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情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号） 【巻頭言】

際を究めて核を研ぐ

黄瀬 浩一
大阪公立大学/DFKI

水際対策などの影響により，学生や研究者の
国際的な交際は実際，難しくなり，際限なく間際
で方針が変わるという不手際もあいまって，金
輪際御免被りたいと思うことも多かった．コロ
ナ禍での思いを，「際」の字を使って書いてみた
のであるが，この 2年間は，我々の際の感覚が
変わるときであったと感じている．
一言でいえば，際を意識する，際立つ経験で
あった．まず，マスクやアクリル板などで，自身
と他者との境界を意識することとなった．大学
での授業もオンラインとなり，全てはディスプ
レイ越し．学会活動も同様である．2021年度に
修了の大学院生にとっては，国際会議といえば
夜更かしオンラインであろう．これらの場では，
発表とはビデオの再生であることも多い．この
ような環境では，他愛もない会話は成立しにく
く，新たに仲間を得ることも容易ではない．
コロナ前はどうだっただろうか．日本のプレ
ゼンスを気にするような，他国との際を意識す
る場合もあったと思うが，個人的には，学会活
動を通して際が溶けて消えていくという感覚を
持っていた．大学で働き始めた頃，雲の上の高
名な先生であっても，国際会議でお会いすると
気さくに話しをして頂いたり，論文で名前を見
ただけの研究者と直接会って打ち解けたり．学
会活動の醍醐味である．
これには，筆者がお世話になっていたパター
ン認識・メディア理解研究会 (PRMU)が，際に
立ち，際を究める研究会であることも関係して
いるだろう．すなわち，他分野の人々と積極的
に関わり，学際的な分野を切り開いていく，多
様な価値観を認める，という考え方である．一
つの学理を突き詰める一神教的な立場からする
とごった煮感はあるかもしれないが，それぞれ

の際に八百万の神がいる，とでも言うべきだろ
うか．ただ，そのときに鍵となるのは，自身の
寄って立つ核である．これがないと，際で役に
立てない．
では，今後はどうなっていくのであろうか．筆
者のように対面に戻ることを切望する人も多い
とは思うが，大学で学生や若手教員を見ている
と，オンラインという新しい際を活用して，自身
の核を研ぐ活動をしている方々もいる．例えば，
授業や学会で，普通は質問したりコメントした
りしないような学生が，オンラインツールを使っ
て意見を交換したり，人を助けたりしている．あ
る種の心理的な障壁が溶けることで可能となっ
ているのだと思うのだが，新しい際が可能性を広
げ，核を研ぐための役に立っている点が面白い．
というような個人的な想いはともかくも，筆

者が所属していた大阪府立大学は 2022年 4月
より大阪市立大学との際を溶かし，大阪公立大
学となった．国公立の範囲でみると，学部規模
は阪大，東大に次ぐ 3番目である．目玉の一つ
として，情報学研究科を新たに設置したのであ
るが，その二つの専攻は「核」（基幹情報学）と
「際」（学際情報学）である．なんだ，宣伝かと
思われた方．御寛恕頂ければ幸いである．
宣伝ついでにもう一つ．国際協力の一貫とし

てドイツ人工知能研究センター (DFKI)のドイ
ツ国外初のラボが本学内に設置された．DFKI

は，人工知能の冬の時代を，成長を止めること
なく乗り越えた希有の存在であり，現在 800名
を超える研究者と 450名を超える学生を抱える
世界的な人工知能研究組織となっている．日本
ラボはスモールスタートではあるが，このよう
な仕組みも使って，「核」を研ぎ「際」を究める
「研究」が広まっていけばと思っている．
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【研究会インタビュー (SUSC)】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.32

中野 誠彦さん

所属：慶應義塾大学理工学部電気情報工学科教授
分野：バイオメディカル LSI，LSIマイクロシステム，数値

シミュレーション，パワーエレクトロニクス

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．

今一番注力しているものの一つが超音波がん
治療器用集積回路の開発です．きっかけは光計測
が専門の三井隆久先生からの御相談でした．虫
眼鏡が太陽光を集光するように，超音波を特定
の部位に収束させることで，がんを死滅させら
れないか．その仮説を実証するために作った試
作機を見せて頂いたのですが，素子の数が 256

個と小規模で，機器の上に手をかざすとぼんや
りとその形が見えるレベルでした．実際に治療
器として活用するには周波数をもっと上げて数
MHzに，超音波を発する素子を数万レベルで配
置する必要があります．現時点で大規模素子が
集めた膨大な情報を処理できる機械がありませ
んでしたので，私の強みである集積回路の技術
を生かして，三井先生との共同研究をスタート
させました．集積回路と超音波アレイとうまく
組み合わせることで，体内のがん細胞の動きを
リアルタイムで観察し，超音波で患部を焼き切
ります．研究が始まって 1年半ですが，少しず
つ展望がひらけてきています．
他にも，生体と機器をつなぐバイオメディカ

ル用 LSIの設計，LSIチップ単体で自律動作す

るマイクロシステムなど研究は多岐にわたりま
すが，人の役に立つための工学であること，誰
もやっていない領域を開拓することを心掛けて
います．
工学とはサイエンス（物理法則）とテクノロ
ジーに分解できます．テクノロジーは応用に走
りすぎると，何だかよく分からないけど解決で
きましたとなりがちです．工学とはその「何だ
かよく分からない」に物理法則を見付けて，明
らかにすること．あくまで物理法則がベースに
あって，その延長線上に問題解決があり，人に
役に立つテクノロジーがあります．応用も大切
ですが，原理も同じくらい大切です．
また，専門性に特化しすぎないことも意識し
ています．通常，回路を研究するとなると性能
指標をどうやって上げるかに注力します．回路
にはそれぞれに性能指標があって，ある意味，競
技会のようなもの．ロードレース，トラックレー
ス，マウンテンバイクのように各競技で良い記
録を出すことが求められます．一方であまりに
も専門性を強くしすぎると，専門外に目を向け
る余裕がなくなります．ロードレースに特化し
たら，マウンテンバイクで使えない筋肉がつい
てしまった，みたいな．逆もまたしかり．私自身
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はそういった競技会には参加しないタイプで，既
存の走り方を極めるより，海や川を渡れるよう
な水陸両用車や空を飛べる自転車のように，別
の新しい走り方やこれまでになかった競技を探
求することに力点を置いています．本来とは違
うやり方で何か面白いことが起きないか考えて
いると，人が見落とした価値に気付くことも多
いです．もちろん，コンペティターになる選択
肢は否定しません．競技会があるからその分野
の回路が進化するのも事実です．競技会ですば
らしい成績を収められることは回路の性能向上
には欠かせません．私のポジションは誰もやっ
ていない領域の開拓です．ダメならボツになる
可能性もありますが，後続者が私とは違った道
を切り拓いてくれることを信じて，ぶれること
なく開拓の先陣を切っていきたいです．

— 現在に至るまでの経緯をお聞かせ下さい．

半導体は大きくデバイス，プロセス，回路に
分けられます．この三つ全部が分かれば革新的
なソリューションやイノベーションが生まれる
のではと思い，若かりし頃，3領域をまたいだ
研究に無謀にも挑戦しました．2001～2003年の
スタンフォード大学留学後，研究室立ち上げに
ついて模索していた時期です．どこから着手す
るか．デバイスは先行研究も多いし，大企業が
散々やっています．どうも一研究者が既存研究を
凌駕するのは難しそう．なら，博士過程の研究
テーマで扱ったなじみのあるプロセスを起点に，

プロセスと回路をつないでブレークスルーを生
み出せないか．そう思ってやってみたのですが，
自分の挑戦がいかに「無謀」だったかをつくづ
く痛感しました．デバイス，プロセス，回路が
区切られているのには理由があります．プロセ
スが決まっているから初めて回路を設計できる
のであって，回路設計者がプロセスを何とかし
て下さいとは言えません．プロセスは効率的に
小さく作る方法を突き詰めた方が，回路は目の
前のトランジスタのつなぎ合わせ方に専念した
方が全体的な成果は上がります．プロセスを開
発する時間と回路を開発する時間があまりにも
違いすぎるので，一緒に議論しても話が合わな
いのですね．同じことがデバイスについても言
えます．プログラマーが理想のプロセスや回路
をイメージしても，目の前のコンピューターが
早くなるわけではません．プログラマーは早く
動くアプリ開発に注力すればいいわけで，回路
設計者よりももっと短いスケールで物事を見て
います．当初はこの三つを混ぜて議論した方が
良いと思っていたのですが，時間スケールが違
う以上，それぞれが専門領域を極めていった方
が効率的だと気付き，回路設計に軸足を移しま
した．と言っても，ただただ回路を設計してい
るだけでは，熟達した回路設計者には太刀打ち
できません．ニッチな世界を探して，マイクロ
システムの回路と太陽電池とを同居させる研究
を進めました．本来，回路を作るプロセスで太
陽電池を作るのはおかしな話です．太陽電池だ
けを作るのであれば，簡単で安い太陽電池プロ
セスを使えばいい．一見無駄に見えるかもしれ
ませんが，回路を作るプロセスの横に太陽電池
を乗せることで，弱々しくはありますが回路が
動きます．この限られた動作が一体何の役に立
つのか，応用を考えていくと，光が当たったこ
とを記録する機械も見えてきます．
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— 将来の展望についてお聞かせ下さい．

「感じるコンピューター」ができたら面白いで
すね．これまでの研究を思い起こすと，アナロ
グとディジタルがキーワードとして常に頭にあ
りました．アナログは右脳，感性，感じる．ディ
ジタルは左脳，論理的思考，考える．簡単にい
うと，アナログは量・大きさが意味を持つもの，
ディジタルは記号．例えば，「手の大きさは？」
と聞いた時に「このぐらい」と手で距離を示す
とアナログ．それを計測して「18.3 cmです」と
記号化するとディジタル．測った瞬間に，アナ
ログがディジタルに変換されます．一方，言語
は文字，文字は記号なので，言葉はディジタル．
数字もディジタル．「考える」というのは言葉を
使うのでディジタル処理です．「美しい」という
記号を読んで，脳内に美しいものがイメージさ
れると，今度はディジタルがアナログに変換さ
れます．「美しい」をアナログ→ディジタル→
アナログと変換・伝送していくと，最初の「美
しい」と最後の「美しい」はだいぶん違ったも
のになりますよね．ディジタルは「1」と定義し
たら「1」．正確な伝送は実現しますが，どこか
面白みに欠けます．アナログは「1」と定義して
も「1」以外の解釈が無数に広がる．この何か答
えのないアナログ処理を回路にすると，いわば
「感じるコンピューター」のような機械を作るこ
とができます．「感じること」が人間とコンピュー
ターとを分けるラインであると仮説するなら，コ
ンピューターがアナログ処理できれば，より人
間に近づくかもしれませんよね．まだぼんやり
とした構想ではありますが，今後の研究のキー
ワードはアナログなんだろうと感じています．

— 学生との接し方についてお聞かせ下さい．

なるべく多くの学生さんが幸せになるように

意識しながら教鞭を執っています．教職の難し
いところは学生を評価しないといけないこと．
テストをすれば〇×を付けないといけないです
し，研究室への応募者が多数でた場合は合格・不
合格を言い渡さないといけません．気持ちとし
ては皆に受かってもらいたいので，学生さんを
選ぶ作業はつらいです．少しでも学生さんが幸
せになるように，日頃から学問に全力で打ち込
める教育環境の整備に心を砕いています．例え
ば，テストでは答えが一つに定まらないように
あえて設計しています．一般的な大学のテスト
は上限 100点．語弊を恐れずに言うと，記憶を
元に答えを書ければ良いという発想で，これは
研究者の姿勢としてはあまり筋が良くありませ
ん．現実の研究には正解が一つだけ，なんてこ
とはないですよね．研究を積み重ねる中で，構
造や仕組みについて洞察を深め，解決のために
様々な工夫をすることが求められます．具体的
にテストの中身をお話しすると，電気電子計測
の科目テスト．ここに 1mのものがあります．十
分に長い紐があります．ハサミがあります．ど
うしたら 35.47 cmの長さを作れますか．あるい
は，ここに砂，水，棒，入れ物がある．あなた
の体重を測って下さい，とか．目盛りのような
課題の条件や基準をあえて明確にしません．学
生に工夫の余地を残すんです．そうすると中に
は「おっ！」と思う回答が出てきます．普段か
ら答えのない課題に向き合い，工夫をする癖が
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つけば，きっと社会に価値をもたらす創造的な
人材に育ってくれるのではと信じています．

— 研究会についてお聞かせ下さい．

私が委員長を務めるサステナブルコンピュー
ティング特別専門研究会 (SUSC)では，持続可
能な社会を実現する ITやその応用，社会実装に
関して広く研究を募集しています．コンピュー
ティングとは機械に何かを処理させることです
が，必ずしもプログラミングをする必要はあり
ません．ですので，エネルギー的観点から捉え
ても良いし，先述のような「感じるコンピュー
ター」のようなものを扱ってもいい．社会課題
に対して計算モデルを構築して取り組まれる研
究者もいれば，アーキテクチャで取り組まれる
研究者もいらっしゃいます．非常に間口が広い
んですね．他の研究会で「何か枠にハマらない
な」と感じた方，研究の隙間を狙ってみたい方
は是非お越し下さい．当研究会は性能第一主義
ではありません．もちろん性能が向上するのは
すばらしいことなんですが，それ以上に，答え
のない問題に取り組み，そのプロセスを共有す
ることを大切にしています．情報交換を通じて
それぞれが着目する課題のヒントを得たり，思
考を深めた結果，社会に貢献できる技術が生ま
れれば幸いです．

— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．

自分で言うのも何なのですが，趣味人です．本
流は競技スキーです．今は将棋にハマっていま
す．子供の頃に父親に教えてもらい，コンピュー
ターを相手に指すこともあったのですが，家が
転勤族だったので教室や道場に通うことはあり
ませんでした．あるとき，研究室に将棋に強い
学生さんが入りました．国際線の出張でたっぷ
り時間があったので，一局やらないかと誘った

んです．強いと聞いていたので，ハンデありの
二枚落ちはどうかと持ち掛けたら，「二枚落ちだ
と先生が勝つのは無理なので，まずは六枚落ち
ぐらいからやってみますか」と．早速，飛車・角
行・桂馬・香車をなくした状態で対局したので
すが，全く歯が立ちませんでした．とても悔し
かったですね．そのちょっと後に将棋に興味を
持った息子を将棋教室に連れて行ったときに，先
生に「お子さんはお父さんなんかすぐ抜かしま
すから」って言われて負けん気に火がつきまし
た．息子にすぐ抜かれてしまっては父親として
のメンツが立ちませんから（笑）．小学 1年生の
春ぐらいから始めた息子も今では小学校 5年生．
一進一退の攻防を繰り広げながら，何とか息子
に負けない状態，ちょっと上にいるんじゃない
かなと思います．コロナで将棋教室に通うこと
ができなくなり，オンライン指導に切り替わっ
たタイミングで私も先生に習うことにして，改
めて将棋を勉強しています．その他，ヨーヨー
も息子と一緒にいろんな技を練習して楽しんで
います．スキーも将棋もヨーヨーも，誰かと競
うというのが本質的に好きなのかもしれません．
趣味の世界では戦って，研究の世界では戦わな
い．お笑い芸人さんが趣味で熱くなるみたいな，
自分はそんな類なのかもしれませんね．
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【研究最前線 (SC)】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

コラボレーションの「場」として
の研究会の開催

中口 孝雄 木村 功作 中村 匡秀 山登 庸次
京都情報大学院大学 富士通 神戸大学 日本電信電話

細野 繁 手塚 伸 菊地 伸治
東京工科大学 日立製作所 物質・材料研究機構

1. はじめに

新型コロナウイルス感染症の影響により，研
究会がハイブリッドやオンライン開催になって
から，2年が過ぎようとしている．以前から離れ
た会議室同士をつなぐテレカンファレンスシス
テムや，個人が PCやスマホを介して参加でき
るビデオ会議システムは提供されてきたが，今
ではオンラインのみで研究会が開催されること
も当たり前となっている．これらのシステムで
は物理的に 1箇所に集まらなくても会議が開催
でき，また通信回線があれば自宅からでも参加
できるため，移動時間が節約できるという利点
がある．反面，音声と映像以外の情報共有が難
しく，同じ空間を共有しているという感覚は薄
くなる．セッションごとに部屋に集まり，ある
種の閉鎖空間内で明るさ，温度，湿度，臭いな
どの環境情報を共有しつつ発表・質疑を行うこ
とや，ポスターを掲示したブースを所狭しと配
置し，騒音の中で学生の発表を聞きディスカッ
ションするという体験の再現も難しい．これら
の欠点を補おうとする，または新たな協働機能
を提供しようとするコラボレーションツールも
次々に登場しており，それらを活用した取り組
みが模索されている．サービスコンピューティ
ング研究会においても，ツールを活用した研究
会の開催や，ツールそのものの開発を促進する
ハッカソンの開催などを行ってきた．本稿では

その取り組みを紹介する．
2. 研究会でのチュートリアルとハッカソン

サービスコンピューティング研究会では，2021
年 11月の研究会（KBSEとの共催）において，
オンラインでのチュートリアルとハッカソンを
開催した．この際，ビデオ会議システムとして
EventInを使用した．EventInは複数の会議室を
イベント会場のように配置でき，会議室間を自
由に移動できるサービスで，興味のあるセッショ
ンをのぞいたり，セッションごとに会場を移動
したりという振舞いが実現できる．電子情報通
信学会の所属研究会は，2021年度内は自由に使
用できる．チュートリアルとハッカソンの題材
は，筆者（中口）が研究開発を行っている，オブ
ジェクト共有サービスmadoiを使用した．madoi

は，古くから研究が行われている分散情報共有
技術の一種で，ウェブアプリケーション内のオ
ブジェクトの状態共有を数行のコードで実現で
きるサービスである．チュートリアルは午前に 1

時間 30分行われ，madoiの仕組みとそれを使っ
たコラボレーション機能の開発方法をステップ
バイステップで解説した．この際，EventInの
トークモードを使用した．参加者は解説を聞き
ながら手元の開発ツールで解説内容を再現する
ことが想定されており，その際に生じた不具合
や質問に関する発言ができることを考慮したた
めである．
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ハッカソンは午後に行い，テーマは「ウィズ
コロナ時代の新しいコラボレーションツールの
提案とプロトタイピング」と題し，新たなコラ
ボレーションツールの提案とmadoiを用いたプ
ロトタイプ作成をゴールとした．時間の内訳は，
アイスブレイクとアイデア出しに 1時間，開発・
資料作成に 2 時間 15 分，発表に 45 分とした．
EventIn会場設定は，グループごとの会議室を
複数設けた．これは，大きな部屋でグループごと
に分かれて座り，運営スタッフが各テーブルを
回ってアドバイスを行えるような，ワークショッ
プ形式を意識している．EventInではどの会議室
に誰がいるかを見ることができ，またお試し視
聴機能で会話の様子を見られるものの，実際の
ハッカソン会場でできるような，遠目にホワイ
トボードの様子を見てグループの状態や進捗を
知るということが難しい．そのため，補助ツール
としてGoogle Jamboardを導入した．Jamboard

はオンラインホワイトボードの一つであり，複
数人でボードに付箋を貼ったり，図形を描いた
りといった操作が行える．筆者（中口）は各チー
ムの Jamboardボード（図 1）をチェックし，必
要に応じて会議室に入って詰まっているところ
がないか確認したり，改めてスケジュールを伝
えたりした．また，最後の発表には全体会場を
設け，全員集まって実施した．
ハッカソンの結果，ソースコードの共同編集
ツールや発言数の少ない人が目立つビデオ会議
ツール，分散共有学会タイマー（図2）など様々な
ツールが提案・プロトタイプ開発され，その後の
懇親会も大いに盛り上がった．以下に参加者の反
応を幾つか紹介するが，おおむね好意的であった．
・コロナの影響で難しくなっていた，自分の
考え方や技術を同年代の方と比べながら自
分に足りないことを学ぶことのできる良い
機会でした．
・ハッカソンに関しては，会場よりむしろオ

 

図 1. Google Jamboard の画面

 

図 2. ハッカソンで開発された分散共有学会タイマー

ンラインの方が開発環境等の制約がないた
め EventInと他ツールを組合せ効率的に実
施できるという知見を得た．

・事前のチュートリアルにて提供された動く
コードをベースに開発することで 2時間強
という短時間で小さいながらも動くものが
作れたという体験が新鮮だった．今までの
ハッカソンでは紙芝居しか作れないことば
かりだった．

3. おわりに
新型コロナ感染症はなかなか収束せず，各研

究会も苦しい運営を強いられているが，収束し
た後に待っているのは元の生活ではなく，この
数年様々な人たちが試行錯誤し発見したオンラ
インの良さを取り込んだハイブリッド型の社会
のはずである．そのための苦労がもう少し続き
そうだが，本稿がその一助となれば幸いである．
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【研究最前線 (CNR)】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

クラウドネットワークロボット (CNR)研究会
これまでの 10年，これからの 10年

神原 誠之
奈良先端科学技術大学院大学

クラウドネットワークロボット研究会は，2005
年 5月に発足したネットワークロボット時限研
究会 (NR)を運営母体とし，2011年に第一種研
究会として設立され，2021年で 10年を迎えた．
研究会発足より，歴代委員長は以下のとおり

2011～2012年 安西 祐一郎（慶大）
2013～2014年 萩田 紀博 (ATR)

2015～2016年 今井 倫太（慶大）
2017～2018年 小野 哲雄（北大）
2019～2020年 高汐 一紀（慶大）

の方々が歴任されており，2021年より筆者が務
めている．
研究会では，ネットワークワークに接続され
たロボットであるネットワークロボットをコミュ
ニケーションメディアとして利用し，様々なサー
ビスを実現するための技術や環境の確立を目指
している．ここで言うネットワークロボットは，
一般に想像される物理的な身体を持つビジブル
型に限らず，物理的な身体を持たないバーチャ
ル型，センサのような環境内に遍在するアンコ
ンシャス型の 3タイプのロボットを想定してお
り，ネットワークを介して互いに協調・連携す
ることによって，ロボット単体では実現できな
い機能の実現を目指している．主なトピックは
以下のようなものがある．
– クラウドネットワークロボット/ソーシャルロ
ボティクス/ヒューマンロボット（エージェン
ト）インタラクション (HRI/HAI)

– 異種ロボット間協調・連携/ロボット・情報サー
ビス間クラウド型データ連携/協働型ロボット/

群行動ロボット/ドローン/パーソナルモビリ
ティ

– ロボットと社会性/発達ロボティクス
– 情動的インタラクション/インタラクションの
間合い/多対多対話システム/身体拡張 (Aug-

mented Human)

– 次世代 IoT技術/人・環境センシング技術
– CNRの社会応用・ELSI (Ethics Law Social Is-

sues)

本研究会の特徴の一つは，CNR 技術の社会へ
の応用研究や倫理的，法的，社会的課題である
ELSI (Ethics Law Social Issues)に関する研究も
含まれる点である．
これまでの研究会で実施した主な企画を紹介

する．一つ目は 2016年に開催した「クラウド基
盤を活用した産学共同のロボットサービスハッ
カソン」である．ロボットのサービス化を進め
ているベンチャー企業，デザイナ，事業者と，研
究者が幅広く交流することを目的として，NTT

との共催，i-RooBO Network Forum，ロボット
スタート株式会社との協賛で産学共同のロボッ
トサービスハッカソンを開催した．ロボットを
利用するハッカソンは，まだ個人に広くロボッ
トが普及していないことから，参加者がハッカ
ソンに必要な機材を全て準備することは困難で
あった．そこで開催者側でデモ構築用の物品の準
備を行い，ロボットとしては Sota，RoBoHoN，
PALROのほかに，BB-8や掃除機ロボット，デバ
イスとしては照明 (Hue)，機器の電源スイッチ，
iPad，センサとしては感情推定が可能なOKAO

Vision，距離・加速度・照度センサが準備され，
2日間をかけてサービスの発案と実装を行った．
二つ目の企画として，2017 年 2 月にパター
ン認識・メディア理解 (PRMU)研究会と共催で
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ELSIに関するパネルディスカッションを実施し
た．「ELSE Challenge –倫理・法・社会・経済的観
点から見た技術の社会展開への課題–」と題し，
パネリスト 4名（堀川 優紀子 (ATR)，今井 倫
太（慶大），前田 英作 (NTT)，大西 正輝（産
総研）；所属は当時のもの）に参加頂き，議論
を行った．当時，公共空間における監視カメラ
を用いた実証実験が，プライバシーの観点で問
題となる事例があり，ELSIは社会的にも話題と
なっていた．企画では，技術の実現性に関する
討論にとどまらず，確立した技術を社会普及さ
せる際の注意点や方法論に関する活発な議論を
行われた．
また研究会を運営する中で，研究会名変更の

危機があった．研究会の発足当時，クラウドネッ
トワークという言葉は浸透しておらず，研究会
名がクラウドネットワークとロボットがANDで
関連しなければいけないという制約があるよう
に見え，研究分野が非常に狭い印象と与えてい
た．そのため，研究発表件数が集まらず，コミュ
ニティの拡大が困難であった時期があった．専
門委員会のたびに研究会名の変更に関する議論
を行っていた．しかし，そうしている間に，ク
ラウドという言葉が浸透し，更にトレンドワー
ドとして扱われるようになり，クラウドネット
ワークロボットという名前が非常にしっくりく
る名前であると感じてくるようになった．正に
時代が研究会名に追い付いてきたことで，研究
会名変更の危機は回避された．
次に今後の研究会の運営や意義に関して，研

究会中のセッションで議論する機会を作り，討
論を行った内容を紹介する．国内の研究会が，大
学教員，学生，企業研究者などのそれぞれの立
場において，どのような存在意義を持つのかを
議論してきた．最も意義を見いだせるのは，や
はり研究者を目指す学生にとって，自分の研究
を聴講者に説明し，質問を受け，更に研究を発
展させるきっかけなることである．また，萌芽

的研究テーマに関して，研究を発展させるため
の議論の場とすることである．
それらを鑑みると研究会ではどのような発表
形式が適切なのかという議論も必要となる．通
常は口頭発表の形式で発表後 5分から 10分の質
疑応答を行っていた．近年では，限られた質疑
時間では研究に関するフィードバック量に限界
があるため，さらにオンライン化の流れもあり，
Slackなどのツールを活用し，発表後に更なる議
論ができる場を提供している．また，更にイン
タラクティブに議論を行える発表形式としてポ
スター発表形式があるが，オンラインやハイブ
リッドなど開催形態が安定しない中，ポスター
発表を提供するには運営側の負担にも課題があ
る．今後ハイブリッド開催が増えると予想され
るため，安定して効率的な発表形態を提供でき
る運営を検討する必要がある．
また，研究会の意義と深く関わる運営側の項
目としては，研究報告の速報性があると考えて
いる．現在，発表申し込みが研究会開催の約 2か
月前，原稿締切が約 1か月前であるが，これら
は研究会のプログラム告知が学会誌などの紙媒
体であったこと，原稿の技術報告への印刷に必
要な期間に起因している．しかしメール・SNSな
どへの情報配信方法の変化や，技法の電子化に
よりスケジュールが柔軟に対応できるはずであ
る．例えば，速報性を重視する発表希望者には，
申込・原稿を研究会開催日の 1週間前に設定す
るなど，研究会の意義の最大化するスケジュー
ルを検討していきたい．
最後に，人工知能技術・ロボット技術が目覚
ましく進化していく中，引き続きクラウドネッ
トワークロボット研究会が，ロボットがコミュ
ニケーションメディアとなり，真に人の役に立
つサービスを提供するための技術開発や環境構
築に資する場になるよう運営を進めていきたい．
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【フェローからのメッセージ】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

これから就職する若い諸君へ

フェロー 篠田 浩一
東京工業大学

このたび，本学会フェローの称号を頂いた．研
究業績を評価頂いてのことであるが，振り返れ
ばこれらの業績は，ISSコミュニティーの皆さん
の御支援がなければ達成できなかった．改めて
感謝したい．また，これからは後進の育成・指
導に注力せよ，というお達しとも受け止めてい
る．発展途上にある未熟な身であり，全く柄で
はないが，これも責務と思い尽力したい．
本稿では，何を書いてもいいとのことなので，
筆者が研究者としての一歩を踏み出すまで，の
話をつらつらと書いてみたい．若い読者の参考
になればと思う．もちろん，生存者バイアスが
かかっているので，こんな事例もあるのか，と
いう程度の受け止め方が望ましい．
大学生の頃は何も考えていないぼんやりした
学生だった．ただ勉強することが「嫌いではな
かった」ので，勉強を続けていた．学部入学時
の進学振り分けでは，偏差値の高い方が「上等
に思えた」ので物理学科を選んだ．修士課程に
進学したときも，特にやりたいことがなかった
が，「高尚そうだった」ので天体物理学を専攻し
た．この学問はとても面白かったが，当時でも
理論と実験の乖離が大きく 30年は嘘がバレない
世界で，一山当てないと生き残るのが難しいと
感じた．折しも，その頃は，バブルの真っただ
中で，就職は超売り手市場だった．
そこで，修士を修了したら就職しようと決め
たとき，はたと困った．自分が何をやりたいの
か，さっぱり分からなかったからである．しかた
がないので，手当たり次第にいろんな業種の会
社を訪問した．官公庁巡りをした．科学技術庁
（当時）で，「原発は 100%安全だ」（東日本大震災
のはるか前，1980年代末の政府見解）と言い切
る若手官僚に，「あなたバカですか」と言ってケ

ンカになった．一生懸命防戦する相手のこめか
みを脂汗が伝って落ちるのを見て，「こうはなり
たくない」と思った．通商産業省では，リクルー
ターの学科 OBが「一日 3時間しか寝る時間が
なく，出勤時に駅のホームから電車に飛び込み
たくなる」と言っていたのでやめた．NHKでは
面接で「コスモス」（カール・セーガン監修の宇
宙ドキュメンタリー）のような番組を作りたい
と言ったら随分と気に入られたが，学科OBが，
「若いうちは地方に飛ばされて修行がつらい」と
言っていたので怖れをなしてやめた．マッキン
ゼー&カンパニーでは，面接で人工知能を用い
る企業経営の話で盛り上がった（面接官を後に
テレビで見て有名人だったことを知る）．でも，
最終面接で敗退した．
電機メーカーもたくさん回ったが，当時はバ

ブルで，どの会社がどのくらいゴージャスな昼
食をおごってくれたかという話題で，仲間同士で
盛り上がっていた．知り合いの先生（天体物理）
に相談したら，「自然言語処理が面白いと思うよ」
とアドバイスしてくれたので，NECの中央研究
所に見学に行ったときに，その部門を見学させ
てもらった．そのとき，ついでに音声認識の研
究を見せてもらったが，説明をしてくれた人が
たまたま学科の OBで面白い話が聞けた．最終
的に，NECに就職を決め，この部門への配属を
希望したのは，この技術がとても難しく，「30年
は実現できないだろうから，定年近くまでこれ
で飯が食える」という不埒な考えを抱いたから
である．
筆者にとって幸運だったのは，当時はバブル

で会社の業績も良く，入社後 2～3年の間は好き
な研究をやらせてもらえたことである．国際会
議出張が存外に楽しくて，それを目的に研究に
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励んだ．自然に論文数も積み上がり，業績を伸
ばすことができた．
さて，筆者が学生だった当時と今日では，就
職を取り巻く状況は大きく異なる．当時は，右
肩上がりの経済の中，会社に就職して，定年ま
でそこで働くのが当たり前だった．そして，新卒
一括採用が主流で，周りの学生の多くは何も考
えずに学科の推薦を受けてメーカーに就職して
いた．「追いつけ追い越せ」と先進国を目指して
いた頃には目的がはっきりしているから，上の
命令に盲従する兵隊をそろえれば良かった．し
かし，現在では専門性の高い人材が求められて
いる．適性がなく嫌いなことを渋々とやってい
る人が，同じことを好きでやっている適性のあ
る人に勝てるわけがない．しかし，会社は人材
を育成する余裕がない．ジョブマッチングが重
要になっている．
筆者の入社した頃，会社の研究所には一流大
学の修士課程を優秀な成績で修了して，研究し
かやったことがないので，研究所を志望したと
いう人がたくさんいた．その中には，必ずしも
研究に向いているわけではない人が多くいたよ
うに思う．彼らは，研究自体にはあまり興味が
なく，マネージメントが好きな人，プログラミ
ングをしていれば幸せな人など，ほかのことに
むしろ秀でていた．NECに限らず，当時の企業
の研究所は，その意味で人材の墓場でもあった
と思う．
今日では，一流企業も簡単に潰れる．一生一
つの会社に勤めることは考えにくいし，会社も
それを望んでいない．そこで，親も子供には寛
容で，「好きなことをしなさい」と言う．大学で
も，いろんなキャリアサポートがある．在学中
から「自分探しの旅」をして，やりたいことを
明確にし，それに突き進むことがもてはやされ
る．筆者はこの風潮には違和感がある．
研究室で，就職に苦労している学生に模擬面接

をすることが時々ある．「なぜ我が社がいいの？」，
「それはどうして？」，「それはなぜ？」と 3回く
らいWhyを重ねると答えられなくなることが多
い．やりたいことがはっきりしていたら簡単に

答えられるだろうから，自分でも何がやりたい
のか分からないのである．一方で，就職がうま
くいく学生の中にはやりたいことを無理やりひ
ねり出して理論武装している学生が多い．そん
な作業は受験勉強ならぬ就活勉強みたいなもの
で，将来のキャリアには全く役に立たない．筆
者は，学生の間にやりたいことが見付からない
のは，むしろ当たり前だと思う．まだ世の中の
ことを何も知らないのだから．
学生のうちは，目の前の学問に集中してしっ

かり基礎力を付けるべきだと思う．成績表に A

を並べる努力をする．筆者の若い頃に比べ学ぶ
べきことは確実に増えているし，進学・留学・就
職・転職，全てに役に立つ．そして，最近は大
学でのインターンシップの支援が充実している．
就活に絡めた 1週間程度の短いものは全く意味
がない．少なくとも 3か月くらい，会社の現場
で修行してみるといい．また，就職しても 2，3

年したら転職してみたらいい．機会があったら
起業もしてみたらいい．修士の専門分野にこだ
わる必要はない．いつでも勉強はできる．研究
がしたくなったら大学に戻るのもいいだろう．
いろんな経験を積むたびに，自分のできるこ

と，できないこと，やりたいこと，やりたくな
いことが自ずとはっきりしてくる．そして，そ
の間に，いろんな人とつながりができて，選択
肢が増えていく．一生のことを決めるのだから，
そのくらい試行錯誤するのがむしろ当然なので
は，と思う．
最近，特にこの ISSの研究分野では，他分野

とは別の給与体系を作り，高給で社員を処遇す
る会社が増えてきた．この分野の若い人には追
い風である．競争は厳しいが，やりがいはある．
是非，試行錯誤をして，自分が面白いと思うこ
とを見付け，それに打ち込んでほしい．実は筆
者は皆さんがうらやましくてしかたがない．35

年遅く生まれたかったなあ．
当初はこれまでの半生について書こうと思っ

ていたのだが，ここで紙数が尽きてしまった．就
職した後のことは，今後別の機会があったら書
いてみたい．
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研究力・イノベーション力の強化のために

フェロー 藤井 俊彰
名古屋大学

1. はじめての研究体験

筆者は典型的な電子工作・マイコン好き少年
であった．ゲルマニウムラジオ製作に始まり，当
時はやった電子ブロックなどで一日中遊んでい
た．中学生の頃にマイコンと出会い，学校帰り
に近くの電器店で NECの PC-8001を閉店まで
触っていた．BASICより実行速度が早いと聞い
て機械語に手を出し，簡単なゲームを作っては
ハンドアセンブルした 16 進数を打ち込んでい
た．暇さえあれば次に何を作るかを夢想し，電
子工作やプログラミングで物を作っていくのが
楽しかった．小学校・中学校・高校と全て地方
の公立学校で過ごしたため，大学受験の一時期
を除いては受験戦争・勉強のプレッシャーの少
ない環境でこんな時代を過ごせたのは大変幸運
なことであったと思っている．
その後，東京大学生産技術研究所の濱崎襄二
先生の研究室で 3次元画像に出会い，それが現
在まで続く研究テーマとなっている．修士論文
では多眼式レンズ板 3次元像の圧縮に取り組み，
ディスプレイ上の各点から多方向に発せられる
光線群の交点（濱崎先生は録点・相点という表現
をされていた）の情報に圧縮する方式を研究し
た．幾つかの 3次元画像関係の研究会に参加さ
せて頂いたが，その中で印象に残ったのが「究
極の 3次元ディスプレイとは窓や鏡と区別がつ
かないディスプレイである」という言葉だった．
その後，博士課程で原島博先生に様々な 3次元画
像の共通データフォーマットを研究するという
テーマを頂き，四六時中 3次元画像について考
えていた．ある講義室でぼんやりしながら，窓

から太陽光が差し込んでいてその向こうに景色
があるのを見たとき，修士論文の内容と「窓」こ
そが究極の 3次元ディスプレイであるという発
想が融合し，ディスプレイから発せられる光の
位置と方向によって 3次元画像を記述できるの
ではないか，という着想を得た．これを「光線
空間」と名付け，3次元画像の共通データとす
るアイデアを中核として学位論文としてまとめ
た．小さい頃からの「夢想癖」の賜物であった
と思っている．その後，スタンフォード大学か
ら Light Field Renderingの論文が出て，世界的
にはそちらがスタンダードになった．研究成果
は「英語で」「完膚なきまでに」論文を書け，と
いう教えがあったが，それを忠実に実行できな
かった失敗談でもある．
2. 選択と集中，評価

さて，本稿のタイトルである「研究力・イノ
ベーション力の強化」とは，政府の第 6期科学
技術・イノベーション基本計画の柱であり，我
が国を「世界で最もイノベーションに適した国」
としていくことを目指す，としている．これま
での政府の政策の一つが「選択と集中」であり，
そのための「評価」が常について回ってきた．大
学は世界大学ランキング等の「評価」を上げる
ために腐心し，研究者は「評価」を上げるため
にレベルが高いとされる論文誌に一件でも多く
論文が採録されることを目指すことになる．こ
の風潮は日本だけのものではないようで，ヨー
ロッパのある大学の工学部長とお話した際，若
手研究者がチャレンジングな研究課題ではなく
手近に論文になりそうな研究でポイントを稼ぐ，
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いわゆるポイントゲッターになっており，非常
に将来を憂いている，という趣旨のお話をされ
た．余談ではあるが，若手研究者の中には，学
会の運営に関わる活動などはその「評価」にとっ
ては障害以外の何者でもない，といった意見を
聞くこともあった．また，研究費獲得のために
は「評価」を得る必要があり，研究業績等の各
種データ整理から始まり，膨大な作文・ペーパー
ワークが発生する．アメリカの大学の先生から
「私の仕事の半分以上は not scientific だ」と聞
いていたが，日本でも同様の状況になってきて
いると感じる．研究者としての「評価」を上げ
るべく，国際会議発表のために世界を駆け巡り，
移動中には論文読みに論文添削，と忙しくして
いる若手教員に対し，ある高名な教授が「彼は
いつ沈思黙考するのかねぇ？」と嘆いておられ
たのが印象に残っている．腰を落ち着けてライ
フワークとしての研究対象に真正面から向き合
い，沈思黙考しつつ，ああでもないこうでもな
い，といって試行錯誤していくプロセスは，古
き良き時代の遺物となってしまった感がある．
3. 研究力分析とエビデンス

筆者は，縁あって内閣府の科学技術・イノベー
ション推進事務局で「研究生産性分析」のエビ
デンスシステムを作成する業務に携わる機会を
得た．このシステムは，エビデンスに基づく政
策立案 (EBPM : Evidence-based Policy Making)

の推進に向けた「見える化」システムであり，e-

CSTIと呼ばれている [1]．研究予算や，研究者の
所属，年齢，性別，職位，任期の有無といった研
究者の属性を説明変数とし，海外主要書誌デー
タベースに収録された論文数，被引用数，Top

10%論文数などを目的変数として多変量解析を
行ったり，最近では AI による分析なども試み
ている．また，目的変数としてオルトメトリク
スのような新たな指標も取り入れたり，オープ
ンアクセスの有無と著者の予算執行額，被引用

数の関係などの分析も手がけている．そのよう
な分析の中から予算配分の施策について有用な
示唆も得られつつある．その一つとして，「選択
と集中」の功罪について，内閣府のエビデンス
チームを引っ張ってこられた宮本参事官が論じ
ておられるので是非御一読頂きたい [2]．
4. イノベーション力を高めるには

研究現場の感覚からは，上司の人柄や研究グ
ループ内の人間関係，学生の研究指導の大変さ
度合い，事務部門との風通しの良さなど，数値
としては表しにくい説明変数が研究生産性と最
も相関が高いのではないか，といった議論をエ
ビデンスチーム内で笑いながらしたこともある
が，結構真実かもしれないと思ったりもした．個
人的には，総研究時間から研究助成申請書や報
告書作成などのペーパーワークや事務手続きな
どを除いた「ストレスから解放されたクリアな
頭の状態で夢想する時間」を説明変数とすれば，
研究生産性とかなり相関が高くなるのではない
かと感じている．本稿の読者であれば，どのよ
うな立場であれ例外なくイノベーションを起こ
せる立場にいる方々であろう．若い研究者には
ポイントゲッターとなるだけでなく夢想する時
間を確保できるように，中堅の研究者には真に
scientific なことに頭を使える環境ができるよう
に，予算配分，人事評価に携わっている方々には
真の研究の価値評価についてじっくり検討でき
るようにしていく．これらが相乗的に組み合わ
さることによって，真に破壊的なイノベーショ
ンが生まれるのではないかと思っている．
参考文献
[1] 内閣府 e-CSTI, https://e-csti.go.jp/

[2] 宮本岩男，“ビッグデータ解析基盤 (e-CSTI) を
活用し「選択と集中」について考える，” 物学誌，
vol.77, no.2, pp.103–107, Feb. 2022.
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30年間の医用画像研究経験を振り返り未来を考える

フェロー 森 健策
名古屋大学

1. はじめに

このたび，栄誉ある電子情報通信学会フェロー
の称号を授与して頂けることとなった．これま
でに数多くの御指導を頂いた皆様方に本紙面を
借りてお礼を申し上げる．フェロー称号を授与
されることは，個人だけの活動では到底不可能
であり，これまでに御指導頂いた数多くの諸先
生方，そして，研究室において数え切れないほど
の議論をしてきた多くの研究室メンバーの方々
に厚く御礼を申し上げる．
フェロー称号授与における本会が関係する諸
活動への貢献として，「医用画像処理による人体
構造の解析とその診断治療への応用」を評価し
て頂いた．振り返ってみると，30年間にわたり
CT画像や内視鏡画像など医療分野における研
究に従事してきたことになる．

ISSソサイエティ誌編集委員会から「フェロー
からのメッセージ」原稿執筆の貴重な機会を頂
けることになった．そこで，これまでの 30年間
にわたる医用画像処理に関する研究の経験を振
り返りながら，この分野を支えることになる若
手研究者へのメッセージを記してみたい．
なお，本稿は，2022年 1月に開催された本会
医用画像研究会の予稿「[フェロー記念講演] 医
用画像処理による人体構造の解析とその診断治
療への応用」[1]を再構成したものである．
2. 研究のきっかけと発展

ここでは，「どうして『医用画像処理による人
体構造の解析とその診断治療への応用』に関す
る研究を始めようと思ったのか？」について振
り返ってみたい．今は亡き鳥脇純一郎先生が主

宰する研究室に筆者が配属されたのは 1991年の
ことであった．筆者の研究方向性が決まったと
いっても過言ではない．「コンピュータを使って
画像処理がしたい！」というのがそもそもの配
属希望の動機で，そこから医用画像処理へとだ
んだんと研究の方向が向いていくことなる．今
から考えると，この動機は正しい方向だったよ
うにも考える．もちろん，高価なコンピュータ
を使って何かがしたい！ という考えもあった．
コンピュータで遊ぶことは，実は診断治療の場
で実際に用いることのできるシステム実現にも
つながる．当時はコンピュータの計算速度が遅
く，なかなか実用的なものを構築するのは難し
かったのも事実である．しかしながら，構想は大
きく持ち，当時のコンピュータで現実的な速度
で動作可能なシステムの開発を精力的に進めた．
こういったことが複雑に絡み合いながら，「医用
画像処理による人体構造の解析とその診断治療
への応用」という研究分野を開拓したことにつ
ながった．
3. 研究領域を大きく広げた仮想化内視鏡

1993年の終わり頃から，CT画像における解
剖学的構造認識結果を基に，人体内部を自由に
フライスルーしながら観察可能な「仮想化内視
鏡システム」を実現した（図 1）．仮想化内視鏡を
用いて体内を可視化することで病変の発見を支
援する，内視鏡検査や手術を支援することがで
きるようになる．医用画像に基づいた診断治療
支援の全てのベースシステムとなるポテンシャ
ルを秘めていると考えた．これが将来の研究の
方向性を決定的なものにしたともいえよう．た
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だし，この研究には，高速なコンピュータが必
要であった．優れた研究環境を持つことも重要
であった．当時は倍々ゲームのように進むコン
ピュータ等の高速化に研究が助けられたという
こともあったであろう．そして，実際にこの仮
想化内視鏡は数多くの診療科で用いられ，診断
から治療までを支えるプラットホームとなって
いった．
4. 学際コラボとAIブーム

研究当初から，CT画像や内視鏡画像からの
解剖学的構造抽出や病変部抽出などを行ってき
た．いわゆる医用画像の認識理解である．上述
の仮想化内視鏡を含めて，これらは，医師との
コラボなしには進まなかった研究である．情報
学の分野（とりわけ画像分野）と医学の分野が
結合して，ある基礎的な手法が医学の分野にお
ける様々な分野へと発展していった．学際研究
によって自らの研究領域が大きく広がっていっ
たともいえる．
そして，深層学習やその計算を支える高速コ
ンピューティングの進化によって医用画像の認
識理解を更に高度化することができている．こ
れによって，リアルタイムで大腸内視鏡検査を
支援する医療機器を実現し，PMDAによる医療
機器としての承認を得るに至っている．これに
は，医師とのコラボレーション，そして，製品化
を目指す企業との協働が欠かせないものであっ
た．学際マインドを持って，幅広く挑戦すること
で，新しいものを生み出すことができるといっ
ても過言ではないであろう．
5. 大きな構想を！

自らの経験を振り返ってみると，医用画像の
研究を始めるにあたり，当初ぼんやりと思い浮
かべていた研究構想が，次第にはっきりとした
ものになり，そしていろいろな方面で花を開い
たと考えている．次の 30 年間でどのようなも
のが実現されるかを思い浮かべ，それに向かっ

図 1. 仮想化内視鏡システム

て研究を進めることも重要であろう．単なる手
法の改良のみでは，そのうち研究に行き詰まる．
最初に 20年スパンでの大きな構想を描き，それ
に向かって進むのがよいと思う．ただ，始めた
当時はその方向に行くとは思ってもいない，と
いうこともあるかもしない．
研究を進めていく上で，良いアイデアを思い

付くことは当然ながら重要である．そして，そ
れらの実現を可能とする研究環境も非常に大事
である．この研究環境には，モノだけでなく，ヒ
ト，情報，つながりなど様々なものが含まれる．
この先も，電子情報通信学会フェローとして，

本学会の一層の発展に貢献したいと考える次第
である．今後も引き続き皆様方の御指導御鞭撻
のほどをお願い申し上げる次第である．
参考文献
[1] 森 健策，“医用画像処理による人体構造の解析と
その診断治療への応用～30年間の医用画像研究経
験を振り返り未来を考える～，”信学技報，MI2021-

74, Jan. 2022.
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【ソサイエティ活動】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

2022年総合大会報告

安藤 慎吾
日本電信電話

COVID-19の猛威は 2022年を明けた現在もな
お衰えを知らず，学会及びイベントの運用関係
者の頭を悩ませ続けている．そのような中，2022
年 3月 15～18日に電子情報通信学会総合大会が
オンラインで開催される運びとなった．立ち上
げ当初は現地とオンラインのハイブリッドで開
催する方針も議論されていたが，その後，感染
のリスクも懸念され，オンラインに一本化され
た．オンラインでの開催は昨年の総合大会に続
き 2回連続となる．
さて，本年度の総合大会にて，ISSでは以下 3

件のセッションが企画提案された．
•シンポジウムセッション
・COMP学生シンポジウム
・チップ組み込み型細粒度構成ロジック最前
線（基礎・境界ソサイエティと共催）

•ソサイエティ特別企画
・ジュニア&学生ポスターセッション
また，2018年より毎年全ソサイエティ合同で
開催しているWelcome Partyについて，昨年度
は総合大会のオンライン開催に伴い中止された
（CSソサイエティのみ単独で開催）．本年度は，
Welcome Partyのオンライン開催による実質的
効果が疑問視される一方で，中止に伴って開催に
必要なノウハウなどが失われる懸念も指摘され，
合同での開催可否について長らく議論が繰り返
された．最終的には，昨年度の開催実績がある
CSソサイエティ主導の下で，全ソサイエティ合
同でオンライン開催することが決定された．ま
た，本 Partyの開催意義を明確化するため，主
として学生員や若手会員を対象にした企業・公
的機関の活動紹介も実施されることとなった．

ジュニア&学生ポスターセッションは，昨年
度，学生ポスターセッションのタイトルに “ジュ
ニア”を加え，スポンサー制度の導入，ライブポ
スターセッションの導入など新たな試みを実施
し好評を博した．本年度もそれらを踏襲し，小
学生から高専本科生・大学低学年生まで幅広く
発表を募集すると同時に，企業・学生・アカデ
ミズムの三者間対話の活発化を促すべくスポン
サー公募を実施した．結果として，株式会社日
立製作所より 2年連続のスポンサリング提案が
あり，選奨として「特別賞（協創）」が設けられ
た．また，昨年度積み上げたオンライン開催ノ
ウハウを引継ぎ，Web会議サービス Zoomのブ
レイクアウトルーム機能を用いたポスター発表
形式とした．
本年度，ジュニア&学生ポスターセッション

には 178件の発表申込があった．昨年度が 172

件だったので，ほぼ同規模の件数といえる．そ
のうち学部生，高専生（専攻科を含む）はそれ
ぞれ 74件，28件と昨年度（それぞれ 82件，32

件）より若干減少した一方で，高校生は 25件と
昨年度（5件）より大きく増加し，中学生も 1件
応募があるなど，総じて若年層の件数増加が目
立つ結果であった．
昨年度に引き続きオンラインでの開催となり，

Zoom等を活用した大会開催もいよいよ定着し
てきたと言える．来年度こそは現地開催も可能
となり，オンラインとのハイブリッドで開催さ
れることを期待してやまない．最後に，本開催
に際し，発表された方々，発表した学生・生徒を
指導された先生方，各委員の皆様，並びに御尽
力頂いた事務局の皆様に心より感謝申し上げる．
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情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号） 【ソサイエティ活動】

FIT2022開催案内

斎藤 英雄
慶應義塾大学

FIT2022（第 21回情報科学技術フォーラム）
は，9月 13日（火）～15日（木）の 3日間，慶
應義塾大学 矢上キャンパス（横浜市）で開催さ
れる．「矢上キャンパス」とは，理工学部・研究
科のあるキャンパスで，一部を除く全学部の 1

～2年生が通う「日吉キャンパス」から徒歩で
10分程度離れた小さい台地にある．
FITは，ISS，ヒューマンコミュニケーション

グループ (HCG)，情報処理学会の三つが毎年主
催しており，FIT2022は，ISS副会長の黄瀬浩一
氏と藤井俊彰氏が，それぞれ実行委員長とプロ
グラム委員長，現地会場は慶大理工学部 情報工
学科の教員が担当するという体制で現在準備を
進めている．
さて，コロナ禍になり，学会の開催形態が大
きく変わってから 2年が経過しようとしている．
なかなか先の読めない中，FIT2022こそは，長
い間，会うことのできなかった人たちとの再会
を果たせる場とするために現地開催としながら
も，移動のための時間とエネルギーを省力化で
きるオンライン参加も可能とするハイブリッド
形式での開催を計画している．
計画されている企画の一部を紹介する．
FIT2019から始まったトップコンファレンス

セッションは，継続して行われる．プログラム
委員長によると，既に多数の推薦が集まってい
るとのことであり，3日間にわたり，各分野の世
界先端の舞台で発表された国内の優れた研究成
果をまとめて聴くことのできる貴重なチャンス
となっている．

FIT恒例となっている，FIT 2日目の午後に
開催される表彰式とそれに続く船井業績賞記念
講演では，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り，その業績が顕

著であったと認められる受賞者による講演が行
われる．FIT2022は，「若手」カテゴリの受賞者
による講演が予定されている．
魅力あるイベント企画も盛りだくさんである．

その一つである，現地実行委員会で提案した企画
では，実験室を飛び出る若手情報研究者たちの挑
戦～参加型デザインにおける Lessons-learned～
と題したものが予定されている．これは防災，デ
リバリーモビリティ，地域包括ケア，医療，子
供の創造支援などで，現場と密に連携をし，現
場が抱えている課題の解決を，現場の人々と共
に目指す若手の情報研究者たちを招いたシンポ
ジウム&パネル討論である．
このような「イベント企画」以上に FITにお

ける最重要なコンテンツである研究講演につい
ては，「選奨論文セッション」「一般論文セッショ
ン」の 2カテゴリの講演から構成される．前者
は船井ベストペーパー賞・FIT論文賞の審査対象
となる講演であり，後者は FIT奨励賞の審査対
象になる講演である．両者ともにヤングリサー
チャ賞の審査対象にもなっている．これらの講
演申込期限は 5月 11日，原稿締め切りは 6月 24

日であり，積極的な投稿をお願いしたい．
なお，FIT2019から，FIT参加者は，併催さ
れる研究会にも追加費用なしで参加可能になっ
た．つまり，これまでなじみのなかった研究会で
も気軽に参加でき，その分野の雰囲気を知るこ
とのできる絶好の機会ということになる．（FIT

に参加して頂きたいのはヤマヤマであるが）併
催研究会だけに参加というオプションもあるの
で，もし FIT参加はしなかったとしても，是非，
会場となる慶應義塾大学 矢上キャンパスまで足
を運んで頂き，久々の現地開催学会を楽しんで
頂けたら幸いである．

19



【コラム】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）
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情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106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）

21



【編集委員会名薄】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 1号（通巻 106号）

編集後記 ▼本誌編集作業は初めての経験でしたが，なんとか無事に発行することができました．本誌に御
寄稿頂きました著者の皆様，編集作業に御協力頂いた編集委員会の皆様に心より御礼申し上げます．（主担
当：林）▼年度末でお忙しい中，著者の先生方をはじめ，編集委員，幹事，関係者の皆様には迅速に御対応・
御支援頂き，大変感謝しております．本号を通して各分野での取り組みを更に発信し，若手研究者の育成に
も繋げることができると幸いです．（副担当：堀瀬）
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