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【巻頭言】

人の QoL 向上を目指して
鈴木 教洋
日立製作所

2 年半の米国駐在を経て，昨年の 10 月に中央

団の幸福感に相関する「組織活性度」を計測で

研究所に戻りました．米国では，西海岸拠点に駐

きる新ウエアラブルセンサ」について発表しま

在し，2013 年 4 月に米国ビッグデータラボを設

した．幸福の向上は社会の最も重要な課題の一

立し，同 6 月にはブラジル研究所を開設しまし

つであり，人の幸福感は組織の生産性に大きく

た．ビッグデータラボでは，事業部門と連携し，

影響すると言われています．一方で，幸福感や

通信業界向けネットワーク解析ソリューション，

組織の活力を定量化することは難しいとされて

石油・ガス業界向け生産最適化ソリューション

きました．今回，身体運動の特徴パターンから

などを，現地研究者とともに，シリコンバレー

集団の幸福感を定量的に求める予測モデルを見

流のアジャイル開発を取り入れて，開発を進め

出し，
「ハピネス度」として定量化しました．こ

ました．常に前向き，常にアグレッシブなシリ

れを活用し，企業や地域住民の幸福向上に向け

コンバレーのダイナミズムの中で仕事ができた

て取り組んでいきたいと考えています．

ことは大きな刺激になりました．また，ブラジ

一方，
「脳科学」の分野においても著しい進化

ル研究所では，農鉱業向けに生産性改善などの

が遂げられています．弊所にて開発してきまし

ソリューション開発を，現地の大学とともに進

た「光トポグラフィー」を使って，脳の進化の

めています．

過程を解明する試みを進めています．最近では，

さて，日本に戻ってからは，弊社にて注力し

学習のメカニズムや精神の働きが分かるように

ている「社会イノベーション事業」に向けた研

なってきました．これらを活用して，教育，ひ

究開発を進めています．世界各地域にて，人口

いては Human Empowerment に役立てようと考

問題，交通渋滞，水・エネルギー問題，大気汚

えています．

染，インフラ老朽化など，様々な社会問題が起

これらの技術開発を通じて，人の QoL (Qual-

きています．この問題を IT 技術を駆使して解

ity of Life) 向上を図り，各地域社会の明るい未

決していくことを「社会イノベーション」と呼

来に貢献していきたいと思います．

んでいます．中央研究所では，情報通信，エレ
クトロニクス，ライフサイエンス・計測技術の
分野にて貢献すべく，新技術の創生に取り組ん
でいます．特に，人間に関わる「ビッグデータ」
「センシング」
「人工知能」
「ロボティクス」
「IoT
(Internet of Things)」などが，今後，重要になっ
てくると考えています．
最近，日立ハイテクノロジーズと共同で「集
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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.11

木俵 豊さん
所属：国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT)
ユニバーサルコミュニケーション研究所
ソーシャルビッグデータ ICT 連携センター
先端的音声翻訳研究開発推進センター (ASTREC)
分野：情報検索，データベース，ユビキタスコンテンツ

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

— まず，現在の研究についてお聞かせください．

いう装置を設置して，立体映像の伝送実験やそ
れの効果の実証実験等を 2 年位やっています．あ

はじめに，国立研究開発法人情報通信研究機構

と小金井市の本部でも電子ホログラフィーとい

（以下，NICT）の説明をさせて頂きます．NICT

う，様々な SF 映画にも出てくるような夢の技術

は 2004 年に通信総合研究所と通信・放送機構

の研究開発もしています．

という二つの組織が統合されて発足したのです

当研究所では，
「コミュニケーションの壁を越

が，更に紐解けば，逓信省の電気試験所という

える研究」をターゲットにして，様々なプロジェ

1891 年設立の組織がルーツとなり 100 年以上の

クトに取り組んでいます．コミュニケーション，

歴史があります．それらの流れから研究とファン

壁を越えると聞くと，恐らく「言葉の壁」が思

ディングを中心に，ほかにも日本の標準時は実

い浮かびますよね．
「言葉の壁」は最近とても注

は NICT が作っています．東京の小金井市にあ

目されていて，特に東京オリンピックが決まっ

る NICT の本部で原子時計を動かしていて，あ

たのを受けて，昨年 4 月に当時の新藤総務大臣

の標準時を作っています．更には皆さんがよく

が記者会見で「グローバル・コミュニケーショ

使われている電波時計の電波を出しているのも

ン計画」を発表しました．多言語翻訳の技術を

NICT です．ICT は，幾つかの研究所に分かれ

うまく使って世界の言葉の壁をなくしてグロー

ており，各地に拠点があります．私はその中の

バルで自由な交流を実現し日本の国際社会での

「ユニバーサルコミュニケーション研究所」の研

プレゼンスの向上や，東京オリンピックで来日

究所長として，様々なプロジェクトのマネジメ

した方々へおもてなしをしようと大規模なプロ

ントの立場にいます．この研究所には「音声コ

ジェクトが始まりました．9 月には先進的音声

ミュニケーション研究室」「多言語翻訳研究室」

翻訳研究開発推進センター (ASTREC) という組

「情報分析研究室」
「情報利活用基盤研究室」
「超

織を設立し，日本で音声と言語に関する研究を

臨場感映像研究室」
「多感覚・評価研究室」とい

している研究者十数名が集まり，2020 年には最

う六つの研究室があります．京都府精華町にあ

大で 10 言語，非常に精度の高い音声翻訳技術

る研究所のほか，大阪のグランフロント大阪の

を創って世の中に実装するというミッションを

北館に我々が開発した裸眼立体ディスプレイと

負って研究開発を進めています．ICT では既に
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【研究会インタビュー】

「VoiceTra」という，これまでの研究開発の成果

の意見と対立する意見があるか，問題が解決し

を結集して創った多言語翻訳システムを数年前

たような書き込みがあるか等，言語処理の中で

からスマートフォンのアプリとして無料で公開

意味解析をして表示をします．例えば宮城県で

しています．現在は旅行会話をターゲットにし

炊き出ししているのはどこですか？ と聞いた

ているのですが，この VoiceTra の技術をコアに

とすると，それは炊き出しっていうキーワード

して，ショッピングや交通，ホテル，医療など，

で語られていないのもありますよね．カレーを

幅広く使えるシステムを開発し，2020 年までに

作りますとか，そういうのも意味的に同じだっ

オールジャパンの技術で外国人に対しておもて

ていうのも解析してまとめて表示するというこ

なしをする仕組みを作ろうと，ASTREC で企業

とも分析できます．また例えば竜巻が発生した

と研究所が一緒になって多言語の音声翻訳の新

とき，SNS の情報をよく見ていると NHK の報

しい技術を研究開発しています．また社会実装

道よりも 30 分以上前に，ここで竜巻が発生して

までを目指すため，鉄道会社やデパート，ホテ

いるという複数のツイートがあるのです．これ

ル，病院，観光協会などユーザとなる方々にも

を的確に捉えてマッピングしていくことができ

参加して頂いての協議会を作り，今は特別な技

れば，状況を把握することが容易にできて減災

術と思われている多言語翻訳技術を誰もが使っ

や災害後の支援などに役立てられると期待され，

ている一般的なものにするところまでを目標に，

宮崎県などで実証実験も行っています．

このシステムをどう使っていくのかという議論
と実証実験がスタートしています．日英翻訳で
あれば既に大体 TOEIC 600 位の人が翻訳をし

— 研究所長という立場として，どういったこと
にやりがいを感じていますか？

て作る英語の文章と同等の精度になっています

やっぱり一番は，世の中を変えていきたいと

ので，ほかの言語もそれ位のレベルに持ってい

いう思いです．私は昔からアラン・ケイさんの

きたいと考えています．

「未来を予測するためには自分で作ることだ．
」と

もう一つ大きなプロジェクトとして，ソーシャ

いう言葉がすごく好きなのですが，一人の研究

ルビッグデータの活用があります．Web 情報分

者として変えられる未来って小さいじゃないで

析システム「WISDOM X」という，単なるキー

すか．研究室の所長となると皆の力で，色んな

ワード検索ではなく，それぞれの文単位での意

ことで世の中が変わっていく確率が大きくなっ

味的なつながり等もきちんと抽出し，WEB の情

ていきます．そのような立場で携わることがで

報の中から考えられるシナリオを解析して，大

きるというのは非常に嬉しいですね．今多くの

量の言語データの中から価値ある情報を見付け

時間を使っているのは多言語翻訳のプロジェク

るためのシステムを開発しているのですが，そ

トなのですが，この技術が実装されて当たり前

の機能を使って対災害 SNS 情報分析システム

になる世界というのをなんとか実現したい．そ

「DISAANA」（ディサーナ）という災害情報を

のために研究者だけでなく外部の企業も巻き込

分析するシステムを開発し，昨年公開しました．

んでやっています．もちろん責任も大きくなっ

災害情報というと東日本大震災のときに Twitter

てきます．オリンピックの時に使えるようにす

で拡散希望と表記されたたくさんのデータが出

るという大命題があり，時々責任の重さに背筋

てきました．そこにはデマや，例えば避難物資が

が寒くなることもありますが，皆を信じていま

足りませんというつぶやきが拡散して収束せず，

すからね．室長や研究者の方々のことを「この

十分に集まった後も大量に送られてきて困った

人たちなら大丈夫だ」と信じていますから，不

という話がありました．そういったことを，こ

安に負けることはないです．
5
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— 少し遡って，研究者となったきっかけや幼少
期の原体験などお話いただけますか？

れ，2 年半かけて現場の方に気に入ってもらえ
るような試作品まで開発したのですが，ちょう
どバブルが崩壊したことでプロジェクトがなく

子供の頃はものを作るのが好きでした．特に

なってしまいました．その後，ドイツの BOSCH

ものの構造にすごく興味があり，気に入ったお

という会社と神戸製鋼所の関連会社との合弁会

もちゃが動かなくなって直そうとして分解して

社で車のアンチロックブレーキを作っている会

完全に壊したことが山ほどあります．中でも強

社に出向になり，帰ってきたら今度は神戸で阪

く記憶に残っているのは，昔からミニカーの駐

神・淡路大震災が起きたことを受けて郵政省（当

車場のおもちゃがありますよね．スイッチを入れ

時）がスタートさせた震災復興プロジェクトへ

るとエレベータが上がって駐車場に入れるもの

出向することになりました．それまでは開発系

です．小学生低学年の頃それをすごく気に入って

だったのですが，そのプロジェクトでは，基礎研

いたのですが，外で遊んでいたら動かなくなり

究が主な目的であったので，学術的な成果とし

ました．
「きっとこれは砂が噛んでいるに違いな

て研究論文を書くという仕事にどっぷり浸かっ

い」と父親のドライバーを持ってきて分解して，

て，その間に博士の学位も取得しました．

訳が分からなくなって壊したことを今でもはっ

プロジェクトの終了とともに会社に戻ったの

きり覚えていますね．常に機械の構造に興味が

ですが，やはり研究がしたくなって，通信総合研

ありました．また高校生の頃，家庭教師の先生

究所 (CRL) に転職しました．初めは IPv6 対応

からコンピュータを買ったから見に来るか？ と

技術のアプリケーションの研究に取り組み，そ

言われて家に遊びに行きました．当時は NEC の

の流れからユビキタスコンピューティングへの

PC8001 が出たばかりで，記録もテープで「ピー

興味へと移っていきました．学位がコンテンツ

ガーピーピー」と音を立てながら，ベーシック

マネージメントの研究でしたので，ユビキタス

のプログラムを読み込ませた後に，“run” とキー

環境での計算機やネットワークデバイスが出力

を叩いてパッと画面がゲームに変わった瞬間に，

するデータの管理と活用についてなどいろいろ

「これがコンピュータというものなんだ！」と大

と研究をしました．2006 年には内閣府に出向し，

変衝撃を受けました．それから「コンピュータ

そこで科学技術政策のマネジメントなどの仕事

を使うことをやりたい」と考え始め，そういう

をする中で国の動く仕組みを学んで帰ってきて，

方面の学部を探して大学に入学しました．そし

2007 年に情報系の計測系の研究室の室長になり

て，やっぱり機械の構造や，ものを動かすのが

ました．そして 2011 年に現在の研究所長になり

好きで「ロボットを開発してみたい」と思った

ました．

ことから，制御の研究をしている研究室に入り，

— 内閣府での体験をお聞かせください．

学部生，大学院生時代はロボット制御の勉強を
していました．

行った当初は納得できていませんでしたね

卒業後は，大きな圧延機の制御に興味を持ち

（笑）．やっぱり研究がしたくて，正直少しもや

神戸製鋼所に入社しました．新しい制御システ

もやした気持ちを持ちつつ行ったのですが，今

ムの開発などやってみたいなと思って入社した

となれば非常に良かったなと思っています．物

のですが，配属された研究所のチームが情報系

事を見るときの視野がとても広がりました．国

でした．全くの専門外にも関わらず入社 2 年目

の動きや，なぜ我々は研究をさせてもらえるの

には次世代型の品質管理システムの新しいデー

かということもよく分かりました．なるほど国

タベースを開発するプロジェクトを担当させら

の施策というのはこのように考えられて，この

6
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【研究会インタビュー】

ように決定され予算化されていくのか．では自

子供の頃は写真家になるのは一つの夢でしたね．

分たちが国を盛り上げるにはどうしたらいいの

その後，実家を建て替えたときにも暗室を作っ

だろう？ 等と考えるのは新しい視点でした．そ

て趣味として楽しんでいたのですが，阪神・淡路

の中で，自分たちのやることが重要だと思って

大震災で失ってしまいました．暗室がなくなっ

もらう努力が必要だと気付いて，資料の作り方

てからは写真を撮る気力もなくしていたのです

が大きく変わりました．研究者が作るとやっぱ

が，ディジタル時代になってから，また趣味が

り足し算なのですね．あれも言いたい，これも

復活しました．ディジタルカメラで撮って RAW

言いたいと増やしていって，資料がごちゃごちゃ

データをコンピュータで現像して，色や明るさ

になって分かりづらくなります．でも研究者じゃ

等を変えるというのは，昔の暗室を思い出して

ない人に伝えようとすると，言いたいことだけ

面白いです．もし引退して余裕があったら，写

をシンプルに言った方が伝わるのです．つまり

真家の道をセカンドライフで目指してみるとい

引き算の資料の作り方を学びました．また，相

うのが，夢の一つですね．

手にどのように伝わっているのかを意識をして，

写真撮影は「一瞬一瞬の風景を切り取る」と

相手にチャンネルを合わせ，例えば言い方を替

いうのが楽しいです．ビデオ撮影も子供が小さ

えてみようか等を大切にするようになりました．

い頃に撮ったりしていましたが，ビデオ撮影し

私の基本的なモットーとして，人生ですから

ながら旅行をしたときに「あれ，今日何見たっ

色々と意にそぐわないこともありますが，そこ

け？」と我に返ったことがあります．ずっとファ

で腐るのでなく，そこでできる最大限の努力を

インダ越しなので，実際の風景を全然見てない

しようと思って取り組んできました．前向きに

のですよね．逆に写真撮影ではこの風景のどこ

なるとその場でしか得られない色々なものが見

を切り取ろうかとよく観察します．全体の中で

えてくるのですよね．今の研究所長のポジション

本質的な物を見極めて切り取るためには直観が

のときもそうです．言われた瞬間に「嫌です」っ

大事です．そして，あるところをイメージ通り

て断りました（笑）．まだまだ自分自身で研究し

に狙い撃つという意味で狩猟のような感覚です

たいという気持ちも強かったのですが，困難が

ね．これは研究にも言えることで，技術を見た

ある新しいチャレンジほど闘志に火が付くタイ

ときにも全体の中から「これはいけそうだ」と

プのようで，やるからにはちゃんと前向きにで

感じる直観を大事にしていますので，そういう

きる限りのことをやろうと考えて取り組んでい

意味では写真って研究者にとっても結構良い訓

くうちに，今ではこのポジションで楽しさやや

練になるんじゃないかと思います．

りがいも感じています．
— 最後に趣味等ございましたらお話ください．
趣味は写真撮影です．中学校の頃は暗室でフィ
ルム現像や印画紙へのプリントまでしていまし
た．暗室で引き伸ばしをして，現像液の中で印
画紙に映像が出てくるところとか，とても好き
でした．小学校の頃の友達と，空き家になって
いた親戚の家の台所を暗室にして，引き伸ばし
機や現像の道具を買って一緒にやっていました．
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サービスコンピューティングへの誘い
青山 幹雄
南山大学

1. サービスコンピューティングとは
サービスコンピューティングとは，サービス

2. 全てがサービスになる：サービスコンピュー
ティングの研究動向

を基礎とする情報技術の総称である．2000 年に

サービスコンピューティングは，そのプラッ

Web サービスを実現する一連の技術が提供され

トフォーム独立性から，全ての情報システムが

てサービスコンピューティングの基礎が築かれ，

対象となる．Web サービスに始まり，モバイル

それ以後，研究が急速に発展してきた [1]．

サービス，クラウドコンピューティング，ビッ

ここで，
「サービス」とは，コンピュータが提供

グデータアナリティックスとその対象を拡張し

する機能であって，Web 上の共通インタフェー

てきた．現在，IoT (Internet of Things) がその

スを介して遠隔に利用可能としたものである．

7 番目の波とも言われる [2]. 特に，これらの多

共通インタフェースはデータ定義に XML を用

様なサービス化が同時並行に起こることにより，

い，メッセージに HTTP を用いることによって，

そのインパクトが相乗効果を発揮していること

サービスを実装するプログラミング言語や OS な

に留意すべきである．したがって，サービスコ

どの特定のプラットフォームに依存しない，ユ

ンピューティングを軸にして，常に技術の全体

ニバーサルな情報処理のプラットフォームとなっ

像を俯瞰しておく必要がある．

ている．
Web サービスの技術を多数のコンピュータの

図 1 はサービスコンピューティングの研究動
向をサービスの開発，提供，運用のライフサイク

仮想化環境上に展開したものがクラウドコンピ

ルに焦点を当てて簡略にマップしたものである．

ューティングである．サービスをソフトウェアに

DevOps と呼ばれる開発 (Development) から運

留まらず，ハードウェアである CPU やストレー

用 (Operation) までが連続になることによって，

ジまで拡張し，その機能と量を標準インタフェー

開発しながら運用するなどの新たな開発スタイ

スを介して遠隔利用可能にした．この結果，コ

ルが研究されている．

ンピュータが提供できる全ての機能がサービス
として遠隔利用できるようになった．

一方，モバイルサービスや IoT では使用者の
現在位置などの状況に応じたコンテキストアウェ

サービスコンピューティングは情報システム

アサービスの提供が求められている [3]. あらゆ

の所有から利用への変革をもたらした．情報シ

る分野でサービスを基礎とした新たな情報技術

ステム全体を遠隔にかつ必要な時に必要な量だ

の研究開発が求められている．

け利用できる．この結果，情報システム構築の
初期投資が軽減され，かつ，需要の増大に応じ
てリアルタイムにサービスを増大できる．Facebook, Twitter, YouTube などは，いずれも，初
期にはクラウドコンピューティングを利用して
サービスを提供していた．
図 1. サービスコンピューティングの研究マップ
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【研究最前線 (SC)】

3. OSLC と PROMCODE：情報システム開
発へのサービスコンピューティングの応用
サービスコンピューティングを情報システム開
発の基盤へ応用した例として OSLC と PROMCODE がある．OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) はソフトウェア開発ツール
間のデータを RDF により表現し，Linked Data

図 2. PROMCODE アーキテクチャ

として連携するための技術仕様である．IBM な

表 1. サービスコンピューティング関連国際会議

どが中心となって活動しているコンソーシアム
で策定されている [4]．
PROMCODE

(PROject

Management

for

COntracted DElivery) は OSLC を基盤として情
報システム開発の管理データを連携するための
インタフェース仕様である．日本 IBM，富士通，
NEC，NTT データ，日立，野村総研と南山大学
で構成するコンソーシアムで開発している [5]．
図 2 はその全体像を示す．我が国で一般に行われ
ている複数企業による開発を対象とする．各企
業で管理しているデータを RDF 形式の PROM-

門委員会の発足を見た．この結果，サービスコン

CODE インタフェース仕様を介して連携できる．

ピューティングの研究成果を発表し，討議する場

本仕様は 2013 年 10 月に公開され，自由に利用で

ができたことはこの分野の発展に大変意義のあ

きる．更に，このインタフェース仕様を国際標準

ることである．しかし，表 1 に示した国際会議に

とするため，情報技術の国際標準化団体 OASIS

おける我が国からのプレゼンスは，まだ低いと言

に TC が設置された [6]．仕様は 2015 年に標準

わざるを得ない．サービスコンピューティングは，

化される見込みである．

現在の，そして今後の情報システムシステムの基

4. サービスコンピューティングの研究コミュニティ

盤として重要な分野であることから，多くの方々

サービスコンピューティングをテーマとする

が本分野の研究へ参画されることを期待する．

主要な国際会議を表 1 に示す．
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IWAIT2015 会議報告
小池 淳
成蹊大学

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 18 回目の開催となる今回は，International

図 1. 会場玄関の様子

Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA)
との共同開催で，台湾台南市の国立成功大学
(National Cheng Kung University) を会場とし，
2015 年 1 月 11 日〜13 日の 3 日間にわたって開
催された（図 1）．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 152 件，参加者は約 200 名であった．

図 2. オーラル発表の様子

基調講演では，谷本正幸 名誉教授（名古屋
大学），Dong Seung Kwon 博士 (Managing Director, ETRI, Korea)，Irwin King 教授（香港中
文大学）からそれぞれ「FTV (Free Viewpoint
Television)」，
「Hyper Connected Networking Infrastructure」，
「Big Education in the Era of Big
Data」についての講演があった．大変興味深く，

図 3. ポスター発表の様子

示唆に富んだ内容で，質疑も活発であった．
一般講演は，テーマ別に構成された 26 のオー

かつボリューム満点の台湾郷土料理を囲んでの

ラルセッション（5 会場）と 3 回のポスターセッ

バンケットが催された．乾杯の発声を皮切りに，

ション（1 会場）に分かれて行われ，終日熱心な議

各テーブルでの会話も盛り上がり，地元伝統の

論が交わされた（図 2，図 3）．ポスターセッショ

演奏や歌などを堪能した．IWAIT 伝統の和やか

ンでは，冒頭に 1 分間のショートプレゼンテーシ

な雰囲気の中，大盛況のうちに幕を閉じた．

ョンも企画され，自分の興味に合ったポスターを
効率良く見付けることができると好評であった．
また，2 日目の会議終了後には，非常に豪勢
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次回 IWAIT2016 は，2016 年 1 月 6 日〜8 日に
韓国の釜山での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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【ソサイエティ活動】

2015 年総合大会報告
境田 慎一
日本放送協会

3 月 10 日〜13 日に立命館大学びわこ・くさつ

野の発表の審査に対応頂いた．審査の結果，7 件

キャンパスにて電子情報通信学会総合大会が開

（表 1）が選出され，ISS 安浦寛人会長より賞状

催された．ISS では以下の企画を実施した．
• ソサイエティ特別企画

と副賞が授与された（図 2）．今回の受賞 7 名中
4 名が女性研究員で，女性の目覚ましい活躍が浮

学生ポスターセッション

き彫りになった．受賞の皆様にお祝い申し上げま

ビッグデータとロボット—法律と倫理の

す．また，学生ポスターセッション開催に際し，

観点からのサービスの在り方—
• チュートリアルセッション
若手による高性能コンピュータシステム

発表された学生の皆様，指導に当たられた先生
方，参加者の皆様，審査員の皆様，立命館大学の
先生方，並びに事務局の皆様に感謝いたします．

の最新動向解説
• 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 2015〜社会を元気にす
るスポーツとヘルスケア〜
• シンポジウムセッション
COMP-ELC 学生シンポジウム
劣通信環境下での自律分散協調システム

図 1. 学生ポスターセッションの様子

特別企画の学生ポスターセッションでは 268
件の発表があり，3 日間の開催期間中に発表者と
聴講者あわせて約 450 名が参加した（図 1）
．3 日
目の 12 日には 116 件の優秀ポスター賞への応募
発表に対して厳正な審査がなされた．今回の審
査では，ISS の運営委員，総合大会座長のほか，
基礎・境界，通信，エレクトロニクス各ソサイエ
ティの正員にも審査に加わって頂き，幅広い分

図 2. 優秀ポスター賞受賞者

表 1. 優秀ポスター賞発表題目と受賞者名
感覚刺激および生理的磁気刺激を組み合わせたドライバ覚醒手法における覚醒持続時間に関する実験検証

小島茂也（名城大）

評点情報と局所情報の組み合わせによる評価表現辞書の精度向上に関する研究

加藤さやか（名大）

サポートベクターマシンを用いたがん細胞の認識検証

重本昌也（大島商船高専）

画家の作風を考慮できる絵画風画像自動生成システム PAINT-IT の提案

斎藤 翠（横浜国大）

A study on discomfort reduction based on ANC and auditory masking for factory noise

伊藤瑠美（立命館大）

コード進行を用いた和音構造付与に基づく歯科治療音の快音化のための制御音の検討

大塩祥剛（立命館大）

櫛形ノイズによる携帯電話通話中のプライバシー保護とその性能評価に関する基礎的研究

山田望未（筑波大）
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おいでんか FIT2015！
（FIT2015 にいらっしゃい！）
小林 真也
愛媛大学

第 14 回情報科学技術フォーラム (Forum on

場所を取り入れた 25 を超えるサイクリングコー

Information Technology 2015；FIT2015) が，愛

ス「愛媛マルゴト自転車道」など，研究活動や

媛大学で開催されます．

ディスカッションに疲れた身体，頭脳をリフレッ

会期：2015 年 9 月 15 日（火）〜17 日（木）
会場：愛媛大学 城北キャンパス
（愛媛県松山市文京町）
御存じのように，情報科学技術フォーラムは，

シュする場所やアクティビティが一杯あります．
松山市は，松山城を頂く「勝山」（通称「城
山」）を中心に市街地が広がっており，会場であ
る愛媛大学城北キャンパス，懇親会会場，観光名

情報処理学会と，電子情報通信学会の情報・シ

所，宿泊施設，四国随一の飲食街が勝山を取り

ステムソサイエティとヒューマンコミュニケー

囲む市内中心部に集積するコンパクトシティで

ショングループが合同で開催している，我が国

す．昼の疲れを癒やす温泉入浴や食事には，勝

最大規模の情報・システム分野の全国的な学術

山を周回し，道後温泉にも伸びている「ちんち

研究集会で，優れた研究や活動の報告，活発な

ん電車」
（路面電車）に乗るもよし，心地よい気

情報交換が行われています．

候を楽しみながらの散策もよしと，街自体も楽

愛媛大学城北キャンパスのある松山市は，
『い

しんで頂けます．

で湯と城と文学のまち』として知られており，日

市街地からリムジンバスで 15 分ほどの松山

本最古の温泉「道後温泉」や現存 12 天守の一つ

空港へは東京，大阪のいずれからも毎日 10 本

であり最後の城郭建築といわれる「伊予松山城」
，

以上の定期便があります．名古屋，福岡，鹿児

俳人正岡子規の世界を通して松山や文学に誘う

島，沖縄からも就航しております．また関西か

「子規記念博物館」など，多くの名所を有する都

らは，高速バスで，広島からは高速艇でお越し

市です．小説「坂の上の雲」で有名な秋山好古・
真之兄弟の出身地として御存じの方も多いかと
思います．
更に，愛媛県内には，自転車や徒歩で瀬戸内
海を縦断できる「しまなみ海道」，西日本最高峰

頂けます．
会場となる城北キャンパスでは，無料の公衆
無線 LAN サービスとして県内に展開されてい
る「えひめ Free Wi-Fi」が利用でき，快適な環
境で，研究報告，情報交換をして頂けます．

「石鎚山」，東洋のマチュピチュと称される「別

また，瀬戸内の鯛，太刀魚にタコ，豊予海峡の

子銅山遺構」，清流四万十川源流にある「滑床渓

サバとアジ，南予のカツオにヒオウギ貝といっ

谷」，日本農村百景の「遊子段畑」，これも現存

た美味しい魚介類，じゃこ天，甘とろ豚に媛っ

12 天守の一つとなる「宇和島城」と庭園「天赦

こ地鶏，鯛飯，いもたき，と書き切れないほど

園」
，1916 年落成の歌舞伎劇場「内子座」
，断崖と

たくさんの美味しい食材と料理，県内 80 を超え

亜熱帯植物そして遠く九州を一望できる「髙茂

る蔵元の誇るお酒とおなじみのミカンジュース

岬」，ダイビングや海中展望船で珊瑚と熱帯魚を

が，研究仲間との意見交換をより活発で楽しい

楽しめる「宇和海海域公園」，更には，これらの

場としてくれることでしょう．
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【フェローからのメッセージ】

小説的学術論文と研究発表のすすめ
フェロー 川越 恭二
立命館大学

はからずも本会フェロー称号を頂いた．御支

の話とはいえないことも子供心に経験しました．

援と御尽力頂いた諸先生方に深く感謝する．企

月日が経って，研究成果を論文にまとめるこ

業 20 年と大学 17 年間での研究，開発，教育，学

とになりました．でも，すっかり「面白く」書

会活動だけでなく，企業での事業企画・立上げ

くという読み手中心の重要性を失念してしまい，

のみならず販売部門でのサービス開発を行った

「書かないといけないことを書く」書き手中心の

小生が，フェロー称号を頂けるとは青天の霹靂

スタイルで書いてしまいました．以降，いろん

であった．

な論文を書いたのですが，執筆数十年後に読ん

ISS ソサイエティ誌から「フェローからのメッ

でみると全く面白くなく，書いた本人自ら読み

セージ」の執筆依頼があったが，すぐにお引き

たいという気が起きないようなダメ論文だと気

受けした．同時に，依頼文には「である調で」の

付いてしまいました．

文章という指示があった．しかし，テンプレー

2. 読んでみた（序）

トは「ですます調」で記載されていたし，私は

最近，小説を読むことが多くなりました．先週

「ですます調」で語りたいので，以降，
「ですま

に読んだ小説は誉田哲也氏の「ブルーマーダー」

す調」で書いてみます．

です．刑事の姫川玲子が活躍する警察小説です．

で，どなたを対象に書こうかと考えたとき，や

導入部の文章がうまく，導入部数頁だけで引き

はり将来性のある若い研究者へだと思いました．

込まれそうになる小説でした．私にとって導入

特に修士・博士課程の大学院生や博士を取った

部が興味ある小説は，導入部の文章が優れてい

ばかりの勢いある若手研究者に向けての引退間

るだけでなく，導入部の独創性（意外性）が極

近の戯言を書きたいと思いました．内容は，小

めて高いようです．東野圭吾氏とかの小説は導

説的研究発表？

入部がすごく工夫されています．

1. 書いてみた（序）

「学術論文も小説と同じだ」と書くと強烈な批

私が小学 6 年生のとき，初めて A4 サイズ数枚

判が出そうです．
「小説は芸術だが論文は技術文

の物語を書いた記憶があります．自分なりに面白

書である」とか，
「論文には小説のような感性は

さを意識して書いたと思います．もちろん，小説

不要だ」とか，
「論文はより論理的」だとか．確か

と呼べるものではありません．小話のようなも

にそういう視点もあるでしょう．
「学術論文も小

のでした．まず，遠足のバスの中で友達数名に読

説と同じだ」という仮説への反例は容易でしょ

んでもらいました．
「面白い」や「つまらない」な

うが，物事は多様的でいろんな角度から見るこ

ど，いろんな読書の感想をもらいました．この感

とができます．必ずしも否定できないという視

想をもらうのが楽しみとなり，その後 2 編の物語

点も面白いのでしょう．では，小説的学術論文

を書きました．そのとき，友達に「面白い」と読

というのを考えましょうか．

んでもらうためには，
「あっと驚く意外性」と「こ

3. 書いてみた（再）

れまでにない独創的な話」や「順序だてて書かな

私は高校まで国語に関する授業が嫌いでした．

いと理解してもらえない」ことなどを理解しま

それで理系を選択しました．国語，古文，漢文，

した．漫才やコントと同様，オチがないと関西人

英語など言語に関する学問全てを好きになれま
13
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せんでした．例えば，百人一首を記憶する夏休

究分野のトップ国際会議の論文の導入部を御覧

みの宿題では，たった 10 首程度しか理解できま

になってください．

せんでした．笑い話ですが，紀友則の「ひさかた

また，発表でも一流の国際会議での発表はよ

のひかりのどけき春の日に〜」の和歌も「光＋

く練れています．いわば，映画の予告編のよう

のどけき」ではなく，
「光の＋どけき」と記憶し

な講演です．詳細な説明をするよりも，どうい

てしまいました．

う問題をどういう考え方で解いてそれがどうい

月日が経って，企業から大学に移って論文を

う効果があったのかを，視覚に訴えた講演になっ

再び書くようになりました．研究した成果を論

ています．それを聞くと論文を確かに読んでみ

文として発表する機会を学生に与えようと思っ

たくなります．

ても，学生自身で書いた論文はなかなか採択さ
れません．そこで，裏方で学生の論文を書いて

5. 伝えてみた（序）
私は，数年前より科学技術表現という大学院

みることにしました．素材はありますので，素

授業を担当しています．これは，大学院生に日

材をどう編集して小説に仕上げるかに注力すれ

本語論文作成法と発表法を講義と演習で教える

ばいいわけです．読み手中心の論文執筆に専念

科目です．講義準備段階で様々な教科書や Web

することできるわけです．

を眺めてみました．その中で最もインパクトの

導入部の工夫，読み手中心の構成，枝葉末節の

あったものは，昔のテレビ番組である「トリビア

削除，大幹の強調などでプロットやストーリー

の種」のやり方を使用したプレゼンテーション

を明確にします．ここまでで小説的論文執筆の

です [1]．名乗り → 問題提起 → 問題定式化 → 過

半分は完成です．残りは，全体のバランスを考

去研究引用 → 理論提示 → 実験方法提示 → 実験

慮した割付けです．段落単位まで落とし込みま

→ 結果要約 → 将来課題の流れで発表するとい

す．そうすると，何行分で幾つの文を書けばい

うものでした．各々を数行で記述するだけで素

いかが明らかになります．そうすれば，文才の

晴らしいアウトラインが完成してしまうのです．

ない私でも一つひとつの文が自然に書けるよう

振り返ると，私は企業で研究以外の変わった業

になってきます．論文が採択されるか否かは査

務にも長期間従事していましたが，製品や新事

読者が導入部を興味持ってもらえるかで決まる

業を紹介する講演機会が何度もありました．講

と割り切りました．興味を持ってもらってなんぼ

演といっても研究発表ではなかったので，顧客

なのです．でも，内容は所詮学生の素材ですが．

である聴衆の視点での講演を心掛けました．恐

また，会社時代に同僚に質問されたことがあ

らく，それは映画予告的かつトリビアの種的講

ります．私の文章執筆の早さを見て，私が多作

演だったと思います．

である秘訣は何かというものでした．他人から
は，溢れるように文章がほとばしり出て短時間

6. 伝えてみた（再）
研究成果の発表には，内容にふさわしい国際

で文書が完成するように見えたのでしょう．し

会議を選択することも重要です．大きな成果は

かし，文章を書き始めるまでにかなりの時間を

一流研究者が参加する場で訴求し，小さな成果

費やしていたのです．この時間の重要性はもう

はそれなりの会議で伝え多作しましょう．与え

お分かり頂けたことでしょう．

られた頁数がなくなりました．残りはお会いし

4. 読んでみた（再）
データベースでのトップランク国際会議の一

た時に語り合いましょう．

つにデータ工学国際会議 IEEE ICDE がありま

した．今後の研究発表の参考になれば幸いです．

す．最新の ICDE の論文を見てみますと，Ab-

参考文献

stract と Introduction がとても魅力的に書かれ，

[1] 中田

読もうという気が起きます．一度，御自身の研
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【コラム】

Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
In writing, words are the basic building blocks
used to present ideas in a form that can be understood and distributed. A single idea is normally embodied in a structure of words called a
sentence; related ideas are then structured into
a topic, written as a paragraph.
Paragraph Power: Use It!
Paragraphs play a key role in clarifying a document’s ideas, since they show which ideas (sentences) belong together, the order of ideas within
each topic (paragraph), and the order of topics
within the paper or a major section of it.
Non-native writers of English produce three
main kinds of bad paragraphs: too short, “semiparagraphs,” and too long.
The ﬁrst type of bad paragraph is not so common in technical or academic papers but often
appears in other types of documents like manuals, reports and proposals. If paragraphs are
only a single sentence, it is diﬃcult for the reader
to understand which ideas belong together, thus
hurting overall readability.
In some cases, authors of tech papers start a
whole new paragraph for a short sentence that
introduces a list, equation, or table. This is usually unnecessary when such content is closely related to the preceding paragraph.
A “semi-paragraph” (my own term) appears
most often in correspondence, especially e-mail,
where paragraphs are separated by a line space
made by two returns. This non-paragraph occurs when the writer begins the next sentence on
a new line but doesn’t really start a new paragraph with a space above it. Such formatting
not only looks bad but also reduces clarity by
losing the power of a real paragraph.
In technical papers, the biggest paragraph
problem is big paragraphs. Having only two
paragraphs in the Introduction, for almost all
IEICE papers and even most IEICE letters, is
simply bad formatting.
A typical case of “overweight” paragraphs involves describing previous works that have at-

tempted similar studies to your paper. Generally, the various approaches can be grouped
into rough categories: References [1–5] used A
method, [6, 7] used B, and [8–10] used C. You
can either write about all three methods, i.e. ten
previous papers, in one huge paragraph or divide
the approaches into the main methods, for three
manageable paragraphs.
Of course I recommend the latter style. A
paragraph that goes on for most of the length
of a column not only seriously hurts readability
but also discourages the reader from reading.
Making the eﬀort to break up huge paragraphs
is work that is well rewarded. Your ideas become
better organized, connections become clearer,
and key points become easier to spot. In short,
your readers win.
Attracting “interest” & “attention”
In promoting an issue’s importance, usually in
the Introduction section, a useful technique is to
mention that it has attracted much “interest” or
“attention.” In such expressions, never use the
plural form of these words:
× Many researchers have shown interests
in. . .
 Many researchers have shown interest
in. . .
Another error is to miss the subtle distinction
between “pay attention” and “give attention”:
× . . . also paid attention to preprocessing
the. . .
 . . . also gave attention to preprocessing
the. . .
These are nearly the same: Both convey “carefully observe,” but “give” additionally implies
subsequently doing something.
Grammar Questions? read@kurdyla.com
Mini Quiz: What’s Wrong?
1) From this reason, we decided to. . .
2) For this reason, we decided to. . .
3) From these results, we decided to. . .
(Answers: 1) “For this”; 2) OK; 3) OK)
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平成 26 年度 情報・システムサイエティ組織図および運営委員会構成（敬称略）
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編集後記

【編集委員会名薄】

多忙な時期に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

な点も多々ありましたが，編集委員会の関係者から多大なる御支援を頂き，期限内にまとめることができま
した．
（主担当：東京工芸大 宇田川）▼関係の皆様のご協力を賜り，何とか発行までたどり着くことができ
ました．ありがとうございました．
（副担当：東京高専 小嶋）

17

