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【巻頭言】

までいの力
前田 英作
東京電機大学

深層学習がテクノロジーを席巻し [1]，新型コ
ロナが人類を襲っている時代の転換期に，ISS 誌
が 25 年の時を経て 100 号を迎えた．デジタル化

さ ま よ

の薄皮の中を彷徨っているだけなのかもしれな
い．だから時にはその身を風にまかせ，見知ら
ぬ地に不時着してみることも必要なのだ．東浩

の時代に紙？ しかもこの中途半端なページ数！

紀は，道具としてのネットにはつながっておく

そのわりには大勢の編集委員．だけれど，若手

けれど，人間関係は切断し，新しい検索ワード

中心の編集委員会は何となく楽しそうでもある．

を探す旅にでるべきだと言う [4]．そのとき ISS

10,000 人の手元に 3 か月ごとに届く ISS 誌の存
在価値の中に，情報世界とのこれからの付き合
い方を考えるヒントが何かあるのかもしれない．

誌は弱いつながりを維持するためのよすがとな
るのではないだろうか．
弱いつながりの中にも，消えてなくなるもの

「文明とは一つ部屋に静かに坐っている能力

と，確固たる基盤としての残るものとがある．そ

なのです」5 月に外出自粛が呼び掛けられたと

の肝は何か．最後は，までいの力ではないか．
「ま

き，私の頭をよぎったのは G. Steiner のこの言

でい」とは古語「真手」に由来する東北地方の

葉であった．道具や環境を奪われた中で，身一

方言で，手間ひまを惜しまず，丁寧に，心を込

つの人間として，いかに豊かな日常を過ごすこ

めてなどを意味する. 福島県飯舘村は，東日本

とができるか．研究開発においても同じである．

大震災以前から村の近代化，体質改善に取り組

考える葦としての人間の価値が問われている．

んでいた．そのキーワードがまでいであり，ま

これからが私たちの正念場なのだ．先の言葉は

でいの力によって，無縁社会が有縁社会に，限

パルカルのパンセに依拠するらしいが，1980 年

界集落が元気集落に，何もない里山が資源の山

度の朝日新聞文芸時評を執筆していた井上ひさ

になるのである [5]．自分が真に大事だと考えた

しが，山口昌男の対談集から引用したものであ

仕事は，手間ひま惜します真心を込め，最後の

る [2]．その対談において Steiner は「あまりに

一瞬まで決して手を抜かない．そうした丁寧な

多くの人が，あまりに性急に発言し，互いにく

仕事は必ず人の心に響き，世の中を動かす力と

り返し発言しているコミュニケーションのイン

なるであろう．この ISS 誌が次の 25 年も私たち

フレの時代」に警鐘をならし，
「相互の声を聞く

の心に届くことを期待したい．

ことは多くとも，相手の言わんとすることに耳
を傾けるということがない」と語る [3]．現在の
SNS 文化を批評しているかのようであるが，この

参考文献
[1] T.J. Sejnowski（著），銅谷賢治（監訳），ディープ
ラーニング革命，ニュートンプレス，2019.

対談が行われたのは実は 1974 年のことである．

[2] 井上ひさし，ことばを読む，中央公論社，1982.

「つぶやく」，
「ググる」
，
「勝手な推薦」などに象

[3] 山口昌男（編著），20 世紀の知的冒険̶山口昌男

徴される情報過多の中でのコミュニケーション
は，IT 技術を駆使して賢く振る舞っているよう
に見えるけれど，高次元空間にあるメロンパン

対談集，岩波書店，1980.
[4] 東浩紀，弱いつながり，幻冬舎，2014.
[5] 飯舘村（監修）
，までいの力，SEEDS 出版，2011.
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研究会システム開発者インタビュー

辻岡 哲夫さん
所属：大阪市立大学大学院工学研究科准教授
分野：センサネットワーク，無線通信システム，
組み込みシステム

インタビュー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.naoki@gmail.com），編集：佃芳史春

— 研究会発表申込みシステムの開発経緯を教え
て下さい．
2001 年に通信方式研究会（CS 研究会）の専門

ことが分かり，全ソースをもらって，私があず
かることになりました．バージョン 1 の開発開
始です．実際に手を動かしてみると，変更箇所
が山のように出てきまして．例えば，第 1 著者，

委員になったのが，このシステム開発のきっか

第 2 著者と，著者ごとに入力欄を分ける必要が

けです．当時は，学会発表の申込みを幹事さん

あるとか，あちこちに英語の入力欄が必要だと

が全部メールで受け付けていました．また，グ

か．そうこうするうちに 12 月になり，手伝って

ローバル化が本格化した時期でもあり，日本語

もらっていた学生さんの卒業が間近に迫ってき

だけでなく，英語の発表タイトル・著者名なども

ました．運用開始を 1 年遅らせることはできな

収集する必要がありました．ですが，英語の情

いか，学会に相談したところ，年明け 2004 年 3

報を送って頂けない方も多く，追加で依頼をし

月の全国大会で新システムの説明会をやります．

ないといけないなど，とにかく管理が大変．メー

もう全研究会の幹事さんにアナウンスしました，

ルのやり取りに加えて，開催プログラムなども

と告げられました．電話を切って，学生さんに

手作業で作らなければなりません．幹事さんの

お願いしていた箇所をチェックしたんですけど，

これらの御苦労を見て，お節介で，2002 年に CS

これは作り直した方がよさそう．結局，年末年

研究会用の発表申込フォームを作りました．こ

始と 1 月の勤務後の時間は，ほぼ作り直し作業

れがベースになっています．

にあてました．学会誌の会告の作成に必要な情

CS 研究会と共催するときだけ相手研究会に私

報をベースに，書誌情報である資料番号，ペー

が作った申込フォームを使ってもらうようにし

ジ数，抄録なども新システムで登録できるよう

ていたところ，
「いっそのこと学会全体で使える

にしました．日本語と英語の両方の表示に完全

ものに」とアドバイスを頂きました．早速，学会

対応できるようにもしました．バージョン 2 の

に電話をすると，既に横断システムを開発して

完成です．

いるので，打ち合わせに来て下さいと．話を伺

迎えた 3 月の説明会で，たくさんのフィード

うと，日本語情報だけを集めるフォームだった

バックを頂きました．例えば，事前公開アブスト
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ラクト．事前に公開している研究会もあるので，

【研究会システム開発者インタビュー】

あと，できるだけ幹事さんの手間が減るよう，

ないと困ると．あるいは，開催日の選択欄．
「開

気を配りました．タイトルや著者名の変更，抄

催日未定」や「日数未定」という選択肢も欲し

録の登録も全部，著者が自身の操作でできるよ

い．それから「本当の締切」．発表申込みの本当

うにしました．運用する中で課題も見えてきて，

の締切は幹事さんが自由に設定でき，原稿アッ

タイトルと著者名の書誌情報については，原稿

プロードの本当の締切は 23:59 ではなく，翌日

と一致しているかどうか事務局によるチェック

9:00 までとなっています．人間味あふれる，幹

が入っています．

事さんや事務局の気持ちを汲んだ設定項目です

最近だと，新型コロナウイルス感染症対応．オ

（笑）．そうした，一つ一つの機能を最小公倍数

ンライン開催が増えたので，
「現地開催」
「オンラ

的に盛り込みつつ，運用をスタートさせました．

イン開催」「現地・オンライン混合型開催」「延

フォームに入力項目がたくさんあるのは，要

期対応」
「開催中止（技報発行あり）」
「開催中止

望を全て汲み取ったからです．取捨選択をした

（技報発行なし）」など，いろんなパターンを想

方がいいのでは，という意見もあったんですけ

定してシステムの設定が行えるようにし，あと

ど，
「まだ要望にないけれど，将来的には必要か

から検索しやすいように設計しています．

も」という機能と併せて，漏れなく盛り込みま

細かいところでいうと，オリジナルのミドル

した．予見して前もって実装しないと，後から

ウェア的なものの上にシステムを構築していま

要望が出たときに二度手間になりますから．

す．第三者が開発したミドルウェアを使用して

当時，研究会の中には独自 HP をもっていな

いないので，そのディスコンの心配がないほか，

いところもありまして．なので，研究会を選ぶ

サーバ OS のソフト（PHP など）がバージョン

と，委員長名などが表示されて HP のようなレ

アップして，言語や関数の仕様が変わっても，す

イアウトになるようにしました．2004 年の開始

ぐに直せます．17 年以上も同じソースが使える

当初と比べると，現在のシステムは 2 倍以上に

理由です．

設定項目数が増えています．ユーザからは見え

システム導入前までは，メールや FAX で受け

ない部分で，様々な機能追加をしたためです．

付けた発表申込みを幹事さんが集約し，手作業
で開催プログラムを作成，学会事務局とやり取
りして，会告原稿（開催プログラム）を入稿し
ていました．導入後は，幹事さんが発表順の並
び替えと会場情報を入力したら，会告原稿がポ
ンと完成します．一つ一つ手作業で会告原稿を
テキスト編集していた当時の御苦労を知ってい
る幹事さんに，学会でお会いする機会があるの
ですが，とても感謝して下さいます．
— システムの進化について，教えて下さい．
大きく三つの進化・改変がありました．

システムのトップ画面

一つ目の進化は，電子投稿．
導入前は，原稿の投稿は郵送でした．発表申
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込みをすると，学会から原稿様式や開催プログ

ルアドレスがログイン ID になるよう設計してい

ラムのコピーが速達で送られてきます．切手代

ます．また，柔軟に，様々な閲覧範囲のダウン

だけで年間 100 万円以上かかっていた計算にな

ロード権を生成できるようにしました．過去分

ります．これを 2005 年に電子投稿化．IN 研究

が全部見られる，当年度分だけが見られる，な

会，NS 研究会，A・P 研究会からトライアルで

どです．ダウンロード権自体の販売も予見して

始めていって，2006 年からは通信ソサイエティ

いたので，そのためのデータベーステーブルも

で本格運用開始．2007 年には学会全体に広がり

最初から作っておきました．現在，使用されて

ました．

いますね．

電子投稿にしたことで，PDF データが全研究

三つ目は，研究会の参加費有料化です．

会分，アーカイブされるようになったのは大き

冊子体の技報が発行されていた当時は，技報

いですね．それまでは，オフセット印刷といっ

の年間予約という制度が存在しました．主に図

て，印刷会社に依頼して，紙の原稿をスキャン

書館や企業の研究機関・大学が 1 年分の技報を予

してページ番号などを入れてもらって出版．冊

約し，研究会が開催されるごとに，冊子体の技

子体の技報は貸し倉庫に保管されていて，照会

報が送付されてくる制度です．その売上げで研

にとても手間も時間もかかっていました．

究会が運営されていました．年間予約の価格は 1

電子投稿導入後は，PDF 原稿に直接，ページ

研究会当たり 15,000 円くらいです．それでも積

番号，資料番号を記入して納品してもらい，サー

み重なると結構な金額になります．ただ，受益

バに登録・蓄積しているため，今では，簡単に過

者負担にするべきという意見もあって，通信ソ

去の技報にアクセスできます．通信ソサイエティ

サイエティが主導となって，参加費を徴収する

の技報の電子データは 2006 年から全部揃ってい

研究会がスタートしました．研究会システムも

て，そのほかのソサイエティのデータも 2007 年

これに対応させないといけません．クレジット

から揃っています．

カードの決済代行サービスのサーバと通信する

二つ目の進化は，技報オンラインシステム．

必要があるのですが，これが大変でしたね．セ

2008 年 11 月から運用されています．まず，せ

キュリティがガチガチなので，適当にコーディン

っかく PDF 版の技報が蓄積されているので，こ

グすると，はねられてしまいます．何重にも対

れを公開できないかという相談が通信ソサイエ

策をしてしっかりと設計しました．また，PDF

ティからありました．ゆくゆくは冊子体を廃止

の伝票を自動発行する機能も盛り込みました．

したいと．技報の電子化です．技報電子化ワー

支払い手続きと同時に，裏でサーバの LaTeX の

キンググループが立ち上がって，検討が開始さ

コンパイルを走らせて，PDF 版の領収書や請求

れました．私の理想としては，泥臭い出版前の

書を生成し，人手を介さずに添付メールで送信

投稿用データと，浄化された出版後のデータは，

しています．当初は事務局に手作業で伝票発行

別々のシステムで運用するべきという考えだっ

してもらう案もあったのですが，それは採用し

たのですが，当時，出版後の電子データを扱う

ませんでした．そして，いざ運用を始めてみる

システムが存在しなかったため，分離はせず，今

と，毎年数千枚の伝票が発行されることに．と

の形に落ち着きました．ただ，システムは学会

ても手作業で対応できる枚数ではないことが分

横断的な設計にしたかったので，会員番号でロ

かりましたので，設計に組み込んでおいて，よ

グインするやり方ではなく，楽天のようにメー

かったですね．これらの実装作業は，参加費を
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【研究会システム開発者インタビュー】

徴収する研究会のスタートの間際まで，夜な夜

本稿を読んでいる方は，
「そんな機能あったっ

な続きました．通信ソサイエティ研専運営会議

け」と思われるかもしれませんが（笑），影で実

の方々には御心配をお掛けしてしまった記憶が

装しています（注：信学技報 CS2019-2 などで報

あります．

告）．なぜ公開段階に進められないのかという

柔軟に改変していった結果，Google Analytics

と，計算量が膨大すぎるので，毎晩のバッチ処

によると，現在の利用状況は平日の 1 日当たり

理が大変だからです．負荷の少ない計算方法に

で 3,000 ユーザ，年間では 50 万ユーザ，100 万

ついて，目下，学生たちと研究中です．

セッション，300〜400 万ページビュー数ほどに

お陰様で，研究会発表申込みシステムと技報

なりました．いろいろな方々に支えられて，年

オンラインシステムは，多くのユーザに使われ

間 400 開催以上の書誌情報は 2004 年から，全

るシステムとなりました．技報オンラインシス

研究会の技報の電子データは 2006/2007 年から，

テムについては，1 年間当たり 13,000 人がログイ

蓄積され続けています．電子情報通信学会は日

ンする大規模システムに成長しています．時間

本の学会の中で比較的早期から対応ができてい

を掛けてかなり綿密に初期設計をしたので，シ

る方だと思います．

ステムに関する問い合わせはそれほど多くない
んです．ですが，たまに自分でバグを発見して
ゾッとすることがあります．ソースファイルは
全部合わせて 200 キロライン弱，PHP プログラ
ムだけでも 10 万行を超えていて，印刷するとコ
ピー用紙一箱ぐらいの量です．以前はどこに何
が書いてあるのか覚えていたんですけど，さす
がに 20 年近く経つと，検索に頼る箇所も出てき

研究会システムの開発経緯

— 今後，試してみたいことを教えて下さい．

ました．皆さん，明らかにバグだと思ったもの
は，御遠慮なく積極的に教えて頂ければと思っ
ています．

サーバに全研究会の PDF 版技報が入ってい

システムの引き継ぎは，いつも頭の片隅にあ

るので，それを使って，研究会横断的に関連文

ります．ただ条件があって，システム全体を作り

献や類似文献が見付けられる仕組みを考えまし

直すこと．今のシステムは無駄がかなり多くて，

た．また，閲覧ランキング，検索ランキング，異

エレガントではありません．特に，著者テーブ

分野研究レコメンド，自分の得意分野の文献表

ル，所属機関テーブルがないことが気になって

示など．異分野の概念を使うと，課題が解決し

います．現在は，全てが申込みテーブルに入って

そうとか．例えば，流体力学を応用すると，今

しまっているので著者数に上限があります．別

抱えている通信の問題の解決の糸口が見えると

テーブルにすればこの制限がなくなります．ま

か．そういった異分野の研究がおすすめとして

た，所属機関テーブルがあれば選択で入力でき

表示されます．また，投稿した文献から，自分

ますし，所属略称の統一化が行えます．今は手入

の得意分野が自動的に抽出されて，
「この課題，

力なので，例えば，
「大阪市立大」だったり「阪市

まだ解けていませんよ」とメッセージが表示さ

大」だったり，何でも入力できてしまいます．自

れたり．

動誤記検出メールが送信される仕組みを作って，
7
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統一表記に誘導してはいますが，御多忙のため

域が主体となって見守り支援が行えるシステム

修正をして頂けない方もいて，定期メンテナンス

を開発したりしました．

の担当者が一つ一つ確認をしながら修正してい

ほかには，癒しの研究．スポーツ健康科学の

るのが現状です．あと，著者テーブルがあれば，

先生方と協力して，競技中のスポーツ選手のエ

名寄せも実現できますね．それから，HTML5 化

ネルギー消費量をリアルタイム計測する無線シ

も必要です．表示項目は HTML，フォーマット

ステムを構築したりしました．また，アフター

は CSS と分離をすることで，PC やスマホなど，

トレーニングの場面として，傾斜角センサを使っ

デバイスごとに見やすいレイアウトで表示させ

て呼吸を検出し，副交感神経を高めてリラックス

ることができます．これらの改善を引き受けて

効果を与えられる装置を作ったりもしています．

頂ける方に，いつか引き継ぎたいです．
— 研究について教えて下さい．
生活の役に立つ通信システム装置の研究開発
をしています．

それから，お笑いと音楽．カメラを 30 台ほど
設置して，皆さんに落語を鑑賞してもらい，鑑
賞中の表情を AI に解析させます．今，笑ってい
るのか，それとも怒っているのか．目に見えな
い感情を AI に分析してもらうのですが，これ

例えば，食品工場で使用する，センシング技

がなかなか難しくてですね．ポーカーフェイス

術の開発．家庭用オーブンの場合，オーブンに

は AI でも見破れないようなんです．落語のほか

表示される温度は，食品から離れた位置での温

に，クラッシックなどの音楽を聞いてもらって，

度．そうではなく，焼かれている食品の直近で

同様の測定を行いましたが，やはり感情の検出

の温度が測定できると理想的です．特に，食品

というのは難しいようです．新しい方法を模索

工場のオーブンはベルトコンベア式で，焼かれ

しながら，精度を上げられればと思います．

ている食品は常に移動しています．そこで，耐熱
ケースに通信装置と測定装置を入れて，食品と

— 今に至る経緯を教えて下さい．

一緒にオーブンをくぐりながら，温度・湿度が測

NTT に勤めていた父の影響で，小さい頃から

れる装置を作りました．日本パン技術研究所な

はんだ付けで電子回路を作る機会が多かったと

どにお伺いして，食品焼成の品質に関係する測

思います．中学生になって，Z80 などで自作のワ

定項目を御教授頂いたりしました．今は，高温

ンボードコンピュータ作るように．ハンド・ア

下で重さを量ることに挑戦しています．ひずみ

センブルした 16 進数のコードをテンキーで入力

ゲージ，電子天秤，ばねの振動周期以外の新し

して動かすんですが，これがなかなか効率が悪

いアイデアを生み出したいと思っています．食

くて，何とかしてくれと父に訴えたら PC-8001

品と一緒に焼成しながら直近の加熱環境を無線

を買ってくれました．最初はゲームをやってい

でリアルタイムにセンシングする，というアイ

ましたが，途中からオリジナルゲーム，オリジ

デアはインパクトがあったみたいで，計測自動

ナルコンパイラ，PROM ライタなどの周辺ハー

制御学会で 2 回賞を頂きました．

ドウェアを作るようになりました．

それから，地域コミュニティのための ICT 見

大学は，調布にある電気通信大学に．電子工

守り支援．維持費を安く抑えるために，キャリ

学科だったんですが，途中で，自分は半導体じゃ

アのネットワークではなく，特定小電力無線を

ないなと．当時の電気通信大学はとても柔軟で，

使って独自の無線中継ネットワークを構築．地

自分の学科の単位を取った後，卒研だけは他学
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科に行ってもよかったんです．それで，通信工

ミングができそう，という感覚が身につきまし

学の門をくぐりました．

た．かなり鍛えられましたね．

学業と並行して，いろんなことをやりました

卒業後は，やりたいことに加えて尊敬する父

ね．電子工作キットの設計，一太郎で小学校の

への思いもあって，NTT に入社しました．入社

卒業文集の入力代行，ゲームのプログラミング，

6 年目に，母校（大学院）の大阪市立大学から

各種マニュアル本（種本）の出版など．

お誘いがあり，後輩の指導にもあたりたいとい

思い出深いのは，パソコン通信の BBS 電話帳

う思いから，現職となりました．

です．当時はモデムがホストにあって，そこに電

研究内容は上述のとおりですが，まだ誰もやっ

話をして情報を書き込みます．今で言う，2ch 掲

ていない研究領域を開拓したい，という思いを

示板のようなものですね．利用者は電話をかけ

持ち続けています．例えば，価値の変遷．これ

ないと掲示板に投稿できません．そこで，稼働

まではモノに価値がありました．が，だんだん

している BBS の電話番号のリスト，すなわち電

モノの価値が減って，今は情報に価値がありま

話帳が必要になります．出版後，電話番号が一

す．その情報も賞味期限が短くなってきていま

覧化された BBS 電話帳は重宝されました．NEC

すよね．それでは，情報の次にくる価値とは何

の PC-VAN，富士通の NIFTY-Serve などの大手

か．絆なのか，スキルなのか．次の価値を見付

BBS に加えて個人が運営する草の根 BBS もカ

けるべく，学会などでも質疑応答や懇親会の場

バーしました．初版と第 2 版まで担当しました．

で，オープンに質問・議論をしています．

それから，市販ゲームのプログラミング．先
輩が立ち上げた有限会社（今で言うベンチャー

— 最後に趣味をお聞かせ下さい．

企業）で，ウルティマ 1・2 日本語版のメインプ

自分で言うのもなんですが，多趣味です．

ログラマを担当しました．いわゆるタコ部屋で

音楽だと，秋元康さんの歌詞．乃木坂 46 の

ずっと作業をしていて，私が寝ないように見張

「さよならの意味」，AKB48G の「未来とは」や

りのアルバイトがいた記憶もあります．結構な

「高嶺の林檎」．ジャズも好きで，600 枚くらい

量のソースコードを 1 人で書きました．しかし，

CD を持っていて，ブルーノートはほぼ全部揃っ

この経験のおかげで，大規模なプログラミング

ています．それから，ラックスマンというメー

に対するハードルがなくなり，何でもプログラ

カの一番よいセパレートアンプやオンキヨーの
Scepter というスピーカも持っています．
万年筆を集めるのも大好きです．東京の大井
町に「フルハルター」という，モンブランを退職
された方の工房があるのですが，学位を取った
ときに自分への御褒美を買いに足を運びました．
わざわざ大阪から万年筆を買いに伺ったんです
が，面談しないと，売って下さらない．ちょっと
書いてみて，と．職人さんの目の前で，普段書
いているように万年筆で文字や数式を書く．は

ウルティマ 1，2 の開発データと，当時のメンバーの

い，分かりました，と．それで B（太字）のペン

集合写真

先から M（中字）のペン先の万年筆を削り出し
9
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てくれます．なんだか試験を受けているようで
した（笑）．いろんな万年筆を持っていますが，
お勧めはドイツメーカ，ペリカンの 800 番です
ね．自宅用と職場用にそれぞれ 2 本ずつ，手元
に置いています．
カメラも昔から好きで写真歴は 30 年以上．単
焦点レンズの画角等差での使い方について Web
に記事を書くなど，生涯の趣味として続けていま
す．フィルム時代から使っているカメラは Nikon
で，レンズは単焦点にこだわって 20〜300 mm ま
でを揃えています．やはりナノクリスタルコー
トのレンズはすばらしいです．
今一番力を入れて取り組んでいる趣味は釣り
です．2 週間に一度，年間で 30 回程度，真鯛の遊
漁船に乗っています．和歌山市加太というとこ
ろなんですが，天然物の真鯛は平均して 40 cm，
大きいもので 50 cm 以上，2 kg を超えるんです
けど，スーパーで売っている養殖真鯛のサイズ
が 35 cm ほどですから，普通の人はびっくりし
ますね．だいたい平均すると，1 回当たり 2〜3
匹ほど釣れるんですが，多く釣れたときは魚を
捌ける方々にプレゼントしています．

大漁の釣果と一緒に写る辻岡さん（写真提供：畑中丸）
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【おめでとう論文賞】

Gated recurrent unit の局所安定化による
勾配爆発の抑制

金井 関利

藤原 靖宏

日本電信電話

日本電信電話

岩村 相哲

足立 修一

北海道大学

慶應義塾大学

このたびは，私どもの論文 [1] に対して電子情

発を防ぐ学習方法を提案しています．まず，状

報通信学会論文賞という栄誉ある賞を頂き大変

態の安定性が変化する点を導出し，この変化が

光栄に存じます．本研究を進めるにあたり，御

生じないように重み行列の特異値を制約した学

指導，御支援頂いた皆様，そして本論文の査読

習方法を提案します．次に，特異値分解を使っ

を御担当頂いた先生方にこの場をお借りして改

た最適化方法を提案し，更に高速に学習を行う

めて厚く御礼申し上げます．

ための計算量の低減を行います．提案法では既

本論文では，自然言語処理などの時系列デー

存技術と比べて試行錯誤を少なく学習すること

タの処理に用いられる recurrent neural network

ができるため，RNN の学習方法について詳しく

(RNN) について，その学習の難しさの問題に取

ないユーザにおいても，簡単に RNN を用いる

り組みました．RNN は，時間方向に接続を持っ

ことができるようになることが期待できます．

たニューラルネットワークであり，現在の状態

本研究は，制御工学分野の動的システムやシ

の計算が 1 時刻前の状態に依存していることで，

ステム同定に関する技術と機械学習の深層学習

時系列データの過去の情報への依存関係を表現

技術とを融合した研究といえます．このような

することができます．しかし，この時間方向の

新たな視点や他分野の知識を持ち込むことで，

接続によって，学習に使用する勾配が消失して

国際的に競争が激しい深層学習の分野において

依存関係を学習できなくなったり，勾配が爆発

も独創的で有用な研究が可能で，更なる深層学

的に大きな値となって学習を破綻させてしまう

習の発展につながると考えております．今回の

ことが知られています．勾配が消失する問題は，

受賞を励みに，今後も社会に貢献すべく，より

モデル構造によって解決できますが，勾配が爆

一層努力を重ね，研究に邁進したいと存じてお

発的に大きくなる問題については，試行錯誤が

ります．

必要なヒューリスティックな方法が主に用いら

参考文献

れています．

[1] 金井関利，藤原靖宏，岩村相哲，足立修一，“Gated

本論文は，勾配の消失を解決するモデル構造
の一つである gated recurrent unit (GRU) につ

recurrent unit の局所安定化による勾配爆発の抑
制，
” 信学論 (D)，vol.J102-D, no.8, pp.530–541,
Aug. 2019.

いて，その状態の振る舞いを解析し，勾配の爆
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【おめでとう論文賞】

物体認識のための畳み込み
ニューラルネットワークの研究動向
内田 祐介

山下 隆義

Mobility Technologies

中部大学

このたびは，私どもの論文 [1] に対し，電子情

ングであり，結果的には，本論文で紹介できな

報通信学会論文賞という栄誉ある賞を頂き，大

かった重要なモデルとしては EﬃcientNet くらい

変光栄に存じます．本論文の執筆にあたり議論

かと思います．このモデルも本論文で紹介して

を頂いた方々，貴重なコメントを頂いた査読者

いる MobileNet の進化形であり，要素技術に関

の皆様，そして本研究の価値を高く評価して下

しては本論文で集約されており，本分野のサー

さった情報・システムソサイエティの皆様に，こ

ベイとして引き続き参考にして頂けるのではな

の場をお借りして御礼を申し上げます．

いかと思っております．

2012 年の画像認識コンペティション ILSVRC

また，本論文において高く評価して頂いた点

における AlexNet の登場以降，画像認識におい

として，代表的なモデルに対して，複数のデー

ては畳み込みニューラルネットワーク (CNN) を

タセットにおける学習の再現を行った結果を考

用いることがデファクトスタンダードとなりま

察している点が挙げられます．これまでに提案

した．ILSVRC では毎年のように新たな CNN モ

されている優れたモデルは同じデータセットで

デルが提案され，認識精度の改善がなされてき

評価しつつも学習時のパラメータや学習環境の

ました．これらの CNN モデルは画像分類だけ

違いから同一条件での比較が十分になされてい

ではなく，セグメンテーションや物体検出など

ませんでした．もちろん，最高精度を比較する

様々なタスクを解くためのベースネットワーク

上では原著に掲載されている精度の信頼性は十

としても広く利用されてきています．本論文で

分に高いです．しかしながら，学習時のデータ

は，AlexNet 以降の代表的な CNN の変遷を振り

拡張方法を同じにした場合や学習エポック数を

返ると共に，近年提案されている様々な CNN の

統一した場合など，利用する立場として知りた

改良手法についてサーベイを行い，それらを幾

いことが多々ありました．これは著者らだけで

つかのアプローチに分類し，解説しました．更

なく，多くの読者にとって共通していることだ

に，代表的なモデルについて複数のデータセット

と考えております．本論文で行った統一した条

を用いて学習及び網羅的な精度評価を行い，各

件下での認識精度の比較が読者の今後の研究開

モデルの精度及び学習時間の傾向について議論

発の一つの指針になれば幸いです．

を行いました．

参考文献

本論文は，パターン認識・メディア理解研究

[1] 内田祐介，山下隆義，“物体認識のための畳み込

会の技報 [2] として発表を行ったものに追記を行

みニューラルネットワークの研究動向，
” 信学論

い，まとめたものとなります．進展の速い領域

(D)，vol.J102-D, no.3, pp.203–225, March 2019.
[2] 内田祐介，山下隆義，“畳み込みニューラルネット

のため内容の陳腐化を心配していましたが，ちょ

ワークの研究動向，
” 信学技報，PRMU2017-105,

うどモデル構造としてはかなり成熟したタイミ

2017.
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【おめでとう論文賞】

3 次元点群を用いた車両の自己位置推定のた
めの圧縮地図表現
松﨑 康平

柳原 広昌

KDDI 総合研究所

KDDI 総合研究所

このたびは，私どもの論文 [1] に対して電子情

ては，高速に処理するために，地図データとセ

報通信学会論文賞という栄誉ある賞を授与頂き，

ンサデータを表す二値ベクトル集合間の類似度

大変光栄に存じます．本論文の執筆にあたり御

最大化問題に帰着させました．すなわち，地図

指導，御支援を頂いた多くの方々にこの場をお

データと，様々な位置と姿勢の変換を施したセン

借りして御礼申し上げます．また，本論文を評

サデータの間で当該類似度が最大となる変換パ

価して頂いた選定委員会の方々をはじめ，学会

ラメータを求めました．提案した手法を用いる

関係者の皆様にも深く感謝致します．

ことにより，従来の手法と比べて自己位置推定

本論文は，高速かつ高精度な自己位置推定を

の精度をほとんど低下させずに地図データ量を

実現しつつ環境地図を小容量化する新しい手法

1/100 以下に低減することができました．更に，

とその有効性を論じたものです．自己位置推定

処理時間がセンサの計測間隔より小さく，リア

は，車両の自動走行や運転支援を実現するための

ルタイムな処理が可能であることを示しました．

基礎的な要件の一つです．代表的な手法は GPS

近年のコネクテッドカーに対する期待の高ま

を用いるものですが，より高精度な推定を実現

りに伴い，環境地図と自己位置推定の分野はま

するために，環境地図と呼ばれるデータベース

すます発展していくものと予想されます．本論

と現在位置で計測したセンサデータのマッチン

文が当該分野の発展に微力ながらも貢献できれ

グによるアプローチが注目されています．環境

ば幸いです．筆頭著者は本論文の採録をきっか

地図には様々な表現形式がありますが，本論文

けに，大規模な環境地図の小容量化に関して更

では 3 次元点群として表現される環境地図を想

なる研究に取り組んでおります．当該研究に関

定しています．この地図は生成が容易であると

する成果は論文 [2] で報告しておりますので，御

いう利点を持つ一方で，大規模な環境を表す際

興味を持たれましたら御一読下さい．今後も，こ

にはデータ量が膨大になるという課題がありま

のたびの受賞に恥じぬよう，より一層研究に邁

す．この課題に対処するために，車両の自己位

進していく所存です．

置推定に必要な精度と効率性を実現しつつ，地

参考文献

図のデータ量を低減することを目指しました．

[1] 松﨑康平，柳原広昌，“3 次元点群を用いた車両の

本論文では，コンパクトな形式で表現される
環境地図の生成手法と，その表現形式に適した

自己位置推定のための圧縮地図表現，
” 信学論 (D)，
vol.J101-D, no.11, pp.1471–1481, Nov. 2018.
[2] 松﨑康平，田坂和之，川西康友，村瀬洋，“3D NDT

自己位置推定手法を提案しました．地図生成に

法による自己位置推定のための環境地図の圧縮，
”

おいては，3 次元点群を小領域単位で二値ベクト

信学論 (D)，vol.J103-D, no.6, pp.529–541, June

ルの集合に変換し，各ベクトルをベクトル量子

2020.

化によって圧縮しました．自己位置推定におい
13

【ソサイエティ活動】

情報・システムソサイエティ誌 第 25 巻第 3 号（通巻 100 号）

FIT2020 開催速報
寺尾 真
NEC
1. はじめに

3. 船井業績賞受賞記念講演

第 19 回情報科学技術フォーラム (FIT2020) が，

船井業績賞は情報技術分野に関する学術また

2020 年 9 月 1 日（火）〜3 日（木）に開催された．

は関連事業に対し特別の功労がある方に贈られ

当初は北海道大学札幌キャンパスでの開催が予

る賞である．今年はコンピュータグラフィックス

定されていたが，新型コロナウイルス感染症の

(CG) の分野で様々な先駆的研究をされてきた，

拡大の影響を考慮し，完全オンラインで開催さ

広島修道大学教授（東京大学名誉教授）で，プ

れた．開催内容及びイベントについて，筆者の

ロメテック CG リサーチ所長の西田友是氏に贈

感想を添えて報告する．

られた．大会 2 日目に「半世紀を経ていつでも

2. 参加者数・査読状況

どこでも CG 時代に」と題した記念講演がウェ

FIT2020 の参加者数は 2,243 名（速報値，若

ビナーにより行われた（図 1）．

干の差異を含む可能性あり）であった．昨年度

本講演では，CG 研究を支えたパイオニアた

の 1,336 名（岡山大学）と比較して，参加者は

ち及び西田氏御自身の研究内容について分かり

大幅に増加した．オンライン開催により参加し

やすく語られた．CG 研究の始まりは，1963 年

やすくなったこと，聴講参加費が昨年の半額に

に MIT のアイバン・サザーランドにより発明さ

設定されたこと等が影響したと考えられる．

れた，様々な図形を描画できるスケッチパッド

FIT2017 より査読付き論文が廃止され，選奨

である．その後，サザーランドはユタ大学に移

論文制度が導入された．選奨論文の中から最も

り，数多くの CG 技術がユタ大学を拠点として

優秀な論文 3 件が船井ベストペーパー賞に，優

開発された．また，サザーランドはパーソナル

秀な論文 7 件程度が FIT 論文賞に選定される．

コンピュータの父と呼ばれるアラン・ケイ，ピ

また，一般発表も含めた全ての発表のうち一定

クサー・アニメーション・スタジオの設立者で

の年齢制限，会員資格を満たすものから FIT ヤ

あるエドウィン・キャットマル，アドビシステム

ングリサーチャー賞が選定される [1]（執筆時現

ズの設立者であるジョン・ワーノックらを指導

在，受賞論文については選定中）．申し込み件数
は，選奨論文が 48 件，一般発表が 335 件，合わ
せて 383 件であり，昨年度の 529 件と比べ減少
した．また，一般発表を対象に座長の裁量で優
秀な発表 1 件をその場で選定する FIT 奨励賞が
実施され，57 名が受賞された．受賞者の方々に
はお慶び申し上げると共に，多忙の中，論文査
読に御協力を頂いた方々に深く感謝する．
図 1. 西田友是氏の記念講演
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し，彼らに大きな影響を与えた．サザーランド

多層ニューラルネットワーク学習のための確率

自身は情報理論の父と呼ばれるクロード・シャ

的勾配降下法の考案者である．講演では，深層

ノンの指導を受けており，これらの例を通じて

学習のようなパラメータ数が非常に大きい回路

「本物は本物の環境下で育つ」「良い組織・先生

では学習の初期パラメータをランダムに決めて

に属することの重要性」が語られた．
西田氏は日本の CG 研究を黎明期から支えて
きた第一人者であるが，研究初期は CG が研究
として認められず，
「絵を描いて遊ぶのが研究か」

もその近傍に必ず最適解がある，という近年明
らかになった性質を直感的に理解するための幾
何学的な説明がなされた．
また，昨年度に引き続き，各研究分野におけ

「計算機で絵を描くな」と批判されていたとい

るトップレベルの国際会議や学術雑誌に最近数

う．そのような状況でも研究を続け，ラジオシ

年以内に採録された論文の著者にその内容を紹

ティ法（世界初の物体間の光の相互反射を考慮

介して頂くトップコンファレンスセッションが

した輝度計算法），ベジェクリッピング法（曲面

開催された．3 日間の会期を通して 8 セッショ

と光線の交点の高速計算法）など数多くの技術

ン 42 件の発表があった．筆者が聴講したコン

を開発してきた．更に，様々な光源のモデル化

ピュータビジョンのセッションでは，単眼写真

や自然物表示など研究成果は多岐にわたる．宇

のぼけの色付きを解析することで被写体までの

宙から地球がどのように見えるかをシミュレー

距離を計測する手法（東芝 柏木氏），未知物体

ションした際には，宇宙飛行士の毛利衛氏から

を学習済みの既知物体から分離できるオープン

提供された写真と結果を比較してようやく論文

セット認識手法（ヤフー 吉橋氏），認識結果の

が受理されたとのエピソードが紹介された．

判断理由を可視化する視覚的説明を認識精度向

今日では，ニュース・ゲーム・教育・災害予測等あ

上にも活用する手法（NEC 福井氏），大域特徴

らゆる分野で日常的に CG が活用されており，
「批

と局所特徴とで適合の強さを変えることで物体

判のある研究こそ，未来のある研究」との言葉

検出のドメイン適応精度を向上する手法（東大

が強く印象に残った．西田氏の CG 研究に対する

原田先生），動画中の自然物理現象由来の微細な

強い熱意が伝わってくる講演に感謝申し上げる．

動きのみを強調して可視化する手法（NTT 武

4. イベント企画

田氏）の 5 件が発表された．

大会中は一般講演の他，22 件のイベントが開
催された．特別講演として「深層学習の源流を

5. おわりに
次回の FIT2021 は，2021 年 8 月 25 日（水）

探り，未来を拓く」という題目で，福島邦彦先生

〜27 日（金）に東北学院大学多賀城キャンパス

（ファジィシステム研究所）
，甘利俊一先生（東京

での開催が予定されている．詳細はホームペー

大学名誉教授）に講演頂いた．福島先生は，多

ジ [2] で随時公開されるので確認して頂きたい．

層ニューラルネットワークの一種であるネオコ

FIT は情報科学技術の幅広い分野の最新動向を

グニトロンの提唱者であり，その着想と仕組み

ワンストップで把握できる貴重な機会となって

について語られた．深層学習を用いた画像認識

いる．来年も是非多くの方々に御参加頂きたい．

で広く用いられている畳み込みニューラルネッ

参考文献

トワークを 40 年も前に着想していたことに驚嘆

[1] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2020/award.

すると共に，現在の研究にも生かすことができ
る示唆に富んだ講演内容であった．甘利先生は，

html
[2] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2021/
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xSIG 2020 開催報告
井上 拓

滝沢 寛之

IBM 東京基礎研究所

東北大学

xSIG (cross-disciplinary workshop on comput-

の中での開催という形に変わったが，設立時か

ing Systems, Infrastructures, and programminG)

らの理念は変えず，このゴールを実現するため

は，JSPP, SACSIS, ACSI という過去に開催され

に xSIG 2020 でも過去の開催に引き続き，査読

てきた「査読のある国内会議」の伝統を受け継

は行うが予稿集を発行しない形式を取った．こ

ぎ，2017 年より開催されている国内会議である．

れにより，査読や会議での議論からのフィード

情報処理学会システム・アーキテクチャ研究会

バックをもとにより進展させた研究を国際会議

(ARC)，ハイパフォーマンスコンピューティン

や論文誌といった「次のステップ」へ進めるこ

グ研究会 (HPC)，システムソフトウェアとオペ

とを妨げないことを意図している．また，若手

レーティング・システム研究会 (OS)，プログラミ

奨励のために，主に学生を対象とする多様な賞

ング研究会 (PRO) の主催，IEEE Computer So-

を用意すると共に，ヤング PC という制度によ

ciety Tokyo/Japan Joint Chapter の共催で，こ

り，論文査読や採択会議などの経験の場を，学

れに電子情報通信学会コンピュータシステム研

生も含めた若手研究者に提供しており，好評を

究専門委員会 (CPSY)，データ工学研究専門委

頂いている．

員会 (DE)，リコンフィギャラブルシステム研究

xSIG 2020 では，査読の結果，投稿された 20

専門委員会 (RECONF) が協賛している．昨年ま

本の論文のうち 13 本を一般論文として採択し

では 4 月若しくは 5 月に xSIG 単独で開催して

た．SWoPP 内での開催に伴い，単独開催だっ

きたが，4 回目となる xSIG 2020 はより多くの

た昨年までと比較して，採択件数は減少したが

参加者が集まりやすいよう，コンピュータシス

採択率としてはほぼ同程度となった．会議当日

テムに関する研究会が夏に合同で開催している

は，Zoom によるオンライン発表及び質疑に加

SWoPP（並列/分散/協調処理に関するサマー・

え，Slack を用いて，セッション終了後にも各発

ワークショップ）の中での開催をした．当初の

表について活発な質疑が行われた．

予定では福井市での開催であったが，新型コロ

xSIG では，投稿者，運営者，査読者として経

ナウイルス感染症の影響により SWoPP 全体と

験をまずは国内会議で積むことと，その後のス

してオンラインでの開催となり，xSIG は全 3 日

テップとの両立のために，現在の予稿集を発行

開催の SWoPP の初日 7 月 29 日に開催した．

しないという形式を踏襲してきた．反面，論文と

xSIG は主催・協賛する研究会 (Special Inter-

いう形での業績とならないため，業績を求める

est Group) 全ての分野にまたがる (= cross-SIG)

場合には積極的に投稿しづらくなっている．そ

幅広い分野を対象としたワークショップであり，

こでより投稿・参加が集まりやすくなるように

コンピュータシステムに関する発表・議論・交

SWoPP の中での開催に挑戦するなど，よりコ

流の場を提供すると共に，国際標準的なピアレ

ミュニティへの貢献を高めるための試行錯誤を

ビューを行うことで若手研究者を育成すること

続けている．読者の皆様からも，是非御意見を

を目的として立ち上げられた．今年から SWoPP

お寄せ頂ければ幸いである．
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コミュニケーション支援研究の楽しさ
フェロー 長嶋 祐二
工学院大学

1. はじめに

1 例目は，聴覚と視覚との両方に障害がある

このたび，本学会より「コミュニケーション

盲ろう者の指点字によるコミュニケーション機

障害領域における学際的研究及び支援技術開発」

器の研究をしていたときです．開発していた指

のタイトルでフェローの称号を頂きました．御

点字機器は，指点字を打点する指に 3 軸の加速

推薦頂いた方々，長年御指導頂いた方々，そし

度センサと振動モータにより，双方向通信を可

て，研究で御協力・御支援頂いた方々へ感謝致

能とするように設計していました．指点字をコ

します．

ミュニケーション手段とする盲ろう者やその通

元々ヒトに興味があり，様々なしがらみから解

訳者の数は，非常に少ないのが現状です．第一段

放されて福祉の分野で研究を始めてちょうど 30

階として，研究室の学生を擬似盲ろう者として，

年がたちました．特に，聴覚に障害のある人々

試作実験を繰り返して，様々な閾値を設定しま

へのコミュニケーション方法に興味があり，手

した．シミュレーションによる評価が終わった

話を中心に研究を行ってきています．

段階で，初めて盲ろう者と通訳者に協力をお願

2. コミュニケーションとは

いしました．今となっては当然なのですが，予

人と人とのコミュニケーションはどのように

想どおりには動作はしなかったのです．この原

行われているのでしょうか？ 情報を発信したい

因は，指点字なので点字が打てて，点字を打っ

人は，伝えたい内容を様々な感覚刺激に変換し

たことが分かれば十分であるという思い込みが

て対話相手に送ります．音声によるコミュニケー

あったからです．しかし，指点字は盲ろう者に

ションでは，発話における抑揚に加えて，指さ

とって重要なコミュニケーション手段です．そ

し，視線などのノンバーバルな要素との多様な

の後の分析により，指点字には音声と同様なプ

モダリティとの統合がなされ成り立っています．

ロソディ情報を打点の速さ・強さ・打点間の時間

では，聴覚や視覚などの情報を受容する感覚

長により表出していることが分かりました．そ

器官のどこかに障害があると，コミュニケーショ

して，完成したシステムは通訳者 A さんを想定

ンにどのような不自由さや困難さが伴うのか疑

した通訳が可能となりました．

問が出てきます．
3. 当事者参加の重要性と仲間作り

2 例目は，もう二十数年前に産官学の共同研
究で手話相互翻訳システムを研究していたとき

コミュニケーション支援研究では，障害のあ

です．企業の研究所と共に，手話の母語者を集

る当事者，通訳者などの協力が重要と考えます．

めて，手話アニメーションが通訳に使うことが

そして，学際分野での議論の場作りも重要です．

できるか，対話ではどのような単語が表出され

ここでは，このことを実感した三つの事例を紹

るか，という実験を行いました．実験の参加者

介します．

には，
「リアルタイムで手話を認識しながら CG
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のキャラクタが手話で応対します．開発中なの

当事者とその支援者までの幅の広い参加を得て

で，認識できなかったり，間違ったりすること

行われました．

もあります．
」と説明して，対話の課題を遂行し

情報福祉の基礎では，バリアフリーな情報通

て頂きました．当然，当時の技術では，リアル

信機器のユーザインタフェース実現に不可欠な，

タイムで認識・翻訳・生成はできないので，サ

障害者や高齢者の認知特性や感覚特性，身体特

イバーグローブで手の形を，ポヒマスで 3 次元

性，行動特性などを解明するための基礎的研究

位置を計測しながら，別室のスタッフの手話を

を中心に，体系的・総合的に実施することを目

CG として描画していました．この実験で興味

的として行われました．取り組んだ研究分野課

深い現象が確認されました．スタッフが手話母

題は，聴覚障害，視覚障害，肢体不自由障害，そ

語話者のとき，発話速度を遅くしても被験者と

して，加齢です．これら 4 課題を 17 班で代表者

の対話は破綻しませんでした．しかし，音声母

と分担者だけでも総勢 46 名でした．

語話者の手話通訳者のとき，発話速度を遅くし

情報福祉の基礎は，日本の障害研究領域に大

ていくと，対話が破綻する場合も出てきました．

きな功績を残したといえます．この研究から提

この原因は，被験者の手話母語話者が手話単語

供する支援機器では，利用者の精神的負担を軽

から次の単語へのわたり（遷移動作）を単語と

減することの重要性を学ぶことができました．

誤認識するためでした．この実験から，手話に

4. あとがき

は独特なリズムが存在することが示唆されまし

一般の支援機の研究や開発がうまくゆかない

た．概念としては分かっていた，
「手話は単なる

状況について考えてみましょう．これらの機器

手指の運動だけではない」ことを痛感させられ

の研究や開発を行う人は，健康な人であったり，

ました．これを受け，自然対話言語としての手

当事者が周りにいない人であったりします．ユー

話の認知・理解へと研究の幅が広がってゆきま

ザ側のニーズと開発者側がもっている技術的な

した．しかし，いまだに文法などの詳細な構造

シーズとが，うまくかみ合っていない場合もあ

は解明されていません．

ります．更に，研究・開発では，提供側のシーズ

手話を母語とするろう者同士のコミュニケー

が先行してしまい正確なユーザ像を見ない場合

ションは，音声によるコミュニケーションと同

もあります．障害に対する知識や認識不足から

様に，実に豊かな表現力をった視覚系の自然対

正確なユーザ像が見えないため，研究・開発者

話言語であることは分かっています．

は，巷にあふれる情報により思い込みから障害

3 例目が，学際的な研究の勧めです．学際分

を表面で捕らえ，場当たり的な機器開発となっ

野での研究は，異なった視点からのものの見方

てしまう場合もあります．機器の研究・開発を

を学べると共に，議論ができてとても楽しいも

目指す人は，ユーザの利用特性を理解しユーザ

のです．大規模に行われ有意義な経験のできた

の立場に立った支援技術の獲得を目指すことが

研究に，2003 年から 3 年間で行われた文部科学

重要です．これらは，当事者や支援者との共同

省科学研究費の特定領域研究「障害者・高齢者

作業を通して，学びそして感じたことです．

のコミュニケーション機能に関する基礎的研究

最後に，若い研究者には，様々な分野から支

（略称：情報福祉の基礎）」があります．市川熹

援研究に参加して頂き，広範な能力の人々のコ

先生の下，工学，認知心理学，医学，言語学な

ミュニケーションギャップを軽減し，QOL の向

どの様々な分野の研究者，技術者，障害のある

上に貢献されることを期待しています．
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【フェローからのメッセージ】

5D WORLD MAP SYSTEM
—グローバル環境知識共有・検索・分析・
可視化システムの実現—
清木 康
慶應義塾大学
1. はじめに

5 次元世界地図システム [1], [2] を構築し，この

我々人類は，地球上において最も進化した存

システム上において，東南アジア地域の海洋環

在として，地球規模での自然及び社会環境の永

境，森林環境を対象とし，サンゴ礁，森林火災

続的維持，改善を実現しなければならない状況

エリアの環境，状況変化に関する環境情報を共

に直面している．その永続的環境維持・改善の

有している（図 1，2）．

ために不可欠なものは，個々の人間やコミュニ

5D World Map System は，3 次元の地理的空

ティによる環境への意識と知識に加えて，環境

間軸，1 次元の時間軸及び多次元の意味空間軸上

維持・改善のためのグローバル環境知識共有・検

に写像される自然環境，社会環境事象を 5 次元

索・分析可視化システム・アーキテクチャの実

空間（3 次元地理的空間軸，1 次元時間軸，1 次元

現である．

に縮退した意味空間軸）を世界地図上に写像し，

2. メタレベルシステム・アーキテクチャ：グロー

自然環境，社会環境の事象の状況及び変化を検

バル環境知識共有・検索・分析可視化システム

索，共有，分析するシステムであり，現在，国際

地球規模に影響を与える自然環境変化，社会

連合アジア太平洋経済社会委員会 (UN-ESCAP)

的環境変化，急速な技術革新の中において，地

と慶應義塾大学 KEIO MDBL との連携により，

球規模での自然及び社会環境の永続的維持，改

UN-ESCAP が主導する Knowledge Hub: SDGs

善，健全な発展のための環境知識共有を実現す

HELPDESK (http://sdghelpdesk.unescap.org/)

る “グローバル環境知識共有・検索・分析・可視

の活用，及び，共同研究を進めている．

化システム” の実現が期待されている．

UN-ESCAP においては，既に，5D World Map

データベース，知識ベースシステム研究の主

System が，SDG 11，SDG14 分野における海洋

要な対象の一つは，グローバルにつながれた多

環境センシング，環境分析，環境可視化を行う

様な情報源，知識源を連結し，それらを対象と

システムとして東南アジア地域を中心に世界的

した共有，検索，統合，分析，配信による情報，

に活用されている．

知識の “連結による価値生成” を行う “グローバ

(https://sdghelpdesk.unescap.org/toolboxes?fiel

ル知識共有システム” の実現であり，そのシス

d sdgs target id=All&title=&page=7)

テム・モデルとして，メタレベルシステム・アー

(UN-ESCAP “Closing the Loop Project: Scaling

キテクチャの構築を行ってきた [1]〜[3]．

up Innovation to Tackle Marine Plastic Pollution

グローバル環境情報分野を対象としたメタレ

in ASEAN Cities, 2020” : https://www.unescap.

ベルシステム・アーキテクチャとして，グロー

org/projects/closing-the-loop)

バル・環境情報・知識共有・分析データベースシ

3. おわりに

ステム 5D (5-Dimensional) World Map System:

5D World Map System は，異種環境情報源の
19
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図 1. “5D World Map System（5 次元世界地図システム）” メタレベルシス
テム・アーキテクチャ

図 2. 5D World Map System: 物理空間と意味空間の多次元連結によるグロー
バル・メタレベルシステム

時空間，意味的な統合，及び，異種メディアの

性を拡大する．現在，時空間や意味を計算する

間の境界を超えて，環境に関する分野が有する

記憶系の実現に向けて，重要かつ本質的な機能

環境情報，知識の統合/集約と共有の実現の可能

群を更に強化し，“グローバル環境知識共有・検

20
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【フェローからのメッセージ】

図 3. 5D World Map System による海洋サンゴ礁・環境知識共有・検索・分
析・可視化，多次元連結（文献 [1], [2]）

索・分析・可視化システム” としての体系化を目

pp.285–305, IOS Press, 2020.
[3] Y. Kiyoki, T. Kitagawa, and T. Hayama, “A

指している．
今後も “グローバル環境知識共有・検索・分
析・可視化システム” 研究において，映像，音楽，

metadatabase system for semantic image search
by a mathematical model of meaning,” ACM
SIGMOD Record, vol.23, no.4, pp.34–41, 1994.

画像，行動情報，移動情報などの多様なメディ
アデータを対象とし，意味，感性，時間，空間
を多次元空間とした記憶系としての高度な連想
機能を有する新しいメタレベルシステム・アー
キテクチャの設計・構築とグローバル環境シス
テムへの応用を探究していく．
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【ISS 組織図など】

令和 2 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
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▼御執筆頂いた著者の方々に心より感謝申し上げます．100 号という記念号を担当させて頂き，

これまで巻頭言を執筆頂いた皆様の似顔絵による表紙や，研究会管理システムに関する秘話のインタビュー
記事など，興味深い内容となりましたことを感謝致します．
（主担当 神原）▼初めて編集作業で戸惑うこと
も多かったですが，貴重な経験をさせて頂きました．御協力頂きました執筆者の皆様，編集委員の皆様の御
協力に感謝致します．
（副担当 小橋川）
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