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情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【巻頭言】

研究会の様々なトライアルが
ISSの進むべき方向を決める

萩田 紀博
国際電気通信基礎技術研究所

このたび，次期会長を仰せつかりました．ISS の第 1 種
研究会は，22の研究会があり，それらをカバーする研究分野
も拡大しています．何度か名称を発展的に改修し，40年近く
続いている研究会もあります．新しい研究分野の研究会を立
ち上げ，その後，ブームを幾つか乗り越えて発展してきた研
究会が多いと思います．歴代の専門委員長をはじめ，幹事団
の方はその時々に最良の活性化策（トライアル）を模索され，
ご苦労されたと思います．こうした研究会のトライアルが今
の ISSを支えていますし，今後の運営方針や中長期計画を立
てる場合にも大きな指針を与えてくれると思います．
自分の体験を顧みると投稿数や参加者を増やすために，一

般セッションとは別に，当時「テーマセッション」というトラ
イアルを実施していました．専門委員自らが担当してみたい
テーマを提案し，テーマを吟味してテーマ担当チームを作り，
年間計画を立てるという大まかな運営です．毎年の定期的開
催になるテーマも生まれ，このテーマセッションを当てにし
て学生や若手研究者を指導する研究機関も多くなっています．
人気のテーマセッションの場合は研究会が 2または 3日間の
パラレルセッションになり，私の研究会幹事の時代にはプロ
グラム編成が徹夜になることもしばしばありました．これは
もう，研究会というよりは毎回ワークショップのプログラム
編成をしているような気分でした．皆さんの中にも同じ体験
をお持ちの方も数多くいらっしゃると思います．このトライ
アルは，投稿数，会員の輪が増えるだけでなく，研究専門委
員会の専門委員同士のコミュニケーションが深まり，論文誌
特集号への提案につながり，結果として論文誌の質を上げる
という相乗効果も生みました．
長期的に見て会員を増やすには若手研究者が参加したくな

るソサイエティ施策を考えることだと思います．これまでに
も，ソサイエティ主催の総合大会，FITの企画イベント等を
活用しながら，大学院生や若手研究者の育成を目的にしたイ
ベントも企画されています．プログラミングのスキル向上を
狙ったコンテストは，若手研究者に「競争原理」を導入する
良い機会を与え，研究者の裾野を広げる有効な手段になって
いると思います．プレゼンテーション能力を向上させるため
に，若手による特別セッションやフェロー会員とのパネル討
論なども実施されてきました．若手にとって，良い刺激にな
るすばらしい企画だと思いますし，運営側も結果を詳しく検

証・改善することで，今後の若手研究者の育成策の方向性が
見えてくると思います．
関連学会と連携した併催・連催やソサイエティ間，ソサイ

エティ内の研究会との共催・連催などのトライアルも重要で
す．様々な研究会で今ブームになっている新しい概念やアル
ゴリズム，システムなどを研究会同士で情報共有することで，
どの研究会でも他の研究会の最新動向を取り入れた研究会を
運営でき，会員にとっても新しい研究会や複数の研究会に投
稿する機会が増えることになります．総合大会や FIT など
のイベント企画にも複数研究会にまたがる企画がもっと増え
れば，研究会同士のつながり（研究会のソシオグラムのよう
なもの）が今まで以上に強まることが期待できます．学会連
携でもう 1つの注目する点は，近隣諸国（アジア圏）の関連
学会の研究会と連携して海外で開催するトライアルです．事
実上の国際会議のワークショップやシンポジウムに近いもの
ですし，近隣国の研究者とも協調と競争を前提として，国際
的な研究会へと発展するきっかけ作りになる可能性もありま
す．既存の国際会議とはひと味違い，海外の会員を増やす新
たな機会になるなどを含めて，今後も可能性を検討していき
たいと思います．
最後に，各研究会が発展形を模索する過程で，新しい形態

に脱皮するかを判断することも大事なプロセスだと思います．
長年続いてきた研究会には自然と愛着もありますし，できる
ことならば，あと 1 年，もう 1 年，ううん，もう 2 年と判
断がついつい延び延びになりがちになると思います．アカデ
ミックな学会だからそれもいいという意見もありますし，早
めに脱皮して新しい方向から発展していった方がいいという
意見もあります．研究専門委員会の中でも，これまでに行っ
てきたトライアルの結果を総合的に検証して，思い切って廃
止，分野を考え直し新しい名称で研究会の新設や 2つに発展
的に分岐などの判断が比較的に楽できるような仕組みをソサ
イエティ側も考えていきたいと思います．
以上述べましたように，研究会の様々なトライアルは，ソ

サイエティ全体の運営方針や中長期ビジョンを決める場合に
極めて重要なデータを提供してくれると思います．今後とも，
各研究専門委員会の皆様が新しいトライアルを実施していた
だくことを期待しております．
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【研究最前線 (LOIS)】 情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号）

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
(Life Intelligence and Office Information System)

近況報告
阿部 匡伸
岡山大学

1. はじめに
本研究会は 2009年 4月から名称を OISから

LOISに改称した．その狙いは，研究対象の拡大
にある．すなわち，オフィス系とコンシューマ
系の情報システムの違いが小さくなったことか
ら，オフィス系に加えてコンシューマ系も研究
対象に含めることとしたのである．また，この
対象拡大を具体的に進めるために，ライフログ
を取り上げた．これは，コンシューマ系サービ
スとしてライフログの利用が注目されていたこ
とと，その議論が各技術の専門分野で行われて
おり，全体を俯瞰した議論が必ずしも十分でな
いと考えられたからである．LOISでは，分野横
断的な議論や，個人情報を扱う上でのプライバ
シー問題など広い観点からライフログを議論し
たいと考えた．この方針に基づき，2009年 5月
の LOISキックオフイベントと FIT2009のイベ
ント企画を行った．これらについては，前回紹
介したので，今回はその後の進捗について報告
する．
2. 改称一周年記念イベントでの招待講演
言うまでもなくライフログの関連分野は広い．
過去 2回の招待講演では欠落している観点が多々
見受けられたため，これを補うべく一周年記念
イベントでは 3名の方に講演をいただいた．神
戸大学の塚本昌彦教授からは，ウェアラブルコ
ンピューティングの観点からライフログ活用を
語っていただいた．ライフログ版の「10年後の
予言」は興味深く，装着型端末の実践の話は今
後のライフログ収集・活用に示唆に富んだもの
であった．懇親会の場では，塚本先生が常時装
着されている HMDを体験させていただき感激
であった．美崎薫氏からは，「生活の断片を体系

づける」と題して，ライフスタイルとしてのラ
イフログとも言えそうな徹底した御自身のライ
フログ構築についてお話いただいた．既に数テ
ラを超すライフログを構築済みとのこと．ハー
ドディスク容量が大きくなったとはいえ，蓄積
する量も増え続け，課題は多々あるとのことで
あった．懇親会での名刺交換では，その場でデ
ジカメに収め，「資源を大事にしてください」と，
紙の名刺を返却してくださるという徹底ぶりで
あった．マイクロソフト（株）の楠正憲氏から
は，「ライフログをめぐる夢と政治」と題して，
最近話題になった IT業界でのトピックスを例題
に，日米の文化的，戦略的な違いを分かりやす
く解説していただいた．ライフログ研究を今後
推進するにあたり，考慮すべき観点が多々あり，
大変参考になった．
3. FIT2010でのイベント企画「見えてきた？

ライフログ活用サービスのビジネス化とコ

ア技術」
「ライフログ」と言ったとき，必ず出る質問が

3つある．(1)「何に使えるのか？」「どうやって儲
けるのか？」，(2)「新しい技術はあるのか？」，(3)

「プライバシーの問題はどうなっているのか？」

図 1. FIT2010 イベント企画
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情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【研究最前線 (LOIS)】

である．そこで，FIT2010では，これらの点につ
いて，サービスや研究を主体的に行っている当
事者の方々に御登壇いただいた（図 1）．ソニー
マーケティング（株）の中村馨氏には，ソニー
（株）のライフログサービスLife-X（ライフ・エッ
クス）を御紹介いただいた．写真やビデオなど
ユーザが作成したコンテンツをライフログの中
心に据えているのが特徴で，PC，TV，ゲーム
機，携帯電話などのマルチデバイスで閲覧，共
有できる．身近なところから始まっているライ
フログという印象である．（株）NTTドコモの
那須寛氏には，ドコモのエージェントサービス
「iコンシェル」を御紹介いただいた．携帯電話
を入力装置（センサ）かつ出力装置（ディスプレ
イ）として利用し，ネットワーク上の情報シス
テムでユーザを支援するサービスである．徐々
にユーザが増えているとのことであった．大和
ハウス工業（株）の吉田博之氏には「ライフロ
グ収集の観点からみた住宅の役割」と題して講
演いただいた．家庭内での消費電力制御に注目
が集まっているが，そもそも住居で取得できる
ライフログは，情報の質が高いばかりか，量的
にも多種多量であること，また，技術的にも環
境は整いつつあることが紹介され，新しいサー
ビスの可能性も紹介された．電力消費量の基盤
が，多様なサービスへの布石になっているとの
印象を強く受けた．
一方，ライフログに必須な技術の観点からは，
神戸大学の寺田努准教授から，装着型センサの
データから装着者の状況を推定する方式，及び，
長時間データ収集するための省電力化の技術の

図 2. 発表件数推移

紹介があった．また，プライバシーの観点から
は，大阪成蹊大学の松田貴典教授から，通信の
秘密，個人情報やプライバシーの保護といった
法的側面で問題はあるものの，厳しく制限する
ことは新たなサービスの芽を摘むことになりか
ねないとの指摘があった．利用者の視点で法や
制度の問題を検討することが重要であるとのこ
とである．また，発表内容を踏まえたパネルディ
スカッションでは，ライフログに対する当事者
の個人的な思いを語っていただいた．通常，お
聞きすることができない各人の微妙な思いの違
いが垣間見え，興味深い議論であった．
4. おわりに
最近の活動で注力してきたライフログに関す

る取り組みについて述べた．図 2に過去 4年間
の研究会投稿数を示す．おかげ様でライフログ
関係が順調に増加し，改称前に比べて投稿数は
倍増した．まずまずの滑り出しだと考えている．
ライフログ以外でも，セキュリティ，オフィスシ
ステム，ヒューマンインタフェースなど，従来
の研究会テーマの発表数も維持している．新旧
テーマが混在することにより，活発な議論が生
じている．また，LOISは地方での開催数を意識
的に多くし，昼間の研究討論ばかりでなく，夜
の懇親会の充実も心掛けている（図 3）．こちら
の方も出席率が高く，幹事団冥利に尽きる．本
稿で少しでも興味を持った方，研究内容に関係
がありそうな方は，是非研究会に参加していた
だき，いろいろと議論できることを切に願う次
第である．

図 3. 石垣島での研究会・懇親会
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【研究最前線 (DE)】 情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号）

クラウド環境におけるデータ工学研究の最前線

鬼塚 真
日本電信電話

1. クラウドの研究にいたる背景

Web ブラウザの出現によりインターネットが
普及し，検索エンジンによって Web 上での広
告ビジネスが成功を収めて，Google や Yahoo

に代表される企業が急成長を遂げた．このよう
なWebスケールの大規模データを管理するため
に，クラウド環境におけるデータ管理技術が出
現した．これはリレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS)が高価であり，また Web

スケールのデータを扱うことが性能的に困難で
あったためである．クラウドにおける代表的な
技術として，検索エンジンのバックエンドで用
いられる Google の分散ファイルシステム GFS

と分散処理フレームワークの MapReduce が考
案され，その後 MapReduce の分析用途が多様
化するに従い，分散データベース的な機能を有
する Bigtable が考案された [1]．インターネッ
トの普及は，Web スケールのデータ管理の課題
に加えて，データベース研究コミュニティに別
の影響も与えている．インターネットの普及以
前は，金融系などの大規模システムが研究ター
ゲットであったため，開発サイクルが長く，また
トランザクション処理の高速化などの利用者の
利益を追求する研究が取り組まれてきた．これ
に対して，インターネットの普及以降はWeb上
での短いサイクルのサービス開発が必要になっ
たため，開発者にとって有益な技術に関する研
究が重視されるようになってきた．
このようにクラウドの研究に至った背景には，

1) インターネットの普及による大規模データ管
理に対する要求，2) Web上での短期サイクルの

サービス開発による開発者重視の技術開発の要
求があると考えられる．クラウド環境における
データ管理に関する網羅的な研究動向のサーベ
イについては文献 [2]に譲るとして，本稿では論
点を絞って最前線について述べることとする．
2. 現在の検索エンジン

Webスケールのデータを扱う代表格は検索エ
ンジンである．RDBMS の代表的な適用領域で
ある金融系では，Webスケールの大規模なデー
タ管理機能は必要ではなかったため，大規模デー
タの管理については検索エンジンが DBMS に
先んじて進化を遂げた．WSDM国際会議のキー
ノート [3]において Google の Jeffrey Dean は
検索エンジンの変遷と現在の設計について述べ
ている．現在の検索エンジンでは，数 1,000台
規模のオンメモリのマシン環境を利用して，数
10億ページのデータに対して 0.2秒以内の検索
応答時間と分単位でデータ更新を実現している．
また今後の研究課題として，1) 全世界の言語横
断の情報検索，2) メールから Web までを統合
的に検索できるアクセス権限管理付きの情報検
索，3) Webページの更新頻度を秒単位から日単
位まで混在できる単一の情報検索システム，4)

Webからの半構造データの抽出技術が挙げられ
ている．
3. MapReduce

2010年の VLDB 国際会議のパネルにおいて，
マイクロソフトリサーチの Surajit Chaudhuri

は「過去の RDBMSに関する研究と同じ研究が
MapReduceのコンテキストにおいて発表され続
けるだろう」という趣旨の皮肉で会場を沸かせ
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情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【研究最前線 (DE)】

た．実際に，DB系の国際会議における MapRe-

duce 系の研究は，インデックスやカラムストア
など RDBMS で培われた技術を MapReduce に
適用することで高速化を図るというものが多く
見られる．例えば Comet [4]は，分散処理フレー
ムワーク Dryadを対象としているが，SQLの分
散処理という課題に対して，SQL レベルの論理
的最適化及びDryadレベルの物理的最適化を組
み合わせて，複数クエリの最適化を実現してい
る．一方で，MapReduce環境における特徴とし
て，機械学習などの応用に特有なアクセス，あ
るいは Shuffle 処理や投機実行などMapReduce

特有の機能に着眼して高速化を図る研究もある．
例えば HaLoop [5]では，PageRankの計算や k-

means のクラスタリング処理のような繰り返し
型の処理を対象として，更新されないデータを
キャッシュすることで MapReduce における分
散ファイルシステムへのアクセス量及び Shuffle

量を削減する技術である．また機械学習を対象
として，MapReduce 上の複雑な実装方法を開
発者から隠ぺいするため，宣言的言語を規定し
MapReduceプログラムをコンパイルする技術で
ある SystemML [6]が提案されている．
このように MapReduce に関する研究の流れ

としては，高速化に関する要素技術を積み上げ
る研究と，自動的に高速化部品を組み合わせる
最適化の研究が今後も続くと考えられる．
4. NoSQL

分散データベースは，一般的に 2層コミット
方式に基づくトランザクション処理を実現して
おり，クラスタに対する大域的なロックを必要
とするため，マシン台数に対する高スケール性
の確保が難しい．この課題に対して，トランザ
クション処理と SQL 処理を簡略化する代わり
に，大規模データ管理における高スケール性と
高可用性を実現したシステムとして NoSQL が
注目されている．NoSQL の端的な一例は Dy-

namo [7] であり，Dynamo は Amazon のショッ
ピングカート内のデータを管理するという用途
を想定し，データの一貫性を緩める代わりに高
可用性を追求した設計を行っている．しかし，緩
い一貫性では応用の設計が難しい場合があるた
め，Megastore [8]ではデータの一貫性を保証す
る機能と高可用性の機能を用意して，設計者が
これらを選択的に使い分けることを実現してい
る．今後の研究課題としては，このような設計の
自動化が挙げられる．また NoSQL のためのベ
ンチマークとして YCSB [9]が提案されており，
従来のベンチマークの観点に加えて，スケール
性，マシン追加による拡張性，可用性，レプリ
カの効果の観点について議論がなされている．
参考文献
[1] M. K. McKusick, et al., “GFS: Evolution on fast-

forward,” ACM Queue, vol.7, Issue 7, Aug. 2009.

[2] 宮崎純，鬼塚真，“データクラウド研究の潮流と
最新動向，” 情処学誌, vol.51, no.6, pp.684–692,

June 2011.

[3] J. Dean, “Challenges in building large-scale in-

formation retrieval systems: invited talk,” Proc.

WSDM, p.1, Barcelona, Feb. 2009.

[4] B. He, et al., “Comet: batched stream processing

for data intensive distributed computing,” Proc.

SoCC, pp.63–74, New York, June 2010.

[5] Y. Bu, et al., “HaLoop: efficient iterative data

processing on large clusters,” PVLDB, vol.3,

no.1, pp.285–296, 2010.

[6] A. Ghoting, et al., “SystemML: declarative ma-

chine learning on MapReduce,” Proc. ICDE,

Hannover, April 2011.

[7] G. DeCandia, et al., “Dynamo: Amazon’s highly

available key-value store,” Proc. SOSP, pp.205–

220, New York, Oct. 2007.

[8] J. Baker, et al., “Megastore: Providing scalable,

highly available storage for interactive services,”

Proc. CIDR, pp.223–234, Asilomar, Jan. 2011.

[9] B. F. Cooper, et al., “Benchmarking cloud serv-

ing systems with YCSB,” Proc. SoCC, pp.143–

154, New York, June 2010.
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言語理解とコミュニケーション研究会の最新動向

那須川 哲哉
日本 IBM

1. はじめに
言語理解とコミュニケーション研究会（NLC

研）では人間が日常的に用いている自然言語コ
ミュニケーションの仕組みの解明，自然言語で
記述された情報を有効に利用するための自然言
語処理技術の開発といった分野を扱っている．音
声データそのものではなくテキストデータ（音
声の書き起こしを含む）を対象にすることが多
い．計算機やインターネットの普及といった次
元を超えて，携帯機器でメールやブログを読み
書きするようになり，電子化されたテキストが
溢れている今日，この分野の研究の役割と可能
性が拡大している．

2011年 2月 14日から 16日にかけて米国でテ
レビ放映されたクイズ番組「Jeopardy!」におい
て IBMの質問応答システムWatsonが歴代クイ
ズ・チャンピオンに勝利したのを御存知だろう
か．日本ではなじみのないクイズ番組であるた
め，1997年にコンピュータがチェスの世界王者
に勝利したときほどの認知度は得られていない
ようである．しかし，この勝利においては，コン
ピュータの計算能力の向上に加え，デジタル化
され活用可能になっている膨大なテキストデー
タとそれを活用する技術が大きく貢献しており，
ITを基盤とした社会の変革における意味合いは
チェスで勝利した時以上に大きい．
米国のクイズ番組「Jeopardy!」では，歴史や
地理，芸能などあらゆるジャンルに関した出題
があり，問題には微妙な意味，風刺，謎掛けな
どが含まれている．解答は選択肢方式ではなく，
数多くの解答候補を出してから，各候補の妥当
性を検討する．解答候補の根拠と確信度を計算

し，確信度が十分に高いと判断された候補が存
在すれば，解答ボタンを押す．クイズは，三名
の挑戦者による対戦形式になっており，最も早
くボタンを押した挑戦者が解答権を獲得，解答
が正解なら得点，不正解なら減点され，最終得
点を競うことになる．基本的に博識性が問われ
る正統派のクイズ番組であり，今回Watsonが
対戦したクイズ・チャンピオンは，この番組で
の最多連勝記録（74連勝）保持者と単独で獲得
した最高累積賞金獲得記録（325万ドル）保持
者の二人である．
「Jeopardy!」の多様な出題に解答するために
は，あらかじめ問題と答えを予測したり用意し
たりすることは現実的ではない．そこでWatson

の開発チームが取ったアプローチは，本や映画
の脚本，百科事典，更には聖書も含む大量のテ
キストデータからの知識獲得であった．約 2億
ページ，本にして 100万冊分と形容されている
大量のデータから獲得した知識を活用すること
で歴代クイズ・チャンピオンに勝つことができ
たわけであり，裏返せばそれだけの量のデータ
が電子化され活用可能になっている状況なしに
は，この勝利はあり得ない．
既存の紙媒体の単なる電子化に加え，例えば

Wikipediaや QAサイトのような形で多様な知
識が蓄積されるようになった結果，何か分から
ないことがあっても，ネット上をうまく検索す
れば，正しい答えを得られる可能性がますます
高まっている．「周囲の人間に訊くよりもネット
で調べた方が早くて確実」という世の中になっ
たことの象徴的な出来事が「Jeopardy!」におけ
るWatsonの勝利である．
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Watsonの基盤となる技術の多くは NLC研の
分野に属しており，NLC研主催の研究会では，
このWatsonに関する取組み [1]や，情報アクセ
スに関する日本国内での取組み [2]をいち早く紹
介している．
2. NLC研の方向性
大量のテキストデータが活用可能になった時

代背景を踏まえ，NLC研究会では，現在，特に
テキストマイニングを柱に据えた活動を展開し
ている．ここでいうテキストマイニングとは自
然言語で記述された情報（あるいは音声言語の
書き起こし情報）から有益な知識を獲得する取
組みであり，このテキストマイニングの発展が
自然言語処理技術の価値の向上や発展に結び付
くという思いがその背景となっている．また，テ
キストマイニングに関しては，研究発表や利用
者の勉強の場が多様な応用分野やツール単位で
分散する傾向が強いため，テキストマイニング
に関する議論ができる学術的な場を提供し，コ
ミュニティを束ねることでその発展を促したい
という思いも込められている．
その活動の一環として，2010年 2月に集合知
シンポジウムを企画・開催し，2011年 2月には
第 2回集合知シンポジウムを開催し，多くの研
究発表や議論がなされた．2011年 7月からは新
たにテキストマイニング・シンポジウムを企画
している．
もちろん，発表内容がテキストマイニングに

限定されるものではない．例えば，文献 [3]のよ
うなコミュニケーションのメカニズムに関する
基礎的な研究の発表の場としても機能しており，
その役割の重要性に変わりはない．
3. NLC研へのお誘い
自然言語処理に限らず，すべての分野の研究

者・技術者が論文や各種報告書などのテキスト
データを日常的に活用していることから，NLC

研が対象としている集合知やテキストマイニン
グに関する知見は，誰にでも役立つ可能性が高

い．その観点から，NLC研の専門研究委員会と
しては，あらゆる分野の研究者・技術者・実務
者の方々からNLC研に目を向けていただきたい
と願っている．例えば，Twitterのつぶやきから
花粉症の広がりを捉える試み [4]など，好奇心を
刺激する発表が多いと自負している．
異分野交流という観点では，例えば，2011年

2月の集合知シンポジウムにおいて社会心理学系
の三名の先生方をお招きしてパネルディスカッ
ションを行い，熱のこもったディスカッション
を展開することができた．また，2011年 7月の
集合知シンポジウムではテキストマイニングの
企業ユーザの方による招待講演を企画している
上，経済学部の研究者の発表も見込んでいる．
更に，NLC研では研究専門委員会で活性化の
ための活発な議論を進めており，2010年度の活
動成果として，表彰制度の創設を実現した．2011

年以降，招待講演以外でNLC研に発表を申し込
み，研究会の場で発表した論文の著者（共著者
を含む）が優秀研究賞の対象に，そのうち，筆
頭著者として発表を申し込み，研究会で登壇し
発表を行った，学部ないし修士課程（博士前期
課程などそれに準ずる課程を含む）の学生が学
生研究賞の対象となる．
聴講だけの参加ももちろん歓迎するが，是非

発表者としての参加も検討していただけるよう
強く願っている次第である．
参考文献
[1] 金山博，Ferrucci, D., “Watson ～クイズ番組に挑
戦する質問応答システム～，”信学技報，NLC2010-

23, pp.89–89, Dec. 2010.

[2] 鳥澤健太郎，“情報爆発と音声アプリケーションの
可能性—言語処理研究者の考察—，” 情処学研報，
vol.2010-SLP-84, no.17, pp.91–96, Dec. 2010.

[3] 金野武司，森田純哉，橋本敬，“調整課題におけ
る記号コミュニケーションシステムの形成実験，”
信学技報，NLC2010-39, pp.49–54, Jan. 2011.

[4] 高橋哲朗，野田雄也，“実世界のセンサーとして
の Twitter の可能性，” 信学技報，NLC2010-38,

pp.43–48, Jan. 2011.
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低消費電力LSIのための低消費電力テスト技術

温 暁青
九州工業大学

1. 低消費電力 LSIのテスト電力問題
電子機器のモバイル化・省エネ化に伴い，低消費

電力 LSI への需要は高まるばかりである．今や LSI

の低消費電力化は，チップ面積や処理速度よりも優
先されることが多く，LSI の価値を高める切り札と
なってきている．一方，低消費電力化によって通常動
作時の機能電力 (Functional Power)は低くなるが，
製造された LSIに故障の有無を調べる時のテスト電
力 (Test Power)は相対的に高くなってしまう．高い
テスト電力は，LSIの熱破壊や誤動作を引き起こし，
低消費電力 LSI の実現の妨げになってきている．
論理 LSIはテストの効率化のためにスキャン設計

(Scan Design)が施されることが多い [1]．このよう
な LSIに対して行われるスキャンテスト (Scan Test)

では，まずシフト操作 (Shift)でフリップフロップ
(FF)をスキャンパスと呼ばれるシフトレジスタに組
み替え，それを通じて外部から組合せ回路部に対し
てテスト入力をシリアルに印加する．その後，キャ
プチャ操作 (Capture)で印加されたテスト入力に対
する組合せ回路部の静的応答または動的応答を FF

にパラレルに取り込む．一般的には，静的応答の獲
得は 1回のキャプチャが，動的応答の獲得は機能動
作と同じ速度で行われる 2回のキャプチャが必要と
なる．テスト応答は次のシフト操作でシリアルに外
部に取り出され，期待応答値と比較することによっ
て，LSI に構造的な故障（静的応答の場合）やタイ
ミング故障（動的応答の場合）の有無を調べる．特
に，動的テスト応答に基づく実速度スキャンテスト
(At-Speed Scan Test)は，回路内にパス遅延の異常
が発生しやすい微細化LSIの品質保証のために必要
不可欠である．
スキャンテストにおいては，1つのテスト入力で

より多くの故障を検出しようとするので，低消費電

力化のために設けられた機能的な制約や設計が無視
されることが多い．このため，機能電力は低く抑え
られているにも関らず，テスト電力はその数倍も高
くなることが多く，様々な問題を引き起こしている．
具体的には，スキャンテスト電力には，シフト電

力 (Shift Power)とキャプチャ電力 (Capture Power)

がある [2]．シフト操作に最長スキャンパスの長さ
分のクロックパルスが必要なので，シフト電力の影
響は蓄積的で温度上昇という形で現れ，LSI を高
熱で壊してしまう可能性がある．一方，キャプチャ
電力の影響は瞬間的で電源ネットワークでの電圧降
下 (IR Drop)とグランドネットワークでの電圧上昇
(Ground Bounce)による論理素子の遅延増加という
形で現れる．特に，実速度スキャンテストにおいて
は，1回目のキャプチャの電力による論理素子の遅
延の増加がパス上で累積され 2回目のキャプチャで
タイミング異常が起きれば，動的テスト応答が誤っ
てしまう．その結果，機能的には正常な LSI でもテ
ストでは不良品と判定され，LSI の歩留まりを低下
させてしまう．
明らかに，機能電力を対象とした低消費電力化技

術だけでは低消費電力 LSIの実現は不可能で，低消
費電力テスト技術も必要不可欠である．

2. 低消費電力テスト技術開発の歩み
LSI のパッケージや電源・グランドネットワーク

がテスト電力にも対応できるように余裕を持って設
計されていたが，機能電力とテスト電力のギャップ
の急増に伴い，この対策は有効でなくなった．そこ
で，本格的な低消費電力テスト技術が開発されるよ
うになった．

1990 年代半ばから，シフト電力削減の研究開発
が盛んに行われてきた．シフト電力削減の基本は，
シフト時のスキャンパス内の FF の出力変化数をい
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かに減らすかである．それを実現するために，テス
ト入力を工夫する手法と LSI 回路を変更する手法が
ある [2]．前者としては，故障検出に使われないテス
ト入力ビットに 0-Fill，1-Fill，MT-Fill，Adjacent-

Fill などのアルゴリズムで適切な論理値を埋め込む
といった手法，また後者としては，FF の順序変更
や FF 間への論理素子の挿入によってスキャンパス
内の隣接 FF の出力値の相違数を減らすといった手
法が提案されている．また，1 本の長いスキャンパ
スを複数の短いセグメントに分割した上，毎回 1つ
のセグメントのみをシフトすることによってシフト
電力を確実に削減するという Segment Scan 手法も
提案されている．更に，スキャンパス内の FF の出
力変化が組合せ回路部まで影響を及ぼさないように
するためにスキャンパス内の FF の出力の一部また
は全部をブロックする手法もある．

2000 年代半ばから，キャプチャ電力の削減に関す
る研究開発も盛んになった [2]．特に，実速度スキャ
ンテストにおける 1回目のキャプチャによる FF の
出力変化数がパス遅延増加量に比例し，2回目のキャ
プチャで動的テスト応答を正しく獲得できるかを左
右するため，1回のキャプチャにおけるFFの入出力
値の違いをできるだけ少なくする必要がある．FFの
入出力値が等しくなるようにするために，入力ビッ
トへの必要な論理値設定をテスト入力生成の過程で
直接に探索する手法，及び，故障検出に必要でない
ビットに適切な論理値を埋め込む手法（LCP-Fill，
Preferred-Fill，JP-Fillなど）が提案されている．ま
た，テスト入力生成の過程でGated Clock を利用し
一部の FF のクロックを止める手法も提案されてい
る．更に，回路変更や制御回路追加などによって一
度に一部の FF のみに対してキャプチャを行うとい
う部分キャプチャ方式 (Partial Capture) も提案さ
れている．

3. 低消費電力テスト技術開発の最新動向
10数年が経った今，数多くの低消費電力テスト技

術は開発され，その一部は実用化されている．しか
し，これらの技術は総じて第 1世代の低消費電力テ
スト技術と言える．その特徴は，LSI 全体のテスト
電力しか削減できないというグローバル性である．

その欠点は，LSI全体のテスト電力が減っても局所
テスト電力の高いエリアが残る可能性があることで
ある．
この問題を解決するために，第 2世代の低消費電

力テスト技術の研究開発が始まっている [3]．その特
徴はテスト電力を局所的に削減するというローカル
性にある．これはキャプチャ電力の場合に特に重要
である．これを実現するために，(1) 高精度なテス
ト電力解析に基づいて局所テスト電力の高いエリア
を特定すること，及び，(2) そのような局所テスト
電力を集中的に削減することが必要になる．前者に
関しては，テスト入力で活性化された長いパスの近
傍を電源ネットワークの設計情報を利用して抽出す
る研究や論理素子出力変化の前後関係を利用して局
所テスト電力のパス遅延への影響を定量化する研究
が，また後者に関しては，局所テスト電力に影響を
与えるようなテスト入力ビットやGated Clock を利
用して局所テスト電力を削減する研究が，それぞれ
注目されている．

4. 今後の展望
テスト電力の本質から，中長期的な研究開発では

以下の技術の確立が目標になると予想される．
• 単なるテスト電力削減ではなく，テスト電力が悪
い影響を出さないようにするテスト安全性保障技術
• テスト電力によるパス遅延の増加が微小遅延欠陥
の検出に寄与する場合もあるので，テスト電力を必
要に応じて増減させるというテスト電力制御技術
低消費電力テスト技術の研究開発は応用上重要で

かつ比較的若い研究分野である．今後も革新的・実
用的な成果が多く生まれることが期待できる．

参考文献
[1] L. Wang, C. Wu, and X. Wen, (Editors), VLSI

Test Principles and Architectures: Design for

Testability, Morgan Kaufmann, San Francisco,

2006.

[2] P. Girard, N, Nicolici, and X. Wen (Editors),

Power-Aware Testing and Test Strategies for Low

Power Devices, Springer, New York, 2009.

[3] http://aries3a.cse.kyutech.ac.jp/˜wen/Paper

LCP.htm
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【研究最前線 (SP)】 情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号）

音声研究会での研究動向

菊池 英明
早稲田大学

1. はじめに

音声研究会は 1964年から始まった歴史ある研
究会であり，50年近くを経た現在においてもほ
ぼ毎月開催され，音声や話し言葉に関する科学
的・技術的な研究が活発に発表・議論されてい
る [1]．主な研究課題を以下に記す．

音声処理の基礎理論／音声信号処理／音声の
生成過程／音声の知覚過程／音声分析／音声
符号化／音声合成／音声認識・理解・対話／
話者識別・照合／音声の品質の測定・評価／
音声・聴覚・言語障害の補助／音声言語処理
／音声の強調・復元・分離／音声の検索・要
約／言語識別／言語／外国語の音声教育／音
声コミュニケーションデバイス／音声コミュ
ニケーションシステム／音声データベース／
マルチモーダルインタフェース／バイモーダ
ル音声処理（リップリーディング，リップシ
ンク）

他研究会との共催も含めて，その時に注目を
集めているテーマを毎回設定している．とりわ
け，2010年度からは音声研究専門委員にオーガ
ナイザとなっていただき，毎回の研究会のテー
マに即したオーガナイズドセッションを企画・運
営していただいている．これまでのところ，オー
ガナイズドセッションは，研究動向に関する招
待講演及び一般講演で構成されるものが多い．
これまでに「スピーチエンハンスメント」（SIP，
EA共催），「福祉と見守りのための画像・音声処

理」（PRMU，WIT共催），「Advances in speech

decomposition」，「雑音を消せ！高騒音下で有効
な音声信号処理とは」など，タイムリーなテー
マが設定され，絞り込まれた密な議論が行われ
てきている．2011年 3月の研究会（日本音響学
会聴覚研究会共催）においても，「外国語の発音
及び聴取にまつわる諸現象の分析と工学的応用」
というテーマでオーガナイズドセッションが企
画され，活発な議論が行われた．本稿では，音
声研究分野の最前線として，この内容を取りあ
げて紹介する．
2. オーガナイズドセッション

オーガナイザ（赤木正人氏（北陸先端科学技
術大学院大学），峯松信明氏（東京大学），児島
宏明氏（産業技術総合研究所））によるセッショ
ン開設趣旨を以下に引用する．

昨今，企業のグローバライゼーションに伴い，
英語を社内言語として採択する企業が現れ，ま
た，4月からは全国の公立小学校で「外国語活
動」と呼ばれる英語教育が開始される．この
ような社会状況を鑑み，オーガナイズドセッ
ションでは，外国語の発音及び聴取にまつわ
る諸現象についての分析や記述に対する研究，
更には，外国語能力の向上を促進する技術的
支援，システム開発に関する研究発表を募り，
学習者・教師が求めるもの，技術的に解決可
能なもの，などについて関連研究者間での議
論を行う．
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情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【研究最前線 (SP)】

この趣旨に沿って，壇辻正剛氏（京都大学）に
招待講演を依頼し，大学での外国語教育におけ
る ICT（情報通信技術）支援の取り組みの実状
を紹介していただいた．また，一般講演を募集
したところ，外国人の日本語学習，日本人によ
るフランス語学習，多言語音声合成，法科学に
おける母語識別などの研究発表が集まった．以
下には，これらの講演及び講演後の議論の要点
を整理する．
3. 外国語教育の問題点と音声工学技術への期待

壇辻は，母語と習得対象言語の間の言語構造
の差異が外国語習得の大きな障壁になっている
ことを招待講演において指摘した [2]．いわく，
日本語と英語は系統論的にも類型論的にも大き
な隔たりがあり，それが日本人にとっての英語
習得を難しくするとともに，英米人にとっての
日本語習得をも困難にしているという．外国語
習得に際しては，母語の干渉がプラスに働く場
合とマイナスに働く場合があり，非母語音声に
おける母語の干渉を音響的に分析してその影響
の実態を明らかにしようとする研究は音声研究
分野の重要なトピックである．
網野ら [3]は，法科学における母語識別を目的
とした研究において，まず日本語及び中国語母
語話者による日本語電話番号発話の韻律パター
ンの違いを明らかにし，その識別可能性を検討
した．更に，中国語母語話者による中国語電話
番号発話の韻律パターンとの比較から，非母語
発話における母語干渉の可能性を示唆した．
また，加藤ら [4]は，日本語非母語話者によ
る日本語習得における母語干渉の影響について，
干渉を受けた非母語音声の知覚上の自然性を調
べた．実際に発音された音声だけを刺激とする
のではなく，音声分析合成技術を用いて様々な
「訛り」を模擬した音声を自在に作って刺激とす
ることで，より詳細な検討を行っている．
津崎らの研究 [5]は，言語を超えて音声の話者

性を保存したまま言語を変換する技術に向けた
基礎的な検討であったが，見方を変えれば，外
国語習得において母語干渉が及ばない範囲を明
確にすることになるのではないだろうか．
壇辻は，こうした母語干渉の問題を踏まえて，

外国語教育の適切な方法は母語によって異なる
ことを指摘し，その具体的解決策として CALL

（コンピュータ支援型言語学習）の有効性をあら
ためて述べた．その上で，実際に所属大学にお
いて行われている CALL教育を紹介した．現在
のところ CALLの中心的な役割は発音自動評価
であり，日本人フランス語学習者のための発音
学習教材を開発した菊地ら [6]の研究もその一つ
といえる．最近では，音声認識技術を応用した
発音自動評価も実用化され，教育現場で利用さ
れている．今後は，本稿で紹介した研究が扱っ
ている韻律について，科学的な検討を踏まえた
上で外国語教育への応用を実現することが期待
される．
参考文献
[1] 音声研究会ウェブページ，http://www.ieice.org/

iss/sp/jpn/

[2] 壇辻正剛，共通教育における ICT 支援の外国語
教育と発音指導，信学技報 (SP)，vol.110, no.452,

pp.1–6, March 2011.

[3] 網野加苗，他，日本語母語話者・非母語話者によ
る電話番号読み上げ音声の韻律，信学技報 (SP)，
vol.115, no.452, pp.13–18, March 2011.

[4] 加藤集平，他，母語干渉が外国語発声の韻律的自
然性に与える影響に関する知覚的検討，信学技報
(SP)，vol.110, no.452, pp.19–24, March 2011.

[5] 津崎実，他，日英バイリンガル・コーパスを用いた
知覚的話者空間の推定，信学技報 (SP)，vol.110,

no.452, pp.7–12, March 2011.

[6] 菊地歌子，他，日本人フランス語学習者のための発
音学習教材—発音領域設定の試みと指導表現の類
型—，信学技報 (SP)，vol.110, no.452, pp.25–30,

March 2011.

注) 本稿は筆者が音声研究会幹事在任中に寄稿
したものである．
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【おめでとう学術奨励賞】 情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号）

学術奨励賞おめでとうございます
平成 22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 7名の

方々の氏名，所属と論文タイトルをご紹介します（五十音順・敬称略）．受賞から時間が経ってしま
いましたが，本誌を通じて改めてお喜び申し上げます．

青野 良範 東京工業大学
“On Coppersmith’s Technique and Its Limit”

伊藤 健 日本電信電話
“局所性を考慮した高ビット深度画像符号化に関する検討”

内田 祐介 KDDI研究所
“ショット境界の bi-gram表現による同一映像検索手法に関する一検討”

黒川 茂莉 KDDI研究所
“携帯電話上での行動予測モデルに関する検討”

小曳 尚 東芝
“かん体・錐体応答による照度に応じた LCDの見えの明るさ推定手法”

高野 恵利衣 埼玉大学
“周辺状況を考慮して介護者に追随するロボット車椅子”

若山 雅史 名古屋大学
“顕著度を考慮した歩行者の視認性定量化手法の検討”
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情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【おめでとうソサイエティ論文賞】

統計的遅延品質モデル (SDQM)のフィージビリティ評価

佐藤 康夫
九州工業大学（元 半導体理工学研究センター）

私ども 6名の論文 [1] に対してソサイエティ
論文賞（先見論文）をいただき感謝する．本論
文は，2003～2005年にかけて（株）半導体理工
学研究センターで行った LSIテスト設計技術開
発の成果の一部である．参加の半導体各社，大
学，及び EDA（設計ツール）ベンダの多数の協
力の下で実施されただけに，今回の受賞は感慨
深いものがある．当時の関係者の皆様に深く感
謝したい．
本論文は，LSIの遅延欠陥をテストで検出す
るに際して，その評価基準を提供するものであ
る．LSIの遅延不良は，製造プロセスの微細化
や製品の高速化に伴い大きな問題となってきて
いる．一方，当時の LSIテスト技術は，論理的
な故障モデルに基づくテスト手法が主体で，プ
ロセスバラツキや微小な遅延増加等によるパラ
メトリックな問題を扱うには不十分と考えられ
た．またテストパターン生成プログラムの頑張
り具合は評価できても，結果として LSIの品質
はどうかという問題はよく分からなかった．
このような背景で我々は SDQM (Statistical

Delay Quality Model) を提案した．これは遅延
欠陥の分布を考えたとき，ある程度大きな遅延
欠陥はテストで検出するが，小さな遅延欠陥は
見付からない，逆に小さ過ぎる遅延欠陥は設計
マージンに埋もれてしまい悪影響は及ぼさない，
という一般的な状況を定量的に評価するモデル
である（図 1の網掛け部が，テストで未検出と
なり不良となる可能性のある遅延欠陥分布の領
域）．これは従来のテストパターン生成プログラ
ムの評価に用いられる故障モデルと区別するた

図 1. 遅延欠陥分布とテストタイミングの関係

め，品質モデル (Quality Model)という言葉を用
いた [2]．これを元に評価値の計算方法の研究，
それらを EDAツールにインプリして貰い企業
の現場で使えるための活動等を並行して行った．
我々の目指した技術は，現在，スモールディ

レイテストと呼ぶ研究分野として定着し，企業
でも多数使われている．海外の EDAベンダの
技術者と夜遅くまで必要性について議論したの
を思うと隔世の感である．我々の活動が，多少
なりとも新分野の先駆けとなり，このような形
で受賞できたことに改めて感謝したい．
参考文献
[1] 佐藤康夫，浜田周治，前田敏行，高取厚夫，野津山
泰幸，梶原誠司，“統計的遅延品質モデル (SDQM)

のフィージビリティ評価，” 信学論，vol.J89-D,

no.8, pp.1717–1728, Aug. 2006.

[2] Y. Sato, S. Hamada, T. Maeda, A. Takatori,

Y. Noduyama, and S. Kajihara, “Invisible de-

lay quality: SDQM lights up what could not

be seen,” Proc. International Test Conference,

p.47.1, Austin, Nov. 2005.
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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 16巻第 2号（通巻 63号）

FIT2011進捗報告

北原 格
筑波大学

今回で第 10回となる情報科学技術フォーラ
ム (FIT2011)が，2011年 9月 7日（水）～9日
（金）に函館大学（北海道函館市高丘町 51番 1

号）と函館短期大学（同町 52番 1号）において
開催される．今回のFITには，査読付き論文 170

件，一般論文 700件の計 870件の投稿があった．
査読会議において，査読付き論文に投稿された
170件の内 90件が採録となり，採択論文の中か
ら船井ベストペーパー賞候補に 7件が選出され
た．これらの論文が発表されるセッションでは，
活発な研究討論が展開されることが期待される．
査読付き論文は，ここ数年のやり方を踏襲し，
コンファレンスペーパーと位置付けられている．
また，昨年と同様に「FIT査読付き論文」の申し
込みとあわせて「論文誌への推薦希望」も受け
付けた．論文誌への推薦を希望した論文は，プ
ログラム委員会の責任の下，厳重な査読が行わ
れ，十分なクォリティーを持つと判断された 4

件（情報処理学会 2件，通信学会 ISS 2件）が
論文誌への推薦候補とされることとなった．こ
の制度は，査読の質を担保しつつ参加者のニー
ズに応えるものとして，FITのより一層の活性
化につながることが期待されている．
今年の FITでも多くの魅力的なイベントが企
画されている．9月 7日には，はこだて未来大
学の丸山不二夫先生による FIT創設 10周年記
念特別講演「粘菌の行動知～原始生命システム
の自律分散情報処理～」が，9月 8日には，船
井業績賞を受賞される（株）本田技術研究所の
広瀬真人氏による船井業績賞特別講演「人との
共存を目指すヒューマノイドロボットの開発～
優しく頼もしいパートナーを目指して～」が行
われる．
更に，2か所のイベント会場において以下の

イベントが開催される．

�9月 7日（水）
・やさしく分かる機械学習の最前線～データか
ら意味を読み取る～
・気になる最近の計算幾何学の話題から
・地域医療と異文化コラボレーション
・第 15回パターン認識・メディア理解アルゴリ
ズムコンテスト

�9月 8日（木）
・サイバーテロの実情と対策～身近になりつつ
あるサイバーテロの脅威～
・サイバーフィジカル情報革命～情報爆発から
価値創造へ～
・学習環境のクラウド化とパーソナル化
・EMMが目指すマルチメディア情報処理の未来

�9月 9日（金）
・クラウド時代における知的社会基盤のサステ
ナビリティを考える
・実践が拓く情報処理の次なるステップ～デジ
タルプラクティスの試み～
・そこそこセキュリティ～必要なレベルで適切
なセキュリティ対策を提供するには～
・サイバーワールドとリアルワールドとの接
点～農業・漁業とサイバーワールド～

詳しくは，下記の FIT2011のWebページを
ご覧いただきたい．
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/fit/fit2011/index.

html

なお，次回の FIT2012は，法政大学（小金井
キャンパス）での開催が計画されている．多数
の投稿と参加を期待している．
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人間についての謎 第 3回

戸川 達男
早稲田大学

1. 心の研究についての謎
「人間の人間らしさの本質は体にではなく心に
ある」という思いから，多くの人々が心の問題
に真剣に取り組んできた．ことに，哲学者，宗教
家，芸術家，社会活動家などの多くは，人間の心
の理解をベースにして現実の問題に対処しよう
としてきた．心の理解には必ずしも科学的な方
法論が用いられてきたわけではないので，科学
に安住している我々から見ると非科学的と思え
るような心の理解も少なくないが，それらの中
に多くの貴重な発見があるに違いないので，心
の研究には安易に方法論を限定しないことが大
切だと思う．
しかし，あくまで科学的な立場で心の理解に
迫ろうとした人々もあった．心理学という分野
は，名称からすると心を研究する分野一般を意
味するようだが，実は心の科学的研究，特に客
観性を重視した方法論に限定した立場での研究
が主流となっている．その顕著な現れとして，20

世紀初頭に行動主義 (behaviorism)が興り，自分
自身の心を観察する内観 (introspection)を避け
ることなど方法論を厳しく制限した．20世紀後
半になって行動主義批判が興ったものの，客観
性を重んじる風潮は今も残っている．そのため，
客観的に観察し難い心の性質にかかわる疑問，
ことに人間は「なぜ笑うか?」，「なぜ泣くか?」，
「なぜ貪欲なのか?」というような，人間の心に
ついて「なぜ©©か?」という素朴な疑問が取
り上げられることは少ない．
そういう傾向の心理学に対して，心理学者の
中からも批判が起こり，岸田秀のように，素朴
な疑問を取り上げることのできない心理学はや
めてしまえというような極端な主張をした人も

あった [1]．しかし，たとえ主流の研究者の多く
が一つの方法論に偏っていたとしても，心につ
いての素朴な疑問に答えようとする心の科学的
研究が興らなかったのはなぜなのかが，私には
謎のように思えてならない．
とにかく人間の心に関しては手つかずの大き

な問題が数多くあり，それらは冒険家もあこが
れるような巨大な未踏峰であると同時に，もし
もその一角でも登頂に成功すれば，その背後に
は広大な未知の世界が広がっているかもしれな
いので，成功の波及効果は計り知れない．
2. 心の謎
心に関して分からないことがあるという以前

に，心という概念自体が分からないことの一つ
である．哲学者は「心とは何か?」という問題に
正面から取り組んできたが，何々論と呼ばれる
ような様々な考え方が提起されるばかりで，共
通理解には至っていない．心に関する諸説を，「心
は体の現象である」と主張する一元論と，「心は
体の現象とは異質の現象である」と主張する二
元論に分類されることが多いが，このような分
け方は本質的というよりむしろ便宜的であって，
二元論は霊魂のようなわけの分からない概念に
結びつきやすいので科学的立場では避けるべき
だ，というような主張もうのみにしない方がい
い．多くの人が霊魂の概念を持つことは事実で
あり，それが心の特徴でもあることから，心の現
象の解明につながるヒントになるかもしれない．
「動物に心があるか?」という問いは，心とい
う概念を明確にするための一つの手がかりとな
る．人間だけが心を持つとか，多くの動物が心
を持つとか，あるいは石でも心を持つと言われ
ることがあるが，それは心の所在を具体的に挙
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げることによって，心という概念のとらえ方を
規定しようとしているとも考えられる．そこで，
人間だけが持つような心や石にもあるような心
には触れずに，多くの動物にあるような心だけ
を考えるという道を選択することができる．そ
うすれば，対象を絞ることができて一歩前進す
る [2]．
多くの動物にある心については，心の起源や
進化について考えることができる．進化生物学
の領域の問題としてとらえれば，「心がなぜ出現
したか?」とか「心はなぜ進化したか?」という
問いは，「ネコの爪はなぜ曲がっているか?」とい
う問いと同様に，正当な問題として取り上げる
ことができる．
進化生物学的には，心は動物の進化の過程で
出現した遺伝的性質であり，心を持つことは子
孫を残すこと，すなわち適応度に貢献し，適応度
を増すように心の性質が進化したと考えること
ができる．生物個体は子孫を残すようにデザイ
ンされているシステムであり，適応度はシステ
ムの評価関数であるとみなすこともできる．そ
う考えれば，心は適応度を増すように付加され
たシステムの要素であり，位置付けとしてはネ
コの爪と同レベルだということになる．
3. 意識の謎
心を持つシステムの具体的性質に立ち入ろう
とすると，意識という避けて通れない障害に遭
遇する．生命科学がこれほど進んでいる今日，意
識の解明がまったく進んでいないばかりか，こ
の現状をあまり深刻に受けとめられていないの
は正に謎である．
意識の謎を深刻に受けとめてその解明に取り
組んだ人はあまり多くないが，いないわけでは
ない．その一人で，DNAの二重らせん構造の発
見者でもあるフランシス・クリックは，「すべて
の精神活動はニューロンの働きに帰着する」と
いう前提を「驚くべき仮説」と呼んで，意識の
発現が説明できるような神経システムを解明し
ようとしたが，成功には至らなかった [3]．
一方，意識に関する著書や論文の数は非常に

多い．意識の研究者のデイビッド・チャーマース
は意識に関する非常に多くの文献を収集してお
り，意識の科学に関する1,500編以上の文献をオ
ンラインペーパーとして公開している [4]．また，
意識の研究機関 Center for Consciousness Stud-

iesも創設されており，国際会議も開催されてい
る．私は 2001年開催の会議 Toward a Science

of Consciousness に参加したが，どうもそこは
意識を解明しようという雰囲気ではなく，意識
をテーマにして話し合うサロンのようなもので
あった．そんなわけで，意識を話題にする人は
多いけれど，意識の解明に真剣に取り組んでい
る人は驚くほど少ないのが現実のようだ．
意識の問題でやっかいなことは，フロイト理

論が発端となった無意識の概念が今でも広く受
け入れられていることである．フロイトは「精
神活動には広大な無意識の領域があり，意識は
氷山の一角にすぎない」という前提の下に大胆
な理論を展開した．フロイト批判がさかんになっ
て，もはや広大な無意識を考える人は少なくなっ
たように思われるが，若干の無意識があると考
える人は少なくないようだ．無意識の扱いをあ
いまいにしておくと，観測にかからない領域を
残すことになって，意識の性質も確定できなく
なる恐れがある．
私は，心を意識の内容だけに限定して，無意

識は心の領域から除外する考え方を提起してい
る [5]．意識の内容となり得る情報の全体を実現
可能な心の世界と考えれば，それはとてつもな
く広大な領域であるけれど，無意識の入る余地
はない．もし，どうしても無意識を考える必要
があるのなら，それは心ではなく心を担ってい
るシステムの動作状態としての体の現象と見な
せばよい．
しかし，意識や心にいくら巧妙な説明を与え

ても，それで多くの人に受け入れられるとは限
らない．むしろ，意識を発現するモデルを構築
して，実際にコンピュータで意識過程を実現さ
せて見せるのが早道かもしれない．つまり，意
識を持つロボットを作って見せることである．見
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かけ上，人間の言葉を操って対話するようなロ
ボットでは意識のモデルにはなりそうもないが，
意識の性質をよく取り入れて設計すれば，だれ
もがこれこそ本物の意識だと認めるようなモデ
ルができるかもしれない [6]．これが意識の解明
への最短ルートであるように思えてならない．
4. 自由意志の謎
自由意志という概念はあまりはっきりしてい
ない．ロボットにいろいろな行動パターンが組
み込まれていて，状況に応じて自動的に適当な
行動パターンが選択されて実行されるというよ
うなものは，自由意志があるとは見なしがたい．
行動パターンの選択にファジィ論理を入れると
少し生き物らしく見えるというようなことはあ
るとしても，そういうたぐいのからくりによっ
て自由意志が発現するのかそうでないのかは明
確でない．
自由意志を重要課題として取り上げてきたの
はやはり哲学者であり，共通理解には至ってい
ないものの，かなりの難問だという認識では一
致しているようだ [7]．例えば，アイスクリーム
屋でフレーバーを選ぶような場合，選択を妨げ
る要因はほとんどないので，自由に選択ができ
るのは当然だと思われるかもしれない．しかし，
周囲や過去の状況にまったく影響されずに選択
ができるということは，因果律に反する．因果
律によれば，力学系だろうと生物だろうと，閉
じた系においては，過去と現在の状態によって
未来が決定されるはずであり，過去と現在の状
態に支配されずに未来を操作できるはずがない．
このような考え方は科学的決定論と呼ばれ，こ
の点は今日の大方の哲学者が一致して認めてい
るようだ．
ところが，科学的決定論を無条件に受け入れ
てしまうと，人間の行動もすべて決定論的だと
いうことになり，悪行も善行も行為者の意志で
はないことになって，倫理の根底が崩れてしま
う．悪事を罰するのは悪行を思いとどまらせる
という予防的効果のためだと割り切ることはで
きるかもしれないが，自由意志の存在を前提と

した人格の概念が実社会の隅々まで行きわたっ
ている現状では，自由意志を幻想と見なしてし
まうわけにはいきそうもない．
私は哲学から自由意志についての明快な説明

が与えられることはあまり期待していないが，
このような問題に正面から取り組んできた哲学
者には敬意を表したい．同時に，ほかの分野か
らも違ったアプローチで自由意志の謎に迫る試
みがあってほしいと思う．意識の解明と同様に，
ロボットに自由意志を持たせようとする試みも
あっていいし，そういう研究をしっかり評価す
るような雰囲気も大切だと思う．
5. 自己概念の謎
自己あるいは自分という概念も，分かりきっ

たことのようで，実はなかなか難しい．ただし，
自己概念の難しさは意識や自由意志のような現
象の不思議さではなく，定義の難しさのようだ．
自分の体すなわち個体と自己は違う概念で，

個体は客観的な視点から見た概念であるのに対
して，自己は意識の内容としての主観的概念で
ある．自己概念は生まれつきあるわけではなく，
成長の過程で経験によって形成されると考えら
れている．したがって，人によって違った自己
概念を持つこともあり得る．ことに，違った文
化圏では自己概念が異なることは文化人類学者
が指摘している．例えば，社会的な立場が変わ
れば違う自分になるというとらえ方がある一方，
自分が何世代にもわたって存在し続けるという
ようなとらえ方もある．そのような自己と個体
の極端な乖離は，自己が意識の内容であること
を考えれば特に不思議なことではない．
ところが，むしろ不思議なのは現代社会にお

いては自己と個体を無理に一致させられている
ことである．例えば，所有権は個体に帰属すると
見なされているので，個体死によって持っていた
資産の帰属先が消滅し，相続の手続きによって
新たな帰属先に移動するというルールが受け入
れられている．それは個人主義という文化の特
徴であり，社会的権利や義務が個体に帰属する
と見なされることから，自然に主観的自己概念
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も個体と一対一に対応するように形成されるよ
うになったのかもしれないが，それが究極の姿
だとか将来もそのままでいいという保証はない．
6. 感情と気分の謎
感情や気分は多くの動物に備わっている生理
機構であり，行動を支配すると同時に，人間や
霊長類では表情や身振りに現れ，他個体に認識
され，社会的営みに重要な役割を果たすと考え
られる．例えば，怒りの表情が認識されて恐れ
を誘発すれば，戦いによる双方の損失が避けら
れる．
動物行動学では，動物の行動を支配する基本
的機構を気分と見なすような考え方がある．例
えば，繁殖期には各個体が繁殖気分になって繁
殖行動をするというように説明される．また，鳥
の群れが一斉に飛び立つのは飛び立ち気分が伝
染するのだとも言われる．このような説明は動
物行動の本質をかなり的確にとらえているよう
に思われるが，気分を発現する機構はほとんど
解明されていない．感情にしても同様で，気分
と感情の違いさえ明確ではない．
動物の脳の特定部位を電気刺激すると怒りな
どの感情表出と同様の反応が起こることなどか
ら，感情の発現に神経機構が関与していること
は間違いないと考えられているが，感情発現の
大元の機構はまだ特定されていないようだ．気
分は感情より長く持続すると言われる．神経機
構だけで特定の気分状態を長く持続させること
は考えにくいので，液性機構が関与している可
能性も考えられる．
また，うつ病や双極性障害などの気分障害でグ
リア細胞の活性に異常が認められることから，気
分を持続させる機構にグリア細胞の働きが関与
している可能性は高いと考えられる．そこで，感
情や気分を発現するシステムのモデルを，ニュー
ロンとグリア細胞で構成されるシステムとして
構築するような試みがあっていいと思う．意識
の解明と同様に，感情や気分のメカニズムの解
明も，シミュレーション可能なモデルを作って
見せるのが最短ルートかもしれない．

7. 人間らしさの謎
古来から「人間らしさとは何か」という問い

掛けがなされてきたが，いまだにはっきりした
答えがない．言語を持つこと，文化を持つこと，
同情する心を持つこと，貪欲なことなど人間の
特徴を挙げることはできるが，人間に顕著な特
徴も多くの動物にその萌芽が見られる．むしろ，
動物と人間を切り分ける必要があるだろうか，
ということを先に問い掛けた方が現実的かもし
れない．
人間がほかの動物と違う遺伝的性質を持つこ

とは確かだが，それは種の違い以上の事柄では
ない．人間と動物に本質的な違いがあると考え
る必要があるのか? 見かけ上いろいろな違いが
あるという結果論だけでいいではないか? など
問い掛け自体を批判することもできるだろうが，
やはりそこに解かれていない謎があることは確
かなようだ．「なぜその謎にこだわるのか?」と問
われるかもしれないが，そこが実は肝心なとこ
ろである．人間の性質を知ることは好奇心を充
たすだけではなく，人間の生き方を左右し，人
類の存続にかかわる重大な問題なのだというこ
とを次回で指摘して，本稿をしめくくりたい．
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産学官連携のイノベーション

フェロー 國井 秀子
リコー ITソリューションズ

思いがけず電子情報通信学会よりフェローの
称号をいただいた．電子情報通信学会及び推薦
してくださった方々に心より感謝申し上げる．昨
年 9月のフェロー称号贈呈式では，「これからの
活動に期待して授与する」という主催者からの
御挨拶が印象に残っている．本稿も自分のフェ
ローとしての役割を意識して書くべきかと思い，
この方向で幾つかテーマを考えてみたが，やは
り産業界にいるものとして産学官連携における
改革を取り上げたい．
電子情報通信分野は，社会のインフラとして，
また，新たなサービスを提供するビジネス創出
の技術としてますますその重要性が認識されて
いる．技術革新のスピードが速く，産業の発展
には産学官連携は極めて重要であることは言う
までもない．しかし，今日日本での産学官連携
は必ずしも円滑とは言えない．この状況を四つ
の観点から考察してみる．
第一に，研究テーマの観点から見る．今やイノ
ベーションは単体の技術によるものというより
ビジネスモデルの変革あるいはもっと大きく社
会の構造まで変えるシステムのイノベーション
へと発展しており，対象市場もグローバルであ
る．しかし，大学で取り組まれているテーマは，
そのほとんどが単体技術を対象としており，統
合的，総合的なシステムに関するものは少ない．
また，新技術の産業的価値は，いかにそれを
うまく利活用するかにかかっており，応用研究
が成功しないとその技術は経済的価値を生まな
い．しかし，新技術が創出されてから，その応
用を探索するのは必ずしも楽ではない．目標が
はっきりしているなかでその解決技術を探索す

る方が，はるかに効率がいい．少なくとも，全
体像を掴まず，単体技術の研究を進めてもビジ
ネスのイノベーションには活用できない．
このように，産学連携を深めるには，まず，研

究テーマの選択が重要である．なお，「システム」
や「応用」という言葉が出てくると，ともすると
短期的なテーマを想像する研究者が多いが，こ
れらは，実際は大変にチャレンジングな課題で
あり，中長期的で，かつ，複数の分野にまたが
る横断的テーマであることが多い．産業界は先
端的なシステムや応用の研究を必要としており，
必ずしも短期的なテーマに期待しているわけで
はない．
第二に，制度やプロセスについて考えてみた

い．「死の谷」という言葉が大学と産業界の間の
大きなギャップを表すのに使われて久しいが，残
念ながら日本では，この死の谷は今日更に深まっ
ているのではないであろうか．大学側から見れ
ば，この死の谷は産業界が埋めるべきと考えて
いる人が多いであろう．しかし，前述のように
期待するテーマに食い違いがある．政府の競争
的研究資金においては，課題解決型プロジェク
トやイノベーション型プロジェクトが多くなっ
ている．この方向は歓迎されるべきものである
が，その意図が必ずしもプロジェクトのなかで
具現化されていない．
原因は，一つにオペレーション上の問題があ

る．プロジェクトの評価者は，結局は大多数が
研究者であり，どうしても提案者の研究論文の
量や質に目がいく．また，評価項目もそうなっ
ていることが多い．研究者の実績評価も，もち
ろん重要ではあるが，産業界としては，新たな
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発想やアプローチでの挑戦を歓迎する．豊富な
経験がなくても，複数の研究分野の境界を超え
て実践的に課題解決やイノベーションに挑戦す
れば現実の問題が見えてくる．ここが，極めて
本質的なポイントである．
なお，著者は，研究者が自らの知見で研究を
進めることは非常に重要であると思っており，そ
れが，自国の文化程度を表すと思っている．し
たがって，ある比率でこのような研究に対して
リソースを確保する必要がある．しかし，課題
解決型やイノベーション型のプロジェクトでは，
プロジェクトの進め方と評価を抜本的に変える
べきだと考える．
更に，企業のなかでも従来，要素研究をした
後に商品開発に技術移管する「リニアモデル型」
の開発プロセスを見直す必要がある．複雑化し
たシステムなどでは特に必要であるが，仮説を
立てて実験し，顧客とコラボレーションしなが
ら開発の方向を試行錯誤する「コンカレント型」
の開発プロセスが多くの分野で求められている．
このようなプロセスに大学も何らかの形で最初
から参加する仕組みがあれば，問題意識も変わ
り，産学連携ももっと円滑にいくのではないで
あろうか．
第三に，人材育成の問題を取り上げたい．人
材育成こそは，本来大学が産業界に大いに貢献
できるはずである．しかし，ICTに関しては，多
くの大学のカリキュラムと産業界の必要とする
教育内容とはかなりの隔たりがある．前述のよ
うに，今日のビジネスは単体技術よりシステム
にウェイトがある．ソフトウェア分野で言えば，
システム・アーキテクチャはもちろんのこと，更
に，ソフトウェア開発プロセスにもっと目を向
け，要求工学やソフトウェア生産技術，プロジェ
クト・マネジメントなど幅広い工学的な素養も
身に付けるべきである．IT産業で働く多くのエ
ンジニアは，ソフトウェアの部品作りというよ
りは，いかに業務改革を効率よく進められるか
を検討し，既に存在するパッケージやプラット

ホームを活用して，システム設計・構築に取り
組んでいる．要素技術や部品の開発の比率は低
い．関係学会のなかでは，情報系のカリキュラ
ムを，ACMや IEEEの改訂カリキュラムを参考
に改訂されたと聞くが，残念ながら実際の新入
社員がその恩恵を受けてきたようには見えない．
組込ソフトウェアについては，産業界と大学

との連携プロジェクトが一部の大学で進められ，
一定の成果を上げたところもある．しかし，3年
なりのプロジェクト期間が過ぎると，元の木阿
弥という状況を危惧する．文部科学省からの資
金援助が終わり，産業界から派遣された教師が
企業に戻ってしまうと，教える人がほとんどい
ない．改善策としては，大学の教官が，1年な
り，ある程度の期間企業に入り込んで現実の問
題に接すれば，本気でカリキュラムを変えるモ
チベーションが上がるのではないか．
そして，第四に，人材の多様性と産学官間に

おける人材の流動性の重要性を強調したい．商
品やサービス，ビジネスモデル等，どの開発に
おいてもイノベーションが求められている．先
進国と新興国の違い，顧客の多様な嗜好性など，
ニーズは多様化している．一方，インターネッ
トによる情報拡散が流行を作り，グローバルに
同一になる場合もある．ともかく予想が立ちに
くい世界で，固定的な考え方ややり方ではビジ
ネスは成功しない．そのため，多様な見方，や
り方が必要であり，人材の多様性が非常に重要
である．イノベーションは均質文化の組織では
生まれにくい．女性や外国人のポテンシャルを
もっと活用すべきであろう．
更には，施策を提案，推進する官僚も含めて，

三者間のローテーションが進むことが産学官連
携の成功の鍵ではないであろうか．文部科学省
の科学技術・学術審議会で野依委員長は，省庁
横断のマルチファンドの重要性を強調されてい
たが，更には，省庁横断のみならず，産学官の
間の人材ローテーションも進めないと，なかな
か文化が変わらないのではないか．
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人間の知能形成を支える脳システムを知って，
若い研究者・技術者は成長して欲しい

フェロー 仁木 和久
産業技術総合研究所

1. はじめに

電子情報通信学会からフェローの称号をいた
だき，特に，私の「人間の学習と記憶の脳認知
科学」研究を評価していただいたことに感謝し
ています．受賞して感じるのは，人間の素晴ら
しい知能特性を一貫して探求できた私の研究人
生の幸せと，人間の知能形成の生物的仕組みの，
知れば知るほどの奥深さです．
「意図を持った主体的認知行動（=行為）」を
通した人間の知能形成の脳イメージング研究を
この 10年間行いましたが，「意図や目標」を持
ち，「感動」し，「自ら行動する」ことの重要さ
とその理由を，脳科学的に知ることになりまし
た．その発見は，自らの研究法にも影響を与え，
研究の原動力ともなりました．そこで，本稿で
は，人間の知能形成の脳システムについて紹介
したいと思います．若い研究者・技術者の成長
に役立つヒントにしていただければ幸いです．
2. もう一つの学習原理

人間の知能形成の基盤に，情報に触れ，行動
を繰り返すだけでも無意識に知能形成できる能
力があります．スキルの獲得がその典型であり，
日常生活での意味の習得もこのタイプの能力に
よります．一方，言語機能は，知識を蓄え，論
理的に判断・推論する人間の高次能力の基盤で
あり，高等教育での学習原理となっています．
しかし，人間の持つ学習原理はもう一つあり
ます．経験を通して学ぶ「構成的学習 (Construc-

tive Learning)」は，理系の初等教育での重要な
学習原理となっています．今回紹介する「構成

的学習」は，この学習が人間のインサイト現象
や創造性と密接に関係するなど，研究者・技術
者に不可欠な能力と密接に関係します．
実は，経験（=行為）の記憶「エピソード記
憶」は，この「構成的学習」と密接に関係しま
す．一回の経験で記憶が残り，その経験を再現
できるという特徴，つまり，行為の知能化に関
係します．我々が「納得」し，「理解」し，新し
い知識やスキルを身に付ける時，この「構成的
学習」が起こります．この学習は，不確定性が
大きな社会的活動の中で起こりやすく，創造的
な活動にも不可欠なことが分かります．
3. 構成的学習を支える脳システム

構成的学習は，(a)一回起性の速い形成とそ
の長期保持，(b)行為と知能の双対性，(c)行為
におけるタスク目的など意図成分の重要な寄与，
(d)知能形成の構成性，など多様な特徴を持って
います．知能形成の構成性とは，新しい知識や
知能が，既存の知能基盤の再構成として，多様
に形成できる能力で，構成的学習の重要な特徴
です．このような諸特徴を持つため，人間の知
能は非常な多様性を持ち，社会・文化の中で容
易に，柔軟に形成されます．
我々の一連の脳イメージング研究は，図 1の

記憶の中枢「海馬」を中核とした脳システムが
構成的学習を支えることを明らかにしました．
図 1から様々なことが分かります．行為の記
憶には，記憶の中枢「海馬」が不可欠ですが，新
しい知識の発見のためには新しい視点の導入が
不可欠であり，他人の意図理解に働く「こころ
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図 1. 構成的学習を支える脳システム

の理論」脳領域「TPJ」の機能が必要です．現在
の知識の矛盾や誤りの検出に「ACC」（人間のコ
ミュニケーションで働く脳領域）の機能が必要
で，更に新しい発見に感動が伴うなど，感情の
中枢「扁桃体」の機能も不可欠なことが分かり
ます．このように，構成的学習は，実は，ACC，
TPJなど社会脳により支えられて働く必要があ
り，記憶の中枢「海馬」を中核とした図 1の脳
システムにより実現されていることが分かりま
す．知的満足など感情も記憶の強い保持に不可
欠です．
4. 人間は意図を持った行為の空間で生き，知能

を形成する

人間が意図を持った認知行動（=行為）を通
して知能を形成するという本研究の示唆は，人
間の社会的・文化的活動空間を人間の知能形成の
場であると考えて良いことを意味します．個々
人は，この社会場で何をしたいかという「意図」
を持って活動し，社会との協調や共有，あるいは
フィードバックを得ながら成長するといえます．
そもそも，脳システムは外界との相互作用を
支えていましたが，人間は行為という能力によ

り社会・文化を築いている（進行中）といえます．
5. 目標を持ち，達成し，感動を味わおう

研究者や開発者は，本質的に重要なことをか
ぎ分け，目標を持ち，その達成を目指し，新し
い知識を獲得し新しい製品を作り出す．そのよ
うな活動は，実は社会的活動であり，個人の知
識・知能を形成させるだけでなく，一方では，社
会・文化の創成に寄与することが，（知的）満足
という報酬源となっています．
このように，私たちの知的活動の「本当の姿」

の一端を，人間の知能の「心のシステム」の脳
構造から垣間見る（=可視化して理解する）こ
とができます．
参考文献
[1] 仁木和久，“ヒト行為の学習と記憶の脳科学，”脳
科学と教育・学習，小泉英明（編），pp.33–54, 明
石書店，2010.

24



情報・システムソサイエティ誌 第 16巻第 2号（通巻 63号） 【コラム】

Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.

In this issue we take up the important mat-
ter of space. Here, I don’t mean the final fron-
tier, the great emptiness beyond our planet, or
what you may lack on the subway every morn-
ing; rather, I mean the humble bit of white space
produced in your document by hitting the long
middle key at the bottom of your keyboard.

Give Me Some Space

A space in English text is more than
nothingness—it is quite meaningful! At the most
basic level, we separate and thus identify words
by inserting spaces between them. Let’s discuss
a few of the most common ways that spacing is
misused.

One of the most common errors with spaces
involves parentheses:

× . . . Burnbaum variable(BV)�determines. . .
× . . . Burnbaum variable�(�BV�)�determines. . .
© . . . Burnbaum variable�(BV)�determines. . .
Consequently, the rule here is very simple: al-

ways insert a space outside of parentheses; never
insert a space inside of parentheses.

Another very common problem is not using a
space between a value (number) and a measure-
ment unit:

× . . . so its memory was increased to 500GB.
© . . . so its memory was increased to 500�GB.
Actually, the first example (with no space) is

often used in popular magazines or on the pack-
aging of products like hard drives. However, in
technical writing for a journal, you should add
the space. A major exception is for temperature
values, such as a number followed by degree sign
and C for Celsius:

× . . . the temperature dropped to 87◦�C af-
ter. . .

© . . . the temperature dropped to 87◦C af-
ter. . .

Similarly, the symbol for percent (%) should
not have a space in front of it:

× . . . 75�% of the n-gram results showed. . .
© . . . 75% of the n-gram results showed. . .

Be careful not to insert a space between words,
letters or numbers and common punctuation
marks like commas, periods and colons:

× . . . as before�, were divided into three parts:
© . . . as before, were divided into three parts:
An error I often encounter in our clients’ doc-

uments is the insertion of two spaces between
sentences:

× . . . without modification. �We then. . .
© . . . without modification. We then. . .
Such spacing is an old convention of the type-

writer era. Word-processing software like MS
Word makes beautiful automatic spacing after
periods—using two spaces ruins this.

Limit “Figure-centered” Sentences

A common sentence style in technical writing
is what I call “figure-centered sentences”:

© Figure 1 shows a schematic outline of
our. . .

© Equation 2 expresses the relationship of. . .
Such sentences can be useful and are often

clear and direct, but if overused they make the
text seem repetitive and thus boring. The eas-
iest way to limit such usage is by enclosing the
figure number in parentheses:

× Figure 3 shows the correspondence ratios
for Experiment 2. They are clearly larger
than. . .

© The correspondence ratios for experiment
2 (Fig. 3) are clearly larger than those
for. . .

In addition to avoiding awkward repetition,
the style of the second example uses as the gram-
matical subject a thing or concept that is more
important than a reference to a figure.

Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?

1) Our results match to those of Jones et al.
2) Our results match those of Jones et al.
3) Our results show a close match to those. . .

(Answers: Only 1) is incorrect)
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編集後記 ご多忙の中，短期間で原稿を御執筆いただきました著者の皆様，多くのサポートをいただきまし
た編集委員の皆様に心より感謝申し上げます．特に前月号より校正の効率が格段に向上し，その恩恵を実感
いたしました．前月号の編集担当の皆様にもこの場を借りてお礼申し上げます．（主担当：早大 小川）▼著
者の皆様には迅速な対応をしていただき，無事刊行に至りました．深く感謝申し上げます．今回初めて編集
作業をさせていただきましたが，作業がシステム化されているために戸惑うこともありませんでした．これ
までの編集委員の方々の努力の賜物と感謝しております．（副担当：NHK 加藤）

27




	p1
	p2
	0003_01
	0004_0005_02
	0006_0007_03
	0008_0009_04
	00010_0011_05
	00012_0013_06
	0014_07
	00015_08
	00016_09
	0017_0020_10
	0021_0022_11
	0023_0024_12
	0025_13
	0026_14
	p27
	p28

