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【巻頭言】

教育と情報通信技術
酒井 善則
放送大学

情報通信技術（以後 ICT）の活用は教育分野

うのは容易ではない．

の大きな潮流である．e ラーニング，テレビ講義

講義に対する当面の ICT の目標は，遠隔地に

等，講義への ICT の活用は近年盛んになりつつ

いる多数の学生に対して任意の基準でグループ

ある．筆者は現在，通信制大学である放送大学

分けを行うことができ，少人数の対面式講義と

に勤務しているため，その体験より ICT の講義

同等の環境を実現して，様々な評価方法を可能

への応用の課題，将来性について，思うことを

とすることと言えよう．この役割を実現する上

述べてみたい．

での課題は，(1) 個々の学生の質問に対する迅速

ICT の講義への応用は，テレビ講義から始まっ

な回答，(2) 講義を受けている学生の正確な認

て，大学の講義を公開する OCW (Open Course-

証，(3) 教師と学生の間のアイコンタクト等によ

ware)，更には Q&A による習熟度チェック機能

る非言語系情報伝達，の三点と思っている．以

も持つ MOOCs (Massive Online Open Course-

上三つの課題が解決できれば，アクティブラー

ware) 等，最近盛んになっている．一方，講義そ

ニング，反転授業等の考え方を盛り込んだ ICT

のものの改良も進み，学生からの主体的動きを

による遠隔講義が実現できる．

中心としたアクティブラーニング，ICT の活用

それでは，このためにどのような技術開発が

を中心として学生の能動性を増す反転授業等の

必要であろうか．課題 (1) の解決法は AI による

考え方が提案されている．理想の講義は何であ

仮想教師の実現である．学生の質問に対する現

ろうか．1：1 の家庭教師が良いのか，あるいは

状の優れた教師レベルの回答が AI により実現で

小人数のグループ講義が良いのか，様々な意見

きれば，家庭教師形態から，グループ分け機能

がある．ただ，優れた教師による対面式の少人

を持ったグループ式の講義までがある程度実現

数講義に，各種の ICT によるサポートを加えた

できる．課題 (2) の解決法は最終的には学生によ

ものが，かなり理想に近い．その場合でも，学

るなりすましなどの不正受験防止である．これ

生の知識等はどの程度揃っていた方が良いのか，

も容易ではなく，試験を想定する場合，現状の

意見が分かれる．また，講義における学生評価

技術では教室での試験以上の完全な成りますし

に際しての課題も多い．放送大学では放送授業

防止は困難である．課題 (3) は更に容易ではな

に対して，通常の教室での試験を行っており，学

い．相手の表情を見てある程度の非言語系情報

生は集合せざるを得ない状況である．遠隔地の

の伝達が可能となれば，講義の効率は高まるが，

講義を対面式講義に近づけるため，放送大学で

多くの学生，AI 講師，少人数の人間講師らに適

はオンライン授業を実施しており，e ラーニン

用することは永遠の課題かもしれない．

グ機能に加え，学生からの質問，意見交換等の

講義の ICT 化には技術面とともに著作権上の

双方向性を重視している．しかし，学生からの

課題もあり，議論が始まっている．いずれの分

質問に対する回答等を完全にリアルタイムで行

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

論文：高時間分解能制御に基づく符号化志向型

た複数フレームを参照して画像信号を生成する

映像生成アルゴリズム

時間フィルタを設計対象とし，主観画質を保持

著者：坂東 幸治，高村 誠之，清水 淳（日本電

した上で発生符号量を最小化するための設計方

信電話）

法を提案しています．同時間フィルタの設計は，
選択可能なフィルタ係数ベクトルの選択問題と

このたびは，FIT2016 船井ベストペーパー賞
という名誉ある賞を賜り，誠に光栄に存じます．

して定式化され，動的計画法に基づきアプロー
チにより最適化できることを示しました．

船井情報科学振興財団の皆様，並びに FIT2016

昨今，映像の流通量増大・高画質化に伴い，映

の運営委員の皆様，そして論文の査読及び選考

像データに対する効率的な符号化は一層その重

に当たられた諸委員会の皆様に心より御礼申し

要性を増しており，今回の受賞は今後の期待を

上げます．

込めて授けて頂いたものと理解しています．そ

近年，映像撮像機器の映像取得速度が大きく

うした御期待に応えられるよう，そして，情報

向上しています．しかし，現行の映像システム

科学技術の発展に貢献すべく，微力ではござい

において，高時間解像度の利用は限定的です．視

ますが，努力を重ねてまいります．

覚の検知限超の時間解像度は，スロー再生等の

末筆ではございますが，情報科学技術フォー

非リアルタイム再生用途の映像取得に限られて

ラム並びに船井情報科学振興財団の益々の御発

おり，リアルタイム再生用途の映像に対しては，

展をお祈り申し上げます．

表示機器に整合した時間解像度での取得・生成
を前提としています．
これに対し，筆者らは視覚の検知限を越えた

論文：訓点資料を対象とした翻刻支援システム
の構築および評価

時間解像度でサンプリングされたフレーム群を

著者：田中 勝（大和ハウス工業）
，村川 猛彦（和

利用し，符号化対象信号の生成過程を制御する

歌山大学），宇都宮 啓吾（大阪大谷大学）

ことで，符号化処理と親和性の高い映像信号を
生成できる可能性があることを見いだしました．
本研究では，高時間解像度でサンプリングされ
4
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【おめでとう船井ベストペーパー賞】

船井情報科学振興財団の皆様，FIT2016 の運営

船井情報科学振興財団の皆様，FIT2015 の運営

委員の皆様，そして論文の査読及び選考に当た

を御担当された皆様，そして論文の査読及び選

られた皆様方に，心より御礼申し上げます．

考に当たられた諸委員会の皆様に心よりお礼申

訓点とは，漢文の訓読のために書き加えられ
た仮名や諸符号のことです．平安時代だけでも，

し上げます．
陣痛アプリ開発をはじめとする長距離移動マ

5,000 点以上の訓点資料があると言われていま

タニティ支援システムに関する研究開発は，北

す．諸符号のうち，ヲコト点は，頻出する助詞

海道の道東地域で実施してきました．当地域は

や助動詞などの代用として用いられた表記で，

2 次医療圏〜3 次医療圏への受診移動が約 50〜

その働き（点の読み）は，漢字に対する打点位

120 km にもなります．研究開始から約 5 年，周

置と点の形状によって決まります．

産期医療の危機は当地域の課題のみならず，産

近年，IT 環境の整備と計算機の普及に伴い，

科医不足と周産期病院の都市部への集約化が全

古典籍のディジタルアーカイブ化，中でも翻刻

国各地で進行しています．国土の 70%が中山間

（テキスト化）が進んでいます．しかしながら，

地域の我が国で，地域のマタニティの受療行動

訓点資料は複雑な文書構造となっているため，翻

支援にどのように向き合うかが喫緊の課題でし

刻やそのための環境構築は，十分とは言えない

た．研究で開発したスマートフォンアプリケー

状況でした．そこで筆者らは，翻刻支援システ

ションは受療前に陣痛間隔を計測・記録するこ

ムの構築に取り組んできました．

とが可能で，マタニティの早期の病院連絡の意

本論文で報告したシステムはブラウザ上で動

思決定タイミングを支援し，早期の受療行動に

作します．簡単な操作で，漢字・送り仮名・ヲ

結び付ける可能性があります．また，アプリの

コト点の指定ができ，座標情報などを受け取っ

機能における陣痛間隔記録データの共有や時間

たサーバ側では，行・列番号の推定や，漢字と

粒度別の振り返り機能によって，受療の際の連

諸符号との関連付け，ヲコト点の打点位置から

絡や病院での問診時の医療者との意思疎通を円

読みの推測などを，自動で行うようにしました．

滑に支援する可能性があります．今後は，長距

また 2 種類の訓点資料画像を用いて，操作性に

離移動マタニティの課題を起点にしたへき地に

関する利用者実験，及び訓読に関する評価実験

おける周産期・子育て環境支援システム構築の

を実施し，実用性を検証しました．

完成に向けた新型アプリの複数モデル開発にお

今後は今回の受賞を励みとして，本研究の発

いて，
「産前（出産）」期での長距離移動マタニ

展を目指します．末筆ではございますが，情報科

ティの受療行動の支援，
「産後」期での母子の受

学技術フォーラム，並びに船井情報科学振興財

療行動支援そして家族・地域の親和的ネットワー

団の益々の御発展を心よりお祈り申し上げます．

ク形成も含めて研究を継続していきます．末筆
ではございますが，船井情報科学振興財団及び

論文：長距離移動マタニティの受療行動支援シ

情報科学技術フォーラムの益々の御発展を心よ

ステム構築に向けた研究

りお祈り申し上げます．

著者：土田 栞，皆月 昭則（釧路公立大学）
このたびは FIT2015 船井ベストペーパー賞と
いう栄誉ある賞を賜り身に余る光栄に存じます．
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研究会インタビュー
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ソサイエティ人図鑑

No.18

渡邊 実さん
所属：静岡大学学術院工学領域電気電子工学系列
准教授
リコンフィギャラブルシステム研究会・委員長
分野：光電子デバイス，FPGA

インタビュー：西尾直樹（聴き綴り本舗 nishio.info@gmail.com），記事作成：佃芳史春

— まずは現在の研究についてお聞かせ下さい．
光再構成型ゲートアレーの研究をしています．

でも自由に仕様変更，つまり修理ができます．た
だ，既存の FPGA にも根本的な問題がありまし
て．チップ上の 7 割程度がプログラミングを支

応用事例として，福島原発のデブリ付近で作業

援する回路なので，放射線で破壊される確率が

するロボットに適応できる，放射線に強い組み

異常に高いんです．かつ，その回路はシリアル

込みシステムの開発にも力を入れています．

的に接続されているため，放射線がトランジス

通常の集積回路は放射線に対して非常に脆弱

タを一つでも壊してしまうと，プログラム機能

です．放射線が入射すると誤動作が簡単に起き

の大部分がダウンしてしまいます．プログラミ

ますし，入射が続けば故障してしまいます．デブ

ングによって故障箇所を回避して使い続けたい

リ付近はあまりにも高い放射線環境なので，ロ

のに，プログラミングの機能そのものが最初に

ボットが動けなくなるほどの重さのシールド材

ダウンしてしまうので，使用に耐えない．そこ

で集積回路を覆わない限り，放射線を防げない．

で，光技術の登場です．我々のデバイスでは光に

ですが，そのようなやり方は現実的ではありま

よって並列的にプログラミングを行う並列構成

せん．理想は放射線に強い集積回路．集積回路

法を活用しています．集積回路上でいかなる故

は，その性質上，放射線耐性を上げることが難

障が生じても，プログラミングが不可能になる

しいんですが，私たちが研究している光を使っ

ことはありません．生き残っている箇所を使い

た光再構成型ゲートアレーであれば対応できる

続けることが可能になるわけです．光デバイス

のでは，と．それで，今年，文部科学省の「英

は放射線に対して頑強なので光デバイス部の故

知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事

障は考える必要がありません．このように，私

業」の公募に応募し，採択されました．

たちの光再構成型ゲートアレーを使えば放射線

この研究では，故障を許容した集積回路と光

に強い組み込みシステムが実現できます．福島

技術とを組み合わせます．通常のカスタム集積

原発の復旧に役立てるよう，研究を加速させた

回路は工場出荷後に仕様変更ができないので使

いと考えています．

用しません．一方で，FPGA と呼ばれるプログ
ラムデバイスであれば，出荷後であっても何度
6
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【研究会インタビュー (RECONF)】

— 光再構成型ゲートアレーについて詳しくお聞

— どのような経緯で現在の研究に至ったのでし

かせ下さい．

ょうか？

Blu-ray の次の世代の光メモリと言われてい

大学では光コンピュータの研究をしていて，卒

るホログラムメモリがあります．通常の集積回

業後は日産自動車に就職し，組み込みシステム

路では，1 bit の情報は一つの回路で記録します．

のハードウェア開発を担当しました．FPGA も

なので，回路が壊れると，その部分に記憶され

日産自動車の業務の中で学びました．企業での

ていた情報は失われます．一方，ホログラムメ

仕事には概ね満足してはいましたが，管理業務

モリではホログラムメモリ上から回折してくる

が増え，研究開発に使用できる時間がどんどん

無数の光波の重ね合わせの結果として情報を読

と減っていきました．
「もっと研究をしたい」と

み出します．分散記憶のメモリとも言えるでしょ

いう気持ちがむくむくと湧いてきまして．それ

うか．ですから，ホログラムメモリを半分に割っ

で，大学に戻ることにしました．ただ，戻るとな

て一方を捨てたとしても，残り半分だけで記憶

れば学術的に新しい研究を切り拓かなくてはな

した情報を再生することができるのです．この

りません．学生時代に研究した光コンピュータ

性質はホログラムメモリが誕生した当初から指

は莫大な資金が求められるのに，そのときには

摘されていたことで，光工学の研究者の間では

最先端の研究とは言えなくなっていました．会

よく知られた性質です．耐放射性強度も高く，耐

社でやっていた組み込みシステムは当たり前過

放射線集積回路 (Vertex-5QV) が耐えられる 300

ぎてダメ．なら，組み合わせて何かできないか

倍以上の放射線を当てる試験をしても，全くび

なと．一生懸命考えた中で一番斬新に思えたの

くともしません．光メモリはどんな環境下であっ

が，光 FPGA でした．聞いたことがないし，見

ても正しい情報を供給し続けられる理想的なメ

たこともない．これなら勝負ができるんじゃな

モリと言えます．加えて，ホログラムメモリで

いか．このアイデアだけをもって九工大に赴任

は，光のパターンとして情報が 2 次元的に読み

しました．

出されるので，並列的にプログラミングを行う

幸いにも，上司の小林史典教授から資金面，人

並列構成法との相性が良いのです．更にホログ

材等，様々なサポートをして頂いて，研究をス

ラムメモリには非常に高容量な特徴もあります．

タートさせることができました．ですが，着任

そのため，いろんな故障を想定して多数の回路

5 か月目くらいでしたでしょうか．約 1 年前にカ

を記憶することができます．ちょっと故障が起

リフォルニア工科大学から似たような光 FPGA

きても，違うパターンを実装してやると，一瞬

のコンセプトが発表されていたことを知りまし

で復旧できる．もちろん，ホログラムメモリを

て．研究の世界の厳しさを感じましたね．ただ，

書き換えても同様のことができます．

コンセプトは先行されましたが，研究の発展性

ホログラムメモリの話ばかりになりましたが，

があると判断し，研究を続けることにしました．

これを集積回路に加えて光再構成型ゲートアレー

研究のスタートはスーパコンピュータに使う

は実現されます．頑強なホログラムメモリによ

高性能集積回路．高速動的再構成を活用する仮

り集積回路部の放射線耐性を向上させます．こ

想ゲートの光電子デバイスです．しかし，メー

の光再構成型ゲートアレーをロボットに適用す

カーには見向きもされない苦しい状況が続きま

ることで，人の被曝リスクをなくしていきたい

した．これはダメかな，諦めようかなと何度も思

ですね．

いました．そんなある日のこと，
「キラーアプリ
ケーション」という言葉が当時はやっていて，光
7
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駅前で壊してたんですね．ハンマーで叩いて壊
しているおじさんの横に TTL 等の電子部品が
山積みになって置いてある．それを拾ってきて，
いろいろな電子回路を作りました．電子パーツ
屋さんも近くにありましたが，電子部品には事
足りていました．
また当時の「トランジスタ技術」にはコンピ
ュータの設計事例が満載でした．父親にコンピ
図 1. 放射線源にセットされたデバイス．実験は理
学部附属放射科学研究施設にて行っている

ュータを買ってくれと言ったら，
「ダメだ」とに
べもなく却下されてしまって．父親は電気工学
科出身なんですけど，コンピュータが大っ嫌い

再構成型ゲートアレーのキラーアプリケーショ

な人で．それなら自分で作ろうと，コンピュー

ンは何だろうとふと考えました．そういえば，ホ

タ設計に小・中・高と没頭しました．

ログラムメモリは故障に強い性質がある．だっ

電波への興味が原点ですので，大学では電波

たら，放射線にもめちゃくちゃ強いんじゃない

の研究室に入ろうと思っていたんです．でも，私

かと．ホログラムメモリで集積回路の耐放射線

が研究室に入る 1 年前に電磁波工学が御専門の

性能を上げることができれば面白いんじゃない

先生が辞められてしまって．それで光も電磁波

か，というアイデアが閃きまして．それで，耐

の一種と光工学を専門にする研究室に入りまし

放射線デバイスの研究にシフトしました．ちな

た．大学院を含めて，たかだか 3 年間，光の研

みに，カリフォルニア工科大学はその一つの成

究に取り組んだだけなんですけど，今の研究の

果発表を終えた後，続く発表がなく，現在，世

主軸になっているというのは不思議な感覚です．

界で我々だけが研究を進めています．

— 研究のやりがいや魅力をお聞かせ下さい．

— 研究者となった原体験をお聞かせ下さい．
現在の研究の魅力は，人のやっていない分野
小さい頃から電気工作が大好きで，小学校に

を開拓できる点です．光工学の研究者はたくさ

入った頃から豆電球やモータで遊んでいました．

んいる．集積回路の研究者もたくさんいる．だ

小学校 1 年生のときに買ったラジコンから電波

けど両方やっている研究者は皆無に近い．そう

の存在を知って衝撃を受けたことを思い出しま

した「世界で唯一」という状況に楽しみを感じ

す．電線をつながなくても遠隔で自動車の操作

つつ研究を進めています．でも，一方で怖さも

ができるってすごいなと．ラジコンをバラして

あります．皆が一つの研究をやっていればその

みると，いろんな部品が出てくる．それを見て

研究の必要性は担保されていると思えます．我々

今度は自分の手で機器を設計したくなりました．

の研究はそうじゃない．もしかしたら，何にも

友達から「初歩のラジオ」や「ラジオの製作」と

役に立たないものを研究しているかもしれない．

いった初心者向け電子工作の雑誌があることを

常に自問自答しなくてはなりません．若い頃は，

教えてもらって，それ以来毎月，専門誌を買い

心のどこかで，
「どうしても埒があかなかったら，

漁って読み続け，電子回路設計に没頭していき

企業に戻ろう」と思っていたので，気楽に研究

ました．電子部品はというと，当時はインベー

ができたのかもしれません．

ダーゲームが大量に出回っていた頃で，それを
8
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うまくいったときでしょうか．研究は日々の小

— リコンフィギャラブルシステム研究会の活動

さな積み重ねで発展していくものなので，一歩

についてお聞かせ下さい．

一歩ですけど，困難なところを乗り越えられた
ら嬉しいですね．
— 研究室については何か工夫をされていますか？
デザインコンペティションにチャレンジして
いまして，その道では世界的に有名な研究室に
なったような気がします．ある学生が「うちの
研究は世界で唯一の研究である点は良いけれど，
国際会議に行っても，ぼくたちにはライバルが
いない．ほかの研究者と切磋琢磨している感じ
がしない．それが残念だ」とぽろっと言ったん
です．
「だったら，同じ舞台に降りて挑戦してみ
るかい」と，FPGA にアルゴリズムを実装する
技術を競い合う国際大会に参加することにした
んです．2010 年に世界 2 位になって以降，12 回
ほど世界 1 位になっています．人によっては，私
たちの研究室はデザインコンペティションが専
門と誤解されているかもしれません．
私もチームに一緒に入っており，アイデアレ
ベルですが，学生にアドバイスをしています．平
日昼間は学生に付き合えないので，18 時〜22 時
くらいに開発をやる．意欲のある学生だけが参
加していますが，ほかの研究室と比較したら時
間外業務が多いブラック研究室です．2 ちゃんね
るにもブラック研究室との書き込みがあるそう
です（笑）．
最近では国内大会で優勝することが劇的に難
しくなりました．日本は FPGA を使用したハー
ドウェア・アクセラレーションの研究に自信の
ある研究室が多いので，皆，強いんですね．

FPGA を使って頂ければ，どのような研究発
表でも受け入れる懐の深い研究会です．ですの
で，参加研究者の専門分野が広いことが特徴と
言えるでしょう．年 4 回の研究発表会と，関連
する研究会として，若手メインの合宿形式の研
究会 (JACORN)，
「人工知能と HW/SW 協調設
計ワークショップ」が活動の場となっています．
ここ数年，FPGA を使用する研究者や技術者が
劇的に増えており，誰でも FPGA を使用する時
代となったと言えます．是非，研究成果の発表
や情報交換の場として，このリコンフィギャラ
ブルシステム研究会を御活用頂けましたら幸い
に思います．
ただ，FPGA の研究者としましては，ちょっ
と危機感ももっております．FPGA の研究分野
は企業主導になりつつあり，莫大な開発資源を
持つ企業【XILINX, ALTERA (INTEL)】との戦
いになりつつあります．我々，FPGA 研究者の
底力が試される時代になってきたと思って，気
を引き締めています．
— 最後に趣味，興味関心をお聞かせ下さい．
ほとんどの時間，研究室で過ごしていますの
で，趣味も研究も一緒のような感じです．今，唯
一挙げるとしたらドライブでしょうか．日産自
動車にいたときにはよく先輩方にミニサーキッ
トに連れて行ってもらいました．今は，車で遠
出をするときとか，家族サービスで車を出すと
きにドライブを楽しんでいます．

いつか負けるだろうなという危機感を持ちつ
つも，大会への参加は学生のスキル向上につな
がりますので，学生の意欲が続く限り，参加し続
けていきたいと思っています．大会で実践的な
スキルを身につけると，研究も加速しますので．
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風雲急を告げる音声合成研究の最新動向
徳田 恵一
名古屋工業大学

1. 統計的音声合成
音声合成とは，任意に与えられたテキストに
対応する音声を生成することである．音声がテキ
ストから生成されることを明示するため，テキ
スト音声合成 (Text-to-Speech Synthesis; TTS)
と呼ばれることも多い．音声合成技術の研究は，
計算機資源の増大とともに，データに基づいた

図 1. 音声合成の基本問題

統計的手法が主流となっているが，このところ
深層学習に関連した技術が導入され，大きな変
革期を迎えている．当該分野の状況について，個
人的見地からではあるが動向を報告したい．
統計的アプローチに基づく音声合成の基本問
題は図 1 のように表すことができる．この問題
を解くためのもっとも直接的な方法は，図中に

図 2. 生成モデルの部分モデルへの分解

あるとおり，予測分布 p(x | w, X, W ) を構成
し，そこからサンプリングすることである．た
だし，予測分布を推定することは簡単ではない．
このため，テキスト w から音声波形 x（あるい
は W から X）が生成される過程（生成モデル）
を図 2 のように分解した上で，中間変数である

図 3. 部分モデルに基づいた学習と合成

L, O, l, o, λL , λA に関する周辺化を，直列の最
大化に置き換えることにより，図 3 のような多
段の最適化問題として解くことになる [1]．

2. 深層学習の導入
ニューラルネットワークを音声合成に用いる

図 2 の p(o | l, λA ) は音響モデルと呼ばれ，テ

アイデアは 90 年代以前からあったが，近年の

キスト解析の結果である言語特徴 l と，スペク

深層学習ブームとともに，音声合成の分野でも

トルパラメータや基本周波数パラメータなどか

HMM に替えてディープニューラルネットワー

らなる音声パラメータ o との関係を表すもので

ク (deep neural network; DNN) を用いる手法が

ある．p(o | l, λA ) に隠れマルコフモデル (hid-

活発に研究されるようになった [3], [4]．音声合

den Markov model; HMM) を用いたシステムは

成のための DNN の構造に関しては，様々なも

HMM 音声合成と呼ばれ，広く研究されるとと

のが提案されているが，言語特徴 l から音声パ

もに実用に供されてきた [2]．

ラメータ o を推定する回帰問題として DNN を
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接予測に成功しているだけでなく，
（相当の計算
量を必要とするものの）ブレークスルーと言う
べき高品質を達成しており注目に値する．
今後は，テキスト解析部 p(l | w, λL ) も含め，
w から x を直接予測する end-to-end なシステム
構成も研究対象となっていく可能性がある．
図 4. DNN と HMM の比較

4. おわりに
音声合成研究の目標は，高品質な合成音声を

利用する形のものが多い [3]．

生成することだけではない．音声によって人と

HMM 音声合成において，本質的な役割を果

機械が日常的に情報交換する未来では，あらゆ

たしているのは，言語特徴 l から HMM の各状

る声質，発話スタイル，感情表現，言語等を自

態がもつ確率密度関数を与える回帰木である．

在にモデル化・制御可能な仕組みを，上記の枠

このことを念頭に，音声合成における DNN と

組みの上で実現していくことが必須の課題とな

HMM の長所短所を比較したのが，図 4 である．

ろう．このような意味で，音声合成研究はしば

DNN がフラットな構造と大きな自由度をもつの

らく激動の時代が続きそうである．今後の展開

に対し，HMM は人間がある程度理解可能な意

に興味が尽きない．

味付けのある構造をもつことが，それぞれを特
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開催報告（国際会議 NOCS 2016）
松谷 宏紀
慶應義塾大学

1. チップ内ネットワークの国際会議 NOCS
IEEE/ACM International Symposium on
Networks-on-Chip (NOCS) は，チップ内ネット
ワークに関する国際会議である．半導体技術の
進歩によって単一チップ上に複数もしくは多数
の計算コアを実現できるようになったが，コア
数の増加に伴い従来のバス型結合網ではバスが
チップ内通信のボトルネックになってしまい，多
数の計算コアを接続できない．そこで，多数の計
算コア間を接続するためにチップ内においても
ネットワーク構造が導入された．これが国際会
議 NOCS において対象としているチップ内ネッ
トワーク (Network-on-Chip, NoC) である．
国際会議 NOCS は第 1 回の NOCS 2007@プリ
ンストン大学から毎年開催されていて，今年で
10 回目（10 年目）である．これまでの開催地は
アメリカ，イギリス，フランス，デンマーク，イ
タリア，カナダなどの欧米諸国であったが，10
年目にして初めて欧米外，しかも日本の奈良で
の開催となった（図 1）．
会議のスコープとしては，チップ内ネットワー
ク及びパッケージ内のチップ間ネットワークに
おける通信技術，ネットワークアーキテクチャ，
設計手法やアプリケーションなどである．参加
者数は毎年 60〜80 人程度と大きな会議ではない
が，計算機アーキテクチャ，ネットワークアー
キテクチャ，回路技術，パッケージング，組込み
システム，CAD などチップ内ネットワークに関
連する分野から分野横断的に人が集まってくる
というのがこの会議の特徴である．NOCS 2016
に関して言えばフルペーパーの採択率は 22.6%，
ショートペーパーも含めた採択率は 27.4%であ
る．毎年，質の高い論文が発表されることで有
名である．
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図 1. NOCS 2016 会場の外観

2. NOCS 2016 開催報告
2.1 学会会場
NOCS 2016 は 2016 年 8 月 31 日から 9 月 2 日
まで奈良春日野国際フォーラムにて開催された．
講演は全て同フォーラムの能楽ホールを使わせ
て頂いた．この能楽ホールは実際の能の舞台で
ある．能の舞台にスクリーンとプロジェクタを
設置し，発表者は能の舞台に立って講演を行う．
当然，舞台は土足厳禁であり，講演者は靴を脱
いで登壇する．能の舞台での講演は国外からの
講演者にとっては新鮮に映り，国内からの講演
者にとっては感慨深い貴重な体験であったと評
判は上々であった．
2.2 NOCS 2016 組織委員会
General Co-chair はワシントン州立大学の
Partha Pratim Pande 先生と慶應義塾大学の天
野英晴先生が務め，Technical Program Co-chair
は Intel 社の Sriram Vangal 氏と筆者が務めた．
ほかにも国内からは富士通研究所の安島雄一郎
氏，国立情報学研究所の鯉渕道紘先生，奈良先
端科学技術大学院大学の中田尚先生，情報通信
研究機構の藤原一毅氏，北海道大学の高前田伸
也先生が NOCS 2016 組織委員会に参画した．こ
のように NOCS 2016 は国内の研究者によって
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支えられた会議であったと言える．
2.3 招待講演
一つ目の招待講演は慶應義塾大学の黒田忠
弘先生による Near-Field Coupling Integration
Technology というタイトルの講演であった．複
数のチップを垂直方向に積層し，チップ間は誘導
結合による近接無線技術によって通信可能にす
るというものである．黒田先生はこの分野で世
界トップクラスの研究者である．NOCS ではこ
のような 3 次元積層チップを想定した 3 次元チッ
プ内ネットワークについても盛んに研究されて
おり，この講演はそのための要素技術である．
二つ目の招待講演は ARM 社の Rob Aitken 氏
による Identifying On-Chip Communication Requirements for IOT というタイトルの講演であっ
た．IOT デバイスは今後普及が期待される重要
な研究領域である．本講演では IOT デバイスに
求められる要求事項，及び，それを実現するた
めの要素技術として例えば回路のスリープモー
ドやワイヤレスセンサネットワークなどの技術
を広範囲に解説していた．
2.4 チュートリアル
香港科技大学の Jiang Xu 先生と NEC 社の
中村滋氏による Inter/Intra-Chip Optical Interconnection Network: Opportunities, Challenges,
and Implementations というタイトルのチュート
リアル講演があった．チップ間に加え，チップ
内ネットワークにおいてもオプティカルベース
の通信技術を導入しようという試みは盛んに研
究されている．このチュートリアルではそのた
めの要素技術を紹介していた．
2.5 特別セッション
NOCS 2016 では特別セッションというかたち
で 1 時間半のセッション枠を公募した．特別セッ
ションの申込者はセッションの趣旨，セッショ
ン構成（講演タイトルと話者，概要など）を提
案する．NOCS 2016 では以下の三つの特別セッ
ションが採択された．
1. Extending Networks from Chips to Flexible
Substrates：フレキシブル基板の最新研究動
向やフレキシブル基板上でモジュール同士を
接続するネットワークについて紹介していた．

【ソサイエティ活動】

2. Silicon Photonics for On- and Oﬀ-Chip Networks and the Post-Moore Computing：フォ
トニックスイッチ，オプティカルトランシー
バの最新研究動向，及び，ポストムーア時代
の計算環境への統合について紹介された．
3. Small-Diameter Graphs for Low-Latency
NoCs：国立情報学研究所が主催するグラフ
コンペティション Graph Golf にて有力な成
果を挙げた 3 チームによる発表があった．
2.6 一般セッション
以下の五つの一般セッションがあった．
1. Workload Modeling and Control：チップ内
ネットワークにおける帯域制御や最適化，リ
アルタイム性の解析などに関する発表があ
った．
2. Power-Aware Design：チップ内ネットワーク
の低消費電力化や最大消費電力の見積もりに
関する発表があった．
3. Emerging Technology：チップ内オプティカ
ルネットワークに関する発表があった．
4. Fault Tolerance and Asynchronous Design：
チップ内ネットワークにおける耐故障性や
チップ内非同期ネットワークに関する発表が
あった．
5. Interconnection Architecture：ネットワーク
トポロジやルーティング，通信アーキテクチャ
に関する発表があった．
3. NOCS の今後
NOCS 2017 は Embedded System Week
(ESWeek) 2017 と 同 時 開 催 の 予 定 で あ る ．
ESWeek は 組 込 み シ ス テ ム に 関 す る 一 大 イ
ベ ン ト で あ り，三 つ の 主 た る 会 議 CASES，
CODES+ISSS，EMSOFT に加えて幾つもの国
際会議や国際ワークショップが同時開催される．
ESWeek が誇るこのような多様な会議群との相乗
効果を狙い，NOCS も ESWeek の一員になるこ
とになった．ESWeek 2017 は 2017 年 10 月にソウ
ルで開催される予定であり，NOCS 2017 の General Co-chair は筆者が務める予定である．チッ
プ内ネットワークに関する研究や技術の発展に
貢献できるよう今後も頑張っていきたい．
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開催報告（国際コンペティション
Graph Golf 2016）

藤原 一毅

鯉渕 道紘

情報通信研究機構

国立情報学研究所

藤田 聡

中野 浩嗣

広島大学

「与えられたノード数と次数をもつ無向グラフ
の中で，直径・平均距離が最小のグラフを求め
よ」．これは Order/Degree 問題と呼ばれるグラ
フ理論の問題であり，次世代スーパーコンピュー
タに必須とされる低遅延な相互結合網の設計に
直接役立つが，グラフ理論家による研究が進ん
でいなかった [1]．我々は，Order/Degree 問題を
オープンサイエンスの俎上に載せて追究を加速す
るべく，小直径グラフ探索コンペ “Graph Golf”
を 2015 年から開催している [2]．このコンペは，
主催者が指定したノード数・次数をもつグラフ
を一般から募集し，その直径・平均距離の小さ
さを競うものである．開催期間中，参加者は発
見したグラフを随時ウェブ経由で投稿し，主催
者は投稿された解を毎週 1 回公開する．参加者
は自分の順位を確認したり，他の参加者の解を
改良したりできる．昨年は 5 月 27 日〜9 月 25 日
まで投稿を受け付け，最終的に 131 件の有効投
稿があった．
2016 年 11 月 22 日，東広島芸術文化ホールで国
際会議 CANDAR’16 に併設して開催した Graph
Golf ワークショップにおいて，最多数の最善解を

発見した松崎貴之さん・北須賀輝明さん・飯田全
広さん（熊本大チーム）が Widest Improvement
Award を，最大の改善幅を達成した水野良祐さ
ん・石田やわらさん（京大チーム）が Deepest
Improvement Award を，それぞれ受賞し，講演
を行った．また，惜しくも受賞を逃したものの突
出した貢献のあった井上弘さん（IBM Research
Tokyo）が基調講演を行った．井上さんの戦略は，
近傍探索によってランダムグラフを逐次改良し
ていく方法であり，評価関数であるグラフの平
均距離を近似的に計算することで大幅に高速化
した．熊本大チームは，Degree/Diameter 問題の
解として知られる Brown graph と Cayley graph
に頂点と辺を追加していく戦略をとり，ランダ
ムグラフから始めるより早く良い解を発見した．
京大チームは，直径 2 の Brown graph を出発点
として頂点の削除と辺の追加を行う戦略をとり，
前年度の問題に対しても前年度の最善解より良
いグラフを発見した．
ワークショップには約 40 名の参加者があった．
来年度の開催に向けた全員討論では，ビギナー
向けにノード数の小さいボーナス問題を用意す
る，ノード数・次数を指定しない「無差別級」を
設ける，などのアイディアが挙がった．Graph
Golf 2017 は例年とおり 5 月から開催する予定で
ある．読者も是非周囲の学生に参加を勧めて頂
きたい．
参考文献
[1] 藤原一毅，藤田

聡，中野浩嗣，井上

武，鯉渕道

紘，“みんなで Order/Degree 問題を解いて究極の
低遅延相互結合網をつくろう，
” 信学技報，CPSY
2015-38, Aug. 2015.
図 1. Widest Improvement Award を受賞した松崎
貴之さん（熊本大）
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開催報告（国際会議 CANDAR2016）

中野 浩嗣

藤田 聡

広島大学

藤原 一毅

鯉渕 道紘

情報通信研究機構

国立情報学研究所

CANDAR (International Symposium on Com-

文が選ばれた．また，併設の 8 つのワークショッ

puting and Networking，http://is-candar.org/)

プでは，合計 87 件の発表があり，GraphGolf コ

は，コンピューティングとネットワーキングに

ンペティションで 3 件の発表があった．さらに，2

関する幅広い分野を扱う国際会議である．前身

件のメインシンポジウム基調講演と，8 件のワー

の ICNC (International Conference on Network-

クショップ基調講演が行われた．メインシンポジ

ing and Computing) を含めると，2016 年は 7 回

ウム全体で評価の高かった論文 1 件を CANDAR

目にあたり，11 月 22〜25 日まで東広島芸術文化

Best Paper，各トラックで優れた論文を 1 件（計

ホール「くらら」において開催された．電子情報

5 件）を CANDAR Outstanding Paper として表

通信学会コンピュータ・システム研究会 (CPSY)

彰した．ワークショップ全体で評価の高い Poster

と情報処理学会システム・アーキテクチャ研究

論文を Workshop Best Poster Paper に選び，ま

会 (ARC) の共催 (Technically cosponsored) であ

た，ワークショップごとに優れた論文を 1 件ず

り，論文集は IEEE から出版され，IEEE のデジ

つ表彰した．

タルライブラリに収録される．通常の参加登録

CANDAR では 2 つのジャーナル雑誌特集号

者は約 200 名で，のべ 123 件の発表があった．今

を計画している．IEICE Transactions on Infor-

回は，発表のない学生の参加は無料とし，参加

mation and Systems と International Journal of

登録を募った結果，約 50 名の登録があった．の

Networking and Computing の 2 つの論文誌に

べ約 250 名の参加者による 4 日間の発表と討論

特集号を企画しており，本シンポジウムとその

が行われた．

ワークショップで発表した論文の拡張版を再査

メインシンポジウムは 5 つのトラック (Algo-

読の上，掲載する予定である．

rithms and Applications, Architecture and Com-

2017 年は JR 青森駅近くの青森観光物産館（ア

puter System, Networking and Grid，Software

スパム）で 11 月 19 日（日）〜22 日（水）にて

and Middleware, Information and Computer Se-

開催する．メインシンポジウムの投稿締め切り

curity) から構成され，合計 79 件の投稿があり，

は 6 月下旬を予定している．

8 件が Long Paper，18 件が Regular Paper とし
て採択された．採択率は 33%であり，質の高い論
15
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MIRU2016 若手プログラム
実施概要と次回の企画紹介
舩冨 卓哉

石井 雅人

井上 中順

奈良先端科学技術
大学院大学

日本電気

東京工業大学

金崎 朝子

高橋 康輔

道満 恵介

産業技術総合研究所

日本電信電話

中京大学

吉岡 隆宏

浦西 友樹

富士通研究所

大阪大学

1. はじめに
MIRU 若手プログラムは，画像の認識・理解

グラム実行委員の人選を進めた．若手企画の歴
代委員長にも相談し，井上中順（東京工業大学）
，

に関連する分野の若手研究者・学生の交流を図

石井雅人（日本電気），金崎朝子（産業技術総合

ることを目的としたイベントであり，画像の認

研究所），高橋康輔（日本電信電話），吉岡隆宏

識・理解シンポジウム (MIRU) の併催イベント

（富士通研究所），道満恵介（中京大学）及び舩

として，2000 年から隔年で PRMU 研究会が主

冨の 7 名で組織した．この体制で企画の検討を

催している．また 2013 年からは情報処理学会

始めたのが 8 月である．

CVIM 研究会も若手の会を隔年で主催しており，

9 月 5 日に実行委員会を開催し，MIRU2015 若

MIRU2016 における若手プログラムは，若手の

手の会において収集したアンケート結果を参考

会と合わせて通算第 11 回となる．本稿では，
「研

に企画立案に向けて意見交換を行った．若手の

究に役立つツール・ノウハウを学んでみる」を

会の参加者に対するアンケートでは次回若手プ

テーマに実施した MIRU2016 若手プログラムの

ログラムでのメインテーマに関する希望調査を

概要と次回 MIRU2017 での企画紹介を行う．

行い，最先端研究のサーベイ (51.5%)，基礎知

2. 企画立案

識固め (48.5%)，最新手法の実装 (36.4%) なども

舩冨が MIRU2016 若手プログラムの実行委員

賛同が得られたが，研究に役立つツール・ノウ

長を拝命したのは 2015 年 5 月に遡る．この時

ハウ (63.6%) に対する希望が最も多かった．過

点では MIRU2015 若手の会も開催前であった．

去の若手関連企画で取り扱ったテーマも勘案し，

MIRU で開催されている一連の若手企画として

「研究に役立つツール・ノウハウ」として，皆が

連携を図るため，満上育久若手企画委員長に便

知りたいツール・ノウハウについて皆で学ぶ機

宜を図って頂き，急遽 MIRU2015 若手の会実行

会を提供することをメインテーマとすることで

委員に入れて頂いた．また，オブザーバとして

合意が得られた．

参加し，MIRU2016 若手プログラムのアナウン
スや企画に関するアンケートを実施した．
また，時期を同じくして MIRU2016 若手プロ
16

また，若手企画への参加経験がある実行委員
から，若手プログラム参加者が MIRU 本会議に
も十分集中して参加できるよう，会期中の負担

情報・システムソサイエティ誌 第 21 巻第 4 号（通巻 85 号）

【ソサイエティ活動】

に配慮することが提言された．そこで，(1) 事

若手プログラムの企画概要や開催までのスケ

前準備に重きを置き，十分な時間を確保するた

ジュールの概要を掲載した．広報活動として，

めに募集を早期に開始すること，(2) 成果発表

MIRU2014 若手プログラムと MIRU2015 若手の

を MIRU2016 の会期の前半に設定し，後半はグ

会それぞれの実施報告 [1, 2] にて企画の紹介を

ループワークの機会や交流の場を提供すること，

行った．また，MIRU2015 若手の会の参加者や

を基本方針とすることに決定した．

関連分野のメーリングリストへ勉強会テーマや

その後も Web 会議やメールでやり取りを行

参加の募集について通知を行った．2016 年 3 月

い，企画の具体化を進めた．まず，募集形態を

から 4 月上旬の期間に 1 段階目の参加募集を行っ

大きく変更して 2 段階とすることにした．1 段

たところ，44 件の申し込みがあった．参加申し

階目は参加申し込みの締め切りを例年よりも大

込みの際に勉強会で取り組むテーマの希望を収

幅に早めて 2016 年 4 月とした．そこで申し込ん

集し，それに基づいて四つのテーマ（DNN ライ

だ参加者には 3 か月間を使ってじっくり勉強会

ブラリ，GPU プログラミング，バージョン管理

を進めてもらい，会期中に成果を発表する場を

システム，カメラキャリブレーション）を選抜し

提供することにした．2 段階目は MIRU2016 の

た．なお，DNN ライブラリについては希望者が

早期参加登録に合わせた 2016 年 7 月上旬とし，

多かったため二つの異なるトピックに分け，最

発表を聴講してもらうことにした．

終的に五つの班に分けて勉強会を進めた．2 段

次に，勉強会で取り組むテーマの案として

階目の参加募集は，MIRU2016 開催のできるだ

DNN ライブラリ，GPU プログラミング，バー

け直前まで受け付けられるよう 2016 年 7 月中

ジョン管理システム，進捗管理システム，デバッ

旬を締切とした．その結果，64 件の申し込みが

ガ，カメラキャリブレーションを挙げ，参加申込

あった．

時にテーマの希望調査を行った．その他のテー

4. 事前勉強会

マも公募したが提案は寄せられなかった．また

1 段階目で申し込みを行った参加者 44 名には五

招待講演については，メインテーマと関連して，

つの班に分かれて勉強会を進めてもらった．4 月

ツールを共有・発信する立場の方からお話を頂

中旬にはテーマの割り当てを通知したが，DNN

くことにした．そこで，最近注目を集めている

ライブラリについてはそこから更に二つの異な

深層学習のライブラリの一つ，Chainer ∗1 の開

るトピックを決め，班に分かれてもらった．各

発者である株式会社 Preferred Networks の得居

班で取りまとめ役を参加者から 1 名ずつ選出し

誠也様に講演を依頼した．この講演については，

てもらい，また実行委員にも 1 名ずつ各班を担

若手プログラム参加者だけでなく，MIRU2016

当してもらった．

本会議参加者にも聴講頂けるよう，チュートリ

各班へは四つの課題を課した．まず，各班の

アルと連携して企画した．

テーマについてタイトルと概要を 6 月中旬まで

3. 募集と申込状況

に決めてもらった．この内容を基に 2 段階目の

2015 年 12 月に Web サイト ∗2 をオープンし，

参加募集を行い，プログラムを作成した．次に，
各班からの中間報告として 7 月初旬に資料を提

∗1

Chainer: A flexible framework of neural networks，

http://chainer.org/
∗2

https://sites.google.com/site/miru2016hamamatsu/

wakate/

出してもらった．また，2 段階目で申し込んだ参
加者に対する予習課題を作成してもらった．最
後に，MIRU2016 会期中に行う成果報告に向け
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て発表準備を進めてもらった．成果報告では各

メインテーマとした「研究に役立つツール・ノ

班に質疑応答を含めて 1 時間の持ち時間を割り

ウハウを学んでみる」にふさわしく，また勉強

当てた．

会で取り組んだテーマの幾つかと関連の深い内

それぞれの班での連絡や全体への連絡などに
は Google グループ

∗3

のシステムを利用したが，

容の御講演を頂いた．
5.3 2016 年 8 月 1〜2 日 成果発表会

中には独自に Slack を活用した班もあったよう

招待講演に引き続き，五つの班が取り組んで

だ．勉強会の実施形態については各班に委ねた

きた勉強会の成果発表会を 2 日にわたって実施

が，ほとんどが Skype や Google ハングアウト

した．

などの Web 会議システムを利用していたようで

Chainer コードを見ながら学ぶ DNN

ある．

本グループでは，Chainer に対象を絞り，DNN

5. 会期中の活動

ライブラリを扱う際の一連の操作を理解するこ

5.1 2016 年 7 月 31 日 グループワーク

とを目標とした．DNN を利用する際は，デー

最初に MIRU2016 若手プログラム参加者全員

タセットの用意，ネットワークの構築，学習・

が一堂に会する場として，静岡大学浜松キャン

評価，パラメータ調整などの操作が必要となる．

パスにおいてグループワークを行った．1 段階目

若手プログラムの限られた期間ではデータセッ

の参加者にとっては Face-to-face で成果発表の

トを自前で準備することは難しいと判断し，既

準備を行う唯一の機会であった．また 2 段階目

存の公開データセットを利用した．その代わり，

の参加者に対しては予習課題をこなしたり，ほ

特にネットワークの構築に着目し，学習済みの

かの参加者と交流する機会とした．

ネットワークをそのまま使うのではなく，一か

5.2 2016 年 8 月 1 日 招待講演

ら構築できるようになることを目指して勉強会

「深層学習フレームワーク Chainer の開発と今

を進めた．勉強会では，DNN の基本的な知識を

後の展開」と題し，株式会社 Preferred Networks

Michael Nielsen 著「Neural Networks and Deep

の得居誠也様に御講演を頂いた．講演では，
「深

Learning」の輪講で体得しつつ，手書き数字認

層学習にかかわる学生・研究者に Open Source

識で著名な Yann LeCun の論文に記載のネット

Software (OSS) 開発の実際のところを知っても

ワークを，論文の記述から chainer による実装に

らい，どんどん参加できるようになってもらう

落とし込む作業を行った．成果発表会では，論

ことで，深層学習フレームワークへの貢献を増

文と実装との丁寧な対応付けが好評で，初心者

やす」ことを目的として，ニューラルネットの

にも優しい内容となった一方，DNN 活用の実用

おさらい，深層学習フレームワークの潮流，開

的なノウハウまで得ることが難しかった点が反

発されている Chainer の基本的な概念や使用方

省点として挙げられた．

法，Chainer を含む OSS 開発への貢献の仕方，

バージョン管理で理想の研究生活にコミット

Chainer の今後の展開として貢献が望まれる事

バージョン管理システムを用いて個人やチー

項について御紹介頂いた．資料は SlideShare で

ムでの研究開発を効率的に進めるための実用的

公開されている ∗4 ので，詳細についてはそちら

ノウハウに関して基礎から応用まで広く深く調

を是非参照されたい．今回の若手プログラムで

査した．具体的には，Git の基礎や GitHub の

∗3

https://groups.google.com/

活用方法をはじめ，Redmine，Travis CI，Slack，

∗4

http://www.slideshare.net/beam2d/chainer-64567959

更には Docker を用いた開発環境の共有について
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調査した．グループ結成直後からポスドク研究
員や博士学生が中心となり，オンラインミーティ
ングを開催しながら積極的な議論が交わされた．
他グループの参加者を対象に「バージョン管理
システムの使用経験の有無」や「どのようなこ
とが知りたいか」といったアンケート調査を実
施した上でどこに焦点を当てて最終発表資料を
まとめるかを決めるなど，活動の進め方にも工
夫がみられた．最終日の発表はグループの各メ
ンバーが順に担当範囲を解説し，全員で連携し
ながら質問に対応する様子が印象的であった．

図 1. キャリブレーションのデモの様子

DNN ライブラリを色んな角度から調べてみた
本グループでは，複数の DNN ライブラリを対

て求めるパラメータについてまとめた．また，

象とし，各ライブラリのメリット・デメリットを

ツールの紹介では OpenCV や Matlab といった

様々な観点から比較し報告した．グループメン

一般的なツールの紹介に加え，ブロック図を組

バーのライブラリの使用経験が全体的に浅かっ

むことでキャリブレーションを実現する Rulr と

たことから，比較対象とするライブラリを三つ

いったソフトウェアについて調査した．ケース

に限定することとした．メンバーの関心が高く，

別では距離センサや赤外線センサを用いる場合

分野としても使用率が高いと思われる Chainer，

など，様々な系に関するキャリブレーションに

Theano，Caﬀe の三つを選定し，各々の環境に導

ついてまとめた．グループ結成後は毎週のオン

入するところから始めた．また，動作比較には

ラインミーティングで各自のその週の進捗を報

サンプルプログラムとしてもよく用いられる手

告し，日々の疑問は別途チャットツールを利用

書き文字認識を題材とした．発表は，ライブラリ

して解決した．メンバーは多くがキャリブレー

の特徴に関するクイズ形式でスタートし，導入

ションに関して初学者であったこともあり，前

の難しさや実行処理速度，コード記述の煩雑さ

半は全員で基礎理論について学び，後半は各自

などの観点から比較検討した結果を示した．ま

ツールやケース別などについて調査した．成果

た，ライブラリの使い分けチャートや，検討結

発表会では調査した内容の報告に加え，紹介し

果を基にライブラリの選定案などもまとめ，特

たツールを用いてカメラと深度センサ間の外部

にこれから導入する人への指針となった．ライ

キャリブレーションのデモを行う（図 1）など，

ブラリの選定から始め，実際に導入して比較す

趣向を凝らした発表を行った．質疑は聴衆から

るプロセスを辿った未経験者の多いグループメ

も飛び入りでノウハウの共有があるなど，活発

ンバーならではの発表となった．

なものとなった．発表後のアンケートでは報告

スッとわかるキャリブレーション

内容やデモの分かりやすさが評価され，若手プ

本グループでは基礎理論，ツール，及びケー

ログラム優秀賞を受賞した．

ス別のキャリブレーションに分けて報告した．基

サルでもつかえる GPU プログラミング入門〜

礎理論ではキャリブレーションの種類について

GPU を使いこなそう〜

概説し，それぞれのキャリブレーションにおい

本グループでは，GPU プログラミング初学者
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が取り組むべき作業内容を実際に実施し，その
調査内容とそこで得られた知見をまとめて報告
した．発表は，GPU 初心者向けの「入門編」
，プ
ログラムを書いてみたい人向けの「発展編」，楽
をしたい人向けの「ライブラリ編」の 3 段階で
構成された．入門編では，GPGPU の 2 大フレー
ムワークである CUDA と OpenCL のインストー
ル方法及び便利なウェブサイト情報をまとめた．
発展編では，GPU の高速化の仕組みやデバイス
構造等についての基礎知識を紹介するとともに，
実装例を挙げつつ GPU パフォーマンスを引き

図 2. フィードバックの様子

出すためのプログラミングの注意点をまとめた．
最後に，ライブラリ編では数ある GPGPU ライ
ブラリの中から ArrayFire と ViennaCL を取り
上げ，これらを用いたサンプルプログラムの紹
介，及びほかのライブラリとの速度比較を行っ
た．本発表の流れは，調べる，書く，ライブラ
リの有難みを知るという GPU プログラミング
図 3. 表彰の様子

初学者の多くが通る道を踏襲しており，実際に
手を動かしたからこそ得られる情報を盛り込ん
だ素晴らしい発表となった．

担当者への質疑応答を実施し，フィードバックと

5.4 2016 年 8 月 4 日 参加者によるフィード

した．様々な意見が盛んに交わされ，MIRU2016

バック，意見交換会
MIRU2016 の本会議が終わった後，TKP 浜松

若手プログラムの活動を振り返ることができた．
最後に，2 段階目の参加者の投票に基づき若

アクトタワーカンファレンスセンターへ移動し，

手プログラム優秀賞を「スッとわかるキャリブ

若手プログラムの最終日企画を実施した．まず

レーション」班に授与（図 3）し，若手プログラ

最初に画像の認識・理解分野の若手研究者・学

ムを締めくくった．

生を対象とした求人情報について紹介を行った．

6. おわりに

MIRU2016 本会議で募集したところ 10 件以上も

本稿では，MIRU2016 若手プログラムの企画

の情報が寄せられた．
「ポスドク問題」が叫ばれ

立案から当日の実施状況について概要を紹介し

ている昨今ではあるが，多数の求人が出ている

た．
「研究に役立つツール・ノウハウを学んでみ

状況を若手に伝えることができたと考えている．

る」をメインテーマとして，参加者による事前

続いて，聴講したテーマのうち最も興味のあ

勉強会を取りまとめ，MIRU2016 会期中には招

るものを各自で選んでもらい，数名のグループ

待講演，成果発表，グループディスカッション

で「何が知りたかったか」
「何が分かったか」
「何

などを企画した．当初に設定した「MIRU2016

がもっと知りたいか」について意見交換を行って

会期中の負担を極力減らす」という基本方針は，

もらった（図 2）
．その後，各グループからテーマ

実行委員長である舩冨が何度か違えそうになっ
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たものの，実行委員メンバーの助けもあり貫徹

若手プログラムに臨むこととした．

できたように思う．実行委員一同，今回の企画

• 浦西友樹（大阪大学・委員長）

が参加者の糧となることを切に願っている．な

• 五十川麻理子（日本電信電話）

お，今回の企画について参加者に詳細なアンケー

• 井下智加（キヤノン）

トを実施しており，1 段階目の参加者からは 33

• 牛久祥孝（東京大学）

件，2 段階目の参加者からも 36 件の回答を得て

• 大倉史生（大阪大学）

いる．おおむね良い評価を得られたが，改善す

• 川西康友（名古屋大学）

べき点もあったと考えている．詳細については

• 上瀧剛（熊本大学）

PRMU2017 年 1 月研究会で報告するので，そち

各委員の研究分野は様々であり，かつ生え抜き

らを参照されたい．若手研究者・学生にとって

の大学関係者が 3 名，企業関係者が 2 名，企業

有益な MIRU 若手プログラムが今後も盛会とな

経験のある大学関係者が 2 名と，バランスの取

ることを願い，バトンを次期実行委員長に渡し

れた編成となったと自負している．

たいと思う．
7. 次回の企画紹介

これまでの若手プログラムは，MIRU 開催期
間に何らかの企画を完結させるものが大半であっ

MIRU2017 は情報処理学会コンピュータビジョ

た．MIRU2017 若手プログラムでは MIRU のみ

ンとイメージメディア研究会 (CVIM) が主催と

で完結させず，CVIM 研究会との連携や更には

なり，2017 年 8 月 7 日（月）〜10 日（木）の期

他分野の学会での発表など，より「外に開く」

間で広島国際会議場（広島市）にて開催される． 「未来に向く」企画とする予定である．企画の詳
MIRU2017 は第 20 回の記念大会であり，若手プ

細は Web サイトにて公開予定であるので，御参

ログラムも通算で 12 回目となる．MIRU 若手プ

照頂きたい．学生，大学関係者，企業関係者の

ログラムはかつて，パターン認識・メディア理解

別を問わず，多くの自称若手の皆様に参加頂け

研究会 (PRMU) 主催時のみ開催されていたが，

ることを期待している．

2013 年より CVIM 主催時にも「若手の会」とし
て開催されるようになり，2017 年は CVIM 主催

謝辞

本プログラムは多くの方々の御支援な

としては 3 回目の若手企画となる．MIRU2017

くしては実施できなかったものである．OSS 開

からは名称も PRMU 主催時と同じ「若手プログ

発現場についての貴重な講演だけでなく，勉強会

ラム」とし，MIRU 本会議とも積極的に連携し

参加者からの事前質問にも丁寧に回答下さった

ていく．

得居誠也様（株式会社 Preferred Networks）には

筆者が MIRU2017 若手プログラム実行委員長

深くお礼を申し上げたい．MIRU2015 若手の会

を拝命し，MIRU2017 での企画を準備するにあた

参加者からの意見は企画立案において貴重な情

り，まずは実行委員のスカウトから開始した．実

報となった．MIRU2015 若手の会の実行委員の皆

行委員の選出にあたっては，多様な分野及びバッ

様，特に便宜を図って頂いた満上育久 MIRU2015

クグラウンドから実行委員を選ぶことを重視し

若手企画委員長に感謝する．また，MIRU2016

た．そこで，過去の MIRU 参加者に限らず，各分

実行委員の皆様，特に前田英作実行委員長（日

野の有望な若手研究者を積極的に実行委員に勧

本電信電話），内田誠一プログラム委員長（九州

誘した．MIRU2016 開催直前より候補者へ就任

大），仙田修司運営委員長 (NEC)，藤吉弘亘組

を打診し，最終的には下記の陣容で MIRU2017

織委員長（中部大），木村昭悟財務委員長（日本
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電信電話），安倍満チュートリアル委員長（デン
ソー IT），寺林賢司組織委員（静岡大）には，企
画立案から実施に至るまで，様々な場面で御支
援を頂いた．ここに謝意を表したい．
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介，豊浦正広，柳川由紀子，“MIRU2014 若手プロ
” 情報・システ
グラム実施報告と次回の企画紹介，
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竜，舩冨卓哉，“MIRU2015 若手の

会実施報告，
” 研究報告コンピュータビジョンとイ
メージメディア (CVIM)，2016-CVIM-200 (42),
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【コミュニティ通信】

Connecting the Dots Looking Backwards
坂口 慶祐
Johns Hopkins University

1. はじめに

と言語哲学について読書会を開いたり，この頃

2016 年の夏，Johns Hopkins University (JHU)

から「言語とは何か」や「人と人とのコミュニ

のサマーワークショップにいらしていた（本誌の

ケーションの背後にあるメカニズムのようなも

編集幹事をされている）東工大の篠崎隆宏先生

の」に興味があったように思います．もちろん，

に自己紹介させて頂く機会がありました．その

自分が将来アメリカで自然言語処理の研究に携

際に先生から，
「とてもユニークな経歴のような

わるなど夢にも思いませんでした．

ので，もし良かったらコミュニティ通信という

2.2 言語学部心理言語学専攻

コーナーで紹介してみませんか？」とオファー

勉学を疎かにしてしまった後悔の念，学部時

を頂きました．本当に私で良いのか少し戸惑い

代に履修した言語学の授業が楽しかったこと，ま

ましたが，これも何かの御縁と思い引き受けさ

た学部時代に英語の教員免許を取った手前，ど

せて頂きました．

うしても英語を集中的に勉強したかったことな

現在，私は JHU の Ph.D. コースで自然言語処

どから，卒業後はイギリスにある University of

理を専攻していますが，元々は文学部で哲学を

Essex へ留学しました．専攻は心理・神経言語

専攻する文系学生でした．その後，アルバイト

学という 1 年間の修士課程で，哲学とは違って，

や社会人生活など，紆余曲折を経て現在に至る

実験を通して仮説を確かめる科学的なプロセス

のですが，本稿ではその経緯について紹介する

がとても新鮮でした ∗1 ．1 年間勉強や実験に集

とともに，その過程で自分が感じたこと，学ん

中し，
（今度はお情けではなく）卒業することが

だことなどを述べたいと思います．

できました．その一方で「人間の言語処理メカ

2. 哲学から自然言語処理への道のり

ニズムにはまだ謎が多く，脳の情報処理メカニ

2.1 文学部哲学科

ズムについても勉強しなければ」という問題意

高校時代から文章を書いたり読んだりするの
が好きだったため，今思えば短絡的ですが文学

識を持つようになりました．
2.3 アルバイト技術補佐員

部に進学しようと思っていました．晴れて早稲

イギリスから帰国後，日本で脳の情報処理研

田大学の第一文学部に入学しましたが，4 年間

究に関わることができないか模索していたとこ

サークル活動に夢中になり過ぎるあまり，勉学

ろ，たまたま理化学研究所（脳総研）の中原裕

が疎かになってしまいました．卒論では認識論

之先生のチームで研究補助のアルバイトを募集

とフレーム問題について，フッサール，ハイデ

しており，そこに応募することにしました．専

ガー，ギブソン，ドレイファスといった哲学者

門もバックグラウンドも違う私を，中原先生は

たちの主張を比較・考察するというもので，何

快く受け入れて下さいました．また技術補佐員

とかお情けで卒業させてもらったというのが正
直なところです．ただ今思うと，学部の友人ら

∗1

最近では実験哲学という分野もあるそうですが．

23

【コミュニティ通信】

情報・システムソサイエティ誌 第 21 巻第 4 号（通巻 85 号）

にも関わらず，ジャーナルクラブで発表させて

しかったですが，本気で挑戦したいことがある

頂いたり，行動（神経）経済学のサーベイの手

のは良いことだと，快く送り出してくれました．

伝いをさせて頂くなど，色々と良くして頂きま

また何よりも，このようなリスクのある決断を

した．しかし一方で，このままずっとアルバイ

後押ししてくれた妻には頭が上がりません．

ト生活を続けるわけにもいかないという焦りも

2.5 再チャレンジ学生生活，今度は理系として

あり，就職活動を始めることにしました．教員

非情報系出身，社会人出身ということで色々

免許を持っていたので片っ端から教員採用試験

と不安も多かったのですが，NAIST は非情報系

を受け続けたのですが全戦全敗．一般の企業に

出身者が CS の基礎を身につけるためのカリキュ

も多数応募しましたがこちらも連戦連敗で，自

ラムが充実していました．また松本研では数多

分は今後どうなるのか，何のために生きている

くの勉強会があり，研究に専念できる環境が整っ

のだろうと悩む日々が続きました．

ていました．最初は分からないことだらけでし

2.4 システムエンジニア

たが，先輩や同期に聞いたりしながら，研究に

就職活動を半ば諦めかけていた頃，IBM シス

必要な知識，技術を習得していきました．もち

テムズエンジニアリング社から幸運にも内定を

ろん実験等うまくいかないことの方が多かった

頂くことができました．コンピュータサイエン

のですが，自分の好きな分野に取り組める喜び

ス (CS) のバックグラウンドがなかったので，先

の方が大きかったです．また，社会人時代に学

輩や同期に教えてもらいながら技術を習得して

んだ効率的な時間の使い方（困ったときは一人

いきました．同期や先輩，後輩にも恵まれ，本当

で抱え込まずに質問する．こまめに進捗報告を

に何の不満もない社会人生活でしたが，あると

し，コミュニケーションをしっかり取る．オン

き社内で IBM Watson というシステムが自然言

とオフのメリハリをつける等々）も非常に役に

語処理技術を用いてクイズ王に勝ったという話

立ったように思います．

を聞き，心の奥底で眠っていた言語処理への好

学生として充実した研究生活を送る中，修士

奇心が再び目を覚ましました．また同時期，奈良

2 年の 6 月に国際会議のワークショップで発表す

先端科学技術大学院大学 (NAIST) 博士課程に在

る機会があり，世界中から自然言語処理の研究

籍していた小町守先生 ∗2 のブログで，文系（哲

者が集まっているのを目の当たりにして衝撃を

学）から自然言語処理へと分野を変えて活躍さ

受けました．その熱気から，海外の博士後期課

れていることや，NAIST の松本裕治研究室は文

程にも運試しのつもりで応募してみようと思い，

系出身者にも門戸を開いていることなどを知り，

幾つか大学を調べたところ，JHU の環境が自分

自分も挑戦できないだろうかと考えるようにな

の興味に一番近い気がしました．研究時間の合

りました．駄目で元々と松本先生と小町先生に

間を使って JHU への出願準備を進め，幸運にも

メールで問い合わせたところ，本当に親身に相

オファーを頂くことができました．松本研の環

談に乗って下さいました．そして NAIST を受験

境にも全く不満はなかったのですが，
「世界中の

し，社会人から再び学生へと戻ることになりま

研究者と知り合って，刺激を受けることも大切

した．3 年間お世話になった先輩や同期の人た

だ」と前向きに送り出してくれました．

ちに会社を去ることを伝えるときは本当に心苦
∗2
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私自身はというと，
「誤りに頑健な自然言語処

長くなってしまいましたが，以上のような経緯

理」というテーマで研究に取り組んでいます．人

で現在に至ります．JHU 入学後は，生活環境の

間のように文脈を適切に扱い，文や発話に含ま

違いや厳しいコースワーク等々で苦労しつつも，

れる誤りや曖昧性にも頑健な言語処理の仕組み

∗3

．指導教員

を実現したいというのが大きな目標です．具体

の Benjamin Van Durme 先生は知識や Common

的なタスクとしては，英語学習者の作文の文法

Sense の獲得が専門ですが，言語哲学にも非常

自動訂正，誤りに頑健な構文解析アルゴリズム，

に詳しく，自分が学部時代に学んだことが，ま

心理言語学の知見に基づく頑健な単語認識モデ

さかこんなところで再びつながるとは思っても

ルの構築などに取り組んでいます．以前学んだ

いませんでした．またもう一人の指導教員 ∗4 の

言語哲学や心理言語学，脳科学の知識が思わぬ

Matt Post 先生は学部時代 CS と英語学のダブル

ところでつながることもあり，今となってみては

メジャーで，プログラムも論文（英語）もため

遠回りも決して無駄ではなかったのかもしれな

息が出るほど美しく，添削してもらうたびに新

いと思います．研究者として一人前になるには

たな学びがあります．

もう少し時間が掛かりそうですが，まずは Ph.D.

充実した研究生活を送っています

周りの学生を見てみると，自分と同様に社会
人経験のある人から，2 年飛び級し 20 歳で学部

取得を目指し精進したいと思います．
3. おわりに

から Ph.D. に入学してきた人もいます．自然言

これまで失敗したこともうまくいったことも

語処理という分野の特徴かもしれませんが，バッ

ありましたが，振り返ってみると，いつも周り

クグラウンドも CS はもちろん心理学から統計

の人に支えられてきたのだと改めて感じました．

学，認知科学，言語学出身の人もいます．また，

“You can only connect the dots looking back-

結婚している人も半数近くいます．このような

wards.” とは Steve Jobs の言葉 ∗5 ですが，全て

多様性も一つの特徴で，これまで周りと違うこ

の経験は成功・失敗に関わらず無駄にはならな

とに多少の気まずさを感じていた私にとっては，

いことを私も身をもって感じてきたので，何事

大変居心地の良い場所となっています．研究の

も挑戦せずに後悔するよりは，駄目元でも挑戦

レベル自体は日本とさほど違うとは思いません

してみることをお勧めします．決して一般的と

が，学生数に対する教員の数が多く，教員同士，

は言えませんが，文系からの転向，社会人から

あるいは大学と企業の共同研究が盛んで，非常

分野を変えての再チャレンジの事例として参考

にオープンな雰囲気です．そして様々なバック

になれば幸いです．また，大学と企業，研究室，

グラウンドの人がいるせいか，流行りのテーマ

研究分野の垣根を超えて，もっと多くの人が交

だけでなく，ユニークな研究トピックが多い気

流したり，自由に行き来できるような環境が増

がします．

えることを期待します．

∗3

最後になりますが，今回このような貴重な執
留学にあたり中島記念国際交流財団から御支援を頂いて

おります．この場を借りて御礼申し上げます．とても手厚い
留学支援制度ですので，留学を考えている方にお勧めしま

筆機会を下さった篠崎先生に改めて感謝いたし
ます．

す．
∗4

私が所属する CLSP (Center for Language and Speech

∗5

You can’t connect the dots looking forward; you can

Processings) では，学生一人につき二人のアドバイザーが

only connect them looking backwards. So you have to

つくことが多いです．

trust that the dots will somehow connect in your future.
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【英文論文誌編集委員会から】

ISS 英文論文誌の全論文がオープン公開されます
英文論文誌編集委員長

浮田 宗伯
豊田工業大学

1. はじめに
電子情報通信学会では，2017 年 5 月 1 日に創

始まっていない，ISS 独自の取り組みです．これ
は，世界で激化している情報・システム分野の

立 100 周年を迎えました．これを機に，更に広

日進月歩の研究競争の中で，電子情報通信学会・

い学際的な研究分野の創成や，社会価値創造の

ISS が会員の皆様と一緒に存在感を発揮してい

推進，そして，国際的な存在感の向上を目指し

くためには必須の取り組みであると判断したた

た改革に取り組んでおります．その一環として，

めです．

情報・システムソサイエティ（以下，ISS）英文

お気を付け頂きたいことは，このオープン化

論文誌においても，新しい制度の推進（例：デー

は，これまでも学会論文の配信が行われてきた J-

タセット論文カテゴリの新設）や，優れた従来

SATGE (https://www.jstage.jst.go.jp/) で始ま

制度の更なる発展（例：リエゾン委員による研

るということです．現時点では，学会の論文掲

究専門委員会との連携強化）を進めております．

載サイトでは，従来どおり会員限定の論文公開，

論文出版は，研究活動の集大成であり，その

及び，有料配信となっています．このオープン

成果を研究コミュニティだけでなく社会に還元

公開の形態につきましては，一定の期間で効果

するためにも，重要な役割を担っています．学会

を検討することになっています．その検討結果

員の皆様の研究成果が，より広がりをもって普

に応じて，より学会員の皆様と社会に有益とな

及していくためにも，本学会では，PDF による

るオープン公開を目指していきます．また，他

web 掲載に始まり，著者の皆様御自身の（所属

ソサイエティにも，オープン公開の成果と検討

機関の）サーバにおけるオープン公開許可，そ

結果をフィードバックしていくことで，学会全

して，論文賞受賞論文やサーベイ論文，研究会・

体の発展へとつなげていきます．

シンポジウム推薦論文などの優秀論文のオープ

3. おわりに

ン化を進めてまいりました．

オープン公開で，世界中の研究者が ISS 英文

このたび，更に革新的な試みとして，過去に

論文誌の論文を読み，それを参考にしてもらえ

遡って web 掲載されている全論文のオープン公

ることで，論文誌の価値向上が期待されます．し

開に踏み切ることになりました．

かし，論文誌の価値にとって最も重要なのは，掲

2. ISS 英文論文誌における全論文オープン公開

載論文の質であることに疑いはありません．是

ISS 英文論文誌のオープン公開は，5 月の 100

非，会員の皆様におかれましては，これまでに

周年に先駆けて，2017 年 1 月より開始されてい

も増して，皆様の優れた研究成果を ISS 論文誌

ます．本ソサイエティ誌が皆様のお手元に届く

に御投稿頂きますようお願い申し上げます．

2 月には，既にオープン公開が始まっています．
この全論文オープン化は，他ソサイエティでは
26
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【フェローからのメッセージ】

高次元画像ベクトル空間に魅せられて
フェロー 福井 和広
筑波大学

本稿では，筆者の画像認識における研究歴を

タ環境などの道具立てや研究環境に大きく左右

振り返りながら，画像たちが住む高次元ベクト

されるということであろうか．もちろん，この

ル空間との出会いや関わりについて，画像認識

ような時期にも，深い数理的な理論研究を進め

と数理の関係も含めて少し述べてみたい．

た研究者も数多く，その研究成果は深い洞察や

1. 試行錯誤の時期

示唆に富んでおり，一読すべきものである．統

画像認識の研究を始めて 4 半世紀以上が経っ

計的パターン認識においては，例えば，飯島泰

た．東芝に入社した 1980 年後半は，ステレオ

蔵先生 [1]，渡辺慧先生 [2]，大津展之先生 [3] な

視覚などの幾何学ベースの方法に興味を持って

どはその代表格であろう．

色々と研究を進めていたが，途中からエッジや

2. 高次元画像ベクトル空間との出会い

輪郭などの特徴抽出に興味が移っていった．今，

エッジや輪郭抽出などの特徴抽出法の研究が

それらの研究を振り返ると，直感に基づく職人

一段落した後，研究対象を統計的パターン認識

芸的な側面が多分にあったように感じる．ただ

を用いた顔認識に移していった．東芝では複合

筆者の研究だけではなく，当時の画像認識の研

類似度法に代表される部分空間法を用いた文字

究全般にそのような傾向があったように思う．

認識の研究が活発で，世界トップクラスにあっ

こんなことを書くと，読者からは当時の研究

た．それに刺激を受けて，部分空間法ベースの

者が数理の重要さを理解していなかったのでは

顔認識アルゴリズムの研究を始めた．統計的パ

と勘違いされそうだが，決してそんなわけでは

ターン認識は言うまでもなく，線形代数や統計

ない．いかに既存の画像処理・認識アルゴリズ

学などの数学に支えられた技術体系である．こ

ムを実用速度で動かすという社会ニーズやそれ

れを契機に数理の重要さに目覚め，筆者は研究

に対する興味が大きかったからである．加えて，

スタイルを変化させた．当時は自分自身でその

数理の重要さを理解しつつも，画像入力系や計

方向に舵を切ったと思っていたが，今振り返る

算機の非力に押し流されて，大量データを用い

と，特殊な画像入力ボードを用いなくても，容

る複雑なアルゴリズムの研究開発には積極的に

易に画像入力が可能となり，CPU の性能も大き

触手を伸ばし難かったからである．工学である

く向上したことで，複雑な画像認識アルゴリズ

限り，有効性を実験やシステム動作を通して示

ムが比較的高速で動作するようになってきた時

す必要があるが，それが非常に困難だった．高度

期に一致する．この状況が筆者を強く後押しし

で複雑な数学を用いたアルゴリズムでも工夫次

てくれたと思う．

第では容易に動作や検証させることができる現

3. 高次元ベクトル空間の魅力

状を鑑みると，隔世の感がある．結局のところ，

最近，読んだ書籍 [4] では世界自体が数学で

研究者が取るアプローチはその人の研究センス

あるという論が展開されている．そこまで言わ

や数理能力にかかわらず，計算機パワーやデー

なくても，画像認識，特に統計的パターン認識
27
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でも数学が有効に働くことにはいつも驚かされ

が高次元空間を素直に “知覚” できれば問題は簡

る．理学は真理の発見を目的にするが，統計的

単になり，色々な難問があっという間に解ける

パターン認識も発見的側面を持つと感じる．

のかもしれない．高次元空間を自分の脳で知覚

顔画像パターンなどが形成する高次元ベクト
ル空間と長年対峙していると，ある種の宇宙空

してみたいものである．
4. 今後への期待

間として感じられ，自分なりの捉え方が形成さ

今後，画像認識と数理の関係はどのようになっ

れてきた．もちろん，高次元空間や其処に住むベ

ていくであろうか．深層学習の驚異的な性能が

クトルを完全に記述するためには数学が必要で

明らかになるにつれて，両者の関係は遠ざかる

あるが，このような直感的なイメージは研究を

のであろうか．それともその成功に刺激されて，

進めるうえで，良い方向に働く場合が多かった．

新しい数理体系が創設されるのであろうか．

もちろん逆効果をもたらす経験も何度もした．

超弦理論をはじめとする理論物理は，新しい

筆者の研究の主な道具立ての一つは，ベクト

数学の問題を創出することで数学に刺激を与え

ル空間における部分空間である．一般に部分空

ながら，逆に発見された新しい数学ツールを用

間というと，データを大雑把に近似するのに使

いて，新しい難問に取り組んでいる．筆者には

われると思われている場合が多いと感じる．数

高レベルで相互に刺激し合うループが形成され

学的には単純で面白みがあまりないように見え

ているように見える．羨ましい．理学と工学で

るこの部分空間の概念も，物理現象とセットで

は目指すところが異なる側面が多々あるが，画

考えると，興味深い研究対象となり，色々と面

像認識においても，高次元パターン空間を自在

白い特性が見えてくる．例えば，任意照明下の

に操り，制御するための新しい数理，数学の創

正面顔の見え方は 9 次元部分空間の中に含まれ

生を期待したいものである．その際，数学だけ

るということは，その代表的な事例であろう．

では不十分で，物理現象，人間系まで含めた新

以前，金出武雄先生と部分空間ベースの識別
法について話をしている際，部分空間には数枚

しいフレームワークが必要となるかもしれない．
以上，これまでの画像認識の研究を振り返り

の画像から物理的に決まる確定的な部分空間と，

ながら，高次元空間との出会い，画像認識と数

多数のデータから統計的に決まる部分空間があ

理の関係について思いを述べてみた．最近，大

るが，前者の方に興味があるようなニュアンス

津先生の特徴抽出理論 [3] を読み返してみた．や

のことをおっしゃっていた．画像認識において

はり奥深い．

も様々なタイプの部分空間があること，実はこ
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平成 28 年度 情報・システムソ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】

▼著者の皆様方，御多忙中にも関わらず執筆を御快諾頂き，誠にありがとうございました．また

関係者各位，多大なるフォローをありがとうございました．本号では巻頭言にて酒井所長より教育工学に
関する記事を頂き，主担当の所属する教育工学研究会にとっても大変興味深い内容となっております．
（主
担当 東本）▼第 4 号は年の瀬に編集ということもあり，お忙しい中，原稿を執筆して頂いた皆様に多大な
御助力を頂きました．今号では，ソサイエティの活動報告が 4 件ととても多く，とても活気のある号となり
ました．また，英文論文誌のオープン化など，時代の変化を感じるものとなったと思います．
（副担当 宮島）
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