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【巻頭言】

大学の劣化
岡部 洋一
（放送大学）

21 世紀に入ったころだったか，理工系離れが

大学の方がやさしかったという感想を持ってい

深刻になり，電気系の人気も下がり始めていた．

る．つまり，一般大学の学力の劣化は，それほ

一方で，大学卒学生の質の低下が気になり出し

どまでに顕著であると言えよう．この一般大学

た時代である．その解決策の一つとして，初中

の劣化は，各大学人も，程度の差こそあれ感じ

等教育の立て直しについても多数の議論がなさ

ているはずである．

れていた．そのころ，私は「まず，企業がきち

教育の最終ゴールである企業から叩き付けら

んとした卒業生の選択をすべきである．それが

れた挑戦状に，各大学は答える時期にあると思

実行されれば，大学が良質の学生を供給するよ

われる．いや，既に遅過ぎるのかもしれない．し

うになり，順番に小学校までの教育も改善され

かし，遅過ぎてもよいから，日本の大学は，質の

るのではないか．
」という主張を持論として持っ

劣化から脱脚せねばならない．これにより，高

ていた．

校，中学校，小学校と順番に質が向上すること

さて，10 年後の今，正にその現象が起きつつ

が期待される．

ある．一部の企業では海外採用枠が国内採用枠

手法としては，出口における質の制御しかな

の 3 倍にも逹しているとのことである．他の会社

い．つまり，ちゃんとした試験を行うのである．

も海外採用枠をどんどん増していっている．私

もちろん，これだけでは学生の脱落は膨大にな

が想定していたのは国内の競争であった．まさ

るので，教育の質の向上とセットにせねばなら

か，海外との競争になるとは思ってもいなかっ

ないだろう．つまり，学生にも教員にも，前よ

た．しかし，競争であることには違いない．国

りは厳しい環境にして，質向上を図るのである．

内競争よりもより明白に「日本」の大学の劣化

あるいは，途中の脱落は当然のこととし，卒業

が顕在化してきたのである．

学生数を定員とみなす心の入れ替えが必要かも

今，私が勤務している放送大学は通信制大学

しれない．ちなみに，放送大学は公開大学であ

である．かつて，通信制大学は三流大学と思わ

り，誰でも入れる大学である．しかし，誰でも

れてきた．本校もかつてに比べるとやややさし

出られる大学ではない．それでも 40%程度の卒

い試験を課すなど，若干の劣化があるかもしれ

業率である．教育の質は，全講義が放送によっ

ない．しかし，驚きなのは同じ問題を一般の大

て公開されていることから，ある程度保たれて

学の学生に解いてもらうと，とても難しいとい

いるが，まだ不十分であり，今後も一層の努力

う反応が返ってくることである．種々の他大学

が必要である．

と比較すると，少なくとも学力においては放送

もちろん，質の向上が現実にはやさしくない

大学は知らぬ間に一流大学にランキングされる

ことも十分理解している．教員の協力が得にく

ようになったのである．もちろん，先生や友人

いことに加え，特に学生定員制度が大きな障害

と交流のチャンスは少なく，全人教育という面

となっていることも明らかである．こうした，国

ではまだ一流とは言えないかもしれない．別の

レベルの改革も必要であるが，まずは各大学の

証拠として，本校には他大学の卒業生や編入生

工夫に期待したい．

もたくさん入ってくる．その人達も，概ね前の
3
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ISS 活動功労賞・査読功労賞・ISS 論文賞
おめでとうございます
平成 23 年度の ISS 活動功労賞・ISS 査読功労賞及び平成 22 年度の ISS 論文賞の表彰式が，機械振
興会館において 6 月 2 日に開催されました．受賞者の氏名と貢献内容，あるいは論文名を御紹介し
ます（敬称略）．

ISS 活動功労賞
児玉 和也

ソサイエティ誌編集幹事としての貢献

武田 一哉

ISS 和文論文誌編集委員長としての貢献

室田 真男

ISS 和文論文誌編集副委員長としての貢献

清本 晋作

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献

長谷川 修

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献

篠田 浩一

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献

山下 洋一

ISS 英文論文誌編集委員としての貢献

松田 一朗

画像工学研究会活動への貢献

前田 英作

パターン認識・メディア理解研究会・MIRU シンポジウム・FIT・総合大会の企画，運営への貢献

藤田

人工知能と知識処理研究専門委員会幹事としての貢献

泉

茂
知論

リコンフィギャラブルシステム研究会運営及び和文論文誌・英文論文誌編集への貢献

ISS 査読功労賞
日浦 慎作

論文誌査読委員としての貢献

長尾 智晴

論文誌査読委員としての貢献

野城 真理

論文誌査読委員としての貢献

林

敏浩

論文誌査読委員としての貢献

久野 義徳

論文誌査読委員としての貢献

藤田

聡

論文誌査読委員としての貢献

清本 晋作

論文誌査読委員としての貢献

岩本 宙造

論文誌査読委員としての貢献

藤本 雅清

論文誌査読委員としての貢献

河合 栄治

論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
【先見論文】
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，浜田 周治，前田 敏行，高取 厚夫，野津山 泰行，梶原 誠司
平成 18 年 8 月号 和文論文誌 D 掲載
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【研究最前線 (AI)】

学際化する人工知能研究
栗原 聡
大阪大学

1. はじめに

る．そのためには，実環境に設置するセンサネッ

人工知能と知識処理研究専門委員会 (SIG-AI)

トワーク等による人の振る舞いに関する様々な

は，人工知能と知識処理に関する基礎理論から

情報を収集する基盤を構築する必要があり，近

応用システムまでを広く研究対象としており，

年においてセンサデバイスや携帯電話・PDA 等

以下のキーワードを挙げている：人工知能基礎

のハードウェアを中心とする技術革新は目覚ま

理論，エージェント，ソーシャルネットワーク，

しく，様々な実環境情報の収集が可能になりつ

知的コミュニケーション，知的インタフェース，

つある．問題は，従来のセンサネットワークを

知識メディア，Web インテリジェンス，知能ロ

用いた実環境からの情報収集に関する研究にお

ボット，データマイニング，複雑ネットワーク，

いては，センサの設置箇所やセンサ同士の隣接

ユビキタスコンピューティング，複雑系，GA，

関係等の情報を既知とするものが多いが，セン

ニューラルネットワークなど．そしてこの広範

シングシステムを新しい社会のインフラとして

囲にわたる研究対象が示すように，近年の人工

確立させるためには，敷設段階における人手に

知能研究は様々な異分野との学際化の傾向が加

よる設定を限りなく不要とすることが必須であ

速しており，その一つにユビキタス情報処理や

ろう．そこで，センサネットワーク自体が自律

センサネットワーク研究分野との連携が挙げら

的に自らの個々のセンサの隣接関係等を獲得す

れる．これらの研究分野は，高度高齢化社会の

るしくみが必要となり，人工知能技術である確

訪れに伴い，今後家庭内での事故の急増が懸念

率・統計に基づく手法や集団型生物の行動ダイナ

されていることや，乳幼児の事故の多くが家庭

ミックスに基づく Ant Colony Optimization を

内で発生していること，また恒常的に工事など

利用する手法等が提案されている．特に後者は

が行われている工場やプラント等において，情

環境の変化に対して頑健性があり，スケール性

報伝達が徹底されていないが故の事故の発生な

も兼ね備える魅力的な手法である．

ど，我々の日常生活における安全安心をどのよ

3. 人間行動マイニング

うに確保するかという重要な課題を解決する鍵

次の段階は，収集したデータから人の振る舞

として大いに期待されている．以下，本稿では，

い等に関する情報を抽出する作業であり，各人

これら今後の日常生活と密接な関係を持つ研究

の習慣的な移動パターンや，個人間の振る舞い

分野に対して，人工知能技術がいかに重要な地

における依存関係等，何らかの規則性を見出す

位を占めているのかについて簡単に紹介する．

ことのできる情報が抽出すべき対象である．人

2. センシングと人工知能

の振る舞いは，
「移動」と「立ち止まっての何か

まず，日常生活での安全安心を確保するため

しらの作業」に分けることができ，特に移動の

には，実世界の様々な情報を情報世界に取り込

センシングでは各人に個人識別用の RFID 等の

み，実世界で起きている事柄を把握する必要があ

タグを携帯させることでトラッキング精度を高
5
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める手法が一般的なのであるが，人に識別子を
持たせない条件での複数人の動線抽出といった，
より難しいテーマを対象とする研究も見られる．
これは，一般家庭等において乳幼児に常にタグ
を携帯させることは非現実的であることが背景
にあり，センサネットワークから得られるのは
単にセンサが反応した時系列データのみであり，
どの識別子を持つ個人がどのセンサを反応させ
たのかは分からないことから，時系列データを

図 1. インタラクションが必要不可決

解析して個々人の習慣的な振る舞い等を抽出す
る必要がある．ここで，人工知能研究の中核技

グで実行するしくみの確立である．例えば，あ

術の一つであるデータマイニングの出番となる．

る人が席を離れて移動を開始したことをセンサ

中でも近年，時系列マイニングやストリームマ

が感知すると，抽出された行動パターンデータ

イニングといった，データストリームを対象と

を参照してその移動先の予測を行い，その移動

するデータマイニング技術が注目されている．

が普段通りに達成可能かどうかを先んじて確認

データストリームとは連続的かつ時間順に並べ

する．そして，もしも何らかの危険や不具合が

られたデータ系列であり，個々のデータの間隔

検知された場合は，人がその危険に遭遇する前

も必ずしも一定ではなく，大量かつ継続的に生

に危険を除去したり，その行動を中止させるイ

成されるデータのことであり，センサデータや

ンタラクション等が考えられる．

金融データ，また twitter など時々刻々生成され

従来のセンサネットワーク研究において，イ

るマイクロブログデータなどが典型例である．

ンタラクションはその応用先と位置付けられる

従来のデータマイニングでは，まず解析対象の

ことが多いが，インタラクションこそが最終目

全データを溜め込み，それに対してマイニング

的である．図 1 において，転倒の予測ができた

技術を施す逐次的な解析が主であったが，常時

としても，その行動を実際に止めることができ

データが継続的に生成される系列データに対し

なければ意味がないのである．この部分におい

ては，この方式を摘用することは極めて困難で

ても，人工知能研究におけるプランニングや推

あり，オンライン型のマイニング手法や，ある一

論など様々な技術が利用可能である．特に，人

定量のデータを溜め込み解析することを継続的

の行動に合わせたインタラクションが必要なこ

に繰り返す手法等が提案されている．また，従

とから実時間性が重要な鍵となる．

来の特徴的な系列パターンの抽出を目的とする

5. 最後に

タイプに加え，最近では系列パターンを構成す

以上，人工知能研究分野の学際化における一

る個々の要素の出現時間間隔までもを考慮する

つの例を紹介したが，これ以外にも様々な異分

アルゴリズムも提案されている．

野との連携が加速しており，人工知能と知識処

4. インタラクション

理研究専門委員会もこれまで以上に広い視野に

最後のプロセスが，人に対する最適なインタ
ラクションを，実世界に設置する様々なインタ
ラクションデバイスを利用して最適なタイミン
6
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【研究最前線 (MI)】

医用画像診断支援の最前線
河田 佳樹

仁木 登

徳島大学

徳島大学

1. はじめに

診断支援」
（2003〜2007 年度）の実施に続き，新

医用画像研究会の主旨は (1) 本分野の活性化，

学術領域研究：
「医用画像に基づく計算解剖の創

(2) 若手研究者の育成，(3) 国際化（アジア交流）

成と診断・治療支援の高度化」（2009〜2013 年

である．1999 年に研究会が発足されて以来，そ

度）の発足からもその必要性と研究成果への期

の精神は脈々と受け継がれている．本分野の発

待の大きさが伺える [3]．医用画像研究の一つの

表件数は着実に増加しており [1]，アジアフォー

ゴールは，基盤技術と実用化技術の開発の先に

ラム (International Forum on Medical Imaging

ある臨床現場での活用を通した疾患の画期的な

in Asia: IFMIA) の定期開催を通した国際化及

予防・診断・治療法の実現への貢献である．ここ

び，MI 研究奨励賞選定による若手研究者の育成

では，我々が携わっている胸部 CT 画像を用い

の取り組みも着実に進んでいる [2]．本研究会の

た CAD の研究開発の視点から，医用画像診断

発表内容を分類した報告によると，下記の分野

支援のニーズと実用化への課題について述べる．

が主な対象分野となっている [1]．

2. 胸部 CT 画像の医用画像診断支援のニーズ

(1) 画像化（X 線 CT，MRI，PET，光など）
(2) 生体信号抽出・生体計測

我が国において胸腹部の主要疾患であるがん
（肺がん，肝がん，膵臓がん，大腸がん），慢性

(3) 画像再構成法・復元法

閉塞性肺疾患 (COPD)，心血管・リンパ節疾患，

(4) 画像評価（ROC 解析など）

骨粗鬆症による重篤な健康被害の発生は，社会

(5) 画像解析アルゴリズム（画質改善，領域分

的に大きな問題となっている．殊に肺がんは，が

割，位置合わせなど）
(6) 画像認識・理解アルゴリズム（パターン分
類，モデルマッチングなど）

ん死亡者数の約 20%（約 6 万人）を占める部位
別死亡者数 1 位の難治がんである [4]．この克服
のためには早期発見・早期治療が基本である．早

(7) グラフィックス，インタフェース，VR など

期発見には，検診者の精神的・身体的負担の少

(8) コンピュータ支援診断システム

ない高性能な非侵襲的な検診技術の早急な確立

(9) コンピュータ外科システム

が必要である．この検診法として低線量 CT 検

(10) 医療情報システム（PACS，HIS，RIS など）
．

診が有力である．昨年，米国国立がん研究所が

この中で，医師の画像診断を支援するコンピュー

実施した全米肺がん検診臨床試験により，肺が

タ支援診断 (CAD) の基礎的アルゴリズムや実用

ん CT 検診によって肺がん死亡率が 20%低下す

化アルゴリズムの研究開発が，イメージング技

ることが立証された [5]．一方で，臨床現場にお

術の進展とともに極めて関心の高い分野となっ

いて医師が膨大な CT 画像を読影する負担の問

ている [1]．この分野は，我が国で最初の CAD

題が発生している．このため，医師の読影を支

大型プロジェクト，文部科学省科学研究費補助

援する定量的診断技術の研究開発が求められて

金による特定領域研究：
「多次元医用画像の知的

いる．
7
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きる臨床研究のデザインが今後の重要な課題の
一つとなると考えられる．その適切な実施及び
適切な解析によって，研究開発システムから現
実の臨床システムに転化されることが望まれる．
5. おわりに
我々が進めている胸部 CT 画像を用いた CAD
の研究開発の視点から，医用画像診断支援のニー
ズと実用化への課題について述べた．ディジタ
ル診断環境の整備に伴って臨床現場で医用画像
図 1. 医用画像診断支援の開発例

診断支援システムの受け入れ態勢が進みつつあ
る．今後，臨床研究によってシステムの性能が

3. 医用画像診断支援の開発例

スパイラルアップされて有用な診断技術として

我々は，肺がんを中心に胸腹部の主要疾患を

進展し，研究開発システムが臨床現場に迅速に

対象とした診断・治療を高度に支援するシステ

提供され，疾患の高度先駆的な予防・診断・治

ムの開発を進めている（図 1）．これは，病変候

療法の実現に貢献するものである．

補位置を検出して医師に示す存在診断支援と病

参考文献

変候補に関する良悪性鑑別や疾病の進行度等の

[1] 仁木登，藤田広志，“医用画像の研究最前線，
” 情報・

定量的な情報を医師に提示する鑑別診断支援か
らなる．この実現には，疾患の形態的・機能的
な画像特徴解析と臨床・病理診断結果や再発・死
因の予後追跡情報を定量的に関連づけた疾患の
体系化が重要な鍵となる．現在，臨床現場で役
立つ技術を目指して，開発技術を組み込んだプ
ロトタイプシステムを構築して臨床研究を開始
している [6]．
4. 臨床現場への導入に向けて

システムソサイエティ誌，vol.12, no.1, pp.6–13,
2007.
[2] 佐藤嘉伸，“医用画像研究の最前線，
” 情報・システ
ムソサイエティ誌，vol.14, no.1, pp.10–11, 2009.
[3] 文部科学省科学研究費補助金（新学術領域研究），
“医用画像に基づく計算解剖学の創成と診断・治療
支援の高度化，
” http://www.comp-anatomy.org/
wiki/
[4] 国立がん研究センターがん対策情報センター，“が
んの統計’10，
” http://ganjoho.jp/public/statistics/
backnumber/2010 jp.html

研究開発された CAD システムを臨床現場に

[5] The National Lung Screening Trial Research

提供可能とするためには，その医学的有効性と

Team, “Reduced lung-cancer mortality with low-

システムとしての安全性の評価が要求される [7]．

dose computed tomographic screening,” N. Engl.
J. Med., vol.365, no.5, pp.395–409, 2011. (http://

海外では，乳腺，胸部，大腸の画像診断におけ

www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102873)

る商用 CAD システムが FDA（米国食品医薬品

[6] 仁木登，“肺がん CT 検診のコンピュータ支援診

局）の認可を得て実用化されている．国内では，

断の展開，
” 信学論 D，vol.J91-D, no.7, pp.1715–

マンモグラフィCAD システムが薬事承認を得て

1729, July 2008.

商用化されている．臨床現場への迅速な導入に

[7] 平成 22 年度次世代医療機器評価指標作成事業，“コ
ンピュータ診断支援装置審査WG 報告書，
” 平成 23

は，CAD システムの性能，品質，安全性と医学

年 3 月．(http://dmd.nihs.go.jp/jisedai/computer/

的有効性について質の高い科学的根拠を提供で

computer H22.pdf)
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【研究最前線 (EMM)】

マルチメディア情報ハイディング・
エンリッチメントの研究最前線
越前 功

馬場口 登

国立情報学研究所

大阪大学

1. はじめに
Web コンテンツのマルチメディア化，YouTube
などのソーシャルメディアの普及と相まって，マ
ルチメディアコンテンツのネット流通は多様化，
高度化しつつある．当初，コンテンツの著作権
保護や秘匿コミュニケーションを目的とした情
報ハイディング (information hiding) 技術は，研
究の蓄積とともに適用分野が拡大し，マルチメ
ディア情報のフォレンジクス，セキュリティ対
策，プライバシー保護などの研究分野が出現し
ている．いま，これらメディア情報の「価値」を
「守る」という観点のみならず，更に「価値」を
「高める」
「創造する」
「測る」という観点が必要
になってきた．すなわちマルチメディア情報の
統合化や柔構造化による，高機能化，高付加価
値化（これをエンリッチメント (enrichment) と
呼ぶ）に関する研究開発が不可欠であり，エン
リッチメント技術は学術面と産業応用面の両方
に新たな地平を拓くものと考える．本年 4 月か
ら新しく発足したマルチメディア情報ハイディ
ング・エンリッチメント (EMM: Enriched MultiMedia) 研究専門委員会は以上の問題を議論す
る場である．以下では 5 月 30 日に開催された
EMM キックオフ・イベント [1] の講演内容と研
究最前線の一例を紹介する．
2. EMM キックオフ・イベント
EMM キックオフ・イベントでは，コンテンツ
の「価値」を「守る」
「高める」
「創る」
「測る」分
野で活躍する第一線の研究者による講演を行っ
た．以下，各分野での講演内容を概観する．
・コンテンツの価値を守る研究
本分野は，多様なメディアを流通するコンテ
ンツを対象としたセキュリティ基盤技術，及び
セキュリティシステムに関連する技術などを対
象とする．本分野では，「サイド情報を利用す

る情報ハイディング」と「法科学における画像
解析」に関する講演があった．
「サイド情報を利
用する情報ハイディング」では，サイド情報と
呼ばれるカバーオブジェクトの情報を活用する
ことで，電子透かしのロバスト性とステガノグ
ラフィの安全性を向上する情報ハイディング技
術が紹介され，「法科学における画像解析」で
は，法科学分野における犯罪現場画像の画質改
善，超解像，画像計測，改ざん検出の最新の成
果が紹介された．
・コンテンツの価値を高める研究
本分野は，既に存在するコンテンツを処理・
変換することにより，その価値を高める技術を
対象とする．本分野では，
「権利保護のためのメ
ディア処理」と「情報埋め込みペンによる手書
き価値の向上」に関する講演があった．
「権利保
護のためのメディア処理」では権利保護の観点
からマルチメディア処理の具体研究を取り上げ，
音響電子透かしを用いて映画館内の映画盗撮位
置を推定する手法や映像サーベイランスにおけ
る被写体のプライバシー保護のための画像・映
像処理の研究が紹介された．
「情報埋め込みペン
による手書き価値の向上」では，紙の上の手書
きに筆記者情報や筆記日時などの計算機可読な
情報を埋め込み可能な “情報埋め込みペン” に関
する技術が紹介された．
・コンテンツの価値を創る研究
本分野は，複数のコンテンツの統合，新たな
コンテンツ提示方法，コンテンツの流通方法等
を検討することで，新しいメディアを創造し，そ
の価値を高める技術を対象とする．本分野では，
「映像コンテンツ制作における表現技術の追求」
に関する講演があり，映像制作現場で用いられ
るソフトウェアツールによる映像処理に焦点を
あて，その根底にある数理モデルの背景，歴史，
9
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現状，及び映像制作現場における技術開発例が
紹介された．
・コンテンツの価値を測る研究
本分野は，コンテンツの品質を主観的，客観
的に評価する知覚・認知メトリックスや人間視
聴覚システムなどの技術を対象とする．本分野
では，
「視聴覚コンテンツの臨場感と迫真性」に
関する講演があり，より自然でリアルなコミュ
ニケーションシステムの実現のために，背景的・
空間的な「場」の本物らしさを表す “臨場感” と
前景情報を中心とした本物らしさを表す “迫真
性” を取り上げ，両者の相違についての分析を
紹介したものである．
3. 研究最前線：ディスプレイ盗撮防止技術の
研究
以下では，EMM 研専における研究最前線の
一例として，ディスプレイ盗撮防止技術の研究
[2] を取り上げる．
個人情報・機密情報の漏えい防止や，画像・映
像コンテンツの著作権保護のために，暗号を用
いた不正コピー防止技術が広く利用されている
が，ディジタル情報をディスプレイに表示して一
旦アナログ化し，表示されたアナログ情報をディ
ジタルカメラで撮影することで，不正コピー防
止技術を無効化してしまう問題（アナログホー
ル問題）が指摘されている．既に PC 画面の盗撮
による情報漏えい事例や映画スクリーンの盗撮
による著作権侵害事例が発生しており，早急な
対策が求められている．上記の問題への対策と
して，人間の目と撮像デバイスの分光感度特性
の違いを用いたディスプレイ盗撮防止技術が提
案された．本技術は，人の視覚には影響を与え
ずにディジタルカメラの受光センサーにのみノ
イズを付加する赤外線光源と赤外線を反射する
ハーフミラーにより構成された盗撮防止ユニッ
トをディスプレイの手前に設置し，ミラーに反
射させた赤外線とディスプレイからの光が見る
側に両方とも届くように設計されている．この
ようにすると，人間の目にはディスプレイの文
字や画像が認識できるが，ディジタルカメラで
撮影すると赤外線が妨害光として写りこみ，文
字や画像が判別できなくなる（図 1）
．本技術は，
10

図 1. 盗撮防止ユニットによる妨害がない場合（上）
とある場合（下）

ディスプレイの盗撮による個人情報や機密情報
の漏えい防止のほか，美術品や工場内設備など
の撮影禁止物の盗撮防止に役立つ技術として広
範囲な応用が期待されている．
4. おわりに
本研究会では，メディア情報の「価値」をテー
マとした幅広い研究の場を提供し，研究分野の
垣根を越えた研究者の活発な議論により，今ま
でになかった斬新な研究分野の創生を期待する
ものである．関係者各位の御支援を賜れれば幸
いである．
参考文献
[1] EMM キックオフ・イベント（2011 年 5 月 30
日）
，http://www.ieice.org/iss/emm/workshop/
20110530 kickoﬀ.php
[2] 国立情報学研究所プレスリリース（2011 年 7 月
4 日），http://www.nii.ac.jp/news/2011/0704/
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【研究最前線 (IEB)】

認知発達ロボティクス
—構成的理解が導く身体性情報学—
浅田 稔
大阪大学
井澤による「身体性情報学序論」[1] では，身

1 は，既存科学規範の否定ではなく内包を意味す

体性情報学研究会のフィロソフィが語られてい

る．2 がアイデアの出しどころで，1 での融合的

る．本稿では，その一翼を担っているロボットに

意味合いを工学者の持っているセンスで，アイ

よる構成的理解手法について，その意味や意義

デアとして出せるか？

を再考する．身体性の本質は序論でも述べられ

内では想像だにできなかったことを創出できれ

ているが，構成的意味合いを付け加えれば，「情

ば，単なるブリッジ役から主役に躍り出ること

報を生み出す，若しくは構造化する能力や性質」

が可能になる．3 では，その結果が 1 の関連分野

である．物理的な身体を持つからといって，従

にインパクトを与えることができるか？ 難し

来のロボティクスが身体性情報学を主張してき

いのは，単一の科学若しくは技術規範の価値観

たわけではない．逆に，静的なプログラムによ

で評価した場合，既知であるか，既存手法に劣

り身体の持つダイナミズムを押しつぶして来た

ると見られることである．これを超えるために

経緯がある．環境，特に他者との相互作用が生

は，新たな価値を創出しなければならない．こ

み出す物理的，社会的ダイナミズムは，従来の

れが，構成的手法の可能性の最終条件である．そ

固定化された価値観の下での理解は困難を伴う．

れは何か？

それゆえ，身体性情報学なのである．
構成的手法の大きな課題の一つは，前提条件，

単一の既存科学の範囲

「主体性」が意味を持つのは人間には限らない
が，人間という個体を対象とすることで，その

すなわち，何を事前に用意しておけば，このダ

意味が鮮明になる．すなわち，赤ちゃんが養育者

イナミックなプロセスを創り出し，表象可能な

との様々なレベルでの相互作用を通じて，自己

アーキテクチャが設計できるかである．これは，

を確立していく過程は，コミュニケーションも

ある目的に従った人工物設計のためだけのもの

含めて，発達心理，認知科学から社会学までも

ではなく，かといって既存分野の知見の鵜呑み

含む多くのミステリーを提供する．既存の分野

でもいけない．ここに構成的手法の醍醐味があ

だけでは解けないミステリーへのアプローチが，

る．すなわち，構成的手法の可能性は，

構成的手法により見出せる可能性がある．特に

1. 既存科学の知見を集積し（この意味では，既

赤ちゃんの認知発達に関しては，外からの観察

存のパラダイムの利用，分野の統合），

に頼る発達心理，ミクロになりがちで，脳機能

2. それらに無矛盾な，若しくは，それらの間で

イメージングが容易でない脳科学など，個別の

の矛盾や論争を解き明かす仮説，若しくはモ

規範ではアプローチが困難である．そこで，認

デルを構成し，

知発達ロボティクスの登場である [2]．

3. シミュレーション若しくは，実空間での実験

認知発達ロボティクスとは，理解の対象となる

を通して，これまでにない事実の発見，若し

人間の発達モデルを人工物の中に埋め込み，環

くはミステリーの解を与えることである．

境の中で作動させ，その挙動から，発達モデル
11
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!
図 1. 認知発達マップ（日経サイエンス別冊 179 から抜粋）
：JST ERATO
浅田プロジェクトの成果から

の新たな理解を目指す．その焦点は，環境との

ローチからは，「システム構成による仮説検証

相互作用を通した，世界の表現や行動の獲得の

や新たな認知科学的仮説の生成」が，認知科学，

認知発達過程にある．特に，環境因子として他

神経科学，心理学などの分野に提案され，逆に，

のエージェントの行動が自分の行動をどのよう

これらの分野から，
「システム構成への仮説」が

に規定していくかという過程の中に，ロボット

工学的アプローチに提案され，相互フィードバッ

が「自我」を見出していく道筋が見えてくるの

クによる認知発達モデルの構成と検証が可能で

では，という期待がある．知的行動を人間のレ

ある．重要なポイントは，獲得すべき行動をロ

ベルで求めるので，人間以外の動物にも可能な

ボットの脳に直接書き込むのではなく，他者を

連合学習から，人間特有のシンボル生成/利用の

含む環境を介して（社会性），ロボット自身が自

記号学習，すなわち言語獲得に至る過程（言語

らの身体を通じて（身体性）
，情報を取得し解釈

創発）が，ロボットの内部構造と外部環境の多

していく能力（適応性）と，その過程を持つこ

様かつ制約的相互作用の中に見出されなければ

とである（自律性）．図 1 に筆者のプロジェクト

ならない．

(www.jeap.jp) の成果の一部を示す．

このようなヒトの認知に関する研究は，従来，
認知科学，神経科学，心理学などの分野で扱わ
れてきた．そこでは，説明原理による理解を目
指しており，認知発達ロボティクスが志向する
設計原理に基づくものではない．しかしながら，
人間理解という共通基盤をもとに，工学的アプ

12
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メモリベースパーティクルフィルタ：
状態履歴に基づく事前分布予測を用いた頑健な
対象追跡

三上 弾

大塚 和弘

日本電信電話

日本電信電話

大和 淳司
日本電信電話

このたびは私どもの標記論文 [1] につきまし

象のダイナミックスを明示的にモデル化するこ

て，平成 22 年度電子情報通信学会論文賞並び

となく高精度な事前分布予測が可能となり，追

に喜安善市賞という栄誉ある賞を賜り，光栄な

跡対象の極めて大きな速度変化に対する頑健性

ことと感謝しております．本研究を進め，完成

と，遮へいなどにより長期に追跡対象を見失っ

度を向上させるに当たり有益なコメントをくだ

た後の迅速な復旧が実現しました．

さった多くの方々に心から御礼申し上げます．

現在は姿勢変化に伴うアピアランス変化に対

この論文は，対象追跡アルゴリズムとして広

する頑健性向上 [2]，履歴の獲得性能の向上 [3]

く利用されているパーティクルフィルタ（以降，

など，M-PF をより広範な対象・環境に適用す

Particle Filter: PF）を改良し，頑健な対象追

べく研究に励んでおります．ただし，M-PF の

跡を可能としたものです．御存知の通り PF は，

可能性は単に物体の追跡に留まるものではなく，

事後分布推定と事前分布予測を繰り返しながら，

一般の状態推定問題への応用が期待できると考

時間とともに変化する対象の内部状態を推定す

えております．今後ともこの賞の名に恥じぬよ

る統計的手法です．一般的な PF では，低次の

う，研究を深めていきたいと考えております．

マルコフ性を仮定し，直前状態からのランダム

参考文献

ウォークモデルあるいは等速直線運動モデルな
どのダイナミックスモデルにより，事前分布予
測を行っていました．これに対して我々は，低

[1] 三上弾，大塚和弘，大和淳司，“メモリベース
パーティクルフィルタ：状態履歴に基づく事前分
布予測を用いた頑健な対象追跡，” 信学論 (D)，
vol.J93-D, no.8, pp.1313–1328, Aug. 2010.

次のマルコフ性にとらわれることなく，長期の

[2] 三上弾，大塚和弘，大和淳司，“姿勢とアピアラ

過去の履歴に基づいて事前分布予測を行う全く

ンスの変化に頑健な対象追跡を実現するアピアラ

新しい PF を考案し，メモリベースパーティクル

ンス統合メモリベースパーティクルフィルタ，”

フィルタ（以降，Memory-based PF: M-PF）と
名付けました．M-PF では，「歴史は繰り返す」

信学論 (D)，vol.J94-D, no.8, Aug. 2011.
[3] D. Mikami, K. Otsuka, S. Kumano, and J. Yamato, “Enhancing Memory-based Particle Fil-

のコンセプトの下，過去の状態を履歴として蓄

ter with Detection-based Memory Acquisition

積し，それらが再び現れる確率（時間的再現確

for Robustness under Severe Occlusions,” 画像

率 Φ(t)）を，時間軸上の関数としてモデル化し，

の認識・理解シンポジウム（MIRU2011）
，IS2-1,

事前分布を予測しました．これにより，追跡対

July, 2011.
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基本対称関数に基づく節をもつ CNF 論理式
の充足可能性判定

馬野 洋平

酒井 正彦

名古屋大学

名古屋大学

西田 直樹

坂部 俊樹

名古屋大学

名古屋大学

本論文 [1] では，論理式の充足可能性判定問題
（SAT 問題）を解く SAT ソルバの高速化を行う
ための一手法を提案しました．近年実用化され
てきている高速な SAT ソルバのほとんどが，入
力を和積形論理式 (CNF) に限定し，その形式を
最大限に利用して高速化を図っています．これ
に対して，本論文では基本対称関数と呼ばれる
ブール関数に対応する節（基本対称節）も許す
ように入力の形式を拡張することで，充足判定
の際の処理の一部が軽量化でき，SAT ソルバの
高速化が可能であることを示しました．ここで，
リテラル（変数やその否定）の和である節が一
つ以上のリテラルが真であるときに成り立つの
に対して，n-基本対称節はちょうど n 個のリテ
ラルが真のときに成り立つというものです．
本論文の研究開始のきっかけは数独 [2] という
パズルでした．このパズルは 9 × 9 のマスに 1 か
ら 9 までの数字を，縦（9 マス）
・横（9 マス）
・
3 × 3 ボックス（9 マス）等のそれぞれについて
数字が重複しないように入れるというものです．
この制約を論理式に書き下して SAT 問題を解く
ことによって数独の問題を解くのは，論理式の
生成もやさしく，また，miniSAT などの既存の
SAT ソルバで短時間で解けます．しかし，私達
が作成していた数独の問題作成を対話的に行う
システムでは，ユーザの操作に対して問題を最
悪 18 回解いて表示する必要があり，高速化の必
要性を感じていました．
パズル問題などを SAT 問題に落し込んで解く
際のコーディングの常套手段なのですが，例えば
数独のようにマスに 1 から 9 の数字のいずれかが
14

入る場合には，それぞれのマスごとに x1 から x9
の変数を用意して，それらのうちの一つだけが
真であることを表す論理式を作ります．これを
CNF で表すには，少なくとも一つは真であるこ
とを表す節 x1 ∨ · · · ∨ x9 と，どの二つの変数も同
時に真にならないということを表す 9×8/2 = 36
個もの節 ¬x1 ∨ ¬x2 , ¬x1 ∨ ¬x3 , . . . を用意しま
す．SAT ソルバの内部では，例えば x1 を真と仮
定すると，後者の節から他の変数 x2 , . . . , x9 が偽
であると推論されます．この例の場合，推論には
x1 を含む合計 8 個の節を訪れて処理を行う必要
がありますが，この手間を削減できないかと考
えて基本対称節の導入に至りました．その結果，
1-基本対称節の形式のデータを持つことで，先程
の 37 個の節をたった一つの節で表すことができ，
推論の手間を減少させることができました．
名誉ある論文賞をいただき，我々一同は大変光
栄に感じております．本論文は上で述べたよう
に，単純な発想から生まれたものではあります
が，通常の節とは異なる節も扱うようにするこ
とで SAT ソルバを改良する道を開いたことを評
価いただいたと考えています．このような発想
が SAT ソルバなどの改良につながれば幸いです．
参考文献
[1] 馬野洋平，酒井正彦，西田直樹，坂部俊樹，草刈
圭一朗，“基本対称関数に基づく節をもつ CNF 論
理式の充足可能性判定，
” 信学論 (D)，vol.J93-D,
no.1, pp.1–9, Jan. 2010.
[2] ニコリ公式パズルガイド「数独」，http://www.
nikoli.co.jp/ja/puzzles/sudoku/
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停止性検証器を用いた帰納的定理証明の
自動化
佐藤 晴彦

栗原 正仁

北海道大学

北海道大学

このたびは，私共が発表しました論文 [1] につ

えた点です．

きまして平成 22 年度電子情報通信学会論文賞を

また，帰納的定理の証明を自動化する上で最

授与いただき，大変光栄に思っております．こ

も困難な点は，多くの場合に適切な補題を追加

の場をお借りしまして，受賞論文の成り立ちに

することが必要となることです．そのような補

ついて述べたいと思います．

題を自動的に発見する手法も数多く提案されて

受賞論文は，帰納的定理と呼ばれる種類の定

いますが，そのような手法が有効である場合は

理証明をいかに自動化するかについて取り組ん

限られています．この問題に対し，我々は前述

だものです．帰納的定理とは，自然数やリスト，

した順序関係の探索に加え，帰納法を適用する

木構造といった帰納的に定義される集合上で成

変数の選択と命題の簡約化の方法についての選

り立つ，証明において一般的に（数学的）帰納

択を幅広く試みる実験を行ったところ，補題の

法を必要とする命題のことです．帰納的定理の

追加を必要としない証明が構成できる場合があ

証明は情報システムに求められる安全性・正当

ることが分かりました．

性といった性質の検証において重要であり，そ

以上の結果から，帰納法における非決定的な

の証明過程の自動化についても，継続的に研究

選択について探索を行う推論の枠組みを示し，

が進められてきました．

その効率の良い実装方法について提案すること

帰納的定理の証明においては，対象とする集

は有意義であると考えるに至り，本受賞論文と

合上に無限減少しない順序を設定することが必

いう形でまとめることができました．論理的な

要になります．最も基本的な順序としては，集

推論を主としたシステムの検証手法への期待が

合の帰納的な定義から直接得られる，構造につ

高まりつつあり，定理自動証明技術の果たす役

いての部分関係が考えられますが，難しい問題

割は今後一層重要になってくるものと感じてお

に対してはより複雑な順序が必要となる場合も

ります．今後もこの分野の発展に貢献できるよ

あり，そのような複雑な順序の取り扱いについ

う，共著者一同研究に尽力したいと思います．

ては自動化があまり進んでいませんでした．し

参考文献

かし，停止性の自動検証及び帰納的定理証明に

[1] H. Sato and M. Kurihara,

関する理論の発展に伴い，帰納法を適用する上
で利用できる順序を動的に求めることが現実的
となってきました．本研究の出発点は，これら
の理論的な基盤と，関連する私共の研究 [2] にお

“Multi-Context

Rewriting Induction with Termination Checkers,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E93-D, no.5,
pp.942–952, May 2010.
[2] H. Sato, S. Winkler, M. Kurihara, and A.
Middeldorp, “Multi-completion with termination

ける実験結果から，帰納法に要する適切な順序

tools (system description),” Proc. 4th Interna-

をある種の探索によって発見することで証明過

tional Joint Conference on Automated Reason-

程を自動化すること，またそれらを現実的な実

ing, vol.5195 of Lecture Notes in Artificial Intel-

行時間で完了させることは十分可能であると考

ligence, pp.306–312, 2008.
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FIT2011 開催速報
宮野 博義
NEC 情報システムズ

1. はじめに

として電子情報通信学会または情報処理学会の

2011 年 9 月 7 日（水）
〜9 日（金）に今年で第

論文誌へ推薦する「論文誌推薦制度」を継続し

10 回となる情報科学技術フォーラム (FIT2011)

ている．また，採択された査読付き論文の中か

が北海道函館市の函館大学・函館短期大学で開

ら所定の選定手続きを経て船井ベストペーパー

催された（プログラムの詳細は FIT2011 の Web

賞（3 編），FIT 論文賞（4 編）が選ばれ，会期

ページ http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/fit/fit2011/

中に表彰が行われた．受賞者の方々にはお喜び

を参照）
．開催内容，イベントについて報告者の

申し上げるとともに，多忙の中，論文査読に御

感想を添えて報告する．

協力を頂いたの方々に深く感謝する．

2. 参加者数

3. 船井業績賞受賞記念講演

3 日間にわたる有料参加者数は約 1,500 人以

大会 2 日目の 9 月 8 日（木）には，本年度の船

上となった．大会直後のため詳細な人数報告は

井業績賞受賞者で 2 足歩行ロボット「ASIMO」

後日となるが，去年と同様の参加者数であると

の開発者である広瀬真人氏（株式会社本田技術

想定される．講演申し込み数は，査読付き論文

研究所 基礎技術研究センター 主席研究員）によ

170 件，一般論文 700 件，合わせて 870 件であ

る記念講演「人との共存を目指すヒューマノイ

り，査読付き論文は 170 件中 90 件が採録となっ

ドロボットの開発〜優しく頼もしいパートナー

た．FIT2011 では，情報分野のより一層の活性

を目指して〜」が行われた．

化を目指すべく，前回同様「コンファレンスペー

講演では，ロボットの 2 足歩行実現のために，

パー」としての査読に加えて，優秀な論文を FIT

関節自由度で 500 以上ある人間の体を，一部の

図 1. FIT2011 会場となった函館大学・函館短期大学

図 2. いずれの講演も会場は満席
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関節を固定した歩行実験によって理解していく

り，多岐に及んでいる．本稿では，その一部を

話であるとか，足の裏にゴムを貼るという，当

紹介する．

時の常識にはない発想で歩行時に足にかかる衝

「気になる最近の計算幾何学の話題から」
：省

撃を緩和し 2 足歩行を可能にしたという開発時

メモリアルゴリズムの検討のように，制約があ

のエピソードが紹介された．また開発時の話以

ることで逆にそれが新しい発想につながること

外にも，例えば NHK の紅白歌合戦に 2 足歩行

があるという話や，近年のインターネットでの

ロボット「ASIMO」を出場させた際の苦労など，

検索環境を用いて 1966 年という昔の数学論文を

興味深い様々な話をしていただいた．2 足歩行

参照し，最新のアルゴリズム開発に活用できた

では満足せず「家の中で役に立つロボット」目

事例についての話がなされ，研究分野を問わず

指して更にチャレンジしていこうという姿勢が

参考になる考え方であると感じた．

強く感じられた点が印象深かった．
4. 特別基調講演

「サイバーフィジカル情報革命〜情報爆発から
価値創造へ〜」：適切な時期に適切な情報を与

大会初日の 9 月 7 日（水）には，粘菌の研究

えるということが薬である，という情報薬とい

で「イグ・ノーベル賞」を受賞された中垣俊之氏

う考え方とそれが実際に健康管理に有用であっ

(公立はこだて未来大学 複雑系知能学科 教授) に

たという事例紹介がなされた．また，大量情報

よる特別基調講演「粘菌の行動知〜原始生命シ

活用の事例として，今年アメリカの人気クイズ

ステムの自律分散情報処理〜」が行われた．講

番組「ジョバディ！」の歴代チャンピオンと互

演では，1) 粘菌が迷路で最短経路を見出す話，

角の戦いを繰り広げた IBM の質問応答システム

2) 周期的な外部刺激を受けるとその周期を学習

「Watson」についての話も紹介された．

して次の刺激を予測する話，3) 個体によって異

「そこそこセキュリティ〜必要なレベルで適切

なる行動をとる個性が見られるという話，の 3

なセキュリティ対策を提供するには〜」
：セキュ

つのトピックを紹介いただいた．また，上記そ

リティがオーバースペックなものではなく，
「適

れぞれの特性に対して，局所的な最適化を反復

切」なものにするためには何を考えなければな

するような数学的なモデルによって説明可能で

らないか，パネル討論会により議論された．「適

あることを示していただいた．生物の知を観測

切」を判断するためにはリスクを定量的に測る

し，どのような解き方をしているかを考えると

必要があり，パターン化・モデル化のテクノロ

いうことで従来の解法とは異なる新たな発想を

ジーやリスクを予見するテクノロジーが求めら

得る可能性がある，という先生の話は興味深く

れている，という話がなされた．

感じた．本講演の内容は，
「粘菌—その驚くべき

6. 展示会

知性—」中垣俊之，PHP サイエンスワールド新

会場では企業による展示会が開催され，合計

書とも関連しているので，興味のある方は是非

4 つの展示がなされた．

読んでいただきたい．

7. 終わりに

5. イベント企画

次回の FIT2012 は 2012 年 9 月 4 日（火）〜6

大会中は一般講演の他にも 2 か所のイベント

日（木）に東京都小金井市の法政大学（小金井

会場において合計 12 のイベントが開催された．

キャンパス）での開催が計画されている．多数

内容は講演，パネル討論会であったり，アルゴ

の投稿と参加を期待している．

リズムコンテストの入賞者による発表であった
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人間についての謎 第 4 回
戸川 達男
早稲田大学

1. 人間の特異性

いが適応度だけで説明できないとしても，それ

前回の最後に予告したように，
「人間とほかの

はただ人間が生物一般にあてはまる法則からは

動物に本質的な違いがあるのか？」という問い

ずれているというだけのことで，それは特異な

かけが，好奇心を充たすこと以上に重大な問題

ことではあっても，一大事だというわけではな

なのだということを指摘するのが最終回のポイ

い．けれども，人間の問題は我々自身の問題であ

ントである．どうしてこの問いかけが重要かと

り，人間が子孫を残すことよりも自己の欲望を

言うと，もし人間とほかの動物に本質的な違い

満たすことを優先させるような性質を持つとす

があるなら，すべての動物に通用した法則が人

れば，人間の将来をなりゆきにまかせていいの

間にはあてはまらないことになって，人間理解

かどうかは重大な関心事となりそうなものであ

の基盤が崩れるからである．殊に，もし人間は

る．それにもかかわらず，これまでこの問題が

もはや子孫を残すように組み立てられたシステ

あまり取り上げられなかったのはなぜかという

ムとは見なせないことになれば，それは人類の

ことも一つの謎である．しかし，この謎を解く

存続にかかわる事柄にもつながる．

ことによって問題が解決するわけではなく，む

ここで本質的な違いというのは見かけの違い

しろ人間の性質が今後の人間のふるまいにどの

に対比した言い方である．例えば，人間の祖先

ように現れるかを見通し，もしも人類の存続を

が道具や火を使う文化を獲得したのは見かけ上

危うくする可能性があるなら，何か対策を考え

大きな出来事であったが，それによってほかの

ることが先決ではないだろうか．

動物のテリトリーを奪って繁殖していったとい
う段階では，文化を持ったことは爪や牙よりも

2. 現代人の謎
動物と人間の間に本質的な違いがあるとすれ

強力な武器を獲得したのと同じことで，文化も

ば，その起源は 10 数万年前のホモサピエンスの

適応度を増す手段の一つにすぎず，生物多様性

出現以前にさかのぼるはずだが，その違いが顕

の一環と見なし得る性質であり，本質的とはい

在化しててきたのは最近のことだということが

い難い．文化が発展して，それなしでは生きら

あるかもしれない．もしそうなら，現代人に見

れないという段階に至っても，それなしでは生

られる不可解な性質に注目して，それが人間に

きられない特異な遺伝的性質を持った動物と同

特有な性質なのかどうかを検討するというアプ

等とみなすことができる．しかし，文化が生き

ローチが考えられる．そこで，現代人を特徴づ

るための必要を超えて発展したとすると，文化

ける幾つかの性質について検討したい．

は適応度すなわち子孫を残すことへの貢献度に

まず，個人主義を社会の基本概念に据える傾

寄与する手段とみなすことができなくなり，ネ

向について考える．個人の人格を最優先の事柄

コの爪の場合のように「なぜか？」を問うこと

として尊重することがルールとして確立してい

もできなくなる．また，システム的には，もは

る社会を個人主義社会とみなすとすると，かな

や適応度を評価関数とするシステムとはみなせ

り以前から既に個人主義がほぼ確立している国

ないことになる．

もあれば，いまだに確立していない国もあるよ

純粋に科学的立場では，たとえ人間のふるま
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いるように思われる．しかし，生物一般の性質
としては，個体の生存より集団の存続が優先す
ることは明らかであり，同様の性質が人間にも
あてはまるなら，個人主義は，人間集団の存続

図 1. 未来の人の代弁者．今からの時間の逆数で人

が保証された後に初めて許されるという条件付

数を割引けば遠未来まで代弁者を立てられる

きでなければならないはずである．
今日では，個人主義に批判的な考え方は少数

すれば，未来の人の利益は損なわれる．

派である．チャールズ・テイラーは，自分のこ

未来の人の要求を政策決定に反映させるよう

とを最優先にすれば社会は自己実現の道具とみ

に，未来の人の代弁者を立てて，投票権を与え

なされるようになってしまうというようなこと

ることは可能かもしれない．しかし，未来の人

から，個人主義は問題だと主張している [1]．し

の権利を全面的に認めると，未来の人の数が今

かし，テイラーも生物の性質としての特異性と

の人より圧倒的に多いので，今の人の主張は政

いう視点ではほとんど言及していない．

策にほとんど反映されないことになるので，そ

倫理，すなわち人間の行動の規範として，今

れはあまりに不都合であろう．そこで，未来の

日もっとも広く受け入れられているのが功利主

人の権利をある程度割り引くとして，未来の人

義のようである．要点は「最大多数の最大幸福」

の代弁者の数を近未来に多く，遠未来にゆくに

である．幸福とは何か，すべての人でなくてい

したがって少なくすることも考えられる．未来

いのか，最大とする量が二つあっていいのかな

の権利を割り引くのは経済活動でもあることだ

ど多くの疑問点があり，不明確な点が多い．功

が，手形割引のように期間に対して定率で割り

利主義は帰結主義，すなわち結果の良し悪しに

引くと，遠未来にまで代弁者を立てることが困

よって評価する考え方の一つである．現実には

難になる．遠未来までほぼ均等に代弁者を立て

結果を問題にせずに行為の良し悪しを判断しな

るには，図 1 のように，10 年先までに 1 人，10〜

ければならないこともあるが，できるかぎり結

100 年の間に 1 人というように，代弁者の人数を

果を客観的に予測して行動を決定すべきだとい

期間の逆数に比例するように決めることが考え

うのが今日の趨勢である．しかし，生物の生き

られる．逆数の和は発散するが，遠未来は太陽

方は行動が先で，結果が良かったものが生き残っ

の寿命くらいまででいいとすると有限に納まる．

ていくという原則であり，その点で功利主義は

期間に反比例して未来を割り引くという概念は，

生物一般の原則からはかなりはずれている．

最近やっと話題にされるようになってきた [2]．

民主主義も今日の主流の考え方である．民主

このように，個人の人格を尊重し，多くの人

主義では集団の重要な事柄を民意によって決め

の幸福を願い，物事を民意によって決するとい

るのが原則であるが，実際に決定に参加できる

う現代人の多くが好ましいとして受け入れてい

人は決定の時点で生きている人に限られる．し

る基本原則は，子孫を残すことを最優先にする

かし，今日の人間の活動は未来の人に多大な不

ほかのすべての生物種の原則とは異なっており，

利益をもたらすことが多い．生きている人の間

それ自体は文化まで含めた生物多様性の一環と

であれば，一部の人の行動によって多くの人が

見なすとしても，今日の人間の選択が遠未来ま

不利益を受ける場合，その行動をやめさせるよ

での人類の存続を危うくする可能性があるなら，

うなルールが多数決で決められるはずだが，未

個人主義や民主主義の妥当性を再検討する必要

来の人は決定の場にいないので，多くの人が不

があるように思われる．

利益を受けることが明らかでも，それを承知で

3. 人類の遠未来の謎

今生きている人が自分の利益を優先する決定を

個人の健康や安全には関心が持たれるが，人
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類の遠未来にはそれほど関心が持たれないよう

す行動が見られるし，危険な行動は結果として

である．人の寿命はたかだか 100 年なので，100

種の存続につながることもあるので，個体の性

万年というような時間は個人には無縁であって，

質として危険を顧みず大胆に行動する性質が進

関心を持たれないのは当然だという見方もある

化する場合もあるに違いない．

かもしれない．しかし，人間以外のすべての生

しかし種のレベルでは，種の存続を犠牲にし

物個体は，個体寿命よりはるかに長く種を存続

て快楽を追求するような性質は，少なくとも人

させる遺伝的性質を持っている．

間以外の動物では起こり得ない．ところが現代

多くの生物種が様々な危険にさらされながら

の人間は，既に快楽を追求するために種の絶滅

生き続けられる知恵の一つは，分散の効用を利

の危険因子を大幅に増大させているように思え

用しているからだと考えられる．例えば，一つの

る．快楽と言わずに，文化的価値とか精神性と

種が 10 の集団に分かれて生息しているとし，各

いうように言い換えても同じことだ．では，種の

集団は年 10%の確率で全滅する危険があるとす

絶滅のリスクと引き換えに追求するのが妥当だ

る．それでも，もし各集団に危険が及ぶのはラン

と言える価値とはどのようなものなのか？ あ

ダムであって，一つの集団が全滅してもほかの

るいは，種の絶滅を招く危険を冒してでもなお

集団から移住した個体によって集団が再生し得

良しとされる生き方とはどのようなものなのか？

るなら，種が絶滅するのは全集団が同時に全滅

このような問いかけは，実は人間は何か目的

−10

を持って行動しているということを前提にして

となり，種の寿命の期待値は太陽が燃え尽きる

いる．それは，もしかすると見当違いかもしれな

くらいの長さになる．人間もかつては多くの孤

い．また，人生の価値というような概念を行動の

立した集団に分かれていたので分散の効用が生

動機に結びつけるのは無理なようにも思われる．

かされたが，今日では交通や通信の発達によっ

むしろ行動を起こさせる動因は，前号で述べた

て全世界があたかも一つの集団のようになって

気分のような生理現象と考える方が妥当かもし

しまった．それでも人類の絶滅の危険が何桁増

れない．そうだとすると，人間にとっての価値と

しているのかさえ，問題にされることはほとん

は，行動の結果に対して与えられる後づけの理

どない．人間の未来には，このほか核戦争，環

屈だということになる．もしそうなら，人類の

境破壊，生物多様性の崩壊，変異遺伝子の蓄積，

絶滅と引き換えに獲得するような価値というも

楽観主義や悲観主義，個人主義など多くの種絶

のは，もはや人間にとっての価値ではあり得な

滅の危険因子がある [3]．しかし，問題として取

い．それは難しい言い方をするまでもなく，人類

り上げられることが少ないのは，人間の心の特

が絶滅すれば元も子もないということである．

する場合であり，その確率は 1 年あたり，10

性の欠陥であるかもしれない．これも人間につ
いての謎の一つである．

もし人類の絶滅と引き換えに獲得する価値が
あるとすれば，それは人間にとっての価値では

現代の人間は，多くの絶滅の危険を回避して

なく，知的生物か人工生命のようなものの視点

地質年代の時間スケールを生き続けるには弱点

における価値であろう．あるいは，空想の世界

が多く，他の動物と比較して優れているとは言

であるかもしれない．心の世界では遠未来まで

い難い．

も想像することができるので，種としては短命

4. 生存を超える価値の謎

であった人類がいかに高度の心の世界を獲得し

冒険家が大きなリスクを承知で冒険に挑んだ

たかを心に描くことはできるだろう．また，人

り，不摂生をしながら快楽にふけるのを見ると，

類の出現から絶滅までを客観的に眺めて，感慨

人間は生存を超える価値観を持つのではないか

を述べる知的生物の心に感情移入するか，更に

という疑問が起こってくる．動物でも危険を冒

は自己概念を拡張して知的生物と自分が一心同
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体となることができるなら，人類の絶滅と引き

みてはどうかと思う．未来の人々への愛なくし

換えに獲得した価値を，現実と変わらない確か

ては人類に遠未来はない，というアピールはか

さで感じ取ることは可能かもしれない．しかも

なり論理的な裏付けができる．しかし，遠未来

その心的体験が現実の世界における行動を促し，

の人々への愛が現実となるためには，遠未来の

あえて不都合な現実を受け入れ，未来の人のた

世界を想像することができる感性が必要であり，

めになる生き方に喜びを感じるような感性を持

その感性を養うには空想物語が不可欠であるか

つようになるかもしれない．

もしれない．

感情移入の対象は原理的には知的生物でもい

人類はあまり遠くない未来に絶滅寸前にまで

いはずだが，やはり人間であった方が容易であ

追い込まれるが，かろうじてその危機を脱して

ろう．絶滅が目前に迫った人類が，もはや救済

生き延び，種の寿命を全うするかもしれない．し

の手だてのないことが分かったとき，過去の人

かも，その危機を生き延びることができたのは，

たちがこの危機が来ることに早く気づいてくれ

遺伝子進化ではなく，心の世界における革命的

なかったことを悔やみ，違った歴史であってほ

な出来事であったということもあるかもしれな

しかったと嘆くことを想像できるかもしれない．

い．それは生物多様性の一環と言えないことも

そこで現実に戻って，今の自分は未来の歴史を変

ないが，ほかのすべての生物における遺伝子進

えることができ，あたかも自分の分身である絶

化とは違って，心の世界の事柄であるという点

滅寸前の未来の人を本当に救済できることに気

で，ほかの生物とはずいぶん違っている．

づいたとき，新たな行動の動機が起こり，それに

人類は地球が飽和状態になるまで繁殖した上

よって始められた行為が，結果のいかんによらず

に，心の中にも地表を上回る広大な世界を出現

に自分やほかの多くの人の心に充足をもたらす

させた．それによって，動物としての生き方も

ことになるということは起こり得ることである．

価値観も再検討を迫られる事態に至っているが，

人類絶滅の危機を救うためには，ただ未来に

一方ではこのシリーズで述べてきたように，人

起こるに違いない恐ろしい出来事を具体的に示

間についての素朴な疑問にまだほとんど答えら

すより，未来の人の心と一体になることの方が，

れていないのは実に不思議なことである．こん

はるかに有効であるに違いない．遠未来に起こ

な巨大な未踏峰が目の前にあるということは，

ることを示しただけでは，それがどんなに深刻

チャレンジャーにとってはまたとない幸運であ

なことであっても，自分には直接関係のない事

るに違いないと思うのだが．

柄にすぎないが，自分と一心同体の未来の人に
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
Something happens, and then something else
happens as a consequence The notion of “cause
and eﬀect” is at the heart of scientiﬁc investigation and the scientiﬁc method itself—it’s hard to
imagine how a scientiﬁc paper could not discuss
causes and eﬀects.
Cause & Eﬀect, Eﬀect & Cause
Let’s look at a few of the most common problems authors have in writing about causes. First,
let’s consider the use of “as” to mean “because,”
which strikes me as rather archaic usage. More
importantly, it can easily produce an ambiguous
expression:
? The color saturation increases as the aperture opens very quickly
In technical writing, the conjunction “as” is
usually used in the sense of “when” or “while,”
not as “because” Therefore, it’s safest to write
this sentence in one of two explicit ways:
 The color saturation increases because the
aperture opens very quickly.
 The color saturation increases during the
rapid opening of the aperture.
Another problem is using “So” to begin a sentence that gives the result of the previous sentence. Here, use a conjunctive adverb:
× So the energy level showed a tendency
to. . .
 Therefore/Consequently/Accordingly, the. . .
In using “thus” within a sentence, the addition
of “and” before it can help readability:
× . . . pits formed, thus the surface regularity. . .
 . . . pits formed, and thus the surface. . .
Generally, “because” connects a ‘result clause’
to a ‘cause clause’:
 A higher data transmission rate could be
achieved [result] because the false positives were removed in the first stage
[cause].
Alternatively we can reverse the order of
clauses by starting the sentence with “because”:
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 Because the false positives were removed

in the first stage [cause], a higher data
transmission rate could be achieved [result].
However, be careful not to start a very long
opening clause with “because”:
× Because a higher. . . which is also. . . in addition to being. . . was reached, we. . .
By the time the reader gets to the “we” result
clause, he or she is likely to forget that the long
clause was describing a cause! In such a case,
put the transition between the cause and result:
× A higher. . . which is also. . . in addition to
being. . . was reached. Therefore, we. . .
Above all, the cause-eﬀect relationship should
be immediately clear and unmistakable.
“Oh, one more thing. . . ”
Recently, I’ve seen more instances of authors
“tacking on” additional ideas in the Conclusions
section, that is, adding information that did not
appear in the earlier sections of the paper. This
may include previous research (belonging in the
Introduction) or discounted data (belonging in
the Results); in a recent paper, I saw an alternative equation added to the Conclusions (of course
belonging in the Methods).
The Conclusions section should not include, in
principle, any idea, ﬁnding, or technique not introduced earlier in the paper. As an exception,
it’s OK to introduce “future work” at the end
of the Conclusions, but—as I mentioned in an
earlier column—this should be kept short.
Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) This device is to detect low-frequency. . .
2) The threshold is to control the level of. . .
(Answers: (example revisions) 1) This device is designed to detect low-frequency. . . 2) The
threshold is set to control the level of. . . [main
point: Don’t make “to” inﬁnitive phrases “carry
too much weight” in an expression’s meaning!])
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編集後記 本誌が発行されるのは晩秋ですが，著者の皆様の原稿書きや編集幹事・編集者・学会事務局・三美
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