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【巻頭言】

オープンシステムサイエンスのすゝめ
所 眞理雄
ソニーコンピュータサイエンス研究所

科学が進歩し，技術が発展し，我々は豊かな

いて詳細に作成する，3) モデルの振る舞いが時

生活を実感できるようになってきました．この

間経過とともに自己矛盾を起こし，あるいは実

ような繁栄の基礎は 17 世紀にデカルトが示し

システムの挙動と乖離することがないかを調べ

た方法論にあると言われています．デカルトは

る，4) もしも許容範囲を超えた矛盾や乖離があ

方法序説に，1) 明証的に真であると認めたもの

るときはモデルを修正し，必要なら対象の領域

以外は受け入れない，2) 問題を小さな部分に分

を変更する，5) 以上を満足するまで繰り返す．

ける，3) 単純なものから初めて複雑なものへ，

オープンシステムサイエンスの特徴は，ステッ

4) 見落としがないか全てを見直す，の四つのス

プ 4 の「対象の領域を変更する」とステップ 5

テップを示しています．この方法は，還元主義

の「繰り返し」です．これによって，対象領域

(reductionism) とも呼ばれ，問題領域が明確に

自体を適切なものへと変更しつつ，漸近的に問

定義でき，部分問題に分割可能な問題に対して

題を解いていくことができます．方法序説によ

大きな威力を発揮しました．

る方法が物事を深掘りすることによって原理を

しかしながら 20 世紀の末期になると，地球

解明しようとするのに対し，オープンシステム

環境の持続性の問題，生命や健康の問題，脳や

サイエンスによる方法は物事を常に相互関係の

心の問題，社会・経済の安定やインターネット

中で理解し，解決していこうとします．これら

で結ばれた情報インフラの信頼性や安全性の問

二つの方法論を相補的に使うことによって，今

題など，新たな問題が明らかになってきました．

後我々が解かねばならない新たな問題を解決し

これらの問題は，問題を現実世界から切り取っ

ていくことができると考えています．

て定義することが難しく，問題を構成する部分

オープンシステムサイエンスの方法は，私自

問題の相互依存性が大きいため部分問題への分

身が研究に対する悩みを解決する中で，20 年近

割が困難であることにその特徴があります．そ

い年月をかけて自然にまとまった形になってき

のため，還元主義を単純に適用して問題を解決

ました．現在，私の仲間たちによって健康，医

することが大変困難です．私はこのような特徴

療，食料，農業などの問題に適用され，効果を

を持つ問題をオープンシステムの問題と名付け，

上げつつあります．また，ソフトウェアシステ

その解決のための新しい方法論としてオープン

ムのディペンダビリティ向上の方法にも応用さ

システムサイエンスを提唱しています．

れ，新しいソフトウェアプロセスとして実現さ

オープンシステムサイエンスは以下の五つの

れました．皆さんも御自身の研究で壁に突き当

ステップにより実行されます．1) 対象とする問

たったときに，オープンシステムサイエンスの

題とその領域を定義する，2) その領域上で解決

適用を考えてみませんか．

すべき問題のモデルをできる限り第一原理を用
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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 25 年度のフェロー贈呈式が，福岡工業大学において 9 月 18 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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岩崎 一彦

首都大学東京

松本 健一

奈良先端科学技術大学院大学

栄藤 稔

NTT ドコモ

米田 友洋

国立情報学研究所

酒井 正彦

名古屋大学

和田 幸一

法政大学

滝嶋 康弘

KDDI 研究所

渡辺 澄夫

東京工業大学

長谷川 純一

中京大学

渡邊 敏明

東芝

前田 英作

NTT

情報・システムソサイエティ誌 第 18 巻第 4 号（通巻 73 号）

【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
船井ベストペーパー賞は，FIT 学術賞選奨規程の第 10 条に「FIT において発表された査読
付き論文のうち，特に優秀なもの 3 編を選び，その著者に贈呈する．
」とございます．査読会
議にて，各分野への FIT 査読付き論文投稿件数の 5% を上限に，採択論文の中から候補論文を
推薦いただき，その中から 10 編程度を最終候補論文としました．実行委員会委員，プログラ
ム委員会委員及び担当委員で構成される学術賞選定委員会にて，最終候補論文について審査し
投票を行い，慎重に審議した結果，3 編を船井ベストペーパー賞受賞論文として選定し，FIT
運営委員会の承認を経て，FIT 会期中の学術賞表彰式にて贈呈いたしました．

論文：奏者の意図したテンポ変動の推定に基づ

間周波数領域で演奏を伸縮することで，奏者の

く演奏録音の自動伸縮修正法

“意図したずれ” を保存しつつ楽音を修正できる

著者：小泉 悠馬，伊藤 克亘（法政大学）

ことを示しました．また，バイオリンなどの音
符の変化を検出する新しい特徴量として，複素

このたびは，FIT2013 船井ベストペーパー賞

メルスペクトル KL 情報量 (CMKLD) を提案し，

という栄誉ある賞を賜り，光栄に存じます．船

従来法よりも高精度に音符の変化を検出できる

井情報科学振興財団並びに FIT2013 運営委員の

ことを示しました．本研究では，テンポの揺ら

皆様に心より御礼申し上げます．

ぎの修正のみを扱いましたが，今後は今回の受

人間は，楽曲を “厳密に” 楽譜通りには演奏

賞を励みとして，音量や音高なども修正できる

しません．例えばカラオケでは，楽譜で指示さ

手法を目指して研究開発に邁進する所存です．

れていないのにもかかわらず，サビでは声を張

末筆ではございますが，情報科学技術フォー

り上げ，またビブラートをかけます．この意図

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

的な楽譜からの “ずれ” は，奏者の「上手さ」や

展を心よりお祈り申し上げます．

「表現力」を伝える情報となります．一方で，技
術の低い奏者の演奏には，意図的なずれとは別

論文：回転運動する聴覚刺激が回転ベクション

の “意図していないずれ” も含まれます．
「音痴」

感覚に及ぼす影響

や「リズム感がない」がこれに当たり，演奏の

著者：崔 正烈，柳生 寛幸，坂本 修一（東北大

拙さを感じさせる要因となります．よって奏者

学），岩谷 幸雄（東北学院大学），鈴木 陽一（東

は演奏の公開前に，意図しないずれを除去する

北大学）

必要がありますが，これは音楽とコンピュータ
操作の高度な知識が求められる作業でした．
本研究では，演奏から自動的に奏者の演奏意

このたび本賞受賞の栄を受け，著者一同，大
変に誇らしく，また大きな喜びを感じています．

図を推定し，奏者の意図しないずれを除去する

私どもの研究を取り上げてくださった船井情報

楽音修正法を提案しました．演奏データから回

科学振興財団と FIT2013 の関係各位に心から感

帰分析で意図的なテンポ変動を推定し，更に時

謝申し上げます．
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本研究は，自己運動知覚と視聴覚との多感覚

いう大変名誉ある賞を賜り，光栄に存じます．船

情報処理過程に関するものです．自己運動の知

井情報科学振興財団の皆様，FIT2013 の運営並

覚は主に前庭感覚系や自己受容感覚系から得ら

びに論文の査読・選考に当たられた諸委員会の

れますが，視覚系も大きな役割を果たしていま

皆様方に心より御礼申し上げます．

す．その代表例が視覚誘導性自己運動感覚（ベ

近年，地域情報検索サービスの普及により，外

クション）です．ベクションは，実際の運動を

出前にパソコンやスマートフォンで，レストラ

伴わず視覚刺激のみの操作で身体の移動感覚を

ンや歴史的建造物などの実世界スポットに関す

誘発することが可能であり，バーチャルリアリ

る情報を調べる機会が増えています．これまで

ティ環境における自己運動感覚の提示に広く利

は，全国的に有名で人気のある実世界スポット

用されています．自己運動の知覚は，一般的に

に注目が集まる傾向がありました．しかし，近

はある感覚モダリティ単体でのみ知覚されるも

年は，メディア露出が少ない「御当地グルメ」の

のではなく，入力された複数の感覚情報の時間

ように，地元では有名だが全国的にはまだ知名

的・空間的な統合が行われる感覚情報統合過程で

度が低いものも注目されており，地元の人がお

もあります．本研究では，回転する聴覚刺激が

薦めする実世界スポットを巡るツアーがリピー

回転ベクション感覚にどのような影響を及ぼす

ター向けに人気を博すなど，地域情報のニーズ

かについて検討を行いました．そのために，視

の方向性に変化があります．

覚刺激の回転半径と同じ距離に合成した複数の

本論文では，実世界スポットを測る新しい尺

バーチャル音源を用いて回転音場を生成し，視

度である「地域局所性」を提案しました．地域

覚刺激の回転方向と同位相あるいは逆位相で音

局所性は，実世界スポットの周辺地域と離れた

刺激を提示した場合，自己回転運動感覚の強度

地域での知名度の違いから知名度の地理的な広

と時間特性がどのように変化するのかを調べま

がり方を表すものです．これによって，地元で

した．実験の結果，音場の動く方向や速度に関

のみ有名な穴場を全国的に有名なスポットと区

係なく，運動する聴覚刺激を提示することによ

別できます．また，ブログ記事において，実世

り自己回転運動感覚が強まることを示しました．

界スポットと共起している住所表現に着目する

今後は，今回の受賞を励みとして，多感覚情

ことで，地域局所性を推定する手法を提案しま

報処理過程の理解深化と工学への応用に関する

した．これによって，人手による作業が不要と

研究を更に進め，情報科学技術と本フォーラム

なり，多くの実世界スポットの地域局所性が自

の興隆のため微力を尽くしていく所存です．末

動で推定可能になりました．

筆ではございますが，船井情報科学振興財団の
益々の御発展を心から祈念申し上げます．

今後は今回の受賞を励みとして，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．
末筆ではございますが，情報科学技術フォー

論文：知名度の地理的広がりを考慮した実世界

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

スポットの地域局所性推定

展をお祈り申し上げます．

著者：田中 陽子，数原 良彦，佐藤 吉秀，戸田
浩之，鷲崎 誠司（日本電信電話）
このたびは FIT2013 船井ベストペーパー賞と
6
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【研究専門委員会活動の活性化に向けて】

研究専門委員会活動の活性化に向けて
荒川 賢一
NTT ドコモ

1. なぜ研専活動の活性化か？
電子情報通信学会情報・システムソサイエティ
(ISS) においては，研究の集会活動の基本単位と
して 28 の常設の研究専門委員会（研専）及び時

表 1. ISS の研専・時限研専一覧
◆研究専門委員会（研専）
ME とバイオサイバネティックス (MBE)
ライフインテリジェンスとオフィス情報システム (LOIS)
画像工学 (IE)

限研究専門委員会（時限研専）が構成されてい

言語理解とコミュニケーション (NLC)

る [1]．研専は 23 あり，技術研究報告の発行が可

コンピュータシステム (CPSY)

能，かつ第一種及び第二種研究会の開催が可能
である．また時限研専は第二種研究会の開催が
可能であって，今年度は五つ存在している（表
1 参照，規程 [2]）．
研専の活動は，当該分野の研究の発表，議論
の場を設け，その分野の発展を促進するという
意味で学会の活動の本質である．すなわち，研
究会での発表，議論は研究者が学会に属するモ
チベーションの大きな部分である．また，技術研
究報告の予約による売り上げは，ソサイエティ

コンピュテーション (COMP)
人工知能と知識処理 (AI)
ソフトウェアサイエンス (SS)
データ工学 (DE)
パターン認識・メディア理解 (PRMU)
ディペンダブルコンピューティング (DC)
ニューロコンピューティング (NC)
知能ソフトウェア工学 (KBSE)
音声 (SP)
教育工学 (ET)
医用画像 (MI)
ソフトウェアインタプライズモデリング (SWIM)
リコンフィギャラブルシステム (RECONF)
情報通信システムセキュリティ(ICSS)

の経済的健全化においては無視のできないもの

情報論的学習理論と機械学習 (IBISML)

である．

マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント

各研専の活動は適切な予算などを配算し，ま
すますの活性化を期待すべきであるが，しかし
ながら，研専の活動自体を客観的に，かつ定量
的に見ることができていないという実情がある．
2. まずは活動の見える化を
技術会議は，各研専の代表者が参加して，主
に研専の今後の活動について議論をする場であ

(EMM)
クラウドネットワークロボット (CNR)
サービスコンピューティング (SC)
◆時限研究専門委員会（時限研専）
異文化コラボレーション (IC)
サイバーワールド (CW)
身体性情報学 (IEB)
再生可能集積システム (RIS)
減災情報システム (DRIS)

るが，各研専の過去の活動実績などの詳細は把
握できておらず，したがって，研専活動の活性

術会議担当に報告して頂くこととした．その中

化における課題なども抽出できていない状況で

の幾つかの数値は，各研専活動の活性度を表す

ある．

ものであり，その一覧によって各研専の活動の

そこで今回，昨年度の各研専の活動実績を技

位置づけを意識させ，刺激になるものと思われ
7
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る．また学会の会員に示すことで，どの研究会

うに捉えるかはまだ確定していないが，少なく

が自分の研究テーマに関して適切な議論の場に

とも，これによって境界領域において共催研究

なるか，などを知るサポート情報になると思わ

会を開催することで連携している研専が一覧で

れる．

きるとともに，核となる研専（例えば，IE）な

今回は 10 月に各研専より昨年度の報告を受け

ども明確となる．また開催する研究会の多くを

たが，今後は新年度のなるべく早い時期に前年

共催にすることで，強く連携している研専（例

度の報告の提出を求める予定である．

えば CPSY と DC）も見て分かる．

3. 研究会の共催実績

4. 活動実績の報告概要

ソサイエティ誌編集委員会の協力を得て，見

今回，各研専から，第一種及び第二種研究会

える化のトライアルとして，各研専の第一種研

の開催数，うち単独開催数，開催延べ日数，参

究会の共催関係を図示してみた（図 1）．これは

加者数，選奨規定の有無，イベント開催実績等

ISS のホームページに記載されている研究会開

を報告して頂いた．

催案内の情報から作られたものであり，今回実

時限研専を除く研専においては，研究会の開

施した昨年度の活動報告からは独立したもので

催数は 3〜13 回という 4 倍超のバリエーションが

ある．

あり，また一日当たりの研究会参加者数は 20〜

図 1 内の実線枠内の記載は ISS 各研専の略称

113 人という幅があった．これにより，研専活動

であり，それに続くカッコ内の数字は昨年度の

の実績には，現状においても大きな多様性が存

第一種研究会の開催回数である．破線枠内は他

在することが見てとれる．研究会の参加者総数

ソサイエティの研専の略称であり，
「：」の前の

は，共催によるダブルカウントに配慮しないで

アルファベットは A（基礎・境界），B（通信），

計算すると，1 万人を超す規模であった．また

C（エレクトロニクス）の各ソサイエティ，ない

選奨やイベントについても，比較的新しい研専

しは H（ヒューマンコミュニケーショングルー

などでは実施しておらず，活動の活性化の余地

プ）を示している．また，枠を結ぶ線の太さで

がまだ存在することが分かった．

共催回数を表している．
研究会の共催を活動の活性度の観点でどのよ

なお現在，各研専からの報告内容を一覧でき
るよう，ISS のホームページにて公開すること
を検討中である．
参考文献
[1] http://www.ieice.org/iss/jpn
[2] 情報・システムソサイエティ運営規程

図 1. 常設研専の研究会の共催グラフ
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研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.6

赤倉貴子さん
所属：東京理科大学工学部経営工学科
分野：教育工学
システム工学
参考：http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/akakura1/

インタビュアー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.naoki@gmail.com）

— まずは，研究の概要についてお聞かせくだ
さい．

授業評価支援システムを開発しています．この
e-Learning システムは，基本的には授業をビデ
オに撮り，学生はいつでも見られるようになって

私は工学的手法を用いて教育現場の課題を改

いるのですが，単に映像を配信しているだけで

善していく「教育工学」に関する研究を行って

なく，再生時間に合わせて学生の方からいろい

いて，最近は「高等教育の改善」を主なテーマ

ろなデータを送れるようになっていまして，こ

にしています．

ちら側からは，ある授業の何分のときにこの学

まず大学の授業内容改善についての取り組み

生がこういうデータを送信してきた，というこ

である FD（ファカルティ・ディベロプメント）

とが分かるようになっています．そうすると 5

活動を ICT を用いて支援するという研究です．

分，10 分くらいのところで「分からない」という

2008 年より大学の FD が義務化され，現在はど

ようなボタンを押した学生が多いとすると，こ

この大学でも授業評価アンケートに取り組んで

の回の授業の 5〜10 分ぐらいに話した内容が何

いますが，ほとんどの大学が学期の終わりに 40

かというのを映像でフィードバックができるよ

ほどの質問項目を並べたアンケート用紙を配り，

うなシステムを作ることで，ここが分かりにく

それに回答するという形式で行っています．そ

かったのかということを教員は簡単に知ること

の結果を教員にフィードバックとして返すので

ができます．自分の授業を 90 分全部見直すとい

すが，授業というのは半期で 15 回前後あります

うのはかなり大変ですが，良かったところはこ

ので，どの回のどの部分が良くて，どの部分が悪

こ，悪かったところはここ，というのをパッパッ

かったのか，というのは分からないのですね．15

と見せられれば簡単に振り返ることができます．

回を通して学生が感じた印象に過ぎませんから，

このような授業評価支援システムを作って，教

「黒板の字が小さくて見えにくかった．
」という
感想があれば，翌年からは大きい字で書くとい
うくらいはできるかもしれませんが，具体的な

員の授業改善に役立て頂こうという研究に取り
組んでいます．
次に，多様な学生の学びをサポートする学習

改善にはあまり役立っていないように思います．

支援システムの開発です．私はプログラミング

そこで，もう少しきめ細かな授業評価ができ

や統計学といった内容の講義を担当しているの

ないかと考え，e-Learning システムを活用した

ですが，特に二部の場合，社会人入学も多く，職
9
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業や年齢も様々な方が入ってこられていて，会

として，特許事務所や企業の知財部などのよう

社でシステムを設計しているような現役の SE が

な現場で役立つものを目指して，実際に使って

いるかと思えば，長く事務仕事をされてきて 60

頂きながら開発を進めています．特許関連の文

歳になって初めてコンピュータに触るというよ

書というのは非常に読みづらいものが多く，ま

うな方もいて，その差はものすごいものがあり

たたくさん読まないといけないので，それを簡

ます．全員同じ授業内容で学んでもらうのは非

単に自動で要約するシステム，あるいは特許の

常に難しい状態です．そこで，進んでいる人に

情報の関連づけを自動的に行うシステムの開発

はアドバンスな内容を教え，全く分からない人

をしています．ある会社の知財部の方に聞きま

にはベーシックなものから自習できるようなシ

すと，一つの特許を申請する際に作成する知財

ステムを開発しています．ただ教えるだけでは

ポートフォリオをまとめるのに数か月も掛かる

なく，どうしたらより分かりやすくなるか，本

そうです．そういう人の手では時間の掛かる作

人の学習進行状況に応じて適した問題を出題す

業を，語句の類似性や引用されている方法など

るようにしてみたり，様々な機能を加えてみた

によってある程度のカテゴライズを自動で行い，

りなどの工夫をしながら，学習の支援のシステ

少しでも時間を短縮できるようなシステムにな

ムの研究を続けています．

ればと考えています．

も う 一 つ は「e-Testing」と 言 い ま し て ，eLearning は情報技術を用いて行う “learning” で
すが，“testing” するという側面での支援です．
遠隔で試験を受けられるようなシステムを作ろ

— 研究のやりがいや面白さはどういったところ
に感じられていますか？
やっぱり教育工学という学問をやっていると，

うと思いますと，どうしても不正行為というの

学生がこれまでできなかったことができるよう

を検知する必要があります．本人認証として例

になるとか，成果が出るということは喜びに繋

えば ID やパスワードを入れるというのはごく

がります．純粋に研究的な側面で言えば，良い

普通にありますが，不正をしようと思えば誰か

モデルができたり，それによって推測精度が上

に教えることもできます．仮に本人が入力した

がったりしたときですね．これまで誰も考えて

としても，途中で別の誰かに入れ替われば遠隔

いなかったけど，こうすればもっとうまくいき

では全く分かりません．そこで，本人が受験し

そうだというアイデアが湧いたときなどは，と

ているということを文字と顔の認証によって確

ても楽しいです．ただ工学というのは応用的な

認できるようなシステムの開発に取り組んでい

学問ですので，どうしてそうなるのか？ とい

ます．文字は本人の字かどうかという認証はで

う理論を考える理学とは違い，実際にやってみ

きるので，筆記試験でタブレットを使ってもら

て，こういうことに役立つということが，やっ

い，試験の間中記入された文字の認証を行いま

ぱり工学をやっている者の楽しみ，喜びなので

す．更には，これはまだ実現していないのです

はないかなと思います．現状分析はもちろん必

が，顔認証ができるシステムを用いて，問題を

要なのですが，常にそれを未来に繋げていくこ

読んでいるときは顔認証，答えを書いていると

とを大切にしています．

きは文字認証と，試験時間の間ずっと認証し続
けることによって，遠隔地の試験での不正を防
止しようと考えています．

— 現在のような研究をされるようになったきっ
かけや原体験をお聞かせください．

それから，教育以外のテーマの研究として，自

私はもともとものを作るのが大好きで，一番

然言語処理技術を利用しての特許情報の解析に

始めは 3，4 歳のときに，近所で新築している

も取り組んでいます．これは実用的なシステム

家の近くに落ちている木の屑などを拾ってきて，
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それらをくっつけて船を作り，タライに浮かべ

き方ですが整然としていて，こういう法律に基

て喜んでいました．おままごとも，スーパーの

づいて，こういう判断が下されるという，その

広告などから野菜の写真やカレーの絵などを切

因果関係が非常にはっきりしているのです．論

り抜いて，丸く切った白い紙をお皿にして張り

理が一貫していて受け入れやすかったです．

付けたりして遊んでいました．

実は法律には中学校の頃から興味がありまし

小学生の頃からは，ラジオを作ったりしてい

た．職業適性検査みたいなものを中学 3 年生のと

ました．中学生からアマチュア無線を始めて，無

きに受けたのですが，対人的と対物的，理系的と

線局の免許を取りました．アマチュア無線の免

文系的という二次元の軸がありまして，いろい

許というのは終身のものですが，無線局の免許

ろと書いた結果として私の適性というのが，“最

は 5 年ごとに更新しなければいけません．中学

も端の理系で，最も端の対物的” だったのです．

生のときに最初の無線局を開局してから現在ま
で，40 年近く更新し続けています．

「そうか，私は文系で人に対しての仕事はしては
いけないのか．
」と思いましたね．ところが，向

大学生のときは教育機器を作りたいと思っ

いている仕事の一つに “法曹” というのがありま

て，秋葉原に行っていろいろと部品を買い集

した．不思議には思ったのですが，考えてみれば

めてきて，それらを使って組み立てていまし

裁判官は事件を分析して判断を下すわけですか

た．教育機器というのは，例えば英単語を覚え

ら，対物的側面が強いのかなと思います．そこか

るものであれば，リンゴの絵が出てきて “ap-

ら法律についても興味を持つようになりました．

ple” と打ち込むと音楽が鳴ったり，間違った
ときには後からもう一度出てきたりするとい
う，今だったらパソコンのプログラムで 50 行

— 将来的にはどのようなことを実現したいと
思っておられますか？

もあれば書けるようなものなのですが，当時

「日本中どこに行っても同じ教育を受けられる

は物理的に自分で円盤に絵を描いて作って回

状態」というのが私の理想です．私は，これか

して，リレーなどを使って切り替わるように

ら高等教育の改善というのは不可欠だと思って

してあるなど，非常に原始的なものでした．

います．大学進学率が 50%を超えて，それなの

それが作っても使ってみても面白かったのです．

に学生の数はどんどん減っています．戦前・戦後

私としては，今の研究活動も小さいときのお

すぐはもちろん，今から 2，30 年前の教育とも

ままごとや工作と感覚的には同じものです．小

およそ違ってきています．そもそも学生の質も，

さいときから好きなことの延長で仕事もしてい

社会の豊かさも変わってきている中で，それに

るようなところもありますから，楽しいです．

合わせた高等教育の姿を今後作っていく必要が

教育工学で博士課程まで学んで就職したので

あり，そこに関わるのはやはりこの時代，ICT

すが，もう少し世の中一般のことを勉強して視

だと思っています．ICT を導入することで，地域

野を広げたいという思いから，勤めながらです

差のない高等教育，離島に住んでいようと，東京

が，今度は法学部に入学して学士，修士，博士

の飯田橋に住んでいようとも同じ質の教育を受

号を取得しました．そのような経緯から知財関

けられる，そういう高等教育システムの実現を

係の研究も行っています．

目指しています．そのためには，今の e-Learning

例えば e-Learning のシステムを作っています

だけでは不十分で，もっといろんな機能のある，

と，著作権処理などいろいろな問題がありまし

大規模な e-Learning のシステムを構築していく

て，きちんと知的財産の勉強をしたいと思った

必要があると思っています．

のですね．実際，法律的なものの考え方という

放送大学もそれに近い形でされていると思う

ものは身についたと思います．条文も難しい書

のですが，私はいろいろな既存の大学がそうい
11
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うシステムを設けていくべきなのではないかと

— 最後に，趣味や興味関心についてお聞かせく

思います．例えば，
「東京大学の●●教授の講義

ださい．

を受けたいけど，自分は鹿児島に住んでいて受
けられない．
」などと思っている方はいると思う

子どもの頃から偉人伝というのが本当に好き

のですね．でもインターネット上であればその

で，湯川秀樹や野口英世，キュリー夫人，二宮金

先生の講義を聞くことができて，その先生とお

次郎などは何回も読みました．この部屋には二

話ができる，質問もできるし，テストも受けられ

宮金次郎の銅像がいっぱい置いてあります．小

る．究極的にはそういう教育システムを各大学

田原にある尊徳記念館にわざわざ行ったりもし

が導入するようになり，それで学士号，修士号，

ました．この人はいろいろな藩の財政を立て直

博士号まで取れるようになればと思っています．

した方ですが，倹約の精神と独特な考え方，世

それから，
「理系科目の通信教育・遠隔教育の

界観を持たれているのですね．

実現」です．現在の通信教育というのはほとんど

あとは歴史，特に明治以降の歴史が好きで，中

文系です．戦後もうすぐ 70 年になりますが，い

でも米内光政，山本五十六，井上成美など，いわ

まだに理系学部の通信教育がほとんどないこと

ゆる海軍大将たちの話は特に好きです．昭和史

に非常に不満を持っています．ICT の発達した

というのを調べていると，自然とそういう人た

今の時代だったら理系科目であっても絶対に遠

ちがクローズアップされます．例えば 2.26 事件

隔でできると思っています．こういう時代だか

では当時の昭和天皇の侍従長の鈴木貫太郎，彼

らこそ，社会人がもう一度学びたいと思ったと

は海軍大将で連合艦隊の司令長官でしたし，ちょ

きやリフレッシュしたいと思ったときなどに，文

うど終戦のときの内閣総理大臣ですから，そう

学部や社会学部，経済学部などを出た方が工学

いうのが繋がっていくと，鈴木貫太郎という人

や理学など理系の科目にチャレンジしたいとい

は立派な人だなと．

うニーズは当然あると思いますので，そういう

「偉人伝は，その人の良い面しか書いていない

教育システムを作っていけたらと思っています．

から自分は嫌いだ．
」と言う人もいますが，私は

ただ，どうしても実験系の教育というのは難

子供のうちは良い人だ，立派な人だということ

しいので，それをどうするかというのは考える

をたくさん読んで感じるだけでも良いと思って

必要があります．今のところまだバーチャルな

います．今となれば，もう少し人物を詳しく見

実験と実実験は均質なものにはなっていません

ます．なぜこの人はこのような考え方をするよ

が，私はバーチャルな実験が実実験に勝るよう

うになったのかとか，人が変容していく過程を

にすることもできるのではないかと考えていま

考えるのも面白いです．

す．同等なものにするという発想ではなくて，実
実験ではできないこういうことができるんです，
というようなことを目指した形を考えたいと思っ
ています．アメリカでは医学教育において，実
際の患者さんではなく，バーチャルな患者さん
を画面上に移してそれを手術するという教育シ
ステムがあります．医学の世界でそういうもの
がある程度効果を上げているとなると，他の分
野でも同じようにできるはずです．そのような
考えから，実際に物理教材なんかを少し考えて
取り組み始めているところです．
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【研究最前線 (MBE)】

ポストゲノム，ビッグデータ時代の ME
中尾 光之
東北大学

1. はじめに
ME とバイオサイバネティクス研究会は医学・

際会議報告 2 件，計算機診断についての海外動
向調査 2 件，などが 1 年間の間に発表されてい

生物学と電子通信情報工学の境界領域で広範な

る．現在も研究されているテーマの萌芽がみら

研究交流の場を提供してきている．研究会発足

れ，また早くから計算機の医療診断への応用が

からちょうど 50 年が経過したことから，本稿で

試みられていたことに驚く．発表者の中には医

は，分野の研究動向の紹介に加えて，発足当時

師が多く含まれており，医療から工学への要請

の研究会の様子を参照しながら今後の研究会活

が非常に切実であったことがうかがわれる．南

動を展望する．

雲仁一，戸川達男，鈴木良次，金井寛各先生の

2. 研究会のはじまり

名前が発表者の中にみとめられ，ME 研究がこ

Norbert Wiener の “Cybernetics” が出版され

れらの先生方によって切り拓かれていったこと

たのは 1947 年である [1]．それは生物に計算，制

が分かる．

御，通信などの工学的（あるいはその隠喩とな

3. 研究会の今とこれから

るような）機能をみようとする当時の学術的潮

以上のように本研究会は多くの先生方が拓か

流の一つの結実であった．その大きな流れは現

れた工学の医学・生物学応用という境界領域の

在まで続いており，本研究会の名称にも「サイ

成果を継承すると共に，それらを発展させて今

バネティクス」が含まれている．本研究会の正確

日に至っている．この 50 年間に起きた ME に

な発足時期は不明にして知らないが，1963 年 1

おける技術革新の主なものを挙げると，イメー

月 23 日付の医用電子装置研究会資料を大学の図

ジングや治療技術，微細化技術やナノテクノロ

書館で発見した [2]．これは恐らく初巻に近いも

ジー，生体材料，人工臓器，医療ロボティクス，

のと思われる．医用電子装置研究会は本研究会

など様々ある．これらは今後も本研究会の主要

の前身であり，学会名の変更と相まって，医用電

テーマであり続ける．ここでは個別の研究成果

子装置 → 医用電子・生体工学 →ME とバイオサ

について紹介する代わりに，より俯瞰的な視点

イバネティクスと継承されてきている．1962 年

から，生体機能の理解の方略としてのモデリン

には日本 ME 学会が設立されており，半世紀に

グと ME 技術が統合されたサービスとしての医

わたり協調しながら日本の医用生体工学研究を

療・福祉の情報化の最前線について述べる．

牽引してきた．生体は電気現象の塊であり，そ

3.1 マルチスケールモデリングと Physiome

の意味で本学会が早くからこのような境界領域

ポストゲノム時代においては様々な生体機能

に踏み込んでいったのは必然であった．1963 年

や病態が遺伝子や分子との関わりの中で研究さ

度の医用電子装置研究会資料を紐解いてみると，

れるようになってきた．ハイスループットの分

計算機による診断支援装置 2 件，脳波や心電図

子生物学測定装置，高速大容量の計算リソース

などの生体信号処理装置 3 件，生体信号や X 画

を活用して網羅的に解析・モデリングを行うシス

像などの測定装置 4 件，電子冷却や除細動など

テム生物学はそのような時代の申し子である [3]．

の治療支援装置 3 件，筋骨格制御系解析 1 件，国

一方で，生体システムは，分子から行動レベル
13
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まで多くの階層から構成されており，様々な物

れる．各種生体情報に分子生物学的情報が統合

理的・化学的過程が階層間の相互作用を媒介して

されるのが Personal Health Record (PHR) の未

いる．このような階層性を陽に考慮して，多階

来像である．以上のような情報化やヘルスケア

層を射程にしたモデリングを通して生理学的現

は少数の病院や個人レベルに留まるのではなく，

象や機能のメカニズムを理解しようとする立場

地域社会を巻き込むことによって医療・福祉の

に Physiome があり，生体システム理解の有力な

質や効率を向上させる可能性がある．いうまで

枠組みの一つである [4]．強力な計算能力を背景

もなく，これはビッグデータ科学の主要なター

とすれば，多くの階層を同時に射程とした詳細

ゲットの一つである．センシングやイメージン

モデリングも可能だが，自由度の爆発と生物学

グ，生体情報解析，診断支援などに関しては多

的計測の精度上の制約によるモデル同定の困難

くの学術的蓄積がある．ビッグデータの医療応

さから，メカニズムの見通しのよい理解を助け

用に関しては，何をどのようにセンスし情報抽

るモデリングは容易ではない．それを避けるた

出するかがその価値を決める大きな要素となる．

めには，階層ごとに抽象度の異なるモデリング

その意味で，本研究会の貢献への期待は大きい．

を行い，それらを，整合性をとりながら統合す

4. おわりに

る方法が考えられる．実際，そのようなマルチ

本研究会のパイオニアたちは工学的なスピリッ

スケールモデリングを支援するプラットホーム

トを携え，未踏の領域であった医学・生物学へと

が数多く開発されている [5]．このようなプラッ

好奇心と切実さを以って踏み出していった．医

トホーム開発による生体システムの機能や病態

療・生体データは生理・生命機能を背景として

の階層縦横断的な理解の促進が期待される．

おり，そのメカニズムの理解を基礎として解析，

3.2 医療・福祉の情報化とその基盤技術開発

解釈されることが必要である．その意味におい

情報ネットワークインフラの整備と “医療地

て，ポストゲノムのビッグデータ時代を迎えて

政学的” 理由から遠隔医療などへの ICT 技術の

も本質的な問は彼らのものと変わらない．この

貢献は大きい [6]．また，必ずしも普及は捗捗し

研究会が，彼らの “わくわく感” を引き継いで，

くないが，電子カルテ，レセプト情報，介護保

ME とバイオサイバネティクス分野を先導して

険などの統合による医療・福祉の情報化も取組

いくことを願って報告に替える．

が進んでいる．特に少子高齢化，耐災害社会の
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【研究最前線 (IE)】

画像工学研究最前線
松尾 翔平
日本電信電話

1. はじめに
画像工学研究会は昭和 47 年 4 月に設立され

表 1. 平成 25 年度の研究会開催状況
開催日

会場

講演件数

40 余年の歴史を有する研究会であり，主に画像

4/26

中央大学

7

と映像に関する研究テーマを取り扱う．具体的

5/24〜25

愛知工業大学

19

7/19

日本女子大学

7

9/12〜13

東海大学

19

10/7〜8

弘前大学

15

には，画像（映像）符号化，三次元画像（映像）
符号化，画質評価，画像入出力装置，撮像装置，
画像通信システム，画像処理（画像認識・解析，

11/25〜26 久留米高専

11

12/5〜6

京都工芸繊維大学

39

処理といった非常に幅広い分野を対象に議論を

2/17〜18

北海道大学

未定

行っている．

3/6〜7

別府国際コンベンショ

未定

特徴抽出），画像復元・超解像，CG，色彩信号

本稿では，平成 25 年度の画像工学研究会の活

ンセンタ

動報告として，本研究会の活動状況，第二種研
究会である画像符号化シンポジウム及び映像メ

ア通信/システム，ライフログ活用技術，IP 放

ディア処理シンポジウムの開催状況，そして本研

送/映像伝送，メディアセキュリティ，一般」を

究会と関連の深い次世代映像符号化規格 HEVC

テーマに，1 件の招待講演含む計 19 件の講演が

の標準化動向を簡単に紹介する．

あり，議論が活発に行われた．10 月 は VLSI 設

2. 研究会の活動状況

計技術研究会 (VLD) と集積回路研究会 (ICD) と

本研究会は年に 10 回程度の研究会を企画して

の共催で「システム LSI の応用とその要素技術，

おり，関連分野の研究会と積極的に連携をしな

専用プロセッサ，プロセッサ，DSP，画像処理技

がら開催している．具体的な状況を表 1 に示す．

術，および一般」をテーマに 2 件の招待講演と

平成 25 年 4 月 は「画像処理・符号化および一

13 件の一般講演があり，招待講演は共に HEVC

般」のテーマで単独開催し，7 件の講演があっ

関連で大きな興味を集め，質疑応答も活発であっ

た．5 月 はパターン認識・メディア理解研究会

た．11 月 は「高精細度画像処理・表示，一般」

(PRMU) と医用画像研究会 (MI) との共催で「医

をテーマに 1 件の招待講演を含む 11 件の講演が

用画像の計測・認識・理解，少子高齢化社会の課

あった．12 月 には通信方式研究会 (CS) との共

題」のテーマで合同研究会を開催し，4 件の招待

催で「画像符号化，通信・ストリーム技術，一

講演と 15 件の一般講演で賑わった．7 月 には他

般」をテーマに 3 件の特別招待講演と 36 件の

学会の 3 研究会との共催で特別講演 1 件を含む

一般講演があり，他学会研究会を交えて盛況な

7 件の講演があった．9 月 はライフインテリジェ

研究会となった．なお，表 1 には未記載である

ンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)，マ

が，平成 26 年 1 月 に先進画像技術ワークショッ

ルチメディア情報ハイディング・エンリッチメ

プ IWAIT2014 がタイのバンコクで開催された．

ント研究会 (EMM) との共催で「マルチメディ

更に 2 月 には ITS 研究会との共催で「ITS 画像
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処理，一般」をテーマに，そして 3 月 にはコミュ

た．会合ごとにコア実験と呼ばれる同種の符号

ニケーションクオリティ研究会 (CQ) とマルチ

化ツールを比較検討するチームが組織され，符号

メディア・仮想環境基礎研究会 (MVE) との共催

化効率，計算複雑度（符号化/復号処理時間や演

で「五感メディアの品質，コミュニケーション

算回数）
，メモリバンド幅，ソフトウェア改造量，

デザイン，画像符号化，一般」をテーマに研究

デザイン（他ツールとの親和性）など，非常に多

会が開催される予定である．

くの観点から各ツールが評価・選別されてブラッ

3. 画像符号化シンポジウム PCSJ・映像メディ

シュアップされていった．2013 年 1 月には 4 : 2 : 0

ア処理シンポジウム IMPS の実施状況

色フォーマット対応の HEVC 基本規格 (Ver.1) が

第二種研究会として 2001 年から今年で開催

完成し，同一主観画質の下で H.264/AVC の約 2

13 回目（それ以前も含めると 28 回目）となるシ

倍の符号化効率を達成した．8 ビット用の Main

ンポジウムである．毎年秋の 3 日間開催（本年

Profile，10 ビット用の Main 10 Profile，静止画

度は 11/6〜8）で，前半が主に画像符号化を中

用の Main Still Picture Profile が定義されてい

心とした PCSJ，後半が画像処理を中心とした

る．H.264/AVC と同じく予測（動き補償）と直

IMPS となる．今年は 172 名が参加し，一般講演

交変換の組み合わせを基本的枠組みとしており，

98 件，特別講演 3 件（東工大 羽鳥好律氏「鳥の

既存ツールの改良と新ツールの導入，柔軟なブ

目で見た Picture Coding—標準化視点と画像符

ロック構造により，性能が大幅に改善している．

号化研究—」，工学院大 合志清一氏「理論限界

現在は放送用素材伝送やプロフェッショナル

を超える高精細化」，NHK 技研 真島恵吾氏「放

向け撮像/再生機器に向けた 4 : 2 : 2/4 : 4 : 4 色フ

送通信連携システム ハイブリッドキャスト」）

ォーマット及び高ビット深度対応の HEVC 拡張

及び本シンポジウム初となるチュートリアル講

規格 (Ver.2)，そして HEVC スケーラブル拡張

演（福井大 吉田俊之氏・NTT 清水淳氏「『画像

(SHVC) の標準化が進められている．拡張規格

符号化事始め』〜基礎の基礎から最先端動向ま

については，基本規格にはない符号化効率を高

で〜」）が発表された．

めるツールが新たに導入される予定もあり，特

上記講演の一部では映像によるデモンストレー

に人工画像 (Screen Contents) 用の符号化ツール

ションがあり，講演者と聴講者が活発に議論する

の提案と審議が活発に進められている．2014 年

場面もあり，大変盛況であった．夜には懇親会も

4 月には拡張規格の仕様が完成する見込みであ

開かれ，酒を交えて数多くの企業関係者，大学/

り，その半年後には SHVC の仕様も完成する見

研究機関関係者，そして学生が議論と交流を深め

込みである．

た．今後もたくさんのメンバに御参加頂きたい．

5. まとめ

4. HEVC の標準化動向

画像工学研究会の各種活動状況及び HEVC の

画像工学研究会の大きなテーマの一つとして

標準化動向を説明した．映像符号化，そして映

画像（映像）符号化があり，その内のトピック

像処理技術は人々の生活と産業界を支える重要

である HEVC 標準化の最新動向について述べ

な領域の一つであり，更なる発展が望まれる．本

る．ITU-T SG16 Q.6 (VCEG) と ISO/IEC JCT

研究会としても，その発展に貢献できるように

1/SC 29/WG 11 (MPEG) が合同検討部会 Joint

画像工学分野の議論活性化と新たな研究領域の

Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC)

創出に尽力したい．画像工学分野の研究者はも

を立ち上げ，2010 年 4 月以降，年 4 回のペースで

ちろんのこと，他分野の研究者の積極的な御参

会合を開き，HEVC の仕様策定が進められてき

加も心よりお待ちしている．
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【フェローからのメッセージ】

ラプラスとフィッシャーから荒野へ
渡辺 澄夫
東京工業大学

1. 「構造の発見」の理論
(1) と (2) は同じ確率分布から得たサンプルであ

ば n が十分大きいとき

π d/2 exp(−nf (x0 ))
exp(−nf (x))dx ≈ d/2
n (det f  (x0 ))1/2

るが，(1) では個数が少なく情報源が 2 個であ

が成り立つ．このことは統計学におけるベイズ

ることは分からない．しかしながら個数が多く

情報量規準 (BIC) の数学的基礎である．

なった (2) では要因が 2 個だと分かる．

3. フィッシャー

「構造の発見」について考えてみよう．図 1 の

30 個から 300 個に増える途中で構造が発見さ

フィッシャーは 20 世紀前半のイギリスの統計

れるのである．この現象を観測するための数学

学の巨人である．コンピュータのなかった時代

はあるだろうか．

に農業試験場で実験計画のための基礎として統

サンプル数によらずに構造が固定されている
場合であればその基礎は遠い昔にラプラスとフ

計的漸近理論を作り出した．
統計モデルが与えられたとき真のパラメータ

ィッシャーが与えていた．

を θ0 とし，その点でのフィッシャー情報行列を

2. ラプラス

I(θ0 ) とすれば，最尤推定量 θ の分布は漸近的に

ラプラスは 18 世紀後半から 19 世紀前半に活
躍したフランスの数学者で，ラプラス変換や確
率論などその業績は多岐にわたる．

θ ∼ N (θ0 , (nI(θ0 ))−1 )
であること，すなわち平均が θ0 で分散共分散行

解ける問題の基礎としてラプラス近似 と呼ば

列が (nI(θ0 ))−1 の正規分布に従うこと，を発見

れるものを紹介しよう．d 次元ベクトル x の関

した．このことを用いると赤池情報量規準 (AIC)

数 f (x) が与えられたとき, f (x) が x = x0 で最

を導出することができる．

小値を取り，その点でのヘッセ行列（2 回微分の

4. 荒野へ



行列） f (x0 ) の固有値が全て零よりも大きけれ

こうしてサンプル数によらず構造が固定され
ているケースは歴史を調べることで解決した．し
かしながら，サンプル数の増加に伴って構造が
現れてくるケースではヘッセ行列も情報行列も
逆行列を持たないのでラプラスとフィッシャー
の理論は成り立たない．
1990 年頃，筆者は「構造の発見」を解明でき

(1) 30 個

(2) 300 個

図 1. 構造の発見の例

る理論があるならばそれを知りたいと思った．調
べ続けた結果，歴史の中には答えがないことが
分かった．誰も知らない答えならそれを発見し
17
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たら研究になるのではないかと思ってしまった．

た．それぞれの性質に対してそれぞれの奇妙な

未解決の問題といっても難しいことではない．

変換が必要であり一度だけの不思議な値になる

要するに推測と真実がどのくらい違うのかとい

とすれば，それは理論では何も分からないこと

う具体的な値である．目的がはっきりした問題

と同じである．非線形・非正則・ランダムな世

なのだから面倒くさい計算をやり遂げさえすれ

界には普遍性を持つ法則は存在しないのかもし

ば答えが得られるはずだと考えた．とことん計

れないと思うことは恐ろしいことだった．

算をやった．2 次近似でだめならば 4 次でも 6 次

6. 砂漠の果て

でも無限次でも計算すればよい．問題が解けな

それからもっと長い年月が流れた．

いのは根性が足りないからにすぎない．来る日

計算の砂漠の果てに何度も倒れてようやく「構

も来る日も気合を入れて計算を続けた．
研究とは厳しいものである．どんなに複雑な

造を発見する」ことの数理が少しずつ明らかに
なってきた．

計算をしていようと成果に到達できなければ論

(1) 代数的な性質とは不定域イデアルのこと

文にはならない．論文にならなければ研究をして

である．(2) 奇妙な変数変換とは特異点解消写

いないのと同じである．計算を続けるうちに根性

像のことである．(3) 不思議な値とは双有理不

だけの問題ではなく多変数関数の 代数的な性質

変量のことである．

が現象を定めていることが感覚的に分かってき

「構造の発見」は特異点から特異点へのジャン

たが，それを表現する言葉を持っていなかった．

プであり，不変量を観測すればその挙動を知るこ

1995 年頃，この研究を続けても何も得られない

とができる．AIC は「特異揺らぎ」であり，BIC

から道を引き返した方がよいのではないかと何

は「対数閾値」であることを証明することがで

度も思った．

きた．後者は代数幾何で知られていた概念であ

5. 砂漠の蜃気楼

るが，前者はこの研究で見つかった新しい概念

更に何年か過ぎた頃，2 個の中間ユニット
を持つニューラルネットの学習という問題を

である．
理論が解明された帰結として，ラプラスとフィ

奇妙な変数変換 を用いて計算することができた．

ッシャーの方法が使えないときでも AIC と BIC

AIC や BIC では対数ゆう度の補正値にパラメー

が推定しようとしていたものを計算できる美し

タの次元が現れるが，その例ではパラメータの

い公式を作ることができた．

次元ではない 不思議な値 が必要になることが分

7. 黒船に乗って

かった．
特殊な例について得られた結果から一般的な

研究成果は講演・論文・本で発表してきた．結
論の公式は理論を知らなくても簡単に使えるも

場合の予想を試みたが，たまたま思いついた変

のであるが残念なことにあまり知られていない．

数変換はそのとき限りの限定版に見えた．別の

ところが，2013 年の夏に北米統計学会の展示

例を計算してみると，同じ変数変換ではできな

場で新しい公式が統計の標準ソフトに搭載され，

いことが分かった．問題が複雑になると適切な

学部教育で最も広く使われている教科書に掲載

変換を発見的に探すことは絶望的になると思わ

されているところに出会った．

れた．
こうして特殊な結果は定理にはつながらず，求
めている理論は砂漠の蜃気楼のように消えていっ
18
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【ソサイエティ活動】

リコンフィギャラブルシステム研究会における
FPGA 設計コンテストの開催報告
中原 啓貴
鹿児島大学
1. はじめに
リコンフィギャラブルシステム研究会（以降，
RECONF 研と略記）では 2011 年から相磯秀夫
杯 FPGA デザインコンテストを定期的に開催し
ている．RECONF 研のコンテストの特徴は「対
戦方式ゲーム」を題材にしていることである．対
戦方式はコンテストが盛り上がり，勝敗も明確
であるため，デザインコンテストにふさわしい
といえる．
以降では，2013 年 9 月研究会で開催されたコ

図 1. BlokusDuo で用いる 21 種類のピース

ンテストの概要と，結果を報告する．また，本コ
ンテストが学生に与えた影響を報告し，研究会
活性化の一助になっていることを報告する．本報

図 2. 各ピースは 8 通りの置き方がある

告が研究会活発化のヒントになれば幸いである．
2. コンテスト概要
2011〜2012 年は 6 目並べである「Connect6」
を題材としていたが，数回の開催により上位入
賞層が固定されてきたため新規参入しても入賞
しにくいという弊害が指摘されてきた．そこで，
2013 年 9 月のコンテストから「BlokusDuo」を
題材とすることにした [1]．
「BlokusDuo」はいわ
ゆるチェスや将棋に代表される「二人零和有限
確定完全情報ゲーム」の一種である．BlokusDuo
は先手と後手に分かれて，持ち駒である 21 種類
のピース（図 1）を 14 × 14 のマスに区切られた
ボード上に打ち合う．各ピースは 15 個の小正方
形で構成されており 8 通りの置き方がある（図
2）．互いに打ち尽くしたときに残ったピースの
小正方形数の総和が少ない方を勝者とする．た
だしピースを打てるのは既に置いた自身のピー
スの角のみという制約があり（図 3），どこにで

図 3. ピースを配置できる例

も置けるわけではない．
コンテスト参加者には特に制限を設けず，学
生・教員誰でも参加可能である．また，チーム・
個人も自由に編成してよい．参加者は個々のチー
ム名を付けてよく，チーム名からも独自性が感
じられた．
対戦は互いの FPGA ボードを RS232C ケーブ
ルでホストコンピュータに接続して行う（図 4）
．
対戦者は各 FPGA ボードをホストコンピュータ
に接続する. コンテスト進行は，司会進行と勝敗
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図 4. 対戦システム

図 6. コンテスト開始前の記念撮影

したことである．魅力あるコンテストを開催す
ることで，研究会に新たなグループを引き込む
ことができるという成功例を示すことができた．
一方，ホストシステムの方は琉球大学の長名先
生の御尽力もあり，開催までに開発に成功した
[2]．長名先生には感謝の言葉を何度述べても足
りないくらいである．
コンテスト前日に参加者チームに集まって頂
き，ホストシステムとの通信テストを行い，パ
スしたチームのみ予選参加できるようにした．
図 5. 対戦中の画面

決定・記録・ホスト PC 操作を 3 名の委員で分
担して行った．対戦結果はスクリーンに映し出
され，会場中から観戦できるようになっている
（図 5）．今後の大会も考慮して，対戦ログを保
存し，後日公開することにした．
3. コンテスト前日までの取り組み
まず，コンテスト運営委員会を立ち上げ，役
割分担を行った．特に，コンテスト案内とホス
トシステムの設計は早急に取り組む課題であっ
た．幸い，これまでの開催実績からコンテスト
の知名度が上昇していたので広報はスムーズに

4. コンテストの開催結果
25 組の応募のうち，前日の通信テストをパス
したのは 23 組であった．これは配置するピース
の判定と RS232C を使ったプロトコル記述の難
易度が高く，ある一定のレベルを超えないと実
装できないためであった．コンテスト開始前に
は参加賞を授与し，全員で記念撮影を行った（図
6）．コンテストに参加できるだけでも，学生に
充実感を与えることができたと思う.
午前の予選では，23 組のチームを抽選方式で
AD リーグに分け（各リーグ当り 5〜6 チーム），
総当たりで対戦を行い，上位 2 チームを決勝リー
グ進出者とした．開始直後にホストシステムや

進み，最終的には 25 組のチームに参加申し込

対戦チームの交代でトラブルが生じるかと思わ

みを頂いた．特筆すべきは，普段 RECONF 研

れたが，スムーズに対戦が進行していった．こ

に参加していないグループがコンテストに参加
20
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表 1. 参加者チーム名と代表者一覧
チーム名

代表者

JavaRocker

三好 建文

AI 活

玉城 良

Tonpey

上野 友也

Blokus Duo Solver（優勝）

渡邊 実

チーム ERTL（7 位）

熊谷 康太

立命館大学山崎研 A（3 位）

杵川 大智

立命館大学山崎研 B

増田 匠吾

K.R.A.B.（8 位）

高島 康裕

i-coma

田ノ元 正和

Snowdrop（準優勝）

奥田 遼介

優勝してやる夫

中原 啓貴

東北工大情報通信工学科

鈴木 健一

図 7. コンテストの一風景

のデザインコンテストは見ていても楽しく，ま

鈴木研究室
R-only BULLET（6 位）

河合 遼

してや，設計した参加者にとっては想像もつか

はたらく FPGA さま！

杉本 成

ないくらいである．勝った学生チームがチーム

PulseR B2

荒木 康之

SAKURA-Duo（5 位）

浜崎 薫

DohiBlokus

土肥 慶亮

熊本 大学

宇田 貴重

リコンフアプリ普及委員会（4 位） 児島 彰
岡山 大学

山本 歩夢

EIII

二宮 祥

Team.morialb3

鵜飼 利明

DADADA DAIGORO

福寿 彩乃

LILA.CS.13

山口 佳樹

ぺぁず

大川 猛

※第 4 位と 5 位は同ポイントのため，直接対決の結
果により決定した.

全員で抱き合って喜んでいるのを拝見し，チー
ムによる設計が成功した時の楽しさを感じてく
れたのだと思うと，このデザインコンテストを
開催する意義があったと改めて実感した．
午後から決勝を開始する予定であったが，コ
ンテスト運営の努力が実を結び，予定よりも早
く予選が終了したため，続けて決勝リーグを行
うことになった．決勝リーグの結果，静岡大学
チームが優勝を決めた．静岡大学チームの唯一
の敗北は，BlokusDuo で不利とされている後手
の 1 試合のみであり，圧倒的な優勝であった．静
岡大学チームは以前のコンテストでも連覇して

意，数回の開催経験による進行のノウハウを蓄

おり，常勝チームを破って優勝するチームが出

積していたことによるからだと思われる.

てくるかどうかも，今後のコンテストの楽しみ

対戦途中で参加者から歓声が沸き上がり拍
手につつまれることが何度かあった（図 7）．

の一つとなりつつある.
午後から表彰式が行われ，上位 6 チームに表

BlokusDuo の特徴として，実力が伯仲した設計

彰が行われた（図 8）．惜しくも表彰に参加でき

が対戦した場合は最後まで勝敗がもつれ，最後

なかったと思われる学生が「今度は表彰された

の 1 ピースで勝敗が決する．また，アルゴリズ

い」とコメントしていたのが印象的であった．本

ムをよく練った設計は，序盤で押されるものの，

コンテストが学生の意欲を引き出すことに成功

終盤で大逆転することが多々あり，これも観客

している証左である．

の興味を引いていた．いずれにせよ，対戦方式

反省点としては，午後の表彰式が終わってか
21

【ソサイエティ活動】

情報・システムソサイエティ誌 第 18 巻第 4 号（通巻 73 号）

「やっぱりソフトウェアの設計は楽ですね．
ハードウェアはなるべくなら設計したくないと
思いましたよ」
システム設計者として経験を積んだ証拠であ
るが，ハードウェアが専門である筆者にとって，
何とも考えさせられるコメントであった．
6. 謝辞
図 8. 上位入賞者

ら一般講演が始まったのだが，設計に精根使い
果たした学生が熟睡していたことである．次回
はプログラムを考慮する必要があると思われる．
また，設計方針を数分程度で発表させて学会発
表の経験を積ませた方が良かったかもしれない.
RECONF 研としては，コンテスト設計を研究
会で報告することを奨励しており，今後，研究会
報告の増加が期待される．次回のデザインコンテ
ストは国際会議 ICFPT2013[2] や HEART2014[3]
で開催することが決定しており，読者の参加を
歓迎する次第である.
5. むすび
本報告では RECONF 研で開催された FPGA
設計コンテストの報告を行った．対戦方式のコ
ンテストは臨場感があり，結果も明確であるか
らデザインコンテストとしては優れた方式であ
るといえる．研究会としては，今後もデザイン
コンテストの開催を続けていく方針である．本
コンテストのダイジェストが YouTube で公開さ
れているので [4]，御興味を持たれたら是非御覧
頂きたい．
本稿を執筆するに当たり，コンテストに参加
した何人かの学生にインタビューしたのだが，あ
る学生のコメントが非常に印象的だったので，そ
のコメントを紹介して結びとさせて頂く．

22

相磯秀夫先生の御寄付により上位入賞者への
盾・賞状の贈呈を行った．多数の企業に評価ボー
ド・開発ツール・資金等を御支援頂いた．デザ
インコンテスト運営委員会には周到な準備・円
滑な運営を行って頂いた．特に，琉球大学の長
名先生はホストシステムの開発に携われた．ま
た，全てのコンテスト参加者に感謝します．
参考文献
[1] IEICE RECONF Design Contest, http://www.
cs.tsukuba.ac.jp/˜yoshiki/FPGA/Contest/index.
php
[2] The 2013 International Conference on Field
Programmable Technology (ICFPT2013) Design
Competition, http://lut.eee.u-ryukyu.ac.jp/dc13/
[3] Fifth

International

Symposium

on

Highly-

Eﬃcient Accelerators and Reconﬁgurable Technologies (HEART2014), http://www.cs.tsukuba.
ac.jp/˜yoshiki/heart/HEART2014/
[4] IEICE RECONF Design Contest: Blokus Duo,
http://www.youtube.com/watch?v=HKfF54rqhqI
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【会議報告】

第 16 回画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2013)
開催報告
フェロー 鷲見 和彦
青山学院大学

1. はじめに
画像の認識・理解シンポジウムは，当該分野
で国内最大規模の会議で，今回で 16 回目を迎

(2) MIRU の採録方針を継続的に高レベルで維
持する査読集団 (CEB) の創設
MIRU の口頭発表として採録されることは，

えた．本会議は，当ソサイエティの PRMU（パ

PR/CV 分野での高評価を意味するが，粗削り

ターン認識・メディア理解）研究会と，情報処理

でも斬新なアイディアは積極的に採用する独自

学会 CVIM（コンピュータビジョン・イメージ理

基準を持っている．その基準の安定化のために

解）研究会とが交互に主催し，今年度は CVIM

Conference Editorial Board (CEB) という継続性

研究会が主催，PRMU と NII（国立情報学研究

のある査読者集団を創設し，3 年間程度は同じ

所）が共催となり，国立情報学研究所で 7 月 29

委員が継続的に査読を行うこととした．

日（月）〜8 月 1 日（木）に開催した．

(3) 査読付発表の英語化による海外誌投稿の

2. 新しい MIRU シンポジウム運営方針

勧奨

MIRU 開催が会を重ね発展するにつれ，幾つ

研究の最終的な発表の場は，難関国際会議や

かの問題が顕在化した．特に当初の役割は「議

海外論文誌であり，MIRU に採録されたことに

論と交流の場」であったのに対し, 査読付き論文

満足していてはいけないという考えを徹底する

に採録されるステータスに満足し，海外投稿へ

ため，査読付き発表に応募する論文は英文に限

の意欲が弱くなった結果，国際的なパターン認

り，その発展論文を海外投稿するのだという意

識 (PR)・コンピュータビジョン (CV) コミュニ

識作りと，外国人研究者の発表の場を広げるこ

ティでの日本の存在感が低下していることを推

とを試みた．

進委員会は問題視した．そこで，第 16 回開催に

(4) 難関国際会議発表のインバイトによる国際

当たり，次のような 6 項目の MIRU 改革を行っ
た．詳しくは会議 WEB ページ [1] に公開されて

評価基準の周知と国際化勧誘
海外の PR/CV 分野における日本の存在感を

いるので，是非参照頂きたい．

高めるには，より多くの人が海外へ発表・投稿

(1) オールインタラクティブ化による議論重視

することが必要である．そこで難関と認められ

復活

る国際会議に採択された発表を招待講演の形で

PR/CV 分野の研究者が一堂に会して，その

MIRU にインバイトし，それを聞いて，どんな

年の進歩を紹介し合い，活発な議論・討論の場

着想・理論・実証・構成が国際の場で求められ

を提供するという MIRU の本質を徹底するため

るかを学び，参加者も難関会議に挑戦する意識

に，基調講演・招待講演・口頭発表を含む全て

を高めることを期待した．

の発表にインタラクティブタイムを設け，発表

(5) 論文誌 CVA/MIRU 特集号との連携

者と聴衆との交流を促進することとした．

CEB を設けて精査した査読結果は，迅速に論
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文化されることが望ましい．そこで，口頭発表

最優秀論文賞（MIRU 長尾賞）
：Sparse Isotropic

に採録された論文は，情報処理学会英文論文誌

Hashing, Ikuro Sato, Mitsuru Ambai, Koichiro

CVA 速報論文への即時採録，あるいは，電子情

Suzuki (Denso IT Laboratory)

報通信学会和文論文誌 D 分冊 MIRU 特集号への

優秀論文賞：Mixed-Motion Segmentation using

推薦が選択できるようにし，優秀な研究の迅速

Helmholtz Decomposition, Cuicui Zhang, Xue-

な論文化を支援した．

feng Liang, Takashi Matsuyama (Kyoto Univ.)

(6) 海外論文誌投稿時の安全性を考慮した速報

優秀学生論文賞：3D Shape from Silhouettes

形式・非公開資料化
海外論文誌の査読において，過去の国内発表

in Water for Online Novel-View Synthesis, Tomohiko Yano, Shohei Nobuhara, Takashi Mat-

の英文概要が参照され，既発表のため不採録と

suyama (Kyoto Univ.)

されるケースが発生している．そこで MIRU の

フロンティア論文賞：Full-dimensional Sampling

プロシーディングは参加者のみが閲覧できる非

and Analysis of BSSRDF, Chika Inoshita, Sei-

公開資料とし，かつ，ページ数も 4 ページの速

ichi Tagawa, Md.

報形式にして，本投稿論文との差が明確になる

Mukaigawa, Yasushi Yagi (Osaka Univ.)

ように工夫した．
3. 会議開催まで

Abdul Mannan, Yasuhiro

以上のように MIRU2013 では大きな改革を成
功させることができた．一重に熱心な議論を重

上記の改革に基づき，共同プログラム委員長

ね，改革を実行した推進委員・実行委員と，そ

2 名の下に，A) 幾何学的解析・光学的解析・ト

れに応えて投稿・発表・議論に参加した全ての

ラッキングとオプティカルフロー，B) パターン

参加者の成果である．ここに深く感謝の意を表

認識・文書処理，C) メディア処理・映像処理，

し，この変化を堅持して，来る MIRU2014（7 月

D) VR，HCI，ロボットビジョン，メディカル応

28〜31 日 岡山コンベンションセンター）[4] に

用を網羅する領域委員長 21 名を置き，査読委員

つないでゆく所存である．

116 名からなる CEB[2] を構成した．CEB は 90

参考文献

件の投稿から口頭発表 27 件を選定，それを受け

[1] http://cvim.ipsj.or.jp/miru2013/newstyle.php

たプログラム委員会が，口頭発表 27 件，一般発

[2] http://cvim.ipsj.or.jp/miru2013/people.php

表 128 件，招待発表 16 件，デモ発表 21 件から
なるプログラムを編成した．更に，チュートリ
アル 4 件，基調講演 2 件，産学連携セッション，
若手の会を企画した．そして運営・組織・財務・
出版・広報・若手企画・賞選定を担当する実行
委員会 [2] を立ち上げ，全企画を円滑に運営する
体制をとった．
4. 会議開催結果
会議の参加者は 643 名に達し，過去 16 回で最
多となった．表彰委員会が選定した次の 4 件の
口頭発表と，3 件のインタラクティブ，1 件のデ
モンストレーションを表彰 [3] した．
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【コラム】

Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
Prepositions—those little words like “of,”
“in,” “on,” “for” and “by”—work as supporting
players in sentences to focus the meaning of the
major players (verbs and nouns). Their proper
use can be tricky, and errors here can seriously
damage the understandability of the text.
Suppressing Superfluous Prepositions
A daunting challenge is ﬁrst to choose the
correct preposition for your intended meaning.
Consider these two simple expressions:
• Then the volume dropped to 30 ml.
• Then the volume dropped by 30 ml.
The only diﬀerence between them is the choice
of a little two-letter preposition: The ﬁrst indicates the ﬁnal level after the decrease, the second
the amount of decrease.
Some common words for communication take
a preposition as a noun but not as the equivalent
verb:
× We then explain about our method for. . .
 We then explain our new method for. . .
 Section 4 gives an explanation of the. . .
× We then describe about its structure in. . .
 We then describe its structure in. . .
 Section 4 gives a description of the. . .
× We then discuss on the results of the. . .
 We then discuss the results of the. . .
 Section 4 offers a discussion on the. . .
A similar problem arises when an incorrectly
added preposition ‘doubles’ the function of an
adverb in an expression:
× In generally, such effects only appear
when. . .
 Generally, such effects only appear
when. . .
 In general, such effects only appear
when. . .
When a verb indicating an “about” relationship is written as an “∼ed” participle after the
“be” verb, it typically takes a preposition, but
this is not the case when it functions as a normal verb:
× This issue concerns with the application
of. . .
 This issue concerns the application of. . .

 This field is concerned with the use of. . .
× Steganography involves in many factors
 Steganography involves many factors
 Many factors are involved in Steganography
Some preposition usage is not strictly wrong
but still logically weak due to repetition of part
of a verb’s meaning. The preposition “into” is a
classic example of this:
+/- This variable in integrated into the design. . .

This variable in integrated in the design. . .
+/- A margin is incorporated into the region. . .

A margin is incorporated in the region. . .
Finally, some verbs of motion seem to call for
a preposition when it’s not logically needed, even
though native-English speakers make such statements in casual conversation:
× Then the signal enters into the next
node. . .
 Then the signal enters the next node. . .
× After the signal leaves from the node, it. . .
 After the signal leaves the node, it. . .
Use prepositions with care!
Figure Captions: Keep them brief !
A ﬁgure caption’s job is fairly simple: What
does this graphic image show the reader? Most
of the ‘story’ is already told in a well-prepared
ﬁgure, so minimize the caption’s text while still
clearly describing the ﬁgure to the reader.
Consequently, a ﬁgure caption or table title
need not always be a complete sentence:
× This bar chart shows the dispersion of
the. . .
 Dispersion of charged particles after. . .
Let a ﬁgure or table tell its own story!
Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) . . . real world testing at high-speed.
2) . . . high speed testing in the real-world.
(Answers: 1) . . . real-world testing at high speed.
2) . . . high-speed testing in the real world.)
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編集後記
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著者の皆様には貴重な時間を割いて御執筆頂きありがとうございました．また，編集では委員の

皆様から多大な御支援を頂きました．心から感謝申し上げます．季節は，午年の平成 26 年春を迎えました．
皆様におかれては，天を駆ける馬のように活躍する年であることを祈念します．（主担当：東洋大客員 森）
▼このたび，初めて雑誌編集という作業に携わりました．不慣れな点も多くありましたが，委員の皆様のお
かげで無事に雑誌が完成したことを大変嬉しく思います．（副担当：電通大 井上）
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