBM）

このたびは，IEICE-ISS論文賞を授与して頂き，あ
りがとうございます．2本の論文 [1], [2]が対象となっ
ており，一方が音声合成のテキスト処理に関する論
文，他方がその技術の日本語教育への応用に関する
論文です．本学会の査読者から有益な助言を多く頂き
ました．感謝申し上げます．この 2 本の論文は合計
で 13名の著者がいますが，両論文に名前を連ねる峯
松，広瀬，鈴木が代表して本稿を執筆しています．
日本語は，単語アクセントが前後の文脈によって

多様に変形します．音声＋合成→音声合成，歩く→歩
かない→歩きます．日本人はこれらの変形をほぼ無意
識的に行いますが，機械にテキストを読ませる場合，
それを明示的に学習させる必要があります．音声合成
の分野では，従来，規則処理で対応していましたが，
例外が多く，高い精度が望めませんでした．我々は変
形予測に機械学習を導入し，精度向上を実現しまし
た．機械学習を適用する場合，コーパスが必要です．
アクセント変形は個人差もあるため，1人のラベラー
に依頼し，時間を掛け，地道に，アクセントラベル付
きテキストコーパスを構築しました．
構築した技術は，音声合成的には「前処理・縁の

下の力持ち」的な位置付けにありますが，日本語教
育支援という，想定外の分野で花開きました．日本語
教育では様々な理由により，「アクセントは教えなく
てもよい」ことになっています．その結果，日本語の
ドレスコードとも呼ばれる「共通語」で話せるよう
になることは，極めて困難な状況にあります．学びた
くても，十分に学べない状況にあります．2本目の論
文は，この状況を打破すべく，韻律教育を熱心に実践

している日本語教師と行った共同研究です．
上述したように音声合成のテキスト処理では，共通

語で読むために必要な韻律操作をシンボルレベルで予
測します．この予測結果を分かりやすく可視化する，
韻律読み上げチュータを構築しました．任意テキスト
を共通語で読むために必要な韻律操作を教示する教材
が，日本語教育史上，初めて提供されました．OJAD

(=Online Japanese Accent Dictionary) [3] というシ
ステムの一機能となっています．既に 27か国，80回
以上の OJAD講習会を開催しました．各地の日本語
弁論大会では，出場者の必須ツールになっています．
一つの技術が想定外の場面で花開く，という技術

者冥利に尽きる研究開発をさせて頂きました．と同
時に，一つの技術の可能性を，多角的に検討する必
要性を強く再認識させられた研究開発でした．関係
各位に再度，感謝申し上げます．

参考文献
[1] 鈴木雅之，黒岩 龍，印南圭祐，小林俊平，清水信
哉，峯松信明，広瀬啓吉，“条件付き確率場を用い
た日本語東京方言のアクセント結合自動推定，”信
学論，vol.J96-D，no.3，pp.644–654, March 2013.

[2] 峯松信明，中村新芽，鈴木雅之，平野宏子，中川
千恵子，中村則子，田川恭識，広瀬啓吉，橋本浩
弥，“日本語アクセント・イントネーションの教
育・学習を支援するオンラインインフラストラク
チャの構築とその評価，”信学論，vol.J96-D, no.10,

pp.2496-2508, Otc. 2013.

[3] OJAD (Online Japanese Accent Dictionary),

http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad
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初心に返って出直すFIT

天野 英晴
慶應義塾大学，FIT2016実行委員長

情報科学技術フォーラム FITは，15年前に以
下の経緯で誕生した．
「電子情報通信学会ならびに情報処理学会の関
係する学問／技術分野は急速に拡大しており，両
学会での分野の重複も目立ってきております．学
会同士が競争し切磋琢磨するのは悪いこととは
思いませんが，複数の学会に関係している方々に
は大きな負担になっているとの指摘もあります．
このような状況において，両学会が協力関係
を発展させることは会員のメリットともなり，学
会の発展にも寄与するとの考えから，積極的に
その実現に取り組んできました．最も関係の深
い電子情報通信学会情報・システムソサエティ
（以下，ISSと称す）と情報処理学会とで話し合
い，· · · · · ·〈中略〉従来の大会の形式にとらわれ
ずに，新しい発表形式を導入し，タイムリーな情
報発信，議論・討論の活性化，他領域研究者との
交流等の実現をコンセプトとして，平成 14年 9

月に第 1回の合同イベント情報科学技術フォーラ
ム (FIT: Forum on Information Technology)を
開催する運びとなりました．」（Webより抜粋）
このように FITは，それぞれの学会の秋の全

国大会を合同で行うことにより，参加者の便宜
と運営の負担を軽減するとともに，全国大会で
はできないような様々な企画を行い，学会を越
えてほかの領域研究者との交流を実現すること
を狙っていた．この企画の目玉の一つは船井業
績賞特別講演であり，もう一つが査読付き論文
であった．4ページから 6ページの論文を投稿し，
2名の査読者による査読で採録論文を決め，FIT

で発表を行う．優れた論文は，船井ベストペー
パー賞と FITベストペーパー賞に選出され，適
切と認められれば，論文誌へ推薦される．これに
より，全国大会を越えたレベルの発表を確保し，
不採録論文も一般論文として発表してもらう．

ところが査読付き論文は発足当時から，査読
者を出して論文の採否を決める研究会の負担が
大きく，運営の負担を軽減するという当初の目
的に合わないという批判があり，査読に協力す
る研究会の数が年を経るごとに減少した．「国際
会議並み」の地位を与えて欲しいという希望も
空しく，多くの大学では FITの査読付き論文を，
博士取得などの業績として認めなかった．この
ため毎年投稿数が減り，レベルも落ちて FITベ
ストペーパー賞にふさわしい論文の数を確保す
ることが難しくなった．2011年に向こう 5年間
の協力依頼を行った際，応じてくれたのは FIT

関連 71研究会のうち 28に過ぎなかった．この
協力依頼の期限は 2016年であり，再び協力依頼
を行ってもこれに応じてくれる研究会は現在の
数を下回るであろう．こうなるとカバーできる
研究領域も限られ，投稿論文の質の確保も難し
くなる．以上のことから査読付き論文はこれ以
上の継続は困難であり，今年をもって終了する
こととなった．FIT自体の衰退も激しく，かつ
て 2,000人に迫った参加者が，2015年には 1,200

人まで落ち込み，収支も赤字に転落した．
この状況を立て直すべく，運営委員会を中心

に以下の方策を検討している．
①査読付き論文に代わり，船井ベストペーパー
賞，FITベストペーパー賞の応募論文セッショ
ンを始める．研究会の負担をできるだけ減ら
す一方，全国大会を越えるレベルの発表を確
保できるようにする．具体的な方法は研究会
に対するアンケート調査の結果を可能な限り
尊重して決める方向で案が作られ，間もなく
公表予定である．

②FIT発足時の考え方に基づき，様々なタイプ
のイベントを企画する．研究会からの企画を
今までどおり募るとともに，実行委員，プロ

15



【ソサイエティ活動】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

グラム委員による企画を増やす．
③FIT前後に連携研究会を勧誘する．今後はFIT

内で研究会を行うことも視野に入れる．
④企業の参加を積極的に勧誘し，展示セッショ
ンを充実する．
これらは全て FIT本来の理念に基づくもので
あり，いわば初心に戻っての立て直しである．な
るべく参加者，運営者の負担にならないように，
できるだけ色々な発表形式を可能にし，研究会
のやりたいことができる，開かれた広い分野の
研究交流の広場（フォーラム）としていきたい．
このような場を作ることは，研究分野が拡散を
続けている一方で，狭い専門分野に固まりがち
な情報分野では現在益々その重要性が高まって
いる．皆様も FITを是非うまく利用して欲しい．
今年 2016年は，従来の形で行う査読付き論文
の最後の年であり，初心に戻って変革を行うた
めの準備の年として位置づけている．今年の企
画の目玉は，何といっても船井業績賞受賞記念
講演で，伊藤博之氏（クリプトン・フューチャー・
メディア）の「初音ミクは，なぜ世界で支持さ
れるのか」で，今までにちょっとなかったよう
な講演を期待している．ちなみに本講演だけな
ら入場無料である．
ほかにも以下のイベントが企画されている．
●一味違うビッグデータ関連イベント．
〇ソーシャルビッグデータの利活用によるオー
プンスマートシティの構築
〇実世界でのビッグデータ分析・実データ利
活用の実際
〇Python によるデータ分析—分析の基本と
データ分析コンペでの実践
〇劣線形—ビッグデータ時代を切り開くキー
ワード

●船井業績賞記念講演に関連し，特に充実した
映像，メディア関係のイベント
〇8K試験放送開始！ 実用化が進むマルチメ
ディアトランスポートの最新状況と展望
〇PoTS映像学事始め
〇パターン認識・メディア理解の技術が教育・
学習支援にどのように活かせるか

〇ここから始まる情報処理～画像，音声，テキ
スト，検索，学習，いっきにまとめてチュー
トリアル～

●情報技術者が，ビジネスでどのように生き抜
いていけるかを様々な方面から考える社会派
イベント
〇未来の ICTリーダー育成
〇FIT2016 BUSINESS TRENDこれが情報処
理 ×ビジネスの最先端だ！
〇RealEstate Tech：不動産 × IT～ITが拓く
不動産の未来～

〇ダイバーシティ社会に向けたワークプレー
スを考える

〇10年後も情報科学技術者であるために
●未来の情報技術について最新のトレンドを探
るイベント
〇ポストムーアコンピューティングのための
計算プラットフォーム

〇助教が吼える！ 若手研究者大集合
〇小直径グラフの追究～グラフ理論の未解決
問題とインターコネクトの未来～

●前回大盛り上がりのデザインコンテスト
〇第 7回相磯杯：The 2nd RECONF/CPSY/

ARC/GI Traxデザインコンペティション
●金沢大学の計測制御研究室が能登半島珠洲市
で行なった日本で初めての自律型自動運転自
動車市街地走行実験についての招待講演

開催地は，北陸新幹線ができて，交通の便が
良くなったことにより，その豊かな自然，恵ま
れた海の幸を使った料理と日本酒，新交通シス
テムによりスマートでコンパクトな街並みで注
目される富山である．その魅力は前号の本誌に
掲載された現地実行委員長，堀田先生の記事が
余すところなく伝えている．ちなみに FITは学
会所属に関係なく学生は参加無料である．学生
の皆様の御来場もお待ちしている．
最近の情報は
http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2016/

にあります．Twitterもやってます．
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データ工学と私
—これから，データ工学で何を目指すか—

中野 美由紀
産業技術大学院大学

計算機とともに過ごして，既に四半世紀以上
（これ以上詳しくは書かないが，まだまだ半世紀
未満である！）を経過した．「データベース」とい
う言葉を初めて耳にしたのは大学 4年生の講義
で，國井利泰先生がこれからは重要なシステム
となると力を込めて話されていた．当時は，計
算機アーキテクチャ，言語処理の研究が正に百
花繚乱．高速アダーを設計しようと，後藤英一
先生が黒板の上に猛烈な勢いで線を引いておら
れ，ただただノートに写していた筆者は，デー
タの重要性について思い至らなかった．
その筆者が今データ（コンテンツ）の重要性
について語ることができるようになった背景は，
計算機の進展，すなわち計算機科学，情報学の
進展が著しいことのおかげであろう．分かりや
すい数字としてムーアの法則がよく取り上げら
れるが，電子技術，通信技術，情報処理技術が相
互に融合しあう中で，計算機技術，すなわち，情
報学は大きく発展している．その結果，「計算機」
は今やありとあらゆる場所に，異なる形態で利
用されている．家に置かれた様々な家電，鞄の
中の携帯電話，街中の監視カメラ，今利用して
いるノートパソコンと，数え上げれば切りがな
い．人間が生活，広くは社会活動を行う上で，必
要不可欠なツールとなっている．このような状
況の中で，筆者はどちらかといえばデータベー
ス・システムと計算機アーキテクチャの境界を研
究の対象としていた．その中で，無機的にアク
セスしているデータを，扱うデータそのものの
特性，あるいはデータを実際に利用するアプリ
ケーションを通して，コンテンツとしてのデー
タに目を向けることが必要となってきた．特に，
ビッグデータが取り上げられる今，必然とも言

えるだろう．
ビッグデータという言葉が 2011年ごろから大

きく取り上げられるようになった [1]．ビッグデー
タの定義は，データを利用する立場により，様々
な観点がある [2]が，一般的には全ての「データ
の内容（コンテンツ）」を精査し，異なる収集過
程，異なる分野の「あらゆるデータの利用」と
いうデータ工学的なアプローチに併せて「社会
性」の観点が加わり，社会における資産として，
人が利用し得るデータを生み出すと現象を表し
ている．データ工学，データベース分野の研究
者はビッグデータという現象が大きく取り上げ
られる以前から，ウェブ上などで情報が爆発的
に増えている現象を捉え，様々な技術の研究開
発に着手していた．文部科学省科学研究費特定
領域研究「情報爆発時代に向けた新しい IT基盤
に関する研究」は，喜連川優先生を研究代表と
して 2005～2012年まで行われ，筆者も参加させ
て頂いた．当時既にウェブは大規模化し，検索
エンジン Googleは 80億ページをインデックス
化していると発表していた（2004年 11月）．既
に単純なキーワードでは検索できない情報も多
くなっており，「情報爆発」ではいち早く困難な
検索要求に対して自然言語処理を駆使して回答
する手法などが開発された．この科研「情報爆
発 IT基盤」を通して，処理の基盤となる大規模
分散計算機の研究者，自然言語処理，機械学習，
音声処理，画像処理などのコンテンツ処理の研
究者，社会でデータを利用するに当たってのガ
バナンスの研究者と，従来のデータ工学，デー
タベース分野の研究者が分野横断の観点から一
緒に研究することは非常に有意義な経験であり，
筆者の中で，データ工学という大きく茫洋とし
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た研究分野へ立ち向かう力の源となった．
「情報爆発 IT基盤」の研究終了直前の 2011

年 3月 11日に東日本大震災が起きた．激甚災害
における ICT技術の社会基盤としての重要性が
認識されると同時に，いかに迅速に適切な情報
の提供，復興へ向けた ICT技術の貢献が大きく
取り上げられる中，データ工学研究会の委員長
を 2012～2013年に拝命した．ちょうど，この期
間に重なるように「ビッグデータ」が大きなキー
ワードとして着目された．正に，社会からの要
請と研究への課題がタイミング良く噛み合った
潮目であったと思われる．その影響か，データ
工学研究会が開催する研究会，特に二種研究会
「データ工学と情報マネジメントに関するフォー
ラム」は情報処理学会データベース・システム研
究会，日本データベース学会と共催し，若手を中
心に 500名を超えて参加者も大きく伸びている．
自身が若手研究者として参加した当時，参加者
は数十名程度であった．その中で世界的に活躍
されている先生方が丁寧に御指導してくださり，
感銘深く覚えている．その後，植村先生，西尾
先生，北川先生，横田先生を筆頭に先の委員長
方が育てたデータ工学・データベース分野の研
究コミュニティを維持，発展しつつ，若手の活
躍の場を提供できたことは幸いであった．また，
異なる分野の専門家を招いた講演（スーパーコ
ンピュータ京，NHKの東日本大震災アーカイブ，
機械学習の研究者等）を研究会内で行い，ほか
の分野の先端的な試みと様々な分野へのデータ
工学からの ICTの貢献について知見を得られた
のではないかと感じている．
また，電子情報通信学会の学会コンテンツの
ディジタル化 (i-Scover)もお手伝いをさせて頂
き，大変良い経験を得られた．ビッグデータ時
代の学会に向け，学会の最も価値あるコンテン
ツである研究論文関連のデータベース化，メタ
データの整備を終えた今，今後の学会の発展に
おいて役立てて頂ければ幸いである．
現在のビッグデータの量は既に人間の手で扱え
る範疇を遥かに超えている．QMee [3]では，「On-

line in 60 seconds」と題して，2013年と 2014年
に，ウェブ上のサービスを中心に 60 秒間でい
かにデータがアクセスされたかを報告している．
わずか 60秒間の間に 72時間の動画が投稿され,

14,000回の通話が Skypeを通り，Flickrの写真
が 2,000万件閲覧されている．10年前に情報爆
発 IT基盤で対象となった現象は，止まるどころ
か，ますます勢いを増している．これらのビッ
グデータの利用に当たっては，1) 長期的なデー
タの収集・蓄積，2) Right Nowな社会における
対応，3) IoT社会における情報の管理，4) 社会
におけるコンテンツのガバナンス（安心・安全，
資産，責任等）と多くの課題が挙げられている．
これらの課題に共通することは，コンテンツそ
のものの出自，由来をオリジナルコンテンツの
みならず，そこから生成されるコンテンツも含
めたコンテンツ利活用基盤を，社会のコンセン
サスを醸成しつつ，早急に構築することである．
まだ，10年先と言われていた囲碁の人工知能

が囲碁の世界チャンピオンに勝ち越したという
ニュースは記憶に新しい．一般道路上の自動運
転も可能性が見えてきた．ICTの発展は，筆者
の凡庸な想像力をはるかに凌駕し，飛び越えら
れなかったはずのギャップを軽々と越えていく．
中でも，ビッグデータとその基盤技術は新たな
イノベーションへの機動力を秘めている．今ま
で築かれた技術の蓄積の中に，わずかながらも
貢献できれば，ギャップを飛び越える人が我が国
のデータ工学・データベース分野から現れてく
れれば，と，めまぐるしい ICTの変化に，日々
わくわくしている．
参考文献
[1] McKinsey Report, “Big data：The next frontier

for innovation, competition and productivity,”

2011.

[2] V. Mayer-Schonberger and K. Cukier, “Big Data,

A Revolution That Will Transform HowWe Live,

Work and Think,” Eamon Dolan/Houghton Mif-

flin Harcourt, ISBN-13: 978-0544002692, 2013.

[3] http://blog.qmee.com/qmee-online-in-60-seconds/
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クマと小惑星

丸家 誠
NEC

1. はじめに
コミュニティ通信の 2回目では，画像処理分

野と宇宙開発分野の二つが交わる領域を紹介す
る．画像の専門家からすればあまりなじみのな
い応用領域であり，一方で宇宙開発側から見れ
ばやはり中心は衛星で画像関連は周辺技術であ
る．しかし，宇宙航空研究開発機構宇宙科学研
究所 (JAXA/ISAS)の小惑星探査機「はやぶさ」
が話題になったおかげで，そこで使われた画像
処理に編集委員の方が関心を持たれ，こうして
記事を書く機会を頂いた．メーカに所属する一
技術者の個人史的な内容ではあるが，何かの参
考になれば幸いである．
2. 画像研究
1987年に NECに入社し中央研究所情報基礎
研究部に配属された．PC9801UV (CPU 10MHz，
RAM 640KB)の時代である．将来は PCでも映
像やリアルタイム CGを扱えるようになるはず
だ (！)という予測の基にこのグループではマル
チメディアの研究に取り組んでいた．
筆者は，ステレオカメラを使って実世界の物

体の 3D形状やテクスチャをコンピュータに取
り込む機能の開発を担当した．素材の一つはク
マのぬいぐるみである．クマの 3D形状とテク
スチャをデータ化し，これに別の担当が動きを
与えてアニメーションを作成，最後に独自開発
したレンダリングマシンで表示した．当時の日
本としてはまだ珍しかったリアルタイム CGシ
ステムである．ぬいぐるみのテクスチャは一様
でステレオ画像マッチングに適したわけではな
かったが，かえってアルゴリズム評価・改良の
よい練習台となった．
素材としては貝殻も用いた．複雑な形状とテ

クスチャを持つ貝殻は，限られた計算機リソー
スでリアルな CG表現を追求する対象として適

していた．そして，これらの成果を ICPRやEu-

rographicsなどで発表した．1970年代から 1980

年代は米国を中心として CG技術が急速に立ち
上がった時代であり，テクスチャマッピング，Z

バッファといった基礎的な技術はこの時代に作
られている．日本もバブルの時代であり，予算
の心配をあまりせずに研究開発に集中できた．
しかし，1990年代の途中から雰囲気が変わり，
研究所でも経営の視点が問われるようになって
いった．ある日上司に呼び出され「クマや貝殻
をコンピュータに入力してそれが何のビジネス
になるのか？」と問われた．今思えば当然の質
問であるが，当時の自分にとっては思い掛けな
いものであり，バブル崩壊を身近に感じた瞬間
だった．
3.「はやぶさ」グローバルマッピング

3.1 準備段階
1996年に「はやぶさ」プロジェクトが立ち上
がり，JAXA/ISAS御指導の下，小惑星 3Dモデ
ル作成を担当させて頂くことになった．この作
業は「グローバルマッピング」と呼ばれており，
以降はこれに従う．
「はやぶさ」のミッションは小惑星イトカワの
サンプルリターンであり，小惑星近傍での航法
誘導を支援する下記 2点もグローバルマッピン
グとして行う．
・小惑星の自転軸推定と 3次元座標系の設定
・タッチダウン候補点選定のための小惑星表
面傾斜算出（傾斜角が大きいとタッチダウ
ンできない）

目的が明確であり，入力対象を模索していた
筆者にとっては有り難い仕事となった．カメラ
を用いた 3D形状推定という観点では，対象が
小惑星であっても原理的には一緒である．しか
し，特殊な制約条件があった．

19



【コミュニティ通信】 情報・システムソサイエティ誌 第 21巻第 2号（通巻 83号）

(a) 小惑星の形状やテクスチャに関する事前
情報はない．「はやぶさ」が近傍まで行き，
搭載カメラで撮影して初めて分かる（こ
の画像を地球に伝送した上でグローバル
マッピングを行う）．

(b) 一方，「はやぶさ」の小惑星滞在期間は限
られており，その中でグローバルマッピ
ングに割ける作業時間は 1か月程度であ
る．小惑星到着後に，画像を見ながら方
式検討を行っていては間に合わない．

(c) 照明は太陽からの直達光のみである．真
空であるため地球のような大気散乱光は
ない．そのため，小惑星表面の凹凸で生
じた影の部分は真っ暗である．一方背景
は深宇宙であるが，これも真っ暗である．
したがって，小惑星の輪郭を抽出しよう
としても，それが背景との境界なのか，影
の部分なのかという判定が困難である．

(a) (b)に関してはステレオ法と輪郭を用いる
方法の併用で 3D形状推定のロバスト性を高め
ることで対処した．(c)に関しては，カメラ視線
と太陽光の向きの関係から，確からしい輪郭を
求める方式を考案し乗り切った．
3.2 本番
「はやぶさ」がイトカワに到着したのは 2005

年 9月である．搭載カメラの画像を毎日見てい
ると，初めは小さな輝点にしか過ぎなかったも
のが徐々に大きくなっていき，やがてそのラッコ
状の姿を現してきた（図 1）．更に近づくと，大
きな岩が幾つもある複雑な形状であることが分
かり，モデル化の対象として難易度が高いこと
を認識した．更に，砂が積もったような部分も
ある．そこはテクスチャが少ないため画像マッ

図 1. 小惑星イトカワ（ c©JAXA）

チングには適さない．
内心はヒヤヒヤしていたが，クマや貝殻で鍛

えたアルゴリズムは期待に応えてくれ，またグ
ローバルマッピングチーム全員の臨機応変の働
きもあり，予定の期間内に作業を終えることが
できた．
グローバルマッピングの結果，安全にタッチ

ダウン可能と判定されたのはMUSES–SEAと呼
ばれる 1か所だけであった．しかしそれでもそ
のような場所が存在したのは形状の複雑さから
考えると幸運だったのだろうと思う．「はやぶさ」
のタッチダウンやその後のドラマは皆様御存知
のとおりである．本稿では技術的内容にはあま
り触れなかったが，興味をお持ちの方は参考文
献 [1], [2]を御覧頂きたい．
4. 終わりに
「はやぶさ」業務は完了したものの，「何を対
象にすればビジネスになるのか」という質問に
対してはいまだに答えが出せない．
話は前後するが，筆者は高分解能地球観測衛

星のデータ利用事業を行うために 2000年にNEC

宇宙関係部門に異動した．映像コンテンツ制作，
地図作成，資源探査，農業支援など様々な利用
を世界各地のプレーヤと競っている最中である．
特に最近は状況が急激に変化してきた．多数

の小型衛星，超小型衛星が高頻度で地球表面を
観測するようになってきている．また，赤外セ
ンサやハイパースペクトルセンサなども開発さ
れ観測データの多様化も進んでいる．計算機や
ネットワーク，そして AI，ビッグデータ技術の
進化も目覚ましい．不足しているのは，利用ニー
ズの掘り起こしや衛星特有の情報抽出技術であ
り，現在活発な研究開発が行われている．本稿
を御覧になって，この領域に興味を持つ方が出
てこられることを期待している．
参考文献
[1] 丸家 誠，“「はやぶさ」航法誘導を目的とした小
惑星イトカワの 3Dモデル作成，”映情学誌，vol.66,
no.6, pp.452–453, June 2012.

[2] M. Maruya, et al., “Navigation shape and surface

topography model of Itokawa,” AIAA Guidance,

Navigation, and Control Conference, 2006.
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編集後記 記事を御執筆頂いた皆様に心よりお礼申し上げます．各分野で御活躍中の皆様から記事を頂くこ
とができました．読者の皆様には本誌をお楽しみ頂ければ幸いです．（主担当：金子）▼会誌の編集作業は初
めての経験でしたが，編集委員会のメンバーから多大なる御支援を頂くことができ，無事に発行することが
できました．色々な方に読んで頂けると幸いです．（副担当：大塚）
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