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【巻頭言】

多くの会員に求められる学会に
フェロー

村瀬 洋

名古屋大学

このたび電子情報通信学会の ISS 次期会長の

が訪れる．年配の皆様も思い出すのではないだ

大役を仰せつかった．学会の役割には，種々の

ろうか？

側面がある．一つには，このグローバル時代に，

がら発表して，鋭い質問を受けてタジタジした

論文，会議，WEB 等を通して，国内のみならず

体験を．これこそが，研究者，技術者としての第

世界に向けて日本の技術を情報発信していくと

一歩である．私自身も，初めての研究会で，大先

いう大切な役割がある．世界やアジアの中で日

生から質問を受けて，必死に回答していたこと

本の技術的な優位性や存在感が危ぶまれている

が今も忘れられない．若手研究者にとって，論

中，様々な企画を行ってそれらを加速すること

文や本でしか名前を見たことない大先生に，会

が求められている．一方で，多くの会員が日常

場で面白いと言ってもらえた時の感激は相当な

的に関わる例として，若手研究者の育成や，技

ものである．この一言により，次も頑張ろうと

術者同士で切磋琢磨や交流する機会を与えると

いう気持ちになる．現在の学会は，会議も総合

いう重要な役割がある．本稿では，私自身の経

大会や研究会だけでなくシンポジウムやワーク

験に基づき，後者の観点に着目してみる．

ショップなど多様化している．これらをうまく

私自身，電子情報通信学会に育てられたと言っ

初めて総合大会や研究会で緊張しな

活用することが大切である．

て過言ではない．学生時代，電気系の学科に入

技術者もある程度の経験を積むと，研究会の

学したすぐの頃に，教授から「電気屋たるもの

委員や聴講者などとして，支援側の役割を担う．

電子情報分野に進むものは電子通信学会（本学

これは同分野に興味を持つ他研究機関の研究者

会の前身），強電分野に進むものは · · · · · · 学会，

とヒューマンネットワークを作るとても良い機

などの会員になってはじめて一人前の技術者に

会でもある．私もパターン認識関係の研究会で，

なる．更に，会員になるには学会員の推薦が必

テーマセッション，アルゴリズムコンテスト，シ

要で，審査もある．
」と脅されながらも，学生会

ンポジウムなどを他の委員と一緒に企画したこ

員になった．初めて会員証と学会誌が送られて

とで，自分が成長させられたと思う．

きたときには，誇らしげに思ったものである．現

私の体験した学会のシステムが，現在におい

在では，本学会以外にも多数の学会が設立され，

て最適なものではないかもしれない．時代は変

お互いに会員数の確保を気にしている状況であ

わり，SNS など新しいコミュニケーション媒体

り，当時の学会会員の誇りのようなものが現在

が広まり，求められるシステムは変わっている

もあるのか少し気になる．ただし，電子情報通

かもしれない．しかし，多くの学会会員が求め

信学会は，現在も国内同分野で，質量ともに最

ている本質的な部分は，今も昔も変わらないと

重要な学会の一つである．高い質を保ち続ける

思う．それは，技術者同士で集まり，切磋琢磨

こと，宣伝などを適切に行っていくことにより，

し，技術に誇りをもち，技術的な喜びや感動を

会員であることに誇りが持てるような学会にし

共有し，若手を育成しあうボトムアップ的なも

ていくことが大切である．

のであると思う．今後も，
『多くの会員に求めら

大学の研究室や企業などに入り，研究を行う
ようになると，今度は自分自身に発表する機会

れる学会の姿』を忘れないようにしたいもので
ある．
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海馬の理論研究：ニューロンから行動まで

佐藤 直行

大森 敏明

公立はこだて未来大学

神戸大学

我妻 広明
九州工業大学

1. はじめに

CA3 からの入力が，樹状突起遠位部と近位部と

海馬は脳の中でも秩序の整った神経構造を持

で別々に受け取られる．このような空間構造を

ち，人では意識的に想起できる顕在記憶に大き

持つ入力の統合が，細胞レベルでどう実現され

く関わることから，古くから研究が進められて

ているかが盛んに議論されている．

きた．電気生理学的な計測は個々の神経細胞の

大森ら (2011) は，膜抵抗と呼ばれる細胞の電

ミリ秒単位の活動を，脳イメージング計測では

気特性の空間構造を考慮した海馬 CA1 錐体細胞

秒分単位で海馬全体の活動度を調べることがで

の数理モデルを提案し，細胞レベルでの情報統

きる．一方，ヒトの知能，人格，質感を考える上

合様式を調べた [1]．理論解析により，膜抵抗が

において，個々の神経細胞の活動，局所的な神

不均一に分布する場合に，嗅内野からの入力が

経回路，脳全体の神経回路の異なる階層を分断

細胞体発火を強く促すことが示され，信号伝播

して調べることでは脳というシステムの機能を

を促進する膜抵抗分布は入力と同様に “区画化”

知ることはできない．つまり各階層を不可分と

され，大森らが実験に基づいて推定した分布と

して全貌を捉える必要があり，正に海馬の数理

同様の傾向を持つことが分かった．この結果は，

モデル研究はその問題に接近しつつある．本稿

海馬神経回路の構造を反映した入力情報の統合

では，近年の海馬の理論研究における神経細胞

に対して細胞の電気特性の空間構造が機能的役

レベル，神経回路レベル，行動レベルの研究の

割を持つことを示し，細胞形態や電気特性の変

重要な断面と関係を概観することで，階層縦断

化が海馬情報処理に与える影響を詳細に議論で

的な脳の理論研究のアプローチの紹介としたい．

きるという理論研究の新たな展望を与えた．

2. 神経細胞レベル：情報統合のダイナミクス

細胞と局所回路を繋ぐ統合的理解には，空間

海馬は，記憶を司る部位として新たな感覚情

構造を考慮した細胞レベルの理論研究が重要で

報や記憶情報の統合を行う．海馬細胞が受け取

あることは言うまでもなく，更にはシナプス可

るこれらの情報は，空間構造を持っており，情

塑性や恒常的可塑性を考慮した研究も発展性が

報の種類に応じて空間的に “区画化” されてい

ある．実験知見では計測解像度の限界や刺激の

ることが，近年注目を集めている．例えば，海

時空間構造の困難があり，理論研究が補完する

馬 CA1 錐体細胞では，嗅内野からの入力と海馬

意味は大きい．
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3. 神経回路レベル：グリッド細胞の数理モデル

的役割を果たす扁桃体と密接に情報授受を行っ

海馬は記憶の中でも特に，環境における場所

ており，その処理の結果を，ヒトでは格段に発

の記憶に関わる．従来，特定の場所に居るとき

達した意思決定回路，前頭葉へと送り出してい

のみ活動する “場所細胞” が空間記憶を表すと考

る．言い換えれば，先で触れたように，神経単位

えられてきたが，2005 年にグリッド細胞という

の情報統合から，空間地図と出来事の時系列の

環境の三角格子上の場所で活動する細胞が発見

記憶統合，そして感覚様式に寄らず身体感覚–空

され，海馬の空間記憶の全体像が再構築されつ

間認知–問題解決のフレーム生成の問題に大きく

つある．グリッド細胞においては，身体運動情

関わっている．近年のアルツハイマー病や過度

報と環境の感覚情報が統合されていると考えら

のストレスが誘発する人格的欠損の精神医学と

れるが，どのような情報表現であるべきかが現

考え合わせると，脳における情報統合というも

在議論されている．佐藤 (2011) は運動と感覚情

のは単なる足し合わせではなく「私」という主

報を統合するための感覚環境の表現として，“自

観を構成するために不可欠な働きを持ち，情報

己中心シーンのハフ変換像” を提案し，その効

の図と地が人格を形成しているとも言える．そ

果を計算機シミュレーションにより調べた [2]．

の数理を明らかにするために従来法だけではな

結果として，提案表現が場所・方向の認識に有

く，実時間実環境に数理モデル実装する脳型ロ

効であり，身体運動情報と環境の情報を矛盾な

ボット研究にも大きな関心が高まっている [3]．

く統合できることが明らかになった．この結果

5. おわりに

は，提案表現が，環境空間の認識，記憶，感覚–

本稿では，近年の海馬の理論研究における異

運動統合などの複数の処理において主要な働き

なるレベルの重要な断面とその関係を概観する

を果たし得ることを意味し，海馬の情報表現の

ことで，階層縦断的な脳のシステム的理解とそ

理解に重要な鍵を与えた．同数理モデルを用い

の方法論について議論した．今後様々な計測技

て，環境の境界を情報コードする海馬神経細胞

術が進歩する中で，いわば外部観測の限界に対

の反応特性を詳細に解析し，その妥当性を検証

し，数理に基づき再構成する構成論的アプロー

することが今後期待されている．

チが補完することが期待され，脳の情報表現と

4. 行動レベル：人の状況依存的認知判断へ

その生成原理を内部から表し，更なる実験知見

記憶の神経基盤は様々あり，潜在記憶回路で

と数理の融合が進むことで，動物実験では到達

は，誤り訂正の教師付き学習の小脳や報酬系の

できない人存在への言及が可能となる．

信号を受け機械学習や強化学習で定式化される
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教育工学 (ET) 研究会の最新動向
森田 裕介
早稲田大学

1. はじめに

その 40 周年記念研究会から 3 年間が経過した

教育工学 (ET) 研究会は，1967 年に設立され

今日，ET 研究会ではどのような研究発表がなさ

た歴史ある研究会である [1], [2]．創成期（〜1970

れているのか．本稿では，2011 年度の活動を中

年代）は，CAI や CMI などの研究が中心であっ

心に，ET 研究会の最新動向を報告する．また，

た．その後，ITS (Intelligent Tutoring System)，

ET 研究会の今後の活動についてまとめる．

ILE (Intelligent Learning Environment)，CSCL

2. 活動状況

(Computer Supported Collaborative Learning)，

ET 研究会は，毎年 9 回，全国各地域で開催

e ラーニング，ユビキタス・モバイル学習など

されている．図 1 に，過去 10 年間の発表件数の

へと研究が発展してきている．対象となる領域

推移を年度ごとにまとめたグラフを示す（原稿

は，工学教育や情報教育だけでなく，企業内教

執筆時の発表予定数を含む）
．集計の結果，2002

育，医療・看護教育，特別支援教育などである．

年度から 2011 年度までの 10 年間の総発表数は，

“教育の場” であれば，例外なく教育工学の研究

1,300 件であった．年度ごとに発表件数のばらつ

領域となり得る．

きはあるものの，少なくとも 100 件以上の発表

ここ数年間の大きなイベントとしては，2008

が継続的になされてきたことが分かる．

年に開催された 40 周年記念研究会が挙げられる

2011 年度の総発表件数は，142 件であった．学

[3]．40 年間を振り返って，“教育工学研究会の

習形態としては，e ラーニング（Web ベース），

果たすべき役割” を議論した研究会は，教育工

ブレンディッド学習，モバイルラーニングなど

学黎明期を知らない若手研究者らに少なからず

が主流である．個別学習を想定したものだけで

影響を与えたと確信している．

なく，協調学習支援システムの研究も多い．ま

図 1. ET 研究会における過去 10 年間の発表件数
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た，研究対象領域としては，工学教育だけでな

幸（徳島大学）氏が選出され，Young Researcher

く，医療・看護教育や特別支援教育に関する発表

Award として表彰された．

が多くなった．力覚デバイスや AR（拡張現実）

3. ET 研究会の今後の活動

の技術を応用したコンテンツの発表も増えた．
これらの発表についてキーワードを抽出する

2012 年度に開催される ET 研究会のテーマは，
それぞれ次のとおりである．

と，学習支援システムの開発に関する発表が多

• インタフェース技術と学習支援システム

数を占めていることが分かる．また，学習支援

• 教育・学習支援に対する新展開

の対象として，高等教育（大学や高等専門学校）

• Web 技術と先端的学習支援

が多い．特筆すべきは，協調学習支援，レポー

• ブレンディッドラーニングにおけるメディ

トの自動採点システム，学習スキル習得システ

アの役割

ムなど，大学生の学習活動そのものを支援する

• 教育・学習支援プラットフォーム

ための研究が増えた．

• e ラーニング運用

ところで，ET 研究会では，若手研究者の育
成を目的とし，奨励賞を選奨している．2011 年
は，12 月の ET 研究会を若手支援企画とし，選
奨規程に則って選奨を行った．そして，12 名の

• 若手支援企画（IEEE との協賛）
• 特別な教育的ニーズへの対応と人にやさし
い教育
• 学習データの蓄積と利活用支援

審査委員による採点の結果から，宇都雅輝氏（電

2012 年度も，例年通り，年間 9 回の開催を予定

気通信大学大学院博士課程 1 年）と鈴木昭弘氏

している．また，12 月に若手支援企画として，

（北海道工業大学大学院博士課程 3 年）が選定さ

先に述べた選奨を行う予定である．
4. 今後の方向性

れた．
海外の組織との関わりとしては，2010 年から，

教育を取り巻く環境は，この 10 年間で劇的に

IEEE Education Society Japan Chapter におけ

変化した．また，初等・中等教育における「教

る若手研究者の研究活動奨励に協賛している．

育の情報化」も進んでいる．

2011 年は，ET 研究会の発表者の中から光原弘

今後の ET 研究会の方向性は，これまでと同
様に，情報通信技術を使った先進的な学習支援
に関する研究を進めていくことである．現在の
ET 研究会の成果が，現在の教育現場のニーズ
や問題を解決しつつ，近い将来，教育の場に広
く普及していくことを期待している．
参考文献
[1] 坂本昂，“日本の教育工学研究の原点，
” 信学技報，
ET2008–1, 2008.
[2] 岡本敏雄，“教育工学の歴史，
” S3 群 11 編 教育支
援システム，知識ベース 知識の森，http://www.
ieice-hbkb.org/portal/doc 545.html

左から，鈴木氏，中村委員長，宇都氏
図 2. 奨励賞受賞者

[3] 藤原康宏，“教育工学の研究最前線，
” 情報・シス
テムソサイエティ誌，vol.13, no.4, pp.8–9, Feb.
2009.
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コンピュータシステム研究専門委員会の逆襲
天野 英晴
慶應義塾大学

1. CPSY の抱える問題

すべく，先代の坂井委員長，現幹事団と知恵を

コンピュータシステム分野は，電子情報通信

絞った結果，CPSY は思い切った行動に打って

学会では最も情報処理学会に近い分野であり，

出ようとしている．ここで，問題を解決するた

コンピュータシステム研究会 (CPSY) は，情報

めに，ARC，HPC，OS など情報処理学会の研

処理学会のコンピュータアーキテクチャ研究会

究会と会員やテーマを取り合ったり，上記研究

(ARC)，ハイパフォーマンスコンピューティン

会の力を弱めることがあってはならない．CPSY

グ研究会 (HPC)，オペレーティングシステム研

の研究会員の多くは，情報処理学会研究会の会

究会 (OS) などと研究分野が重なっている．この

員でもあるため，これらの研究会の力を弱める

ため，以下の構造的な問題が生じている．

ことは研究会員の利益に合致しない．CPSY の

• 研究会員のほとんどは，自分の専門分野によ

問題解決は，コンピュータシステム分野自体の

り特化した研究活動をしている情報処理学会

問題をも解決する形でなされなければならない．

の研究会員を兼ねている．委員長の私からし

2. 新しい取り組み

て ARC の主査経験者である．主な研究発表

コンピュータシステム系の研究コミュニティ

先は CPSY と決めている会員が少ない，とい

は，査読付きで，レベルが高く，活発な国内シ

うかほとんど居ない．
（コア会員の不在）

ンポジウムを持ち，これが活動の核となってい

• CPSY の発表は，情報処理学会の研究会のど

る．5 月に行われる SACSIS，11 月の ComSys，

れにもフィットしないもの，情報処理学会の

1 月の HPCS である．これらは情報処理学会論

研究会で時期的にうまく合うのがない場合に

文誌コンピューティングシステム (ACS) と連携

限られる．
（Misc 化，二軍化）

しており，昨年までは同時投稿が可能であった．

• 情報処理学会の研究会を合わせれば CPSY の

今年からはシステムがやや変わったが，国内シ

分野がカバーできるため，研究会自体の存在

ンポジウムに投稿されたレベルの高い論文を素

意義に疑問がある．
（存在意義の不在）

早く論文誌に掲載することができ，博士学位や

CPSY は長い歴史を持つ研究専門委員会であり，

奨学金の取得などのために早期に業績を積みた

初期のコンピュータシステムの研究発表の場を

い学生にとってのメリットが大きい．しかし，こ

提供し，SWoPP，JSPP (SACSIS)，リコンフィ

のシステムは一方で，国際的に通用する研究が

ギャラブルシステム研究専門委員会を生み，コ

国内で閉じてしまう弊害がある．現状で，コン

ンピュータ分野の発展に貢献してきた．しかし，

ピュータシステム関連の研究は，その質の割に

既に 20 年以上，長期的に活動が衰退しており，

は，トップクラスの国際学会で発表されること

一時は研究専門委員会を解散してもいいのでは

が少なく，IEEE Transactions など国際的な一流

ないか，と言われるに至った．この窮状を脱却

ジャーナルでの採録も少ない．従来，日本のコ
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ンピュータ産業は国内だけでも一定の市場を確

などのトップクラスの国際学会に挑戦すること

保できていたが，国内市場の縮退が進み，企業

も奨励する．不幸にして落ちた場合には（トッ

自体とそこで働く技術者の国際化が急速に進ん

プクラスの国際学会は良い研究でも落ちるので，

でいるのに，研究コミュニティ全体としては依

落ちてもまったく恥ではない）
，これらの国際学

然として内向きである．

会に投稿することで発表の場が確保できる．最

そこで，CPSY は研究コミュニティの国際化

近コンピュータシステム関係ではトップクラス

を推し進めることで，現在陥っている窮状から

の国際学会に通すことが非常に困難になる一方，

脱却する方針を立てた．まず，CPSY は SACSIS

それ以外の国際学会の運営，査読がいい加減と

からは撤退し，将来に渡っても査読付きの国内

なり，国際学会における中間層が崩壊している．

シンポジウムで ACS 論文誌などの邦文誌と連携

我々の取り組みはこれを埋める意味がある．

したものには関与しない．次に，以下の国際学

また，国際学会に発表された論文がすみやか

会と連携して，この運営に参画していくことで，

に IEICE Transaction に掲載されるように，連携

CPSY（あるいは ARC，HPC，OS も）の研究

した特集号を定期的に企画する．同時に，優れた

会で発表した内容を，研究会での議論を反映し

研究には IEEE Transaction などの国際ジャーナ

た後にすぐに国際学会に提出することを日常化

ルへの投稿を奨励する．もちろん IEICE Trans-

する．

action のレベルを上げて一流国際ジャーナルを

• HEART (International Workshop on Highly

目指すことにも協力する．

Eﬃcient Accelerators and Reconﬁgurable

上記の活動により，コンピュータシステム関

Technologies) 5 月末，6 月はじめ：アクセラ

係の研究コミュニティは，国内シンポジウム →

レータとリコンフィギャラブルシステム，2012

ACS 論文誌と共に，もう一つ国際学会，英文ジ

年は沖縄，2013 年はエジンバラ

ャーナルに通じるパスを持つことができ，これ

• McSOC (International Symposium on Embed-

らを必要に応じて選択することができるように

ded Multicore SoCs) 9 月：組み込みマルチコ

なる．また，信頼でき，参加しやすいミドルク

ア，SoC，2012 年は会津，2013 年は東京

ラスの国際学会を保持できる．一方，CPSY は

• ICNC (International Conference on Network-

これらを通じてコア会員と存在意義を獲得する．

ing and Computing) 12 月：ネットワーク，コ

ここでは紙面の関係で紹介できないが，CPSY

ンピュータシステム全般，2012 年は沖縄

は上記の方向性を補完する意味での FIT，総合

上記の国際学会はいずれもまだ歴史が若く，50

大会への協力や，若手研究奨励賞の設立，クラ

人から 100 人規模であり，レベルもまだあまり

ウド分野の取り込み，実装を行う技術者，学生

高いとはいえない．しかし将来に渡ってこの運

への支援などを計画し，一部は既に行っている．

営に継続的に関わり，公平な査読ときちんとし

皆様の御理解と御協力をいただければ幸いであ

た運営を行って採択率が 40%程度のレベルの達

る．また，御意見，提案，御質問等は遠慮なく，

成を目標とし，これを維持したい．研究会のレベ

幹事団 cpsy-kanji@mail.ieice.org までお寄せいた

ルが上がって採択率が落ちた場合でもポスター

だきたい．CPSY は現状を打開し研究会を活性

セッションなどを設けてはじめて国際学会に投稿

化するための有益な提案は何でも取り入れてい

する学生でも参加が可能なようにしていく．も

きたい．

ちろん，国内の研究会の後で，いきなり ISCA
9
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コンピュテーション研究会 近況報告
伊藤 健洋
東北大学

1. はじめに

後にある理論は組合せ論を基盤にしたコンピュ

コンピュテーション研究会では，下記のテー

テーションの範疇にある．近年，パズルの計算

マを主として，年 7 回研究会を開催している．

量の研究が進み，更にコンピュテーションの立

計算可能性の理論，計算量理論，オートマト

場から，パズルの求解や生成の困難性が数理的

ン理論，形式言語理論，形式システム，グラ

に議論できるようになっている．本イベント企

フ理論，組合せ論，アルゴリズムとデータ構

画では，上原隆平先生にコーディネートをお願

造，量子計算，分子計算，並列/分散計算，知

いし，伊藤大雄先生，松井知己先生，堀山貴史

能処理基礎論，学習理論，発見科学，情報基

先生，池田心先生，宇野裕之先生に御講演いた

礎論，符号/暗号理論，メタヒューリスティッ

だいた．どの御講演も，自分たちに身近なパズ

ク，ウェブアルゴリズム，項書き換え系，計

ルを題材に，コンピュテーションの世界観を説

算幾何学，近似アルゴリズム，乱択アルゴリ

明してくださり，他の分野の研究者にも楽しん

ズム

でいただけたと思う．

また，情報処理学会アルゴリズム研究会と連携

3. 研究会での工夫

を深めており，研究会では年 1 回程度の連立開

浅野委員長をはじめとして，我々幹事団が最

催を行い，情報科学技術フォーラム (FIT) では

も心がけたことは「足を運びたくなる研究会」を

交互にイベント企画を計画・実施している．

開催することである．インターネットが普及した

2010 年 5 月より本年 5 月までの 2 年間，浅野

こともあり，単に研究成果のみを知りたいので

哲夫委員長，牧野和久副委員長，河内亮周幹事，

あれば，わざわざ遠方で開かれる研究会に足を

伊藤健洋幹事の体制で，研究会の運営を担って

運ばなくても済んでしまうのが現状である．そ

きた．ちょうど任期を終える時期に，この執筆

れでも，あえて研究会に参加する意義を創りた

の機会をいただいたこともあり，この 2 年間の

いと思い，具体的には次の 2 つを企画してきた．

活動を振り返ってみたいと思う．

3.1 自己紹介の実施

2. FIT 2010 イベント企画

研究会に参加する最大の意義は，他の研究者

我々幹事団の最初の仕事は，FIT 2010 イベン

との Face-to-Face の交流ではないだろうか．し

ト企画の計画・実施であった．多種多様な分野

かし，顔と名前が一致しないままでは，円滑な

の研究者が集まる FIT において，当研究会の魅

交流もできないし，何より話しかけにくい．そこ

力を分かりやすく伝えることを主眼に，「組合

で，研究会の休憩時間を利用して，参加者全員に

せパズルの数理とコンピュテーション」という

簡単な自己紹介をしていただくことにした．単

企画を実施した．迷路やクロスワード，数独な

に顔と名前が一致するだけではなく，研究会そ

ど，パズルは人間の知性の結晶であるが，その背

のものの雰囲気が和やかになったと感じている．
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3.2 研究の裏側の紹介
研究会でしか聞けないお話をしていただこう，

【研究最前線 (COMP)】

優れた論文・発表を 1 件選ぶものである．この
賞は，当日の聴講者全員に投票権がある．

という思いから企画したのが，この「研究の裏

御存じの通り，2011 年総合大会は，東日本大

側の紹介」である．我々が普段読んでいる論文

震災の影響で中止となった．しかし，すべての講

は，研究者が何度も精製して，最後の最後に残っ

演が既発表として扱われたこともあり，COMP

た，きれいな上澄み液であるといえる．しかし，

学生シンポジウム最優秀論文賞の選考を後に行っ

特に若手研究者や学生が知りたいのは，むしろ

た．その結果，下記の論文に賞を贈呈すること

その精製過程ではないだろうか．そこで，講演

が決まり，2012 年総合大会にて御講演いただく

者の先生方には無理を言って，
「論文がどうやっ

ことができた．

て生まれたのか？」という研究の舞台裏を見せ
ていただく企画を 2 回実施した．
• 2011 年 12 月研究会（名古屋大学にて開催）
浅野哲夫先生，徳山豪先生，今井桂子先生，河
村彰星先生「Distance Trisector Curve に関す
る研究の誕生から発展までの経緯」
• 2012 年 3 月研究会（東京大学にて開催）
宇野毅明先生「隣の芝は青くない」

○早坂智行・天野一幸
“多項式しきい値関数密度の上界の改善”
また，2012 年 COMP 学生シンポジウム最優秀
論文賞は，下記の論文に贈られた．
○長尾篤樹・岩間一雄
“木構造関数値評価問題の領域計算量解析”
5. 結びにかえて
この 2 年間，ここには書き切れないほど，多

どちらも盛会となり，多くの方に研究会に足を

くの方々にお世話になり，私自身多くのことを

運んでいただけた．

勉強させていただいた．ERATO 湊離散構造処

4. 総合大会での COMP 学生シンポジウム

理系プロジェクトとはシンポジウムを共催させ

コンピュテーション研究会では，総合大会に

ていただき，研究会では多くの方々に魅力的な

おいて「COMP 学生シンポジウム」を企画して

発表をしていただいたおかげで，楽しく中身の

いる．特定領域研究「新世代の計算限界 (NHC)」

濃い研究会・イベントを開催できたと思う．

とのコラボレーションとして 2006 年に開始して

2012 年 5 月からは，今井桂子委員長，伊藤大

以来，毎年の恒例イベントとなっている．優れた

雄副委員長，河村彰星幹事，全眞嬉幹事の新体

研究を行うためには，テーマ間にわたる幅広い

制で運営される．FIT 2012 では，「e-サイエン

視野を持つことが重要であり，異なるテーマで

ス：超大規模実問題に挑戦するアルゴリズムと

研究する学生同士の情報交換を行うことが，ハ

計算技術」というイベント企画を計画している

イレベルな研究者の早期育成に大きな効果をも

ので，ぜひ足をお運び願いたい．

たらす．本シンポジウムは，学生のみの講演か
らなる公募シンポジウムであり（共著者は一般
も可）
，学生に研究交流の場を提供することを目

【コンピュテーション研究会 ウェブサイト】
http://www.ieice.org/˜comp/

的としている．
本シンポジウムの特色として，COMP 学生シ
ンポジウム最優秀論文賞の贈呈がある．これは，
本シンポジウムの（依頼講演を除く）すべての
発表の中から，論文及び発表の両方を考慮して
11

【おめでとう ISS 功労賞・ISS 論文賞】

情報・システムソサイエティ誌 第 17 巻第 2 号（通巻 67 号）

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 24 年度の ISS 活動功労賞・ISS 査読功労賞及び平成 23 年度の ISS 論文賞の表彰式が，機械振
興会館において 5 月 31 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
安里 彰

技術会議幹事，コンピュータシステム幹事としての貢献

菅谷 史昭

ソサイエティ誌編集委員長・編集幹事としての貢献

阿萬 裕久

ISS 和文論文誌編集活動への貢献

鈴木 基之

ISS 和文論文誌編集活動への貢献

浮田 宗伯

英文論文誌編集委員としての貢献

計 宇生

英文論文誌編集委員としての貢献

北神 正人

ディペンダブルコンピューティング研究会活動への貢献

三宅 優

情報通信システムセキュリティ研究専門委員会副委員長，幹事としての貢献

高村 誠之

画像工学研究会活動への貢献

大西 淳

知能ソフトウェア工学研究専門委員会副委員長及び委員長としての貢献

佐藤 洋一

PRMU 研究会・MIRU シンポジウム・FIT・総合大会の企画，運営・論文誌編集への貢献

ISS 査読功労賞
黄瀬 浩一

論文誌査読委員としての貢献

小池 康晴

論文誌査読委員としての貢献

堀越 力

論文誌査読委員としての貢献

山澤 一誠

論文誌査読委員としての貢献

山村 毅

論文誌査読委員としての貢献

菅谷 保之

論文誌査読委員としての貢献

木幡 稔

論文誌査読委員としての貢献

波部 斉

論文誌査読委員としての貢献

福島 和英

論文誌査読委員としての貢献

有田 大作

論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
【連作論文】

1 画像超解像のための閉ループ学習による代表事例の学習方法
田口 安則，小野 利幸，三田 雄志，井田 孝

平成 21 年 6 月号 和文論文誌 D


2 画像のエッジ部の自己合同性を利用した再構成型超解像
松本 信幸，井田 孝

平成 22 年 2 月号 和文論文誌 D


3 再構成射影による画像の多画素化手法
田口 安則，井田 孝

12

平成 22 年 11 月号 和文論文誌 D
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【おめでとう学術奨励賞】

学術奨励賞おめでとうございます
平成 23 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 6 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．

池田 和史

KDDI 研

“投稿者プロフィールを考慮した Twitter 意見分類システムの提案”
三功 浩嗣

KDDI 研

“ズームカメラを用いた自由視点映像の合成画質高精度化の一検討”
薮下 浩子

NTT

“被写体形状の球面展開に基づく 3 次元物体認識の一検討”
吉田 英史

名大

“姿勢変化に頑健な生成型学習法による歩行者検出”
米司 健一

日立

“PSF 分解による超解像処理の反復回数低減手法の提案”
渡邊 真由子

NTT

“画面内符号化における復号演算量削減の検討”
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高速・高画質な画像超解像の開発
田口 安則，小野 利幸，三田 雄志，井田 孝，松本 信幸
東芝

私どもが発表しました，画像の超解像に関す

論文 [1] では，学習用画像に対する誤差を最小

る一連の論文 [1]〜[3] に対し，大変名誉ある平

化する代表事例を生成する手法を提案し，記憶

成 23 年度電子情報通信学会情報・システムソサ

する事例の数を削減しました．これにより，メ

イエティ論文賞（連作論文）をいただきまして，

モリ量と，事例の探索時間を削減しました．

心からお礼を申し上げます．この一連の研究の
経緯を紹介いたします．

論文 [2] では，他のフレームの同じ被写体が
写った部分から標本点を追加するという従来の

研究着手のきっかけは，フル HD のテレビで

再構成型の概念を捨て，同じフレームの類似し

ディジタル放送を初めて見たときの驚きです．そ

た被写体が写った部分から標本点を追加する手

れまでは，HD より画素数が少ない SD のテレビ

法を提案しました．これにより，計算コストと

しか見ていませんでしたから，HD の精細さと

メモリ量を共に削減しました．

鮮鋭さは圧巻でした．一方，同じフル HD のテ

論文 [3] では，標本点を追加しない場合の再構

レビに SD のアナログ放送や DVD を映すと，ぼ

成処理が，従来の反復処理を用いずに計算でき

けが目立ちました．このギャップを埋める技術

ることを示しました．これにより，計算コスト

が必須だと感じました．

を削減しました．

当時，画像内挿法の解像度の限界を超える超

ここ数年で超解像が急激に普及し，今では複

解像の研究が盛んで，その手法は事例学習型と

数のフレームを利用した超解像が搭載されたテ

再構成型の 2 つに大別できました．前者では，

レビが発売されるに至っています．この発展に，

低解像度画像から高解像度画像への変換規則を

我々の一連の研究が微力ながら貢献できたとす

表す事例を用いて高解像度化します．後者では，

れば幸いです．

被写体の標本点を増やすことで高解像度画像を

参考文献

再構成します．いずれも高い画質を期待できる

[1] 田口安則，小野利幸，三田雄志，井田孝，“画像

ものの，前者では事例を保持するメモリが多く

超解像のための閉ループ学習による代表事例の学

必要で，後者ではテレビやパソコンでのリアル

習方法，
” 信学論（D），vol.J92-D, no.6, pp.831–

タイム処理には計算コストが高すぎることが分

842, June 2009.

かりました．
そこで，少ないメモリで高速に，高い画質を
得られる手法を開発することにしました．その
ために，事例学習型と再構成型の両面から検討
を開始しました．
14

[2] 松本信幸，井田孝，“画像のエッジ部の自己合
同性を利用した再構成型超解像，
” 信学論（D），
vol.J93-D, no.2, pp.118–126, Feb. 2010.
[3] 田口安則，井田孝，“再構成射影による画像の
多画素化手法，
” 信学論（D），vol.J93-D, no.11,
pp.2474–2482, Nov. 2010.
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【FIT2012 進捗報告】

FIT2012 進捗報告
籠嶋 岳彦
東芝

➣

第 11 回を迎える情報科学技術フォーラム

e-サイエンス：超大規模実問題に挑戦す
るアルゴリズムと計算技術

(FIT2012) が，2012 年 9 月 4 日（火）
〜6 日（木）
の会期で開催される．今年の会場は，東京郊外

➣

ビジネスで生きる機械学習技術

の JR 中央線沿線に位置する法政大学小金井キャ

➣

第 16 回パターン認識・メディア理解アル
ゴリズムコンテスト

ンパス（東京都小金井市梶野町）となっている．
一般論文の募集を行った．査読付き論文から採



例年と同様に，FIT2012 でも査読付き論文と
9 月 5 日（水）
➣

録された論文より，船井ベストペーパー賞及び
FIT 論文賞が選定され，FIT2012 会場にて表彰

HTML5 時代におけるサイバーワールド
のインテグレーション

が行われる．査読付き論文を募集する分野は，こ

➣

生体・感覚情報計測技術の基礎

れまで毎年見直しを実施してきたが，今後 5 年

➣

高度 IT 資格制度「情報処理学会モデル」

間固定されるように制度が変更された．査読付

➣

情報学研究における質的アプローチの可

き論文への計画的な投稿が今後増加することを

能性を探る

論文を審査する上記の賞とは別に，若手研究



期待したい．
9 月 6 日（木）

者の論文発表を審査して選定するヤングリサー

➣

データ活用型科学の将来展開

チャー賞がある．この賞は，聴講者による現地

➣

世界初，統一的評価基準に基づく電子透

投票も受け付けており，多数の参加者の積極的

かしコンテスト—昨今の電子透かし技術

な聴講と投票を是非お願いしたい．

の実力や如何に！

情報技術分野における顕著な業績に対して贈

➣

スパース信号処理の最前線

られる船井業績賞は，厳正な審査の結果，はこだ

➣

安心なスマートフォンの未来を考える〜ス

て未来大学の中島秀之先生の受賞が決定してい

マートフォン/タブレットの威力とセキュ

る．
「サイバーアシストからスマートシティへ：

リティ対策について

IT による社会のデザイン」と題した記念講演が，
9 月 5 日に表彰式に続いて行われる．その他に

プログラムや会場アクセスなどの詳細につい

も，研究会や現地実行委員会から提案された多

ては，以下の FIT2012Web サイトを御覧いただ

数のイベントが企画されている．

きたい．



http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2012/index.
9 月 4 日（火）
➣

スマートフォン実世界センシング x コン
ピューティング

html
なお，次回の FIT2013 は，鳥取大学での開催
が計画されている．
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【講座】

科学と技術と情報と (3)
—分かり合うことは難しい—

前田 英作
NTT コミュニケーション科学基礎研究所
1. 科学・技術・情報への遙かなる期待
連載第 1 回では，科学・技術・情報の専門家

スメディアを通じて報道されました．科学・技術
と縁の薄い生活を送っていた人がこうした発言

はそれぞれの専門領域にのみ詳しい「特殊な素

をすることは許されるかもしれません．しかし，

人」であり，社会的な問題を解決するためには，

科学や技術について教育を受けてきたり，自ら

領域の異なる専門家との議論と，科学・技術・情

の職業としている私たちは，
「絶対安全というこ

報を専門としない人たちとの議論とが必要であ

とはない」ことをよく知っているはずです．飛

るということを述べました [1]．そして第 2 回で

行機は落ちる場合があることを承知の上で飛行

は，私たちが科学的に正しいと考えていること

機に乗り，幸いにして過去に大事故の起きてい

や技術的に確実であると考えていることであっ

ない新幹線にも潜在的な危険性があることは覚

ても，実はその根拠があやふやである場合もあ

悟の上で使っているわけです．

るということを実例とともに紹介しました [2]．

観察・実験・考察という一連の科学の営みは，

このようなことを述べると，科学や技術はあ

感性，遊び心や冒険心，想像力と論理的思考な

てにならない，ということばかりが強調されて

ど人間の持つ様々な特性が必要な知的な作業で

いて，なんだか身も蓋もないかのように感じる

す．この愉しみを多くの人と分かち合うことも

人がいるかもしれません．確かに世界の中には

科学・技術の重要な役割の一つでしょう．そし

現代文明との間に敢えて一線を引いて生活して

て，新しい領域として科学・技術の仲間入りを

いる人もいます．しかしながら，本論における

しつつある「情報」を扱うためには，長い歴史

私の意図はむしろその逆であり，科学・技術・情

を持つ科学と技術に対する深い理解と哲学が必

報への遙かなる期待を込めています．これまで

要であると考えます．

の内容を，科学・技術に対する過信の戒め，あ

2. 分かり合うことはできるのか

るいは，謙虚さの薦めといった行動規範として

さて，これまでに述べてきたように，科学・技

捉えることは，いささか浅薄にすぎます．これ

術・情報が社会的課題の解決に向けてその役割

までの定説を覆すことから科学的発見が生まれ，

を果たしていくためには，専門家同士のそして

新しい技術が産み出されるのだとすれば，今あ

専門家と非専門家とのコミュニケーションが必

る科学や技術を疑ってみることは，実は科学的

要になります．
「話せば分かる」というよく聞く

営為そのものに他なりません．

台詞がありますが，夫婦や親子の間でさえ分か

今回の大震災と原発事故は，自分の目で見て，

り合うことはそう簡単なことではないのに，他

自分の頭で考えて，そして判断することの重要

人どうしが分かり合うことなどそもそもできる

さと難しさを，改めて教えてくれました．それ

のでしょうか．

こそ科学リテラシーの基本なのです．
「これまで，

分かり合うことは難しいというとまた身も蓋

絶対安全だと説明を受けてきたのに，だまされ

もない，と言われそうですが，連載第 1 回でそ

た」と東京電力や政府に対する避難の声が，マ

の文章を引用した鷲田清一氏（現大谷大学教授，
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【講座】

哲学）は，「語りづらさの経験を」[3] という小

に起因する溝のことをパーセプションギャップ

文を同じ雑誌に寄せていますので，ここで紹介

と呼びます [4]．

します．現代の科学・技術が取り組んでいる課

情報処理学会会長の古川一夫氏が，御自身の

題には，複数の専門領域にまたがる「トランス

体験を「情報処理」巻頭言における「常識」と

∗1

サイエンス」 的なものが多く，このとき，責任

題する文章で紹介しています [5]．以下のような

が問われないように専門領域に閉じこもるよう

内容です．

では研究者として失格であり，
『むしろ，だれの

——米国の通信キャリアからの公募案件を熾

専門でもないがだれかが引き受けなければなら

烈な受注合戦の末落札した．仕様打合せ，設計，

ない問題領域や次元に，他の専門研究者をけし

製造，実験，検査を経て自信をもって納入した

かけ，巻き込んでゆかねばならない』と述べて

装置であったが，
「ある性能特性を満たしていな

います．そして，
『プロとしてのじぶんたちの思

い」という理由で不合格となった．調べてみると

いとはうんと隔たったところでものを感じ，生

その特性は仕様書に全く記載のない項目であっ

活しているさまざまな市民の思いに，十分な想

たので，その旨検査官に伝えると，検査官はあ

像力をはたらかせられない専門家は，プロとし

きれ顔で，それは米国市場では常識であり，そ

て失格なのである』と断じ，
『専門でない研究領

んなことは仕様書に書かない，と答えた．——

域の人たちに，そして市民に，みずからも一個

次に，外交官として長く活躍し，駐仏大使，

の研究者ではなく，同時に一人の市民でもある

UNESCO 事務局長を歴任した松浦晃一郎氏∗2は，

者として，どんなふうに語りかけてゆけばよい

その著書で，先輩から言いつかった仕事上の教

のか，とことん悩むこと．そのときの語りづら

えとして次の三つを紹介しています [6]．


さというものを，研究者はこのあたりで，とこ

1．長話はするな—ひとの話はよく聞け

とん経験すべきではないかとおもう』と述べて

2．自慢話はするな—仕事には謙虚であれ

います．次節以降では，分かり合うことの難し

3．責任から逃れるな—言い訳をするな

さを示すいくつかの実例を紹介しますが，この
難しさは「語りづらさ」なのであり，それを克
服することに意義があるのです．
3. 国際人の常識
言語・国家・民族の壁は相互理解の大きな障







良いことを仰るすばらしい先輩をお持ちである
と思うわけですが，ところが，氏は同じ本の中
で，自らの経験を踏まえ国際社会の常識として
次の 3 点を挙げています．




害となります．国際ビジネス，国際政治，ある

1．できるだけ長話をする

いは標準化活動などは，この壁を打ち破らない

2．成功した自慢話だけを話す．失敗談など絶対
にしてはならない

と成り立ちません．国際舞台におけるコミュニ
ケーションは，言葉の問題以前にまず，それぞ
れの人々が持つ文化，習慣，常識の違いを理解
することが必要になります．この文化的な差異
∗1

3．不利な点の指摘にはすぐに反論し，絶対に責
任を認めてはならない


∗2



連載第 1 回 [1] で述べたブタペスト会議において，日本

トランスサイエンスについては連載第 2 回を参照 [2]．専

代表として基調講演を行った一人が当時駐仏大使であった松

門の異なる人や一般市民と専門家との交流の場として定着

浦氏である．その後，選挙を経て UNESCO（国際連合教育

しつつあるサイエンスカフェは，専門家たる研究者にとっ

科学文化機関）事務局長に就任．アメリカが UNESCO を

てはアウェーの場であり，そのことが何よりも重要．語り

脱退するという危機的な状況の中 10 年にわたってその職を

かける自分の言葉に対する聴衆の反応を知ることで，分か

務め，UNESCO の組織改革，アメリカの UNESCO 復帰

り合うために必要な自身の変革を自覚できる．

など，多大な功績を残した．
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後者は選挙対策向けの教えなので事情は少し違

と励まされ，私も何とかなるだろうと，高をく

うのですが，私はこれら二つの違いに強い衝撃

くっていました．ところがこれが大きな誤りで

を受けました．日本人が国際舞台で対等にやっ

あることに気がつくのに時間を要しませんでし

ていくためにはこうでなくてはいけない，一方

た．そこには，大きなパーセプションギャップ

で日本国内で円満に仕事を進めるためには，先

があったのです．

に述べた先輩の教えのようでなくてはいけない，

例えば，工学では，アルゴリズムを考えて，プ

つまり，ダブルスタンダードを身につけること

ログラミングをして，データを入力して計算機

が必要だというわけです．

を走らせ，その結果を分析します．これを計算

松浦氏と同じように，ILO（国際労働機関）や

機実験と呼びますが，当時，なぜこれが「実験」

アジア開発銀行などの国際機関で仕事を続けて

なのか不思議で仕方がありませんでした．科学

きた関本のりえ氏は，
「損をしない日本人」にな

では，仮説を立て，その仮説を検証するための

るための秘訣として次の六つを挙げています [7]． 実験をデザインし，実施した実験の結果を解析


します．生物や物質などの実験材料がどのよう
1．わかりきったことでも言語化する

2．相手に攻撃されたら，絶対黙っていてはいけ

な反応をするかを予見することはできません．

ない

一方，情報処理ではアルゴリズムとデータが与

3．たまには相手が話し終えるのを待たないで話

えられれば，計算機は必ず同じ結果を出すわけ

し出す

ですから，結果は予測可能なわけで，
「実験」の

4．謙遜は絶対してはいけない

余地はないだろうと思うわけです．大学時代の

5．自分の意思をはっきりさせる
6．相手の気持ちはこの際無視する



同級生にそのような話をすると，やはり「どう
してそれが実験なのか」と不思議がられました．

日本国内と国際舞台の間にはこうしたパーセプ

それから，25 年が経過し，今では，「計算機実

ションギャップがあるということを事実として

験」という言葉に何の違和感も感じません．こ

認めた上で，分かり合うにはどうしたら良いか

れは理屈として納得したわけではなく，単に慣

を考えていかなければなりません．

れの結果であると思います．私の常識が変化し

4. 専門家の常識

たとも言えるでしょう．

比較的距離が近いと思われる専門家の間にも

物理化学や工学の教育を受けてきた人が，生

同じようにパーセプションギャップがあります．

物材料や人間を相手にする研究を始めて，まず

ここでは，私自身の経験をお話ししたいと思い

驚き，そして人によっては嫌気がさすのは，その

ます．私は，大学では生物学を修士まで学んで

個体差，すなわち実験結果のばらつきの大きさ

就職しました．大学 4 年の時は放射線生物学の

です．繰り返し試行を行って得られた結果の平均

研究室，修士課程では細胞生理学の研究室に所

値とばらつきをグラフで示す時，物理化学や工

属していたのですが，特殊な専門領域の基礎学

学の論文では標準偏差を使いますが，生物・医学

問を続けていく中で，基礎科学研究の魅力，価
値とは何か，という問いは，当時の私個人にとっ

系の論文誌では，標準偏差をサンプル数の平方
√
根 n で割った標準誤差で表します．なぜなら，

ても切実なテーマでありました．入社後，画像

そうしないとグラフにおさまらないからです．

処理の研究室に配属され，まったく異なる分野

更に，こうしたパーセプションギャップは，同

の仕事をすることになったのですが，当時上司

じ情報科学分野の中でさえ起こり得ます．私が

から，「分野は違ってもロジックは同じだから」

現在専門とする，パターン認識・機械学習分野

18

情報・システムソサイエティ誌 第 17 巻第 2 号（通巻 67 号）
表 1. デキル市民の科学リテラシー（文献 [8] より
抜粋）
・提供された科学情報に適切な問いを抱くことがで
きる．
・科学の手続きには必ずモデル化と理想化が含まれ
ていることを知っている．
・一冊の書籍や一つの情報ソースを鵜呑みにしない．
複数のソースを比較して，妥当だと思われる説明
を取捨選択できる．
・「分かりやすさ」には落とし穴があることを知って
いる．喩えだけで満足してしまわない．
・科学の特徴である「分からなさ」がきちんと伝え
られているかをチェックできる．リスクや確率的な
ことがらについて妙に断定的な物言いがなされて
いたら，ちょっと疑う．
・モデル化と推定の仕方の違いにより，不確実領域を
科学が扱うとき，つねにいくつもの異論が並立し
ていることを知っている．
・その異論の背景には政治的対立の可能性があるこ
とを知っている．
・科学技術をめぐる社会的決定の場面で，科学的な
リスク評価を尊重しながら，さらに社会，政治，倫
理，責任，信頼性 · · · も視野に入れた複合的・多元
的なフレーミングを提案していける．

【講座】

述べてきました．第 2 回で引用した文献に加え，
良い入門書として次の 2 冊を紹介しておきます．
1 冊目は，
『「科学的思考」のレッスン』
（戸田山
和久著）[8] です．本書の特徴は，具体例が，物
理学，生物学，心理学など科学の多様な分野か
ら拾い上げられているという点です．最終章に
記載されている「デキル市民の科学リテラシー」
のリストから一部を表 1 に引用しておきました．
是非原著にあたってみてください．
2 冊目は，
『一粒の柿の種』
（渡辺政隆著）[9] で
す．これは教科書というよりエッセーに近いも
のですが，その分，面白い挿話に溢れています．
『三四郎』と寺田寅彦の話から始まり，レイチェ
ル・カーソン，カール・セーガン，リチャード・
ドーキンス，S・J・グールドなどに話が及びます．
連載最後となる次回は，「情報の将来に向け
て」です．予告を兼ねて参考文献 [10]，[11] を挙
げておきます．
参考文献
[1] 前田英作，“科学と技術と情報と (1)，
” 情報・シス
テムソサイエティ誌，vol.16, no.4, pp.14–17, Feb.

では，feature という基本的な技術用語がありま
す．feature vector とか feature space といった
使い方をします．パターン認識の分野ではこの
「feature」を「特徴」と訳しますが，自然言語処
理の分野では「素性（そせい）」という訳語を当
てます．今でこそ，言語処理分野においても統
計的機械学習技術が一般的になりましたが，私
が自然言語処理グループの運営を任されていた
2000 年当時は，両分野の交流は限られており，
それぞれの人が同じ feature という用語を使い
ながら，異なる訳語を使い，更にその事実をど
ちらも気がついていない，という状況でした．同
じ情報処理の一分野でありながら，実はお互い
の内容をほとんど知らなかったのです．
5. おわりに
これまでの連載で，サイエンスリテラシー，サ
イエンスコミュニケーションの重要性について

2011.
[2] 前田英作，“科学と技術と情報と (2)—科学的な正
しさとは何だろう—，
” 情報・システムソサイエ
ティ誌，vol.17, no.1, pp.12–15, May 2012.
[3] 鷲田清一，“語りづらさの経験を，
” 科学，vol.82,
no.4, pp.352–353, April 2012.
[4] 加藤恭子，“言葉でたたかう技術—日本的美質と
雄弁力，
” 文藝春秋，2010.
[5] 古川一夫，“常識，
” 情報処理，vol.53, no.1, 2012.
[6] 松浦晃一郎，“国際人のすすめ，
” 静山社，2011.
[7] 関本のりえ，“世界で損ばかりしている日本人，
”
ディスカヴァー・トゥエンティワン，2011.
[8] 戸田山和久，“「科学的思考」のレッスン

学校で

教えてくれないサイエンス，
” NHK 出版，2011.
[9] 渡辺政隆，“一粒の柿の種 サイエンスコミュニ
ケーションの広がり，
” 岩波書店，2008.
[10] 東浩紀，“一般意志 2.0

ルソー，フロイト，グー

グル，
” 講談社，2011.
[11] 竹内啓，“偶然とは何か：その積極的意味，
” 岩波
書店，2010.
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パターン認識・メディア理解から
イノベーションを考える
フェロー

山田 敬嗣

NEC
1. はじめに

現在は，安価になった実験設備を容易に入手で

平成 23 年に電子情報通信学会からフェローの

きる．また，Web には，映像や画像が溢れてお

称号をいただいた．御推挙いただいた方々，今

り，世界中の誰でもが容易にカメラ入力のシー

まで御指導いただいた方々に深く感謝します．

ン理解の研究を開始できる．新興国でも多くの

これを機に，自身の研究開発の経験や情報シ

研究者が取り組んでいる．それゆえ，当該分野

ステムソサイエティ，電子情報通信学会本部，研

でのアルゴリズム研究での競争は特に激しさを

究専門委員会などでの学会運営活動を通して感

増しており，国際学会でみる日本の大学や研究

じている課題と今後取り組むべき活動について

機関のポジションは以前に比べて低下している．

考察してみたい．特に，自身が深く関わってき

3. 産業競争の変化と研究開発への要求の変化

たパターン認識・メディア理解研究領域におい

産業面でも，日本の競争力低下が多数報告さ

て，イノベーションを創出するために取り組み

れている．新技術開発によって新たな製品群を

たいことを述べる．

作る上で日本企業は優れているが，それが普及

2. パターン認識・メディア理解研究で体験した

に入った時に，競争力を維持できず，世界シェア

こと

を急速に低下させる．液晶パネル，太陽光発電

筆者は，博士課程の修了後から，企業の研究

パネルなどの半導体部品の世界での日本企業の

所に所属し，パターン認識やメディア理解の基

シェアは，10 年ぐらいで 100%近くから 20%以

礎アルゴリズムの研究と，その実用化に取り組

下にまで低下した．DVD やカーナビ，リチウム

んできた．理論的なアルゴリズム設計や性能限

イオン電池は，もっと速いペースでシェアを低

界の推定を徹底的に行った．その後に，アルゴリ

下させている．ガラパゴスと揶揄される携帯電

ズムの実用性能を向上してシステム化し，更に

話についても，1985 年ごろには世界の約 50%の

フィールドでの性能評価を行うという一貫した

シェアを持っていたのである．

技術開発を行った．このような活動により，お客

このような状況の中で，情報通信産業におけ

様に納得いただける性能を達成でき，また世界

る研究の位置づけも変化してきている．素材製

の激しい競争の中で，優位な技術を創り出せたこ

品や医薬品は，基本特許となる 1 つ，または高々

とを評価いただけたものと誇らしく思っている．

数個の物質特許が中心となり，独占性が高い．一

しかしながら，今の若い研究者の方々に同じ

方，近年の電子機器や情報システムでは，1 製

ようなテーマ，研究開発方法で取り組めば，成功

品あたり数百から数千の特許が必要とされるた

につながるとのアドバイスはできない．20 年以

め，単一要素技術の優位性が製品競争力に反映

上前には，研究用の大量画像データの入手は容

されにくい．

易ではなく，当該分野の研究者の数は，世界でも

従来は，強い技術ができあがれば，それを活

多くはなかった．逆に，研究設備や実験データを

用した競争力のある製品を，技術完成後にデザ

揃えられれば，解くべき課題は明確である，問題

インできていた．解決されていないニーズが多

をどう解くかに集中すればよかった．ところが，

数あったので，どれかに技術がミートできたの
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である．しかし，現在はどのような製品を作っ

官学連携による社会適用までを実行することが

て競争優位性を作り出すかを考えた上で，技術

必要となる．これは，基礎研究を大学などが実行

を集める戦略に移行しつつある．更に，単一製

し，社会適用を企業が実行するという従来のリ

品のコスト競争や性能競争だけではなく，製品

ニアモデルでの実行ではなく，最終的な社会適

を含めたバリューチェーンやビジネスモデルな

用までを産官学連携で実行すること大切である．

どでの競争戦略が必要となっている．インター

課題先進国といわれる日本ならではの特性を

ネット音楽配信と携帯音楽端末が，CD や従来の

逆手にとり，新しい「解くべき問題」の提起と，

音楽業界を追い込んでいること，デジタルカメ

逸早い解決の取り組みが，学術界においてのリー

ラと家庭用プリンタが，写真フィルムや DPE 業

ダーシップを生み出すと期待されている．特に，

界を破壊していることも，御存知の通りである．

社会適用段階で初めて判明する技術課題は到達

つまり，単一の要素技術の性能優位性だけで

したものにしか見えないものであり，その解決

はなく，全体サービスやライフタイムでのサポー

こそが更なる科学技術の発展を促進する．

トまでを考えた研究開発が必要なのである．こ

5. イノベーション競争時代の学会の役割り

れは，開発しようとしている製品やサービス含

1950 年代後半を，国内の電子計算機活用の黎

んだ産業の構造自体を変革することを考えた研

明期と考えると，約半世紀以上が経過している．

究開発の必要性を示唆している．つまり，どの

半導体技術の発展と共に，情報システムやその

ようなイノベーションを起こすかという研究が

応用技術は，大いなる発展を遂げた．しかしな

求められていることを意味する．

がら，現在の研究テーマ，応用分野を概観する

4. イノベーションをめざした総合技術開発の勧め

と，社会が大きく変化し，日本が成熟期を迎え，

平成 23 年 8 月に決定された第 4 期科学技術基

科学技術への期待が変化しているにもかかわら

本計画では，科学技術イノベーションが大きな柱

ず，半世紀以上前の枠組みがあまり変わってい

となっている．その中でフロンティア開拓のため

ない．研究会のテーマや運営も，筆者が参加し

の科学技術と合わせて，安全かつ豊かで質の高

始めた 30 年弱前と大きく発展させられていない

い国民生活の実現や地球規模の問題解決への貢

のではないかとの忸怩たる思いがある．

献が求められている．特に，少子高齢化や労働人

現在，筆者はパターン認識・メディア理解研究

口の急激な減少，社会福祉費の高騰と合わせて，

専門委員長を拝命している．伝統ある研究会を

昨年の東日本大震災，福島原発事故以降のエネ

運営する立場にあるが，本稿で考察してきたよ

ルギー問題など，差し迫った社会問題は大きい．

うに新たな科学技術研究のスタイルが求められ

このような社会課題の解決に対する科学技術

ている今，研究会を研究成果の発表の場からの

への期待が高まっており，情報通信技術にも多大

脱皮を考えていきたい．パターン認識・メディア

なる貢献が期待されている．ただし，従来のよう

理解技術を起点にして，社会課題を解決してイ

に個別の技術開発をして論文を発表すればゴー

ノベーションを創出するための，学際連携，産

ルというのではない．科学技術基本計画におい

官学連携の場作り，研究テーマ作りの場として

ても，第 3 期までの活動では，個々の成果が社会

の研究会を作っていきたいと考えている．

課題の解決に結びついていないとの指摘を受け

その際に最も重要だと思っているのは，何を

ている．日本社会として解くべき課題の解決に

解くべきかという課題の提起と，世界トップレ

照準を当て，その達成に向けて，研究開発から

ベルの要素技術の育成の両輪である．その上で，

その活用までを一貫して実行することが求めら

従来にも増して，世界に飛躍する基礎技術研究

れる．その際には，単独の技術の研究開発だけで

の切磋琢磨の場としての研究会としても発展さ

はなく，複数分野の学際的な共同研究，更には産

せていきたい．
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
It has been said that the American and the
British are “two peoples separated by a common language” (this is variously attributed to
George Bernard Shaw, Winston Churchill, and
Oscar Wilde). In this issue we take up the matter of “American English” and “British English.”
Red Coats, Blue Coats
Over the years, many of my clients and writing students have asked me about the diﬀerences
between British and American styles of English.
My short answer is “It’s not a big deal,” but this
is usually not satisfactory to the person asking
me.
The issue is not so simple. Within each
English-speaking country there are major variations in dialect and there are big diﬀerences everywhere between spoken and written English.
So let’s restrict ourselves to technical writing for
publication
A somewhat signiﬁcant diﬀerence is the relative pronoun used for a thing in a ‘restrictive’
clause. OK, let me simplify:
Br/AmE: The interface, which was designed
for the elderly, features a simpler layout
and...
BrE: The interface which was designed for the
elderly features a simpler layout and...
AmE: The interface that was designed for the
elderly features a simpler layout and...
The ﬁrst example is non-restrictive, where the
relative clause (“, which was. . . ,”) simply gives
added information about the interface; the second and third examples are restrictive, where the
relative clause (“which/that was. . . ”) identifies
the particular interface under discussion.
However, even this relatively clear diﬀerence is
not black and white (it’s gray, or grey): Americans often speak with “restrictive which” and
some British writers use “restrictive that.”
This brings us to the matter of punctuation
22

with quotation marks. US publishers place commas and periods within quotation marks while
UK publishers place them outside quotation
marks, and there’s a tendency for British to use
single (‘) rather than double (“):
BrE: . . . writers use ‘restrictive that’.
AmE: . . . writers use “restrictive that.”
Another diﬀerence that sometimes arises is the
verb agreement of collective nouns representing
groups of people:
BrE: The committee are considering a new. . .
AmE: The committee is considering a new. . .
Some spelling diﬀerences also come up:
BrE: labour, centre, analyse, defence. . .
AmE: labor, center, analyze, defense. . .
However, I return to my original point: It
ain’t a big deal. A skilled, considerate editor will
guide you to the preferences of his/her publication. You, dear reader, have much more important matters to consider: writing sentences that
are short, clear, direct, correct, and interesting,
regardless of ‘national style.’
Intros Mirroring Abstracts
Authors frequently write exactly the same text
for the abstract (“Summary”) as for the introduction. This is not absolutely wrong, since typically the same key information is expressed early
and the abstract is published separately from the
rest of the paper, particularly online.
But to make a stronger, well-balanced paper,
try to even slightly vary the writing. An abstract will use a more compact and direct style;
the intro will ﬂow at a more relaxed pace.
A little eﬀort here provides great impact!
English Usage Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) This problem concerns with the new. . .
2) This problem involves in the new. . .
3) Mr. Tate is involved in our project to. . .
(Answers: 1) delete “with”; 2) delete “in”; 3) OK)
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【ISS 組織図】
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【編集委員会名薄】
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編集後記 今回このような編集作業を初めてさせていただきましたが，皆様のサポートのおかげで楽しく作
業を進めることができました．編集委員の皆様，著者の皆様に厚く御礼申し上げます．また，今回，編集側
の苦労も分かりました．今後は締め切り順守を心がけていこうと思います．
（主担当：富士ゼロックス 坪下）
▼ご多忙の中，ご執筆いただきました著者の方々に深く感謝いたします．また慣れない編集作業に多くのア
シストをくださいました編集委員と三美印刷の方々に感謝いたします．皆様に支えられ，今号も刊行できま
した．ありがとうございました．
（副担当：NHK 高橋）
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