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【巻頭言】

運を引き寄せる
岩間 一雄
京都大学

「なんだかんだ言っても世の中結局は確率です
よ．
」これは私が学生のときに聞いた矢島脩三先
生の言葉であり，強く心に残っている．

高い頻度で確実に起こるのである（パチンコで
木箱一杯にしている人，結構いますよね · · · · · ·）
．
前にも言ったが，確率の最大の利点は最悪ケー

バブルの頃までは，我が国の電気メーカーは

スを回避できる（アドバサリをだませる）こと

何千人という大卒を（ほとんど不見転で）毎年

である．先生が試験問題を作るときは当然過去

採用した．なんでそんなに要るんですかという

10 年の出題を振り返る．それを吟味した上で今

私の問いに対する知り合いの返答：
「結局ものに

回の問題を何にするかを慎重に考えるし，学生

なるんは何十人に一人や．そのものになるんを

も当然過去 10 年の出題を見てやまを張る．そこ

一定数確保するためにはそのくらい必要なんや

でランダム性を取入れられない先生は簡単に賢

な · · · · · ·」これもやはり印象的だった．

い学生の餌食になってしまう．投手の配球も全

私の専門であるアルゴリズムにおいても，結

く同じである．パスワードも乱数を使えと強く

局最後のリゾートは確率である．上手いやり方を

言われる．しかしランダムな列は憶えられない．

思いついてもしばしば思いも寄らない最悪ケー

そこで「部分的に」乱数を利用するテクニック

スにやられてしまう．その点確率は嘘をつかな

を使える人が賢い人なのである．

い．計算（間違っていなければ）通りのメリッ

最後は本題の「成功確率」である．確率は確

トを必ず供給してくれるのである．このことは

率であるから上げることは簡単ではない．しか

実世界でも同じで，最後は神頼みになってしま

し，世の中には普通の人から見れば望みがない

う．だから「できるだけ成功確率を上げるよう

ように見えても，よく考えれば意外に成功確率

に振る舞え」と説教されるのである．しかし確

の高い事例がある．賢い人はこういった問題を

率，特にアルゴリズム（=生活の場面場面）で

選んでアタックして，しばしば成功して，多く

有用な確率はそれほど単純ではない．

の素人から褒められる．逆に簡単に見えてもよ

例えば平均（確率変数の期待値）のことは多

く考えると上手くいかない可能性が結構高い事

くの人が知っているが，偏差や分散のことは知

例もある（できて当たり前，できないと轟々と

らない人が多い．この偏差や分散（の期待値）が

非難される）．こういった問題はできるだけ避け

意外に大きいことをアルゴリズムではしばしば

たいが，そうとばかりも言っていられない．そ

利用する．実はテキ屋さんの商売（アルゴリズ

んなときに一部の人は「細工」をするのである．

ム）でも同じで，普通の人は簡単にだまされて

つまり，成功確率を低く見せる何かを付け加え

しまう．

る．もちろん，そのことによって失敗すること

等確率で上下に移動するランダムウォークの

もあるが，大抵の場合は成功して喝采を受ける．

ことは多くの人が知っているが，確率が偏った

長嶋が何でもないゴロを猛然とダッシュして捕

ランダムウォークは（高い方に行きがちであろ

球したのは有名な話である（たまにエラーする．

うという大雑把なこと以外）知らない人が多い．

チームにとってはたまったものでない）．

実は確率が低い方へも（まれにではあるが）行
くこともあるし，このまれなことは直観よりは

周りを見るとこういう人ってわりといますよ
ね，結構出世している · · · · · ·．
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研究会インタビュー

ソサイエティ人図鑑

No.13

松原 行宏さん
所属：広島市立大学情報科学部知能工学科

教授

分野：知能情報学，感性情報学，教育工学，科学教育

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

— まずは現在の研究についてお聞かせください．

呼ばれる学習用ソフトが多く開発され，パソコ
ンの家庭への普及と相まってブームになりまし

始めに研究会の話からさせて頂きます．私は

た．1990 年代にはインターネットや無線 LAN

電子情報通信学会の教育工学研究会（以下，ET

などの情報通信技術が発展して，それらを活用

研）の委員長を 2015 年度から担当しています．

して学ぶ仕組みを「e ラーニング」と呼ぶように

本研究会は 1967 年に発足し，これまで教育，学

なりました．今や初等/中等教育機関などに情報

習の場における様々な理論や支援技術を開発し，

機器を導入して学習や勉強に活かすということ

多くの成果を教育の分野に還元してきました．私

が当たり前に行われており，その研究が教育工

で 19 代目，2 年後の 50 年の節目に向けて，様々

学の主要トピックの一つとなっています．私た

な取組みを進めています．年 9 回ほど開催して

ちの研究のスタンスとしましては，各種ソフト

いる研究会では，毎回様々な発表があります．発

の研究開発を続けていく一方で，次の 10 年間で

表内容が多種多様な分野に広がっていますので，

使われそうな新しい「技術」と「デバイス」を

「おや？ 普段聞いている話と違うぞ？」という
発表が出てきますが，実はそういう研究はその

活用した学習支援システムの研究に取組んでい
ます．

ときは違和感があっても後で考えてみると新し

まず新しい「技術」ですが，私たちは特に力

い可能性を秘めている場合があります．そうい

覚に関するリアリティーを提示してあげるよう

うものを見逃さず積極的に取上げ，議論を活発

な技術にスポットを当てています．例えばボー

化させて次につながるよう，委員長になってか

ルを上にぽんと投げるとき，実際は手に力を感

らは心掛けています．

じながら投げます．そしてボールが上がって落

さて，私が現在力を入れている研究を二つ御

ちてきて手で受け取るとき，衝撃力を受けます．

紹介したいと思います．一つ目は，タブレット

そのような力覚を感じることができるような装

端末と VR/AR，特に力覚提示技術を活用した

置を学習に活用にしたいということです．単に

学習支援の研究です．1980 年代頃，コンピュー

画面上にシミュレーションを数字とともに映像

タでいろいろなマルチメディアが使えるように

で出してあげるという従来のような形も，それ

なり，
「CAI (computer-assisted instruction)」と

はそれで良いのですが，実際にボールを投げて
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受け取るような力を手に感じられたら，より実

できます．学校だと実際の物を使って実験でき

実験に近くなります．

ますが，個人で家に帰ってやろうと思ってもで

次に新しい「デバイス」です．少し前までは，

きません．こういう装置があると家庭内で実験

パソコン教室などに集まって「この教材を見て

に準ずるような実験が可能となり，物理法則な

ください」と言いながらやっていましたが，今

どを自分なりに理解・把握していくことができ

やタブレット端末や携帯端末などを使って学習

ます．自分で様々な法則を「見つける」感じで

するシステムが当然のようになり，各学校の授

すね．このような学習を「発見的学習」
「体験的

業や最近話題のフューチャースクール事業など，

学習」と言います．

いろいろな教育現場で導入されています．この

二つ目は，クラウドと人工知能の技術を使っ

ように広く普及してきている新しいデバイスや

た知的学習支援の研究です．知的 CAI あるいは

端末をうまく活用して，次の世代のクラスルー

ITS (Intelligent Tutoring System) と呼ばれるも

ムの学習を支えるシステムの提案を行いたいと

のなのですが，例えば子供に算数を教えるとき

考えています．

に「この例題を解いてみて」と問い掛けます．当
然子供は間違えたりしますよね．人間の先生の
場合，この子がどんな間違いをしているのかと
いうのを，ほかの問題を解かせて観察して「こ
ういう考え方で間違えたのか」と診断し，
「そこ
はこのように考えるから，答えはこうなるので
すよ」と教えることができます．昔の CAI シス
テムでは「500 − 65 ＝ 435」と答えれば「正解
です」，
「500 − 65 ＝ 565」と答えると「間違い
です」とただ表示するだけでした．ところが人
工知能の技術を使うと，なぜ「500 − 65 ＝ 565」

例えば，
「SPIDAR tablet」という装置を用い

と答えたかを推論し，
「筆算で同じ桁の引き算を

た学習支援システムです．これはタブレット端

行うとき 0 − n ＝ n というバグを持つ」という

末に被せて使うのですが，四隅にモータがあっ

誤りの理由を診断できるようになります．この

て中央に向けて糸が張り出していて，その糸に

研究は個別学習を支援するというのが究極の目

繋がれたリングに指を入れて動かすと，力を感

的です．人工知能技術を使って何かをするとい

じられる仕組みになっています．滑車の学習を

うのは，人間のエキスパートと同じような振る

例に説明します．タブレットの画面に定滑車，動

舞いをするコンピュータシステムを作ることで，

滑車が表示されています．それらを組合せてい

我々の場合人間の先生と同じような指導や学習

ろいろな仕事をさせます．組合せたときに一番

支援活動ができるようなシステム開発を目指し

端のところにある滑車に糸をぶら下げると，ど

ています．AI ブームが 1980〜1990 年代にあり

れくらいの力になるか？

というようなことを

ましたが，当時はマシンパワー等の関係で膨大

学びます．画面だけでは数値的には表示できて

な探索空間の中での診断や，リアルタイムで学

も体感はできませんが，これを使うと体感がで

習支援を行うのは難しい面がありました．最近

きて，いろんな組合せによって「どうなるのだ

ではマシンの性能も向上して将棋やチェスもプ

ろう？」ということを試行錯誤しながら勉強が

ロと互角に渡り合えるくらいになっていますし，
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大変素晴らしいアルゴリズムも出てきています．

りもしていますので，教育工学研究の分野は縦

人工知能技術がかなり活用できるようになって

と横のつながりが強いと思います．これは今後

きたことで，個別学習をサポートできる知的学

も継続して，重点的に取組んで行きたいと思っ

習支援システムの実現や活用が近づいていると

ています．同じ分野の重鎮や中堅，若手が仲良

感じています．

く，かつ真剣・活発な議論が展開されていると

— 日々の御活動の中で，どういったところにや
りがいを感じられていますか？
まずは研究仲間の皆さんとの一体感や連帯感

いうのは楽しいことです．また大学の研究室で
も，学生たちが我々では思いもよらないような
発想を出すのですが，実際に物ができてくると
「ああ，こんなものもできるのか」という発見が

ですね．教育工学や教育システムに関する研究

ありますね．そうやって新しい時代の教育現場，

分野は電子情報通信学会でいいますと ET 研に

クラスルームの中で子供たちの役に立つソフト

なりますが，ほかにも関連学会が幾つかありま

ウェアの提案ができそうだと，大変嬉しくなり，

す．ET 研に関わっている研究者の方々は複数の

やりがいを感じます．

学会に入っている方が多いと思います．例えば
人工知能学会の中にも先進的学習科学と工学研

— 研究者の道へ進まれた経緯をお話ください．

究会（以下，ALST）という関連する研究グルー

もともと工学系を目指して電子情報系の学部

プがあります．私は現在 ALST の主査もしてい

へ進学しました．その頃流行していた電気，情

るのですが，そういう各学会で近い分野を専門

報の分野に関心があって，卒業後もどこか製造

とされている方々の仲間としてのつながりが強

業に就職するだろうと考えていました．ところ

いと思います．またこの分野は，若い方を育成

が入学後に出会った教授が，工学系にありなが

しようという姿勢，考え方が昔から根付いてい

ら心理学や教育学の専門家だったのです．文学

まして，若手を育成することにかなり力を入れ

博士で工学系の研究室（人間工学）を担当され

ています．もともとはそれぞれの研究会で若手

ていました．人間を中心としたロボットやシス

を育成していましたけれど，今は各研究会・各

テムのメカニズムを研究する研究室だったので

学会に所属する人が学会の垣根を超えて「一緒

すが，その先生に非常に刺激を受けました．心理

にやろう！」となっていまして，今年度では 11

学の話，教育学の話など，
「工学系の研究室でこ

月下旬に ET 研の中でも若手奨励企画というの

んな研究テーマがあるんだ」
「教育と工学が結び

を開催します．またそれと連動して，ほかの学

付くんだ」と，ミスマッチがなかなか面白くて興

会も含めた若手グループが集まった「若手の会」

味が湧きました．教育が工学という土俵の上に

という会を開催します．昔は自発的な集まりだっ

どう乗るかに関心を持ったのです．そのときに

たのですが，ここ数年は学会・研究会としても

先生から読むように勧められたのが，1978 年に

バックアップしましょうと活動しています．こ

J.S. Brown と D. Sleeman が書いた「Intelligent

の取組みはかなり機能していて，ドクターコー

Tutoring Systems」という知的 CAI の本でした．

スで研究者を目指している人たち，大学教員に

大学生だった当時の私には衝撃的で，今も私の

なって間もない助教や講師の方々を対象に「この

バイブルなのですが，
「バギーモデル」という方

ようにやったらいいよ．
」と研究の論点をかなり

法を使うことで，学校の先生が行っているよう

真剣に掘り下げています．またこの会の中から

な知的な個別診断や指導をコンピュータででき

新たに研究会の幹事を担当できる方が出てきた

るようになったと書いてありました．人工知能

6

情報・システムソサイエティ誌 第 20 巻第 3 号（通巻 80 号）

【研究会インタビュー】

を使って先生が行っているようなきめ細かい指

いたので興味もあるし，これが研究の課題にな

導ができる，というのを読み「CAI が知的にな

らないかなと思って始めてみました．鍵盤楽器

るのか！

ですと，ピアノとコンピュータを MIDI でつな

面白い！」と思ってこの分野に夢中

になり，研究室に入りました．

ぎ，ピアノで弾いている情報をコンピュータに

その研究室ではまだ知的 CAI の研究は行われ

転送して，それに応じてパソコンからいろいろ

ておらず，先生の「自分はもともと心理学が専門

な課題を出題します．また例えばショパンのノ

で，教育に関心があるが，今の教育学習用のコ

クターンの何番の何小節目を弾くときには指を

ンピュータプログラムはけしからん！ 人間らし

こういうふうに持っていったらいいですよ，とい

さがまったくない！」という話から，人間らしい

う運指を学ぶことなどもできたら面白いと思い

コンピュータの教育用ソフトウェアをなんとか

ます．鍵盤が光ってここを押さえてくださいって

作れないかと始まった新規テーマでした．当時，

いうソフトウェアは既にありますが，更に指の

大学の工学部の中で教育工学をやっている学生

握りの形や運指方法を具体的に教授できれば面

はいませんでしたが，
「誰もいないからむしろい

白いと思っています．これまでは難しかった研究

い！ どうせなら新しいことをやろう！」と思っ

テーマですけど，Kinect などの非接触型のモー

て手を挙げました．モチベーション理論（動機づ

ションキャプチャシステムの登場で非常に研究

け理論）の導入というものでしたが，機械的す

しやすくなりました．また最近は，特に指の動

ぎるとやる気が起きずドリルが進まない，褒め

きを計測する Leap Motion という装置がありま

たり叱ったり上手に会話を進めていきながら問

す．そういうものも使うと指の形を含めてスキ

題を解かせていこうという，人間の先生のよう

ル学習を促すプログラムができるのではと考え

なソフトウェアを作ろう，といった感じでした．

ています．ギターだと演奏している時のフォー

— 最後に，趣味や興味関心などお話ください．

ムや指の形を学べると考えられます．
今後は，数学や理科などの科目だけではなく，

マイブームは楽器演奏のスキル学習です．中

体育や音楽のようなスキル系の科目も情報技術

学生の頃にギター演奏などを少し嗜んでいたの

でサポートできるようになってくるのではない

ですが，最近また楽器を持つ機会がありました．

かなと思っています．音楽はいいですよね．心が

30 年間のインターバルを経て自分自身がどれく

リフレッシュされてアイデアも出てきます．趣

らい上手くなるかと興味があります．楽器演奏

味と仕事とがリンクするとは当時は思わなかっ

も初心者レベルから徐々にスキルが上がってい

たですが，楽しく取組んでいます．

きますが，どのように上がっていくのでしょう
か．次々にコードを覚えていって曲が弾けるよ
うになっていく，これもスキル学習のプロセス
だなと思います．どういうやり方で学べばスキ
ル学習が促進するのかをモデル化できたら面白
いなと考えています．
もともとスキル学習の研究テーマも行ってい
て，弓道，テニスなどを題材に展開しています．
「音楽」はこれまで情報技術とは一番遠いとこ
ろにあると思っていましたが，私自身昔やって
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凸最適化の様々な画像処理問題への応用
宮田 高道
千葉工業大学

画像のノイズ除去やぼけ除去などの比較的基

は不十分であるのが現状であった．これに対し

礎的な画像処理の問題を解く上で，凸最適化を

て筆者らは，画像から（重なりを許して）抽出

応用することが一般的になっている [1]．これは，

した小さなブロック画像を行列とみなし，当該

課題に対する望ましい出力結果が備えているべ

行列のランクの凸近似である核ノルムに着目す

き条件（先験情報）を凸性を備える目的関数の

ることで，大域的最小解への収束の保証と良好

形で表現し，当該目的関数を最小化することい

な復元性能を併せ持つ新しいインペインティン

うアプローチに基づくものであり，特に Total

グ手法を検討した [8]. なお，ここで提案した枠

Variation (TV) 最小化に基づくノイズ除去 [2] は

組みは，本来目的としていたインペインティン

画像処理分野に大きなインパクトを与えたとい

グのみならず，画像からのテクスチャの取出し

える．筆者らもこれまでに，TV のカラー画像

においても高い性能を示すことなどが明らかと

への応用 [3]〜[5] や，画像をその構成要素に分解

なった [9]．

しつつ，各々の要素に対して（TV を含む）適切

リターゲッティングとは，入力として与えら

な正則化を施す手法 [6] などの検討に取組んで

れた画像（以下，原画像）を，当該画像が本来

きた．その一方で，凸最適化の枠組みを，後述

持っている重要な情報を保ったまま，異なる形

する画像インペインティング（以下，インペイ

状やサイズの出力画像へと変換する手法であり，

ンティング）や画像リターゲッティング（以下，

ディスプレイの多様化に伴って活発に検討が進

リターゲッティング）などのより複雑な画像処

められるようになった．既存の研究（例えば参

理の課題へと適用する研究は限られていた．本

考文献 [10]）の多くは，入力画像とは縦横比の

稿では，このような凸最適化の他の画像処理手

異なる矩形の画像への変換を目的としているが，

法への応用に関する筆者らの最近の取組みにつ

これらの手法の多くでは，問題の定式化は行わ

いて述べる．

れているものの，大域的最小解への収束は保証

画像内の一部の画素の画素値が完全に失われ

がされていない．これに対して筆者らは「任意

ている状況において，周囲の画素の情報やその

形の表示領域の形状に合わせた重要領域 (Region

他の先験情報を利用することで，失われた画素

of Interest, ROI) の移動」と「歪みのない画像生

の情報を推定する問題をインペインティングと

成」，並びに「定められた基準における大域最適

呼ぶ．インペインティングに対しては，これまで

性の保証」を同時に実現するために，凸最適化

に多種多様な手法が提案されている（例えば参

を用いた ROI 移動の大域最適化による任意形リ

考文献 [7]）が，それらの手法は主観的に良好な

ターゲッティングを提案した．提案手法のキー

結果を示す一方で，大域的最小解の存在や，最

アイデアは，原画像における全 ROI の座標から

小解に収束するアルゴリズム等の検討について

各 ROI の移動可能領域をあらかじめ算出し，各
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ROI の移動範囲を当該領域内に制限したことで

[3] T. Miyata and Y. Sakai, “Vectorized total vari-

ある．これにより，表示領域の形状にあわせた

ation defined by weighted L infinity norm for

ROI の移動問題を凸関数として定式化し，この
問題の大域的最適解として，ROI の移動先座標
を得ることが可能となった．導出された ROI の
座標を基に，ワーピングベースと呼ばれる既存
のリターゲッティングの枠組みに従って画像全
体を再構成することで出力画像を得た [11], [12]．
画像符号化における既存の標準である H.265

utilizing inter channel dependency,” IEEE ICIP,
pp.3057–3060, Sept. 2012.
[4] T. Miyata, “L infinity total generalized variation for color image recovery,” IEEE ICIP,
pp.449–453, Sept. 2013.
[5] T. Miyata, “Inter-channel relation based vectorial total variation for color image recovery,”
IEEE ICIP, Sept. 2015.
[6] S. Ono, T. Miyata, I. Yamada, and K. Ya-

においては，カラー画像を構成する輝度成分と

maoka, “Image recovery by decomposition with

色差成分を独立に符号化している．その一方で，

component-wise regularization,” IEICE Trans.

輝度と色差の間にはある種の相関関係が成り立

Fundamentals, vol.95-A, no.12, pp.2470–2478,

つことが分かっており，これまでに種々の検討が

Dec. 2012.

行われている．筆者らは符号化の枠組みそのも

[7] A. Criminisi, P. Perez, and K. Toyama, “Region
filling and object removal by exemplar-based

のを提案するのではなく，既存の H.265 によって

image inpainting,” IEEE Trans. Image Process-

圧縮された符号化画像の色差成分に対して輝度

ing, vol.13, no.9, pp.1200–1212, Sept. 2004.

をガイド画像とした重み付き最小二乗フィルタ

[8] S. Ono, T. Miyata, I. Yamada, and K. Yamaoka,

を適用することを提案した．この手法では，処理

“Missing region recovery by promoting block-

負荷を低減するために画像をブロック分割して

wise low-rankness,” IEEE ICASSP, pp.1281–
1284, March 2012.

いるが，このとき各ブロック内の色差に対して

[9] S. Ono, T. Miyata, and I. Yamada, “Cartoon-

ブロック境界における不連続性を防ぐため，ブ

texture image decomposition using block-

ロック境界を既に後処理された画像とわずかに

wise low-rank texture characterization,” IEEE

オーバラップさせ，処理済みの色差を拘束条件

Trans. Image Processing, vol.23, no.3, pp.1128–

とすることもあわせて提案し，これによって復
号された画像の客観品質並びに主観品質を向上
できることを示した [13]．

1142, 2014.
[10] S. Avidan and A. Shamir, “Seam carving
for content-aware image resizing,” ACM SIGGRAPH, Aug. 2007.

以上のように，凸最適化を様々な画像処理の

[11] K. Nonaka, T. Miyata, and Y. Hatori, “General-

課題に応用する試みは一定の成果を上げつつあ

ized image retargting via convex optimization,”

り，今後の発展が望まれる研究分野であるとい

IEEE ICIP, pp.1066–1070, Sept. 2013.
[12] 野中敬介，宮田高道，羽鳥好津，“ROI 移動の大

える．

域最適化による任意形イメージリターゲッティン

参考文献

グの提案，
” 信学論，vol.J97-D, no.11, pp.1625–

[1] P.L. Combettes and V. Wajs, “Signal recovery

1640, Nov. 2014.

by proximal forwardbackward splitting,” SIAM

[13] T. Miyata, T. Yoshino, and S. Naito, “Con-

J. Multi. Model. Simul., vol.4, no.4, pp.1168–

strained weighted least square filter for chromi-

1200, 2005.

nance recovery of high resolution compressed

[2] L.I. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi, “Nonlinear
total variation based noise removal algorithms,”

image,” IEICE Trans. Fundamentals, vol.E98A, no.8, pp.1718–1726, Aug. 2015.

Physica D, vol.60, pp.259–268, Nov. 1992.
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EMM 研究会の活動について
伊藤 彰則
東北大学

1. EMM 研究会とは

ス），ディジタルフォレンジクス，プライバシー

マルチメディア情報ハイディング・エンリッ

保護，コンテンツ流通ネットワークなどが該当

チメント研究会（EMM 研究会）は，比較的新

する．これらの研究は MIH 研究会の時代から本

しい研究会である．情報ハイディングを扱う第

研究会でのメインストリームである．対象とな

二種研究会であった MIH 研究会を母体として，

るメディアは画像や音声に限らず，ディジタル

2011 年に第一種研究会として発足した．EMM

文書，紙文書，立体物など多岐にわたっている．

は Enriched MultiMedia の略であり，様々なメ

「価値を高める」とは，コンテンツに対して新

ディア上で流通する画像・音声・データなどの

しい機能を加えることによって，より便利・高

コンテンツに焦点を当てている．その研究分野

品質あるいはより楽しいコンテンツを実現する

は以下の 4 つに集約される [1]．

ための研究である．技術としては，メディア融

1. コンテンツの価値を守る

合，クロスメディア検索，メディア修復，自動

2. コンテンツの価値を高める

アノテーションなどである．

3. コンテンツの価値を創造する
4. コンテンツの価値を測る

「価値を創造する」とは，これまでのコンテン
ツを超えた，新しいコンテンツを実現するため

このような研究は，これまでセキュリティ・画

の研究である．例えば，超臨場感システム，ユ

像・音声・音響など，様々な領域で個別に行わ

ニバーサルメディア，ディジタルエンタテイン

れてきた．それらの研究を，
「コンテンツの価値」

メントなどが相当する．

という軸で一つに集めて俯瞰することができる

「価値を測る」とは，実現されたコンテンツが

のが本研究会の最大の特色である．セキュリティ

（主にそれを視聴する人間にとって）どのくらい

や画像処理といった個々の研究を肉や野菜に例

良いのかを客観的に測るための研究である．例

えれば，本研究会はそれを「価値」という串で

えば，評価用マルチメディアデータベース，画

刺した焼き鳥屋のような存在であると言えよう．

質や音質の自動評価，人間の視聴覚特性の解明

2. 「コンテンツの価値」の研究とは？

などがこれに相当する．

前述の四つの研究分野について，もう少し詳

3. コラボレーション

しく説明したい．
「価値を守る」とは，画像・音

当研究会は，このように様々なコンテンツを

声・ドキュメントなどのコンテンツの違法な利

「価値」というキーワードで横断するという性格

用や改ざんを防ぎ，コンテンツホルダーの意図

上，ほかの研究会とのコラボレーションが非常に

しない形でのコンテンツ流出を防ぐための研究

盛んである（焼き鳥屋は肉のことも野菜のことも

である．技術としては，情報ハイディング（電

知らなければならない）
．2015 年度には，信学会

子透かし，ステガノグラフィ及びステガナリシ

の基礎・境界ソサイエティの情報理論 (IT)，情報
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セキュリティ(ISEC)，技術と社会・倫理 (SITE)，

るための共通データベースの整備や統一評価基

応用音響 (EA) の各研究会，同じく情報・システ

準の策定などを行っている．IHC では，このよ

ムソサイエティの情報通信システムセキュリティ

うな共通的評価基盤に基づく「電子透かしコン

(ICSS)，画像工学 (IE)，ライフインテリジェンス

テスト」を定期的に開催しており，これまでに

とオフィス情報システム (LOIS) の各研究会，情

3 回のコンテストが行われている．1 回目と 2

報処理学会のコンピュータセキュリティ(CSEC)，

回目はそれぞれ FIT2012 と FIT2013 の特別企

情報セキュリティ心理学とトラスト研究会 (SPT)

画として開催され，3 回目は 2014 年に京都で開

の各研究会，電気学会の通信 (CMN) 研究会，映

催された国際会議 ASIACCS (ACM Symposium

像情報メディア学会のメディア工学 (ME) 研究

of Information, Computer and Communications

会と共催・連催の研究会を行う．

Security) のサテライトワークショップとして開

学会誌とのコラボレーションとして，EMM 研

催された．今年度は，前述の IWDW のスペシャ

究会の分野に関連した特集号を定期的に企画し

ルセッションとして第 4 回のコンテストが開催

ている．現在は，学会誌 ED で 2016 年 1 月発行

される予定である．

の企画「高機能マルチメディア特集号 (Special

6. 今後に向けて

Section on Enriched Multimedia)」が進行中であ
り，更に次の特集号企画も進めている．

EMM 研究会は創設後まだ日が浅いこともあ
り，
「これが EMM 研究会の中心課題」と言える

国際的なコラボレーションとして，様々な国

内容はまだそれほど多くないと感じている．し

際会議への協力を行っている．今年度は，東京

かし，最初にも記したように，
「コンテンツの価

で開催される IWDW15 [2] に全面的に協力して

値」という軸を中心にして様々な研究を集結さ

いる．

せることで，EMM 研究のコミュニティがより

4. 研究会開催

強化され，ひいては日本におけるこの分野が世

EMM 研究会では，これまで年に 6 回ずつ研

界をリードするよう，研究会として努力してい

究会を開催している．今年度も 5 月・7 月・9 月・

きたいと考えている．

11 月・1 月・3 月の 6 回を予定している．研究会

参考文献

では，毎回（共催・連催分も含め）10〜20 件程

[1] マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメン

度の発表がある．2015 年 3 月には石垣島で研究
会を開催した．この時には「学生ポスターセッ

ト研究会：研究会概要，http://www.ieice.org/iss/
emm/overview.php，参照 Aug. 1, 2015.
[2] IWDW15:

The 14th International Workshop

ション」として，学生による優秀な発表を表彰

on Digital-forensics and Watermarking, http://

する企画を行い，好評であった．ちなみに 2016

iwdw2015.tokyo/，参照 Aug. 1, 2015.

年 3 月も同様の企画を検討しており，屋久島で
研究会を開催する予定になっている．
5. IHC 委員会

[3] 情報ハイディングおよびその評価基準委員会，
http://www.ieice.org/iss/emm/ihc/，参照 Aug.
1, 2015.

EMM 研究会内の第二種研究会として「情報
ハイディングおよびその評価基準委員会 (IHC)」
[3] が設置されている．IHC は電子透かしの評
価基盤及び基準の標準化に関する委員会であり，
画像・音声・動画の電子透かしの性能を評価す
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【おめでとう論文賞】

システム LSI 搭載 FPGA-IP コア向け
物理故障検出及び回避方法

尼崎 太樹

西谷 祐樹

井上 万輝

熊本大学

熊本大学

熊本大学

飯田 全広

久我 守弘

末吉 敏則

熊本大学

熊本大学

熊本大学

私どもの論文 [1] に対して，平成 26 年度電子情

このような耐故障システムを設計するにあた

報通信学会論文賞という栄誉ある賞を賜り，大

り，故障診断方法と故障回避方法が重要になり

変光栄に存じます．また，本論文に関わる議論

ます．FPGA の大部分を占める配線部は膨大な

や執筆においては多くの皆様に御協力頂きまし

プログラマブルスイッチで構成されるため，通

た．この場を借りて御礼を申し上げます．

常の LSI と異なりテストパターン自動生成ツー

耐故障性は近年の LSI (Large Scale Integra-

ルが利用できません．そこで我々は，FPGA-IP

tion) において最も重視される要素の一つです．

コアにおいて縮退故障を完全に特定可能な配線

放射線や衝撃などの外的要因により LSI は物理

アーキテクチャとテスト方法を明らかにしまし

故障（ハードエラー）を起こします．多くの場合

た．FPGA-IP コアは設計用途に応じて様々な回

ハードウェアの冗長化により信頼性を担保しま

路規模が存在しますが，本テスト手法は FPGA

すが，どうしても性能面が問題となります．ま

のサイズに対しスケーラブルに対応可能です．ま

た，継続動作を目的とした場合，できるだけ短

た，故障特定された箇所に基づき，故障回避と

い時間で復旧し，故障回避後の性能低下も最小

してインクリメンタル配線を行うことで性能劣

限に抑えることが望まれます．

化を最小限に抑えることを確認しました．

本論文では，システム LSI に搭載される FPGA

柔軟性と性能を備えた FPGA-IP コアは，今

(Field Programmable Gate Array)-IP (Intelec-

後も益々利用範囲が広がることが予想されます．

tual Property) コアを対象にした耐故障システ

LSI の高信頼化技術として本論文が少しでもお

ムを提案しています．FPGA は構成メモリに設

役に立てれば幸いです．

計データをダウンロードすることで，所望のディ

参考文献

ジタル回路を実現する柔軟性を持ったハードウェ

[1] 尼崎太樹，西谷祐樹，井上万輝，飯田全広，久我守

アです．FPGA の持つ柔軟性を利用することで，
故障部分をシステムから切り離し，故障のない
部分に改めて回路を移動させます．これにより，
単純なハードウェアの冗長化が不要となり，面
積オーバヘッドを抑えることができます．
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弘，末吉敏則，“システム LSI 搭載 FPGA-IP コア
向け物理故障検出及び回避手法，
” 信学論，vol.J96D, no.12, pp.3019–3029，Dec. 2013.
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【おめでとう論文賞】

Hadoop をはじめとする並列データ処理系へ
のアウトオブオーダ型実行方式の適用とその
有効性の検証

山田 浩之

合田 和生

東京大学

東京大学

喜連川 優
東京大学，国立情報学研究所

このたびは，私どもの論文 [1] に平成 26 年度電

ている一方で，複数のコモディティサーバを高

子情報通信学会論文賞という名誉ある賞を賜り，

速なネットワークで接続したクラスタシステム

大変光栄に存じております．当該論文は，並列

が利用されるケースも少なからず見られ，近年，

データ処理系と称される無共有型の計算機にお

先進的な応用が期待されつつあるビッグデータ

けるデータ処理専用ソフトウェアにおいて，新

解析においては，価格性能比の点から，後者が

しい実行方式及びその有効性を論じたものです．

進展しつつあることが伺えます．クラスタシス

本稿では，この場をお借りしまして，当該論文

テム上でデータ処理を行う並列データ処理系が

に至る背景と，論文の基本的なアイデアを紹介

産業界・学術界から次々と発表・提案されるに

させて頂きます．

至っており，並列データ処理系の高速化はビッ

近年の計算機システムを構成するハードウェ
ア技術の潮流を見てみますと，プロセッサコア
の動作周波数の向上は 2008 年からほぼ停滞し，

グデータ解析における一つの鍵になると考えら
れます．
著者らは，ビッグデータ解析の飛躍的な高速

また，磁気ディスクドライブのレイテンシの削

化を実現すべく，アウトオブオーダ型並列デー

減は年率 5%以下に留まっています．同様に，単

タ処理系と称する並列データ処理系を開発して

一ハードウェアコンポーネントにおけるレイテ

きました．アウトオブオーダ型並列データ処理

ンシ低減の停滞は，メモリモジュール並びにネッ

系は，関係データベースエンジンで試みられて

トワーク装置を構成するハードウェアにおいて

いるアウトオブオーダ型実行方式 [2] を拡張し，

も見られます．すなわち，これらの単一のハー

並列データ処理における入出力全体の非同期化

ドウェアコンポーネントから構成される計算機

を行います．入出力の非同期化を行うことによ

システムにおいては，今後著しい性能向上は期

り，全体の性能が入出力に律速されることが多

待できないと考えられ，計算機システムの高性

い並列データ処理において，飛躍的な高速化が

能化の実現には，複数のハードウェアコンポー

期待できます．

ネントを効率的に活用することが重要となると

論文においては，著者らが試作を行ってきた

考えられます．企業においてはハードウェアを

Hadoop をベースとするアウトオブオーダ型並

高密度に集積した大型システムが広く利用され

列データ処理系 Hadooode の構成法を示すとと
13
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もに，24 台の磁気ディスクドライブを備えた計
算機から成る 20 ノード構成のクラスタシステム
において，人工データセットを用いた当該試作
による性能評価実験を示し，その有効性を明ら
かにしました．
この論文は，投稿を何度も断念した後に仕上
げた思い出の論文であり，その論文に対して，こ
のような賞を頂けたことを大変うれしく思いま
す．研究を進める上で多大なアドバイスをくだ
さった共著者や関係者の皆様に，この場を借り
て心よりお礼を申し上げます．
筆頭著者は現在，東京大学生産技術研究所の
特任研究員として，当該論文を更に発展させた
研究に取組んでおります．論文賞に慢心するこ
となく，引き続き，地道に研究活動に励んでい
きたい所存です．
参考文献
[1] 山田浩之，合田和生，喜連川優，“Hadoop をはじ
めとする並列データ処理系へのアウトオブオーダ
型実行方式の適用とその有効性の検証，
” 信学論，
vol.J97-D, no.4, pp.774–792, April 2014.
[2] 喜連川優，合田和生，“アウトオブオーダ型データ
ベースエンジン OoODE の構想と初期実験，
” 日本
データベース学会論文誌，vol.8, no.1, pp.131–136,
June 2009.
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【おめでとう論文賞】

多言語音声翻訳システム “VoiceTra” の構築と
実運用による大規模実証実験
松田 繁樹1,i 林 輝昭1
葦苅 豊1
志賀 芳則1
柏岡 秀紀1 安田 圭志1,ii 大熊 英男1 内山 将夫1
隅田 英一郎1 河井 恒1 中村 哲2
1
2

情報通信研究機構

奈良先端科学技術大学院大学

このたびは，私たちの発表した論文 [1] に対し

アプリが動作するスマートフォンとして，米国

平成 26 年度電子情報通信学会論文賞を頂きまし

Apple 社の iPhone 向けのみを App Store から無

て，大変光栄に存じます．どうもありがとうご

償公開していましたが，Android OS が導入され

ざいます．本システムの開発は，著者として掲

たスマートフォン用にもクライアントアプリを

載されていない多くの方々の協力がなくては実

開発し，Google Play からも無償公開を行いまし

現することができませんでした．また，多くの

た．2013 年 3 月末の公開終了段階で，約 85 万ダ

皆様に御討論，御助言頂きました．この場をお

ウンロード，約 1,100 万アクセスに達しました．

借りして感謝いたします．

本実証実験で収集された大規模な実利用音声

地球上の様々な言語を話す人々との円滑なコ

データに対して，使用言語，利用目的による分

ミュニケーションを実現する自動音声翻訳の実

類調査，音響的な分析等を行いました．更に，こ

現は，人類の夢であります．国内においては，

の大規模実利用音声データを用いた音声翻訳シ

1986 年より株式会社国際電気通信基礎技術研究

ステムの改善を行い，システム全体としての音

所 (ATR) で研究開発が本格的に開始され，その

声翻訳性能の評価を行いました．

後，国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT)

本実証実験で得られた多くの開発ノウハウや

での研究開発及び実証実験を経て，今回論文賞

知見，大規模実利用データを用いて音声認識性

を頂いた世界発のスマートフォン上で動作する

能が大幅に改善された音声認識システムは，U-

ネットワーク型多言語音声翻訳システム “Voice-

STAR プロジェクトにおける VoiceTra4U [2] の

Tra” を用いた大規模実証実験を 2010 年 7 月か

開発において重要な基礎となっております．本

ら開始しました．

論文で得られた多くの知見が，今後，より高精

VoiceTra は，日本語，英語，中国語，インドネ

度な自動音声翻訳システムの開発，音声を入力

シア語，ベトナム語，韓国語の 6 言語について，

とする新たなサービスの開発につながれば幸い

マイクに向かって発話された音声を認識翻訳し，

です．

音声合成により翻訳先言語の音声をスピーカか

参考文献

ら再生します．また，この 6 言語を含む 21 言語

[1] 松田繁樹，林 輝昭，葦苅

について，テキスト入力による翻訳も行うこと
ができます．実証実験開始当初は，クライアント

豊，志賀芳則，柏岡

秀紀，安田圭志，大熊秀男，内山将夫，隅田英一
郎，河井 恒，中村 哲，“多言語音声翻訳システ
ム “VoiceTra” の構築と実運用による大規模実証
実験，
” 信学論，vol.J96-D, no.10, pp.2549–2561,

i

現在，ATR-Trek

ii

現在，KDDI 研究所

Oct. 2013.
[2] http://ustar-consortium.com/app ja/app.html
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【ソサイエティ活動】

FIT2015 開催速報
秋山 達勇
NEC

1. はじめに

ち，複数エンジンのセスナ機を購入し乗り続け

今年で第 14 回目を迎える情報科学技術フォー

た経験をお持ちだということである．このエピ

ラム (FIT2015) が，2015 年 9 月 15 日（火）〜17

ソードは Dally 氏の常に前向きでアグレッシブ

日（木）に愛媛大で開催された．開催内容及びイ

な性格を物語っている．

ベントについて，筆者の感想を添えて報告する．
2. 参加者数・査読状況について

本題の講演は，“Eﬃciency and Programmability: The Challenges of Future Computing” とい

今年度の FIT の参加者は 1,206 人であり，昨

うタイトルで，約 1 時間行われた．データセン

年とほぼ同じ程度であった．申し込み件数は，

タから携帯電話までコンピュータシステムの省

査読付き論文が 132 件，一般論文が 458 件，合

電力化は非常に重要な課題であり，プログラマ，

わせて 590 件であり，査読付き論文の採択率は

ツール，コンピュータアーキテクチャがそれぞれ

51.5%（採録数 68）であった．査読付き論文から

の役割を果たすことが必要となる．コンピュー

選ばれる船井ベストペーパー賞に 3 件，FIT 論

タは，メモリの階層化，大規模並列演算，高速

文賞に 2 件が選ばれ，9 月 16 日の FIT 学術賞表

な通信，同期，スレッド機構が実現されるなど

彰式にて表彰された．タイトル及び著者はホー

で，大幅に性能が向上してきた．プログラマは

ムページ [1], [2] に掲載されている．受賞された

それを効率的に使いこなすための並列化や局在

方々にお喜び申し上げるとともに，論文査読に

化を行い，更に，ツールを用いてターゲットコ

御協力頂いた方々に感謝する．

ンピュータ個々の特性に適応させることが重要

3. 船井業績賞受賞記念講演

である．事例として，演算装置のオーバーヘッ

船井業績賞は情報技術分野に関する学術また

ドに掛かる電力を大幅に削減したケースを取り

は関連事業に対し特別の功労がある方に贈られる
賞である [3]．今年の船井業績賞は Stanford University 教授で，NVIDIA 社 Senior Vice President
の William James Dally 氏に贈られた．
講演に先立ち，Dally 氏と MIT 時代に交流の
あった東京大の坂井修一先生より，Dally 氏のコ
ンピュータサイエンス，コンピュータシステムに
おける顕著な業績と，人柄について紹介があっ
た．印象的だったのは，御自身操縦の自家用セ
スナ機がエンジントラブルで大西洋に墜落した
後，エンジンが単一であることに課題意識を持
16
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上げ，上記内容を具体的に講演頂いた．

【ソサイエティ活動】

紙面の都合で内容の詳細は省略するが，コーディ

会場となった南加記念ホールはほぼ満員であ

ネータの手際よい進行により，30 分以上にわた

り，多くの聴衆が熱心に聴講・質問が行われて

る闊達な Q&A が行われたことがとても有意義

いた．Dally 氏の熱のこもった講演に謝意を表

であった．

する．

・今日からあなたもビッグデータ活用者〜オー

4. イベント企画・展示会
その他に筆者が聴講したイベントについて，

プンデータ，クラウドサービスの波に乗れ〜
オープンデータやクラウドデータの収集・解

報告する．

析・加工について，九州大の村田先生，クラスメ

・地域を活かす，地域で生きる ICT

ソッド（株）の能登氏，NEC の本橋氏の 3 氏に

スマートフォンや CATV など通信ネットワー

よる講演が行われた．個人的に印象に残ったの

クの普及などにより地域における ICT 利用の下

は，オープンデータが機械判読容易性などの基

地が整ってきており，ICT は地域の観光振興や

準により 5 つのレベルに分けられ，高いレベル

交通分野などにおける課題を解決するための手

でデータを活用する（複数のデータを組み合わ

段として利用可能である．愛媛県と Microsoft，

せて利用する）ことにより，大きな社会的価値を

愛媛県・宇和島市と愛媛大など，産官学におけ

提供できる可能性があるということである．ま

る課題解決とそれを通じた高度 ICT 人材育成事

た，2015 年 4 月にリリースされた Amazon Ma-

例がその一例として紹介された．また，グロー

chine Learning に関する概要説明・事例紹介があ

バルトレンドである IoT の進展は大量のデータ

り，機械学習が今までよりも身近に利用できる

の取得を可能にしており，地域においても収集

環境になったことを感じた．

データの有効な活用が求められている．地域に

5. 終わりに

おけるデータをオープンにしてイノベーション

FIT2015 に関わられた全ての関係者の皆様に

を促進する活動が世界中で行われており，日本

感謝する．研究発表や技術論議に留まらず社会

においても東京メトロオープンデータコンテス

との関わりも積極的に取り上げられており，筆

トの事例が紹介された．本イベントを通じて，地

者にとって多くの気付きを得る貴重な機会となっ

域視点で見た ICT 導入・活用事例が多数紹介さ

た．来年は 2016 年 9 月 7 日から 9 日にかけて富

れ，大変興味深かった．

山大で開催される予定である．産官学の若手か

・学術研究におけるビッグデータの安全な活用

らベテランの方々まで，情報分野にかかわる多

はどこまで可能か？：日本の研究力の飛躍的

くの方々に FIT への御参加をお願いしたい．情

向上に向けて

報は随時ホームページ [4] にアップされるので，

講演を行った 5 氏のテーマは，自治体のオープ

前向きに御検討いただければ幸甚である．

ンデータ活用の現状（横浜市，長谷川氏），ビッ

参考文献

グデータがサイエンスにもたらす価値の考察（統

[1] https://www.ipsj.or.jp/award/funai best-paper.

数研，丸山先生），政府統計データにおける匿名
化の現状（中央大，伊藤先生），ビッグデータ時
代のセキュリティとプライバシに関する考察と
技術事例紹介（筑波大，佐久間先生），プライバ

html
[2] https://www.ipsj.or.jp/award/fit ronbun.html
[3] https://www.ipsj.or.jp/award/funai.html
[4] http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2016/index.
html

シ保護技術（産総研，花岡氏）と多岐にわたる．
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【論文誌編集委員会から】

御自身の論文は，御自身のサーバで，
オープン公開可能です
和文論文誌編集委員長

英文論文誌編集委員長

峯松 信明

浮田 宗伯

東京大学

奈良先端科学技術大学院大学

1. はじめに

身の（所属機関の）サーバにて実現できます．

情報・システムソサイエティ（以下，ISS）の

全ての採択論文が著者らによりオープン公開

和・英文論文誌編集委員会では，日頃から ISS の

されると，会員（年会費を払っている）と非会

活性化に向けて様々な施策を検討し，随時，実

員が，区別なく論文を閲覧できることになりま

施しています．例えば，論文の早期公開はその

す．本学会では，採択論文の早期公開を実施し∗3 ，

一例です．2012 年の 3 月にはその一環として，

早期公開論文へのアクセスは会員のみに限定する

ISS 会員を対象としたアンケートを実施しまし

ことで，会員と非会員の差別化を図っています．

た．査読期間の短縮や，サーベイ・解説論文の

3. 学会サーバにおけるオープン公開

充実化などの要望がある中で，論文のオープン

2015 年現在，年間掲載論文ページ数に対する

アクセス化を望む声も少なくありません．本学

一定の割合を上限として，本学会サーバにてオー

会では 2006 年 4 月より，PDF が論文の最終形

プン公開することにしています．

態となり，web 掲載が主たる出版形態となりま

• 英文論文誌

した．当初，web での論文閲覧は有償サービス

既に幾つかの特集号論文をオープン公開して

と位置づけ，会員を対象にクローズに公開して

います．今後，本部論文賞，ISS 論文賞受賞論

おりましたが，その後，オープンアクセスの実

文，
（招待）サーベイ論文，研究会・シンポジ

現に向け，様々な改革に取組んでおります．

ウム推薦論文，その他編集委員会が認めた論

さて，会員の皆さんが投稿し，採択に至った
論文は，御自身の（所属機関の）サーバにてオー

文を公開していきます．
• 和文論文誌

プン公開できることを御存知でしょうか？

英文誌同様，受賞論文，
（招待）サーベイ論文，

2. 著者自身が行うオープン公開

解説論文などを公開していきます．

2015 年現在，本学会の著作権規程では，著者

4. さいごに

（陣）の便宜を考慮し，著者らの研究室・大学・研

論文の（著者陣サーバ/本学会サーバを用い

究機関など所属機関のサーバにおいて，出版社

た）オープンアクセスに関する規定は，会員の

が作成した最終版の PDF 論文∗1 を，無償でオー

皆様にとってより益のある体制となるよう，今

∗2

プン公開することを許可しています ．アンケー

後，修正される可能性があります．今後の動向

ト調査で求められていたオープンアクセス化で

に，是非とも御注目ください．

すが，少なくとも御自身の論文に関しては，御自
∗1

採択時に提出済みの，著者最終版 PDF 論文ではない．

∗2

権利表示や学会トップページへのリンクなど，幾つかの

∗3

採択された論文は，学会に提出されている PDF 論文に

DOI (=Digital Object Identifier) を付与し，学会のサーバ

条件を満たす必要があります．詳細は下記を御覧ください．

にて早期公開しています．その後約 3 か月して，出版社版

http://www.ieice.org/jpn/copyright/houshin.html

の PDF 論文が出版されます．
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データドリブン社会考
—アタッシュケースとトートバッグ—
フェロー 滝嶋 康弘
KDDI 研究所
1. 明るい未来へと向かう情報化社会の発展

法的手法いわゆるデータドリブンなアプローチ

現在，日本の社会は，激烈な国際競争，世界

へと．これに伴い，研究の世界もビジネスの世

情勢不安，格差に伴う社会的閉塞感，将来展望

界もデータ獲得競争に拍車がかかり，更には獲

の不透明感といったダークサイドのトンネルを

得データを利用者に還元することで次のデータ

くぐりつつも，2020 年の東京五輪・パラリンピッ

獲得につなげる正帰還が成立するようになった．

クという一筋の光明に向けて，邁進しているよ

ある大手の検索エンジンサイトでは，2015 年時

うに見える．約 50 年前の東京五輪の時代には，

点で 1 日に全世界から 30 億を超えるアクセスが

カラー TV の普及や新幹線の登場が，遠方への

あるといった報告もあり，
「とりあえず検索」と

情報伝達や人の流れを促進し，世界の人々を近

いった，我々の習慣として根付いていることも

づけたように，今回の社会的影響としては，ビッ

再認識させられる．

グデータ活用や AI の発達が，人々の心や願いを

3. アタッシュケースとトートバッグ

つないでくれるものと期待されている．

唐突に個人的な話題で恐縮だが，企業の研究

世界規模でリアルタイムに相互共有可能な情

者として約 20 年間，画像情報の圧縮に携わって

報流通の原点を 1993 年の WWW 登場と考える

きた．画像をはじめ圧縮技術では，1 bit でも情

ならば，以後，個人の情報発信，動画像等リッチ

報を減らすため，考え得る限りの手法で冗長性

コンテンツの利用拡大，モバイル端末によるユ

を排除し，更には最後に最適な構造でデータ格

ビキタス環境の出現を経て，現在に至っている．

納を行うといった芸当を行う．例えれば，書類

更に今後は，人が意識的に生成・共有する知識や

や文房具を整理してコンパクトに詰め込み，最

制作物に加え，モノがネットワークにつながる

適配置で格納して持ち歩くアタッシュケースの

IoT 時代に突入し，従前を凌駕する大量のデー

ようなものと言えよう．ところが，約 10 年前，

タが，随時，随所で生成・流通すると見込まれ，

突然，言語情報を中心とした機械学習の分野に

国際的なディジタルデータの量は，2020 年には

鞍替えすることとなり，私自身の世界観は一変

2000 年時点の 6,000 倍以上に相当する 40 ZByte

した．

21

(40 × 10

Byte) に達すると予想されている [1]．

2. 21 世紀人の常識

画像圧縮等の信号処理の世界では，画像情報
などの天然の性質に基づき，数学的解析を行う

こうした情報量の増大，データの氾濫に合わ

のに対して，言語解析では，用例・用法を重視す

せ，情報活用に関しても効率的な手法が発達し

るため，いわゆるデータ集積「コーパス」の大き

てきた．しかし，この技術的発達プロセスは，単

さが重要となる世界である．極論すれば，デー

なる量的な進歩ではなく，情報処理の基本概念

タの性質や関係性よりも，少しでも多くの情報

に大きな転換をもたらしたと考えられる．すな

を収集したものが勝つ世界である．これを例え

わち，論理展開をベースにした演繹法的なルー

れば，位置や順番を考えずに何でも放り込める

ルベースから，利用や興味の対象となる情報・

トートバッグのようなものと言えよう．とりあ

データの「ありのまま」を中心にとらえる帰納

えずバッグに入れてから，後でごそごそと探す
19
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ということだ．当初は，こうしたデータドリブ

だ．しかし今，本質的に異なる新たな変化が起

ンの価値観が理解できずにカルチャーショック

きているように思う．

を受けた．研究チームのメンバーたちとは，十

検索エンジンへの依存が急速に進み，それに

分な論理設計や仮説も立てずにデータ収集とモ

より人の知識記憶能力が低下する可能性が，既に

デル化を進める手法の是非を数知れず議論した．

報告されている [3]．必要な知識が常にインター

振り返れば，私自身の理解不足もあったのだが，

ネット接続で手に入る時代においては，自身で

ともかく今や世の中は画像解析分野を含めて，

記憶する必要性を感じなくなったということで

こちらの方が主流となっている．

あろう．こうした，いわば知識をインターネッ

そんな中，最近，ちょっと嬉しくなるニュー

ト上に二次記憶し，必要なときに自身の脳の一

スに触れた．太陽系準惑星である冥王星探査機

次記憶に取込み，しかしすぐにスワップアウト

「ニュー・ホライゾンズ」の快挙である [2]．人

する形態は，日常の多くの場面では効率的に機

類が初めて目にするハート形の模様を特徴とし

能するが，創作活動や新たな価値創造を狙う活

た鮮明な画像に興奮した人も多かったのではな

動では，十分に機能しないことが懸念されるの

かろうか．しかし，関心を持ったのは天体より

である．つまり，知識は欲しいときに明示的に

もむしろ探査機の方である．

取得できるが，発想は自身が記憶している知識

40 億 km も離れた探査機に，地球から指令を

をベースに活性化されると言われているからだ．

送っても片道 4 時間近く掛かるため，現地状況を

記憶している知識が意識下で漂っており，これ

見てから地球の司令官が探査法を決めるといっ

らがあるとき，まとまりや関連をもって，発想

たデータドリブンな手法は，ほとんど期待でき

につながるということらしい．当然，良い発想

ない．そこで，NASA では，あらかじめ多数の

を得るためには，多くの知識を自身で持ってい

パターンを想定し，探査手順を念入りに策定し，

ることが必要であろう．

プログラム化したと聞く．特に，長距離航行の

人間社会が豊かで楽しいものであるためには，

ため減速用燃料の搭載も行わず，接近，撮影な

多様で斬新な驚きに満ちた毎日を人間自身の手

ど，ある意味やり直しの効かない状況で，周回

で作り続け，人間と社会がともに成長できること

衛星まで含めた探査を行うためには，どれほど

が必要であると信じている．人間と機械やデー

のきめ細かい予測と手順化を行ったかと推測す

タの新しい協力関係を探るヒューマン・コンピュ

ると気が遠くなるほどである．久し振りに人間

テーションの検討が急速に進んでいる．今後は，

の英知を結集して，事前に事態の予測を完遂し，

情報利用や消費の側面だけではなく，個々の人

成功させたプロジェクトであると，胸を躍らせ

間の発想力を高め，社会の相互作用も最大化し

たものである．

ながら，人間による主体的な情報と価値の創造

4. 人間の能力を伸長させる社会の実現へ

を促進させるような技術の発展に期待するとと

ここまでやや散漫な話となったかもしれない

もに，できる限りの貢献をしていきたい．

が，データドリブンなアプローチ自体に苦言を

参考文献

呈することは全く意図しない．それよりも，こ

[1] 平成 26 年版 情報通信白書，p.100, 2014.

うしたアプローチが，我々人間の思考方法に与

[2] https://www.nasa.gov/mission pages/newhorizons/

える影響に注目している．
機械への過度な依存に警鐘を鳴らす事例はこ
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プロにより漢字能力が退化したというものなど
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画像処理研究に魅せられて
フェロー 八島 由幸
千葉工業大学

1. はじめに
本稿は「メッセージ」ということであるから，

れは，はまりました．プログラムによって次々と
形を変える出力画像．あるときはバグで真っ黒

なんらかのメッセージを伝えないといけないわ

になってインクの無駄遣いをし，あるときは思い

けであるが，仰々しく考えるとなかなか洒落た

通りの結果になって計算機室の片隅でほくそ笑

言い回しができないので，筆者のこれまでの研

む，これが画像処理との初めての出会いであり，

究生活を振り返り，その時々で何を思ったかと

やや大げさではあるが，その後の進路を決めた．

いうことをお話しし，何かを感じ取っていただ

その後，大学院修士課程に進学して，ボロノイ

こうと思う．

線図を使った画像領域の隣接関係記述の研究を

2. 学生時代

した．画像を隣接関係グラフとして表現する手法

少し前に，
「人は見た目が 9 割」という本がベ

で，最近の国際会議で話題になっている Graph-

ストセラーになり，脳科学者や生物学者が，
「そ

based image processing につながるものがある

れはある意味間違いではない」というお墨付き

が，この題材で，初めて研究会発表をした．長

コメントを出したことがあった．やはり，
「見る」

い歴史を持つ「画像工学研究会」である．名古

ことで得られる視覚情報は人間が情景を理解し

屋から，研究会会場となった筑波大学まで一泊

たり感動したりするのに欠かせない大きな要素

二日の旅．残念ながら，発表が成功したのか失

である．そんな画像の世界に魅せられて，大学

敗したのかは忘れてしまったが，どきどき感と

4 年生の時に画像処理に取組んでいる研究室に

同時にわくわく感が半分以上あったことを鮮明

飛び込んだのは 35 年前のことである．と，書く

に覚えている．

となんだか格好良さそうであるが，実のところ

一方，大学生活で最も印象に残っていることの

は，当時の大型計算機からはじき出されるライ

一つに，学会の原稿執筆がある．初めての学会発

ンプリンタ用紙が濃淡画像をドットで浮かび上

表は地区の支部大会で，原稿は A4 で 1 枚であっ

がらせる（今でいう Tone-based Ascii Art のよ

た．つたない文章だったとは思うが自分なりに工

うなもの）を初めて目にして，なぜか大きく感

夫したつもりだった．チェックしてもらうために

動し，画像処理研究たるものが何かよく分から

ある日の夜中に先生に提出したのだが，もう次

ずに，とにかく「画像」で配属志望したのが，鳥

の日の朝チェック済みの原稿が返ってきた．見る

脇純一郎先生の研究グループだった．4 年生の卒

と，原稿用紙が赤インクをこぼしたかのごとく

業研究は，生物組織標本の顕微鏡画像データを

真っ赤であった．更によく見ると，細かい字で修

提示され，大小入り混じって存在するやや歪ん

正すべき点などが事細かに指摘されており，行

だ黒丸を繋げて輪郭線を出せというもの．目で

という行の間にすき間なくコメントが埋め尽く

見ても，
「ああたしかに言われればそのように見

されていたのである．このとき教わった原稿の書

えるな」という感覚程度の主観的輪郭で，実際

き方やノウハウは今でも思い出して使っている．

よく分からないのである．しかし，実際にコン

3. 企業時代

ピュータを使ってこの課題に取組み始めると，こ

修士課程を修了し，通信会社の研究所に就職
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した．当然，初めての会社である．希望はもち
ろん画像処理研究であったが，このとき神様が

4. そして再び大学へ
2009 年に企業から再び現職の大学へ移った．

ちょっといたずらをする（ここの詳細は参考文献

当然のことではあるが，研究を進めるにあたっ

[1] に書いたので，そちらを参照してください）．

ての風土が違う．プロセスが違う．スピードが違

画像処理の一分野には違いないが，いわゆるコ

う．大学というのは，研究だけでなく教育とい

ンピュータビジョンではなく，通信が絡んだ画

う重要な側面を持っているわけなので，おのず

像符号化と初めて出会う．画像符号化は，いわ

と立ち振る舞いも企業時代とは違ってくる．今

ゆる玄人好みの研究分野である．原画と同じこ

では慣れたが，初めて教壇に立った際には学生

とが最も良い．というわけで，エッジを出した

よりこちらが緊張した．教えることは難しいと

り物体を抽出したりという見た目が華やかそう

いうことを実感したのもこのときである．

な世界とは一味違った世界に足を踏み出した．

一方，専門である画像符号化分野の研究は難

そして，その後 26 年間にわたってこの分野と

しい時期に差し掛かっている．最新画像符号化標

かかわりを持つことになる．本会のフェロー称

準 H.265/HEVC により，従来の「予測+周波数

号を頂けたのもこの間の業績が大きい．筆者が

変換」は限りなく mature な枠組みになった．で

まだ若手の頃は，プログラム開発も面白くて，楽

は次は何か？ 新しい考え方への挑戦，成功する

しいことをやって給料をもらえるとはこんなに

か失敗するか分からないアイディアと実験，企業

いいことはない，といった感覚であった．企業

よりも大学の方が得意なプロセスである．HEVC

の研究であるから面白いばかりではいけないわ

を超えるものが何であるかは試行錯誤．更なる

けであるが，それでも楽しみや好奇心というも

HEVC 最適化か，合成技術の応用か，はやりの

のは優れた成果を生み出すための必須アイテム

ビッグデータに踏み込むか [2]，筆者もせっかく

であることを実感した．

大学に来たのだから，学生とともにチャレンジ

企業在籍中は，HDTV の創成・成熟期であり，

していきたいと思う．筆者が学生の頃にしても

JPEG・MPEG 国際標準が次々と決められる時

らったように，次の時代を担う学生を育てるの

期であり，ネットワークと PC 性能の飛躍的向上

が我々の役割でもあるのだから．

の時期であり，それらの相乗効果で，画像符号

5. おわりに

化分野はやればやるほど効率が向上する時代で

原稿を読み返してもらうとお分かりかと思う

あったと思う．そのような時代に符号化という

が，これまでの研究生活を考えると，定期的に

研究業務に携わることができたのも幸運だった． 「初めての」という場面に遭遇している．い
初めての国際会議，初めての国際展示会，初め
ずれも期待と不安の入り混じる中，新鮮な刺激
ての予算作成，初めてのテレビ登場などもこの

となった記憶がある．楽しくないと研究は長続

時期に経験させてもらった．

きしないが，もう一つ，適度な「刺激」が必要

また，企業時代には，研究遂行にあたって最
も大事なことの一つ，チームワークの重要性を

なことを実感する．画像処理・画像符号化研究
における次の「刺激」は何であろうか．

学んだ．一人では決してできない研究開発があ
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【ソサイエティ誌編集委員会から】

情報・システムソサイエティ誌の新たな展開
—電子化に伴う新たな役割に向けて—
西脇 大輔
NEC
「ソ誌」を電子化します

れまで，著作権を本会に譲渡頂くようになった

昨年度まで，本誌の編集委員長を仰せつかっ

通巻 62 号以降について，信学会の ISS サイトか

ておりました西脇です．2003 年に本誌の編集幹

ら各号（通巻）単位で電子版を提供してきまし

事になり，通巻 31 号の編集にはじめて携わって

た．今般の電子化以降は，ソ誌のポータルサイ

以来，足掛け 12 年間，本誌編集に関わってきま

トを刷新し，コンテンツごとにアクセス頂けま

した．任期中の主要課題が本誌の電子化で，よ

す．検索性を向上させるため，コンテンツごと

うやくその形態や日程感が固まってきたことか

にキーワードを付加します．今後，本誌に御執

ら，今般，本誌編集委員会の指名により，それら

筆頂く際には，キーワードをお願いするように

について，御報告させて頂くことになりました．

なりますので，御協力頂ければ幸いです．ソ誌

本誌は，1996 年の創刊以来，5 月，8 月，11

は本会の和文論文誌や英文論文誌などの学術論

月，2 月に通常号を ISS 会員向けに，年度頭の 4

文誌とは趣の異なるコンテンツが多いことから，

月には新規加入に向けて ISS を紹介する特別号

キーワードの効用については計りかねる部分も

を信学会全員向けに発行してきました．ISS の情

ありますが，是非工夫頂ければと思います．ま

報発信媒体として，研究専門委員会の活動紹介

た，本会で推進中の IEICE knowledge Discovery

や国際会議開催報告，フェローからのメッセー

(I-Scover) の第 2 期へもできるだけ早く対応しま

ジ，あるいは Read 氏の Technical Writing など

す．学術論文の著者名でソ誌コンテンツを検索

を積み重ね，今般通巻 80 号を数えます．通称，

して頂くと，巻頭言，フェローからのメッセー

「ソ誌」と呼ばれる本誌については，早ければ今

ジや，ソサイエティ人図鑑など，論文とは違っ

年度中に，これまでの紙媒体を主とする当ソサ

た著者の日常の考えなどに出会えるでしょう．

イエティ会員向けのマガジンから，本会会員以

リポジトリは J-STAGE を予定

外でもアクセス可能な，電子媒体を主とする公

リポジトリについては，B-plus に倣い，科学

共性の高いメディアに生まれ変わります．以下，

技術振興機構 (JST) の J-STAGE とする予定で

その概要や移行の準備状況について，通巻 80 号

す．コンテンツの実体を J-STAGE に置き，信学

に至るまでのエピソードなども織り交ぜながら

会のソ誌のポータルサイトからは，そのリンク

御報告します．

が見えるようになります．実は，去る 7 月，J-

どんなソ誌になるのか

STAGE の利用説明会に恐る恐る参加しました．

本会通信ソサイエティマガジンの B-plus を御

利用条件にいささか不安があったためです．B-

存知の方は，体裁としてはそのスタイルになる

plus が J-STAGE に採択された当時は，対象が

と御理解頂くのが近道です．本誌編集委員会で

ジャーナルと明記されていました．今般，採択

の企画・編集を継続するので，当面は従来の構

条件が緩和され，解説誌，一般情報誌まで対象

成，規模を継承しつつ，電子化のメリットを反映

が広がり，その他という，守備範囲の広い本誌

させたコンテンツを鋭意企画していきます．こ

にとっては勇気づけられるカテゴリも追加され
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ました．その一方，この説明会への参加者は，数

作権を申し受けていなかったことが問題になり

百名ほど入るホールが満員になるほどで，各団

ました．会告などによる著作権確保は現在では

体の J-STAGE に対する興味のほどがうかがえ

許されず，個々のコンテンツの著作者からそれ

ました．ちなみに，日本笑い学会殿など，市民

ぞれ譲渡頂くことが必要になりました．残念な

参加型の学会も参加されていました．自前のリ

がら，電子化の対象は，著作権を本会に譲渡頂

ポジトリを運営管理する必要がないというコス

いくようになった，2011 年 5 月発行の通巻 62 号

トメリットを再認識しました．新たな懸念材料

以降とさせて頂きます．本号以降の可能な限り

も確認しました．それは，本邦著作物の国際的

早い号より電子化を進め，それと併せて，通巻

な流通を図るべく，外国語記述の刊行物を優先

62 号以降の電子化を進めていきます．今となっ

採用し，ソ誌の優先度が低くなることです．信

ては笑い話になりますが，本誌の表紙に似顔絵

学会においては，B-plus で J-STAGE 採用実績

の画風が途中で変わっていることをお気付きの

を作ってもらっているので，本誌も採用を前提

方がいたら相当のソ誌通です．答えを申し上げ

に申請作業に進みます．万が一，採用時期が著

ると，2006 年 2 月号（通巻 41 号）までと，次号

しく遅れる場合には，一時的に信学会サーバの

6 月号（通巻 42 号）以降ではデザイナの方が変

利用を検討します．本誌は日本語メインのため，

わっています．お手元にバックナンバをお持ち

これまで発送費用節減のため，海外会員に対す

であれば是非チェックしてみてください．ちな

る情報発信については，積極策を取れませんで

みに，前半を支えてくださったデザイナさんか

した．電子化にあたり，この問題が解消されま

らも著作権を頂いておりませんでしたので，非

すので，グローバルなソサイエティ活動の一環

常に残念ですが，当時の表紙についても電子化

として，海外会員への情報発信として，新しい

を断念しております．もし，本稿をお読みでし

コンテツや多言語化の検討をしてはと思います．

たら，御一報をお待ちしております．表紙デザ

蛇足になりますが，J-STAGE 採用時には，本誌

インの関係で，通巻 42 号が 5 月号ではなく，ひ

も国際標準逐次刊行物番号 (ISSN) を取得しま

と月遅れの 6 月号になったのは，全 80 巻中唯一

す．著作権を譲渡頂くようになった通巻 62 号以

で，今となっては，当時，慌てふためいた編集

降，それまでの論文誌 D の付録としての位置付

活動を思い出してなつかしく思うばかりです．

けから独立したものの，公的な ID がありませ
んでしたが，名実ともにオーソライズされたメ

2020 年の通巻 100 号に向かって
電子化にあたり，ページ数の制約が緩和され，

ディアになります．

映像コンテンツなどの活用も可能になってきま

電子化されるもの・アクセスポリシー

す．ソ誌が ISS 会員の皆様にとって今まで以上に

コンテンツへのアクセスについては，冒頭で

結び付きの強いものになることを期待していま

御紹介したように，ISS 会員やほかのソサイエ

す．情報発信媒体として，末永く活用頂ければ幸

ティ会員のみならず，一般からのアクセスが可

いです．東京オリンピック・パラリンピックが開

能になりますが，そのアクセスポリシーについ

催される 2020 年には，めでたく通巻 100 号が発

ては検討中です．改めて御案内させて頂きます．

行されます．記念号として，ソ誌創刊 25 年の総

なお，電子化開始後軌道に乗るまでのしばらく

括，並びに，電子化の振り返りができたらと思っ

は，ISS 会員の皆様には紙媒体でのソ誌もお届け

ています．未来のソ誌編集委員会の皆様，どう

します．電子化の対象については，当初，創刊

ぞよろしくお願いします．果たして，好評 Ron

以来約 20 年にわたる全 80 余巻の電子化を目指

Read 氏のあのコーナーが，Writing から生声入り

していました．しかしながら，ソ誌は当初，著

の Presentation になっていたりするでしょうか．
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【コラム】

Author’s Toolkit
Writing Better Technical Papers
Ron Read
Kurdyla and Associates Co., Ltd.
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【編集委員会名薄】

編集後記
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著者の皆様には，お忙しい中，多様かつ創意に富んだ原稿を執筆頂き，大変ありがとうございま

した．読者の皆様にとってより有意義な雑誌となるよう誌面を充実させていく予定ですので，これからも本
誌をよろしくお願いいたします．
（主担当：ホットリンク 榊）▼著者の皆様には迅速な対応をして頂き，ス
ムーズに発行できたことを感謝申し上げます．編集委員会では，多様な分野の方々とお話しする機会もあり，
大変勉強になりました．今回 80 号ということで，本誌のますますの発展をお祈りしております．
（副担当：
大妻女子大 藤村）
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