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【巻頭言】

学会員であること
藤井 俊彰
名古屋大学

筆者が電子情報通信学会の会員になって 30 年

27(1)，pp. 14-15），そのような社会的風潮もあ

が経つ．会員となった当時に比べ，最近では学

いまって，外発的動機付けの承認機関としての学

会の活性化，特に会員数の減少が大きな課題と

会という側面が強くなっている．そうなると，国

なっている．そこで改めて考えさせられるのが

内学会は外国の学会も含めた研究業績の権威付

会員であることのメリットである．代表的なも

けヒエラルヒーの一部となり，IF などの評価の

のとしては，最先端の研究動向の入手，技術者

序列に組み込まれることになる．レベルの高い

人材の教育，人脈作りなどが挙げられるだろう．

外国の学会を主戦場として研究活動を行う研究

しかし，ネットの時代になり，最先端の研究動向

者にとっては国内学会は必要のない存在となる．

はネットで得られ，技術者教育は安価なオンラ

一方の内発的動機ではどうか．内からの自由

イン教育プログラムで可能になり，人脈作りも

な興味・発想に従って研究を行い，そしてその研

SNS で行う，といった代替手段が溢れるように

究そのものを面白いと思う感覚を持ち，それを

なった．さらに，arXiv，GitHub のような学会

共有できる場として学会がある，という考え方

を通さずに研究成果を発表できる場ができ，論

である．筆者が学生の頃の本会の会誌で「学会

文やデモ，ソースコードまで配布できる環境が

とは究極的には同好会に過ぎない，だから気楽

整っている．そうなると，学会の役割とはこれ

に論文を出そう」という記事を読んだ時，肩の

らの学術的な正確性・妥当性を担保すること，そ

力が抜けたのを覚えている．ある研究に対して，

してそこからくる学術的業績としての承認，権

「新規性は？，有効性は？」という網をかける前

威付け，ということであろうか．権威付けとい

に，何かよく分からないけど面白い，という感

う点では，最近では日本語論文では業績として

覚を大切にしていく．それを，SNS 趣味グルー

認められないという研究者の声も聞く．そうな

プではなく，学生員から名誉員までのあらゆる

ると，国内学会で研究発表をする動機はなくな

世代が集う専門家集団で議論していく．そこで

り，学会員である必要性はなくなってしまう．

は母国語で議論できることが必須であり，外国

学会員でありたいと思える動機は何か，外発

の学会ではその役割は果たせない．このような

的動機と内発的動機とから考えてみる．研究成

内発的動機を喚起できるような場を学会側が提

果の論文誌への採録，受賞などのいわゆる研究

供でき，研究者側でも内発的動機に基づいた研

業績を上げることが外発的動機に当たる．これ

究を行って議論を戦わせていく場として学会を

は，学生では学内評価や就職活動での自己アピー

利用できればよい．外発的な声は非常に大きい

ル向上，社会人では組織内での人事評価を高め

ため，内発的な声はしばしばかき消されてしま

ることに繋がる．近年特に研究者が評価に晒さ

うが，内発的動機を大事にするという点から今

れていることを先の小文で指摘したが（ISS 誌，

一度学会員であることを噛み締めてみたい．
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【新フェロー紹介】

新フェローおめでとうございます
情報・システムソサイエティで推薦した令和 3 年度のフェロー 8 名の方々の氏名と貢献内容を御
紹介します（五十音順・敬称略）．

4

安里 彰

スパコン向け省電力プロセッサと高信頼インターコネクトの開発

井尻 善久

人体・一般物体を対象とした画像認識における先駆的研究開発

伊藤 大雄

先進的グラフアルゴリズムと離散幾何学と娯楽数学の研究

鵜木 祐史

聴覚知覚モデルとそのマルチメディア応用に関する国際教育

川出 雅人

組込み顔画像センシング・ロボットビジョン技術の研究・実用化

福本 聡

ディペンダブルコンピューティングとその評価手法の研究

柳原 広昌

映像の圧縮・伝送に関する先駆的な研究開発とその実用化

山口 高平

最新 AI 技術と知能ソフトウェア工学の推進
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【おめでとう ISS 功労賞・ISS 論文賞】

ISS 活動功労賞・ISS 査読功労賞・ISS 論文賞
おめでとうございます
令和 4 年度の ISS 活動功労賞・ISS 査読功労賞及び令和 3 年度の ISS 論文賞の受賞者氏名と貢献
内容，あるいは論文名を御紹介します（敬称略）．

ISS 活動功労賞
田村 雅人

ソサイエティ誌編集幹事・編集委員としての貢献

荒木 徹

英文論文誌編集委員としての貢献

滝口 哲也

英文論文誌編集委員としての貢献

近藤 一晃

和文論文誌編集委員としての貢献

林 雄介

和文論文誌編集委員としての貢献

三吉 貴史

コンピュータシステム研究専門委員会副委員長 (2017〜2018), 同幹事 (2015〜2016)，英文論文誌 D
並列分散コンピューティングとネットワーキング小特集編集委員 (2016〜2019) としての貢献

ISS 査読功労賞
山田 浩史

論文誌査読委員としての貢献

天嵜 聡介

論文誌査読委員としての貢献

庄野 逸

論文誌査読委員としての貢献

新田 直子

論文誌査読委員としての貢献

鷲崎 弘宜

論文誌査読委員としての貢献

北原 格

論文誌査読委員としての貢献

木村 昌弘

論文誌査読委員としての貢献

丸山 勝久

論文誌査読委員としての貢献

藤田 桂英

論文誌査読委員としての貢献

中原 啓貴

論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
サーベイ論文
“深層学習を用いた画像識別タスクの精度向上テクニック”
矢野 正基，大賀 隆裕，大西 正輝

Vol.J102-D, No.2, pp.34–52 (2019)
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学術奨励賞おめでとうございます
令和 3 年度学術奨励賞を受賞された方々のうち，情報・システムソサイエティで推薦した 4 名の
方々の氏名，所属と論文タイトルを御紹介します（敬称略）．
有本 拓矢

京大

“航跡方向を考慮したグラフ畳み込みネットワークによる海底地形超解像”
近藤 佑亮

東大

“深層強化学習によるバナー画像の要素配置最適化”
田中 凌也

阪工大

“単一画像を用いた SplitDepthImage 生成の一手法”
宮内 亮太

広島市立大

“多倍長計算の仮数部計算高速化のための粗粒度再構成可能なアーキテクチャの検討”
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【おめでとう ISS 論文賞】

深層学習を用いた画像識別タスクの
精度向上テクニック

矢野 正基

大賀 隆裕

筑波大学

長岡技術科学大学

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，情報・シ
ステムソサイエティ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

他人の書いた論文から手法の優劣をつけるのは
困難であると感じました．
本論文の狙いは精度向上に関係するテクニッ

り議論を頂いた方々，査読を御担当頂いた方々，

クについて実験を行い，できるだけ多くのデー

そして本研究を高く評価して下さった情報・シ

タを掲載することで暗黙知になりがちな実験結

ステムソサイエティの皆様に厚く御礼申し上げ

果を広く公開することでした．3 種類のデータ

ます．本論文では深層学習を用いた画像識別タ

セットと 2 種類のニューラルネットワークを取

スクにおいて，Data Augmentation，学習率ス

り上げ，六つの Data Augmentation，七つの学

ケジューリング，アンサンブル手法の三つのテ

習率スケジューリング，四つのアンサンブル手

クニックの検証実験を行い，特に精度向上に寄

法の実験を網羅的に行い，最後に識別精度の向

与するものを明らかにしたものです．

上に最も寄与したテクニックで複合実験を行う

深層学習は学習率等の識別精度に影響する多
くのハイパパラメータがある中で大量のデータ

ことで CIFAR-100 [2] において約 5%識別精度が
向上することが確認できました．

を用いて学習するため計算コストが大きく，ま

最近では Kaggle [3] などの機械学習コンペティ

た学習パラメータの初期値などの乱数の影響も

ションにおいても高精度な手法では深層学習が

あるため何度も試行錯誤しながら実験を繰り返

適用され，産業応用への期待は一段と高まりつ

すことは困難です．

つあります．そういった状況の中で本論文が深

また，研究分野としては世界的な競争が激し

層学習を用いた研究や産業応用の発展につなが

く，精度向上を狙った多くの論文が発表されて

れば幸いです．

います．我々は論文を執筆する中で様々な手法

参考文献

を実装し実験を行いましたが，論文に報告され
ている精度を再現するのは難しく，ハイパパラ
メータを少し変えるだけで精度が極端に悪化す
ることもありました．一般的に論文には提案さ
れている手法に適した条件下において精度の良
い結果のみが掲載され，その他の条件での知見

[1] 矢野正基，大賀隆裕，大西正輝，“深層学習を用
” 信学
いた画像識別タスクの精度向上テクニック，
論 (D)，vol.J102-D, no.2, pp.34–52, Feb. 2019.
[2] A. Krizhevsky and G. Hinton, “Learning multiple layers of features from tiny image,” Technical report, University of Toronto, 2009.
[3] Kaggle: https://www.kaggle.com

は研究室や実験者のみに蓄積されている状況で，
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FIT2022 進捗報告
舩冨 卓哉
奈良先端科学技術大学院大学

第 21 回情報科学技術フォーラム (FIT2022) は，

大会 1 日目午前中には，FIT 船井ベストペー

2022 年 9 月 13 日（火）〜15 日（木）に慶應義塾

パー賞と FIT 論文賞の対象となる選奨セッショ

大学 矢上キャンパスで開催される．新型コロナ

ンを予定している．発表参加者・聴講参加者の

ウイルス感染症 (COVID-19) 感染拡大への対策

便宜を図るため，同時間帯はトップカンファレ

として，オンラインミーティングツール Zoom

ンスを含む全てのイベント企画を実施しない．

または現地で発表を行う，ハイブリッド開催を

大会 2 日目には，船井業績賞記念講演として，

予定している．FIT は，本会 ISS，HCG，情報

理化学研究所 革新知能統合研究センター長・東

処理学会が主催する年に一度の大規模な研究発

京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授であ

表会であり，情報処理システムに関わる広い分

る杉山将氏による講演「限られた情報から精度

野の研究発表が行われる．ハイブリッド開催と

良く：機械学習研究の更なる挑戦」が行われる．

なるため，対面での議論に加え，遠隔からの参

研究会との併催は昨年より増え，9 件 16 研究会

加も可能である．また，前回好評だった IT 情報

(IEICE-COMP / IPSJ-AL, IEICE-NLC, IEICE-

系キャリアセッション，AI TECH TALK，イン

IBISML,

ダストリアルセッションも継続して実施する．

IPSJ-IOT, IEICE-IE / IEICE-EMM / IEICE-LOIS /

FIT2022 プログラム委員会では，昨年実施し

IPSJ-AVM / IEE-CMN / ITE-ME, IPSJ-CGVI,

て好評だったトップカンファレンスセッション

IEICE-PRMU) を予定している．通常の研究会

を今回も企画している．これは，各分野でのトッ

は聴講参加費が必要であるが，FIT の参加者は

プレベルの国際会議・学術雑誌へ数年以内に収

上記研究会にも無料で参加できる．また，研究

録された論文の内容を著者に紹介してもらう特

会としても，普段より広い分野の参加者と質疑

別セッションであり，3 日間の会期を通して発

を交わすメリットがある．FIT2022 では，上記

表が行われる予定である．各分野の優れた研究

のほかにも約 500 件の研究発表が行われる予定

の動向を把握し，著者らとの質疑応答や情報交

である．このような充実したプログラムで行わ

換ができる貴重な機会である．両学会の研究専

れる研究発表会は，若手はもちろんシニアの参

門委員会や研究運営委員会から多くの推薦が寄

加者にとっても非常に有益な機会となる．

せられており，発表件数は昨年から大幅に増え

IEICE-MI,

IPSJ-MUS,

IPSJ-OS /

ハイブリッド開催に向けて準備を進めている

ると見込んでいる．また，シンポジウム，講演，

が，COVID-19 の発生状況によって，一部の内

パネル討論の形態で時機を捉えた多数の企画が

容に変更が生じる可能性がある．最新の情報や

予定されている．一般セッションでは，FIT ヤ

詳細は FIT2022 のウェブページに随時掲載され

ングリサーチャー賞や FIT 奨励賞などの若手向

るので，是非御確認頂きたい [1]．

けの論文表彰制度が実施される．いずれも聴講

参考文献

参加者からの投票や質疑に基づいて選定される．

[1] https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2022/
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【フェローからのメッセージ】

技術が切り拓く音楽体験の未来
フェロー 後藤 真孝
産業技術総合研究所

技術の発展は，新たな音楽文化・表現を生み

そこで，音楽のビート（時間構造），メロディ

出す．技術の力で生まれたピアノやギターは多

（周波数構造），サビ（大局的構造）等の主要な

様な音楽を生んだが，楽音合成技術も既に音楽

要素を推定する音楽理解技術を 1990 年代から時

制作では不可欠となり，2007 年以降は新たに歌

代に先駆けて研究開発してきた．更にその応用

声合成技術が注目を集めてきた．衝撃的なのは，

事例として，
「音楽理解技術が人々の音楽体験を

「人間の歌声でなければ聴く価値がない」という

どのように豊かにできるか」を明らかにすべく，

旧来の価値観が打破され，
「合成された歌声がメ

楽曲の構造を意識しながら盛り上がるサビだけ

インボーカルの楽曲を積極的に楽しむ文化」が

を聴いたり，膨大な楽曲から好みの楽曲を探し

誕生したことである [1]．同様に今後も，技術の

たりできる様々なインタフェースを，
「能動的音

発展が別の既存の価値観を打破し，更に新たな

楽鑑賞インタフェース」[4], [5] と名付けて実現し

文化・表現を生み出していく．いつかは「人間の

てきた．そうして「技術の使われ方も提示する」

作品でなければ聴く価値がない」
「人間の聴衆で

ことで，音楽理解技術が切り拓く新たな音楽体

なければ聴いてもらう価値がない」という価値

験を人々がイメージしやすくなる．しかし，イ

観すら変容したり [2], [3]，人間拡張技術によっ

ンタフェースに関して論文発表をし，講演や展

て拡張された聴覚器官が楽しめるように音楽表

示，動画等で紹介することはできても，人々の

現が大きく変化したりする可能性がある．

日常生活で直接使ってもらうことは難しかった．

音楽の聴き方も技術の発展と共に大きく変わ

そこで「技術を直接利用可能にする」ため

り，音楽コンテンツのデジタル化が進んで膨大

に，一般の人々がインターネット上で気軽に

に蓄積された結果，音楽配信等によってそれら

利用できる Web サービス群として一般公開す

を好きなときに好きなだけ楽しめる時代が到来

る研究活動を始めた．例えば，2012 年にプレ

した．しかし従来は，膨大な楽曲に受動的にア

ス発表した能動的音楽鑑賞サービス「Songle」

クセスできる量的な変化（楽曲の数が増える変

(https://songle.jp) では，ニコニコ動画やピア

化）が中心で，その潜在的な可能性はまだ十分

プロ等の投稿サービス上で公開されている 200

には引き出されていなかった．蓄積された音楽

万曲以上を音楽理解技術で自動解析し，音楽の

をファイルとして配信するだけでなく，その中

中身を可視化することで人々が音楽をより深く

身に踏み込んで計算可能にし，音楽の楽しみ方

理解して能動的に楽しめるようにしている（前

がより能動的で豊かになる質的な変化（体験の

述の「サビだけを聴いたり」のインタフェース

質が変わる変化）こそ，デジタル化がもたらす

も体験できる）．その上で，音楽理解技術で新た

真の価値である．そして，その変化を起こす鍵

な価値を生み出して貢献するための中核となる

となるのが，音楽の音響信号の中身を解析する

プラットフォームを目指して，Songle の解析結

「音楽の自動理解技術」
（音楽理解技術）である．

果を外部から利用できる Web API を開発・提供
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することで，他の研究者・技術者・企業等が我々

歌声情報処理を研究している後藤』が主人公の

の技術を利用して「他の技術を創出可能にする」

一人として登場していて，それを出版後に知っ

ことにも挑戦してきた．実際に，以下で紹介す

た驚きと喜びは，研究者として最も予想しなかっ

る他のサービス群や，スマホアプリ「NicoBox」

た出来事だった．

等で活用されている．

以上を含む「音楽情報処理」[2], [3] の研究開

楽曲の数が膨大になると，視聴者にとっては

発を 1992 年から推進し，多くの方々と一緒に生

好みの楽曲の発見が難しくなり，クリエータに

み出した成果・貢献が評価され，2021 年 3 月に

とっては自分の楽曲が埋もれやすくなる問題が

電子情報通信学会から，更に同年 6 月に情報処

生じる．そこで 2019 年にプレス発表した音楽発

理学会から，
「音楽の自動理解技術とその応用に

掘サービス「Kiite」(https://kiite.jp) は，音楽推

関する先駆的研究」の業績でフェロー称号を受

薦技術や他のユーザが薦める楽曲をサビ区間の

称した．大変うれしく，励まされている．研究

み効率良く試聴することで，次々と新たな楽曲に

は決して一人の力でできるものではなく，一緒

出会うことを可能にした．他にも，2013 年にプ

に研究開発に取り組んできた多くの仲間や，御

レス発表した音楽視聴支援サービス「Songrium」

指導・応援して下さった多くの先生・先輩の皆

(https://songrium.jp) は，膨大な楽曲の関係性

様，我々の技術を活用頂く企業や利用者の皆様，

を可視化して俯瞰可能にすることで新たな出会

学会・研究資金・所属組織等も含めた研究環境

いを可能にした．

の全てに深く感謝している．これからも多くの

更に，音楽は聴いて楽しむだけでなく，音楽

方々と力を合わせて，ワクワクする未来を切り

に連動させて様々な機器を制御することで，映

拓いていけるよう全力を尽くしたい．

像や照明が変化したり，ロボットが踊ったりす
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日々是勉強！

【フェローからのメッセージ】

データ工学

フェロー 石川 佳治
名古屋大学

1. データベースの研究へ
筆者の専門は「データベース及びデータ工学」
である．データ工学はデータベースを包含する
研究領域であるが，他分野の研究者からはいま
一つ立ち位置が分かりにくいようである．本稿
では，筆者が研究を始めた 1980 年代後半からの
流れを振り返り，データ工学とはどういう研究
分野であるか，またその歴史について，個人的
な経験を基に解説したい．
1980 年代後半のデータベースの研究分野は，
誰もがオブジェクト指向データベース (OODB)
を研究している状況であった．OODB が従来の
リレーショナルデータベース (RDB) を超えるも
のとして認識されており，活発な研究開発が行
われていた．筆者の博士論文のテーマも OODB
のための索引技術であり，そのような流れの中
にあった．
その一方で，
「一つの SQL 問合せでどのくらい
大変な仕事をしているかを考えると，RDB がな
くなるとは考えられない」と意見もあった．最
終的には，RDB が OODB のアイデアを一部吸
収し，オブジェクトリレーショナルデータベー
ス (ORDB) として決着した．米国 UCB の M.
Stonebraker 教授（2014 年にチューリング賞受
賞）が，今日の PostgreSQL につながる POSTGRES を世に出したのもこの頃である．OODB
の議論に慣れた立場からは美しくはないと感じ
られたが，SQL などの RDB の資産を生かしつ
つオブジェクト指向を採り入れる現実指向のア
プローチで，Stonebraker 教授の実践家としての
絶妙のバランスが働いていた．同教授はいまで
も現役だが，チューリング賞の受賞講演で「産
業界からの要求を徹底的に聞く」とおっしゃって
いたのが印象的だった．

2. データマイニングによる研究分野の拡大
筆者の最初の国際会議での発表は 1993 年の
ACM SIGMOD 会議であったが，その会議で当
時 IBM の R. Agrawal らによる相関ルールに関
する論文発表があった．相関ルールとそれを一般
化した頻出パターンマイニングは，初期のデー
タマイニング研究の代表的研究トピックの一つ
であった．
データマイニングの出現により，研究の対象
がデータベースを超え，データそのものの分析
へと拡大され，今日のビッグデータ分析への流
れにつながっている．本会のデータベース分野
の研究専門委員会は当初から「データ工学」と
いう名称であったが，そのような展開を見据え
たものだったと思える．
3. ウェブ，XML，データストリーム，クラウド
1990 年代後半になると，更に研究分野が拡大
した．ウェブが爆発的に発展した影響は大きく，
データベースの研究分野では，ウェブのための
データベース技術，ウェブとデータベースの連
携などの研究が盛んになった．また，検索，コン
テンツ解析，情報推薦などの技術に関して，情
報検索や自然言語処理の技術が入ってくること
になった．
2000 年代初めには，XML に関する研究が特に
盛んであった．XML の出現により，木構造デー
タの表現・操作が新たな問題として発生し，プ
ログラミング言語理論などの分野からの参画が
あった．例えば，XML データベースのための問
合せ言語である XQuery では，関数型プログラ
ミング言語や型推論などの高度な技術が導入さ
れた．XML データベースの研究により，木構造
データの扱いについて，その難しさも含め大き
く理解が進んだといえる．
同時期にデータストリーム処理の研究も出現
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した．データストリームは，センサ情報処理や
IoT などの分野で見られるものであるが，ビッ
グデータの処理でも近似的にはストリーム的な
処理を行っている．データストリーム研究には，
アルゴリズム，データマイニング，システム技
術などの側面があるが，アルゴリズムの部分に
関しては，近似アルゴリズム，乱択アルゴリズ
ムなどの技術が導入された．
システム技術に関しては，Hadoop に代表さ
れるクラウドコンピューティング技術の進展が，
ビッグデータの出現ともあいまって急速に研究
開発が進んだ．これらのシステム技術について
は，分散コンピューティングの分野からもたら
されたものが多く，ここでも新たな技術が入っ
てくることになった．一方で，分散コンピュー
ティング環境を有効活用するデータベース技術
の研究も活発に進められた．
4. プライバシー，グラフデータ，機械学習
現在，データベース関連の国際会議で多く見
られるトピックの一つとしては，ビッグデータ
の利活用に伴うプライバシー保護技術が挙げら
れる．特に差分プライバシーに基づく技術は高
度化しており，理論と実践の双方から深い議論
が行われている．
一方，国際会議での論文数で考えると，恐ら
くグラフデータに関する研究が最もホットであ
ろう．工夫の余地がある新たな問題を構築し，問
題解決のアイデアを出して実験・評価と進むプロ
セスがアルゴリズム研究者の腕の見せ所になっ
ている．また，グラフデータについては，ナレッ
ジグラフの構築などに関する技術開発も最近盛
んである．
近年では，データ工学においても，他の研究
分野と同様，機械学習，特に深層学習の技術が
広く導入されている．従来のデータ工学の問題
に機械学習を利用する研究も多くみられる一方
で，ビッグデータに対する機械学習の処理過程
をシステム技術としてどう支援するかという話
題も盛んである．また，最近ではデータベース
システムの最適化などのシステム技術に機械学
習を適用する研究も見られる．
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5. 依然としてホットなデータベースのコア技術
では，データベースのコア技術はすたれてし
まったかというとそうではなく，重要性は改め
て増している．主記憶の巨大化，不揮発性メモリ
の利用拡大，マルチコア・マルチスレッド技術に
よる並列処理，高速ネットワークの活用，FPGA
や GPU の活用など，次々と新しいシステム技
術が導入され，その対応が必要となっているた
めである．
特に近年では，トランザクション処理に改め
て脚光が当たっている．以前のデータベースシ
ステムでは入出力のオーバヘッドが主要なコス
ト要因であったが，上述のような近年のシステ
ム環境では，並列処理によりどれだけ性能を引
き出せるかが重要となっており，同時実行制御
技術の重要性が増している．また，トランザク
ション処理と分析処理を両立させ，リアルタイ
ムにデータベース中のデータ分析を行う HTAP
(Hybrid Transaction Analytical Processing) も注
目されており，ここでもトランザクション処理は
大きな役割を果たす．大昔に，ある先生が「トラ
ンザクション処理はデータベース研究の華」と
おっしゃっていたのだが，いま正に，そのよう
な時代が到来している．
6. おわりに
データ工学の研究分野が拡大してきたのは，
コミュニティ全体に，コア技術を大切にしつつ
も，対象領域を拡大していこうという強い意志
があったからのように思える．有力な研究者を
見ていると，時代の流れを敏感に捉え，貪欲に
知識を獲得している一方で，古くからのデータ
ベース技術についても深い見識を有しており，感
心するばかりである．
以上のとおり，データ工学の研究分野はデー
タを介して様々な研究分野と関わり，新たなデー
タの出現や，周辺領域での技術進展を貪欲に取
り込むという性質があり，研究者としては日々是
勉強ということになり，面白い分野であると感
じている．更に今日では，工学にとどまらず，社
会の広い分野への研究の拡大が進んでおり，学
ぶことがますます増えていると感じている．
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研究開発と実用化への視座
フェロー 岡田 隆三
Toshiba Europe Limited

はじめに
このたび，
「画像，動画像の認識・解析技術の研

度カメラを使った高精度な速度抽出による高速移
動物体追跡に発展させた．高速移動物体追跡は，

究開発・実用化」に関し，2020 年度にフェロー

当時ソニー，IBM，東芝の 3 社で共同開発中だ

称号を頂いた．御推薦・評価を頂いた先生方は

った PlayStation3 のプロセッサ Cell Broadband

もとより，約 25 年間の研究開発において御指導

EngineTM のパフォーマンスを示すための実証と

頂いた先生・諸先輩方，また，共に研究開発に

いう位置付けの研究だった．また，高速度カメラ

携わった関係各位にこの場を借りて深くお礼を

による速度抽出技術を，車載カメラによる障害

申し上げる．

物検出に応用し自動車の安全性向上を目指した．

今回，若手研究者へのメッセージという依頼

これら入社して 5 年目までに若手研究者とし

を頂いたが，筆者のこれまでの特に企業での研

て行った研究では，自動車の安全性向上，ゲーム

究開発の経験を俯瞰しながら，その時々の立場や

機向けプロセッサ LSI の性能実証といった，分

役割に応じて，筆者が重要だと考えていた点や，

かりやすい目的が設定され，研究の意義が明確

今思えば重要だと思う点について述べる．これ

だった．そういったテーマを与えてくれた上司

まで筆者が携わった主な研究は，大きく分ける

には感謝しかないが，おかげで楽しんで面白い

と，動画像中の移動体追跡，人物の姿勢推定・動

技術，トップの技術を追求することができた．当

作理解，車載画像認識である．これらの研究開

時，若手研究者として考えていたことは，周囲，

発において，性能の良い画像認識・理解アルゴリ

特に上司の期待の上を行く，性能・開発スピー

ズムを追求すると共に，それをハードウェアの

ド・難関国際会議採録などタンジブルな成果を出

力も借りて実世界で動作させ，役に立つものを

すことで，そうすることで更に面白い仕事を任

作ることを心掛けてきた．以下，順にこれらの

せてもらえたり，幸運なことに海外留学のチャ

研究開発について述べるが，筆者の経験が，若手

ンスを与えてもらったり，自らの技術的な成長

研究者の方々の今後の研究開発活動やキャリア

につながっていった．仕事を任せてもらえるよ

形成おいて，少しでも参考になれば幸いである．

うになってくると，研究者以外の人と関わる機

動画像中の移動体追跡

会が増えてきたが，当時，研究が楽しかった筆

1995 年に大阪大学の白井良明先生の研究室で

者は，恥ずかしながらそういった研究以外の業

本分野の研究を始めたが，その最初のテーマが回

務を煩わしいと感じることが多かった．今思え

転カメラ台を使った移動物体の追跡だった．画像

ば研究者以外の人と議論を交わすことで技術を

から得た各画素の速度情報と距離情報に基づい

使う側の人にとって何が大切かを知り，技術の

て，移動物体を抽出し，それを回転カメラ台で追

活かし方について学ぶことができる貴重な機会

跡するもので，当時の PC では実時間処理が困難

だった．特に企業研究では，技術の良さだけで

だったため，11 枚の DSP を用いてリアルタイム

なく，実際に世の中で直接役に立つことが求め

動作させた．この研究は，人体の姿勢（体の向き）

られるため，そういった視点で研究の方向性を

推定及び追跡や，東芝に入社後，1,000 fps の高速

見直すことは重要である．
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人の姿勢推定・動作理解

載した車載画像認識 LSI ViscontiTM シリーズの

2000 年 代 前 半 に ，上 述 の Cell Broadband

開発にも携わった．開発した ViscontiTM シリー

EngineTM の性能実証の位置付けで，カメラに

ズは市販車に搭載され，自動車交通の安全性向

よりユーザの全身の姿勢を推定し，アバターの

上の一助となっていることはとても誇りに思う．

服装を着せ替える仮想試着，ゲームキャラクター

近年は数十人規模の研究組織のリーダーとし

を操作するゲームを試作したりした．まさか東

てこの研究開発テーマに取り組んできたが，や

芝に入ってゲームを作ることになるとは思って

はりこういった社会的価値が高く，かつその技

もいなかったが，元々ゲームが好きでコンピュー

術が製品・サービスの中核になる，良い応用先

タに興味を持ったので非常に楽しい仕事だった．

を見つけ出すことは，リーダーの仕事として非

ここでも，ハードウェア開発者や，CG クリエー

常に重要であると思う．どういう技術を作るか

タ，アートデザイナーといったこれまで関わっ

という点では，よくユーザ・顧客の意見を聞く

たことのなかった様々なスキル・価値観を持った

ことが重要視されるが，研究開発としては，顕

方々と共に仕事をしたことは財産となっている．

在化していない，ユーザ・顧客が将来欲しくな

2000 年代後半には，人物の姿勢推定技術を

る技術を先回りして作ることが理想だろうと思

東芝の製品で活用するために研究開発を進め，

う．また，作った技術を使ってもらうには，ユー

PC バンドルソフトとしてハンドジェスチャ認識

ザ・顧客にその技術の価値を理解してもらう必

よる PC コントロールを実現した．Cell Broad-

要があるが，技術の使い手との真摯な対話に基

band Engine
Engine

TM

TM

をカットダウンした，SPURS

づいて，ユーザに使ってもらうには技術以外に

を利用して PC のメイン CPU に負荷

何が必要かをよく理解し，それを技術と共に提

を掛けずに，ジェスチャ認識を行った．この研究

供することも重要である．

には，中堅研究者・小規模研究チームのリーダー

さいごに

として研究開発に携わったが，チームメンバー

本稿の執筆や，2021 年 10 月の PRMU 研究会

の信頼を醸成し協力関係を築けるように先頭に

においてフェロー講演の機会を頂いた際に，自

立って自ら手足を動かした．また，技術を使う

らの研究活動を振り返ったが，本分野の研究を

側の人にとって何が必要かを理解し，それを技

始めた直後に書いた移動物体追跡技術の研究モ

術に落とし込み，使えるレベルの技術としてア

チベーションのスライドに，
「自律移動車の障害

ウトプットすることで，技術を使う側の技術者

物回避やジェスチャ認識に必要な基本技術」と，

と作り出す側の研究者の橋渡しの役割を担った．

この 25 年間やってきたことが書いてあって驚い

研究グループのリーダーとしては，自分たちの

た．大学時代に目指したことを，会社に入って

技術の応用先を見つけることは非常に重要な役

も追求し続けて実用化を目指したということに

割だが，その技術が応用先にとって本当に役に

なるが，具体的な応用先や応用方法は，その時々

立つのかの視点が欠けた「技術の押し売り」に

の状況に合わせて柔軟に変化・調整することは

はならないように留意したい．

必要だろう．一方で，基礎技術を磨くことにお

車載画像認識

いては，一つの応用先がダメになったからといっ

入社当時から車載画像認識の研究開発に取り

てすぐにあきらめてしまうと成功は難しい．若

組んできた．画像のパターン認識による歩行者

手研究者の皆さんには，世の中にアンテナを張

検出，三次元再構成による障害物や路面の認識と

り，動向をよく見て自分の技術の良い応用先を

いった画像認識アルゴリズムをチームで開発する

見つけて頂きたいが，基礎技術は粘り強く継続

と共に，これらの負荷の高い画像認識アルゴリズ

的に研究開発に取り組んで頂きたい．
「継続は力

ムをハードウェアで処理するアクセラレータを搭

なり．
」
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【コラム】
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【ISS 組織図など】
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令和 4 年度 情報・システムソサイエティ組織図および運営委員会構成（敬称略）
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編集後記

【編集委員会名薄】

▼ 94 号から二度目の担当となりました．3 年前には出張して紙の原稿を校正していました．オ

ンラインでの編集会議など時代の変化を感じました．今回も多くの皆様に御協力頂きました．この場を借り
て御礼申し上げます．
（主担当：上原）▼本誌編集作業は初めての経験でしたが，寄稿頂きました著者の皆様，
編集委員会の皆様など，多くの方のお力添えのおかげで無事発行に至りました．関係された皆様に厚く御礼
申し上げます．オンライン編集会議は効率的ですが，対面作業で得られる他分野の先生方と接する機会が失
われた点は残念でした．
（副担当：安部川）
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