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【巻頭言】

情報社会における学会の役割
美濃 導彦
京都大学

このたび，ISS の次期会長に選出されました．
微力ながら学会のために全力を尽くしていきた
いと決意を新たにしております．
思い起こせば 30 年ほど前，情報技術の研究者

情報の本質を理解している情報系の研究者や技
術者であり，ISS の会員の皆様方であります．
このように考えてみると，今後の情報系の研
究は社会との関わりを抜きには考えられません．

として，情報技術を利用して社会を便利に効率

社会活動の担い手は各個人ですので，特に個人

的にしようという志をもって研究を始め，国内

情報の問題は避けて通れません．このようなデ

外の学会で多くの仲間を作って議論してきまし

リケートな問題に情報系の研究者や技術者はど

た．研究コミュニティの努力が原動力になって，

う対応するのか，その対処方法に情報社会の未

情報システムの有用性，効率の良さが認識され，

来が懸かっていると言っても過言ではありませ

社会のインフラとして情報システムが導入され

ん．この問題をはじめ情報社会で起こり得る多

ました．一通りシステムが導入されると，今度

くの問題は，物が中心であった工業社会が，情

はそれらがネットワーク化され，クラウド化さ

報が中心になる社会に変化する過程が発生源で

れて社会が徐々に変わりつつあります．その中

あり，本質的な問題が多くあります．情報革命

で，世界のデータを整理すると豪語した Google

という言葉が一時期世の中を賑わせていました

が IT 業界を引っ張るようになり，データの価値

が，現在の状況を見ていると正に革命が進行し

の方がハードウェアやシステムよりも大きくな

ており，社会が大きく変わろうとしています．情

り，無料のサービスを提供してでもデータを収

報革命は人間の精神労働を機械に代行させるも

集するビジネスモデルが成立する，いわゆる情

ので，人間を精神的に疲労させます．事実，グ

報社会になってきました．

ローバル化が進んであらゆる人間が忙しくなり，

情報社会では，その社会インフラは当然情報

創造力やイノベーションなどが求められていま

システムが担っているので，人間は社会生活を

す．いくら忙しく頑張ってもそう簡単に新たな

営む時に必ず情報システムを利用します．シス

ものを創造できるわけでもなく，イノベーショ

テムの利用はログという形でデータとなり，膨

ンを起こせるわけでもありません．過度な精神

大な個人データが収集され，蓄積されて解析さ

的疲労は精神疾患につながり，情報革命の負の

れます．これがいわゆるビッグデータです．デー

側面が静かに広がっています．この負の側面を

タに基づくビジネスや政策は従来よりも強力で

どう克服していくべきか，これは技術だけでは

あり，多くの国でエビデンスの収集とその解析

なく社会制度の問題でもありますが，情報の本

による利用，ビジネスや政策の検証が始まって

質を理解している研究者や技術者が中心となっ

おり，もはやこの流れは止められません．この

て考えるべきことです．情報社会における情報

流れの先にどのような社会を作るべきかを我々

系の学会の役割について，再考して頂ければ有

自身が明確にしていかなければなりません．こ

り難いと思っています．

れは大変重要な問題で，これに答えられるのは
3
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【研究会インタビュー】

研究会インタビュー

ソサイエティ人図鑑

No.8

中村維男さん
所属：スタンフォード大学工学部客員正教授
慶應義塾大学理工学部教授
インペリアルカレッジロンドン大学教授
分野：コンピュータ・アーキテクチャ
低消費電力チップ

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

— 本日はよろしくお願いいたします．
いろいろな研究者がいらっしゃる中で私が，こ
のたびインタビューイに選ばれたことで，せっ

とメモリの速度があまりに開き過ぎていて，高
速な CPU に低速なメモリが足枷となるメモリ
ボトルネックにより，運転に必要な計算機の処
理速度に飽和現象を起こしているのです．

かくお互い遠方から来て時間を割いてお話をす

それを私どもの研究では，メモリのスピード

るのですから，建設的な意見が活字になって，学

を概算にして 1,000 倍，3 桁上げることに成功し

会を通して若者に伝わるよう，大事なお話をさ

ました．実際に機器に搭載して動かすこともで

せて頂きたいと思っています．

きます．メモリのスピードが 1,000 倍になった

— まずは，研究の概要についてお聞かせくだ
さい．
私の主な研究テーマはコンピュータ・アーキテ
クチャ，低消費電力チップで，現在は特にマーチ
ングメモリ（記憶情報超高速内部移動形メモリ）

ら，処理が劇的に早くなって反射神経の如く処
理できるようになるため，無人自動車もビジョ
ンを瞬時に理解し，安全な高速走行をすること
ができるようになります．スーパコンピュータ
だって処理速度がもの凄く速くなります．
CPU と同程度以上の速度で稼動するマーチン

の研究をしています．目指しているのは，特に

グメモリによって，計算機として最大の性能を

1980 年来，今日のあらゆる計算機において問題

引き出せるようになるので，特にビジョン系（カ

になっている，
「メモリボトルネック」の解消で

メラ系）やロボット系全ての問題がこの研究成

す．例えば，Google がトヨタのレクサスを使っ

果によって片付きます．70 歳にして世の中ひっ

て無人自動車を走らせていますが，今は高速走

くり返しますよ！

行ができません．なぜだか分かりますか？ それ

この年齢になりましたので，今は個人ベース

は，瞬時に状況を認識するビジョンが追いつか

で自由に動いています．昔は，日米両大学の時

ないからです．また，運転のノウハウも完全な

間軸の下で，コンピュータ・アーキテクチャの研

ものを持ち合わせていません．そのためスピー

究をアーキテクチャグループの主査などしなが

ドを上げられず，高速道路を走れません．CPU

らやっていましたけど，今の方が研究はやりや
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すいです．社会的制約がなくなったので，いろ

ト動作を基にブール代数と言うだけで，ブール

んな研究ができるのです．また，スタンフォー

代数を厳密に説明している本は日本ではまずな

ド大学を中心としたシリコンバレーは研究環境

いです．

も良く，ライバルもいっぱいいますし，最高で

ブール代数っていうのは，本当の数学屋は特殊

すよ．やはりシリコンバレーはレベルが高くて，

なカテゴリーに置くみたいですが，ものすごく

世界ナンバーワンです．全体が生き生きしてい

エレガントな代数構造をした体系ですよ．ジョー

ます．なぜか日本に来るとその研究の雰囲気が

ジ・ブールという人は数理論理学を厳密に体系

感じられません．アメリカの研究者たちはちゃ

づけることをやった一人じゃないでしょうか．抽

んと切磋琢磨やっていますよ．日本はそういう

象代数としてのブール代数が分かっていないと，

意味では甘いです．

いろんな説明ができません．論理学は昔からあ

— アメリカと日本の違いというのはどこにあり

りますが，きちんと記号論理学，数理論理学と

ますか？

してまとめ上げられているのはここからだと思
います．彼がこの代数をまとめ上げる動機がど


1 基礎（数学）学力の必要性

こから来たかというのを考えたときに，私は集

今日は全て一般論でお話しします．まず持っ

合論がベースになっているのではないかと解釈

ている基礎の力，特に数学ですね．私は学問的

しています．ブール代数の発想というのはどう

には，数学がとても好きです．実験はもちろん

見ても集合論なのですが，しかし抽象的なので

大事なのですが，理論は頭の中で考える場がで

す．事実ブール代数は集合代数を普遍化したも

きますので，どう展開したら良いかということ

のなのです．

を考えるのが楽しいです．ところで，数学って

なぜこういうことを言うかというと，こうい

何だと思われますか……？

う基本を知っていないと，闇雲にディジタル回

— 読んで字のごとく，数にまつわる学問ではな

路のスイッチ回路を考えてみても対象がよく理

いのですか？

解できないことがあります．そういう意味にお
いて，ブール代数は特に情報を取り扱う人間に

そのように思われがちですが，それだけの狭

とっては非常に必須な知識じゃないかなと思いま

い世界ではありません．
「ものの考え方」なので

す．しっかりとした数学の考え方を持たず，単

す．自然科学は特にものの考え方が重要なので，

にディジタル回路だからと言って AND・OR・

数学はあらゆる学問の基礎だと思っています．

NOT のゲート回路で組み立てる，ということだ

日本の大学はその基礎が重視されておらず，

けをスタートラインにしてしまっては新しい考

特に工学部の教育には片手落ちなところがある

え方は出てきません．やはり基礎に帰らないと

と思っています．公式などを手段，道具として

いけないと思います．理系の人というのは，死

使ってある実験を説明するとか，数学がそうい

ぬまで数学をやったほうが良いと思っています．

う程度に使われていることです．ですから「コ

あくまで「ものの考え方」なので，どこでも通

ンピューターをやっています」
「ハードをやって

用するのです．

います」と言っている人に，
「ではブール代数っ
て何ですか？」と聞くと，
「ん〜……」と考えて
しまって答えられません．皆，論理回路のゲー


2 大学院教育の重要性

元をたどれば中学，高校の教育にも原因があ
5
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ります．本来中学，高校の数学というのは，噛
み砕いて考え方をシンプルにしているものなの
だとは思いますが，大学学部入試という篩にか
けるためにわざと小難しくしているのです．パ
ターンマッチング的な方法で解いていかないと
時間が間に合わないような問題ばかり出して，
結局希望する大学に入ることができたとしても，
20 歳前で天才が疲れてくたばってしまって，大
学を出る頃には凡人になってしまっているとい
う人が多いのが日本です．どこかで篩にかけな
いといけないので仕方がないところもあります
が，本当の才能は 20 歳過ぎてからどれだけ伸び
るかなのです．日本だけですよ，学部大学とし
て学部を中心に力を入れているから，大学院の
意義が心底分かってないのです．
日本の大学院教育というのは欧米に比べると
非常に貧しいです．17〜18 歳で優秀であった若

ん．アメリカやイギリスなどの大学院では，講

者の，ジェネラル教育までは非常に優秀です．で

義がものすごく充実しています．また，きちん

も，それだけで生涯が保証されますか？

と単位を取らないと研究をさせません．講義の

アメ

リカでは大事なのは「今」です．今の能力の上
向きの姿がどうなの？

質と量が全然違います．

ということが大切なの

です．日本だとトップクラスの大学学部に入る


3 言語能力の育成

と鬼の首を取ったような，一生を保証された時

もっと言わせて頂くと，日本の研究者は英語

代もあったでしょう．でも今からはそうはいき

ができません．これをどうしたらいいと思いま

ません．常に努力しないといけません．現在の

すか？ アジアでもオーストラリア，インド，韓

国際化された世の中では，外国と足並みを揃え

国，特に中国は，ものすごく伸びてきています．

ていくためには，大学卒業してからのアクティ

日本は下がる一方ですよ．見ていると日本語も

ビティをちゃんとやっていかないと，海外と太

良くありません．言語能力がない前に表現能力

刀打ちできないのです．

がないということですよ．訓練されていない．ア

そういう意味においても大学院教育は高度専

メリカはドキュメントを書く力，思っていること

門化されるべきという側面からも非常に大事な

を文章化する，ライティングの力が非常にあり

のです．ところが日本の大学院教育を見ている

ます．また，そのように訓練がなされているの

と，やはりカリキュラムが良くないです．座学と

です．表現能力がすごく必要ということは，研

しての講義の内容がはっきりいって日本の場合

究の成果や自分の思っていることを表現するた

お粗末です．大学院になるとすぐ研究，研究と

めに必要ですよね．表現をどのように行うかと

論文を書かせる方向に行って，きちんとした数

いう方法論すら理解されていないように思いま

学などの基礎を含めた理論教育ができていませ

す．文章を書くのにどういうルールで書くのか

6
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ということすら．まず文章ってなんだというこ

は文部科学省も反省してもらわないと困ります．

とが分かっていないらしくて，文章を作る上で

何でもかんでも形式主義で良いと思っていま

組み立てる方の教育をされていないんです．日

す．それでは駄目です．アメリカの大学は実務

本の大学はそれをちゃんとやらないんです．

です．日本の大学は形式です．その結果条件が

ドキュメントの作り方が全然できていません．

合いません．比較ができません．鎖国の中では

例えば，文と文章の違いすら分かっていません．

それで良いのかもしれないけど，国際競争に勝

文はセンテンスですよ．パラグラフをまず考え

てなくなります．企業もそうです．形式の中で

ていく必要があるのです．まずまとまった思想

育っているから，大企業の社長が組織の運転の

というかトピックというか，パラグラフを作る

仕方，経営の仕方が分からないのです．なぜか

のに中心文となる文が段落の頭にあると，それ

というと，大会社を経営するほどの思慮を持っ

をサポートするような文が続いて，最後にそれ

て判断する能力を育てる教育を受けていません．

らをまとめ，更に次の段落につなげるような文

思慮深くやろうと思っても無理です．

が続くわけです．そういうことを無意識でもで

日本はもともと「商い」はやっていたのです

きるくらい文脈に従って段落を繋いでいって最

よね．技術は「匠」がやっていました．ところが

終的に文章ができるわけです．そういう教育を

現在の世の中は，商いと匠の世界だけではやっ

受けていないので，書く表現能力がありません．

てはいけないほど複雑になっています．商いで

日本語ですらないのに，どうやって英語で書け

世の中動くのは範囲を超えていますし，匠で科

るのでしょうか．

学技術をやれっ，といっても無理です．ものす

私は文部科学省にもう少し目を開けと言いた

ごく複雑で精密なものを動かす時代にいまだに

いです．どのようにして正しい英語教育をやる

大学の中でも商いと匠の世界で終わっています．

かというのを文部科学省が分かっていません．そ

だからどんどんレベルが下がっています．

れが日本の言語教育を駄目にしています．甚だ

日本は日本だけで独自にやると割り切るなら

遺憾です．それで人の前で演説ができますか？

今までの日本でいいでしょう．ところが鎖国をし

書として書き言葉で人に伝えられますか？

て粟と稗くらいを食っている状態から，新しい
発想で文明の力でほかと対抗してインターネッ


4 「商い，匠」から「経営，科学技術」へ

トができるかというと，やっぱり無理ですよね．

日本の大学が，企業戦士を育てる大学になっ

ある程度は特色として持っておけば良いかもし

てしまっているのですね．だからいざ国際競争

れないけど，それだけでは難しいです．国際競

だ，大学ランキングだと言われても勝てるはず

争というなら国際共通のものはきちんとやった

がありません．目的が違うのだもの．本来の目

上で日本の特色を出さないと駄目です．再び鎖

的に日本は向かっていません．悪いことに西洋

国するのなら今のやり方でいいですが，鎖国し

の外観としての形ばかり真似しています．魂を

ないなら今のやり方は間違っています．それが

輸入しないで外観だけ真似して，大学の法人化

できる大学教育というのができていません．

をやっています．大事なのは中でどれだけ大学

— そういう企業戦士育成のための均一的な教

というのは本来どういうものであるかというの
をちゃんと知った上で研究や教育活動をやって

育を受けてきて，なぜ自分の考えを持つように
なったのですか？

いるかということなのに，やれていません．これ
7
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す．アメリカは逆ですよ．実務主義で，全員一
致しているような答えは駄目です．これまでの
日本は右向け右，左向け左の旧式の軍隊式だっ
たらそれで良かったのです．でも今時そんな陸
軍海軍を揃えて，どこに向かっていくのですか．
それが必要なスポーツのようなものもあるけど，
もう少し独創的なもの，ほかにないものを考え
て作り上げていくことを大切にすることが必要
です．
日本は団体村社会なのです．日本人は根をつ
教育するという意味では均一なのだけど，均

めて信念を持って，個人的に真面目なのですが，

一にさせる “させ方” が問題です．基本ラインを

まとまれば良くやるけど，個人的な伸びで見る

学ばせるのは均一で，そこから個性を取り出し

と駄目なのです．まとまったものをやるのは会

てどんどん個性を伸ばす意味での教育をどこの

社なのです．そうなると日本人は，決められた

大学もやってもらわないと困ります．何が均一

ことをきちんとインプリメントする，それはう

か，何に均一かが問題です．個性を伸ばすよう

まいです．ところが自由な発想で新しい概念を

な教育を均一にやればいい，やっていないでは

創って自由にものを作ることができません．こ

ないか，そういうことです．

れも大学に入ったら安泰という，戦後のお粗末

— 国の審議会など，進言をしたりする機会はな

な文化のせいですよ．それに日本は海に囲まれ

いのですか？

ていて絶縁されていて，タコ壺なのです．これ
で良いという緩い妥協があって，努力する競争

ないですね．日本にいると思われていません

が生まれてきません．逆に日本の島の中で，面

から．呼ぶのは文科省の能力です．呼ばれたら

子を保って人の足を引っ張って相対的に差を付

応えますよ．見ていると審議会がいっぱいある

け，都合が悪くなると逃げるということがまか

でしょう，日本に．皆都合のいいことを言ってく

り通っていて，最近もテレビを賑わせています．

れる人を集めています．顔ぶれを見たら分かり

だから世界的に見て飛躍がないのです．

ます．安全な死ですよ．安全にお役所通りに進
めたいためにうまく言ってくれるような人を集
めて会議をやるから，だんだん劣化してきてい
ます．日が経てば役所の仕事は終わりだって感

— 研究のやりがいや面白さは，どういったこと
に感じますか？
人のやらないことをやること，世の中の常識

じでやっています．実務で何も考えていません．

が壊れるかもしれないようなこと，そこに面白

天下りも同じで社会は皆決まっています．それ

みというよりは喜びがあります．そこを常に狙っ

が日本です．だんだんだんだん毎年レベルが下

ているというよりは，性格なのでしょうね．発想

がっています．

を新たにして考えていくと面白いものが出てき

得てして日本のいろんな進み方が形式・権威
主義で，満場一致の皆で渡れば怖くないという
考え方で，答えが全員一致していないと駄目で
8
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【研究会インタビュー】

「ビル・ゲイツはすごい！」とかそういう外観

覚めて自分で進んでいくのをいつなのかちゃん

のみ捉えてワイワイ大騒ぎしますが，その人が

と選択していかないといけないですよね．人間

なぜ現れて，何をどのようにしてやったのかと

の教育というのは，どういう課程を経ようと，置

いう環境条件や必要十分条件がきちんと分析さ

かれた環境で自分の目標を持って進んでいくの

れていません．それが問題ですよ．海外で生ま

が大事です．それを育ててくれるような教育環

れたものを皆良いとします．確かに良いものを

境が必要です．それを 100 人が 100 人できるか

生み出していますよ．でもそれをなぜ日本でで

というと難しいかもしれませんが，そういう心

きないのでしょうか？

自分の置かれている場

づもりをもって信念を持って何かに取り組んで

所を実務的に考えないからそうなるのです．得

いくようにすれば，良い学生が卒業できていく

てして日本では，会社や組織の役員は自分に長

のではと思います．

く給料が入るように保身します．官僚もそうで

大学に入ってからも，自分でずっと先生を探

す．会社が良くなるようなことは役員になると

したようなものです．指導教官を．進路を進め

考えません．したがって，部下がどれだけ良い

ていって，自分が情報関係を選んだ以上はもう

ことを言っても会社全体の利益を考えての先行

超一流を探して師事してっていうことじゃない

投資はさせません．では上司がそれだけの能力

ですか．一流を見ることによって自分もそうい

を持っているかというと持っていません．だか

う方向を目指しやすいから．そうすると新しい

らスティーブ・ジョブズみたいな人は現れない

ものができます．萌芽的である新しいものの考

のです．

え方が湧いてきます．基本的に自分がある意味

— どうして研究者になったのですか？

で決めた道に対して目標を持って進めれば．さっ
きのライティングと同じです．目標を定めて作っ

私はかつて医者になりかける方向に進み，医

ていけばちゃんとした文章が書けるのと同じで

学部も合格したのですが，進まなかったのです．

すね．

なぜ医学の道でなく工学に行ったのかと言うと，

— 最後に，研究とは少し違った趣味や興味関心

やっぱりラジオ少年だったのですね．ラジオとい
う当時のハードウェアをいじるのが好きで，自

はありますか？

分で作っていました．戦後何もない中でレシー

私の趣味ですか．いつも日本航空（JAL）に

バさえ手に入ったら作ることができたのです．あ

乗っては，JAL を改善すべく文句を言っている

と，生ものが嫌いなのです．刺身があまり好き

ことですね．だいぶ改善しましたよ．社長に直

じゃなくて，海産物が美味しい地域に行っても煮

接メールで送っています．国のインフラのため，

物や揚げ物が好きです．生ものが嫌いで血を見

海外インフラのための航空機として，JAL とい

るのが嫌いなので，性格に合わないのです．そ

う会社を良くすることが私の使命です．国際線

れでも医学部を受験したのは，いろいろとあっ

はかれこれ 38 年，多いときで月 4 回乗っていま

たのですね．親の意見とか，育った近くに医者

す．ブラックリストに載っているというか，客

がいなかったというのもあり，また戦後ですか

室乗務員は，私が飛行機に乗るときは，私が乗

ら社会ボランティア的な役割もあるし，お金の

り込むことを全員で予習しているので，雰囲気

問題もあるし，今とは違いますよ．

がピシーッとしています．客室乗務員の非正規

でも，自分で自分を伸ばしていく，自分で目

扱いをするな，最初から正社員で雇えとか勝手
9
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なことを言っていますよ．あのような危険の伴
う仕事はね，本当に本気で夢を持って，気持ち
良く働いている職場にしないといけません．契
約社員なんてとんでもない！

と思うのです．

先日は国際線のパイロットが英語を話せない
ことを指摘しました．離陸した時にある不具合
があって質問をしたのですが，その説明が英語
でできないのです．何かが起きたときにマニュ
アル通りのことはできます．受験戦争によるパ
ターンマッチングで鍛えられていますから．で
もマニュアルから外れたら何も英語で説明でき
ません．国際線ですよ．
そんなことを私は一人でやっています．右も
左もイデオロギーなんて関係ありません．人間
として本当のことを言っているのです．だから
批判ではなく，世を正していくために生産的批
評をいろいろなところでやっている，というの
が今の趣味です．維男の維は明治維新の維です
から．
「日本のインフラを改善するのが趣味」，そ
して「世の中の間違っている事を正すのが使命」
です．

10
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【研究最前線 (SS)】

ソフトウェアサイエンス研究会の紹介
結縁 祥治
名古屋大学

1. はじめに

待講演を除く）．複数のトピックを扱っている発

ソフトウェアサイエンス研究会 (SS 研) では，

表もあるが，筆者の判断で主たる内容と思われ

「ソフトウェア」を様々な側面からとらえ，科学

る内容のトピックに分類した．過去の SS 研の

的な理解を深めることを目的とする．ソフトウェ

紹介における発表傾向 [1] と比較してモデリン

アはコンピュータシステムの変遷に伴って，多

グ・仕様化の発表が増加した．これは，2012 年

様な規模・複雑さにおいて様々な要求に応える

度からの他研究会との共催が影響していると思

ことが求められる．本研究会は 30 年近くの歴史

われる．

を持ち，ソフトウェアの本質を諸側面において

図 1 の分類のほか，研究発表の特徴としては

明らかにすることで，問題の解決にアプローチ

以下のようなものが見られた．計算論の分野で

してきた．対象のとらえ方の多様性のみならず，

は項書換え系を対象とした発表が 5 件であり，難

理論・実践からの幅広い研究を対象とする間口

解言語 Malbolge に関する研究発表が継続して行

の広い研究会である．

われている．ソフトウェア解析の手法としては，

2. 研究会の活動

コードクローンが 13 件，リファクタリングが 6

本研究会は，年 5 回開催している．図 1 に過

件，モデル検査が 5 件，形式手法が 4 件であっ

去 2 年の研究会での発表トピックの分類を示す．

た．他研究会との共催によってシステム制御の

共催（連催）も含めて 211 件の発表があった（招

領域を対象としたモデリングや仕様検証の発表

図 1. トピックごとの発表件数（2012 年度，2013 年度）
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が増加した．

には，時間的過程，方法論，表現手法で大きな

3. 活性化の工夫

隔りがあり，なかなかうまく一致した成果を得

図 1 に示される発表のトピックは多岐にわたっ

るのが難しいのが現実である．しかし，近年で

ている．特定の研究グループに閉じてしまうこ

は，計算機システムの飛躍的な発展に支えらえ

とを避けるために，関連したほかの研究会との

て，様々な制約ソルバの発展のように，原理的

共催を進めている．現在 SS 研では，システム

手法が実践的対象の適用に成功している分野も

数理と応用研究会 (MSS)，知能ソフトウェア工

増えている．このような努力の積み重ねによっ

学研究会 (KBSE)，及び情報処理学会ソフトウェ

て，ソフトウェアの研究は，今後 50 年，100 年

ア工学研究会 (IPSJ-SE) との共催を実施してい

の単位で考えれば，次第に伝統的な「サイエン

る．MSS 研究会との共催では，モデリングと仕

ス」の領域に近づいていけるかもしれない．

様，検証などの分野において，システム制御分

ソフトウェア工学 40 周年の記念講演 [3] から

野の視点を取り込んでいる．2013 年 10 月開催

は，ソフトウェアが研究の対象として意識され

の研究会では，SS 研の初代委員長である片山卓

始めた黎明期には，研究対象の領域はそれほど

也先生の招待講演を実施した．発表に対する奨

広くなく，理論と実践が一体であったことがう

励として，2011 年度から，学生の発表を対象と

かがえた．その後，ソフトウェアが科学的研究

した「研究奨励賞」を設け，毎年 4 名程度の優

対象として興味深いことが認められ，研究分野

れた研究会発表を表彰している．

として成功した分だけ，トピックのダイバーシ

4. ソフトウェアサイエンスの研究

ティが大きくなっている．今後も，ソフトウェア

SS 研の発表を俯瞰すると，大きく分けてソフ

研究が盛んになるとともに，SS 研の対象はこれ

トウェアに対する実践的なアプローチと原理的

からも拡大を続けるのはないかと思われる．一

なアプローチが見られる．前者はソフトウェア

面において，これは SS 研の抱えるジレンマでも

工学に近い分野であり，後者は計算論やプログ

あるが，SS 研は今後も「間口の広さ」を生かし

ラム論に近い分野である．SS 研の「間口の広さ」

て関連研究会との連携を通じてソフトウェアに

は，ソフトウェアという研究対象をキーワード

対する研究を活性化し，互いに新たな見方を得

として，いろいろなアプローチの研究発表を許

ることができる場としていきたいと考えている．
参考文献

容することができる．
この特徴は，広い視野で新たな理解を深める
助けとなる反面，研究分野としてまとまりのな
い状況を生んでいるとも言えなくはない．SS 研
が対象とする分野においては，新たな原理的研
究は実践的裏付けを求め，新たな実践的研究は
原理的裏付けを求めるといった相補的な取り組
みが，イノベーションを生み出す機会となる [2]．
ただ，ソフトウェアに対する実践と原理の発展
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【研究最前線 (SWIM)】

ソフトウェアインタプライズモデリング (SWIM) 研究会
宇田川 佳久
東京工芸大学

1. はじめに
情報通信技術 (ICT) の活用によってビジネス
の方法に革新がもたらされ，企業の業績や成長が
ICT の活用に左右される時代となった．SWIM

技術，情報システム及び ICT 基盤を主要な研究
分野としている．
1) インタプライズのモデル化・実動化・検証
技術

(SoftWare Interprise Modeling) 研究会は，イン

インタプライズを形式的記述でモデル化する

ターネット（イントラネット含む）上で事業活

ことで，必要となるリソース，価値を生み出す

動を営む企業や組織を Internet based enterprise

サービスやモノの流れなどを明確にすることが

（略して Interprise：インタプライズ）と呼び，そ

できる．なお，革新的なインタプライズは潜在

の価値革新を情報技術の力を使って活性化する

的なニーズや市場に対する経営者の洞察力から

ことを目標としている．この目標を達成するた

生まれ，戦略やビジョンとして提示される．本研

めには，経営や情報技術双方の知識や立場を越

究会では，インタプライズの戦略やビジョンな

えた相互理解を醸成するモデル化技術及びモデ

どの事業方針は与えられているものとし，それ

リングフレームワークの研究を促進することが

に続くモデル化技術を活動の中心に据えている．

重要である．

なお，SWIM で対象にしているモデル化技術は，

SWIM 研究専門委員会では，インターネット

インタプライズの記述方法だけでなく，記述し

時代におけるエンタープライズのソフトウェア

たモデルをインタプライズ IS（情報システム）

モデリングを基本テーマに，2008 年度は Web 2.0

によって実動化することに加え，モデルと実動

時代のビジネスモデル，2009 年度は次世代経営

化技術の妥当性や正当性などを検証する技術も

情報技術を重点課題として，インタプライズの

研究対象としている．

ソフトウェアモデリングの研究を行った．2010
年度は，クラウドコンピューティングトライア
ルプロジェクト (CCTP) を発足させクラウド技
術のインタプライズモデルへの適用可能性につ

この分野に関連する研究最前線には次がある．
「インタプライズ改革の基底〜ひとつのビュー
〜」，
「ビジネスモデルの記述に関する一考察」，
「ビジネスデザイン序説〜ビジネスモデルの成長

いて実用性検証研究を行った．2012 年度からは，

〜」，
「インターネット上のビジネスモデル類型

ビジネスモデルを ICT によって武装化するとい

化の新提案」，
「インタプライズモデル化の為の

う観点から「ビジネスモデルを科学する」プロ

BM 反映 BP 設計方法〜検索サービス企業事例

ジェクトを発足し，現在に至っている．

〜」，
「サービスのレベルアップのための施策に

本稿では，主要研究分野とビジネスモデルを

関する一考察」，
「インタプライズクリアチェー

科学するプロジェクトの活動状況 [1] について紹

ンモデルの開発〜古物市場への適用〜」，
「シス

介する．

テム開発における要件定義の効率化について」，

2. 主要研究分野
SWIM 研究会では，インタプライズモデル化

「異種クラウドサービスの仮想的統合」，
「ICT ビ
ジネスモデルの事例研究」．
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2) 情報システム・ICT 基盤開発方法論
インタプライズモデルはマネージメント（経

表 1. ビジネスモデルの類型化案
No

類型候補名

内容

1

ロングテール

少量多品種販売・ニッチ製品販売

2

マルチプラットホーム

複数顧客セグメントの繋ぎ合わせ

ルをソフトウェアとしてモデル化することが課

3

フリーミアム

基本は無料，それ以上は有料

題となる．ソフトウェアモデルを実装に落とし

4

垂直統合

バリューチェーンの延長

5

クラウド

大衆の力を利用

込むために必要なのが，具体的な情報システム

6

顧客インタフェース改善

顧客との関係改善策の提供

7

異業種参入

まったく違う分野への参入

開発方法論である．ICT 基盤としては，従来の

8

チャネル増強

顧客とのチャネルの増強

営）の振る舞いをモデル化したもので，このモデ

Web 利用基盤に加え，クラウドコンピューティ
ングも研究対象としている．
この分野に関連する研究最前線には次がある．
「オープンソースソフトウェア環境を基盤とし
た M2M データ分析サービスシステムの開発」，
「軽量 Web アプリケーションフレームワークとそ
の応用」，「クラウド型遠方監視制御システムの
適用事例」，
「3D 画像読影に対応する医療クラウ
ドモデルの検討」，「上流設計からモデル検査プ
ロセスまでの一貫設計検証環境」，「災害時で利
用される情報システムの障害対策に関する問題

図 1. マルチプラットホームの図式表現

点の考察」，「宮城大学における位置情報サービ
スシステムの試作」，
「CPN による UML クラス

るビジネスモデルである．図 1 は，このビジ

図とステートマシン図間の整合性検証」
，
「BASE

ネスモデルを，利害関係者，サービス/もの/

トランザクションにおけるデータ整合性」．

情報と，対価としての金の流れについて表記

3. ビジネスモデルを科学するプロジェクト

したものである．図 1 の “M” は，ビジネスメ

ビジネスを成功させるためには，ビジネスモ

ソッドを示している．

デルが大きな役割を果たす．ビジネスモデルの

・フリーミアム：特定の期間，機能までは無料

真髄は，どのような価値を，どの顧客セグメン

であるが，それ以上では有料とするビジネス

トに，どのチャネルを使って顧客に提供するか

モデルである．

をモデル化することである．このプロジェクト

・クラウド：ネットを使って大衆の力を集め，ビ

では，ビジネスモデルを企業における儲ける仕

ジネスとするモデルである．T シャツのデザ

組みと位置付け，ビジネスメソッドをビジネス

インをネットで募集して，T シャツ商品化す

モデルの中の ICT で実現される仕組みと定義し

る例がこのモデルに該当する．

ている．
表 1 は，ビジネスモデル・ジェネレーションで
のビジネスパターン [2] をベースとして変更追加
を行ったものである．中でも，ICT を駆使して
いるビジネスモデルとしては，次のものがある．
・マルチプラットホーム：複数の顧客セグメント
をつなぎ合わせて，斡旋手数料や広告料を売
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参考文献
[1] 野地

保，片岡信弘，堀米

明，黒瀬

晋，“ビ

ジネスモデルを科学する報告 006〜ビジネス戦略，
モデル，メソッド階層〜，
” 信学技報，SWIM201323, Feb. 2014.
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ル（著），ビジネスモデル・ジェネレーション，翔
泳社，2014.
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【おめでとう ISS 功労賞・ISS 論文賞】

ISS 活動功労賞・査読功労賞・ISS 論文賞
おめでとうございます
平成 26 年度の ISS 活動功労賞・ISS 査読功労賞及び平成 25 年度の ISS 論文賞の表彰式が，機械振
興会館において 6 月 11 日に開催されました．受賞者の氏名と貢献内容，あるいは論文名を御紹介し
ます（敬称略）．

ISS 活動功労賞
天野 英晴

コンピュータシステム研究専門委員会委員長，リコンフィギャラブルシステム研究専門委員会委員長
としての貢献

相原 威

ニューロコンピューティング (NC) 研究会および ME とバイオサイバネティックス (MBE) 研究会の

斎藤 英雄

パターン認識・メディア理解研究専門委員会活動への貢献

堀米 明

SWIM 研究専門委員会委員長・幹事としての貢献

新見 道治

EMM 研究専門委員会副委員長としての貢献

松井 知子

ソサイエティ誌編集幹事，編集委員長としての貢献

宮川 勲

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献

研究会開催への長年にわたる多大な貢献

井上 美智子

ISS 和文論文誌編集委員としての貢献

内田 誠一

英文論文誌編集委員としての貢献

有吉 勇介

英文論文誌編集委員としての貢献

ISS 査読功労賞
池田 和司

論文誌査読委員としての貢献

堀内 隆彦

論文誌査読委員としての貢献

橋本 学

論文誌査読委員としての貢献

岡部 孝弘

論文誌査読委員としての貢献

浅野 晃

論文誌査読委員としての貢献

井上 光平

論文誌査読委員としての貢献

大下 福仁

論文誌査読委員としての貢献

玉木 徹

論文誌査読委員としての貢献

椋木 雅之

論文誌査読委員としての貢献

佐藤 智和

論文誌査読委員としての貢献

ISS 論文賞
【サーベイ論文】
Computational Models of Human Visual Attention and Their Implementations: A Survey
Akisato KIMURA, Ryo YONETANI, Takatsugu HIRAYAMA
木村 昭悟，米谷 竜，平山 高嗣

2013 年 3 月号 英文論文誌 D
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【おめでとう学術奨励賞】

学術奨励賞おめでとうございます
平成 25 年度学術奨励賞を受賞された方々のうち，情報・システムソサイエティで推薦した 7 名の
方々の氏名，所属と論文タイトルをご紹介します（五十音順・敬称略）．受賞から時間が経ってしま
いましたが，本誌を通じて改めてお喜び申し上げます．

浅井 康博

名大

“監視カメラによる人物画像からの手荷物認識に関する検討”
馬越 健治

NTT

“データ駆動型 BMI のための類似検索技術に関する一検討”
河村 圭

KDDI 研

“単一ループ構成による HEVC スケーラブル拡張方式の一検討”
小矢 英毅

NTT

“誤制御を防止するユーザインタフェース制御方法の検討”
田仲 理恵

NEC

“交通統計データに基づくユーザタイプのモデリング手法”
谷繁 龍之介

名大

“歩行者の見つけやすさ推定の個人適応に関する予備的検討”
槇 俊孝

福岡工大

“カテゴリ階層型検索インタフェースの評価法の検討”
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【おめでとう ISS 論文賞】

人間の視覚的注意の計算モデル
—人の視聴覚情報処理とパターン認識・
メディア理解との接点—

木村 昭悟

米谷 竜

平山 高嗣

日本電信電話

東京大学

名古屋大学

このたびは私どものサーベイ論文 [1] に対し

本サーベイ論文出版に至るまでに，本当に数

て，平成 25 年度電子情報通信学会 情報・シス

多くの好機に恵まれ，様々な方の御協力も頂戴

テムソサイエティ論文賞という名誉ある賞を賜

いたしました．私どもがサーベイを思い立った

り，心より御礼申し上げます．

際に，PRMU・HIP 共催研究会でテーマセッショ

本サーベイ論文で題材とした視覚的注意は，

ン「人の視聴覚情報処理と PRMU の接点」が設

視覚刺激から重要な領域を瞬時に判断して選択

けられていたことが，最初の幸運でした．この

的に情報を獲得する人間の基本的な視覚機構の

研究会では，PRMU・HIP 専門委員会の皆様に

一つです．この視覚的注意を計算機上で模擬す

多大なる御配慮を頂き，一般発表にもかかわら

ることができれば，人間と同様に重要性に応じ

ず特別講演枠で発表させていただく機会を頂戴

て画像・映像中の情報を能動的に取捨選択する

するとともに，正規の制約を大幅に超過する 12

機能を構築でき，数多くのシステムをより高度

ページの予稿 [2] を受領していただきました．更

化できると期待されます．

に，英文論文誌 D 分冊の編集委員会にお声掛け

上記の背景から，視覚的注意を計算機上に実

頂き，研究会での発表内容を英文論文として執

現する計算モデル，及びそのための定量的尺度

筆させて頂く機会を頂戴いたしました．執筆の

としての顕著性の計算手法について，ここ 10 年

過程では，2 名の編集委員，3 名の査読者を含め，

で数多くの研究論文が様々な分野で発表され，長

数多くの方々から様々な観点でのコメントを頂

足の発展を遂げました．その一方で，
「顕著性」

戴し，私どもだけでは到達し得なかった水準ま

という単語だけが一人歩きを始め，論文ごとに

で論文の質を高めることができました．関係者

異なる定義や概念が持ち込まれ，モデルの性能

の皆様には，数々の御配慮を賜りましたことを，

を評価する指標すら確立できない，という弊害

この場をお借りして改めて御礼を申し上げます．

も顕在化していました．
この状況への危機感が，私どもがサーベイを

本受賞を励みに更に研究と本分野の発展に力
を尽くして参りたいと思います．

行った最大の動機でした．各計算モデルが目指

参考文献

す目標は何か？ その目標に向けどのような顕

[1] A. Kimura, R. Yonetani, and T. Hirayama,

著性の概念を導入したか？ その概念を支える

“Computational models of human visual at-

知見は何か？ これらを改めて系統的に整理し
可視化することで，視覚的注意の計算モデルに
関する研究をより健全に発展させるガイドライ

tention and their implementations: A survey,”
IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E96-D, no.3,
pp.562–578, March 2013.
[2] 木村昭悟，米谷

竜，平山高嗣，“人間の視覚的

ンが作れないだろうか？ そのことを，サーベ

注意の計算モデル，
” 信学技報，PRMU2011-255,

イ論文執筆の過程で常に意識し続けました．

March 2012.
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【FIT2014 進捗報告】

FIT2014 進捗報告
境田 慎一
NHK

今年で第 13 回を迎える情報科学技術フォーラ
ム (FIT2014) が，2014 年 9 月 3 日（水）〜5 日
（金）の会期で開催される．今年の会場は，筑波
大学筑波キャンパス（茨城県つくば市天王台）と
なっている．
今回の FIT には，査読付き論文投稿が 93 件
あった．この中から厳正な査読により採択論文
が決定される．更に，最も優秀な論文 3 件程度が
船井ベストペーパー賞に，優秀な論文 7 件程度が

 エクサスケールコンピューティング時代の
大学スパコンセンターの役割
 新しい個人情報保護の枠組みとパーソナル
データの匿名化措置はどうなるか？
9 月 4 日（木）
 自然計算研究の最前線とその将来
 時空間を制限したプライバシー情報保護活
用のための社会基盤の構築に向けて
 新しい時代の情報保護と情報利活用—セ

FIT 論文賞に選ばれる．また，一般論文も含め

キュリティ技術，法律，マネジメント—

た全ての発表の中から FIT ヤングリサーチャー

 電子ポイント（仮想通貨や企業ポイント）

賞が選定される．
昨年の FIT2013 では，新たに FIT 奨励賞が創
設された．これは全ての発表を対象に，座長の
裁量で優秀な発表 1 件以内をセッションごとに
その場で選定する賞であり，昨年は 101 名が選
定された．受賞の機会が多くなり好評であった
ことから，今年も引き続き実施する．

について語る
 イノベーションを生み出すビジネスモデル
に直結した情報システムを構築するには
9 月 5 日（金）
 コミュニティによるものづくりとサイバー
ワールド
 CPS 最前線（仮題）

情報技術分野に顕著な功績のある方に贈呈さ

 The 2nd ARC/CPSY/RECONF High-

れる船井業績賞には，厳正な審査によりマイク

Performance Computer System Design

ロソフトリサーチアジアの辻井潤一氏の受賞が

Contest（第 2 回高性能コンピュータシス

決定している．9 月 4 日の表彰式に続いて受賞

テム設計コンテスト）

記念講演「日本を離れて研究をするために」が
行われる．
FIT2014 ではほかにも，シンポジウム，パネ
ル討論，コンテストなど，多くの魅力的なイベ

また，会期中は企業等による展示会の開催も
予定している．
講 演 プ ロ グ ラ ム や 会 場 情 報 等 は ，以 下 の
FIT2014 の Web ページを御覧頂きたい．

ントが企画されている．

http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2014/

9 月 3 日（水）

なお，次回の FIT2015 は愛媛大学での開催が

 映像符号化・配信技術の最新標準化動向
 移行工学改め引退工学
18
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【フェローからのメッセージ】

無駄と冗長
米田 友洋
国立情報学研究所

1. はじめに
「無駄」という言葉はネガティブな意味で使わ

どが，無駄が多くて長いこと．不必要に長いさ

れることが多いが，場合によっては多少の無駄

にするようだが，不必要や無駄なものを含んだ

が必要となることもある．一方，
「冗長」という

「もの」，ということになろうか．一方で，工学

言葉は，無駄に似ているが，工学の分野ではシ

の分野では，本来必要な部分に，わざと余分な

ステムの高信頼化に欠かせない性質である．こ

ものを含ませて，障害や故障時に役立たせ，シ

れらの関係について考えてみたい．

ステムの信頼性を高める要素技術，という意味

2. 無駄
「無駄」を国語辞書で調べると，
「役に立たな

合いで使われる．この余分なものとしてよく知

いこと．益のないこと．
」などと書いてある．ま

備，ネットワークの迂回経路，誤り検出・訂正

た，
「無駄〜」という言葉にも良い意味のものは

符号の検査ビットなどである．このように，冗

見付からない．しかし，本当に「無駄」は無駄で

長というのは，本来必要なものがあって，それ

あろうか．筆者が小さいころの話であるが，一

に通常時は不必要な物を付加したとき，それ全

見無駄に見えるものも重要な働きをしていると

体を指すものと思われる．
「無駄」を含んだもの

初めて知ったのは，鉄道のレールに隙間がない

が「冗長」ということであろうか．

ま」と記載している．一般的には文章や話を対象

られているのが，システムの構成機器などの予

と，夏にはレールが伸びて線路が曲がってしま

コンピュータの歴史における冗長性の役割に

うということを父に教えられた時だ．最近たま

ついて少し考えてみたい．コンピュータの黎明

たま読んだ文章 [1] で，非常に共感を覚えたの

期には，スイッチング素子としてリレーが用い

は，
『「無駄」という言葉は，
「特定の，単純な目的

られていた．リレーは，電磁石を用いて鉄片を

にとって役に立たないもの」に対して使われて

動かして，接点をオン・オフするもので，接点

いる』という主張であった．逆に言えば，それ以

の接触不良や火花等による接点溶着などの故障

外の別の目的には役に立つかもしれないのであ

が頻繁に生じたそうである．そのため，その当

る．例えば，上記の例では，列車をスムーズに走

時のコンピュータは，そのような接点故障が生

らせるという目的にとっては，線路の隙間は役

じることを前提として，それに耐えるような仕

に立たないが，気温が上がってもレールが曲が

組みが設計時から導入されていた．例えば，日

らないようにするという目的にとっては，線路

本初の実用リレー式自動計算機である FACOM

の隙間は重要な役割を果たすのである．もっと

100 では，
「演算の各過程で計算結果が常に誤り

一般的な例としては，仕事の成功や大学受験と

がないことを確認し，もし誤りがあった場合に

いった目的にとって，いわゆる遊びは役に立た

は，再度演算をやり直し，正しければ演算は続

ないかもしれないが，ストレスを発散させ，や

行され，もし 2 回目も誤りであれば，機械が止

る気を起こさせるという意味では，ある程度必

まり，表示灯に故障個所が明示された」[2] そう

要な場合もある．もっとも，遊びの方にのめり

である．これは，まず誤りを検出できるように

込んではいけないが．

データを符号化し，検査ビットを付け加えると

3. 冗長
「冗長」については，国語辞書は「文章，話な

いう冗長性を利用しているほかに，計算をやり
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直すという時間的冗長性を利用している．なお，

定すべきである．3 重系多数決システムなどで

固定的な故障が生じている場合は，何度計算を

は，故障しやすい構成要素を用いると逆にシス

やり直しても正しい結果は得られないので，時

テムの信頼性は低下する．一方，長い時間使用

間的冗長性は，一時的な故障に耐える手法であ

すると構成要素の故障発生頻度も増加する．し

る．その後，スイッチング素子が，トランジスタ

たがって，長い時間使い過ぎると，冗長化シス

に変わり，VLSI によりコンピュータが構成され

テムの方が逆に信頼性が低下してしまう場合が

る時代となると，システムの信頼性は飛躍的に

ある．3 番目は，いわゆる故障の独立性に対す

向上し，一般的な用途においては冗長性が使わ

る考慮である．上記の 3 重系多数決システムの

れることは少なくなった．しかし，コンピュー

場合，故障が同時に二つのユニットに発生する

タシステムの性能が向上するとともに，非常に

ことを想定していない．しかし，同じユニット

クリティカルなアプリケーションに対しても使

を使っている場合，例えば同じような劣化が進

われるようになり，そのようなシステムにおい

み，ほぼ同じタイミングで複数のユニットが故

ては，システムがダウンすることの代償が非常

障するかもしれない．このような影響を小さく

に大きくなった（場合によっては人命に関わる）
．

するには，異なる構成や機構を用いたユニット

そこで，再び構成要素に故障が生じるという前

を多重化する必要がある．例えば，文献 [3] のプ

提の下で，冗長性を用いてシステムを設計する

ライマリフライト制御システムの図では，3 台

必要性が生じてきた．例えば，ボーイング 777

のマイクロプロセッサとして INTEL 製，AMD

では，マイクロプロセッサ，バスインタフェー

製，MOTOROLA 製を用いることになっている

ス，電源を各々3 重化して 1 台のプライマリフラ

（実機で採用されたかどうか筆者は知らないが）．

イト制御システムを構築し，そのプライマリフ

また，小惑星探査機「はやぶさ」では，様々な

ライト制御システムが更に 3 重化された．また，

冗長性が用いられたそうだが，その中でも興味

アクチュエータ制御ユニットは 4 重化され，油

深いのが，推進剤供給系の多重化バルブに，異

圧・通信システムは 3 系統設けられた [3]．これら

なる 2 種類のバルブ（ラッチングバルブと電磁

は，想定された範囲内の故障が生じても，同機能

弁）が使用されたこと [4] であろうか．

を有する別のユニットが処理を続行することを

5. 最後に

可能とする，典型的な空間的冗長性の例である．
4. 冗長性の落とし穴

冗長性は明確な目的を持って無駄を取り入れ
ることである．一方，
「無駄」は目的に依存する

このように，高信頼なシステム（ディペンダ

ものなので，今無駄と思われることが将来役立

ブルなシステムともいう）を構築する上で，シ

つこともある．無駄は，特に若い人には必要な

ステムを冗長化することは基本的なアプローチ

ことかもしれない．

である．この考え方はシンプルで分かりやすい
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学術へ向かうことの密かな愉悦
前田 英作
日本電信電話

1. 科学の真価が問われている

本稿のタイトル「学術へ向かうことの密かな

企業において基礎研究の運営に責任を負う立

愉悦」を科学や技術ではなく学術としたのは，日

場にあるため，これまで基礎研究の成果が実社

本学術会議による「日本の展望―学術からの提

会に出ていく道筋について分析と考察を重ねて

言 2010」や 1999 年の「科学と科学的知識の利

きた．また，産学官を挙げて「イノベーション」

用に関する世界宣言」（ブタペスト宣言）を念

という言葉が喧伝され，多くの公的資金が投入

頭に置いたためである（文献 [1] 参照）．プラト

される一方で，大学の先生方から大学の基礎研

ンのアカデメイアやアリストテレスのリュケイ

究はどうあるべきかについて意見を求められる

オンがそうであったように，学術の府とは真理

ことも少なくない．実は，基礎研究の価値とは

に対して真摯に，そして謙虚に向き合う場であ

何か，そして，その答えに対する説得力のある

り，真理探究の営為は畢竟自己との知的対話に

説明は何か，という問いは，私にとって学生時代

ほかならない．また，愉悦は enchantment の訳

からの古い課題であった．当時からオーバー・ド

であり，この英語には魔法をかけるという意味

クター問題が切実であった理学部に所属し，産

もある．

業とは何ら結びつきそうもない研究をしている

2. コペルニクス的転回

大学院生にとって，基礎研究は経済的には決し
て見合わないものであったからである．

こうしたことを踏まえて，これからの日本を
担う若い人に是非伝えたいのは科学史を学ぶこ

一方，最近日本を騒がせた科学・技術に関係

との大切さである．科学史とは，決して，科学

する出来事と言えば，理研の STAP 細胞騒動で

的発見と技術の進歩を時系列に並べたものでは

あり，もう少し遡れば，3.11 の福島第一原発事

ない．歴史とは現在と過去との対話であり，過

故を挙げることができるだろう．この二つの事

去を主体的にとらえることなく未来への展望を

件は一見まったく異なる種類の出来事に見える

開くことはできない（E.H. カー [2]）のである．

かもしれない．しかし，この二つの騒ぎとそれ

私たちが学ぶ教科書の記述は，後から整理され

に対する世間の反応を観察して感じたのは，同

た科学的発見と発明の物語であり，研究論文の

じ一つのこと「科学の真価が問われている」と

記述は望む結論に導くように都合よく整理され

いうことであった．
「科学」を技術や科学技術と

たデータと論理である．科学史から学ぶことが

言い替えてもよい．ただし，ここで取り上げた

できることは，私たち自身を主体とした世界の

いのは，よくありがちな「科学の光と影」といっ

見方の歴史であり，私たちが科学的に正しいと

た表層的な議論ではない．人類が綿々と培って

考えていることの脆弱さなのである．

きたはずの科学とは何であったのか，という根

私自身が科学史という学問に初めて触れたの

源的な問いである．そして，科学の真価を問う

は，村上陽一郎先生の著作 [3]，[4] や訳書 [5] に

ている我々自身の見識も同時に問われているの

よってであり，先生が文科系学生を対象に行っ

である．

ていた科学史の授業に潜り込んだりもした．天
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文学を例にとれば，紀元 1 世紀にはプトレマイ

しかそのことに気がついていない．それが，情

オスの天動説は科学的に正しい説であったと言

報技術の「見えないイノベーション」である．

えるし，航海にも不自由はしなかった．一方，16

例えば，パターン認識・機械学習の分野では，

世紀，コペルニクスの地動説はそれまでにたく

この 50 年の間に，パーセプトロン，
（区分的）線

さんあった太陽中心説の一つに過ぎなかった．つ

型識別機械，ニューラルネットワーク（PDP モ

まりコペルニクス的転回などなかったのである．

デル），SVM，DNN（深層学習）とブームが来

科学的に正しいことは時代とともに変遷するの

ては去っていった．個々の技術を適切な対象に

であり，それも多くの場合ゆっくりと変わって

適切なタイミングで利用できるかどうかは，そ

いくのである [6]．この事実は私自身の世界感に

れ技術のどこにその本質があるかを見極められ

コペルニクス的転回をもたらした．

ているかにかかっている．そして，これらブー

原発事故や STAP 細胞騒動など科学技術に関

ムの契機を作り学術分野を先導していった数少

することが大きな社会問題となると，様々な分

ない優れた研究者から学ぶことは多い．それは

野の研究者，技術者が評論家となって自身の見

端的に言えば広く深いその学識であり，学術に

解を述べる．しかし，一口に科学と言っても学

対するぶれない姿勢である．

術分野によってその流儀作法は異なるし，そも

日本では今，更なる科学技術振興が謳われ様々

そも，科学的真理というものが本質的にゆっく

な施策が実施されているが，表面的な付け焼き

りと変遷していくものである以上，たとえどん

刃の技術からは真に価値あるものは生まれない．

な専門家が議論を重ねても統一見解にたどりつ

真理の探究へと向かう情熱と真摯な姿勢の中か

く保証はない．経験豊富な優れた研究者，技術

らこそ，私たちの世界観を変える新概念や大き

者ほどそのことがよく分かっているので，真理

なイノベーションを起こす新しい技術が生まれ

の前に謙虚で真摯なのである [7]．自らの心に嘘

るのであり，そこにこそ，学術の愉しみがある

はつけない．真理探究が自己との知的対話であ

と思うのである．そして，そうした知的営みの

るというのはそういう意味である．

価値を少しでも多くの人に伝えていくためには，

3. 情報技術の「見えない」イノベーション

その愉しさを共有していくことでしか方法がな

たかだか 50 年の情報技術の歴史を俯瞰するだ

いのではないだろうか．

けでも多くのことを学ぶことができる．技術革
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Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
In writing, the words we choose to use make a
diﬀerence. Let’s take a look at some words that
are often poorly chosen in IEICE submissions.
Choose Words Carefully
The ﬁrst group of tricky words includes pairs
that have very similar spelling and pronunciation, causing even native English speakers to
chose the wrong one. These are frequently very
useful verbs:
× We adapted a new method to. . .
× We adopted the standard method by. . .
× We need to assess the remote database.
× After this process, we will access the results.
× Temperature can effect its stability.
× This change can affect a related response.
For each of the three pairs above, the similar words should be reversed to ﬁt the context.
Remember: adopt means to use, adapt means
to modify, access means to get to, assess means
to evaluate, aﬀect means to inﬂuence, and effect means to cause (the latter is rare; also, as
nouns, eﬀect means a result and aﬀect means
an emotion in psychology, again the latter being
rare—easiest solution in 99% of your writing is
to just use aﬀect as a verb and eﬀect as a noun).
Similar to the above pairs is confusion of
its/it’s, there/their/they’re, purpose/propose,
and ensure/assure.
Another source of poor word choice is using a
word that roughly conveys your meaning but is
somehow unnatural, probably due to overly direct or imprecise translation into English from
one’s native language.
In stating a belief, assertion, conclusion or argument, the verb “claim” is often misused:
× We claim that the actual cause is the. . .
 We
believe
(assert /suggest /found /
conclude/are confident ) that the actual
cause is the. . .
For this purpose, “claim” seems too defensive

or confrontational, with a hint of legalism. The
same kind of misusage is also found in expressions with the word “insist.”
Another word usage in papers that seems odd
to me is “decide” with a non-human subject:
× The resulting value of the above equation
decides the amount of applied voltage.
 The resulting value of the above equation
determines the amount of applied voltage.
The ﬁrst sentence is not strictly wrong, but in
technical writing it’s best to restrict “decide” to
decisions taken by people.
The word “with” tends to be used incorrectly
to connect actions that are done simultaneously:
× Our robot lifts the elderly person with
moving gently away from the bed.
 Our robot lifts the elderly person while
moving gently away from the bed.
Better word choice makes your writing shine!
Maybe, Perhaps, a Bit Too Tentative?
Authors can sometimes be extremely cautious
in making assertions, which is similar to the idea
of “hedging your bets”—not going one way or
the other.
While no one wants to be caught making a
wild, unveriﬁable claim, it’s also not good to be
excessively tentative or conditional:
× This method can be applicable to other. . .
 This method can be applied to other. . .
 This method is applicable to other. . .
× We hypothesize that it may be due to. . .
 We hypothesize that it is due to. . .
 We conclude that it may be due to. . .
Keep your uncertainty to a reasonable limit!
Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) The sensor is located in the T3 circuit. . .
2) The sensor locates in the T3 circuit. . .
3) The sensor locates errors in the T3 circuit. . .
(Answers: 1) & 3) OK; 2) incorrect)
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編集後記

【編集委員会名薄】

貴重な時間を割いて記事を御執筆頂きました著者の皆様に感謝申し上げます．作業に当たっては

不慣れな点もありましたが，編集委員会のメンバーから多大なる御支援を頂くことができ，無事にまとめ上
げることができました．
（主担当：名古屋大 渡辺）▼会誌の編集作業は初めての経験でした．皆様の多大な
る御協力のおかげで無事発行までたどり着けました．ありがとうございました．（副担当：IBM 竹内）
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