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想定外に対処する

米田 友洋
国立情報学研究所

世の中，時として予想もしなかったことが起
こる．何らかの異常事態に対処する，一番良い
方法は，そのような自体を想定して，あらかじ
め対処方法を考えておくことである．しかし，想
定できないから「予想もしないこと」となるわ
けであり，完全な対処方法を用意することは不
可能である．せいぜいできることは，異常事態
をモデル化して，そのモデルごとに対処方法を
用意しておくことくらいであろう．モノ作りに
おいては，このような考察は，規模の差さえあ
れ，必ず必要である．耐ナントカ性というよう
な大袈裟なものに至らなくても，マージン設計
などもその最たるものと言える．このような考
察における重要なファクタはコストとの兼ね合
いである．マージンを大きく取ると直接コスト
に跳ね返る．このコストは，そのモノの「目に見
える性能」に陽に貢献しないため，設計者は難
しい判断を迫られる．更に悪いことに，コスト
をかけてマージンを大きく取ったとしても，そ
の耐性を直接測る評価尺度がはっきりしない．
このような異常事態を生じる要因のうち，工
学的に対処できるものについて著者なりに少し
考察してみたい．一つ目は自然現象である．い
わゆる物理的な故障，地球に降り注ぐ粒子（ソ
フトエラーを引き起こす），津波なども規模の
差はあるものの同じ種類に分類できると考える．
これらは，もし細部にわたって非常に詳細な解
析を行い，因果関係を明らかにできれば，発生
予測が可能かもしれないが，実際にはそのよう
な解析は（計算量が膨大すぎて）不可能であり，

確率的事象として扱われている．対処方法とし
ては，多重化，マージンの設定等であろうか．二
つ目は人間の不完全性に基づく，いわゆるミス
を挙げたい．典型的なものは，ソフトウェアの
バグ，設計ミスなどである．これらに対しては，
システム的な対処（簡単なものではアサーショ
ン等によるチェック機構から，より完全性を追
求できる形式的手法の利用など）である程度は
制御できるかもしれないが，効率の問題はまだ
大きいと思われる．さて，三つ目としては人間
の悪意であろう．コンピュータの性能向上，イ
ンターネット等の整備・拡大に伴って，人間生
活の利便性は大きく向上し，それらに対する依
存性も大きくなったが，同時にサイバー攻撃等
による被害・損害もますます大きくなった．こ
の種類の要因の場合，攻撃者の行動をモデル化
して，それに対処することが極めて難しいと言
える．各組織の対策部門が大変な労力をかけて，
このような攻撃から組織を守っているというの
が実情であろう．通常，セキュリティを強化す
ると利便性が低下するが，この利便性の低下は
技術の進歩により軽減できると期待できる（高
度な生体情報の利用など）．問題は，その技術の
進化により，攻撃も強化されてしまうことであ
る．結局，どこまで行ってもいたちごっこであ
り，最初の二つの問題との大きな違いと言えよ
う．二つ目の問題に対してもそうであるが，こ
の三つ目の問題に取り組む人材はそれに輪をか
けて不足している．当該分野の，今後の教育・
研究の活発化がますます望まれる．
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【研究会インタビュー (LOIS)】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 4号（通巻 109号）

研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.34

戸田 浩之さん

所属：横浜市立大学データサイエンス学部教授
分野：情報検索，データマイニング，機械学習

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．

最近取り組んでいる研究は大きく二つありま
す．一つは，人の移動の最適化について．
前職のNTT研究所にいた頃になりますが，大
規模イベント会場周辺の人流を観測しながら，近
未来の人流を予測し，混雑等の危険を回避する
研究をしていました．内閣府主導のプロジェクト
で，さいたまスーパーアリーナ周辺で実証実験
を行ったことがあります．イベント開始までに，
いかにスムーズに会場に入ってもらうか，イベ
ント終了後はいかにスムーズに帰ってもらうか．
幾つかの目標に対して，コロナ前には実用化レ
ベルにまで技術を完成させました．また，人の
移動が記録された「移動軌跡」を分析して，滞
在場所や移動手段を特定する技術や，移動軌跡
分析技術を活用した位置情報サービスの研究開
発にも注力しました．現所属の設立母体である
横浜市では，観光における集客と混雑回避の両
立が重要な課題です．また，コロナによって，密
を回避することを前提にしつつ，経済活動も活
性化させるという新しいニーズも高まりました．
社会の変化を念頭に，これまでの経験を活かし
つつ，都市活性化に関わる研究に取り組みたい

と考えています．
もう一つは，Well-beingに向けた意思決定の
支援に関する研究です．
人がよりWell-beingな状態，例えば，より健
康で，より快適で，より知識が豊富な状態に向
かうために，意思決定をどのように支援すると
よいか．限られたデータから，機械学習などを
活用して，人の行動を把握し，予測可能とした
上で，行動の変容につなげる．そんな研究に取
り組んでいます．人は一日に 35,000回，意思決
定するといわれています．意思決定の内容は多
岐にわたりますが，私は健康や教育，財産形成
や知識獲得といった，長期的な結果に影響を及
ぼす意思決定に焦点を当てています．意思決定
にまつわる研究を始めたのも前職の NTT研究
所時代なのですが，単に観測できるデータを分
析するだけではなく，人の行動や意思決定に関
わる既存の知見を活用することが重要であると
議論の過程で気付きました．
そこで注目したのが行動経済学です．通常の
経済学は経済的合理性に基づいて判断する人，ホ
モエコノミクスを前提としています．一方，行
動経済学では，不合理に判断する人を前提とし
ています．たしかに，実際の人は不合理で，ダイ
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エットしようと思っていても，目の前にケーキが
あると食べてしまう．この不合理な意思決定の
仕組みが分かれば，より正確に人の意思決定や
行動をモデル化することができるのではないか．
ただ，私を含めた研究グループは情報系に寄り
がちで，行動経済学については素人です．そこ
で，行動経済学の専門家である早稲田大学文学
部・竹村和久教授に共同研究のお声がけをしま
した．我々はビッグデータから人の行動に関す
る現象や傾向をモデル化するアプローチだった
のに対して，竹村先生はできる限りノイズを含
まない環境で被験者実験を設計し，対象とする
現象が再現する条件を明らかにしたり，現象を
より詳細に分析するアプローチをとられました．
異なる分野の先生との共同研究ということで戸
惑うこともあったのですが，人に関わる知見が
積み重ねられた心理学・社会学と，我々が取り
組むデータサイエンスを組み合わせることで研
究が進むという確信を得ることができました．

今後の構想としては，個人と社会の両方をよ
り良い状態に導くために必要な技術の研究をし
ていきたいです．移動を例とすると，個人目線に
立てば，行きたいところにスムーズに行けるよ
うに導く．社会目線に立てば，個人がめいめい行
きたいところに行きつつ，同時に人が混み合わ
ないように．観光地や商業施設もうまく人流を
平準化させて，人流が溜まることがない，待ち時
間や無駄な時間がなくなるような社会が理想な

のではと考えています．先述のとおり，人は不合
理に行動するものだと思います．そのような人
に負担をかけることなく，不合理から生じた問題
を解消する，若しくは不合理な判断をする癖を
使って，うまく人を導く選択肢も出てくるでしょ
う．非常に壮大な研究テーマなので，様々な連
携が重要だと考えています．竹村先生のような，
心理学や社会学との連携もますます増えていく
でしょう．これまで他分野で蓄積されてきた知
見とデータサイエンスをうまく結び付けること
で，より高い精度で行動予測・行動変容ができる
ようになりたいですね．また，実際に価値を生
み出すドメインの専門家たちとの連携も欠かせ
なくなるでしょう．人の移動を対象とするなら，
交通事業者や，都市計画を扱う行政，人の健康
を対象にするなら，医療系事業者や研究者．大学
という組織はそもそも中立的な立場だと思いま
すし，この環境だからこそ連携できる相手，取り
組める研究もあると思うので，積極的にコラボ
レーションをして研究を進めていきたいです．

— 今に至る経緯について教えて下さい．

小学生の頃にファミコンがはやったのですが，
うちの家ではファミコンは買ってもらえず，か
わりにパソコンを買ってくれました．今思えば
父親が欲しかったんじゃないかと思います（笑）．
市販のゲームもやりましたが，それに飽きると
雑誌に付いていたサンプルプログラムを見様見
真似でパソコンに打ち込んで，ちょっとしたゲー
ムを作ったりして遊んでいました．また，幼少
期からずっと乗り物が好きでした．高校時代は
F1をはじめとした自動車レースに興味をもち，
将来は車を作る仕事をしたいと考えるようにな
りました．なので，文理選択時は自然と理系を
選び，大学では工学部に進みました．
学部，修士では材料工学の勉強をしていたの

ですが，この頃がちょうどインターネットが普及
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しつつあるタイミングで．大学の計算機室のコン
ピュータを使って世界中の情報をブラウジングし
たのを皮切りに，研究室のWebサイトを作成し
たり，学内ネットワークの整備を少し手伝ったり．
気が付いたら，インターネット，WWWの面白さ
にはまっていたように思います．就職活動では自
動車関係の企業も応募したのですが，推薦もあっ
て，当時インターネットやWWWに関して先進
的な取り組みをしていた NTTに就職しました．
NTTでは研究所に配属され，検索エンジンの

研究開発をするグループに所属することになり
ました．ユーザが検索エンジンに入力するクエ
リから，その人が欲しい情報を表示するための
研究，ユーザが欲しい情報に到達しやすくなる
ユーザインタフェースの研究に取り組みました．
入社して 2年目に立ち上げた研究テーマが，検
索エンジンを利用するユーザのログを分析し，
それを元により良い検索結果を提示するという
ものでした．目指したのは，検索エンジンのロ
グに紐付く検索対象文書を分析することで，検
索エンジンユーザの真の検索目的を明らかにし，
その目的に応じた検索結果を提示すること．そ
の後も様々な観点で人の行動分析の研究をする
のですが，ここが最初の出発点だったように思
います．入社して最初の 10年は，Web検索エ
ンジンやWebポータルサイトを利用するユーザ
の行動支援につながる情報提供などの研究開発
に従事しました．その後，スマートフォンやス
マートデバイスの普及に伴って，実空間におけ
る人の行動データも取得，活用できるようにな
りました．私の研究対象も，人の時空間移動や
日常生活における人の意思決定といったように
拡がってきました．
これまで話してきたように NTTでの研究生
活では自ら興味のあることに取り組めましたし，
それを社会に反映できたという意味でとても有
意義でした．また，研究を進めて行く中で非常

に多くの人に支援して頂きとても感謝していま
す．では，なぜ教員の道に進んだかというと，大
きく二つの理由があります．一つは，若い人を
教育することに興味をもったこと．もう一つは，
より多様な領域の人と一緒に研究に取り組みた
いと考えたことです．いろいろな思いを巡らせ
ていたときに，現所属である横浜市立大学デー
タサイエンス学部の公募情報を見かけて応募し，
幸運にも採用して頂き，2022年 9月から教鞭を
とっています．着任してまだ日が浅く，毎日が
試行錯誤ですが，自身のこれまでの経験を活か
しつつ，データサイエンスの研究，教育を進め
ていきたいと思っています．

— 学生を指導する際に気を付けていることにつ

いてお聞かせ下さい．

学生には是非研究に興味を持って取り組んで
もらいたいと思っています．所属している大学
では 3年後期から研究室に配属されます．現在
3人の学生が研究室に所属してくれていますが，
それぞれの学生が何に興味を持っているのかを
丁寧に知るよう努めているところです．
前職の研究所とは違い，多くの学生が研究者

を目指しているわけではありません．それでも，
研究のプロセスを経験するということは，未解
決の課題や未知の事象を見付け，それら課題の
解決や事象の解明に向けて論理的に取り組む経
験をすることになり，卒業後に社会で生きてい
くために必ず役に立つと考えています．その経
験をより深く濃いものにするためにも，学生の
皆さんが自ら興味のあるテーマに取り組める環
境を整備していきたいです．
また，私自身が学生を導く存在でありたいと

考えています．これは私が社会人として博士課
程に通ったときにお世話になった，筑波大学北川
博之先生の影響が大きいです．先生は定期的に
学生と研究について議論をしてくれるのですが，
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個々人のテーマに真摯に向き合ってくれていまし
た．当然一度のディスカッションで答えが出るこ
とはほとんどないんですが，学生が納得できる
まで議論に付き合ってくれましたし，打ち合わせ
が終わった直後から何をすべきか，先が見える形
になるように議論を導いてくれました．そのお
かげで，研究が進むにつれて学生自身も判断力
や実行力が付き，結果的に研究室も強くなると
いうことを実感しました．特に研究室の学生に対
しては，そんな存在でありたいと思っています．

— 研究会についてお聞かせ下さい．

私が今年度 5月から委員長を務めている LOIS

（ライフインテリジェンスとオフィス情報システ
ム）研究会は，元々は 1986年にオフィスシステ
ム (OS)研究会として発足した研究会です．当時
は FAXなどのオフィス系情報機器やオフィス環
境をテーマにしていたと伺っています．その後，
OFS（オフィスシステム）研究会，OIS（オフィ
スインフォメーションシステム）研究会と名前
を変え，そして 10年ほど前，SNSやウェアラ
ブルデバイスなどコンシューマ向けの技術がオ
フィスでも活用されるようになったことから，現
在のライフインテリジェンスとオフィス情報シ
ステム (LOIS)研究会に名称変更を行いました．
更に最近ではオフィスを出て，オフィス外や
リモートワーク環境での様々な業務を達成する
ための情報システムに関する研究発表も増えて
います．例えば，漁業をサポートする情報シス
テムや，工場内作業者の動きを作業者に負荷を
かけることなくセンシングして，作業効率化に
つなげる情報システム．またコロナの影響もあ
り，リモートワークやリモート教育に関する研
究も拡がりを見せています．オフィスに特化す
るのではなく，ヒューマンセントリックに，人
の行動を支援・サポートする技術についてより
議論を深めていきたいですね．

— 最後に趣味についてお聞かせ下さい．

自転車です．元々車が好きで，乗るのもそう
ですが，学生時代には多少改造のようなことも
していました．ただ，就職してなかなか車をさ
わる機会もなくなっていたときに，学会の飲み
会で知り合いの先生から「車が好きなら自転車
にもはまるよ」とおすすめ頂き，健康にも良さ
そうだと思いクロスバイクを購入しました．も
ちろんロードバイクという選択肢もあったので
すが，先生からまずはクロスバイクを買って，乗
ることが分かってからロードバイクを買う方が
いいよと言われたので，それに従いました．今
は，たまの週末に数十 km乗る程度なので，それ
が正しかったと思っています．週末には，自転
車のパーツ交換のような整備をしたりもしつつ，
自宅周辺の海岸に沿って乗ったり，自宅がある
三浦半島から横浜や逗子，鎌倉まで行ったりし
ています．二人の子供がサッカー部に所属して
いるんですが，練習や試合を見るために少し遠
いグラウンドまで自転車で行くこともあります．
子供と一緒に乗る機会もあるのですが，最近は
子供が成長してしまって，追い付けなくなるこ
とも多いです（笑）．今はクロスバイクだけです
が，将来的にはロードバイクやグラベルロード
など，いろんな種類の自転車も乗ってみたいと
思っています．
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IBISML研究会の現状とこれから
情報論的学習理論と機械学習 (IBISML)研究会 委員長

杉山 将
理化学研究所／東京大学

いわゆる第 3次 AIブームの到来から約 10年
が経過し，深層学習に対する一時の過熱感は一
定の落ち着きを見せつつある．一方，機械学習
の技術は着実に発展を続けており，深層学習の
理論解明，因果推論，限られた情報からの学習，
ロバスト学習，学習結果の説明性・公平性の向
上など，次世代のAI構築に向けた基盤的研究が
活発に行われている．また，AI技術の産業応用
は，単純なコスト削減から，より創造的なビジ
ネスの探究にシフトしつつあり，科学研究にお
ける AI活用も大きく加速している．
情報論的学習理論と機械学習 (IBISML)研究会

IBISML研究会は，1998年に開催された情報
論的学習理論 (IBIS) ワークショップを端緒に，
2001年より本会第二種研究会を経て，人工知能
学会「データマイニングと統計数理研究会」と
合併する形で 2010年に発足した．以来，日本最
大の機械学習コミュニティとして，機械学習の
情報発信の場を提供し，学際的な交流や産学の
連携を推進してきた．年 4回の研究会を活動の
基本とし，加えて，IBISワークショップを毎年
秋に開催している．
筆者は，2022年度より IBISML研究会の委員
長を拝命した．今年度はこれまで，2022年 6月
27～29日の琉球大学における研究会（本会 NC

研究会と共催，IPSJ-BIO, IPSJ-MPSと連催），9
月 15日の慶應義塾大学における研究会（FITと
併催），11月 20～23日のつくば国際会議場にお
ける第 25 回 IBIS ワークショップ（図 1），12月
22～23日に京都大学における研究会を開催し，
今後は 2023年 3月 2～3日にはこだて未来大学
にて（本会 PRMU研究会と共催，IPSJ-CVIM

と連催）研究会を開催する予定である．琉球大
学と慶應義塾大学での研究会は，ハイブリッド
で開催した．現地会場とオンラインの両方から

図 1. IBIS2022の様子

たくさんの質問や意見が飛び交い，完全オンラ
インのときと比べて議論が大いに盛り上がった
ように感じる．今後も，現地参加の活力とオン
ライン参加の利便性を両立すべく，ハイブリッ
ドで研究会を開催していきたい．そのためには，
現地担当者の負担軽減が重要課題であり，ISS全
体で議論し，ノウハウを共有できればと思う．
IBIS2022開催報告
IBIS ワークショップは今年度で 25 回目を迎

え，四半世紀の一つの節目を迎えている．過去
2年間は完全オンライン開催であったが，対面
交流の機会を確保すべく，今年度はハイブリッ
ドで開催した．現地参加は約 540名，オンライ
ン参加は約 340名であった．
企画セッションとして，「最先端の数理統計学」，

「マルチメディアと機械学習」，「力学系の作用素
論的解析とその広がり」，「微分方程式等で記述
される力学系と機械学習」を開催した．これら
のセッションでは，先端的な研究トピックの背
景や発展の条項を体系的に学ぶことができ，多
くの参加者にとって新たな分野の理解を深める
良い機会となった．
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招待講演は，アメリカ・ボイシ州立大学の
Michael Ekstrand氏による「The Complexity of

Fairness in Information Access」，カナダ・トロ
ント大学/ベクター研究所の Denny Wu氏によ
る「Precise Analysis of Modern Machine Learn-

ing Models via Random Matrix Theory」，ツイッ
ター社のLuca Belli氏による「Responsible AI in

Practice: Lessons from Experience at Scale」の
3件であった．国際的に活躍している研究者に
よって最新の研究成果が華々しく紹介され，セッ
ションは大きな盛り上がりを見せた．
ポスターセッションは 3年ぶりに対面で実施

し，202件の発表があった．IBISワークショッ
プらしい白熱した討論が行われ，機械学習分野
の盛り上がりが体感できる熱気に包まれたセッ
ションであった．
最終日には，機械学習の入門的な内容から発展

的なトピックまでを分かりやすく解説すること
を目的とした，IBIS恒例のチュートリアルを行っ
た．「ベイズ深層学習入門」，「常微分方程式の数値
解析とデータサイエンス」，「Federated Learning

における典型的な課題と最近の展開」，「汎化誤
差解析から始める統計的学習理論入門」の 4件
の講義を実施し，活発な質疑応答が行われた．
次回の IBISワークショップは，10月 29日～

11月 1日に北九州にて開催予定である．是非御
参加頂き，分野の盛り上がりを感じて頂きたい．
諸外国における機械学習の研究動向

AI・機械学習関連の研究は，海外では更に大
きな盛り上がりを見せている．
アメリカでは，巨大 IT企業や主要大学が圧

倒的な資金力と研究開発力で，質・量共に機械
学習業界を牽引し続けている．主要国際会議で
ある NeurIPS2021では，全採択論文 2,344編の
6割以上がアメリカの組織が関わる論文であっ
た．カナダでは，カナダ先端研究機構 (CIFAR)

がトロント，モントリオール，エドモントンに
研究センターを設置し，著名な機械学習研究者
がリーダーを務めている．
イギリスでは，アラン・チューリング研究所
を核に研究ネットワークが構築され，機械学習
研究を推進している．スイスでは，スイス連邦

工科大学チューリッヒ校 (ETHZ)やローザンヌ
校 (EPFL)などが AI研究センターを立ち上げ，
多くの研究者が国際的に活躍している．ドイツ
では，テュービンゲンAIセンターやベルリン学
習・データ基礎研究所 (BIFOLD)などが立ち上
がり，活発に機械学習研究が行われている．フ
ランスでは，パリなど 4都市にAI学際研究機関
が設置され，組織的に AI研究を推進している．
そして欧州連合では，欧州学習知能システム研
究機構 (ELLIS)などを通して，国際的なAI・機
械学習・ロボティクスの研究ネットワークが構
築されつつある．
中国では，北京，上海，南京，香港などの主
要大学が多くの機械学習研究者を集結させ，大
規模に研究・人材育成を行っている．韓国，シ
ンガポール，イスラエル，オーストラリアでも
公的な機械学習プロジェクトが立ち上がり，若
手研究者の活躍が著しい．
このように，AI・機械学習の研究は諸外国でも

大きな盛り上がりを見せており，博士号を持っ
た研究者や博士学生が急増している．それに対
して日本では，博士課程進学者は少なく，研究
者数も頭打ちの状態である．競争の激しいこの
分野で我が国が継続的に成果を挙げていくため
には，最先端技術の研究・教育を行える人材の
育成が急務である．IBISML研究会がその一端
を担えるよう，全力で努力を続けたい．
最後に
一時の過剰な AIブームは落ち着きつつあり，
情報技術の社会的な流行は，ディジタルトラン
スフォーメーションや量子コンピューティング
に移りつつある．しかし，機械学習の重要性に
陰りはなく，実世界からの期待・要請はむしろ
高まっている．IBISML研究会では，流行に左
右されない機械学習の本質的な研究を粘り強く
支援すると共に，時代に即した機械学習の活用
法を柔軟に模索できる場を提供し，一般社会に
向けて積極的に情報発信していきたい．引き続
き，ISSの皆様に御支援頂ければ幸いである．
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EMM研究会の発足から11年の活動

西村 竜一
情報通信研究機構

1. はじめに
マルチメディア情報ハイディング・エンリッ
チメント (EMM)研究専門委員会は，2007年に
第 2種研として発足したマルチメディア情報ハ
イディング (MIH)研究会の運営母体を発展させ，
2011年に図 1のように対象を広げて第 1種研と
して活動を開始した研究会です．

図 1. https://www.ieice.org/iss/emm/overview.php

『研究会概要』から抜粋

それから 10年以上の歳月が経ちました．マル
チメディア情報を今よりも有効に活用するため
の技術や知識の探求という研究分野のスコープ
は発足当時のままですが，対象とすべきマルチ
メディア情報や方法論は，その間にも大きく変
化したように思います．パッケージメディアで
販売されていた映像・音楽コンテンツの違法コ
ピーが大きく社会問題として取り上げられてい
たのは昔の話で，今や IoTや SNSで大量のマル
チメディア情報がインターネット上を行き交う
時代になっています．しかし，学術の発展のた
めに研究活動を推進することを目的とする研究
会の活動自体は，それほど変わることはありま

せん．これまでに，通常の研究会の開催に加え，
•電子情報通信学会英文論文誌の小特集号
• EMM 研究会優秀研究賞の選定
• EMM 研究会学生研究賞の選定
の活動を続けてきました．このほかにも，研究
会のポスターセッションで「EMM 研究会優秀
ポスター賞」の選定と授与なども行われていま
すが，本稿では，上記三つの活動を中心に紹介
させて頂きます．なお，ポスターセッションです
が，毎年 3月の研究会は，学生にとっては最後の
参加の機会になることもあるため，多くの発表
が可能なポスター方式を採用すると共に，ふさ
わしい開催場所を選定するよう心掛けています．
2. IEICE ED での EMM 小特集号

小特集号は，2015年 1月号に最初の Special

Section on Enriched Multimediaを企画し，その
後も毎年欠かすことなく，サブタイトルを変更
しながら継続してきました．これまでに，延べ 9

編の招待論文と 56編の一般論文及びレターを採
択し，包括的な研究紹介から先端的な話題までが
取り上げられています．2023年 1月発行の小特
集号では，“Advanced Safety, Security and Con-

venience”をサブタイトルに掲げています．本稿
を読者が読まれる頃は，2024年 1月発行号に向
けた論文募集が行われている真っ最中のはずで
す．御関心がありましたら，是非一度，EMM研
究会の小特集号特設サイト
https://www.ieice.org/iss/emm/cfp.php

を御覧下さい．
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3. 優秀研究賞・学生研究賞

選奨規程に基づき，毎年，優秀研究賞は原則
1件以内，学生研究賞は筆頭著者として発表を
申し込み，研究会で登壇して発表をした学生を
対象に，原則 1件以内で選出しています．2021

年は，下記の方々が受賞されました．
【EMM 優秀研究賞】
•吉田真紀（NICT）
“ハイブリッド乗法的秘密分散” [1]

【EMM 学生研究賞】
•田中美貴（都立大）
“チェス盤歪みの性質に基づく CNN生成画像
の汎用検出器” [2]

•杉本祐樹（千葉大）
“彩度および輝度コントラストに対する可逆画
像強調処理の拡張” [3]

受賞候補の選定は，技術報告で発表された研
究内容に対して行われるため，ポスター発表も
受賞対象になりますし，研究会当日に参加でき
なかった賞選定委員による投票も有効です．ち
なみに，年度ではなく年単位で選出しています
のは，学生研究賞の授与式を受賞者が卒業する
前に研究会の場で実施できるようにするためで
す．タイトルからも推察されるように，この年
の優秀研究賞はセキュリティに関する研究であ
り，学生研究賞はどちらも画像信号処理を対象
とする研究でした．賞選定委員の専門分野が多
岐にわたるため，基本的なことではありますが，
研究内容に加えて多くの読者に適切に伝えるこ
とができる技術報告の書き方も重要になります．
4. 研究会活動の今後

これらの活動は必ずしもルーティンとして行
えてきたわけではありません．多くの研究専門
委員会が直面したと思われますが，COVID-19

に端を発した環境の急変による本務の業務増加
や，研究会のオンライン開催のため会場に赴い
て参加し，一定の時間を集中してそれに当てる

ことが難しい社会状況にありました．それも影
響してか，選奨にかかる投票数も伸び悩み，従
来の選奨規程に基づく選考方法では，受賞者の
選定が難しい状況に陥ることが予想されました．
そこで，公平性・信頼性を保ちつつ適切な数の対
象者が選ばれるように有効票の数え方や選出方
法を修正するため，前任の研究専門委員長が中
心となり，選定規程の改訂が行われました．そ
れにより，このような状況下にあっても，先に
紹介したような優れた研究を選出することがで
きました．これからも環境の変化に柔軟に対応
すべく，本稿の執筆時においては，学会が導入
したWebexへの本格移行に向け格闘していると
ころです．
5. おわりに

最後になりますが，当研究専門委員会の略称
である EMM は，Enriched Multi Media の頭
文字を並べたものです．設立時に調整を余儀な
くされた日本語名称よりも適切に対象領域を示
していると個人的には考えています．マルチメ
ディア情報をより良く社会で利用し，発展させ
るために必要な様々な技術や研究の発表を広く
受け入れています．旧来の枠組みでは混じわら
ない異分野の研究専門委員が集う研究会ですの
で，学際的・分野横断的な研究の発表の場の候
補の一つとして，ここで紹介しました小特集号
や研究会を活用して頂けると幸いです．
参考文献
[1] 吉田真紀，“ハイブリッド乗法的秘密分散，” 信学
技報，EMM2021-37, July 2021.

[2] 田中美貴，貴家仁志，“チェス盤歪みの性質に基
づく CNN 生成画像の汎用検出器，” 信学技報，
EMM2021-3, May 2021.

[3] 杉本祐樹，今泉祥子，“彩度および輝度コントラ
ストに対する可逆画像強調処理の拡張，” 信学技
報，EMM2021-61, Nov. 2021.
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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．FIT2021船井ベストペーパー賞は，ハイブ
リット開催された FIT2022において表彰報告致しました．

論文：レアなモーラを含む日本語歌唱データベー

スの構築と基礎評価
著者：森勢 将雅（明治大学），藤本 健（フラク
タル・デザイン），小岩井ことり（ピアレスガー
ベラ）
このたびは FIT2021船井ベストペーパー賞を

賜り，誠に光栄でございます．船井情報科学振
興財団の皆様，また，FIT2021運営の皆様，本
論文の査読・審査頂いた皆様に深く御礼申し上
げます．
本論文では，日本語に特化して様々な歌詞や
メロディを歌えるようにするためのデータベー
スを構築し評価した結果を報告しました．技術
的な問題だけではなく，歌声のように著作権の
扱いが難しいデータの権利上の問題に踏み込ん
で議論している点が，類似研究との相違点と言
えます．2022年には画像生成 AIサービスがリ
リース直後に炎上するなどの事例も発生してお
り，今後はAIにより生成されたデータの扱いに
関する議論が過熱するでしょう．
音声，歌声に関しても，故人の声の再現につ
いては倫理上の問題が既に指摘されており，画
像生成と同様に AIとの共存には継続的な議論
が必要になると予想されます．本研究は，歌唱
データベースの構築・配布を通じて事例を収集
し，今後生じることが予測される様々な問題を
把握するという社会実験としての意味も込めて
います．

FIT2022で開催された授賞式には，著者全員
が対面で参加させて頂きました．オンライン開
催にも利点はありますが，対面で参加すること
で得られる体験にも重要な意味があることを改
めて確認できました．オンライン・対面・ハイ
ブリッドの開催など，引き続き運営には難しい
舵取りが続くと思います．しかしながら，運営
側の御負担が過度になりすぎず，同時に参加者
満足度のバランスも取れた形に発展していくこ
とを期待しております．
論文：モダリティ融合に基づく感情認識・潜在表

現単一化による感情の数理的表現：モダリティ

疑似欠損下での感情空間の表現力
著者：原田 誠一，佐久間 拓人，加藤 昇平（名
古屋工業大学）
このたびは，FIT2021船井ベストペーパー賞

という大変栄誉ある賞を賜りまして，恐縮至極
に存じます．船井情報科学振興財団の皆様，及
び論文の査読者の皆様に著者一同を代表して心
より感謝申し上げます．また，昨年度は啓発的
な場で発表させて下さり，本年度は素敵な表彰
式にて本賞を授与して下さった，FIT運営委員
の皆様に厚く御礼申し上げます．今後とも船井
情報科学振興財団及び FITのますますの御発展
をお祈り申し上げます．加えて，指導教員の加
藤昇平先生・佐久間拓人先生の日頃の御指導御
鞭撻，またこれまで参加・投稿した学術会議で
聴講・査読して下さった全ての方々のコメント
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に，この場を借りて深く感謝申し上げます．
HCI 研究と関連する研究領域の Affective

Computingでは，人間の感情を評定する，計算
機に人の感情を認識・表出させる研究が数多く
あり，その多くは感情をカテゴリーや 2次元平
面として扱っています．私は深層学習を用いて，
顔表情や音声等で感情が表出されたセンサデー
タから，感情を潜在表現に埋め込むことができ
れば，より複雑な感情の情報を任意の次元数で
表現できると考え，本テーマを着想しました．
思い切った換言をすれば，感情のモデリングを
データドリブン的アプローチで実施しておりま
す．FIT2021では，顔表情と音声のマルチモダ
リティに共通する感情の潜在表現をどう抽出す
るか，それをどう評価したら良いかを試行錯誤
した内容を発表させて頂きました．
本賞の受賞を励みに，本テーマを追究し続け，
感情を理解し共感する機械による人々の Well-

Beingの実現に向けて尽力してまいります．
論文：見間違えのある繰り返し囚人のジレンマ

における方策勾配法に関する研究
著者：坂本充生（電気通信大学），阿部拳之（サ
イバーエージェント），岩崎 敦（電気通信大学）
このたびは我々の論文を FIT2021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．2 年連続の受賞ということで喜びは 4

倍になっており，船井情報科学振興財団の皆様，
FIT2021の運営委員の皆様，そして選考に当た
られた方々に心より御礼申し上げます．今回の
論文は，その発展版が人工知能系トップ会議で
ある Conference on Uncertainty in Artificial In-

telligenceに採択されています．情報学とゲーム
理論の境界領域では，利得表の全体が事前には
分からないような不完全情報ゲームの解を求め
るオンライン学習に関する研究は近年のホット
トピックであることを知って頂ければ幸いです．
一方で坂本充生君（現パナソニックホールディ
ングス株式会社）がこの優れた研究成果に貢献
してくれたことを誇りに思います．彼が岩崎研
究室に参加したのはちょうどコロナ禍が始まっ
た 2020年でした．岩崎はスタンフォード大学で

の在外研究を終えて帰国したタイミングでした
が，対面での指導が不可能な状況でした．
そこで岩崎研究室では，朝の英語リスニング

会を始め，学生の生活リズムを作ると共に，小
さなフィードバックをできるだけ多く与えるよ
うに心がけました．この効果は絶大で，彼らがい
つどう指導教員に相談したらいいか分からない
ときが分かるようになりました．毎朝「何か困っ
ていないですか？」と聞くことで，坂本君をは
じめとする学生たちのアウトプット量が増えて
いき，彼の同期である五十嵐瞭平君も FIT2021

論文賞に選ばれる成果を上げてくれました．
研究は毎日の地道な積み重ねの成果であるこ

とを改めて気付かせてくれた学生たち，そして
もう一人の共著者であるサイバーエージェント
社の阿部拳之氏に深く感謝いたします．
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開発から始まった研究，そして実用化へ

フェロー 柳原 広昌
KDDI総合研究所

1. はじめに
このたび，「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」における主に技術開
発推進の貢献に関して 2021年度にフェロー称号
を頂いた．これまでお世話になった先生方，会
社の先輩，同僚，関係機関の各位に心より感謝
申し上げる．
今回，本稿を寄稿するにあたり特段のテーマ

は頂いていないため，僭越ではあるが，筆者の
企業における研究開発に至る過程や実用化まで
取り組んだ道のりを振り返り，特に実用化に向
けた技術開発事例などを紹介する．そこでは，開
発，研究，実用化を通して考えてきたことや重
要と感じた点などを盛り込みながら述べてみた
い．遠回りで反面教師の部分もあるかもしれな
いが，若手研究者の方々の今後の研究開発活動
やキャリア形成を考える上で少しでも参考にな
れば幸いである．
2. ハードウェア開発を学んだ学生時代
研究に初めて接し，取り組み始めたのが 1980

年代後半の学部 4年生の頃である．高品位テレ
ビに関する研究として，独自の帯域圧縮技術を
提案し，ハードウェアを用いてカメラ映像をリ
アルタイムで圧縮伝送する実証システムを構築
していた．提案アルゴリズムを元にディジタル
回路を設計して電子回路を組んで製作していく
のであるが，TTL ロジック IC やメモリ IC を
組み合わせて回路基盤上をラッピングでつない
でいくという気の遠くなるような作業を 2年近
く行い，B4サイズほどの基盤十数枚を作り上げ
た．その後，アルゴリズム改善の試行錯誤を経
て，実際にリアルタイム伝送した映像が映し出
された際には諦めずに取り組んで良かったと感
じた．開発にあたっては，メーカに就職してい

た諸先輩方からの御指導やラインメモリ等の IC

チップの御支援も受け，人と人とのつながりの
重要さや有難みも感じた．
3. 企業でのソフトウェア開発経験

1990年に現KDDIに入社後，グループ会社に
おいて画像伝送システムの開発を行っている会
社があることを知り（現 KDDIテクノロジー），
希望して異動となった．そこでは専用線を用い
た新聞社・通信社向けの写真電送・蓄積システ
ム（ミニ集配信システム）の開発を行っていた．
それまでの集配信システムは大手電機メーカが
メインフレームを核として構築した大規模なも
のであったが，お客様の声を傾聴し咀嚼する中
で，その機動性や拡張性を補う位置付けのコンパ
クトなシステムが求められていることを知った．
このため，分散型で柔軟性の高いシステムアー
キテクチャを提案すると共にアジャイル型で構
築していくこととした．本システムでは，SUN

ワークステーションとOracle DBをコアに，外
部入電を行うNeXTコンピュータ+独自ハード
ウェア，及び編集用の MACをクライアントと
して構成した．1994年のリレハンメル冬季五輪
では，業界初の電子暗室とセットで同システム
が活用され，新聞紙面の入稿締切 30分前に始ま
る開会式の写真が国際専用線を介して日本まで
電送され翌朝の紙面に間に合って掲載された際
にはお客様とは立場を超えて喜びを分かち合う
こともでき，感謝状も頂いた．
4. 開発経験を生かした研究活動及び実用化
その後数年が経ち 30歳を過ぎた頃の 1997年

に同社と関係も深かった現KDDI総合研究所に
異動となった．その頃，今と違ってキャリアの途
中で研究所に異動となるケースは稀であったが，
それまで培ったハードウェアやソフトウェアの
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開発ノウハウやお客様対応の経験も生かして何
らか貢献したいと考えていた．以下では，そこ
での研究開発・技術開発から実用化への取り組
みについて紹介する．
4.1 MPEG関連ソフトウェアの研究開発
今や広く普及しているディジタルビデオデー
タは，その相互接続性を考慮して 1993年頃から
MPEG標準形式の規格化が進められてきたが，
その黎明期であった 1990～2000年前後において
は，MPEG形式のビデオの圧縮や復号はそのほ
とんどがハードウェア製品で行われており，圧
縮性能の改善やカスタマイズ，MPEGデータの
加工には制約があった．一方で，汎用PCのプロ
セッサ性能が年々向上していることから，MPEG

形式のビデオを扱うソフトウェアの柔軟性や可
能性に着目し MPEG 圧縮・復号・処理ソフト
ウェア「MP-Factory」の開発と実用化を推進し
た．その過程では，符号化性能向上，処理負荷
低減とスケーラビリティ，高速加工，IP伝送な
ど必要とされる技術の研究を行うと共にその成
果をソフトウェアに反映していくという研究開
発と実用化の両輪で取り組んだ．本ソフトウェ
アは，汎用 PCで動作する SDK形式となってお
り，用途に応じて様々なパラメータでアプリケー
ション開発ができることから，映像制作やアー
カイブといった放送向けユースから，ブロード
バンド，CATV，モバイル向けのコンテンツ制
作など幅広い領域でのMPEGビデオの利用拡大
に貢献した．実際にKDDIグループで提供する
映像サービスのコンテンツ生成や河川や空港等
の監視用途で活用されている．
4.2 CATV 向け Android OS 搭載 STB の

開発
2000年代に発表されたAndroid OSは，スマー

トフォンなど高速通信を活用する端末に導入さ
れ，多種多様なアプリケーションの展開を可能
とし，端末の普及を加速させた．一方，CATV

においても，放送との連携・連動可能な様々なア
プリケーションが動作する新しい STBのプラッ
トフォームの実現が急務となっていた．筆者は，
Android OSのスマートフォン以外の適用可能性，

特にマルチデバイス，マルチネットワークでの
アプリケーションサービスの融合や高度化を加
速できるプラットフォームとしての可能性を感
じて技術開発を行い，国内で Androidスマート
フォンが発売された 2009年とほぼ同じタイミン
グで Android OSを搭載した CATV用 STBの
試作と実証を行った．放送受信再生はもとより，
従来の STB では実現が不可能だったインター
ネット通信等を活用した高度なアプリケーショ
ンや，テレビ+スマートフォンといった複数の
スクリーンでのテレビ視聴，更には放送番組・
地域情報と連動した新しいアプリケーションの
提供を可能とした．商用機は，2011年 12月に
CATV向けのAndroid OS搭載 STB「Smart TV

Box」として JCN（ジャパンケーブルネット，現
ジュピターテレコム）に導入された．これまでに
全国 100以上の CATV局に展開されており，既
存のテレビをスマートTV化するオープンプラッ
トフォームを採用した STBとして幅広く利用さ
れている．また，これらの成果を基にして国内
外で標準化提案も行い，ITU-T SG9ではCATV

の次世代 STB仕様として策定されている．
5. おわりに
筆者の企業における研究開発に至る過程や実

用化まで取り組んだ道のりを振り返り，実用化
に向けた技術開発事例を紹介した．顕在化した
課題や開発をすることで見えてくる課題に向き
合う研究を主に扱ってきたが，今後は，まだ見
ぬ利用シーンや将来の社会変化を想定した課題
に向き合う研究がより重要になってくると考え
る．コロナ禍で働き方も変化する中で，どういっ
たライフスタイル変化や社会構造の変化が起き，
どういった潜在課題があるのかを探索しつつ将
来仮説に基づく研究に取り組む必要性がより高
まってきているように感じる．モバイル通信シ
ステムも 4Gから 5Gへと変化し，Beyond5Gも
国を挙げて活動が進んでいる中，どういった未
来がやってくるのか，創造できるのかの青写真
を様々な業界と連携して検討・作成している．新
たな研究課題への挑戦が期待されており，引き
続き貢献していきたい．
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国際会議CANDAR2022開催報告

中野 浩嗣 藤田 聡
広島大学

藤原 一毅 鯉渕 道紘
国立情報学研究所

CANDAR (International Symposium on Com-

puting and Networking, https://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ている．2022

年の第 10回は 11月 21～22日の 2日間の姫路市
のアクリエひめじ（姫路市文化コンベンション
センター）で開催した．
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 69件の投稿があり，PCメンバーによる査読
の結果，8件がLong Paper，17件がRegular Pa-

per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 7つのワー
クショップがあり，これらを含めて合計 111件
の発表があった．コロナ禍のため，Zoomを用い
たハイブリッド開催となり，現地姫路での参加
者は約 120名，オンラインを含めた参加者は合

計約 260名であった．111件の発表のうち，現地
での発表が 75件（うち海外在住者 17件），オン
ラインが 36件（うち海外在住者 5件）であり，
no-showはなく，全ての発表が行われた．基調講
演として，成瀬誠先生（東京大学）の「Decision

Making by Photonics: Toward Photonic Com-

puting Highlighting Ultimate Nature of Light」
を企画した．本年度より開始した科研費学術変
革領域研究 (A)「光の極限性能を生かすフォト
ニックコンピューティングの創成」（領域代表：成
瀬誠先生）に関する計算技術の基礎と，光コン
ピューティングの世界的な技術動向について詳
細な説明が成された．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 4つの論文を
CANDAR Outstanding Paperとして表彰した．
また，7つのワークショップでは，それぞれ優れ
た論文を 1件ずつ表彰した．

2023年の CANDARは 11月 28日（火）～12

月 1日（金）に松江市のくにびきメッセ（島根
県立産業交流会館）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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xSIG2022開催報告

中田 秀基
産業技術総合研究所

津邑 公暁
名古屋工業大学

xSIG (cross-disciplinary workshop on comput-

ing Systems, Infrastructures, and programminG)

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」が持つ伝統を受
け継ぎ，2017年より開催している計算機システ
ム全般に関する国内会議である．情報処理学会
のARC，HPC，OS，PROが主催，IEEE Com-

puter Society Tokyo/Japan Joint Chapterが共
催，情報処理学会の DBS 及び，電子情報通信
学会のCPSY，DE，RECONFが協賛している．
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，計
算機システムに関する発表・議論・交流の場を
提供すると共に，国際標準的なピアレビューを
行うことによる若手研究者の育成を目的として
立ち上げられた．

xSIGでは査読によるフィードバックによって
進展させた研究を国際会議やジャーナルといっ
た「次のステップ」へ進めることを妨げないため
に，あえて予稿集は発行していない．また，若手
奨励のために学生を対象とする多様な評価基準
に基づいた賞を用意している．更にヤングPCと
いう制度により，論文査読や採択会議などの経
験の場を，学生も含めた若手研究者に提供して
いる．卒論，修論の内容を投稿して頂くことを想
定すると共に，採択されなかった論文も SWoPP

（後述）の他研究会で発表できるように，3月末
の締切としている．xSIGは 2019年までは単独
での開催を行っていたが，2020年からは分野間

融合をより強化するために，複数の研究会が同
時開催される「並列/分散/協調処理に関するサ
マー・ワークショップ (SWoPP)」内での開催と
なっている．

xSIG2022は，下関市海峡メッセで，SWoPP

2022の初日である 7月 27日に開催された．2020，
2021年はコロナ禍のためオンラインのみでの開
催であったため，初めての SWoPP内オフライ
ン開催となった．参加登録数は 250名，そのう
ち 159名が現地参加であった．3年ぶりのオフ
ライン開催ということもあり，活発な議論が行
われた．
投稿数は 20本とやや少なかったが，アーキテ

クチャ，データベースを中心に幅広い内容の論
文が集まった．1本あたり 5名の査読者がつく
手厚い体制で丁寧に査読し，このうち 12本をレ
ギュラーペーパとして，3本をショートペーパ
として採択した．レギュラーペーパのうち 9本
に何らかの賞を授与している．

2023年も 2022年同様のスケジュールで，函
館で行われる SWoPP内で開催することが決定
している．是非御投稿と御参加を検討頂きたい．

xSIG: http://xsig.ipsj.or.jp/
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【コラム】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 4号（通巻 109号）

Author’s Toolkit 
Writing Better Technical Papers 

Ron Read 
Human Global Communications Co., Ltd. 

(formerly Kurdyla and Associates) 
 

One of the most common writing functions in 
a technical paper or presentation is to tell what 
action you’ve taken and the reason for taking it.  

AActions and Reasons 
Similar to the job of expressing cause and 

effect, discussed in an earlier column, stating an 
action and its reason requires clarity to convey 
this basic but important relationship. 

The simplest case of this writing job is a single 
action and a single reason: 

A new simulation was designed to achieve a 
better balance of parameters.
To achieve a better balance of parameters, a 
new simulation was designed. 

This is also an easy task with a single action 
and multiple reasons: 

Or with a single reason and multiple actions: 

However, things get messier when writers 
attach an action to reasons at different logical 
levels. Let me explain with an example: 

Here, the action of “design” is done for two 
reasons, “to achieve” and “to incorporate,” but 
unlike the multi-reason sentence above, these 
two reasons are not parallel: 

Although the above sentence is grammatical 
(and in a certain sense “true”), the reasons 
function in different logical ways: “to achieve” is 
the overall purpose of the new design, while “to 
incorporate” shows how the new design was 
made. So having the action sandwiched by two 
“to” reason phrases of different logical levels can 

disrupt readability by making the reader 
mentally untangle the logic of how each reason 
differently relates to the same action. Therefore, 
such sentences should be limited to a single “to” 
phrase: 

Of course if the second “to” serves a different 
function than purpose, this is not an issue: 

As in almost all writing jobs, remember that a 
simple sentence structure and a clear chain of 
logic provide the highest readability. 

Whose Paper? 
Previously, I warned about using “the authors” 

in an ambiguous way: Do you mean yourselves, 
the authors of the current paper, or authors of a 
paper just cited before this sentence? 

A similar confusion is risked by “this paper”: 

Often the position in the paper or the 
sentence’s context clarifies the meaning of “this.” 
But if you’re not sure, play it safe: 

Writing Questions? Need a conference speaker? 
contact read@athuman.com 
Mini Quiz: What’s Wrong? 

1) However, the proposed approach does not... 
2) However, the proposal approach does not... 
3) However, the proposal’s approach does not... 
(Answers: 1) Good; 2) NG; 3) OK, but usually not 
as good as 1)) 
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情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 4号（通巻 109号） 【ISS組織図など】

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）
（注：令和 4年 6月現在）
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【編集委員会名薄】 情報・システムソサイエティ誌 第 27巻第 4号（通巻 109号）

 
   iwano@tcu.ac.jp  

    kaneko@c.titech.ac.jp  
     mura@neptune.kanazawa-it.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  
     kanbara@is.naist.jp  

  otsuka@ic.kanagawa-it.ac.jp  
  yukihiro-tsuboshita@ks.kyorin-u.ac.jp  
  hioki.hirohisa.2x@kyoto-u.ac.jp  

    takuma.yamamoto@fujitsu.com  
   nobuo.sato.jn@happiness-planet.org  
  kourai@ksl.ci.kyutech.ac.jp  

 
 

 
 

ME MBE    tomokoy@people.kobe-u.ac.jp  
LOIS   NTT  shinichirou.eitoku.bf@hco.ntt.co.jp  

IE      kameda@sophia.ac.jp  
NLC    Sansan ka.takahashi@sansan.com  

CPSY     mutsu@rins.ryukoku.ac.jp  
COMP     nakashima.yuto.003@m.kyushu-u.ac.jp
AI     yuiko@jp.fujitsu.com  

SS     ogata@cs.shinshu-u.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      t.koriyama@ieee.org  
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    KCGI ta_nakaguchi@kcg.ac.jp  

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

SUSC    uehara@toyo.jp  

編集後記 ▼右も左も分からない初めての本誌編集担当で，編集委員の皆様に多大な迷惑をお掛けしました
が，無事発行に至りました．著者の皆様には興味深い記事を多数執筆頂き，誠にありがとうございました．
（主担当 郡山）▼今回は約 4年ぶりの担当でした．その間に経験は積んできたはずなのですが，まだまだ至
らないところが多く，著者の方々をはじめ，幹事団の方々，編集委員会の方々の御協力で発行に至ることが
できたかと思います．誠にありがとうございました．（副担当 日置）
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