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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 4号（通巻 105号） 【巻頭言】

情報入試をめぐる20年の物語

萩谷 昌己
東京大学

筆者が所属する東京大学情報理工学系研究科
（情報理工）は2001年に創設され，昨年20周年を
迎えた．ここで述べたいのは，もう一つの 20年
の物語，情報入試をめぐる 20年の物語である．
情報理工が設立された直後の 2002年に，「情

報教育検討委員会」という全学委員会が開催さ
れた．2003年度から始まる高校の教科「情報」
を入試で課すべきかどうかの検討を行うことが
主な目的であった．筆者もこの委員会の末席に
加わった．
言うまでもなく，東大を含む多くの大学では
入試に「情報」を課すことはなかった．大学入
試センターも最終的に「情報」を試験科目とす
ることを見送った．
この時代の教科「情報」に対する一般的な認
識は，一言で述べるならば，体育や芸術のよう
な「実習」を行う科目というものであった．体
育の入試が考えられないように，情報の入試も
考えられないと．

8大学情報系研究科長会議は，情報理工と同
様に 2000年頃に設立された情報系研究科の研究
科長から成る会議であるが，教科「情報」はこ
の会議でも大きな検討課題となり，WGが立ち
上がって本格的な検討が始まった．筆者もこの
WGの末席に加わった．
2006年に提出された提言書は，ロードマップ

の一つとして，「高校教科『情報』の内容を充実し
授業時間数を 4単位にした上で，大学入試セン
ター試験の入試科目として「情報」を採用する」
と述べている．この時期，2013年に始まる現行
の学習指導要領の検討が行われていたが，WG

の結論は，この学習指導要領では入試は難しい
というものであった．
そして時は流れた．筆者の情報入試に関する
活動は，大学を離れて，日本学術会議，情報処

理学会，情報学科・専攻協議会などに移った．文
科省の大学入学者選抜改革推進委託事業にも関
わった．

2022年度から始まる学習指導要領では，必履
修の「情報 I」と選択の「情報 II」を併せれば 4

単位となる．大学入試センターは既に「情報 I」
を共通テストの科目とすることを決定している．
そして再び大学では，入試科目に関する検討も
始まっている．
この 20年という年月を振り返ると，様々な活

動の中で，筆者自身の情報入試に関する考え方
も劇的に変わった．教科「情報」は，問題解決
を軸にプログラミング，データ分析，情報シス
テム，情報デザイン，それらを補完する情報社
会や情報倫理に関する教育から成り立っている．
この教科の重要性は疑うところはなく，それを
入試に課すことは，大学教育にとって，更に学
術全体，社会全体にとって望ましいことである．
残念ながら，本稿を書いている段階では，20

年の物語の結末がどうなるのか，分かっていな
い．国立大学協会（国大協）の 6教科 8科目の
議論は年を越してしまった．
結末がどうなろうと，20年間よくやってきた

という満足感はある．しかしその一方で，大きな
後悔がある．それは，この 20年の物語を十分に
世の中に発信してこなかったことである．特に，
大学に向けての発信が十分でなかったと思う．
いまだに，高校の教科「情報」について全く

知らない大学関係者が多い．更に，高校の情報
教育の現状，特に地域間の格差，学校間の格差
は正しく認識されていない．残念ながらと言い
つつも，入試がこのような課題を解消する最も
有効的な手段であることは疑いもない．これか
らも，20年を超えて続くこの物語を，諦めるこ
となく伝えていきたいと思う．
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【研究最前線 (NLC)】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 4号（通巻 105号）

テキストアナリティクスとその先へ

嶋田 和孝
九州工業大学

1. はじめに

言語理解とコミュニケーション (NLC)研究会
は，自然言語処理を主体とした研究に関する発
表の場である．自然言語処理では（実際には自
然言語処理以外の分野も），この 10年で大きな
技術的変化があった．ここでは，変わらないもの
と変わっていくべきものなどをこれまでのNLC

研究会の歩みと併せて説明していきたい．
2. テキストアナリティクス：言語理解

NLC研究会では年に 4回の研究会を開催して
いるが，その中で最も大きなイベントは 10年前
に始めた「テキストアナリティクスシンポジウ
ム(注1)」である．最近はコロナ禍や様々な事情で
参加者が減っているが，これまで 18回開催した
中で最も多かったときで 260名ほどの参加者が
いた．参加者の数だけではなく，参加者の属性
も通常の研究会と異なり，半分以上が企業から
の聴講参加者であるというのがその特徴である．

NLC研究会では，テキストアナリティクスシ
ンポジウムを学術界と産業界を繋ぐ役割として
位置付け，企業からの招待講演などを積極的に
行い，発表や懇親会を通じた人と人を繋ぐ場を
提供してきた．実際に，シンポジウムでの発表
とその後の質疑から共同研究に発展していった
という事例もあった．また，いわゆる学術的な
発表だけではなく，現場に役に立つ研究も高く
評価する場であり，実際に，2020年の優秀研究
賞（年 1件）は商用利用可能な言語資源の開発

(注1)当時はテキストマイニングシンポジウムと呼んでいた．

[1]であったし，同年の学生研究賞は企業との共
同研究 [2]によるものであった．
前述のように，この 10年で研究の流れは大き

く変わった．近年では大規模言語モデルを解き
たいタスクのデータでファインチューニングす
る手法が主流である．実用化される応用事例も
増え，テキストアナリティクスに対しても「ボ
タン一つで新しい知見や知識を発見してくれる
夢のツール」が期待されている．しかしながら，
そのようなツールは存在しないし，実際にはそ
のような夢のツールは本質ではなく，そのデー
タを分析する人にとって，その人をサポートす
る自然言語処理こそがテキストアナリティクス
の本質だと考えている．学術界からの新しい技
術の創出とそれを使って分析したい産業界との
架け橋として機能する場でありたい．
テキストアナリティクスの対象は，一昔前は
ブログやアンケートなどであったように思うが，
その対象は日々増えている．例えば，第 17回の
テキストアナリティクスシンポジウムの招待講
演において，IBMの那須川氏はコロナ禍で Slack

など，新たなテキストデータが増えてきており，
それらを分析することで新しい知見が得られる
ことを示してくれた．デジタルトランスフォー
メーション (DX)やテレワークの普及によって，
更にいろいろな分析対象が生まれるはずである．
今後もテキストアナリティクスが果たす役割は
その重要性を増すだろう．
3. その先へ：コミュニケーション

NLC は「Natural Language Understanding
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 4号（通巻 105号） 【研究最前線 (NLC)】

図 1. 2011年から 10年間の発表タイトル

and Models of Communication（言語理解とコ
ミュニケーション）」の頭文字である．前述のテ
キストアナリティクスは「言語理解」に相当す
るだろう．一方で，投稿される発表などを見て
も，「コミュニケーション」に当たるものはあま
り多くないという印象である．図 1は 2011年か
ら 10年間で発表された論文のタイトルのワード
クラウドである(注2)．
そのような現状から，コミュニケーションの
部分を増強する企画も実施している．人間と機
械および人間同士のコミュニケーションを考え
る場合，言語のみならず，非言語情報も重要な
役割を果たす．2020年の 2月には，HCGグルー
プのヴァーバル・ノンヴァーバル・コミュニケー
ション (VNV)研究会との合同研究会を実施した
（今思えばコロナ禍直前で，ギリギリ対面開催で
きた研究会であった）．NLCからは最新の自然
言語処理ツールに関するチュートリアル講演を，
VNVからはヴァーバル・ノンヴァーバル・コミュ
ニケーション研究に関する招待講演を実施した．

(注2)「音声」という単語が比較的大きいのは，NLC 研究会
が SP 研や IPSJ-NL 研，SLP 研と合同で「自然言語処理
シンポジウム・音声言語処理シンポジウム」を毎年開催し
ているためである．なお，こういう，本来の目的（つまり，
NLCの発表傾向）に対してノイズとなってしまう単語など
を分析の過程で分析者がうまく削除したりすることが，前
述のテキストアナリティクスでは重要である．

また，コミュニケーションの取り方もコロナ
禍によって大きく変わった．このコロナ禍が収
束したとしても，遠隔でのコミュニケーション
がなくなることはないだろう．そして，遠隔で
のコミュニケーションでは，テキストでやり取
りされる情報が更に増えると考えられる．加え
て，たとえカメラやマイクを介してやり取りし
たとしても伝えられる情報の質や内容は対面時
とは大きく異なるはずである．深層学習によっ
て，言語や画像の融合（マルチモーダルやクロ
スモーダル）の研究がしやすい環境が整ってき
ている．言語のみならず，コミュニケーション
の理解のために，NLC研究会として考えるべき
ことは多いだろう．
4. おわりに

テキストアナリティクスシンポジウムを始め
てから 10年で自然言語処理は大きく変わった．
一方で，テキストアナリティクスの重要性は変
わらない．むしろ，更に増しているようにさえ
感じる．また，言語のみではなく，それ以外の
媒体も考慮した情報理解が不可欠になってきて
いる．「言語」と「コミュニケーション」を冠に
掲げる研究会として，分野の発展のため，邁進
していきたい．なお，そのための一つの枠組み
として，幹事団で現在テキストアナリティクス
を題材とした書籍を執筆しており，2022年 3月
に刊行予定である．
参考文献
[1] 久本空海，他，“chiVe: 製品利用可能な日本語単
語ベクトル資源の実現へ向けて ～形態素解析器
Sudachiと超大規模ウェブコーパスNWJCによる
分散表現の獲得と改良～，”信学技報，NLC2020-9,

2020.

[2] 塩田 宰，他，“ランキング学習を用いた関連記
事候補の抽出，” 信学技報，NLC2020-1, 2020.
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【研究最前線 (PRMU)】 情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 4号（通巻 105号）

パターン認識・メディア理解の研究最前線

安倍 満
デンソーアイティーラボラトリ

岩村 雅一
大阪府立大学

1. はじめに
パターン認識・メディア理解 (PRMU)研究会

は，画像や音響信号などの各種メディアの認識・
理解を目的として，様々な研究活動を展開して
いる．本研究会は基礎から応用までの研究を幅
広く対象としており，他研究会や勉強会との共
催もあいまって，日本のパターン認識研究者に
交流の場を提供してきた．

PRMU研究会の源流をたどると，1972年 4月
に開催された第一回パターン認識と学習 (PRL)

研究会にまで遡ることになる．その後，1986年
にパターン認識・理解 (PRU)と改称され，研究
対象をシーン理解，知識獲得，知識モデル化の
研究，工業応用，医療応用，教育応用，文書理
解，顔画像認識，動画像認識と広げることになっ
た．更に 1990年代に入り，インターネットとマ
ルチメディアが人々の身近な存在になりつつあ
る状況を受けて，1996年にパターン認識・メディ
ア理解 (PRMU)研究会と改称され，今に至る．
PRMUの源流を PRL研究会に求めるならば，

2021年は設立から 50年目に当たることになる．
半世紀もの間，様々なメディアの認識・理解を
目指した活動の足跡は 10,000本近い発表原稿と
して刊行されており，その蓄積の厚さに感じ入
るところである．
2. 研究会各月のテーマ
現在は，年 5回の頻度で研究会を開催してい
る．毎回設定するテーマに関連する「テーマ論
文」と，幅広くPRMUに関連するトピックを受
け入れる「一般論文」を，それぞれを募集して
いる．表 1に 2021年度研究会の開催状況，表 2

に 2018～2020年度の設定テーマをまとめた．「転
移学習・少数データからの学習」，「微分可能レン
ダリング」のような基礎理論寄りのテーマがあ

る一方で，「CV・PRMU技術のビジネス展開」，
「安全安心，セキュリティ・防災」といった実応
用にフォーカスしたテーマもある．このように，
理論から応用まで幅広くテーマを設定すること
で，間口を広げて，パターン認識・メディア理
解に関わる多くの研究者が研究会に参加しやす
いようにしている．
これらのテーマ設定は，各月研究会を担当す

る（専門委員で構成される）ワーキンググルー
プに一任されており，時にユニークなテーマが
設定されることもある．例えば 2021年 10月研
究会では，「研究を効率的に進めるためのプロセ
スや周辺技術」というテーマの下，企業研究者 5

名の招待講演が行われた．このセッションでは，
各企業がどのような組織構造/体制/目標/ツール
によって研究開発を推進しているかを紹介頂い
た．基礎研究を実用に結び付けるための踏み込
んだ内容紹介があり，セッション後は講演者 5

名によるパネルディスカッションが実施された．
3. 研究会/勉強会との連携
情報処理学会のコンピュータビジョンとイメー
ジメディア研究会 (CVIM)とは，共に画像メディ
アを研究対象とすることから，長年深い協力関係
にある．2022年に 25回目で 30周年という節目を
迎える「画像の認識理解シンポジウム (MIRU)」
を交互に主催するほか，2021年度は 5月と 3月
の研究会を連催するなど，多岐にわたって研究
活動を共有する．
また，学会を母体としない有志による勉強会と

の連携も盛んである．2021年度は 10月研究会で，
全日本コンピュータビジョン勉強会 (JapanCV)

と共催した．
4. PRMU研究メンターシッププログラム
専門委員の有志から成るワーキンググルー
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情報・システムソサイエティ誌 第 26巻第 4号（通巻 105号） 【研究最前線 (PRMU)】

表 1. 2021年度 PRMU研究会 開催状況

    

5  online Vision & Language IPSJ-CVIM, IPSJ-NL ( ) 

8  online CV/PR  FIT 

10  online  

 

12  online   

3    IPSJ-CVIM( ) 

プによる活動の一つとして，PRMU 研究メン
ターシッププログラムを実施している．これは，
CVPR，ICCV，ECCVに代表されるパターン認
識・メディア理解分野のトップ会議での論文採択
を目指す研究者に，投稿前論文の内部レビュー
やオープンディスカッションの機会を提供する
という新たな試みである．国内の優れた研究内
容が必ずしも国際的に知られていないという問
題意識から，トップ会議に通用する研究スタイ
ル・スキルを国内研究者で共有・継承していく
ことが目的である．メンタリングの成果として，
ICCV2019 Workshopに1件，CVPR2020に2件，
ECCV2020に 2件，ICCV2021に 1件の論文が
採択されている．
5. おわりに
本稿では，PRMU研究会の活動の一端を紹介

した．半世紀にわたり国内研究者の交流の場と
しての役割を果たしてきたPRMUだが，国際化
が進展し，海外の最先端の成果がリアルタイム
で入手できるようになった今，存在価値を問い
直す意見も少なくない．（特に若手の）多忙な専
門委員の負荷軽減も大きな課題である．一方で，
これまで国内研究会が果たしてきた機能が全て
役割を終えたかと言えば，そうではない．研究
会の場での新たな出会いや何気ない会話は，研
究者にとってかけがえのない情報源であり栄養
源でもある．そこから生まれる意外な研究アイ
デアや新しいコラボレーションは，一過性のト
レンドに惑わされない，骨太な研究テーマにな
り得る．コロナ禍で直面した「直接会えない」

表 2. 設定テーマ一覧（2018～2020年度）

という経験は，逆に研究者が会うことの意義を
再確認させてくれたように思う．国内研究会と
いう特異的なコミュニティを有効に活用し，良
い意味でのガラパゴスな独創にあふれた研究を，
本研究会を通じて育むことができれば，その価
値は次の半世紀に受け継がれてゆくのではない
だろうか．
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ディペンダブルコンピューティングからみた
ストカスティックコンピューティング

市原 英行
広島市立大学

1. はじめに
ストカスティックコンピューティング (SC)は，

ビット系列における 1の発生確率によって数値を
表現し，確率的に演算を行う計算手法 (Approx-

imate Computing)である．SCは 1950年頃に J.

von Neumannによって提案され，2000年頃に再
注目された後，2010年頃から関連論文が爆発的
に増えている．現在SCは，ニューラルネットワー
クなどの機械学習，脳型コンピュータ，LDPCな
どの符号化，ディジタルフィルタ，画像処理や
音声処理などでの利用を想定して，様々研究が
なされている [1]．本稿ではディペンダブルコン
ピューティング，特に信頼性の観点から，SCの
魅力について紹介する．
2. ストカスティックコンピューティング
SCで利用されるビット系列はストカスティッ
ク数 (SN)と呼ばれる．単純な SNは，ビット系
列中の 1の発生確率（頻度）をそのまま数値と
する方法（単極表現）である．例えば，ビット
系列 01010000は 8ビット中に 1が 2ビット含ま
れているため 0.25を表現する．

SNに対する演算はシンプルな論理回路で実現
できる．図 1にはANDゲートによる乗算の様子
(0.25× 0.75 = 0.1875)を示している．加算はマ
ルチプレクサで行うことができる．絶対値関数，
指数関数，ロジスティック関数，ReLU関数など
の算術関数は線形有限状態機械（線形 FSM）で
実現できる．除算や開方演算を単純な順序回路
で実現する方法も提案されている．
図 1に示すように，一般的な SC演算回路は，
計算を行う SCコアに加えて，SNG (Stochastic

図 1. SC演算回路

Number Generator)と CNT (CouNTer)と呼ば
れる変換回路を必要とする．SNGは乱数源と比
較器からなり，外部から入力される 2進数と乱
数列を比較することで，その 2進数を SNに変
換する．CNTはカウンタであり，SNの 1の数
を数えることで，SNを 2進数に変換する．
3. SCによる高信頼設計

SCは近似計算法であるため，高信頼設計とは
一見すると相性が悪いように思われる．しかし，
以下のような観点から，SCは信頼性向上に有効
な計算手法であると考えられている．
•確率的な演算手法である．SCは近似計算法で
あり計算結果は一定の誤差を含む．よって機
械学習や画像処理などの SCのアプリケーショ
ンは，この誤差を許容する（エラートレラン
ト）．つまり，SC演算回路に故障が発生したと
しても，そのエラーが確率的な誤差の範囲内
ならば，行っているサービスへの影響はない．

•演算回路がコンパクトである．SC演算回路は，
乗算が ANDゲート一つでできるなど，一般
的な決定論的な演算回路に比べて回路規模が
かなり小さくなる．これにより，回路の製造
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時の欠陥が減り，また，プロセスばらつきの
影響が小さくなるため，回路の信頼性が向上
する．また，小面積であることは宇宙線など
の外乱の影響を受けにくく，その結果ソフト
エラーの発生率も小さくなる．

• SNの桁重みが 1である．各ビットの桁重みが
2のべき乗になっている 2進数と違って，SN

は桁重みが全て 1であるためビット反転故障
の影響が小さい．特に，SNに 0が 1に反転
するエラーと 1が 0に反転するエラーが同時
に起こった場合は，そのエラーの影響は相殺
される．また，SNの桁重みが均一であること
は，SC演算回路を構成するトランジスタの使
用頻度がほぼ同じになる（均一化する）ため，
経年劣化を抑えることができる [2]．

4. SCの更なる高信頼化
いろいろな観点から，SCの更なる高信頼化を
目指す研究が行われている．
•回路面積の削減．上で述べたように回路面積
の削減は信頼性向上に繋がるため，様々な面
積削減法が研究されている．文献 [3]では，全
ての演算を SCで行うニューラルネットワー
クの新しいアーキテクチャが提案されている．
提案ニューロンは積和演算と活性化関数を適
切に組み合わせることで，面積を従来のニュー
ロンの約半分にできる．また，周辺回路であ
る SNGの削減も研究されている [4]．SNG内
部の比較的面積が大きい乱数源を SNG間で
共有することで，SNGの面積を大幅に削減で
きる．

•演算精度の最適化．SCでは SNのビット長を
変更することで，演算精度を動的に調整する
ことができる．この仕組みを使って，アプリ
ケーションに必要な演算精度を満たす最適な
ビット数で回路を動作させることで，SC演算
回路の経年劣化を緩和することができる [5]．

•状態割当の工夫． SC演算に使われる順序回
路はメモリ容量削減のため，状態を 2進数符

号語で記憶している．その状態割当を工夫す
ることで回路の信頼性を向上できる．文献 [6]

では線形FSMを対象に，符号間のハミング距
離と状態遷移図における状態間のトポロジカ
ル距離に着目し，信頼性向上のための状態割
当アルゴリズムを提案している．

5. まとめ
演算回路の信頼性の観点から，SCの魅力につ

いて紹介した．これ以外の観点（小面積性や省
電力性など）からも SCは注目されており，新
たな演算回路の提案や設計手法の提案，更には
新しい応用分野の検討や，SNGに利用する新し
い乱数源の提案など，様々な形で精力的に研究
が続けられている．今後も注目していきたい．
参考文献
[1] M. Alawad and M. Lin, “Survey of stochastic-

based computation paradigms,” IEEE Trans.

Emerging Topics in Computing, vol.7, no.1,

pp.98–114, Jan.-March 2019.

[2] Z. Zhang, et al., “Circuit reliability comparison

between stochastic computing and binary com-

puting,” IEEE Trans. Circuits and Systems II:

Express Briefs, vol.67, no.12, pp.3342–3346, Dec.

2020.

[3] 可児冬弥，他，“シグモイド関数のゲインに着目し
た完全ストカスティック計算ニューロンの設計，”
信学論 (D)，vol.J104-D, no.7, pp.552–561, July

2021.

[4] H. Ichihara, et al., “Compact and accurate digi-

tal filters based on stochastic computing,” IEEE

Trans. Emerging Topics in Computing, vol.7,

no.1, pp.31–43, Jan.-March 2019.

[5] Y. Liu, et al., “Runtime long-term reliability

management using stochastic computing in deep

neural networks,” IEEE International Sympo-

sium on Quality Electronic Design, pp.553–558,
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[6] H. Ichihara, et al., “Transient fault tolerant

state assignment for stochastic computing based

on linear finite state machines,” IEICE Trans.
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おめでとう船井ベストペーパー賞

船井ベストペーパー賞について

船井ベストペーパー賞は，選奨セッションにおいて発表された論文のうち，特に優秀な論文
（3編を上限）の著者に贈呈されます（FIT学術賞選奨規程 第 10条）．選奨セッションを FIT

開催 1日目に設け，座長裁量で選奨論文候補を決定しました．各選奨論文候補に対して審査委
員が投票を行い，賞選定委員会にて，投票の集計結果に基づき慎重に審議した結果，3編を船
井ベストペーパー賞受賞論文として選定しました．FIT2020船井ベストペーパー賞は，オンラ
イン開催された FIT2021において表彰報告致しました．

論文：構造変化に応じるロバスト修復可能マト

ロイド基問題に対する固定パラメータアルゴリ

ズム

著者：伊藤 健洋（東北大学），垣村 尚徳（慶應
義塾大学），神山 直之（九州大学），小林 佑輔
（京都大学），岡本 吉央（電気通信大学）

このたびは FIT2020船井ベストペーパー賞を
賜り，誠に光栄に存じます．船井情報科学振興
財団の皆様，また，FIT2020の運営に携わられ
た皆様に深く御礼申し上げます．
本論文の内容には触れず，論文の執筆に関わ
る経緯を御紹介しようと思います．著者である
5名は異なる大学に所属する研究者ですが，本
論文のもととなるアイデアは令和元年 10月 21

日から 23日まで静岡県熱海市で行った「アルゴ
リズムに関する研究交流会」という研究合宿で
生まれました．当時の熱海は，令和元年の台風
19号の影響によって，広い地域で断水が続いて
いました．我々の宿泊した旅館では温泉を使え
ましたが，そうではない地区もあり，観光への
被害は相当大きかったように記憶しています．
今回受賞対象となった研究に限らず，我々の
研究において，研究合宿は不可欠なものになっ
ています．一方で，コロナ禍により，研究合宿は

不可能となりました．その代わりに，オンライ
ンで研究打合せを頻繁に開催していますが，合
宿の雰囲気を懐かしく感じています．
コロナ禍を克服した後には，再び研究合宿が

行えることを願っております．また，本論文を
発表した FIT2020も本来は札幌で開催される予
定，授賞式が行われた FIT2021も本来は仙台で
開催される予定でした．会議に対面形式で参加
できなかったことも残念でありました．近い将
来に，FITが対面形式で開催され，盛況となる
ことをお祈りします．

論文：近似度合いを動的制御可能なアーキテク

チャのためのコンパイラフレームワークの検討
著者：冨田 和孝，中村 朋生，小泉 透，入江 英
嗣，坂井 修一（東京大学）

このたびは FIT2020船井ベストペーパー賞と
いう名誉ある賞を受賞することができ，身に余
る光栄に存じます．船井情報科学振興財団の皆
様，FIT2020委員会の皆様，そして論文査読者
様，選考委員様に，心より御礼申し上げます．

Approximate Computingという考え方は，処
理の近似によって計算速度や電力効率の改善を
目指すものです．具体例としては，低電圧で動
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作させたり，計算の bit幅を狭めたり，関数処
理をメモ化したりする手法が提案されています．
Approximate Computingの手法では，計算精度
の低下によって生じる誤差をユーザが許容でき
る範囲に収めることが必要です．例えば動画な
どでの画質低下をユーザが不快に感じない程度
に収めるようなことです．この誤差を許容でき
る範囲は，出力を受け取る人や入力などによっ
て異なります．このため，実際に動作させるま
でどこまで近似してもよいかの度合いはわかり
ません．
そこで我々は，実行中にユーザが許容する誤
差に追従して，近似の度合いを変化させるアー
キテクチャを研究しています．本論文ではその
アーキテクチャ上で動作するバイナリをコンパ
イルするコンパイラフレームワークを提案しま
した．このコンパイラで生成したバイナリは，実
行中にユーザからのフィードバックを受けとり
それによって動作が変わります．このバイナリ
は，プログラム実行中に入力やユーザに合わせ
た効率の良い近似を実現します．今回の受賞を
励みに情報科学技術の発展に貢献すべく，活動
を継続する所存です．
末筆ではございますが，船井情報科学振興財
団，並びに情報科学技術フォーラムの御発展を
心よりお祈り申し上げます．

論文：私的観測下の繰り返し囚人のジレンマに

おける協力のダイナミクス

著者：西野上 和真，五十嵐 瞭平，岩崎 敦（電
気通信大学）

このたびは我々の論文を FIT2020船井ベスト
ペーパー賞に選んで頂き，誠にありがとうござ
います．前職で頂いた 2011 年以来の 2 回目を
現職で達成できて大変うれしく思っております．
船井情報科学振興財団の皆様，FIT2020の運営

委員の皆様，そして論文の査読及び選考に当た
られた皆様方に，心よりお礼申し上げます．
人が自発的に協力する仕組みを明らかにする

ことは，多くの学問における関心事であるため，
ある分野でもっともらしいことを言ってそれが
広まると，ほかの分野の人から，それが学問上
の標準と思われてしまいます．そんな例の一つ
が繰り返し囚人のジレンマにおけるしっぺ返し
戦略です．この戦略は，最初に協力するが，相
手に裏切られるとすぐに裏切り返し，相手が協
力に戻らない限り，決して協力しない戦略です．
これはどんな相手にも大負けしないという意味
で有効な戦略です．しかし，相手の行動を見間
違える私的観測下で，自分の行動を見間違え “ら
れた”方は，そのことを知る術がありません．そ
の結果，どちらかが見間違えると，延々と協力
と裏切りを繰り返すことになります．これを解
決するのが本論文で扱った 1期相互処罰戦略で
す．これはお互いに裏切りあってから協力に戻
るという，余り直感にそぐわない戦略です．し
かし，お互いに裏切り合うまで協力に戻らない
ようにして協力に戻るタイミングを測る意味で
しっぺ返し戦略より知的に振る舞う戦略です．
今回の受賞を励みに，このような原理がどこ

まで一般化できるのか？ を追求する楽しみを
学生と共有しながら進めていきたいと思ってお
ります．
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気が付けば，初心にかえって，人を眺める

フェロー 峯松 信明
東京大学

1. はじめに

このたび「音声コミュニケーションに関する研
究とその外国語教育支援への応用」に関する貢
献が認められ，フェローの称号を頂いた．お世話
になった先生方，先輩，後輩，そして教員となっ
た後に出会った学生たちに感謝したい．30年強
携わってきた音声研究を振り返って，最近，思
うことがあるので，それについて書いてみたい．
2. 外国語教師を目指しつつも工学の道を選ぶ

中学のときに国文法が好きになり，高校時代
は英語教師になることも考えるような学生だっ
たが，最終的に工学の道を選択した．大学 1，2

年は ESSドラマセクションに所属し，舞台の上
で英語の発音を磨き（日本語と英語では発声に
必要な筋運動や呼気制御が異なる），後輩も指導
した．その後電気工学科に進学したところ，音
声工学の研究室があったので，そこを選択した．
中学時代の国文法好きであるが，この教科だけ
は新たな知識を学ぶのではなく，自分が何を知っ
ているのかを再認識されられる点が新鮮だった．
毎回「どうして僕は日本語を話せるのか？」と
いう気にさせられた．そういう学生だったので
「じゃあ，その能力を機械に授けることはできる
のか？」「そもそも，その能力って何なの？」と
いう気持ちで研究室を選択した．
指導教員も人間の音声言語能力やその獲得に
関心を寄せる研究者であり，卒論テーマは工学
というより認知科学的なテーマとなった．「人間
の音声言語処理過程のモデル化」がテーマだった
が，まあ，アバンギャルドな卒論だったと思う．

3. 人を眺める，模擬する，支援する

人間の音声処理過程を分析する，というと，最
近では脳画像イメージングを思い浮かべる読者
が多いと思うが，当時は，そのようなツールは
なく，実験心理学的な手法で，音声刺激を提示
して某のタスクを行わせ，その反応を観測する
ことを重ねた．音声知覚や心的辞書検索過程の
様子を調べるための各種タスク（ゲーティング
やシャドーイングと呼ばれる実験タスク）を駆
使して，あれこれデータ取りをした．
その後，修士からは音声分析，合成，認識な

ど様々な音声の基礎技術を学び，その精度向上
のための検討を繰り返した．音声合成は text-to-

speech，すなわち，人の読み上げる行為を模擬
する技術であり，音声認識は speech-to-text，す
なわち人の書き取る行為を模擬する技術である．
当時，音声合成・認識は人の音声生成・知覚を
模擬する必要はあるのか，機械独自の方法を進
むべきか，という意見がよく交わされた．「人が
一生かけて聞く以上の音声データを使って初め
て構築可能な技術でよいのか」というある種の
研究哲学が議論された．深層学習の時代になり，
膨大なデータがあれば人間に匹敵するような能
力を機械が見せ始めると，人間が行う内部処理
との類似性よりも，精度の高い出力結果を出せ
る技術を，より強く求められる時代となった．
フェローの称号は「外国語教育支援への応用」

も評価して頂いたが，この部分は実は教員となっ
てから始めたテーマである．日本人学習者が発
声した英語音声を対象とした発音誤りやスコア
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リングなどである．外国人が発声した日本語音
声を対象とした研究も継続して実施してきた．日
本語教育ではアクセントやイントネーションな
どの韻律教育がなおざりになることが少なくな
い．これを打破するため，日本語教師とコラボし
て，音声合成の内部モジュールを日本語の韻律
教育に応用し，OJAD (Online Japanese Accent

Dictionary)なる韻律教育支援システムを開発し
た．世界中で導入され，各国で，スピーチコン
テストの優勝者を輩出している．ISSからも論
文賞を頂いた．ここに感謝したい．
4. 音声工学では解けない問題に遭遇する

外国語教師とのコラボを通し，かつて語学教
師になりたかった自分と向かいあうようになり，
音声工学ではおよそ解けない難題と遭遇した．
国際語である英語の発音は話者の「お国柄」が
出る．World Englishesと呼ばれるが，なまりは
racial identityであり，それを誤りとして矯正す
るなど，人権保護の観点からは不適切極まりな
い．Diversityを重んじるリベラルな立場から言
えば「オレオレ英語発音」で全然オッケー，とな
るが，しかし相手に伝わらなければ意味がない．
貴方の英語音声をフランス人，中国人，メキシ
コ人が聞いたら，どういう単語列として聞き取
るのか，考えたことがあるだろうか？ バンケッ
ト会場での会話であれば，分からなくてもニコ
ニコ会釈するのが politically correctな対応なの
だろうが，相手の本音を暴き出して，どこが伝
わっていないのか，これを推定して学習者に返
せないものか？ 学習者音声を母語話者音声と
比較して，そのズレの大きさを求めるのではな
く，学習者が発声した単語列のどこが相手に伝
わらなかったのか，これを自動推定できないの
か？ 難しそうである．そもそも，聴取中にどこ
で聞き誤りが生じたのか，を推定することは音
声工学の範疇外ではないのか？ 聴取の様子は，
音響的に（音として）観測できないではないか．

5. 初心にかえって，人を眺める
音声認識技術は，ある話者の音声から，その

話者が意図した単語列を推定する技術である．
欲しいのは，ある話者の音声を多様な他者が聞
いたときに，どこで聞き誤るのかを推定する技
術である．音声を正しく認識する技術ではなく，
正しく（人間のように）誤認識する技術である．
「聞き誤っている」様子をどうやって音響信号
へ変換するのか？ 答えは自身の卒論にあった．
シャドーイングである．シャドーイングは提示
された音声を，聞きながら（自身の発音で）復
唱するタスクであるが，提示音声のなまりが強
いと，当然シャドーは崩れる．その後，提示音
声の書き起こしを読み上げさせ，シャドー音声
と読み上げ音声を比較すれば，聴解崩れが時系
列データ化される．学習者音声（時系列）に対
する（ある聴取者の）聴解崩れ（時系列）がペア
で定義できる．ここから先は説明は不要だろう．
今，日本語教師（の卵）にベトナム人学習者の

日本語音声をシャドーさせ，また，JETプログ
ラムを通して日本の中高に派遣される北米の母
語話者英語教師（の卵）に日本人英語音声をシャ
ドーさせている．この営みで彼らは学習者音声の
聞き取りスキルの向上，我々は聴解崩れラベル付
き学習者音声コーパス構築を図る．Win-winな
関係を築きつつ，コーパス大規模化を狙いたい．
6. おわりに
卒論当時，言葉を操る機械は映画には登場す

るものの，音声工学の基礎研究の成果が社会貢
献する様子を想像するのが難しい時代だった．し
かし，当時行った基礎研究の経験が，30年たっ
た今，役立っている．様々な要素技術が toolkit

という形で入手でき，ちょっとしたアイデアを
短期間でアプリ化できる時代となった．その一
方で，一見解けそうもない問題の解決策は，基
礎研究がヒントを与えてくれる．そういうこと
を，身をもって，感じている．
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面白さに惹かれて

フェロー 高村 誠之
日本電信電話

このたび本会よりフェローの称号を頂いた．御
推薦を賜った諸先輩方，学会で様々な御助言や
御評価を賜った皆様，会社で一緒に議論し支援
を賜った同僚の皆様に深く感謝を申し上げたい．
「映像符号化に関する研究開発とその普及活
動」という貢献内容は，端的には NTT研究所
に入社してから今日までの間に携わった映像の
圧縮技術，特に標準化に直接・間接に関わる技
術についてのものである．標準化と関係のない
符号化技術もいろいろ行ったがそれらも幸い一
定の御評価を頂いている．
この場を借りてこれまでの活動を振り返って
みると，プログラミングや数学，画像，学会活
動等に面白さを感じてきたことが原動力になっ
ていたと感じる．
プログラミング
高校 1年のとき素数を列挙するプログラムを

作ったことがあった．正の奇数を順に素数判定
するというナイーブ極まりないものだったのだ
が頑張って高速化していたところ，友達が作っ
た “エラトステネスの篩”に基づくプログラムに
あっさり速度で破れ，アルゴリズムの重要性に
気付かされた．この頃から，エレガントな解法
を見付けたい，物事の本質を見抜きたいという
姿勢が芽生えたと思う．大学では，当時ポピュ
ラーであったパソコンPC-9801（やその互換機）
で，プログラミングやその最適化にのめり込ん
だ．内蔵の描画専用 LSIを叩くのと，機械語で
直線描画アルゴリズムで VRAMに書き込むの
と，速い方取りの直線描画や，乗算と加減算の
みによる円弧描画などを含むグラフィックライブ
ラリを，8086命令セットのクロック表と首っ引
きでアセンブラで書いたりしていた．プログラ

ムが 0.01秒速くなるたびに至福の思いを味わっ
ていた．そのライブラリを使って 3次元テトリ
スゲームを作り，多くの人に遊んで頂いたのも
喜びであった．最近は処務にかまけてプログラ
ミングをする時間がほとんどないのだが，たま
に現実逃避でプログラミングをすると，ストレ
スが文字どおり「すうーっと」引いていくのを
感じる．
画像
大学院は画像処理を扱っている故高木幹雄先

生の研究室に進学した．何でも好きなことをさ
せて頂けるのに甘え，欧米でのインターンシッ
プ 3回，国際会議出張，バックパッカー旅行で，
大学院の 5年間に合計 8か月海外にいた．修士
課程では図面認識を行ったが，博士課程では評
価指標の分かりやすい静止画像の可逆符号化を
行った．可逆な符号化では，（処理量等を除けば）
符号量が唯一の評価指標である．アルゴリズム
や条件を変えると条件付きエントロピーが増え
たり減ったりし，呼応して算術符号の符号量が
増えたり減ったりするのに胸を躍らせて研究を
していた．
映像
学位取得後 NTT研究所に入り，映像（動画

像）符号化を行うグループに配属となった．映
像は静止画と違って処理結果が出るのにずっと
時間が掛かる（しかも，その時代の計算機最高
性能を使い切るくらいの処理量が常に求められ
る）のは大変であったが，没頭しているうちに，
算術符号化器がうんうんとビットを吐き出す気
持ちや，コーデックが動き補償予測で苦しんで
いる気持ちが分かった気になってきて，それを
基に性能改善策や論文ネタが出てきた．同時に
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やはり，1 bitでも符号量を減らす，0.01 dBでも
符号化歪を減らす，更に符号量と符号化歪の両
者の最適化を行うことに面白さを感じる性格が
役に立った．ほかにも，子会社に出ずっぱりで
MPEG-2符号化 LSIの装置ファームウェアの開
発をしたり，国プロの研究フェローとして色彩
工学を学び他社の方々と 6原色HDTVコーデッ
クの仕様検討・官報公示・調達・試作・納品に
携わったり，多くの国内外インターン学生の滞
在の世話と指導をしたり，家族と米国に滞在し
たり，いろいろな経験をさせて頂いた．とりわ
け，優秀な同僚と国際標準化会合に参加し，必
須技術の考案に加わらせて頂けたのは幸いなこ
とであった．
学会活動
本会では，主に画像工学研究専門委員会（IE，

画工研）にお世話になった．この二種研究会で
ある画像符号化シンポジウム（後に映像メディ
ア処理シンポジウムが追加され PCSJ/IMPSと
なった）は，学生時代から参加していて筆者の
研究の原点といえる会議で，泊まり込みで夜ま
で研究者同士で飲んで話す大変楽しく刺激的な
コミュニティが大きな魅力である．研究発表も
多くしたし国際コンペ「高村杯」を実施させて
頂いた一方，事務局担当や実行委員，運営委員
として裏方業務も永く務めた．画工研では，専
門委員，幹事補佐，幹事，副委員長，委員長，顧
問を全て歴任し，幹事時代に離島の公民館を開
拓し研究会を開催したり，委員長時代に選奨制
度 IE賞・IE特別賞を創設したことなどで少し
はお役に立てたのではないかと思っている．
三十代半ば頃から，本会も含め国内の画像・
情報系学会の仕事に参加させて頂く機会が増え
てきた．そうするとそこで知り合った先生方に
依頼され，海外の学会の仕事もいろいろ舞い込
むようになった．頼まれると断れない性格のた
め，これらは任期満了で減るよりも新たに増え
る方が多い，危機的状態が続いている．こうい
うボランティア業務は，打算的な考えではとて

も続かないのだが，今振り返るとその道のエキ
スパートの方々と知り合えることが楽しかった
のだな，と思える．お陰で，2018年に海外学会
のフェローに応募した際，総勢 12人の方に推薦
を仰いだ（現在はもう少し少なくてよい）のだ
が，お願い相手には全く事欠かず，無事昇格さ
せて頂けた．
おもろさ
筆者は父の転勤に伴い関西・東海・関東の中を

あちこち引っ越して育ち，高校時代は大阪にい
たのだが，このときの経験は筆者の血肉の一部
になっている．おもろいか．おもんないか．これ
は大阪人にとって極めて重要である．これは研
究にとっても同じだと思う．つまり，自分が好
奇心をくすぐられたことを突き詰めるべきとい
うことである．外野による評価は（良いものな
ら有り難く承ればよいが）気にするものではな
い．例えば円周率は，実用上は 15桁（NASAが
惑星間航行システムで使っている精度）あれば
十分である．なのに現在 62兆桁まで求められて
いる．明らかに現実世界では役に立たないと思
う人がほとんどであろう．にも関わらず，今後
も人類は円周率に好奇心をくすぐられ続け，記
録を作った人は称賛され歴史に名を残してゆく．
2021年ノーベル物理学賞受賞者の真鍋淑郎さん
は，「最も面白いのは，好奇心に基づいた研究だ」
「若い人は好奇心を持って」と，好奇心の大切さ
を強調されている．
おわりに
人によって興味の対象は違うし，好奇心の強

さも異なる．職場によっても個人裁量の許容度
合は異なる．これらが高め合う条件が，良い仕
事をするために必要なのではないかと思う．そ
ういう意味で，比較的好奇心旺盛な性格に生ま
れついたこと，NTT研究所という比較的自由度
が高い環境に所属しつつ，学会における交流か
ら様々な視点を持てたこと，そして楽しいと思
える対象が研究成果につながる分野であったこ
とに，大変感謝をしている．
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素人発想玄人実行2.0

フェロー 藤吉 弘亘
中部大学

「着眼大局着手小局，素人発想玄人実行」は，
2006年 8月に在外研究で米国カーネギーメロン
大学ロボット工学研究所に 1年間滞在し，帰国
の際に金出武雄先生から頂いた言葉である．「素
人発想玄人実行」とは，金出先生の著書 [1]によ
ると，「発想は単純，素直，自由，簡単でなけれ
ばならない．しかし，発想を実行に移すには知
識がいる，熟練された技がいる」ということで
ある．筆者はそれ以来，この言葉をモットーに
して研究に取り組んでいる．しかし，「言うは易
く，行うは難し」の典型であり，実践するのは
なかなか難しい．多くの論文を読んでいくと知
識が深まり専門性は高くなるが，それが障壁と
なって，本質ではなく小さなことに着目した問
題設定を行いがちである．また，本質を捉えて
も工夫をせず愚直に実装するとうまく動かない
ことがある．本稿では，約 10年を経て「素人発
想玄人実行」に少しだけ近づけたのではと思う
筆者らの研究 2例について紹介し，最近，自分
なりに思い描く「素人発想玄人実行」のアップ
デートを共有したい．

2010年頃，画像間の対応点マッチングのため
の特徴点検出・記述の研究が多く取り組まれて
いた．中でも，射影変化を伴う画像間の対応点
マッチングは，キーポイントの特徴を表現する
アフィン領域を求める必要があり，難しい問題
であった．従来手法では，キーポイントに対し
て一つのアフィン領域しか推定しないため，画
像の変形やキーポイントの位置ずれの影響によ
り異なるアフィン領域を推定してしまうという

問題があった．これは，局所的探索を行うこと
が原因であり，「着眼小局着手小局」と言える．
2015年に筆者らが国際会議 ICCVにて発表した
「非等方性 LoGフィルタによる複数のアフィン
領域の推定」[2]では，様々な楕円形状の非等方
性 LoGフィルタを用いて複数のアフィン領域を
推定することを提案した．シンプルに，一つで
はなく複数の領域があってもよいのでは，とい
う「素人発想」である．しかし，いざ実装となる
と，非等方性 LoGフィルタには x方向のスケー
ル，y方向のスケール，回転角の 3パラメータ
があり，その組み合わせは数千種類となる．複
数のアフィン領域を推定するため，焦るが余り
この数千種類のフィルタ全てを畳み込む処理を
このまま行うと，膨大な計算コストが必要とな
る．そこで，「玄人実行」として，数千種類の非
等方性 LoG フィルタ群を特異値分解により求
めた 14 種類の固有フィルタで近似し，畳み込
み処理を効率的に計算することにした．これに
より，複数のアフィン領域を効率的に求めるこ
とができ，射影変化を伴う画像間の対応点マッ
チングの高精度化を実現した．この研究におい
て，「素人発想玄人実行」の言葉が研究の方向性
や進め方を決める手助けをしてくれたように思
え，2006年から約 10年を経て，ようやく「素
人発想玄人実行」に一歩近づけたと思える研究
であった．この研究以後も，常に，素人発想で
玄人実行になっているかを自問自答しながら研
究に取り組んで来た．

2012年以降，深層学習が主体となったコンピ
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ュータビジョン研究はデータドリブンなアプロー
チが主流となった．2019年に国内シンポジウム
MIRU2019にて筆者らが発表した「知識転移グ
ラフによる共同学習」[3]は，複数の深層学習ネッ
トワークの共同学習を実現する研究である．従
来の二つのネットワークを用いた知識蒸留と呼
ばれる共同学習では，大きくて複雑な学習済み
モデル（教師ネットワーク）が学んだ知識を蒸留
し，蒸留した知識を小さくて軽量なモデル（生
徒ネットワーク）に転移し学習に利用していた．
単純に生徒ネットワークを単体で学習するより，
知識を転移することで，小さなモデルでも良い
精度を獲得できるのである．しかし，この場合
の知識転移は先生から生徒への一方向の伝達で
あり，研究者が設計していたため限定的であっ
た．そこで，筆者らは教育現場における教室で
の学習のように，先生からだけでなく多くの生
徒が複雑に互いに教え合う，多様な知識転移を
行う共同学習へと拡張できたらよいのではとい
う「素人発想」からこの研究が始まった．
これを実現するために，まず複数のネットワー
ク間の知識転移の統一的な表現をグラフで記述
することにした．グラフのノードは様々なサイ
ズの深層学習モデル（事前学習あり/なし），エッ
ジには知識転移となる 4種のゲートと損失関数
を設定した．これを共同学習のための知識転移
グラフと呼び，エッジが持つネットワーク間の
知識転移を 4種のゲートとノードにおけるモデ
ルの組み合わせ探索という問題として解いた．3

ノードにおいて最適な知識転移グラフを探索し
た結果，学習初期では教師ネットワークから二
つの生徒ネットワークへと知識を転移し，学習
の後半では生徒ネットワーク同士での知識転移
が行われ，従来法より高精度となることが分かっ
た．このように知識転移をグラフで表現し探索
問題に落とし込んで解くことで，知識蒸留と相
互学習を組み合わせた新たな知識転移法が発見

されたのである．
更に，ノード数を増やして最適な知識転移グ

ラフを探索すると，そのグラフのノードには事
前学習モデルである教師ネットワークが選択さ
れない傾向があることを確認した．予期せず，優
秀な生徒が周りに多数いれば，先生は必要ない
ということになる．これは，あくまでも深層学
習の共同学習における傾向ではあるが，実際の
教育現場，例えば大学の講義室でももしかした
ら同じことが言えるのかもしれない．
この研究方法では，研究者はあらかじめ問題

設定と解き方を限定せず，知識転移を表現する
フレームワークを研究者が専門性を発揮して設
計し，最適化探索を行うことで，研究者が想定
していなかった新たな知見を発見することに繋
がった．これは，昨今の計算機が膨大なパラメー
タ空間から使用を満たすプログラムを探索する
Software 2.0時代の研究方法とも言えるのではな
いだろうか．筆者はこの研究方法を密かに「素
人発想玄人実行 2.0」と呼び，探索により獲得し
た新たな知見が次の新たな研究の端緒となるこ
とを期待しつつ，日々研究を楽しんでいる．
最後に，機械知覚&ロボティクス研究グルー
プで一緒に研究を楽しんでくれた多くの卒業生，
山下隆義先生，平川翼先生，外部共同研究者の
皆様に感謝するとともに，研究の礎となる言葉
を贈って頂いた金出武雄先生に深謝する．
参考文献
[1] 金出武雄，独創はひらめかない—「素人発想，玄
人実行」の法則，日本経済新聞出版，2012.

[2] T. Hasegawa, M. Ambai, K. Ishikawa, G.

Koutaki, Y. Yamauchi, T. Yamashita, and H.

Fujiyoshi, “Multiple-hypothesis affine region es-

timation with anisotropic log filters,” ICCV,

pp.585–593, Dec. 2015.

[3] S. Minami, T. Hirakawa, T. Yamashita, and H.

Fujiyoshi, “Knowledge transfer graph for deep

collaborative learning,” ACCV, pp.203–217, Feb.

2020.
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国際会議CANDAR 2021開催報告

中野 浩嗣
広島大学

藤田 聡

藤原 一毅
国立情報学研究所

鯉渕 道紘

CANDAR (International Symposium on Com-

puting and Networking，http://is-candar.org/)

は，コンピューティングとネットワーキングに
関する幅広い分野を扱う国際会議であり，2013

年に第 1回を松山市で開催して以降，毎年 11月
下旬頃に日本国内で開催している．電子情報通信
学会コンピュータ・システム研究会 (CPSY)の協
賛であり，論文集は IEEEから出版され，IEEE

のデジタルライブラリに収録される．2021年の
第 9回は松江市で開催の予定であったが，昨年
に引き続き，コロナ禍のため，11月 24～26日
の 3日間の Slackと Zoomを用いたバーチャル
開催となった．
メインシンポジウムは 5つのトラック (Algo-

rithms and Applications, Architecture and Com-

puter System, Networking and Grid, Artificial

Intelligence and Software Engineering, Informa-

tion and Computer Security)から構成され，合
計 77 件の投稿があり，8 件が Long Paper，20

件が Regular Paperとして採択された．採択率
は 36%であり，質の高い論文が選ばれた．また，
併設の 9つのワークショップがあり，これらを
含めて合計 121件の発表があった．発表の方法
は，(1) 最大 20分間までの事前録画のプレゼン
テーションビデオの作成（インターネットで公

開），及び (2) 2枚のスライドによる 5分間のプ
レゼンテーション（Zoomを利用）と質疑応答
を行った．論文 PDFと発表用スライドの公開，
及び，テキストベースのオンラインの質疑応答
には Slackを用いた．オンラインならではの工
夫した開催方法であり，従来のオンサイトでの
開催に比べても，密度の濃い議論と意見交換が
行えた．

CANDAR2021では，一般の講演に加え，5件
の基調講演と，GraphGolfワークショップ，Work-

shop on Uncertainty-Tolerate Computing using

Error-Prone Optical Communication を企画し
た．また，メインシンポジウム全体で質の高い
論文を 1件を CANDAR Best Paper，これらに
次いで評価の高い 5つの論文を CANDAR Out-

standing Paperとして表彰した．ワークショップ
全体で評価の高い Poster論文をWorkshop Best

Poster Paper と Workshop Outstanding Poster

Paperに選び，また，ワークショップ毎に優れた
論文を 1件ずつ表彰した．

2022年の CANDARは 11月 21日（月）～24

日（木）に姫路市のアクリエひめじ（姫路市文
化コンベンションセンター）で開催する予定で
ある．メインシンポジウムの投稿締め切りは 7

月中旬を予定している．
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Graph Golf 2021開催報告

藤原 一毅
国立情報学研究所

鯉渕 道紘

藤田 聡
広島大学

中野 浩嗣

「与えられたノード数と次数をもつ無向グラフ
の中で，直径・平均距離が最小のグラフを求め
よ」．これは Order/Degree問題と呼ばれるグラ
フ理論の問題であり，次世代スーパコンピュータ
に必須とされる低遅延な相互結合網の設計に直
接役立つが，グラフ理論家による研究が進んで
いなかった．我々は，Order/Degree問題をオー
プンサイエンスの俎上に載せて追究を加速する
べく，小直径グラフ探索コンペ “Graph Golf”を
2015年から開催している [1]．並列計算機のネッ
トワーク構成法としてノード同士を直接結ぶ直
接網とスイッチを介して結ぶ間接網があり，前
回までのコンペでは直接網のみを対象としてい
たが，6回目となる今年のコンペでは間接網を対
象に加え，直接網をモデル化した「一般グラフ
部門」と間接網をモデル化した「ホスト–スイッ
チグラフ部門」を設けた．参加者は，主催者が

図 1. Team RKが発見したホスト–スイッチグラフ．外
周がノード，内周がスイッチを示す．

指定したノード数・次数をもつグラフを作って
投稿し，その直径・平均距離の小ささを競う．4

月 27日から 7月 25日までがクローズド投稿期
間，7月 26日から 10月 11日までがオープン投
稿期間であり，オープン投稿期間に入ると投稿
された解が毎週 1回公開される．最終的に 91件
の有効投稿があった．

2021年 11月 24日，国際会議CANDAR’21に
併設してオンラインで開催したGraph Golfワー
クショップにおいて，両部門合わせて 7チーム
を表彰した．そのうち，Team RK（理研／関西
大）の中尾昌広さん他計 3チームに御講演頂い
た．講演ではそれぞれ，最適なスイッチ数の発
見，混合整数計画ソルバーの適用，一般化ムー
アグラフの高速探索といったユニークな解法が
披露された．ホスト–スイッチグラフ部門では，
スイッチ頂点に接続するホスト頂点数を不均一
にする工夫が重要となる場合を中尾らのチーム
他が発見した（図 1）．これは，間接網の特徴が
顕著に現れた結果といえる．今回のコンペでは，
一般グラフ部門 8題中 4題とホスト–スイッチグ
ラフ部門 13題中 6題において，理論上最小の
直径をもつグラフが発見された．発見された全
てのグラフ，講演内容，関連論文はウェブサイ
トで公開されている [2]．本コンペの参加者が編
み出した解法を応用することで，間接網を含む
スーパコンピュータのネットワークトポロジを
自動的に最適化する手法の開発につながること
が期待される．
参考文献
[1] 藤原一毅，中野浩嗣，鯉渕道紘，“小直径グラフ
探索コンペGraph Golf 5年間の成果，” 信学技報，
CPSY2019-27, July 2019.

[2] http://research.nii.ac.jp/graphgolf/
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Author’s Toolkit 
Writing Better Technical Papers 

Ron Read 
Human Global Communications Co., Ltd. 

(formerly Kurdyla and Associates) 
 

The colon is one of the lesser-used marks of 
punctuation, but if used skillfully, it can make a 
sentence short and clear. 

TThe Colon: A Fine Introducer 
The most common use of a colon in text is to 

introduce information that gives clarification, 
parts, examples, or consequences of the info 
stated in the first part of a sentence: 

 Our process is applied in three stages: 
detection, discrimination, and analysis. 

Of course other ways can be used to introduce 
such completing information: 

 Our process is applied in three stages, 
including detection, discrimination, and 
analysis. 

 Our process is applied in three stages, 
consisting of detection, discrimination, and 
analysis. 

 Our process is applied in the three stages of 
detection, discrimination, and analysis. 

The first example is a common writing 
problem that can mislead readers into thinking 
there are other stages; the other two examples 
are fine but use more words. 

As for capitalization after a colon, if the 
content forms an independent sentence, it can be 
either capitalized or lower-case. If the content 
includes just phrases, as shown in the above 
“stages” example, it is not capitalized. 

In technical writing, a very common error is to 
use a colon to introduce an equation when it 
flows as a normal part of the sentence: 

 …and then Eq. 3 can be simplified as: 
 x ( / ) =  x ( / ) .    (4) 

 …and then Eq. 3 can be simplified as 
 x ( / ) =  x ( / ) .    (4) 

But it’s OK to use a colon when restating, not 
continuing, an idea in a sentence: 

 …and thus Eq. 3 can be simplified: 
 x ( / ) =  x ( / ) .    (4) 

This is an important distinction to learn. 

Invented Terminology: Intro It Carefully 
When I first started as a technical rewriter in 

Japan more than 30 years ago, many of our 
clients were engaged in cutting-edge technology: 
machine language translation, functional 
polymers, advanced robotics, etc. 

Some of the work being done by Japanese 
corporate/academic labs required the creation of 
whole new concepts that had not yet been named 
in English. So Japanese researchers, as authors, 
had to invent new terms. Some of these invented 
names were intuitively clear, others confusing. 

Let me suggest a simple three-step pattern to 
introduce original terms for your concept. After 
extensively searching the literature to ensure 
that a suitable term doesn’t already exist, first 
use quotation marks in the abstract to smoothly 
introduce the term: 

 …and this failure is attributed to a ‘memory 
collapse threshold.’ 

Here, do not give further explanation—using 
the term appropriately in the context is 
sufficient for now. Second, use the term one more 
time with quotation marks in the Introduction: 

 …and such a cognitive disruption can lead to 
reaching a ‘memory collapse threshold.’ 

Finally, as the third step, immediately give a 
very concise definition of your term: 

 In this work, we define a memory collapse 
threshold as the point at which… 

Then the term can be used without quotation 
marks, although doing this one more time early 
in the Discussion or Conclusion is a good idea. 

Need your paper revised? 
Please contact read@athuman.com 

Mini Quiz: What’s Wrong? 
1) They provided us revised data for… 
2) They provided us with revised data for… 
3) They provided revised data to us for… 
(Answers: 1) Conversational style, especially U.S.
English, not proper for writing; 2) & 3) OK) 
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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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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  
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RECONF   kobayashi@cs.tsukuba.ac.jp  

IBISML    NEC i-shinji@nec.com  
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SUSC    uehara@toyo.jp  

編集後記 ▼これまで ISSの様々な分野の活動がコンパクトにまとめられた会誌を楽しく拝読していました
が，今回その編集を担当しました．著者の皆様，編集幹事団の皆様，編集委員会の皆様の多大なる御尽力に
より，本誌も非常に興味深い記事が揃いました．年末年始のお忙しい中，皆様の御協力に深く感謝致します
（主担当：中村）▼会誌の担当は初めてで右も左も分からない状況でしたが，編集幹事の日置先生，主担当
の中村先生並びに編集委員会の皆様に支えて頂き無事に発行に至りました．魅力的な記事をお寄せ下さった
著者の皆様をはじめ，本号の発行に携わられた皆様に心より感謝致します．（副担当：浦）
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