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イノベーションを起こすのは誰だ？
それは君だ！

土井 美和子
東芝

（一社）日本能率協会の調査によると，2010年
度，2013年度には，経営課題のトップが「収益性
向上」第 2位が「売上シェア拡大」であった．そ
れが将来である 2015年度には，それまで第 4位
であった「新製品・新サービス・新事業開発」が
トップに躍り出ている．正に時代がイノベーショ
ンを求め，イノベーションを起こす人材を求め
ていることを意味している．イノベーションと
いうと，従来は技術探求型であった．が，最近で
は，世界的な傾向としてユーザ起点イノベーショ
ンも重視されるようになってきている．ユーザ
起点イノベーションとは，ユーザの潜在的なニー
ズをくみ取り，技術やサービスなどを組合せた
ビジネスモデルでの革新を実現することである．
具体的な例として，旭山動物園の行動展示が
挙げられよう．従来の動物園の展示は，種ごと
に並べての形態的特徴を展示する分類学的展示，
あるいはアフリカやアジアなどの地域ごとの地
理学的展示，生息地ごとに展示する生態的展示
が主であった．しかし，どの展示方法でも，来
場者にとって，カバはいつ行っても池の中でじっ
としていて，一度見れば十分であった．それが，
旭山動物園では，2階建ての水槽の中をジャン
プして機敏に動きまわり，入場者は “ワオ”と声
を上げる．閉園の危機に見舞われていたのに今
では入場者数は，150万人を超えている．同様
に，行動展示で奇跡を起こしたのが，やはり北
海道にあるおんねゆ山の水族館である．滝壺水
槽や川が凍る水槽など川の中を見せる行動展示
に年間 30万人近い人が訪れる一大観光スポット
に変身した．
この二つの例は，ユーザが見たいと思ってい
た行動する動物や魚を見せられるようになった

だけでなく，特別な行動を強いることがない継
続的でかついつでも新鮮な感動を与えられるこ
とに意義がある．
このようなイノベーションを起こすのはどの

ような人材なのか．経済産業省「フロンティア
人材研究会報告書」（2012年 3月）によれば，経
営者は，「推進力」「構想力」「挑戦心」が新事業創
造を索引する人材と述べている．が，研究会委
員は，真のイノベータに必要な能力は，経営者
が最下位層に位置付けている「利他精神」「自己
管理力」「質問力」「捨てる力」としている．筆者
はこれに「人を巻き込む力」を加えたい．小菅
正夫旭山動物園名誉園長は「なぜ動物園は面白
くないのか」といった疑問を徹底的に追求して，
まず飼育係によるワンポイントガイドを 1年間
実行した．やっているうちに飼育員と入場者と
の距離が縮まった．「質問力」と「人を巻き込む
力」である．おんねゆ山の水族館をプロデュー
スした中村元氏は，超低予算のためボランティ
アで，正に「利他精神」である．
会社の仕事にしても，地域ボランティアにし

ても，皆誰かがとりあえずのゴールを決めてく
れて，自分の仕事が無理のない範囲で割り当て
られると，とりあえず物事は動き出す．自分が
リーダとなるのが無理であれば，リーダになる
人を探すのである．不足しているものがあれば，
紹介してもらって，色々な人に意見を求めるの
である．そうやっているうちに，適切な人に巡
り合えるはずである．
まず，今日から友達に，同僚に，上司に，家

族に，何でもよいから質問してみよう．そこに
気付きがあり，仲間が増え，イノベーション “ワ
オ”が生れる．
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研究会インタビュー ソサイエティ人図鑑 No.7

今井桂子さん

所属：中央大学理工学部情報工学科・教授
分野：アルゴリズム理論

（計算幾何学, 計算位相幾何学など）
参考：http://www.ise.chuo-u.ac.jp/ise-labs/imai-lab/

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．

主に計算幾何学 (Computational Geometry)の
研究をしています．元々幾何学を使う分野はあっ
て，いろんなところで独自のアルゴリズムが開
発されていました．LSIの配線において点と点を
線分で繋ぐというのもそうですし，コンピュー
タグラフィックスも図形を扱っています．それ
らを，どんな分野にでも活用できて効率が良い
統一的な理論を作ろうと 1975 年頃から世界的
にスタートしたのが計算幾何学です．ですので，
特定の分野だけに応用するようなものではなく，
図形を扱う汎用的なアルゴリズムやデータ構造
を作っている基礎理論の分野です．
ただ，学生は成果が形になったり，見た目が

綺麗になったりする方が面白く感じますし，そ
れも良いと思っているので，理論だけでなくい
ろいろな応用分野の研究もしています．例えば，
ある形状を三角形や四角形に分割メッシュ生成
する研究があります．これは三次元の曲面を扱
う研究なのですが，見た目にも可愛いので実際
にウサギやネコなどのペーパクラフトを作って
みるということも学生はやっています．また，障
害物のある領域をロボットが壁にぶつからない

ように経路を探索するというのも計算幾何学に
関する研究です．壁も図形的なものですし，ロ
ボットも丸とか球体であったりしますので，い
ろいろな環境を定めることで，様々な経路を考
えるようなことも研究しています．
それから，最近はGIS（地理情報システム）に
よってスマートフォンで地図が見られますが，拡
大したり，縮小したり，回転もします．そうい
うときに文字情報が重ならないよう瞬時に計算
して正しい位置に動かすということも研究して
います．地図は図形ですし，その上に書いてあ
る文字情報は文字列を全部まとめて長方形とし
て扱って，最後に貼り込めばきれいな地図がで
きるのです．このように今，紙の上にあった情
報を図形としてそのまま扱うということが非常
に簡単にできるようになりました．昔は電話だ
けだったのがスマートフォンになって，誰もが
地図を手に持って歩けるようになりました．便
利になればなるほどデータが多くなってくるの
で，ハードだけでなくソフトで速くするという
ところも重要になってくるので，高速なアルゴ
リズムを開発したり，データ構造を工夫したり
する必要性がどんどん高まってきています．実
際に地図情報の処理をしている企業と提携した
り，研究室で開発したソフトが埋め込まれて売
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られていたりすることもあるので，そういうの
は学生にとっても励みになりますね．

— 研究のやりがいや面白さはどういったところ
にありますか？

思いがけないものが組み合わさる瞬間が好き
です．これとこれが実は繋がっていたのだとか
が分かるようなことが時々あるのですが，それ
は理論同士の場合もありますし，この問題を解
きたいと思って出た解法が，全く違うところで
使えるというような場合もあります．そういう
のに気付いた時が一番面白いですね．

— コンピュテーション研究会（以下：COMP

研）はどのような活動をされているのですか？

国内外の理論計算科学の研究課題について「難
しさの限界を知る」と言いますか，この世の中
には解けないものはいっぱいありますが，それ
らがどのくらい難しいのか，本当に解けないの
かなどを検討したり，それから新しいアルゴリ
ズムを開発したりと，理論的なことなら何でも
やっています．
世の中って現実に解かなければならない問題と
いうのは，難しい問題が多いような気がするので
す．例えばよく出てくる問題として TSP（trav-

eling salesman problem：巡回セールスマン問題）
があります．「n個の都市を巡って最短で帰って
きなさい」というのは，説明するのは簡単だけ
ど実際に解くのは難しく，多項式での解はいま
だに見付かっていません．更にコンビニエンス
ストアでパンの配送をしている際など現実の世
界に当てはめると，あの店には何時に届けなけ
ればならないなど，ほかの要素がいっぱい入っ
てきているのを解かなければなりません．もち
ろんデータの数が少なければ，今は計算機もパ
ワーがありますし解けちゃうのですが，ある程
度解けると欲が出て，もっと大きい問題も解き
たくなる，そうすると解けない，というイタチ
ごっこが繰り返されます．更にビッグデータの

時代でどんどんデータが増えていますから，興
味のある問題はいっぱいあります．なるべく人
間に役に立つ解はないか，役に立つアルゴリズ
ムはないかと考えて取り組んでいます．
それから，研究会には若い方にも参加頂きた

いということもあって，有名な方にサーベイを
して頂いたり，世界的な国際会議に通った日本
人研究者の論文を，国際会議よりも前に日本語
で聞かせてもらったりするような企画も開催し
ています．若い方は海外の国際会議に参加する
ためだけではなかなか行けませんし，行けたと
しても全部英語で聞くには難しいかもしれませ
んので，国内で，日本語で最先端のことを聞か
せてもらえる機会を作っています．
今後も，積極的に学生さんにも参加して頂い

て，自分たちの年代のコミュニティを作って頂
きたいと思っています．いろんな知識を持って
いる人たちが全国から集まる場ですので，発表
を聞くだけではなく，「ちょっと困っているのだ
けどどうすればいいかな」「これはどういうとこ
ろに役に立つかな」とか，いろんな会話ができ
る場になればと思っています．
COMP研の研究専門委員長としては，最初の

女性だったようです．また，この学科に来た時
も専門の先生では女性は初めてと言われました．
当時の一般教養，今でいう総合科目の先生には
いらしたのですが，学科に所属している先生と
しては初めてでした．こちらに来てから他学科
にも「女性の先生取ってくださいね」と言い続
け，女子学生の割合まで頑張ろうと話をしてき
ました．学科によりますが，理工学部だと１割
くらいですね．今ではだいぶ増えてきていて，そ
れは嬉しいことなのですが，「女性だから」とい
うのがなくなって同じレベルで扱われる時代が
早く来ないかなと思います．総理大臣に「女性
の力」とわざわざ言ってもらっているっていうこ
とは，同じように扱ってくれていないというこ
とですから．子育てについては，どんな職業で
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も大変なことはいっぱいあるのでしょうが，研
究者は割と自分のスケジュールを自分で決めら
れるので何とかできました．ただ授業は代わっ
てくれる人はいないので私が休むと休講になり
ますし，普通の職場の方がいいのかなと考えた
こともあります．

— 研究者になろうと思われたきっかけなどはあ
りますか？

中学生くらいまでは，絶対文系だと思ってい
ました．日本文学が大好きで，「源氏物語を読む
ぞ！」という感じでした．国語はもちろん，文章
を書くのも好きで，誰にも読ませませんでした
が小説を書いたりもしていました．高校の頃に
数学も練習したら解けるようになって，そうす
ると何となく興味が出てきました．計算は苦手
なので工夫をしないと答えが合いません．計算
が早い人たちはどのような方法でも答えにたど
り着けると思うのですが，私は途中で計算が複
雑になるとすぐに間違えてしまいます．だから
なるべく途中の計算が複雑にならないように計
算の仕方を考えて，何通りか試してみる，そう
いう工夫をする癖が今につながっているかなと
思います．また，例えば図形の問題は証明をす
れば良くて，答えに難しい計算をして数値を出
せと言われないのでそういう問題が好きでした．
数が答えとして出てきて正解というのではなく
て，その解く過程の方が好きだったので，アル
ゴリズムも好きなのかなと思います．
大学に入った時は高校の先生になろうと思っ
ていたので，研究者になるとは全く思っていな
かったですね．高校までの数学はどうしても数
字を答えとして出さないと満点がもらえなかっ
たのですが，大学の数学科では，3年生くらい
になると数が答えになるというテストがなくな
るので，それが快適でした．「計算しなくていい
んだ！」って．それでやっていくうちに数学が
面白くなってきて，大学院に進学しました．

博士課程を卒業した後は，東京大学の工学部
の先生のところで教務職員という形で誘っても
らって働くことになりました．秘書的な仕事を
していたのですが，周りに本はいっぱいありま
すし，研究室の学生たちにどんなことやってい
るのか教えてもらったり，研究室の周りの先生
たちを見たり，学びたいことは学べる環境でし
た．ある時，その先生が少し数学的な問題を見
付けて，数学科出身だから解けるだろうと持っ
てこられて，実際に解けたのでそこで論文を一
緒に書かせてもらうことになりました．そこか
らだんだん情報系になってきて，プログラミン
グは九州工業大学の情報科学センターに助手で
移ってから全て独学で習得しました．

— 文学と数学が好きだったのが，後者の道に進
まれたのはどうしてだと思いますか？

答えが正しいことを証明できる方が，自分自
身がすっきりするのだと思います．文学は人を
説得しなくてはいけない気がします．「この文章
は美しい」というのを人に説明するのは，相手
がどう思っているか分からないし，もしかした
ら自分も次の日どう思っているか分かりません．
でも数学はある仮定を置けばその理論が普遍な
のですっきり，納得できます．証明されたこと
は自信を持って喋れますが，そうじゃないこと
は不安を感じてしまいます．
今でも研究書ばっかりずっと読んでいると突

然文学が読みたくなります．「美しい日本語だな」
と思いながら小説を読むのですが，でも「これ
は美しいでしょう」と説得する自信がありませ
ん．それは人の感性でしょうと．だから，講義
をするのなら，数学の方が絶対やりやすいです．
何と言いますか，美しい日本語というのは，美
しい日本語のまま味わいたいのかもしれません．
解析しちゃいたくないです．なぜ美しいかと聞
かれると困ります．だからそこが語ることがで
きる方は文学者かもしれないです．どういう文
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章を自分が美しいと感じるかと聞かれると難し
いです．言葉の使い方や，目で見て読んでいる
ので漢字から受ける印象とか，そういうのも大
事だと思います．だから，文学は「読みたい」人
です．「聞きたい」人ではなく．なので，映画は
あまり見に行きません．同じ時間を使うなら本
を読みたいですね．

— 将来的にやってみたいことはありますか？

もし時間があれば，算数嫌いな小学生に算数
を教える塾をやりたいと思っています．高校の
先生になろうと思った時期もありましたし，今
も大学の 1年生に数学を教えていたりするので
すが，もう少し早い段階で，小学校から皆が算
数，数学に興味を持って楽しめたらいいのになっ
て思っています．また，それは大学に入った時
の学力にも影響するのではというのもあります．
今では高校での内容をもう一度大学で教えると
いう時代になってしまっているので，大学に入
るまでに学んでおくことが定着すればいいので
はないかと思います．紙の上で点数が上がった・
下がったというのも大事ですが，基礎としての
数学が身につく世の中であって欲しいです．何
かのテストがあると，それだけのために対策を
するという傾向があるように思えます．対策を
すれば点数は上がるのですが，それは本当の実
力ではないような気もするので，そこをきちん
と，そのテストのための対策ではなく，本当の
実力でその点を取らなければということです．
今は時間が難しいので，せめて教育実習に行
く学生たちに教職の授業で教え方などを伝えて，
数学を楽しんで学んでもらえるような授業を考
えられる学生を育てたいと思っています．毎年
数名ずつ教育実習に行きますので，教育実習の
前の模擬授業などの際には，なるべく伝えよう
としています．そういう人たちから採用試験に
受かりましたという報告を聞くと嬉しいですし，
頑張ってほしいと思っています．

— 本当の意味で算数や数学を理解するために必
要なことは何だと思いますか？

考えてもらうことだと思います．自分で考え
る癖をつけることで，それは自分で鉛筆を持っ
て試行錯誤するというのがないと，自分で考え
ることはできなくなります．今の学生は解き方
を教えてもらって，その解き方通りに解くのは
とても上手で，多少数値が変わっていても見た
ことがあるなって問題は解けますが，ちょっと見
掛けを変えられると，とたんに解けなくなりま
す．鉛筆を持ってあれやこれややってみること
が不慣れなのかもしれません．じっとペンを握っ
ていても答えは天から降ってはきません．壁を
見ていてもダメだから時間ギリギリまで「こう
かな？ ああかな？」ってやってほしいです．諦
めが良かったり，もうダメみたいな弱気な気持
ちになったり，そういうのはやめようよと思い
ます．全ての問題の解法を覚えられるわけでは
ないですし，きっと社会に出てからは見たこと
のない，経験したことのない問題の方が多いで
しょうから，そういう時に自分の力でどこまで
できるかというのが，いろいろなことに繋がる
のではないかと思います．
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ビッグデータの最前線
—現状の隘路と根本的解決法—

國井 利泰
モルフォ

ビッグデータの最前線は，ビッグデータによ
り，製造・販売・教育・金融取引をはじめとす
るあらゆる分野のグローバル化が爆発的に進み，
世界が実質上，光速でボーダレス化したことに
ある．これは，人類史上最大の事件である．古
来から，ビッグな物の管理は，分割統治 (divide

and conquer)が基本となってきた．
その過程で，様々な問題点と今後の本格的ビッ
グデータ環境整備と応用上の隘路が明らかとなっ
てきている．それは，ビッグデータの要素間の組
み合わせが指数関数的に増え，組み合わせ爆発
が起きて，ビッグデータが機能停止状態に陥って
いることと，その設計工数も，同様に組み合わ
せ爆発で，設計不能に陥っていることにある [1]．
隘路の根本は，現在のデータシステムが，代表
的商用システムを含めて，伝統的に aggregation

hierarchyと呼ばれる，全体・部分の階層構造と
して形成され管理されていることにある．この
場合，部分間の組み合わせ爆発は，当然ながら
不可避である．
これを解決するには，システムを共通度で，最
も共通な物から最も特殊な物へとの抽象階層と
して管理する必要がある．これにより，組み合
わせのチェックが必要なくなり，線形になるの
で，組み合わせ爆発は，皆無となる．これによ
り，ビッグデータ応用が，初めて現実的になる．
具体的には，増分的積木的抽象階層 (Incremen-

tally modular Abstraction Hierarchy, IMAH)と
呼ぶ 7階の抽象階層としてビッグデータを構成
する [2]．その基本は，動的に変化する対象を抽

象化するホモトピー理論 (homotopy theory)で
ある [3]．ありとあらゆる対象を，データとその
処理を含めてタイムスタンプを付けて自動的に
取り込むのがホモトピー層である．次に，それ
をタイプによって分けるとタイプ層になる [5]．
部分タイプも要素にできるようにすると，トポ
ロジー層になる．この場合，ビッグデータの汎
用性を考慮して，要素間に重なり合いや入れ子
構造などを許してタイプの分離公理の最も一般
的な場合を採用する．情報保存則を保障するた
めに同値理論を適用すると，接着層が形成され
る．アタックなどの外部攻撃などは，同値理論
により自動的に排除される．これに，属性を導
入すると，セル理論層が形成される．表現形式
を導入すると，表現層が形成される．必要な部
分だけを自動的に提示するのが，最も具体的な
ビュー層である．
この増分的積木的抽象階層 IMAHは，極めて
一般的で，製造，研究開発，販売，金融取引，教
育，文化，歴史をはじめとするあらゆる分野に同
一形式で適用できる [4]．すなわち，ある応用で
増分的積木的抽象階層 IMAHを形成すると，そ
の形成手順が他の応用にもそのまま利用できる．
IMAHにより，ビッグデータ上で，金融取引，

製造などの多様な応用が同一形式で表現できる
ことを図 1に示す．これにより，システム開発
時間とコストを数桁少なくできる．ビッグデー
タの広範な応用に IMAHを使って頂けるように，
現在そのエンジンを開発中である．
現在，ビッグデータは，The Internet of Things
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図 1. IMAHでは，ビッグデータの多様な応用を一つの接着関数で表現きる

(IoT)として，実世界の物理的存在の活用に，広
範に用いられつつあり，その統合も進みつつあ
る．ここでも，IMAHが大いに役立つ．
参考文献
[1] “Big Date”では何が問題なのか?，http://d.hatena.

ne.jp/okachimachiorz/20111211/1323561469

[2] T.L. Kunii, “Cyberworlds—Theory, Design and

Potential—,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E88-

D, no.5, pp.790–800, May 2005.

[3] C.T. Dodson and P.E. Parker, User’s Guide to

Algebraic Topology, Elsevier, Netherland, 1997.

[4] T.L. Kunii, “Modeling Cyberworlds for Cloud

Computing,” Proc. Int. Conf. Cyberworlds, Oct.

2010, Singapore, pp.9–16, IEEE Computer Soci-

ety Press, Los Alamitos, California, U.S.A.

[5] D. Monroe, “A New Type of Mathematics,”

Commun. ACM, vol.57, no.2, pp.13–15, 2014.
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活動60年を超えたコンピュータシステム研究会

吉永 努
電気通信大学

1. はじめに

コンピュータシステム研究会 (CPSY)は，1953
年の設立以来，コンピュータハードウェア，ソ
フトウェア，アプリケーションまでを幅広く扱
う歴史ある研究会である．2013年度は，5回の
通常の研究会と 3回のワークショップを開催し
た [1]．このうち 2回が CPSY単独開催であり，
6回が電子情報通信学会情報・システムソサイ
エティ(ISS)内外の他研究会，又は情報処理学会
の関連研究会との共催/併催であった．
以下に，CPSY単独開催 2回のテーマを示す．

•ユーザを支えるコンピューティング及び一般
—パーソナル機器からスマートシティまで—，
10月@幕張メッセ（CEATEC連携研究会）

•クラウド，ネットワーク及び一般，11月@広
島大
歴史的に，CPSY幹事団にはコンピュータアー
キテクチャ等を専門とする者が多いが，上記の
例を見ればコンピュータシステム分野における
新興的かつ重要なテーマを単独開催で取り上げ
ていることを御理解頂けると思う．また，関連研
究会との共催/併催テーマは以下の通りである．
•ディペンダブルコンピューティング及び一般，
4月@首都大

•デザインガイア—VLSI設計の新しい大地—，
11月@鹿児島県文化センター

• FPGA応用及び一般，1月@慶應大
共催/併催が多いことは，対象分野が広いこと
の証明でもある．それぞれ，コンピュータシス
テムの目的別応用や用途に特化したテーマを専
門とする関連研究会と共催/併催している．

更に，3回のワークショップを以下に列挙する．
• LSIとシステムのワークショップ（主催：ICD），
5月@北九州国際会議場

•並列・分散・協調処理に関するサマーワーク
ショップ SWoPP2013（運営：SWoPP実行委
員会），8月@北九州国際会議場

•組み込み技術とネットワークに関するワーク
ショップ ETNET2013，
3月@石垣島 ICT文化ホール

上記には招待講演を主体とするもの（LSIとシス
テム）と一般講演中心のもの（SWoPP，ETNET）
があるが，CPSYからも上に列挙したほぼ全て
の研究会，ワークショップにおいて開催テーマ
にちなんだ招待講演を企画しており，参加者の
情報収集に役立つよう工夫している．
2. 国際化の取組み

先代の天野委員長が文献 [2]で宣言しているよ
うに，CPSYは研究コミュニティの国際化を推
進している．具体的には，2013年度に下記 1)を
協賛，2)を協催し，2014年度も既に 3)の協賛
が決まっている．
1) IEEE 7th International Symposium on Em-

bedded Multicore/Many-core SoCs (MCSoC-

13), 9/26–28東京，参加者 59名
2) The 1st International Symposium on Com-

puting and Networking (CANDAR), 12/4–6

松山，参加者 190名
3) The 5th International Symposium on Highly

Efficient Accelerators and Reconfigurable

Technologies (HEART’14), 6/9–11仙台
CPSY幹事団/専門委員は，これらの運営に積
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図 1. CPSY60周年イベント御参加の歴代委員長と現専門委員 図 2. CPSYロゴ

極的に参画しており，ポスターセッションを設
けるなど，初めて英語で研究発表する学生にも
安心して国際会議に参加できる場を提供するこ
とを心掛けている．また，ISCA, MICROのよう
なトップ国際会議で研究発表した日本人研究者
を積極的に招待講演者として招き，国内研究コ
ミュニティのレベルアップを意図している．例え
ば，SWoPP2012の BOF-3として，鯉渕道紘氏
(NII)の ISCA2012凱旋公演とパネル討論（トッ
プコンファレンスってどうなの？）を企画し，日
本人研究者の国際情報発信について議論した．
更に，信学論英文誌Dにおいて毎年「並列分

散コンピューティングとネットワーキング小特
集」を企画（ここ数年は 12月号）しており，国
際会議論文の内容を発展させた研究の英文論文
誌への投稿も推奨している．
3. 研究会優秀若手講演賞

幾つかの他研究会の成功事例に倣い，CPSY

でも 2011年度に「研究会若手優秀講演賞」を設
けた．これは，CPSY研究会で特に優秀な一般
講演を行った若手（発表年度末の 5月末日にお
いて 33 歳未満）を年に数名表彰する制度であ
る．これにより，2011年度に 5名，2012年度に
6名を表彰した [3]．
本表彰制度は，優秀な若手研究者を激励する
だけでなく，採点者となる専門委員のより積極

的な会場への参加を促すこと，もって研究会で
の議論を活性化することなどの副次的効果も有
する．学生・若手研究者の会員には，是非本講
演賞受賞も目指して頂きたい．
4. 活動 60年を超えて

冒頭に紹介したとおり，CPSYの設立は 1953

年であり，その活動は 60年を超えた（図 1, 2）．
コンピュータシステムのように技術革新が速く，
本会や情報処理学会に専門分野の細分化された
多数の研究会が誕生する中で，CPSYのように
幅広い領域を扱う研究会が続いていることは筆
者としても驚きである．この間には，文献 [2]で
述べられているように多くの批判も頂いた．そ
うした中で，情報処理学会を中心とする活動と
ともに，もう一つの国内研究会→国際会議→
英文論文誌に通じるパスを提供すべく，今後も
関係者の意見を率直に聞きながら活動していき
たい．
参考文献
[1] コンピュータシステム研究会，http://www.ieice.

org/iss/cpsy/jpn/

[2] 天野英晴，“コンピュータシステム研究専門委員会
の逆襲，” 情報・システムソサイエティ誌，vol.17,

no.2, pp.8–9, Aug. 2012.

[3] CPSY研究会優秀若手講演賞，http://www.ieice.

org/iss/cpsy/jpn/kikaku/award.html
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Deep Learning

松尾 豊
東京大学

Deep Learningとは，深い層を重ねることでそ
の学習精度を上げるように工夫したニューラル
ネットワークを用いる機械学習技術のことであ
る．2006年にHintonらが教師なし学習を反復的
に用いることにより深い階層のニューラルネット
ワークで精度を上げることに成功して以来，様々
な手法が提案され，2011年には音声認識のタス
クで優勝，2012年には ILSVRCという一般物体
認識のコンテストで圧勝するなど，数多くのコン
ペティションで成果を収めてきた．2013年には，
GoogleがDNNresearchというDeep Learningの
第一人者であるトロント大のHinton教授とその
学生らが立ち上げた会社を買収，年末には Face-

bookが同じくDeep Learningの主要研究者であ
るニューヨーク大の LeCun教授を招いて人工知
能研究所を設立，2014年初頭には，DeepMind

というDeep Learning技術の会社をGoogleが４
億ドルで買収と，産業界周りの動向も慌ただし
くなってきた．
さて，Deep Learningとは何であろうか．なぜ
このように注目を集めるのだろうか．その立場
には大きく二つあるように感じる．単なる流行
であるという立場と，大きなブレークスルーで
あるという立場である．私自身は後者だと思っ
ている．Deep Learningが表現学習というAIで
最も難しい問題に対する突破口を与えているか
らである．もちろん，こうした突破口が開くの
は，AIの歴史の中で初めてのことではないので，
今回が真の突破口であると信ずる客観的な理由
はない．
まず，簡単に Deep Learningの仕組みについ

て説明しよう．詳しくは，文献 [1]や，人工知能
学会誌の深層学習連載特集（文献 [2]など）に詳
しい．

Deep Learningでは，通常，Restricted Boltz-

mann Machine，若しくはオートエンコーダと呼
ばれる単層の学習モデルが用いられる．これら
は，入力されたデータ自身を出力するような学
習（データ自身しか使わないので教師なし学習）
を行う．このとき，少ない数の中間ニューロン
を経由することで，データの圧縮を行う．デー
タを圧縮し (encode)，それを復元 (decode)した
ときに，最も誤差が小さい中間ニューロンが得
られれば，それがある種の抽象表現になる．
更に，この中間ニューロンの値自身を，再度，

入力データとして，それを出力するような教師
なし学習を行う．すると，もう 1段，抽象化され
た表現を生成することができる．こうして，教
師なし学習で多段に階層的な構造を構成するこ
とができる．最後に，こうして作った中間ニュー
ロンを素性とし，教師あり学習を行うことで，高
い精度が得られるというものである．
各階層の中で行っていることは，要するに次

元の圧縮であり，最も身近なものは主成分分析
であるが，Deep Learningでは様々なバリエー
ションが用いられる．いかに頑健に入力データ
を復元できるかというところが焦点であり，そ
のために，ノイズを加える，スパース性を仮定
するなどの工夫がある．最近では，DropOut と
いう手法で，毎回ランダムに半数のニューロン
を消した状態で学習を行うことがよく行われる．
また，MaxOutという手法は，複数の線形関数の
中で最大値を関数の値として採用するものであ
り，多くの分類結果で良い性能を達成している．
さて，Deep Learningは人工知能とどんな関
係があるのだろうか．そうした議論は，文献 [1],

[3]にも詳しいが，ここでも少し議論を展開して
みたい．

12



情報・システムソサイエティ誌 第 19巻第 1号（通巻 74号） 【研究最前線 (NC)】

人工知能における長年の問題は，表現に関わ
る問題である．それはしばしばフレーム問題と
呼ばれたり，シンボルグラウンディング問題で
あるとされたりする．フレーム問題は，状況に
応じて適切な知識を記述することができないと
いう問題であり，環境において何を表現すべき
かに関わる．シンボルグラウンディング問題は，
記号で指し示されるものを計算機がどのように
認識するかという問題であり，何を特徴として
捉えるべきか（表現されるべきか）に関わる．詳
細な議論は別として，筆者は，AIの進展を阻ん
でいる壁は，ほとんど全て，表現の獲得の問題
と密接に関係していると考えている．
表現というのは，現実の事象を捉え，意思決
定主体が合理的な判断を行っていくために必要
なものである．その背景には，生物が変わりゆ
く環境の中で，いかに「早く」不偏量を見付け，
それに適応するかの競争をしていることがある．
ここでいう早いというのは，絶対的な時間とし
て早いのではなく，与えられたサンプル数に対
して早いということである．2，3の事象から，周
りの地形を把握できれば，行動の上で有利であ
るし，2，3の事象から敵がいることを察知する
ことができれば，すばやく逃れることができる．
実際，Deep Learning系の表現学習は，教師

データが豊富にあるときにはその効果が現れな
い．層を重ねることによる膨大な表現力の空間
を探索するには，現実のデータはあまりに少な
い．少ないデータで素早い学習を行うには，様々
な仮定を置かなければならない．例えば，複数
のタスクに共通する要因は，真の要因である可
能性が高い．簡単な概念の組合せで概念を作る
ほうが，うまくいく確率が高い．こうした「な
ぜか分からないがこの世界では真であることの
多い前提知識」，すなわち prior をいかに使う
かが世界の謎を早く解くためのヒントになる．
Deep Learningは，こうした不偏量を早く見付
けるための仕組みとして，合理的で妥当である
と感じる．
もちろん，表現を巡る旅はこれで終わりでは
なく，これが始まりである．今後，様々な形で

Deep Learningの研究は進んでいくだろう．Deep

Learningとプランニングや推論を組合せた研究
が次に大きなインパクトをもたらすかもしれな
い．つまり，主体の行動という観点から見た表
現とは何なのだろうか．チューリングマシンの
ような原始的な行為の系列として全てのプログ
ラムが実現できるとする立場と，この表現学習
はどのような関わりを持つのであろうか．おそ
らく，我々が行動とか思考といっているもの自
体，抽象化されている．少し分かりにくい表現
になるが，encoder，decoder自体が抽象化され
ている中で，どのような抽象表現が得られるの
だろうか．更には，短期記憶やイメージの生成
能力は Deep Learningの抽象化とどのような関
係にあるのだろうか．言語とのバインディング
はどのように行われ，文法構造はどのように生
まれるのであろうか．
Deep Learningに関して，2013年から新しい

国際会議 International Conference on Learning

Representations (ICLR) が開かれ，100 名を超
える参加者が参加した．国内では，筆者を含む
3人のオーガナイザによって，「全脳アーキテク
チャ勉強会」が開かれ，第 1回は 100名，第 2

回は 200名を超える参加者を得た．国内では筆
者が知る限りでも，かなり多くの数の研究者が
Deep Learningと同じアイディアを長年温めてき
ており，この分野での日本の底力を感じる．今
後，この分野の発展を多くの研究者とともに盛
り上げていきたい．
参考文献
[1] Y. Bengio, A. Courville, and P. Vincent, “Rep-

resentation Learning: A Review and New Per-

spectives,” IEEE Trans. Pattern Analysis and

Machine Intelligence, vol.35, no.8, pp.1798–1828,

Aug. 2013.

[2] 岡野原大輔，“大規模 Deep Learning（深層学習）
の実現技術，” 人工知能誌，vol.28, no.5, pp.785–

792, Sept. 2013.

[3] 麻生英樹，“多層ニューラルネットワークによる深
層学習の学習，”人工知能誌，vol.28, no.4, pp.649–
659, July 2013.
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IWAIT2014会議報告

久保田 彰
中央大学

IWAIT (International Workshop on Advanced

Image Technology)は，アジア地域の国々を巡回
しながら毎年開催されている国際会議である．
画像工学に関する最新の研究成果を発表する場
としてはもちろん，各国の研究者との交流を目
的とした熱心なファンが多い会議としても定評
がある．
第 17回目の開催となる今回は，タイの首都バ

ンコクの Sukosol Hotelを会場とし，2014年 1月
6日と 7日の 2日間にわたって研究発表の場が設
けられた．日本と韓国からの参加者に加え，東
南アジア諸国からの熱心な研究者の参加が多く
みられ，一層の盛り上がりを見せていた．発表
件数は 142件，参加者は約 200名であった．
基調講演では，Jing-Ming Guo 教授 (NTU-

ST, Taiwan)，斎藤英雄教授（慶應大），Thanarat
Horprasert Chalidabhongse教授 (Chulalongkorn

Univ., Thailand) 及び Pau-Choo Chung 教授
(National Cheng Kung Univ., Taiwan) からそ
れぞれ「ディジタルハーフトーニング」，「複合/

人工現実感の実応用」，「動物体の領域分割」及
び「健康モニタリングのためのセンシング」に
ついての講演があった（図 1）．大変興味深く，
示唆に富んだ内容で，質疑も活発であった．
続く一般講演は，テーマ別に構成された 18の

オーラルセッション（3会場）と 2回のポスター
セッション（1会場）に分かれて行われ，終日熱
心な議論が交わされた．ポスターセッションで
は，冒頭に 1分間のショートプレゼンテーショ
ンも企画され，自分の興味に合ったポスターを

図 1. 基調講演の様子

図 2. ポスターセッションの様子

効率良く見付けることができると好評であった
（図 2）．
また，初日の会議終了後には，タイ料理を囲

んでのバンケットが催された．参加各国の言語
による乾杯の発声を皮切りに，地元伝統の演奏
や歌などを堪能した．IWAIT伝統の和やかな雰
囲気の中，夜が更けるまで盛り上がっていた．
次回 IWAIT2015は，International Forum on

Medical Imaging in Asia (IFMIA) との共同開催
で，2015年 1月 11日～13日に台湾で開催を予
定している．会員の皆様の積極的な参加を期待
する．
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2014年総合大会報告

佐藤 真一
国立情報学研究所

3月 18～21日に新潟大学において電子情報通
信学会総合大会が開催された．ISSは以下の企
画を開催した．
•ソサイエティ特別企画

�学生ポスターセッション
�クラウドネットワークロボットとしての自
動運転支援—どこまで支援するのか? 自動
化と支援の狭間—

•依頼シンポジウム
�社会課題を解決するためのパターン認識・
メディア理解技術の進展

•シンポジウムセッション
�COMP–ELC学生シンポジウム
�劣通信環境下での知的分散システム
今年で 10回目となる学生ポスターセッション

では，3日間にわたって合計 227件の発表があ
り，発表者と聴講者あわせて約 500名が参加し
て，活発な議論が行われた．3日目には，優秀
ポスター賞に応募のあった 78件のポスター発表
に対して，ISS運営委員，学生ポスターセッショ
ン委員会委員，総合大会の座長，来場した正員
が投票を行った．厳正な審査の結果，優秀ポス

表 1. 優秀ポスター賞発表題目と受賞者名

「特徴抽出領域の最適化による歩行者属性分類」 廣兼優里（横浜国大）
「探索中に有効な探索法を選択する進化計算法」 土屋大樹（横浜国大）
「アクティブ分光照明を用いたマルチバンドプロジェクタシステムの構築」 入江大輔（千葉大）
「ソフトウェア無線機とチューナブルアンテナの組み合わせによる無線通信の効
率化に関する研究」

齋藤陽介（筑波大）

「LODを用いた非構造データのカテゴライジング手法の提案」 槇　俊孝（福岡工大）

ター賞 5件（表 1）が選定され，ISS村瀬洋会長
より賞状と副賞が授与された．発表された学生
の皆様，指導に当たられた先生方，来場者の皆
様，学生ポスターセッション現地委員会委員の
先生方，並びに事務局の皆様に感謝いたします．

図 1. 学生ポスターセッションの様子

図 2. 優秀ポスター賞受賞者

15



【ソサイエティ活動】 情報・システムソサイエティ誌 第 19巻第 1号（通巻 74号）

FIT2014@筑波大学 開催案内

大田 友一
筑波大学

第 13 回情報科学技術フォーラム (Forum on

Information Technology 2014；FIT2014) は，つ
くば研究学園都市の中核に位置する筑波大学で
開催されます．
第 13回情報科学技術フォーラム (FIT2014)

会期：2014年 9月 3日（水）～5日（金）
会場：筑波大学筑波キャンパス

（茨城県つくば市天王台）
情報科学技術フォーラム (FIT)は，電子情報

通信学会の情報・システムソサイエティとヒュー
マンコミュニケーショングループ，及び，情報処
理学会が 2002年から毎年合同で開催している全
国大会で，情報・システム関係としては日本最
大規模の研究集会です．一昨年の法政大学，昨
年の鳥取大学に続き，本年は筑波大学で開催す
ることとなりました．
筑波大学は，2013年 10月に開学 40周年を迎
えました（前身校からは創基 141年になります）．
ちなみに，つくば研究学園都市は 2013年で 50

周年になります．このような節目のタイミング
で，FITが筑波大学で開催され，多数の方に来
ていただけることを有り難く思っています．
筑波大学は，学部学生 9,800人，大学院学生

6,600人，教職員 4,700人を擁する大学で，その
ほとんどが筑波キャンパスで教育研究活動をし
ています（東京の茗荷谷に東京キャンパスがあ
ります）．筑波キャンパスは，南北 4 km，東西
1 km，257ヘクタールの敷地に展開し，南から
北へ，病院，学生宿舎，教育研究棟，学生宿舎
と農場，のように配置されています．
開学当初は，陸の孤島と揶揄されたつくば研

究学園都市の中でも，比較的，北の方に位置し
ており，研究学園都市の南を走る JR常磐線や
常磐自動車道から離れていたため，筑波大学＝
交通不便，というイメージをお持ちの方も多い
かもしれません．
しかし，そのイメージは，FIT2014に来て頂

ければ一掃されると確信しています．
2005年 8月に秋葉原—つくば間に，つくばエ
クスプレス (TX) が開通しました．TXの路線
は，高架か地下のみで踏切がないので，運行速
度 130 kmでの自動運転です．快速電車だと，秋
葉原駅を出て 45分でつくば駅（地下）に到着し
ます．地上はつくばセンター バスターミナルに
なっており，10分間隔で筑波大学循環の路線バ
スが発着しています．バスで 10～15分で，FIT

会場となる筑波大学 第 3エリアに到着です．
また，JR東京駅八重洲口から筑波大学行きの

高速バス「つくば号」も 30分間隔で運行されて
います．つくばセンターを経由します．
つくばセンター周辺には，ビジネスホテルや飲

食店街なども充実しています．2012年にパター
ン認識国際会議 (ICPR2012)を，つくばセンター
近くの国際会議場で開催しましたが，1,200人以
上の参加者の宿泊と飲食を十分に賄うことがで
きましたので，安心してお越し下さい．
会場は，筑波大学第 3エリアの，隣接する二つ
の建物に集中しています．いずれの建物も，耐
震改修で最近リニューアルされ，快適な環境で
FITを楽しんで頂けることと思います．
多くの皆さまがお越し下さるよう，心よりお

待ち申し上げております．
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VLSIとビッグデータ
—数が本質を変えるとき—

フェロー 和田 幸一
法政大学

1. ビッグデータの到来

ビッグデータの到来によって，社会のインフ
ラの情報化が進み，社会情報基盤の根本までが
変わろうとしている．ゼッタバイト (1021)を超
える膨大なデータが，全世界のセンサや端末か
ら発信され，ネットワークを通じて通信され，分
散的に蓄積されて，解析される．ビッグデータ
における数の爆発によって，社会情報基盤の本
質を根本から変化させなければならない．理論
研究においては，数が本質を変えなければなら
ないときは新しいモデルや概念が創出できると
きである．
2. 数が本質を変える—VLSI理論—

筆者はこれまで，並列・分散アルゴリズムを中
心とする理論研究に携わってきたが，その中で
数が本質を変えた顕著な例は 1980年代の VLSI

理論 (Very Large Scale Integration Theory) で
あろう．プリント基板から IC, LSIを経由して，
VLSIの出現によって，回路の設計法は変わり，
回路の新しい評価尺度が出現した [1]．
従来，組合せ回路の複雑度は回路に含まれる

素子数と計算時間に相当する入力素子から出力
素子までの最長の経路長であった．VLSI回路を
見ると，素子はごくわずかしか見られずほとん
ど配線が占めている．VLSI 回路の複雑度は素
子数ではなく，配線部分を含めた回路全体を占
める面積が評価尺度とならざるを得なくなった．
また，計算時間も段数だけでなく，回路を実際
に VLSIとして埋め込んだ時の配線長をも考慮
しなければならない．数の爆発によって，回路

のトポロジカルな性質だけでなく，幾何学的な
性質を考慮しなければならなくなったのである．
これらを考慮した新しい理論モデル（VLSIモデ
ル）が考案され，実際，回路の素子数と回路面積
はオーダが異なる回路が多く存在し，配線の占
める面積が回路全体を占めることが実証された
[2]．また，回路設計法も VLSIに適したものが
考案されるようになった．シストリックアルゴ
リズムがその代表例である．計算時間を多少犠
牲にしても，規則性によるスケーラビリティが
最優先されるようになり，正当性の検証が容易
になる設計法である．このように，VLSIでは，
数の爆発が評価尺度や設計法の本質を変えてし
まった．
3. 並列計算の復活—MapReduce—

ビッグデータ処理に関しては，Hadoopの登場
以来，ビッグデータの処理に適したMapReduce

[3]に基づいた並列計算モデルが新たに提案され
るなど，数が本質を変えさせると同時に，並列
計算が息を吹き返している．並列計算は，並列計
算機の究極の理論モデルであるPRAM (Parallel

Random Access Machine)とスーパコンピュータ
に代表される超並列計算機の開発とともに発展
したが，1990年に L. Valiantが PRAMの後継
並列計算モデルの論文 [4]の中で，「急速に低下
する処理，メモリ，通信に要するコスト低下に
より，計算集約型の領域において，少なくとも
この 20年のうちに，逐次マシンが並列マシンに
よって最終的に置き換えられることが不可避で
あることが明らかになってきたが，まだこの現
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象は起きていない」と述べているように，並列
計算の夜明けはすぐそこにはなく，並行性の本
質的な難しさは残されたまま，超並列計算機は
特殊な用途を除き，マルチコアの単一マシンに
とって代わられ，並列計算は理論的にも衰退の
途をたどる．
ここにきて，エクサ，ゼッタ級のビッグデータ
を取り扱うために，分散性を兼ね備えた新しい
並列計算モデルが不可欠になってきている．数
の爆発に耐え得る新しい並列計算に対する理論
モデルは幾つか提案されている [5], [6]．それら
は，一度に全データを処理できないことが基礎
となっており，局所的な処理をどのように全体
の計算に生かすことができるかが重要なポイン
トである．これら新しいモデルの下で，従来の
並列計算モデルとの能力やアルゴリズム設計手
法などが議論されている．モデル自体はビッグ
データを現実的に取り扱うにはまだまだである
が，MapReduceによるアルゴリズム設計が，従
来の並列アルゴリズム設計における「並列性の
抽出」とは異なった設計法が必要であることを
示唆しており，これからの研究が期待される．
4. 量が質を凌駕する—ビッグデータ—

ビッグデータの場合，数の爆発はVLSIと比べ
ても比較にならないので，数が本質を変えなけ
ればならないだけでなく，数の多さが質を打ち
負かす可能性を秘めている．すなわち，小規模で
はなし得なかったことを大きな規模で実行する
ことによって，新たな知の抽出や価値の創出を
可能にする．ワードの文法チェッカーやGoogle

翻訳はその典型的な例である．文法チェッカー
の学習アルゴリズムを変えなくても，データ数
を 3桁増やすだけで，正答率が飛躍的に向上す
る．Google翻訳の場合もアルゴリズムが賢いわ
けではなく，データ量を増やしただけで，それ
も乱雑なデータを含めた超大規模データによっ
て精度が向上したのである．ビッグデータにお

いては，数の爆発によってデータの精度や正確
性の概念をも変える必要があるのかもしれない．
5. 数が本質を変えるとき

ビッグデータにおける理論研究はいまだ始まっ
たばかりである，今までにない数の爆発が物事
の本質を変化させなければならないときに必要
な新しい概念の創出には，柔軟な頭による独創
的な発想と失敗にくじけない持続力が必須であ
る．若い方々に期待する．
参考文献
[1] C.A. Mead and L.A. Conway, Introduction to

VLSI systems, Addison-Wesley, Reading, Mas-

sachusetts, 1980.（菅野卓雄，榊裕之（監訳），超
LSIシステム入門，培風館，1981.）

[2] J.D. Ullman, Computational aspects of VLSI,

Computer Science Press, Rockville, 1984.（都倉
信樹，萩原兼一，和田幸一，平山正治，瀬尾和男
（共訳），VLSI 計算の諸側面—VLSI 設計のため
の理論とアルゴリズム，近代科学社，1990．）

[3] J. Dean and S. Ghemawat, “Mapreduce: simpli-

fied data processing on large clusters,” CACM,

vol.51, no.1, pp.107–113, Jan. 2008.

[4] L. Valiant, “A bridging model for parallel compu-

tation,” CACM, vol.33, no.8, pp.103–111, Aug.

1990.

[5] J. Feldman, S. Muthukrishnan, A. Sidiropoulos,

C. Stein, and Z. Svitkina, “On distributing sym-

metric sterming computations,” ACM Trans. Al-

gorithms, vol.6, no.4, pp.66:1–66:15, Aug. 2010.

[6] H. Karloff, S. Suri, and S. Vassilvitskii, “A

model of computation for MapReduce,” Proc.

21st ACM-SIAM SODA, pp.938–948, Philadel-

phia, Jan. 2010.
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転機いろいろ

岩崎 一彦
首都大学東京

1. まえがき
あまり深く考えないで決めたこと，あるいは
即決を余儀なくされたことが，ターニングポイ
ントになることがある．ここでは，僕の研究人
生を振り返って，振り返ることを求められる年
齢になってしまったが，何気ない選択が実は転
機であった数例を紹介する．
2. 卒業研究テーマ
大学教員の多くは卒業研究のテーマに工夫を
凝らす．古典的なトリックに引っ掛かる純真な
学生もいる．僕が通っていた大学の情報工学科
には，当時，PDP/11が置いてあり，アポロ月
面着陸ゲームがインストールされていた．当時
の最先端技術であり，そのミニコンピュータを
管理していたのが K研究室の助手であった．
K先生の卒研テーマの一つがゲームプログラ
ムの作成であったので，田舎っぺの僕は火星着
陸ゲームを作成するつもりでK研究室を希望し
た．テーマを決める面接で “君，コーディング
をやらへんか？”と聞いてきた．“おっ，来た来
た，金星か火星か決めるぞ”と息巻いた僕は “も
ちろんやりたい”と答えた．どんなゲームが好み
か聞き直したところ，K教授は少し困った顔で，
“コーディングちゅうのは符号理論のことや”と
言われ，しまったと思ったのはこちらの小市民
であった．断固拒否することも考えられたが，一
見陰険そうな外見（後で面倒見が非常に良いこ
とが分かった）にとても反論などできなかった．
これがこの道に進む第一歩で，関連する論文を
執筆することになるとは夢にも思わなかった．
3. 19番ホール
日立入社後の配属先は中央研究所（以下，中

研）であった．その中で配属された部署は 658

ユニットと称し，ユニットリーダ（課長相当職）
はテレビジョン信号処理のスーパースター（そ
のときは知らなかった）の F氏であった．F氏
曰く，“中研で出世するコツは SGLにある．Sと
は酒，Gとはゴルフ，Lとは LSIだ”．僕はコン
ピュータの研究開発をするために，箱根の山を
越えて魑魅魍魎が跋扈する関東平野にやってき
たので，家電品の開発はベクトルに合わなかっ
たが，SGLは守ることにした．Gとは，山陰の
辺鄙な工場勤務の鬱憤晴らしに父親がのめり込
んでおり，昼間からビールを飲み，馬鹿話をし
て，大っぴらに無駄使いをする道楽だと思って
いて，事実その通りだった．
今振り返ると，F氏の助言を言い換えると “中

研にはT大やK大をトップクラスで卒業した俊
英がウヨウヨいてお前では歯が立たない．せめ
て付き合いを良くして人間関係を作り，元気さ
えあれば成功する（今は違うが当時はそうだっ
た）半導体をやりなさい”だったのではなかろ
うか．慧眼には脱帽だ．
入社 1年目からゴルフクラブを振り回す青二

才はほかにはいなかった．ところが，ゴルフを
始めるとやれ第 5部のコンペだ，プライベート
コンペだのに誘われるようになり，そこに行く
と，所長や副所長や部長がいるではないか．“ど
う？”，“元気です”などという会話だけであった
が，これが重要だと後々知ることとなった．で
も，会社がつまらないので入社 3年目の夏のボー
ナスをもらったら，新宿の占い師の勧めに従い，
退職して渡米しようと決めていた．しかし，そ
の直前に研究ユニットを異動していいことにな
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り，アメリカ行きは思いとどまった．そのまん
ま飛行機に乗っていたら今頃シリコンバレーの
ジャンクだったかもしれない．
4. PRDCプログラム委員長
突然の電話（今ならメールかもしれない）が
転機となることもある．ある日 T先生から電話
があり，“今度 PRDC∗という国際会議をUCLA

で開催するのでプログラム共同チェアをやれ”と
いうことであった．当時，国際会議のプログラ
ム委員会やそのチェアの役割をあまりよく理解
していなかったが，逆らっても倍返しが怖いの
で，引き受けることにした．語学の才能に恵ま
れず，大学入試も英語の配点の一番少ないとこ
ろを選んで受験したくらいだ．また，旅行もそ
んなに好きではなく，家でゴロゴロしている方
が得意である．
でも仕方がない，アメリカに行って英語が下
手で恥をかくと我が国の国益に反すると思った．
そこで，40歳を過ぎていたが英語の猛勉強が始
まった．我が家のカミさんは帰国子女のはしり
で，中学生の頃ナイジェリアのラゴスのアメリ
カンスクールに通っていて，“英語のシャワーを
浴びるとある日突然霧が晴れるように全て聞き
取れるようになった”というお告げであった．僕
にはいまだそのときは訪れていないが，量をこ
なすことにした．英会話スクールに通うことは
やめにして，通信教育と NHKのラジオ講座を
中心とした．これは良かった．努力の甲斐あり
英検 1級にも合格した．
必要に迫られてイヤイヤ真剣に取り組んだ英
語であるが，アメリカ文化の奥深さを知ること
になった．一つは Jazzだ．若い頃は，音楽とい
えば何といっても演歌，Jazzなどというゲテモ
ノがなぜ世の中に存在するのか理解できなかっ
た．しかし，世の中の不条理，それをどうする

∗ PRDC：Pacific Rim International Symposium on De-

pendable Computing，環太平洋ディペンダブルコンピュー
ティング国際シンポジウム

こともできない無力感，それでも生きていかな
ければならないつらさ，そういったものが詰まっ
ているのが Jazzだった．Soulもそうだ．今では，
竹鶴 21年の水割りを傾けながらライブを楽しめ
るようになった．
アカデミー賞を受賞した映画 “レイ”には本当

に泣けた．何とかしなければという励みになっ
た．武道館の師範からは，常々，“絶体絶命のピ
ンチでもそこを何とかするのが剣道だ”という
指導を受けていたが，研究活動もそうだ．ロサ
ンゼルス市内にグラミー・ミュージアムという
小振りのミュージアムがあり，レイ・チャールズ
のブレザーや靴が展示されていて感激した．サ
ングラスを買おうと思ったがそんなものはなく，
レイ・チャールズを冠したヘッドホンが売られ
ていたので購入したが，彼の名を汚すような粗
悪品なので皆さんは買わない方が良い．
また，みなとみらいの三省堂でたまたま目が

合った CDがスコット・フィッツジェラルド著
“グレート・ギャッツビー”の英語朗読版であっ
た．村上春樹の翻訳も見付け，レオナルド・ディ
カプリオ主演で映画化され，TBSテレビの “日
立世界ふしぎ発見”でも取り上げられた．英語
に親しむことで人生が豊かになったようである．
5. 些事に神が宿る
英語でも “God is in the details”と言われるよ

うに，ふとしたことには気を付けなければなら
ない（廊下での立ち話はやめよう）が，全てに
気を配ることは凡人にはとても無理だ．ちょっ
とした選択が重大事になり得ることを承知した
上で，ベストエフォート，自然体が可能な解で
はなかろうか．
謝辞
お世話になった多くの方々に心から感謝の意

を表します．
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Author’s Toolkit

Writing Better Technical Papers

Ron Read

Kurdyla and Associates Co., Ltd.

Publishing in a recognized journal is an im-

portant career achievement for researchers in

academia and industry. In this process, good

communication with editors and reviewers de-

serves your attention.

Responding to Reviewers Effectively

For famous and thus highly selective publica-

tions, the review process requires you to respond

to points raised by reviewers (or ‘referees’) of

your manuscript, especially when you must write

in a second language.

Actually, I frequently rewrite such responses

(and sometimes the reviews) for my clients. Let

me share some simple techniques to make your

correspondence with editorial staff smoother.

Begin your message in a friendly, but not ex-

cessively fawning, way:
© We would like to thank all of the reviewers

for their helpful comments.
× We are so happy to have received all of

your wonderful and inspiring ideas!
Respond to all of the points raised, ‘major’

and ‘minor.’ Neglecting any point raised may

give the editor the impression you were careless,

didn’t have an answer, or dismissed the point.

Respond directly to the points raised, with

minimal explanation. Giving a great deal of re-

lated but non-critical background info will most

likely just annoy busy reviewers.

You will almost never help your case by be-

ing overly defensive or argumentative when a

reviewer raises a disagreement about your ap-

proach, understanding of previous work, or con-

clusions. Keep in mind that the editor carefully

selected the team of referees, so their views will

be taken seriously.

If you do feel that a referee did not have a

proper understanding of your paper from his or

her comments, by all means point this out but

do so diplomatically :

× The referee clearly does not know very
much about this new technology for. . .

© It seems that the referee isn’t quite famil-
iar with the recent findings on this. Let me
try to clarify this issue.

For very simple points of grammar, format-

ting, etc., you only need a brief note:
© This point was revised according to the

reviewer’s advice.
When indicating the locations of changes by

page and line number, clearly inform the reader

whether you are referring to the previous or the

revised version of the manuscript.

Finally, remember that the editor is very con-

cerned with making sure your paper is published

in the best possible form. If you work with your

editor and referees as a collaborator rather than

as an adversary, the publishing process will be

more enjoyable and your finished article will look

better in print.

PPT: If you don’t say it, don’t show it!

As I mentioned in a column last year, it is very

important for presenters to carefully coordinate

what they say with what they show in their Pow-

erPoint slides’ text and images.

A problem I’ve noticed more frequently is pre-

senters adding information to slides that is not

even mentioned, or simply mentioned with a

phrase like “Please look at this list.”

Maybe such a presenter is trying to “sneak in”

info that he or she does not have time to talk

about? Consider the reality: No one is going to

read, let alone remember, unspoken ideas in text

or images. On the contrary, ‘extra’ slide info is

‘noise’ that will confuse the audience!

Grammar Questions? read@kurdyla.com

Mini Quiz: What’s Wrong?

1) This paper presented the new method for. . .

2) This was done under an assumption that. . .

(Answers: 1) a new method; 2) the assumption)
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編集後記 著者の皆様には，貴重な時間を割いて御執筆頂き心より感謝申し上げます．編集委員会の方々か
らも多くのサポートを頂き本当にありがとうございました．編集を通じて多くの方々とコミュニケーション
をとる機会があり，楽しく作業をさせて頂くことができました．（主担当：富士ゼロックス 増市）▼雑誌編
集に初めて携わらせて頂き，不安がいっぱいでしたが，皆様のお力添えのおかげで無事発刊へとたどり着け
ました．どうもありがとうございました．（副担当：電通大 宮脇）
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