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【巻頭言】

少子高齢化は問題か？
湊 小太郎
奈良先端科学技術大学院大学

少子高齢化を問題視する議論は間違いである．

限回繰り返し型の囚人のジレンマゲームは協調

少子高齢化問題はマスコミが作り出した虚構で

性を育む．
「情けは人のためならず」とは，いつ

ある．

攻守が反転するか分からないから，長期の信用

まず，高齢化自体は問題ではない．三角形の

が大事で，短期の裏切りは良くないとする戦略

人口ピラミッドは，同世代が日常的に亡くなっ

である．しかし，これがゲームの最終回と分かっ

ていく諸行無常の世界である．一方，釣り鐘型

ていたら，すなわち，明日死ぬと分かっていた

の人口構成は，一旦生まれ出たヒトは，大多数

ら，眼前の利益のために相手を裏切っても何も

が 80 歳まで生き残るユートピア世界である．人

失うものはない．お互いに自分と相手の死期が

口構成の高齢化はすばらしい状態である．

分からないことが暗黙の前提になって，現在の

少子化も問題ではない．実際，我々団塊の世

社会システムは協調的に運営されている．でも，

代が生まれた時期は，昭和 22 年から 25 年であ

よく考えると，我々は釣り鐘型人口構成の世界

る．戦後の混乱と貧困の最中に大量の子供が生

に住んでいて，お互いに相手がいつ頃亡くなる

まれて育った．すなわち，生育環境が悪いと子

か，実はかなりの精度で分かっている．ゲーム

供が増えることは，動物としてのヒトの本質で

の前提が変化している事実に，我々はまだあま

ある．環境が整うと少子化傾向になるのは当然

り気づいていない．このまま進めば最悪の場合，

で，何も心配することはない．本来，子供を作

裏切りが裏切りを呼ぶ暗黒の社会が現れる可能

るか作らないかは夫婦の問題で，政府や社会の

性もある．安定性を維持するには，世代交代に

口出しは不要である．

よる生物学的かつ文化的な継承意識の継続性を

問題は，円滑な世代交代を実現することにあ
る．特に老から若へのお金の移転，高齢者の金

担保することが必須である．
近年世界的に始まっているゲノムコホート研

融資産を社会的に回転させる必要がある．よく，

究は，近い将来バイオインフォマティクスによる

老後が不安だから高齢者はお金を使わないので，

余命の正確な推定を可能にするだろう．関係者

社会保障を充実すれば問題は解決するとする論

がお互いに相手の死期を知っている社会が目の

があるが，これはたぶん間違っている．利殖に

前に来ている．このような社会をモデル化して，

なって，より資産が増えると確信できなければ，

世代交代を勘案したその最適戦略を見出す研究

高齢者は投資しない．しかし，高齢者は自分の

は我らが情報・システムソサイエティのテーマ

孫には支援を惜しまない．もしも死期が正確に

の一つである．更に，そのような近未来の社会

分かったら，自分のためにお金を使うだけでな

において，円滑な世代交代を実現するにはどの

く，自分の財産を処分して子孫に向けてよろこ

ような仕組みが必要か，情報技術によるスマー

んで配分するだろう．

トな世代交代のサポートを実現すれば，新しい

我々は三角形の人口ピラミッド時代の意識に束

大きなマーケットが拓けると考える．

縛されて，自分も相手もいつまで生きるか，いつ

少子高齢化の見かけに惑わされず，情報シス

死ぬか分からない前提でゲームをしている．無

テム技術を使って円滑な世代交代を加速しよう．
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マレーシア日本国際工科院
松本 智
慶應義塾大学

上空から見るクアラルンプール国際空港は緑
のじゅうたんの中にあった．それが，ヤシの木

をまとめる技術経営分野に重点を置いている．
このマレーシアにおける高等教育機関の教育・

（パームツリー）と分かるのにそれほど時間はか

研究力強化の流れの中で，日本の大学における

からなかったが，初めてマレーシアを訪れた身

特に技術開発に対する教育・研究システムに注

には印象的な光景であった．また，後で知ったこ

目をして，日本型工学教育を取り入れた大学の

とであるが，ヤシの木から取れるヤシ油（パー

設立をマレーシア政府と日本政府の共同事業と

ムオイル）は，マレーシアの貴重な産業資源の

して実施することになったのである．

一つであり，その活用研究はマレーシアの大学
における重要なテーマである

しかし，ゼロから新たに国際工科大学を設立
することの困難さは，想像以上であったようで

2012 年 6 月 1 日に予定されたマレーシア日本

ある．結局，ジョホール・バール（シンガポー

国際工科院 (Malaysia-Japan International Insti-

ルに隣接する都市）に本拠地を持つマレーシア

tute of Technology, MJIIT) の開校式典に出席す

工科大学 (Universiti Teknologi Malaysia, UTM)

るためクアラルンプールに来たのであるが，こ

の一つのブランチとして MJIIT が設立された．

の MJIIT 構想は，10 年以上も前に当時の首相

UTM は，科学技術分野におけるマレーシア最高

であったマハティール氏が「東方政策」を具現

ランクの大学であり，MJIIT は UTM からの教

化するために小泉純一郎元首相に協力を要望し

員支援や研究施設利用などを受けることができ

たことに端を発したものである．MJIIT の開校

るようになったのである．そして，首都である

までの経緯及びそのミッションなどについては，

クアラルンプールに建設中であった UTM 国際

その設立に尽力された堀江前マレーシア大使の

キャンパスの中に MJIIT の校舎が作られた．図 1

新聞記事に詳しく述べられている [1]．
マレーシアは，1990 年代に低賃金労働力によ
る製造業がアジア通貨危機により大きな打撃を
受けてしまったため，現在，より高度な技術に
基づく産業の育成プランを実施しており，その
ベースとして大学などの高等教育機関の教育・
研究力の強化，また産学連携の強化を改革戦略
の一つの目標としている．特に，半導体，太陽
電池など電気・電子分野，パームオイル活用な
どグリーンテクノロジーの環境分野，自動車な
どものづくりに関連する精密機械分野，これら
4

図 1. UTM 国際キャンパス内の MJIIT 校舎
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【研究最前線 (RIS)】

力などの日本人特有のスキルの習得も重要な教
育課題となっている．
このような教育を実施するために，日本人教
員の派遣がコンソーシアム加盟大学に要請され
ている．既に副学長 1 名と 6 名の日本人教員が
MJIIT で教育・研究に従事している．2017 年ま
でに，のべ 150 人程度（教員数は継続協議中）の
日本人教員の派遣が予定されている．現在のと
ころ，MJIIT での日本人教員は，大学を定年退
図 2. MJIIT（7 階研究室）からのダウンタウン風景

職された方が多い．当然のことであるが，准教
授，専任講師クラスの若手教員の派遣が必須で

は UTM 国際キャンパス内に作られた MJIIT 校

あり，いかにこの層の教員を確保できるかが大

舎であり，図 2 は，7 階の研究室から見たクア

きな課題となっている．若手教員の長期派遣（1

ラルンプールのダウンタウンである．

年以上）が，様々な面から難しいことは，コン

日本側では，九州大学，大阪大学，東海大学，

ソーシアム加盟大学の会合でも議論されている

立命館大学，芝浦工業大学，慶應義塾大学など

ことではあるが，ぜひ多くの若手教員の積極的

24 の大学がコンソーシアム∗ に加盟しており，

なアプローチをお願いしたい．

MJIIT への教員派遣，共同研究，ダブルディグ

更に MJIIT は産学連携事業の促進を掲げてお

リープログラム，学生交流などを通して協力し

り，一部の選抜された学生には，日本における

ていくことになっている．そして MJIIT は日本

企業でのインターンシップや研究指導を受ける

との交流のみに留まらず，将来的にはアジア版

ことができるプログラムが用意されている．こ

ERASMUS 構想などを確立して，ASEAN にお

の企業でのインターンシップに対して，多くの

ける COE を目指している．

日本企業の積極的なサポートもお願いするとこ

MJIIT には，先に述べた改革戦略に対応して，

ろである．

電子システム工学科，機械精密工学科，環境グ

参考文献

リーン技術工学科及び技術経営工学科の 4 学科が

[1] 堀江正彦，“マレーシアで工学教育—大学の国際

ある．また，
「先輩–後輩 (Mentor–Mentee)」のコ

貢献進展，
” 読売新聞，2012 年 5 月 15 日

ンセプトに重点を置いており，講座制 (i-Kohza)
を導入して，先輩–後輩研究者間の密接な共同作
業や研究開発の継続性を推進することを目指し
ている．更に，チームワーク，責任感，対処能
∗

コンソーシアム加盟大学（24 校）

九州大学，慶應義塾大学，埼玉大学，芝浦工業大学，拓
殖大学，東海大学，東京農工大，長岡技術科学大学，名古屋
工業大学，北陸先端科学技術大学，明治大学，立命館大学，
立命館アジア太平洋大学，大阪大学，山口大学，近畿大学，
東京工科大学，東京電機大学，東京理科大学，岡山理科大
学，九州工業大学，豊橋技術大学，金沢大学，山形大学
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パターン認識・メディア理解の研究最前線
柏野 邦夫
NTT コミュニケーション科学基礎研究所

1. はじめに
PRMU は，画像や音響信号に代表されるよう
な各種のメディア情報の認識・理解を対象とする

リジェント化」に関する特別講演とともに，医
用画像を対象とした解析・認識技術に関する研
究が多く発表された．

研究会である．基礎理論から応用技術に至るま

時系列データ（動画像，音声，音楽など）に関

での広いスペクトルで，関連分野の研究会とも

しては，データの多様化，映像からの個人識別

積極的に連携を図りながら活動している．毎回

や音声インタフェースに代表されるようなニー

の研究会では，話題を限定しない一般セッショ

ズの高まりなども背景として，様々な課題への

ンと，的を絞ったテーマセッションとを設定し

取り組みが見られる．2 月研究会においても，音

ている．テーマセッションでは特別講演やパネ

声のほか，物体追跡，歩容認識，行動識別，イ

ル討論などの企画にも取り組んでいる．

ベント検出などの研究成果が発表された．

平成 23 年度には表 1 に示す 9 回の研究会を

センシングデータに関しては，人やものの 3

開催した．共催や連催の分も含めて，1 年間の発

次元形状や運動の解析といった基礎的な研究の

表件数は合計 292 件，参加者はのべ 1,647 人で

ほか，ITS や製品検査などのように応用を主眼と

あった．本稿では，これら研究会におけるテー

する研究も行われている．1 月研究会では，サー

マ設定を振り返りながら，PRMU 分野における

ベイランスなどの屋外環境の画像処理・認識技

最近の研究動向を概観してみたい．

術，センサ技術と画像認識技術の相互利用・統

2. 適用対象と動向

合技術をはじめとする多数の発表が行われた．

PRMU 技術の代表的な適用対象（メディア）
は，文字，画像，時系列データ，及びセンシン
グデータである．
文字においては，我々の身近にも様々な実用

3. 社会基盤としての展開
前 章 に 述 べ た よ う な 各 メ ディア に 対 す る
PRMU 技術の研究が進展する一方で，社会基
盤としての PRMU 技術の研究も行われている．

化が進展しているが，実世界に存在するあらゆ

このうち，大規模メディアコンテンツの解析

る文字を人間並以上の精度で読み取ることは依

と検索の研究は，Web 上のコンテンツ，電子図

然として困難な課題であり，更なる研究が必要

書館，電子書籍，ディジタルテレビ放送等，我々

とされている．11 月研究会は実世界の文字を対

の身の周りの大量のディジタルメディアデータ

象とした認識理解をテーマとして開催し，文字

の有効活用を目的とするもので，大量メディア

の検出や変形推定などの研究が多く発表された．

に対する認識技術，複数種類のメディアにまた

画像に関する研究の一つである医用画像認識

がる検索技術，メディアから新たな価値を見出す

は，近年発展が著しい領域である．5 月研究会

コンテンツマイニング技術などが含まれる．
「大

では，
「計算解剖学」の創成や「手術室のインテ

規模マルチメディアデータを対象とした次世代
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【研究最前線 (PRMU)】

表 1. 平成 23 年度の PRMU 研究会の開催状況
回 開催月

開催地

テーマ

1

名古屋

医用画像処理分野における計測・認識・ MI, IE（共催）

5月

共催・連催

発表件数

のべ参加者数

25

233

26

147

30

136

16

264

理解
2

6月

横浜

3

9月

函館

大規模マルチメディアデータを対象とし

DE（共催）

た次世代検索及びマイニング

4

10 月

幕張

コンピュータビジョンとパターン認識の

IBISML（ 共 催 ）,

ための機械学習

CVIM（連催）

IPSJ-

PRMU の拓く未来：Web スケール時代
のパターン認識

5

11 月

長崎

実世界文字認識と理解

25

135

6

12 月

浜松

一般物体認識と画像特徴量

FM（共催）

23

162

7

1月

大阪

実世界センシングとその応用

MVE, SIG-MR（ 共 催 ）,

66

204

CQ, IPSJ-CVIM（連催）
8

2月

仙台

時系列パターン認識

SP（共催）

38

202

9

3月

神戸

人の視聴覚情報処理と PRMU の接点

HIP（共催）

43

164

発表件数・参加者数には共催・連催分を含み，発表件数には特別講演・招待講演などを含む．

検索及びマイニング」をテーマとした 6 月研究

を支えるためには，その基礎となる研究が大変

会では，高速な映像検索技術や近似最近傍探索

重要である．例えば，近年発展が著しい機械学

技術，ソーシャルメディアからの情報抽出技術，

習の技術は PRMU 分野においても重要な基盤

計算機資源の有効利用技術などの研究発表が行

の一つになりつつあるし，各メディアにおける

われた．

特徴量の探求も依然として重要なテーマである．

一方で，地球規模の現象のモデリングと課題

更に，人がものをどのように見たり聴いたりす

解決への問題意識が高まっている．これは，気

るのかという根本的な問いに根差した人間の視

象・環境・生態系などの自然現象や，経済活動・

聴覚への意識も見られ，例えば，視覚的顕著性

人の動きなどの社会現象を的確にとらえて，リ

やその計算モデルは最近も改めて着目されてい

スクマネジメントや最適化を図ろうとするもの

る．これらの動向をとらえ，9 月，12 月，及び

である．背景としては，ソーシャルメディアの普

3 月の各研究会では，それぞれ関連する研究会

及による「情報の社会化」や，自然の脅威や人間

との共催・連催を設定して検討を深めた．

の社会活動に対する意識の高まりが挙げられる．

5. おわりに

このような観点から，10 月研究会は，「PRMU

以上述べたように，PRMU の研究分野では，

の拓く未来：Web スケール時代のパターン認識」

学術と実社会応用の両方の問題意識の下，大規

という大きなテーマで開催し，2 件の招待講演，

模データ・実データのハンドリングや活用への

9 件の特別講演，パネルディスカッションなど

関心が引き続き高まっている．今後は，地球規

を通じて，ソーシャルメディア，クラウド，地球

模の視点や，社会的課題の解決に向けた積極的

環境，経済活動の各分野におけるパターン認識

な貢献が一層重要になると考えている．

研究のあるべき姿を議論した．
4. 基礎となる技術
前章までに述べたような，技術の様々な展開
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ソフトウェアサイエンス研究会の紹介
中島 震
国立情報学研究所

1. はじめに
ソフトウェアサイエンス研究会（SS 研）は「ソ
フトウェア」の諸側面について科学的な理解を
深めることを目的とする．既に四半世紀を越え
る活動の歴史がある．この間，ICT（情報と通
信の技術）を活用したシステムの変遷とともに，
研究対象を広げてきた．小規模であるが「間口
の広い」研究会 [1] といえる．
2. 取り巻く環境
間口の広さは研究対象である「ソフトウェア」
の広がりを反映している．コンピュータといえ

図 1. 研究の対象

ばメインフレームであった時代は遠の昔であり，
今では身の回り，至るところに様々な姿形をし

第 1 に，伝統的な自然科学を規範とし還元主

たコンピュータが存在する．更に，高速通信網

義に基づいて，コンピューティングへの理解を

で繋がることによって，高度なサービスを手軽

深める立場がある．計算可能性，アルゴリズム，

に享受する時代が到来した．

プログラミング言語，形式手法などがここに入

ソフトウェアに関わる技術は社会基盤を支え

る．第 2 に，ソフトウェアシステムの誕生から

るという点で必要不可欠であり，ソフトウェアシ

進化発展と終焉に至る様々な現象を扱う．従来，

ステムの高信頼化への関心が高まってきた．こ

ソフトウェア工学として議論されてきたテーマ

の流れは留まるところを知らず，様々な応用セ

であるが，最近では還元主義による取り扱いが

クターがソフトウェア化している．CPS (Cyber-

難しい問題が増えている．IT リスク [3] や SoS

Physical Systems) という造語によって IT シス

など一般システム論 [4] に範をとる巨視的な見方

テムと取り巻く環境の連携・フィードバックの

が重要になってきた．一方で，
「方法論の価値と

重要性が強調された [2]．更に，IT システムのコ

その一般性は反比例」する [5]．過度な一般化に

ネクティビティによって新たなサービスの創造

陥らず，具体的な解決手段が必要とされる．一

を計る SoS (Systems of Systems) や，社会との

般システム論とソフトウェア工学の「すり合わ

関係性を強調する Socio-technical Systems が登

せ」といえよう．そこでは，第 3 の視点，個別応

場した．

用セクターでのイノベーションを支える具現化

未来社会の生活ビジョンや新たな発想の実現

技術 (enabling technology) が中心となる．新し

を支えるテクノサイエンスとして期待が大きい．

いサービスや機能そのものの案出に加えて，当

3. 研究会の話題

該応用セクターに特化した課題解決の方法が大

3.1 3 つの視点
SS 研で議論される多様なテーマを 3 つに分類

きな関心を集めている．

して紹介する（図 1 参照）．

2010 年の近況報告 [1] を参照して欲しい．
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なお，SS 研で発表された研究成果については
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3.2 教育

【研究最前線 (SS)】

奨励する工夫も行っている．第 1 に，昨年度，
「研

ソフトウェアの広がりは，教育にも大きな影

究奨励賞」を設けた．登壇並び第 1 著者が学生

響を与えている．従来，ソフトウェア工学の分

であることを対象条件とし．初年度は 4 件が受

野では，技術移管という名の下，ソフトウェア

賞した．

開発者への教育に関する問題が大きく取り上げ

更に，若手研究者が海外に目を向けるきっか

られていた．これに対して，ソフトウェア非専門

けとなることを目的として，昨年 6 月，高麗大

家への教育が新たな課題となってきたといえる．

学（ソウル）で研究会を開催した．主として修士

CPS フラワー [2] が示すように，様々な応用

課程の学生による発表を対象とし，海外での英

セクターがソフトウェア化していくということ

語発表，質疑応答を経験する．高麗大学 S. Char

は，当該分野の専門家がソフトウェアに関わる

教授のはからいで，韓国の同年代の学生にも発

ことである．必ずしもソフトウェア開発の専門

表していただくことができ，有意義な場となっ

家ではない．CPS や Socio-technical Systems の

た．機会があれば，同様な海外開催を続けたい

研究活動では，新しい教育カリキュラムや方法

と考えている．一方で，運用面では，現地世話

の確立にも言及している．更に，非技術系の専

役の先生の負荷を軽減すること，また，査読の

門職も日常的にコンピュータを活用する時代で

ない研究会発表という方法の意義を理解してい

ある．効果的な活用法を身に付ける方法として，

ただくことが大切であると感じた．

エンドユーザ向けに，アルゴリズム思考の教育

5. おわりに

を重視する立場 (Computational Thinking) が広

SS 研は小規模ながら間口の広い研究テーマを

がりを見せている [6]．

扱うことから，今後も，関連の深いテーマに関

4. 活性化の工夫

する研究会との協力を含めて，研究会活動を活

現在，SS 研では，研究会を年 5 回ペースで開

発化させていきたいと考えている．

催している．一方で，ソフトウェアに関わる研
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ソフトウェアインタプライズモデリング
(SWIM) 研究専門委員会
堀米 明
フィジオ
1. はじめに
「インタプライズ」とは，インターネットとエ
ンタプライズを合成した造語である．インター
ネット関連技術を利活用して，企業経営や事業活
動を営む法人企業や行政組織等を Internet based
enterprise（略して Interprise）と定義している．
SWIM 研究会では，インタプライズの価値革新
を情報技術の力を利活用して活性化するために，
経営や情報技術，双方の知識や立場を越えた相
互理解を醸成するモデリング及びモデリングフ
レームワークを研究している．当初は Internet
based enterprise という意味であったが，今では
Inter-enterprise の方がフィットしている．
SWIM 研究会では，実業の現場へのサービス
コンピューティング適用，クラウドコンピュー
ティング活用等によるビジネスモデル (BM) の
創生と，その情報システム (IS) への展開のため
のコアとなる技術（ネットワーク，アーキテク
チャ，開発方法論等）の動向について調査研究
し，現場のニーズと技術のシーズをマッチング
すべく研究を推進している．
企業経営において事業活動と情報システムは
今や車の両輪となっており，ビジネスプロセスモ
デルを情報システム系モデルへマッピングする
技術の確立により，企業経営や事業活動のニー
ズを情報システムにタイムリーに反映すること
が，企業や社会の生命線となってきている．
情報システム系は，コンピュータとネットワー
クというハードウェアと，それらを協調させて
一連のビジネスプロセスとして稼動させるため
のソフトウェアが必要であり，ソフトウェア無く
して情報システム系は能力を発揮できない．そ
れゆえ，SWIM 研究会ではあえてソフトウェア
インタプライズモデリング研究会と称している．
ビジネスのモデル化とビジネスモデルに呼応し
たソフトウェアのモデリング技術の確立は，我
10

が国のソフトウェア産業，更には最新のクラウ
ドビジネス産業まで喫緊の課題といえる．
2. ビジネスモデル論及び事例
営利・非営利を問わず法人企業や行政組織等
の営む事業をビジネス，事業を実務として運営・
管理する業務の流れをビジネスプロセス (BP)
と呼ぶ．現状の業務の流れを分析し，モデル化
することをビジネスプロセスモデリングと言い，
モデル化したものをビジネスプロセスモデルと
呼ぶ．現状の As-Is ビジネスプロセスモデルか
ら，現状の問題点や課題を抽出し，あるべき姿
の To-Be ビジネスプロセスモデルを導出し，あ
るいは，新規ビジネスのビジネスプロセスモデ
ルを創出し，ビジネス全体の再構築，ビジネス
イノベーションを行うことができる．この分野
に関連する研究最前線には次のようなモデル論
や事例研究の発表がある．
• インタプライズモデル化の為の BM 反映 BP
設計方法
• スマートソサエティのコンセプチュアルモデ
ル形成に向けたモデルの継続的進化の提案
• 3・11 以降の社会的エンタプライズに向けた
モデル構築技法
• 環境の劇的変化に対するエンタプライズモデ
ルの在り方
• インマルサット衛星を活用した遠隔医療モデ
ルの提案
• 感情処理システム開発論考
• 哀情報による自己管理型カルテモデルの検討
• 哀情報による遠隔在宅ライフ支援モデルの
提案
• Proposal of Music Therapy Support Model
• ビジネスモデルとそのブランディングについ
ての事例研究
• インタプライズクリアチェーンモデルの開発

情報・システムソサイエティ誌 第 17 巻第 3 号（通巻 68 号）

3. クラウドコンピューティング関連
昨年の東日本大震災は，クラウドサービスが
単に情報処理コストの節減のみならず，広域災
害のバックアップ対策にも有効であることを示
した．この分野に関連する研究最前線には次の
ような発表がある．
• 異種クラウドサービスの仮想的統合
• クラウド型遠方監視制御システムの適用事例
• 広域災害に強い日本を目指して〜自立と自律
を支える姉妹都市構想
• 広域災害に耐え日本復興に向けたクラウドビ
ジネスモデル
• 広域災害に耐えうる医療連携クラウド
• 広域災害に対応する哀情報クラウドサービス
モデルの検討
4. システム及びソフトウェア開発方法論
ビジネスプロセスモデルを実装したシステム
に展開するために必要なのが，システム開発方
法論及びソフトウェア開発方法論である．BP か
ら利活用可能なソフトウェアに展開するツール
や，それを評価・検証するツールも研究されて
いる．この分野に関連する研究最前線には次の
ような発表がある．
• システムの非機能要求の合意手法
• システム開発プロジェクトにおける WBS 作
成手順
• 上流設計からモデル検査プロセスまでの一環
設計検証環境
• CPN による Google App Engine のモデル化と
検証
• CPN によるデータベース整合性検証
• ベクトル空間検索モデルへの緊密用語集合の
適用
• ビジネス顕微鏡による組織コミュニケーショ
ン改革の定量的評価
• Towards Automatic Recovering of Latent Requirement Traceability among SysML Diagrams
• トランザクション機能を備えた大量データ一
括更新方式の提案
5. エデュケーション関連
情報通信技術は経営に不可欠となり，両方を

【研究最前線 (SWIM)】

兼ね備えた人材の育成が求められている．この
分野のチュートリアルについても，研究最前線
として次のような発表がある．
• 情報システム・ソフトウェアの信頼性向上に
向けた IPA/SEC の取組み
• 本格研究による人起点のサービス工学基盤技
術開発事業の概要
• インタラクティブな学習方式による情報シス
テム構築の大学教育についての提案
• デザインプロジェクト ALPS (Active Learning
Project Sequence)〜大学間国際連携による実
課題解決型プロジェクト学習
6. SWIM 研究最前線
SWIM の研究ドメインは，インタプライズモ
デル化技術 (Interprise Modeling Technology) の
研究であり，下記の 3 つのドメインがシームレ
スに繋がることを目指していく．
(1) インタプライズビジネスプラン記述方式
1) ビジネスビジョン/戦略/事業計画の記述
方式
2) ビジネスモデル (BM) の記述方式
3) ビジネスプロセス (BP) の記述方式
(2) 情報システム系モデル実動化の技術
1) 情報システムとしての実装技術
2) サービスの連携による実現技術
(3) インタプライズモデル検証手法
1) ビジネスプランの優位性/妥当性検証手法
2) 実動化の仕組みの正当性検証手法
3) ビジネスプランと実動化されたものの整合
性の検証手法
以上のような PDCA サイクルを回し，実証研
究を行うことが，SWIM のインタプライズモデ
ル化技術の目指すところである．最近のホット
な話題である，下記の項目についても SWIM の
中核たる BM にインパクトを与えるものとして，
広く研究対象としている．
 ソーシャルインタプライズ（社会システム）
 ビッグデータ
 CPS (Cyber Physical System)
本年度から SWIM 研究プロジェクトを立上げ，
ビッグデータ活用 BM を 1 つのテーマとして，上
記 3 つのドメインの実証研究を企画している．
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【おめでとう論文賞】

電子楽譜から点字楽譜を生成する
インターネット連携自動翻訳システム

後藤 敏行

田村 直良

横浜国立大学

横浜国立大学

立野 玲子
東京都医学総合研究所

このたびは，標記論文 [1] に対して電子情報通
信学会論文賞をいただき光栄に存じます．本論
文は，電子楽譜から視覚障がい者向けの点字楽
譜を自動翻訳するシステムに関するものですが，
このようなシステム開発論文が皆様の評価を頂
戴したことに著者一同心から喜んでおります．
昨今のインターネットや電子楽譜の普及は，音
楽を取り巻くコンピュータ環境を変化させまし
た．電子楽譜は，楽譜情報の記録・伝達だけで
なく鑑賞にも利用され，晴眼者はいながらにし
て楽譜情報にアクセスできるようになっていま
す．一方で，視覚障がい者が必要とする点字楽
譜は依然入手が難しく，両者の情報格差はむし
ろ広がっています．
点字楽譜は，ルイ・ブライユ（Louis Braille，
1809〜1852 年）によって考案された楽譜で，一
般には五線譜上に描かれる楽譜記号を 6 点点字
を用いて表記するものです．点字は，その後，文
書表記用に普及したことから，英語では Braille
という名で呼ばれています．点字楽譜の翻訳は，
五線譜と点字楽譜に関する専門知識が必要なた
めに，日本では少数の施設やボランティア団体
によって支えられてきました．
点字楽譜自動翻訳の研究は 1970 年代に始ま
り，当初は MIDI や五線譜の電算写植データ
に対する自動翻訳が試みられました．その後，
MusicXML という楽譜記述言語が電子楽譜の実
質標準になってからは，点字楽譜翻訳システム
が海外を中心に開発されていますが，本システ
ムが特徴とする電子楽譜とのインターネット経
12

由の連携を考慮したものはありません．
筆者らはこれまでに，点字楽譜を文脈自由文法
に基づく形式言語と捉えた解析手法を検討する
とともに，MusicXML から点字楽譜を自動翻訳
するシステム BrailleMUSE (Braille MUsic Support Environment) を開発し，2006 年より WEB
アプリケーションとして公開しています [2]．そ
の後ユーザ評価に基づき，判読性向上や短縮表
現など多様な点字楽譜表現に対応した翻訳アル
ゴリズムの開発に取組みました．更に，楽譜に
関する情報格差を是正するため，インターネッ
ト上の電子楽譜と連携させて著作権の問題を回
避しながら，点字楽譜をユーザに提供できるシ
ステムを構築しました．これによって，現在，交
響曲なども含む 6,000 曲以上の楽曲が点字楽譜
で提供可能になっています．また，日本語を含
めて 6ヶ国語（日，英，仏，独，西，葡）のホー
ムページを通じて自動翻訳機能を公開し，20ヶ
国以上の国から利用されています．
本研究は，ユーザ，点訳者を初め多くの皆様
の御協力の下で進められてきました．最後にこ
の場を借りて改めて関係各位に感謝いたします．
参考文献
[1] 後藤敏行，田村直良，立野玲子，“電子楽譜から点
字楽譜を生成するインターネット連携自動翻訳シ
ステム，
” 信学論 (D)，vol.J93-D, no.10, pp.1947–
1957, Oct. 2010.
[2] “点字楽譜翻訳サーバ (BrailleMUSE)，
” http://
gotoh-lab.jks. ynu.ac.jp/braille music score/, 2012.
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【おめでとう論文賞】

論理回路の故障診断法

高松 雄三

佐藤 康夫

愛媛大学

九州工業大学

高橋 寛
愛媛大学

樋上 喜信 山崎 浩二
愛媛大学

明治大学

このたびは，私どもの論文 [1] に対し，平成 23
年度電子情報通信学会論文賞を授与いただきま
して，大変光栄に思います．
近年の半導体技術の進歩には目覚ましいもの
があり，その結果，大規模かつ高集積な LSI（大
規模集積回路）が実現され普及しています．し
かしながら，その故障検査・故障診断は益々困
難なものとなってきております．社会で広く用
いられるコンピュータや電子機器の高い信頼性
を保つためには，その核となる LSI の信頼性が
重要であり，論理回路の故障検査・故障診断技
術によってそれが支えられています．
本論文 [1] は，論理回路を対象にした故障診
断法について，主に 1990 年代以降の論文を中心
に，研究動向をサーベイしたものです．故障診
断とは，故障検査によって故障の存在が確認さ
れた LSI に対して，故障位置を推定する技術で
あり，故障診断で得られた情報を設計・製造工
程にフィードバックすることによって問題点を
改善し，最終的には歩留まり向上を実現します．
故障診断に関する研究は，古くから行われて
おり，故障診断に関する課題も非常に細分化さ
れて，それぞれの課題ごとに，数多くの論文が
発表されています．そのような多くの論文を系
統立てて分類し，手法や説明すべき課題を選び
出すことは容易ではありませんでした．そこで
本論文では，故障診断法を「論理故障ベース診
断法」と「欠陥ベース診断法」に大別しました．
「論理故障ベース診断法」とは，実際の LSI 上

で起こる物理的欠陥を，論理値に着目しモデル
化した論理故障モデルに基づいて故障診断を行
う手法のことです．これは，故障検査法でも確
立された手法であり，幾つかの主要な論理故障
モデルが利用されています．本論文では，特に有
用とされている，縮退故障，ブリッジ故障，オー
プン故障に絞って解説を行いました．また，複
数の故障を包含する特徴を持つ X 故障に対する
手法についても解説しました．
一方，
「欠陥ベース診断法」とは，物理的欠陥
をより詳細に表現したり，故障個所をより絞り
込むために，トランジスタ回路やレイアウト情
報を活用した故障診断法のことです．本論文で
は，ブリッジ故障，オープン故障に加えて，近
年注目されているセル内の故障を考慮した手法
について説明しています．これによって，信号
線の縮退故障やブリッジ故障などでは表現でき
ない，詳細な物理的欠陥に対して有効な故障診
断を実現します．
今後，3 次元 LSI などの出現により，故障診
断は益々困難となることが予想されていますが，
新しい技術開発のために，本論文が少しでもお
役に立てば，著者として大変うれしく思います．
参考文献
[1] 高松雄三，佐藤康夫，高橋寛，樋上喜信，山崎浩二，
“論理回路の故障診断法—外部出力応答に基づく故
障個所指摘法の発展—，
” 信学論 (D)，vol.J94-D,
no.1, pp.266–279, Jan. 2011.
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Pattern Recognition with Gaussian
Mixture Models of Marginal
Distributions
大町 方子

大町 真一郎

仙台高等専門学校

東北大学

私共が発表した論文 [1] につきまして平成 23

ことを確認しました．論文中ではその様子を視

年度電子情報通信学会論文賞という栄誉ある賞

覚的に確認できるよう，どのように混合ガウス

を賜り，大変光栄に存じております．本研究を

分布が構築されたかや，実際の文字パターンが

進めるにあたり，日頃から御討論いただき，有

分布上でどこに位置するかを図によって視覚的

益なコメントをいただいた多くの皆様にこの場

に示しています．実はこれらの図の一部は初稿

をお借りして感謝申し上げるとともに，今後も

にはなかったのですが，査読コメントにいかに

この分野の発展に少しでも貢献できるよう，努

応えるかを検討していく段階で追加したもので

力していく所存です．

す．結果的に提案手法の特徴や効果がより明確

統計的パターン認識には訓練パターンでパ

になったものと考えております．ハンドリング

ターンの確率密度関数を推定して認識に用いる

していただいた編集委員やコメントをいただい

方法がありますが，特徴の次元数と比べて訓練

た査読委員に感謝いたします．

パターンが十分に得られない場合にはその推定

現在，パターン認識はビッグデータの時代で，

精度が落ち，認識精度が低くなる，いわゆる少

ウェブ等から大量のサンプルを収集し，いかに

数サンプル問題が知られています．我々は以前

活用するかが研究の大きな潮流となっています．

よりこの問題に取り組んでおり [2]，様々なアプ

本論文は少数サンプル問題といういわば逆の立

ローチで試してきましたが，本論文ではベクト

場からのアプローチではありますが，パターン

ルを分割することでこの問題を緩和する手法を

認識の高精度化という共通の目標に向かって本

提案しています．具体的には，元のベクトルの要

論文の提案をいかに活用していくかを検討して

素を互いに相関のないサブセットに分割し，そ

いきたいと考えております．今後とも御指導，御

れぞれの要素群ごとに確率密度関数を混合ガウ

鞭撻をいただければ幸甚です．

ス分布で近似します．この分割を効果的なもの

参考文献

とするために，最適化問題の解法として用いら

[1] M. Omachi and S. Omachi, “Pattern recognition

れているグラフカットの手法を適用しています．
すなわち，行列の要素をグラフにおけるエッジ
の重みとみなし，重みの和が大きくなるような
分割を求めます．

with Gaussian mixture models of marginal distributions,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E94-D,
no.2, pp.317–324, Feb. 2011.
[2] S. Omachi, M. Omachi, and H. Aso, “An approximation method of the quadratic discrimi-

提案手法の有効性を手書き文字認識でよく用

nant function and its application to estimation

いられる MNIST データベースで検証し，単に

of high-dimensional distribution,” IEICE Trans.

認識精度が向上しただけではなく，手書き文字
パターン特有の変動がよくモデル化できている
14

Inf. & Syst., vol.E90-D, no.8, pp.1160–1167, Aug.
2007.
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FIT2012 開催速報
宮野 博義
NEC

1. はじめに

3. 船井業績賞受賞記念講演

第 11 回 と な る 情 報 科 学 技 術 フォー ラ ム

大会 2 日目の 9 月 5 日（水）には，本年度の

(FIT2012) が 2012 年 9 月 4 日（火）〜6 日（木）

船井業績賞受賞者で，はこだて未来大学の中島

に東京都小金井市の法政大学（小金井キャンパ

秀之先生による記念講演「サイバーアシストか

ス）
（図 1）で開催された（プログラムの詳細は

らスマートシティへ：IT による社会のデザイン」

∗1

FIT2012 の Web ページ を参照)．開催内容，イ

が行われた（図 2）．なお，本講演は無料公開講

ベントについて報告者の感想を添えて報告する．

演として開催された．

2. 参加者数・査読状況について

講演では，タイトルにも挙げられているスマー

3 日間にわたる有料参加者数は約 1,450 人で

トシティーはこだての話が紹介された．スマー

あった．講演申し込み数は，査読付き論文 116

トシティーはこだてとは，函館の公共交通網を

件，一般論文 499 件あわせて 615 件であり，査

中心に，老人にも住みやすい街を IT で実現する

読付き論文は 116 件中 55 件が採録となった．ま

取り組みのことである．講演中の話で特に面白

た，採択された査読付き論文の中から所定の選

いと思ったのは，函館においてバスの運行をフ

定手続きを経て船井ベストペーパー賞（3 編），

ルデマンド方式にしたいと思っているという内

FIT 論文賞（3 編）が選ばれ，会期中に表彰が

容に関する部分である．フルデマンド方式とは，

行われた．受賞者の方々にはお喜び申し上げる

決められたバス停を設定するのではなく，お客

と共に，多忙の中，査読付き論文に御協力をい

の要望に応じて乗る位置と降りる位置を決定す

ただいた査読者の方々に深く感謝する．

るというものである．従来，フルデマンド方式
は乗降者数が少ないエリアで前日までの予約を
行うことで実施され，利益は考慮されていない
運用が通常である．シミュレーションの結果，函

図 1. FIT2012 会場となった法政大学

∗1

http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2012/

図 2. 船井業績賞受賞記念講演

15

【ソサイエティ活動】

情報・システムソサイエティ誌 第 17 巻第 3 号（通巻 68 号）

館のような都市部でも有効でかつ利益も上げら

興味深かった．

れるという結果が出たこと，前日予約でなく直

「ビジネスで生きる機械学習技術」
：近年ビッグ

前予約という利便性を向上させた形での実現を

データ革命と言われるように，Google，Amazon，

めざしている，という内容であった．

Apple，Facebook，Twitter などの企業では，大

また講演では，スマートシティーはこだての

規模データに対する機械学習・データマイニン

思想的な背景についても説明された．スマート

グ技術をビジネスに適用することで，大きな成

シティーはこだてのような新しいシステムをつ

果を上げてきている．必ずしも新規学習技術と

くる場合は研究者が外から分析するという視点

は言えないが，機械学習を活用してニューヨー

だけでなく，研究者自身もシステムの内側にい

ク市の配電設備の保守・修復計画をやりとげたと

るという内からの視点も重要である．この場合，

いう苦労の記録が，査読付き論文として発表さ

システムの構成後にそのシステムを評価し再度

れてきている [1] という点が，今までの論文査読

設計し直すといったループを回すことが必要で，

とは異なる傾向である，という話が面白かった．

その過程で当初想定していた目標から違うもの

「情報学研究における質的アプローチの可能性

に変化することもあり得る，という話であった．

を探る」
：情報システムの有効性は，それが存在

4. イベント企画・展示会

するコンテクスト（状況，人や組織，歴史，風

大会中は一般講演の他にも 2 箇所のイベント

土，成熟）に強く依存する「個別一回性の現象」

会場において合計 12 のイベントが開催された．

であり，それに対しどう研究するかという講演

今回の FIT では，12 のイベント中 2 つが無料講

内容であった．講演では，阪神・淡路大震災や

演として一般公開された．内容は多岐に及んで

東日本大震災の時の例として，研究者と現場関

いたが，ビックデータというキーワードが多く

係者が共同実践していくというスタイルについ

聞かれたこと，現場関係者との協力で様々な手

て説明された．これは中島先生の講演にあった

法を組み合わせて問題解決を行うといった話が

“内からの視点” という話の 1 つの例とも見なせ

複数聞かれたことが印象に残った．また，会場

ることから関心を持った．研究という観点から

では企業による展示会が開催され，合計 5 つの

は，どういうプロセスを経て，知見を得ること

展示がなされた．以下に一部を紹介する．

ができたのか，そのプロセスを開示することが

「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」
：日本学術会議と共催の

重要である，とのことだった．
5. おわりに

ため無料講演となった．ビッグデータを解析す

次回の FIT2013 は 2013 年 9 月 4 日（水）〜6

るために，スーパコンピュータを駆使するよう

日（金）に鳥取大学鳥取キャンパスでの開催が

になってきているが，スパコンの世代が上がる

計画されている．情報は FIT2013 の Web ペー

に従い，メモリアクセスに必要な電力が，演算

ジ∗2 で逐次更新される予定である．多数の投稿

に必要な電力よりもはるかに大きく，例えば 1

と参加を期待している．

個のデータ移動に必要な電力は，1 個のデータ

参考文献

の演算に必要な電力の 100 倍以上になってくる

[1] C. Rudin, et al., “Machine Learning for the

ようになり，必要以上にデータ移動させないよ

New York City Power Grid,” IEEE Trans. Pat-

う，アルゴリズムの一大転換が必要という話が
∗2
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tern Anal. Mach. Intell., vol.34, no.2, pp.328-345,
2012.
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【講座】

科学と技術と情報と (4)
—情報の将来に向けて—

前田 英作
NTT コミュニケーション科学基礎研究所
1. 連載の最終回にあたって
専門分野を異にするこれだけたくさんの人たち
本連載第 1 回では，科学・技術・情報の専門家
が，一つの事柄について議論を重ねるというこ
はそれぞれの専門領域にのみ詳しい「特殊な素
とは，これまでなかったように思います．今まで
人」であり，社会的な問題を解決するためには， 科学・技術に関心の薄かった人たちまでもが，我
領域の異なる専門家との議論と，科学・技術・
が身に関わる重大事として科学・技術に強い関心
情報を専門としない人たちとの議論とが必要で
を抱き，自ら何が正しいのかを考え始めました．
あるということを述べました [1]．第 2 回では，
そして，
「情報」に関わる若い人たちもこの一
私たちが科学的に正しいと考えていることや技
群の中にいて議論に加わっています．しかし，彼
術的に確実であると考えていることであっても， らは，コンピュータやプログラミングには詳し
実はその根拠があやふやである場合もあるとい
くても，実験科学の基本トレーニングを受けて
うことを実例とともに紹介しました．しかし，正
いない人も少なくありません．「情報」の問題を
しいと考えられていることを疑ってみることは
真理探究や社会問題解決という視点で考えると
科学的営為そのものに他ならず，私たち自身が
いう経験も少ないかもしれません．このことは，
自ら観察し，考えることが大切であるというこ
「情報」が科学・技術に比べ歴史の浅い学問分野
とも述べました [2]．第 3 回では，科学・技術・情
であることや，現在行われている情報教育のカ
報が社会的課題の解決に向けてその役割を果た
リキュラムにも一因があると思います．そして，
していくためには，専門家同士のそして専門家
若い人に限らず「情報」の専門家は，過去何百年
と非専門家とのコミュニケーションが必要であ
ものあいだ議論され続けてきた科学・技術の諸
ること，しかし，分かり合うことは私たちが想
問題について，もっと強い関心を持つべきでは
像する以上の困難があること，でも，その分か
ないかと感じました．
「情報」が科学・技術と同
りづらさ，語りづらさの経験を積んでいくこと
じ土俵にのぼるためには，
「情報」の持つ意味と
から始めなければいけない，ということを述べ
価値を深く問い直すことが必要だと思うのです．
ました [3]．第 4 回では，
「情報」の問題に焦点を
ここで，国際政治学者の若泉敬（元京都産業
あててみたいと思います，第 1 回で述べたよう
大教授，故人）氏∗1 が書いた，『‘科学技術信仰’
の陥穽―人間の英知で未来を担おう』と題する
に，21 世紀の「情報」は科学，技術と同列に対
記事を紹介します [4]．氏は，ハイテク（先端技
置され，これら三者がトライアングルを形成す
術）に膨らむ夢と熱い期待が次第に一種の “信
る，という作業仮説を立てました．これは，学
仰” まで高められている感がある，と述べ，そ
問領野としての「情報」の価値を再構築し，そ
の将来像を考える上で有効だと考えたからです．
2. 人間の英知で未来を担おう
3.11 の東日本大震災と原発事故を機に，多種
多様な議論が噴出し，規制，遅延，誤謬は存在
したにせよ，大量の情報がネットを流れ，多く
の書籍が出版されました．少なくとも，素人か
ら専門家にまたがる様々な層の人たち，そして，

∗1

日米沖縄返還交渉において，佐藤栄作首相（当時）の密

使として重要な役割を果たしたことで知られる．若泉は学
者であると同時に優れた外交家，実務家でもあり，パワー
ポリティックスの中で日本の採るべき外交戦略について多く
の提言を行った．そうした外交戦略の専門家が日本の科学
技術政策をどう捉えていたか．この記事は，1985 年 1 月に
書かれたものである点に注意されたい．同年 3 月には，筑
波科学万博が開幕した．
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れは通商立国・経済大国であると同時に，科学
“I wrote my face recognition program in an assembler language, and ran it on a machine with
立国・技術大国をめざす日本にとって当然の成
10 microsecond cycle time and 20 kB of main
り行きかもしれないが，ハイテクが他の技術革
memory. It was with pride that I tested the pro新と共に，われわれの当面する諸問題（エネル
gram with 1000 face images, a rare case at the
ギー，資源，食糧等の制約）を克服し，21 世紀
time when testing with 10 images was called a
の人類に輝かしい可能性を約束してくれるだろ
‘large-scale’ experiment.”
うか，と疑義を呈します．そして，次の 3 つの
問題点を指摘しました．
また，16 世紀に遡れば，ティコ・ブラーエの


残した膨大な観測データを使って，ヨハネス・
(1) 人間と技術の主従関係が破れつつあり，
ケプラーはケプラーの法則を発見したわけです．
際限なく加速度をつけて進む科学技術を，
このように，“ビッグ” なデータとそれを処理す
それがもたらす急激な諸条件の変化が，い
る技術との両方を持ち合わせた人が常に勝者で
まや人間の生存のための適応力を超えよう
常に時代を先導してきたと言えるでしょう．
としている．
では，今，現在盛んに喧伝されているビッグ
(2) 人間は科学技術の成果に眩惑されて “何
データの特徴とは何でしょうか．第一に，ビッ
のための技術革新なのか” という肝腎の点
グデータの大衆化にあると考えます．ちょっと
を不問に附し，均衡感覚と優先順位を見失
した設備や仕掛けを組むことによって，誰でも
いつつある．
手軽にビッグデータを集めることができるよう
(3) 大量高速情報社会の出現がわれわれの求
になりました．また，データの解析技術も今後
める真の意味での幸福の増進につながるの
コモディティ化，オープン化が進み，普通の人
ではなく，情報過多・汚染の中にあって取
がちょっとした分析，加工を行うことができる
捨選択はいよいよ困難になり，情報の格差
ようになるでしょう．その中から思いもよらな
と集中による管理社会化やプライバシィ侵
い新しい使い方が生まれてくるかもしれません．
害の怖れを抱かせる．

 第二に，確率によってものが語られるように
3. ビッグデータの時代に
なるという点です．大量のデータが集められる
“ビッグデータ” という言葉も，WEB2.0，グ
ようになると，複雑な過程をモデル化すること
リッド，クラウドなどと同じく，情報技術のトレ
により，ある事象が生起する確率を推定するこ
ンドに対して貼られたラベルの一つと見なすこ
とが可能になります．既に利用されている例と
とができます．それは，端的に言えばデータの
して降水確率が挙げられます．近年，医療分野
量の多さ，種類の多様さ，次元の高さを表して
では，evidence-based medicine（EBM：根拠に
いますが，ビッグになることによって，新たな
基づいた医療）ということが言われるようにな
計算装置，処理パラダイム，アルゴリズムが必
りました．最適な医療方法を根拠に基づいて選
要になります．ただ，そのような情報技術，情
択しようとするもので，ここでいう evidence と
報環境の革新は過去に何度も繰り返されてきた
は，大量なデータの集まりに他なりません．
ものであり，新しいことではありません．例え
哲学者・評論家の東浩紀氏は，著書『一般意
ば，私が印象深く記憶しているのは，金出武雄
志 2.0 ルソー，フロイト，グーグル』[5] ∗3 に
（CMU 教授）氏が，Azriel Rosenfeld Life Time
Achievement Award を受賞した時のスピーチで
∗3 本書出版時の帯の宣伝文句には，
『夢を語ろうと思う．未
す∗2 ．40 年前の大学院生時代に行った顔画像認
来社会についての夢だ．
』とある．執筆の意図を次のように
識の研究について次のように回想しています．
語る．
『筆者は本書で，その「世界中の情報を体系化」とい
うさりげないひとことがいかに二世紀半前の「一般意志」の
∗2

ICCV2007 (11th IEEE Int. Conf. on Computer Vi-

sion) での受賞スピーチ (http://iccv2007.rutgers.edu)．
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おいて，ICT 技術を利用した政治的な意思決定
の新しい仕組みについて提案しています．
『しかし，未来の世界においては，ひととひと
を繋ぐ「憐れみ」の情あるいは「配慮」は，もは
や地理的な近傍性とは関係なく，ネットワーク
を介して世界中に拡散しばらまかれることにな
るのである．未来の世界の住民は，ネットワー
クに触れることで，運命によらず確率によって，
動物的な生の安全の閉域から外に踏みだし，社
会との接点を回復する．そこでは逆に，足もと
の大地を管理している国家は，もはや効率的な
資源配分だけを目的とした—シュミットの分類
にしたがえば政治的な性格を失った—インフラ
サービスへと変わることだろう．
』（下線前田）
確率によってものを語るということは，事後
確率を計算して最適な方法を選択できることが
期待され，一見合理的に見えます．しかし，そ
れは，一方で，個人の顔を消し去ることにもつ
ながります．ビッグデータを所有し操る管理者
（支配者，権威者）と一個人との目線の違い，と
いうことかもしれません．統計学者の竹内啓氏
は，『「量から質へ」あるいは「規格化から多様
化へ」』向かう 21 世紀において，『大数の法則
によって「偶然を飼いならす」時代は終わった
というべきである』と言います [6]．

動手段を手にすることで，物理的な距離は縮んだ
かに見えます．そして，コンピュータという高速
な計算手段とメモリという記憶手段を手にするこ
とで，私たち人間の知能も助けられているのかも
しれません．進化生物学者の Richard Dawkins は
“Son of Moore’s Law” というエッセーで，CPU
の集積化の速度になぞらえて，生物の DNA 配
列解読が急速に進んでいることを紹介していま
す [9]．しかしながら，どんなに科学・技術・情報
が進んでも，私たち人間が超えることのできな
いもの，そうしたものがあるとするならば，そ
れは「時間」でしょう．
例えば，東京に住む人が伊豆半島の漁村に行
けば，
「やっぱり伊豆の海はきれいだ」と感じる
でしょう．しかし，漁師をしていた地元の古老
は，同じ海を見て，
「こんなに海が汚れてしまっ
た．昔は，海の底にこんなに大きなウミウシが
いるのが見えたものだ」と言います．つまり，き
れいになったとか，便利になったというのは比
較の問題でしかないわけです．私たちが自ら見
たり聞いたりしたものを根拠とすること，即ち
実体験に基づいてものを言うことができるのは，
せいぜい寿命の範囲内でしかありません．そし
て，どんなに医療が進んでも人間の寿命は 130
歳くらいが限界であろうと言われています．で
すから私たちが自信を持ってものを言うことが
4. 人間の規矩を超えないこと
できるのは，せいぜい 100 年という時間単位で
科学・技術は常に光と影の部分を持ちます．影
あると言えます．
に対する批判にさらされながらそれを克服する
未来に向けて私たちがすることに制限が加え
ことで進歩してきたとも言えます．
「情報」にも
られるとすれば，それは，人間の寿命によって
同じように批判を受けて立つ覚悟が求められま
規定される人間としての規矩を超えてはならな
す．それは，鷲田清一氏が言うところの「語り
づらさの経験を」することにもつながります [3]． い，ということではないでしょうか．ノーベル
経済学賞を受賞したアマルティア・センは，持
震災を受けて，科学・技術が矢面に立たされる
続可能な社会について次のように述べています．
中で，
「情報」はあまりにナイーブな議論に終始
『「未来世代」が現在と同等あるいはそれ以上
していないでしょうか．医学の進歩が人体実験
の自由をてにできる「能力を損なうことなく」，
の歴史とともにあったように [7]，「情報」にお
現在世代の人々の自由を守り，可能であればそ
いても新しい一歩を踏み出す勇気が求められま
れを拡充することに，私たちは関心をいだくべ
す．金出武雄氏の表現を借りれば，
『本当の玄人
きではないでしょうか？
「自由な状態としての発
は，
「自分の玄人性」に自ら疑問を持てる人』で
展」をめざす一般的なアプローチの一環として，
あるわけです [8]．
「持続可能な自由」に注目することは，概念とし
光と影の間を手探りしながら進んできた科学・
て重要であるだけでなく，現実問題としても具
技術は，人間の生活を豊かにしました．高速な移
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体的に意味のあるものになるでしょう．
』[10]
5. おわりに
本連載は，これからの社会を創る若い世代に
向けることを強く意識して執筆しました．私が
学生であった 30 年前を思い浮かべつつ，あの頃
学んでおいて良かった思うものや学んでおけば
良かったと思うものがあります．一方で，私と
同世代の人には当然と思われる事柄を，今の若
い世代は知らないということもあります．3.11
の東日本大震災はそうしたことを改めて考えさ
せられました．
例えば，高度経済成長期には，行き過ぎた技術
開発が公害問題等を引き起こしたことから，適
正技術 (Appropriate technology) という概念が
出てきましたし，化石燃料に依存しないエネル
ギー戦略として，A.B. Lovins が当時ソフト・エ
ネルギー・パスを唱えています．現在改めて見直
されているそうした概念や技術の現状は，例え
ば田中直氏の著書 [11] で紹介されています．ま
た，生物学者の柳澤桂子氏∗4 は，生き物と放射線
の関係を『いのちと放射線』[12] という著書で一
般向けにまとめています．また，竹内啓氏は，原
子力発電所のメルトダウンや隕石衝突のような
極めて稀な現象をどう扱うかについて，先に紹
介した著書 [7] で議論しています．文献 [7], [11]
は，震災前に書かれたものであることを付記し
ておきます．
本連載では毎回いくつかの参考文献を紹介し
てきましたが，できる限り最近出版されたもの
を中心に選んでいます．科学技術に関する議論
は古くからあり，より深く理解するためには是
非読むべき基礎文献や一般向けの良書も多数あ
ります．しかし，本連載では書店で現物に触れ
る機会が多く，ネット上でも話題になりやすい，
最近のものを中心に選択しました．若い人たち
に本連載の内容についてより強い関心を持って
いただくためには，恐らく本稿だけでは不十分
であり，異なる別の接点を並行して持つことが
有効だと考えたからです．
∗4
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えて，生命について思索を多くの著書にまとめている．
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本連載で述べてきたこの議論は，もちろんこ
れで終わるわけではありません．今後も議論
を積み重ねて，次の世代へ継いでいくことが大
切なのだと考えます．これからも引き続き，意
見，感想，質問などをお待ちしています．E-mail:
maeda.eisaku@lab.ntt.co.jp までお送りいただけ
れば幸甚です．

摩書房，2007．
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
The dramatic proliferation of technical and
academic conferences in recent years has meant
that researchers are increasingly writing not only
for the printed pages of journals and proceedings
but also for the “big screen.”
Making Your Points with Power
Since the 1990s, the combination of constantly
improving image projectors and presentation
software has been the driving force behind the
organization of conferences and the delivery of
talks. PowerPoint (or Keynote) gives a presenter enormous power, but like all power, it can be
used or abused.
A basic consideration, all too often neglected,
is that a slideshow functions as an explanatory
tool, not as a document. That is, your text and
graphics (or sound and video) are presented temporally to reinforce the ideas you’re expressing
now, not for later reference.
In practice, this means that words on slides
should be kept to a bare minimum: use very
short phrases rather than full sentences. Remember that your audience has a limited ability
to remember—dramatic concepts will resonate in
our minds, full paragraphs of text will be forgotten in minutes, if not seconds.
Here’s a simple example of minimizing text:
× · We also explored the room-temperature
crystallization of our polarizing film.
 · RT crystallization of polarizer
The text you include on a slide should not be
sentences for the audience to read (if they can
manage to stay awake) but short words linking
what you are saying to what you are showing.
Use a simple, plain background. Light colors like white are generally best, though sometimes a tasteful dark gray gradient looks nice.
Avoid background templates with elaborate designs or dramatic colors. Contrast is important:
dark text on light backgrounds, light text on

dark backgrounds. Do your ﬁnal editing with a
projector—don’t expect to fully replicate what’s
on your computer’s high-quality monitor.
Consider the timing of your delivery as you
prepare the slideshow. You shouldn’t spend a
very long time in discussion of a single graphic.
A more common problem is quickly racing
through several complicated graphics much too
quickly, thus not giving your audience time to
understand the meaning of each graphic. If you
can’t spend at least a few seconds on an image,
delete it.
Using animation to present text and graphics
in sequence can reduce or eliminate the need to
use a laser pointer. But don’t use animation that
is simply distracting without any beneﬁt.
In preparing your slides, never forget that less
is usually more.
Attributions on Slides?
Many presenters include bibliographic attributions inside their slides, such as “(D.L. Johnson
et al., 2006)” written under a theorem name or
equation. But is this really necessary?
In some cases, your organization or the conference you’re attending may have strict (though
perhaps archaic) rules about such on-screen attribution. But usually such notation does not
add to the audience’s understanding of the presented info.
You can say, “This equation, derived by Johnson and his colleagues a few years ago, gives a
diﬀerent solution to the. . . ” And of course you
should provide full and proper attribution in the
paper accompanying your presentation.
English Usage Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) Many of samples were. . .
2) Many of the samples were. . .
3) Many samples were. . .
(Answers: 1) incorrect; 2) and 3) OK)
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