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【巻頭言】

Big Data 時代の到来
フェロー 上田 修功
日本電信電話

近年，フェイスブックやツイッターなどのソー
は，テキスト，画像，音声，更にはグラフなどの
シャルメディアの普及，更にはスマートフォン
非定型（非構造化）データを対象としていると
などの高機能端末での情報リテラシーの向上に
いう点で「Big data」解析に正にドンピシャと言
より，情報爆発が加速されている．2020 年には， える．しかし話はそう簡単ではない．サイバー
世界で生産されるディジタルデータ量は 35 ゼッ
フィジカルシステム構築においては，異種技術
タバイトに達すると言われている．１ゼッタバ
を融合させ，どのような新価値をデザインする
イトは 10 の 21 乗バイトで，例えれば，世界中
かが何よりも増して重要であるからだ．
「風が吹
の砂浜の砂の数程だそうだ．正確さは別として， けば桶屋が儲かる」といった一見無関係な情報群
とてつもない量であることは間違いない．量だ
から新価値創造のシナリオを具体化するデザイ
けではない．ログデータ，ロケーションデータ
ン設計が，成功の鍵を握るのではないかと思う．
など，これまで十分有効利用されてこなかった
近年，情報分野では専門性の多様化と深化に
非定型かつリアルタイム性の高いデータが「Big
伴いコミュニティの分化，サイロ化が顕著になっ
data」の質的な特徴でもある．そして，これら
ている．サイバーフィジカル情報革命を現実の
多種多様なデータをサイバー空間上の計算資源
ものとするには，異分野の連携による融合技術
を利用して高度な解析を行い，その結果を実世
の開発が必須であると確信する．各分野で問題
界のシステムに働きかけ，高効率的な社会シス
の抱え込みをしていたのでは技術開発に遅れを
テムの構築を目指すサイバーフィジカルシステ
とる．問題やデータをオープンにし，様々な分
ムが「Big data」時代における次世代 ICT イン
野での知見を融合した，正に研究者のクラウド
フラである．
コンピューティングインフラが必要である．し
Big data が社会に与えるインパクトに関し， かし， 連携には，固定観念，組織の壁，既得
バズワード：
「Big data」の生みの親であるマッ
権益といった障壁が見え隠れし，実現するのは
キンゼーの調査部門 (MGI) が “Big data: The
容易ではない．多種多様なデータを融合して新
next frontier for innovation, competition, and
価値を創造する「Big data」時代では，多種多様
productivity”（2011 年 5 月）において，大規
な研究者がいかに融合して「知」を生み出して
模データが情報分野だけでなく，保健医療，経
いくかが問われているように思える．学会運営
済，製造業などの領域で莫大な金額の価値創
の在り方もその視点で再考することが重要では
出につながる可能性を示唆している．例えば， ないだろうか．米映画「マネーボール」
（低予算
米国のヘルスケア分野では，Big data 活用が
の弱小球団を最強のチームにするために膨大な
年間 3,000 億ドル相当の効率化を生み出すと
データからデータ分析を駆使し，斬新な野球理
推計している (http://www.mckinsey.com/mgi/
論を作り上げたという実話）の主人公でアスレ
publications/big dat)．
チックスのＧＭビリー・ビーンは伝統重視の野
球界からの非難にもめげず理論を自ら実践した．
一方，大規模データから，
「知」を創出する技
彼のような勇気と覚悟を持った「Big person」が
術は，正に本情報・システムソサイエティの研究
「Big data」時代に必要とされているのではない
領域であり，特に，機械学習，データマイニン
だろうか．
グの研究分野においてこれまで創出された技術
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【新フェロー紹介】

新フェローおめでとうございます
平成 23 年度のフェロー贈呈式が，北海道大学において 9 月 14 日に開催されました．情報・システ
ムソサイエティで推薦したフェロー 11 名の方々の氏名と所属を御紹介します（五十音順・敬称略）．
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片岡 信弘

東海大学

橋本 正明

元

北村 泰彦

関西学院

藤田 広志

岐阜大学

九州工業大学

小林 隆夫

東京工業大学

松田 喜一

富士通研究所

坂井 修一

東京大学

山田 敬嗣

日本電気

坂部 俊樹

名古屋大学

渡辺 治

東京工業大学

関 浩之

奈良先端科学技術大学院大学
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【おめでとう船井ベストペーパー賞】

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
我が国では他分野に比べて情報関係の論文誌が少なく，情報発信の不足が指摘されてきた．
FIT では，これまでの学術集会にない新しい特色を模索してきたが，論文の数の増加と質の向
上への貢献が，この大会の重要な課題となった．そこで，査読付の論文集を用意し，さらに査
読結果のよいものを表彰することが決まった．その際，複数の研究会をまとめていくつかのグ
ループを作り，それらの各グループからの投稿数に応じて優秀論文を選定することとした．
折しも船井情報科学振興財団の委員である電気通信大学・益田隆司先生から，基金の有効な
使途を考えているというお話があった．学会から優秀論文の表彰を提案し，先生のご協力で船
井業績賞および船井ベストペーパー賞が実現した．

論文：電気自動車 (EV) 向け ITS 情報通信シス

信である CAN と接続したこと，3.5 G 通信回線

テムの開発と評価

と DSRC の連携により，高速で低遅延な情報伝

著者：服部 有里子，下田 智一（三菱重工業），

送を実現しました．実証試験の結果，車両の異

伊藤 政義（三菱自動車工業）

常を検知し，車両内に情報提供すること，車両状
態を操作し，リアルタイムに車両を遠隔制御す

このたびは，FIT2011 船井ベストペーパー賞

ることを確認し，EV 車内での安心感向上，充電

という栄誉ある賞を賜り，光栄に存じます．船

ステーションでの利便性向上において，サービ

井情報科学振興財団並びに FIT2011 運営委員の

スの有効性とシステムの実用性を評価しました．

皆様に心より御礼申し上げます．
低炭素社会実現のため，環境に配慮した EV

今後は今回の受賞を励みとして，更にシステ
ム実証を推進し，早期実用化を目指します．

の導入が進められています．しかし，EV は 1 回

末筆ではございますが，情報科学技術フォー

の充電での走行可能距離に制約がある，現時点

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

では充電設備の設置箇所が少ない，などの課題

展をお祈り申し上げます．

があります．本論文で提案した「EV 向け ITS 情
報通信システム」は，走行中に充電残量を監視

自動メカニズムデザインを利用した組合せオー

し，周辺の充電ステーションを案内するととも

クションのルール抽出アルゴリズムの提案

に，充電ステーションでの EV の効率的充電管理

著者：毛利 貴之，杉町 勇和，東藤 大樹，岩崎

を行うシステムです．路車間通信として DSRC

敦，横尾 真（九州大学）

(Dedicated Short Range Communication)，広域
通信網として 3.5 G 通信回線，車載ネットワー

このたびは，FIT2011 船井ベストペーパー賞

クとして CAN (Controller Area Network) を採

という名誉ある賞を賜り，誠に光栄です．船井

用し，広域通信網と路車間通信及び車載ネット

情報科学振興財団の皆様，並びに FIT2011 の運

ワークを接続する通信プロトコルを開発し，車

営を御担当された皆様，そして論文の査読・選

両情報の収集と車両の遠隔制御を行う，車載シ

考にあたられた諸委員会の皆様方に心より御礼

ステムと路側システムを開発しました．高速通

申し上げます．
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ネットワークの発展に伴い，大規模なオーク

このたびは FIT2011 船井ベストペーパー賞と

ションが実行可能となり，不特定多数の人々が参

いう大変名誉ある賞を賜り，身に余る光栄と心

加可能となりました．その一方で，ネットワーク

から感謝しております．船井情報科学振興財団

の匿名性を利用した様々な不正行為が指摘され

の皆様，FIT2011 の運営並びに論文の査読/選考

ています．従来では，不正行為に頑健なオーク

に当たられた諸委員会の皆様方に心より御礼申

ション方式（メカニズム）を人手によって設計し

し上げます．

ていましたが，大変な手間と労力が掛かってし

本論文で取り上げた自由視点映像は，視聴者

まいます．そこで近年では，自動メカニズムデ

が視点位置や視線方向を自由に選択できる，次

ザインと呼ばれる手法が提案されましたが，こ

世代の映像システムとして大きな期待が寄せら

の手法は小規模な問題にしか対応できず，現実

れています．その生成・伝送方式には様々なも

的な問題サイズに適用できるメカニズムのルー

のがありますが，クライアント負荷が軽く遅延

ルを求めることができませんでした．

の少ない方式として，多視点映像とそこから推

本論文では，自動メカニズムデザインを利用

定された奥行き情報をデプスマップという複数

して，メカニズムのルールを自動的に抽出する

のグレースケール映像の形で伝送し，クライア

アルゴリズムを提案しました．このアルゴリズ

ント側では奥行情報に基づいて映像を生成する

ムによって，人手で設計する労力を機械に移し，

という方式が提案されています．この方式では

従来開発されていた不正行為に頑健なメカニズ

伝送量はもちろん，画素数が増大することでデ

ムの再発見が可能となっています．現在は，新

コーダのメモリ容量やスループットが圧迫され

たなメカニズムの発見のために，提案手法の適

るため，多視点映像と多視点デプスマップを合

用を進めています．

わせたデータの総画素数を削減する必要性が出

本研究は，計算機科学分野で研究が盛んなデー

てきました．

タマイニングやルール発見の手法をメカニズム

本論文では，従来主流となっていたデプスマッ

デザイン分野に応用した初の論文であり，両分

プの画素数を削減する方式に対して多視点映像

野の融合・新たな分野の発展の可能性を示して

の画素数を削減する方式を提案し，従来方式で

います．この成果を船井ベストペーパー賞とい

は奥行き情報の欠損による合成エラーが復元不

う形で評価していただけたことは大変嬉しく思

可能であることに対し，提案方式では欠損した

います．今回の受賞を励みとして，今後より一

映像情報を解像度の高いデプスマップに基づい

層の貢献を目指します．本当にありがとうござ

て多視点超解像を施すことで復元し，原データ

いました．

を用いた場合と同程度の合成映像品質を得なが

最後になりましたが，FIT 及び船井情報科学

ら総画素数を大幅に削減することができること

振興財団の益々の御発展を心よりお祈り申し上

を示しました．今後は今回の受賞を励みとして，

げます．

本研究の更なる発展を目指して研究開発に邁進
する所存です．

高解像度デプスマップによる超解像を用いた自

末筆ではございますが，情報科学技術フォー

由視点画像のデータ量削減

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

著者：杉本 志織，志水 信哉，木全 英明，松浦

展をお祈り申し上げます．

宣彦（日本電信電話）
6

情報・システムソサイエティ誌 第 16 巻第 4 号（通巻 65 号）

【研究最前線 (IBISML)】

情報論的学習理論と機械学習研究会の紹介
山西 健司
東京大学

情報論的学習理論と機械学習研究会（IBISML
研究会）は，2010 年に設立された比較的新しい
研究会である．本稿ではその概要を紹介させて

IBIS ワークショップは 2001 年より本学会の
第二種研究会「情報論的学習理論時限研究会」
（IBIS 研究会）となり，恒例のワークショップ開

いただく．

催をメインに活動していた．これが 2006 年か

1. IBISML 研究会の生い立ち
機械学習とは，計算機が，与えられた事例に

ら International Workshop on Data-Mining and

基づき，事例を生み出す「仕掛け」を学び知る

知能学会「データマイニングと統計数理研究会」

ための技術である．計算機が「学習している」と

(SIG-DMSM) と，2009 年から活動を共にするこ

いえるためには，どのような学習の基準の下で，

とにした．そして，国内最大の機械学習及びデー

どのような学習アルゴリズムを設計すれば良い

タマイニングに関するコミュニティになることを

かを考える学問である．

目指して設立したのが本研究会である．略称は

機械学習は長い歴史にわたって発展を遂げて

Statistical Science (DMSS) を主催していた人工

IBIS に ML (Machine Learning) を加え，IBISML

いる．学習を研究する母体として，1998 年から

とした．

国内には「情報論的学習理論ワークショップ」と

2. IBISML 研究会が扱う分野

いう恒例のワークショップがあった．これは，そ

本研究会で扱う分野は機械学習の基礎理論

れまで既に存在していた計算論的学習理論，ア

から応用まで幅広くカバーする．以下に列挙し

ルゴリズム的学習理論といった計算量に基づく

よう．

学習の集いとは異なり，機械学習について「情

・機械学習の基礎理論：

報量」の観点から新しいアプローチを探求しよ

情報論的基礎理論，統計数理，計算論的基礎

うという場を作ることを目的に作られたもので

理論，統計物理学的基礎理論

あった．また，そのような観点から，統計学，統

・機械学習の応用：

計物理，情報理論，計算機科学，応用分野が広

データマイニング，信号処理，メディア処理

く交流する学際的な場を提供しようとするもの

（自然言語，音声処理，画像処理），パターン

であった．

認識・識別，バイオインフォマティクス，金

情報論的学習理論の英訳としては，Informa-

融工学，ロボット制御，セキュリティ，マー

tion-Based Induction Sciences, 略して IBIS があ

ケティング，ディペンダブルコンピューティン

てられた．IBIS は鳥のトキ（朱鷺）を意味する．

グ，Web/SNS 解析，生命科学・脳科学への応

当初は絶滅寸前になっているこの鳥を，学習理

用，その他

論の研究者に例え，大事に保護しようという意

理論においては，当初標榜していた「情報論

味合いも含ませていた．このトキをなぞらえた

的」なアプローチにこだわることなく，広い範

ロゴが左図であり，本分野の研究

囲のアプローチを受け入れている．応用分野に

者なら 1 度は目にしたことのある

ついては，学習技術を軸にして，広い応用分野

図柄である．独自のロゴを持つ研

との交流を促進している．

究会というのも珍しいであろう．
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3. IBISML 研究会の目指すところ

している．これは，招待講演とポスタープレゼ

本研究会の活動方針を以下にまとめる．

ンを主体とする，年に一度の機械学習分野の最

1) 機械学習を通じた学際的な交流を図る

大の集会であり，例年 300 名程度が参加してい

2) 若手にとって刺激的な情報発信の場を提供

る．特にポスタープレゼンでは，論文になる前の

する

Impromptu な話も議論できるような機会を与え

3) 機械学習を通じて産学の連携を深める

ているのが特色である．このようなワークショッ

4) 機械学習を通じた国際的交流の拠点となる

プを本研究会と並行して走らせることは，本分

特に，ここでは 1) と 2) を強調しておこう．ま

野を刺激する良いカンフル剤となっている．

ず，1) については，既に述べたように，機械学

また，2010〜2011 年度の他研究会との連携と

習の応用分野は多岐にわたる．重要なのは，こ

して，9 月の研究会を本学会のパターン認識・メ

れらに共通する「学習」技術がどのようなトレ

ディア理解研究会及び情報処理学会コンピュー

ンドをもって発展し，関連し合っているかを，横

タビジョンとイメージメディア研究会と共同開

断的な視点から追及していくことである．ある

催の形で行ってきた．国際会議への協賛実績と

応用分野で芽生えた学習技術が他の分野でも有

しては Asian Conference on Machine Learning

効かもしれない．そのようなことに気づくため

(ACML), International Workshop on Data-Mining

の学際的交流を促進している．

and Statistical Science (DMSS), Workshop on

2) については，従来の IBIS ワークショップに

Learning with Logic and Logics for Learning

は，特に若手の研究者が本分野で活躍するため

(LLLL) がある．今後も本分野の国際会議や他

の登竜門としての位置づけがあった．本研究会

研究会との共催・協賛の機会を増やし，主要会

はその立場を受け継いで，若手研究者が自己ア

議を日本に誘致する役割を果たしていきたい．

ピールし，世界に羽ばたくきっかけを作る場に

5. 今後の IBISML 研究会の方向性

するべく努めている．
また，そのインセンティブとして IBISML 研

今後，本研究会のプレゼンスを益々高めてい
きたい．その施策として以下の 2 つを挙げる．

究会賞を設けている．1 年間の研究会発表の中か

A) チュートリアルを通じての啓蒙活動．来年

ら研究専門委員会から優秀な論文を選出し，年

より IBISML チュートリアルを第二種研究会活

度初回の研究会で表彰している．2010 年度研究

動として行い，本研究会とリンクさせることに

会賞には，

した．これにより，最先端の研究成果を発表す

・佐久間 淳（筑波大/JST）・荒井 ひろみ（筑

る機能だけではなく，機械学習が社会に幅広く

波大）
「オンライン予測におけるプライバシ保護」
・竹内 一郎（名工大）
「局所型パターン認識器の高次元特徴選択パス
追跡に関する一考察」

受け入れられるための地盤を整えていくことを
図る．そうした啓蒙活動も重要と考える．
B) 日本独自の機械学習文化の創出．本分野は
伝統的に欧米が強い．しかし，本研究会は決し
てそのフォロー研究会でも国際会議発表の予備

が選ばれている．

機関でもない．むしろ，日本独自の機械学習文

4. IBISML 研究会の活動概況

化を育む場となることを強く意識していきたい．

本研究会の活動の中心は，年 4 回（6 月，9 月，

日本発の本分野の成果物を尊重し，若い研究者

11 月，3 月）の研究会である．これまでは各回

が自信を持つことができる舞台を創出していき

100〜200 人規模の人数が参加している．

たい．そのために，
「情報論的学習」にまつわる

さらに，毎年 11 月の研究会とリンクして，
IBIS ワークショップを第二種研究会の形で開催
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【研究最前線 (KBSE)】

知能ソフトウェア工学研究会の最新動向
松浦 佐江子
芝浦工業大学

1. はじめに
知能ソフトウェア工学研究会 (KBSE) は，1988

を利用するユーザ，利用状況，実現環境，ハー
ドウェア等の性質の多様性や多くの制約により，

年に設立され，人工知能 (AI)，知識工学 (KE)，

ソフトウェアを開発するために必要な知識も，そ

ソフトウェア工学 (SE) に関する話題を中心に活

の開発のプロセスも拡大，複雑化してきている．

動を行っている．年 5〜6 回開催の研究会の他に，

最終的な製品やサービスは社会生活に深く関わ

隔年で国際会議 (JCKBSE) を開催している．さ

ることから，その機能性だけではなく，信頼性，

らに，本会議に関連して，隔年で電子情報通信

安全性，使用性，効率性等の品質が問われてい

学会英文論文誌 D に知能ソフトウェア工学特集

る．このような環境の変化の中で，ここ 10 年ほ

号を企画している．本研究会の発端は，上野晴

どの本研究会のキーワードを眺めてみる．

樹 国立情報学研究所名誉教授の御指導の下に，

当然のことながら，ソフトウェアの要求，設

情報処理振興事業協会の支援を受けて 1988 年 1

計，実装，テスト，保守，品質，マネジメント，

月から始まった，
「知的ソフトウェア開発環境に

プロセスの項目に加え，ソフトウェア工学のた

関する研究会」である．KBSE の特徴の 1 つは，

めのツール，手法等の分野が常に研究対象となっ

ソフトウェア開発環境の観点から，AI，KE，SE

ている．一方，ソフトウェア開発における人間の

の学際的な研究を行っていることである．また，

知識の体系化や利用に関しては，セマンティック

もう 1 つの特徴は発表時間にある．研究会では

ウェブ，データマイニング等に加え，オントロジ

発表に 25〜30 分，質疑応答時間に 15 分を取っ

というキーワードが数多く登場している．近年

ている．十分な質問時間により，質問が新たな

では，要求オントロジ，ビジネスオントロジと

議論を生み出し，研究会では常に活発な議論が

いったこれらの知識を利用した知的ソフトウェ

行われている．

ア開発環境への提案もある．環境の多様性は，

2. 知的ソフトウェア開発環境へ向けて

モバイル，ユビキタス，組込みシステム，Web

ソフトウェアは「プログラミング言語で書か

アプリケーション，Web サービスといったキー

れた抽象的な記述であると同時に，コンピュー

ワードの出現からもうかがえる．最近では，要

タを介して，実世界に直接作用するもの」[1] で

求，品質，セキュリティ，教育といったキーワー

あり，ソフトウェア開発は多様なユーザ，利用環

ドが数多く見られており，多様性に対処するた

境，ハードウェアから構成される実世界と，プ

めの「機能要求」と「非機能要求」の分析や，ソ

ログラムというコンピュータが理解可能な抽象

フトウェアそのものと開発者の「質」の向上が

的な記述を結び付け，最終的な製品やサービス

研究の対象となっていることが分かる．

を構築する非常に知的かつ緻密な作業が要求さ

3. ソフトウェア開発技術者の育成

れる世界である．現在，コンピュータはあらゆ

「知的ソフトウェア開発環境」を構築すること

る場所に存在し，私たちがやりたいことをいろ

は，人間のソフトウェア開発における知的な作

いろな環境で，いろいろな方法で実現できる可

業をプロダクト，プロセス，そこで作業する人

能性が高まっている．このようにソフトウェア

間の観点から解明し，それを支援することであ
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図 1. 大学のカリキュラムと企業の期待のギャップ
（2007 年 IPA「IT 人材市場動向予備調査」）

る．しかし，すべての作業が解明できているわ

キュラムの間には，図 1 のようなギャップが存

けではなく，ソフトウェアを作るという仕事の

在している．ソフトウェア開発に関わる産業界

多くは人間に委ねられており，開発者の技能の

の求める人材は，社会が必要とする多様で複雑

育成が大きな課題である．こうした人材の教育

な要求を正確にとらえ，その要求を満足する質

を担う大学の課題を考えてみる．

の高いシステムをプロジェクトのメンバーとし

米国では IEEE-CS と ACM が共同して情報教
育標準カリキュラム策定を進め，2001〜2005 年

て効率良く開発できる人材である．
4. 今後の方向性

にかけて 5 つの領域 Computer Science, Informa-

「コンピュータは，人間の持つ様々な要求を満

tion Systems, Software Engineering, Computer

たすソフトウェアを作れるか」という問いに対

Engineering, Information Technology の標準カ

しては即座に「否」と答えられる．現在の社会

リキュラムを公表している．日本でも高度情報

状況において，求められている「知的ソフトウェ

技術者人材育成に関する施策が省庁連携の下に

ア開発環境」はコンピュータとソフトウェア開

実施されるに至っており，情報処理学会は情報

発技術者の共同作業の上に成り立ち，技術者の

教育のカリキュラム J07[2] の策定を行った．こ

技能が高品質なソフトウェアを効率良く開発す

れらの標準策定においては，
「知識を教授する」

る鍵となるものである．本研究会では，
「知的ソ

という従来の大学教育の方式や方法にとどまら

フトウェア開発環境」に向けて，知的作業の解

ず，問題解決過程及びプロジェクト中心の学習

明とその支援方法を，大学及び産業界の教育の

方式等による知識を，現実問題に適用していく

現場に活かすという観点からも議論し，探究し

能力の育成と連携させることの重要性を踏まえ

ていきたいと考える．

ている．また，文部科学省による先導的 IT スペ

参考文献

シャリスト育成推進プログラムや日本経済団体

[1] 玉井哲雄，ソフトウェア工学の基礎，岩波書店，

連合会による拠点大学構想等の取組みが実施さ
れ，IT 人材についての将来的展望と戦略が求め
られている．一方，産業界の期待と大学のカリ
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【フェローからのメッセージ】

東日本大震災に思う
—インターネット 革命未だ終わらず—
フェロー 浅見 徹
東京大学

月日の経つのは早いもので，平成 18 年度に貢

ど小さかったとも言えます．ライフラインの被

献内容「国際ゲートウェイ開発及び実証実験に

害としては，電力の最大停電件数 850 万件（復

よるインターネット普及」により電子情報通信

旧日数 99 日），ガス（都市ガス，LPG）の最大

学会からフェローの称号をいただいて，5 年ほ

供給停止件数 200 万件（復旧日数 54 日），上水

どが過ぎてしまいました．主として 1980 年代半

道の最大断水件数 230 万件（7 月末まで未復旧）

ばに行ったインターネットと国内企業の研究機

と比べ，通信は最大不通回線数 100 万（復旧日

関網をつないだ活動が対象です．振り返ってみ

数 56 日）と，被害の規模は小さく，かつ迅速に

ると，当時のインターネットに代表されるコン

復旧しました．携帯基地局も，停電を考慮しな

ピュータ通信ネットワークは，すべての通信ノー

ければ直接被災では一千基地局程度しか停波し

ドが，アプリケーションのサーバやクライアント

ていません．つまり，日本の情報インフラの物

としての機能を併せ持った自律的なコンピュー

理的な耐災害性は他のライフラインと比較して

タだったことに特徴がありました．ルータのよ

かなり高いと言えます．通信線路の技術，設計

うな単なるパケット交換機ではなく，メールな

や担当エンジニアの士気も高かったことが分か

ど大概のアプリケーションも単体で利用可能で

ります．

あったことが，今日のクライアントとサーバに

ただし，提供されたアプリケーション・サー

機能分化したインターネットと大きく異なって

ビスに関しては明暗が分かれました．固定電話

いました．また，そこに電話網のような既存網

サービスでは 80〜90%，携帯電話サービスでも

との差別化を求めたのがインターネット革命の

70〜95%の発信規制を実施したため，電話サー

初心だったと思います．

ビスは全国的に事実上使えなかったと言えるで

さて，2011 年 3 月に起こった東日本大震災は，

しょう．音声サービスは，人間の通話のあいだ継

多くの尊い人命を奪っただけでなく，物流イン

続的に通信リソースを占有する特徴があり，経

フラや製造工場，田畑等地域経済にも深刻なダ

済原則に基づいた投資では，災害時のトラヒッ

メージを与えました．情報通信インフラについ

ク増に対応できないことが改めて示されたと思

ても例外ではありません．被災地では通信イン

います．

フラは灰燼に帰しました．携帯電話サービスの

これに対して，インターネットは，サービス

基地局を例にすると，NTT ドコモの携帯電話基

の肝であるデータセンターが被災地の外の東京

地局は，最大約 6,720 局が停波しました．内訳

等にあったため，インターネット系の電子メー

は，停電による障害が 85%，地震と津波による

ルシステム，Twitter や Facebook などの SNS，

中継・エントランス回線断による障害が 9%，地

あるいは WEB サービスは継続できました．パ

震と津波による基地局の直接被災が 6%です．意

ケットトラヒックは，NTT ドコモを例にとると，

外なことに，900 年に一度の大震災であるにも

被災地の東北地域で 2.5 倍，東京で 1.1〜1.8 倍

関わらず，通信システムへの直接被災は驚くほ

程度になったにすぎません．このことから，イ
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ンターネットは災害時の情報共有のメディアと

想通りだとしても，メールを試みた人が全体の

して誠に優れた特徴を持っていることが，理論

6 割以上いたのに対して，役立ったと答えた人

ではなく事実としても示されたのが，今回の震

は全体の 3 割弱しかいません．つまり，連絡成

災だったと言えます．

功率は 5 割程度だったことが分かります．メー

ただし，手放しでは喜べません．インターネッ

ルは，安否確認メディアとしての信頼度はまだ

トも電話網も冗長経路のないアクセス網では耐

決して高くありません．実際，地震発生直後の

障害性の観点で大差がなく，非常に脆弱である

情報収集で最も頼りになったのはテレビとラジ

ことも判明しました．伝送路障害で停波した基

オであると 90%の人々が回答しています．これ

地局が，直接被災の 6 割を占めたということは，

は，まだインターネットがライフラインとして

大部分の障害基地局は基地局としては機能して

認知されるには至っていないことを意味してい

いても通信サービスは提供できなかったという

ます．もっとも，携帯電話のサービスで利用で

ことになります．基地局が生きているのなら，同

きて良かったと答えた主なものにインターネッ

じ基地局内での通信がなぜできないのか？ こ

トと放送サービスがあり，メールは 6 割，SNS

れができさえすれば，被害の大きかった地域で

も 4 位（17%）の支持を集めているので，今後

多くの人々を救えたかもしれないと考えると残

の名誉挽回のチャンスはあります．

念でなりません．私たちが今手にしている携帯

最後に，今回の震災では，原子炉の被災に関連

電話は 1980 年代のコンピュータなどよりはるか

していわゆる風評被害の問題が大きく取り上げ

に強力です．端末単体でほとんどのアプリケー

られました．事実，意見，感情といったものが言

ション・サービスを提供することが 1980 年代に

語表現としてきちんと使い分けられずにネット

できたのに，今はなぜできないのか？ この点

ワーク上を行き交い，マスコミも含めインター

を考えると，過去四半世紀のインターネットの

ネット経由で全世界が巨大な井戸端会議の様相

発展で失ったものは大きい．中生代の大型化し

を呈しました．社会全体が集団発狂状態に陥った

た爬虫類のように進化の可能性を閉じてしまっ

わけです．このような風評被害の克服を目指し

ていないだろうか？ 鳥類のような新しい進化

て，今の SNS より一歩進んで，メッセージが事

の道を見つけることはできるのだろうか？ 人

実なのか，意見なのか，あるいは個人の感情なの

と人をつなぐという，基本的かつ地味な分野の

か明確に弁別し，各人の発言の経緯をたどるこ

技術が未熟だということを教えてくれたのが今

とによりメッセージの信ぴょう性が定量的に分

回の震災とも言えます．

かるようなツールが出てくることを期待したい．

2011 年 6 月 4 日付の朝日新聞に電通リサーチ

もっとも，問題は技術というよりは，我々自

による「東日本大震災直後の関東地方に住む携

身にあるのかもしれません．これまで，情報リ

帯電話ユーザの行動」調査と題した記事が出て

テラシーはパソコンを使えるか否かとかいう単

いました．関東地方（東京，神奈川，千葉，埼

純なスキルの有無を意味していました．携帯電

玉，群馬，栃木）に住む 1,200 人へのアンケー

話が行きわたった今日，このような情報リテラ

ト（15〜69 歳）で，3 月 23〜25 日という地震の

シー問題は日本ではむしろ小さくなっています．

記憶がまだ生々しかった時期の調査です．それ

しかし，風評被害は，私たちに一段進んだ情報

によると，地震発生後 30 分以内の安否確認方

リテラシを持てと問題提起したように思います．

法及び最も役立った方法に関して，電話とメー

すなわち，日本語力の要請です．革命未だ終わら

ルを試みた人が多く，役立ったものもメールと

ず．機械に頼らず，事実，意見，感情を的確に表

電話と答えています．しかし，8 割が電話を試

現し，社会として情報共有していけるような未

み，3 割弱しか役立ったと思っていないのは予

来社会が 21 世紀に到来することを期待したい．
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【関連イベント紹介】

Motor Control 研究会体験記
橋爪 善光
山口大学

私は運動制御の研究をこれから始めたい，そ

いうお話も伺ったので，興味本位で 2 関節筋だ

のために勉強したいと思い，今回の研究会に初

けだとどうなるのかを経験しました．するとグ

参加しました．いろいろと知らない単語が飛び

ニャグニャで，まともに体を支えることもでき

交ったり，話についていけないことも多々あり

ないことが分かりました．木と輪ゴムだけの極

ましたが，歩いたり腕を動かしたりといった，実

簡単な機械でこのような体験ができることにも

際に運動が想像できるお話はとても分かりやす

感動し，是非自分でも作ってみたくなりました．

かったです．進化学会によく参加させていただ

百聞は一見にしかずといいますが，正にそれを

いていた私にとって，2 日目のシンポジウムの抄

実体験する有意義な時間でした．その体験をし

録に進化という単語があるのを見てビックリし，

た後の細田耕先生（大阪大学）によるロボット

シンポジウムのお話をじっくり拝聴したいと思っ

がジャンプするお話は非常に理解しやすく，運

ておりました．そのシンポジウム前に，講演を

動のすべてを脳が計算しているわけではなく，2

される熊本水頼先生（京都大学名誉教授）と運

関節筋など体の構造だけで何とかなる部分もあ

良くお昼御飯を御一緒することができ，いろい

ることが分かりました．進化の過程で獲得した

ろとお話を伺いました．動物が陸に上がる前か

神経系や筋骨格系といった身体構造は一見冗長

ら始まる 2 関節筋の役割のお話もワクワクして

に見えても，それぞれに何らかの意味があるこ

興奮しながら聞かせていただいていたのですが，

とを学ぶことができました．

一番興奮したのは 2 関節筋の働きを体験できる

また，いろいろな方のポスター発表を聞かせ

簡単な機械を触らせていただいた時でした．数

ていただいて，リハビリテーションに関する研

式上，1 関節筋だけだと鉛直方向からの力が横

究をされている方や脳や神経の活動を調べてい

方向へズレる力として残るが，2 関節筋があれば

る方，ロボットを作っている方などそれぞれに

残らないというお話を体感できる機械で，実際

バックグラウンドが異なり，行っている研究も

に上から押すと 1 関節筋だけだと横に滑り，2 関

それぞれに独特な感じがし，一言に運動制御と

節筋もつけると滑らずにしっかりと地面にくっ

いっても色々なアプローチがあることを学びま

ついて曲げ伸ばしすることができました．また

した．そして，様々なバックグラウンドの研究

その際に，寝たきりになると 1 関節筋はすぐに

者の方々が一同に集まるこの研究会の素晴らし

衰えるけれども 2 関節筋はなかなか衰えないと

さを感じた 3 日間でした．次回は発表する側で，
それら多くの方々と意見交換ができるようがん

Motor Control 研究会とは
Motor Control 研究会は「生理学研究所研究会」の一つ

ばりたいと思います．

として平成 19 年より毎年 1 回，5〜6 月に開催されていま
す．毎回，100 名以上の参加者が生理学・生物学・工学・医
学・リハビリテーション・スポーツ科学など様々な分野から
集って，活発な議論が展開されています．
詳しくは http://www.motorcontrol.jp/へ．
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科学と技術と情報と (1)
前田 英作
NTT コミュニケーション科学基礎研究所

1. この国を造るのは若い皆さんです
昨年 3 月に私たちが経験した災害，すなわち，
地震・津波・原発事故は，科学・技術について改
∗1

設計図を描くのは，「今」であると言えます．
そしてそれは，インフラの復旧や原発の後処
理など目に見えるものだけではなく，科学・技

めて見つめ直す機会となりました ．そしてこ

術の施策やガバナンスにまで及ばなければなり

の災害はまだ続いていると考えるべきであって，

ません．
「情報」が科学・技術の根幹に深く関わ

今後何十年にもわたって私たちと私たちの次の

り，社会における責任が重くなっていくこれか

世代が背負っていかなければなりません．第二

らの時代であるからこそ，ISS の若い皆さんと

次世界大戦によって多くの町が焼け野原になり

ともにこの問題を考えてみたいと思います．科

ましたが，各都市の 50 年後の姿はその時に立案

学技術と社会の関わりについての議論は，古く

された復興計画の内容によって大きく左右され

からあります．しかし，そうした議論の内容は，

ました．それと同じように，日本の国の新たな

一般市民はもとより科学者，技術者の間でさえ

∗1

よく知っているとは言えません．科学技術史の
災害に先立つこと約 1 年前，日本学術会議は「日本の展

望―学術からの提言 2010」(http://www.scj.go.jp/ja/info/

専門家か，原子力，遺伝子工学，公害問題など

kohyo/pdf/kohyo-21-tsoukai.pdf) をまとめた．これは，日

個別の問題に強い関心を持つ一部の人たちだけ

本の科学者コミュニティの代表機関として「学術」の現状分

にしか興味をひくものではありませんでした．

析とその長期的な展望並びに推進のための政策措置に関す

昨年の災害はあまりに多くの人々の日常生活

る見解をまとめたものであり，日本の科学・技術の方向性を
知る手掛かりとなる．学術会議の「学術」の英訳は Science

に影響を与えたが故に，この事情は劇的に変わ

であり，人文・社会科学，生命科学，理学・工学の全領域を

りました．多くの書籍が出版され，様々な情報

含んでいる．提言の主たるメッセージは，(1)「学術」とい

がネットワーク上を流れ，議論が巻き起こって

う概念が持つ重要性，(2) 学術の研究対象である自然と社会
に対して人間が引き起こしつつある不可逆な変化が持つイ

います．専門家・非専門家の垣根を越えてとい

ンパクト，(3) 学術的な「知」の蓄積と継承，これら三つに

うだけではなく，異なる学問領域間，あるいは

まとめられる．そして，提言の結びにある記述から以下を

世代をまたがった議論になっています．その議

引用しておきたい．

論からどんな結論が導き出され，いかなる行動

『「科学技術基本法」で活用される「科学技術」の概念は，固
有の意味の人文・社会科学を法の対象から明示的に排除して

につながるのかは，正に総力としての日本の科

いる．それのみならず，理系科学の内部においてさえ，
「科

学・技術の力が試されていると言えるでしょう．

学を基礎にする技術」(science based technology) に関心を

情報を扱う私たちも，科学・技術の社会的責任

絞り込んで，国際的に標準的な「科学・技術」(science and
technology) 概念との看過できない非整合性をもたらしてい

に関する過去から現在に至る様々な考えや議論

る．
「科学を基礎にする技術」に戦略的に関心を絞り込む政

を基本知識として備え，そして，今何がどう議

策的な選択が，過去には的確な関連性を持ち，有効性を発

論されているかをしっかりと見据えておくべき

揮できていたにせよ，我が国の学術および科学・技術の現

でしょう．私たち自身の立ち位置をしっかり見

状と将来を考える上で，日本の科学技術政策のこの方向づ
けが根本的な見直しの必要に直面していることは，否定す
べくもない事実である．
』
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2. 21 世紀は情報の時代のはず
ここでは，
「情報」という言葉を「科学」や「技
術」に対置する一つの概念として扱います．情
報伝達，情報漏洩などの言葉におけるような狭
い意味ではなく，より広い概念として捉えます．
これまで情報科学や情報技術という言葉に暗黙
図 1. 科学・技術・情報のトライアングル

のうちにあるような，科学や技術の一カテゴリ
としてみなすのではなく，
「科学」や「技術」と
同等の位置を占める対立概念を表します．そし
てこれからの議論では，
『21 世紀，「情報」の時
代の「情報」は，科学，技術と同列に対置され，
トライアングルを形成する』（図 1）という作業
仮説をおいてみたいと思います．
情報科学や情報技術と言われるように，「情
報」が従来の科学・技術の一端を成し，そして
重要な役割を担っていることは，朝起きてから寝
るまでの毎日の生活の実感として明らかでしょ
う．でも，情報の時代とは，それだけのことで
しょうか．IT（情報技術）
，ICT（情報通信技術）
などの言葉が一般の人にも定着してきています
が，一方で，大学における情報系学部の人気低
下という話も耳にします．更に，情報処理のた
めのソフトやハードが，様々な学問の中で大変
大きな貢献をしているにもかかわらず，学術分
野における「情報」の地位がそれに見合うだけ
のものでないという意見もあります．これらの
ことが事実であるとすれば，その理由はどこに

論点を提供しておきたいと思います．
3. 科学・技術の真価が問われています
冒頭に述べたように，今回の震災は日本の科
学・技術に対する厳しい問い掛けとなりました．
これは三つの視点から考えることができます．ま
ず第一に，直面している課題を解決するために，
今の科学・技術がどれだけの知識と技を持って
いるか，そして，複数の領域にまたがる複雑な
問題を効率的に扱うための仕組みが整えられて
いるか，という点です．これらは，科学・技術
の専門家が答えるべき課題です．
第二は，一般市民も巻き込んだ形での科学・
技術の力です．専門知識を持たない一般市民が，
少しでも適切な判断を下せるようどれだけの準
備ができているのでしょうか．一つには，非専
門家に向けた適切な説明をするという，科学コ
ミュニケーション∗3 の技術が求められます．も
う一方で，情報を受け取る人，仲介する人の科
学リテラシーも求められます∗4．こうした問題
は，広い意味での科学教育の中で培われるべき

あるのでしょうか．
21 世紀は科学や技術と並んで情報の時代です．
そこで，情報が社会の中で果たす役割∗2 を考え

てみたいのですが，まずここでは，科学・技術

∗3

この 10 年の大きな動きの一つに，科学コミュニケー

ション活動と科学技術社会論 (STS) への関心の高まりがあ
る．この背景の一つには，ユネスコと国際科学会議によっ
て 1999 年に主催されたブダペスト会議において「科学と科

と社会の関わりについて考えます．連載第 1 回

学的知識の利用に関する世界宣言」（ブダペスト宣言）が採

では，以下に今後の議論の材料となる幾つかの

択されたことがある．そこでは，「科学のための科学」とと
もに「社会のための科学」の必要性がうたわれている．

∗2

情報がもたらす社会的変革を予知し，「情報（化）社会」

∗4

例えば，放射線による被曝量は時間方向の積算値とし

という言葉を 1960 年代にいち早く使ったのは，国立民族学

てとらえなければならないが，そのことが理解できている

博物館の館長を長年務めた梅棹忠夫や技術官僚であった林

とは思えないテレビ報道も多かった．発言者や番組制作者

雄二郎である．また，情報社会につながる概念として，20

が理解していないか，本人は理解しているが，相手が理解

世紀初頭のドイツにおいて形成された「知識社会」がある

できていないことに気が付いていないか，のどちらかであ

[1]．

ろう．
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ものであり，その意味で日本の科学・技術の底

さらに，異なる専門分野の専門家同士の相互

力が試された場面でもありました．専門知識の

理解があります．また分野間といっても，単に

有無とは関係なく，あるグラフから情報を読み

理系と文系の間だけでなく，理学と工学の間に

取る力というものがあるはずです．

もギャップがありますし，情報系の研究領域間で

第三は，より根源的な問いです．十分なデー

さえこうしたギャップが生じることがあります．

タと専門家がいさえすれば，科学的に正しい判

このように，相互理解は様々な相手と様々なレ

断が常にできるのでしょうか．未知のものを明

ベルで必要になります．自分の常識を疑ってみ

らかにしていくことが科学研究ですから，最先

ることが相互理解の第一歩であるとすれば，実

端の領域であればあるほど，専門家の意見が分

は，それは研究活動のあるべき基本姿勢とまっ

かれることはよくあります．あるいは，科学・

たく同じであるのです．

技術の進歩そのものが破綻に向けた歩みをして

5. 見えるものと見えないもの

いて，私たちが気が付いた時には後戻りができ

私は基礎研究を図 2 のように考えています [3]．

ない，ということもあり得ます．実際に過去に

科学・技術によって明らかにした事実や実現し

起きた文明崩壊ではそうした事例もありました

た機能からなる世界が私たちが知っている世界

[2]．人間が科学・技術の歩みを止めることはな

であり，これを小さな世界と呼びます．この小

いでしょうが，人間の規矩を超えたものを扱っ

さな世界の外側には，私たちの知らない大きな

てはいけません．この点については次回以降に

世界があり，私たちの研究開発は，この小さな

議論します．

世界を大きな世界に向けて広げていく作業であ

4. 理解し合うことは難しい

るとみなすことができます．これらは，
「私たち

科学・技術が関わる社会的な問題を解決するた

に今見えている世界」と「いまだ見えない世界」

めには，お互いが何らかの理解に達し，取るべ

と言うこともできます．先端的な研究という営

き行動について合意しなければなりません．今

みは，この二つの世界の境界に位置しているの

回の震災は，いろいろな「お互い」があるのだ

であり，研究者は見えていそうで見えない世界

ということを気付かせてくれました．この相互

に立っていることになります．

理解の難しさは，単なる知識の差だけではなく，

これまでに述べてきた，科学・技術，そして科

お互いが持つ文化的な背景の違いに伴うパーセ

学・技術への専門家への問い掛け，そして，パー

プション・ギャップも要因の一つであることを

セプション・ギャップの問題などを今回の震災，

強調しておきたいと思います．

特に原発事故に即して考えてみると，科学・技

まず，専門家と非専門家である一般市民と専

術が本来持っている特色を理解する上で，重要

門家との相互理解です．ここで必要なものが先

なヒントを私たちに残してくれたことがわかり

に触れた科学コミュニケーションと言われるも
のです．次に，世代間の相互理解です∗5 ．
∗5

ジャーナリストで東大特任教授でもある立花隆の表現

を借りれば，現在の大学生にとって有史とは，9.11 以降の
ことを指すという．1961 年生まれの筆者にとって有史とは，
大阪万博以降のことになる．筆者の世代であれば，湯川秀
樹・朝永振一郎は日本の科学を牽引した物理学者であるが，
ノーベル賞受賞者が増えた現在，その名前を知らない大学
生も少なくないかもしれない．
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ます．大阪大学総長（当時）の鷲田清一氏は，岩

理学者の故高木仁三郎らによる原発推進への不

波書店『科学』2011 年 7 月号の科学時評におい

屈の警告があったではないか，チェルノブイリ

て『見えないもの，そして見えているのにだれ

の原発事故や東海村の臨界事故の時，専門家の

も見ていないもの』と題する小文を寄稿してい

意見にもう少し持続的に耳を傾けていれば，と

ます．これまでの議論と重なりますので，取り

述べています．見えているはずのものを，きち

上げてみたいと思います．まず，科学者の役割

んと見る力とはいったい何でしょうか．

について次のように述べます．

6. おわりに

『科学（者）への信頼は，何が確実に言えて，何

これから更に重要になるであろう「情報」の

が言えないか，それを科学者自身が明確に述べ

問題を考えるためには，まず，科学・技術とい

るところに成り立つといえる．科学とは，まず

うものを，その可能性だけでなく，それらが抱

なによりも《限界》の知であるはずである．そ

える問題も含め，歴史的な視座の中で解釈し直

して，世界をまるごと語る「物語」や「説話」と

す作業が必要であると考えます．次回以降では，

はそこで区別される．
』

それぞれの項目について，より丁寧に，具体的

では，彼らに見えなかったものとは何でしょ
うか．
『が，原子力工学の研究者コミュニティは，科学

事例を挙げながら言及していく予定です．次回
の予告も兼ね，最近出版された書籍 [5]〜[7] を参
考文献として加えました．

者として最低限の統一見解を出せていない．意

参考文献

見が割れているとして，では市民にセカンド・

[1] ピーター・バーク，知識の社会史―知と情報はい

オピニオン，サード・オピニオンにふれる機会
を設けているかといえば，それもない．コミュ
ニティとして合意できる事項がないのだとした
ら，それは当該ディシプリンが成り立っていな
いということになるのだが．
』
すなわち，原子力工学は学問分野として成立
していない，という厳しい指摘をします．
『その《限界》の知は，科学外の利害関係や様々
の希望的観測によって歪められてはならない．時
代に距離を置くこと，それを科学者は市民に負
託されている．がそれは専門性に閉じこもるこ
とを意味しない．
』
と言い，なぜなら，科学者と言えども専門外
の領域については科学的な物言いをなし得ない
「特殊な素人」であるからです．

かにして商品化したか，新曜社，2004.
[2] ジャレド・ダイアモンド，文明崩壊 滅亡と存続の
命運を分けるもの，草思社，2005.
[3] 外村佳伸，前田英作編，環境知能のすすめ—情報
化社会の新しいパラダイム，リミックスポイント/
丸善，2008．
[4] 鷲田清一，“見えないもの，そして見えているの
にだれも見ていないもの”，科学，vol.81, no.7,
pp.612–613, 2011.
[5] 菊池誠，松永和紀，伊勢田哲治，平川秀幸，飯田
泰之，もうダマされないための「科学」講義，光
文社，2011.
[6] サイモン・シン，エドザード・エルンスト，代替
医療のトリック，新潮社，2011.
[7] セス・Ｃ・カリッチマン，エイズを弄ぶ人々 疑
似科学と陰謀説が招いた人類の悲劇，化学同人，
2011.

そして，最後に，
「では，見えているのに見て
こなかった人たち」が，それ（見えていない原
子力工学者）よりたくさんいることにも触れて
います．その人たちとは，私たち原子力工学に
ついての「素人」です．なぜなら，例えば，物
17
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
Human beings typically perform routine actions at regular intervals, like ﬂossing one’s teeth
before going to bed, and we call these habits.
People keep good habits and, unfortunately, bad
habits. The former can have a very good eﬀect
in one’s writing pursuits.
Good Writing Habits
In this issue, we step back from grammar for
a little bit to discuss a few basic—but too often
overlooked—habits of careful writers.
1. Proofread everything you write
This simply means reading your document
again, and again, after ﬁnishing the writing.
Read it quickly (for ﬂow), slowly (for errors),
and from diﬀerent perspectives, such as someone
completely unfamiliar with your work. Writers
neglecting this habit are simply irresponsible.
2. Get input from colleagues others
Writing in the real world is very often used to
describe collaborative eﬀorts, such as research.
Just as collaboration strengthens the planning
and execution of experiments, such teamwork
can also beneﬁt a document’s writing. Don’t be
too ‘proud’ to ask for help.
3. Plan your paper before writing
Sophisticated objects such as electronics and
buildings are not simply thrown together without forethought—they are planned. Planning
is also critical to a well-structured document:
What do you want to say? What data will you
include? How will you order the presented info?
Some writers use “outlining” software, of varying complexity, for this task. But a blank sheet
of paper, a pencil, careful thought and a bit of
time will serve you equally well.
4. Manage your time in writing jobs
Writing is time-consuming, and there’s no escape from that reality. People tend to signiﬁcantly underestimate the amount of time a writing job will actually take. We ﬁgure that two
18

hours should be enough to ﬁnish a small section
of a paper; it takes us ﬁve hours. We’re conﬁdent four days should be enough to draft a paper; it takes nearly two weeks. This is human
nature, but the eﬀects of rushing are often clear
and damaging to the document.
Give yourself some “buﬀer” time—start the
writing job early. If you do ﬁnish on time, sit
back and drink a well-deserved beer.
5. Be flexible about making changes
A piece of real-world writing is not like a marble sculpture: It is alive and changes. If you
think carefully about others’ input, changes in
conditions, and your own reﬂections, then revisions are always improvements.
Parenthetical Care
A common and useful tool in many kinds of
documentation, including a scientiﬁc paper, is
the pair of parentheses (i.e., the curved marks
enclosing this explanatory comment).
This tool is used to insert detailed speciﬁcs
(like dimensions), indication to supporting
graphics/data (Fig. X), and various side notes to
the main idea (actually, the most common use).
Parentheses are not diﬃcult to use, but make
sure your placement of parenthetical information
does not hinder readability:
× The dimensions (2 × 3 × 7 mm) of the infuser were set based on. . .
 The dimensions of the infuser (2 × 3 ×
7 mm) were set based on. . .
The ﬁrst example does keep the added info
close to what it describes, but it breaks up the
idea abruptly; the second example allows the
reader to ﬁnish thinking about the whole idea.
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) This section explains about the. . .
2) Here, we describe about our new. . .
3) This concerns on the method used to. . .
(Answers: 1) & 2) delete “about”; 3) delete “on”)
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【大会イベント紹介】

Info for Ron Read’s Presentation
IEICE March ’12 Conference

「テクニカルライティングの秘訣と Common Problems」
日時：2012 年 3 月 21 日（水）13:00〜15:00
会場：岡山大学
The Public Face of Your Research Work
Technology and scientiﬁc research continue to progress at an accelerating pace. This has naturally
led to a more competitive environment for researchers and developers, where the ability to communicate R&D work, mainly through journal papers and letters, has become a much more vital competitive
tool.
Ron Read will give an informal, fast-paced talk on technical writing and solutions to common
problems at the March 2012 IEICE Conference. The two-hour talk, including time for Q&A, is in
English, but back-up materials are distributed for reference. In the ﬁrst segment, the emphasis is on
practical tips for real writing jobs. Also discussed are ways to eﬀectively apply the standard structure
of journal papers in your writing, with particular emphasis on writing a stronger abstract(summary).
The second segment covers a wide-ranging variety of common problems that frequently appear in
submissions to IEICE publications, particularly by Eastern Asian authors.
About the Presenter
Ron Read is a director and Kansai branch manager of Kurdyla and Associates Co., Ltd., a communications company founded in 1969. His duties include training and supervising technical rewriters
and presentation trainers. He is Secretary of Kinki Macintosh Users Group. He reviews the writing
quality of letters and papers submitted to IEICE Group D publications.
論文はあなたの研究成果の顔です！
科学技術は加速度的に進化し続けています．そのため，研究者や開発者は，より競争的な環境に
追い込まれてきています．そこでは，主に論文記事を通じた研究開発成果のコミュニケーション能
力が，競争のための力強い道具となります．
テクニカルライティングとそれに関わる一般的な問題と対策について，2012 年 3 月の電子情報通
信学会総合大会において Ron Read 氏がざっくばらんに駆け足でお話します．質疑応答を含めた 2
時間の講演を英語で行いますが，参考として補助資料を配布します．講演では，最初に実際の執筆
作業における実用的なコツに重点をおいてお話します．また，標準的な構成を採用して効率良く執
筆する方法について，より説得力のある概要を書くことついて特に重点をおいてお話します．次に，
電子情報通信学会の出版物への投稿において，特に東アジア出身の著者によく見られる多種多様で
一般的な問題についてお話します．
講演者について
Ron Read（ロン リード）氏は，1969 年の創業以来英語コミュニケーションに関する業務を行っ
ているクディラアンドアソシエイト（株）取締役・関西支店長を務め，技術文書リライターやプレ
ゼンテーション指導者を指導し監督する立場にある．近畿マッキントッシュ・ユーザ・グループ事
務局も務める．電子情報通信学会 D 分冊に投稿されたレターや論文のレビュー業務にあたる．
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お詫び
情報・システムソサイエティ誌（第 16 巻 第 3 号 通巻 64 号）のおめでとう論文賞「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」の記事において間違いがございました。
著者から第五著者の草刈 圭一朗先生（名古屋大学）が抜けておりました．また，第一著者の馬野
洋平様の所属を名古屋大学としておりましたが，名古屋大学（現在，日立ソリューションズ）の誤
りでした．
御執筆いただいた馬野 洋平様，酒井 正彦様，西田 直樹様，坂部 俊樹様，草刈 圭一朗様他関係
者各位，会員のみなさまに多大なる御迷惑をお掛けいたしました．謹んでお詫び申し上げますとと
もに，訂正した記事を本号に掲載させていただきます．
電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ
ソサイエティ誌編集委員会
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【おめでとう論文賞】

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 草刈 圭一朗
名古屋大学

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
∗ 現在，日立ソリューションズ

数独のようにマスに 1 から 9 の数字のいずれかが
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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【ISS 組織図】
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【編集委員会名薄】

編集後記 著者の皆様には，貴重な時間を割いて御執筆いただきました．著者の皆様に，心より感謝申し上
げます．また，編集委員会の方々からも多くのサポートをいただき，無事発刊の運びとなりました．今後と
も本誌をどうぞよろしくお願い申し上げます．
（主担当：筑波大 中谷）▼最後になって，ようやく編集作業の
流れを理解しました．支援してくださった幹事や編集委員の皆様方に感謝いたします．
（副担当：早大 森田）
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