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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号） 【巻頭言】

教養教育・情報・人工物

喜多 一
京都大学

教養教育は戦後の大学が抱え続けている課題
である．旧制の高等学校と大学を統合する形で
設けられた新制大学では，教養部なども設置し
て前半 2年を教養の，後半 2年を専門の課程と
してきた．1991年のいわゆる大学設置基準の大
綱化による科目区分等の廃止を受けて，各大学
は教養部の解体や専門教育の拡充などの形で応
答し，教養教育軽視との批判を招いた．現在に
至るまで大学での教養教育の模索が続いている．
様々な試みはあるものの教養教育の中核は外
国語教育と人文科学，社会科学，自然科学の科
目の教育であり，このこと自体はあまり変化し
ていない．他方，情報技術の大学内での利用に
伴って，情報系の科目が設けられ，現在では多
くの大学で必修に近い形で実施されている．そ
こでは ICTの利用スキルや情報科学の座学的内
容に加え喫緊の課題としての情報倫理・セキュ
リティ教育が扱われており，近年，これに近接
領域として統計学を含むデータ科学の教育が加
わってきた．
筆者の所属する京都大学でも，大綱化以降，

1993年の教養部の廃止，2003年の高等教育研究
開発推進機構の設置，2013年の国際高等教育院
の設置など 10年ごとに組織も見直して教養教
育が模索されている．筆者は国際高等教育院の
設置に際して情報基盤を担っていた学術情報メ
ディアセンターから籍を移し，教養教育として
の情報教育に関して科目を担当すると共に，カ
リキュラム策定や科目設計に関与してきた．
教養教育の組織に身を置き，その改革にも参

加する中で，情報教育の担当者として違和感を
持つようになった．それは教養教育では理科系
の科目は「自然科学」の教育として捉えられ，実
学領域での営みがほとんど教授されていないこ
とである．他方，情報系の科目は理科的内容も
扱いながら，コンピュータやネットワークの仕組
みやその利用を扱っていて，実学的色彩が強い．
医学，農学，工学といった実学領域は決して

「自然科学」の「単なる応用」ではない．自然科
学は応用も意識されてはきたものの，それ自体
は目的論を排して発展してきた．これに対して，
実学領域は目的達成のために科学的知見に基づ
き人工物の創出する営みである．そこでは複雑
な対象を「設計・製作・運用」する創意工夫が
蓄積され，技術と制度を両輪として人工物を社
会に提供している．しかしながら実学系学部の
専門基礎としての概論科目が設けられることな
どはあっても，教養教育において「人工物の科
学」の基礎を涵養する場としての科目はほとん
ど展開されていない．必要性に迫られて導入さ
れた情報教育だけが孤軍奮闘している感がある．
物理原理に反した人工物はもちろん創出でき

ない．しかしながら現代の技術は社会での必要
や制約に応じて膨大な設計自由度を駆使して有
用な人工物を創出する営みである．このことは
コンピュータやネットワークのハードウェア，ソ
フトウェア，社会制度を見れば明らかである．高
度に発達した人工物に囲まれている現代社会に
おいて教養教育としての人工物の科学の教育は
問い直されてよいと思う．
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【研究会インタビュー (NC)】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.31

山川 宏さん

所属：特定非営利活動法人 全脳アーキテクチャ・
イニシアティブ 代表理事

分野：汎用人工知能，ニューラルネットワーク，
神経回路モデル，社会的意思決定システム

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

— 研究についてお聞かせ下さい．

脳型AGI（汎用人工知能）を研究しています．
現在のビジネスなどで使われているような特化
型ではなく，AGIを目指しています．きっかけ
は，ディープラーニングに牽引された第三次AI

ブームの前夜に，松尾豊先生，一杉裕志先生と全
脳アーキテクチャ勉強会を始めたことです．そ
の研究会を母体として 2015年にNPO法人全脳
アーキテクチャ・イニシアティブ (WBAI)を創
設し，脳型AGIの研究を加速してきました．現
在，AGI研究に関わる世界のビッグプレイヤー
は英国の DeepMind，米国の Open AI，欧州の
Human brain project (HBP)．私たち全脳アーキ
テクチャはDeepMindよりも脳寄りで，HBPよ
り AI寄りです．
脳型AI開発の課題は，神経科学に明るい方々

と，実装が得意な方々がほぼ別であることです．
そこでこの 5年間，脳型AIを部分的に開発しな
がら，両者の橋渡しになる設計情報・BRA（脳参
照アーキテクチャ）を丹念に策定してきました．
従来は，福島邦彦先生のネオコグニトロンに

代表されるように，生理的活動に基づいて脳を
モデル化するのが主流だったんですが，適用範

囲に限界がありました．ブレークスルーとなっ
たのは，脳内の結合構造を広範に解析するコネ
クトーム研究が海外で流行し，脳の解剖学的構
造が徐々に明らかになってきたことです．2010

年代にオバマ大統領が始めた「ブレイン・イニ
シアティブ」などが一例にあたります．研究が
進むにつれ，解剖学的構造に整合的に計算機能
を分解するスキッド法が開発され，脳を参考に
したソフト開発が現実的になってきました．
今注力しているのは，設計情報である BRA

の製作です．WBAIは非営利団体なので，BRA

データを積極的に公開し，世界中のチームと民
主的に開発したいと考えています．設計情報が有
用であれば，開発の輪に加わるメンバーも増える
でしょう．ただし，具体的な実装のフレームワー
クが未定義のため，別々に開発された実装コー
ドをどのように統合するかが今後の課題です．
脳型 AIが AGI開発の最短ルートになり得る
理由は，別々に開発されたソフトウェアを効率
的に統合できる点にあります．脳の構造に基づ
いて作られたソフトウェアは，必ず海馬，大脳
新皮質，視床下部などの脳の一部に対応してい
ます（もう少し細かい粒度もありえます）．脳を
参照しない通常のソフトウェア開発だと，似た
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号） 【研究会インタビュー (NC)】

機能を持つ二つのソフトウェアを適切にマージ
することは容易ではありませんよね．一般的に
深層学習などの機械学習に基づく AIは設計空
間が膨大なため，適当な制約を課すことが有効
です．脳型AIの計算機能に関わる強みは，現実
の物理世界に適合したアーキテクチャを持つこ
とで，現実世界に適した制約を与え得ることで
す．現在，BRAデータの蓄積を起点として，脳
型AGIの開発を行う全体像を提示する論文を取
りまとめています．2020年代後半には脳全体の
BRAデータが蓄積され，脳型 AGIの青写真が
出来上がると予想されます．

— 今後の展望についてお聞かせ下さい．

人を超えた倫理性を持つ高度 AIによる人類
社会の平和と公平性の維持です．
既に人類は，世界を破壊することができる複

数の新興技術を持っています．核技術，ナノテ
クノロジー，バイオテクノロジー，そして AI．
いずれも人類の福祉に貢献するものですが，技
術は諸刃の剣でもあります．長年の憎しみや突
然の不信感が引き金に，技術が悪用されること
は避けられません．技術が容易に利用できるよ
うになると，便利になる反面，危険性も増しま
す．ユドコフスキーが提唱したマッドサイエン
ティストのムーアの法則．それは，「18カ月ごと
に，世界を破壊するために必要な IQポイント
が 1つずつ下がっていく」というものです．

小さくなってしまった地球という球体を離れ，
宇宙に進出することで危険を減らすという未来
像が語られるようになって久しいですよね．た
しかに人類の生存圏を宇宙に広げることは重要
ですが，その前に地球上の平和を維持する選択
肢も真剣に考えるべきでしょう．宇宙進出は人
類社会の闘争を拡大するという可能性も指摘さ
れています．
古今東西において人類の歴史は争いに彩られ，
人間の力だけで平和が保たれてきた時代は限定
的．つまり人間だけの力で平和を維持すること
はかなり難しいんです．そこで私は，自律性と
倫理性を兼ね備えた高度 AIを用いて，人間社
会の安定を支える可能性を探るべきだと考える
に至りました．高度 AIが人間社会に入り込み，
人間社会の利益を調整するエージェントとして
機能する．AI技術の特徴は，人間が利用するた
めの道具にすぎない他の新興技術とは対照的な
のです．
では，人間社会の平和と公正を維持するため
に，高度 AIをどのように活用すればよいので
しょうか．一つの可能性として挙げられるのが，
仮想政治家です．スペインの IE大学が行った調
査によると，回答者の 4人に 1人が「政治はAI

に任せるべきだ」と答えています．チャットボッ
ト形式の初期の試みとしては，ニュージーランド
の「SAM」やロシアの「Alice」などもあります．
とはいえ，現段階の特化型 AIでは，政治家
に必要な機能を担えるとは言い難い．なぜなら，
政治的調整には，人々の心理や社会情勢，経済状
況など，様々な要素を総合的に判断する能力が
必要だからです．AGI分野の世界的権威である
Ben Goertzel氏が，AGIによる政治支援を提唱
しているのはこうした背景によるものでしょう．
改めて，SDGsが目指す「誰も取り残さない」

という政治を実現するにはどうすべきか．有限
の共有財を，個々人のニーズや状況を考慮して，
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適切に配分することが鍵になるでしょう．適切
な配分が実現できれば，より多くの人が幸せに
近づけるかもしれません．かつては，社会で流
通できる情報量が小さかったため，官僚制度な
どの人による分散処理で何とか対処することが
できました．技術が進化した現在では，個人レ
ベルでバイタル情報などの各種情報を取得した
り，流通させることが可能になりました．その
延長線上として，全人類の欲求をモニタリング
しながら資源配分の適切な妥協点を見いだすこ
とも技術的には可能になるかもしれません．膨
大な情報に基づいて調整を行う計算については
高度 AIの活躍を期待したいところです．
ところで，高度AIが作る社会は，人間社会と

同じように争いが多く，人類を支えることがで
きないのではないかと心配されているかもしれ
ません．私は一昨年に書いた論文の中で，AI社
会が平和を維持できる条件を検討しました．AI

は人間が争う原因となる生物学的な制約から逃
れることができるため，その集団は平和を維持
できる可能性が高いのです．
通常は，一度休止した生体システムは再起動
しません．しかし，AIは設計図やデータのバッ
クアップを取っておけば，必要なときにそれら
を呼び起こすことができます．そのため，個々
のAIエージェントは過度に生存にこだわらなく
ても良い．また，生物は同じ種の中で交配する
必要があるため，似ているものを大事にする傾
向が強いですよね．一方AIは，全く異なる機能
を持つ子孫を設計して作れるので，構造的に多
様性に寛容になることができます．更に，AI同
士はデジタル技術や暗号を使ってコミュニケー
ションを取ることができるので，少なくともコ
ミュニケーション内容の信頼性に起因する誤解
を回避できます．
このように自律性と倫理性を備えた高度AIで
構成された社会は，紛争が起こりやすい人間社

会の調停者として役立つ可能性を秘めています．
にもかかわらず，こうした高度AIを人類の生存
と関わる形で行われる議論は，あまり進んでい
ません．
一連の議論を本格化させるために，我々のアプ
ローチによってどのような時間スケールでAGI

が完成し得るかを具体的に示したいと考えてい
ます．これから脳全体のBRAの設計範囲や，必
要な資源の見積もりを詰める予定です．もちろ
ん他のアプローチが，我々よりも早くAGIに到
達する可能性もありますが．

— 今に至る経緯についてお聞かせ下さい．

子供の頃から，目の前の世界を探求すること
が好きで，小学生の頃は祖父から動物や機械の
図鑑に夢中になりました．高校生のときにユン
グ心理学に触れて，人の気持ちや思考がどのよ
うに生まれるのかに興味が湧きました．また，分
子生物学が進歩し始めた時代でもあり，知能を
構成する脳のメカニズムにも興味を持ちました．
一方で，アインシュタインにあこがれていたの
で，東京理科大学では物理学を専攻．量子力学
を学ぶうちに，世界には様々な解釈があること
を知り，研究者には自分なりの哲学が必要だと
感じました．ちょうどその頃，第 2次AIブーム
が到来し，古典ギター同好会の先輩からAIの進
歩を伝え聞き，心理学や生物学との接続につい
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て考えるようになりました．修士課程でも引き
続き物性物理学を専攻していたんですが，中野
馨先生の講義が転機になり，ニューラルネット
ワークの世界へ．博士課程で岡部洋一先生の研
究室に入り，脳を参考にした強化学習による知
能システムの研究に没頭しました．以来，現在
に至るまで，脳を参考にしたAI研究の道を歩ん
でいます．

— 研究会についてお聞かせ下さい．

私が所属するニューロコンピューティング研
究会では，神経生理学，認知科学，数理科学な
ど，幅広いテーマを扱っています．年に 6回ほ
ど定期的に研究会を開催していて，日本神経回
路学会と密接な関係にあるのが特徴です．この
分野では一定レベルに達した研究は国際的な場
で発表することになります．本研究会では日本
語でも発表できるので，特に若手研究者には研
究発表の経験を積んでもらい，研究内容に磨き
をかけてもらいたいと思っています．
私自身は，1989年の設立の少し後から関わっ
ていて，最近では全脳アーキテクチャに関して発
表しています．現在は次年度の専門委員会委員
長任務に向けて，副委員長として見習い中です．
来年の研究会では，BRA形式データの登録と合
わせて発表を企画したいと考えています．脳の
知能に関わるデータが標準化された形で蓄積さ
れることで，脳の機能的な理解に貢献すること
を期待しています．

— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．

テニスです．しばらく休んでいたのですが，子
供が手を離れつつあるので，近くのスクールに
通い始めました．テニスの面白さは，ラケット
という物理的な道具をチューニングできること
です．テニスでは 1本のラケットを使って様々

なショットをする必要があります．フォアハン
ド，バックハンド，ボレー，サーブ，ストローク．
ガットの張力や，ウェイトの位置やグラム数を
変えることで，各ショットでのボールの回転や
飛び方が変わります．例えば，軽いラケットで
は，遅いボールを簡単に回転させることができ
ますが，速いボールを打ち返すことは困難です．
様々なショットやプレーのトレードオフを考慮
しつつ，ラケットやスイングを調整することは，
テニスの難しさでもあり，面白さでもあります．
変わった例ですが，動作に対する意識の違い

を実感できた経験があります．元々右利きなの
ですが，右手首を痛めてからは，右手の動作を
左手の動作にコピーすることを試みました．最
初はなかなかコツがつかめない．長年の練習で，
右手の場合は脳に動きが記憶されているはずな
んですが，当然左手は自在に動きません．ダニ
エル・カーネマンは著書『ファスト&スロー』の
中で，無意識で速い「システム 1」と，意識的
で遅い「システム 2」の二つがあると述べてい
ます．私の場合は，まずシステム 1として存在
していた右手の動きをシステム 2として意識化
し，それに対応する左手の練習を意識的に繰り
返すことで，システム 1に定着させていくプロ
セスだったのかもしれません．テニスでは有効
な武器になる左手のサーブは，しかしやはり最
後まで難しかったです．
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【研究最前線 (CW)】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号）

サイバーワールドを介して実社会を見つめなおす

飯尾 淳
中央大学

サイバーワールド特別研究専門委員会（CW

研究会）は，2005年に開始された時限研究会で
ある．時限研究会といいつつ，もう 16年も続い
ている．サイバーワールドと名が付いているが，
我々はサイバーワールドに住んでいるわけでは
なく，サイバー空間を研究対象としていながら
も実際にはサイバー空間を支える現実社会，リ
アルワールドを見据えた，地に足の着いた研究
を対象とした研究会である．
本研究会は年に 4回，実施している．ただし，

9月は FITや他の学会と日程が被ることが多い
ため，FITのイベント企画を研究会の代わりに
実施することが近年の通例となっている．
特定の領域に特化した専門性を持たない点も

CW研究会の特徴である．直近の研究会，ここ 2

年内に開催された研究会のテーマを見てみよう．
2019年 6月に開催された第 42回研究会のテー

マは，ディジタルトランスフォーメーション (DX)

とサイバーワールドというものであった．DXの
波がサイバーワールドまでやってきたかといわ
んばかりのテーマである．開催趣旨には，シス
テムやサービスなどの全横断的なデータの連携
が可能になり，更に利便性が高い社会の実現に
向けた新しいサービスや経営，ビジネスの創造
を期待して議論を行うとある．データ連携のた
めのセマンティックウェブ技術，DX推進に向け
た政策展開，企業における DX加速の取組みな
どが発表され，活発な議論が行われた．

9月は FITのイベント企画でゲーミフィケー
ションが拓くサイバーワールドの可能性をテー

マに講演会が開催された．この企画は大成功で，
100人を超える聴衆が集まり活発な議論が行わ
れた．学生の参加も多く，ゲーミフィケーショ
ンというテーマが注目を集めたようである．
第 43回研究会（2019年 12月）のテーマは，

SDGs とサイバーワールドである．DX に続き
SDGsである．はやりものに乗ってやろうとい
う姿勢があからさまにみえて潔い．サイバーワー
ルドが SDGsのそれぞれのゴールの達成におい
てどのように貢献できるかとの趣旨で開催され
たこの回は，金沢工業大学で行われ，SDGs推進
センターやサステナビリティ教育研究センター
という組織に所属する講演者により，主として
大学において実施されている SDGs関連の活動
が紹介された．
第 44 回研究会（2020 年 3 月）は，VTuber，

バーチャルコミュニケーションがテーマだった．
これこそ CW研究会らしいテーマといえよう．
このとき既に COVID-19パンデミックは大きく
社会に影響が出ており，開催直前まで，オンラ
インで実施すべきかリアル開催すべきか議論が
重ねられた．結局は，広い会場で間隔をとってと
いうことでリアル開催されたのだが，バーチャ
ルコミュニケーションをテーマにしているにも
かかわらずリアル開催にこだわったところにも
CW研究会らしさが表れている．

2020年 6月に開催された第 45回のテーマは，
非常事態宣言時のプライバシー保護 vs 公益性
重視である．これも COVID-19影響下の非常事
態に即したテーマということで，時流に乗った
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号） 【研究最前線 (CW)】

テーマではあるが，プライバシー保護と公益性
のトレードオフに着目した点は本研究会らしい
目の付け所であった．そして，ここからしばら
く，オンライン開催が続く．
第 46回（2020年 12月）は，コロナ禍でのロイ

ヤルティとサイバーワールドというテーマで開
催された．COVID-19パンデミックでテレワー
クやオンライン活動が進んだ結果，組織に対す
るロイヤルティが低下するのではないかとの声
が，世間でも指摘されつつあったことに対応し
たものである．なお，この頃は，感染状況が若
干緩和されていたため，この回はオンラインと
リアル開催とのハイブリッド形式で開催された．

2021年に入り，再びリアル開催が難しくなり，
3月の第 47回はオンラインのみで開催された．
テーマはデータサイエンス教育である．高専で
のデータサイエンス教育と，大学でのデータサ
イエンス教育についての講演が行われた．デー
タサイエンスも近年，注目を集めているテーマ
である．
直近に行われた第48回（2021年6月）は，バー

チャルリアリティと研修というテーマであった．
47回に引き続き，教育を軸としたテーマだが，
CW研究会らしく VRと絡めた内容になってい
る．VRのプラットホームで開催された講演会で
の講演経験の報告と，企業における VRを活用
した研修プログラムの紹介が行われた．VRは
サイバー空間を具現化する対象として分かりや
すいものだが，実際にはその裏に参加者のリア
ル社会があり，現実世界におけるリアルな生活
が存在していることは忘れてはならない．

2020年，9月の FITイベント企画は諸事情で
実施しなかったが，2021年の FITでは再びイベ
ント企画を実施した．テーマは次に来るコミュ
ニケーション・ツールは何か？～ネット炎上対
策は？新しいデザインと留意点を考える～とい
う CW研究会らしいテーマである．

さて，このように CW研究会はサイバーワー
ルドっぽい話題をテーマに扱いながらも，実際
には実社会で起こっていることを見据えたテー
マ設定になっていることがお分かりであろう．
また，企業や官公庁から講演者を迎えること

も多く，産官学の連携に重きを置いている点も
CW研究会の特徴といえる．各回のテーマも応
用色が強いものが多く，産業応用や社会実装を
重視している傾向にある．専門委員にも企業か
ら多数の参加をお願いしている．著者自身，今
でこそ大学に籍を置いているが，専門委員とし
て CW研究会に参加したときは民間企業の研究
員であった．もっとも，企業の専門委員が次々と
大学に移ってしまうので，放っておくと大学人
ばかりになってしまうという悩みを抱えている．
活きのいい若手の企業在籍研究者をリクルート
しなければというのが目下の課題である．
著者が人間と情報システムのインタラクショ

ンに関する研究を専門としていることもあるが，
CW研究会の委員の中にもヒューマンインタフ
ェース系やサイバーメディア系の研究者が何名
かおり，コミュニケーションを重視している点
も強調しておきたい．

COVID-19の影響でしばらくオンライン開催
が続いているが，CW研究会だからといってこ
の状況で満足しているわけではない．いやむし
ろ，サイバーワールドの限界を知っているメン
バだからこそ，リアル開催の意義を強調したい
ところはあるのではないか．
オンラインでのコミュニケーションを全否定

するわけではないが，研究会のような濃密なディ
スカッションをする場がサイバー空間に閉じて
いてよいのかどうか．昨今の条件下でリアル開
催やハイブリッド開催にこだわってきたのもそ
の議論の延長線上にあるが，CW研究会ならで
はの解答をそろそろ提案せねばならないのでは
ないかと考えている．
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【おめでとう論文賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号）

道路ネットワーク上の軌跡データに
対する圧縮索引

小出 智士
豊田中央研究所

肖 川
大阪大学

石川 佳治
名古屋大学

このたびは私どもの論文 [1]に対して，電子情
報通信学会論文賞という栄誉ある賞を賜り，大
変光栄に存じます．研究を進めるにあたり御指
導，御支援頂いた皆様にはこの場をお借りして
御礼申し上げます．また，査読にて貴重なコメ
ントを頂いた皆様方，本論文を評価して頂いた
選考委員の方々にも御礼申し上げます．
本研究は道路ネットワーク上を移動する自動
車や歩行者などの移動履歴データに対して，デー
タ圧縮をしつつ，圧縮したままパタンマッチン
グなどの問合せ処理を実現するためのデータ構
造について論じたものです．一般に緯度経度の
時系列として得られる移動履歴データですが，
マップマッチングと呼ばれる処理によって道路
リンク ID列に変換することができます．得られ
た道路リンク ID列は文字列とみなすことがで
きるため，文字列に対するデータ構造が利用可
能になります．文字列に対する圧縮索引として
は圧縮接尾辞配列や FM-indexなどの著名な方
法が知られていますが，移動履歴を表す文字列
のアルファベット集合は巨大であり，そのよう
な巨大アルファベット文字列に対しては上述の
データ構造は圧縮率や問合わせ処理が低下する
ことが知られています．
これに対して本研究の提案手法では「道路ネッ

トワークは平均次数が 3程度の疎グラフである」
という性質を積極的に活用し，巨大な道路ネッ
トワーク上の移動履歴データに対して，圧縮率
や問合わせ処理速度を大幅に向上させることが
できます．実データを用いた数値実験では圧縮
率で数倍から十数倍，問い合わせ処理速度では
数倍から数十倍の改善幅を実現することができ
ました．また本手法が「なぜ，どのような条件
で性能を向上させるのか」に関する情報理論的
な解析及び証明を与えることで，理論保証を行
うことにも成功しました．
このように本研究では，データ構造の情報理

論的な研究をベースに，実際の移動履歴データ
の性質を加味することで実践的にも理論的にも
興味深い結果を引き出すことができました．本
手法やそこで用いた解析方法などが読者の皆様
の今後の研究開発の一助になれば幸いです．今
後もこのたびの受賞に恥じぬよう，皆様のお力
を借りながら，より一層研究活動に邁進してま
いります．
参考文献
[1] 小出智士，肖 川，石川佳治，“道路ネットワーク
上の軌跡データに対する圧縮索引，” 信学論 (D)，
vol.J103-D, no.5, pp.393–402, May 2020.
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号） 【おめでとう論文賞】

軽量な類似度計算によるプロジェクト間の
ソースファイル集合の再利用検出

伊藤 薫
大阪大学

石尾 隆
奈良先端科学技術大学院大学

神田 哲也
大阪大学

フェロー 井上 克郎
大阪大学

このたびは，私どもの論文 [1]に対して電子情
報通信学会論文賞という栄誉ある賞を頂き，大
変光栄に存じます．本研究を進めるにあたり，御
指導，御支援頂いた皆様，貴重な御意見を賜りま
した査読者の皆様，そして本研究を評価して下
さいました選定委員や学会関係者の皆様に，こ
の場を借りて御礼申し上げます．
ソフトウェア開発ではオープンソースソフト
ウェアとして公開されているライブラリを利用
することが多く，セキュリティ対策や予期せぬ
バグを防ぐためには，利用しているライブラリ
を常に最新の状態に保ち，潜在的なリスクを把
握する保守作業が重要です．ライブラリをバイ
ナリ形式で利用したり，改変せずに利用する場
合はどこから再利用したのかなど，再利用に際
しての情報が失われたとしても再利用元の特定
は容易ですが，再利用時に自身のソフトウェア
向けに改変している場合は，単純な手法では再
利用元の情報を特定することは困難です．
そこで本論文では，ソフトウェア中で改変し
て再利用しているライブラリについて，改変後
のソースファイル集合とライブラリの各バージョ
ンのソースファイル集合をそれぞれ比較するこ
とで高精度に再利用元のライブラリのバージョ
ンを特定する手法を提案しています．既存手法

では計算速度が制約となりソースファイル単位
での分析にとどまっていましたが，本手法では
高速な類似度計算手法である b-bit MinHash法
を導入することで処理の高速化を図り，ファイ
ル群同士の比較により高精度に分析することが
可能になりました．本手法を幾つかのソフトウェ
アとライブラリの組に適応したところ，愚直に
類似度を計算する場合と比べて，平均で計算時
間を 75.9%削減，使用メモリサイズを理論値で
99.5%削減しました．
ソフトウェア開発においてはオープンソース

ソフトウェアやライブラリはますます重要となっ
ており，保守作業の効率化はソフトウェアの安
全性を保つために非常に重要です．パッケージ
マネージャなどの仕組みが存在しない，若しく
は普及していないプログラミング言語において
は，本研究で提案した手法は非常に有用である
と考えます．本研究がソフトウェア工学研究ひ
いてはソフトウェア開発に資するところがあり
ましたら幸いです．
参考文献
[1] 伊藤 薫，石尾 隆，神田哲也，井上克郎，“軽量
な類似度計算によるプロジェクト間のソースファ
イル集合の再利用検出，” 信学論 (D)，vol.J103-D,

no.7, pp.542–554, July 2020.
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【おめでとう論文賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号）

機械学習におけるハイパパラメータ最適化
手法：概要と特徴

尾崎 嘉彦
産業技術総合研究所，グリー

野村 将寛
サイバーエージェント

大西 正輝
産業技術総合研究所

このたびは，私どもの論文 [1]に対し，電子情
報通信学会論文賞という栄誉ある賞を頂き，大
変光栄に存じます．本論文の執筆にあたり議論
を頂いた方々，査読を御担当頂いた先生方，そ
して本研究を高く評価して下さった選定委員会
の方々をはじめ，学会関係者の皆様に厚く御礼
申し上げます．
機械学習の自動化は，近年，アカデミアと産
業界の双方において高い注目を集める，非常に
重要な研究分野です．機械学習の自動化の目的
は，人が従来担当していた機械学習の開発・運
用プロセスの各要素を計算機とアルゴリズムに
肩代わりさせることで，作業精度や再現性を向
上させること，作業者の労力や苦痛を軽減する
ことです．同分野において，最初期から研究さ
れてきた中心的な課題の一つが，機械学習モデ
ルのチューニングを自動化する技術であるハイ
パパラメータ最適化です．
本論文は，ハイパパラメータ最適化に関心の
ある周辺分野の研究者及び，それを実務に活用
しようとするエンジニアに向けた，ハイパパラ
メータ最適化手法の実用に焦点を当てたサーベ
イです．本論文では，ハイパパラメータ最適化
問題特有の特徴，ハイパパラメータ最適化手法
に望まれる性質を簡単に整理しています．また，
現在のハイパパラメータ最適化手法の主流であ
る，ブラックボックス最適化手法について，ベ
イズ最適化や進化計算などの代表的な各種法の

動作原理や特徴を解説し，ハイパパラメータ最
適化の新しいトレンドであるグレーボックス最
適化についても簡単に紹介しています．そして，
最適化のシチュエーションごとに個別に議論を
行い，適切な手法選択のガイドラインを与えて
います．
本論文の狙いは，ハイパパラメータ最適化の

実用に必要な情報の提供であり，その筆頭であ
るハイパパラメータ最適化手法選択のガイドラ
インは，執筆に最も苦労した箇所です．ガイド
ラインの執筆に際しては，常に新たな手法が提
案され続けているハイパパラメータ最適化にお
いて，現実的な落とし所を探るため，共著者と
多くの議論を重ねました．一方で，従来のサー
ベイ論文や教科書で典型的に扱われている，個
別のアルゴリズムの詳細は，本論文の想定読者
が自ら最適化手法を実装する人物でないため敢
えて扱わず，参考文献に譲っています．
「いかにしてハイパパラメータ最適化を行う
か」という大変悩ましい問題は，筆者らのみな
らず，機械学習を扱う多くの方々にとって，共
通のものであると思います．本論文が，そうし
た方々の問題解決の一助となれば幸いです．
参考文献
[1] 尾崎嘉彦，野村将寛，大西正輝，“機械学習にお
けるハイパパラメータ最適化手法：概要と特徴，”
信学論 (D)，vol.J103-D, no.9, pp.615-631, Sept.

2020．
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FIT2021開催速報

山本 琢麿
富士通

1. はじめに
第 20回情報科学技術フォーラム (FIT2021)が，

2021年 8月 25日（水）～27日（金）に開催され
た．本年も昨年と同様に感染症対策のためオン
ラインでの開催となった．開催内容及びイベン
トについて，筆者の感想を添えて報告する．
2. 参加者数・査読状況
今年の参加者数は 2,148名（速報値，若干の差

異を含む可能性あり）となり，昨年度の 2,036名
と比較して若干の増加となった．また，オンライ
ン開催前の FIT2019の参加者数 1,336名と比較
すると大変な盛況であり，オンライン開催によ
る参加のしやすさが影響していると考えられる．

FIT2017より査読付き論文が廃止され，選奨
論文制度が導入された．選奨論文の中から最も
優秀な論文 3件が船井ベストペーパー賞に，優
秀な論文 7件程度が FIT論文賞に選定される．
また，一般発表も含めた全ての発表のうち一定
の年齢制限，会員資格を満たすものから FITヤ
ングリサーチャー賞が選定される [1]（執筆時現
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 79件，一般発表が 421件，合わ
せて 500件であり，昨年度の 383件と比べて大
幅に増加した．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，70名が受賞された．受賞者
の方々にはお慶び申し上げるとともに，多忙の
中，審査に御協力を頂いた方々に深く感謝する．
3. 船井業績賞受賞記念講演
船井業績賞は情報技術分野に関する学術また
は関連事業に対し特別の功労がある方に贈られる
賞である．今年はコンピュテーショナルイメージ

ングとコンピュータビジョンの分野で，学術研究
と産業応用の両面でブレークスルーとなる顕著な
研究成果を数多く挙げられ，コンピュテーショナ
ルイメージングの分野の創出に中心的な役割を果
たされている，米国コロンビア大学T. C. Chang

Chaired 教授の Shree K. Nayar 氏に贈られた．
大会 2日目に「Japan and My research」と題し
た記念講演がウェビナーにより行われた（図 1）．
講演では Nayar氏の大学時代の研究から最近
の日本の企業との共同研究の成果まで幅広く紹
介された．大学時代の成果として，カーネギーメ
ロン大学において金出武雄氏，池内克史氏の下で
行った，物体の形状復元に関する研究について，
複数の撮影画像から物体の法線ベクトルと反射
特性を同時に取得できる Photometric sampling

や，相互反射する物体でも正しく物体形状が復
元できる Shape from interreflectionなどの画期
的な手法について紹介された．また，日本での
インターンシップでの研究成果として，フォー
カス位置を変化させて撮影した複数の画像から
物体の 3次元形状を復元する Shape from focus

図 1. Nayar氏の記念講演の様子
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について当時の思い出話とともに語られた．更
に，産業応用での成果として，オムロンとの共
同研究で開発した Micro phase shifting が実際
の基板検査システムに適用された事例が紹介さ
れた．講演後の質疑では，近年の深層学習の台
頭によりイメージングの物理的背景に余り注意
が払われていない現状についてどう思われるか，
との質問に対して，Nayar氏が “First principle”

と呼んでいる原理の重要性が説かれた．Nayar

氏のコンピュテーショナルイメージング及びコ
ンピュータビジョン研究に対する熱意が伝わっ
てくる講演に感謝申し上げる．
4. イベント企画
大会中は一般講演の他，26件のイベントが企
画され，社会課題を見据えた企画，将来に目を
向けた企画，若手にフォーカスする企画などが
多数開催された．中でもアフターコロナに関す
るイベントが幾つかあり，ニューノーマル時代
に向けた技術開発に対する意識の高さが伺えた．
「ニューノーマル社会の次世代スマート地域」
と題された企画では，ポストコロナのニューノー
マル時代にあるべき次世代のスマート地域につ
いて，人間性豊かなコミュニケーションのため
のインタラクティブ技術や，ニューノーマル社
会のディジタル化を推進する新しい地方・産官学
連携の活動などについて紹介された．パネル討
論では，ニューノーマル時代のスマートシティ
に向けて，自然災害やパンデミックなどに対す
るレジリエンスのもたせかたや，地域社会から
得られるデータをリアルタイムで分析する方法
などについて活発な議論が行われた．
「IoTが拓く未来：～アフターコロナ社会に向
けた IoTの将来像を探る～」と題された企画で
は，IoT機器から得られる Physicalデータをリ
アルタイムに統合・分散処理する技術，IoT環
境における機能・性能・実装の課題を解決する
技術，IoT機器の脆弱性やデータ保全性等の課
題を根本的に解決するセキュリティ技術やプラ

イバシー強化技術等の最新研究動向を俯瞰する
とともに，これらの要素技術を利活用した IoT

サービスの将来像と今後の研究開発課題につい
て議論された．パネル討論では，アフターコロ
ナ社会の目指すべき姿や，それに向けてどのよ
うな IoT技術が重要となるかなどについて議論
され活発な意見交換がなされた．
また，昨年度に引き続き，各研究分野におけ

るトップレベルの国際会議や学術雑誌に最近数
年以内に採録された論文の著者にその内容を紹
介して頂く，トップコンファレンスセッション
が開催された．3日間の会期を通して 7セッショ
ン 41 件の発表があった．筆者が聴講したコン
ピュータグラフィックスと信号処理のセッショ
ンでは，実装コストを極力少なくした空間的に
アダプティブな液体計算法（NII 安東氏），深層
ニューラルネットワークが生成したデータを人
間が探索的に探せるようにするための手法（青
山学院大学 楽氏），ビジュアルデザインにおけ
るデザイン変数を対話的に最適化するためのシ
ステム（産総研 小山氏），完全に遮蔽された人物
の三次元姿勢を推定する手法（NTT 五十川氏），
微分可能な特徴量クラスタリングに基づく教師
なし画像分割手法（東工大 Kim氏），画像注視時
のヒトの脳活動データを用いた画像カテゴリー
の推定手法（NEC 赤松氏）の 6件が発表された．
5. おわりに
次回の FIT2022は，2022年 9月 13日（火）～

15日（木）に慶應義塾大学矢上キャンパスでの
開催が予定されている．詳細はホームページ [2]

で随時公開されるので確認して頂きたい．FIT

は情報科学技術の幅広い分野の最新動向をワン
ストップで把握できる貴重な機会となっている．
来年も是非多くの方々に御参加頂きたい．
参考文献
[1] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2021/award.

html

[2] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2022/
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xSIG 2021開催報告

鯉渕 道紘
国立情報学研究所

岩下 武史
北海道大学

xSIG (cross-disciplinary workshop on com-

puting Systems, Infrastructures, and program-

minG) [1]は，JSPP, SACSIS, ACSIという過去に
開催されてきた「査読のある国内会議」の伝統を
受け継ぎ，2017年より開催されている国内会議
である．情報処理学会システム・アーキテクチャ
研究会 (ARC)，ハイパフォーマンスコンピュー
ティング研究会 (HPC)，システムソフトウェア
とオペレーティング・システム研究会 (OS)，プ
ログラミング研究会 (PRO)の主催，IEEE Com-

puter Society Tokyo/Japan Joint Chapterの共
催で，これに情報処理学会データベースシステ
ム研究会 (DBS)，電子情報通信学会コンピュー
タシステム研究専門委員会 (CPSY)，データ工
学研究専門委員会 (DE)，リコンフィギャラブル
システム研究専門委員会 (RECONF) が協賛し
ている．一昨年までは xSIG 単独で開催してき
たが，2020年から xSIG は SWoPPの中で開催
した．SWoPPでは，並列/分散/協調処理を横断
的なキーワードとして，xSIGの他，電子情報通
信学会，情報処理学会，日本応用数理学会の計
7研究会が同時・連続開催される．
SWoPPは全 3日，オンラインで開催され，そ

の中で xSIGは初日 7月 19日に開催した．
xSIGは主催・協賛する研究会 (Special Interest

Group)全ての分野にまたがる (= cross-SIG)幅
広い分野を対象としたワークショップであり，コ
ンピュータシステムに関する発表・議論・交流
の場を提供すると共に，ピアレビューを行うこ
とで若手研究者を育成することを目的として立
ち上げられた．xSIGでは投稿論文の査読は行う
が予稿集は発行しない．そうすることで，査読

や会議での議論からのフィードバックをもとに，
より進展させた研究を国際会議や論文誌で発表
することを，極力妨げないようにしている．ま
た，若手奨励のために，(1)主に学生を対象とす
る多様な賞を用意し，(2)ヤング・プログラム委
員制度により，論文査読や採択会議の経験の場
を提供している．

xSIG 2021では，査読の結果，投稿された 18

本の論文のうち 13本を採択した．登録参加者は
162名であった．会議当日は，Zoomによるオン
ライン発表及び質疑に加え，Slackを用いて，各
発表について活発な質疑が行われた．
さて xSIGの初回から 2020年までの活動成果

の検証のために，組織委員会で同期間の全 91件
の発表について追跡調査を行った．その結果，51
件の回答が得られ，英文論文誌 12件，和文論文
誌 3件，国際会議論文 12件，投稿中・研究継続
中 12件，発表予定なし 12件であった．つまり，
全体の 53%の論文が論文誌・国際会議で発表・採
択済みであることが明らかになった．国際会議
論文には，SC，VLDB，IEEE BigData，HiPC，
HPCCなど著名な国際会議が含まれている．雑
誌論文は JIP，IEICE Trans. on Information &

System，Parallel Comput.，Int. J. Netw. Com-

put.が含まれる．また，「査読コメントが役立っ
た」という回答が 96%にのぼった．予稿集なし，
SWoPPでの開催など，国内コミュニティへの貢
献を高めるために試行錯誤を続けている．その
中で，過去の参加者が一定の成果を得ているこ
とは，筆者らにとって大きな励みとなった．
参考文献
[1] xSIG, http://xsig.ipsj.or.jp/
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 3号（通巻 104号） 【ISS組織図など】

令和 3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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     hioki.hirohisa.2x@kyoto-u.ac.jp  
  r.onuma@tsuda.ac.jp  

    fsugaya@mindword.jp  
  matsui-t@waseda.jp  
  NEC monden@nec.com  

     shinot@ict.e.titech.ac.jp  
     NTT ryoichi.hayashi@hco.ntt.co.jp  
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ME MBE    horise.yuki@twmu.ac.jp  
LOIS    nakamura.yukihiro@iput.ac.jp  

IE      NTT shinobu.kudo.ys@hco.ntt.co.jp  
NLC    Sansan ka.takahashi@sansan.com  

CPSY     mutsu@rins.ryukoku.ac.jp  
COMP     toda@disc.lab.uec.ac.jp  
AI     yuiko@jp.fujitsu.com  

SS     hayashi@c.titech.ac.jp  
DE      otsuka@ic.kanagawa-it.ac.jp  

PRMU    ryosuke.miki.ah@hitachi.com  
DC    kaneko@c.titech.ac.jp  

NC    NTT naotoshi.abekawa.yu@hco.ntt.co.jp  
KBSE    NII t-kaneko@nii.ac.jp  

SP       tomoki_koriyama@ipc.i.u-tokyo.ac.jp  
ET      r.onuma@tsuda.ac.jp  
MI      otake@is.naist.jp  

SWIM   saotome@hosei.ac.jp  
RECONF    kobayashi@cs.tsukuba.ac.jp  

IBISML    NEC i-shinji@nec.com  
EMM   hioki.hirohisa.2x@kyoto-u.ac.jp  

CNR    kanbara@is.naist.jp  
SC    hosonosgr@stf.teu.ac.jp  

 
CW     mura@neptune.kanazawa-it.ac.jp  

SUSC    uehara@toyo.jp  

編集後記 ▼御執筆頂きました記事は研究の合間に楽しみながら読まさせて頂きました．また，編集作業で
は委員の皆様に助けられて何とか進めることができました．この場を借りまして関係する皆様に心より感謝
を申し上げます．（主担当：戸田）▼普段，自分の所属する研究専門委員会以外の委員会の様子を知ることが
中々できませんが，編集作業を通じてその活発な活動状況を身近に感じ取れて大変刺激になりました．本号
の執筆，編集に御協力，御指導頂いた皆様，ありがとうございました．（副担当：細野）
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