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【巻頭言】

企業における AI
影広 達彦
日立製作所

今現在，第三次 AI ブームの真っ只中である．
筆者は，1994 年に東京都国分寺市にある日立中
央研究所に入社し，ちょうどその頃，第二次 AI
ブームの終焉であった．当時職場では，軽々し
く人工知能，AI という言葉を口走ることが憚ら
れていた．筆者自身は，幸運にも，大学の卒論
から，ずっと画像処理，認識技術に携わってき
た．ここ数年前まで，自分の関わってきた研究
分野が AI と呼ばれるカテゴリーに入ることも，
いまいち実感が湧かないことが多かったが，今
や研究センタの名前に AI が付き，更に，昨今の
データサイエンスのニーズに対応し，同じ国分
寺の敷地内に Lumada Data Science Lab. が設立
されている．
筆者自身は，企業に所属している研究者とし
て，製品などの事業に関わるテーマを担当して
きた．入社時は郵便区分機における宛名認識ア
ルゴリズム，その後は，海外向けの紙幣還流型
ATM 装置の鑑別アルゴリズム，海外大学に派
遣された後，映像監視システムの開発等を担当
し，その成果を学会でも発表してきた．また，ア
ルゴリズムを開発し実装したところで終わりで
なく，工場での動作保証チェック，納入先でのト
ラブルシューティング，顧客への説明やデモ等
にも関わり，泥臭いが貴重な体験をさせて頂い
た．それによって，研究の新しい切り口が見付
かったこともある．当時は，筆者も落ち着いて
研究開発ができないと不満を感じるときもあっ
たが，だからといって，全ての時間を自由に使っ
て，好きなゴールを設定し，研究成果を出すこ
とは，実はとてもハードルが高いと思っている．
企業の大きな強みとして，顧客からの期待の中
に埋もれたたくさんの研究ネタの活用があると
思う．また，弊社の場合，国分寺の「協創の森」
での顧客協創の取組みにより，課題を一緒に見

付け，実証を進めることで，リアルで，かつ，多
様なデータを活用し，顧客と一緒に課題を解決
することもある．研究成果に関しては，学会で
評価して頂くだけでなく，社外に向けたプレス
リリースや展示会で発表し，実際に製品として
リリースし，実社会で稼働し評価頂くのを目の
当たりにして，自分の中で大きな満足感を得ら
れた記憶がある．
このような活動を更に加速するために，日立
では，先端 AI イノベーションセンタと Lumada
Data Science Lab. を発足した．日立では，約 50
年前から，人工知能（知能システムと呼んでい
た）の関連研究が進められており，1970 年の組
立ロボットのプロト展示に始まり，文書解析，概
念検索，手話認識，画像検索，音声合成認識，機
械翻訳，地理情報処理，リモートセンシング，指
静脈認証，映像解析等の研究開発を進めてきた．
研究開始から社会で運用されるまで 10 年以上掛
かった技術もあり，今は研究を中止してしまっ
た技術もある．ただ，人財の中に，これらの研
究テーマに対する暗黙知が蓄積されており，こ
れが大きな財産と考えている．
昨今，AI，データサイエンスといわれる分野
の人財は引っ張りだことなっており，人財集め
は非常に厳しい状態となってきている．また，グ
ローバル化により，国内海外の隔てもなく，人
財の争奪戦をしており，どうやったら皆様に興
味を持ってもらい，魅力を感じてもらえるか腐
心している．学生だけでなく，研究者の皆様と
も，是非，日立のような企業でリアルな課題や
データを活用し，一緒に，エキサイティングで
生々しい研究開発を進めて行けることを期待し
ている．
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医用画像研究会をキーワードで見る
河田 佳樹

本谷 秀堅

徳島大学

名古屋工業大学

1. はじめに
医用画像研究会の主旨は，(1) 本分野の活性

図 1 に 2006 年度–2010 年度，2016 年度–2020 年
度の期間のキーワードに含まれる単語を出現頻度

化，(2) 若手研究者の育成，(3) 国際化（アジア

に応じた大きさで表示した結果を示す．“CT”，

交流）である．1999 年に研究会が発足されて以

“MRI” は医用画像処理の中心的情報源であり，

来，その精神は連綿と受け継がれている [1], [2]．

最近では “病理画像” や “マイクロ CT” の活用

研究会は年 5 回開催され，5 回目（1 月あるい

が見られる．医用画像研究の一つのゴールは，基

は 3 月）は “メディカルイメージング連合フォー

盤技術と実用化技術の開発の先にある臨床現場

ラム” として，日本医用画像工学会，医用画像

での活用を通した疾患の画期的な予防・診断・治

情報学会，日本生体医工学会 生体画像と医用

療法の実現への貢献である．“コンピュータ支援

人工知能研究会，日本写真学会と合同で開催し

診断”，“コンピュータ支援外科” を幹流として

ている．2007 年にスタートしたアジアフォーラ

捉えると，それらを取り巻く技術として “確率

ム (International Forum on Medical Imaging in

アトラス” から “深層学習”，“CNN” への変移が

Asia: IFMIA) の定期開催も継続しており，国際

際立っている．“セグメンテーション”，“レジス

化及び，MI 研究奨励賞選定による若手研究者

トレーション”，“画像再構成” は不変的な課題

の育成の取組みも着実に進めている．ここでは，

としてあげられる．最近のトピックスに “圧縮

2006 年度–2010 年度，2016 年度–2020 年度の期

センシング”，“テンソル”，“超解像” に関連す

間に発表された演題のキーワードから見る医用

る課題にも注目が高まっている．

画像研究会の動向と最近のトピックスに関する
取組みを紹介する．
2. 医用画像研究会をキーワードで見る
医用画像研究会の主な対象分野を表 1 に示す．
表 1. 医用画像研究会の主な対象分野

図 1. 医用画像研究会をキーワードで見る
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3. 最近の医用画像研究を奨励賞で見る

【研究最前線 (MI)】

にした．

医用画像研究会では，毎年，100 件を超える発

臨床応用の観点からは病変検出は本質的に重

表のうち 35 歳以下の若手研究者による論文の中

要である．正常か病気かの 2 クラス識別により

から，座長による候補推薦と賞選定委員による

病変識別器を構築しようとしても，正常な状態

2 回の審査を経て，優秀な論文 1 件から 3 件を研

のデータと比べて，病気の学習データを十分に

究奨励賞として選出している．本稿執筆時には

収集できない場合が多い．文献 [5] は正常データ

2020 年度の奨励賞はまだ決まっていない．2019

セットのみを利用した教師なし学習を病変検出

年度の研究奨励賞は [3]〜[5] の 3 件であった．

へと適用した．

文献 [3] は非剛体レジストレーションに関わる

非剛体レジストレーションも，その教師デー

研究成果の報告である．レジストレーションは

タの作成の極めて難しいタスクである．複数の

与えられた複数枚の画像より対応点を見付け出

医用画像間の対応点を手作業でラベル付けする

し，画像間の写像を求める問題であり，セグメン

ことは，その手間を考えると現実的ではない．文

テーションと並んで医用画像処理の重要なタス

献 [3] では大変形を伴う肺野画像の非剛体レジス

クの一つである．同一人物の呼吸や体動，術前

トレーション法を構築し，その手法の実画像に

と術後，加齢などに伴う画像の変化だけではな

対する精度を定量評価するために画像計測にも

く，患者間や異なる画像モダリティを横断する

工夫を凝らした．

画像レジストレーションは，深層学習の登場に

4. おわりに

より様々な画像処理タスクの性能が進歩したと

医用画像研究だからこそ重視されるテーマが

はいえ，依然として盛んに研究がなされている．

ありつつも，深層学習の普及と公開データベー

文献 [4] と [5] の研究は，いずれも，十分な学

スの整備は，異なる研究分野間の交流を促して

習データを準備できないことに対処する手法の

いるようにも思われる．若手を育て，研究者に

提案である．医用画像についても学習用の（公

交流の機会を提供する場として，今後も本研究

開）データベースの整備が進みつつあるとはい

会を盛り上げていきたい．

え，アノテーションに高度な医学的知見を要す
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「ME とバイオサイバネティックス研究会 (MBE)」とは
渡邉 高志
東北大学

本研究会で扱う分野は非常に幅広い．そのた

学会と日本生体医工学会との協力関係の下に活

め，関連する研究分野にいる若手研究者であっ

動が行われてきているのである．本研究会に関

ても，どのような研究活動が行われているのか

しては以前にも幾つか紹介されているので [1]〜

を，研究会の名称から想像することは難しいか

[3]，日本 ME 学会の設立経緯 [4] と共に，歴史

もしれない．また，“MBE” という略称も，研究

的背景について是非とも参照して頂きたい．

会名からすぐにはつながらないかもしれない．そ

次に，最近の本研究会の活動について紹介す

こで，本研究会の研究分野について，特に若手

る．現在，年間 7 回の研究会を開催しており，5

研究者，学生の方々に再認識して頂く機会とし

月は北陸支部または信越支部，6 月は北海道支

て，研究会の名称にある “ME” と “バイオサイバ

部，7 月は中国支部または四国支部，10 月は東

ネティックス” について最初に触れたいと思う．

北支部，11 月または 12 月に関西支部または東

“ME” は，
「Medical Engineering（医用工学）」と

海支部，1 月は九州支部，3 月は関東支部での開

考えてよい．また，“バイオサイバネティックス”

催となっている．このスケジュールはほぼ固定

は，生体に特化した「サイバネティックス」であ

となっており，日本各地での活動にも貢献して

り，
「サイバネティックス」とは，通信工学と制御

いると思われる．なお，6 月の北海道支部では，

工学を融合し，生理学，機械工学，システム工

電気学会の医用・生体工学研究会と連催，10 月

学を統一的に取り扱うことを意図して作られた

の東北支部，11 月/12 月の関西支部/東海支部，

学問分野である．したがって，医工学，生体工

3 月の関東支部では，ニューロコンピューティン

学など，人間に限らず生物全般に関わる工学的

グ研究会と併催，1 月の九州支部ではニューロ

アプローチを含む研究が対象となる．“MBE” の

コンピューティング研究会と隔年で併催すると

略称については，明確ではないが，本研究会の

共に，通信ソサイエティのヘルスケア・医療情

前身である医用電子・生体工学研究会のときの

報通信技術研究会との共催も行っている．更に

信学技報の英語名称が Paper of Technical Group

本研究会は，日本生体医工学会の共催研究会と

on Medical Electronics and Biological Engineer-

なっており，日本生体医工学会の各支部との共

ing であったことから，医用電子・生体工学研究

催になっていることも多い．今年度は，コロナ

会への改称の際に MBE となったように推測さ

禍のため，全てオンラインでの開催となったが，

れる．あるいは，日本 ME 学会（現日本生体医

ほかの研究会や学会と連携した活動は，比較的

工学会）の英語名称を元にしているのかもしれ

近い分野での情報交換を行うと共に，飛躍的に

ない．ここで日本 ME 学会が関係してくるのは，

発展する技術の利用方法や様々な応用について

本研究会が，我が国の医用工学の最初の組織的

知るよい機会にもなっている．また，本研究会

基盤として，本会の前身の電気通信学会内に設

では，2017 年より，若手研究者を対象に，優れ

けられ，日本 ME 学会の設立に関係しているか

た内容の研究報告に対して研究奨励賞として表

らである．そのため本研究会は，電子情報通信

彰している．生体と工学が関係した研究であれ
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ば，広く受け付けているので，学生を含め，若
い研究者の方々には，研究発表を行う場として，
積極的に利用してもらいたい．
前述のように，本研究会では，非常に幅広い
研究テーマの発表がある．最近の活発な研究を

【研究最前線 (MBE)】

み込みニューラルネットワーク・機械学習
• ブレインコピュータインタフェース (BCI)
肢体不自由者コミュニケーション，リハビリ
テーション，脳波
• インタフェース

紹介することもよいが，ここでは，近年の研究

仮想現実 (VR)，拡張現実 (AR)，触覚生成，シ

発表の分野，キーワードを紹介したい．以下に，

ンセサイザシステム，バイオフィードバック，

過去 1 年間の総合大会，MBE 研究会，FIT にお

リハビリテーション

いて発表された内容を，筆者の視点で簡単化し

上記のほかにも多くの研究分野，キーワード

てまとめてみた．

があるが，これらだけでも，本研究会が特定の

• 生体メカニズムの解明

研究分野に限ったものではないことをイメージ

視覚系，自律神経系，姿勢・運動制御，脳機

する一助にはなると思う．また，各キーワード

能イメージング，脳内情報処理，感覚情報処

は，相互の関連性もあり，異なる分野でも共通す

理，注意機構，認知症，パーキンソン病

るキーワードがある．近年は，研究分野の細分

• 生体機能の計測・評価

化が進み，異なる学会や研究会などで，共通す

嚥下・誤嚥，睡眠・睡眠時無呼吸症，呼吸，肺

るテーマが扱われていることもある．現代の研

疾患，リモートバイタルセンシング，リハビリ

究活動は，複数の分野の連携により進められる

テーション，QOL，ウェアラブルセンサ，畳

ことが多いということは，ほとんどの研究分野

み込ニューラルネットワーク・機械学習

で認識されていることと思う．ソサイエティや

• 生体信号計測・処理

学会，研究会を問わず，Medical and Biological

雑音除去方法，MRI 信号処理方法，非侵襲推

Engineering というゆるいつながりで，様々な分

定法（血糖値推定，筋副交感神経活動），光電

野の研究者が集まり，新しい研究が次々と生ま

容積脈波

れていくことを期待している．本研究会は，そ

• 生体制御，機能再建

のような場を提供する役割も担っていると考え

運動機能，視覚機能，電気刺激

る．研究が，萌芽的か，発展期か，成熟しつつ

• 介護，福祉，リハビリテーション

あるかに関わらず，発表及び議論の場として本

術後患者の調査，動作補助ロボット，リハビ

研究会を活用して頂ければ幸いである．

リテーション評価，活動状態モニタリング，運

参考文献

動イメージ，脳波，畳み込みニューラルネッ

[1] 臼井支朗，“「ME とバイオサイバネティックス研

トワーク
• 心理的状態の推定
血行状態，感情・情動，嗜好，興味，ワーク・
エンゲイジメント，取り組み態度，ストレス，
作業効率，脳波
• 医療機器，計測機器
人工透析，監視装置，心電図（自動診断），点
滴システム，検疫システム，睡眠ポリグラフ，
機器操作支援，画像認識，医用画像処理，畳

” 日本エム・イー学会誌 BME，
究会」を顧みて，
vol.3, no.5, pp.42–44, May 1989.
[2] 湊小太郎，“「ME とバイオサイバネティクス」研究
”
会の紹介 —学際領域研究会のサバイバル戦略—，
医療情報学，vol.20, no.6, pp.531–537, Feb. 2001.
[3] 吉田正樹，“ME とバイオサイバネティックス研究
会，
” 情報・システムソサイエティ誌，vol.17, no.1,
pp.10–11, May 2012.
[4] 特集 “日本 ME 学会創立 20 周年記念，
” 医用電子
と生体工学，vol.20, no.7, pp.471–512, Dec. 1982.
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継続や経験は力なり
フェロー 直井 聡
元富士通研究所

このたび，本学会より「文書画像認識の研究

今日，環境変化の速さにより研究成果のスピー

開発とグローバル展開」のタイトルでフェロー

ドが求められ，企業の研究者はますます大変だ

の称号を頂きました．御推薦頂いた方々，長年

と思います．大きなブレークスルーを実現する

御指導頂いた方々，そして，研究開発で共に推

上で，研究期間の短期化，研究テーマの度重な

進した方々，及び，御協力・御支援頂いた方々

る変更が企業の研究者にとって大きな負担，問

へ感謝致します．筆者は，1985 年から 2020 年

題となっています．本稿では，そのような企業

まで 35 年間富士通研究所で研究開発に携わって

の研究者に少しでも筆者の経験が参考になれば

きました．その中で 2007 年から 12 年間富士通

と思い，筆をとっています．

の中国の研究所に駐在し，中国の急速な発展と

企業の研究者のほとんどは，事業貢献を求め

日本にはないスピード感やコスト感覚を経験す

られます．研究はそれなりの研究年数が必要で

ると共に，中国研究所の CEO として元気の良

あり，継続性がものを言いますが，いかに継続

い優秀な中国人研究者と喧々諤々と研究活動を

的に研究成果を会社にアピールできるか，事業

行ってきました．学会でも PRMU を中心に ISS

貢献そのものか，または事業貢献への期待度を

財務幹事や副委員長や幹事等の業務をさせて頂

高めるかが大事です．そのためには，単発で大

き，また，東京工業大学の客員教授として留学

きな成果を求めるだけでなく，戦略的に連続的

生の研究を指導し，JEITA の認識形入力方式の

な成果を出していくことも必要です．つまり，技

標準化委員もさせて頂きました．筆者にとって

術の進捗度，市場普及度，経済活動に対する S

これらは何事にも替え難い貴重な経験で財産で

字カーブを描き，各 S 字カーブで研究成果から

もあり，研究活動を長く推進できたおかげと考

本当に立ち上がるまでの本質的な研究課題を抽

えています．

出して解決していくことが必要です．市場投入

文書画像認識の研究開発は，富士通研究所に

や普及への技術開発に関して事業部に任せられ

入社してから 3 番目の研究テーマで，最初のア

る技術とそうでないものと区別し，製品完成度

ウトラインフォントや 2 番目の動画像処理の研

を上げる研究課題は自ら解決しなければなりま

究テーマについては，企業におけるビジネス貢

せん．また，パートナーなど協力者や味方を増

献の優先順位の点から縮小，中断せざるを得な

やす努力もしなければならない．そうでないと，

い状況を体験しました．研究テーマを変更する

研究成果は論文成果で終わり，S 字カーブを描

悔しさと大学（学生時代の研究）とは違った企

けず次の S 字カーブに手掛ける繰り返しとなり，

業の研究テーマの在り方，ビジネス貢献，ニー

その研究テーマは縮小，中断，あるいは停止と

ズとシーズのマッチング，研究継続のためのシ

なってしまいます．研究課題のほとんどが「新

ビアなマイルストーンを実体験しました．この

機能」をターゲットとしますが，市場投入への

ような状況下で，文書画像認識の研究開発を長

完成度の点からは，
「新機能」に加えて処理速度

く継続するには，企業にとって有益な研究成果

の「高速化」や「コストダウン」が鍵になり，こ

や事業貢献を出し続けなければならないという

の詰めが甘いと市場投入されず，研究成果も中

ことを肝に銘じたわけです．

途半端になります．つまり，事業部にお願いす
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図 1. 研究成果と事業貢献の連続的な展開

るだけでなく，研究として「高速化」や「コス

大し，交通等のスマートシティ向けの映像監視

トダウン」の研究課題，斬新なアプローチ，代

ソリューションや人間の行動認識への適用拡大

替手段を見付けられるかもポイントになります．

を行っています．
「継続・経験は力なり」，是非，

筆者は，文書画像認識の研究開発に 1990 年から

研究の継続性，連続的な成果のシナリオを追求

参画し，幸いなことに約 30 年間継続できまし

して頂きたいと思います．

たが，
「まだ文字認識の研究を続けるのか」とい
う繰り返す批判の中で，図 1 に示す S 字カーブ

2020 年 3 月に富士通研究所フェローを退任，
退職し，7 月から JST（国立研究開発法人 科学

の連続的な研究成果を出し，この研究開発を継

技術振興機構）に入社して下記のムーンショット

続しました．特に，日本での研究成果による事

目標 1 を担当しています．ムーンショットは 2050

業貢献に限界を感じたときに，自ら中国に飛び

年の未来社会からバックキャストしてマイルス

込み，最初はなかなか成果が出ず苦労しました

トーンを定め挑戦的に研究開発を推進し，かつ，

が，清華大学や中国科学院の会社とベンチマー

研究成果だけでなく，社会実装まで目指し社会

クの競争に打ち勝ち，中国政府の国勢調査 8 億

貢献することを目標にしています．筆者は，こ

枚の帳票認識商談を獲得すると，難しい中国市

のような最先端技術に継続して携われる喜びと

場に技術で食い込んでいく実績ができ，企業の

わくわく感を感じています．

中でも世界が変わりました．更に，ベンチマー

https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal1/

クの切り口で事業部には難しい研究成果による

index.html

事業貢献を拡大するために，大規模な文字認識

ムーンショット関連でもまだまだ新たな研究

サーバの研究開発という研究テーマで富士通の

課題がたくさんあります．企業は，いわゆる国

中でいち早くディープラーニング (DNN) に出会

家プロジェクトのファンドをもっと実質的に活

いました．そのおかげで DNN による中国語の

用して，長期的な研究継続と社会実装・ビジネ

手書き文字認識の人間越えの研究成果は，富士

スの良い循環を構築し，企業の研究者をより育

通の AI，
「Zinrai」の立ち上げ時，そのリリース

成されることを希望します．産官学の共創が海

で引用されました．今でも富士通研究所や中国

外との競争に打ち勝つためにより大事な時代に

研究所の後輩たちが富士通の AI への貢献を拡

突入したと思います．
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計算論的神経科学手法による視覚情報処理機構の研究
フェロー 酒井 宏
筑波大学

15 年ほど前の講義で，
「コンピュータ・ビジョ
ンを使った車の自動運転はまだまだ難しく，私
が引退するまでに実現できないだろう」などと
言っていたが，あっさり嘘になってしまった．不
覚の致すところである．深層学習・Convolutional
Neural Nets (CNN) にはもちろん興味を引かれ
て覗いてみたが，自己符号化にはたと膝を打っ
た．CNN などは階層構造をもつが，自己符号化
は階層ごとに行われる．要は，画像の各部分を，
階層ごとにできるだけ良い表現にしようとする
のが自己符号化であると考えられる．
階層ごとに抽象程度が違う表現が形成される，
ということは，私たちの視覚系の本質と同じに
思える．視覚皮質は，よく知られたように階層
的になっている．第 1 次視覚野 (V1), V2, V3,
V4, · · ·，下側頭皮質 (IT) などが解剖学的に異な
る場所にあり，そこにいる神経細胞たちは異な
る特徴に（後の階層ほど抽象的な特徴に）選択
的に反応することが知られている．言ってみれ
ば，その特徴を知るのが視覚神経科学の長年の
メインテーマであった．最低次の視覚野 (V1) で
は線分や簡単なテクスチャなどといった低次の
画像特徴，V2 ではもうちょっと複雑な，SIFT 特
徴量みたいなものを符号化している．高次の視
覚野 (IT) では，物体の 3 次元表面や中心軸，中
程度に複雑な形状（物体の部品？），質感などに
選択的に反応することが知られている．CNN の
計算している特徴量と比較がなされてきている
が，低次を除けばあまり対応はなさそうなこと
が分かってきている [1]．この原因は，視覚系が
多様な光景に対して多様なタスクをこなすのに
対して，CNN のタスクが限られているのが原因
かもしれない．多様な自然光景の理解までこな
せる CNN などが出てくると，その表現も視覚
系と似ている！ ということもあるかもしれな
10

いと僅かながら期待をもっている．
さて，各階層の神経細胞がそれぞれ抽象度の
異なる特徴に反応する（符号化する）ことは分
かってきているが，実際には多様な特徴を同時
にコードしているようで，多くはまだ分かって
いない．例えば，長年にわたる問題の一つに，網
膜像を物体ごとに切り分けて（図地分離），各部
分の特徴をその物体の属性としてどのように統
合していくのか，というものがある．V1 では境
界の線分（例えば白物体と黒背景の境界）が抽
出されるが，実はそのどちら側に物体があるか
は V1 では分かっていない．つまり境界である
ことは分かっているが，輪郭とはまだ言えない．
次の V2 で，境界のどちら側に物体があるかが
計算されている．しかし，V2 ではまだ「境界に
対してどちら側」しか分かっておらず，物体の
広がり（図領域）は分からない．V4 までくると，
それぞれの場所がどの物体に対応するのかが分
かっている，すなわち物体表面が表現されてい
るようである [2]．物体認識に限って言えば V4
から IT へと計算が続く．IT では，物体の部品
や 3 次元形状，あるいは表面の質感が表現され
ている．したがって，V4 で多様な特徴の交通整
理がされて，何が統合されるべきかが決められ
ていく過程があるのではないかと考えられ始め
ている．これは proto-object とも呼ばれており，
正に物体表現を生み出すキャンバスのようなも
のがイメージされる [3]．
このように，単一細胞が何を表現（符号化）
しているかの理解は，歴史的には研究者たちの
独創性と努力と偶然の賜物だったことが多かっ
たように思える．例外は低次領野で，ホワイト
ノイズを入力として Wiener 解析に基づいて正
攻法に受容野が求められている．Spike triggered
averaging (STA) あるいは reverse correlation と
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呼ばれる方法で，全ての成分が入っているホワ
イトノイズを見せておいて，反応があったらそ
のときのパターンを加算していく．STA は文字
どおり平均に基づくが，これを拡張して共分散
に基づく方法 (spike triggered covariance) も使わ
れている．刺激の特徴空間の一点（平均）で表
現するより，広がりも含めた方が，細胞が反応
する特徴がより良く表現できる [4]．一方で，ホ
ワイト化してもなお意味が残りそうなのは画像
の輝度だけなので（高次の特徴はホワイト化し
てしまうと意味がなくなってしまう），より抽象
的な特徴には使えない．また，網膜や V1 の細
胞はホワイトノイズにも反応するが，より高次
の細胞はほとんど反応しないという現実がある．
STA に代わってホワイト性を必要としない機械
学習，例えば adaptive filtering も使われるよう
になってきている．
単一の神経細胞たちの応答を解析しても，ど
こまで視覚系の理解に迫れるかは疑問が残る．
情報が分散されて処理・表現されている可能性
は高いだろう．Population coding の具体的なメ
カニズムはなかなか難しいが，特定の神経細胞
たちがどのような情報をもっているかについて
はいろいろと分かってきていて面白い．例えば，
数十の細胞からのスパイク列を入力として support vector machine や CNN に学習させると，自
然画像中の図領域を正確に言い当てることがで
きる [2]．これは，その数十の細胞のスパイク列
に，図領域の情報が含まれていることを意味す
る．また，ヒトの顔や自然物体への細胞たちの
反応から次元が推定されている [5]．端的にいう
と，次元は顔や物体を表現するのに幾つの細胞
が必要かを示す指標になる．IT では顔が表現さ
れていることが知られているが，次元解析によ
ると 100 個程度の細胞があれば，ほとんどの顔
を表現できるとの結果が報告されている．また，
V4 の図に選好性のある細胞は，40 個程度で自
然画像中の任意形状の図領域を表現できそうで
ある [2]．
神経細胞反応の解析ではなく，そもそも顔や
自然物体を表現するのに有用な基底はどのよう
なものかを探る研究も行われている．NMF を拡

【フェローからのメッセージ】

張した tensor 解析によると，顔表現には顔の部
品や外形のような基底が算出されている．この
ような受容野をもった細胞がいないかを探す生
理実験が，これから行われるかもしれない．
情報を必要なところだけに，どうやって伝達
しているのかも，重要なトピックである．神経
細胞の同期発火は四半世紀前から注目されてい
る．空間以外に時間的に情報を統合できるとい
う意味でとても興味深いが，皮質のあちこちで
視覚機能に寄与しているという証拠はまだない．
最近では，バックグランド電位とでもいうべき
local field potential の位相の一致によって情報
伝達経路が動的に形成されていることが分かり
つつある [6]．要は，バックグランド電位が上が
れば細胞が発火しやすくなることを利用して情
報を選択的に伝えているようである．これが注
意の本質ではないかと期待されている．
視覚系の研究の目的は，脳が「何を見ている
か」を探ることにあったといえよう．これから
は，集団としてのメカニズムや原理，情報論的
な理解も進むのではないかと楽しみにしている．
参考文献
[1] S. Suzuki and H. Shouno, “A study on visual interpretation of network in network,” Proc.
IJCNN, pp.903–910, May 2017.
[2] Y. Yamane, et al., “Population coding of figure and ground in natural image patches by V4
neurons,” PloS one, vol.15, no.6, e0235128, June
2020.
[3] A.F. Russell, et al., “A model of proto-object
based saliency,” Vision Res, vol.94, pp.1–15, Jan.
2014.
[4] O. Schwartz, et al., “Spike-triggered neural characterization,” J. Vision, vol.6, no.4, pp.484–507,
July 2006.
[5] S.R. Lehky, et al., “Dimensionality of object
representations in monkey inferotemporal cortex,” Neural Comput, vol.26, no.10, pp.2135–
2162, Sep. 2014.
[6] I. Grothe, et al., “Attention selectively gates afferent signal transmission to area V4,” J. Neurosci., vol.38, no.14, pp.3441–3452, April 2018.
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【ソサイエティ活動】

2021 年総合大会報告
高道 慎之介
東京大学

2020 年からの COVID-19 の世界的流行の煽

ズムの三者間での対話活発化を目指し，スポン

りを受け，国内外の学会は転換期を迎えている．

サーを公募した．また，オンライン開催用のス

2021 年 3 月 9〜12 日開催の電子情報通信学会総

ポンサー特典を用意し，特別賞を設置した．

合大会もその例に漏れず，オンライン開催となっ

ライブポスターセッションの導入 オンライン

た．今回の総合大会で ISS では次の企画を実施

学会における発表者と聴講者の双方向対話をも

した．

たらすために，Web 会議サービス Zoom のブレ

• シンポジウムセッション

イクアウトルーム機能を用いたポスター発表を



COMP 学生シンポジウム

企画した．また，学会発表初心者に向けたオン



RISC-V システム設計の現在と将来展望

ライン発表マニュアルや，雑談用のオンライン

• ソサイエティ特別企画


休憩室も用意した．

ジュニア&学生ポスターセッション

ジュニア&学生ポスターセッションには 172 件

また，2018 年より全ソサイエティ合同で Wel-

の発表申込があり，うち 5 件が高校生，16 件が

come Party を開催しているが，本年度は，総合

高専本科生による申込であった．また，国内企

大会のオンライン開催に伴い中止となった．ソ

業 1 社からのスポンサー申込を受領し，優秀賞

サイエティごとの Welcome Party 開催も検討し

2 件と特別賞 2 件の計 4 件の選奨を設けた．ブレ

たが，2020 年秋の時点で条件に足るオンライン

イクアウトルーム機能を用いたポスター発表で

ツールを確認できなかった．

は，最大 13 件の並列ポスター発表を企画した．

ソサイエティ特別企画のジュニア&学生ポス
（注）

ターセッションは，一昨年

までの学生ポスター

ジュニア&学生ポスターセッションのウェブ
サイトにも記述したが，様々な技術が急速にコ

セッションのタイトルに “ジュニア” を加え企画・

モディティ化している昨今，大人も子供も関係

構成された．主な変更点は以下のとおりである．

なくユニークな研究を生み出せるようになった，

ジュニア枠の導入 電子情報通信学会は，小学

この現状において，オンライン学会での開催は，

生から高専本科生・大学低学年生までを対象と

よい効果をもたらした側面もあったのではない

して，2020 年 6 月からジュニア会員制度を導入

かと考える．最後に，本大会の開催にあたって，

した．これに伴い本企画もジュニア会員に門戸

発表を行った学生諸君，指導にあたられた先生

を広げた．

方，各委員の皆様，並びに御尽力頂いた事務局

スポンサー制度の導入

（注）

企業と学生とアカデミ

昨年は，総合大会中止に伴い「学生ビデオポスターセッ

ション」と称したビデオセッションを実施した．
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の皆様に心より感謝申し上げる．
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【ソサイエティ活動】

IWAIT 2021 会議報告
福嶋 慶繁
名古屋工業大学

IWAIT (International Workshop on Advanced
Image Technology) は，アジア諸国を巡回しなが
ら，毎年開催されている画像工学に関する国際
会議である．アットホームな雰囲気で，国際的
な研究交流ができる場として人気があり，毎年
参加しているというリピータが多いことも特徴
である．
第 24 回目となる今回は，2021 年 1 月 5〜6 日

図 1. 基調講演の様子

にオンラインで開催された．元々は久々の日本
開催であり，鹿児島での開催を目指して準備を
行っていたが，新型コロナウイルスへの感染対
策のため，初めてのオンライン開催となった．
基調講演は 3 件行われた．まず，明治大学の
杉原先生による Diﬃculty in representing 3D
shapes by 2D images due to optical illusion で
は，二次元画像によって三次元形状を表現する
ことの難しさに関する話題が提供され，オンラ
インにもかかわらず，活発な議論が行われた（図
1）．次に，Nanyang Technological University の
Guang-Bin Huang 先生による Extreme Learning
Machines (ELM)—When ELM and Deep Learning Synergize では，エキストリームラーニング
マシンに関する講演が行われた．Electronics and
Telecommunications Research Institute (ETRI)
の Jeongil Seo 博士による Virtual view synthesis

目は牧野先生と木方先生から話題提供があった．
一般講演は合計 145 件であった．発表は Zoom
によって行われ，オーラルセッションとポスター
セッションに分かれて行われた．発表者は学生
が多く，和やかな雰囲気の中にも，緊張感を持っ
て発表に臨む姿が見られた．
閉会式では，事前の評価と当日の発表状況を
基に選奨委員会で選定された Best Paper Award
が複数件表彰された．なお，IWAIT の講演論文
集は，SPIE Digital Library にて後日公開される
予定である．
次回の IWAIT は，2022 年 1 月 4〜6 日に香港
で開催する予定である．スペシャルセッションの
提案期限は，2021 年 8 月 1 日であり，アブスト
ラクトの投稿期限は 2021 年 8 月 16 日である．本
会会員の皆様の積極的な投稿・参加を期待する．

of light ﬁeld images for supporting 6 degrees-offreedom では，多視点映像からの自由視点映像
生成に関する講演が行われた．
また，基調講演のほかにも 2 件の招待講演が
あり，1 件目は鹿児島大学の永山先生から，2 件
13

【コラム】
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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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【編集委員会名薄】
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編集後記 ▼コロナ禍が長引く中，本号においても全ての編集委員会がオンライン開催，会議報告もオンラ
イン会議の報告となりました．初対面でのオンライン会話の難しさはよく言われることですが，VR を使っ
た大規模なオンライン会議など，情報システム側も飛躍的な発展を成し遂げている真っ最中だと思います．
新型コロナウイルスの終息を願いつつ，大変革の先の情報システムの未来を楽しみにしています．
（主担当
大竹）▼編集作業に初めて携わり，普段読んでいる本誌の編集プロセスを学ぶことができ，大変貴重な経験
となりました．魅力的な記事を御執筆頂いた著者の皆様，また，至らぬ点をサポートして下さった編集委員
会の皆様に感謝致します．
（副担当 神原）
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