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【巻頭言】

学会の役割：難しい評価をすること
喜連川 優
国立情報学研究所

歳をとって感じることの一つに，研究者に対

DII が多い．日本の大学で，コンパイラやシス

する勇気づけの大切さがある．
「人のまねをする

テムソフトウェアを研究する講座はほとんどな

ような，インクリメンタルな研究をするな」と

く，絶滅危惧種とも言える．システム研究は実装

いうようなコメントをすることは簡単である．

に時間が掛かり論文生産効率がとても著しく悪

実際，日本がこれから元気を出すためには，他

い．ある企業のトップも日本のソフトウエアの

国の成果にちょっと改良を加えるような研究で

弱体化には利用企業のソフトウエア技術者を大

は太刀打ちできないのは明らかである．我が国

切にしない体質にも問題があったと反省される．

は現時点においても多くのノーベル賞が授与さ

大学も評価を外部指標に依存する中で，学会

れているが，いずれの御講演を拝聴しても，何

こそが「難しい評価」をする主体にならなくて

もない世界からの出発であったと言える．一方

はならないと考える次第である．何らのエビデ

で，誰もやっていない領域に入ろうとすればす

ンスもなく高い評価を与えることはできないが，

るほど，孤独であり不安だらけである．論文発

システムを構築し，一定程度利用されるに至っ

表をする場も限られ，意見を戦わせ合える研究

たような努力に対しては，
「一体どこに独立性が

者も当然少なくなる．すなわち，その研究の価

あるのか？ こんなものぐらい GAFA もやって

値を評価することはとても難しい．これに対し

いるに違いない」等と言わずに積極的に評価す

ても，よく聞かれる反応は「誰もやっていないよ

る姿勢が重要と感じる．研究コミュニティへの

うな非常に挑戦的な研究であっても税金を使っ

下支え的貢献など地道な貢献を発掘し前向きに

ているのなら納税者への説明責任があり，ある

評価すべきであろう．評価されることでより元

程度説得力のある夢を描く必要がある」という

気が湧き，それを見ている学生ももっと頑張ろ

ような厳しい言葉であり，否定することはでき

うという気持ちになる．30 年前頃に論文誌編集

ない．しかし，そういう説明が不要な誰かが既

をお手伝いしたが，
「放っておくと論文採録率は

にやっている領域の方が楽である．競争の場が

必ず下がる．良い所を見つける加点方式をとる

既に確立していて何らかの性能指標を向上させ

べしと忘れた頃に何度も繰り返し言わなくては

ることが直接的な成果となる研究分野の方が研

ならない」と年長の先生から伺ったことが忘れ

究しやすいことは明白であり，研究者はそちら

られない．

に大きく流れれているのは紛れもない事実と言

ノーベル財団は重力波発見時に専門家に加え

えよう．最近は，Impact Factor や，Citation 等

て巨大プロジェクトを率いるプログラムマネジャ

いろいろな数値が大きく取り上げられ，研究者

を称えた．常識を覆す難しい評価をした．あっ

はそれに過敏にならざるを得ない．本会で言う

ぱれである．
「難しい評価」ができる国が強くな

ならば，DI と DII を比べると論文は圧倒的に

ると筆者は確信する．
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オンライン DEIM2020
開催の試み
宮崎 純

合田 和生

大塚 真吾

東京工業大学

東京大学

神奈川工科大学

横山 昌平
東京都立大学

清水 敏之
京都大学

吉田 尚史 北山 大輔
駒沢大学

工学院大学

戸田 浩之

山口 実靖

日本電信電話 工学院大学

本報告では，DEIM2020 のオンライン開催決

術報告セッションが行われる．

定の経緯から開催終了までの道のりをまとめた

表彰については，全ての論文の中から優秀な

ものである．今後のオンライン会議開催の参考

ものに対して贈られる最優秀論文賞・優秀論文

になれば幸いである．

賞，インタラクティブ発表の中から優秀なもの

DEIM とは

に対して贈られる最優秀インタラクティブ賞・

データ工学 (DE) と情報マネジメント (IM) 分

優秀インタラクティブ賞，各セッションで発表

野に関する日本最大の学術イベントである DEIM

した学生の中から優秀な発表に対して贈られる

は毎年 3 月頃に合宿形式（2 泊 3 日）で行われて

学生プレゼンテーション賞がある．

いる．発表形態は通常の研究会と同様な口頭発

DEIM2020 は福島県磐梯熱海温泉ホテル華の

表とポスターとデモが可能なインタラクティブ

湯において，2020 年 3 月 2〜4 日の日程で開

発表の二つがあり，片方，もしくは，両方の発

催予定であったが，新型コロナウイルス感染症

表を申込むことができる．また，開催期間には

(COVID-19) の影響のため，オンライン開催と

参加者全員が聴講する招待講演（2 件程度）や

なった．

日本データベース学会の表彰式や受賞講演など

オンライン開催までの経緯

（DBSJ アワー）や，協賛企業によるライトニン

DEIM2020 は 2019 年の年末に投稿申込（タイ

グトークなどが開催される．更に，夜には BoF

トル・アブストラクト・希望発表形態など）を締

(Birds of a Feather) セッションなど学生・研究

切り，その後，閲読用論文の提出（2020 年 1 月

者の親交を深めるセッションが開催される．会

9 日）を経て，1 月 20 日に採録通知を行い，発表

場には協賛企業の展示ブースや協賛企業と関連

プログラムを 1 月 30 日に公開した．DEIM2020

が深いセッションにおいて，協賛企業による技

の参加登録と宿泊の申込みは 1 月 20 日から 2 月
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7 日としていたが，同時に感染が拡大しつつあ
る COVID-19 対策も並行して行った．その後，
COVID-19 の感染が拡大してきたため，参加予
定者に対して感染症対策告知第一報（2 月 6 日），

【研究最前線 (DE)】

• 招待講演は可能であれば行う（その後，調整
がつかず招待講演はなしとなった）．
• DBSJ アワーを行う（プレナリーセッション．
参加者は最大 700 名程度）．

感染症対策告知第二報（2 月 14 日）をアナウン

• インタラクティブ発表は未定．

スし，実行委員会から参加者に定期的な報告を

• オープニング・クロージングは未定．

行っていたが，国内において更なる感染拡大が

もう一つの課題は，オンライン開催に伴う技

予想され，600 名以上の人が同じ場所に集い，宿

術的な問題の解決であった．DEIM 幹事団と NII

泊やインタラクティブ発表を行う DEIM の開催

の特別チーム合同で，様々なオンライン会議シ

形態では，現地での開催は困難であると判断し，

ステムや動画配信システムを利用し，それぞ

感染症対策告知第三報（2 月 17 日）において，

れのシステムの長所や短所を列挙し，オンライ

現地での開催を中止し，オンライン開催を行う

ン DEIM2020 において利用が可能なシステムの

ことを宣言した．また，国立情報学研究所 (NII)

選定を行った．その結果，口頭発表については

からオンライン開催の技術的サポートの申し出

Cisco が提供する Webex を第一候補とし，大規

があり，DEIM 幹事団と NII の特別チームが結

模な実証実験を行うことにした．また，座長だ

成された．

けではトラブル対応ができない場合も想定し，

中止に伴い宿泊費に関しては全額を返還し，

各セッションに学生アルバイトを管理者として

参加費についてはオンライン開催を行うため全

常駐させるのが望ましいという結論となった．

額徴収への協力要請を行った．その後，発表を

DBSJ アワーについてはインタラクティブ性が

キャンセル扱いとして参加費の全額返還を受付

それほど必要とされないため，ストリーミング

けるキャンセル期間を数日間設けた．また，協

指向の LINE Live を第一候補とし，質問等はコ

賛企業に対しては，当初の協賛特典全てを提供

メントに書かれたものを司会者が代読するとい

できないため，キャンセルの意思確認を行った．

う結論となった（のちに，YouTube Live との併

オンライン開催まで 2 週間前〜1 週間前

用となった）．

2 月 17 日時点での発表件数は 400 件弱，参加

また，オンライン開催にあたり，事務局が必要

者数は 600 名程度となっていた．本開催（3 月 2

であるという結論となり，東京神保町の国立情報

〜4 日）まで 2 週間しかない状況で，
「オンライ

学研究所 (NII) に設置することになった．ただし，

ン開催はやる！」こと以外は何も決まっておら

事務局に多くの人数がいることは避けるため，必

ず，
「発表キャンセルが何件あるのか？」
「そもそ

要最小限の人数でこの前代未聞の DEIM2020 オ

もオンライン開催にした場合はどれくらいの参

ンライン開催を実施することになった．

加者が来るのか？」など，見当が付かないこと

オンライン開催 1 週間前〜2 日前

ばかりであった．最初に現時点でのプログラム

参加のキャンセル期間を経て最終的な参加者

の中から何をオンライン開催するか検討し，以

数は 565 名（キャンセルは 5%程度）となり，発

下のようになった．

表件数も口頭発表 320 件 73 セッション，インタ

• 口頭発表を行う（300 件以上．73 セッション．

ラクティブ発表 66 件となった．協賛企業につい

最大 10 パラレル．全体で参加者は最大 700 名

ても 12 社全てから協賛を継続する旨の連絡が

程度）．

あった．また，オンライン開催決定から数日間
5
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で，様々な先生方から早期の意思決定に対する

においても，同時に議論できるのは 3，4 名程度

謝辞や激励のコメントがあり，幹事団として非

なため，オンライン開催でも同じ仕様でも問題

常に心強く感じ，オンライン開催成功に向けて

ないと判断した．

一致団結をした．

オープニング・クロージングは質疑がないた

開催までの数日間は，多人数による Webex の

め YouTube Live を利用し，協賛企業のライトニ

動作確認テストや DBSJ アワーなどのプレナリー

ングトークとバンケットについては，双方向性

セッションのための YouTube Live や LINE Live

を確保しつつ，より多くの参加者を集めること

の接続テストを行うために，発表者や座長にも

を目的に Webex と Youtube Live を併用するこ

協力頂き，連日，大規模な実験を行った．

とにした．また，協賛企業のライトニングトー

• 2 月 21 日：第 1 回実証実験（最大 50 名，2 パ

クは，短時間で発表者が次々と入れ替る発表形

ラレル）
• 2 月 25 日：第 2 回実証実験（最大 110 名，10
パラレル）

態を想定していたため，協賛企業の発表者に事
務局のある NII に集合してもらい配信すること
にした．バンケットに関しては，とりあえず開

• 2 月 27 日：アイデアソン会議

催することだけは確定し，何をやるかは事前ま

• 2 月 28 日：第 3 回実証実験（最大 120 名，10

で特に決めないということにした．

パラレル，プレナリーセッション実験）

表彰に関しては，通常の DEIM では（最）優

実験を進めて行く中で，特に大きな問題は発

秀インタラクティブ賞と学生プレゼンテーショ

生せず，口頭発表と DBSJ アワー開催の目処が

ン賞はバンケットやクロージングで表彰を行っ

立ったため，以下についてもオンライン開催を

ていた．賞の選定はインタラクティブ賞は座長や

検討することになった（参加者は最大 700 名程

参加者の投票結果をもとに，学生プレゼンテー

度を想定）．

ション賞は座長が行っている．オンライン開催

• インタラクティブ発表

での表彰に関しては，幾つかの変更を行った．ま

• オープニング・クロージング

ず，オンラインでは発表者が学生であるかの判

• 協賛企業のライトニングトーク

断がつかないため，学生プレゼンテーション賞

• クロージングで表彰式

に関してはオンラインプレゼンテーション賞と

• バンケット

し，選定は今までどおり座長が行うことにした．

インタラクティブ発表は口頭発表を行わない

インタラクティブ賞は審査委員による推薦と参

発表者のみを対象とし，人数を限定して開催す

加者の投票結果（各ポスターには「イイネ」ボ

ることにした（70 件程度）．全てのポスターを

タンを設置）をもとに，幹事団が総合的に判断

一覧で見ることができる Web ページを作成し，

し賞を決めた．名称は（最）優秀オンラインイ

参加者が気になったポスターをクリックすると，

ンタラクティブ賞とした．オンラインプレゼン

解像度の良いポスターを見ることが可能なシス

テーション賞はセッション数と同じ 70 件程度あ

テムを開発した．また，昼休みにコアタイムを設

るため，時間的にクロージングに間に合うか予

け，その時間は Whereby を使って発表者と議論

想がつかず，可能であればクロージングで行う

を行うことを可能とした．Whereby はフリープ

ことにした．
（最）優秀論文賞に関しては，通常の

ランでの利用となるため，最大 4 名まで同時に

DEIM と同様に，選定は後日に行われる．また，

会話をすることができる．実空間でのポスター

大規模動作テストと並行して，オンライン会議

6
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【研究最前線 (DE)】

図 1. オンライン開催状況の可視化

の参加者の状況を俯瞰的に把握するために図 1
のようなモニタリングツールの開発を行った．
現地開催でのスケジュールでは，初日は移動
を考慮して午後から，2，3 日目は 8:30 から最初

図 2. オンライン開催のマニュアルページ

のセッションを開始することになっていたが，初
日の移動がなくなり，大学等で発表する学生も
いると想定したため，全ての日で 10:00〜10:30
はオープニングや協賛企業のライトニングトー
クとし，10:30 から口頭発表を行うことにした．
また，10 パラレルを管理するためのノート PC
や全体の進行状況を瞬時に把握するために，各
セッションの様子を表示するための大きなディ
スプレイを手配をした．
図 3. 事務局の様子

更に，Webex を利用してみた感想や大規模実
験での知見から，参加者・座長・発表者向けに必
要な情報や発表手順等をまとめた参加マニュア
ルページを Github を利用して作成した（図 2）．

オンライン開催 2 日前〜当日
まず，NII の部屋に 10 パラレルで行われるセッ

また，開催期間中に発表者や座長が操作練習を

ションを管理するノート PC の設置や大型ディス

行うことができる予備の部屋を 2 部屋準備する

プレイの設置を行った．その際にアルバイト学生

ということにした．

の密度が高くならないような配置を行い，部屋

基本的なセッションの進め方としては，まず，

の換気についても十分な対策を講じた．開催当日

開始時に発表者と座長以外の音声はミュート，映

の事務局の様子を図 3 に示す．会期中は全天球カ

像はオフとする．質問等は Webex のチャットに

メラと YouTube Live を使って DEIM2020 事務

書き込み，座長がその中から選んで質問者の代

局のライブ配信を行った（音声はなし．基本的に

わりに質問したり，場合によっては座長が音声

は常時配信を行った）．また，当初は DEIM2020

での質問を許可し，その後，質問者がミュート

の全ての発表は参加者のみが視聴可能としてい

を解除して直接質問するなど，座長の裁量に任

たが，DBSJ アワーについては一般公開に変更

せることにした．

した．
7
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初日のオープニングが始まり，参加者がどの
程度の数であるか全く予想がつかなかったが，最
終的には 270 名程度の参加があった．その後，10
パラレルの口頭発表セッションが 2 回行われた．
各個別セッションでの参加者の入れ替わり立ち
替わりがあるものの，どちらのセッションでも
全体で 300 名程度の同時参加があり，参加申込
数の半数以上の人が時を同じくしてオンライン
で参加したことになる．初日の夕方には DBSJ
アワーが開催され，日本データベース学会功労
賞・業績賞の授賞式や功労賞記念講演が行われ
た．この部分は一般公開されたため，LINE Live
と YouTube Live の視聴者数を合計すると 800 名
程度の参加があり大盛況であった．
2 日目は協賛企業のうち 5 社が NII の事務局に
集まり，オープニングでライトニングトークを
行い，その後，19 時過ぎまで 200 件程度の口頭
発表とインタラクティブ発表が行われた．同時
参加者数はピーク時で 300 名程度であった．そ
の後，19:30 からバンケットオンラインを開催し
た．各自で飲み物，食べ物を準備し，Webex や
YouTube Live でつないで飲み会を開催した．研
究室から参加する人もいたため，それらの人に
研究室の紹介等をしてもらい，盛り上がりが一段
落した時点（1 時間程度）で終わることを想定し
ていたが，予想以上に盛り上がり，結局，23:00
頃に終了した．接続数は Webex と YouTube Live
で 100 程度であった．1 接続で複数人が参加し
ていたため，正確な参加者数は分からなかった
が，大成功であったといえる．
3 日目のオープニングは YouTube Live で行っ
た．アナウンスすることがあまりなく，最終日
ということで事務局の人にも心に余裕ができた
ため，フォーラム委員長と実行委員長がハワイ
から中継しているという設定で開催した（図 4）
．
オンライン開催のため，これがウケていたのか
スベっていたのかは分からなかったが，その後，
8

図 4. 3 日目のオープニング直前の様子

クロージングも同じような設定で開催すること
にした．事務局としては，最終日の参加者が激
減することを恐れていたが，ピーク時で 250 名
程度の参加があり，取り越し苦労であった．ク
ロージングも YouTube Live で行った．まず，南
極の風景写真から開始したが，オンラインプレ
ゼンテーション賞の準備に時間が掛かっていた
ため，フォーラム委員長と実行委員長の会話だ
けでは時間が持たず，しばらく南極の風景写真
を流すという展開になった．その後，賞の準備
が整ったため，表彰式とクロージングを行った．
視聴者数は 200 名を超え，最後まで盛況なうち
に前代未聞のオンライン DEIM2020 は幕を降ろ
した．
最終的な発表者は，口頭発表 316 件，インタ
ラクティブ発表 55 件となり，no-show は 11 件
（口頭発表 3 件，インタラクティブ発表 8 件）で
あった．途中，2 部屋同時に音声が使えないトラ
ブルがあり，急遽，参加者を予備の部屋に移動さ
せた．このセッションは 10 分程度延びたが，ス
ケジュール全体に影響を与えることはなかった．
また，Webex のチャットが動作しないというト
ラブルが数回起きていたが，その場合は，質問者
が適宜音声で質問する対応で乗り切った．結果
的に，口頭発表を予定していた人は no-show を
除き全員予定どおりに発表することができ，多
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少トラブルがあったものの，無事に 3 日間を乗
り切ることができた．
謝辞 DEIM2020 のオンライン開催にあたり，
非常に多くの先生方に御協力頂きました．事前
準備から本開催まで手厚いサポートを頂きまし
た国立情報学研究所 (NII) の喜連川優 所長，越
前功 副所長，込山悠介 先生，柏崎礼生 先生，岡
本裕子 先生，木戸冬子 先生，坂根栄作 先生，田
邊俊治 先生に感謝致します．
DEIM2020 実行委員会，並びに，オンライン
開催活動委員の莊司慶行 先生，荒木徹也 先生，
山本大介 先生，白井匡人 先生，駒水孝裕 先生，
西村拓哉 様，小杉尚子 先生，宮森恒 先生に感謝
致します．
日本データベース学会の飯沢篤志 様，山名早
人 先生，灘本明代 先生，小池萌由 様に感謝致し
ます．
オンライン会議の参加者の状況を俯瞰的に把
握するためのツールの作成に御協力頂いた豊田
正史 先生，また，オンライン開催のための実証実
験に参加頂いた延べ 380 名の方に感謝致します．
最後に，オンライン DEIM2020 の参加者の方
に感謝致します．
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論文を書くということ
フェロー 山名 早人
早稲田大学

電子情報通信学会では，和文論文誌 A 編集委

生さんに伝えている．研究は，自己満足だけに

員 4 年，和文論文誌 D 編集委員 6 年，和文論

終わらないことが重要である．

文誌 D 編集副委員長，同委員長，そしてソサイ

新規性・有用性を明確に

エティ副会長（編集担当）を担当した．この間，

世の中で役に立つ論文になるためには，その

様々な論文に出会うチャンスがあっただけでな

論文の位置づけがしっかり記述されていなけれ

く，論文誌運営の大変さを身をもって感じた．そ

ばならない．これまでの研究に比べて何が新し

のときの経験をまとめておく機会がないものか

く，どう役立つのか，これをきちんと論文中で

と思っていたところ，今回フェローとしての執

述べる必要がある．
「概要」
「はじめに」
「おわり

筆機会を頂いたので，少しまとめてみようと思

に」の 3 つの章を読んだだけで，いわゆる新規性

う．なお，本内容はこれから論文を書こうとす

と有用性が分からない論文はよくない．筆者の

る学生の皆さん，論文誌運営に関わろうとする

経験からすると，投稿される論文の何パーセン

人に向けたものである．また，ここでの論文と

トかは，この基本原則に則っておらず査読者を

は，いわゆる論文誌に限らず，研究会やワーク

悩ませることになる．仮に採択となっても，多

ショップ，国際会議などの論文を含む．

くの人には読んでもらえない．つまり，その論

論文は誰のために

文が役に立つ可能性が低くなる．これは悲しい．

なぜ論文を書くのか．いや，書かなければな

多くの人に読んでもらい，そして何らかの役

らないのか．学生の皆さんの場合には，先生か

に立つためには，論文が対象としている研究分

ら言われたからだろうか．博士課程で研究をし

野だけでなく，幅広い分野の人に読んでもらえ

ている皆さんは，学位を取得するためだろうか．

る方がよい．つまり，その専門分野の読者だけ

今一度よく考えてほしい．小さい頃，何かアイ

でなく，周辺分野の読者が読んだとしても十分

デアを思いついて，それを皆に伝えたいと思っ

に理解できるレベルで新規性と有用性を明確に

たことはないだろうか．それは，皆に知っても

説明することが重要となる．ここで注意してほ

らいたいと思ったからだろうか．それとも，多

しいのは，論文を書いている皆さんの専門分野

くの人にそのアイデアを使ってほしい，試して

と 100%合致する査読者を見つけることは（一般

ほしいと思ったからだっただろうか．最初は伝

的には）困難であり，少し離れた分野の査読者

えたい，知ってもらいたいと思ったことも，そ

が査読を行うことである．これは編集委員につ

の次の段階では多くの人に使ってもらいたいと

いても同じである．このため，誰が読んでも新

思ったに違いない．

規性，有用性が明快になるように，過去の論文

全く同じことが論文にも言える．多くの人に

との比較も入れつつ説明することが重要である．

研究の成果を知ってもらい，世の中で「何らか

例えば，ある分野では 1%の性能向上が大きな

の役に立つこと」こそ，論文が持つ重要な意味

成果となり得るとしても，それは査読者には既

だと筆者は思う．毎年 4 月に開催する筆者の研

知でないかもしれない．また，ある分野ではイ

究室のオリエンテーションでは，このことを学

ンプリメントすること自体に大きな新規性や有

10
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用性があるとしても，それは査読者には理解で

である．それよりも，論文 A において「提案の

きないかもしれない．当該分野における自身の

コアとなる部分」について，関連研究を網羅すべ

研究の位置づけを明確にすることが必要不可欠

きである．このとき，多くの論文では分野 X 内

である．

に絞った上で比較可能な研究を挙げている．し

曖昧な表現は避ける

かし，提案のコアとなる部分に関連する研究が，

論文では，曖昧な表現は避けなくてはならな

他分野において存在するのであれば，それを含

い．全てにエビデンスをもって説明すべきであ

めて関連研究として紹介すべきである．

る．例えば，
「評価実験時のパラメータは，○○で

査読報告を受け取ったら

ある．
」と書いただけでは具体的に説明したこと

論文を投稿して，採録，条件付採録，不採録

にはならない．なぜ，○○に設定したのか，その

の査読報告を受け取ったら，じっくり読んでほ

根拠を書くべきである．当該分野の人にとって

しい．これは，第三者が読んだ上でのコメント

は当たり前のことであっても，分野が少しずれ

なので，研究者にとって大変参考になる．
「論文

ると当たり前ではないことが多い．つまり，丁

内で説明したつもりなのに分かってもらえてい

寧に説明しなければ，査読者はもとより読者に

ない」といったこともあるが，これは，その説

も伝わらない．

明が査読者に伝わっていないことを示している．

論文を初めて書く人の中に，論文中で「非常
に有効であった」とか「多くの場合に適用でき

つまり，書き方がよくないのである．執筆者と
しては反省材料になる．

る」といった表現をする方がいる．しかし，
「非常

条件付採録の場合は，各条件に対して一つ一

に」という表現は具体性に欠く表現である．な

つ丁寧に回答しよう．査読者，編集委員へのお

ぜなら，人によって感じ方が異なるからである．

礼も忘れずに．不採録の場合は，理由をしっか

代わりに数値で客観的に表現することが望まれ

り読んで，何が不十分であったのかを理解し，修

る．また，
「多くの場合」という表現も曖昧であ

正した上で再投稿しよう．

る．
「適用できないのはどのような場合なのか」

査読委員・編集委員とは

と聞きたくなる．このように論文では，副詞，形

査読委員，編集委員は大変な仕事である．特

容詞はもとより，曖昧な表現を避け，厳密に誤

に，和文論文誌 D は和文論文誌 4 誌の中で最も

解なく伝わるように，何度も推敲を重ね完成さ

多くの投稿数があり，その負荷は多大なものが

せることが必要となる．

ある．

関連研究とは

負荷は大きいものの，査読は，自分自身の勉

論文では，新規性や有効性を明確にするため

強にもなる．編集委員は編集委員会を通して他

に関連研究の紹介が欠かせない．しかし，関連

分野の多くの研究者とコミュニケーションをと

研究として紹介する論文は，本当に関連研究に

ることができる．異分野融合研究の重要性が増

なっているだろうか．時々，提案手法の新規性

す現在，自身の研究の幅を広げる大きなチャン

や有効性を明確にすることに寄与しない研究を，

スにもなり得るのではないだろうか．査読委員

関連研究として挙げている論文がある．新規性

や編集委員を頼まれたら是非受諾し，ソサイエ

や有効性を主張する「コアとなる手法やアイデ

ティの顔である論文誌をよりよいものにしてほ

ア」と対比できる研究を，網羅的かつ簡潔に示

しい．

すことが望まれる．

参考文献

例えば，ある分野 X で論文 A を書く際に，分
野 X 全体を網羅して関連研究を書く必要はない．
分野 X の動向は，
「はじめに」で紹介すれば十分

[1] 和文論文誌投稿のしおり．
[2] 論文の書き方と査読の方法，https://www.ieice.org/
jpn/ronbun.html
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教育工学研究とは
フェロー 赤倉 貴子
東京理科大学

1. はじめに
筆者が電子情報通信学会に学生員として入会

塾講師や家庭教師のアルバイトを始めたが，そ

してから 35 年以上の年月が過ぎた．ちょうど

の際，教材を工夫することで，子供が目を輝か

Educational Technology (ET) 研究会が「教育技

せ，学習に引き込まれていく様子に大いに感動

術」から「教育工学」と名称を変える直前であ

し，もっともっと良い教材を作ろう，そうだ，電

り，筆者が発表するようになったのは教育工学

子的教育機器を作れば面白いのでは，と考えて，

研究会となってからであった．日本の教育工学研

無線の送受信機を作ったのと全く同様に，基板

究は 50 年以上の歴史があり，本会の ET 研究会

をエッチングして作成し，そこに IC 等の電子部

が設立されたのは 1967 年のことである [1]．筆者

品を配置し，シャーシ加工まで含めて教育機器

が入会した頃は，まだまだ若い研究会ではあっ

として作成して喜んでいた．卒論も「教育機器

たが，学生の筆者にとって委員長などは雲の上

の開発と試用」であった．当時既に PC はあった

の存在で，
「重鎮の先生」という印象しかなかっ

が，非常に高価かつ大したことはできなかった

た．その筆者が 2006〜2007 年度には副委員長，

ので，教育機器の方が手軽に開発できた，そう

2013〜2014 年度には委員長を務めることとなっ

いう時代だった．大学院生となり，修士課程の頃

たのは，誠に感慨深いことであった．そして，昨

にはまだ自作の教育機器にもそれなりの価値が

年（2019 年）にはフェロー称号を頂き，身に余

あったが，博士課程の頃には，PC を使うのが当

る光栄で，これまでに御指導あるいは応援して

たり前になり，それが現在まで続いている．自

下さった方々に心より感謝の意を表すると共に，

分で工作する部分がプログラミングとなっただ

今後も微力ながら ET 研究会に貢献できればと

けで，現在も全く同じような研究を続けている

思っている．

ことになる．
「好きこそ物の上手なれ」という言

2. 物づくりから研究へ
筆者は小さい頃から物づくりが好きであった．

葉があるが，小さい頃から好きであったことを

幼稚園に入る前から，紙工作をしたり，木切れ

の上なく，幸せなことである．
「好きなことを一

で船を作ったりしていたし，小学生の頃（5 年生

所懸命にやろう．ときに苦しくても好きなこと

くらいであったか），自分で作ったラジオ（たっ

であれば，きっと乗り越えられるし，頑張れる．
」

た 2 本のダイオードで構成し，バリコンもない

3. 教育工学研究とは

から選局できないのだが，田舎のことで，最も

大学生になり，今の大学生も多くが経験する

仕事にでき，それを続けていられることは，こ

教育工学研究は，教育に関わる課題に対して，

出力の大きい放送局の放送しか聞こえないから，

工学的に解決をはかる研究であり，
「ヒト」が大

これで十分であった）から放送が聞こえたこと

きく関わる学問分野である [2]．筆者だけではな

は感動的で，それが高じてアマチュア無線の世

く，近年 3 代の ET 委員長がそれぞれ教育工学

界にはまり，特に自分で送受信機を設計し，組み

について執筆しているので，是非 ET 研究会の

立てることに熱中した．実は現在も有効な無線

ホームページを見て頂きたい [2]．

局免許を持っていて，5 年ごとに更新している．
12
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工学という学問はどのようなものか，という

けが必要である．しかも，それは学習者によっ

問いに対する答えとして，次のたとえ話がよく

て異なるから，A の特性を持つ学習者には a の

なされる．
「道に大きな穴があいていて，通れない

方法論で，B の特性を持つ学習者には b の方法

ときの対応方法」である．そのときに，そもそも

論で教育する，のように．そのため，単に新し

なぜ穴があいたのかと考える学問分野もあるが，

い技術を応用するだけでは教育工学研究とはな

とりあえず通れるようにするにはどうすべきか → 穴
をふさぐ or 橋をかける → 材料はどうするか → 正

り得ない．教育・学習に適用できるよう，技術
自体を改良しなければならないことが多い．先

式な工事まで耐用期間がある材料 → 工期は . . .

に述べた VR にしても HMD を年少者にそのま

のような順序で考えて，そのときに取り得る最

技術は利用するのだけれども，年少者にも無理

善の技術を駆使するのが工学という学問分野で

なく使える形での改良をした上でシステム開発

ある，と．そしてまた教育工学もこうした学問

をするのである．

分野の一つである．

4. 教育工学研究におけるデータ解析

ま装着させることはできないから，VR という

教育工学研究にも，もちろん，
「なぜ穴があい

教育工学研究では，学習者の学習時における

たのか」と同様，
「そもそも学ぶとはどういうこ

データ解析も欠かせない．どんなにすばらしい

とか」と考えるような研究もあるし，教育・学

と思って開発したものであっても，学習効果が

習に関する新しい理論やモデルの構築といった

ないとかモチベーションが保てないというよう

研究もある．しかし，多くの研究，少なくとも

なものであれば何の意味もないからである．学

ET 研究会で発表される研究やそれを発展させ

習時の学習履歴，利用時間，閲覧している画面

た論文は，新しい技術を最大限に利用または改

の遷移などと学習効果の比較，更には前述した

良して，いかに教育や学習に貢献するかという

ような学習者の特性などの相互作用等を分析し，

課題に取り組む，教育・学習を支援するシステ

確かにこの技術を応用したこのシステムは効果

ム開発系のものが多い．インターネットが普及

がある，という結果を出して初めて研究成果と

して，e ラーニングはごく自然に生活の中に組

なる．PC を使うようになってから学習履歴（学

み込まれてきた．また最近では VR，AR，MR

習ログ），利用時間，閲覧画面遷移などを容易に

などの技術を利用した学習コンテンツも多数開

取得できるようになった．これもまた新しい技

発されている．VR を使えば，現実の場面では体

術が教育工学研究にもたらした恩恵である．一

験が困難な無重力世界を体験できる，などのよ

昔前とは全く異なる多面的なデータが取得でき

うに，新しい技術の利用が教育・学習支援に恩

るようになったことで，教育工学研究は更に新

恵をもたらすことは疑いがない．しかしながら，

たな局面を迎えている．

前述したように，教育工学は，ヒトと深い関係

以上，筆者が考える教育工学研究について述

を持って成り立つ学問分野であるから，e ラーニ

べさせて頂いた．表現的に正確でない部分もある

ングシステムの開発といってもシステムとヒト

が，教育工学に関心のない方にも読んで頂ければ

との相互作用分析は欠かせない．例えば，学習

と考えているので，御容赦頂ければ幸いである．

者の興味・関心を保てるコンテンツとはどのよ
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【ソサイエティ活動】

2020 年総合大会報告
宇都木 契
日立製作所

COVID-19 の感染防止対策の影響を受け，2020

があった．この学生たちに発表の機会を提供し

年電子情報通信学会総合大会（3 月 17 日〜20 日，

たいということで，急遽「学生ビデオポスター

広島大学東広島キャンパス）は大幅な計画変更

セッション」の開催が決定した．これは学生ポ

を行った．広島大学での現地開催中止と，オン

スターセッション応募者を対象にして，5〜10 分

ライン開催の実施について，概要を報告する．

程度のプレゼンテーションビデオを録画しても

2020 年初頭から懸念されていた COVID-19 対

らい，電子情報通信学会のサイトから会員に向

策として政府から大規模イベント自粛の要請が

け配信公開する取り組みであり，3 月 17 日〜5

あり，それを受け，各種の学会イベントも中止

月 15 日までの期間，37 件のビデオ発表が行わ

やオンライン化の発表が相次いだ．電子情報通

れている．

信学会でも 2 月 25 日の大会委員会において，総

(https://www.ieice.org/taikai/streaming)

合大会に対して以下の内容が公式に決定された．

総合大会セッションのオンライン開催試行

• 広島大学での総合大会現地開催は中止決定．
関連する現地イベントも中止とする．

総合大会のセッションのうち，有志の 9 研専
が，3 月 17〜20 日の会期で，ビデオ会議システ

• ただし，講演論文については，論文を収録し

ムの Zoom を用いてオンラインでのセッションを

た論文集（ダウンロード版）が 3 月 3 日に発行

試験的に実施した．ISS からは COMP, AI, DC,

され，公知される予定であったことから，大

ICSS, SC の 5 研専が本取り組みに参加した．

会での発表は成立したものとし，著者成果と

(https://www.ieice.org/jpn r/event/taikai/2020/

しても 2020 年総合大会論文集として発表扱い

online/index.html)

とする．

今回の緊急対応においては，十分な準備期間

• 講演参加費と聴講参加費については，大会で

が取れたとは言いがたい中，学会事務局を中心

の発表成立，発表資料のダウンロード権の配

にして，可能な限り各種の取り組みが試行され

布にもって代えるものとする．

た．今回の COVID-19 対策の経験を経て，国内

その後，今井大会委員長と白石事務局長の活

外の学会活動でもオンライン開催の普及が進ん

発な働き掛けもあり，学生ポスターセッション

でいくと思われるが，本学会でも，今回の二つ

のオンライン開催と，総合大会セッションのオ

の取り組みから貴重なノウハウを得ることがで

ンライン開催という，二つの臨時イベントが試

きた．

行されることとなった．
学生ビデオポスターセッション試行
特別企画として例年開催されていた ISS 学生
ポスターセッションは，200 件以上の発表予定
があり，高等専門学校からも 30 件以上の応募
14

今回のオンラインイベントの試行開催に際し，
御協力頂いた研専委員の皆様，発表・指導され
た学生や先生方，各委員の皆様，並びに御尽力
頂いた事務局の皆様に心より感謝申し上げたい．
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【ソサイエティ活動】

FIT2020 が札幌で開催
杉本 雅則
北海道大学

皆様既に御存じのとおり，東京オリンピック

計画中です．北海道をフィールドとする実証実

2020 の女子・男子マラソン競技が 8 月に札幌で

験や社会実装の話題提供なども予定しています．

開催されます．しかもレースは周回コースで行

御興味のある方はこの機会に積極的に議論に御

われ，ランナーは我が北海道大学のキャンパス

参加頂きたく存じます．

を三度も走るとのこと．さて，本年の FIT2020

FIT2020 が開催される 9 月の北海道は，観光

はマラソン競技の余韻が冷めない北大キャンパ

に最もお奨めの時期です．札幌駅から徒歩圏内

スにて，以下のとおり開催されます．

の広大で美しい北大キャンパスはもちろんのこ

場所：2020 年 9 月 1 日〜3 日

と，繁華街の大通，すすきのエリアには，
「学ぶ」
，

会場：北海道大学札幌キャンパス（工学部エリア） 「遊ぶ」，
「食べる」ための魅力的なスポットが満
FIT2020 は当初は首都圏開催で計画されてい

載です．会期中や前後の週末に自然豊かな郊外

たのですが，東京オリンピック 2020 終了直後に

にも足を延ばせば，更に北海道を満喫できるこ

予想される支障を避けるため，昨年 3 月に札幌

と請け合いです．

開催と決まりました．ところが，昨年 10 月にマ

最後に余談ですが，FIT2020 会場の工学部エ

ラソン競技が札幌開催へと変更されました．し

リアはオリンピックランナーが疾走する中央道

かも北大キャンパスが競技コースの一部に選定

路沿いにあります．御来学の際は，ランニング

されたため，オリンピック開催による影響を測

シューズを是非御持参下さい！ 朝少し早起き

りかねる事態となり，利用を予定した大学施設

して，初秋の爽やかな風を感じつつトップアス

の許可が一時期得られなくなりました．ようや

リート気分でマラソンコースを駆け抜けてみて

く利用の目途が立ちつつある現在（2020 年 3 月）

はいかがでしょうか．オリンピックマラソンを

は，新型コロナウィルス (COVID-19) が猛威を

体感できるまたとない機会となること間違いな

振るっています．一日も早く収束してくれるこ

し！

とを祈りつつ，現地実行委員会として鋭意準備

数の皆様の御参加を心よりお待ちしております．

FIT2020 のもう一つの楽しみ方です．多

を進めているところです．
前置きが長くなりましたが，FIT2020 では地
元ならではかつホットなトピックを用意して皆
様をお迎え致します．トップカンファレンス報
告など FIT2019 での魅力的な企画を引き継ぎつ
つ，オリンピックと IT の話題や現地実行委員会
企画などで盛り上げます．特に後者では，IT，芸
術，ビジネス融合の市民参加型イベントとして
札幌市を中心に毎年 10 月に実施される NoMaps
(https://no-maps.jp/) と連携したセッションを
15

【コラム】
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【こんなところで研究会】
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【ISS 組織図など】
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令和元年度 情報・システムソサイエティ組織図および運営委員会構成（敬称略）
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編集後記

【編集委員会名薄】

▼著者の皆様，編集委員会の皆様の御支援に感謝致します．皆様の本学会に対する熱意によって

発行が可能となっていることを，主担当の作業の中で改めて実感しました．今後は，この経験を思い出しな
がら拝読させて頂きたいと思います．（主担当 五月女）▼著者の皆様をはじめ，本誌発行に関わった全て
の方々に感謝致します．既に学会に関わっている人だけでなく，これから研究を始めようとしている人にも
読んで頂いて，少しでも研究や学会に興味を持って頂けたら幸いです．（副担当 渡部）
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